
平成２６年度第６回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２７年３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 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

2
月経困難症､月経前症
候群､(避妊)

ｵｰｿM-21錠
肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給

3 単純性膀胱炎 ﾊﾞｸﾀ配合顆粒 薬物性肝障害 支給

4 乾癬性関節炎 ｻﾌｨﾙｼﾞﾝEN錠500 再生不良性貧血 支給

5 頚髄損傷
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ静
注用1g､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

6
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症状

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
無顆粒球症及びそれに続発
した敗血症

支給

7
手術前投薬･妊娠高血
圧症候群

ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5mg｢ﾌ
ｿｰ｣､ﾎｽﾐｼﾝS静注用2g

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､多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

8
双極性障害､TEN型薬
疹､気管支炎

①ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25㎎､ﾃﾞﾊﾟｹﾝ
R錠200
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①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)
②ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎

支給

9
胃潰瘍､肺非結核性抗
酸菌症

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｸﾗﾘ
ｽ錠200､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg､
ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75

血小板減少症 支給

10

関節ﾘｳﾏﾁ､変形性脊椎
症､非がん性慢性疼
痛､出血性胃潰瘍､本
態性高血圧症､逆流性
食道炎､高熱､急性気
管支炎､嘔吐症､急性
扁桃炎､脱水症､鉄欠
乏性貧血､上行結腸出
血､痔核､口内粘膜潰
瘍､肺炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｼﾒﾁｼﾞﾝ錠
200mg｢日医工｣､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸ
ｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠
10mg｢YD｣､ﾛｻﾙﾀﾝK錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ
錠50mg｢YD｣

再生不良性貧血及びそれに
続発した感染症による多臓
器不全(疾病)
再生不良性貧血及びそれに
続発した感染症による多臓
器不全による死亡(死亡)

支給



11 感染性胃腸炎､黄疸 ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾝ錠10 薬物性肝障害 支給

12 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg 間質性肺炎 支給

13 更年期症状

ﾄﾁﾓﾄのｵｳｺﾞﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｶﾛ
ｺﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄの
ｹｲﾋ､ﾄﾁﾓﾄのｻｲｺ､ﾄﾁﾓﾄの
ｼｮｳｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾊﾝｹﾞ､ﾄﾁ
ﾓﾄのﾊﾞｸﾓﾝﾄﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞ
ﾚｲ､ｺﾀﾛｰ柴胡桂枝乾姜湯
ｴｷｽ細粒

薬物性肝障害 支給

14 肺非結核性抗酸菌症
ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg

血小板減少症 支給

15
子宮内膜症､月経困難
症

ﾔｰｽﾞ配合錠､ﾙﾅﾍﾞﾙ配合
錠ULD､ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD

深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

16 ﾈﾌﾛｰｾﾞ再発
ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠10mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

血小板減少症 支給

17 結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣､ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞ
ﾄｰﾙ125mg錠

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

18 右脛骨良性骨腫瘍
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､
ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

19
痙攣重積発作､意識障
害

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

20 強皮症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1% 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

21
かぜ､高血圧症､陳旧
性脳血管疾患

ｸﾐｱｲかぜｶﾌﾟｾﾙ｢ｺﾞｰﾙﾄﾞ｣ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給



22

左動眼神経麻痺､不眠
症､便秘症､2型糖尿
病､高血圧症､前立腺
肥大症､狭心症､腰痛
症､咽頭炎､眼瞼炎､湿
疹､気管支炎

①ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｲｽｺﾁﾝ
錠100mg､ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合
錠､ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ﾑｺﾄﾛ
ﾝ錠250mg､ｸﾞﾘﾐｸﾛﾝ錠
40mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
TCK｣､ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60㎎､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠
②ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾊﾞｸﾄﾗ
ﾐﾝ配合錠､ﾑｺﾄﾛﾝ錠
250mg､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｼﾞｽ
ﾛﾏｯｸ錠250mg

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給

23
子宮内膜症､ｱﾄﾋﾟｰ性
皮膚炎

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

24

L5 慢性根尖性歯周組
織炎､左脛骨膝関節内
骨折､不眠症､胃炎

ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

25

関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
糖尿病､術後腹部大動
脈瘤

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｱｸ
ﾃﾑﾗ点滴静注用200mg､ｴ
ｸｱ錠50mg

間質性肺炎 支給

26
上部消化管内視鏡検
査(GIS)の前処置

ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8% ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

27
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

28 急性咽頭扁桃炎 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

29 便秘 ｽﾙｰﾗｯｸS 虚血性大腸炎 支給

30 大腸癌の疑い ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝｿﾞﾙ145 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

31 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎
ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢
日医工｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
112.5mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

32
頭痛､片頭痛､自律神
経失調症

SG配合顆粒､ﾛﾌﾞ錠60mg 薬物性肝障害 支給



33 右大腿骨転子部骨折 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg 出血性十二指腸潰瘍 支給

34

狭心症､高脂血症､高
血圧症､糖尿病､慢性
動脈閉塞症､不眠症

ﾛﾚﾙｺ錠250mg QT延長､心室頻拍 支給

35

胎児機能不全､分娩停
止に対する緊急帝王切
開術

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ﾏｰｶｲ
ﾝ注脊麻用0.5%等比重

左下肢麻痺 支給

36 膀胱炎

ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
100mg｢科研｣､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

