
平成２７年度第２回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２７年７月２３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

　
血管塞栓術､造影CT､
狭心症､高血圧症､便
秘､逆流性食道炎､多
発胃潰瘍､C型慢性肝
炎､肝癌､不眠症
　

ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

間質性肺炎 支給

2

急性膀胱炎､慢性膀胱
炎､高血圧､不安神経
症､急性胃炎､めまい
症､自律神経失調症､
胃炎､だるさ

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

3

右膝半月板損傷､嘔
吐､腹痛､悪寒､微熱､急
性肝炎､ﾒﾏｲ､上気道
炎､ざ瘡､ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚
炎､下肢白斑､体幹汗
疹皮膚炎､皮膚そう痒
症､高尿酸血症､高脂
血症､顔面ざ瘡､体幹膿
皮症

ｿﾚﾙﾓﾝ錠25mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg

薬物性肝障害 支給

4
腹部大動脈瘤人工血
管置換術後の人工呼
吸器離脱のため

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg 薬物性ｼｮｯｸ 支給

5
うつ病､不眠､間質性肺
炎

①ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｼﾞｪ
ｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg､ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌ
ﾄ錠50mg
②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)

①間質性肺炎
②両側大腿骨骨頭無腐性壊
死

支給

6
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣､ﾊﾞｸﾀ配合錠

無顆粒球症及びそれに続発
した敗血症､多臓器不全

支給

7 解離性大動脈瘤

①ｻｸｼｿﾞﾝ注射用100mg
②ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ､ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)､ｶﾞｽﾀｰ
注射液20mg､ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注
5mg
　
　

①ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(1回
目)(疾病)
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(2回
目)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(2回目)
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
心房細動､持続性心房
細動､脳梗塞予防､胃
炎､逆流性食道炎

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾈｷ
ｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｶﾞｽﾓﾁﾝ
錠5mg

薬物性肝障害 支給

9
めまい症､不眠症､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､慢性胃
炎､逆流性食道炎

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢
NP｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ
錠10mg｢NP｣

薬物性肝障害 支給



10 慢性炎症､貧血
照射赤血球濃厚液-LR｢
日赤｣

輸血関連循環過負荷
(TACO)(疾病)
輸血関連循環過負荷(TACO)
及びそれに続発した心不全
による死亡(死亡)

支給

11 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 直腸穿孔 支給

12
爪白癬､前立腺肥大
症､急性上気道炎､咽
頭炎､痛風

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢MEEK｣ 薬物性肝障害 支給

13
腰椎椎体骨折疑い､頭
部打撲兼挫傷

ｿﾚﾄﾝ錠80､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

14 慢性肝炎(脂肪肝) ﾁｵﾗ錠100 薬物性肝障害 支給

15
慢性扁桃炎､右踵骨骨
折

ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石
膏ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

16 関節ﾘｳﾏﾁ､神経痛
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾘﾘ
ｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

間質性肺炎 支給

17 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､両側上腕骨骨頭無腐性
壊死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び両側上腕骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害(障
害)

支給
２級
１年毎

18 胃潰瘍
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ30mg｢
ｹﾐﾌｧ｣

薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大
腸炎)

支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾋｭﾐ
ﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ0.8mL

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

20
不妊症(稀発月経､黄体
機能不全)に対する治
療

ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

21
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い､便秘
症､更年期症候群

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75% 虚血性大腸炎 支給

22
急性上気道炎､口内
炎､急性胃腸炎､急性
胃炎

①PL配合顆粒､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌｧﾓ
ﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ｱﾒﾙ｣
②ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

①薬物性肝障害(1回目)､多
形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害(2回目)

支給

23 B型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､肺炎
ｾﾌｷｿﾝ静注用1g､ｼﾞｪﾆﾅｯ
ｸ錠200mg

偽膜性大腸炎 支給

24
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､発熱性好中
球減少症

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用
1g｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg

①白血球減少症､薬物性肝
障害
②汎発型薬疹

支給



25 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点
滴静注用100

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

26
慢性萎縮性胃炎､ﾍﾘｺ
ﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染症

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

27 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸穿孔 支給

28
高脂血症､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高
血圧､脂質異常症､更
年期障害

ﾂﾑﾗ三黄瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

29
糖尿病性ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽ､
急性心筋梗塞

ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位
/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣5mL､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心筋梗
塞､肺血栓塞栓症

支給

30 狭心症 ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg 憩室出血 支給

31 高尿酸血症､痛風
ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻ
ﾎﾟ50mg

薬物性肝障害 支給

32 (健診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

33

のぼせ､慢性痒疹､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
結膜炎､ﾄﾞﾗｲｱｲ､両外
耳湿疹

ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

34
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎に対す
る治療の為

ｵｷﾛｯﾄ錠30mg 薬物性肝障害 支給

35
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､骨
粗鬆症､胃炎

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 支給

36
高血圧､狭心症疑い､
下肢痛､胸痛

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ75mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

37 発熱､ﾙｰﾌﾟｽ腎炎
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

薬物性肝障害 支給

38
接触皮膚炎､毛包炎､ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎うたがい
(鼻汁､くしゃみ)

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾚﾊﾞ
ﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

39
気管支喘息､片頭痛､
胃炎､蕁麻疹､ﾄﾞﾗｲｱｲ､
びまん性表層角膜炎

ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg 薬物性肝障害 支給

40
高血圧症､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､
骨粗鬆症

ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給



41
血栓性血小板減少性
紫斑病

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

42
亀頭包皮炎､皮ﾌｶｲﾖｳ+
二次感染(陰部)､開口
部形質細胞症

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 間質性肺炎 支給

43 ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病 ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用200mg

