
平成２５年度第３回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２５年９月２６日(木)
(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 間質性肺炎､MCTD

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1%､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

骨粗鬆症及びそれに続発し
た胸椎･腰椎圧迫骨折､両眼
ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障(疾病)
骨粗鬆症に続発した胸椎･腰
椎圧迫骨折による体幹機能
障害(障害)

支給
１級

2
双極性うつ病(感情障
害)､外陰部ｱﾃﾛｰﾏ

①ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｵｾﾞｯｸ
ｽ錠150
②ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｿﾞﾋﾟｸｰ
ﾙ錠10､ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg､ｵ
ｾﾞｯｸｽ錠150

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

3
注意欠如･多動性障害
(ADHD)､情緒障害

ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ10mg､ｽﾄﾗﾃ
ﾗｶﾌﾟｾﾙ25mg

QT延長､心室頻拍(Torsade
de pointes型)

支給

4 MRSA菌血症疑い
点滴静注用ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ0.5
｢MEEK｣

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

5
ﾊﾟﾆｯｸ障害､ﾋｽﾃﾘｰ､精
神運動興奮､衝動性亢
進､不安症

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100､ﾃﾞﾊﾟｹﾝR
錠200

急性膵炎 支給

6
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､皮ﾌ
炎､第6胸椎圧迫骨折

①ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾎﾞ
ﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg
②ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠

①出血性胃潰瘍
②骨粗鬆症及びそれに続発
した脊椎圧迫骨折､ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐ
ｵﾊﾟﾁｰ

支給

7 ﾆｺﾁﾝ依存症 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 間質性肺炎 支給

8
胃癌内視鏡下粘膜下
層切除後経過観察

ﾌﾞｽﾎﾟﾝ注射液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高度脳
機能障害(障害)

支給
１級

9
高血圧症､潰瘍性大腸
炎

ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 薬物性肝障害 支給

10 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 上部消化管出血による貧血 支給

11
白内障の手術時の感
染予防

ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS

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)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症、
肺炎による死亡(死亡)

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

12
片頭痛､混合性頭痛
症､狭心症(疑)

ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ﾊﾟﾙｷﾞﾝ錠
0.5mg､SG配合顆粒

薬物性肝障害 支給

13
既往帝王切開後妊娠
に対して選択的帝王切
開術を行うため

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ﾏｰｶｲ
ﾝ注脊麻用0.5%高比重

左下肢麻痺 支給

14

高血圧､狭心症､骨粗
鬆症､関節ﾘｳﾏﾁ､筋け
いれん､7┐右下第2大
臼歯)歯周膿瘍､辺縁性
歯周炎

ﾍﾞﾈｯﾄ錠2.5mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

15
溶連菌感染症､四肢湿
疹

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

16 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹｼﾏ｣､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5mg ｢ﾄｰﾜ｣､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

17
右下肢痛､糖尿病､感
染性腸炎､上気道炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢NP｣､ｾﾗﾋﾟﾅ配
合顆粒

薬物性肝障害 支給

18 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

薬物性肝障害 支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 間質性肺炎 支給

20
一過性脳虚血発作､一
過性黒内障

低分子ﾃﾞｷｽﾄﾗﾝL注
過敏症(呼吸困難､顔面浮
腫､両上肢発赤)

支給

21
胸部大動脈瘤術後､冠
動脈ｽﾃﾝﾄ留置術後､発
作性心房細動

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠75mg､ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠
20mg

無顆粒球症 支給

22 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

23 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



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

24
2型糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､感冒､関節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

25
関節ﾘｳﾏﾁ､高脂血症､
骨粗鬆症､慢性膵炎､
胃潰瘍

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｶﾞｽ
ｲｻﾝ錠20

間質性肺炎 支給

26
下肢蜂窩織炎､骨粗鬆
症､側弯症､てんかん､
高血圧

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾗﾘｷｼﾝ錠250mg

出血性大腸炎 支給

27
急性扁桃周囲炎､咽頭
浮腫､頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾎｽﾐｼﾝ
S静注用2g

偽膜性大腸炎 支給

28 機能性月経過多 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

29 急性咽喉頭炎､胃炎 ﾘﾝﾀｼﾝ注射液600mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

30 上気道炎疑い
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

31
脂質異常症､胃潰瘍､
慢性胃炎

ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠150mg｢ﾀｲﾖｰ｣､
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg

