
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
肛門周囲膿瘍､潰瘍性
大腸炎､器質化肺炎

ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾒｻﾗｼﾞﾝ
腸溶錠400mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣

間質性肺炎 支給

2
肝外門脈閉塞症･血栓
症､単純ﾍﾙﾍﾟｽ(顔)のた
め､尿路感染症

①ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣
②ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

3 左前十字靭帯断裂

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注
ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘ
ｱﾝﾌﾟ2%

右下肢麻痺 支給

4

肺動脈血栓塞栓症､陳
旧性心筋梗塞､高血圧
症､気管支喘息､慢性気
管支炎､不眠症､胃潰瘍
脂質異常症､去痰

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｽﾍﾟﾘｱ錠200､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｴｯ
ｸｽﾌｫｰｼﾞ配合錠

多形紅斑型薬疹 支給

5

脳梗塞再発抑制､高血
圧症､脳梗塞後遺症､慢
性胃炎､高脂血症､便
秘､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､骨
粗鬆症､肩こり､腰痛､気
管支喘息治療､逆流性
食道炎治療､右大腿骨
転子下骨折の術後､右
大腿骨骨幹部骨折の術
後

ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg

両側非定型大腿骨骨折 支給

6 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

7 統合失調症

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
OD錠24mg

肺血栓塞栓症及びそれに続発した
心停止による低酸素脳症

支給

8
難治性ｱﾚﾙｷﾞｰ性紫斑
病

①ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10㎎､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ20㎎､ﾛﾌﾞ錠60㎎､ｱｸ
ﾄﾈﾙ錠17.5㎎
②ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5㎎
③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5mg(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

①出血性胃･十二指腸潰瘍
②右非定型大腿骨骨折
③両側大腿骨骨頭無腐性壊死

支給

9
顔面蜂窩織炎､萎縮性
胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌
陽性

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲ
ｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注600mg｢
F｣､ﾁｴﾍﾟﾈﾑ点滴静注用
0.5g､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS

出血性大腸炎 支給

10
急性副鼻腔炎､鼻のか
ゆみ､粘性鼻汁改善の
ため

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸
塩錠5mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

11 胃潰瘍､便秘症 ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣ 薬物性肝障害 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 高血圧症
ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠
4mg｢あすか｣

出血性大腸炎 支給

13 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

14
急性咽喉頭炎(急性上
気道炎)､慢性副鼻腔炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣

出血性大腸炎 支給

15 自律神経失調症 ｸﾗｼｴ柴朴湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

16
心悸亢進､不安感､更年
期障害､神経症

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

17 切迫早産
ﾙﾃｵﾆﾝ点滴静注用50mg､
ﾘﾄﾄﾞﾘﾝ(製造販売業者不
明)

無顆粒球症 支給

18
右滲出性中耳炎､急性
副鼻腔炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

19 右肩関節周囲炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg 固定薬疹 支給

20 S状結腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

狭心症症状 支給

21 左膝蓋骨々折

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注7.5mg/mL､
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

腰部神経根障害 支給

22

痔瘻術後､術後感染予
防､膀胱炎､高熱(38℃
～39℃)に対して肺炎が
疑れたため

ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
KN｣､ｾﾌｫﾁｱﾑ塩酸塩静注
用1g｢NP｣

間質性肺炎 支給

23
てんかん重積状態､右
側頭葉てんかん

ﾎｽﾄｲﾝ静注750mg､ﾌｪﾉ
ﾊﾞｰﾙ注射液100mg､ﾉｰﾍﾞﾙ
ﾊﾞｰﾙ静注用250mg

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

24 切迫早産､妊娠糖尿病 ﾙﾃｵﾆﾝ点滴静注用50mg 無顆粒球症､高血糖 支給

25
腰部脊柱管狭窄症によ
る慢性的腰部下肢痛､
成人期ADHD

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 出血性胃潰瘍 支給

26
骨髄異形性症､移植後
視神経炎､移植後
GVHD(肝臓)

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

27 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 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

28
高脂血症､夜尿症､血栓
症､骨粗鬆症､高血圧､
陳旧性脳梗塞､(検診)

ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV
S状結腸穿孔及びそれに続発した腹
膜炎

支給

29 便秘症
ｸﾗｼｴ防風通聖散料ｴｷｽ
細粒

間質性肺炎 支給

30 急性膀胱炎 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 出血性大腸炎 支給

31
左尿管結石､腎結石(ｼｽ
ﾁﾝ結石)

ﾁｵﾗ錠100､ｱｾﾘｵ静注液
1000mg､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注射用1g｢日医工｣､ｱﾃﾞﾌﾛ
ﾆｯｸｽﾞﾎﾟ50

