
平成２５年度第６回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２６年３月２７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
慢性C型肝炎､食欲不振､
便秘症

ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg､ﾍﾟｶﾞｼ
ｽ皮下注90μg

間質性肺炎 支給

2
急性気管支炎､肺炎､気
管支喘息

ｲﾐﾍﾟﾈﾑ･ｼﾗｽﾀﾁﾝ点滴用0.5g
｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾊｲｺｰﾄ注2mg(0.4%)

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
続発した多臓器不全による死亡
(死亡)

支給

3
脳挫傷による症候性てん
かん､ｱﾙｺｰﾙ離脱

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾉﾙﾊﾞｽｸ
OD錠5mg､ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ注
250mg､ｶﾞｽﾀｰ注射液20mg､
ｻｲﾚｰｽ錠1mg

血小板減少症 支給

4 結核
①ｲｽｺﾁﾝ原末､ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2
②ｲｽｺﾁﾝ原末､ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠
10mg､ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給

5

尋常性乾癬､糖尿病､高
血圧､胸･腰椎脊柱管狭
窄症､好酸球性肺炎

①ｽﾃﾗｰﾗ皮下注45mgｼﾘﾝｼﾞ
②ﾗｾﾅｿﾞﾘﾝ注射用0.5g､ｸﾘﾀﾞ
ﾏｼﾝ注300㎎､ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴用
0.3g､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500㎎
③ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

①蜂巣炎
②好酸球性肺炎
③出血性胃潰瘍

支給

6
関節ﾘｳﾏﾁ､二次性骨粗
鬆症､気管支喘息､高脂
血症､高血圧､ｶﾘﾆ肺炎

ﾌｫｻﾏｯｸ錠5､ﾌｫｻﾏｯｸ錠
35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢日
医工｣

左大腿骨転子下非定型骨折 支給

7 肥満 ﾅｲｼﾄｰﾙG 間質性肺炎､薬物性肝障害 支給

8 前立腺癌疑い ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ17mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

9
関節ﾘｳﾏﾁ､右母指 CM
関節症､左化膿性耳下腺
炎､左耳下部の発赤腫脹

ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及
びそれに続発した肺炎

支給

10
打撲､気管支喘息､頚椎
症､腰椎椎間板症

ｾﾞﾎﾟﾗｽﾃｰﾌﾟ20mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

11 症候性てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血及びそれに続
発した肺炎による死亡(死亡)

支給

12
右)変形性膝関節症に対
して全人工膝関節置換術

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｶﾙﾎﾞｶｲﾝｱﾝ
ﾌﾟﾙ注1%

馬尾症候群 支給

13 急性上気道炎､高血圧症 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠 薬物性肝障害､汎発型薬疹 支給

14
労作性狭心症､高血圧
症､ACﾊﾞｲﾊﾟｽ術後､下肢
閉塞性動脈硬化症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠
5mg､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg 無顆粒球症 支給

15
びまん性大細胞型B細胞
性ﾘﾝﾊﾟ腫

ｸﾞﾗﾝｼﾘﾝｼﾞM300 急性呼吸促迫症候群 支給

16
導尿ｶﾃｰﾃﾙ挿入に伴う痛
み､不快感 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)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸに続発した
低酸素脳症による肢体機能障
害(障害)

支給
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

17
感冒性胃腸炎､神経痛様
頭痛

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD錠10､ﾑ
ｺｽﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

18
慢性胃炎(表層性､萎縮
性)､急性腸炎(腹痛)

ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

無顆粒球症 支給

19 IVHﾎﾟｰﾄ感染
ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

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

20 左下肢静脈瘤
1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟ
ﾘｱﾝﾌﾟ1%

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

21

膀胱炎､過活動膀胱､甲
状腺腫瘍術後､ｹﾛｲﾄﾞ予
防

①ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100㎎
②ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾍﾞｼｹｱOD錠
5mg

①膀胱炎様症状
②薬物性肝障害

支給

22
膀胱炎､尿膜管開存症､
残尿感

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､ｼﾌﾛｷﾉﾝ錠
200、ﾂﾑﾗ猪苓湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）

薬物性肝障害 支給

23
高血圧症､高尿酸血症､
一過性心房細動､腰痛
症､筋々膜性腰痛症

ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250
発熱､関節痛､悪寒､血小板減
少､胸水貯留

支給

24
陳旧性心筋梗塞､冠動脈
ｽﾃﾝﾄ植え込み､2型糖尿
病､狭心症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｼｸﾞﾏｰﾄ錠
5mg､ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ
100mg

