
平成２７年度第３回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２７年１０月１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 急性肺炎

 
ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g｢
明治｣､硫酸ｾﾌﾋﾟﾛﾑ静注
用1g｢ﾏｲﾗﾝ｣､ｲｽｺﾁﾝ原
末､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ
錠250mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

2 子宮腺筋症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD

深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症(疾病)
深部静脈血栓症及び肺血栓
塞栓症による死亡(死亡)

支給

3 心房頻拍

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰ
ﾙﾌﾏﾙ酸塩錠2.5mg｢日医
工｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

4 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

両下肢麻痺(疾病)
両下肢麻痺による両下肢機
能障害(障害)

支給
２級

１年毎

5

重症閉塞性動脈症､糖
尿病､高血圧症､狭心
症､高脂血症､再発性
慢性胃炎､腰椎脊椎管
狭窄症

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌｧﾙﾛｼﾞﾝ錠100mg､ｸﾞﾘ
ﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ10mg

薬物性肝障害 支給

6 内痔核､狭心症 ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

7
高脂血症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､胃炎､骨粗鬆症

①ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10
②ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ
錠35mg､ｻﾞﾝﾀｯｸ錠150､ﾑ
ｺｽﾀ錠100mg

①薬物性肝障害
②汎血球減少症

支給

8
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
心不全､腸内細菌異常

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 汎血球減少症 支給

9
下肢浮腫､両側多囊胞
性卵巣(PCO)､抗精子
抗体

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

10 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

発熱 支給

11 膿疱性ざ瘡 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 薬物性肝障害 支給

12 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

13
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､高γ
ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症性紫斑

　
ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ錠20｢ｻﾜｲ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠
20mg｢YD｣
　

無顆粒球症 支給



14 足･爪･体部白癬 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾜｲ｣ 薬物性肝障害 支給

15 脂質異常症､肩痛 再春痛散湯ｴｷｽ顆粒 薬物性肝障害 支給

16
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､ﾆｺﾁﾝ
依存症､慢性咽喉頭
炎､慢性副鼻腔炎

ｱｸﾃﾞｨｰﾑｶﾌﾟｾﾙ90mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

17 顎変形症

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣､ｴｽﾗｯｸｽ静
注50mg/5.0mL､1%ﾌﾟﾛﾎﾟ
ﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｱﾙﾁﾊﾞ
静注用2mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

18 (検診)､うつ病 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

19 腰部脊柱管狭窄症 ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 薬物性肝障害 支給

20

Bentall手術後(大動脈
弁置換術後)､食道ｶﾝｼﾞ
ﾀﾞ､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢
性胃炎

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞ
ﾙ経口用2%

出血傾向 支給

21 2型糖尿病､脳梗塞
ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ
錠50mg

間質性肺炎 支給

22
高血圧症､高尿酸血
症､風邪

ﾎﾟｼﾞｮﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ｢顆粒｣ 薬物性肝障害 支給

23 咽頭喉頭炎､鼻炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾆﾎﾟﾗｼﾞ
ﾝ錠3mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

24

同種 造血幹細胞移植
後 急性GVHD/慢性
GVHD､ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ染色
体陽性､急性ﾘﾝﾊﾟ性白
血病

 
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用125mg､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ
注射用100mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用40mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

25 喘息 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ静注用250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

26 不安定狭心症

　
ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟ
ﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
75mg
　

薬物性肝障害 支給

27 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給



28
肺炎､喘息､気管支炎､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾎｽﾐｼﾝ錠500 薬物性肝障害 支給

29

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､排尿障害､
統合失調症､骨粗鬆
症､便秘症､攻撃的行
為､興奮､不穏

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ｶﾙ
ﾌｨｰﾅ錠0.25μg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ｴﾙｼﾄﾆﾝ注
20Sﾃﾞｨｽﾎﾟ

