
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
発熱(何らかのｳｨﾙｽ感
染症)､肺炎疑い

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢ﾆ
ﾌﾟﾛ｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静
注用1g｢日医工｣

好酸球増多症 支給

2
気管支炎､気管支喘息､
脂質異常症､潰瘍性大
腸炎

ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠
100mg

間質性肺炎 支給

3 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
両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

4 RA
ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

5 関節ﾘｳﾏﾁ､胃潰瘍
ｼﾑｼﾞｱ皮下注200mgｵｰﾄｸ
ﾘｯｸｽ

汎血球減少症､発熱､筋痛 支給

6
溶血性貧血､急性胃粘
膜病変､上部消化管出
血

赤血球液-LR｢日赤｣ 遅発性溶血性輸血副作用 支給

7
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､認知症､便
秘､低K､Ca血症､腰痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠､ﾒﾏﾘｰOD錠
20mg､ｾﾛｸｴﾙ細粒50%

薬物性肝障害 支給

8 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg､ｱｸﾃﾑﾗ皮下
注162mgｼﾘﾝｼﾞ

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

9
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､汎血
球減少症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬物性肝障害 支給

10 月経困難症
①ﾔｰｽﾞ配合錠
②ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg

①肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症
②過多月経

支給

11 発作性心房細動 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 洞不全症候群 支給

12 (検診)
ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD､ﾊﾞｯｸｽ発
泡顆粒

十二指腸穿孔 支給

13 急性顎下腺炎 ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

14 S状結腸癌術後､発熱 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及びそれに続発し
た低酸素脳症 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
気管支喘息 非定型抗
酸菌症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

感染性肺嚢胞 支給

16
顎関節の痛み､頭痛､高
血圧､狭心症､うつ病､
胃ｱﾄﾆｰ症

①ｶﾛﾅｰﾙ錠200､新ｾﾃﾞｽ
錠
②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｣､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣1%

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
②侵襲性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症､肺化膿
症(疾病)
侵襲性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症､肺化膿症
による死亡(死亡)

支給

17 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

18 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

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

19
市の検診にて便潜血陽
性

ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ配合内用剤､ﾗｷ
ｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75%

虚血性大腸炎 支給

20
気管支喘息､統合失調
症､心気症

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ｱﾐｵﾀﾞﾛ
ﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢
TE｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(疾病)
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息及びそれに続発した呼
吸･循環不全による死亡(死亡)

支給

21
急性気管支炎､慢性副
鼻腔炎(手術例)､急性
咽喉頭炎

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ﾃｲｺｸ麦門冬湯ｴｷｽ
顆粒､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠
25mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

22
頭部脂漏性皮膚炎､ざ
瘡

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ注射用
150､ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ注射用60､
ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ点滴静注
420mg/14mL

薬物性肝障害 支給

23 └4 歯根膜炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

24
高血圧症,深部静脈血
栓症,便秘症,変形性股
関節症

ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠､新ｼﾞｷﾆﾝ顆粒

出血性胃潰瘍 支給

25 躁うつ病
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠

無菌性髄膜炎､血球貪食症候群及
びそれに続発した播種性血管内凝
固症候群

支給

26 感冒 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 薬物性肝障害 支給

27 食道胃接合部癌

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ｸﾗ
ｼｴ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ細
粒､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠（製造
販売業者不明）､ﾂﾑﾗ抑肝
散ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾌｧﾓ
ﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾓｻ
ﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した播
種性血管内凝固症候群(DIC)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

28
吻合部潰瘍(十二指腸
乳頭部癌､膵頭十二指
腸切除術後)､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30mg｢ｻﾜｲ｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

29
両ﾒﾆｴｰﾙ病､急性咽喉
頭炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣

薬物性肝障害 支給

30
ｱﾚﾙｷﾞｰ性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙ
ｽ症

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg 薬物性肝障害 支給

31
急性咽喉頭炎､左急性
顎下腺炎､急性咽頭浮
腫

ﾌｧﾛﾑ錠200mg､ﾊﾞﾅﾝ錠
100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｺ
ﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末
剤20mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg

