
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
請求等
の内訳

1 前立腺癌(末期)
ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注
用1.5g､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤
25mg｢日新｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

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 新規

2 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜｲ｣
汎血球減少症(疾病；請求外)
汎血球減少症に続発した感染症に伴う
多臓器不全による死亡(死亡)

支給 新規

3 遠位胆管癌､早期胃がん
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､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%

馬尾症候群 支給 新規

4
関節ﾘｳﾏﾁ関連間質性肺
炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給 新規

5 潰瘍性大腸炎
①ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢JG｣
②ｱｻｺｰﾙ錠400mg

①膵炎(1回目)
②膵炎(2回目)

支給 新規

6

腰椎圧迫骨折､腰部脊柱
管狭窄症､前立腺肥大症､
高血圧症､自家感作性皮ﾌ
炎

ﾘﾘｶOD錠25mg 間質性肺炎 支給 新規

7
第4腰椎破裂骨折､右橈骨
遠位端骨折

照射赤血球液-LR｢日赤｣ 輸血関連急性肺障害(TRALI) 支給 新規

8 発熱､咽頭痛､鼻汁､咳嗽 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢MEEK｣ QT延長､心室細動 支給 新規

9 結核性頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､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｣

薬物性肝障害(疾病；請求外)
薬物性肝障害による死亡(死亡)

支給 新規

10
DLB､胆管炎疑い､肝酵素
上昇､高血症､高脂血症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
25mg｢EE｣､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠
10mg｢Me｣

薬物性肝障害 支給 新規

11
他院からの紹介により､継
続処方､心筋梗塞

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 紅皮症型薬疹 支給 新規

12 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 支給 新規

13
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能亢
進症

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 新規

14 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙｶﾌﾟｾﾙ75mg｢ｻﾜｲ｣ 出血性腸炎 支給 新規
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15
関節ﾘｳﾏﾁ､右足痛､高血
圧症､高脂血症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給 新規

16
うつ病､心不全､逆流性食
道炎､高尿酸血症

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾛｾ
ﾐﾄﾞ錠20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣

無顆粒球症及びそれに続発した敗血
症及び慢性腎臓病の増悪(疾病)
無顆粒球症に続発した敗血症及び慢
性腎臓病の増悪による死亡(死亡)

支給 新規

17
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､急性気管支
炎､じんま疹､胃炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾗﾋﾟｱｸﾀ点
滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ300mg､ｶﾙﾎﾞ
ｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､ｽﾋﾟｵ
ﾙﾄﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ60吸入､ﾙﾌﾚﾝ配
合顆粒､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

蕁麻疹型薬疹 支給 新規

18 胃部不快感､萎縮性胃炎
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給 新規

19
不安定狭心症､慢性腎臓
病stageG-5D

ｲｵﾌﾟﾛﾐﾄﾞ370注100mL｢FRI｣
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 新規

20
帯状疱疹､胃炎､爪白癬､
足白癬､複雑性膀胱炎

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝ
ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢OK｣

薬物性肝障害 支給 新規

21 ｸｯｼﾝｸﾞ病
ｼｸﾞﾆﾌｫｰLAR筋注用ｷｯﾄ
40mg

胆石症及びそれに続発した胆嚢炎 支給 新規

22
慢性下痢症 逆流性食道
炎､更年期症候群､月経不
順､ひだり鵞足炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 薬物性肝障害 支給 新規

23 膵癌､胆管炎 ｾﾌﾛﾆｯｸ静注用1g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発した転
倒後の慢性硬膜下血腫

支給 新規

24 下行結腸癌
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 新規

25 月経前気分不快障害
ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠21､ﾗﾍﾞﾙﾌｨｰﾕ21
錠

肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給 新規

26
高血圧､特発性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ
症

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ 汎発型薬疹 支給 新規

27 (予防)
乾燥弱毒生麻しん風しん混
合ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣､ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注
0.5mL､ﾗﾋﾞﾋﾟｭｰﾙ筋注用

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給 新規

28 急性上気道炎､発熱の為
ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSα<錠>､新ﾙﾙAｺﾞｰﾙ
ﾄﾞDX

