
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

労作性狭心症､原発性
胆汁性肝硬変､便秘症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､高血
圧症､肝機能障害

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢
日医工｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg､ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg

劇症肝炎(疾病；請求外)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

2 脳梗塞､心房細動
ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注液30mg
ﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣

急性呼吸促迫症候群(ARDS)(疾病)
急性呼吸促迫症候群(ARDS)及び
それに続発した呼吸不全による死
亡(死亡)

支給

3
潜在性結核感染症､関
節ﾘｳﾏﾁ

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

4 虚血性心疾患
ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

間質性肺炎 支給

5
高脂血症､高血圧症､十
二指腸潰瘍

ｻﾞｸﾗｽ配合錠HD､ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ
錠80mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢日新｣､ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ15

薬物性肝障害 支給

6
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
胃潰瘍､再発性逆流性
食道炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､
ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

間質性肺炎 支給

7
うつ病､過活動膀胱､神
経因性膀胱､不眠症､感
冒､胃炎

ｾﾚﾆｶR顆粒40% 急性膵炎 支給

8 発熱
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤
25mg｢JG｣､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射
液10mg

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、多臓器不全による
死亡(死亡)

支給

9 薬剤性肺障害､薬疹 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

10 脂質異常症､高血圧 ﾘﾊﾞﾛOD錠1mg 薬物性肝障害 支給

11 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝ
ｼﾞ0.5mL､ｹｱﾗﾑ錠25mg

間質性肺炎 支給

12 肺炎
ｿﾞｼﾝ配合点滴静注用ﾊﾞｯ
ｸﾞ4.5

汎発型薬疹､血小板減少症 支給

13 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

14

急性心筋梗塞､冠動脈
ｽﾃﾝﾄ植込み後 高血圧
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 便秘
症

ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
70mL､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg
｢EMEC｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg｢杏林｣

多形紅斑型薬疹 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 2型糖尿病
ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃ
ｵｽ

食欲不振､嘔気､嘔吐 支給

16 潰瘍性大腸炎 ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 出血性大腸炎 支給

17 関節ﾘｳﾏﾁ

①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg,
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
③ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢
ｱﾒﾙ｣,ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢
ｱﾒﾙ｣

①汎発型薬疹
②間質性肺炎
③無顆粒球症

支給

18
両眼黄斑浮腫､両眼緑
内障

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒

間質性肺炎及びそれに続発した呼
吸不全(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

19
骨粗鬆症､左変形性膝
関節症､ﾒﾆｴｰﾙ病､熱発

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾗﾝ
ｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

間質性肺炎 支給

20 足の爪白癬､肝斑 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

21
左鼠径ﾍﾙﾆｱ根治手術
の為の全身麻酔の導
入

1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､
ｴｽﾗｯｸｽ静注
25mg/2.5mL､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注
射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣

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

22 逆流性食道炎
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
日医工｣

下痢､腹痛 支給

23 下血による貧血 照射赤血球液-LR｢日赤｣ 輸血関連循環過負荷(TACO) 支給

24 関節ﾘｳﾏﾁ､感冒様症状
ｹﾌﾞｻﾞﾗ皮下注200mgｵｰﾄ
ｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ

間質性肺炎 支給

25
発作性心房細動､発作
性上室頻拍､洞不全症
候群､急性上気道炎

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､PL配合
顆粒

間質性肺炎 支給

26 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｣､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠

薬物性肝障害 支給

27 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

28
神経症､不眠症､慢性副
鼻腔炎､右頬部瘢痕

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

薬物性肝障害 支給

29 ﾘｳﾏﾁなど､関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠
100mg｢KN｣

間質性肺炎 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

30
気管支喘息､うつ､前立
腺肥大､逆流性食道炎､
肺炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200

間質性肺炎 支給

31
高血圧症､脂質異常症､
非持続性心室捗拍､右
下肢痛

ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠｢YD｣
呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制による死亡(死亡)

支給

32
慢性関節ﾘｳﾏﾁ､急性循
環不全

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 汎血球減少症 支給

33 乳癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右非定型大腿骨骨折 支給

34
変形性膝関節症､狭心
症

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ﾎﾞﾙﾀﾚ
ﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg

出血性胃潰瘍 支給

35 閉経後骨粗しょう症
ﾗﾛｷｼﾌｪﾝ塩酸塩錠60mg｢
ｻﾜｲ｣､ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg

腸間膜静脈血栓症 支給

36
下顎両側水平埋伏智
歯､7┐慢性根尖性歯
周炎､神経症､不眠症

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

37 仙骨骨折

ｶｼﾜﾄﾞｰﾙ静注､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
注射液3.6単位､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｢ﾃﾊﾞ｣､ﾎﾞﾙﾀ
ﾚﾝｻﾎﾟ50mg

紅皮症型薬疹 支給

38

ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病､骨粗鬆症､
肺炎､胃潰瘍､便秘症､
不眠症､関節ﾘｳﾏﾁ､急
性咽頭炎

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣

間質性肺炎 支給

39 過敏性腸症候群
①ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠
②ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠､ﾊﾞｸﾀ
配合錠

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(1回
目)
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)(2回
目)

支給

40
甲状腺機能亢進症､慢
性蕁麻疹､右突発難聴

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

41 うつ状態
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

42 骨粗鬆症 ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液5mg めまい､浮腫 支給

43 三叉神経痛､神経症
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

44 無月経 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠21 腸間膜静脈血栓症 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

45 関節ﾘｳﾏﾁ､帯状疱疹 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 多形紅斑型薬疹 支給

46 肝細胞癌/肝硬変 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

47 卒中後痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣

多形紅斑型薬疹､薬物性肝障害 支給

48 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｼﾞﾙﾁｱ
ｾﾞﾑ塩酸塩Rｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢ｻﾜｲ｣､ｱﾙﾌｧｶﾙｼﾄﾞｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ0.25μg｢ｻﾜｲ｣､ﾐｶﾙﾃﾞｨ
ｽ錠40mg

薬物性肝障害 支給

49

右 感音性難聴､耳鳴､
めまい､ﾒﾆｴﾙ病､高血
圧症､慢性腎不全､高尿
酸血症､脂質異常症

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ｲｿﾊﾞ
ｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL､ﾍﾞ
ﾀﾋｽﾁﾝﾒｼﾙ酸塩錠6mg｢
CEO｣

多形紅斑型薬疹 支給

50
感冒､軽いﾀﾝがらみの
咳

新ｼﾞｷﾆﾝ顆粒､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸
錠250mg｢YD｣

蕁麻疹型薬疹 支給

51 月経困難症
ﾔｰｽﾞ配合錠､ｼﾞｪﾐｰﾅ配合
錠

肺血栓塞栓症 支給

52 腰痛(変形性腰椎症) ﾛｺｱﾃｰﾌﾟ 出血性十二指腸潰瘍 支給

53
月経困難症､普通型片
頭痛､嘔吐症､高血圧症

ﾔｰｽﾞ配合錠､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

54 鼻閉､鼻汁､鼻炎
ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 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400 多形紅斑型薬疹 支給

56
鵞口瘡､扁頭炎､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｣

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

57 統合失調症
ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg､ﾐﾙﾀｻﾞ
ﾋﾟﾝ錠15mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ｶﾙﾊﾞﾏ
ｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣

薬物性肝障害 支給

58
糖尿病､統合失調症､て
んかん､総胆管結石性
胆管炎､膵頭部がん

ｸﾗﾌｫﾗﾝ注射用1g､ﾒﾛﾍﾟﾈ
ﾑ点滴静注用0.5g｢明治｣

出血性大腸炎 支給

59 ﾀﾞｲｴｯﾄ ﾋﾞｽﾗｯﾄ ｺﾞｰﾙﾄﾞEX 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

60
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高血症､頻
脈､高脂血症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 汎血球減少 支給

61
左化膿性関節炎､膝関
節

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注
用100mg｢日医工｣､ﾊﾞｸﾀ
配合錠､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ
ﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注600mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾊﾞﾙｻﾙﾀﾝ錠
80mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸｽﾞ
ﾎﾟ25

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)

支給

62 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ感染
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｼｯ
ﾄﾞ錠200mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

63

左足関節脱臼骨折､深
部静脈血栓症､術後疼
痛､しびれ､末梢神経障
害性疼痛

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα
点滴用ｷｯﾄ1g､ﾘｸｼｱﾅOD
錠15mg､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
塩酸塩錠100mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg､ﾀ
ﾘｰｼﾞｪ錠5mg

