
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 不眠症 ｾﾚﾈｰｽ注5mg
過鎮静､呼吸抑制(疾病)
過鎮静､呼吸抑制に続発した心肺
停止による死亡(死亡)

支給

2

脳梗塞､前立腺肥大お
よび低緊張性膀胱によ
る排尿困難､両)緑内障
右)結膜炎 右)慢性涙
のう炎

①ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾀｹ
ﾙﾀﾞ配合錠､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠
25mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ
錠25mg(製造販売業者不
明)､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠25mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣
②ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

①消化管出血
②消化管出血

支給

3
関節ﾘｳﾏﾁ､口唇ﾍﾙﾍﾟ
ｽ､非びらん性胃食道逆
流症､既往結核

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｲｽ
ｺﾁﾝ錠100mg､ｸﾗﾘｽ錠200

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

4
気管支喘息(重症､難治
性)

ｿﾞﾚｱ皮下注用150mg
過敏症(顔面腫脹)及びそれに続発
した気管支喘息の増悪

支給

5
左下7慢性根尖性歯周
炎

ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注射液｢2%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:80,000)含有

汎発型薬疹 支給

6 卵巣機能不全､無月経 ｿﾌｨｱC配合錠 肺動脈血栓塞栓症､浮腫 支給

7
痛風､高血圧症､帯状疱
疹(体幹)

SG配合顆粒 薬物性肝障害 支給

8

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎･慢性胃
炎､高脂血症､高尿酸血
症､左第11肋骨骨折､腰
部､打撲傷

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

9 智歯抜歯後
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｣

過敏症(蕁麻疹) 支給

10 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三
和｣

間質性肺炎 支給

11
左耳朶及び左頚部感
染症､情緒不安定性
ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ障害

ﾕﾅｼﾝ錠375mg､ｱｾﾘｵ静
注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾛｾﾌｨﾝ
点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

12 狭心症
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣

下痢､下血 支給

13
下肢静脈瘤 血栓性静
脈炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎 支給

14 関節ﾘｳﾏﾁ
①ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

①間質性肺炎
②血小板減少症

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 好酸球性胃腸炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

16
肺塞栓症､高尿酸血症､
前立腺肥大

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注50mL 多形紅斑型薬疹 支給

17 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

18
(内視鏡の前処置) 腹
部膨満感(胃炎(疑))

ｻｲﾚｰｽ静注2mg､ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ
注20mg

呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制に続発した心室細動によ
る死亡(死亡)

支給

19
頚椎椎間板症､両上肢
末梢神経障害

ｿﾚﾄﾝ錠80 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

20 乳癌､右乳癌
ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg､ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝ錠10mg｢MYL｣

間質性肺炎 支給

21
心房細動､高脂血症､合
併症予防

ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg､ﾘﾊﾞﾛOD
錠2mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢日医工｣

間質性肺炎(疾病；請求外)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

22 子宮内膜癌疑い ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ
冠血管攣縮性狭心症及びそれに続
発した心筋梗塞

支給

23 尋常性乾癬 ﾙﾐｾﾌ皮下注210mgｼﾘﾝｼﾞ 肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾛｰﾏ 支給

24

高血圧症､2型糖尿病､
認知症､関節ﾘｳﾏﾁ､過
活動性膀胱､便秘症､骨
粗鬆症､慢性気管支炎､
MRSA保菌､貧血症､胃
炎､低K血症

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｹ
ﾐﾌｧ｣

貧血 支給

25 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防投薬
ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ｻ
ﾜｲ｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した消化管出
血による死亡(死亡)

支給

26 前立腺肥大症 ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2% ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

27

子宮粘膜下筋腫､慢性
胃炎､めまい症(内耳
性)､頻発月経(機能性
子宮出血)､過多月経､
月経困難症

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾄﾞﾝﾍﾟﾘ
ﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

28
汎下垂体機能低下症､
無月経症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 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

29 左眼 霰粒腫､結膜炎

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｢ｻﾜｲ｣､ｶﾞﾁﾌﾛ
点眼液0.3%

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

30
視床梗塞､両)急性結膜
炎

ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ｸ
ﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠
75mg｢杏林｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した感染症(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した感染症による多臓器
不全による死亡(死亡)

