
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 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒ
ﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣､ｱｻﾞﾙﾌｨ
ｼﾞﾝEN錠500mg､ｱｻﾞｽﾙﾌｧ
ﾝ腸溶錠500mg､ｻﾗｿﾞｽﾙ
ﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg｢日
医工｣､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4､ｶﾝﾃﾞｻ
ﾙﾀﾝ錠4mg｢あすか｣､ﾌｪﾌﾞ
ﾘｸ錠20mg
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
500mg､ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠
500mg､ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ
腸溶錠500mg｢日医工｣､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①汎血球減少症
②尿路結石

不適正使用

不支給
(①)
支給
(②)

2
間歇性跛行､非弁膜症
性心房細動

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

3
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎で体質
改善､結節性痒疹

ｲｽｸﾗ瀉火利湿顆粒 間質性肺炎 支給

4 心房細動､心不全 ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25 悪心､嘔吐 支給

5 脳梗塞､高血圧
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝOD錠5mg｢明治｣

無顆粒球症 支給

6 気管支喘息 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣ 間質性肺炎 支給

7
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､血
栓予防､抗凝固療法

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL｢
ﾓﾁﾀﾞ｣

脊髄硬膜外血腫(疾病；請求外)
脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢
体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

8 ﾙｰﾌﾟｽ腎炎､SLE
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､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

9 内痔核､裂肛

①ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)
②ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｵｽﾃﾗｯｸ錠200

①間質性肺炎(1回目)
②間質性肺炎(2回目)

支給

10 心房細動 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75mg 肺胞出血 支給

11 心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
0.5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg

皮膚･結合組織の菲薄化･脆弱化､
皮下血腫(疾病)
消化管粘膜の菲薄化に続発した消
化管出血による死亡(死亡)

支給

12 心房細動
①ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾍﾞﾌﾟﾘ
ｺｰﾙ錠100mg
②ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg

①心室頻拍(Torsade de pointes型)
②洞停止

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
慢性頭痛 冷え症 不眠
症､慢性胃炎･便秘症･
片頭痛

ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾏｲｽﾘｰ錠10mg､ｶﾞﾅ
ﾄﾝ錠50mg

薬物性肝障害 支給

14 静脈ﾙｰﾄの凝固防止
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単位
/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症及びそ
れに続発した脳静脈洞血栓塞栓症

支給

15
前立腺肥大症､前立腺
癌疑い

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ7.5mL

急性肺水腫 支給

16 高血圧
ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠40mg｢日医
工｣

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

17
適応障害､抑うつ状態､
感染性胃腸炎､食欲不
振

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾊﾟｷｼﾙCR錠
12.5mg

薬物性肝障害 支給

18 慢性好酸球性肺炎
水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液
100mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠2.5mg｢NP｣

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

19
体重増加､冷え症､ﾒﾀﾎﾞ
ﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ

ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

20 前立腺癌､過活動膀胱 ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した慢性腎不
全の増悪による死亡(死亡)

支給

21
関節ﾘｳﾏﾁ､間質性肺
炎､高血圧

①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1㎎､ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg､ｺﾙﾍﾞｯﾄ
錠25㎎

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間質性肺炎

支給

22

左橈骨遠位端開放骨
折､左尺骨茎状突起開
放骨折､左尺骨茎状突
起骨折術後感染

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬物性肝障害 支給

23 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

24 貧血 照射赤血球液-LR｢日赤｣ 輸血関連循環過負荷(TACO) 支給

25 不妊症､排卵障害 ｿﾌｨｱA配合錠 深部静脈血栓症 支給

26

発作性心房頻拍･原発
性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症･発疹･
顔面浮腫･ｱﾚﾙｷﾞｰ性蕁
麻疹､不整脈

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

27
頚部背部挫傷､骨粗鬆
症､変形性脊椎症､発作
性心房細動

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15､ｶｼﾜﾄﾞｰﾙ静注

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

28

胸腰椎圧迫骨折､両変
形性膝関節症､非弁膜
症性心房細動､脂質異
常症､慢性心不全､不眠
症､便秘症､慢性気管支
炎､坐骨神経症､腰痛､ﾜ
ﾝﾄﾗﾑの消化器症状軽
減目的

