
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 腎盂腎炎､ﾄﾞﾗｲｱｲ ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g
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

2
右三叉神経痛､発熱･疼
痛､膀胱炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

多形紅斑型薬疹､薬物性肝障害 支給

3
じんましん､急性気管支
炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

4
潰瘍性大腸炎(全結腸
炎型)

ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾘｱﾙﾀﾞ錠
1200mg

抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

5
結節性痒疹､皮膚T細胞
ﾘﾝﾊﾟ腫

ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ100､ﾘｻﾞﾍﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ配
合錠

薬物性肝障害､出血性胃･十二指腸
潰瘍

支給

6
急性気管支炎､急性扁
桃炎

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

7
咳喘息､慢性胃炎､感冒
症状

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾒ
ｲｱｸﾄMS錠100mg､ﾃﾞﾊﾟｽ
錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

8 慢性胃炎の急性増悪 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣
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

9 白内障 ﾁｵﾗ錠100 薬物性肝障害 支給

10

低Ca血症予防､骨粗鬆
症､高血圧､胃癌術後､
不眠症､高尿酸血症､両
下肢疼痛､感冒､股関節
痛､殿部打撲傷

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢JG｣､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠60mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ｻﾜｲ｣

紅皮症型薬疹 支給

11 (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

12 潰瘍性大腸炎､頭痛
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ注
腸1g

紅皮症型薬疹 支給

13
急性咽頭炎､降圧･抗高
脂血症､抗菌､去痰､肺
炎､尿路感染

ｱﾏﾙｴｯﾄ配合錠4番｢ﾆﾌﾟ
ﾛ｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢CH｣､ﾌｧｰｽﾄｼ
ﾝ静注用1g､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠500mg｢JG｣､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ
錠50mg

多形紅斑型薬疹 支給

14
胃粘膜下腫瘍からの出
血性貧血

照射赤血球液-LR｢日赤｣
輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病)
輸血関連循環過負荷(TACO)に続
発した多臓器不全による死亡(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

15
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
高脂血症､溶連菌感染
症､急性扁桃炎のため

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢CH｣､ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟ
ﾘｼﾞﾝ腸溶錠250mg｢日医
工｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾀﾂﾐ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠250mg｢ｻﾜｲ｣

無顆粒球症 支給

16
溶連菌感染症(疑)､急性
気管支炎

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ｺｶｰﾙﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ40%

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

17

高血圧症､2型糖尿病､
高脂血症､高尿酸血症､
発作性心房細動､咽頭
炎､急性上気道炎

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg
うっ血性心不全(疾病)
うっ血性心不全による死亡(死亡)

支給

18 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣

小腸炎､小腸潰瘍 支給

19 (検診)､高血圧症 ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 直腸穿孔 支給

20
有棘細胞癌 臀部術後
潰瘍

ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL
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

21 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

22
甲状腺機能亢進症､下
腿潰瘍･血管炎

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､ﾌﾟﾛﾊﾟ
ｼﾞｰﾙ錠50mg

抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

23

2型糖尿病､高脂血症､
高血圧症､ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型
認知症､鉄欠乏性貧血､
骨粗鬆症

ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg 無顆粒球症 支給

24 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg 無顆粒球症 支給

25 早期胃がん

ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注用20､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ
注射液10mg､ﾄｽﾊﾟﾘｰﾙ注
15､ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
(25mg/ml)､ｸﾞﾙｶｺﾞﾝGﾉﾎﾞ
注射用1mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

26
急性咽頭炎､咽後浮腫､
咽後膿瘍

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ
静注用1.5g､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300
注ｼﾘﾝｼﾞ100mL､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢OHA｣､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

27
間質性肺炎､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ
症候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg｢ﾐﾀ｣

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

28
間質性肺炎､頻尿､偽痛
風､骨粗鬆症

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠
35mg｢日医工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)､
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

