
支給事例等※

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
膿疱性乾癬､乾癬性関
節炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病；
請求外)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害（障害）

支給
１級

１年毎

2

慢性心房細動､慢性心
不全､腎梗塞､脾梗塞､
逆流性食道炎､便秘､服
薬中断､老年期精神障
害疑い､認知症に伴う
BPSD疑い

①ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg
②ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg

①ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ中毒
②下部消化管出血

支給

3
急性気管支炎､潰瘍性
大腸炎､大動脈解離

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用
1gﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症に伴う肺炎による死亡(死亡)

支給

4
不安障害､ﾊﾟﾆｯｸ障害､
便秘

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

5
第1腰椎圧迫骨折､骨粗
鬆症､便秘

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ
錠35mg

十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発
した腹膜炎､敗血症

支給

6
C型慢性肝炎､高血圧
症

ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠
心房細動及びそれに続発した心不
全

支給

7
左橈骨遠位端骨折､外
傷性浮腫､痛み､神経因
性疼痛､かぜ､慢性疼痛

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

8 心房細動
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ｼﾞｿﾋﾟﾗ
ﾐﾄﾞ徐放錠150mg｢SW｣

薬物性肝障害 支給

9 頻脈性心房細動
ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢
JG｣

徐脈及びそれに続発した急性腎不
全､高ｶﾘｳﾑ血症

支給

10 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾀｸﾛﾘﾑｽ錠
1mg｢参天｣

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

11 大腸腫瘍 ﾑｰﾍﾞﾝ配合内用液
大腸穿孔(疾病)
大腸穿孔及び続発した腹膜炎によ
る死亡(死亡)

支給

12

関節ﾘｳﾏﾁ､乾癬性関節
炎､膿疱性乾癬､骨粗鬆
症､慢性腎不全､高K血
症､ﾂﾍﾞﾙｸﾘﾝ反応陽性､
高尿酸血症

ｺｾﾝﾃｨｸｽ皮下注150mgﾍﾟ
ﾝ

急性腸炎 支給
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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

13

過活動膀胱､夜間頻尿､
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛ
ﾘ感染症､脊椎骨粗鬆
症､変形性頚椎症

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰ
ﾙ内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

14 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

15
特発性血小板減少性
紫斑病(ITP)

ﾛﾐﾌﾟﾚｰﾄ皮下注250μg調
製用

肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

支給

16 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､不眠症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

17 扁桃炎､急性咽頭炎
①ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾄﾗﾈｷｻﾑ
酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣
②ｱｽﾄﾐﾝ錠10mg

①汎発型薬疹1回目(平成28年8月
22日発症)
②汎発型薬疹2回目(平成28年9月3
日発症)

支給

18 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点
滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL

腱炎 支給

19 潰瘍性大腸炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏ注腸
20mg、ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液
100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

20 蕁麻疹 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ血症､溶血性貧血 支給

21 化膿性脊椎炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 薬物性肝障害 支給

22 糖尿病 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg 腸管嚢胞様気腫症 支給

23
ﾌｧﾛｰ四徴症､慢性心不
全､心房細動

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 間質性肺炎､肺胞出血 支給

24
高血圧症､高脂血症､ﾍ
ﾘｺﾊﾞｸﾀ感染胃炎

①ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400､ﾌｪﾉﾌｨ
ﾌﾞﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢KTB｣
②ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400

①薬物性肝障害
②多形紅斑型薬疹

支給

25
急性咽頭炎､慢性副鼻
腔炎､急性胃炎

ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾄﾛｷｼﾝ錠
100mg､ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

26
気管支喘息､多発単神
経炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性肉芽腫
性血管炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用125mg､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

27
落葉状天疱瘡､尋常性
天疱瘡

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)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



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

28 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

29
左甲状腺乳頭癌､右甲
状腺腺腫

ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1.0
μg｢ﾌｿｰ｣､ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50
μg

薬物性肝障害 支給

30 腰椎々間板症 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg 小腸出血 支給

31
高血圧､糖尿病､両足部
皮ﾌ白癬菌症､下腹部痛

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

32 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｶﾞｽﾀｰD
錠10mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg
②ｻｸｼｿﾞﾝ注射用100mg､ﾒ
ﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃ
ﾙNa注射用500㎎｢AFP｣

①薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)(疾
病)
②出血性胃･十二指腸潰瘍(疾病)
薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)及び
出血性胃･十二指腸潰瘍による死
亡(死亡)

支給

33
一過性心房細動､糖尿
病､高尿酸血症

ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 徐脈性心房細動､うっ血性心不全 支給

34 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 腸閉塞 支給

35 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 胸膜炎 支給

36 ｸﾛｰﾝ病 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg 下痢､発熱､血便 支給

37
鉄欠乏性貧血､家族性
大腸ﾎﾟﾘﾎﾟｰｼｽ､大腸全
摘術後状態

ﾌｪｼﾞﾝ静注40mg､ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ
静注用

発熱､悪寒 支給

38
急性副鼻腔炎(鼻閉､鼻
漏､頭痛､後鼻漏)

ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 多形紅斑型薬疹 支給

39 高血圧症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

40 関節ﾘｳﾏﾁ､胃粘膜保護
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾈ
ｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

無顆粒球症 支給

41 本態性高血圧症 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4 間質性肺炎 支給

42 ﾊﾞｾﾄｳ氏病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 急性膵炎 支給



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

43 高血圧症 ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠HD 虚血性大腸炎 支給

44 自己免疫性肝炎
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

十二指腸潰瘍穿孔 支給

45 肝鬱気滞､肝血虚､気虚

ﾏﾂｳﾗのｴﾝｺﾞｻｸ(医療用)､
ﾏﾂｳﾗのｹｲﾋ末(医療用)､ﾏ
ﾂｳﾗのｺﾞｼﾂ(医療用)､ﾏﾂｳ
ﾗのｾﾝｷｭｳ(医療用)､ﾏﾂｳ
ﾗのﾄﾁｭｳ(医療用)､ﾏﾂｳﾗ
のﾌﾞｸﾘｮｳ(医療用)､ﾏﾂｳﾗ
のｸｺｼ(調剤用)､ﾏﾂｳﾗのｻ
ﾝｼｭﾕ(医療用)､ﾏﾂｳﾗのｻ
ｲｺ(医療用)､ﾏﾂｳﾗのｼｬｸﾔ
ｸ(医療用)

薬物性肝障害 支給

46 美容のため ﾛｽﾐﾝ｢ﾛｰﾔﾙ｣ 薬物性肝障害 支給

47 Per
ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg､ﾎﾟﾝﾀｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg

多形紅斑型薬疹 支給

48
気管支鏡検査による処
置に対する感染対策の
ため使用

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

出血性大腸炎 支給

49 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

50 大腸ｶﾒﾗ前処置
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液
0.75%｢PP｣

虚血性大腸炎 支給

51 高尿酸血症､頭痛
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢ﾃﾊﾞ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

52 副鼻腔炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

出血性大腸炎 支給

53

高血圧症､食欲不振､嘔
気､脂質異常症の指摘
あるため肥満の改善
に､胸やけのような胃の
不快感の改善に

ﾅｲｼﾄｰﾙZ､ｶﾞｽﾀｰ10 薬物性肝障害 支給

54 急性咽頭炎
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

55 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給
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56
左足関節外果部皮膚
潰瘍･化膿､過敏性腸症
候群の疑い

ﾌｧﾛﾑ錠200mg 偽膜性大腸炎 支給

57
両下肢筋膜炎､変形性
股関節症による股関節
周囲痛

ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ5mg､ﾉﾙｽﾊﾟﾝ
ﾃｰﾌﾟ10mg

便秘 支給

58
潰瘍性大腸炎､関節ﾘｳ
ﾏﾁ､風邪をひきかけて
いると思ったため

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

59 悪寒､倦怠感
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

胆石及びそれに続発した胆嚢炎 支給

60
急性咽頭炎､急性気管
支炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ
錠100mg

間質性肺炎 支給

61 特発性間質性肺炎 ﾊﾞｸﾀ配合錠 無顆粒球症 支給

62
高血圧症､逆流性食道
炎､(検診)

ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝHD 大腸穿孔 支給

63
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､急性扁桃炎､
急性咽頭喉頭炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