多形紅斑型薬疹 支給 新規

29 大腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､ﾎﾘ
ﾅｰﾄ錠25mg｢JG｣

薬物性腸炎 支給 新規
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30
ｽﾃﾛｲﾄﾞ性骨粗鬆症､骨折
なし､DXAでやや低下

ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg､ｱｸﾄﾈﾙ錠
17.5mg

右非定型大腿骨骨折 支給 新規

31 ﾊﾞｰｼﾞｬｰ病､ﾘﾍﾞﾄﾞ血管炎
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg

出血性貧血 支給 新規

32 急性心筋梗塞
ｴﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg

憩室出血 支給 新規

33 敗血症 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL
薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給 新規

34

高血圧症､脂質異常症､不
眠症､変形性膝関節症､急
性上気道炎､急性膀胱炎､
慢性膀胱炎､抗生剤(ﾌｧﾛ
ﾑ)による腸炎

①ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10､ﾌｧﾛ
ﾑ錠200mg､ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%
②ｶﾛﾅｰﾙ錠300

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給 新規

35
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染性胃
炎 潰瘍性大腸炎

ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢AKP｣ 間質性肺炎 支給 新規

36 38.0℃の発熱､咽頭痛 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給 新規

37 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾘﾄﾞ血症及びそれに続発した
急性膵炎

支給 新規

38
類天疱瘡､潜在性結核感
染症､骨粗鬆症予防

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ散1μg/g

薬物性肝障害 支給 新規

39
慢性心房細動､慢性心不
全､前立腺肥大症､狭心
症､急性気管支炎

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ注射液600mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ﾚﾎﾞﾌﾛ
ｷｻｼﾝ錠500mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

多発性固定薬疹 支給 新規

40 気管支炎､気管喘息､肺炎

①ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､
ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg
②ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾌｺﾃﾞN
配合錠､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾀﾞ
ﾗｼﾝS注射液300mg､ﾐﾉﾏｲｼﾝ
錠50mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL､ﾐﾉﾏｲｼﾝ点滴
静注用100mg､ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴
静注液ﾊﾞｯｸﾞ300mg､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ
錠12.5mg

①間質性肺炎
②多形紅斑型薬疹

支給 新規

41 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ｻﾗｿﾞ
ｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規
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42
胃噴門部癌 術後感染症､
膜腔内膿瘍

ﾛﾋﾟｵﾝ静注50mg､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点
滴静注用1g｢明治｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲ
ｼﾝ塩酸塩点滴静注用0.5g｢
MEEK｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静
注用1g｢日医工｣､ｸﾗﾌｫﾗﾝ注
射用1g､ｶﾞｽﾀｰ注射液20mg､
ｽﾙﾋﾟﾘﾝ注射液250mg｢日医
工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給 新規

43 咽頭痛､三叉神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｱｾﾄｱﾐﾉ
ﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙｲｼ｣､ﾀｹｷｬ
ﾌﾞ錠20mg､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩
錠5mg｢NPI｣

薬物性肝障害 支給 新規

44
急性乳腺炎､神経症､発
熱､寒気があったため

ﾛﾌﾞ錠60mg､ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)､ｾﾃﾞｽ･ﾊｲ

薬物性肝障害 支給 新規

45 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 左側下腿皮膚潰瘍 支給 新規

46
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､関節ﾘｳﾏ
ﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 発熱 支給 新規

47 透析ｼｬﾝﾄ閉塞､腎不全
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠10mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

薬物性肝障害 支給 新規

48 右上腕骨内上顆炎 ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣ 憩室出血 支給 新規

49

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 急性咽喉
頭炎 急性扁桃炎 急性気
管支炎､生理前のｲﾗｲﾗ､
怒りっぽい､発熱､だるさ､
食欲不振

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾄﾗﾈｷｻﾑ
酸ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾟﾗﾝﾙ
ｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ112.5mg｢日医工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

50 白癬(足､爪) ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給 新規

51 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給 新規

52 陳旧性心筋梗塞 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL

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
新規

53 のどの痛み
ﾆｭｰｶｲﾃｷ錠F､新ｼﾞｷﾅ糖衣
錠DX､ｼﾞｷﾅIP錠

多形紅斑型薬疹 支給 新規

54 潰瘍性大腸炎 ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 間質性肺炎 支給 新規

55 上気道炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
TCK｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規
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56
月経前症候群､月経困難
症

ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠 肺動脈血栓塞栓症 支給 新規

57 脂質異常症
ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg｢武田ﾃ
ﾊﾞ｣

薬物性肝障害 支給 新規

58
ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支肺ｱｽﾍﾟ
ﾙｷﾞﾙｽ症

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ
酸錠35mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配
合錠

薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給 新規

59
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 急性低音障害
型感音難聴

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾂﾑﾗ柴苓
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)
②ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲｿﾊﾞｲﾄﾞｼ
ﾛｯﾌﾟ70%分包30mL､ｱﾃﾞﾎｽ
ｺｰﾜ顆粒10%､ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ内用
液70%分包30mL｢CEO｣､ﾂﾑﾗ
柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給 新規

60 脂質異常症
ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

薬物性肝障害 支給 新規

61 ざ瘡瘢痕､むくみ ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給 新規

62 右化膿性関節炎･膝関節

①ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ﾊﾞｸﾀ
配合錠､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｹ
ﾐﾌｧ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､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注
射液600mg｢ﾀｲﾖｰ｣
②ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣､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
注射液600mg｢ﾀｲﾖｰ｣

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給 新規

63

右上腕骨外側上顆炎､内
側上顆炎､膀胱炎､右肘部
症候群､右肘外側上顆炎
側副靭帯損傷の術後

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給 新規

64 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給 新規

65 急性副鼻腔炎 ﾀﾘﾋﾞｯﾄﾞ錠100mg 多発性固定薬疹 支給 新規

66
左膝部打撲､左大腿骨内
顆不全骨折

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶ
ﾌﾟｾﾙ37.5mg

出血性十二指腸潰瘍 支給 新規

67 扁桃炎､上咽頭炎､外耳炎
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500mg｢ｻﾜ
ｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給 新規

68
大腸内視鏡検査のための
前処置

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75% 虚血性大腸炎 支給 新規



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
請求等
の内訳

69 不安神経症
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 新規

70 尋常性ざ瘡
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg｢ｻ
ﾜｲ｣

無顆粒球症 支給 新規

71 下顎前歯根尖性歯周炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
TCK｣

出血性大腸炎 支給 新規

72 のどが痛いため ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸL 紅皮症型薬疹 支給 新規

73 高血圧症 ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠40mg｢日医工｣
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給 新規

74
関節ﾘｳﾏﾁ､潜在性結核､
高血圧症

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧ
ﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠500mg｢CH｣

薬物性肝障害 支給 新規

75 ひだり乳がん
①ｸﾞﾗﾝｼﾘﾝｼﾞ150
②ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg

①大動脈炎(1回目)
②大動脈炎(2回目)

支給 新規

76
高血圧症､高脂血症､高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg｢ｵｰﾊﾗ｣､
ｾﾞﾁｰｱ錠10mg

薬物性肝障害 支給 新規

77
上､下顎骨性完全埋伏智
歯､智歯周囲炎

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢NP｣､
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給 新規

78
右術後性上顎嚢胞､右上
顎周囲の痛み､口唇粘膜
の腫脹

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢OHA｣､ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給 新規

79 不育症(不妊症) ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給 新規

80
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型･急性気管
支炎

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢
YD｣､ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg､ﾃﾞｷｽﾄ
ﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給 新規

81
慢性胃炎､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 新規

82 (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 新規

83 急性扁桃炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300

多形紅斑型薬疹 支給 新規



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
請求等
の内訳

84 潜在性結核感染 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給 新規

85 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給 新規

86 へﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給 新規

87 (検診)
ｳﾑﾌﾞﾗMD､ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ､ﾊﾞﾘﾄｹﾞ
ﾝHD

S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給 新規

88
高血圧症､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺
炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 白血球減少症 支給 新規

89
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､咽頭炎

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠2mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾌｧﾛﾑ錠200mg､ﾂﾑﾗ半
夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給 新規

90
左反復性中耳炎(急性増
悪)､両慢性副鼻腔炎､慢
性咽喉頭炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ｻﾜｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

91
脳梗塞､左内頚動脈狭窄
症､便秘症､心室性期外収
縮

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg
｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

