
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 腸炎､腹膜炎
ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1g､ｼﾌﾟﾛﾌ
ﾛｷｻｼﾝ点滴静注
300mg/150mL｢明治｣

溶血性貧血 支給

2
人工股関節感染､骨粗
鬆症､C型慢性肝炎(肝
硬変疑)

ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg
血小板減少症､溶血性貧血､ﾘﾝﾊﾟ球
減少症､薬物性肝障害､慢性腎臓病
の急性憎悪

支給

3
高血圧､高脂血症､左大
腿骨頸部骨折､非定型
肺炎､間質性肺炎､不眠

①ｸﾚｽﾄｰﾙOD錠2.5mg､ﾛ
ｾﾞｵｰﾙ錠60mg
②ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL､ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ
酒石酸塩OD錠5mg｢ｻﾜｲ｣

①間質性肺炎(疾病)
②汎発型薬疹(疾病)
間質性肺炎に続発した敗血症によ
る死亡(死亡)

支給

4
心房細動､高尿酸血症､
咽頭炎･喉頭炎

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10､ﾍﾞﾌﾟﾘ
ｺｰﾙ錠50mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

5
左急性感音難聴､ﾒﾆｴｰ
ﾙ病

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ｲｿﾊﾞ
ｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL､ｶ
ﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ錠50単位｢日
医工｣､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ
g､ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μg｢NP｣

間質性肺炎 支給

6
咽頭炎､気管支炎､急性
咽頭炎､気分変調症､不
眠症

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝL錠45mg

過敏症(顔面浮腫､口腔浮腫･びら
ん)

支給

7
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢日医
工｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾌﾞｼ
ﾗﾝﾄ錠100

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

8 うつ病
ﾒｲﾗｯｸｽ錠1mg､ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸
ｴﾁﾙ錠1mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

9
尋常性乾癬､喘息､高血
圧､胃潰瘍､ﾄﾞﾗｲｱｲ

ﾙﾐｾﾌ皮下注210mgｼﾘﾝｼﾞ 肺炎 支給

10
糖尿病､十二脂腸潰瘍､
ﾋﾟﾛﾘ感染症､感冒

ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒､ﾏﾘｾﾞﾌﾞ
錠25mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg

間質性肺炎 支給

11 ｼｮｯｸ､多量出血

照射赤血球液-LR｢日
赤｣､新鮮凍結血漿-LR｢
日赤｣240､照射濃厚血小
板-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

12

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症､逆
流性食道炎(維持療法
の必要な難治性食道
炎)､慢性胃炎､排便障
害､麻痺性便秘症

①ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ｱﾘｾﾌﾟﾄ
錠3mg､ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠5mg
②ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg､ｱﾘｾﾌﾟﾄ
錠5mg

①薬物性肝障害(疾病)
②十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続
発した腹膜炎(疾病)
十二指腸潰瘍に続発した腹膜炎に
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

13 片頭痛 ｲﾐｸﾞﾗﾝ注3 心肺停止 支給

14

特発性器質化肺炎､腰
痛､下肢痺れ､両側変形
性膝関節症､末梢神経
障害､高尿酸

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ﾊﾞｸﾀ配合錠

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)及
びそれに続発した硬膜外膿瘍

支給

15
急性咽頭炎､鼻水止､胃
炎の治療

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
ZE｣､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾁﾘ
ｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢TOA｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
ｸﾆﾋﾛ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
ｸﾆﾋﾛ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

16
急性扁桃炎および急性
咽喉頭炎

ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200､ﾍｷｻﾄﾛﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ250mg､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾄﾗﾝ
ｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

17
気管支喘息､急性気管
支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
急性咽頭炎､急性胃炎

ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ｱﾌﾟﾚｰｽ錠100mg､
ｴﾊﾞｽﾃﾙ錠10mg､ｷﾌﾟﾚｽ錠
10mg､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg､ﾌ
ｽｺﾃﾞ配合ｼﾛｯﾌﾟ

固定薬疹 支給

18 頚椎症性神経根症
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用3g

出血性大腸炎 支給

19
心房細動､狭心症､両変
形膝関節症

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢KN｣､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾘｸｼｱﾅ
錠30mg

消化管出血 支給

20 左大腿骨慢性骨髄炎 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

21

咽喉頭異常感症､むく
み､鼻炎､けいれん､急
性散在性脳脊髄炎､EB
ｳｨﾙｽ感染症､症候性て
んかん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 間質性肺炎 支給

