
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

肺結核、肺結核症、高
血圧症、慢性C型肝
炎、坐骨神経痛、頻脈
性不整脈

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠、ｴｻﾝﾌﾞ
ﾄｰﾙ錠250mg、ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg

中毒性視神経症（疾病）
中毒性視神経症による視
力障害及び視野障害（障
害）

支給
2級
1年毎

2 乳癌、乳癌再発予防 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg 脳梗塞 支給

3

抑うつ神経症、不眠
症、じんま疹、咽頭炎、
鼻炎、発熱、肺炎、重
症感染、血球貧食症候
群

ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-A配合錠
薬剤性過敏症症候群
(DIHS)

支給

4
糖尿病、有痛性糖尿病
神経障害、糖尿病性
ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
②ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg

①播種状紅斑丘疹型薬
疹(1回目、2回目)
②播種状紅斑丘疹型薬
疹(3回目)

支給

5 糖尿病、うつ病
ｱｸﾄｽ錠15、ｱﾏﾘｰﾙ1mg
錠、ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25、ﾊﾟﾙｷﾞ
ﾝ錠1mg

悪性症候群様症状 支給

6 脂質異常症 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg 横紋筋融解症 支給

7
原発性不妊症、卵巣機
能不全、高度排卵障害

HMG筋注用150単位｢F｣、
注射用HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

8 細菌性肺炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ細粒
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

支給

9 左)麦粒腫
ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg、ﾆｺﾗｰ
ｾﾞ錠5mg

多形紅斑型薬疹 支給

10
突発性難聴、ｽﾃﾛｲﾄﾞ投
与に伴う急性胃粘膜病
変

ｶﾞｽﾛﾝN・OD錠2mg、ｱﾃﾞﾎ
ｽｺｰﾜ顆粒10%、ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ
錠500μ g

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）

支給

11 A群溶連菌咽頭炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給
12 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ・ﾋﾟﾛﾘ菌感染 ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 多形紅斑型薬疹 支給

13
①高血圧症、②こむら
返り、下肢のつり

ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠、ﾂﾑﾗ芍
薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

低ｶﾘｳﾑ血症 支給

14 多発性脳神経炎 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50%
薬剤性過敏症症候群
（DIHS）

支給

15 (月経痛) ﾉｰｼﾝﾋﾟｭｱ
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)

支給

16 発熱 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 横紋筋融解症 支給

17 うつ病 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群
（DIHS）

支給

18
化膿性脊椎炎、腸腰筋
膿瘍、硬膜外膿瘍、糖
尿病

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾊﾞｸﾀ配
合錠

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ
症候群）

支給

19

急性咽頭炎、扁桃炎、
急性上気道炎、扁桃炎
による痛み、発熱、急
性鼻副鼻腔炎、急性咽
喉頭炎、胃炎

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg、ｱﾍﾞﾛｯｸ
ｽ錠400mg

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)

支給

20 多発性硬化症 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
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)

支給

21 変形性足関節症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg「EMEC」

紅皮症型薬疹、薬物性肝
障害

支給

22 頚腕症候群
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ｲﾉﾏｰﾙ
錠2、ﾐｵﾘﾗｰｸ錠50mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

23
不整脈(自覚症状を伴
う上室性期外収縮、心
室性期外収縮)

ﾘｽﾞﾑｺｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 高CK血症 支給

24 咽頭炎
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg、ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

25 爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 多形紅斑型薬疹 支給
26 肥厚性瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給
27 脳動脈瘤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ 蕁麻疹型薬疹 支給

28
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ・ｼﾞｮﾝｿﾝ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg、
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液、注射用ﾌﾟ
ﾘﾄﾞｰﾙ125、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
125、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･
点鼻液0.1%、ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ0.1

左ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障 支給
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29 穿孔性胃潰瘍
ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30、ｽﾀﾝｿﾞｰ
ﾑOD錠30、ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ
症候群）

支給

30
急性骨髄性白血病、高
血圧、肺真菌症

ﾊﾞｸﾀ配合錠、ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD
錠15、ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg、
ﾌﾞﾛｱｸﾄ静注用1g、ﾌｧﾛﾑ錠

急性腎不全（疾病）
急性腎不全による腎機能
障害（障害）

支給
２級
１年毎

31
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、甲状腺機能
亢進症

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾁｳﾗ
ｼﾞｰﾙ錠50mg

抗好中球細胞質抗体
(ANCA)関連脳症

支給

32 潰瘍性大腸炎
ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg、ﾍﾟﾝﾀｻ
注腸1g

蕁麻疹型薬疹 支給

33 左腎癌　脳転移

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、ﾗﾝｿﾌﾟ
ﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣、ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200、ﾌｧﾝ
ｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ100mg/mL

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

支給

34 急性熱性疾患
ｹﾝﾀﾝ錠60mg、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg、ﾑｺｽﾀ錠100mg

