
平成２７年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２７年１1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
急性化膿性根尖性歯
周及び歯根膜炎

ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg､ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ
錠250mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

薬物性肝障害､汎発型薬疹 支給

2
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､発
熱

ﾄﾚｷｻﾒｯﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｽﾄﾅ
ﾌﾟﾗｽ2

間質性肺炎 支給

3 脳挫傷 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg 薬物性肝障害 支給

4 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

5
10年来の脱出性内痔
核

ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付 肛門直腸潰瘍 支給

6
関節ﾘｳﾏﾁ､関節痛､心
不全

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg
口内炎､汎血球減少症､薬物
性肝障害 支給

7 急性心筋梗塞

①ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75㎎､ﾌﾛﾓｯ
ｸｽ錠100㎎
②ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg

①薬物性肝障害(H26.6.16～
H26.6.18)(疾病)
②薬物性肝障害(H26.7.16～
H26.11.22)(疾病)
②薬物性肝障害に続発した
多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

8 急性副鼻腔炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣

出血性大腸炎 支給

9
関節ﾘｳﾏﾁ､腎ｱﾐﾛｲﾄﾞｰ
ｼｽ､消化管ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽ

ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用
200mg､ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注
用80mg､ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg

間質性肺炎 支給

10
左第4趾基節骨病的骨
折

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

血管性浮腫 支給

11
子宮筋腫､月経困難
症､過多月経による貧
血

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠､ﾙﾅﾍﾞﾙ
配合錠LD

肺血栓塞栓症 支給

12

関節ﾘｳﾏﾁによる主に
手指を中心とする全身
の関節痛､前立腺肥大
症､過活動膀胱､貧血

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

13 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ
300mg

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)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症に
よる死亡(死亡)

支給



14 慢性C型肝炎､腰痛症

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100
μg/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ200mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

支給
２級

１年毎

15
潰瘍性大腸炎､血管炎
性末梢神経障害

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

骨粗鬆症及びそれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折 支給

16
ﾋﾟﾛﾘ菌感染症､胃炎､逆
流性食道炎､尿路感染
症

ｵﾌﾞﾗﾝｾﾞ錠10､ﾁｱﾄﾝｶﾌﾟｾﾙ
10mg､ﾕﾅｼﾝ錠375mg

薬物性肝障害 支給

17
糖尿病､貧血､心房細
動､下肢浮腫､嘔吐

ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg 腸管嚢胞様気腫症 支給

18 乳癌骨転移
ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg､ｱﾚ
ﾃﾞｨｱ注30mg､ｱﾚﾃﾞｨｱ注
15mg

両大腿骨転子下非定型骨折 支給

19
発作性心房細動､前立
腺肥大症､肺気腫､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎

ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg
肺出血(疾病)
肺出血による死亡(死亡)

支給

20 未破裂脳動脈瘤
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙOD錠50mg

回腸出血及びそれに続発し
た多発脳梗塞

支給

21

ﾋﾟﾛﾘ菌陽性慢性胃炎､
高血圧症､一過性全健
忘(一過性脳虚血発作
疑)､心室性期外収縮､
不眠症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 出血性大腸炎 支給

22 吃逆､前立腺肥大症

ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠12.5mg､ﾂﾑﾗ芍
薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾ
ﾙ0.2mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

23
感冒､急性気管支炎､
急性上気道炎､咽頭発
赤

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200 間質性肺炎 支給

24
急性上気道炎(疑)(発
熱､関節痛､咳嗽等の
症状)､掌蹠膿疱症

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg 間質性肺炎 支給

25 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ
錠5mg

無顆粒球症 支給

26 逆流性食道炎､胃潰瘍
ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75

薬物性肝障害 支給

27 発作性上室性頻脈
ﾋﾟﾙｼｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾄｰﾜ｣

心室頻拍､房室ﾌﾞﾛｯｸ 支給



28
慢性機能性便秘症､浮
腫､肝障害

ｼﾞｭﾝｺｳ大柴胡湯FCｴｷｽ
細粒医療用

薬物性肝障害 支給

29 上口唇のしこり ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg
薬物性肝障害､出血性膀胱
炎

支給

30
総胆管結石症術後･急
性胆管炎

ｽﾙﾀﾑｼﾞﾝ静注用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

31
子宮内膜症､機能性月
経困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠 脳血栓塞栓症 支給

32
膵管内乳頭粘液性腫
瘍

ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD
錠30mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

