
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 骨粗鬆症
ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注用56.5μ
g(溶解液添付製品)

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

2
C型慢性肝炎､肝移植
後

ｿﾌﾞﾘｱｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾍﾟ
ｶﾞｼｽ皮下注90μg､ﾍﾟｶﾞｼ
ｽ皮下注180μg､ｺﾍﾟｶﾞｽ
錠200mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に対する肝移植処置
の合併症(出血傾向､感染症)による
死亡(死亡)

支給

3

敗血症､重症筋無力症､
中毒疹､膵炎､ﾄﾞﾗｲｱｲ､
嘔気､肺炎､咽頭炎､真
菌症､ｶﾝｼﾞﾀﾞ舌炎､気管
支ぜん息､骨そしょう
症､肝機能障害､べん
ぴ､低K血症､中耳炎

①PL配合顆粒､ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ1㎍､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠
15､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ｻﾜｲ｣､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨
牡蛎湯ｴｷｽ顆粒(医療用)
②ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ﾑｺｿﾙﾊﾞ
ﾝ錠15mg､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静
注用4.5｢DSEP｣､注射用ﾌ
ｻﾝ10
③ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg､ﾌﾞｲﾌｪ
ﾝﾄﾞ錠200mg､ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ
200mg静注用
④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
ﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1%

①薬物性肝障害(疾病)
②汎発型薬疹(疾病)
③急性膵炎(疾病)
④敗血症(疾病)
薬物性肝障害､急性膵炎､敗血症に
よる死亡(死亡)

支給

4 2型糖尿病 ﾈｼｰﾅ錠25mg 嘔吐､低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

5 肺炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注
用100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾒﾛﾍﾟﾝ点
滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼ
ﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢
MEEK｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢JG｣､ﾑｺﾌﾞﾘﾝ錠
15mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮懐死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
による死亡(死亡)

支給

6
腰椎圧迫骨折､うつ病､
不眠症､高血圧症､糖尿
病､冠動脈硬化症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣

憩室出血 支給

7 肺結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ
原末､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

薬物性肝障害 支給

8
外傷性大動脈解離の
再燃

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 支給

9
急性扁桃炎､胃粘膜保
護､鎮痛

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢日医工｣､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

10
急性蕁麻疹､右第1指
人咬傷､右手指咬傷､溶
連菌感染症

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｿﾞ
ｼﾝ静注用4.5

多形紅斑型薬疹 支給

11 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 薬物性肝障害､亜急性甲状腺炎 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 上顎右側7番歯根破折 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

13 頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎

①ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢日医工｣
②ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢日医工｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣

①薬物性肝障害
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

14
急性副鼻腔炎､抗ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾀﾘｵﾝOD錠10mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

15
慢性腎不全､虚血性心
疾患

ｴﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg
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

16
高血圧症､前立腺癌､便
秘､気管支炎

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

17 発作性心房細動
ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

心室細動(疾病)
心室細動に続発した多臓器不全に
よる死亡(死亡)

支給

18 細菌性髄膜炎
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ
点滴静注用0.5g｢明治｣

多形紅斑型薬疹 支給

19 ATLL
ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾌﾙｺﾅ
ｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢F｣

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

20
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症､全般性不安障害

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

21
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､急性
咽頭炎

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
｢ｵｰﾂｶ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢明治｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

22 2型糖尿病
ｱｶﾙﾎﾞｰｽ錠50mg｢日医
工｣

薬物性肝障害 支給

23
糖尿病､高脂血症､高血
圧

ｶﾅﾘｱ配合錠､ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙ
S900､ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

24
神経症､不眠症､群発性
頭痛

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

25 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

26 更年期障害､耳鳴 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠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



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

27

ﾄﾞﾗｲｱｲ､眼精疲労､ﾊﾟﾆｯ
ｸ障害､潰瘍性大腸炎､
ﾋﾞﾀﾐﾝB6欠乏､逆流性食
道炎､頚椎症､腰部変形
性脊椎症､高血圧､高尿
酸血症､全般性発達障
害､じんま疹､再発性口
内炎(口角炎)､顔尋常
性ざ瘡､頚部毛のう炎

ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 消化管出血 支給

28
脳梗塞､高Ch.血症､高
尿酸血症､高血圧症､Ⅱ
型糖尿病

ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ
錠1mg｢TYK｣､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠
1mg｢AA｣､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg
｢三和｣､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､
ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣､ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg
｢DSEP｣､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg

薬物性肝障害 支給

29 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

30
腎不全(維持透析)､糖
尿病､気管支喘息疑い､
ｼｬﾝﾄ閉塞

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注50mL､ｷｼﾛ
ｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾍﾊﾟﾘﾝﾅ
ﾄﾘｳﾑ注N5千単位/5mL｢
AY｣

過敏症(呼吸困難) 支給

31
肺動脈血栓症､子宮筋
腫

ﾘｸｼｱﾅ錠15mg､ｱｾﾘｵ静
注液1000mg､ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ
静注用1g､ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

32

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､骨粗
鬆症､高尿酸血症､慢性
胃炎､脳梗塞 高血圧症
不眠症､皮膚が部分的
にかゆくなった｡

東洋の温清飲､温清飲ｴｷ
ｽ顆粒KM

間質性肺炎 支給

33 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 膵炎､発熱､関節痛 支給

34 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴ
ﾝ酸塩錠5mg｢EE｣

薬物性肝障害 支給

35
発熱(ｳｲﾙｽ感染症の
疑)､中毒疹

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

36 肝腫瘤精査 EOB･ﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ 過敏症(呼吸困難､喘鳴) 支給

37
月経困難症､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

38
2型糖尿病､解離性障
害､子宮内膜症､左上肢
しびれ､高脂血症

ﾘﾘｶOD錠25mg､ﾘﾘｶOD錠
75mg､ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg

薬物性肝障害 支給

39 双極性感情障害
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ
錠25mg｢日医工｣

血球貪食症候群 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

40 大腸癌の疑い
ﾗｷｿﾃﾞｰﾄ内用液0.75%､ﾏｸﾞ
ｺﾛｰﾙP

腸閉塞及びそれに続発した高ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ血症

支給

41 脂肪代謝を促すため
本草防風通聖散ｴｷｽ錠-
H

薬物性肝障害 支給

42
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
骨粗鬆症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

43 HBV､前立腺肥大症 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群及びそれに続発し
た骨軟化症

支給

44
急性咽喉頭炎､不眠症
/体力低下､自己免疫
性肝炎

ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃ
ｲﾝ錠500mg｢JG｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

45 骨粗鬆症､関節ﾘｳﾏﾁ
ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

食道潰瘍 支給

46 左乳癌
ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg､ﾗﾝ
ﾏｰｸ皮下注120mg

両側非定型大腿骨骨折 支給

47

高血圧症､脂質異常症､
蜂窩織炎､下口唇の水
疱及び潰瘍､右下腿蜂
窩織炎､胃炎･大腸炎

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱｼｸ
ﾛﾋﾞﾙ内服ｾﾞﾘｰ200mg｢日
医工｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

48 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

49
急性副鼻腔炎､急性咽
喉頭炎､急性鼻炎

ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾑｺｻｰ
ﾙ錠15mg､ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg

多形紅斑型薬疹 支給

50
急性咽喉頭炎､急性鼻
副鼻腔炎､急性気管支
炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾎﾟﾝ
ﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

51

右気管支肺炎､慢性腎
不全､腎性貧血､二次性
副甲状腺機能亢進症､
慢性動脈閉塞症､慢性
心不全､慢性胃炎､起立
性低血圧､高ﾘﾝ血症､
便秘症､皮膚そう痒症､
不眠症､骨粗鬆症

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

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

52
結膜炎､緑内障､前立腺
肥大症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
感染症

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢日医工｣

汎発型薬疹 支給

53

ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､腰椎椎間板
ﾍﾙﾆｱ､高血圧､脂質異
常症､高尿酸血症､緑内
障､不眠症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 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

54
関節ﾘｳﾏﾁ､混合性結合
組織病

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg 薬物性肝障害 支給

55
ﾋﾟﾛﾘ菌除菌のため､大
腸腺腫､萎縮性胃炎､ﾍ
ﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