急性腎不全 支給

35
頸部ﾘﾝﾊﾟ節炎、右頚部
ﾘﾝﾊﾟ腺炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg、ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼ
ﾘﾝｼﾞ

多形紅斑型薬疹 支給

36 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
注射部位の蜂巣炎･蜂巣
炎様反応

支給

37
陳旧性心筋梗塞、無症
候性心筋虚血、脂質異
常症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg、ﾌﾟﾗ
ﾋﾞｯｸｽ錠75mg

硬膜下血腫 支給

38
神経膠腫術後(けいれ
ん予防)、うつ病、急性
ｽﾄﾚｽ潰瘍、不眠症

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg
薬剤性過敏症症候群
(DIHS)

支給

39
排卵誘発、下垂体性ｺﾞ
ﾅﾄﾞﾄﾛﾋﾟﾝ抑制

HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣、ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

40 不妊症
ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150、ｺﾞﾅﾄﾛ
ﾋﾟﾝ注用5000単位

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

41 てんかん発作
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg

汎発型薬疹、白血球減少
症、血小板減少症

支給

42 限局性腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

43
糖尿病、糖尿病神経障
害

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｸﾞﾙ
ｺﾊﾞｲ錠50mg、ﾒﾚｰﾄｶﾌﾟｾﾙ

①播種状紅斑丘疹型薬
疹
②薬物性肝障害

支給

44
気管支炎、急性副鼻腔
炎、急性咽喉頭炎

ｸﾗﾘｽ錠200、ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg、ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠、ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

45
くも膜下出血、甲状腺
機能低下症

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散10%、ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ
注射液100mg

薬剤性過敏症症候群
(DIHS)(疾病)
薬剤性過敏症症候群
(DIHS)及びそれに続発し
たDICによる死亡(死亡)

支給

46 左足蜂窩織炎 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

47
咽頭扁桃炎、ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ感染症

①ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠、ﾀﾐﾌﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ75、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg、ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100
②ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠、ｾﾙﾍﾞｯ
ｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg、ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ75、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾌﾞ
ﾙﾌｪﾝ錠100

①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)
②薬物性肝障害

支給

48 急性上気道炎
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg、ﾋﾟﾘ
ﾅｼﾞﾝ、ﾊﾞﾌｧﾘﾝ

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)による視力障害
(障害)

支給
２級
１年毎

49 急性咽頭気管支炎

ｶﾛﾅｰﾙ細粒、ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ、ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠200mg、
ﾊﾞﾚｵﾝ錠200mg、C-ﾁｽﾃﾝ
細粒、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

支給

50 風邪 ﾌｼﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

支給

51 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

52 ｳｲﾙｽ性髄膜脳炎
ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠200、ｱｼｸﾘﾙ点
滴静注用250mg、ｱｼﾛﾍﾞｯ
ｸ点滴静注用250mg

ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ脳症 支給

53 ８┐智歯周囲炎、発熱
ﾛｷｿﾆﾝ錠、｢小児用｣感冒
薬ﾘｺｺﾃﾞS液

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

支給
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54 急性上気道炎
ｱｽﾋﾟﾘﾝ、ｽﾙﾋﾟﾘﾝ、ｹﾌﾚｯｸｽ
ｼﾛｯﾌﾟ用細粒100

両眼角膜混濁、瞼球癒着
による視力障害

障害
１級
５年毎

55
脳梗塞後右片麻痺、運
動性失語、ﾓﾔﾓﾔ病に
おける脳梗塞の予防

ﾄﾚﾝﾀｰﾙ300、ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠
脳出血による意識障害及
び両上下肢機能障害

障害
１級
３年毎

56 不安定狭心症
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg、ﾊﾟﾝｽﾎﾟ
ﾘﾝ静注用1g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)による視力障害

障害
１級
１年毎

57
脳挫傷、急性硬膜下血
腫、外傷性くも膜下出
血

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、注射
用ﾒｸﾛﾝM

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
る視力障害

障害
１級
１年毎

58 風邪 ﾀﾞｰｾﾞﾝ錠、ｲﾝﾀﾞｼﾝ坐剤25
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
る視力障害

障害
１級
５年毎

59 蜂窩織炎
ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠100mg、ｽﾘﾉﾌｪﾝ
錠

急性腎不全による腎臓機
能障害

障害
２級
３年毎

60 頚部ﾘﾝﾊﾟ腺炎 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250
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
る視力障害

障害
１級
５年毎

61 脳膿瘍 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠 脳症による意識障害
障害
１級
３年毎

62 気管支喘息発作 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による両眼
の視野障害及び視力障
害、ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる
両下肢機能障害

障害
１級
１年毎

63
胎児骨盤不均衡、骨盤
位

ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S
気管支喘息及びこれに続
発した低酸素脳症による
四肢機能障害