支給

31
月経困難症､ﾊﾟﾆｯｸ障
害

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

32
潰瘍性大腸炎､便秘症､
胃炎

ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94% 間質性肺炎 支給

33
狭心症､発作性心房細
動

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ﾘｸｼｱﾅOD錠
30mg

血胸 支給

34
急性胃炎､急性気管支
炎､制吐､胃粘膜保護､ﾄ
ﾗﾏｰﾙの副作用対策

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠300､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

35
慢性じんま疹､気管支
喘息､急性気管支炎､肺
炎

ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾌ
ｽｺﾃﾞ配合錠

腹痛､嘔吐 支給

36
産後の体調不良､急性
気管支炎､鼻炎

ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

37 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

IgA血管炎 支給

38 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

39

耳下腺多形腺腫､慢性
前立腺炎､慢性尿道炎､
薬疹､肝障害､創部ｹﾛｲ
ﾄﾞ

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､ﾊｲ
ﾍﾟﾝ錠200mg､ｱﾚｸﾞﾗ錠
60mg､ｸﾗﾘｽ錠200

薬物性肝障害 支給

40 うつ病､不眠症
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

41 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 腸閉塞 支給

42 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400 多形紅斑型薬疹 支給

43
逆流性食道炎､消化不
良､胃の不調の為

漢方胃腸薬｢SP｣(細粒) 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

44
ｱｽﾋﾟﾘﾝによる出血性胃
潰瘍､心破裂､冠動脈ﾊﾞ
ｲﾊﾟｽ術後､高血圧

①ｱｽﾋﾟﾘﾝ｢日医工｣､ﾆｺﾗﾝ
ｼﾞﾙ錠5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾞｷｻｰﾄ
注射液1.65mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
散｢ﾀｹﾀﾞ｣1%､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ20mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg
②ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
静注用30mg

①出血性胃潰瘍(疾病)
②中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
出血性胃潰瘍及びそれに続発した
出血性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

45

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､便秘症､逆
流性食道炎､急性副鼻
腔炎､急性咽頭炎､急性
喉頭炎

ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg､ﾀﾋﾟｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
30､ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用1%､ﾘ
ﾉﾛｻｰﾙ注射液
20mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg

汎発型薬疹 支給

46
不安定狭心症､脳梗塞､
高血圧症､脂質異常症､
慢性下痢､痛風発作

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢ﾄｰﾜ｣ 無顆粒球症 支給

47 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染症 ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg 過敏症(呼吸困難) 支給

48
右急性低音障害型感
音難聴､脂質異常症､自
律神経失調症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

49
感音難聴､左)急性感音
難聴

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

50 咽頭炎､頭痛 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 多形紅斑型薬疹 支給

51 慢性鼻･副鼻腔炎､せき

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩内用
液0.75%｢ﾀｲﾖｰ｣､ｸﾗｼｴ小
青竜湯ｴｷｽ錠､ｼﾀﾌﾛｷｻｼ
ﾝ錠50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙﾃｰﾌﾟ2mg｢NP｣､ﾋﾞﾗﾉｱ錠
20mg､ﾌﾟﾗｺﾃﾞ配合ｼﾛｯﾌﾟ､ﾌ
ﾛﾗｰｽﾞ点鼻液50μg112噴
霧用､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ｵｰｸﾞﾒ
ﾝﾁﾝ配合錠250RS､ｸﾗｼｴ
葛根湯加川きゅう辛夷ｴｷ
ｽ錠

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

52
ｽｷﾞ花粉症､右足 蜂窩
織炎

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

多形紅斑型薬疹 支給

53 水疱性類天疱瘡
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

敗血症(疾病；請求外)
敗血症による死亡(死亡)

支給

54
左術後性副鼻腔のう胞
による疼痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠500 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

55 IgA腎症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

56
うつ状態､不眠､双極性
障害､薬剤性過敏症症
候群(DIHS)

①ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg
②ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%)､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②両側大腿骨骨頭無腐性壊死

支給

57 蕁麻疹様血管炎
ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､ﾃﾌﾟﾚ
ﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

58 右上3 う触第4度 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

59

咽頭炎､急性気管支炎､
気管支喘息､じんま疹､
足底角化症､掌蹠角化
症､手湿疹､足湿疹

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣､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｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

