
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
高血圧､慢性腎障害､関
節ﾘｳﾏﾁ､高尿酸血症

①ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢日医
工｣
②ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg､ﾗｼｯｸ
ｽ錠40mg､ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg
｢日医工｣
③ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣

①汎血球減少症
②汎発型薬疹
③口内炎

支給

2 毛嚢炎
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣

四肢の水疱･紅斑･紫斑 支給

3 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

4

左感音性難聴､両耳閉
感､口腔乾燥､副鼻腔炎
咽頭炎､気管支炎､胃
炎､左大転子石灰沈着
性腱炎

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg

多形紅斑型薬疹 支給

5

骨粗鬆症､腰部脊柱管
狭窄症､前医からの引
き継ぎで高血圧症/糖
尿病等

ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg､
ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg

汎発型薬疹 支給

6

脳梗塞(陳旧性･後遺
症)､高血圧症､慢性胃
炎､糖尿病､脂質異常症
(高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症)､末
梢神経炎､不眠症､腰痛
症､便秘症､咽喉頭炎､
急性気管支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､関節ﾘｳﾏﾁ､蕁
麻疹

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢日医工｣､ｻﾗｿﾞｽﾙ
ﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg｢
日医工｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa塩
錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣

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

7 急性胃炎
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻ
ﾜｲ｣

無顆粒球症 支給

8 急性肺炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｽﾄﾐﾝ錠
10mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

9

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､食道
ｶﾝｼﾞﾀﾞ症､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ
肺炎の予防､十二指腸
潰瘍の治療､糖尿病の
治療､骨粗鬆症の治療､
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽの治療､慢
性咽頭炎の治療

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ
内用液1%､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠500mg｢JG｣

多形紅斑型薬疹 支給

10
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､細菌感染､発
熱､頭痛

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｻﾜｼﾘﾝ
錠250､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

白血球減少症 支給

11
ﾊﾟﾆｯｸ障害､吐き気､不
安､便秘､肥満

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害､間質性肺炎 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

関節ﾘｳﾏﾁ､逆流性食道
炎､不安神経症､高血圧
症､慢性胃炎､不眠症､
乳癌ﾎﾙﾓﾝ療法による
副作用の関節炎の軽
減のため

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾂﾑ
ﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg

間質性肺炎 支給

13
痔核･痔核出血･逆流性
食道炎･便秘症･脂質異
常症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒､ｾ
ﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

14 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

15 高血圧症
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾃ
ﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg｢武田ﾃ
ﾊﾞ｣

薬物性肝障害 支給

16 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
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

17
頸椎症性脊髄神経根
症､高中性脂肪血症､開
放隅角緑内障､頚椎症

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣､1%ﾌﾟﾛﾎﾟ
ﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾚﾐﾌｪﾝﾀ
ﾆﾙ静注用5mg｢第一三
共｣､ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注
液50mg/5.0mL｢ﾏﾙｲｼ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼ-ｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給

18

関節ﾘｳﾏﾁ､湿疹､貧血､
高尿酸血症､高血圧､脂
質異常､胃の不快､せ
き､胃炎疑い､皮脂欠乏
性湿疹､脂漏性皮膚炎､
ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎､前立腺
肥大症

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾘﾏﾁﾙ錠100mg

間質性肺炎 支給

19
顔面湿疹､高血圧症､胃
腸障害､発作性心房細
動､顔面浮腫

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

20 膀胱炎
ﾂﾑﾗ五淋散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

21

解離性転換性障害､全
身疼痛､うつ病､慢性疼
痛､嘔吐症､腰痛症､片
頭痛､不眠症､腰椎椎間
板症､身体表現性障害､
急性上気道炎､花粉症､
鉄欠乏性貧血

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬物性肝障害 支給

22
急性気管支炎､咽頭炎､
発熱

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

23 潰瘍性大腸炎
ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣

急性膵炎 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

24
肝内胆汁うっ滞症を伴
う肝障害､慢性関節ﾘｳﾏ
ﾁ､薬物性肝障害

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

左側膝蓋腱断裂 支給

25 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､副鼻腔炎
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ
錠200mg

無顆粒球症 支給

26
急性咽頭喉頭炎､両膝
関節痛､両ｱｷﾚｽ腱痛

ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200mg｢日医工｣､ﾚｽﾌﾟ
ﾚﾝ錠30mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

27 ｲﾚｳｽ
ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

28

慢性関節ﾘｳﾏﾁ､糖尿
病､高血圧､との現病歴
を聴取､関節ﾘｳﾏﾁ､多
関節痛､腫脹､狭心症､
腎盂腎炎､急性腎不全､
出血性膀胱炎

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼ
ﾘﾝｼﾞ0.5mL､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠500mg｢杏林｣

汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症に続発した敗血症に
よる死亡(死亡)