92 右変形性膝関節症
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給 新規

93 急性咽頭喉頭炎
ﾗｽﾋﾞｯｸ錠75mg､ｽﾙｶﾞﾑ錠
100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰ
ﾂｶ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給 新規

94
月経困難症､月経不順､多
のう胞性卵巣(疑)

ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給 新規

95 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 支給 新規

96 濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫
ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ｼﾞｰﾗｽﾀ皮
下注3.6mg

汎発型薬疹 支給 新規

97 肺腺癌
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合
錠

多形紅斑型薬疹 支給 新規

98 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 腸閉塞 支給 新規



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
請求等
の内訳

99 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸穿孔 支給 新規

100
上気道炎と腎盂炎の併
発､ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰの疑い

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)(疾
病；請求外)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)に続
発した敗血症による死亡(死亡)

支給 新規

101 肩痛の為 ﾛｷｿﾆﾝS 十二指腸潰瘍穿孔 支給 新規

102
胃が痛く､胃酸が上がって
きていたため

ﾊﾟﾝｼﾛﾝｷｭｱSP錠 薬物性肝障害 支給 新規

103 (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 新規

104 急性頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 多形紅斑型薬疹 支給 新規

105 内痔核
ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg､ﾎﾞﾗｻﾞG
坐剤

多形紅斑型薬疹 支給 新規

106
間質性肺炎､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾐﾀ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎ
ｴｲ｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給 継続

107 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害

障害
１級

１年毎
現況

108 左足関節脱臼骨折 ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S 不全対麻痺
障害
２級

５年毎
現況

109 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
現況

110 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）

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
現況

111 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-5号
唾液腺障害及び舌痛によるそしゃく･嚥
下･言語機能障害

障害
２級

３年毎
現況

112
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟﾘｰ
ﾌﾟ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨
折による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎
現況



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
請求等
の内訳

113 気管支喘息

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

両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側
大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機
能障害

障害
１級

１年毎
現況

114 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
現況

115 (予防)
乾燥弱毒生おたふくかぜﾜｸ
ﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

感音難聴による聴覚障害
障害児

１級
１年毎

現況

116
抗塞栓症､脈拍低下､薬剤
性肺障害､赤芽球癆

①ﾘｸｼｱﾅOD錠60mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾈｵｰﾗﾙ
50mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟ
ｾﾙ､ﾈｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ

①間質性肺炎(疾病)
②播種性ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ症(疾病)
播種性ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ症による死亡(死亡)

対象除外薬である

支給(疾
病)

不支給(死
亡)

新規



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
請求等
の内訳

117
不安障害､抑うつ状態､う
つ病

ﾐﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠15mg｢明治｣､ｺﾝ
ﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞ
ﾗﾑ錠0.4mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘﾌﾚｯｸｽ
錠15mg､ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%)
他

悪性症候群 医薬品以外の原因による 不支給 新規

118
糖尿病､高血圧症､高ｺﾚｽ
ﾃﾛｰﾙ血症､胃炎､便秘

ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠20mg｢
DSEP｣､ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠､ｸﾞﾘﾒ
ﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢三和｣､ｵﾙﾒﾃｯｸ
OD錠20mg､ｶﾃﾞｭｴｯﾄ配合錠
4番他

薬剤性皮膚炎→化膿性椎間板炎→敗血
症

医薬品以外の原因による 不支給 新規

119 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 判定不能 不支給 新規

120 2型糖尿病･高血圧
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠500mgMT
｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾙﾁｱ配合錠AP｢ﾄｰ
ﾜ｣

薬物性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給 新規

121
不正出血(の為子宮鏡検
査)

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

未記入 医薬品以外の原因による 不支給 新規

122 ﾄﾞﾗｲｱｲ､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｴﾝﾌﾞ
ﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ
1.0mL､ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ｱﾚ
ﾛｯｸOD錠5､ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)他

未記入 判定不能 不支給 新規

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
請求等
の内訳

123 慢性胃炎(HP感染性胃炎)
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200｢MEEK｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 不適正使用 不支給 新規

124 右上腕骨外科頚骨折 ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢三和｣ 多形紅斑型薬疹 入院相当でない 不支給 新規

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）


