
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 肝癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

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及びそれに続発し
た低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

2

気管支喘息､副鼻腔気
管支症候群､脂質異常
症､抗うつ､抗不安､頭
痛､緊張緩和､咳が長び
き止まらない､自律神経
失調症

東洋の柴朴湯､柴朴湯ｴｷ
ｽ[細粒]82

薬物性肝障害 支給

3
急性気管支炎､急性咽
頭炎

PL配合顆粒､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300､ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩
錠150mg｢NP｣

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

4
潰瘍性大腸炎､急性上
気道炎､肝障害､胃炎､
皮膚そう痒症

ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ注
腸1g､ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩
錠60mg｢SANIK｣､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､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

5
高尿酸血症､急性心筋
梗塞､急性心不全

①ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
錠40mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注
20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠500mg｢TCK｣､ｾﾌﾄﾘｱｷ
ｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用1gﾊﾞｯｸﾞ｢
NP｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点
滴静注用0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ静注20mg｢日新｣
②ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌ
ﾛｾﾐﾄﾞ注20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌｧﾓﾁ
ｼﾞﾝ静注20mg｢日新｣

①多形紅斑型薬疹
②無顆粒球症

支給

6

発熱､寒気等は一切な
かったが､予防的に服
用｡(風邪になりそうだっ
たので､念のため服
用｡)､のどの痛み､だる
さ

ﾙﾙｱﾀｯｸFXa､ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸ
IPﾌﾟﾗｽ

紫斑型薬疹 支給

7 慢性胃炎
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

多形紅斑型薬疹 支給

8
肝機能障害､造影CTの
ため

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

9
痛風､腰部脊柱管狭窄
症､高血圧症

ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠80mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明
治｣

過敏症(発赤) 支給

10 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散0.1%､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ
錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

11
不安定狭心症､虚血性
心疾患､慢性腎不全､糖
尿病､高脂血症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ
塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢日医
工｣､ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg

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 子宮筋腫､甲状腺腫 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μg 薬物性肝障害 支給

13 急性腎盂腎炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｾﾌﾒﾀｿﾞ
ﾝ静注用1g､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg

間質性肺炎 支給

14 肺炎､急性咽頭炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

15 (予防) ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ 発熱､嘔吐 支給

16
術後不穏･安静困難､穿
刺部出血･血腫､出血性
ｼｮｯｸ

ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg
｢ﾏﾙｲｼ｣

徐脈､呼吸抑制(疾病；請求外)
徐脈､呼吸抑制による死亡(死亡)

支給

17
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､頭部湿
疹､脱毛

ｸﾗｼｴ温清飲ｴｷｽ細粒､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

18 関節ﾘｳﾏﾁ
①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病

支給

19
急性副鼻腔炎､急性膀
胱炎､慢性膀胱炎

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌﾗﾎﾞｷｻｰ
ﾄ塩酸塩錠200mg｢ｻﾜｲ｣､
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠500mg｢
YD｣､ｺｶｰﾙ錠200mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

20
2型糖尿病､慢性心不
全､狭心症､逆流性食道
炎

ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠0.2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｴｸｱ錠50mg

腸閉塞(疾病)
腸閉塞による死亡(死亡)

支給

21

急性咽喉頭炎､急性副
鼻腔炎､急性気管支炎､
急性扁桃炎､急性咽頭
喉頭炎､内科(前医)でｱ
ﾓｷｼｼﾘﾝ等処方された
が症状(のどの痛み)が
改善しない為､伝染性
単核症のうたがい､肝
機能障害､胃粘膜保護

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｶﾙﾎﾞ
ｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶ
ﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙ
ﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢TCK｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

22 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ
ﾍﾙﾆｺｱ椎間板注用1.25単
位

腰痛､右下肢痛 支給

23 気管支喘息 ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ静注2.5%｢ﾐﾀ｣ 頻脈 支給

24 急性気管支炎

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500mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠60mg｢ｸﾆﾋﾛ｣

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

25 頚部膿瘍
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣

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

26
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型感染症､
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ咽頭炎､関節
ﾘｳﾏﾁ

ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg 喀血 支給

27 不安定狭心症
ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発
した冠動脈血栓閉塞､出血性脳梗
塞による死亡(死亡)

支給

28
頭痛､自律神経失調症､
うつ病疑い､急性腎盂
腎炎､胃粘膜保護

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣
錠12.5mg､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg
｢ｱﾒﾙ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢明治｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

29 関節ﾘｳﾏﾁ

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠200mg､ｱｸﾃﾑﾗ点滴静
注用80mg､ｱｸﾃﾑﾗ点滴静
注用400mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

30 前立腺癌 ﾌﾟﾛｾｷｿｰﾙ錠0.5mg 深部静脈血栓症 支給

31

双極性障害､ｱﾙｺｰﾙ多
飲､不眠､高脂血症､便
秘症､右足第1指打撲､
薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､正
中頚のう胞 穿刺排膿
後､および双極性障害
治療

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

32 左人工膝関節感染
塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注
用0.5g

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

33
急性上気道炎､急性扁
桃炎､咽頭炎､伝染性単
核症

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢KN｣

多形紅斑型薬疹 支給

34
2型糖尿病､慢性気管
支炎､気管支喘息､逆流
性食道炎

ﾃﾈﾘｱ錠20mg
間質性肺炎(疾病；請求外)
間質性肺炎による呼吸機能障害
(障害)

支給
２級

１年毎

35 関節ﾘｳﾏﾁ､多発関節痛
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰ
ﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500

間質性肺炎 支給

36
潰瘍性大腸炎(直腸炎
型)

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

37

間質性膀胱炎､尿路感
染症､高血圧､不眠症､
高尿酸血症､狭心症､逆
流性食道炎､高脂血症､
前立腺肥大

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠
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

38 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD S状結腸穿孔 支給

39 前立腺癌疑い
ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩注射液
35mg｢ﾀｹﾀﾞ｣､ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ
静注用1g

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及びそれに続発し
た低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

40
大動脈弁狭窄症､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰの既往

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL､ｵｲ
ﾊﾟﾛﾐﾝ370注50mL､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ注射用100mg

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した低
酸素脳症

支給

41 肝細胞癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注100mL､ﾘ
ﾌﾟﾙ注5μg､ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩
注1%｢日新｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

42 躁うつ病 ﾘｰﾏｽ錠200 ﾘﾁｳﾑ中毒､洞不全症候群 支給

43

①急性間質性肺炎(呼
吸不全)②右人工股関
節術後感染(MRSA)③
敗血症

ﾊﾞｸﾀ配合錠
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発した呼
吸不全による死亡(死亡)

支給

44 横行結腸癌

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､ｷｼﾛｶｲﾝ
注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

馬尾障害による両下肢麻痺 支給

45

発熱､薬剤性中毒疹､咳
嗽､胃痛､吐き気､心身
症､限局性腸炎､非特異
性腸炎

①ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg
②注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
1,000､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ

支給

46
肺結核 右中耳結核､頭
痛､尿酸上昇

①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｣
②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｣､ｱｾﾄ
ｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾀｶﾀ｣､ﾌｪ
ﾌﾞﾘｸ錠20mg

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

47
急性気管支炎､胃炎､咽
頭炎､下痢症､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎

ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ
錠250mg､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200､ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠
20､ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､ｵｾﾞｯｸ
ｽ錠150､ﾌｽｺﾃﾞ配合錠

固定薬疹 支給

48

多発性ﾗｸﾅ脳梗塞 左
変形性膝関節症及び
変形性頚椎症の頚痛
による

ﾒﾛｷｼｶﾑ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ｸ
ﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣

出血性胃潰瘍 支給

49
胸椎腰椎圧迫骨折､腰
痛症､骨粗鬆症

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾ
ﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日
医工｣

出血性十二指腸潰瘍 支給

50 関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症 ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 間質性肺炎 支給

51
潰瘍性大腸炎､統合失
調症

ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 心膜炎 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

52 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

53
自己免疫性溶血性貧
血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰
椎圧迫骨折

支給

54
関節ﾘｳﾏﾁ治療中に上
気道炎症状

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

間質性肺炎 支給

55
腰椎圧迫骨折による腰
痛症､高血圧症､脂質異
常症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠
2.5mg｢DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ錠60mg｢EMEC｣

