
(副作用被害判定結果)
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

1
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､咽頭炎

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100㎎｢
ｻﾜｲ｣

出血性腸炎 支給

2 骨粗鬆症 ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg 背部痛 支給

3
咽頭 喉頭炎､急性気管
支炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg､ﾒｼﾞｺﾝ
錠15mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

4
慢性C型肝炎､多形滲
出性紅斑

ﾃﾗﾋﾞｯｸ錠250mg､ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ
皮下注用100μ g/0.5mL用､
ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg

皮下膿瘍､肺炎及びそれに
続発したDIC

支給

5 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾃﾞ
ｷｻﾒｻｿﾞﾝ錠0.5mg｢ﾀｲﾖｰ｣

両側上腕骨骨頭無腐性壊死 支給

6
多剤耐性緑膿菌感染
症

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

7 気管支喘息､帯状疱疹 ﾛｷｿﾆﾝ細粒
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(疾病)
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息による死亡(死
亡)

支給

8
直腸腫瘍疑い､排便促
進

ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠
腹痛に続発した意識消失に
よる転倒後の頸髄損傷

支給

9 偏頭痛､群発頭痛 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害(障
害)

支給
２級

１年毎

10

陳旧性心筋梗塞ｽﾃﾝﾄ
治療後､高血圧症､脂
質異常症､高尿酸血
症､便秘症､前立腺肥
大症､脳梗塞予防目的

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠75mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg

出血性胃潰瘍 支給

11

円形脱毛､毛包炎､爪
甲剥離､虫刺症､気管
支炎､腰痛症､機能性
下痢

ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg 薬物性肝障害 支給

12
右肘関節炎､迷走神経
反射

ﾎﾞｽﾐﾝ注1mg 血圧上昇､頭痛､嘔気 支給
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13
胃過形成ﾎﾟﾘｰﾌﾟ､ﾌｫﾛｰ
目的

ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注20mg､ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注
10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

14
糖尿病､肝炎､不眠症､
慢性胃炎､膀胱炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､便秘

ﾈﾙﾎﾞﾝ錠5mg 薬物性肝障害 支給

15
甲状腺機能亢進症､ﾊﾞ
ｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 再生不良性貧血 支給

16
不眠症､うつ状態､めま
い､胃炎､高尿酸血症､
逆流性食道炎

ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg
熱感､浮動性めまい､悪心､錯
感覚

支給

17 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 心膜炎 支給

18
高血圧､めまい症､逆流
性食道炎､慢性胃炎､
更年期障害､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒(医療
用)

間質性肺炎､薬物性肝障害 支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

20 潰瘍性大腸炎 ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 間質性肺炎 支給

21 潜在結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

22 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 発熱､薬物性肝障害 支給

23
急性咽頭炎､感染性胃
腸炎､嘔吐症

ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩小児用細粒
10%｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾙｷﾞﾝGﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟ0.1%､ﾑｺﾀﾞｲﾝDS50%､ﾅｳｾﾞ
ﾘﾝOD錠5､ﾎｽﾐｼﾝS静注用
1g

薬物性肝障害 支給

24 高尿酸血症 ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10㎎ 汎発型薬疹､嘔吐､下痢 支給

25

食道裂孔ﾍﾙﾆｱ､逆流
性食道炎､嘔気､慢性
胃炎､不眠症､めまい､
感冒

ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾂﾑﾗ六君子
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

26 (胃がん検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給



27 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD 直腸穿孔 支給

28

本態性高血圧症､脂質
異常症､腰椎椎間板変
性症､頻尿(症)､両下肢
浮腫､急性上気道炎､
急性胃腸炎､腰下肢痛

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾂﾑﾗ芍薬甘
草湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑ
ﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

29
心身症､ﾊﾟﾆｯｸ障害､抑
うつ状態､急性上気道
炎

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)､ﾍﾞﾀﾏｯｸ錠
50mg､ｴﾁｶｰﾑ錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

30
前立腺癌､多発骨転
移､ﾘﾝﾊﾟ節転移

ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

31
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､気管
支炎

ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給

32 気管支喘息

ｱﾄﾞｴｱ250ﾃﾞｨｽｶｽ28吸入用､
ｱﾄﾞｴｱ250ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用､
ｱﾄﾞｴｱ500ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入用､
ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg

好酸球性肺炎 支給

33
膿痂疹性湿疹(二次感
染を伴う)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 間質性肺炎 支給

34 掌蹠膿疱症､便秘症
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｱﾚﾛｯｸOD錠5

薬物性肝障害 支給

35 急性気管支炎
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

薬物性肝障害 支給

36
狭心症､心不全､不眠
症､腎不全

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯ
ｸｽ錠75mg

肺胞出血 支給

37 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 薬物性肝障害､発熱 支給

38 難治性膀胱炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

39
関節ﾘｳﾏﾁ､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ
肺炎の疑い

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

40
発作性心房細動､狭心
症､逆流性食道炎､骨
粗鬆症､過活動性膀胱

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ﾌﾟﾗｻﾞｷｻ
ｶﾌﾟｾﾙ110㎎

間質性肺炎 支給



41 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

42
潰瘍性大腸炎術後小
腸炎

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

43
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､高
脂血症､発作性心房細
動､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100､ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ
錠60mg