37 肝細胞癌 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

38 ﾀﾞｲｴｯﾄの為使用
｢ｸﾗｼｴ｣漢方防風通聖散
料ｴｷｽEX錠

薬物性肝障害 支給

39
両感音性難聴､耳鳴り､
胃弱､せき､頭痛

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾀﾞ
ｽﾓｯｸ

薬物性肝障害 支給

40 不妊症 ｲｿﾋﾞｽﾄ注300
過敏症(顔面･眼瞼浮腫､発
赤､呼吸困難感)

支給

41
風邪､高血圧､高尿酸
血症､高脂血症 ｼﾞｷﾅIP錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

42
肥厚性硬膜炎､頚椎･
胸椎肥厚性硬膜炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠5｢ﾎｴｲ｣､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病､敗血症及び
それらに続発したDIC､大腸
穿孔(疾病)
ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病､敗血症に続
発したDIC､大腸穿孔による
死亡(死亡)

支給

43 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｷ
ｻｰﾄ注射液3.3mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ錠0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

44

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､高血
圧症､2型糖尿病､脳梗
塞既往､ﾋﾟﾛﾘ菌感染症､
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 薬物性肝障害 支給



45 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

46 (検診) ﾊﾞﾑｽﾀｰS200 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

47 閉塞性動脈硬化症 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注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

48 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg QT延長 支給

49
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､じんましん､
皮膚掻痒症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

50
ｽﾃﾛｲﾄﾞによる骨粗鬆症
の予防

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg

両側大腿骨転子下非定型骨
折

支給

51 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 無顆粒球症 支給

52 胃潰瘍､ﾋﾟﾛﾘ菌陽性 ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

53

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性結膜炎､花粉症､
尿路感染症

ﾆﾎﾟﾗｼﾞﾝ錠3mg､ﾌﾞﾚｸﾙｽｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg､太虎堂の小
青竜湯ｴｷｽ顆粒

薬物性肝障害 支給

54 月経痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

55

高血圧症､反復性うつ
病性障害(うつ病)､2型
糖尿病

ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-B配合錠 薬物性肝障害 支給

56 急性上気道炎 ｸﾗﾘｽ錠200 偽膜性大腸炎 支給

57
帝王切開分娩､子宮収
縮不良

ｱﾄﾆﾝ-O注5単位
心筋虚血(ST低下)､血圧低
下

支給

58 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 間質性肺炎 支給

59
ﾎﾟﾘｰﾌﾟ様声帯､声帯結
節症

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給



60
嗅覚障害､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg 薬物性肝障害 支給

61
左尿管結石症､四肢皮
ﾌ炎(痒み)､前立腺肥大
症

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg､ｱﾚﾛｯｸ
OD錠5､ﾕﾘｰﾌ錠4mg 血小板減少症 支給

62 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

63

狭心症状の検査で冠
動脈狭窄を認めたた
め､夜間の上気道症状
のため

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

64 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

65

心房細動､虚血性心疾
患､高血圧症､高脂血
症､腰痛症

ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100mg 薬物性肝障害 支給

66
切迫流産(絨毛膜下血
腫合併)

ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

67 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

68
関節ﾘｳﾏﾁ､逆流性食道
炎

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 支給

69 急性感染性腸炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

70 尿管尿路上皮癌
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

71
外陰のかゆみ､細菌性
膣炎

ｸﾛﾏｲ腟錠100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

72 切迫流産 ﾀﾞｸﾁﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

73
潜在性結核(T-spot検
査陽性)

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給



74

糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､慢性気管支炎､胃
潰瘍

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発
した多臓器不全による死亡
(死亡)

支給

75
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(疾病)
汎血球減少症及びそれに続
発した肺炎による死亡(死亡)

支給

76 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

77

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

78 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

79 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

80
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

81
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

82

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

83

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



84
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

85 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

86
術後の疼痛管理のた
め

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
10mg/mL､塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ
注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
１級

１年毎

87
糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､慢性気管支炎､胃
潰瘍

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5

間質性肺炎による呼吸機能
障害

障害
１級
－

88
橋本病､腺腫様甲状腺
腫

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾍﾟﾝﾀ
ｼﾞﾝ注射液15

呼吸抑制及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

89 肝臓癌､胆管炎 ﾜｲｽﾀｰﾙ配合静注用1g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した急性心筋梗塞
(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）

90 (予防) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

91

潰瘍性大腸炎､胃潰
瘍､高血圧､便秘症､痔
核

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ坐剤0.5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ坐剤1.0mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏ注腸20mg

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

92
脂質代謝異常症(高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症)､高尿酸
血症

ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg､ｸﾚｽﾄｰﾙ
錠2.5mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

93 結腸憩室出血､貧血 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

94 関節ﾘｳﾏﾁ 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

95 ﾆｷﾋﾞ､ｼﾐ改善の為 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給



96 腰痛症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

97

急性化膿性根尖性歯
周炎､高血圧症､心不
全､胃潰瘍､便秘症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

98 骨粗鬆症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

99 敗血症､肺炎 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

100 ﾈﾌﾛｰｾﾞ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
右側大腿骨骨頭無腐性壊死
による右下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

101 (予防)､急性上気道炎 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

102 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ｾ
ﾚｺｯｸｽ錠100mg

無顆粒球症 不適正使用 不支給

103 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

104
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 障害等級不該当 不支給

105

骨盤骨折術後､敗血
症､MRSA肺炎､DIC､急
性腎不全

ﾗｼｯｸｽ注､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､ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注

感音難聴に続発した聴覚障
害

障害等級不該当 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
未熟児貧血、脳室内出
血

なし なし
生物由来製品以外の原因
による

不支給