間質性肺炎 支給

56 ｱﾃﾛｰﾑ性脳血栓症

ｱﾙｶﾞﾄﾛﾊﾞﾝ注射液10mg｢
ｻﾜｲ｣､ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注
液30mgﾊﾞｯｸﾞ｢明治｣､ｻｳﾞｨ
ｵｿﾞｰﾙ輸液

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

57
心臓手術の適応を評価
する目的

ｱﾃﾞﾉｼﾝ負荷用静注60mg
ｼﾘﾝｼﾞ｢FRI｣

心房細動､高度徐脈及びそれに続
発した低酸素脳症

支給

58
心房細動､心不全､高血
圧､高尿酸血症

①ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.25mg
②ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg

①ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ中毒
②食道炎

支給

59
副鼻腔炎､蕁麻疹､口内
炎､口角炎､風邪気味､
ひざ関節の痛み

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｸﾗﾘｽ錠200

薬物性肝障害 支給

60
CNSﾙｰﾌﾟｽ(全身性ｴﾘﾃ
ﾏﾄｰﾃﾞｽ脳脊髄炎)

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､右上
腕骨骨頭無腐性壊死

支給

61
咽頭炎､症状により､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ､と胃腸炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣､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125SS､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa
錠25mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300､ﾘﾚﾝｻﾞ､ﾒﾁﾛﾝ注25%

多形紅斑型薬疹 支給

62

①何らかの感染症(腹
痛､発熱､WBC
12800:CRP9.9)(剖検で
ははっきりせず)②糖尿
病③慢性胃炎④腰痛
症⑤うつ病

ｽﾙﾀﾑｼﾞﾝ静注用1g
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

63

左視床出血､高血圧症､
脱水症､逆流性食道炎､
症候性てんかん､左視
床出血後

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した多臓器不
全による死亡(死亡)

支給

64
更年期障害､神経障害
性疼痛

ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NS｣

薬物性肝障害 支給

65 急性腰痛症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｱｾﾘｵ静注液
1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300

嘔吐 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

66 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

67 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

68

(検診)､咽頭麻酔､胃酸
の分泌を抑制､鎮静 筋
弛緩､胃内粘液の溶解
除去

ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ2%､ｷｼﾛｶｲ
ﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8%､ｾｽﾃﾞﾝ注
7.5mg､ｾﾙｼﾝ注射液
10mg､ﾌﾟﾛﾅｰｾﾞMS

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

69
急性咽頭炎､右頚部ﾘﾝ
ﾊﾟ節腫大､髙血圧性心
疾患､髙ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

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｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

70
気腫性膀胱炎､帯状疱
疹

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣､ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注
液250mg｢日医工｣

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

71 頻脈性不整脈(上室性)
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ注射用50｢
日医工｣

心停止及びそれに続発した低酸素
脳症(疾病)
心停止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

72
甲状腺術後､甲状腺腫
瘍術後

①ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣
②ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

①薬物性肝障害
②出血性膀胱炎

支給

73 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心不全
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
錠10mg｢NP｣

無顆粒球症 支給

74 ﾙｰﾌﾟｽ腎炎 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 右非定型大腿骨骨折 支給

75 両側ﾒﾆｴｰﾙ病 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

76
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ錠4mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

右下肢動脈血栓塞栓症 支給

77
多発性円形脱毛症､神
経症､発熱

ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯
ｴｷｽ細粒､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

間質性肺炎 支給

78

左下肢深部静脈血栓
症､慢性胃炎､不眠症､
左下肢痛(腰部脊柱管
狭窄症疑い)

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ﾘﾘｶOD錠25mg

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

79
急性副鼻腔炎､急性咽
頭炎､滲出性中耳炎､右
滲出性中耳炎

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
ｵｰﾂｶ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
KM｣､ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠､ﾄﾗﾝ
ｻﾐﾝ錠250mg､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸
錠250mg｢YD｣､ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

80

変形性股関節症右人
工股関節置換術後感
染･再置換術後､ﾗｸﾅ梗
塞の既往､便秘症､右人
工股関節再置換術后
(感染)