多形紅斑型薬疹 支給

32
下肢静脈血栓症､脳梗
塞

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠0.5mg､ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩
錠100mg｢NP｣

臀部筋肉内血腫 支給

33
症候性てんかん､感冒･
急性気管支炎･急性胃
炎･全身性皮膚炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

34 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

35
急性上気道炎､不眠症､
甲状腺機能低下症

ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石膏
ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

36 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
下行結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

37 遺残胆嚢管癌 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

38 大腸癌術後(化学療法)
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

薬物性肝障害 支給

39 左急性外耳炎 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 好酸球性肺炎 支給

40 統合失調症
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100mg｢
ｱﾒﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

41
左膝人工関節感染(化
膿性関節炎)､偽膜性腸
炎疑い

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣､ﾌｨﾆﾊﾞｯ
ｸｽ点滴静注用0.25g､ﾊﾞﾝｺ
ﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g｢
MEEK｣､ｲﾙｱﾐｸｽ配合錠
LD｢DSPB｣､ｸﾚｷｻﾝ皮下
注ｷｯﾄ2000IU､ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ｻﾜｲ｣

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

42 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散98.8%｢ﾎﾘｲ｣ S状結腸穿孔 支給

43

慢性疼痛､気管支喘息､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､胸や
け､末梢循環障害､降圧
剤､入眠剤､皮膚硬化､
手指疼痛､免疫抑制､皮
膚潰瘍､胃･十二指腸潰
瘍､末梢神経障害､硬
便､全身性強皮症､炎症
値上昇

ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5mg 薬物性肝障害 支給

44
尋常性ざ瘡 皮脂欠乏
性湿疹

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

45 慢性副鼻腔炎
ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ｱｾﾄｱﾐﾉ
ﾌｪﾝ錠500mg｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾐﾉﾏ
ｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg

間質性肺炎 支給

46 血管炎性ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

47
2型糖尿病･本態性高
血圧症･便秘症･上気道
炎

ｶﾅﾘｱ配合錠､ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠
10mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害及びそれに続発した
多臓器不全による死亡(死亡)

支給

48
心房細動､胃潰瘍､発作
性心房細動､脂質異常
症､狭心症､高尿酸血症

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg 間質性肺炎 支給

49
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
糖尿病､脂質異常症

ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢KN｣､ﾒﾄﾄ
ﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
YD｣､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢
ｹﾐﾌｧ｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠112.5
｢EK｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%｢
EMEC｣

間質性肺炎 支給

50
右下肢刺激物質性接
触皮膚炎､ﾘﾝﾊﾟ管炎､足
白癬､右足蜂窩織炎

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg､強力ﾈｵﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ
ｼｰP静注20mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

51
関節ﾘｳﾏﾁ､気管支拡張
症

ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
錠2mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾀｸﾛﾘﾑｽｶﾌﾟ
ｾﾙ1mg｢JG｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

52
第9胸椎圧迫骨折､骨
盤打撲

ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸｽﾞﾎﾟ50､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢YD｣

出血性十二指腸潰瘍 支給

53 気管支炎

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｢
日医工｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠
10mg｢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

54 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

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

55 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

薬物性肝障害 支給

56 急性膀胱炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏
林｣

過敏症(血管浮腫､蕁麻疹) 支給

57

高血圧､高脂血症､高尿
酸血症､眼瞼下垂手術
後､右膝変形性膝関節
症､右膝内側半月板損
傷､右化膿性関節炎

ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣

間質性肺炎 支給

58
ﾋﾟﾛﾘ菌感染､更年期障
害

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

多形紅斑型薬疹 支給

59
感冒､抑うつ､橋本病､
高血圧､貧血､(のどに
痛みがあった為)

