
平成２５年度第５回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２６年１月２３日(木)
(副作用被害判定結果)

No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 急性心筋梗塞､胃潰瘍
ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注1万単位､ﾊﾞｲ
ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

消化管出血(疾病)
消化管出血に続発した出血
性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

2 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱﾗﾊﾞ錠20㎎､ｱｸﾃﾑﾗ点滴
静注用200㎎

腎盂腎炎､後腹膜膿瘍及び
それに続発したDIC

支給

3 8┐Per
ｵｰﾗ注歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ
1.8mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

4 気管支炎 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)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症

支給

5 C型慢性肝炎
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

好中球減少症及びそれに続
発した慢性中耳炎の急性増
悪

支給

6 腸管子宮内膜症 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75%
腸閉塞(疾病)
腸閉塞による死亡(死亡)

支給

7 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

8 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
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)

支給
２級

１年毎

9
潰瘍性大腸炎､気管支
炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾌﾟ
ﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢
日医工｣

間質性肺炎 支給

10
肺炎､発熱､咳､痰､呼吸
苦

ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒 間質性肺炎 支給

11

気管支炎､急性気管支
炎､急性上気道炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性疑､感染性胃腸
炎

①ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200､PL配合
顆粒､ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ｼﾌﾟﾛ
ｷｻﾝ錠200mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5
㎎､ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠､注射
用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ1000

①薬物性肝障害
②両側大腿骨骨頭無腐性壊
死

支給

12

急性咽喉頭炎､急性気
管支炎､急性副鼻腔
炎､鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ､ｱﾌﾀｰ性
口内炎､抗ｱﾚﾙｷﾞｰ､ｽ
ﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候
群

①ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｹﾝﾀ
ﾝ錠60mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ｾﾌ
ﾀｯｸｶﾌﾟｾﾙ50､ﾀﾘｵﾝOD錠
10mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000

①汎発型薬疹
②両側大腿骨骨頭無腐性壊
死

支給



No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

13
急性気管支炎､気管支
喘息､高血圧､胃部不
快感

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､ｶﾞｽ
ﾓﾁﾝ錠5mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS､PL配合顆粒､ﾈｵ
ﾌｨﾘﾝ注250mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃｵﾛﾝｸﾞ
錠100mg､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾ
ﾙ112.5mg｢科研｣

薬物性肝障害 支給

14

高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､逆流性食道炎､
脳梗塞後再発抑制､末
梢神経炎､骨粗鬆症

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣

下痢 支給

15 ┌E C3+潰Pul
ｷｼﾚｽﾃｼﾝA注射液(ｶｰﾄﾘｯ
ｼﾞ)､ﾊﾘｹｲﾝｹﾞﾙ歯科用20%

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

16 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高尿酸血症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

17
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､急性気管支
炎

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

18 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ｱ
ｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

無顆粒球症 支給

19 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15

無顆粒球症 支給

20 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

21 原田病
ﾊｲｺｰﾄ注2mg(0.4%)､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

22
酒渣､頭部乳頭状皮膚
炎､脂漏性皮膚炎

ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg

薬物性肝障害 支給

23 関節ﾘｳﾏﾁ ｵﾚﾝｼｱ点滴静注用250mg
憩室炎及びそれに続発した
憩室出血

支給

24
日光皮膚炎､炎症後色
素沈着､肝斑､色素沈
着症(顔面)

ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣ 薬物性肝障害 支給

25 ﾌｫｰｸﾄ･小柳･原田病
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠
0.5mg｢ｻﾜｲ｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

26
骨粗鬆症､変形性膝関
節症､頚椎椎間板症､
腰痛症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給



No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

27 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､肝機能障害
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎､ｳﾙｿ錠
50㎎

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給

28
潜在性肺結核(活動性
結核患者との接触)

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

29 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

30
避妊目的､不正性器出
血､貧血､子宮内膜症､
左卵巣ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢胞

ｱﾝｼﾞｭ28錠､ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配
合錠

深部静脈血栓症 支給

31
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､不眠症､神経
衰弱

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

32 急性心筋梗塞(AMI)

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾚﾆﾍﾞｰｽ
錠2.5､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾘﾊﾞﾛ錠1mg､ｱｰﾁｽﾄ
錠2.5mg

無顆粒球症 支給

33 神経ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

34 急性腹症
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤
50mg｢JG｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