薬物性肝障害 支給

32 高血圧､左股関節炎
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

33

気管支喘息､高LDLｺﾚｽ
ﾃﾛｰﾙ血症､急性上気道
炎､慢性副鼻腔炎､鼻
茸､嗅覚障害､胃薬とし
て

ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､ﾂﾑﾗ柴苓
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｴﾘｽ
ﾛｼﾝ錠200mg

薬物性肝障害 支給

34
非弁膜症性心房細動､
不整脈

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ10 薬物性肝障害 支給

35

臥床していることが多く､
軟便だが､排便困難､ｱﾘ
ｾﾌﾟﾄ､ﾃﾄﾗﾐﾄﾞはｱﾙﾂﾊｲ
ﾏｰ型認知症

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸
塩錠5mg｢EE｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

36 S状結腸ｶﾞﾝ
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

薬物性肝障害 支給

37

便通異常､気管支喘息､
気管支炎､ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠
乏症､過活動膀胱､大腸
内視鏡の前処置(腸管
内容物の排除)

ﾑｰﾍﾞﾝ配合内用液
腸閉塞(疾病)
腸閉塞に続発したｼｮｯｸによる死亡
(死亡)

支給

38 気管支炎､発熱､寒気
ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ﾄｰﾜ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

39 頚椎症性神経根症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾃﾙﾈﾘﾝ
錠1mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

40

慢性副鼻腔炎急性憎
悪､本態性高血圧症､脂
質異常症､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病に
よる頻脈

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

薬物性肝障害 支給

41

注意欠陥多動性障害､
不眠症､慢性胃炎､便秘
症､ﾋﾟﾛﾘ菌陽性､高脂血
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

42
急性咽頭炎･急性上気
道炎､偏桃炎､急性ﾘﾝﾊﾟ
節炎

①ﾂﾑﾗ麻黄湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､
新ｽｶｲﾌﾞﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ錠､ｱﾓ
ｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣､ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ錠50mg｢ｻ
ﾜｲ｣
②ｶﾛﾅｰﾙ錠200､新ｽｶｲﾌﾞ
ﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ錠､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250㎎｢日医工｣､ｼﾀﾌ
ﾛｷｻｼﾝ錠50㎎｢ｻﾜｲ｣

①紅皮症型薬疹
②薬物性肝障害

支給

43 潰瘍性大腸炎 ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 急性膵炎 支給

44 ﾊﾟﾆｯｸ障害

ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢明
治｣､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠50mg｢明
治｣､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠100mg｢明
治｣､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

45 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

無顆粒球症､播種状紅斑丘疹型薬
疹､薬物性肝障害

支給

46 副鼻腔炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 固定薬疹 支給

47 腰部椎間板変性 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

48 前立腺肥大症
ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

49
ざそう､尋常性ざ瘡､しゅ
さ

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
日医工｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩
ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

50 急性副鼻腔炎

ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾎﾞｽﾐﾝ外用液0.1%､
ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用1%

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

51 急性腎盂腎炎 ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

52
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､右下4
歯根破折

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ錠60mg｢CH｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医工｣

間質性肺炎 支給

53 腎盂腎炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

出血性大腸炎 支給

54
急性上気道炎･両眼結
膜炎､急性気管支炎､咽
頭炎､頭痛･発熱

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200､ｱｾﾄｱ
ﾐﾉﾌｪﾝ錠300mg｢JG｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日
医工｣､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠
250mg｢JG｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給
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55
便通異常､腹部膨満､嘔
気､胃炎

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

56
7┐急性歯髄炎､高尿酸
血症､高血圧､発作性心
房細動､変形性腰椎症

ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

57
高尿酸血症､脂質異常
症､腸炎

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢日医
工｣､ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢
日医工｣

薬物性肝障害 支給

58 萎縮性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 蕁麻疹型薬疹 支給

59
上気道炎､咽頭炎､急性
扁桃炎のため39.5℃の
発熱と激しい咽頭痛

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

60
高血圧､高尿酸血症､加
齢黄斑変性症､黄斑浮
腫

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

61 急性上気道炎 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 出血性大腸炎 支給

62 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｸﾃﾑﾗ皮下注162mgｵｰﾄｲ
ﾝｼﾞｪｸﾀｰ､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾ
ﾙ2mg

間質性肺炎 支給

63 左)麦粒腫
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

64
糖尿病､脂質異常症､胃
潰瘍､足爪白癬､虫刺症

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

65 心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 間質性肺炎 支給

66
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 支給

67
潰瘍性大腸炎､整腸､腹
痛時

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

68
左流涙､外傷後左下涙
小管損傷の疑い､高眼
圧症

ﾍﾞﾉｷｼｰﾙ点眼液0.4%､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ点眼液1.5%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