ﾙﾙｱﾀｯｸIB 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

60 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

61 鵞足炎
ｹﾅｺﾙﾄ-A筋注用関節腔
内用水懸注40mg/1mL

皮膚萎縮による陥没 支給

62
月経不順､月経痛､てん
かん､気管支喘息 ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

63
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性咽
頭炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

64 溶連菌感染症
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

65 上気道炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗｼｴ
葛根湯ｴｷｽ細粒､ﾋﾟｰｴｲ
配合錠､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

66 喉頭肉芽腫 うたがい
ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

67 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

68 ﾋﾟﾛﾘ菌感染胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 紅皮症型薬疹 支給

69
骨髄異形成症候群､慢
性移植片対宿主症､猫
咬傷

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250

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

70 悪寒があった｡ ｺﾞｰﾙﾄﾞｴｰｽA微粒
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

71 産褥､統合失調症

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日
医工｣､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴ
ｽﾃﾙ注射液600mg｢NP｣

多形紅斑型薬疹 支給

72
急性副鼻腔炎､急性咽
頭炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｼﾝｸﾞﾚｱOD
錠10mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

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

73 変形性腰椎症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

74
高血圧症､脂質異常症､
不眠症､2型糖尿病､腰
痛症､腎癌

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

75 皮膚筋炎
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

76 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

77 混合性結合組織病
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､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

78 歯性上顎洞炎
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
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)

支給

79

脂質異常､GERD､うつ､
便秘､冠れん縮性狭心
症､不眠症､椎間板ﾍﾙﾆ
ｱ､腰部帯状疱疹､疼痛
緩和

ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg､ｼﾞｸﾛﾌｪ
ﾅｸNa坐剤25mg｢日新｣､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｢NP｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

80 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害

支給

81 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.5%｢FSK｣ 直腸穿孔 支給

82
糖尿病､肺化膿症､
COPD

ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200mg｢EMEC｣､ｵｰｸﾞﾒ
ﾝﾁﾝ配合錠250RS

間質性肺炎 支給

83 右ﾄﾞｩ･ｹﾙﾊﾞﾝ腱鞘炎
ｹﾅｺﾙﾄ-A筋注用関節腔
内用水懸注40mg/1mL､ｷ
ｼﾛｶｲﾝ注射液1%

過敏症(紅斑､腫脹) 支給

84
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 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

85
IgA腎症､高血圧症､逆
流性食道炎､狭心症､舌
ｶﾝｼﾞﾀﾞ､食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ

ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ
100mg/mL､ﾊﾞｸﾀ配合錠､
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

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

86 帯状疱疹

ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｸﾗﾘｽ錠200､ﾘﾘｶOD錠
25mg､ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg､ﾀ
ｹｷｬﾌﾞ錠20mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､ｿ
ﾙ･ｺｰﾃﾌ静注用500mg､ﾉｲ
ﾛﾄﾛﾋﾟﾝ注射液3.6単位､ﾋﾞﾀ
ﾒｼﾞﾝ静注用､ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注
射用2g､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ注射液
500μg､強力ﾈｵﾐﾉﾌｧｰｹﾞﾝ
ｼｰ静注ｼﾘﾝｼﾞ40mL､ﾒﾁｺ
ﾊﾞｰﾙ錠500μg､PL配合顆
粒､S･M配合散

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

87

Paraneoplastic
polyneuropathy
(肺癌による)
､BPH

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

88 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

89
急性副鼻腔炎､急性咽
頭喉頭炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ
錠10mg｢KM｣､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

多形紅斑型薬疹 支給

90 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

91 肺外結核 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 好酸球増多症､薬物性肝障害 支給

92
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症
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

93
帝王切開､弛緩出血､高
血圧症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

94 右変形性膝関節症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

95 双極性感情障害
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

96
関節ﾘｳﾏﾁ､ﾘｳﾏﾁ性両
肘関節炎

ｹﾅｺﾙﾄ-A筋注用関節腔
内用水懸注40mg/1mL､ｷ
ｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

97
症状性気分障害(双極
性障害)