薬物性肝障害 支給

30 肺癌 ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T200

汎血球減少症､皮膚障害(皮
膚乾燥､表皮剥離､色素沈
着)､口内炎､白質脳症及びそ
れらに続発した敗血症

支給

31 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV 直腸穿孔 支給

32 腰椎椎間板症

ﾐｵﾅﾍﾞｰｽ錠50mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

33 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg 呼吸困難 支給

34 左小脳橋角部髄膜腫
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位
/5mL｢AY｣

　
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
及びそれに続発した脳静脈
洞血栓症による脳出血､深
部静脈血栓症､肺血栓塞栓
症
　

支給

35 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

36

高熱､鼻汁､倦怠感､筋
肉痛､咽頭発赤､咳､急
性上気道炎､嘔吐･下
痢症(ﾉﾛｳｨﾙｽ陽性)

　
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠250mg､PL配合顆粒､ﾊﾟ
ｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg
　

間質性肺炎 支給

37
原発性甲状腺機能亢
進症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

38 背部軟部腫瘍

　
ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝｷｯﾄ点滴静注用
1g､ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注
射液0.1mg｢第一三共｣､ｾ
ﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻酔液
　

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39
尋常性ざ瘡､毛包炎､ｹ
ﾛｲﾄﾞ､皮脂欠乏性湿疹

①ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠
60mg｢KN｣､塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ
錠50｢日医工｣
②塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢日
医工｣

①薬物性肝障害
②汎血球減少症

支給



40 てんかん

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
NP｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ
錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣

無顆粒球症､血小板減少症 支給

41
脳梗塞､左中大脳動脈
高度狭窄

 
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠75mg
　

薬物性肝障害 支給

42 糖尿病
ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg､ｱｽﾄﾘｯｸ
ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ80%､ｻｲﾛﾌﾄ錠
50mg

薬物性肝障害 支給

43
重症ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎､ｱﾄ
ﾋﾟｰ性皮ﾌ炎

 
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
125mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

44 片頭痛 ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A1.0 薬物性肝障害 支給

45
不安定狭心症(ｽﾃﾝﾄ留
置後)､糖尿病､高脂血
症､逆流性食道炎

ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠75mg

間質性肺炎 支給

46

高血圧症､左下腿浮
腫､閉塞性動脈硬化
症､両変形性足関節
症､内頸動脈狭窄症

ﾂﾑﾗ竜胆瀉肝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

47 智歯周囲炎 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性十二指腸潰瘍 支給

48 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

49

萎縮性膣炎､2型糖尿
病､閉経後骨粗鬆症､
高血圧症､便秘症､更
年期障害､骨粗鬆症､
糖尿病､膀胱炎

ｴｽﾄﾘｰﾙ錠1mg
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

50 尋常性白斑
薬局製剤消風散(K108)､
茵ちん蒿

薬物性肝障害 支給

51
腎盂炎､急性気管支
炎､感冒

ﾒｲｾﾘﾝ静注用1g､ﾍﾟﾝﾗｲﾌﾞ
注

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

52

糖尿病性末梢神経炎､
術後逆流性食道炎､慢
性胃炎､糖尿病､逆流
性食道炎､前立腺肥大
症､慢性硬膜下血腫

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

53 ﾊﾞｾﾄﾞｰ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

無顆粒球症 支給



54 間質性膀胱炎
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

55 歯根神経炎､胃炎
ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ﾑｺｽﾀ
錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

56

感冒性胃腸炎､上気道
炎(発熱､鼻閉､下痢､腹
痛)､急性腺窩性扁桃
炎､急性喉頭炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､副鼻腔炎

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣､ﾘﾝｺｼﾝ注
射液1g
　

偽膜性大腸炎 支給

57
Stevens-Johnson症候
群

ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg､
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 支給

58
慢性腎不全による維持
透析､進行食道癌､乳
癌疑い

注射用ﾅｵﾀﾐﾝ50
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

59 糖尿病 ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2｢OME｣ 腸管嚢胞様気腫症 支給

60 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

61
高血圧､逆流性食道
炎､胃炎

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ
錠10mg

薬物性肝障害 支給

62
胆道系酸素上昇､総胆
管結石又は原発性胆
管硬化症(疑い)

ﾋﾞﾘｽｺﾋﾟﾝ点滴静注50 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

63
扁桃周囲膿瘍､急性気
管支炎

ﾘｱｿﾌｨﾝ静注用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､多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