障害
１級
３年毎

64 感冒、悪寒、咽頭痛 ｲﾌﾞA錠
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
る視力障害

障害
１級
１年毎

65

狭心症、Cypherｽﾃﾝﾄ
留置術々後、陳旧性心
筋梗塞、高血圧症、C
型肝硬変、肝細胞癌

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠、ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注N｢ｼﾐｽﾞ｣、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg

硬膜下血腫に続発した多
発性脳梗塞による高度脳
機能障害

障害
１級
１年毎

66
右頬部腫脹、右眼窩下
膿瘍（頬部膿瘍）

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g
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
意識障害

障害
１ 級
１年毎

67 喘息様気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症に続発した高度
脳機能障害

障害
１ 級
１年毎

68 感冒
ﾊﾞﾌｧﾘﾝA、ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸ坐剤
50

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
る視力障害

障害
１級
１年毎

69 胃癌の術前検査 ｲｵﾒﾛﾝ300ｼﾘﾝｼﾞ
可逆性後白質脳症症候
群（RPLS）に続発した脳
出血による左上下肢機能
障害

障害
１級
１年毎

70
抑うつ状態、不眠、不
安焦燥感、希死念慮、
高血圧

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg、ｺﾝﾄﾐ
ﾝ糖衣錠25mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる歩
行障害

障害
１級
１年毎

71 （予防） ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北研｣
急性脊髄炎による四肢機
能障害

障害
１級
１年毎

72
統合失調症(躁状態)、
ｱｶｼｼﾞｱ

①ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg

悪性症候群に続発した小
脳障害

障害
２級

73
母体妊娠35週1日にて
前置胎盤および前期破
水により帝王切開施行

ｻｳﾞｨｵｿﾞｰﾙ
母体のｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）
ｼｮｯｸに続発した新生児仮
死及び低酸素脳症による

障害
１級
１年毎

74 胆のう結石症
0.5gｲｿｿﾞｰﾙ、ｾﾎﾞﾌﾚﾝ、ﾏｽ
ｷｭﾗｯｸｽ静注用4mg

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
症による高度脳機能障害

障害
１級
１年毎

75 高血圧症、心房細動
ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg、ﾜｰﾌｧ
ﾘﾝ錠1mg、ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠
100mg

汎発型薬疹(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）



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

76
子宮内膜症、月経困難
症

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21、ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
肺動脈血栓症(疾病)
肺動脈血栓症による死亡
(死亡)

・不適正使用 不支給

77
うつ病、不眠症、骨粗
鬆症、眼瞼炎

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg、ｸﾞﾗﾏ
ﾘｰﾙ錠25mg、ｾﾚﾈｰｽ錠
0.75mg、ｾﾚﾈｰｽ細粒1%

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ（疾病）
判定不能（障害）

・判定不能 不支給

78 せつ、感冒 なし なし ・医薬品以外の原因による 不支給
79 甲状腺機能亢進 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 ・不適正使用 不支給

80 統合失調症 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ（疾病）
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹
機能障害（障害）

・資料不足(疾病)
・障害等級不該当(障害)

不支給

81 ﾌﾞﾄﾞｳ膜炎 ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ
横紋筋融解症(疾病)
なし(障害)

・対象除外薬である。(疾
病)
・医薬品以外の原因によ
る。(障害)

不支給

82 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ・不適正使用 不支給
83 発達障害 なし なし ・医薬品以外の原因による 不支給

84

脳性麻痺、子宮内膜
症、卵巣のう腫、尿失
禁、下痢、上気道炎、
下肢血流障害、腰痛等

なし なし ・医薬品以外の原因による 不支給

85 骨粗鬆症 なし なし ・医薬品以外の原因による 不支給
86 適応障害、うつ状態 なし なし ・医薬品以外の原因による 不支給
87 非定型精神病 ﾘｰﾏｽ錠200 ﾘﾁｳﾑ中毒 ・不適正使用 不支給

88
肝機能障害、高血圧、
花粉症、感冒、上気道
炎

ｸﾞﾘﾁﾛﾝ配合錠 偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 ・不適正使用 不支給

89 尋常性ざ瘡 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群 ・不適正目的 不支給

90 感冒症状
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣、ﾊﾟﾌﾞﾛﾝS錠、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
錠25mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

・不適正使用 不支給

91 非結核性抗酸菌症 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 中毒性視神経症 ・入院相当でない 不支給

92 脳梗塞後遺症
ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25、ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠
5mg、ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg、
ｱｰﾃﾝ錠(2mg)

痙攣発作とそれに引き続
く痴呆、ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑの増
悪(疾病)
なし(死亡)

・医薬品以外の原因による 不支給

注）　＊１・・・原疾患によるもの。　＊２・・・病態の変化によるもの。　＊３・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。