33 頭痛､気管支喘息 ｹﾛﾘﾝ錠S ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

34 右膝関節炎
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾑｺｽﾀ
錠100mg

薬物性肝障害 支給

35
足･爪白癬､爪周囲炎､
感冒､気管支炎

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性大腸炎 支給

36 高血圧､片頭痛
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg
「EMEC」

薬物性肝障害 支給

37

高血圧､高尿酸血症､
骨粗鬆症､高脂血症､
急性胃腸炎､急性感染
性胃腸炎

ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物注
20mgｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣

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

38
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎による
鼻症状

ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠 薬物性肝障害 支給

39
膵癌を含めた悪性腫瘍
の精査目的

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 支給

40 ﾋﾟﾛﾘ菌除菌 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

41 前立腺癌 ﾌﾟﾛｾｷｿｰﾙ錠0.5mg
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給



42
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎予防

ﾊﾞｸﾀ配合錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

43
急性上気道炎､急性気
管支炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

44 右膝感染創
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

45 慢性気管支炎
ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

46 高血圧症
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TCK｣

薬物性肝障害 支給

47
急性感音難聴､不眠
症､急性咽頭炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

48 急性化膿性歯周炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣

出血性大腸炎 支給

49 膀胱炎､前立腺肥大 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

50

気管支喘息(難治性､重
症)､難治性逆流性食道
炎(維持療法必要あり)､
双極性障害

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

51

脂質異常症､高血圧
症､不眠症､不安症状､
廻転性めまい

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

52

Vogt-小柳-原田病(ﾌﾞ
ﾄﾞｳ膜炎)､潜在性結核
症､骨粗鬆症､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､慢性下痢症

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

53 急性副鼻腔炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

54 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

55 便秘症
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

56 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



57
気分障害､特定不能の
認知症

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ細
粒20%｢EMEC｣､ﾌﾙﾎﾞｷｻﾐ
ﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠25mg｢ｻﾜｲ｣

汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症による死亡(死
亡)

支給

58 Wegener肉芽腫症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

59 ｼｪｰﾝﾗｲﾝ･ﾍﾉｯﾎ紫斑病 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 脊椎の機能障害
障害
１級

３年毎

60 尋常性天疱瘡
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
注､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠

骨粗鬆症による多発性脊椎
骨折による体幹･両下肢機
能障害

障害
１級

５年毎

61 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 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

62
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
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

63 ﾌﾞﾙｾﾗ症 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ明治
前庭機能障害による平衡機
能障害

障害
２級

３年毎

64 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ300

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

65 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
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

66 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)

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

67 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「ﾀｹﾀﾞ」5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る脊柱機能障害

障害
２級

１年毎

68
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内
腫瘤

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

69 Wegener 肉芽腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散
骨粗鬆症に続発した脊椎多
発性圧迫骨折･骨髄症によ
る肢体機能障害

障害
２級

１年毎

70 突発性腰痛症､腹痛症

①ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg(1回
目)
②ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50㎎､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200(2回目)

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 ②不適正使用

①
支給
②

不支給

71
低ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症､悪
性ﾘﾝﾊﾟ腫(血管免疫芽
球性T細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫)

献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-Ⅰ静注用
5000mg

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)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）



72 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

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

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

73 (予防) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

74 (予防) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

75 子宮内膜症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

76

　
頻脈性心房細動､慢性
心不全､心窩部不快感
　

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

77 ひざが悪い ｸﾞﾙｺﾝEX錠 薬物性肝障害(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

78
発作性心房細動､慢性
心不全､僧帽弁逆流
症､糖尿病

　
ﾊﾝﾌﾟ注射用1000､ｻﾝﾘｽﾞﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ50㎎

洞不全症候群の悪化(疾病)
なし(障害)

入院相当でない(疾病)
障害でない(障害)

不支給

79
高血圧症､高尿酸血
症､鉄欠乏性貧血､慢
性胃炎

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

80 骨粗鬆症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

81
26.10月頃からの上肢
のこわばり

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

82
慢性胃炎､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 不適正使用 不支給

83 慢性C型肝炎 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

84 第2胸椎圧迫骨折 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

85 (予防) 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

86 心室頻拍
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
100mg｢TE｣ 間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

87 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ､胃炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 下痢
　
入院相当でない 不支給



88

急性気管支炎､他の非
器質性精神病性障害､
高血圧症､逆流性食道
炎

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

89
肺塞栓､深部静脈血栓
症

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 不支給

90
掻爬性湿疹､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性皮膚炎

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

間質性肺炎 入院相当でない 不支給


