令和元(平成31)年度第６回副作用・感染等被害判定第二部会：令和２年３月26日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等
No.

主な原疾患等

1 子宮内膜癌の疑い

原因医薬品名

副作用名

呼吸抑制及びそれに続発した心肺
停止による低酸素脳症(疾病)
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ注射液10mg｢ﾀｲ
呼吸抑制に続発した心肺停止によ
ﾖｰ｣､ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg
る低酸素脳症による高度脳機能障
害(障害)

両黄斑変性症､両網脈
絡膜萎縮､両視神経萎
縮､両点状表層角膜炎､
右睫毛乱生症､両ｱﾚﾙ
2
ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg
ｷﾞｰ性結膜炎､水疱性
類天疱瘡､前立腺肥大
症 腰痛症 両下肢痛､
甲状腺機能低下症

間質性肺炎

不支給等理由

判定
支給
１級
１年毎

支給

ｽﾃﾗｰﾗ皮下注45mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ｱｸﾄｽ錠15､ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠
尋常性乾癬､2型糖尿
100mg､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg､ﾄ 間質性肺炎(疾病)
病､高尿酸血症､高ｺﾚｽ
3
ﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾃﾞﾊﾟｽ錠
間質性肺炎及びそれに続発した急
ﾃﾛｰﾙ血症､後縦靱帯骨
0.5mg､ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠
性呼吸不全による死亡(死亡)
化症
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗｼｯｸｽ錠
20mg､ﾗｼｯｸｽ錠40mg

支給

関節ﾘｳﾏﾁ､逆流性食道
ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾒﾄﾚｰﾄ錠
4 炎､不眠症､前立腺肥大
2mg
症

支給

間質性肺炎

中毒疹､ﾘｳﾏﾁ性多発筋
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ 皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
5 痛症､高血圧､高ｺﾚｽﾃ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢日医工｣ ﾝｿﾝ症候群)
ﾛｰﾙ血症､骨ｿｼｮｳ症

支給

6 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800

多形紅斑型薬疹

支給

7 皮膚筋炎

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ﾎﾞﾉﾃｵ錠
50mg

両側非定型大腿骨骨折

支給

8 関節ﾘｳﾏﾁ

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(1回
①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
目)
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)(2回
500mg､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠
目)

支給

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防内服､逆
流性食道炎､けいれん ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ｻ 薬物性肝障害(疾病)
9 予防､排便ｺﾝﾄﾛｰﾙ､ｳｲ ﾜｲ｣､ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注 薬物性肝障害に続発した多臓器不
ﾙｿﾝ病､ﾙｰﾄﾛｯｸ､感染 用1g｢ｻﾝﾄﾞ｣
全よる死亡(死亡)
症

支給

①ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg
ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨｰ障害､気分 ②ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
10
変動､腹痛､膵炎
(25mg/ml)､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴
静注用ﾊﾞｯｸﾞ0.5g｢明治｣

①急性膵炎
②薬物性肝障害

支給

関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､糖
尿病､高脂血症､胃潰 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
11
間質性肺炎
瘍､下肢血栓性静脈炎､ ｲ｣
変形性膝関節症

支給

12 関節ﾘｳﾏﾁ

支給

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

間質性肺炎

No.

主な原疾患等

原因医薬品名

副作用名

不支給等理由

判定

13 末期腎不全

1%ｶﾙﾎﾞｶｲﾝ注､ｸﾛﾙﾍｷｼｼﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病)
ﾝｸﾞﾙｺﾝ酸塩ｴﾀﾉｰﾙ消毒
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)
液1%｢東豊｣

支給

14 高血圧症､気管支喘息

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣､ｱ
間質性肺炎
ﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢EMEC｣

支給

15 IgA血管炎

①ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞ ①両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両
ﾛｰﾙ錠4mg､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠 側大腿骨顆部無腐性壊死
0.5mg｢ｻﾜｲ｣
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg

支給

急性上気道炎､扁桃炎､
急性気管支炎､咳､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､咽頭痛､頭
16 痛､発熱､扁桃腺炎､急
性副鼻腔炎､急性咽頭
喉頭炎､両混合性難聴､
せきと耳閉感

①ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢
YD｣､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､
ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素
酸塩錠15mg｢NP｣､ｸﾗﾘｽﾛ
①播種状紅斑丘疹型薬疹
ﾏｲｼﾝ錠200mg｢CH｣､ｻﾞｲ
②無顆粒球症
ｻﾞﾙ錠5mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢JG｣
②ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ錠2mg

支給

17

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､頭痛､
ﾋﾞﾗﾉｱ錠20mg､ﾅﾛﾝｴｰｽT 播種状紅斑丘疹型薬疹
生理痛､腰痛

18 便秘､月経困難症

ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害

支給

支給

①骨粗鬆症及びそれに続発した腰
骨粗鬆症､高尿酸血症､ ①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
椎圧迫骨折
19 腰痛症､高血圧症､ﾘｳﾏ ②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
②骨粗鬆症及びそれに続発した胸
ﾁ性多発筋痛症(PMR) ﾛﾝ錠1mg(旭化成)
椎圧迫骨折

支給

脂質異常症､慢性じん
20 麻疹 花粉症､ﾏﾀﾞﾆ咬
傷､ﾏﾀﾞﾆ咬症

ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg

支給

21 肺炎(ｶﾘﾆ肺炎の疑い)

無顆粒球症及びそれに続発した敗
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅ
血症(疾病)
ﾄﾘｳﾑ静注用1g｢NP｣､ｽﾙ
無顆粒球症に続発した敗血症によ
ﾊﾞｼﾘﾝ静注用3g
る死亡(死亡)

支給

発熱､咳､喀痰､鼻汁出
現の為､風邪､便秘症､
乳癌､てんかん､統合失
22
調症､過活動膀胱､腹圧
性尿失禁､2型糖尿病､
高血圧症

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ細粒20%｢ﾀﾂ
ﾐ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
杏林｣､ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩
錠5mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠
12mg､ｱｽﾄﾏﾘ錠15mg､ﾘﾝ 固定薬疹
酸ｺﾃﾞｲﾝ散1%｢日医工｣､
C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg､d-ｸﾛﾙ
ﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏﾚｲﾝ酸塩徐放錠
6mg｢武田ﾃﾊﾞ｣

支給

23 急性鼻咽頭炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾒｼﾞｺﾝ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ
錠15mg

支給

間質性肺炎

膀胱炎､一過性脳梗塞
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
(TIA)､甲状腺機能低下
24
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ 両下腿浮腫
症､不眠症､逆流性食道
錠60mg｢EMEC｣
炎､便秘

支給

No.

主な原疾患等

25 関節ﾘｳﾏﾁ

原因医薬品名

副作用名

ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ 間質性肺炎及びそれに併発した肺
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾝ 真菌症
ﾄﾞ｣

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
慢性副鼻腔炎 急性増 日医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
26
悪
500mg｢JG｣､ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ配
合錠

播種状紅斑丘疹型薬疹､嘔吐､下
痢

不支給等理由

判定
支給

支給

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg､ｽﾋﾟﾛﾉﾗ
ｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱｾﾘｵ
静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｱｼﾞ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､
ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変症､肺
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
27
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴静注用
炎
ﾝｿﾝ症候群)
ﾊﾞｯｸﾞ4.5｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ錠40mg｢NP｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠500mg｢DSEP｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

支給

胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎
ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ､ﾊﾞﾛｽ発泡顆粒
(疾病)
-S､硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢
胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎
共成｣
による死亡(死亡)

支給

血栓性血小板減少性紫斑病(疾病)
血栓性血小板減少性紫斑病に続
発した心筋梗塞による死亡(死亡)

支給

薬物性肝障害

支給

28 (検診)

29

脳梗塞､高尿酸血症､高
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg
血圧､脂質異常症

30 爪白癬

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

31 胃癌

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ｻ 群)(疾病)
ﾜｲ｣
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
による死亡(死亡)

支給

ｾﾛｸｴﾙ100mg錠､ｾﾛｸｴﾙ
気分障害(双極 I 型) 気
200mg錠､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg)､
32 分変動､不眠､ｲﾗｲﾗ､興
糞便性ｲﾚｳｽ
ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg)､ｱｷﾈﾄﾝ
奮､衝動行為
錠1mg

