
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 咽頭炎､解熱目的

①新ﾙﾙ-A錠､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300
②新ﾙﾙ-A錠､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300､ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
500mg｢EE｣､ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩
酸塩錠5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｿﾞﾙ
ﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠5mg｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
②薬物性肝障害

支給

2 球後視神経炎
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ肝炎 支給

3
常染色体優性多発性の
う胞腎

ｻﾑｽｶ錠15mg､ｻﾑｽｶ錠
30mg

薬物性肝障害 支給

4
糖尿病､高血圧症､脂質
異常症

ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ錠10mg 便秘及びそれに続発した腸閉塞 支給

5
肺ﾉｶﾙｼﾞｱ症､口腔ｶﾝｼﾞ
ﾀﾞ､粘膜障害予防､喘
息､食欲不振

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ50､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
KM｣､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD錠5

薬物性肝障害 支給

6 貧血改善 照射赤血球液-LR｢日赤｣ 遅発性溶血 支給

7
多発性膀胱癌､両側水
腎症､尿管ｽﾃﾝﾄ予定

ﾊﾞｸﾌｫｰｾﾞ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

8
関節ﾘｳﾏﾁ､胸膜炎､右
足背有棘細胞癌

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS
偽膜性大腸炎(疾病)
偽膜性大腸炎に続発したDICによる
死亡(死亡)

支給

9
逆流性食道炎､ﾃﾞｨｽﾍﾟﾌﾟ
ｼｱ

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg 汎発型薬疹 支給

10
高脂血症､高血圧､ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞ予防内服

①ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢
EE｣
②ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠2mg｢
EE｣
③ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢日
医工｣
④ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75
⑤ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠20mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

①多形紅斑型薬疹(H28.8.9～
H28.9.14)
②汎発型薬疹(H28.9.15～H28.10.4)
③多形紅斑型薬疹(H28.12.2～
H29.1.5)
④汎発型薬疹(H29.1.6～H29.1.28)
⑤多形紅斑型薬疹(H29.2.1～
H29.3.25)

支給

11
頻尿､尿汚染→膀胱炎､
食欲不振

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg
薬物性ｼｮｯｸ(疾病；請求外)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

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

12
(検診)､高血圧､高脂血
症､胃炎

ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸穿孔 支給

13 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠

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
よる死亡(死亡)

支給

14
心房細動､胃炎､脂質代
謝異常､高尿酸血症､高
血圧

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 間質性肺炎 支給

15
双極性感情障害､労作
性狭心症､CAG<冠動脈
造影検査>

ｲｵﾊﾟｰｸ350注100mL､ｼﾞﾙ
ﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

16

うつ病､2型糖尿病､高脂
血症､高血圧症､気管支
喘息､脂肪肝､難治性逆
流性食道炎

ﾛﾄﾘｶﾞ粒状ｶﾌﾟｾﾙ2g 薬物性肝障害 支給

17
気管支喘息発作､右肺
炎､関節ﾘｳﾏﾁ､溶連菌
感染症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

18 上咽頭癌
ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ7.5mL

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

19 甲状腺乳頭がん
ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-50号､
ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-30号

再生不良性貧血 支給

20 ﾒﾆｴｰﾙ病､めまい症

①ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒
②ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢DK｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg
｢NP｣

①間質性肺炎
②多形紅斑型薬疹

支給

21
脂質異常症､糖尿病､尋
常性乾癬

ﾄﾙﾂ皮下注80mgｵｰﾄｲﾝ
ｼﾞｪｸﾀｰ

炎症性腸疾患 支給

22
急性大動脈解離､脳梗
塞

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg

出血性大腸潰瘍 支給

23
潰瘍性大腸炎､逆流性
食道炎

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾘｱﾙﾀﾞ錠
1200mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注
用100

間質性肺炎 支給

24
統合失調感情障害､高
脂血症､不眠症

①ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg､ｸﾛｻﾞﾘ
ﾙ錠100mg
②ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg､ｸﾛｻﾞﾘ
ﾙ錠100mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

①胸膜炎
②薬物性肝障害､腎機能障害

支給

25
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎炎､ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候
群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
錠4mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

26 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②注射用ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ1g