薬物性肝障害 支給

25
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､便がすっ
きり出ない

ｲｽｸﾗ清営顆粒 薬物性肝障害 支給

26 肺結核 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 間質性肺炎 支給

27 非結核性抗酸菌症
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ150mg､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠
250mg

薬物性肝障害 支給

28 頚肩腕症候群
ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠60mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢NP｣

薬物性肝障害 支給

29
糖尿病､急性腸炎､胃潰
瘍

ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg 薬物性肝障害 支給

30
子宮腺筋症､月経過多､
月経困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠

脳梗塞､右下肢深部静脈血栓
症､肺塞栓症(疾病)
脳梗塞による高次脳機能障害
(障害)

支給
1級

1年毎

31 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

32
脳梗塞(ﾗｸﾅ梗塞､左内包
後脚)

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 血栓性血小板減少性紫斑病 支給

33
急性気管支炎及び急性
咽頭喉頭炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠
100

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 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

34 急性副鼻腔炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

35
急性副鼻腔炎､高血圧､
高脂血症､糖尿病､胃十
二指腸潰瘍

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

36
腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ､2型糖
尿病､脂質異常症､両側
内頚動脈狭窄

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 消化管出血による貧血 支給

37 (健診) ｽﾎﾟﾗﾐﾝ注20mgｼﾘﾝｼﾞ 薬物性ｼｮｯｸ 支給

38 喉頭癌 ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

39 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心房細動､貧血
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾗｼｯｸｽ錠
20mg

無顆粒球症 支給

40 片頭痛 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A1.0 薬物性肝障害 支給

41
掻爬性湿疹､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
皮膚炎

ｳﾁﾀﾞのｵｳｺﾞﾝM､ｳﾁﾀﾞのｻｲｺ
M､ｳﾁﾀﾞのﾀｲｿｳM､ｳﾁﾀﾞのﾊﾝ
ｹﾞM､ﾄﾁﾓﾄのｼｮｳｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄ
のﾆﾝｼﾞﾝ､ｳﾁﾀﾞのｶﾝｿﾞｳM

間質性肺炎 支給

42 脂質異常症 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg 薬物性肝障害 支給

43 扁桃炎(溶連菌感染症) ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

44
逆流性食道炎､頻尿､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
｢EE｣､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15

間質性肺炎 支給

45 変形性脊椎症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 消化管出血 支給

46
甲状腺機能亢進症､高血
圧症､脂質異常症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

47 原発性肝細胞癌術後

①ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL
②ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL
③注射用ｴﾌｵｰﾜｲ100､注射
用ｴﾌｵｰﾜｲ500､ﾒﾁﾛﾝ注25%

①下痢(1回目)
②下痢(2回目)及びそれに続発
したDIC
③無顆粒球症

支給

48 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
0.5mg､水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注
射液100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､
両側膝関節周囲骨無腐性壊
死､両側上腕骨骨頭無腐性壊
死

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

49 気管支炎・急性咽頭炎

①ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200㎎｢日
医工｣､ｼｽﾀﾞｲﾝ錠250㎎､ﾄｰﾜ
ﾁｰﾑ配合顆粒
②ｱｽﾄﾐﾝ錠10㎎､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200㎎｢日医工｣､ｼｽﾀﾞｲﾝ
錠250㎎､ﾄｰﾜﾁｰﾑ配合顆粒

①薬物性肝障害
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

50 急性気管支炎 ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg 偽膜性大腸炎 支給

51 歯痛 大正ﾄﾝﾌﾟｸ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

52 感染性胃腸炎 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

53 発熱､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠
50mg

薬物性肝障害 支給

54
他院ﾄﾞｯｸにてCA19-9 高
値､精査希望

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 支給

55 進行膵癌 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

56
気管支炎､副鼻腔炎､気
管支喘息

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 洞不全症候群 支給

57

肺結核､ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管
支肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症､
COPD

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾘﾌｧ
ｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

薬物性肝障害 支給

58 頭痛､高血圧 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

59
更年期症候群､夜間頻尿
症､めまい発作

〔東洋〕加味逍遙散ｴｷｽ細
粒､〔東洋〕清心連子飲ｴｷｽ
細粒、ﾂﾑﾗ半夏白朮天麻湯
ｴｷｽ顆粒（医療用）

薬物性肝障害 支給

60
右腎癌術後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
造影CT検査 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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死亡
(死亡)

支給

61 肝膿瘍 注用ﾜｲｽﾀｰﾙ1gﾊﾞｯｸﾞS
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

62
下顎左側8水平智歯､抜
歯後感染のため

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

63
嘔吐､気分不快､ﾍﾘｺﾊﾞｸ
ﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ﾊﾟｾﾄ
ｼﾝ錠250､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg 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

