
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 高血圧症､高脂血症

①ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢日
医工｣､ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠LD
②ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢日
医工｣､ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠LD

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

2

発熱､鼻水､頭痛､急性
上気道炎(39.2℃発熱､
咽頭痛などあり)､TEN､
薬剤性肝障害､貧血

①ｴｽﾀｯｸｱﾙﾌｧ錠､ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞ
ﾛｯｸS錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠200
②注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
③照射赤血球液-LR｢日
赤｣

①中毒性表皮懐死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)
②ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ腸炎
③輸血後鉄過剰症に続発した薬物
性肝障害

支給

3 腰椎化膿性椎間板炎

①ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg
｢ｻﾝﾄﾞ｣
②ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾘﾘｶ
OD錠25mg

①甲状腺機能低下症
②血小板減少症

支給

4 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 日和見感染による肺炎 支給

5 脳梗塞､心房細動 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75mg
後天性凝固第V因子欠乏症及びそ
れに続発した心ﾀﾝﾎﾟﾅｰﾃﾞ

支給

6 感冒､急性上気道炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

7 うつ､不眠､かぜ症候群

①ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢ｻﾝﾄﾞ｣
②ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗｼｴ葛
根湯ｴｷｽ錠T､ﾋﾟ-ｴｲ配合
錠､ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗
石膏ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾆ
ｻﾞﾁｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

8
左頚部内頚動脈狭窄
症

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性過敏症症候群(DIHS)(疾病)
薬物性過敏症症候群(DIHS)に続発
したﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡(死
亡)

支給

9 原疾患なし(無痛分娩)
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､1%塩
酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注PB

馬尾症候群 支給

10
変形性膝関節症､人工
膝関節全置換術後

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｱｾﾘｵ静注
液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ
α点滴用ｷｯﾄ2g､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ
α点滴用ｷｯﾄ1g

薬物性肝障害 支給

11 気管支喘息
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｱｾﾘｵ
静注液1000mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

12
関節ﾘｳﾏﾁ､咽頭炎､上
気道炎､発熱､関節痛

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ｸ
ﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾂﾑﾗ葛根
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾚﾊﾞ
ﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

汎発型薬疹 支給

13
大動脈弁狭窄症､胃潰
瘍､高血圧､高脂血症

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa
錠10mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ
錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

紅皮症型薬疹 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

14
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､自
己免疫性肝炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ﾌﾟﾘ
ﾄﾞｰﾙ500､注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ
125

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

15
広汎性発達障害､軽度
精神発達遅滞､ﾊﾞｾﾄﾞｳ
病

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1%､ﾛﾄﾞﾋﾟ
ﾝ錠25mg

嚥下困難､期外収縮 支給

16
虚血性心疾患の疑い､
無症候性心筋虚血の
疑い

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
65mL

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

17 関節ﾘｳﾏﾁ
ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾒﾄﾚｰﾄ錠
2mg

貧血 支給

18 左)視神経炎
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
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､ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ白内障

支給

19 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 続発性副腎皮質機能不全 支給

20 尿路感染症
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
CH｣

過敏症(咽頭部違和感､鼻汁) 支給

21 腹痛

①ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL
②ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢日医工｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合
錠250RS

①ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ
②出血性大腸炎

支給

22
気管支喘息､気管支喘
息発作

ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

嘔気､嘔吐 支給

23
慢性腎不全に伴う腎性
貧血､帯状疱疹

ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注用
250mg｢PP｣

血小板減少症 支給

24

口内炎･舌痛症･味覚障
害･口腔乾燥症･ﾋﾞﾀﾐﾝC
欠乏症性歯肉炎､双極
性障害､骨粗鬆症

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

25
不妊症､月経異常､排卵
障害､潜在性高ﾌﾟﾛﾗｸﾁ
ﾝ血症

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 肺血栓塞栓症 支給

26 再発卵巣癌
ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL｢HK｣

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

27 急性上気道炎､痔核

①ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒､
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静
注用1g｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｻﾜｲ｣
②ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒､
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰ
ﾂｶ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg
｢DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ
錠0.4mg｢ｻﾜｲ｣

