
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
ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎､IgG4関
連疾患

ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg 薬物性肝障害 支給

2

骨粗鬆症､足底角化症､
白癬､鶏眼､ﾗｸﾅ梗塞､難
治性逆流性食道炎､脂
漏性角化症､腰部脊柱
管狭窄症､子宮膣部び
らん､運動器不安定症､
慢性肝炎､慢性肝炎の
急性増悪､便秘症､肝性
浮腫､高血圧症､低ｱﾙﾌﾞ
ﾐﾝ血症､ﾋﾞﾀﾐﾝK欠乏症､
肝硬変症､低カリウム
症､ﾋﾞﾀﾐﾝ欠乏症､急性
肝炎､急性胃炎､高脂血
症､不眠症､うつ病､鉄欠
乏性貧血､右膝半月板
損傷､一側性外傷後膝
関節症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ｱﾓﾊﾞﾝ錠7.5､ﾄﾞｸﾞ
ﾏﾁｰﾙ錠50mg､ｱﾀﾗｯｸｽ-P
注射液(25mg/ml)､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50mg､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα点滴
用ｷｯﾄ1g､ﾑｺｽﾀ錠100mg､
ﾘｸｼｱﾅ錠15mg､ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ
S600

薬物性肝障害 支給

3
急性肺炎､肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙ
ｽ症､紅皮症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症及びそれに続発した
心不全(疾病)
ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症に続発した心不全に
よる死亡(死亡)

支給

4

狭心症､関節ﾘｳﾏﾁ､高
血圧､糖尿病､脂質異常
症､手指OA､LSCS､右肩
痛

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､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｣､ﾊﾞ
ｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｴﾌｨｴﾝ
ﾄ錠3.75mg

白血球減少症 支給

5
関節ﾘｳﾏﾁ､間質性肺
炎､ﾘｳﾏﾁ性筋痛症､高
脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾛﾚﾙｺ錠
250mg

出血性十二指腸潰瘍 支給

6
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

7
双極性障害､2型糖尿
病､高脂血症

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣､ｱ
ﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢EE｣､ﾗ
ﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠
100mg､ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠
250mgMT｢TE｣

赤芽球癆 支給

8

高血圧､頚動脈硬化症､
うつ病､不眠症､高脂血
症､肺炎､血圧低下､神
経因性膀胱､第1腰椎圧
迫骨折

ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg

ｺﾘﾝ作動性ｸﾘｰｾﾞ及びそれに続発し
た肺炎(疾病)
ｺﾘﾝ作動性ｸﾘｰｾﾞ及びそれに続発し
た肺炎による死亡(死亡)

支給

9
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400
急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)､
間質性肺炎

支給

10 肺結核
①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲ
ﾄﾞ原末
②ｲｽｺﾁﾝ錠100mg

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

平成30年度第３回副作用・感染等被害判定第二部会：平成30年９月20日(木)
(副作用被害判定結果)



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

11
月経前症候群､浮腫､頭
重､頭痛､湿疹､全身倦
怠感

ﾄﾁﾓﾄのｲﾚｲｾﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｶ
ｼｭｳ､ﾄﾁﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄ
のｺｳﾌﾞｼ､ﾄﾁﾓﾄのｺﾞｼﾂ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｻｲｺ､ﾄﾁﾓﾄのｼｬｸﾔｸ､
ﾄﾁﾓﾄのｼｮｳｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾄ
ｳｷ､ﾄﾁﾓﾄのﾄｳﾆﾝ､ﾄﾁﾓﾄの
ﾄﾞｸｶﾂ､ﾄﾁﾓﾄのﾊｯｶ､ﾄﾁﾓﾄ
のﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ､ﾄﾁﾓﾄのﾌﾞｸﾘｮ
ｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞﾚｲ､ﾄﾁﾓﾄのﾖｸ
ｲﾆﾝ､ﾄﾁﾓﾄのﾘｭｳｺﾂ､ﾄﾁﾓﾄ
のｷｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのｻﾝｼｼ､ﾄﾁ
ﾓﾄのﾆﾝﾄﾞｳ､ｺﾀﾛｰ五苓散
料ｴｷｽ細粒､ｵｰｽｷﾞ川きゅ
う茶調散料ｴｷｽTG､ｺﾀﾛｰ
竜胆瀉肝湯ｴｷｽ細粒､ｼﾞｭ
ﾝｺｳ補中益気湯FCｴｷｽ錠
医療用､ﾄﾁﾓﾄのｵｳﾊﾞｸ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｵｳﾋ､ﾄﾁﾓﾄのｺｳﾍﾞｲ､ﾄ
ﾁﾓﾄのｾｯｺｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾁﾓ､ﾄ
ﾁﾓﾄのﾆﾝｼﾞﾝ､ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞｸｿ
ｸ

