
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 化膿性霰粒腫
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ点眼
液1.5%｢TS｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

2 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 ﾋﾞﾗﾉｱ錠20mg 薬物性肝障害 支給

3
末期膀胱癌､多発肺転
移､浸潤性膀胱癌

照射赤血球液-LR｢日赤｣

輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾
病)
輸血関連急性肺障害(TRALI)によ
る死亡(死亡)

支給

4 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症
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

5

高血圧症 高尿酸血症
腰痛症､変形性脊椎症､
根性坐骨神経痛､腰
椎々間板ﾍﾙﾆｱ

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
錠0.5mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

出血性胃潰瘍 支給

6
関節ﾘｳﾏﾁ 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症 骨粗鬆症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾘﾋﾟ
ﾄｰﾙ錠5mg

間質性肺炎 支給

7 上気道炎､花粉症
ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

8
不眠症､うつ病､脂質異
常症､白内障､足底筋肉
痛､慢性結膜炎

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾌﾙﾊﾞｽﾀ
ﾁﾝ錠30mg｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

9
三叉神経痛､全身痛､咳
症状(急性気管支炎)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠500､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg

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

10 一絨毛膜二羊膜双胎 ﾊﾟﾙﾀﾝM錠0.125mg
冠動脈攣縮及びそれによる冠動脈
解離､及びそれらに続発した急性心
筋梗塞

支給

11
化膿性脊椎炎､尿路感
染症､慢性心不全､難治
性逆流性食道炎

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢
NP｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢
NP｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣

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

12
潰瘍性大腸炎､鉄血欠
乏性貧血､高血圧

ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 間質性肺炎 支給

13 大動脈ｽﾃﾝﾄ留置術 ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠 間質性肺炎 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

14
65┐C3慢化Per･WZ(歯
根のう胞)

ﾋﾞｸｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg 出血性大腸炎 支給

15 脳梗塞､脂質異常症 ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠100mg 過敏症(呼吸困難､喘鳴､膨疹) 支給

16 C型慢性肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 薬物性肝障害 支給

17

高血圧症､陳旧性心筋
梗塞(ｽﾃﾝﾄ留置後)､高
尿酸血症､ｽﾄﾚｽ性慢性
胃炎

ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5 血管浮腫 支給

18 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

19
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 急性副
鼻腔炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS 多形紅斑型薬疹 支給

20
急性咽頭炎､急性扁桃
炎

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

多形紅斑型薬疹 支給

21 月経困難症 ﾌﾘｳｪﾙ配合錠LD｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 肺血栓塞栓症 支給

22
耳鼻科で甲状腺腫瘤の
切除後に対して､ｹﾛｲﾄﾞ

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

薬物性肝障害 支給

23
体力虚弱､腰痛､易疲
労､血の道症､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎(花粉症)

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

24 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
下行結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

25 胃潰瘍
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20mg｢
ｵｰﾊﾗ｣

過敏症(嘔気､蕁麻疹)､倦怠感 支給

26 (検診)
硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共
成｣､ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ｸﾆﾋ
ﾛ｣

虚血性大腸炎 支給

27 ﾌｫｰｸﾄ-小柳-原田病

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､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5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

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

28 適応障害､うつ状態
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内
用液0.1%

薬物性肝障害 支給

29
ﾌﾟﾗﾝﾏｰ病､めまい(ﾒﾆ
ｴｰﾙ病類似疾患) 難聴
耳鳴 胃炎

ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣ 薬物性肝障害 支給

30
成人発症ｽﾃｨﾙ病､感染
予防目的

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 無顆粒球症 支給

31

高尿酸血症､高脂血症､
高血圧､十二指腸潰瘍､
びらん性胃炎､逆流性
食道炎､前立腺肥大症､
前立腺炎､浮腫､腸炎､
術後出血､過活動膀胱､
肝障害

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

32
狭心症､冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ
術後

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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続発した腸管虚
血､多臓器不全による死亡(死亡)

支給

33
便秘症､大腸検査(内視
鏡)前処置のため使用

ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液
0.75%｢JG｣

虚血性大腸炎 支給

34
副鼻腔炎､気管支炎､咽
頭炎

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ･ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児
用､ﾑｺｻｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝｼﾛｯﾌﾟ5%

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

35 左側上顎残留嚢胞､AA
ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg､ｵｰﾗ
注歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ1.8mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

36
高血圧症及び心房細
動､高血圧症 心房細動

ﾘｸｼｱﾅOD錠60mg 間質性肺炎 支給

37 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ
坐剤1g､ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%

潰瘍性大腸炎の増悪 支給

38
高尿酸血症､非特異性
大腸炎

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢杏
林｣､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

39
上気道炎 腸炎 尿路感
染症 ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾂﾑﾗ葛根
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

汎発型薬疹 支給

40 直腸癌の術後 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

41 頭痛
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

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

42 不安障害
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

43 肺がん､冷え症
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

44 肺炎
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢OK｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

45
急性副鼻腔炎､急性咽
頭炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢OK｣

多形紅斑型薬疹 支給

46 潰瘍性大腸炎
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

47
高脂血症､糖尿病､肝腫
瘤

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

48 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣

薬物性肝障害 支給

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

50
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染
症､高血圧症､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症