22 前立腺炎治療のため ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

23

胸のしこり感､違和感が
あった｡→乳腺ｸﾘﾆｯｸに
受診したが異常がな
かった｡自律神経､女性
ﾎﾙﾓﾝのﾊﾞﾗﾝｽのくづれ
を感じていた｡疲れやす
い｡生理前の気持ちの
落ち込みが強い｡など｡
顔の皮ﾌのふきでもの､
背中の発疹が多くあり､
相談にて､すすめられた
ため｡

東洋の柴朴湯､柴朴湯ｴｷ
ｽ[細粒]82､東洋の温清
飲､温清飲ｴｷｽ顆粒KM

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

24 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症 支給

25
大腸憩室炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染､てんかん

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g｢日医
工｣

多形紅斑型薬疹 支給

26
高血圧､頭痛､不眠症､
逆流性食道炎､慢性胃
炎､ﾋﾟﾛﾘ菌感染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400
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

27

末期腎不全､腎性貧血､
ｼｮｯｸ､高血圧､利尿､便
秘､内ｼｬﾝﾄ設置術後､ﾌﾞ
ﾗｯﾄﾞｱｸｾｽｶﾃｰﾃﾙ挿入

①ﾍﾊﾟﾘﾝNa透析用200単
位/mLｼﾘﾝｼﾞ20mL｢ﾌｿｰ｣
②ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝNa静注5千単
位/5mLｼﾘﾝｼﾞ｢HK｣

①ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症(1回
目､2回目)(疾病)
②ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症(3回
目)(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発
した多臓器不全による死亡(死亡)

支給

28 虫垂周囲膿瘍

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ
0.5g｢明治｣､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服
錠250mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢DSEP｣

顆粒球減少症 支給

29 感染性腸炎､気管支炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸
塩錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ
錠500

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

30
気管支喘息､急性気管
支炎

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐放
OD錠45mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢日医工｣､ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

31 胃痛､胸やけ ﾏﾘｼﾞﾝAｸﾞﾘｰﾝ 薬物性肝障害 支給

32 重症気管支喘息

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

33

変形性脊椎症､骨粗鬆
症､両変形性股関節症､
両変形性膝関節症､非
弁膜症性心房細動､高
血圧､高尿酸血症､神経
障害性疼痛､急性胆管
炎

ｲｵﾍﾞﾘﾝ300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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

34 急性肺炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

間質性肺炎 支給

35
変形性膝関節症､高血
圧症､急性副鼻腔炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢TCK｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

36
甲状腺機能亢進症､咽
頭部異和感

ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠
5mg

好中球減少症､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

37 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い ﾗｷｿﾃﾞｰﾄ内用液0.75% 虚血性大腸炎 支給

38 手掌多汗症､ｲﾗｲﾗ感

ｶﾈﾎﾞｳ黄連解毒湯ｴｷｽ細
粒､ｸﾗｼｴ黄連解毒湯ｴｷｽ
細粒､ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

腸間膜静脈硬化症 支給

39 急性胆管炎 ｽﾙﾀﾑｼﾞﾝ静注用1g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

40
高血圧症､じん麻疹､急
性結膜炎

ﾅﾄﾘｯｸｽ錠2 多形紅斑型薬疹 支給

41 潰瘍性大腸炎
ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg､ｱｻｺｰﾙ
錠400mg

薬物性肝障害 支給

42 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

S状結腸穿孔 支給

43
急性咽頭炎(溶連菌感
染症)

ｺｶｰﾙ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝ錠
250

多形紅斑型薬疹 支給

44 発熱､関節痛､咽頭炎 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢JG｣
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

45
嘔気､不眠､疼痛､発熱､
先天性股関節脱臼､頭
痛 だるさがあったため

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD
錠10､ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸL錠

薬物性肝障害 支給

46
常染色体優性多発性の
う胞腎

ｻﾑｽｶ錠7.5mg､ｻﾑｽｶ錠
30mg

薬物性肝障害 支給

47 腎盂腎炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｾﾌｼﾞﾆﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

多形紅斑型薬疹 支給

48
急性上気道炎､左下葉
肺癌

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢日医工｣､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200

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

49 肥満症
｢ｸﾗｼｴ｣漢方防風通聖散
料ｴｷｽEX錠

間質性肺炎 支給

50 急性腎盂腎炎 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠
播種状紅斑丘疹型薬疹､白血球減
少症､血小板減少症

