
平成２７年度第６回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２８年３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
だるい日が続き体調不良の為､慢
性胃炎

ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg 薬物性肝障害 支給

2

心房細動､糖尿病､胃酸逆流症､
皮ふそう痒症､便秘症､胃炎､心房
細動における血栓予防
　

ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg
　

間質性肺炎 支給

3 関節ﾘｳﾏﾁ､関節腫脹と痛み
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎 支給

4 痛風､右胸部挫傷 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣ 間質性肺炎 支給

5
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ(SLE)､尿路感
染症､敗血症性ｼｮｯｸ､切迫早産に
おける胎児肺未成熟

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
2mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ｻｸｼｿﾞﾝ
100､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)
　

両側上腕骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨骨頭無腐性壊死､両側膝関
節周囲骨無腐性壊死(疾病)
両側上腕骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側
膝関節周囲骨無腐性壊死による肢
体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

6 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 肺血栓塞栓症 支給

7
適応障害､重度ｽﾄﾚｽ反応､かぜ症
状

①ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ
ｺﾞｰﾙﾄﾞA錠､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg､ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠､ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､ﾊﾟｷｼﾙ錠
5mg､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg(TYK)
②ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5mg､ﾊﾟｷｼﾙ錠5mg､ﾒｲｱｸ
ﾄMS錠100mg

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②汎血球減少症

支給

8 慢性萎縮性胃炎､H.pylori感染症 ﾗﾍﾞﾌｧｲﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

9
双極性感情障害､不眠症､ｱｶｼｼﾞ
ｱ､2型糖尿病､高血圧症､慢性胃
炎

①ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ細粒､
ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg｢ｱﾒ
ﾙ｣
②ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ細粒

①劇症肝炎
②薬物性肝障害

支給

10
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰﾌﾟｽ腎炎､
血球貪食症候群

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､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､左膝
関節周囲骨無腐性壊死

支給

11 脳梗塞､高血圧
①ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠100mg
②ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25㎎

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給



12 神経性心悸亢進症
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

13 ﾊﾟﾆｯｸ障害､気管支喘息､高血圧
ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠20mg｢NP｣､ﾃﾞﾊﾟｽ
錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

14
IgA腎症に対するｽﾃﾛｲﾄﾞ治療に伴
う免疫抑制状態

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa
塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣

無顆粒球症 支給

15 白内障術後感染予防
ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液1.5%､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点
滴静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

間質性肺炎 支給

16
片頭痛､過敏性腸炎､胃潰瘍､逆
流性食道炎､急性上気道炎

ﾎﾟﾝﾀｰﾙ細粒98.5% 出血性大腸炎 支給

17

膜性増殖性糸球体腎炎､糸球体
腎炎､ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群､狭心症､腎
性浮腫､慢性胃炎､両下肢末梢神
経障害

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
膝関節周囲骨無腐性壊死
　

支給

18 子宮筋腫

ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL､
1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ､ﾘﾄﾞｶｲﾝ
静注用2%ｼﾘﾝｼﾞ｢ﾃﾙﾓ｣
　

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL

肺炎及びそれに続発した多発性肺
膿瘍

支給

20
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､不安障害､
胸郭出口症候群

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ｻﾜｼﾘ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ250
　

出血性大腸炎 支給

21
内視鏡検査による鎮静､表在型食
道癌､下咽頭癌

ｾﾙｼﾝ注射液10mg

呼吸抑制及びそれに続発した心肺
停止による低酸素脳症(疾病)
呼吸抑制に続発した心肺停止によ
る低酸素脳症による高度脳機能障
害(障害)

支給
１級

１年毎

22 心房細動所見(2/27)を認め投薬 ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｷﾀﾘｽ中毒､房室ﾌﾞﾛｯｸ 支給

23

慢性胃炎､ﾒﾆｴｰﾙ病､急性感音性
難聴､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性咽喉
頭炎､喘息､急性上気道炎､急性
肺炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾌﾟﾛｻｲﾘﾝ錠20

間質性肺炎 支給



24
関節ﾘｳﾏﾁ､手指､手関節の腫脹圧
痛

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 支給

25 肥厚性瘢痕の既往､膀胱炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｼﾌﾟﾛﾌﾛ
ｷｻｼﾝ錠200mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾌｶﾍﾟ
ﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢
CH｣

薬物性肝障害 支給

26
右網膜中心静脈閉塞症､網膜静
脈閉塞症､のう胞様黄斑浮腫､狭
心症､高尿酸血症､脂質異常症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

間質性肺炎 支給

27 頚椎症性脊髄症､適応障害
ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg､ﾂﾑﾗ防風
通聖散ｴｷｽ顆粒(医療用) 薬物性肝障害 支給

28 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄﾄﾚｷ
ｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 支給