薬物性肝障害 支給

12

胃腸炎、感冒、高血圧
症、胸水、便秘症、高尿
酸血症、痛風発作、脂
質異常症、アルコール
離脱せん妄

ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ1mg｢ｻﾜｲ｣

蕁麻疹型薬疹､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

13
頚部挫傷･腰部挫傷､気
管支炎､胃腸炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､咽頭炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠500 劇症肝炎 支給

14

急性上気道炎､耳鳴り､
めまいのため(店舗の方
に問い合わせたところ
耳鳴りに効果があると
効き購入)

滋腎通耳湯ｴｷｽ細粒G｢ｺ
ﾀﾛｰ｣､ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ｼﾞｪﾆ
ﾅｯｸ錠200mg

間質性肺炎 支給

15
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､じんま疹､左
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､生理痛

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾌﾟﾙｽﾏﾘ
ﾝA錠15mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､
ﾑｺﾀﾞｲﾝDS50%､ﾉｲﾁｰﾑ錠
90mg､ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾊﾞﾘ
ﾌｧｯｸｽ

多形紅斑型薬疹 支給

16 慢性膵炎急性増悪

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用
1gﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣､ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒｼ
ﾙ酸塩注射用100mg｢ｻﾜ
ｲ｣

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
脳症による高度脳機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

17
間質性肺炎､右乳房上
外側部乳癌

ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg､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

18
腰痛､前胸部痛､側腹部
痛､鼠径部痛

ﾄﾁﾓﾄのｴﾝｺﾞｻｸ､ﾄﾁﾓﾄのｵ
ｳｷﾞ､ﾄﾁﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄ
のｺｳﾌﾞｼ､ﾄﾁﾓﾄのｻｲｺ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｻﾝｿｳﾆﾝ､ﾄﾁﾓﾄのｼｬｸ
ﾔｸ､ﾄﾁﾓﾄのｼｬｾﾞﾝｼ､ﾄﾁﾓﾄ
のｼｭｸｼｬ､ﾄﾁﾓﾄのｼﾞｵｳ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｾﾝｷｭｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾁｮｳﾄ
ｳｺｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾄｳｷ､ﾄﾁﾓﾄの
ﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ､ﾄﾁﾓﾄのﾌﾞｸﾘｮｳ

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

19
急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病､臍
帯血移植後

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

20

高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､不眠症､肩こり､頚
部痛､石綿肺､特発性気
管支炎､慢性胃炎、心
室性期外収縮、ピロリ
菌の除菌

ﾏｲｽﾘｰ錠10mg､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸ
ｴﾝ酸塩錠5mg｢DSEP｣､ﾒｷ
ｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣､ﾗﾍﾞ
ｷｭｱﾊﾟｯｸ800

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

21
自己免疫性膵炎、逆流
性食道炎、カリニ肺炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙOD錠15mg｢日医工｣

無顆粒球症 支給

22
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､子
宮内膜症

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

23

高尿酸血症､片頭痛､急
性胃炎､咽頭喉頭炎､ｱﾄ
ﾋﾟｰ性皮膚炎､うつ病､逆
流性食道炎､慢性胃炎

ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg､ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
OD錠20mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

24

心房中隔欠損症､手術
のための全身麻酔導
入､血圧維持のため使
用

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10mg､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ
静注用1.5g

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

25 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

26
爪白癬、高血圧症、2型
糖尿病、高脂血症、薬
疹

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｱﾚﾛｯｸ錠5､ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏ
ﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾑ
ﾛｼﾞﾝ錠5mg､ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa
錠10mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾞｽﾀｰ錠
10mg､ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg

薬物性肝障害 支給

27 肥満､糖尿病
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 気管支炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

