
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 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

2 過敏性腸症候群疑い
ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠､ﾀｹｷｬﾌﾞ
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

3
高血圧､脂質異常症､筋
肉痛

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg
｢ﾄｰﾜ｣

血管性浮腫 支給

4
転移性肝腫瘍に対する
肝切除術､術中出血

新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
240､照射濃厚血小板-LR
｢日赤｣､照射赤血球液-
LR｢日赤｣

輸血関連急性肺障害(TRALI)
支給

5

急性ｳｲﾙｽ感染症(風邪
症候群)､咽頭炎､高血
圧症､高尿酸血症､高脂
血症､脳梗塞(TIA)､高
血圧､脂質異常症､一過
性脳虚血発作

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪ
ﾝ錠200mg｢ﾏﾙｲｼ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
に続発した肺炎による死亡(死亡)

支給

6
右変形性股関節症術
後創部感染

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾘﾌｧﾝ
ﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

7
陳旧性心筋梗塞､高血
圧､脂質異常症､胃炎､
不眠症､便秘症､膀胱癌

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 支給

8
発作性心房細動､非弁
膜症性心房細動

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

9 便潜血 ﾓﾋﾞﾌﾟﾚｯﾌﾟ配合内用剤
低ﾅﾄﾘｳﾑ血症及びそれに続発した
意識障害

支給

10

ﾒﾆｴｰﾙ病､ｹﾛｲﾄﾞ､慢性
胃炎､月経不順､月経
痛､貧血､亜鉛欠乏症､
双極Ⅱ型気分障害､嘔
吐症､急性胃炎､逆流性
食道炎

①ﾌｪﾛﾐｱ錠50mg
②ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣､ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢
EMEC｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠
20mg｢Me｣
③ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠1mg

①嘔吐(1回目)
②薬物性肝障害(1回目)
③嘔吐､薬物性肝障害(2回目)

支給

11 心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢NP｣ 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

12 肝機能異常障害
ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

13
表在性皮膚感染症､高
血圧症､左手･右大腿･
右下腿 猫咬傷

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
塩酸塩錠100mg｢日医工｣

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 左舌咽神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
肺動脈血栓塞栓症､深部静脈血栓
症

支給

15 頚椎症性神経根症
ｶｼﾜﾄﾞｰﾙ静注､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
注射液3.6単位､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

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
た低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

16

関節ﾘｳﾏﾁ､腰部脊柱管
狭窄症､高血圧､左尿管
結石による腰痛､尿路
結石による疼痛

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｹｱﾗﾑ錠
25mg､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐
剤50mg｢JG｣､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
50mg

汎血球減少症 支給

17
間質性肺炎､関節ﾘｳﾏ
ﾁ､関節ﾘｳﾏﾁ関連間質
性肺炎

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5mg｢NP｣､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠2.5mg｢NP｣

骨粗鬆症及びそれに続発した左寛
骨臼骨折､右仙骨骨折 支給

18 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg､ﾘｱﾙﾀﾞ錠
1200mg

心膜炎､胸膜炎 支給

19 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(A)

ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､
ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢
KN｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢JG｣､ﾌｽｺﾃﾞ配合
錠､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200

汎発型薬疹 支給

20 うつ病 ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg 好中球減少症 支給

21
浮腫･湿疹･気管支炎･
咳

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｺﾀﾛｰ小青竜湯ｴｷ
ｽ細粒､ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

間質性肺炎 支給

22
腰椎すべり症､腰部脊
柱管狭窄

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｾﾚｺｯ
ｸｽ錠100mg､ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠
1mg｢ﾄｰﾜ｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

23 (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

好酸球性肺炎
支給

24 左乳房中央部癌 ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg
大動脈炎

支給

25 関節ﾘｳﾏﾁ(RA) ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

26 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝSHD､ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV 直腸穿孔 支給

27
急性咽頭喉頭炎､線維
筋痛症､動悸

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

28 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､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg

右側大腿骨顆部無腐性壊死
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

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 高眼圧 ｺｿﾌﾟﾄ配合点眼液 喘息 支給

31

双極性感情障害､両変
形性膝関節症､頚部脊
椎症､腰部脊椎症､下肢
閉塞性動脈硬化症､脂
質代謝異常症､高血圧
症､前立腺肥大症､腰･
頚部痛､大後頭神経痛､
両膝痛

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
による死亡(死亡)

支給

32 骨粗鬆症
ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ錠100mg､ﾌｫｻﾏｯｸ
錠35mg

左非定型大腿骨骨折 支給

33 左肺上葉腺癌

ｶﾞｽﾀｰ注射液20mg､ｾﾎﾞﾌ
ﾙﾗﾝ吸入麻酔液｢ﾆｯｺｰ｣､
ｱｾﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯ
ｸﾞ､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｣､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｣､ｱ
ｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙｲ
ｼ｣

薬物性肝障害 支給

34
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢性副
鼻腔炎､慢性咽喉頭炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石膏
ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200

薬物性肝障害 支給

35 ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 両側非定型大腿骨骨折 支給

36 てんかん様発作
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾋﾀﾞﾝﾄｰ
ﾙD配合錠

多形紅斑型薬疹 支給

37 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 間質性肺炎 支給

38 気分の変動に対して ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢JG｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

39

胸膜炎､慢性心不全､高
血圧､心房細動､ｱﾙﾂﾊ
ｲﾏｰ型認知症､便秘症､
逆流性食道炎

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ﾗﾝｿﾌﾟ
ﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢武田ﾃ
ﾊﾞ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
による死亡(死亡)

支給

40
原因不明の両下肢痺
れ､痛み(総合病院神経
内科にも受診)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
血小板減少症､播種状紅斑丘疹型
薬疹

支給

41
右上葉肺癌疑い､小脳
腫瘤(多発脳転移疑
い)､RS3PE症候群

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給
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42 へ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 紅皮症型薬疹 支給

43 群発性頭痛､群発頭痛
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

44 胸椎圧迫骨折
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾄｱﾗｾｯﾄ
配合錠｢ｵｰﾊﾗ｣ 出血性胃潰瘍 支給

45 川崎病
ｱｽﾋﾟﾘﾝ｢ﾎｴｲ｣､ﾌﾛﾍﾞﾝ顆粒
8%

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

46 潰瘍性大腸炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg 肺血栓塞栓症 支給

47 (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

48
両急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､逆流性食
道炎､咽頭喉頭炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
JG｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

49 発熱､掻痒､水疱 ｶﾛﾅｰﾙ錠300
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

50

心房細動､心不全､肥大
型心筋症､高血圧症､脂
質異常症､不眠症､高尿
酸血症､糞線虫症､貧
血､末梢神経障害､低ｶ
ﾘｳﾑ血症､膝部痛

ﾘｸｼｱﾅOD錠60mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠500

血小板減少症 支給

51
突発性難聴､右突発性
難聴､ﾒﾆｴｰﾙ病､抗潰瘍
目的

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣

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

52 反応性関節炎
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､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
支給

53
RS3PE症候群､関節ﾘｳ
ﾏﾁ

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)による
死亡(死亡)

支給

54 下部胆管癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

急性肺水腫 支給

55 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給

56
潰瘍性大腸炎､急性感
染性上気道炎

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠500mg
｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給
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57 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

58
多発性骨髄腫､多発性
骨髄腫に対する自家末
梢血幹細胞移植

①ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾊﾞｸﾀ配合錠
②ﾊﾞｸﾀ配合錠

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②汎発型薬疹

支給

59

狭心症､2型糖尿病､痛
風､脂肪肝､脂質異常
症､血栓予防､胃粘膜保
護

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg､
ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

60 肋骨骨折の疼痛 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢NP｣ 多形紅斑型薬疹 支給

61 ﾋﾟﾛﾘ菌感染 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

62
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､
萎縮性胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 汎発型薬疹 支給

63

不眠症､ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴ
ｷｽ細粒､/下肢浮腫､下
肢静脈瘤､ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮ
ﾝ/保湿