29

左乳癌に対して術前化学療法を
施行中であった｡経過中貧血とな
り､上記輸血を行ったところ､TRALI
となった｡

赤血球液-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)に続
発した肺水腫による死亡(死亡)

支給

30
外痔核､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､脂質異
常症

ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給

31 血尿 注射用ﾌｻﾝ10

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

32 便秘 ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg 薬物性肝障害 支給

33
(予防)､急性気管支炎､発熱､筋筋
膜性腰痛症､肺炎､脱水､ﾋﾞﾀﾐﾝ欠
乏症､胃潰瘍､高血圧､便秘

ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠20mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾆｭｰ
ﾓﾊﾞｯｸｽNP

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発した敗
血症による死亡(死亡)

支給

34
双極性障害､不眠症､精神運動発
作

ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1mg､ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠
10mg

薬物性肝障害 支給

35 閉塞性動脈硬化症 ｲｵﾊﾟｰｸ350注100mL
薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

36 頭痛､下痢症､過敏性腸症候群
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠｢ｸﾆﾋﾛ｣､ﾀｲﾚﾉｰ
ﾙA

薬物性肝障害 支給

37
網膜静脈分枝閉塞症､前立腺肥
大､糖尿病

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟ
ﾗﾝ注射液10mg

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



38 急性ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞB型大動脈解離 ｲｵﾊﾟｰｸ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

支給

39 高血圧症 ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬物性肝障害 支給

40 蜂窩織炎
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢ｻﾜ
ｲ｣

間質性肺炎 支給

41 腹部膨満感､胃もたれ 恵命我神散S ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

42
帯状疱疹､変形性脊椎症､腰部脊
柱管狭窄症

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢明治｣､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

汎血球減少症 支給

43 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､鉄欠乏性貧血
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg

①無顆粒球症(1回目)
②薬物性肝障害､無顆粒球症(2回
目)

支給

44 急性扁桃炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60㎎｢EMEC｣､
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100㎎｢ｻ
ﾜｲ｣

薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

45
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､頻尿､高血圧
症､逆流性食道炎

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾐｶﾑﾛ配
合錠AP

間質性肺炎 支給

46

逆流性食道炎､便秘症､慢性腸
炎､慢性胃炎､前立腺肥大症､高
血圧症､末梢動脈疾患､虚血性脳
血管障害

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾌﾟﾛﾏｯｸ顆
粒15%

無顆粒球症及びそれに続発した左
下肢化膿性筋炎

支給

47 咳止め ｱﾈﾄﾝせき止めZ錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

48 ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病､眼発作(ﾌﾞﾄｳ膜炎) ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 薬物性肝障害 支給

49 頚肩腕症候群､めまい症 ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

50 右尿管結石 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ50mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

51
浮腫､2型糖尿病､ﾊﾞｾﾄﾞｳ氏病､脂
質異常症

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ
錠50mg､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg､ﾀﾞｲ
ｱｰﾄ錠30㎎

間質性肺炎 支給

52 痛風 薬物性肝障害 支給



53 急性副鼻腔炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

54 月経困難症 子宮内膜症 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

55 抗うつ ﾊﾟｷｼﾙCR錠25mg 薬物性肝障害 支給

56 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

57 術後創部感染､高脂血症
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾛｰｺｰﾙ錠
30mg

薬物性肝障害 支給

58
脳梗塞､高血圧､糖尿病､便秘
　 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg

無顆粒球症
支給

59 月経周期の変更 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 左下肢動脈塞栓症 支給

60 ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎､ｶﾘﾆ肺炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ注､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg､ｶﾞｽﾀｰ注射液20mg､
ｶﾞｽﾀｰD錠20mg

血小板減少症 支給

61 急性咽頭炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣

出血性大腸炎 支給

62

胆管炎､総胆管結石､逆流性食道
炎､高血圧､食欲不振､慢性気管
支炎､甲状腺機能低下症､末梢神
経炎､便秘

ｾﾌｫﾝ静注用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

63 逆流性食道炎 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

64 陳旧性心筋梗塞 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注20mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

65 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 出血性大腸炎 支給

66

再発肝細胞癌､C型慢性肝炎､高
血圧症､2型糖尿病､慢性腎機能
障害､閉塞性肺疾患､虚血性心疾
患､肝細胞癌術後/腹腔内膿瘍､
高血圧､慢性胃炎

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続発した播種
性血管内凝固症候群(DIC)による
死亡(死亡)

支給

67 関節ﾘｳﾏﾁ､更年期障害
ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

68

咽頭･喉頭炎､急性胃腸炎､変形
性腰椎症､両下腿こむろ返り症､第
12胸椎圧迫骨折､骨粗鬆症､発作
性心房細動

ﾌﾟﾛﾉﾝ錠150mg､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠､ﾑｺｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害 支給