薬物性肝障害 支給

60 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

61 急性副鼻腔炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

62 尋常性乾癬
ﾄﾙﾂ皮下注80mgｵｰﾄｲﾝ
ｼﾞｪｸﾀｰ

炎症性腸疾患 支給

63
貧血によいと言われた
為

ﾍﾊﾟﾘｰｾﾞV 蕁麻疹型薬疹 支給

64
早期胃癌､狭心症､心房
細動､出血性ｼｮｯｸ､発
作性心房細動

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠25mg

消化管出血及びそれに続発した出
血性ｼｮｯｸ(疾病)
消化管出血に続発した出血性ｼｮｯｸ
による死亡(死亡)

支給

65 抗菌､うがい
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

紅皮症型薬疹 支給

66
ﾏﾀﾞﾆ症､高血圧､慢性胃
炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

67 潰瘍性大腸炎 ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 間質性肺炎 支給

68 乾癬性関節炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

69 急性咽頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

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

70
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾃﾊﾞ｣

無顆粒球症 支給

71 PVC
ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ﾄｰﾜ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

72 発熱､ｳｲﾙｽ感染症疑 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

73 (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

74
変形性股関節症による
疼痛､急性上気道炎に
伴う蕁麻疹

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
KN｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣

蕁麻疹型薬疹 支給

75
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎､急性胃腸炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

76 ﾘｳﾏﾁ性関節症
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ
錠40mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

77 肩関節周囲炎
ﾂﾑﾗ二朮湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

78
頚肩腕症候群､頚椎症､
単純性疱疹+二次感染

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾊﾞﾙﾄﾚｯ
ｸｽ錠500､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

79 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

80 咽頭炎､鼻炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾊﾞｲﾅｽ
錠75mg､ﾙﾊﾟﾌｨﾝ錠10mg

多発性固定薬疹 支給

81 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給

82
逆流性食道炎､胸やけ､
慢性膀胱炎､過活動膀
胱

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢
NP｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

83 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 下痢､嘔吐 支給

84 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ｺﾀﾛｰ梔子柏皮湯ｴｷｽ細
粒

腸間膜静脈硬化症 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

85 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

汎発型薬疹､口内炎 支給

86
更年期症候群､子宮筋
腫､(検診)

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

87 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

88
急性咽喉頭炎､急性副
鼻腔炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

89
骨粗鬆症､腰椎圧迫骨
折

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣､ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩
錠50mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

90
右人工股関節術後感
染

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

白血球減少症､血小板減少症 支給

91 第一腰椎圧迫骨折 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

92 急性気管支炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｵｰ
ｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS

多形紅斑型薬疹 支給

93 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

94 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

95 右乳癌 ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg 大動脈炎 支給

96 (予防) ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注0.5mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

97 急性咽喉頭炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

98 間質性肺炎
ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg

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

99
咳､鼻水､寒気､倦怠感
があったため

ｻﾗﾘ21 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

100 PID､胃粘膜保護

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠20mg｢JG｣

薬物性肝障害 支給

101 肺炎
ｽﾙﾊﾞｸｼﾝ静注用1.5g､ﾒﾛ
ﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ
0.5g｢NP｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

102 感染予防､鎮痛
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

103
腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ､腰
痛

ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg､ｿﾚﾄﾝ錠
80､ﾑｺｽﾀ錠100mg

汎発型薬疹 支給

104 右手関節炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 汎発型薬疹 支給

105 左肩関節周囲炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

106 汎発性腹膜炎､敗血症

ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用50mg､ﾊﾞ
ﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静注
用0.5g｢MEEK｣､注射用ﾀｺﾞ
ｼｯﾄﾞ200mg､ﾁｴﾅﾑ点滴静
注用ｷｯﾄ0.5g､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｣､ｶﾞﾝﾏｶﾞｰﾄﾞ静注用2.5g

汎発型薬疹 支給

107 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

108
くも膜下出血後の痙攣
予防

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg 好中球減少症 支給

109
排卵障害､不妊症､糖尿
病

①ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg､ｸﾞﾘｺ
ﾗﾝ錠250mg
②ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

110
大腸内視鏡の前処置
(母親が大腸がんのた
め)

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75% 虚血性大腸炎 支給

111 胸椎破裂骨折の術後
ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用1.5g､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

112 急性咽頭扁桃炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ250､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠250mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

113
好酸球性肺炎､高血圧
症､高脂血症､高尿酸血
症

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬物性肝障害 支給

114
急性気管支炎､咽頭炎､
へんとう炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
JG｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