29 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

30 歯周組織炎､歯肉膿瘍
ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

薬物性肝障害 支給

31
うつ病､不眠､肥満､ﾊﾞｾ
ﾄﾞｳ病､上気道炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃ
ｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩
酸塩錠100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50mg｢日
新｣

薬物性肝障害､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

32 ﾋﾟﾛﾘ除菌の為 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

33 急性前壁心筋梗塞
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS

間質性肺炎 支給

34 胸部大動脈瘤の診断
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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

35

ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支炎､
咳､ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ気管支炎
疑い､急性咽頭喉頭炎､
鼻酒渣､胃部不快感

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
MEEK｣､ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ麦
門冬湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢杏
林｣

薬物性肝障害 支給

36
左下肢深部静脈血栓
症､蜂巣炎

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 間質性肺炎 支給

37
気管支拡張症､ﾉｶﾙｼﾞｱ
肺炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

38 急性腎盂腎炎､解熱
ｶﾛﾅｰﾙ細粒50%､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

蕁麻疹型薬疹 支給

39 帯状疱疹､(予防)､発熱

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣､ﾊﾞﾌｧﾘﾝA,ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､
ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛湯ｴｷ
ｽｶﾌﾟｾﾙ､ｲﾝﾄﾞﾒﾀｼﾝ坐剤ｼ
ｵｴ

薬物性肝障害 支給

40 頚椎症､RS3PE
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

多形紅斑型薬疹 支給

41 鼻炎の為 胸やけの為 ﾊﾟﾝｼﾛﾝ 薬物性肝障害 支給

42 熱が出た為
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､新ﾙﾙ-A
錠s

薬物性肝障害 支給

43
急性咽頭炎､急性喉頭
炎､急性扁桃炎､発熱､
脱水症､胃粘膜保護

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｺｶｰﾙ錠
200mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒10%｢
ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

44
逆流性食道炎､慢性胃
炎､過敏性腸症候群､便
秘､腰痛､胃もたれ

ﾄﾗﾝｺﾛﾝ錠7.5mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5

便秘及びそれに続発したS状結腸
炎及び直腸炎

支給

45

両側内頚動脈狭窄症､
脳梗塞後遺症､本能性
高血圧症､虚血性心疾
患､2型糖尿病､左内頚
動脈狭窄症､症候性て
んかん

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg､ｱﾚﾋﾞｱ
ﾁﾝ注250mg

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



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

46
腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ､腰部
脊柱管狭窄症､消化器
官保護

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ｶﾞｽﾀｰD
錠20mg、ﾌﾟﾛﾚﾅｰﾙ錠5µg

薬物性肝障害 支給

47
急性気管支炎､気管支
炎

ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

48
ﾘｳﾏﾁ性心膜炎､全身性
ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

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500mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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

49
痛風､筋緊張性頭痛､39
度5分以上の高熱が続
いたため

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

50
8┐Perico､右側下顎骨
骨膜下膿瘍､Perico､歯
の痛みと発熱

①ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60㎎｢
ﾄｰﾜ｣､ｱｾﾘｵ静注液1000
㎎ﾊﾞｯｸﾞ､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ
坐剤25㎎｢JG｣､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ
錠50㎎､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ｳｲﾙｸｴｽﾄIPa
②ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ｻﾜｼ
ﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射
用1g

①薬物性肝障害
②ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下剤

支給

51 発熱(原因不明)
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

多形紅斑型薬疹 支給

52
急性咽頭炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑い

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｿﾗ
ﾝﾀｰﾙ錠100mg､ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄ
ﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠
15mg｢NP｣､ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg
｢ﾀｲﾖｰ｣､PL配合顆粒

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

53 急性上気道炎､咽頭痛

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｶﾌｺﾃﾞN配合
錠､ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠
150mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢KN｣

紅皮症型薬疹 支給

54
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、湿疹、じんま
しん、皮フ掻痒

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞ
ﾝ塩酸塩錠5mg｢明治｣､ｱﾀ
ﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg

薬物性肝障害 支給

55
神経症(不安症)､生理痛
のため

ﾘﾝｸﾞﾙｱｲﾋﾞｰ200 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

56 急性上気道炎､乳癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ｶﾛﾅｰﾙ錠300

薬物性肝障害 支給

57 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
小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