29

関節ﾘｳﾏﾁ､去痰､消化
管運動改善､胃粘膜保
護､角結膜炎､糖尿病､
高血圧症､心房細動､接
触皮膚炎､爪白癬

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg

汎血球減少症 支給

30 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

31
術後疼痛､発熱､短腸症
候群､MRCNS検出､菌
血症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾﾘｵ静注
液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙ注用20mg｢NP｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲ
ｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g
｢ｻﾝﾄﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

32
代謝性ｱｼﾄﾞｰｼｽ､ｸﾛｰﾝ
病､嘔気が強いため､下
痢が頻回のため

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5､ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ錠
1mg｢EMEC｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した敗血症に
よる死亡(死亡)

支給

33 扁桃炎､腸炎 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g 出血性大腸炎 支給

34 逆流性食道炎 ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg 薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大腸炎) 支給

35
肥厚性瘢痕(両肩)､足白
癬(両)､足爪白癬(両)

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣､ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg

薬物性肝障害 支給

36 MRSA菌血症

①ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴
静注用0.5g｢MEEK｣
②ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg､注
射用ﾀｺﾞｼｯﾄﾞ200mg

①汎発型薬疹
②薬物性肝障害

支給

37
胃潰瘍･胃癌術後･ｱﾙﾂ
ﾊｲﾏｰ型認知症･骨粗鬆
症

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 白血球減少症､貧血 支給

38 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)､ｺﾙﾍﾞｯﾄ錠
25mg､ｱｸﾃﾑﾗ皮下注
162mgｼﾘﾝｼﾞ

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

39 左第1指基節部切創

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

40 かぜ､風邪症状 ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞﾌｧｲﾝEX
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝不全に
よる死亡(死亡)

支給

41 慢性咳嗽
ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

42 胸膜炎､急性上気道炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

蕁麻疹型薬疹､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

43
慢性胃炎､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｢日
医工｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾗﾍﾞﾌﾟ
ﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢科
研｣

薬物性肝障害､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

44 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 発熱､下腹部痛 支給

45
2型糖尿病､糖尿病神経
症､脂質異常症､骨粗鬆
症

ﾌｫﾙﾃｵ皮下注ｷｯﾄ600μg､
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾘﾊﾞ
ﾛOD錠1mg､ﾘﾘｶOD錠
25mg

嘔吐 支給

46
胸腰椎圧迫骨折､骨そ
しょう症､発熱と発赤と
発疹

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

47

急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､咽頭喉頭炎､咽
頭浮腫､気管支炎､皮膚
炎､のどの痛み､微熱､
PMSの症状ににた症状

ﾌﾟﾚﾌｪﾐﾝ､ﾍﾟﾗｯｸT錠､ﾛｷｿﾆ
ﾝS､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢TCK｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒
10%｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾞｻﾞﾚｯｸｽ錠
5mg､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢
YD｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
KM｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg
｢TCK｣､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ注600mg｢ﾄｰﾜ｣､ｿﾙ･
ｺｰﾃﾌ注射用100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

48
慢性膀胱炎､人工膝関
節手術加療､不眠

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ﾏ
ｲｽﾘｰ錠5mg

薬物性肝障害 支給

49 肺炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型

ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用1.5g､ﾐﾉｻ
ｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｶﾌｺﾃﾞN配合
錠､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注
射用2g､ﾗｼｯｸｽ注20mg､ﾍﾞ
ﾛﾃｯｸ錠2.5mg､ｲﾅﾋﾞﾙ吸入
粉末剤20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

50

口内炎､高血圧､痛風､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､脳梗
塞後遺症､慢性胃炎､腰
部脊柱管狭窄症､感冒､
歯周炎の消炎のため

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

51 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高血圧 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

52 IgA腎症 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 発熱 支給

53
咽頭炎､頭痛症､発熱､
頭痛､去痰

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ
原末｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾀｲﾚﾉｰﾙA､ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠250mg

多形紅斑型薬疹 支給

54 心臓ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ 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

55
左角膜びらん､眼痛､歯
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 支給

56
潰瘍性大腸炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ､気管支炎､発熱

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘ
ﾝ錠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