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 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

98 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

99
高血圧症､頚椎症性脊
髄症､腰部脊柱管狭窄
症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

十二指腸穿孔 支給

100
左大腿部痛､左大腿筋
挫傷

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

101
急性咽頭炎､急性上気
道炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾌｽｺﾃﾞ配合錠

汎発型薬疹 支給

102 統合失調症

ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ﾗ
ﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

103 腰椎捻挫 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

104 全身性ｴﾘﾄﾏﾄｰﾃﾞｽ

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ｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙ
Na注射用10mg｢F｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

105 咽頭炎､咳･痰､発熱
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

106
排卵誘発(採卵､全胚凍
結)

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

107 間質性肺炎

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

108 めまい症､関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞ
ﾝEN錠500mg､ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

109 過多月経 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

110 左腫骨術後感染 ﾊﾞｸﾀ配合顆粒 無顆粒球症 支給

111 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰ
ﾙ錠50mg

無顆粒球症 支給

112 帯状疱疹 ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg
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

113 顔面けいれん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

114 双極性障害 うつ状態
ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ錠25､ｵｰｽｷﾞ葛
根湯ｴｷｽT錠

薬物性肝障害 支給

115
急性上気道炎､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼ
ﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾂﾑﾗ麻
黄湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

116 乳がん骨転移 ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/100mL
両側非定型大腿骨骨折､下顎骨の
骨髄炎･骨壊死

支給

117
萎縮性過形成胃炎(慢
性胃炎)､ﾋﾟﾛﾘ菌抗体陽
性

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

118
不安障害､強迫性障害､
不眠症､胃潰瘍の疑い

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

119 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.5%｢FSK｣ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

120
せきとたん､声が出づら
い

ﾙｷﾉﾝせき止め液EX 便秘症 支給

121
左扁桃周囲炎､軟口蓋
浮腫 薬剤性胃腸炎予
防

ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

122
労作性狭心症･家族性
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾛｽｰｾﾞｯﾄ配合錠HD 薬物性肝障害 支給

123
A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､咽頭
炎､薬疹､ｱﾚﾙｷﾞｰ性じ
ん麻疹､頭痛､寒気

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｸﾗﾘｽ錠
200､ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤
20mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

124
後鼻漏､せき､せき払
い､食欲不振

ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣､ﾂﾑﾗ柴朴
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ
荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

125
細菌性ﾘﾝﾊﾟ節炎､ｳｲﾙｽ
性ﾘﾝﾊﾟ節炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｱｾﾄｱﾐﾉ
ﾌｪﾝ錠200mg｢三和｣､ﾌｪｷｿ
ﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg｢
EE｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用
1g｢ｻﾜｲ｣､ｱｾﾘｵ静注液
1000mgﾊﾞｯｸﾞ

薬物性肝障害 支給

126
右足ひょう疽､関節ﾘｳﾏ
ﾁ､右足趾 ひょう疽

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

127 左腎盂癌 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ
薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した肺
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

128 双極性感情障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 汎発型薬疹 支給

129 歯性上顎洞炎(急性) ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 薬物性大腸炎 支給

130
高血圧症､高脂血症､混
在性肺結核症

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

131

2型糖尿病､高血圧症､
慢性甲状腺炎､脂質異
常症､逆流性食道炎､上
気道炎

ﾏﾘｾﾞﾌﾞ錠25mg､ﾂﾛﾌﾞﾃﾛｰ
ﾙﾃｰﾌﾟ2mg｢HMT｣

汎発型薬疹 支給

132 甲状腺機能亢進症
ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 汎発型薬疹 支給

133 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

134

高血圧､逆流性食道炎､
糖尿病､脂質異常症､扁
桃炎､高血圧症､双極性
感情障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾒｲｱｸﾄ
MS錠100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

135

後頭神経痛､1月は頭
痛があったため3日間
服用｡3月は発熱のため
数回服用｡

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

136 急性胃炎疑い
ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物錠
10mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣

亜腸閉塞 支給

137 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散98.8%｢ﾎﾘｲ｣
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹腔内膿瘍､腹膜炎

支給

138 気管喘息発作

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
125mg､ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
4mg(0.4%)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

139
肝障害､ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ断層
撮影における造影

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

140 猫咬創
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用3g

出血性大腸炎 支給

141
潰瘍性大腸炎､過敏性
腸症候群

ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 心膜炎 支給

142 多発性筋炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠2.5mg｢NP｣
右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

143
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染､高
血圧 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症
便秘

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg

薬物性肝障害 支給

144 帯状疱疹 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg 嘔気､嘔吐 支給

145
3｣(上顎右側犬歯):歯周
病急性発作

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

146
妊娠14週 子宮頸管無
力症

ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα点滴用ｷｯﾄ1g､
ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

147 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

148
ﾊﾟﾆｯｸ症､嘔気､動悸､逆
流性食道炎､不安神経
症､胃炎

ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ｸ
ﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ錠､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢明
治｣､ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠50mg｢明
治｣､ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠､ｱﾙ
ﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ錠0.4mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗ
ﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

149 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢第一
三共｣ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL

血球貪食症候群 支給

150 うつ病､痛風､下痢
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

151 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

152 潜在性結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

153
┌8う蝕第3度急性根尖
性歯周炎 左下の奥歯
が痛い

ﾄﾐﾛﾝ錠100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

154
便秘､むくみ､お腹の脂
肪､肝斑､子宮腺筋症

新生防風通聖散顆粒<満
量処方>

薬物性肝障害 支給

155 頻尿症
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用) 間質性肺炎 支給

156
手足の冷え､疲れやす
い､湿疹など

薬局製剤当帰飲子 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

157

右肩関節炎､関節ﾘｳﾏ
ﾁ,疑､口渇を伴うほてり､
左仙腸関節炎､左肩甲
上神経痛､急性肝炎､右
前腕及び右大腿外側
部ｶｳｻﾞﾙｷﾞｰ

ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単位､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝ細粒
10%｢ｻﾜｲ｣､ﾂﾑﾗ三物黄芩
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｵｰ
ｽｷﾞ温清飲ｴｷｽG､ｱﾚﾛｯｸ
錠5

薬物性肝障害 支給

158 皮ﾌ筋炎､間質性肺炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg､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

159 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾍﾞﾄﾈﾗﾝ､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

160
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(腎生検
の結果 微小変化群)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死

支給

161 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 支給

162
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､
SLEに対する
PSL(15mg)内服

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

163 左突発性難聴
ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ静注用500mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

164 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

165
左眼 霰粒腫､結膜炎､
麦粒腫

ｶﾞﾁﾌﾛ点眼液0.3%､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｣

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

166 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
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

167 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

168 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫
骨折による体幹機能障害

障害
１級

３年毎

169
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



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

170 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

３年毎

171
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

172
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

173
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

174 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg
両側非定型大腿骨骨折の遷延癒
合による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

175 心臓ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ 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

176 多発性骨髄腫

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾌﾙ
ｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜ
ｲ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(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)

177 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候郡
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg､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(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害(障害)

障害等級不該当

支給(疾
病)

不支給
(障害)

178
内視鏡検査による鎮
静､表在型食道癌

ｾﾙｼﾝ注射液10mg
呼吸抑制及びそれに続発した心肺
停止による低酸素脳症(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)

179 慢性膵炎急性増悪

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用
1gﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣､ｶﾞﾍﾞｷｻｰﾄﾒ
ｼﾙ酸塩注射用100mg｢ｻﾜ
ｲ｣

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)
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

180 諸関節痛

ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠
20mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｾﾙ
ﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾌｪﾙﾅ
ﾋﾞｵﾝﾃｰﾌﾟ

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

181 関節ﾘｳﾏﾁ
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｣

関節ﾘｳﾏﾁ 医薬品以外の原因による 不支給

182
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA､ﾘｳﾏﾁ間質
性肺炎

ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ
300mg､ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ
錠17.5mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾌﾗﾍﾞﾘｯ
ｸ錠20mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢YD｣他

劇症肝炎 医薬品以外の原因による 不支給

183 亜鉛欠乏症
ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ錠50mg､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

184 大腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙ
T100､ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

骨髄異形成症候群､白血病 判定不能 不支給

185 潰瘍性大腸炎

ｴﾝﾀｲﾋﾞｵ点滴静注用
300mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg､ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､
ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg他

急性呼吸不全､肺胞出血､間質性肺炎 医薬品以外の原因による 不支給

186 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP 血小板減少症 医薬品以外の原因による 不支給

187 浮腫
ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ｸﾞ
ﾗﾝﾀﾞｷｼﾝ錠50

間質性肺炎 医薬品以外の原因による 不支給

188 統合失調症

ｲﾝヴｪｶﾞ錠3mg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠25mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾚｷｿﾀﾝ錠
2､ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠15mg､ｵﾗﾝ
ｻﾞﾋﾟﾝOD錠10mg｢ｱﾒﾙ｣他

未記入 判定不能 不支給

189 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

関節ﾘｳﾏﾁ､股関節 医薬品以外の原因による 不支給

190 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ﾘﾏﾁﾙ錠100mg

節性辺縁帯ﾘﾝﾊﾟ腫 医薬品以外の原因による 不支給

191 関節ﾘｳﾏﾁ

ｵﾙﾐｴﾝﾄ錠2mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠｢ｹ
ﾐﾌｧ｣､ﾘﾘｶOD錠25mg､ｱﾑ
ﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢杏林｣他

急性肺炎 判定不能 不支給

192
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､肥
大型心筋症､脳梗塞

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg､ｱｰﾁｽﾄ錠
2.5mg､ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg他

MTX関連ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

193
急性肝不全､急性肝炎､
急性胃炎､逆流性食道
炎､慢性胃炎

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾓｻﾌﾟ
ﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠
10mg｢日新｣

急性肝不全 医薬品以外の原因による 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」）



194
高血圧､B型慢性肝炎､
C型慢性肝炎

ｿﾊﾞﾙﾃﾞｨ錠400mg､ｺﾍﾟｶﾞｽ
錠200mg､ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠
0.5mg､ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙ錠0.5mg｢
EE｣､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢あ
すか｣他

(間質性肺炎) 医薬品以外の原因による 不支給

195
関節ﾘｳﾏﾁ･手根管症候
群･ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎･不
眠症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾘﾘ
ｶｶﾌﾟｾﾙ75mg､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ
Na錠25mg｢ﾄｰﾜ｣他

びまん性大細胞性B細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 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

196 関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

肺膿瘍､膿胸(疾病)
肺膿瘍､膿胸及びそれに続発した呼
吸不全増悪による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

197
関節ﾘｳﾏﾁ､手指関節
炎､右股関節痛

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹､薬物性肝障害 不適正使用 不支給

198 心房細動
ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ｱﾐｵﾀﾞ
ﾛﾝ塩酸塩速崩錠100mg｢
TE｣

間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

199
ﾘｳﾏﾁ 肝硬変､高血圧､
脂質異常症､肝障害

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

200 乳がん

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ注射用
150､ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ注射用60､
ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ点滴静注
420mg/14mL

間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

201 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
無顆粒球症及びそれに続発した血球
貪食症候群

不適正使用 不支給

202
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､鼻水､頭痛

ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠､新ｼﾞｷﾆﾝ顆粒

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)
不適正使用 不支給

203
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 鼻前庭
炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配合錠

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)
不適正使用 不支給

204 心室頻拍 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

205

右耳低音障害型感音性
難聴､右耳閉感､めまい
症､急性胃潰瘍疑い 消
化管障害疑い 不眠症

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ｸ
ﾗｼｴ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ
細粒､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠（製
造販売業者不明）､ﾂﾑﾗ
抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠
5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