①間質性肺炎
②薬物性肝障害

支給

28
肺結核､逆流性食道炎､
関節痛､末梢神経障害

ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

29 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

30 発熱､急性上気道炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､PL配合顆
粒､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

31 急性扁桃炎

ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾘｶﾊﾞﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配
合錠250RS

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

32 急性咽頭炎
ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲ
ﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

33
逆流性食道炎､慢性胃
炎

ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2% 薬物性ｼｮｯｸ 支給

34
月経困難症､うつ状能､
潰瘍性大腸炎

ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

35 糖尿病 ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg 薬物性肝障害 支給

36
子宮機能性出血による
と思われる出血が14日
以上継続

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 深部静脈血栓症 支給

37 潰瘍性大腸炎 ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 無顆粒球症 支給

38 原田氏病

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ(製造販売業
者不明)､ｽﾃﾛｲﾄﾞ注射剤
(医薬品名､製造販売業者
不明)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

39 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 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

40
顔面ﾁｯｸ､急性咽頭炎､
急性気管支炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 血小板減少性紫斑病 支給

41
左内耳神経血管圧迫
症候群

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

42 脱肛､(検査) ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP

腸閉塞及びそれに続発した高ﾏｸﾞﾈ
ｼｳﾑ血症(疾病)
腸閉塞に続発した高ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症
による死亡(死亡)

支給

43
咽頭炎､腸炎､強い気管
支炎症状(気管支喘息
も含めた)

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾗｻﾞｯｸ配合顆粒､ﾄﾗﾈｷｻ
ﾑ酸錠500mg｢YD｣､ﾚｽﾌﾟﾚ
ﾝ錠20mg､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｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢DSEP｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣､ｶﾙ
ﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢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｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

44
耳鳴症､不安神経症､う
つ状態､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ｲﾌｪｸｻｰSR
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg

間質性肺炎 支給

45
間質性腎炎､急性腎不
全

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

左側大腿骨骨頭無腐性懐死 支給

46 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

出血性胃潰瘍 支給

47 気性咽頭炎
ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

48
潰瘍性大腸炎､感冒様
症状

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

49 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣

貧血､血小板減少症 支給

50 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

51
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠1mg(旭化成)

①両側大腿骨顆部無腐性壊死､左
側大腿骨骨頭無腐性壊死､左側上
腕骨骨頭無腐性壊死
②右側大腿骨骨頭無腐性壊死

支給

52 右急性外耳道炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
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



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

53 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給

54 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

55 頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､熱発
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

56
INH､SM耐性の肺結核､
脊椎結核

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢Me｣､ﾂ
ﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg

薬物性肝障害 支給

57 気管支喘息
ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放U錠200mg｢
ﾄｰﾜ｣

過敏症(顔面浮腫･発赤､嘔気) 支給

58 高血圧症 ｱｲﾐｸｽ配合錠LD
便秘及びそれに続発した左外鼡径
ﾍﾙﾆｱ

支給

59 足爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

60 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

61 心気症､不安神経症
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

62 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎による消化管穿孔 支給

63 脂質異常 ﾅｲｼﾄｰﾙG 間質性肺炎 支給

64 慢性副鼻腔炎
ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ辛夷清肺
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

65
関節ﾘｳﾏﾁ､動悸､頻脈､
糖尿病､高血圧症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
骨髄抑制(疾病)
骨髄抑制に続発した敗血症による
死亡(死亡)

支給

66
肺結核､高尿酸血症､前
立腺肥大症 過活動膀
胱

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､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg､
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

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

67
脂質異常症､便秘､肩関
節周囲炎､逆流性食道
炎

ﾛｽｰｾﾞｯﾄ配合錠HD､ﾂﾑﾗ
二朮湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､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｢EMEC｣､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

薬物性肝障害 支給

68
亜急性壊死性ﾘﾝﾊﾟ節
炎(菊池病)