64 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､湿疹
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｻﾞｲｻﾞﾙ
錠5mg

薬物性肝障害 支給

65 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ “化血
研”

ｱﾚﾙｷﾞｰ性紫斑病 支給

66 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

蕁麻疹､発熱 支給

67

骨粗鬆症､急性歯周炎､
高血圧症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟ
ﾛﾘ感染胃炎の除菌療
法､慢性胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400､ｸﾗﾘｽ錠
200

多形紅斑型薬疹 支給

68
高血圧症､糖尿病､不眠
症､脳梗塞､ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ
型認知症

ﾒﾏﾘｰOD錠5mg 薬物性肝障害 支給

69 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

70 甲状腺眼症

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
4mg(0.4%)､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｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



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

71
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性副
鼻腔炎

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ﾂﾑﾗ辛夷
清肺湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

72
胃炎､高血圧､上気道
炎､歯性感染症､脱水
症､不眠､歯周炎

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢
KN｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｶﾙﾍﾞ
ﾆﾝ点滴用0.5g､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢
CH｣

多形紅斑型薬疹､血小板減少症､間
質性肺炎

支給

73 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物肝障害 支給

74 高血圧症､(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

75
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､
Sjogren症候群

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾌﾟﾗｹ
ﾆﾙ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

76 橋本病､Basedow病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾁｳﾗｼﾞｰ
ﾙ錠50mg

汎発型薬疹､薬物性肝障害 支給

77 腰部脊柱管狭窄症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾘﾘｶOD
錠75mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

78 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

79
ﾐｷﾞ下腹部､鼠径部違和
感

ｵﾌﾟﾁﾚｲ320注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

80 関節痛､関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

81 急性上気道炎､咽頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

82 胆石症
ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

83
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症
(慢性胃炎)

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

84 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ感染性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

85 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 多形紅斑型薬疹 支給



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

86
好酸球性腸炎･大腸ｸ
ﾛｰﾝ病疑い

ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg 急性膵炎 支給

87
慢性胃炎(ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ感染
胃炎)

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 多形紅斑型薬疹 支給

88 月経困難症､月経過多 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

89

変形性腰椎症､症候性
坐骨神経痛､右肩関節
周囲炎､鼻水､のどの痛
み等かぜの症状､胃粘
膜病変

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｶﾞｽﾛﾝ
N･OD錠2mg､ﾐｵﾅｰﾙ錠
50mg､ｺﾌﾄ顆粒

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

90 心尖部肥大型心筋症
ｱﾃﾞﾎｽ-Lｺｰﾜ注20mg､ｶﾞﾄﾞ
ﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝｼﾞ
10mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

91 慢性胃炎､ﾋﾟﾛﾘ菌陽性 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

92 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 血小板減少症 支給

93
非弁膜症性心房細動
(頻脈性)

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 肺胞出血 支給

94
2型糖尿病･膵臓癌の疑
い

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

95 (検診) 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

96
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(難治性
再発性)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

97

高血圧症､非弁膜症性
心房細動､糖尿病､皮膚
掻痒症､痛風､右眼加齢
黄斑変性

ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射液
40mg/mL

脳梗塞(疾病)
脳梗塞に続発した肺炎による死亡
(死亡)

支給

98
急性大動脈解離
(stanford B)､せん妄

ｻｲﾚｰｽ静注2mg､ｾﾚﾈｰｽ
注5mg

呼吸抑制及びそれに続発した低酸
素脳症(疾病）
呼吸抑制に続発した低酸素脳症に
よる死亡(死亡）

支給

99 急性咽頭炎

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢日
医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg
｢EMEC｣

薬物性肝障害､間質性肺炎 支給

100
熱傷､ｸﾞﾗﾑ陰性桿菌敗
血症

ｹﾞﾝﾀｼﾝ軟膏､硫酸ﾎﾟﾘﾐｷｼ
ﾝB末ﾌｧｲｻﾞｰ､ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注60
㎎

両側感音難聴による聴力障害
障害
１級

５年毎



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

101 頚間板ヘルニア ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240 両下肢麻痺による下肢機能障害
障害
２級