64
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微少変化
群)

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､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 移植片対宿主病(GVHD) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨顆部無腐性壊死(疾
病)
両側大腿骨顆部無腐性壊死に
よる両下肢機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

66
第11胸椎圧迫骨折によ
る､背部筋痛鎮痛のため
のﾄﾘｶﾞｰ注射

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾃﾞｶﾄﾞ
ﾛﾝ注射液3.3mg

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給

67

左視床梗塞後遺症による
右半身のしびれ(視床
痛)､高血圧症､高脂血症､
慢性腎臓病､高ｶﾘｳﾑ血
症､不眠症､虚血性脳血
管障害､末梢神経障害性
疼痛､慢性湿疹､肩関節
周囲炎､高尿酸血症､逆
流性食道炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg

薬物性肝障害(胆汁うっ滞
型)(疾病)
薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)及
びそれに続発した多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

68
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

69 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死に
よる歩行障害

障害
１級

１年毎

70
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

71

骨盤骨折術後､敗血症､
MRSA肺炎､DIC､急性腎
不全

ﾗｼｯｸｽ注､ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝ静注用
1g､ﾌﾙﾏﾘﾝ静注用1g､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､ｶﾙﾍﾞﾆﾝ点滴
用0.5g､ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注60㎎､ｵｰﾂ
ｶCEZ注-MC､ﾀﾞﾗｼﾝS注射用

感音難聴に続発した聴力障害
障害
１級

１年毎

72 急性上気道感染症
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ､ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠､ﾎﾞﾙﾏｹﾞ
ﾝ坐剤25､ﾋﾟｰｴｲ錠､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ､ｵﾗｾﾌ錠

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)による呼吸機能
障害

障害
２級

１年毎

73 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100
閉塞性細気管支炎による呼吸
機能障害

障害
２級

１年毎

74 腎移植後急性拒絶反応

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
500､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

左大腿骨骨頭無腐性壊死によ
る左下肢機能障害

障害
２級

１年毎

75
冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術施行の
ため(狭心症)

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注
横紋筋融解症による両下肢機
能障害

障害
２級

１年毎

76 細菌性心内膜症 ｹﾞﾝﾀｼﾝ注
第8脳神経障害による平衡機能
障害

障害
２級

３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

77

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､血球
貪食症候群､骨粗鬆症､
胃炎､高血圧症､偏頭痛､
不眠

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)､ｿﾙ･
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

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

78
急性肝炎､腹水､肝性脳
症､便秘､虚血性心疾患､
胆嚢炎､自己免疫性肝炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死に
よる両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

79
未破裂脳動脈瘤に対す
るｺｲﾙ塞栓術

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg､ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千
単位

脊髄硬膜外血腫による両下肢
麻痺による両下肢機能障害

障害
１級

３年毎

80 前立腺癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 下肢麻痺による歩行障害
障害
２級

３年毎

81
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰﾌﾟ
ｽ腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死に
よる左下肢機能障害

障害
２級

１年毎

82 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0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ
75㎎/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%
注ﾊﾞｯｸﾞ250mg/100mL

両下肢麻痺による両下肢機能
障害

障害
１級

１年毎

83
狭心症､高血圧症､高脂
血症､逆流性食道炎､花
粉症

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠 無顆粒球症 不適正使用 不支給

84 左第3指圧挫創 なし なし
医薬品以外の原因によ
る

不支給

85 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点
滴静注用100

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

86 正常眼圧緑内障 なし なし
医薬品以外の原因によ
る

不支給

87
閉塞症状が強く尿意切迫
感を伴った前立腺肥大症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

88
関節ﾘｳﾏﾁ､難治性ﾘｳﾏﾁ
性疾患

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静
注用100､ｲﾑﾗﾝ錠50mg､ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ錠4mg

B型肝炎ｳｲﾙｽ再活性化 対象除外薬 不支給

89 感冒､咽頭痛 なし なし
医薬品以外の原因によ
る

不支給

90

痛風､高血圧､高脂血症､
不眠症､慢性的な首の痛
みの緩和､内臓脂肪を減
らすため

なし なし
医薬品以外の原因によ
る

不支給

91
心原性脳塞栓症､心房細
動

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(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 血液凝固異常
新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
(32-2215-0129)

B型肝炎ｳｲﾙｽ血症 支給

2 骨髄異形成症候群
赤血球濃厚液-LR｢日赤｣
(01-0624-7400)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障
害(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）