脳静脈洞血栓症及びそれに
続発した脳出血､深部静脈血
栓症､肺血栓塞栓症､腎静脈
血栓症
　

支給

44 糖尿病の治療のため ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg 急性膵炎 支給

45 右肩関節周囲炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣

出血性胃潰瘍 支給

46
発熱､関節痛､悪寒､鼻
汁､咳嗽､腹部術後創
感染

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

47 副鼻腔炎
ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

薬物性大腸炎 支給

48
混合性結合組織病､ｽﾃ
ﾛｲﾄﾞ精神病

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)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

49 頸部ﾘﾝﾊﾟ節結核 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 薬物性肝障害 支給

50 関節症性乾癬
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

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

51
疲労倦怠感､口腔内異
常感覚

　
ﾄﾁﾓﾄのｵｳｺﾞﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｻｲ
ｺ､ﾄﾁﾓﾄのｵｳﾊﾞｸ､ﾄﾁﾓﾄの
ｵｳﾚﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｹｲﾋ､ﾄﾁﾓﾄ
のｻﾝｼｼ､ﾄﾁﾓﾄのｼｮｳｷｮ
ｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾀｲｿｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾆ
ﾝｼﾞﾝ､ﾄﾁﾓﾄのﾊﾝｹﾞ､ﾄﾁﾓﾄ
のﾌﾞｸﾘｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞﾚｲ､ﾄ
ﾁﾓﾄのﾘｭｳｺﾂ
　

薬物性肝障害 支給

52
発作性心房細動､高血
圧

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg､ﾐｶﾑﾛ配
合錠BP

薬物性肝障害 支給

53 頭皮感染性毛嚢炎 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 出血性大腸炎 支給



54 原発性不妊症
ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg､ﾄﾐﾛﾝ
錠100

薬物性肝障害 支給

55
うつ病､不眠症､慢性胃
炎､感染性胃腸炎､頭
痛､発熱

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg､ﾌﾞﾙﾌｪ
ﾝ錠100､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､
ｺｶｰﾙ錠200mg

薬物性肝障害 支給

56 躁うつ病
ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ﾘﾌ
ﾚｯｸｽ錠15mg､ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠
10mg

薬物性肝障害 支給

57
不安定狭心症､痛風､
高尿酸血症､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠1mg｢
明治｣

間質性肺炎 支給

58
尋常性ざ瘡､冷え症､自
己免疫性肝炎疑い

ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ清上防風
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

59
子宮腺筋症､月経困難
症

ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 肺血栓塞栓症 支給

60 (検診)
ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV､硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ
散99.1%｢共成｣

S状結腸穿孔 支給

61 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

62 躁うつ病の躁状態 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg 薬物性肝障害 支給

63
ｶﾃｰﾃﾙ挿入術前予防
投与

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

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

64 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

65 複合性高脂血症 ﾛﾄﾘｶﾞ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g 薬物性肝障害 支給

66
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

67 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

68 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

69 爪白癬､脂質異常症 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾜｲ｣ 薬物性肝障害 支給



70
急性咽頭喉頭炎､気管
支喘息発作

ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg､ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

71
発作的な顔面のほて
り､感冒

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

72 慢性腹部大動脈解離
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 支給

73 左側上顎洞炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 偽膜性大腸炎 支給

74
心房細動､高血圧､便
秘､不整脈

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 間質性肺炎 支給

75 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

76
悪寒､発熱等風邪の症
状があったため

救風 薬物性肝障害 支給

77 浮腫､高血圧症
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

78 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

79 多発性硬化症
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､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
による両股関節機能障害

障害
２級
３年毎

80
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

81
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

82 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症に続発した胸･腰椎
圧迫骨折による体幹機能障
害

障害
１級
１年毎

83
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多
発性圧迫骨折による両下肢
機能障害

障害
１級
１年毎

84 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
３年毎



85
骨髄異形成症候群､同
種末梢血幹細胞移植､
移植後肺障害

①ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①右側大腿骨骨頭無腐性壊
死(疾病)
②左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）

86 高血圧症､咳嗽

①ﾋｽﾄﾐﾝｴｰｽ錠S､ﾛﾌﾞ錠
60mg､ﾊﾞﾅﾝ錠100mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用
ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

①間質性肺炎
②発赤(間擦疹)､脱毛

①不適正使用
②入院相当でない

不支給

87
慢性関節ﾘｳﾏﾁ､右膝膿
瘍

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾀｹ
ﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症及びそれに続
発した出血性ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

不適正使用 不支給

88 胃癌 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

89 慢性C型肝炎

ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg､ﾍﾟｶﾞｼｽ
皮下注180μg､ｿﾌﾞﾘｱｰﾄﾞ
ｶﾌﾟｾﾙ100mg

貧血 不適正使用 不支給

90

空腹時の心窩部不快
症状の軽減目的

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

91
脳出血後遺症､偽膜性
腸炎等

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

92
右頬部腫脹､右眼窩下
膿瘍(頬部腫瘍)

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びこれ
に続発した低酸素脳症(疾
病)
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因による
(死亡)

不支給

93
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

94
慢性B型活動性肝炎､
肝硬変

ﾍﾌﾟｾﾗ錠10

ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群(疾病)
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群に続発した骨
軟化症､多発性腰椎圧迫骨
折による脊柱機能障害及び
両下肢機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給


