
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 内痔核 ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付
術後縫合不全及びそれに続発した
腹膜炎

支給

2 ｸﾛｰﾝ病 ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100
心不全の増悪及びそれに続発した
慢性腎不全

支給

3
腰痛症､両頚肩腕症候
群

①塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ
1%｢NP｣
②ﾈｵﾋﾞﾀｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ5mL

①薬物性ｼｮｯｸ(1回目)
②薬物性ｼｮｯｸ(2回目)

支給

4 化膿性関節炎
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣

多形紅斑型薬疹 支給

5 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

6 ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫の疑い
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､言語
機能障害､肢体機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

7 右尿管癌､造影CT
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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続発した低酸素
脳症に伴う呼吸不全による死亡(死
亡)

支給

8
狭心症､胃潰瘍､糖尿病
性腎症､白内障､糖尿病
網膜症

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg､ｱﾝﾌﾟ
ﾗｰｸﾞ錠100mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ｼｸﾞﾏｰﾄ錠5mg､
ﾎｽﾚﾉｰﾙ顆粒分包250mg

出血性胃潰瘍(疾病)
出血性胃潰瘍に続発した穿孔性胃
潰瘍及び汎発性腹膜炎による死亡
(死亡)

支給

9
関節ﾘｳﾏﾁ､ｽﾃﾛｲﾄﾞ骨粗
鬆症予防

ｹｱﾗﾑ錠25mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

間質性肺炎 支給

10 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

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

11

右上下智歯抜歯､急性
扁桃腺炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性結膜炎､右滲出
性中耳炎

①ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠
20､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣
②ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾞｨﾚｸﾞﾗ配
合錠､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢
KM｣
③ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾚﾊﾞﾐ
ﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

①汎発型薬疹(1回目)
②汎発型薬疹(2回目)
③汎発型薬疹(3回目)

支給

12
関節痛(右腕､右肩)､高
血圧症

ﾘｮｳｼﾝJV錠 薬物性肝障害 支給

13 左内顆骨髄炎疑い
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

14 側頭葉悪性神経膠腫
ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静注500mg､
ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg

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

15
急性骨髄性白血病､移
植片対宿主病､肝膿瘍､
真菌肺炎に対する予防

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg､ﾌﾞｲﾌｪﾝ
ﾄﾞ錠50mg

骨膜炎 支給

16 3度内痔核
ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

17 胸部大動脈瘤
ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症(疾病；
請求外)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症及びそ
れに続発した多発性血栓症による
死亡(死亡)

支給

18 尋常性乾癬 ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10 両股関節骨化 支給

19 右肩ｲﾝﾋﾟﾝｼﾞﾒﾝﾄ症候群

ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg､1%ﾃﾞｨ
ﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ｾﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻
酔液､ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ75mg/10mL

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

20
急性上気道炎､咽頭炎､
急性胃炎､嘔吐症

ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝOD錠20mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

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)
に続発した多臓器不全による死亡
(死亡)

支給

21 ｸﾛｰﾝ病
ｴﾝﾀｲﾋﾞｵ点滴静注用
300mg

汎発型薬疹 支給

22
生体腎移植後(原疾患
IgA腎症)､急性気管支
炎､慢性腎不全

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

両側ｱｷﾚｽ腱不全断裂 支給

23
急性気管支炎(気管支
喘息合併)

ﾛｾﾌｨﾝ静注用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及びそれに続発し
た低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

24
肥大型心筋症､多発上
室性期外収縮

ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣ 洞不全症候群 支給

25
ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫､薬剤によ
る間質性肺炎､薬剤性
肺炎

ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病；
請求外)
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

26
高脂血症､逆流性食道
炎

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣､ﾌﾞﾛｽﾀｰM錠20

薬物性肝障害 支給

27 急性虫垂炎

ﾛｸﾛﾆｳﾑ臭化物静注液
50mg/5.0mL｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾌｪﾝ
ﾀﾆﾙ注射液0.5mg｢ﾔﾝｾ
ﾝ｣､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢
ﾔﾝｾﾝ｣

呼吸抑制及びそれに続発した心停
止による低酸素脳症(疾病)
呼吸抑制及びそれに続発した心停
止による低酸素脳症による高度脳
機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

28 不眠症､うつ病
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

29
高血圧症､乾癬性関節
炎､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎

①ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣
②ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

①ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎
②多形紅斑型薬疹

支給

30 月経困難症 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 深部静脈血栓症 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