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ｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg｢日医工｣､ﾀﾞｲ
ﾌｪﾝ配合錠

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

81
薬疹疑い､中毒疹疑い､
陳旧性心筋梗塞

①ｾﾚｽﾀｰﾅ配合錠､ﾍﾞﾎﾟﾀ
ｽﾁﾝﾍﾞｼﾙ酸塩OD錠10mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾄｰ
ﾜ｣
②ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg

①多形紅斑型薬疹
②ｱｽﾋﾟﾘﾝ不耐症

支給

82 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 直腸穿孔 支給

83
逆流性食道炎の疑い､
不眠症

ｲﾝｼﾞｺﾞｶﾙﾐﾝ注20mg｢第一
三共｣､ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟ
ﾚｰ8%､ﾊﾞﾛｽ消泡内用液2%

嘔吐 支給

84
両眼加齢黄斑変性症
疑い

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg

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及びそれに続発し
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

85

頻脈性不整脈､狭心症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､ｱﾙﾂ
ﾊｲﾏｰ型認知症､うつ
病､統合失調症､高血圧
症

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS､皮膚
粘膜眼症候群ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ型)

支給

86
急性副鼻腔炎､上気道
感染症

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

87
2型糖尿病､高血圧､脂
質異常症､狭心症､ﾍﾘｺ
ﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､胃炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢NPI｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠30mg｢日医工｣､ﾌｧﾓ
ﾁｼﾞﾝ錠20mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

88 自己免疫性肝炎

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｢
AFP｣､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500mg｢
AFP｣､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125mg｢
AFP｣､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40mg｢
AFP｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 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

89 多発脳動脈瘤
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

90

SLE､全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞ
ｽ､関節ﾘｳﾏﾁ､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ
症候群､自己免疫性肝
炎､原発性胆汁性胆管
炎､自己免疫性膵炎､2
型糖尿病､ｽﾃﾛｲﾄﾞ骨粗
鬆症､逆流性食道炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰
椎圧迫骨折

支給

91 慢性関節ﾘｳﾏﾁ 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

92 骨髄異形成症候群
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢
DSEP｣

無顆粒球症､汎血球減少症 支給

93
左乳房上外側部乳癌
の術後

ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg 大動脈炎 支給

94 子宮内膜症､子宮筋腫 ﾅﾌｧﾚﾘｰﾙ点鼻液0.2% 薬物性肝障害 支給

95 不正性器出血 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

96 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

97 ﾊﾞｾﾄﾞｰ氏病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

98 頭痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾙﾅi 薬物性肝障害 支給

99
急性咽頭喉頭炎､頸部
ﾘﾝﾊﾟ節炎､避妊

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

中毒性表皮懐死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

100
糖尿病性腎症､慢性腎
不全

注射用ﾅｵﾀﾐﾝ50
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

101 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

102
狭心症の疑い､高血圧､
高脂血症 急性上気道
炎

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 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

103
感染性心内膜炎､胃潰
瘍､高血圧

ｺｶｰﾙ錠200mg､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼ
ﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢
MEEK｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ
静注用1g｢日医工｣､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙM
錠5｢EMEC｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠
20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴
静注用0.5g｢NP｣

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

104
気管支喘息-咽頭炎 ｲ
ﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型

ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

105 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ坐
剤1g

発熱､下痢 支給

106 子宮頚部腫瘍
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

107 急性扁桃炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

108
左外耳炎､左頚部ﾘﾝﾊﾟ
節炎､急性気管支炎､急
性胃炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg
｢ｻﾜｲ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢日医工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

109 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

110 便秘､月経困難
ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

腸間膜静脈硬化症 支給

111
ﾍﾟﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
CH｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ﾊﾟｾ
ﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

112
下唇乳頭腫術後の感
染予防

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣

出血性大腸炎 支給

113 下垂体腺腫 ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

114 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛ
ｷｻｼﾝ錠250mg｢DSEP｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
日医工｣