ﾜﾝﾄﾗﾑ錠100mg､ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐ
ﾄﾞ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣

便秘及びそれに続発した腸閉塞(疾
病)
腸閉塞に続発した多臓器不全によ
る死亡(死亡)

支給

29 子宮筋腫

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
7.5mg/mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘ
ｱﾝﾌﾟ1%

両下肢麻痺､両下肢知覚異常 支給

30
Stevens-Johnson
syndrome､薬疹､血小板
減少性紫斑病､肺炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
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1000mg｢ｻﾜ
ｲ｣､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､
献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-I静注用
2500mg､献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-I静
注用5000mg

肺血栓塞栓症(疾病；請求外)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

支給

31
胃潰瘍､感冒､多発性骨
髄腫

ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg
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

32 気管支肺炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

33
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､う
つ病

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

34 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

35
逆流性食道炎､食道裂
孔ﾍﾙﾆｱ､慢性胃炎

ﾎﾘｿﾞﾝ注射液10mg 注射部位の局所反応(浮腫､発赤) 支給

36 高脂血症､膀胱炎 ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ錠50mg｢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

37
偽痛風､腎盂腎炎疑い､
発熱

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

多形紅斑型薬疹 支給

38 検査の為
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

39

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ菌陽性で
一次除菌で除菌されず
2次除菌､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ感
染症

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠
250mg

出血性大腸炎 支給

40 第4､5腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240注10mL､ｷｼ
ﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｾﾌｫﾁ
ｱﾑ塩酸塩点滴静注用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
たうっ血性心不全､急性肺水腫

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) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

42
脂質異常症､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800､ｸﾚｽﾄｰﾙ
OD錠2.5mg､ﾕﾍﾞﾗNｶﾌﾟｾﾙ
100mg

汎発型薬疹 支給

43 高血圧､子宮筋腫､不眠

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
EMEC｣､ﾙﾈｽﾀ錠2mg､ｱｾﾘ
ｵ静注液1000mg､ｱﾀﾗｯｸｽ
-P注射液(25mg/ml)､ﾌﾙﾏ
ﾘﾝ静注用1g､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
50mg､ｸﾚｷｻﾝ皮下注ｷｯﾄ
2000IU､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

44 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｹｱﾗﾑ錠25mg

間質性肺炎 支給

45

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､便秘症､ﾚﾑ
睡眠行動異常症､皮膚
掻痒症､認知症､前立腺
肥大､股部白癬､皮脂欠
乏症

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

46 上気道感染症
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､PL配合顆
粒

薬物性肝障害､播種状紅斑丘疹型
薬疹

支給

47 左下肢蜂窩織炎

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾃ
ﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医
工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣

過敏症(蕁麻疹) 支給

48 急性気管支炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲ
ﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｿﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

多形紅斑型薬疹 支給

49 右大腿骨頸部骨折
ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg､ﾐﾉﾏ
ｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢(疾
病；請求外)
ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢によ
る死亡(死亡)

支給

50
狭心症､高血圧症､両)
白内障､ﾄﾞﾗｲｱｲ､眼精疲
労､骨粗鬆症

ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg 肺血栓塞栓症 支給

51
高血圧､慢性胃炎､過敏
性腸症候群､不眠症､痔
瘻､痔核

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
TCK｣､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg

出血性十二指腸潰瘍 支給

52 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 支給

53 (検診)､不眠症 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD S状結腸穿孔 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

54 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ﾂﾑﾗ温清飲ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｺﾀﾛｰ梔子柏皮湯ｴ
ｷｽ細粒

腸間膜静脈硬化症及びそれに続発
した腸閉塞

支給

55
気分障害､慢性便秘症､
過敏性腸症候群

ﾊﾟｷｼﾙCR錠12.5mg､ｻｲﾝ
ﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

56 急性咽喉頭炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

57

精神不安定､身体痛､頭
痛､便秘症､うつ病､妄想
反応､不眠症､偏頭痛､
起立性低血圧､動揺病､
うつ症状に伴う不安､焦
燥､身体症状

太虎堂の加味逍遙散ｴｷｽ
散､ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放B錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾂﾑﾗ乙字湯
ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾘﾌﾚｯｸ
ｽ錠15mg