31

狭心症(ｽﾃﾝﾄ留置後)､
心房細動､高血圧症､脂
質異常症､慢性心不全､
非弁膜症性心房細動､
狭心症(冠動脈ｽﾃﾝﾄ留
置後)

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｲｸﾞ
ｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg

肺胞出血(疾病；請求外)
肺胞出血及びそれに続発した呼吸
不全による死亡(死亡)

支給

32 左化膿性耳下腺炎
ﾕﾅｼﾝ錠375mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ錠｢EMEC｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝ
Na静注用1g｢ﾃﾊﾞ｣

汎発型薬疹 支給

33
大腸癌(術後補助化学
療法)

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾎﾘﾅｰﾄ錠25mg｢ﾀｲﾎｳ｣

薬物性腸炎
支給

34 高血圧症/高尿酸血症 ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

35 潰瘍性大腸炎
①ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg
②ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%

①潰瘍性大腸炎の増悪（1回目）
②潰瘍性大腸炎の増悪（2回目）

支給

36 腰部脊柱管狭窄症
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

出血性胃潰瘍 支給

37 はきけ､急性胃炎
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜ
ｲ｣､新ｾﾙﾍﾞｰﾙ整胃<錠>

薬物性肝障害 支給

38
下肢閉塞性動脈硬化
症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

急性肺水腫 支給

39
左寛骨臼形成不全症､
左寛骨臼移動術

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､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

馬尾症候群(疾病；請求外)
馬尾症候群に伴う体幹･両下肢機
能障害

支給
１級

１年毎

40 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

41 肺血栓塞栓症
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位
/5mL｢AY｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

42 潰瘍性大腸炎､下痢
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾘｱﾙﾀﾞ錠
1200mg

胸膜炎 支給

43 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､左側
膝関節周囲骨無腐性壊死

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

44
左手蜂巣炎､高尿酸血
症､痛風､前額部割創

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

45 茎状突起過長症
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP25

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

46
倦怠感があったため､
片頭痛

ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A1.0､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

47
混合性結合組織病､左
末梢性顔面神経麻痺

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

48
月経困難症､尋常性ざ
瘡

ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

49 発熱､背部痛 ﾌﾟﾚｺｰﾙCR持続性錠 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

50
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症､
月経困難症､子宮腺筋
症疑い

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

51 慢性じんま疹 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg ﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ血症 支給

52 両側慢性硬膜下血腫 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

53 腹痛
ｸﾗｼｴ柴胡桂枝湯ｴｷｽ細
粒､ｸﾗｼｴ柴朴湯ｴｷｽ細粒

薬物性肝障害 支給

54
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800 過敏症(紅斑､顔面浮腫) 支給

55 急性咽頭炎､頭痛
ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

56
気管支炎､気管支喘息､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､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

57 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾄｰﾜ｣ 多発性皮膚潰瘍 支給

58 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､
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

59 右耳部せつ
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

60 H･Pylori感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

61 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

62
頚椎椎間板症 てんか
ん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

63
持続性心房細動､逆流
性食道炎

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg 薬物性肝障害 支給

64
潰瘍性大腸炎､高血圧
症､骨粗鬆症､不眠症､
高脂血症

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 無顆粒球症 支給

65
慢性副鼻腔炎の急性
増悪

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢JG｣

多形紅斑型薬疹 支給

66 肺MAC症 ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg 多形紅斑型薬疹 支給

67
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 白血球減少症 支給

68
下血の為 潰瘍性大腸
炎

ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸
溶錠400mg｢ｻﾜｲ｣

発熱､嘔吐､下痢 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

69 右肩関節周囲炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

70
急性薬物中毒､尿路感
染症､誤嚥性肺炎､ｼｮｯ
ｸ状態､心肺停止状態

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢
CHM｣

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

71

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性副
鼻腔炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ､ﾋﾟﾛ
ﾘ菌を除菌するため､下
痢症状

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400､ｸﾗﾘｽﾛﾏ
ｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣

出血性大腸炎 支給

72 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｸﾆﾋﾛ｣､ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠
20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

73 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

74 急性骨盤腹膜炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢日
医工P｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

75 内外痔核

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｼﾞｸﾛﾌｪ
ﾅｸNa坐剤50mg｢日新｣､ｾ
ﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

76
甲状腺機能亢進症､持
続性気分障害

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

77 頚部感染性腫瘤
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾑｺｽﾀ
錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