支給

51 急性気管支炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､PL配合
顆粒

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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

52 頻脈性不整脈
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

53
右肩関節周囲炎(右肩
関節痛)､術後疼痛､胸
腺腫手術､鎮痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

54 肺結節
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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

支給

55
2型糖尿病による高血
糖

ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃ
ｵｽ

嘔気､嘔吐 支給

56
神経因性膀胱､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､骨粗鬆症 第
12胸椎圧迫骨折

ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注用56.5μ
g(溶解液添付製品)

意識消失 支給

57
顔面けいれん､高血圧､
急性咽頭喉炎

ｵﾙﾒﾃｯｸOD錠10mg､ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

58
ｳｲﾙｽ感染症疑い 熱中
症疑い､発熱､頭痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠300 多形紅斑型薬疹 支給

59 母指変形性CM関節症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

60 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎 支給

61
心房細動､高血圧症､関
節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
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

62
避妊目的にて､月経不
順にて､双極性感情障
害､睡眠障害

ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙ錠3mg｢日医工｣､ｱﾘ
ﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣

深部静脈血栓症､肺血栓塞栓性 支給

63 発作性心房細動
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠
2.5mg｢ﾄｰﾜ｣

洞不全症候群 支給

64 急性咽頭気管支炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

65
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

66
頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､顆粒球
減少症､高血圧症

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｼﾞｪ
ﾆﾅｯｸ錠200mg､ｾﾌﾄﾘｱｷｿ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用1gﾊﾞｯｸﾞ｢
NP｣

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

67
頚部化膿性ﾘﾝﾊﾟ節炎､
鼻炎､咽頭炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ
ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢OK｣

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

68
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､気管切開抜
去後の痰のつかえる感
じ

①ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣
②ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

69 原発性胆汁性胆管炎
ﾂﾑﾗ茵ちん蒿湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

腸間膜静脈硬化症 支給

70
双極性感情障害､不眠
症､副鼻腔炎

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢JG｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配
合錠250RS､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠250mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

71
結核性精巣上体炎､肺
結核､精巣上体結核

硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用
1g｢明治｣､ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

72 尿道狭窄
ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

間質性肺炎 支給

73 不整脈(心室性期収縮) ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

74
副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

75 潰瘍性大腸炎
ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

心膜炎 支給

76 耳下腺炎

①ｸﾗﾘｽ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg､ｴﾎﾞｻﾞｯｸｶﾌﾟｾﾙ
30mg
②ｸﾗﾘｽ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg

①汎発型薬疹
②薬物性肝障害

支給

77 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg 無顆粒球症 支給

78 肺炎 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

79 過長月経 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

80 急性咽頭喉頭炎 ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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

81
高血圧症､溶連菌感染
症､感冒薬､鎮痛薬

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､PL配合顆
粒､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

82 両上下肢痛 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

83
感冒の診断にて処方､
解熱

PL配合顆粒､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

84 非弁膜性心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 下部消化管出血 支給

85 潜在性結核感染症
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

86
急性咽頭炎､扁桃腺炎､
膀胱炎疑い

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

87
便秘症､便失禁､骨粗鬆
症

ﾂﾑﾗ潤腸湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

88 関節ﾘｳﾏﾁ､脊椎関節炎
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

89
急性咽喉頭炎､喉頭浮
腫

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

出血性大腸炎 支給

90 脳動静脈奇形の疑い ﾌﾟﾛｽｺｰﾌﾟ300注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

91 急性気管支炎
ﾃﾞﾄﾒﾌｧﾝ錠15mg､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg､ﾆﾌﾗﾝ錠75mg､ﾉ
ｲﾁｰﾑ錠90mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

92 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠
200､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣

汎発型薬疹 支給

93 喘息性気管支炎

ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用3g､ｱﾝ
ﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢
日医工｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩徐
放OD錠45mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ｸﾗﾘ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢NP｣､ﾓ
ﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KN｣

多形紅斑型薬疹 支給

94 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
S状結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

95 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

96

急性上気道炎､顔面の
炎症(浮腫性の紅斑)､抗
ｱﾚﾙｷﾞｰ､抗ﾋｽﾀﾐﾝ､制吐
作用､胃保護､解熱鎮痛

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢
KN｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣

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

97 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠
2.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