58
中心性漿液性網脈絡膜
症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

59

慢性前立腺炎､高尿酸
血症､急性咽喉頭炎､慢
性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､三叉神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ｸﾗﾘｽ
錠200

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

60 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

61
腰部脊柱管狭窄症､頚
椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､腰痛

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢日
新｣､ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

出血性十二指腸潰瘍 支給

62

原発性甲状腺機能低下
症､急性上気道炎､重症
筋無力症､表在性充血､
下痢症､胃潰瘍､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎

ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾍﾟﾚｯｸ
ｽ配合顆粒､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ250mg

多形紅斑型薬疹 支給

63
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
高尿酸血症

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

64 右側外耳道損傷､耳漏

ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢NP｣､ﾌｧﾛﾑ錠
200mg

出血性大腸炎 支給

65 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ注
腸1g

間質性肺炎 支給

66 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ感染症 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 多形紅斑型薬疹 支給

67 器質化肺炎
ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙOD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

68 内頚動脈狭窄症 ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ75mL
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ､播種状紅斑丘疹
型薬疹

支給

69 急性上気道炎､発熱

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg
｢OK｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢YD｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢明治｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

70
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､ｶﾘﾆ肺炎予
防､胃潰瘍､かぜ､気管
支炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
錠｢ﾄｰﾜ｣20mg､ﾂﾑﾗ葛根
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾚﾎﾞﾌ
ﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢DSEP｣

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

71

咽頭炎､扁桃炎､気管支
炎､発熱症､脱水症､消
耗性疾患､降圧､糖尿病
性腎症､糖尿病､低K血
症､下痢､肝障害､両)緑
内障による眼圧上昇､
両)結膜炎による眼脂､
両)糖尿病網膜症の黄
斑浮腫

ｾﾌﾛﾆｯｸ静注用1g､ｸﾞﾚｰｽ
ﾋﾞｯﾄ錠50mg

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢(疾
病)
ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢に続
発した敗血症による死亡(死亡)

支給

72
月経困難症､右卵巣の
う腫､子宮内膜症

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

73 高血圧症､(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

74
月経困難症､子宮内膜
症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 深部静脈血栓症 支給

75
ST上昇型急性心筋梗
塞､血栓塞栓の治療

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
0.5mg､ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠､ｸﾛﾋﾟ
ﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢EE｣

消化管出血による貧血 支給

76

三叉神経痛疑い左頬骨
周囲痛､単純ﾍﾙﾍﾟｽ(顔
面)､蕁麻疹､急性上気
道炎

ﾏﾂｳﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆
粒､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
EMEC｣

薬物性肝障害 支給

77 糖尿病 ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠 薬物性肝障害 支給

78
糖尿病､気管支喘息､逆
流性食道炎､胃炎

ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg 間質性肺炎 支給

79 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症
ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200｢MEEK｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

80
急性気管支炎､高血圧､
前立腺肥大､DM､脂質
異常症､TIA

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢KN｣ 間質性肺炎 支給

81
重症成長ﾎﾙﾓﾝ分泌不
全性低身長症

注射用GHRP科研100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

82 洞不全症候群
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g｢
日医工｣

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

83 子宮内感染症
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

めまい 支給

84
上行結腸癌､便秘症､慢
性胃炎

ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T100､
ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T150､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD
錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｵｰﾂｶ｣

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

85 上気道炎､副鼻腔炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

86 急性上気道炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

87
特発性食道破裂､胸水
貯留､縦隔炎､肺炎

ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用1g､ｵﾒﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙ注射用20mg｢日医
工｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液20mg｢
日医工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

88 ﾋﾟﾛﾘ菌の除菌 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

89 関節ﾘｳﾏﾁ､慢性胃炎
ｹｱﾗﾑ錠25mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg
｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

90 副鼻腔炎､咽頭炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

91

原発性胆汁性胆肝炎
(PBC)+自己免疫性肝炎
(AIH)､ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ症候
群

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL
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

