
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
①ｽﾃﾛｲﾄﾞ誘発性酒さ様
皮膚炎②尋常性ざ瘡､
解熱､鎮痛

ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注
用4.5｢明治｣

間質性肺炎 支給

2
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､糖
尿病､胃炎

ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

3
ｳｨﾙｿﾝ病､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎･結膜炎､急性上気道
炎

ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg 汎血球減少症 支給

4
鉄欠乏性貧血､ほてり
等の自律神経症状､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ後の胃の症状

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

5 心房細動 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣ 薬物性肝障害 支給

6
低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 歯肉炎
肺炎

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰに続発する急性循環不
全による死亡(死亡)

支給

7 不安障害(ﾊﾟﾆｯｸ障害)

ｾﾙﾍﾞｰﾙ整胃錠､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｱﾓｷ
ｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
YD｣､新ｾﾙﾍﾞｰﾙ整胃＜錠
＞

薬物性肝障害 支給

8 ｱﾙｺｰﾙ依存症
ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠
20mg｢日医工｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した急性肝不
全による死亡(死亡)

支給

9
(咽頭痛があり､かぜ症
状と判断したから)

新ｺﾝﾀｯｸかぜEX､ｴｽﾀｯｸｲ
ﾌﾞ

薬物性肝障害 支給

10 急性扁桃炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ｻﾜｲ｣､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠
10mg

多形紅斑型薬疹 支給

11 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

12
右足関節外果骨折の
術後感染

ｷｭﾋﾞｼﾝ静注用350mg

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敗血症による
死亡(死亡)

支給

13 爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 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

14
関節ﾘｳﾏﾁ､上気道炎､
咽頭喉頭炎､関節ﾘｳﾏﾁ
(ｽﾃﾛｲﾄﾞ内服のため)

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
Na塩錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎に続発した気胸による
呼吸不全による死亡(死亡)

支給

15 ｽｷﾙｽ胃癌 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

16
急性咽頭炎､胃炎､ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞA

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢CH｣､ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠500mg｢YD｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC」､ｿﾞﾌ
ﾙｰｻﾞ錠20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

17
関節ﾘｳﾏﾁ 胃炎､急性
上気道炎

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg､PL配合顆粒

多形紅斑型薬疹 支給

18
化膿性ﾘﾝﾊﾟ節炎､急性
咽喉頭炎､化膿性耳下
腺炎､双極性障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250､ﾄﾐﾛﾝ錠100

多形紅斑型薬疹 支給

19 末梢動脈疾患
ｲｵﾌﾟﾛﾐﾄﾞ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL｢FRI｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

20 右乳癌術後､骨転移 ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL 右非定型大腿骨骨折 支給

21
感音性難聴､骨粗鬆症､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

22

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染
症､慢性萎縮性胃炎､2
型糖尿病､高血圧､高脂
血症､甲状腺機能低下
症､巻き爪､感染性肉芽
腫症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 出血性大腸炎 支給

23 狭心症(ﾊﾞｲﾊﾟｽ手術後)
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注100mL､ﾆﾄ
ﾛｰﾙ注5mg､ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注1万単位/10mL｢AY｣

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

24
気管支喘息､ｱﾄﾋﾟｰ咳
嗽､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｣

無顆粒球症、多形紅斑型薬疹 支給

25 ｹﾛｲﾄﾞ ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣ 薬物性肝障害 支給

26 卵巣癌
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg､ﾎﾟﾗ
ﾗﾐﾝ注5mg､ｻﾞﾝﾀｯｸ注射液
50mg

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

27 うつ状態

ｻｲﾚｰｽ錠1mg､ｿﾗﾅｯｸｽ
0.4mg錠､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



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
急性腸炎､急性気管支
炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g 過敏症(呼吸困難､喘鳴) 支給

29 関節症性乾癬
ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ﾒﾄﾄﾚｷ
ｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜｲ｣､ﾋｭﾐ
ﾗ皮下注40mgﾍﾟﾝ0.4mL

間質性肺炎 支給

30 肺癌
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及びそれに続発し
た急性肺水腫

支給

31 関節ﾘｳﾏﾁ
ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

無顆粒球症 支給

32
潜在性結核を背景とし
た活動性結核

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠､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｣､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

33 歯髄炎
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

34 乳癌 ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg 大動脈炎 支給

35 右ﾒﾆｴﾙ病､狭心症

①ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢
DSEP｣
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､
ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢ｻﾜｲ｣

①薬物性肝障害
②出血性十二指腸潰瘍

支給

36
原発性胆汁性胆管炎､
慢性関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

37

前立腺肥大､胃炎､不眠
症､便秘症､緑内障､脊
柱管狭窄症､腰痛症､湿
疹

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 紅皮症型薬疹 支給

38
手根管症候群､腰部脊
柱管狭窄症､腰椎椎間
板ﾍﾙﾆｱ

ﾛﾌﾞ錠60mg､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑ坐剤50mg｢JG｣､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg

出血性胃潰瘍 支給

39
みぎ感音難聴､内ﾘﾝﾊﾟ
水腫

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

40 咽頭喉頭炎
ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

41 肺炎
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250

血小板減少症 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

42 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠

①無顆粒球症、汎発型薬疹
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

43 Basedow病､骨粗鬆症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

44 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症
ｸﾗﾘｽ錠200､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

45
高血圧症､脂質異常症､
高尿酸血症

ﾄﾋﾟﾛﾘｯｸ錠40mg､ﾘﾊﾞﾛOD
錠2mg

薬物性肝障害 支給

46
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性気
管支炎､急性胃炎

ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠
250mg｢DSEP｣

間質性肺炎 支給

47 急生胃炎

ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾌﾞｽ
ｺﾊﾟﾝ注20mg､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注
射液10mg､ｶﾞｽﾀｰD錠
10mg

蕁麻疹型薬疹 支給

48 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

49 発熱(創部感染)
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg
｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

50 感染性出血性腸炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾄﾘﾒﾌﾞﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑ
ｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠30mg｢
日医工｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣

蕁麻疹型薬疹 支給

51 自己免疫性肝炎
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2.5mg｢NP｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

52 三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢
ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

53 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ大腸炎 支給

54
脂質異常症､糖尿病､高
血圧､足爪白癬

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

55 潜在性肺結核
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｲｽｺﾁﾝ錠100mg

薬物性肝障害 支給

56 感染性筋炎
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠200mg

消化管出血 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

57 潰瘍性大腸炎

ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ
坐剤1g､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
10mg

間質性肺炎 支給

58
高血圧､高脂血症､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､回転性めま
い

ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠2mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠4mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

薬物性肝障害 支給

59
急性咽頭喉頭炎､急性
気管支炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg

薬物性肝障害 支給

60 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

発熱、ﾘﾝﾊﾟ節腫脹、蕁麻疹、咳漱、
倦怠感、血管浮腫

支給

61 多発性毛包炎
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
日医工｣

無顆粒球症 支給

62 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD S状結腸穿孔 支給

63 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

64 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

65 ARDS､糖尿病
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾒﾄｸﾞﾙｺ
錠250mg

無顆粒球症 支給

66
細菌性気管支肺炎､自
己免疫肝炎､原発性胆
汁性胆管炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS

出血性大腸炎 支給

67
顔面打撲､挫傷､左下顎
骨々折

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ

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

68 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 嘔気､一過性の意識消失 支給

69
心不全､不眠症､うつ
病､高血圧症､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 支給

70
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､発作性心房
細動

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

71
潰瘍性大腸炎､咽頭炎､
鼻炎､不眠症

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠
10mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌｪｷｿ
ﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶ
ﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

72 月経困難症 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

73 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎､ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそ
れに続発した腹膜炎

支給

74 上気道炎
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
武田テバ｣

多形紅斑型薬疹 支給

75 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散98.8%｢ﾎﾘｲ｣ ﾊﾞﾘｳﾑ大腸炎 支給

76
双極性障害2型疑い､生
理による腹痛のため

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣
無顆粒球症、播種状紅斑丘疹型薬
疹

支給

77
膀胱炎､ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚
炎､身体表現性障害

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ・ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連出血性
腸炎

支給

78
慢性骨髄性白血病､関
節ﾘｳﾏﾁ､胃炎

ｹｱﾗﾑ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

79
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､腰
部脊柱管狭窄症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240注20mL 多形紅斑型薬疹 支給

80 甲状腺機能亢進症 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

81 機能性子宮出血 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠
肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

支給

82
微熱､寒気があったた
め

新ｴｽﾀｯｸ顆粒 多形紅斑型薬疹 支給

83 十二指腸潰瘍
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝ
錠250

出血性大腸炎 支給

84
筋緊張性頭痛､腰痛症､
頚椎症神経根症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

85
湿疹､爪の変性､気管支
喘息

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

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

86 急性上気道炎 咽頭炎

ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢
日医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg

多形紅斑型薬疹 支給

87 右黄斑浮腫 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

88 化膿性粉瘤
ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
JG｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

89
急性上気道炎､うつ状
態､のどが痛くて寒気が
あったため

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜ
IB錠TXα

多形紅斑型薬疹 支給

90
A群β溶血性連鎖球菌
性扁桃炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｻﾜｼﾘﾝ錠
250

蕁麻疹型薬疹 支給

91 急性胃炎､胃潰瘍
ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
錠20mg

薬物性肝障害 支給

92
急性腺窩性扁桃炎､急
性咽頭炎､急性胃炎､ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､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｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