間質性肺炎 支給

44
心原性ｼｮｯｸ､大動脈ﾊﾞ
ﾙｰﾝﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ挿入

ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位/5mL
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
及びそれに続発した肺塞栓
症

支給

45 頭痛 ｶｲﾃｷZﾌﾟﾗｽ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

46 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 大腸穿孔 支給

47 急性上気道炎 ﾌﾞﾙﾐﾝｴｰｽ､ﾌﾞﾙﾐﾝ液S ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

48 肥満症
防風通聖散料ｴｷｽ錠｢東
亜｣

間質性肺炎 支給

49 左甲状腺癌
ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL､
ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

50
関節ﾘｳﾏﾁ､帯状疱疹､
神経痛､末梢神経障害

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

51 爪白癬症(足) ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

52 右手熱傷 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60㎎ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

53
両上腕骨外上顆炎､腰
痛症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｷﾞﾎﾞﾝｽﾞ
錠1mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
JG｣

間質性肺炎 支給

54 頭痛､腰痛 新ｾﾃﾞｽ錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

55 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠
2.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

56 急性気管支炎 ｸﾗﾘｽ錠200 QT延長､心室細動 支給



57 Wegener肉芽腫症
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

58 頚椎捻挫 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 十二指腸穿孔 支給

59
潰瘍性大腸炎､鉄欠乏
性貧血

ｱｻｺｰﾙ錠400mg 間質性肺炎 支給

60
右腋窩粉瘤 切開排膿
術後

ﾛﾌﾞ錠60mg､ｸﾘﾚｰﾙｶﾌﾟｾﾙ｢
250｣､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

61
上気道感染疑い､(感冒
症状)

ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒､
新ｺﾝﾀｯｸかぜ総合

間質性肺炎 支給

62 喉頭肉芽腫､胃潰瘍
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医
工｣､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢DK｣

薬物性肝障害 支給

63
肥満症､2型糖尿病､高
血圧症､高尿酸血症､
脂質異常症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾘｵﾍﾞﾙ配合錠HD

間質性肺炎 支給

64 成人発症ｽﾃｨﾙ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢YD｣､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

65 高脂血症 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg 薬物性肝障害 支給

66 卵巣機能不全 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 頭痛､Dﾀﾞｲﾏｰ上昇 支給

67 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰﾙ
内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

68
原発性肺癌(術后)､高
血圧症､前立腺肥大

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

69
右)急性中耳炎､急性副
鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

ﾜｲﾄﾞｼﾘﾝ細粒200 出血性大腸炎 支給

70 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

71 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD S状結腸穿孔 支給

72 肺結核 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 薬物性肝障害 支給



73 左半身しびれ ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL 全身浮腫 支給

74 肝腫瘍 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

75
右下顎智歯抜歯後感
染症

ﾌﾙﾏﾘﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

76
左上臼歯部ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ埋
入手術

ﾆﾌﾗﾝ錠75mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

77

子宮内膜炎､上気道
炎､便秘症､脂質異常
症､末梢神経炎､口内
炎､睡眠障害､大腸検
査前処置､鎮痙､鎮静､
逆流性食道炎､(便秘､
肩こり)

ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

78 急性扁桃腺炎 ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

79 狭心症疑い ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

80 感冒 ｶｾﾞﾘｯｸC錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

81 狭心症 ｲｵﾒﾛﾝ350
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

82 肝臓癌 ｲｵﾒﾛﾝ350ｼﾘﾝｼﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

83 ICUｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ､不穏 ｳｲﾝﾀﾐﾝ注25mg
心肺停止に続発した低酸素
脳症

支給

84 成人型ｽﾁﾙ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

85
慢性腎不全､維持透析
中､胃前庭部毛細血管
拡張症

注射用ﾌｻﾝ50

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した脳梗塞(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸに続発し
た脳梗塞による死亡(死亡)

支給



86

紫斑病性腎炎によるﾈ
ﾌﾛｰｾﾞ症候群､ｽﾃﾛｲﾄﾞ
による糖尿病､ｽﾃﾛｲﾄﾞ
胃潰瘍､ｶﾘﾆ肺炎､ﾈﾌ
ﾛｰｾﾞによる高脂血症､
慢性腎炎､食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ
症､不眠症､高血圧､ﾀﾝ
ﾊﾟｸ尿

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

87
肺塞栓､深部静脈血栓
症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した低酸素脳症(疾
病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸに続発し
た低酸素脳症による高度脳
機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

88 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血による日常
生活障害(障害)

支給
２級

１年毎

89 眼窩筋炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg､注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