支給

労作性狭心症､高血圧
症､2型糖尿病､糖尿病
33
神経症､筋肉痛､脂質異
常症､気管支炎

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞ
ﾚﾙ錠75mg｢SANIK｣､ｷﾌﾟﾚ
血小板減少症
ｽOD錠10mg､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370
注100mL

支給

34 (検診)

硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎

支給

35 急性喉頭蓋炎

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠300mg｢
JG｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢TCK｣､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ
注射液600mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｾﾁ
ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢YD｣､
ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩静注用1g 汎発型薬疹
｢NP｣､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用
100mg､ﾅｲﾛｼﾞﾝ注､ﾚﾎﾞﾌﾛ
ｷｻｼﾝ錠250mg｢TCK｣､ﾍﾟﾝ
ﾄｷｼﾍﾞﾘﾝｸｴﾝ酸塩錠15mg
｢ﾂﾙﾊﾗ｣

支給

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｸﾘﾝﾀﾞﾏ
ｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液
不安障害､扁桃周囲膿
36
600mg｢NP｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅ 多形紅斑型薬疹
瘍
ﾄﾘｳﾑ静注用1g｢日医工｣､
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ3.25%

支給

No.
37

主な原疾患等

原因医薬品名

月経痛､月経困難症､子 ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ULD｢あす
宮内膜症､避妊効果
か｣､ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28

副作用名

支給

多形紅斑型薬疹

支給

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

39 間質性肺炎増悪

ﾊﾞｸﾀ配合顆粒､ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠
汎発型薬疹
50mg

感冒にともなう上気道
41 炎､倦怠感､関節の痛
み､発熱の為

42

第3腰椎椎体骨折､術
後感染

43 左膝蓋骨骨折

44

判定

肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症

38 関節ﾘｳﾏﾁ

甲状腺機能亢進症､高
血圧症､頻脈､高脂血
40
ｻﾜｼﾘﾝ錠250
症､└4抜歯窩治癒不
全

不支給等理由

出血性大腸炎

支給

支給

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､新ﾙﾙ-A錠
多形紅斑型薬疹
s

支給

①ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
ﾄｰﾜ｣､献血ﾎﾟﾘｸﾞﾛﾋﾞﾝN5%
①急性腎不全
静注5g/100mL
②出血性十二指腸潰瘍
②ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
ﾄｰﾜ｣

支給

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病)
ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注液
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
300mg｢NP｣
た急性心不全による死亡(死亡)

支給

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症及びそ
れに続発した右下肢動脈血栓症､
両下肢静脈血栓症

支給

静脈血栓症による脳梗 ﾍﾊﾟﾘﾝNa注1万単位
塞
/10mL｢ﾓﾁﾀﾞ｣

45 風邪で､喉､咳の痛み

ｽﾑｰﾃﾞｨP

過敏症(全身発疹､呼吸困難)

支給

46 混合性結合組織病

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠

播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

半月体形成性糸球体
47
腎炎

ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽ
ﾃﾙNa注射用1000mg｢ｻﾜ 両側大腿骨骨頭無腐性壊死､左側
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣ 上腕骨骨頭無腐性壊死
5mg

支給

高血圧､乳癌術后､乳
48
癌､喘息

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢
CEO｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
間質性肺炎
50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄ
ｼﾙ酸塩錠150mg｢ｻﾜｲ｣

支給

49 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､上気道炎

ﾋｽﾄﾙﾐﾝ､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾀﾂﾐ｣､ﾂﾑﾗ葛根湯
薬物性肝障害
ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾑｺｽﾀ
錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

支給

No.

主な原疾患等

原因医薬品名

副作用名

不支給等理由

判定

50 急性扁桃炎

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注
射液600mg｢NP｣､ﾜｲｽﾀｰ
ﾙ配合点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢
ｸﾞ､ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣

支給

51 (予防)

｢ﾋﾞｹﾝHA｣

発熱

支給

52 IgA血管炎

ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg

好酸球性肺炎

支給

53 気管支炎

ｸﾗﾘｽ錠200､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠
15mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｺ
多形紅斑型薬疹
ﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg

のどの痛みを感じたた
54 め､体の全体がだるく､ ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSα<錠>
痛みを感じた為

55

血管性浮腫

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､混合性 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD
薬物性肝障害､好中球減少症
結合組織病
錠20mg｢EMEC｣