93
第2腰椎圧迫骨折､骨
粗鬆症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 十二指腸潰瘍穿孔 支給

94
急性咽頭喉頭炎 ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､ﾒﾏｲ､肩こり

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢YD｣

多形紅斑型薬疹 支給

95
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ･ﾋﾟﾛﾘ感染 胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

96
発熱､寒気があったた
め､頭痛､副鼻腔炎疑い

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA錠 汎発型薬疹 支給

97 不明熱
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

98 左肩関節周囲炎
ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾂﾑﾗ二朮
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

99 三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬物性肝障害 支給

100 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200｢MEEK｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

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

101
急性副鼻腔炎､気管支
肺炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､
ﾕﾅｼﾝ錠375mg､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ
錠10mg｢KM｣

多形紅斑型薬疹 支給

102
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､右
坐骨神経痛

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

103
気管支炎､脱水症､不明
熱､単純疱疹､(予防)

①ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾘﾝ「生
研」
②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
4mg

①間質性肺炎(疾病)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障(疾病)
　間質性肺炎に続発した心不全に
よる死亡(死亡)

支給

104

大腸腫瘍の疑い､腹部
大動脈瘤､糖尿病､高血
圧､虚血性脳血管障害､
不眠症､腰痛症､急性胃
炎､逆流性食道炎

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL

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；請求外)
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

105 成人発症ｽﾃｨﾙ病
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1000mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

106 右変形性股関節症

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注
25mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注75mg/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

107 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
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による
両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

108
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多発性圧
迫骨折による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

109 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

110 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg
異常高血圧症､肺水腫に続発した
胸髄不全麻痺による脊柱機能障害
及び両下肢機能障害

障害
１級

３年毎

111

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



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

112 高ｶﾘｳﾑ血症

ｹｲｷｻﾚｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ76%､
ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠20mg､ﾊﾟﾘｴｯ
ﾄ錠10mg､ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5､ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙOD錠100mg他

うっ血性心不全 医薬品以外の原因による 不支給

113 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg､ﾊﾞｲｱｽ
ﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏ
ﾙ酸塩錠2.5mg｢日医工｣､
ﾛｻﾙﾀﾝK錠25mg｢DSEP｣
他

2次性QT延長､低血圧 医薬品以外の原因による 不支給

114
胃癌術後及び敗血症性
ｼｮｯｸ

ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注
用1gﾊﾞｯｸﾞ､ﾗﾆﾁｼﾞﾝ注射
液100mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾊﾟﾝﾃ
ﾆｰﾙ注500mg､ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ静
注用､ﾒﾁﾛﾝ注25%他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

115
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞA型

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg､ﾃﾞﾉﾀｽﾁｭｱﾌﾞﾙ
配合錠他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

116

急性化膿性歯髄炎 4
┘､└2､急性化膿性歯
根膜炎└4､└5､急性心
不全

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣､ﾌﾛｾ
ﾐﾄﾞ錠20mg｢NP｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
注20mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

117 急性咽頭扁桃炎
ｼﾞｭﾝｺｳ麻黄湯FCｴｷｽ細
粒医療用､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､
ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣

薬剤性無顆粒球症の疑い 判定不能 不支給

118
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､ﾘｳ
ﾏﾁ性多発筋痛

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､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500他

腰椎術後感染 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

119 関節ﾘｳﾏﾁ

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾄﾗﾑｾｯ
ﾄ配合錠､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾ
ﾙ2mg､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液
1mg/mL｢ﾄｰﾜ｣､ﾚｽﾘﾝ錠
25

汎血球減少症 不適正使用 不支給

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

体幹部の感覚異常、疼痛（疾病；請
求外）
体幹部の感覚異常、疼痛による日
常生活障害（障害）

障害等級不該当 不支給

121 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

122 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

123
不安うつ病､不眠症､高
血圧症､脂質異常症､関
節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

124 潰瘍性大腸炎 ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg 急性膵炎 対象除外薬である 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）



125
下腿潰瘍､関節ﾘｳﾏﾁ､
骨粗鬆症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症

ｹﾞｰﾍﾞﾝｸﾘｰﾑ１％
左側下腿潰瘍部位の接触皮膚炎及
びそれに続発した下腿潰瘍の増悪

入院相当でない 不支給

126 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそれに続
発した低酸素脳症(疾病）
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
判定不能(死亡)

不支給

127
避妊目的にて､月経不
順にて､双極性感情障
害､睡眠障害

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg｢日医
工｣､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg｢
ﾆﾌﾟﾛ｣､ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28

深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症(疾
病；請求外)
深部静脈血栓症による左下肢機能
障害(障害)

障害等級不該当 不支給


