
平成２５年度第４回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２５年１１月２８日(木)
(副作用被害判定結果)

No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡
(死亡)

支給

2
更年期障害､胃のむか
つき､もたれ､風邪

女性保健薬命の母A
薬物性肝障害に続発した急
性肝不全

支給

3
関節ﾘｳﾏﾁ､変形性頚椎
症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｱｻﾞﾙ
ﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血及びそれに
続発した出血性ｼｮｯｸによる
死亡(死亡)

支給

4
粟粒結核､逆流性食道
炎､不眠症

ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｲｽｺﾁ
ﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg
錠､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500mg､硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ
注射用1g｢明治｣

汎血球減少症 支給

5 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 間質性肺炎 支給

6
乳癌､高血圧､高脂血
症､花粉症､膀胱炎

ｱﾄﾞﾊﾟﾝ錠10mg､ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ
錠10mg

薬物性肝障害 支給

7

関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
腰部脊柱管狭窄症､逆
流性食道炎､心身症､
不眠症､胃潰瘍､葉酸
欠乏症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化成)､
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg,ﾒﾄﾚｰﾄ
錠2mg

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡
(死亡)

支給

8 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100､ﾘｳﾏ
ﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

結核性腹膜炎 支給

9 術後胆管炎 ﾜｲｽﾀｰﾙ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

10 (健診) 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

支給

11

僧帽弁狭窄 兼 閉鎖不
全症､気管支喘息(咳型
喘息)､食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ症､
胆石症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
0.5mg､ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙ経口用2%

皮下出血 支給

12
気管支炎､脱水症､不
明熱､単純疱疹､(予防)

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 間質性肺炎 支給

13 感冒 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝS錠 薬物性肝障害 支給

14
腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ､腰
椎々間板症､腰椎脊柱
管狭窄症､腰筋々膜症

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､ｶﾞ
ｽﾀｰD錠10mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
50mg､ﾚﾄﾗｯｸ錠60mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給



No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

15

不眠､めまい感､動悸､
自律神経失調､心窩部
不快感､鼻炎､気管支
炎

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

腸間膜静脈硬化症 支給

16 右手根管症候群
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
75mg

薬物性肝障害 支給

17
肝細胞癌術後 術後再
発の評価のため

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

18
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性
副鼻腔炎による発熱､
頬部痛､咳

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠
10mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾂﾑ
ﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200

薬物性肝障害 支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ､不眠
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｼｵｿﾞｰﾙ注
10mg

間質性肺炎 支給

20
うつ病､急性上気道炎､
めまい症状､風邪(特に
せき､たん)

ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽA錠 薬物性肝障害 支給

21 易感染性 ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬物性肝障害 支給

22
単純性肥満症､過活動
膀胱､急性咽頭喉頭
炎､ｱﾌﾀ性口内炎

①ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾍﾞｼｹｱ錠5mg
②ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾛｷｿﾆﾝ錠60㎎､
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100㎎

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

23
C型慢性肝炎の治療目
的

ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg､ﾍﾟｶﾞｼｽ皮
下注90μ g

溶血性貧血 支給

24

高脂血症､脳動脈狭
窄､不眠､倦怠感､腹痛､
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､胃潰瘍､骨粗鬆
症

ｳﾁﾀﾞのｵｳｺﾞﾝM､ｳﾁﾀﾞのｹｲﾋ
M､ｳﾁﾀﾞのﾊﾝｹﾞM､ﾂﾑﾗの生
薬ｻｲｺ､ﾂﾑﾗの生薬ﾆﾝｼﾞﾝ､ﾂ
ﾑﾗの生薬ﾌﾞｸﾘｮｳ､ﾄﾁﾓﾄの
ｼｮｳｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾀｲｿｳ､ﾄﾁﾓ
ﾄのﾀﾞｲｵｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞﾚｲ､ﾄﾁ
ﾓﾄのﾘｭｳｺﾂ

間質性肺炎 支給

25 関節ﾘｳﾏﾁ､脂質異常症 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

26

更年期障害､急性上気
道炎､炎症後色素沈
着､冷え､便秘､急性副
鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､急性咽喉頭気管支
炎

PL配合顆粒､ﾌｪﾅｼﾄﾞﾝ錠
25mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg
｢杏林｣､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200､ﾆﾎﾟ
ﾗｼﾞﾝ錠3mg､ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg､
ﾙﾘｯﾄﾞ錠150

薬物性肝障害 支給

27 細菌性肺炎(市中肺炎)
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g
｢日医工｣

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



No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

28 歯茎痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

29 関節ﾘｳﾏﾁ､感冒 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症に続発した肺
炎､DICによる死亡(死亡)

支給

30 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD S状結腸穿孔 支給

31
左網膜中心静脈閉塞
症

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

32
S状結腸癌(術後)ﾘﾝﾊﾟ
節転移

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

薬物性肝障害 支給

33 前立腺炎
ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

34

胃炎､逆流性食道炎､
慢性腎炎､慢性腎不
全､高血圧､ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

①ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
②ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾃﾞﾊﾟｽ錠
0.5mg

①皮膚粘膜眼症候群(疾病)
②間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

35 転移性肝癌の疑い
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300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