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾﾘｵ静注
液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
CH｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

69
月経困難症(機能性)､
潰瘍性大腸炎

ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ｻﾜ
ｲ｣

潰瘍性大腸炎の増悪 支給

70
消化管穿孔､人工肛門
造設､真菌血症､下痢

ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾛｼﾞﾌ静注液400

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

71 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

72 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝｸMX､ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 下行結腸穿孔 支給

73
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､急性咽頭喉頭
炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾌﾟﾛﾃｶ
ｼﾞﾝOD錠10､ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟ
ｾﾙ100､ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠､ﾄ
ﾗﾝｻﾐﾝ錠500mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

74 狭心症の疑い

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL､ｾﾛ
ｹﾝ錠20mg､ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟﾚｰ
0.3mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

75 避妊 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 肺血栓塞栓症 支給

76

萎縮性胃炎～ﾍﾘｺﾊﾞｸ
ﾀｰ胃炎(精密検査時の
胃ｶﾒﾗ施行時の鎮静目
的使用)

ｾﾙｼﾝ注射液10mg､ｱﾈｷ
ｾｰﾄ注射液0.5mg､ｶﾞｽｺﾝ
ﾄﾞﾛｯﾌﾟ内用液2%､ｷｼﾛｶｲﾝ
ﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8%､ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞ
ｽｶｽ2%

嘔吐 支給

77
ｼｭｰｸﾞﾚﾝ症候群､間質
性腎炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ10mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg

多形紅斑型薬疹 支給

78
発熱､悪寒があったた
め

ｾｼｵﾝﾊｲVC 多形紅斑型薬疹 支給

79
肺非結核性抗酸菌症､
骨粗しょう症

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ｸﾗﾘｽ
ﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢EMEC｣､
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

80
急性気管支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎

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｢
NP｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢杏林｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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

81 腰部打撲傷

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｴﾍﾟﾘｿﾞ
ﾝ塩酸塩錠50mg｢日医
工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNaﾃｰﾌﾟ
100mg｢ﾕｰﾄｸ｣
　

多形紅斑型薬疹 支給

82 左変形性股関節症

ｴｽﾗｯｸｽ静注
25mg/2.5mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注
ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点
滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂ
ｶ｣､1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ﾌｪﾝﾀﾆ
ﾙ注射液0.1mg｢第一三
共｣､ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙ静注用
2mg｢第一三共｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

83
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠
200mg

多形紅斑型薬疹 支給

84
脂質異常症､注意欠陥
多動障害 不眠症 精神
運動発作

①ｺﾝｻｰﾀ錠18mg､ｺﾝｻｰﾀ
錠27mg､ｺﾝｻｰﾀ錠36mg､ｸ
ﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg
②ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

85 ﾋﾟﾛﾘ菌感染 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑型薬疹 支給

86
急性膀胱炎､過活動膀
胱

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
MEEK｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

87
非びらん性胃食道逆流
症

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

88
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎･声帯結
節(肥厚性瘢痕)

①ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg
「ﾃﾊﾞ｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
KM｣､ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢ﾄｰﾜ｣
②ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ﾄｰﾜ｣

①薬物性肝障害
②出血性膀胱炎

支給

89
溶連菌感染症､急性気
管支炎､うつ病

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､
ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

多形紅斑型薬疹 支給

90 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

91 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

92
逆流性食道炎､高脂血
症､糖尿病､高血圧症

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
日医工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD
錠15mg｢日医工｣

薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大腸炎) 支給

93 腰椎分離症

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg｢
YD｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣､ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠
50mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝHD
ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

95

逆流性食道炎、1型糖
尿病、高血圧症、橋本
病、脂質異常症、湿
疹、全身薬疹　

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

96
鼻出血 副鼻腔炎 ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎 高血圧､高
血圧症

①ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠
200
②ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR
錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ
錠200､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
EE｣､ﾛｻﾙﾀﾝｶﾘｳﾑ錠25mg
｢AA｣