支給

支給

支給

56 急性扁桃炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石膏
ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｵｰｸﾞﾒ 薬物性肝障害
ﾝﾁﾝ配合錠250RS

支給

右口腔前庭貯留嚢胞
57
(がま腫)

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢CH｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
血管性浮腫
Na錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣

支給

高尿酸血症､高脂血症､
58 不眠､心身症､糖尿病､ ｽｰｸﾞﾗ錠50mg
熱発､前立腺肥大

59

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(疑)､発熱が
ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA<錠>
あったため

発熱

支給

皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
ﾝｿﾝ症候群)

支給

慢性炎症性脱髄性多
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
60 発神経炎､ｶﾃｰﾃﾙ関連
薬剤性過敏症症候群(DIHS)
注用1.0g｢MEEK｣
血流感染症

支給

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚ
頻拍型心房細動､本態
61
ｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾟ 薬物性肝障害
性高血圧
ﾛﾉﾝ錠150mg､ﾘｸｼｱﾅ錠
30mg

支給

62 (検診)

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD

支給

63 造影CT､嘔吐症

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ､ﾌﾟﾘ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ
ﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg

ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎

支給

No.
64

主な原疾患等

副作用名

抑うつ状態､脳梗塞､胸 ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝOD錠15mg｢ﾆﾌﾟ 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
やけ､薬疹
ﾛ｣
れに続発した肺炎

65 月経困難症､うつ病

66

原因医薬品名

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

不支給等理由

判定
支給

ﾌﾘｳｪﾙ配合錠LD｢ﾓﾁﾀﾞ｣

肺血栓塞栓症

支給

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ

多形紅斑型薬疹

支給

脳梗塞､高血圧症､胃 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾛﾙｶ
67 炎､便秘症､不眠症､骨 ﾑ錠4mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠
出血性胃潰瘍
粗しょう症､腰痛症
35mg｢日医工｣

支給

嗄声､声帯結節症､ｱﾚﾙ
ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｱﾚｸﾞ
68 ｷﾞｰ性鼻炎､急性咽喉
薬物性肝障害
ﾗ錠60mg
頭炎

支給

うつ病､高血圧､狭心
69 症､高尿酸血症､原発性 ﾊﾟｷｼﾙCR錠12.5mg
胆汁性肝硬変､不眠症

薬物性肝障害

支給

70 急性虫垂炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
出血性大腸炎
250RS､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ
静注用1g｢日医工｣

支給

71 労作性狭心症

①間質性肺炎の増悪(疾病)
①ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠1mg｢
②肺胞出血(疾病)
EE｣
間質性肺炎の増悪及び肺胞出血
②ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｴ
及びそれに続発した呼吸不全によ
ﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg
る死亡(死亡)

支給

72 ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠
多形紅斑型薬疹
200

支給

73 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg

無顆粒球症

支給

74 (検診)

ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散

直腸穿孔及びそれに続発した腸閉
塞

支給

75 慢性関節ﾘｳﾏﾁ

ｼﾑｼﾞｱ皮下注200mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ

支給

76 関節ﾘｳﾏﾁ

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
ﾝｿﾝ症候群)

支給

多形紅斑型薬疹

支給

多形紅斑型薬疹

支給

77

感染性胃腸炎･急性咽 ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
頭気管支炎
250mg

78 左大腿骨内顆骨挫傷

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg

No.

主な原疾患等

原因医薬品名

副作用名

不支給等理由

判定

風邪気味､微熱､高血圧
症､胃潰瘍､慢性閉塞性
肺疾患､気管支喘息､変
79 形性腰椎症､難治性逆 ｽﾄﾅｼﾞｪﾙｻｲﾅｽS
流性食道炎､変形性膝
関節症､腰椎々間板ﾍﾙ
ﾆｱ､胃炎

皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
ﾝｿﾝ症候群)

支給

脳脊髄液漏出症､線維
筋痛症､慢性疼痛､脊椎
関節炎(体軸､末梢､付
着部)､ｳｲﾙｽ感染､そう
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
80 よう性湿疹､敗血症(成
500mg｢日医工｣
人ｽﾁﾙ病疑)､脳脊髄液
減少症､脳脊髄液漏出
症の疑い､変形性頚椎
症､起立性頭痛

薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

81 急性咽喉頭炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ
DSEP｣

支給

82 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾍﾞﾌｧｲﾝﾊﾟｯｸ

出血性大腸炎

支給

83 高尿酸血症

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100､ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ
薬物性肝障害
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

支給

84 前立腺肥大症

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｵｰｸﾞﾒﾝ
薬物性肝障害
ﾁﾝ配合錠250RS

支給

85 尋常性ざ瘡､鼻汁､鼻閉

ﾂﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
薬物性肝障害
(医療用)

支給

86 線維筋痛症､不眠症

ｸﾗｼｴ抑肝散加陳皮半夏
薬物性肝障害
ｴｷｽ細粒

支給

87

心房細動､難治性逆食､
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg
高血圧､便秘症､不眠症

多形紅斑型薬疹

88 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｻｸｼｿﾞﾝ注射
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
用100mg､ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg､
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液1.65mg､ﾃﾞ
ｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg

89 (検診)

ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV

S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注
ｼｴｰｸﾞﾚﾝ症候群､左側
射液600mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌﾒﾀ
90 反復性耳下腺炎､左耳
多形紅斑型薬疹
ｿﾞｰﾙNa静注用1g｢NP｣､ｻ
下腺炎
ﾜｼﾘﾝ錠250

支給

支給

支給

支給

No.

主な原疾患等

91 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

92

原因医薬品名
ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg

副作用名
無顆粒球症

足白癬(左足)､頑癬(臀 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣､
薬物性肝障害
部)､爪白癬(左足)､胃炎 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

不支給等理由

判定
支給

支給

関節ﾘｳﾏﾁ､ﾘｳﾏﾁ性多
93 発筋痛症､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症
候群

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹

支給

舌痛症(心因性)･口腔
乾燥症･ｶﾝｼﾞﾀﾞ症

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害

支給

慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟ
ｸﾗﾘｽ錠200､ｻﾜｼﾘﾝ錠
95 ﾛﾘ感染症､骨粗鬆症､
250､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg
高血圧症

多形紅斑型薬疹

支給

96 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

多形紅斑型薬疹

支給

多形紅斑型薬疹

支給

98 急性咽頭喉頭炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢OK｣､ｶﾙ
多形紅斑型薬疹
ﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg

支給

99 急性気管支炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､PL配
合顆粒､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠
250mg｢ﾀｶﾀ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､塩酸ｱﾝ 播種状紅斑丘疹型薬疹
ﾌﾞﾛｷｿｰﾙ錠15mg｢PH｣､ﾃﾞ
ｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸
塩錠15mg｢NP｣

支給

94

97

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400

胸部打撲及び左第7肋
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg
骨骨折疑い

気管支喘息(咳喘息)､ｱ
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､皮膚そう
100
100mg｢OK｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠
痒症､片頭痛､右耳痛及
60mg
び顎下頚部痛

多形紅斑型薬疹

高血圧､糖尿病､前立腺
101 肥大､高脂血症､腰痛 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ
症､大腸癌

支給

支給

102

急性上気道炎 薬疹､薬
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
剤肝障害疑､神経痛

薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

103

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢
潰瘍性大腸炎､高血圧､
NP｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
慢性副鼻腔炎
250mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

104 過活動膀胱､関節ﾘｳﾏﾁ

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢日医工｣

No.

主な原疾患等

105 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

106

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染性
慢性胃炎

原因医薬品名

副作用名

不支給等理由

判定

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa注射 左側大腿骨骨頭無腐性壊死
用500mg｢ｻﾜｲ｣

支給

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400

支給

多形紅斑型薬疹

107 吃逆

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ﾂﾑﾗ
芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(医 薬物性肝障害
療用)

108 (検診)

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD

109 上気道炎､脱水

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg､ﾎﾟ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ
ﾀｺｰﾙR輸液

支給

110 急性咽頭喉頭炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS

出血性大腸炎

支給

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ

出血性大腸炎

支給

112 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg

多形紅斑型薬疹

支給

113 心筋炎

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢
DSEP｣､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎

支給

114 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
歩行障害

障害
２級
１年毎

急性肝炎､腹水､肝性脳
症､便秘､虚血性心疾
115
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
患､胆嚢炎､自己免疫性
肝炎