薬物性肝障害 支給

58 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

59 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
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

60
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染症 自覚症状
無し

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢日医工｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

61 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
NPI｣､ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ﾀｹｷｬ
ﾌﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

62 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

63 扁桃炎
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､
ﾊﾞﾅﾝ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

64
骨粗しょう症､高血圧
症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸
錠35mg｢日医工｣

右非定型大腿骨骨折 支給

65 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 直腸穿孔 支給

66 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散98.8%｢ﾎﾘｲ｣ S状結腸穿孔 支給

67
右肋骨々折､右肩打撲､
両肩関節周囲炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 薬物性肝障害 支給

68
脂質異常症､高尿酸血
症､不眠症､頚背部痛､
慢性胃炎

ﾄﾗｲｺｱ錠80mg 間質性肺炎 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

69
咽頭痛､鼻閉等の上気
道症状出現し､症状が
続いたため

ﾌﾟﾚｺｰﾙ持続性ｶﾌﾟｾﾙ､ｲﾌﾞ
A錠

薬物性肝障害 支給

70

うつ病､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎
(花粉症)､慢性副鼻腔
炎､肥満､冷えとだるさ､
頭痛､生理痛

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾛｷｿ
ﾆﾝS､防風通聖散料ｴｷｽ
錠ｸﾗｼｴ

薬物性肝障害 支給

71 急性副鼻腔炎
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS､
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

72
急性咽喉頭炎､急性気
管支炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣

出血性大腸炎 支給

73
統合失調症､不眠症､片
頭痛､薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群､便秘症､花粉症

ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
3mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg

薬物性肝障害 支給

74
咽頭痛､咳嗽､鼻汁､体
幹部の痒み､鼻水､咳､
喉の痛み

葛根湯ｴｷｽ錠ｸﾗｼｴ､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰﾙ錠

過敏症(蕁麻疹､口唇浮腫､口腔浮
腫､呼吸困難)

支給

75 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

76 HP除菌
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

77

2型糖尿病､労作性狭心
症､PCI後､高血圧症､陳
旧性脳梗塞､脂質異常
症､胃潰瘍

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢YD｣ 薬物性肝障害､間質性腎炎 支給

78 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

79
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘの除菌､
整腸

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

80 化膿性ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

81
急性扁桃炎､生理日調
節のためﾏｰﾍﾞﾛﾝ処方

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

82 急性扁桃炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
TCK｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

83 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV
下行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

84
慢性湿疹(6年)､不眠､便
秘､ほてり､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､逆流性食道炎

ｵｰｽｷﾞ黄連解毒湯ｴｷｽT
錠､ｼﾞｭﾝｺｳ龍胆瀉肝湯FC
ｴｷｽ細粒医療用､ｸﾚｽﾄｰﾙ
錠5mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ
錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣

薬物性肝障害 支給

85 H.ﾋﾟﾛﾘ陽性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

86 胆管癌
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

87 (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

88 甲状腺機能亢進症 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

89

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､陳旧
性心筋梗塞､高血圧症､
発作性心房細動､慢性
心不全､高尿酸血症､2
型糖尿病､心不全を伴う
心房細動､逆流性食道
炎､化膿性脊椎炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
日医工｣

間質性肺炎 支給

90 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

91 気管支炎
ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

92
急性咽頭炎､溶連菌感
染症､急性副鼻腔炎

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
500mg｢ﾃﾊﾞ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

93

脳梗塞､両側頚部ｽﾃﾝﾄ
術後､高血圧症､高脂血
症､自律神経失調症､急
性咽頭･喉頭炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｾﾞﾝｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100､注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
125､ﾛﾌﾞ錠60mg