①無顆粒球症及びそれに続発した
憩室炎
②ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢

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

27

高尿酸血症､高脂血症､
便秘症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､慢性気管支炎､咳喘
息､腰椎すべり症､右坐
骨神経痛

ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900､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
変形性腰椎症､膝関節
症､閉塞性動脈硬化症､
坐骨神経痛

ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠50mg､ﾛｺｱ
ﾃｰﾌﾟ

出血性胃潰瘍 支給

29
慢性頻拍性心房細動､
慢性心不全､狭心症､
PCI

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD
錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

30
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎･気管支喘息

ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､ｴ
ﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠20mg｢杏
林｣､ﾅｿﾞﾈｯｸｽ点鼻液50μ
g56噴霧用､ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰ
ﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽ
ﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢科研｣

膿疱型薬疹 支給

31 左慢性中耳炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

32 関節ﾘｳﾏﾁ
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠200mg

薬物性肝障害 支給

33 肺結核

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg(製造販売業者不
明)

間質性肺炎 支給

34 腎結石･尿管結石
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎に関連した敗血症に続
発した多臓器不全による死亡(死亡)

支給

35 掌蹠膿胞症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠

右側大腿骨顆部無腐性壊死 支給

36 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

37 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹腔内膿瘍

支給

38 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

39 脳梗塞
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低灌流による脳梗塞の増悪

支給

40 (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



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

41 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD､ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV S状結腸穿孔 支給

42 結核性髄膜炎 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 薬物性肝障害 支給

43
足の爪白癬､手白癬､足
白癬､脳梗塞､糖尿病

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

44 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

45 慢性副鼻腔炎､鼻茸
ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

46 頭痛､感冒､脱水､(予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､PL配合顆粒

薬物性肝障害 支給

47 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠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1mg(製造販売業者不
明)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(製
造販売業者不明)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠(製造販売業者不
明)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

48
ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支肺ｱｽ
ﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1%､ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝL錠45mg

多形紅斑型薬疹 支給

49 Vogt-小柳ｰ原田病
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

50
鼻炎､頭痛､急性胃腸
炎､てんかん

ﾐﾔBM錠 過敏症(呼吸困難) 支給

51
多発性ﾗｸﾅ梗塞､腰部
脊柱管狭窄症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾓｰ
ﾋﾞｯｸ錠10mg

十二指腸潰瘍穿孔 支給

52 左鼻前庭炎 ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

53
脂質異常症､高血圧症､
糖尿病

ﾌｫｼｰｶﾞ錠5mg､ｻﾞﾌｧﾃｯｸ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

54
B型肝炎､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候
群､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､ﾍ
ﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 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

55
扁桃周囲炎､脱水､胃腸
炎､発熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
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

56 逆流性食道炎 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 薬物性肝障害 支給

57
感染性腸炎､腹膜炎の
併発

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾌﾙﾏﾘﾝ静
注用1g､ﾎｽﾐｼﾝS静注用
2g､ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ
0.5g

偽膜性大腸炎 支給

58
双極性障害､うつ状態､
不眠

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｻｲﾝﾊﾞ
ﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg

薬物性肝障害 支給

59
慢性副鼻腔炎､慢性気
管支炎､咳喘息､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､橋本病

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠25μg､ｾﾁﾘｼﾞﾝ
塩酸塩錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾁ
ﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢
TYK｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢
EK｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
112.5mg｢日医工｣､ｸﾗﾘｽﾛ
ﾏｲｼﾝ錠200mg｢日医工｣､ｶ
ﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

60 機能性出血 ｿﾌｨｱA配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

61
関節ﾘｳﾏﾁ､急性扁桃腺
炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｱｻﾞﾙﾌｨ
ｼﾞﾝEN錠500mg

無顆粒球症 支給

62 ﾋﾟﾛﾘ菌陽性 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑薬疹､薬物性肝障害 支給

63

逆流性食道炎､胃炎､不
眠症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､
原発性甲状腺機能低下
症､橋本病

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢
DSEP｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg

薬物性肝障害 支給

64

持続性心房細動､虚血
性心疾患､労作性狭心
症(PCI後)､心房細動ｱﾌﾞ
ﾚｰｼｮﾝ後再発

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢JG｣､
ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg

無顆粒球症 支給

65 肝内胆管癌骨転移
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

多形紅斑型薬疹 支給

66 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 多形紅斑型薬疹 支給

67 咳
ｸﾗﾘｽ錠200､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠
10mg､ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢日
医工｣

薬物性肝障害 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

68
前立腺炎 前立腺肥大
症､咽喉頭炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

69

歯根破折､降圧､酸分泌
抑制､胃粘膜保護､高脂
血症､高尿酸血症､鎮
痛､整腸

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｿﾚﾄﾝ錠
80

紅皮症型薬疹 支給

70 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ
ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点滴静
注用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

71
肥満症､高血圧､高脂血
症､糖尿病､痛風

ｵｰｽｷﾞ防風通聖散ｴｷｽG 間質性肺炎 支給

72
上顎骨々膜炎､歯根膿
疱

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

73
ﾊﾟﾆｯｸ障害､GERD､高
TG血症､ﾒｲﾝﾃｰﾄから変
更

ｴﾊﾟﾛｰｽ粒状ｶﾌﾟｾﾙ
900mg､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠
10mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

薬物性肝障害 支給

74

高血圧症､高脂血症､糖
尿病､急性咽喉頭炎､急
性上気道炎､感冒､末梢
性めまい症

ｸﾗｼｴ黄連解毒湯ｴｷｽ錠､
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾚ
ﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

75 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

76 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 急性膵炎 支給

77 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 ｵｰｽｷﾞ温清飲ｴｷｽG 間質性肺炎 支給

78 乳癌
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

79
風邪症状の緩和､関節ﾘ
ｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
新ﾙﾙAｺﾞｰﾙﾄﾞs

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

80 ｱﾙｺｰﾙ依存症 ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

81

関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､肝
障害､気管支喘息､下腿
浮腫､疼痛､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
皮膚炎､逆流性食道炎

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

82
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢性副
鼻腔炎(及び局麻手術)､
鎮痛

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 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

83
総胆管拡張､腹部大動
脈瘤

ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ及びそれに続発した急
性肺水腫

支給

84
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ｽﾃ
ﾛｲﾄﾞ糖尿病

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

85
高血圧､冠攣縮性狭心
症(疑い)

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg｢日医工｣､ｱﾑﾛ
ｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢NP｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

86 神経症･月経前症候群
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

87
機能性出血､卵巣機能
不全症

ｿﾌｨｱA配合錠 肺血栓塞栓症 支給

88
左急性外耳道炎､急性
咽頭炎､上気道炎､気管
支炎､扁桃腺炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS､ﾎｽﾐｼﾝS静注用
1g､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

89 L5/S1 椎間板ﾍﾙﾆｱ
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

蕁麻疹型薬疹､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

90 重症貧血 照射赤血球液-LR｢日赤｣
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

91
急性気管支炎(高熱､頭
痛､息苦しい)

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠250mg｢ﾄｰﾜ｣

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

92 発熱､下痢
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg､ﾛﾍﾟﾐ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ1mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

93 肺非結核性抗酸菌症
ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｴﾌﾞ
ﾄｰﾙ250mg錠

無顆粒球症 支給

94 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型 ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

95 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

96
両変形性膝関節症､腰
部脊柱管狭窄症

ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μg､ｾﾙﾃﾌﾟﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､ﾄﾗﾑｾｯﾄ
配合錠

薬物性肝障害 支給

97 急性呼吸不全2型､肺炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ
錠250mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合
点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ4.5
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩
酸塩錠15mg｢ｻﾜｲ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 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

98 (健診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

99 (健診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD S状結腸穿孔 支給

100
健診CTにて肝腫瘍を指
摘され二次精査目的

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

過敏症(蕁麻疹) 支給

101 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

102
脳挫傷後遺症､ｱﾙﾂﾊｲ
ﾏｰ病､多発性脳梗塞､
器質性精神病

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg､ｼﾛｽﾀｿﾞｰ
ﾙ錠100mg｢日医工｣

無顆粒球症 支給

103 下肢蜂窩織炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

104 てんかん､脳梗塞

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ｴﾀﾞﾗﾎﾞ
ﾝ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ30mg｢
日医工｣､ｵｻﾞｸﾞﾚﾙNa点滴
静注80mgﾊﾞｯｸﾞ｢ﾀｶﾀ｣