薬物性肝障害 支給

32 耳鳴
ｻﾝﾜ黄連解毒湯ｴｷｽ細粒
｢分包｣

間質性肺炎 支給

33
半月体形成性糸球体
腎炎(IgA腎症)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

34 左急性腎盂腎炎 ｶﾙﾍﾞﾆﾝ点滴用0.5g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

35 肺化膿症
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝ錠250

薬物性肝障害 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

36
十二指腸潰瘍､ﾋﾟﾛﾘ菌
感染症

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰ
ﾙ内服錠250mg

出血性腸炎 支給

37 うつ病
ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg､ﾊﾟｷｼﾙ錠
5mg､ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠

薬物性肝障害 支給

38 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

39 肺結核

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ
原末､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎に続発した敗血症
による死亡(死亡)

支給

40

急性胃腸炎､急性気管
支炎､気管支喘息､急
性肺炎､潰瘍性大腸
炎､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､うつ病､
肥満､心身症

ｵｰｽｷﾞ防風通聖散ｴｷｽG 間質性肺炎 支給

41 色素性痒疹
ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg､ｱﾚﾛｯｸ
OD錠5

無顆粒球症 支給

42
肺結核､胃潰瘍､逆流
性食道炎

ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15

薬物性肝障害 支給

43 埋伏智歯抜歯術
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣､ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞ
ﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2g

出血性大腸炎 支給

44 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
汎血球減少症及びそれに続
発した肺炎､敗血症

支給

45 右手壊疽 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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

46
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ手術の術前術
後投与

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣

出血性大腸炎 支給

47 (健診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

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

48
脳腫瘍(髄膜腫)､てん
かん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬物性肝障害 支給

49 血尿､血便､腹痛
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

50 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

51
糖尿病､糖尿病性網膜
症

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

52 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

53
左視床梗塞後遺症に
よる右半身のしびれ(視
床痛)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

54 避妊､月経困難症 ｱﾝｼﾞｭ28錠 深部静脈血栓症 支給

55
感染外痔核､肛門部ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ

ｵﾗｾﾌ錠250mg､ｱｽﾞｸﾚﾆﾝS
配合顆粒､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg

薬物性肝障害 支給

56

骨粗鬆症､高血圧症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､ﾘｶﾙ
ﾎﾞﾝの内服によると思
われる背部痛に対し
NSAIDSを使用した

①ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg
②ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50㎎､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60㎎､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25㎎

①背部痛
②胃潰瘍

支給

57 急性気管支炎 ﾛｾﾞｸﾗｰﾄ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

58
劇症肝炎亜急性型

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注
用125mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注
用40mg､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

59
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､肝機能障害､
皮膚そう痒感

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg､ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg

無顆粒球症 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

60 頭痛 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ顆粒20% ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

61 肥満 ﾅｲｼﾄｰﾙ85､ﾅｲｼﾄｰﾙG 薬物性肝障害 支給

62
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎･結膜
炎､胃もたれ､胃の不快
感

ｾﾙﾃｸﾄ錠30 薬物性肝障害 支給

63 発熱 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA 薬物性肝障害 支給

64 左乳癌､乳癌再発予防 ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg
肺動脈血栓塞栓症､深部静
脈血栓症

支給

65 高脂血症､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg 薬物性肝障害 支給

66
空腸癌術後の定期検
査

ｵﾌﾟﾁﾚｲ320注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

67
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､更年期障
害

ﾋｽﾛﾝ錠5､ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠
0.625mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

深部静脈血栓症 支給

68
十二指腸潰瘍に対する
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

69
爪白癬､陳旧性脳梗
塞､高血圧､逆流性食
道炎､便秘

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

70

潰瘍性大腸炎､胃炎､
脂質異常症､逆流性食
道炎､不眠症､高血圧
症

ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ
錠2.5mg

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

71 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD 直腸穿孔 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

72 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

73 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ注4mg(0.4%)､水溶性ﾊｲ
ﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液100mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､骨粗鬆症及びこれに続発
した脊椎多発性圧迫骨折､ｽ
ﾃﾛｲﾄﾞ白内障