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害

障害
２級
１年毎

両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び
左化膿性膝関節炎による両下肢機
能障害

障害
２級
１年毎

111

ﾋﾟﾛﾘ菌感染症､一次除
菌不成功例

116 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
結核性髄膜炎､薬剤性
肝障害､肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
症､誤嚥性肺炎､廃用性
障害､嚥下障害､左肺膿
117
胸､慢性下気道感染増
悪､慢性下気道感染再
燃､肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症再
燃疑い

ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2㎎)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

①ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg
②ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg
③ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静
注用100mg｢日医工｣､ﾐﾉﾏ
ｲｼﾝ顆粒2%､注射用ﾏｷｼ
ﾋﾟｰﾑ1g､ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用
50mg

支給

S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

①肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症及びそれに続発
支給
した膿胸(疾病)
医薬品以外の原因によ （疾病）
②薬物性肝障害(1回目)(疾病)
る
不支給
③薬物性肝障害(2回目)(疾病)
（死亡）
なし(死亡)

うっ血性心不全 発作性 ①ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg､ﾊﾞｲｱ ①出血(1回目)(疾病)
118 心房細動､心原性脳塞 ｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg
②出血(2回目)(疾病)
栓
②ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg
判定不能(死亡)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

No.

主な原疾患等

原因医薬品名

副作用名

間質性肺炎､慢性心不
全､虚血性心疾患､高血 ﾗｼｯｸｽ錠40mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠 脱水症(疾病)
119
圧症､逆流性食道炎､慢 20｢ﾀｲﾖｰ｣
なし(死亡)
性胃炎､便秘症､不眠症

120

右肋骨々折､右肩打撲､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg
両肩関節周囲炎

下肢閉塞性動脈硬化
121
症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死亡)
判定不能(障害)

不支給等理由

判定

支給
医薬品以外の原因によ （疾病）
る
不支給
（死亡）

判定不能

支給
（疾病）
（死亡）
不支給
（障害）

支給
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
医薬品以外の原因によ （疾病）
た低酸素脳症(疾病)
る
不支給
なし(死亡)
（死亡）

不支給事例 （「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）
No.

主な原疾患等

使用医薬品名

診断書に記載された
「副作用によるものとみられる
疾病の名称又は症状」

不支給等理由

判定

122 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型 疑い

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75

虚血性腸炎

医薬品以外の原因による

不支給

123 乾癬性関節炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、不明

判定不能

不支給

ﾌｫｼｰｶﾞ錠5mg、ﾛｻﾙﾋﾄﾞ
2型糖尿病の治療が目
配合錠LD「KN」、ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
的であるが狭心症様症
124
ｿﾞｰﾙOD錠30mg「ｹﾐﾌｧ」、 急性冠症候群
状あり､心負荷軽減目
ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μg
的
「TCK」、ﾈｼｰﾅ錠25mg他

医薬品以外の原因による

不支給

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg、ｾﾚ
脱水状態､末期状態､急 ﾈｰｽ注5mg、ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射
125 性腎不全､悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 液10mg、ｱﾀﾗｯｸｽ－P注 未記入
疑い､脱水症
射液（25mg/ml）、ﾗｼｯｸｽ
注20mg他

医薬品以外の原因による

不支給

126 急性胃腸炎

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg「トーワ」、ﾓｻﾌﾟﾘ
ﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg「日医
工」、ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg 未記入
「EMEC」、ﾅｳｾﾞﾘﾝ坐剤
60、ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg「ﾄｰﾜ」他

判定不能

不支給

127 勃起不全症

ｼｱﾘｽ錠20mg

医薬品以外の原因による

不支給

不支給等理由

判定

診療録提出のため未記入

不支給事例 （上記以外の事例）
No.

主な原疾患等

128 関節ﾘｳﾏﾁ

129

原因医薬品名
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

副作用名
ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患

入院相当でない

無顆粒球症(疾病)
甲状腺機能亢進症､ﾊﾞｾ ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
無顆粒球症に伴う感染による甲状腺ｸ 不適正使用
ﾄﾞｳ病
錠10mg
ﾘｰｾﾞ､多臓器不全による死亡(死亡)

130 子宮筋腫

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ 両下肢麻痺､両下肢知覚異常(疾病)
注7.5mg/mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注 なし(障害)
ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因による
（障害）

不支給

不支給

不支給