56 急性気管支炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ及びそれに続発した気
管支喘息の増悪

支給

57
急性扁桃炎､喉が痛い
ため

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝﾒﾃﾞｨｶﾙT､ｱｼﾞｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾓｷｼ
ｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g

多形紅斑型薬疹 支給

58 欠神てんかん ｴﾋﾟﾚｵﾌﾟﾁﾏﾙ散50% ﾙｰﾌﾟｽ様症候群 支給

59

左根性坐骨神経痛､う
つ病､不眠症､感染性胃
腸炎･急性上気道炎･慢
性胃炎･逆流性食道炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢ｸﾆﾋﾛ｣､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg

出血性大腸潰瘍 支給

60
気管支喘息､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
気管支肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
症(ABPA)

ﾊﾞｸﾀ配合錠 汎発型薬疹 支給

61 酒さ
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣

血管炎 支給

62 慢性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

63

辺縁系脳炎､肺癌､難治
性下痢症､下痢､ｻｲﾄﾒ
ｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症､細菌･
真菌感染症､脳梗塞に
準じ抗血小板療法､感
染性腸炎疑い､CD腸炎
の可能性

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ
錠75mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
200mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg､
ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%､ｱｾﾘ
ｵ静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾗﾐ
ｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点
滴静注用0.5g｢明治｣､ﾊﾞﾝ
ｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢
MEEK｣､ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用
50mg､ﾛﾍﾟﾗﾐﾄﾞ塩酸塩ｶﾌﾟｾ
ﾙ1mg｢ｻﾜｲ｣

中毒性表皮懐死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮懐死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
に続発した多臓器不全による死亡
(死亡)

支給

64
非結核性抗酸菌症
(NTM)

ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 薬物性肝障害 支給

65
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､気管支
喘息､便秘

ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾋﾞｽﾗｯﾄ ｺﾞｰﾙﾄﾞ
EX

間質性肺炎 支給

66 左耳下腺炎疑い
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢明治｣

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
溶連菌感染症,扁桃炎,
脱水症

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g

腹痛 支給

68
多のう胞性卵巣症候群
(PCOS)

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

69 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

70
急性気管支炎､心房細
動､高血圧症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 憩室出血 支給

71 全身性強皮症
ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢MEEK｣

薬物性肝障害 支給

72
発熱(病名不明)､化膿
性扁桃炎､発熱(38度)､
寒気

新ﾙﾙ-A錠s
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

73 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)､血球
貪食症候群

支給

74 胆石手術前検査 ﾋﾞﾘｽｺﾋﾟﾝ点滴静注50 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

75
内痔核､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症

ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 多形紅斑型薬疹 支給

76
急性歯周炎､慢性化膿
性根尖性歯周炎

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

77
重症筋無力症､B型肝
炎(ｷｬﾘｱ)､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ感染症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 出血性大腸炎 支給

78 感冒症状､不眠､
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

79

内痔核､便秘症､高血圧
症､一過性心房頻拍､狭
心症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､変形性膝関節症､感
冒

ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

80
歯周組織炎､急性副鼻
腔炎(歯性上顎洞炎)

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ｸﾗﾘｽﾛ
ﾏｲｼﾝ錠200mg｢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

81
肥厚性瘢痕(顔)､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性皮ﾌ炎

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

出血性膀胱炎､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

82 (予防)
乾燥弱毒生おたふくかぜ
ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

感音難聴(疾病；請求外)
感音難聴による聴覚障害(障害)

支給
１級

１年毎

83 急性咽頭炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｸﾗﾘｽ錠200

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

84
細菌性肺炎の疑い､高
CRP血症

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

85
糖尿病､変形性股関節
症､ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､便秘
症､肝障害､結膜炎

ｴｸｱ錠50mg 薬物性肝障害 支給

86 肺炎 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 多形紅斑型薬疹 支給

87
乳癌 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知
症 高血圧

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ
(100mL)

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

88 ﾋﾟﾛﾘ菌感染症 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

89
腰椎々間板障害･腰筋
痛症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ50mg｢科研｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ100mg｢
科研｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣

紅皮症型薬疹 支給

90 気道感染症､肺炎(疑) ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg
両側ｱｷﾚｽ腱周囲炎､左側ｱｷﾚｽ腱
部分断裂

支給

91 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

92 脳梗塞､高血圧､頻尿
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

93
急性咽頭炎､慢性副鼻
腔炎､胃炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

94
右踵骨骨折､右足関節
捻挫､気分障害､ﾊﾟｰｿﾅ
ﾘﾃｨ障害

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg 汎発型薬疹 支給

95
萎縮性胃炎､原発性胆
汁性肝硬変､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

96 (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



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

97 H･ﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

98
萎縮性胃炎､ﾋﾟﾛﾘ菌感
染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

99
円形脱毛の原因と考え
られる自律神経不安
定･不眠症

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

100 右外耳炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 多形紅斑型薬疹 支給

101
右母指cm関節症､高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

102 てんかん ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙF配合錠 無顆粒球症､血小板減少症 支給

103 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
ﾄﾚﾘｰﾌOD錠25mg､ﾓｻﾌﾟﾘ
ﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢EE｣

薬物性肝障害 支給

104 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
劇症肝炎(疾病；請求外)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

105 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

106

足底のしびれ､両足首
先のしびれ(2年前より
整形外科 神経内科治
療､無効症例)､急性気
管支炎､痔核

ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

107 統合失調症､肺炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､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｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

多形紅斑型薬疹 支給

108
喘息､上気道炎､左肋骨
骨折疑

ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝ配合胃溶錠､ﾌﾗ
ﾍﾞﾘｯｸ錠20mg､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ
錠10mg｢KM｣､ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg､ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa
錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠､ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放U錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ
酸塩錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱｾﾘｵ
静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾒｲｱ
ｸﾄMS錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ｸﾆﾋﾛ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ｸﾆﾋﾛ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

109 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg 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

110
急性気管支肺炎(両側
下葉浸潤影) 肺炎球菌
肺炎

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ｸﾞﾚｰｽ
ﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾕﾅｼﾝ-S静
注用1.5g､ﾐﾉﾏｲｼﾝ点滴静
注用100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠10mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

111 関節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾘ
ﾏﾁﾙ錠100mg､ｼﾑｼﾞｱ皮下
注200mgｼﾘﾝｼﾞ､ｴﾝﾌﾞﾚﾙ
皮下注50mgﾍﾟﾝ1.0mL

再生不良性貧血 支給

112
全身過敏性疼痛､手指
こわばり､関節痛､東洋
医学的には寒虚証

ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

113 鼻せつ
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｼﾞｸﾛﾌｪ
ﾅｸNa錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

114
急性気管炎(喘息様気
管支炎)･脱水

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢
CHM｣､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

115

急性腺窩性扁桃炎 急
性咽喉頭炎､溶連菌に
よる咽頭炎､急性上気
道炎

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ｱﾓﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250､ｺｶｰﾙ錠200mg､
ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg､ﾀﾞﾗｼﾝS
注射液600mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD
錠20mg｢ｻﾜｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

116 咳喘息 ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg 多形紅斑型薬疹 支給

117
咽頭喉頭炎､皮膚ｿｳﾖｳ
症

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂ
ﾐ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ｻﾜｲ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

118
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
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

119 急性気管支炎 咽頭炎
ｸﾗﾘｽ錠200､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

薬物性肝障害 支給

120 蜂窩織炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

121

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(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

122 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

123 ｼｪｰﾝﾗｲﾝ･ﾍﾉｯﾎ紫斑病 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 脊椎の機能障害
障害
１級

３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

124 右踵骨外骨腫 ﾃﾄｶｲﾝ｢杏林｣20㎎ 脊椎麻酔による脊髄神経障害
障害
２級

５年毎

125 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部及び右大腿骨骨
頭無腐性壊死による歩行障害

障害
２級

１年毎

126
腎移植後急性拒絶反
応

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ｿﾙ・ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､
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