92
うつ病､高度不眠症､便
秘症

ｸﾗｼｴ防風通聖散ｴｷｽ錠 薬物性肝障害 支給

93

(検診)､脳梗塞後遺症､
胃潰瘍､逆流性食道炎､
不眠症､高脂血症､皮膚
掻痒症､睡眠障害､高血
圧症､末梢神経障害､頸
肩腕症候群､甲状腺機
能低下症

ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 下行結腸穿孔 支給

94 酒さ
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠
50mg

薬物性肝障害 支給

95

高血圧､脂質異常症､非
弁膜症性心房細動､難
治性逆流性食道炎､不
眠症､急性硬膜下血腫･
頭蓋内に関する開放創
合併なし､高ｶﾘｳﾑ血症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､便秘
症､左外傷性慢性硬膜
下血腫

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

96 丹毒､副鼻腔炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

97
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群(MCNS)､PCPの予
防

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾃﾊﾞ｣

無顆粒球症 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 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

汎血球減少症 支給

99 子宮内膜症 ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠1mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 薬物性肝障害 支給

100
骨粗鬆症, 関節ﾘｳﾏﾁ,
変形性頚椎症･膝関節
症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 左非定型大腿骨骨折 支給

101
労作性狭心症､子宮頚
癌疑い

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ7.5mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

102
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､SLE
に対するPSL(15mg)内
服

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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

103 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

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；請求
外)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両
側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢
体機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

104
下血(虚血性腸炎､直腸
潰瘍)

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤

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高度脳機能障
害による敗血症(死亡)

支給

105 双極性感情障害疑い ﾘｰﾏｽ錠200 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

106
良性頭位変換性めま
い､感染性腸炎､大腸癌
疑い

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ
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

107
右膝前十字靭帯断裂､
右半月板断裂

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺(疾病)
両下肢麻痺による両下肢機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

108 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

109

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(障害年金診断
書より記載)

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

110 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

111 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､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)

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脊柱機能障
害

障害
２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

112 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg
両側非定型大腿骨骨折(疾病)
両側非定型大腿骨骨折の遷延癒合
による両下肢機能障害(障害)

入院相当でない

不支給
（疾病）
支給
２級

１年毎
（障害）

※

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
急性骨髄性白血病　骨
髄移植後､血小板減少

照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(72-1834-8958)

大腸菌感染症による敗血症(疾病)
大腸菌感染症による敗血症による
死亡(死亡)

支給

2
多発性骨髄腫､発熱性
好中球減少症

赤血球液-LR｢日赤｣(01-
2727-8554)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害 支給

3 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(77-2432-2637)

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害 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

113

逆流性食道炎､去痰､不
整脈､心原性脳塞栓症､
慢性心不全､好酸球性
肺炎､不穏､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､不眠症､整腸剤､
胃炎､関節炎､尿路感染
症､頻尿､発熱､肺炎

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿﾙ･ﾒ
ﾙｺｰﾄ125､ｴﾘｷｭｰｽ錠
2.5mg､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用
1.5g他

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

114 悪性褐色細胞腫
ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg､ﾃﾞﾉ
ﾀｽﾁｭｱﾌﾞﾙ配合錠､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚ
ｽ錠4､ｶﾙﾃﾞﾅﾘﾝ錠2mg

致死性不整脈
医薬品以外の原因によ
る

不支給

115 慢性気管支炎

ｵﾝﾌﾞﾚｽ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ150
μg､dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸
塩散10%｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾃｵﾛﾝｸﾞ
顆粒50%､ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ細粒
2%､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ｻﾜｲ｣他

肺炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

116

気管支喘息､花粉症､熱
はなく鼻水が水のように
出た､目のかゆみと涙
目があり､くしゃみが出
たため

ｱﾚｸﾞﾗFX､ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠
200mg､ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
112.5mg

喘息発作
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

117 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg

肝硬変 不適正使用 不支給

118
特発性浮腫､高脂血症､
高尿酸血症､骨粗鬆症､
脳梗塞予防､上気道炎

ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

119 検診でHP(+) ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

120 S状結腸癌 ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T200 嘔気 不適正使用 不支給

121
肺腺癌､高尿酸血症､心
房細動､高血圧症

ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静注
100mg､ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ点滴静
注20mg､ｱﾛｼﾄｰﾙ錠
100mg､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg

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

122 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ
注射用100mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ配
合錠

骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰
椎圧迫骨折

入院相当でない 不支給

123 骨粗鬆症 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 左非定型大腿骨骨折 入院相当でない 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

124
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病；
請求外)
なし(死亡)

医薬品以外の原因によ
る

不支給