64 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症 支給

65 急性扁桃炎
ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

66 子宮付属器炎

 
ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣
　

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

67 左乳腺腫瘍
ｶﾙﾎﾞｶｲﾝｱﾝﾌﾟﾙ注0.5%､ｶﾙ
ﾎﾞｶｲﾝｱﾝﾌﾟﾙ注1%

過敏症(呼吸困難) 支給

68 急性膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



69
右眼加齢黄斑変性の
疑い

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

70
急性鼻副鼻腔炎､急性
鼻咽喉頭炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

71 急性中耳炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

72

気管支喘息発作､好酸
球性中耳炎､感音性難
聴､うつ病､副鼻腔炎､
喘息

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
筋注用ｹﾅｺﾙﾄ-A､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､
ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000

右化膿性股関節炎､右化膿
性膝関節炎､両側大腿骨骨
頭無腐性壊死､両側大腿骨
顆部無腐性壊死

支給

73 ICUｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ､不穏 ｳｲﾝﾀﾐﾝ注25mg

心肺停止に続発した低酸素
脳症(疾病)
心肺停止に続発した低酸素
脳症による死亡(死亡)

支給

74 全身ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ(SLE) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

75
特発性末梢性顔面神
経麻痺

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg 左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

76
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

77
生理痛､頭痛､急性上
気道炎､急性咽頭炎､
発熱

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300､ﾛｷｿﾆﾝS

皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨ-ﾌﾞﾝ
ｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群)､薬物性肝
障害

支給

78 肺結核症 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ明治 平衡機能障害
障害
２級

３年毎

79 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
化膿性脊椎炎による両側下
肢機能障害

障害
１級

５年毎

80
急性冠症候群(急性心
筋梗塞および梗塞後狭
心症)

ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注1000
下肢動脈血栓症による右大
腿切断及び左下肢循環障害

障害
１級

５年毎

81
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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)に続発した
呼吸機能障害

障害
２級

１年毎

82

 
強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(障害年金診断
書より記載)
　

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液

多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害

障害
１級

１年毎



83 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

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
２級

３年毎

84 気管支喘息

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

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

85
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注
第8脳神経障害による感音
難聴

障害
２級

３年毎

86 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

87
移植片対宿主病､自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､両側大腿骨顆部無腐性
壊死及び左側手根骨無腐性
壊死による肢体機能障害

障害
２級

１年毎

88
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
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

89 肺炎､関節ﾘｳﾏﾁ
①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①間質性肺炎（疾病）
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障（疾病）
なし（障害）

障害でない

支給
（疾病）
不支給
（障害）

90 腎性貧血､慢性腎不全 ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1500

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(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

91
幻聴によると考えられ
る耳鳴､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｴﾊﾞｽﾃﾙ
錠10mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

92
特発性血小板減少性
紫斑病

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

93 2型糖尿病 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

94
急性気管支炎､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞB型

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

95
脂質異常症､便秘症､
骨粗鬆症､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾘｶﾙﾎﾞﾝ
錠50mg

汎血球減少症 不適正使用 不支給

96 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
無顆粒球症及びそれに続発
した感染症

不適正使用 不支給



97
高血圧､糖尿病､脂質
異常症､慢性咳嗽

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾘﾊﾞﾛ錠
1mg

間質性肺炎 入院相当でない 不支給

98 胆石の痛み なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

99

 
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､多発
単神経炎
　

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg
右側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
なし(障害)

障害でない 不支給

100
(診療録の写し等による
請求のため不明)

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

101 統合失調症､不眠症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

102
関節ﾘｳﾏﾁによる関節
炎症状

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

103
うつ病(適応障害)､胃部
不快症状

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

104

慢性心不全､慢性胃
炎､高血圧､高脂血症､
虚血性心疾患､うっ血
性心不全､下肢閉塞性
動脈硬化症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

105

ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､骨
粗鬆症､狭心症､脂質
異常症､不眠症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg

右大腿骨転子下非定型骨折
(疾病)
右大腿骨転子下非定型骨折
の骨癒合不全による右下肢
機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給