出血性大腸炎 支給

94
十二指腸潰瘍､鉄欠乏
性貧血､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
陽性

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

95 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､頻脈
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌﾟﾛﾌﾟﾗﾉ
ﾛｰﾙ塩酸塩錠10mg｢日医
工｣

無顆粒球症 支給

96
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌感染
による慢性胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

97
関節ﾘｳﾏﾁ/RS3PE症候
群

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 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
心筋梗塞､高血圧症､高
脂血症､粘膜保護

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲ
ﾝ酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｴﾅﾗﾌﾟ
ﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg｢JG｣､
ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa･OD錠2mg｢
JG｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢JG｣

間質性肺炎 支給

99
ｽﾃﾛｲﾄﾞ性骨粗鬆症､ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性気管支肺ｱｽﾍﾟﾙ
ｷﾞﾙｽ症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ﾌﾟﾗﾘｱ皮
下注60mgｼﾘﾝｼﾞ

両側非定型大腿骨骨折 支給

100 急性膀胱炎

①ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
MEEK｣
②ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250㎎｢ｻ
ﾜｲ｣

①ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(1回目)
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(2回目)

支給

101
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染性胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

102 慢性扁桃炎

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用
3g､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾃﾌﾟ
ﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

103 副鼻腔炎

ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ錠50mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃ
ｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

薬物性肝障害 支給

104 感冒
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

105
三叉神経痛､左母趾陥
入爪術後

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

106 痛風､間質性肺炎 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg
間質性肺炎(疾病；請求外)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

107 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ S状結腸穿孔 支給

108
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(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

109 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側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 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
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

111
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内腫
瘤

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
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 B型肝硬変 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群に続発した骨軟化症
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

113
急性骨髄性白血病､急
性GVHD

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死による
右下肢機能障害

障害
２級

１年毎

114 急性胆のう炎
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ250
㎎/100mL

両下肢麻痺､下腹部知覚異常､膀胱
直腸障害(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（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 非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(78-3832-7074)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害 支給

(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

115 末梢血幹細胞ﾄﾞﾅｰ ｸﾞﾗﾝｼﾘﾝｼﾞM300 歩行障害
医薬品以外の原因によ
る

不支給

116
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢性副
鼻腔炎､関節痛､急性胃
腸炎､逆流性食道炎

ﾅｿﾞﾈｯｸｽ点鼻液50μg56
噴霧用､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ｴﾊﾞｽﾃﾙOD錠
10mg､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg､ﾂ
ﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)他

ありません 判定不能 不支給

117 心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg

敗血症ｼｮｯｸ､急性胆嚢炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

118 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)､ﾌｫﾘｱﾐﾝ
錠､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg､ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg
他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(MTX関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性
疾患)

判定不能 不支給

119
非定型うつ病､非定型う
つ病･強迫性障害

ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠2mg､ｺ
ﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ｼﾞｪｲ
ｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg､5mgｾﾙｼﾝ
錠､ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg他

脊髄梗塞 判定不能 不支給

120

くも膜下出血後遺症､肺
高血圧症､慢性肺動脈
血栓症､ｺｱｸﾞﾗｰｾﾞ陰性
ぶどう球菌敗血症､脱水
症､肺炎

ｴﾙﾈｵﾊﾟNF1号輸液
(1000mL袋)､ﾌﾙｶﾘｯｸ2号
輸液､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注
射用1g｢日医工｣､ｻｸｼｿﾞﾝ
注射用100mg､ﾛｾﾌｨﾝ静
注用1g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 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴
静注用100

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 入院相当でない 不支給

122 進行直腸癌

ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注液
50mg､ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ点滴静注
液100mg､ｱﾊﾞｽﾁﾝ点滴静
注用100mg/4mL､ﾚﾎﾞﾎﾘ
ﾅｰﾄ点滴静注用25mg｢ﾔ
ｸﾙﾄ｣､ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静
注用100mg｢ﾔｸﾙﾄ｣､5-FU
注1000mg､5-FU注
250mg

骨髄抑制(疾病)
骨髄抑制及びそれに続発した敗血
症による死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

123 注意欠如多動性障害 ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠1mg 血圧低下 入院相当でない 不支給

124
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(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

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）