①間質性肺炎
②薬物性肝障害

支給

97
耳部顔面手膿痂疹､両
耳部急性湿疹

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾙﾊﾟﾌｨﾝ錠10mg

蕁麻疹型薬疹 支給

98 慢性肝障害 EOB･ﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

99
扁桃腺炎､急性上気道
炎､脱水症､顔面蜂窩織
炎､気管支喘息

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合
錠250RS､ｽﾙﾋﾟﾘﾝ注射液
500mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

100
肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症､肺化
膿症疑い

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ200mg静注用､ﾀ
ｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢明
治｣､ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1g

薬物性肝障害 支給

101 不明熱 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

102
複合性局所疼痛症候
群Ⅰ型､慢性腰痛症､閉
塞性血栓血管炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 薬物性肝障害 支給

103 足爪白癬､足白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

104 急性咽頭炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 過敏症(紅斑､呼吸苦) 支給

105 溶連菌感染症
ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

多形紅斑型薬疹 支給

106 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

107
慢性腎不全､高脂血症､
高尿酸血症､脳出血後
てんかん､便秘､高血圧

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg
薬物性肝障害､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

108 急性膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

109
関節ﾘｳﾏﾁ､関節痛､うつ
病

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

110 劇症型心筋炎

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa
点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂ
ｶ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

多形紅斑型薬疹 支給

111
髄膜腫術後感染､硬膜
外膿瘍､高血圧症､上気
道炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬物性肝障害 支給

112 (検診)
ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD､ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ
錠12mg

腹痛 支給

113
関節ﾘｳﾏﾁ､左手関節
炎､食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ､口腔ｶﾝ
ｼﾞﾀﾞ､薬疹

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害

支給

114
麻痺性ｲﾚｳｽ､誤嚥性肺
炎､知的障害 てんかん 
慢性腸炎

ﾕﾅｽﾋﾟﾝ静注用1.5g 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

115
溶連菌感染症による急
性咽頭炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

116 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

117

口唇ﾍﾙﾍﾟｽ､ のどの痛
み､せきがあったため｡ 
急性咽頭扁桃炎､膿痂
疹

ﾙﾙｱﾀｯｸEX､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
200mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ
酸錠500mg｢YD｣

固定薬疹 支給

118 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｣

多形紅斑型薬疹 支給

119
溶連菌感染症､急性咽
頭炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

120 高尿酸血症あり ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

121
急性咽頭喉頭炎 急性
副鼻腔炎 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

122

変形性腰椎症､根性挫
骨神経症､下肢神経障
害性疼痛､急性咽頭炎､
薬疹､高血圧症､高脂血
症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､高
熱

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｴﾄﾄﾞﾗｸ
錠200mg｢SW｣､ﾋﾟｰｴｲ配
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

123
かぜの症状があったた
め

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSｺﾞｰﾙﾄﾞW錠 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

124 乳癌 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

125 過活動膀胱､膀胱炎 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

126
混合性結合組織病
(MCTD)

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg､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 支給

127 脳梗塞
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370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
た低灌流による脳梗塞の憎悪(疾
病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低灌流
による脳梗塞の増悪による肢体機
能障害､高次脳機能障害､言語機
能障害､視野障害(障害)

支給
１級

１年毎

128 頭痛がしたため ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾙﾅi
薬物性肝障害に続発した再生不良
性貧血

支給

129 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
化膿性脊椎炎による両側下肢機能
障害

障害
１級

５年毎

130 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

131

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

132 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

133 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
１級

１年毎

134
右膝前十字靱帯断裂､
右半月板断裂

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100ml

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

１年毎

135
回帰性ﾘｳﾏﾁ､薬剤性過
敏症症候群

①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ錠注用125mg､注射
用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾
病)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病(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

136 C型慢性肝炎

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100
μg/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ200mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠
25mg､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg､ﾎﾟ
ﾗﾗﾐﾝ注5mg他