69 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

70 ｽｷﾞ花粉症
ｼﾀﾞﾄﾚﾝｽｷﾞ花粉舌下液
2000JAU/mLﾊﾟｯｸ

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

71
急性扁桃炎､急性咽喉
頭炎､咽頭浮腫

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液1.65mg､ﾛｾ
ﾌｨﾝ静注用1g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

72 SAPHO症候群
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢CH｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

73

ﾊﾟﾆｯｸ障害､うつ病､気
管支炎､咽頭炎､気管支
喘息､(ﾙﾙ)風邪と思わ
れる症状(せき､のどの
痛み)､(ﾌﾞﾛﾝ)せき

新ﾙﾙ-A錠s､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠
10mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg

多形紅斑型薬疹 支給

74
上背部母斑細胞母斑､
鎮痛､術後感染予防

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

薬物性肝障害 支給

75
ANCA関連腎炎､尿酸高
値､胃潰瘍

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
OD錠20mg｢ﾄｰﾜ｣

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

76 細菌性腸炎 ｱｾﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ 薬物性肝障害 支給

77
乾癬性関節炎､尋常性
乾癬､皮ﾌそうよう症､尋
常性疣贅

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

78 感染性気管支炎
ｸﾗﾘｽ錠200､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝL錠
45mg､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
TCK｣

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

79 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

80 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

81

膀胱炎､高血圧症､高脂
血症､気管支炎･副鼻腔
炎･左腕骨折･ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾂﾑﾗ辛夷
清肺湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

82
溶連菌感染による急性
扁桃炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

83
急性咽頭喉頭炎､急性
上気道炎

ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

84 膀胱炎､神経痛 ﾕﾅｼﾝ錠375mg 薬物性大腸炎 支給

85
右上腕骨遠位骨折術後
創部感染

ﾊﾞｸﾀ配合錠 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

86

高血圧症､細菌性結膜
炎､高眼圧症､両耳鳴
症､両感音難聴､不眠
症､神経衰弱

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

87
大腸癌の凝い､便潜血
陽性､CF施行前処置

ｾﾙｼﾝ注射液10mg､ｿｾｺﾞﾝ
注射液30mg､ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP､
ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾁｬﾙ
ﾄﾞｰﾙ内用液0.75%

嘔吐 支給

88 感昌､腰痛症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 多形紅斑型薬疹 支給

89
咽頭炎､発熱･のどの痛
み

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 出血性大腸炎 支給

90
(検診)､慢性糸球体腎
炎､過活動膀胱

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

91 ﾙｰﾌﾟｽ腎炎
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､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

92 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

93
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症､口内炎

ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ顆粒､
幼児用PL顆粒､ｾﾎﾟｰﾙ

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)に続発した閉塞性気管支
炎による呼吸機能障害

障害
２級
１年毎

94 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100
閉塞性細気管支炎による呼吸機能
障害

障害
２級
１年毎

95

急性肝炎､腹水､肝性脳
症､便秘､虚血性心疾
患､胆嚢炎､自己免疫性
肝炎

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

96 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

97
拡張型心筋症､心房細
動

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢
麻痺による両下肢機能障害

障害
１級
１年毎



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

98
高血圧症､陳旧性心筋
梗塞､逆流性食道炎､高
脂血症､慢性心不全

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾚﾆ
ﾍﾞｰｽ錠5､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠
75mg｢SANIK｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
錠5mg｢日医工｣､ｵﾒﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙ錠10mg｢日医工｣他

両下肢浮腫と痒み
医薬品以外の原因によ
る

不支給

99 薬剤性肺炎､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
｢ｵｰﾂｶ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
ﾃｰﾌﾟ50mg｢久光｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg他

薬剤性肺炎(r/oﾘｳﾏﾁ性肺炎､間質
性肺炎急性増悪)

医薬品以外の原因によ
る

不支給

100 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣､ｼﾞｪｰﾋﾞｯｸV､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

劇症型心筋炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

101
胃炎治療､胃腸炎､心窩
部痛

ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
YD｣､ﾐﾔBM錠､ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟ
ﾗﾐﾝ臭化物錠10mg｢ﾂﾙﾊ
ﾗ｣

薬剤性肝障害
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

102
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､高
尿酸血症､脳梗塞､うっ
血性心不全

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血に続発した敗血症
による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

103
ﾋﾟﾛﾘ菌胃炎 十二指腸
潰瘍 じんま疹 ｱﾅﾌｨﾗｷ
ｼｰ

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 蕁麻疹型薬疹 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」）