78
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､骨
粗鬆症(予防)､胃潰瘍
(予防)

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

79 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

80
高血圧症､右変形性膝
関節症

ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

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

81
外反母趾､右下肢痛､咳
が出たため

ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

82 蕁麻疹様血管炎 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

83 気管支炎
ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g

薬物性肝障害 支給

84 虫垂炎

ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､ｱﾙﾁﾊﾞ静注
用2mg､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏ
ﾙｲｼ｣

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

85
脳出血後遺症､痙性麻
痺

ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢日医工｣ 薬物性肝障害 支給

86

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA､発熱､関
節痛､
急性咽頭炎､ｳｲﾙｽ性
発疹または薬疹

ｶﾛﾅｰﾙ錠200
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)

支給

87 ｶﾝﾋﾟﾛﾊﾞｸﾀｰ腸炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

胆石及びそれに続発した胆嚢炎
支給

88 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

89 爪白癬､足白癬
ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｱﾚﾛｯ
ｸ錠5

薬物性肝障害 支給

90 心房細動 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

91 痔核､高尿酸血症 ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

92
治療抵抗性統合失調
症

ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg､ｸﾛｻﾞﾘﾙ
錠100mg

無顆粒球症 支給

93 右急性扁桃炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢YD｣

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

94 うつ病 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg 急性膵炎 支給

95
発作性上室性頻拍､動
悸､不安障害

ﾜｿﾗﾝ錠40mg､ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠
5mg｢明治｣

多形紅斑型薬疹 支給

96 上気道炎､咽頭炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
TCK｣､ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒

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

97 気管支喘息

①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
②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

①両側大腿骨骨頭無腐性壊死
②両側上腕骨骨頭無腐性壊死

支給

98 多発性骨髄腫 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

99 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 直腸穿孔に続発した腸閉塞 支給

100
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
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

101
腎移植後急性拒絶反
応

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ｿﾙ・ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

左大腿骨骨頭無腐性壊死による左
下肢機能障害

障害
２級

１年毎

102

急性肝炎､腹水､肝性脳
症､便秘､虚血性心疾
患､胆嚢炎､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による
両下肢機能障害

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

103 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2㎎)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び
左化膿性膝関節炎による両下肢機
能障害

障害
２級

１年毎

104 術後の疼痛管理のため

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
10mg/mL､塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ
注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

３年毎

105
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内
腫瘤

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
２級

１年毎

106 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

107 角層下膿疱症 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発
した脊髄梗塞による両下肢機能障
害､膀胱･直腸障害

障害
１級

１年毎

108
肺炎､逆流性食道炎､嘔
気､便秘､鉄欠乏性貧
血､吃逆､高熱

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ坐剤200

薬物性肝障害(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)

109
脊柱管狭窄症､慢性関
節ﾘｳﾏﾁ

①ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg(疾病)
②ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｹｱﾗﾑ錠
25mg(疾病)
判定不能(死亡)

①ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患(疾病)
②汎血球減少症(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(死亡)

110
左頸動脈硬化症(IMT
3mmのﾌﾟﾗｰｸ)､心房細
動､脳梗塞

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg､ﾊﾞｲ
ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

脳出血(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

111

潰瘍性大腸炎､経口摂
取不良､嘔吐､急性肝障
害､凝固因子低下､ｼｮｯ
ｸ､低血糖､うつ病､鉄欠
乏性貧血､咳嗽､発熱､
不眠､浮腫､背部痛

麻黄湯ｴｷｽ顆粒A､新鮮
凍結血漿-LR｢日赤｣
240､ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩
錠5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾍﾟﾝﾀｻ
錠250､ｱｻｺｰﾙ錠400mg
他

心筋炎 医薬品以外の原因による 不支給

112

右腎損傷､左下葉肺内
出血､両側肺挫傷､血気
胸､多発肋骨骨折､心膜
損傷､第4-11胸椎椎体
骨折､右踵骨開放骨折

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ､ﾋﾞｰ
ﾌﾘｰﾄﾞ輸液

左足背皮膚潰瘍､右踵骨開放骨折､左
下肢ﾋﾞｰﾌﾘｰﾄﾞ 点滴もれによる壊死､
左下腿筋肉切除

判定不能(資料不足) 不支給

113
うつ病､不眠､不眠症､慢
性腹症

ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1､ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠
0.5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｻｲﾚｰｽ錠
1mg､ﾏｲｽﾘｰ錠10mg､ﾃﾞﾊﾟ
ｽ錠0.5mg他