再生不良性貧血､医薬品の副作用か
不明

医薬品以外の原因による 不支給

137
骨粗鬆症･脳梗塞後遺
症･不眠症･逆流性食道
炎･腰痛症､慢性胃炎

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠50mg､ﾀ
ｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠
0.25mg他

①第4腰椎圧迫骨折②第2腰椎圧迫
骨折､胸腰椎多発圧迫骨折
(Th6.10.L1.2.3.4)

医薬品以外の原因による 不支給

138
頭部外傷後遺症 高次
脳機能障害 てんかん
性精神病

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg､ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2､ﾚ
ﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg､ﾎｰﾘｯﾄ錠
20mg他

肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

139 (予防)

ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP､ｾﾌﾄﾘｱｷ
ｿﾝNa静注用1g｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
125mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg他

気管支喘息､COPD増悪疑い 医薬品以外の原因による 不支給

140
頭部外傷後症候性てん
かん

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠200mg
｢ｱﾒﾙ｣､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠
1.25mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢JG｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣他

寡動および誤嚥 医薬品以外の原因による 不支給

141
糖尿病､心不全､狭心
症､高脂血症､高尿酸血
症

ﾄﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃ
ｵｽ､ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠､ｱｿﾞ
ｾﾐﾄﾞ錠30mg｢JG｣､ｽｰｸﾞﾗ
錠50mg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg
他

未記入 判定不能 不支給

142 糖尿病治療､関節ﾘｳﾏﾁ

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgﾍﾟﾝ
1.0mL､ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠､ｱｸ
ﾄｽ錠15､ｴｸｱ錠50mg､ﾒﾄ
ｸﾞﾙｺ錠500mg他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

143
骨粗鬆症､腰椎圧迫骨
折

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ､ｹ
ﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝﾃｰﾌﾟ20mg

肺性心による心不全 判定不能 不支給

144
関節ﾘｳﾏﾁ､ASO､胃粘
膜保護､脂質異常症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾀｸﾛﾘﾑｽ錠3mg｢あ
ゆみ｣､ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
250mg､ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
日医工｣他

正中𦜝ﾋﾀﾞにできた裂孔に小腸が入り
込み､尿膜管によって締めつけを受け
た事による絞扼性ｲﾚｳｽ

医薬品以外の原因による 不支給

145
心臓神経症､ﾊﾟﾆｯｸ障
害､神経症性自律神経
失調症

ﾐｹﾗﾝ錠5mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠
50mg､ﾚｽﾐｯﾄ錠2､ｺﾘｵﾊﾟﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg他

慢性胃炎急性増悪症､胃腸障害(重
度)

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

146

甲状腺機能低下症､高
血圧症､骨そしょう症､じ
ん麻疹様血管炎､DVT､
肺血栓塞栓症､難治性
逆流性食道炎､頭痛､蕁
麻疹様血管炎

①ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg,ﾐ
ﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢日医工｣
②ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢日医工｣

①発熱(1回目)
②発熱(2回目)

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）



147
関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
逆流性食道炎､高血圧
症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 汎血球減少症 不適正使用 不支給

148
続発性無月経(排卵障
害)

ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg､ﾙﾄﾗｰ
ﾙ錠2mg

肺血栓塞栓症 不適正使用 不支給

149 髄膜炎 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 播種状紅斑丘疹型薬疹､呼吸困難 入院相当でない 不支給

150 伝染性膿痂疹

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｾﾌｨﾝ静注
用1g､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
錠100mg｢OK｣､PL配合顆
粒

間質性肺炎 入院相当でない 不支給

151 子宮筋腫

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ
注7.5mg/mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注
ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

両下肢麻痺､両下肢知覚異常 入院相当でない 不支給

152
潰瘍性大腸炎､便秘症､
胃炎

ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94% 間質性肺炎 入院相当でない 不支給

153 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 直腸穿孔及びそれに続発した腸閉塞 入院相当でない 不支給

不支給事例

No. 主な原疾患等
原因生物由来製品

名
副作用名 不支給等理由 判定

1 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(77-2432-2637)

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害(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

(感染被害判定結果)