90 早期胃癌

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg､ｱﾄﾛﾋﾟﾝ
注0.05%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣､ｷｼﾛｶ
ｲﾝﾋﾞｽｶｽ2%､ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注
20mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症(疾
病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸに続発し
た低酸素脳症による肺炎に
よる死亡(死亡)

支給

91 急性上気道炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｱﾚｸﾞﾗ錠
60mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

92
熱傷､ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌敗
血症

ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏､硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼﾝ
B末ﾌｧｲｻﾞｰ､ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注60㎎

両側感音難聴による聴力障
害

障害
１級

５年毎

93 右踵骨外骨腫 ﾃﾄｶｲﾝ｢杏林｣20㎎
脊椎麻酔による脊髄神経障
害

障害
２級

３年毎

94 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部及び右大腿
骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害

障害
２級

１年毎

95 精神分裂病 ｱﾅﾃﾝｿﾞｰﾙﾃﾞﾎﾟｰ
悪性症候群による運動機能
障害

障害
１級

３年毎

96
喉頭･咽頭炎､39.2℃の
高熱3日間続いた為

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､PL顆粒､ﾐ
ﾄﾞｼﾝ注射液､ﾒｲｱｸﾄ錠100

薬物性肝障害
障害
２級

１年毎

97 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症に続発した胸･腰椎
圧迫骨折による体幹機能障
害

障害
１級

１年毎



98 気管支喘息

①ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｻｸｼｿﾞﾝ
300
②ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｻｸｼｿﾞﾝ
300､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ20mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ0.5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死
及び両側大腿骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害

障害
１級

１年毎

99 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300 両下肢麻痺による歩行障害
障害
１級

１年毎

100 術後癒着性ｲﾚｳｽ
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｱﾅ
ﾍﾟｲﾝ注2㎎/mL

けいれん重積発作及びﾐｵｸ
ﾛｰﾇｽ発作による四肢機能障
害

障害
２級

１年毎

101
関節ﾘｳﾏﾁ､左膝化膿性
関節炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2㎎､ﾘﾏﾁﾙ
錠100㎎､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500㎎

間質性肺炎(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

102 肝臓癌の術前検査 ｼﾞｱｸﾞﾉｸﾞﾘｰﾝ注射用25㎎
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した脳梗塞(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

103 MRSA縦隔炎､肺炎
ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液､塩酸ﾊﾞﾝｺﾏ
ｲｼﾝ点滴静注用0.5g､硫酸ｱ
ﾐｶｼﾝ注射液｢萬有｣

感音難聴による両側聴力障
害

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

104 (記載なし) ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 資料不足 不支給

105 ﾌｫｰｸﾄ･小柳･原田病

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｹ
ﾅｺﾙﾄ-A筋注用関節腔内用
水懸注40mg/1mL

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

106
左肩関節周囲炎､左肩
痛､CRPS疑い

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

107
急性甲状腺炎､高血
圧､腎性浮腫

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

108 骨粗鬆症 ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 不適正使用 不支給

109 糖尿病､脂質異常症 ﾄﾗｲｺｱ錠80mg 薬物性肝障害 資料不足 不支給



110 C型慢性肝炎
ﾃﾗﾋﾞｯｸ錠250mg､ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ
皮下注用100μ g/0.5mL用､
ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

111 気管支喘息 ｿﾞﾚｱ皮下注用 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

112
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢三和｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

113
胸痛､歯肉炎による疼
痛

ﾆﾌﾗﾝ錠75mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 不適正使用 不支給

114 かぜ症候群
ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠(50mg)

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

115 右足爪囲炎
ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ細粒10%､ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

116
網膜静脈閉塞症､点状
角膜炎

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

117 腹痛 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

118 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

119 片頭痛 ｲﾌﾞｸｲｯｸ頭痛薬 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 入院相当でない 不支給

120

慢性閉塞性肺疾患､睡
眠時無呼吸症候群､頚
肩腕症候群､腰痛症､
変形性腰痛症

ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60㎎ 間質性肺炎 医薬品以外の原因による 不支給

121
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg
深部静脈血栓症､門脈内血
栓症及びそれに続発した肝
障害

医薬品以外の原因による 不支給

122
心筋梗塞､狭心症､心
不全､亜急性心筋梗
塞､高血圧

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾚﾆﾍﾞｰｽ
錠2.5､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg､ｺﾆｰ
ﾙ錠4､ｺﾆｰﾙ錠2(疾病)
なし(死亡)

薬物性肝障害(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

123 肺結核症
硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用1g｢
明治｣

第8脳神経障害による平衡
機能障害

障害等級不該当
不支給



(感染被害判定結果)
No. 主な原疾患等 原因生物由来製品名 副作用名 不支給等理由 判定

1
小腸粘膜障害による高
度貧血

照射赤血球濃厚液-LR｢日
赤｣(28-5028-7754､31-
0228-2414)

ｳｲﾙｽ感染による肝障害 支給

2
特発性門脈圧亢進症
の血小板低下

新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
(46-1322-8863)

HBV感染による肝障害 支給