支給

29 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢OHA｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

30 感染性胃腸炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
MEEK｣､ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠10mg､
ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

31 左肩ｹﾛｲﾄﾞ ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣ 薬物性肝障害､出血性膀胱炎 支給

32 胸やけ(逆流性食道炎) ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg 無顆粒球症 支給

33
左第4指の感染性粉瘤
疑い

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣

出血性大腸炎 支給

34 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

35
子宮内膜症､月経困難
症､上気道炎･副鼻腔炎

ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

36
萎縮性胃炎(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 多形紅斑型薬疹 支給

37
左耳介蜂窩織炎､手指
膿痂疹､背部乾燥性湿
疹

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢Me｣､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ﾃ
ﾊﾞ｣

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

38 心筋炎
ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢
DSEP｣､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

39 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝｼﾛｯﾌﾟ小児用
5%｢ﾃﾊﾞ｣､ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

40
過活動膀胱､頭痛､帯状
疱疹

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠
20mg｢ﾃﾊﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

41
心房粗動､心房細動､胆
嚢結石症､高血圧症

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 間質性肺炎 支給

42

右下腿蜂窩織炎､発作
性心房細動､慢性心不
全､心房細動､大動脈弁
閉鎖不全症､高血圧症､
転倒し左肩を強打し疼
痛とれないため

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠10mg｢
DSEP｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

43 月経困難症
ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠､ﾔｰｽﾞ
配合錠

深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

44
急性扁桃炎､舌炎､ﾍﾙ
ﾍﾟｽ性口内炎､ｶﾝｼﾞﾀ性
口内炎

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠500､ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

45 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg､ﾃﾞ
ｷｽﾄﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸
塩錠15mg｢NP｣

過敏症(顔面腫脹､呼吸困難) 支給

46 潰瘍性大腸炎
ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg､ﾍﾟﾝﾀｻ顆
粒94%

間質性肺炎 支給

47
溶連菌感染症･症候性
神経痛

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

48

高尿酸血症､脂質異常
症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ菌既往
感染/萎縮性胃炎､ｱﾙ
ｺｰﾙ性肝障害､発熱､炎
症､胃粘膜保護

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢NP｣

好中球減少症 支給

49 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

50 ﾋﾟﾛﾘ菌感染性胃炎 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

51 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
無顆粒球症及びそれに続発した感
染症

支給
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52 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

53
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

54 ひだり声帯ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ注射液600mg
｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾄﾞﾛﾚﾌﾟﾀﾝ注射液
25mg､ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注
200mg､ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用
2mg｢第一三共｣､ﾛｸﾛﾆｳﾑ
臭化物静注液
50mg/5.0mL｢ﾏﾙｲｼ｣､1%
ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ

紅皮症型薬疹 支給

55 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 多形紅斑型薬疹 支給

56
ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支ｱｽﾍﾟ
ﾙｷﾞﾙｽ症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性気
管支肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1%､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾊﾞｸﾀ配合
錠

薬物性肝障害 支給

57 発熱､咳､急性上気道炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢YD｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢
YD｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹､薬物性肝障害 支給

58 卵巣癌による全身精査
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
脳症による死亡(死亡)

支給

59 急性化膿性扁桃炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

60
溶連菌感染症､急性咽
頭炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 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 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

62

汗疱状白癬､急性湿疹
二次感染､右足蜂窩織
炎､胆のう摘出術後､肝
機能障害､便秘症､内痔
核､急性湿疹(顔)､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性結膜炎

ﾌｧﾛﾑ錠150mg､ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ250mg

多形紅斑型薬疹 支給

63
左肩腱板断裂､左胸部
肥厚性瘢痕

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

薬物性肝障害 支給

64 関節ﾘｳﾏﾁ､高脂血症
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg

白血球減少症 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

65
高脂血症､高血圧症､高
尿酸血症､逆流性食道
炎

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg｢武田
ﾃﾊﾞ｣

薬物性肝障害 支給

66 肩こり､肥満症 ｸﾗｼｴ大柴胡湯ｴｷｽ錠 薬物性肝障害 支給

67 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

68
感染性腸炎､大腸憩室
炎疑い

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ｾﾌﾒﾀ
ｿﾞｰﾙNa静注用1g｢NP｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

69 うつ病
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｻｲ
ﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg

薬物性肝障害 支給

70
潰瘍性大腸炎(UC)､脂
質異常症､不眠､急性気
管支炎

ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ
坐剤1g

間質性肺炎 支給

71
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ除菌の
ため

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

72
(検診)､重症冠攣縮性
狭心症､うつ病､ﾊﾟﾆｯｸ
障害

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 腸閉塞 支給

73 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

74
溶連菌感染症､急性上
気道炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

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
右脛骨遠位部骨折術
後感染

ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ﾊﾞｸﾀ
配合錠､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg

無顆粒球症 支給

76 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 腸閉塞 支給

77 急性上気道炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠60mg｢日医工｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

78 関節ﾘｳﾏﾁ ｵﾚﾝｼｱ点滴静注用250mg 過敏症(嗄声､呼吸苦､嚥下困難) 支給

79 頭頂部感染性粉瘤
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

発熱 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

80
変形性股関節症(左)､
術後疼痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα点
滴用ｷｯﾄ2g

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
非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫(末梢
性T細胞ﾘﾝﾊﾟ腫)､発熱
性好中球減少症

ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用75mg
薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した急
性循環不全による死亡(死亡)

支給

82 急性扁桃炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞ
ﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢明治｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

83 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

84
不整脈による心室頻
拍､前立腺肥大症

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

85 高血圧症
ﾄﾘｸﾛﾙﾒﾁｱｼﾞﾄﾞ錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

光線過敏型薬疹 支給

86 子宮内膜症
ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD､ﾙﾅﾍﾞ
ﾙ配合錠LD

深部静脈血栓症 支給

87 本態性高血圧症､不眠

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠40mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg､ｱｼﾞﾙ
ﾊﾞ錠40mg､ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠
0.25mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

88 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ
坐剤1g

間質性肺炎 支給

89 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 血小板減少性紫斑病 支給

90
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性咽
頭炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢
ﾀｲﾖｰ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢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

91 右変形性股関節症

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注
75mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.25%注25mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟ
ｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

腰仙部神経障害 支給

92

急性扁桃炎､急性咽頭
炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急
性鼻炎､脳梗塞､甲状腺
機能低下症､高血圧､高
尿酸血症､急性上気道
炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

多発性固定薬疹 支給

93
高血圧症､表層性胃炎､
鉄欠乏性貧血

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

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

94 甲状腺乳頭がん

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣､ｽｷｻﾒﾄﾆｳﾑ
注40｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾄﾞﾛﾚﾌﾟﾀﾝ注
射液25mg､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射
液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣､1%ﾌﾟﾛﾎﾟ
ﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
注射液6.6mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

95
急性咽喉頭炎 急性気
管支炎､急性扁桃炎､急
性上気道炎

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ｻﾞﾝﾀｯｸ
錠150､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ｢JG｣原末､ｾﾌ
ｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

96
左右足指爪白癬に対し
治療希望あり

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 多形紅斑型薬疹 支給

97
IgG4関連胆管炎･感染
性腸炎疑い

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢DSEP｣

左側ｱｷﾚｽ腱断裂 支給

98 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸穿孔 支給

99 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

100 ﾋﾟﾛﾘ菌感染 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

101

咽頭炎､高血圧症､高尿
酸血症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､逆流性食道炎､急性
上気道炎

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
錠60mg｢EMEC｣､PL配合
顆粒

多形紅斑型薬疹 支給

102
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 汎発型薬疹 支給

103 急性咽頭喉頭炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

104 直腸癌
ｼﾝﾗｯｸ内用液0.75%､ﾏｸﾞｺ
ﾛｰﾙP

S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎(疾病)
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎による死亡(死亡)

支給

105 子宮体癌
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

106
関節症性乾癬､潜在性
結核

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾋﾄﾞﾗ錠｢
ｵｰﾂｶ｣50mg

薬物性肝障害 支給

107 感染性胃腸炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 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

108
不安障害､うつ状態､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞA型

ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

109
深在性ﾙｰﾌﾟｽｴﾘﾃﾏﾄｰ
ﾃﾞｽ(左上腕)の軽快の
ため

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

110 副鼻腔炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠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

111
気管支喘息､解離性障
害､抑うつ状態

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､ﾈｵ
ﾌｨﾘﾝ注250mg

過敏症(顔面発赤､眼瞼腫脹､口唇
腫脹)

支給

112
腹痛､背部痛(膵機能障
害疑い)､子宮内膜症

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

113
副鼻腔炎､喘息､急性副
鼻腔炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

114
おなかの脂肪を落とし
たかった為

防風通聖散ｴｷｽZ錠ｸﾗｼｴ 薬物性肝障害 支給

115 湿疹
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

116 慢性湿疹 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

117 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

118 腸管ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

119 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 支給

120 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)(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う
心筋炎に続発した心不全による死
亡(死亡)

支給

121 気管支喘息 ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣ 間質性肺炎 支給

122 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両股関節機能障害

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

123

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)､尿路感染症､敗
血症性ｼｮｯｸ､切迫早産
における胎児肺未成熟

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠2mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ｻ
ｸｼｿﾞﾝ100､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

両側上腕骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側
膝関節周囲骨無腐性壊死による肢
体機能障害