69 播種状紅斑型薬疹 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

70 8┘Per
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠
60mg

薬物性大腸炎 支給

71 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ﾂﾑﾗ黄連解毒
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

72
脱出性内痔核､痔硬化療法のた
め

ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付
直腸潰瘍及びそれに続発した直腸
膣瘻

支給

73 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 薬物性肝障害 支給

74 左下8水平埋伏歯
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg､ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

75 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

76
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､高尿
酸血症

ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 支給

77
更年期症候群､うつ状態､睡眠障
害､逆流性食道炎

ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬物性肝障害 支給

78
関節ﾘｳﾏﾁ､腰部脊柱管狭窄症､骨
粗鬆症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ｴﾝ
ﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

79 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎及びそれに続発した多臓
器不全による死亡(死亡)

支給

80 急性咽頭炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

81 機能性子宮出血 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 肺血栓塞栓症 支給

82 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
大腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

83
慢性GVHDによると考えられるﾈﾌ
ﾛｰｾﾞ症候群(膜性腎症)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢NP｣､ﾗｼｯ
ｸｽ錠20mg

急性膵炎 支給

84 冠動脈硬化 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

85
お腹に溜まった脂肪をとるため(ﾀﾞ
ｲｴｯﾄの為)

｢ｸﾗｼｴ｣漢方防風通聖散料ｴ
ｷｽFC錠

間質性肺炎 支給

86 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg 薬物性肝障害 支給

87
急性副鼻腔炎､急性扁桃炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｸﾗﾘﾁﾝ錠
10mg､ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠10､ｵｾﾞｯｸ
ｽ錠150､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

薬物性肝障害 支給

88
急性細菌性前立腺炎､薬疹､四肢
湿疹､食思不振､逆流性食道炎

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾂﾑﾗ六
君子湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｱﾚｸﾞﾗOD錠
60mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給



89 咳､鼻汁､咽頭痛

①ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣
②ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20

①薬物性肝障害
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応

支給

90 気管支喘息発作
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､ﾘﾝ
ﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
4mg(0.4%)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

91 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

92 潰瘍性大腸炎
ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

下痢､発熱 支給

93 肥満
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

94 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
歩行障害

障害
１級

１年毎

95 急性上気道感染症
ｵﾗｾﾌ錠､ﾋﾟｰｴｲ錠､ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ
錠､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ､ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ
坐剤25､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ

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
１級

１年毎

96 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

97 腎移植後急性拒絶反応

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､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､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg
　

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

98

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

99 結腸固定不全術後
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ
注7.5mg/mL

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

３年毎

100
潰瘍性大腸炎､出血のｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
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体幹機能障
害

障害
２級

１年毎

101 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



102 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾎﾟﾌﾟｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ75mg/10mL､
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比重
　

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

１年毎

103 第12胸椎圧迫骨折 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25㎎

出血性胃･十二指腸潰瘍､十二指
腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹
膜炎(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）

104 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

105 老人性精神障害
判定不能
　 判定不能 判定不能 不支給

106 右鼠径ﾍﾙﾆｱ(手術) ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝS注脊麻用

円錐･馬尾症候群(疾病)
円錐･馬尾症候群に伴う排便･排尿
障害による日常生活障害(障害)
　

障害等級不該当 不支給

107
統合失調症､薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞ
ﾑ､感冒､胃炎､湿疹､結膜炎､頭
痛､生理痛

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

108 不妊症､無排卵症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

109 (予防)､うつ病 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

110
慢性気管支炎､気管支喘息､高尿
酸血症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

111 高血圧症 判定不能 判定不能 資料不足 不支給

112 急性呼吸不全 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

113
過多月経､避妊､月経前症候群(頭
痛､肩こり)

ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28 深部静脈血栓症 入院相当でない 不支給

114
両膝変形性関節症､不眠症､便秘
症､自律神経失調症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給



115 尋常性天疱瘡

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾃﾞﾎﾟ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
水懸注40mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ｹﾅ
ｺﾙﾄ-A筋注用関節腔内用水
懸注40mg/1mL

右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

116
骨盤骨折術後､敗血症､MRSA肺
炎､DIC､急性腎不全

塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注用
0.5g､ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液､ﾄﾌﾞﾗｼﾝ
注､ﾗｼｯｸｽ注

感音難聴(疾病)
感音難聴に続発した聴覚障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

117
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 入院相当でない 不支給

118 潰瘍性大腸炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
右下肢機能障害

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 感染性心内膜炎

照射赤血球濃厚液-LR｢日
赤｣(72-4420-2043)､新鮮凍
結血漿-LR｢日赤｣240(34-
8622-4751)

C型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害 支給


