
平成２８年度第１回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２８年６月２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 SLE
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ（製造販売名不
明）

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

2
右変形性股関節症に
対する人工股関節置
換術

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比重､
ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾎﾟﾌﾟｽｶ
ｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺､両下肢知覚異
常(疾病)
両下肢麻痺及び両下肢知覚
異常による両下肢機能障害
(障害)

支給
２級
１年毎

3 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg､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 支給

4
ANCA関連血管炎､ﾉｶﾙ
ｼﾞｱ肺炎､血栓性微小
血管障害症

新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣480

輸血関連急性肺障害
(TRALI)(疾病)
輸血関連急性肺障害
(TRALI)による死亡(死亡)

支給

5 C型慢性肝炎
ｽﾝﾍﾞﾌﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾀﾞｸﾙｲ
ﾝｻﾞ錠60mg

発熱､関節痛 支給

6 痛風発作､高尿酸血症
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢杏林｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､ｳﾛ
ﾘｰﾌﾟ錠50

薬物性肝障害 支給

7 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 多発性関節炎､発熱 支給

8
不安障害､中心性漿液
性網脈絡膜症

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

9 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

間質性肺炎 支給

10
便秘､直腸穿孔後の感
染予防

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ0.5g
｢NP｣

薬物性肝障害 支給

11
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(膜性腎
症)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

12 膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg 偽膜性大腸炎 支給



13 気管支喘息

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液3.3mg､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)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠5mg(製造販売名不明)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

14 ﾌｫｰｸﾄ･小柳･原田病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､注射用
ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

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､S状結腸穿孔

支給

15 慢性尿路感染症 ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250㎎｢杏林｣ 薬物性肝障害 支給

16 間質性肺炎

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠1mg(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠
2.5mg

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

17 避妊目的 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 門脈血栓症 支給

18
機能性ﾃﾞｨｽﾍﾟﾌﾟｼｱ(膨
満感､心窩部痛(げっ
ぷ))、風邪引き

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｻﾜｼﾘ
ﾝ錠250

間質性肺炎 支給

19
急性咽頭炎､急性上気
道炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

20 (検診)
ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散､ﾗｷｿﾃﾞｰﾄ内
用液0.75%

閉塞性ｲﾚｳｽ 支給

21
子宮粘膜下筋腫､過多
月経､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

22
慢性心房細動､心原性
脳梗塞､COPD､高血
圧､前立腺肥大

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg 出血性胃潰瘍 支給

23
発熱､咳などの風邪の
症状

新ﾙﾙ-A錠 間質性肺炎 支給

24 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
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 支給

25 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g｢日
医工｣､ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg､1%
ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

26
副鼻腔炎､気管支炎､
倦怠感

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝL
錠45mg

過敏症(呼吸困難) 支給



27
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

28

IgA腎症､潜在性結核感
染症､末梢神経障害､ｽ
ﾃﾛｲﾄﾞ性骨粗鬆症､Ⅱ
型糖尿病

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠
5mg

薬物性肝障害 支給

29 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内
服錠250mg

出血性大腸炎 支給

30
急性骨髄球性白血病
に対する骨髄移植後の
拒絶反応

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg
左側大腿骨骨頭無腐性壊
死､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障

支給

31 片頭痛
ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg､ﾅｲｷｻﾝ錠
100mg

血小板減少症 支給

32
両手関節と指腱鞘炎､
関節ﾘｳﾏﾁ､糖尿病

ﾛｷｿﾆﾝ錠60㎎､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5
㎎､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠2.5㎎｢NP｣､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1㎎(旭化成)

出血性胃潰瘍 支給

33

解離性大動脈瘤
StanfordB型､腹部大動
脈人工血管置換術後
(平成20年4月25日)

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注100mL

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発
した低酸素脳症(疾病)
薬物性ｼｮｯｸに続発した低酸
素脳症による多臓器不全に
よる死亡(死亡)

支給

34
咽頭炎､気管支炎(発
熱､喀痰､咳嗽､咽頭痛)

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢明治｣､C-ﾁｽﾃﾝ錠
250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

35 潰瘍性大腸炎
ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

心筋炎及びそれに続発した
うっ血性心不全､胸膜炎

支給

36 体調不良､気力低下
三和大柴胡去大黄湯ｴｷｽ細
粒 薬物性肝障害 支給

37 帯状疱疹

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾊﾞﾗｼｸﾛ
ﾋﾞﾙ錠500mg｢明治｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣
②ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

①紅皮症型薬疹
②無顆粒球症

支給

38 帯状疱疹
ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙによると思わ
れる薬剤性汎血球減
少症､薬剤性血管炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠1｢ﾎｴｲ｣､注射用ｿﾙ･ﾒ
ﾙｺｰﾄ40

左側大腿骨骨頭無腐性壊
死､右側膝関節周囲骨無腐
性壊死

支給

40
潰瘍性大腸炎､逆流性
食道炎､鉄欠乏性貧
血､浮腫､慢性胃炎

ｽﾗﾏ錠500mg 間質性肺炎 支給

41
軽度知的障害に自閉
性ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ障害の合
併､両性愛的問題行動

ｾﾛｸｴﾙ25mg錠 薬物性肝障害 支給



42
機能性子宮出血､貧血
症

ｿﾌｨｱC配合錠

深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給

43
蕁麻疹､汗疹性湿疹(頚
部)

ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg 薬物性肝障害 支給

44 右突発性難聴 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

45
高脂血症､右手関節脱
臼骨折

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｺｶｰﾙ錠200mg

薬物性肝障害 支給

46

症候性てんかん､頭痛､
不眠､脳動脈瘤術後､
脳梗塞後､頭部外傷
後､高血圧症､てんか
ん､便秘症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬物性肝障害 支給