無顆粒球症 支給

115 慢性硬膜炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

116
潰瘍性大腸炎､高血圧
症､不眠

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

117 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

118
咽喉頭神経症､術後創
部感染症､疼痛､蕁麻疹

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

多形紅斑型薬疹 支給

119
慢性胃炎､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

120 急性気管支炎

PL配合顆粒､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠
20､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢日医工｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ
錠200mg､ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩散
10%｢第一三共｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽ
ﾄ錠112.5mg｢AFP｣､ﾌｽｺﾃﾞ
配合錠､ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ
2mg｢YP｣

蕁麻疹型薬疹 支給

121 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.5%｢FSK｣ ﾊﾞﾘｳﾑ大腸炎 支給

122
関節ﾘｳﾏﾁ､橋本病､甲
状腺機能低下症

ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞBS点滴静注
用100mg｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

123

急性咽頭喉頭炎 急性
扁桃炎､頭痛､発熱､の
どの痛み､鼻水があっ
たため

ﾊﾞﾌｧﾘﾝかぜEX錠､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500mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
A

多形紅斑型薬疹 支給

124 舌癌の疑い
ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ10mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

125
慢性萎縮性胃炎(ﾋﾟﾛﾘ
菌感染性胃炎)

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

126
慢性辺縁性歯周炎､高
血圧症､脂質異常症､糖
尿病

ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 汎発型薬疹 支給

127
左上智歯う蝕､感染予
防､鎮痛

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

128

血糖値を下げるため､
LDLCを下げるため､逆
流性食道炎､血糖降下､
感冒､血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ､膀
胱炎

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠
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

129
続発性不妊症､潜在性
高PRL血症

ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg 薬物性肝障害 支給

130 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 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

131 両側ﾄﾞ･ｹﾙﾊﾞﾝ腱鞘炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

132
感染性腸炎､腸間膜ﾘﾝ
ﾊﾟ節炎

ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

133
非弁膜症性心房細動､
うっ血性心不全

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
錠20mg｢NP｣

無顆粒球症 支給

134
急性咽頭炎 急性気管
支炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｾﾌﾄﾘｱ
ｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g｢日
医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ錠60mg｢日医工｣､ﾀｹｷｬ
ﾌﾞ錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

135 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

136
急性腺窩性扁桃炎､急
性咽喉頭炎､急性副鼻
腔炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

多形紅斑型薬疹 支給

137
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､うつ
状態

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

138 過敏性腸症候群 ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

139 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

140
逆流性食道炎､消化不
良症､胃炎､腸仙痛､鼻
水､くしゃみ

ｱﾚﾙﾋﾞ､ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

141 急性気管支炎
ﾒﾁｽﾀ錠250mg､ｵﾌﾛｷｻｼﾝ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死亡)

支給

142

視床下部性副腎機能
低下症､深部静脈血栓
症､副腎皮質機能低下
症､松果体のう胞､低ｶﾘ
ｳﾑ血症､逆流性食道
炎､頚椎捻挫､腰椎捻
挫､神経障害性疼痛､ﾍ
ﾙﾆｱ､不眠症､便秘症

ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨骨頭無腐性壊死､両側膝関
節周囲骨頭無腐性壊死､左側踵骨
無腐性壊死､ｸｯｼﾝｸﾞ症候群

支給

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

両下肢麻痺､下腹部知覚異常､膀
胱直腸障害(疾病；請求外)
両下肢麻痺による両下肢機能障
害､膀胱直腸障害による日常生活
障害(障害)

支給
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

144

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､ﾘﾏﾁﾙ錠
100mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg

間質性肺炎 支給

145 MRSA縦隔炎､肺炎
ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液､塩酸ﾊﾞﾝｺ
ﾏｲｼﾝ点滴静注用0.5g､硫
酸ｱﾐｶｼﾝ注射液｢寓有｣

感音難聴による両側聴力障害
障害
２級

３年毎

146 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ300

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

147

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(障害年金診断
書より記載)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液

多発性無腐性骨壊死による肢体機
能障害

障害
１級

１年毎

148 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

149
移植片対宿主病､自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨顆部無腐性壊死及び左側
手根骨無腐性壊死による肢体機能
障害

障害
２級

１年毎

150
移植片対宿主病
(GVHD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部無腐性壊死による
両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