57 月経困難症
ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28､ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21､
ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠

肺血栓塞栓症 支給

58 下肢閉塞性動脈硬化症
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ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(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

59 急性気管支炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

60
爪白癬､高血圧症､高尿
酸血症､末梢神経障害､
胃炎､便秘症

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

61 急性咽頭炎
ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

62
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 出血性大腸炎 支給

63 埋伏智歯 ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

64 急性上気道炎･感冒
PL配合顆粒､ｶﾌｺﾃﾞN配合
錠､ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠4mg､ﾄﾗﾝｻﾐ
ﾝ錠250mg

過敏症(蕁麻疹､呼吸困難) 支給

65
高血圧症､慢性胃炎､頭
痛､潜在性肺結核症

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

66
高脂血症 高血圧 心房
細動､胃潰瘍予防

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg 薬物性肝障害 支給

67
IgA腎症､蕁麻疹､ｶﾘﾆ肺
炎予防

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

68
子宮内膜症､腺筋症､卵
巣子宮内膜症性のう胞

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD 肺血栓塞栓症 支給

69 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg 汎発型薬疹 支給

70
うつ病､腰椎椎間板ﾍﾙﾆ
ｱ

ﾛﾙｶﾑ錠4mg 出血性十二指腸潰瘍 支給

71

変形性頚椎症(頚部痛)､
両下肢こむら返り､高血
圧､胃炎､副鼻腔炎､過
活動性膀胱､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､逆流性食道炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣､ｴﾍﾟﾘｿﾞ
ﾝ塩酸塩錠50mg｢KN｣､ﾂﾑ
ﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

播種状紅斑丘疹型薬疹､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

72
┌8智歯周囲炎､抜歯後
感染､菌血症

①ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250､ﾋﾟｽﾙｼﾝ静注用
1.5g
②ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ
酸ｴｽﾃﾙ注射液600mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾋﾟｽﾙｼﾝ静注用1.5g

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

73 鼻炎､急性咽頭喉頭炎
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｢JG｣

多形紅斑型薬疹 支給

74
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑い､呼吸器
感染症､鼻汁

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｸﾗﾘｽ
錠200､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢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

75
高血圧症､逆流性食道
炎､両肩関節周囲炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

76 のどの痛み､頭痛 ｺﾌﾄ顆粒 薬物性肝障害 支給

77 第4腰椎分離すべり症 ｽｰﾌﾟﾚﾝ吸入麻酔液 悪性高熱 支給

78 ｸﾗﾐｼﾞｱ感染症
ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

出血性大腸炎 支給

79
肺癌､薬剤性肺炎､ｽﾃﾛ
ｲﾄﾞ副作用予防

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配
合錠

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

80 急性上気道炎
ｻﾗｻﾞｯｸ配合顆粒､ｼﾞｪﾆﾅｯ
ｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

81
2型糖尿病､糖尿病性神
経障害､脂質異常症

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 薬物性肝障害 支給

82
急性上気道炎､急性気
管支炎､去痰

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

83 高脂血症､頚髄症

ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠500､ﾘﾘｶOD錠75mg､ﾛｽ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠2.5mg｢
MEEK｣

咽喉頭違和感､発声困難 支給

84 脱水症､下痢､嘔吐 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

85 乳がん､高脂血症
ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ10mL

急性呼吸促迫症候群(ARDS)及びそ
れに続発した深部静脈血栓症､肺血
栓塞栓症

支給

86 細菌感染の治療､消炎
ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg､ﾍｷｻﾄﾛ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg

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

87 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

88 肥厚性瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

89 ﾋﾟﾛﾘ菌感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

90 右肩関節周囲炎
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

91
慢性心不全､慢性心房
細動､冠攣縮性狭心症

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠1.25mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

薬物性肝障害 支給

92
てんかん､高血圧､狭心
症､脂質異常症､夜尿
症､水虫治療

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾜｲ｣ 薬物性肝障害 支給

93 菌血症(CVﾎﾟｰﾄ感染)

ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g｢
CMX｣､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注
射用2g｢日医工｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲ
ｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g
｢MEEK｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

94 潰瘍性大腸炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｽﾃﾛﾈﾏ注
腸1.5mg､ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

95
急性上気道炎､左側上
顎歯槽骨炎

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｶﾙ
ﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾄﾛｷｼﾝ錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

96
急性咽頭炎･副鼻腔炎･
過敏性腸症候群

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

97 ﾋﾟﾛﾘ菌治療のため ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

98 前立腺癌 ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL
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

99
外傷性ｸﾓ膜下出血､心
窩部痛→胃炎または逆
流性食道炎､風邪

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾈｷ
ｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

100
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎･萎
縮性胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

101 ﾋﾟﾛﾘ感染性 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 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

102
左変形性膝関節症､左
変形性足関節症､萎縮
性胃炎ﾋﾟﾛﾘ菌除菌目的

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

103 関節ﾘｳﾏﾁ ｺﾙﾍﾞｯﾄ錠25mg 小腸潰瘍 支給

104
両変形性膝関節症､扁
桃炎､咽頭炎､急性鼻腔
炎

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

105 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 無顆粒球症 支給

106 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

107

腸管ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病あるい
はｸﾛｰﾝ病､ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿
病､低ｶﾘｳﾑ血症､狭心
症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠2.5mg｢NP｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

108
器質科肺炎､ﾆｭｰﾓｼｽﾁ
ｽ肺炎予防

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

109
かぜの症状の為(せき､
熱)

ﾍﾟｱｺｰﾙ錠 過敏症(蕁麻疹､呼吸困難) 支給

110 抜歯
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾋﾞｸｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg

多形紅斑型薬疹 支給

111
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染､高
血圧症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

112 糖尿病網膜症 ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

113 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

114 高血圧

ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8､ﾕﾆｼｱ配合錠
HD､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢
KN｣､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢あ
すか｣

血管浮腫 支給

115 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､皮膚掻痒
ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､ｱﾚｸﾞﾗ
錠60mg

薬物性肝障害 支給

116 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
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5mg(旭
化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

117
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､発熱性好中
球減少症

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎
②ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g
｢NP｣

①無顆粒球症
②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

118

胆管炎疑い､高血圧症､
狭心症､慢性心房細動､
高脂血症､逆流性食道
炎､検査

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

119
変形性膝関節症･両下
腿浮腫

ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg､ﾍﾊﾟﾙｽ静
注0.5g

多形紅斑型薬疹 支給

120 溶連菌感染症､扁桃炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250

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

121 月経困難症､頻尿 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

支給

122
過敏性肺臓炎､ｶﾘﾆ肺
炎予防､消化性潰瘍の
予防

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配
合錠､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

123
ｹﾝｼﾝのGIFにて萎縮性
胃炎､ﾋﾟﾛﾘ感染のため

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

124 高血圧症､心房細動
ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾍﾞﾗ
ﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠40mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣､ｱﾑﾊﾞﾛ配合錠｢ﾆﾌﾟﾛ｣

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

125

急性咽頭炎､高血圧症､
2型糖尿病､高尿酸血
症､前立腺症大症､不眠
症､慢性胃炎

ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ﾒｲｱｸﾄMS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

126
持続性心房細動(非弁
膜症性)

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

127
変形性腰椎症､筋々膜
性腰痛症

ﾛﾙｶﾑ錠4mg 多形紅斑型薬疹 支給

128 左舌縁部悪性腫瘍
ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ7.5mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

129 h･pylori感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

130
ﾚｲﾉｰ病の疑い､MRI造
影剤､静脈ﾙｰﾄ内の血
液凝固の防止

ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL､
ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用10単位
/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣10mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

131
(診療録提出のため記
載なし)

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢NP｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発した慢
性呼吸不全の増悪による死亡(死
亡)

支給

132 (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

133 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化
成)､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
歩行障害

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

134
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
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

135 ﾌﾞﾙｾﾗ症 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ明治 前庭機能障害による平衡機能障害
障害
２級