47 低音障害型感音難聴
ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μg､ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

48
(検診)､肝斑､炎症後色
素沈着

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

49
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内
服錠250mg

出血性大腸炎 支給

50 (検診)､両眼緑内障 ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

51 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 白血球減少症 支給

52

股部白癬(生毛部白
癬)､脂質異常症､慢性
胃炎､右側内頚動脈狭
窄症

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

53
腰部脊柱管狭窄症､変
性脊柱側弯症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 出血性胃潰瘍 支給

54 (検診)
ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD､D-ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ
経口液75%｢ｺｰﾜ｣

直腸穿孔 支給

55 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給

56
ﾙｰﾌﾟｽ腎炎､全身性ｴﾘ
ﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



57
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 支給

58
足白癬､爪白癬､うっ滞
性皮膚炎

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性肝障害 支給

59

腰部脊柱管狭窄症(右
殿部･右大腿部痛)､骨
粗鬆症､高血圧症､脂
質異常症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

60
右顎下腺炎の疑､発熱
(39℃)､右顎下腺部圧
痛･腫脹

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

61 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

62
高尿酸血症､急性咽頭
炎

ｵｷﾐﾅｽ錠60mg､ｵｾﾞｯｸｽ錠
150､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

63 高尿酸血症 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣
薬物性肝障害（胆汁うっ滞
型）

支給

64 腰痛､肥満
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

65 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

66 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL
十二指腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

67 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 間質性肺炎 支給

68 気道感染症 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)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症に
よる死亡（死亡）

支給

69
感染性腸炎､感冒(急性
上気道炎)､下痢､悪寒､
頭痛

ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢
JG｣

麻痺性ｲﾚｳｽ 支給

70 うつ病､便秘症
ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

間質性肺炎 支給

71 咽頭痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA 過敏症(口蓋垂・眼瞼浮腫) 支給

72
腹部悪性腫瘍の疑い､
体重減少､胃腸炎

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL
心室細動及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給



73 咳､たん 救風ｺﾞｰﾙﾄﾞ 薬物性肝障害 支給

74
慢性胃炎(ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟ
ﾛﾘ陽性)

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 薬物性肝障害 支給

75
胆石症疑い､血管炎疑
い

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ150mL
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

76

気管支喘息､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､慢性鼻炎､神
経症､急性咽頭炎､急
性副鼻腔炎

ｸﾗｼｴ小青竜湯ｴｷｽ細粒､ﾂﾑ
ﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｸﾗｼｴ辛夷清肺湯ｴｷｽ細
粒

間質性肺炎 支給

77 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ大腸炎 支給

78 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

79 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 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

80
第11胸椎圧迫骨折に
よる､背部筋痛鎮痛の
ためのﾄﾘｶﾞｰ注射

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ注射液3.3mg

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発
した低酸素脳症(疾病)
薬物性ｼｮｯｸに続発した低酸
素脳症による呼吸不全によ
る死亡(死亡)

支給

81 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ
点滴静注用100､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

82 慢性C型肝炎､腰痛症

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

間質性肺炎 支給

83 右踵骨外骨腫 ﾃﾄｶｲﾝ｢杏林｣20㎎
脊椎麻酔による脊髄神経障
害

障害
２級
３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
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ､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

86 偏頭痛､群発頭痛 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
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

87
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ｿﾙ･
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125

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



88 B型肝炎 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群に続発した骨
軟化症による両下肢機能障
害

障害
２級
１年毎

89

のぼせ､ほてり､動悸､
更年期症候群､精神不
安､不眠､食欲不振､悪
心､感冒､生体肝移植
後､帯状疱疹

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾏｲｽﾘｰ錠5mg､ﾏｲｽ
ﾘｰ錠10mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による肝機能
障害(肝移植後)(障害)

医薬品以外の原因によ
る、対象除外薬である(疾
病)
障害等級不該当(障害)

支給
(疾病)
不支給
(障害)

90 狭心症 ｲｵﾒﾛﾝ350

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)

91

喘息､上気道炎､下痢､
咽頭痛､めまい､咽頭
炎､胃炎､咳､不安､呼吸
困難､過換気

ｵﾙﾍﾞｽｺ200μgｲﾝﾍﾗｰ56吸
入用､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
112.5mg｢ｻﾜｲ｣､ｸﾘｱﾅｰﾙ錠
200mg

嘔気 入院相当でない 不支給

92
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､急性上気道
炎､急性胃炎､頻脈性
心房細動

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

93
嗄声､右声帯不全麻
痺､急性膀胱炎､急性
胃炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

94
甲状腺機能亢進症､過
長月経(機能性子宮出
血)

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

95 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

多発性無腐性骨壊死(疾病)
多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

96 発熱のため なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

97 落葉状天疱瘡 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(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)

医薬品以外の原因による
(疾病)
障害等級不該当(障害)

不支給

98
左中指末節骨開放骨
折

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠
25mg

嗅覚障害､味覚障害 入院相当でない 不支給

99
躁うつ病､本態性振戦､
右中大脳動脈狭窄症

ｱﾛﾁﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

徐脈 不適正使用 不支給

100 胸椎結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原
末､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

101
慢性糸球体腎炎､高尿
酸血症

ｲﾑﾗﾝ錠50mg､ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠
100､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg

汎血球減少症 対象除外薬である 不支給

102 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



103

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

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

104
Stevens-Johnson
Synd

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20㎎､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､右大腿骨顆部無腐性壊
死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､右大腿骨顆部無腐性壊
死による両下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給