障害
１級

１年毎

124 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

125

顕微鏡的多発血管炎､
左変形性膝関節症､右
大腿骨骨頭骨折､急性
気管支炎､尿路感染症､
両白内障､両びまん性
表層角膜炎

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠1mg(製造販売業者
不明)
②ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(製造販売業者不明)

①右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾
病)
②ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎に続発した多臓器
不全による死亡(死亡)

対象除外薬である

支給
（①疾
病）

不支給
（②疾
病）

（死亡）

126
尿道炎(膀胱炎･腎盂腎
炎)､外傷による化膿､消
炎鎮痛､解熱､鎮痛

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｼﾞｽﾛ
ﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
2g

汎発型薬疹(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）

127
右膝 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､表在
性皮膚感染症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾀﾞｲ
ﾌｪﾝ配合錠､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa
静注用1g｢CHM｣

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）



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

128 閉塞性動脈硬化症

ｱﾝﾌﾟﾗｰｸﾞ錠100mg､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ錠20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣､ﾁｶﾞ
ｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10､ﾍﾞﾝｽﾞﾌﾞﾛﾏﾛ
ﾝ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ｱﾚｼﾞｵﾝ
錠20他

消化管出血による貧血の疑い 医薬品以外の原因による 不支給

129 高脂血症

ｱﾄｰｾﾞｯﾄ配合錠HD､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢日医
工｣､ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠330mg､ﾊﾞｲ
ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｸﾚｽﾄｰ
ﾙ錠5mg他

血小板減少性紫斑病､血小板減少症 医薬品以外の原因による 不支給

130 胆管炎

ｹﾞﾝﾀﾏｲｼﾝ硫酸塩注射液
40mg｢F｣､ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg､
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢EE｣､
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾒﾛ
ﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g他

眩暈､ふらつき 医薬品以外の原因による 不支給

131 関節ﾘｳﾏﾁ

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢日医工｣､ﾘﾏﾁﾙ錠
100mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg
他

敗血症 医薬品以外の原因による 不支給

132
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､発
作性心房細動

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｱｰ
ﾁｽﾄ錠10mg､ｱﾙﾌｧｶﾙｼ
ﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙ
ﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μg｢日医工｣
他

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 判定不能 不支給

133 逆流性食道炎

ﾗｿﾌﾟﾗﾝOD錠15mg､ﾗﾝｿﾌﾟ
ﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ
錠4､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8他

未記入 判定不能 不支給

134 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾄﾗﾈｷｻﾑ
酸錠250mg｢YD｣､ﾒﾄｸﾛﾌﾟ
ﾗﾐﾄﾞ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾗｼｴ
乙字湯ｴｷｽ細粒､ｿﾞﾌﾙｰ
ｻﾞ錠20mg他

薬物性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

135

腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､末梢
神経障害性疼痛､骨粗
鬆症､便秘症､ﾄﾞﾗｲｱｲ､
関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ﾛｷｿﾆﾝ錠､ｿﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ
100､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸ
ｽｶﾌﾟｾﾙ2mg他

非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫(眼内) 判定不能 不支給

136 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｴﾝ
ﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ
1.0mL､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､血球貧食症候群 判定不能 不支給

137 骨粗鬆症 ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液5mg なし 医薬品以外の原因による 不支給

138
急性咽頭喉頭炎､右第1
指爪囲炎

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ｾﾌｼﾞ
ﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢
CH｣､ﾚﾍﾞﾆﾝｶﾌﾟｾﾙ､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg､ｸﾗｼｴ補中益
気湯ｴｷｽ細粒他

腸炎 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

139 脳血栓､高血圧 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg
間質性肺炎(疾病)
なし(死亡)

不適正使用（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）



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

140
右尿管結石､膿腎症､敗
血性ｼｮｯｸ､複雑性尿路
感染症

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴静注用
ﾊﾞｯｸﾞ4.5｢ﾆﾌﾟﾛ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹(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

141 慢性疲労
ﾗｴﾝﾈｯｸ､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､
ﾑｺｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

142 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､
ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ
②ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2㎎､
ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ｹｱﾗﾑ錠25㎎､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100㎎､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
10㎎､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100㎎｢
NP｣

①B型肝炎ｳｲﾙｽの再活性化
②薬物性肝障害

不適正使用 不支給

143 腰が痛かったので ﾛｷｿﾆﾝS 小腸出血 不適正使用 不支給

144 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

145 うつ病､胃炎､感冒

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾂﾑ
ﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢日医工｣

薬物性肝障害 入院相当でない 不支給

146 肺炎 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)(疾病;請求外)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

147 甲状腺乳頭がん
ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-50
号､ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-
30号

再生不良性貧血(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

148 ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣

骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨折
による脊柱機能障害

障害等級不該当 不支給