３年毎

136
腰椎々間内障､腰痛､左
下肢のしびれ感､筋力
低下

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液1% 左下肢機能障害
障害
２級

３年毎

137 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1mg(旭化成)

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

138
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

139
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

140 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2㎎)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左
化膿性膝関節炎による両下肢機能
障害

障害
２級

１年毎

141
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg

多発性無腐性骨壊死による肢体機
能障害

障害
２級

１年毎

142
潰瘍性大腸炎､胃潰瘍､
高血圧､便秘症､痔核

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ坐剤0.5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
坐剤1.0mg､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､ﾌﾟﾚﾄﾞﾈﾏ注腸20mg

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

143
顕微鏡的多発血管炎
(MPA)

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1mg(旭
化成)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､左側
上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左
側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢
体機能障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

144 再生不良性貧血 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

145

肺腺扁平上皮癌､化学
療法(免疫ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ阻
害薬)投与後の副作用
対症療法

ﾊﾞｸﾀ配合錠
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(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
急性骨髄性白血病およ
び化学療法による血小
板減少

照射濃厚血小板HLA-LR｢
日赤｣(01-0339-3864)

Klebsiella pneumoniae 感染による敗
血症及びｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝｼｮｯｸ

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

146

左乳癌術後､骨転移(左
大腿骨)､高脂血症･糖
尿病･逆流性食道炎､不
眠症､肩関節痛

ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注
4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ｢NK｣､ﾗ
ﾝﾏｰｸ皮下注120mg､ﾍﾞｻﾞ
ﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ徐放錠200mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｾﾞﾁｰｱ錠10mg､ﾈ
ｼｰﾅ錠25mg他

左大腿骨骨折術後(ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸投与
後非定型骨折)､左大腿骨転子下骨
折(非定型骨折)

医薬品以外の原因によ
る

不支給

147 誤嚥性肺炎

ﾗｼｯｸｽ錠20mg､ﾚﾐﾆｰﾙ
OD錠4mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg､ﾌﾟ
ﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg他

持続する治療困難な発熱
医薬品以外の原因によ
る

不支給

148 第4腰椎すべり症

ﾈｵﾋﾞﾀｶｲﾝ注5mL､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾓｰﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ
XR120mg

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

149

真性赤血球増多症､胸
部湿疹､右胸部ｹﾛｲﾄﾞ､
不眠症､じんま疹､胸部
感染性皮膚潰瘍､胃炎
疑い

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単
位/5mL｢AY｣､ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗ
ﾃﾞｭﾒｯﾄ錠105mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟ
ﾘﾝ錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢EMEC｣､ﾊｲﾄﾞﾚｱｶ
ﾌﾟｾﾙ500mg他

未記入 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

150
痔､高脂血症､逆流性食
道炎､胃潰瘍､狭心症､
間質性肺炎

ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)
間質性肺炎による呼吸機能障害
(障害)

不適正使用 不支給

151 肝内胆管結石
ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾌﾟﾛ
ﾎﾟﾌｫｰﾙ静注1%｢KABI｣

過鎮静(疾病)
過鎮静による呼吸抑制及びそれに
続発した呼吸循環不全による死亡
(死亡)

不適正使用 不支給

152 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

153
甲状腺機能亢進症､急
性上気道炎､胃炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞ
ｸｴﾝ酸塩錠5mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NP｣

薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 入院相当でない 不支給

154
関節ﾘｳﾏﾁ､急性気管支
炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｱｻﾞﾙ
ﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ｱｻﾞﾙ
ﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾍﾟﾚｯｸ
ｽ配合顆粒､ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
錠200mg｢ｻﾜｲ｣､ｲﾙｿｸﾞﾗ
ｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠2mg｢日
医工｣

多形紅斑型薬疹 入院相当でない 不支給

155 結腸動脈瘤
ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ
135mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 入院相当でない 不支給

156 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(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)

障害等級不該当 不支給

157
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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)に続発した呼吸機能障
害

障害等級不該当
障害
等級外

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）
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