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

薬物性肝障害 支給

64
慢性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､発熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜ
ｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

65 (急性上気道炎)
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢ｸﾆﾋﾛ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

66 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

67 ﾋﾟﾛﾘ除菌､ﾋﾟﾛﾘ菌感染 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

68 関節ﾘｳﾏﾁ､(検査) 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

69 不整脈､心室期外収縮 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

70
左橈骨骨幹部骨折､高
血圧症､高脂血症､狭心
症

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

71 舌腫瘍術後､疼痛
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｣

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

72 尋常性ざ瘡､全身湿疹
ﾂﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

73
橋本病､鉄欠乏性貧血､
急性咽頭炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾀ
ﾂﾐ｣

多形紅斑型薬疹 支給

74 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

75
右足深在性皮膚感染
症､高血圧慢性動脈閉
塞症

ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

76 胸焼け ｾﾙﾍﾞｰﾙ整胃錠 多形紅斑型薬疹 支給

77
急性胃炎､逆流性食道
炎

ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠10mg｢ﾀｲﾖｰ｣､
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
武田ﾃﾊﾞ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｵｰﾂｶ｣

薬物性肝障害 支給

78
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､神
経障害性疼痛､胃粘膜
保護､鎮痛

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
OD錠20mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢TCK｣､ﾘﾘｶ
ｶﾌﾟｾﾙ75mg

多形紅斑型薬疹 支給

79 顔接触皮膚炎
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

80 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

81
右鼻せつ､不眠症､下痢
症､前立腺肥大症

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

82
両側臼蓋形成不全に
伴う股関節痛､両側臼
蓋形成不全

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

83
外陰ﾍﾙﾍﾟｽ､気管支喘
息

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

84
右肩腱板断裂､骨粗鬆
症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
OHA｣

消化管出血 支給

85
関節ﾘｳﾏﾁ･左下腿皮膚
潰瘍

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅ
ﾄﾘｳﾑ錠60mg｢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

86 うつ病

①ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液分
包1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内
用液分包2mg｢ｱﾒﾙ｣､ｸｴﾁ
ｱﾋﾟﾝ錠25mg｢明治｣
②ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液分包
1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用
液分包2mg｢ｱﾒﾙ｣､ｸｴﾁｱ
ﾋﾟﾝ錠25mg｢明治｣

①悪性症候群(疾病)
②劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎及びそれに続発した敗血
症による死亡(死亡)

支給

87 2型糖尿病､肝血管腫
①ﾌｫｼｰｶﾞ錠5mg
②ｲｵﾍﾞﾘﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

①過敏症(腫脹､発赤)
②過敏症(膨疹)

支給

88 (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

89 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

90
適応障害､腰部湿疹､不
眠

ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠
60mg｢EE｣､ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑM錠
0.25｢EMEC｣､ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ錠
0.25mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ
酒石酸塩錠5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

薬物性肝障害 支給

91
中枢神経系原発びまん
性大細胞型B細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫に対する化学療法

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠
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

92 高血圧 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

93
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝ錠250

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

94
多尿の為､せきが良く出
るので使用しました｡(ﾀ
ﾝがからむ)､頻尿の為

ﾀﾞｽﾓｯｸb､ﾍﾞﾙｱﾍﾞﾄﾝ 薬物性肝障害 支給

95 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

96 8｣perico.C 9｣過剰歯
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250

過敏症(顔面浮腫､発赤､呼吸困難､
発熱)

支給

97 総胆管結石
ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg､ｱﾀﾗｯ
ｸｽ-P注射液(25mg/ml)､ｾ
ﾌｫｾﾌ静注用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
脳症による高度脳機能障害(障害)

支給
１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

98 非特異的大腸炎
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠500mg
｢JG｣

多形紅斑型薬疹 支給

99 急性肺炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

多形紅斑型薬疹 支給

100 溶連菌感染症
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250

多形紅斑型薬疹 支給

101 多発性硬化症
ｺﾊﾟｷｿﾝ皮下注20mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

薬物性肝障害 支給

102 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
200｢MEEK｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