汎発型薬疹 支給

64
潰瘍性大腸炎､高尿酸
血症 COPD ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ﾘｱﾙﾀﾞ
錠1200mg

急性膵炎 支給

65 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV S状結腸穿孔 支給

66 頭痛､歯痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

67
歯科感染症､神経症､心
身症､甲状腺機能低下
症

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

68
右変形性股関節症､右
股関節人工骨頭置換
術後､感冒

PL配合顆粒､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅ
ﾄﾘｳﾑ坐剤50mg｢JG｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠300､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩
酸塩点滴静注用1.0g｢
MEEK｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩
点滴静注用0.5g｢MEEK｣､
ｾﾌｫﾀｯｸｽ注射用1g､ﾋﾟﾍﾟﾗ
ｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用2g｢日
医工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
及びそれに続発した敗血症(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
及びそれに続発した敗血症による
死亡(死亡)

支給

69 乳腺炎
ｾﾌｧﾚｷｼﾝ顆粒500mg｢
JG｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

70

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､骨粗
鬆症､変形性膝関節症､
両変形性膝関節症､変
形性脊椎症

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

薬物性肝障害 支給

71 結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 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

72
発熱､咽頭痛､溶連菌感
染

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢OHA｣

汎発型薬疹 支給

73
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染
症､逆流性食道炎

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾗﾍﾞ
ｷｭｱﾊﾟｯｸ800

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

74 発熱 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢JG｣
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 更年期障害
ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠
60mg｢SANIK｣

薬物性肝障害 支給

76 8┐┌8 perico
ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注射液10mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点
滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

77
萎縮性胃炎(HP抗体陽
性)

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250

薬物性肝障害 支給

78 蜂窩織炎(右上肢)
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

79 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症

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
200mg｢ﾀｶﾀ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

80
狭心症､心不全､高脂血
症

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

81 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 直腸穿孔 支給

82 咽喉頭炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

83
乾癬性関節炎､乾癬性
関節炎に伴う多関節
炎･腱付着部炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

84
急性咽頭･喉頭炎､脱水
症

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

85 ｸﾛｰﾝ病 ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

86
 朝から体調が悪く(腹
痛等)夕方から寒気が
ありﾊﾟﾌﾞﾛﾝを服用

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA<微粒> 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 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

87 急性扁桃炎､扁桃炎

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｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒ
ﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ
塩酸塩錠60mg｢EE｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

88

高血圧､便秘､緑内障､
角膜浸潤､前立腺肥大
症､尿路感染症､関節ﾘ
ｳﾏﾁ

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｱｻﾞﾙﾌｨ
ｼﾞﾝEN錠500mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

89
高血圧症､糖尿病､脂質
異常症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
菌感染

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 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(疾病；請求外)
骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨
折による脊柱機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

91 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

92 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

93 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)

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

94
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症及
びこれに伴う興奮､易
怒､易刺激性

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠12.5mg｢明治｣
腸閉塞(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

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

95 内頚動脈狭窄症

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢EE｣､
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢杏
林｣､ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸
ｴﾁﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ900mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg
他

赤芽球ろう 医薬品以外の原因による 不支給

96 2型糖尿病

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ﾋﾞｵ
ﾌｪﾙﾐﾝR錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ｱｽﾞﾉｰﾙうがい液4%､
ﾋｭｰﾏﾛｸﾞﾐｯｸｽ25注ﾐﾘｵﾍﾟ
ﾝ他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

97 (記載なし)

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg｢
EE｣､ﾊﾙﾗｯｸ錠0.25mg､ﾌﾙ
ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､
ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠2mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)他

未記入 判定不能 不支給

98 脳動静脈奇形

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾋﾞﾑ
ﾊﾟｯﾄ錠50mg､ｻｲﾚｰｽ錠
1mg､ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75
μg､ﾋﾞｵｽﾘｰ配合錠他

未記入 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

99 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 入院相当でない 不支給

100 子宮筋腫
ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｷ
ｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2%、ﾏｰ
ｶｲﾝ注0.5%

馬尾症候群に伴う排尿･排便障害によ
る日常生活障害

障害等級不該当 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）