血小板減少性紫斑病 支給

105 急性上気道炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

106 発熱38.2℃ 小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ

ﾗｲ症候群による精神･運動発達遅
延(疾病)
ﾗｲ症候群による精神･運動発達遅
延及びそれに続発した胃食道逆流､
腸管蠕動運動低下､脱水症による
死亡(死亡)

支給

107 Wegener 肉芽腫

①ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ20mg

①右側大腿骨骨頭無腐性壊死､骨
粗鬆症及びこれに続発した脊椎多
発性圧迫骨折･脊髄症(疾病)
②敗血症(疾病)
敗血症による死亡(死亡)

支給

108 解離性大動脈瘤
ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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

支給

109 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部及び右大腿骨骨頭
無腐性壊死による歩行障害

障害
２級

１年毎

110 自己免疫性溶血性貧血 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
下肢機能障害､両側上腕骨骨頭無
腐性壊死による上肢機能障害

障害
１級

１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

111 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ｻｸｼ
ｿﾞﾝ300､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ錠0.5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両
側大腿骨骨頭無腐性壊死による肢
体機能障害

障害
１級

１年毎

112

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
１級

１年毎

113
糖尿病､類天疱瘡､HT､
HL､認知症､便秘症

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg
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)

※

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 骨髄異形成症候群
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(42-0838-3122)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染症による肝障害 支給

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

114 過敏性腸症候群
ｱﾛｰｾﾞﾝ顆粒､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠
5mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10､ﾄﾗﾝｺﾛ
ﾝ錠7.5mg､ｺﾛﾈﾙ錠500mg

急性胃腸炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

115 水疱性類天疱瘡
ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ軟膏0.05%､ﾘﾝ
ﾃﾞﾛﾝ-VGﾛｰｼｮﾝ

組織融解による胸骨離解と腹壁瘢
痕ﾍﾙﾆｱ

医薬品以外の原因によ
る

不支給

116 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 転移性脊椎腫瘍 判定不能 不支給

117 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾌｫ
ﾘｱﾐﾝ錠､ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
500mg､ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ
g､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg他

MTX関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 判定不能 不支給

118
拡張型心筋症(軽度)､腰
椎間板ﾍﾙﾆｱ

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｵﾙ
ｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液3.8mg､ｸﾚｽ
ﾄｰﾙ錠2.5mg､ｱｰﾁｽﾄ錠
2.5mg

一過性意識消失発作
医薬品以外の原因によ
る

不支給

119 B型肝炎 ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg 未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

120

2型糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､便秘症､関節ﾘｳ
ﾏﾁ､(関節ﾘｳﾏﾁに続発
する)変形性関節症

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾌﾞｼﾗﾝﾄ
錠100､ﾃﾞｿﾞﾗﾑ錠0.5mg他

EBｳｲﾙｽ陽性､びまん性大細胞型B
細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫<ﾒﾄﾄﾚｷｾｰﾄ関連ﾘﾝﾊﾟ
増殖性疾患>

判定不能 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

121
急性心不全､前立腺肥
大､前立腺癌

ｴｽﾄﾗｻｲﾄｶﾌﾟｾﾙ156.7mg､
ﾕﾘｰﾌ錠4mg､ｻﾑｽｶ錠
7.5mg､ｱﾝｶﾛﾝ注150､ｱﾝｶ
ﾛﾝ錠100

薬物性肝障害(疾病)
判定不能(障害)

対象除外薬である（疾
病）
判定不能（障害）

不支給

122 ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

薬物性肝障害 判定不能 不支給

123
非弁膜症性心房細動､
糖尿病､脂質異常症

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ
D錠0.25mg､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠
10mg､ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠､ﾃﾈﾘ
ｱ錠20mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

124 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

125 不眠､動悸
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害､血小板減少症､白血球減少症

不適正使用 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）

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」）



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

126

化膿性扁桃腺炎､脱水
症､食欲不振､発熱
(39.5℃)､喉の痛み(軽
度)があったため

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
PL配合顆粒､ﾕﾅｼﾝ-S静
注用1.5g､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

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)

判定不能 不支給

127 両化膿性股関節炎 ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 色素沈着 入院相当でない 不支給

128 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg ﾙｰﾌﾟｽ様症候群 入院相当でない 不支給


