
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
大腿静脈間人工血管
ﾊﾞｲﾊﾟｽ術後

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 右下腿血腫 支給

2 関節ﾘｳﾏﾁ
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

蜂巣炎様症状及びこれに続
発した敗血症(疾病)
蜂巣炎様症状及びこれに続
発した敗血症による死亡(死
亡)

支給

3 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL

再生不良性貧血 支給

4 関節ﾘｳﾏﾁ、咽頭炎 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 支給

5 帯状疱疹 ﾊﾟﾗﾝｺﾝ細粒10%
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

6 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100、ﾒ
ﾄﾚｰﾄ錠2mg

薬剤性肺炎 支給

7 症候性てんかん、不安
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、ｿﾗﾅｯｸ
ｽ0.4mg錠

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

8
多発性骨髄腫、帯状疱
疹後疼痛

ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
錠0.5mg

肺動脈血栓塞栓症(疾病)
肺動脈血栓塞栓症による死
亡(死亡)

支給

9 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡
(死亡)

支給

10 前立腺癌 ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg 左上顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

11 頭痛､髄膜炎

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾑｺｽ
ﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾋﾞｸﾛｯｸｽ点滴静注
250mg､ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾑｺｽ
ﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾋﾞｸﾛｯｸｽ点滴静注
250mg､ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg
③ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾑｺｽ
ﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾋﾞｸﾛｯｸｽ点滴静注
250mg､ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､
ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg

①血小板減少症
②薬物性肝障害
③播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

12 C型慢性肝炎
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μ g

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

(副作用被害判定結果)
平成２４年度第２回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２４年９月２７日(木)



13 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、糖尿病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

14
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症、うっ血性心不
全

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

15 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用400mg 薬物性肝障害 支給

16 肝機能障害､高脂血症
ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｾﾞﾁｰｱ錠10mg

薬物性肝障害 支給

17

びまん性脱毛(基礎疾
患として慢性甲状腺炎
あり)、ｽﾃﾛｲﾄﾞ性骨粗鬆
症予防

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

18
じんま疹､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､膀胱炎

ｶﾞｽﾄﾞｯｸ散2%､ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸
塩錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾌﾞﾚｸﾙ
ｽ細粒10%､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

薬物性肝障害 支給

19 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｳﾁﾀﾞのｵｳｷﾞM､ｳﾁﾀﾞのｸｺ
ｼM､ｳﾁﾀﾞのｺﾞｼﾂM､ｳﾁﾀﾞ
のﾄｳｷM､ｳﾁﾀﾞのﾄﾁｭｳM､
ｳﾁﾀﾞのﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂM､ｳﾁﾀﾞ
のﾎﾞｳﾌｳM､ｳﾁﾀﾞのｶｼｭｳ
M､ｳﾁﾀﾞのｷｮｳﾆﾝM､ｳﾁﾀﾞ
のﾋﾞｬｸｺﾞｳM､ｳﾁﾀﾞのﾚﾝﾆｸ
M､ﾂﾑﾗ参蘇飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｳﾁﾀﾞのｻｲｺM､ｳ
ﾁﾀﾞのｼｬｸﾔｸM､ｳﾁﾀﾞのﾘｭ
ｳｶﾞﾝﾆｸM

薬物性肝障害 支給

20 咽頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾆﾎﾟﾗｼﾞ
ﾝ錠3mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

21 急性腎盂腎炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg「ﾀｲ
ﾖｰ」、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg、ｶﾞｽ
ﾎﾟｰﾄ錠20mg、ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg「ﾀｲﾖｰ」、ｾﾙﾍﾞｯｸ
ｽ細粒10%

薬物性肝障害 支給

22

咳、咽頭痛、気管支
炎、咽頭炎、急性気管
支炎(喘息様)、ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg、ﾂﾑﾗ麦
門冬湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)、ﾑｺﾀﾞｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%、ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠500mg、ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠
200mg、ｸﾗﾘｽ錠200、ｶﾌｺ
ﾃﾞN配合錠、ｹﾝﾀﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

23 (造影CT検査)
ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

嘔吐 支給

24 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 多発軟骨炎 支給



25
肩関節周囲炎､腰椎々
間板ﾍﾙﾆｱ

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

26
甲状腺腫瘍､左肺下葉
腫瘤影

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

27
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､高血
圧

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

28
肥満症、急性胃炎、胃
潰瘍

ｺｯｺｱﾎﾟA錠、ｱｼﾉﾝ錠
150mg、ﾍﾟﾛﾘｯｸ錠10mg、ﾗ
ﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg
「ｹﾐﾌｧ」

薬物性肝障害 支給

29 発作性上室性頻拍 ﾜｿﾗﾝ静注5mg
心停止(疾病)
心停止による死亡(死亡)

支給

30
手術･手術後の抗生剤
投与

ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

31 健康診断(胃透視) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
大腸穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎

支給

32 肺結核、咽頭・喉頭炎
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ｴｻﾝﾌﾞ
ﾄｰﾙ錠250mg、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 支給

33 大腸癌 ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤

腸閉塞､結腸穿孔(疾病)
腸閉塞､結腸穿孔及びそれ
に続発した多臓器不全によ
る死亡(死亡)

支給

34 細菌性肺炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g 無顆粒球症 支給

35
急性湿疹､胃血管拡張
症

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

36 慢性C型肝炎
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100μ
g/0.5mL用

貧血､白血球減少症 支給

37 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用150μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

38 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

39 機能性月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
深部静脈血栓症､肺動脈血
栓塞栓症

支給



40 てんかん
①ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200
②ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg

①急性膵炎
②無顆粒球症

支給

41 肩関節周囲炎、不眠症
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg、ﾑｺｽﾀ錠
100mg、ﾏｲｽﾘｰ錠10mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

42
EBV関連血球貪食ﾘﾝﾊﾟ
組織球症<EBV-HLH>

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､両側大腿骨顆部無腐性
壊死

支給

43
緊急帝王切開(分娩停
止の適応で)

ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用1.5g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

44
子宮内膜症に伴う月経
困難症と鉄欠乏性貧
血､慢性胃炎､胃潰瘍

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠 深部静脈血栓症 支給

45 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

46
｢7 急性化膿性歯根膜
炎、歯痛

ﾄﾐﾛﾝ錠100、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg、大正ﾄﾝﾌﾟｸ

薬物性肝障害 支給

47
糖尿病、不眠症、逆流
性食道炎、眩暈症

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg 薬物性肝障害 支給

48 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
②ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､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)､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
25mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg

①間質性肺炎
②出血性十二指腸潰瘍

支給

49 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

50
狭心症､高血圧､高脂
血症､甲状腺機能低下
症､心臓ｶﾃｰﾃﾙ検査

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15､ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg､
ｺﾆｰﾙ錠4

無顆粒球症 支給

51
狭心症、高脂血症、慢
性気管支炎

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 薬物性肝障害 支給

52 歯周炎 ﾌｧﾛﾑ錠200mg 偽膜性大腸炎 支給

53 急性咽頭炎 ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200 出血性胃潰瘍 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
急性腎盂腎炎､甲状腺
機能低下症､高脂血
症､狭心症､不眠症

ｾﾌｨﾛｰﾑ静注用1g 薬物性肝障害 支給

56 肥満症
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

57
急性気管支炎、感冒性
胃腸炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

58 うつ病、不安、不眠
ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ細粒

薬物性肝障害 支給

59

急性咽頭炎・急性喉頭
炎､急性気管支炎､慢
性副鼻腔炎急性増悪､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾒ
ｼﾞｺﾝ錠15mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

60 げっぷ､逆流性食道炎 ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30 顆粒球減少症 支給

61 じん麻疹
ｹﾍﾞﾗS注､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ注射
液3.6単位

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

62 肺結核の疑い
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､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 支給

63
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、皮膚そう痒
症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

64
肥大型心筋症、心房粗
動、不眠症、胃炎、感
冒

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg 肺胞出血 支給

65 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 再生不良性貧血 支給

66
∟5Per､歯根破折､中
毒疹､重症じんま疹

ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg､ﾌ
ﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
錠25mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

67 症候性頭痛､肩こり
SG配合顆粒､ﾐｵﾅｰﾙ顆粒
10%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

68 大腸癌 ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ75mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

69 腸管ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



70
慢性腎不全(血液透
析)､頚椎手術前のため

注射用ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ50｢
MEEK｣

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

71 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg

異常高血圧症、肺水腫及び
それらに続発した胸髄不全
麻痺(疾病)
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(障害)

支給
1級
1年毎

72 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

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

両下肢麻痺 支給

73 蕁麻疹 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

74
大動脈解離(上行弓部
置換術後)

ｲｵﾍﾞﾘﾝｼﾘﾝｼﾞ300
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

75 再生不良性貧血
ｻｸｼｿﾞﾝ注射用300mg、ｿ
ﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用40mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

76
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

支給

77 腹痛
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及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

78 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

79
強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状

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

80 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
１年毎

81
狭心症、高血圧、高脂
血症、糖尿病

ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg
間質性肺炎(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)

82
関節ﾘｳﾏﾁ､ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ
ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群後療法､
皮膚筋炎､間質性肺炎

①ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL
②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②血栓性血小板減少性紫斑
病

対象除外薬である
①支給
②不支
給

83
憎帽弁狭窄症､慢性心
不全､高血圧症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
肺胞出血(疾病)
なし(障害)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（障害）



84
肺炎、心不全、肝腎障
害、CO2ﾅﾙｺｰｼｽ、脱
水症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

85 慢性蕁麻疹､肉体疲労 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

86 左変形性股関節症 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

87 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

88
遠心性丘疹性紅斑､高
尿酸血症､高血圧､脂
質異常症

ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性肺炎 不適正使用 不支給

89 ｸﾞﾚｰﾌﾞｽ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

90 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100、ﾒ
ﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg「ﾀﾅﾍﾞ」

肺結核、腸結核 不適正使用 不支給

91 (予防) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

92
移植片対宿主病（ＧＶＨ
Ｄ）

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部無腐性壊死
(疾病)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

93 慢性B型肝炎 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よるﾐｵﾊﾟ
ﾁｰによる両下肢機能障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

94
外傷性頚部症候群､下
垂足､頚部脊柱管狭窄
症､頚髄症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

95
じんま疹、ﾘｳﾏﾁ性多発
筋痛症

ｱﾚﾛｯｸ錠5 筋肉痛 入院相当でない 不支給

96 成人ｽﾃｨﾙ病 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､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
および両側上腕骨骨頭無腐
性壊死による四肢機能障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

97
悪性リンパ腫､特発性
血小板減少性紫斑病

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

両側大腿骨顆部無腐性壊死
(疾病)
両側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

(感染等被害判定結果)



Ｎｏ． 主な原疾患等 原因生物由来製品名 感染症名 不支給等理由 判定

60

心臓弁膜症
（大動脈弁閉鎖不全、
僧帽弁閉鎖不全、三尖
弁閉鎖不全）

新鮮凍結血漿-LR「日赤」
(02-1027-5957)

HBV感染によるB型急性肝
炎

支給