151 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ
注射液100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
膝関節周囲骨無腐性壊死､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機
能障害

障害
２級

１年毎

152 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

１年毎

153 全身性ｴﾘﾄﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用1000mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）



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

154
脳梗塞､便秘症､胃潰
瘍､不眠症､瘙痒症､尿
路感染症､血尿､貧血

照射赤血球液-LR｢日
赤｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg､ﾏｸﾞﾗｯｸｽ錠
330mg､ﾊﾟﾝﾄｼﾝ錠100､ﾌｧ
ﾓﾁｼﾞﾝ錠10｢ｻﾜｲ｣他

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 医薬品以外の原因による 不支給

155 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩注射液1%｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液
1.65mg

四肢麻痺 医薬品以外の原因による 不支給

156 てんかん
ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠2mg､ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ
錠30mg､ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠
100mg

急性肺水腫(推定)(死体検案書より) 判定不能 不支給

157
慢性糸球体腎炎(巣状
糸球体硬化症)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾌﾙｲﾄﾗﾝ錠1mg､ﾊﾞ
ｸﾀ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg他

肺血栓塞栓症 医薬品以外の原因による 不支給

158 骨粗鬆症

ｲﾍﾞﾆﾃｨ皮下注105mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞ
ｸｽ錠5μg｢ｻﾜｲ｣､ﾘﾘｶOD
錠75mg

筋力低下 医薬品以外の原因による 不支給

159

非代償性肝硬変変､肝
性腹水､肝硬変に起因
する消化管出血及び出
血性貧血

照射赤血球液-LR｢日
赤｣､ﾗｼｯｸｽ注20mg､ｶﾝﾚ
ﾉ酸ｶﾘｳﾑ静注用200mg｢
ｻﾜｲ｣､ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg､
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg他

重症ｱﾚﾙｷﾞｰ､発熱､蕁麻疹､呼吸困
難､血圧低下､意識障害

医薬品以外の原因による 不支給

160 急性扁桃腺炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢EMEC｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ
錠200mg

急性冠症候群 医薬品以外の原因による 不支給

161 右腱板部分断裂 ｷｼﾛｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1% 四肢脱力 医薬品以外の原因による 不支給

162 関節ﾘｳﾏﾁ

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ1.0mL､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠
2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ
錠112.5｢EK｣他

めまい ふらつき 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

163 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ･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 不適正使用 不支給

164 巨細胞性動脈炎
ｲﾑﾗﾝ錠50mg､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ
錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣

口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症､肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症 対象除外薬である 不支給

165
関節ﾘｳﾏﾁ､腰椎圧迫骨
折､神経障害性疼痛､両
肩関節周囲炎､腰痛症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 皮膚･粘膜びらん､汎血球減少症 不適正使用 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

166 乾癬 ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

167 ANCA関連血管炎

①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125mg｢
AFP｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｲﾑﾗﾝ錠50mg
②ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠25mg､ﾊﾟﾘ
ｴｯﾄ錠10mg､ｲﾑﾗﾝ錠
50mg､ﾊﾞｸﾀ配合錠

①ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染(疾病)
②血小板減少症(疾病)
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染､血小板減少症及
びそれに続発した肺胞出血､下血によ
る死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

168 多発性骨髄腫
ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾚﾅﾃﾞｯ
ｸｽ錠4mg､ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射
用3mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 対象除外薬である 不支給

169
関節ﾘｳﾏﾁ､逆流性食道
炎､骨粗鬆症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 入院相当でない 不支給

170
左膝内側半月板損傷､
外傷性左変形性膝関節
症､胃粘膜保護

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 入院相当でない 不支給

171 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 入院相当でない 不支給

172 肝腫瘤 ﾍｷｻﾌﾞﾘｯｸｽ320
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病；請求外)
判定不能(死亡)

判定不能 不支給

173 急性上気道炎 ｴｸﾄﾞﾗﾝIB錠 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 入院相当でない 不支給

174 AF､心不全 ｼﾞｺﾞｷｼﾝKY錠0.25
悪心､嘔吐(疾病；請求外)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給