103
左変形性膝関節症､発
熱

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg
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

104 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｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)
支給

105 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎による虫垂穿孔 支給

106 急性上気道炎
ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ錠､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢武田ﾃ
ﾊﾞ｣

薬物性肝障害 支給

107

左上眼瞼皮膚蜂巣炎､
両ｱﾚﾙｷﾞｰ性角結膜炎､
両上下霰粒腫､両眼瞼
結膜炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ眼軟膏
0.3%､ﾚﾎﾞｶﾊﾞｽﾁﾝ塩酸塩
点眼液0.025%｢TOA｣､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝ点眼液1.5%｢日
点｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

108
不眠症､社交不安性障
害､精神症状の緩和

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

109 慢性気管支炎の増悪
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

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呼吸不全､心
不全の増悪による死亡(死亡)

支給

110
急性気管支炎･感冒
気管支喘息

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
NP｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾓﾝﾃﾙ
ｶｽﾄ錠10mg｢KM｣

多形紅斑型薬疹 支給

111
特発性三叉神経痛(左
V1, V2)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

112 急性外耳炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ250mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

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

113 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

114
心筋梗塞､不眠症､心房
細動

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｴﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg､ｸﾚ
ｽﾄｰﾙ錠5mg

薬物性肝障害 支給

115
扁桃炎､両側頚部ﾘﾝﾊﾟ
節炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ｿﾙ･ｺｰﾃ
ﾌ注射用100mg

蕁麻疹型薬疹 支給

116
高血圧､乾癬性関節炎
疑い

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
網膜中心静脈閉塞症
による黄斑浮腫､高血
圧症､急性上気道炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

118 (検診)
ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散､ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝ
HD

ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

119 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ｱ
ｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

120 ﾏﾀﾞﾆ刺症(下腿)
ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾐﾉｻ
ｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣

間質性肺炎 支給

121 急性咽頭炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

122 噴門癌
ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

123
慢性副鼻腔炎 急性増
悪症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
咽頭痛､咳嗽

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｼﾞﾋﾄﾞﾛ
ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩散1%｢ﾏﾙｲ
ｼ｣､ﾋｽﾀﾌﾞﾛｯｸ配合錠､ﾋﾞｿ
ﾙﾎﾞﾝ細粒2%､ﾒｼﾞｺﾝ散
10%､dl-ﾒﾁﾙｴﾌｪﾄﾞﾘﾝ塩酸
塩散10%｢ﾏﾙｲｼ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ｷﾌﾟﾚ
ｽ錠10mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸
錠250mg｢YD｣､ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠
100mg､ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

124
不安障害､睡眠障害､急
性咽喉頭炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ､発熱

ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾄﾗﾈｷ
ｻﾑ酸錠250mg｢YD｣

汎発型薬疹 支給

125 肥満解消のため ｺｯｺｱﾎﾟG錠 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

126
狭心症､心房細動､高血
圧症､高脂血症､消化性
潰瘍

ﾄﾗﾋﾟｼﾞﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 薬物性肝障害 支給

127
重症薬疹(多形滲出性
紅斑)､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ
菌感染症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

128 妊娠高血圧症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

129 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1% 薬物性肝障害 支給

130

急性咽頭喉頭炎､気管
支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
急性上気道炎(鼻炎･咽
喉頭炎)､全身倦怠感

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｾﾌ
ｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

131
慢性胃炎､過敏性腸症
候群

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ｻ
ﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

132
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､
糖尿病 高血圧

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800
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

133
両足爪白癬､両手爪白
癬

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

134
化膿性滑液包炎
(MRSA､右膝蓋前滑液
包)

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ錠600mg

血小板減少症､急性腎障害 支給

135
感冒､咽頭炎､腎盂腎
炎､頭痛､発熱､疼痛､せ
き､のどの痛み

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ
静注用1g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

136
逆流性食道炎､慢性胃
炎､神経性胃炎､神経症

ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

137 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

138 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

139 胃潰瘍､ﾋﾟﾛﾘ菌感染症
ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠
5mg

紅皮症型薬疹 支給

140
潰瘍性大腸炎､感染性
腸炎､薬疹

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠500mg
｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 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