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

115 急性咽頭炎

ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
SN｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｸﾆ
ﾋﾛ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢TCK｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

116 間質性肺炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

117 慢性活動性腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

118
左外傷性鼓膜穿孔 ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給

119 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 下行結腸穿孔 支給

120
前立腺生検前の感染
予防

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢
NP｣

過敏症(蕁麻疹) 支給

121 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹｼﾏ｣､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｢ﾄｰﾜ｣､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 支給

122
急性気管支炎､A型ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞ

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による肺炎による死亡(死亡)

支給

123 重症気管支喘息

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

124 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 直腸穿孔 支給

125 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

126
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

127
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

128
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



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

129
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

130
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内
腫瘤

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

131
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

132 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

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

133
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

134
急性骨髄性白血病､急
性GVHD

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
125mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死による
右下肢機能障害

障害
２級

１年毎

135
肺結核､薬剤性過敏性
症候群､薬剤性肝障害

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
化膿性脊椎炎に続発した体幹・両
下肢機能障害

障害
１級

１年毎

136
膿疱性乾癬､乾癬性関
節炎

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
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

137
全結腸型潰瘍性大腸
炎

ｵﾝｸﾞﾘｻﾞ錠5mg､ﾒﾄｸﾞﾙｺ
錠250mg､ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠
80mg｢杏林｣､ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ
錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾐｸﾞﾘﾄｰﾙ
錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

全結腸型潰瘍性大腸炎 判定不能 不支給

138 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ｱｻﾞﾙﾌｨ
ｼﾞﾝEN錠500mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢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

139
上腹部痛､下痢､発熱､
潰瘍性大腸炎

ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ
坐剤1g､ﾗｯｸﾋﾞｰ微粒N､ｵ
ﾙﾒﾃｯｸOD錠40mg､ｸﾗﾘ
ｼｯﾄﾞ錠200mg他

発熱 下痢 腸炎の悪化､潰瘍性大腸
炎増悪

医薬品以外の原因による 不支給

140
関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
腰部脊柱管狭窄 頚椎
症

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮
下注50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0mL､
ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠
500μg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg他

左下肢皮疹 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､左口蓋扁桃
MTX-associated polymorphous
lympho-proliferative disorder

判定不能 不支給

141
自己免疫性肝炎､骨そ
しょう症､慢性甲状腺炎

ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5mg､ﾀﾞｲﾌｪﾝ
配合錠､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢EMEC｣､ﾁﾗｰﾁﾞﾝS
錠50μg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢
ﾀｹﾀﾞ｣5mg

薬剤性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

142

腹部膨満､経口摂取困
難､便秘症､変形性頚椎
症､急性胃炎､自律神経
失調症､ﾖｰﾄﾞ欠乏性甲
状腺機能低下症､過敏
性腸症候群､摂食障害

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠
10mg､ﾗｺｰﾙ配合経腸用
液､ｱﾛｰｾﾞﾝ顆粒､新ﾚｼｶ
ﾙﾎﾞﾝ坐剤他

汎血球減少(特に血小板減少)､肝機
能障害､全身倦怠感､経口摂取不良に
伴う栄養失調症､肝不全の疑い

医薬品以外の原因による 不支給

143
根尖性歯周炎､口内炎､
う蝕､知覚過敏､歯周炎

ｹﾝｴｰｱｸﾘﾉｰﾙ液0.1､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ250､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾈ
ｵｽﾃﾘﾝｸﾞﾘｰﾝうがい液
0.2%他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

144 関節ﾘｳﾏﾁ(関節痛) ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用80mg 関節ﾘｳﾏﾁ 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

145
咽頭炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､めまい､発熱の為

ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒､ﾒｲｱｸﾄ
MS錠100mg､ﾊﾞﾌｧﾘﾝA

薬物性肝障害 判定不能 不支給

146 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50､
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg

内臓播種性帯状疱疹(疾病)
内臓播種性帯状疱疹による死亡(死
亡)

対象除外薬である 不支給

147 右化膿性膝関節炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｾﾌｧｿﾞﾘ
ﾝNa点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢
ｵｰﾂｶ｣､ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg､ｸﾗﾘｽ錠200､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg､ﾎｽﾐｼﾝ錠
500

間質性腎炎(疾病；請求外)
判定不能(死亡)

判定不能 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）


