
平成２６年度第２回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２６年７月２４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 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

2 関節ﾘｳﾏﾁ､多発関節痛
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注用25mg

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

3 関節ﾘｳﾏﾁ

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25㎎ｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL､ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50
㎎ｼﾘﾝｼﾞ1.0mL､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg

間質性肺炎 支給

4 Wegener 肉芽腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散

右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･脊
髄症(疾病)
骨粗鬆症に続発した脊椎多
発性圧迫骨折･脊髄症による
肢体機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

5
統合失調症､不眠症､
便秘症､低K血症､急性
肺炎

ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg､ｾﾚﾈｰｽ
錠1.5mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
12.5mg

薬物性肝障害 支給

6

急性肺炎､脱水､栄養
摂取不良､薬剤性肺炎
後､高血圧症､骨粗鬆
症､不眠症､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､神経症､維持療
法の必要な逆流性食
道炎､発熱(感冒?)

①ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg
②ｶﾛﾅｰﾙ錠200

①間質性肺炎
②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)

支給

7 薬剤性肺繊維症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､注射用ｿﾙ･ﾒﾙ
ｺｰﾄ500

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ腸炎 支給

8

心房細動､高血圧､ﾀﾝ
ﾊﾟｸ尿､高尿酸血症､急
性上気道炎､胃炎(上腹
部痛)

ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ
錠10mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100

薬物性肝障害 支給

9
双極性障害､うつ病相､
薬剤性過敏症症候群
(DIHS)

①ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

①薬剤性過敏症症候群
(DIHS)
②右側大腿骨骨頭無腐性壊
死

支給

10
右拇指MP関節尺側副
靭帯断裂

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

11
骨粗鬆症､変形性腰椎
症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg
両側大腿骨骨幹部非定型骨
折

支給

12
逆流性食道炎､慢性胃
炎

ｶﾓｽﾀｯﾄﾒｼﾙ酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ｿﾛ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾ
ﾙ20mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
10mg

薬物性肝障害 支給

13 心不全 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 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

14 IgA腎症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ﾌﾟﾘ
ﾄﾞｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

15
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病(甲状腺機能
亢進症)､皮疹

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｱﾚｸﾞﾗ錠
60mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg

無顆粒球症 支給

16 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 薬物性肝障害 支給

17 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

18
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg
薬物性肝障害､顆粒球減少
症

支給

19

慢性結膜炎による結膜
充血､眼脂､高血圧､高
脂血症､更年期障害､
冷え性､心身症､慢性
胃腸炎､左変形性膝関
節症､第12胸椎圧迫骨
折､骨粗鬆症､結膜炎､
慢性蕁麻疹

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg､ﾛﾙｶﾑ錠
4mg

出血性十二指腸潰瘍 支給

20 帝王切開術の麻酔
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ﾏｰｶｲﾝ注
脊麻用0.5%高比重

両下肢麻痺､両下肢知覚異
常

支給

21
脳底動脈･右椎骨動脈
解離､右延髄外側症候
群

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300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
た脳梗塞による高度脳機能
障害(障害)

支給
１級

１年毎

22 関節ﾘｳﾏﾁ､花粉症 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 間質性肺炎 支給

23 慢性心不全 ｲｵﾒﾛﾝ350注20mL

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
に続発したうっ血性心不全に
よる死亡(死亡)

支給

24 前立腺がん､骨転移 ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg
両側下顎骨の骨髄炎･骨壊
死

支給

25 自己免疫性肝炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用500㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用125㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用40㎎

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

26
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･
ﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 出血性大腸炎 支給

27

統合失調症､不眠症､
高血圧症､薬剤性ﾊﾟｰｷ
ﾝｿﾝ症候群､ﾍﾘｺﾊﾞｸ
ﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内
服錠250mg

出血性大腸炎 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

28
慢性関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧
症､うっ血性心不全､胃
炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｴﾝ
ﾌﾞﾚﾙ皮下注用25mg

間質性肺炎 支給

29
高血圧症､胃潰瘍､不
眠症､骨粗しょう症､神
経性頻尿､皮ﾌそう痒症

ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg 薬物性肝障害 支給

30
陰萎､高尿酸血症､尿
路結石､嘔気､咳､咽頭
痛

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ柴
胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

31
冷え症､つかれ対策の
為､高血圧症､高LDLｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾎﾞｰﾂｰﾝS｢ｺﾀﾛｰ｣(防風通
聖散ｴｷｽ錠)

薬物性肝障害 支給

32
右眼白内障､高血圧
症､脂質異常症

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 出血性大腸炎 支給

33
直腸癌､肝転移､骨転
移､肺転移

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

34 急性左腎盂腎炎 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
狭心症､糖尿病､高脂
血症､高血圧症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 血小板減少症 支給

36 片頭痛 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A1.0 薬物性肝障害 支給

37
心室性期外収縮､月経
困難症､月経過多

ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg 薬物性肝障害 支給

38

腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､陳
旧性第1腰椎圧迫骨
折､右顎関節症､右鼠
径部ﾘﾝﾊﾟ節腫大､慢性
肝炎､脂質異常症､肺
炎､ｸﾗﾐｼﾞｱ肺炎

ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

39 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg

出血性大腸炎 支給

40
関節ﾘｳﾏﾁ､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症(頚動脈硬化症
を伴う)

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

41 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠

肺塞栓症及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病)
肺塞栓症に続発した低酸素
脳症による高次脳機能障害
(障害)

支給
１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

42
感染性心内膜炎､大動
脈弁閉鎖不全症

①注射用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ
100万単位､ｹﾞﾝﾀｼﾝ注40
②ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､注射
用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ100万単
位､ｹﾞﾝﾀｼﾝ注40

①無顆粒球症
②汎発型薬疹

支給

43 誤嚥性肺炎､肺炎
ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､注
用ﾜｲｽﾀｰﾙ1gﾊﾞｯｸﾞS

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

44
咽頭痛､咳嗽､嗄声､微
熱､頭痛､咽頭発赤､上
気道炎症症状

ｽﾍﾟﾙｿﾞﾝ静注用0.5g
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

45 高尿酸血症 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 支給

46 └7 根尖性歯周炎 ｱﾚﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

47 急性気管支炎
ｾﾌｫﾋﾞｯﾄﾞ注射用1g､ｷｼﾛｶ
ｲﾝ0.5%筋注用溶解液

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

48
DIC(播種性血管内凝
固)､敗血症をきたした
急性化膿性胆管炎

ｾﾌﾛﾆｯｸ静注用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

49 排尿障害(夜間頻尿) ｳﾘﾄｽ錠0.1mg 薬物性肝障害 支給

50
肥満症､糖尿病､高血
圧症､肩･腰痛症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

51 子宮筋腫及び出血 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 肺塞栓症 支給

52
第一腰椎圧迫骨折､骨
粗鬆症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
5mg

左上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

53
肺癌の疑い､脳転移の
疑い

ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL
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

54
ｸﾛｰﾝ病と逆流性食道
炎

ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

薬物性肝障害 支給

55
めまい､末梢性神経障
害､難聴､ﾒﾆｴｰﾙ病､耳
鳴

ｼﾞﾌｪﾆﾄﾞｰﾙ塩酸塩錠25mg
｢JG｣､ｽﾄﾐﾝA配合錠

薬物性肝障害 支給

56 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 潰瘍性大腸炎の増悪 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

57
躁うつ病､消化器症状､
急性気管支炎､感冒

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ
酸Na徐放B錠200mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

間質性肺炎 支給

58 (予防) ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

59 潰瘍性大腸炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｷ
ｻｰﾄ注射液1.65mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

60 左肝内胆管癌再発
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 足爪趾間白癬 ﾄﾗｺﾅ錠50mg 薬物性肝障害 支給

62 右腎細胞癌 ｲｵｿｰﾙ注300ｼﾘﾝｼﾞ100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

63 肝細胞癌 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ150注200mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

64 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)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

65
爪白癬､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症

ﾃﾙﾌｨﾅﾋﾞﾝ錠125mg 薬物性肝障害 支給

66
脳梗塞､糖尿病､てんか
ん､便秘

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 出血性胃潰瘍 支給

67 便秘症 本草ｾﾝﾅ(分包) 腹痛 支給

68 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

69
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､脳症(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
に続発した脳症による高次
脳機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

70 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1mg(旭化成)､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg ｢ﾄｰﾜ｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 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

71 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

支給

72
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

73
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

74 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

75 気管支喘息

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

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び骨粗鬆症に続発した脊
椎多発性圧迫骨折による両
下肢機能障害及び脊柱機能
障害

障害
２級

１年毎

76 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

77 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg

異常高血圧症、肺水腫に続
発した胸髄不全麻痺による
脊柱機能障害及び両下肢機
能障害

障害
１級

１年毎

78 脳梗塞後の上肢痙縮 ﾎﾞﾄｯｸｽ注用50単位
薬物性肝障害(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）

79
咽頭炎､高熱､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞの疑

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

80

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､高尿
酸血症､自己免疫性肝
炎､不眠症､胃炎､糖尿
病

ﾘﾊﾞﾛ錠2mg

横紋筋融解症､薬物性肝障
害(疾病)
横紋筋融解症及び薬物性肝
障害による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

81 SLE
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

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

82 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)

出血性十二指腸潰瘍 不適正使用 不支給

83 頭痛､難治性疼痛 ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ2.1mg 嘔気､嘔吐 入院相当でない 不支給

84
脊髄硬膜外膿瘍､不全
四肢麻痺

なし なし 医薬品以外の原因による 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

85 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500

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

86

胃癌､胃癌術後､多発
肺転移､癌性腹膜炎､
呼吸不全(多発肺転移
による)

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

87 内痔核 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

88
紫斑病性腎炎､半月体
形成性糸球体腎炎､急
速進行性糸球体腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠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

89

間質性肺炎(薬剤性)､
心不全､不眠症､逆流
性食道炎､骨粗鬆症､
白内障手術

判定不能 判定不能 判定不能 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
急性前骨髄性白血病
によるDIC

新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
(22-4024-7222)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝
障害

支給