141
慢性胃炎(ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛ
ﾘ陽性)

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

142 ┌7 C
ｴﾋﾟﾘﾄﾞ配合注歯科用ｶｰﾄ
ﾘｯｼﾞ1.8mL

過敏症(悪心､嘔吐､呼吸苦) 支給

143 急性胆管炎 ﾜｲｽﾀｰﾙ配合静注用1g
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

144
平滑筋肉腫､神経膠腫､
てんかん､皮ﾌ感染症

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

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

145
発熱感冒様症状のため
に来院

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｸﾛﾁｱｾﾞﾊﾟﾑ錠
5mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

146 月経不順､避妊 ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

147
ｸﾛｰﾝ病､小腸潰瘍､消
化管出血

ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

感染性心内膜炎及びそれに続発し
た出血を伴う多発脳梗塞､僧帽弁
閉鎖不全､うっ血性心不全

支給

148 ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ腸炎 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg
急性脳症(疾病)
急性脳症による肺炎､心不全による
死亡(死亡)

支給

149 頻脈性不整脈(上室性)
塩酸ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ注射用50｢
日医工｣

心停止及びそれに続発した低酸素
脳症(疾病)
心停止及びそれに続発した低酸素
脳症による死亡(死亡)

支給

150 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､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｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠2.5mg｢NP｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠1mg(旭化成)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

151 尋常性天疱瘡
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
注､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠

骨粗鬆症による多発性脊椎骨折に
よる体幹･両下肢機能障害

障害
１級

５年毎

152 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ300

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

153
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

154
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

３年毎

155
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



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

156 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

１年毎

157
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

158
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､血
栓予防､抗凝固療法

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢
体機能障害

障害
１級

１年毎

159
前立腺肥大症､肋骨痛､
右肘関節痛､仙骨部痛､
気管支喘息､高血圧

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg(疾病)
判定不能(死亡)

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(死亡)

160

不眠症､心身症､高血圧
症､心不全､便秘症､逆
流性食道炎､慢性胃炎､
腎盂腎炎

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠500mg｢DSEP｣

薬物性大腸炎(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(死亡)

161 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾋｭﾐﾗ皮下注
40mgｼﾘﾝｼﾞ0.4mL(疾病)
判定不能(死亡)

ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(死亡)

162
左第10肋骨骨折､└
7C3急化per

①ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣
②ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg

①ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(1回目)
②ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(2回目)

不適正使用
支給(①)
不支給

(②)



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

163 脳梗塞､肺癌骨転移

ﾘﾘｶOD錠75mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟ
ﾘﾝ錠100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾂﾑﾗ五
苓散ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾀ
ｹﾙﾀﾞ配合錠他

左非小細胞肺癌 骨転移 医薬品以外の原因による 不支給

164

関節ﾘｳﾏﾁ､慢性胃炎､
逆流性食道炎､糖尿病､
急性湿疹､足白癬､爪白
癬､頑癬､深在性皮膚感
染症､ｱﾌﾀ性口内炎

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg､ｾﾞﾙﾔﾝﾂ錠5mg､ﾌｫﾘ
ｱﾐﾝ錠他

未記入 判定不能 不支給

165 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾌﾙｲﾄﾗﾝ
錠2mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢
NP｣､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾕﾍﾞ
ﾗ錠50mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

166
自己免疫性肝炎､高血
圧症､脂質異常症､逆流
性食道炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｲﾑﾗﾝ錠
50mg､ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20､ﾃﾞｨ
ｵﾊﾞﾝ錠80mg､ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠
16mg他

急性心筋梗塞 判定不能 不支給

167
急性上気道炎に伴う解
熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱﾏﾝﾀｼﾞﾝ
塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌｪ
ｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg
｢杏林｣

薬剤性肺炎 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

168 自己免疫性肝炎
ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｲﾑﾗﾝ錠
50mg

汎血球減少症 対象除外薬である 不支給

169 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及び両
側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体
機能障害

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）