35
急性咽頭喉頭炎､咽頭
痛､便秘気味

ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸ
S､ｲﾌﾞ､葛根湯ｴｷｽ顆粒Sｸ
ﾗｼｴ､ﾗﾝﾂｼﾞｰﾙｺｰﾜ錠
30mg

薬物性肝障害 支給

36
咳､維持療法の必要な
難治性逆流性食道炎､
高血圧症､気管支喘息

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

37 頚椎症 ﾈｵﾋﾞﾀｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ5mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症に
よる死亡(死亡)

支給

38 左第1趾ひょう疽 2%ｶﾙﾎﾞｶｲﾝ注 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39 潜在結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

40
甲状腺機能亢進症とそ
れに伴う頻脈､急性気
管支炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

41 急性上気道炎(感冒)
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

血小板減少症 支給

42 腰痛症 ﾛﾙｶﾑ錠4mg 出血性胃潰瘍 支給



No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

43

ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､逆流性食道
炎､下痢症､不眠症､無
顆粒球症､咽頭扁桃
炎､肺炎､敗血症

ﾃﾉｰﾐﾝ錠50､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠
5mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｿﾞｼ
ﾝ静注用4.5､ﾉｲﾄﾛｼﾞﾝ注
100μg､ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ点滴静
注用0.25g

汎血球減少症 支給

44

胃腸障害､甲状腺機能
低下症､脂質異常症､
逆流性食道炎､過敏性
腸症候群､特発性浮
腫､神経症

ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

45
術後白血球上昇の精
査

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370

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

46 (造影CT検査) ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ75mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

47
狭心症､脂質異常症､
高血圧

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟ
ﾘﾝ錠100mg

出血性胃潰瘍 支給

48 関節ﾘｳﾏﾁ
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､
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg

汎血球減少症 支給

49 円形脱毛症
ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

50
子宮内膜症に伴う月経
困難症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
肺動脈血栓塞栓症､右下肢
深部静脈血栓症

支給

51
乳癌､乳癌手術後の肥
厚性瘢痕

ﾙﾐｵｽｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾀｽｵﾐ
ﾝ錠10mg

薬物性肝障害 支給

52
腹痛･下痢･嘔吐→急
性胃腸炎､う歯

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｶﾞｽﾀｰ錠
20mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10､ﾎﾞﾙﾀ
ﾚﾝ錠25mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

53
急性咽頭喉頭炎(扁桃
炎)､急性副鼻腔炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

54 急性心筋梗塞 ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg

血栓性血小板減少性紫斑病
及びそれに続発した脳梗塞
(疾病)
血栓性血小板減少性紫斑病
に続発した脳梗塞による高
次脳機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

55 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD S状結腸穿孔 支給



No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

56
腰椎々間内障､腰痛､
左下肢のしびれ感､筋
力低下

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液1% 左下肢機能障害
障害
２級

１年毎

57
潰瘍性大腸炎､出血の
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

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によ
る体幹機能障害

障害
２級

１年毎

58
複合性局所疼痛症候
群

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg

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)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

59
高血圧､気管支喘息､
逆流性食道炎､右肩関
節周囲炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg
薬物性肝障害(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

60 (記載なし) 判定不能 判定不能 資料不足 不支給

61 下腹壁平滑筋肉腫
ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢三
共｣

血圧低下､呼吸抑制(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能 不支給

62
心臓血管ﾊﾞｲﾊﾟｽ術後
鎮静のため

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

63
結節性紅斑､血管炎の
疑い

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

胃穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

不適正使用 不支給

64 急性移植片対宿主病

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用40mg､
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｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

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

65
抗ﾘﾝ脂質抗体陽性､妊
娠

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

66

老人精神病､易刺激性
が高く､誇大的､攻撃的
で､被害妄想が目立つ
躁状態､便秘､腰痛､胃
炎

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

67
右股OA､根性腰痛症､
高血圧､便秘症､心性
浮腫

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｴｶｰﾄﾞ配合錠
HD､ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg

低ｶﾘｳﾑ血症､心室頻拍 不適正使用 不支給

68
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞtypeA､薬剤
性肝障害疑い､VAHS
疑い､敗血症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

69
一過性心房細動､心不
全

ｱﾝｶﾛﾝ錠100 間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

70 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



No. 原疾患 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

71
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ
型認知症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

72 膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠､ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

73 循環不全 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

74 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 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
(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