左大腿骨骨頭無腐性壊死による左
下肢機能障害

障害
２級

１年毎

127 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

３年毎

128 結腸固定不全術後
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ｱﾅﾍﾟｲ
ﾝ注7.5mg/mL

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

３年毎

129 偏頭痛､群発頭痛 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
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

130
潰瘍性大腸炎､過敏性
腸症候群､前立腺炎

ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠

薬剤性過敏症症候群(DIHS､中毒
性表皮壊死症ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ型)に続
発した閉塞性細気管支炎による呼
吸機能障害

障害
１級

１年毎

131 前立腺炎､脳梗塞 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg
急性汎発性発疹性膿疱症
(AGEP)(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）

132
食道がん化学療法によ
る発熱性好中球減少症
の発症抑制

ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg
薬物性ｼｮｯｸ(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）

133 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

134 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､両側
上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害､両側上腕骨骨頭
無腐性壊死による両上肢機能障害
(障害)

障害等級不該当

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 急性骨髄性白血病
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(78-7835-4602)

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

135

関節ﾘｳﾏﾁ､腰椎椎間板
ﾍﾙﾆｱ､右下肢末梢性神
経障害､高尿酸血症･高
血圧､糖尿病､慢性閉塞
性肺疾患､高脂血症､胃
潰瘍､ｽﾃﾛｲﾄﾞ潰瘍､難治
性逆流性食道炎､急性
気管支炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｶﾙ
ﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣他

ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 判定不能 不支給

136 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

137 高尿酸血症､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾌｫﾘｱﾐﾝ
錠､ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾌｫﾘｱﾐ
ﾝ散100mg/g他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

138 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

139
(ﾚｾﾌﾟﾄ提出のため記載
なし)

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ｻｸｺﾙﾁﾝ配合錠､ｸﾗ
ﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢NP｣

未記入 判定不能 不支給

140
脳梗塞､左中大脳動脈
狭窄症

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg､ｵﾑﾆ
ﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ50mL､ｾ
ﾙｼﾝ注射液5mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ､多発性脳梗塞､頚部
膿瘍

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

141
C型肝硬変･肝細胞癌･
生体肝移植後･急性拒
絶反応

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､注射
用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
錠2mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ﾃﾞ
ｷｻｰﾄ注射液6.6mg､水溶
性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液
100mg､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ注射液
2mg､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ
0.5mg､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ
1mg､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ顆粒0.2mg､
ｾﾙｾﾌﾟﾄｶﾌﾟｾﾙ250､ﾈｵｰﾗ
ﾙ内用液10%､ﾈｵｰﾗﾙ
10mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾈｵｰﾗﾙ
25mgｶﾌﾟｾﾙ､ｻﾝﾃﾞｨﾐｭﾝ点
滴静注用250mg､ﾊﾞﾘｷｻ
錠450mg､ﾃﾞﾉｼﾝ点滴静
注用500mg

左化膿性股関節炎及びそれに続発し
た左変形性股関節症(疾病)
左化膿性股関節炎に続発した左変形
性股関節症による左下肢機能障害
(障害)

対象除外薬である 不支給

142 豊胸手術
ﾏｰｶｲﾝ注0.5%､ｷｼﾛｶｲﾝ
注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:100,000)含有

薬物性ｼｮｯｸ(疾病；請求外)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

不適正使用 不支給

143 特発性肺胞出血

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､
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)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

144
特発性血小板減少性紫
斑病､痛み止め

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 入院相当でない 不支給

145

帯状疱疹､帯状疱疹後
神経痛､ｳｨﾙｽ性心膜
炎､右胸部帯状疱疹後
神経痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱﾝﾋﾊﾞ坐
剤小児用200mg

固定薬疹 入院相当でない 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）



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

146
(予防)､高ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ血
症､排卵障害

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

血管性浮腫 入院相当でない 不支給

147 ﾙｰﾌﾟｽ腎炎
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､左上腕
骨骨頭無腐性壊死､右上腕骨骨顆部
無腐性壊死(疾病；請求外)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死､左上腕
骨骨頭無腐性壊死､右上腕骨骨顆部
無腐性壊死による肢体機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給