３年毎

102 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg（旭化成）

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
１級

３年毎

103
潰瘍性大腸炎､出血のｺ
ﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎
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

104
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

105 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300 両下肢麻痺による歩行障害
障害
１級

３年毎

106
潰瘍性大腸炎､過敏性
腸症候群､前立腺炎

ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠

薬剤性過敏症症候群（DIHS､中毒
性表皮壊死症ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ型）に続
発した閉塞性細気管支炎による呼
吸機能障害

障害
１級

１年毎

107 血小板減少症､膀胱癌 濃厚血小板-LR｢日赤｣
輸血関連急性肺障害(TRALI)(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）

※

支給事例

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

神経芽腫に対する自己
末梢血幹細胞移植後
の造血不全及び血栓性
微小血管障害による遷
延性血小板減少

照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(0115312419)

黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症による敗血症
(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）

平成27年12月1日付け事務連絡（定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた３ワクチンの救済に
ついて、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の
医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。）により支給対象となる事例を含む。

(感染被害判定結果)



No. 主な原疾患等 使用医薬品名
診断書に記載された

「副作用によるものとみられる
疾病の名称又は症状」

不支給等理由 判定

108
高血圧､右頚部内頚動
脈狭窄､虫垂炎

ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注
用1gﾊﾞｯｸﾞ､ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ塩
酸塩注射液10mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢第
一三共｣､ﾊﾟﾝｱﾄ注､ｸﾛﾋﾟﾄﾞ
ｸﾞﾚﾙ錠75mg｢SANIK｣他

急性肝不全 医薬品以外の原因による 不支給

109
拡張型心筋症/うっ血性
心不全､肺炎

ｺﾆｰﾙ錠4､ﾀﾞｲｱｰﾄ錠
60mg､ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠
0.125､ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg他

なし 医薬品以外の原因による 不支給

110 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻHAﾞﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

成人ｽﾁﾙ病､筋膜炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ
接種後の筋炎・筋膜炎

医薬品以外の原因による 不支給

111
(診療録の写し等を提出
のため記載なし)

ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠5mg､ﾊﾝﾌﾟ注射
用1000､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静
注用1g｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注
20mg｢ﾄｰﾜ｣､ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ
350注100mL他

診療録提出のため未記入 医薬品以外の原因による 不支給

112
細菌性肺炎S/O､器質
化肺炎(COP)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点
滴静注500mg/20mL､ﾗﾝ
ｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣､ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg
｢ｻﾜｲ｣､ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg
他

未記入 判定不能 不支給

113 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾋｭﾐﾗ皮下
注40mgｼﾘﾝｼﾞ0.4mL､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP､
ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

114 嘔気､嘔吐 ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5 診療録提出のため未記入 判定不能 不支給

115
ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病､心房細
動

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ｱﾛﾌﾟﾘ
ﾉｰﾙ錠100mg｢TCK｣､ﾜｰ
ﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
0.5mg､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg
他

肝障害､薬剤性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

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

116
関節ﾘｳﾏﾁ､ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ
腫

ｱﾄﾞｾﾄﾘｽ点滴静注用
50mg

白質脳症(疾病)
白質脳症に続発した肺炎及び敗血症
による死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

117
高尿酸血症を伴う高血
圧症

ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

不支給事例　（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

不支給事例　（上記以外の事例）



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

118

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(diffuse
large Bcell lymphoma)､
高血圧､狭心症､便秘､
高脂血症､糖尿病､脊椎
狭窄症

ﾘﾂｷｻﾝ注10mg/mL､ｵﾝｺ
ﾋﾞﾝ注射用1mg､ﾃﾗﾙﾋﾞｼﾝ
注射用20mg､注射用ｴﾝ
ﾄﾞｷｻﾝ500mg､ｼﾞｰﾗｽﾀ皮
下注3.6mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

119
心房細動､僧帽弁形成
術､三尖弁形成術後､ﾒｲ
ｽﾞ手術後

ﾗｼｯｸｽ錠20mg､ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ
錠50mg

心室頻拍(Torsades de pointes 型)､心
室細動及びそれらに続発した低酸素
脳症(疾病)
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因による
(死亡)

不支給