支給

74 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ75mg/10mL

両下肢麻痺 支給

75
自己免疫性溶血性貧
血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による下肢機能障害､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死による
上肢機能障害

障害
１級
１年毎

76
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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)に続発した
呼吸器機能障害

障害
２級
１年毎

77 気管支喘息（ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ）
ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞﾝ300､ﾚﾀﾞ
ｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ﾘﾝ
ﾃﾞﾛﾝ注

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

78 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
１級
１年毎

79 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ1000

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
２級
１年毎

80 結腸固定不全術後
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ｱﾅﾍﾟ
ｲﾝ注7.5mg/mL

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
２級
１年毎

81
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多
発性圧迫骨折による両下肢
機能障害

障害
１級
１年毎

82
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注
第8脳神経障害による感音
難聴

障害
２級
１年毎



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

83 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
間質性肺炎による呼吸器機
能障害

障害
１級
－

84 尿路感染症による発熱
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

偽膜性大腸炎(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)

85

高血圧､逆流性食道
炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､気
管支喘息､うつ､不眠
症､腰痛症､頚肩腕症
候群､過多月経､子宮
内膜症

①ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20㎎
②ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ注射用1.88､
ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ注射用3.75

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

対象除外薬である

①
支給
②
不支給

86
下部胆管癌､胆嚢炎､
胆管炎､びらん性胃炎

ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝ静注用1g､ﾀｹﾌﾟ
ﾛﾝOD錠15､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa
静注用1g｢NP｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠30㎎｢DK｣

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)(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）

87 右下肢痛 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg

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)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

88 気管支喘息 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

89
尿路感染症(腎盂腎炎
の疑い)

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

90
ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変及び
疲労感

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､本草小柴胡湯ｴ
ｷｽ顆粒-M､ｳﾙｻﾐｯｸ錠
100

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

不適正使用 不支給

91
脂質異常症(高中性脂
肪血症)､花粉症

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100､ｾﾞｽﾗﾝ
錠3mg､ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

92
うつ状態､左膝円板状
外側半月板

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

93 頸椎症性神経根症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

94
胃潰瘍､脂質異常､高
血圧､好酸球増多を伴
う痒疹(皮ﾌ筋炎の疑)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折(疾
病)
骨粗鬆症に続発した脊椎多
発性圧迫骨折による脊柱機
能障害(障害)

障害等級不該当 不支給



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

95
急性気管支炎､急性扁
桃炎､気管支喘息､筋
肉痛､発熱

なし
なし 医薬品以外の原因による 不支給

96
心房細動､心不全､高
血圧､腎不全

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

97
C型肝炎､めまい､蛋白
尿

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

98
高血圧症､脳梗塞､認
知症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

99
関節ﾘｳﾏﾁ､糖尿病､高
脂血症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 汎血球減少症 不適正使用 不支給

100 腎盂腎炎 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

101 十二指腸潰瘍 ﾗﾃﾞﾝ錠150
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応及びそ
れによる転倒後の腰椎圧迫
骨折

不適正使用 不支給

102
うつ病､せん妄､糖尿
病､脱水､CRP陽性

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

103 かぜ 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

104 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg､ﾒﾄﾄﾚｷ
ｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 対象除外薬である 不支給

105

気管支喘息発作､好酸
球性中耳炎､感音性難
聴､うつ病､副鼻腔炎､
喘息

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
筋注用ｹﾅｺﾙﾄ-A､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､
ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000

右化膿性股関節炎､右化膿
性膝関節炎､両側大腿骨骨
頭無腐性壊死､両側大腿骨
顆部無腐性壊死(疾病)
右化膿性股関節炎､右化膿
性膝関節炎､両側大腿骨骨
頭無腐性壊死､両側大腿骨
顆部無腐性壊死による両下
肢機能障害(障害)

判定不能(障害) 不支給



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

106 前立腺癌 ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg

左上顎骨の骨髄炎･骨壊死
(疾病)
左上顎骨の骨髄炎･骨壊死
によるそしゃく機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

107 急性虫垂炎 ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S
脊椎麻酔による脊髄神経障
害

障害等級不該当 不支給

108
後天性免疫不全症候
群(ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎､ｻ
ｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500

全身性多発性骨壊死による
肢体機能障害

障害等級不該当 不支給