98 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 支給

99
鼻中隔弯曲症･ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎に対する手術

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ｿｾｺﾞ
ﾝ注射液15mg

一過性血圧上昇 支給

100
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､左ｽ
ﾃﾛｲﾄﾞ性膝関節症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
左化膿性膝関節炎及びそれに続発
した変形性膝関節症

支給

101 急性気管支炎
ﾒﾁｽﾀ錠250mg､ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による肝機能障害(障
害)

支給
２級

１年毎

102
気管支炎､脱水症､不明
熱､単純疱疹､(予防)

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 間質性肺炎 支給

103
高脂血症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､胃炎､骨粗鬆症

ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10
薬物性肝障害に続発した再生不良
性貧血

支給

104
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､移植片対
宿主病

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6.6mg､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠4mg､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

105 皮膚筋炎､間質性肺炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､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

106 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

107
混合性結合組織病
(MCTD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用1000mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

108
間質性肺炎､右乳房上
外側部乳癌

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6.6mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給
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109 多発性硬化症
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､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による
両股関節機能障害

障害
２級

３年毎

110
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注 第8脳神経障害による感音難聴
障害
２級

３年毎

111
移植片対宿主病､自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手
根骨無腐性壊死による肢体機能障
害

障害
２級

１年毎

112
移植片対宿主病
(GVHD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部無腐性壊死による
両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

113 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

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
２級

１年毎

114 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

１年毎

115 薬剤熱､てんかん､肺炎

①ﾃﾞﾊﾟｹﾝ細粒40%､ﾊﾞﾚﾘﾝ
ｼﾛｯﾌﾟ5%
②ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴
静注用0.5g｢MEEK｣

①発熱(疾病)
②急性腎不全(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
(疾病)
不支給
(障害)

116

急性上腸間膜動脈閉塞
症､急性ｽﾄﾚｽ潰瘍予
防､胃潰瘍､敗血症､うっ
血性心不全､重症薬疹､
SJS､原因不明のｼｮｯｸ
で副腎不全を疑う

①ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射用
20mg｢ｻﾜｲ｣､ｿﾞｼﾝ静注用
4.5､ﾗｼｯｸｽ注20mg
②水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ｿﾙ･
ｺｰﾃﾌ注射用100mg

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)(疾病)
②ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ腸炎及びそれに続
発した小腸穿孔(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)

※

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。



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

117 高血圧､高脂血症､腰痛
ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg､ｸﾚｽﾄｰﾙ
錠2.5mg､ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠
40mg､ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg

腸閉塞
医薬品以外の原因によ
る

不支給

118
深部静脈血栓症､肺塞
栓症､腰痛症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾉｲﾛﾄﾛ
ﾋﾟﾝ錠4単位､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
25mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
ｻﾜｲ｣､ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸｽﾞﾎﾟ25
他

薬物性肝障害
医薬品以外の原因によ
る

不支給

119 骨粗鬆症

ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg､
ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注用56.5μg､
ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾉﾙﾊﾞｽｸOD錠2.5mg､ﾏ
ｸﾞﾗｯｸｽ錠330mg他

(直接死因)不詳、(症状)全身筋骨格
硬直ならびに拘縮

医薬品以外の原因によ
る

不支給

120

心筋梗塞､逆流性食道
炎､狭心症､心不全､糖
尿病､高尿酸血症､高血
圧､高脂血症､糖尿病性
壊疽､抗血栓､感染疑
い､肺炎､AF､肺炎疑い

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢日医
工｣､ｱｰﾁｽﾄ錠10mg､ｱﾏ
ﾘｰﾙ1mg錠他

未記入
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

121 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｱﾚｸﾞﾗ錠
60mg

無顆粒球症 不適正使用 不支給

122
変形性脊椎症､左股関
節痛､高血圧症､脂質異
常症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻ
ﾜｲ｣

浮腫 入院相当でない 不支給

123
乾癬性関節炎､2型糖尿
病

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg､ﾋｭﾐ
ﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL､ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg､ﾘﾘ
ｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

間質性肺炎の増悪(疾病)
間質性肺炎の増悪による死亡(死
亡)

対象除外薬である 不支給

124
甲状腺機能亢進症､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
歯痛･歯肉炎､左季肋部
痛

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､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 判定不能 不支給

126
子宮平滑筋肉腫(肺転
移)

ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用10 心筋症､心不全 対象除外薬である 不支給

127
関節ﾘｳﾏﾁ､治療薬の副
作用予防

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ1.0mL

再生不良性貧血による日常生活障
害

障害等級不該当 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」）