機能性胃腸障害､慢性腹部疼痛､非典
型的胸痛､慢性胸部痛､歩行困難､腹
痛

医薬品以外の原因による 不支給

114
子宮内膜症､子宮腺筋
症

ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ錠1mg｢KN｣ 未記入 医薬品以外の原因による 不支給

115

幻覚妄想状態､精神運
動興奮､不眠､肺炎､心
停止､ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､発
熱､便秘､統合失調症

ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠0.5mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠
24mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ筋注用
10mg､ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注
150mgｼﾘﾝｼﾞ他

不明 判定不能 不支給

116 症候性てんかん

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg､ｲｰｹﾌﾟ
ﾗ錠500mg､ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠
100mg､ﾈｵﾄﾞﾊﾟｽﾄﾝ配合
錠L100､ｴﾌﾞﾗﾝﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ
15mg他

急性心不全の疑い 判定不能 不支給

117 ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､頭痛
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
Na錠60mg｢ﾄｰﾜ｣

紅皮症型薬疹 判定不能 不支給

118
発熱､胃炎､食思不振､
後頚部痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪ
ﾝ錠300mg｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾌｧﾓﾁ
ｼﾞﾝD錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾓｻﾌﾟ
ﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢ｱﾒﾙ｣

薬剤性血小板減少症､両眼周囲発赤
腫脹

判定不能 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」）



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

119

高血圧症 高尿酸血症
急性気管支炎 腸炎､急
性低音障害型感音難
聴､不明熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｲﾙｱﾐｸｽ配
合錠HD｢DSPB｣､ｱﾛﾌﾟﾘ
ﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｸﾗｼ
ｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ｸﾗﾋﾞｯ
ﾄ錠500mg他

薬物性肝障害の疑い 医薬品以外の原因による 不支給

120
痛風､高尿酸血症､脱水
症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠
12mg｢ｾｲｺｰ｣､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ
注射液500μg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠
10mg､ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75他

未記入 判定不能 不支給

121 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

122

心房細動､糖尿病､閉塞
性動脈硬化症､壊疸､狭
心症､心不全､腎動脈狭
窄症､神経障害

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾄﾗﾑｾｯﾄ配
合錠､ﾘﾘｶOD錠25mg､ﾘｸ
ｼｱﾅOD錠30mg､ｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ
酸塩錠20mg｢ﾀｹﾀﾞ｣他

敗血症性ｼｮｯｸ､多臓器不全､肝機能
障害､腎機能障害､左下肢ASO

医薬品以外の原因による 不支給

123
逆流性食道炎､胸やけ､
心房細動､ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟ
ﾝ依存症

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣､
ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗﾆﾁｼﾞﾝ錠
150mg｢ｻﾜｲ｣､ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝ
ﾏﾚｲﾝ酸塩錠4mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg

(食道胃接合部癌)､下部食道癌､食道
胃接合部癌､転移性肝腫瘍

判定不能 不支給

124 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶ
ﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｽﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝ錠5mg｢DSEP｣､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg他

ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

125 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV S状結腸穿孔 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

126
高脂血症､骨粗鬆症､関
節ﾘｳﾏﾁ､慢性胃炎

ｹｱﾗﾑ錠25mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｵｰﾂｶ｣

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

127
ﾋﾟﾛﾘ菌陽性 萎縮性胃
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
200mg｢日医工｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠
250mg

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

128

中毒性表皮壊死症､右
上葉肺癌､ﾘﾝﾊﾟ節転移､
多発脳転移､多発骨転
移再発

ｱｾﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯ
ｸﾞ､ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠500mg｢
ﾏﾙｲｼ｣､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｱ
ｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙｲ
ｼ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣､ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ
点滴静注100mg､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg(疾病)
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰ
ﾙ塩酸塩錠15mg｢日医
工｣､ﾌﾞﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩錠
4mg｢日医工｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣他(死亡)

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(死亡)

対象除外薬である(疾病)
医薬品以外の原因による
(死亡)

不支給

129 胃痛のひどい症状 透頂香 薬物性肝障害 障害でない 不支給

130 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による両
下肢機能障害

障害等級不該当 不支給

支給事例等

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

131 化学療法後の造血障害
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(7054354392)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害(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)

不支給事例　（上記以外の事例）

(感染被害判定結果)