36 肝細胞癌 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 支給

37 H.pylori感染胃炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

38 右第3指粘液腫(再発) ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘﾝNa注射用1g｢ｻﾜｲ｣ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39 膀胱癌
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢CH｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg

薬物性肝障害 支給

40
不整脈(発作性心房細
動)､高脂血症､ﾒﾆｴｰﾙ
病

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠
10mg

薬物性肝障害 支給

41 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

42

前立腺肥大症､血精液
症､右精液瘤､慢性前
立腺炎､左慢性精巣上
体炎

ｼﾞｭﾝｺｳ龍胆瀉肝湯FCｴｷｽ
細粒医療用､ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼ
ﾙ酸塩錠150mg｢TCK｣､ﾛｾﾞ
ｵｰﾙ錠60mg

薬物性肝障害 支給

43 ｹﾛｲﾄﾞ､慢性胃炎
ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｶﾞｽﾀｰ
D錠10mg

薬物性肝障害 支給



No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

44
急性扁桃炎､急性咽頭
炎､喘息

ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠､ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠
250mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛ
ｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ

無顆粒球症 支給

45
急性気管支炎､胃炎､
肩関節周囲炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｻﾜﾃ
ﾝ錠500mg､ﾆｻﾞﾄﾘｯｸｶﾌﾟｾﾙ
75mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg
｢日医工｣､ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75

薬物性肝障害 支給

46 滲出性中耳炎､耳閉感
ｴﾀﾉｰﾙ｢ﾏﾙｲｼ｣､液状ﾌｪﾉｰﾙ
｢ﾆｯｺｰ｣､ｷｼﾛｶｲﾝ液｢4%｣

舌のしびれ､味覚障害､めま
い

支給

47 扁桃炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注
用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

48
うつ病､神経性心悸亢
進症､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)､PL配合顆
粒､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

薬物性肝障害､間質性肺炎 支給

49 急性咽頭喉頭炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

50
甲状腺機能亢進症(ﾊﾞ
ｾﾄﾞｳ病)

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 汎血球減少症 支給

51
急性副鼻腔炎､鼻汁過
多､胃腸炎

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

52 前立腺癌 ｲｵﾌﾟﾛﾐﾄﾞ370注100mL｢FRI｣ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

53
潜在性肺結核症､ﾋﾞﾀﾐﾝ
欠乏症

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

54

左足ｶｳｻﾞﾙｷﾞｰ､心不
全､不眠症､間質性肺
炎(薬剤性)､逆流性食
道炎､骨粗鬆症､白内
障手術

①ﾂﾑﾗ三物黄ごん湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100
㎎､ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10㎎(平成20
年4月1日から平成20年6月
28日の入院期間)
②ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα 点滴用ｷｯﾄ2g､
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100㎎(平成22年
2月1日から平成22年2月24
日の入院期間)

①間質性肺炎（1回目）(疾病)
②間質性肺炎（2回目）(疾病)
間質性肺炎（1回目及び2回
目）による呼吸機能障害(障
害)

支給
１級

１年毎

55 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠
(2mg)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､左化膿性膝関節炎

支給

56 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

57
特発性血小板減少性
紫斑病

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



No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

58
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
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

59
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

60 腰椎椎間板症 ｲｿﾋﾞｽﾄ240
下半身麻痺による歩行･排
尿･排便障害

障害
１級

３年毎

61

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(診断書22頁よ
り記載)

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg

多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害

障害
１級

１年毎

62 潰瘍性大腸炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による右下肢機能障害

障害
２級

１年毎

63 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
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

64 右変形性膝関節症
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL

馬尾症候群による両下肢機
能障害

障害
１級

３年毎

65 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

66 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
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

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

67
左足ｶｳｻﾞﾙｷﾞｰ､急性肺
炎､心不全､間質性肺
炎､不眠症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100㎎､ﾄﾌﾗﾆｰﾙ
錠10㎎､ﾂﾑﾗ三物黄ごん湯
ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎による呼吸機能
障害

障害
１級

１年毎

68 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 不適正使用 不支給

69 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

70 疲労 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

71
関節ﾘｳﾏﾁ､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ
肺炎(疑い)

ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg､ﾒﾄﾚｰﾄ
錠2mg､ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用
400mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

除外指定薬である 不支給

72 頭痛､腰痛などの痛み なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

73

鉄欠乏性貧血､慢性心
不全､高血圧症､高尿
酸血症、重症大動脈弁
狭窄症､僧帽弁閉鎖不
全による慢性心不全増
悪

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給



No. 主な原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

74 ぶどう膜炎 ｱﾚﾄﾝ錠30mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

75
骨粗鬆症､広範囲胸腰
椎椎体圧迫骨折､腰痛

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

76
関節症状を伴う若年性
特発性関節炎､関節ﾘｳ
ﾏﾁ

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

77 (健診)
ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ､ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240
散､ｾﾝﾅﾘﾄﾞ錠12mg

腹痛 入院相当でない 不支給

78

前頭側頭葉型認知症､
精神運動亢奮状態､高
血圧症､骨粗鬆症､逆
流性食道炎､鉄欠乏性
貧血､認知症､妄想

ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg

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

(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
急性硬膜下血腫､脳内
出血

照射赤血球濃厚液-LR｢日
赤｣(72-2321-4232)

C型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝
障害

支給