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

多形紅斑型薬疹 支給

51 肥厚性瘢痕 ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣ 薬物性肝障害 支給

52
鼻炎､副鼻腔炎､咽頭
炎､扁桃炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄｶﾌﾟｾﾙ
112.5mg｢日医工｣､ﾍﾟﾝｸﾞｯ
ﾄﾞ錠250mg､ﾗｯｸﾋﾞｰR散､ﾛ
ﾗﾀｼﾞﾝOD錠10mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

過敏症(呼吸苦､かゆみ) 支給

53

高血圧症､脂質異常症､
急性胃炎､急性咽頭炎､
急性扁桃炎､急性上気
道炎による鼻汁過多､
部位:左下第1小臼歯､
病名:慢性歯根膜炎

①ｵｰﾗ注歯科用ｶｰﾄﾘｯｼﾞ
1.8mL
②ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｼﾒﾁｼﾞﾝ
錠200mg｢日医工｣､ﾌﾟﾗﾐｰ
ﾙ錠5mg､d-ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝﾏ
ﾚｲﾝ酸塩徐放錠6mg｢武
田ﾃﾊﾞ｣

①ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(1回目)
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(2回目)

支給

54 歯が痛かった為 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給
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55
ﾗｸﾅ梗塞､脂質異常症､
高血圧症､顔面けいれ
ん､便秘､感冒

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢日医
工｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､
PL配合顆粒

薬物性肝障害 支給

56
大腸癌､特発性間質性
腎炎

①ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

①間質性腎炎
②両側大腿骨骨頭無腐性壊死

支給

57 S状結腸癌
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg､ﾕｰｴﾌﾃｨ
配合ｶﾌﾟｾﾙT100

薬物性肝障害 支給

58 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心房細動
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠10mg､ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg

無顆粒球症 支給

59
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎､
緑内障

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

60 結腸憩室炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾆﾌﾟ
ﾛ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

61
右下腿蜂窩織炎､右膝
蜂窩織炎

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､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静
注用1g｢日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ
錠500､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

62
多発性炎症性皮疹を有
する尋常性ざ瘡､(予防)

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
50mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

63 右鵞足炎
ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

多形紅斑型薬疹 支給

64 ぶどう膜炎 ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

65 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

66 腰椎圧迫骨折 ｶﾛﾅｰﾙ錠500 薬物性肝障害 支給

67
右側下顎水平埋伏智
歯

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
TCK｣

出血性大腸炎 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

68
帯状疱疹後神経痛(三
叉神経痛)

①ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣､ﾘﾘｶOD錠25mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠500､ｱｾﾘｵ静注液
1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ注
射液3.6単位
②ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣､ﾘﾘｶOD錠25mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠500､ﾄﾗﾏｰﾙOD錠
25mg､ｱｾﾘｵ静注液
1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｻﾘﾁﾙ酸Na
静注0.5g｢ﾌｿｰ｣

①薬物性肝障害
②血小板減少症

支給

69 老人性皮膚弛緩 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

70 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 直腸穿孔 支給

71 先天性耳瘻孔
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

出血性大腸炎 支給

72 右膝関節炎
ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢杏林｣､
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
武田ﾃﾊﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

73 肝腫瘍 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

74 腰椎椎間板症
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
NPI｣

十二指腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

75 右肩関節周囲炎 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

76 潰瘍性大腸炎 ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

77 非結核性好酸菌症

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠小児用
50mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
錠200mg｢ﾄｰﾜ｣､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰ
ﾙ錠250mg､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

78 (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

79
右急性低音障害型感
音難聴､逆流性食道炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

80 頚椎症
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 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 急性上気道炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､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

82 爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

83 左示指指尖部損傷
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

84
脂質異常症､ｽﾄﾚｽがあ
り､ｲﾗｲﾗしていたため

｢ｸﾗｼｴ｣漢方柴胡加竜骨
牡蛎湯ｴｷｽ顆粒

薬物性肝障害 支給

85
6┘単純性歯髄炎､5┐
慢性根尖性歯周炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

86
腰部変形性脊椎症､両
挫骨神経痛､右上肢の
いたみ･しびれ､狭心症

ﾆﾄｷﾞｽ配合錠A81､ﾎﾞﾙﾀﾚ
ﾝｻﾎﾟ25mg

出血性胃･十二指腸潰瘍 支給

87 潰瘍性大腸炎
ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾘｱﾙﾀﾞ錠
1200mg

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

88 慢性膿皮症､せつ腫症
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

89 肥満症
ｸﾗｼｴ防風通聖散料ｴｷｽ
細粒

間質性肺炎 支給

90 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

91
中心性漿液性脈絡網
膜症､黄斑浮腫

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

92
｢6 急性化膿性歯根膜
炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
TCK｣

出血性大腸炎 支給

93 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

94 成人発症ｽﾃｨﾙ病 ﾊﾞｸﾀ配合顆粒 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

95
肥厚性瘢痕､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､急性鼻炎､急性咽
頭炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 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

96
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 多形紅斑型薬疹 支給

97 多発性硬化症
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

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
２級

５年毎

98 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300 両下肢麻痺による歩行障害
障害
１級

３年毎

99

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)､尿路感染症､敗
血症性ｼｮｯｸ､切迫早産
における胎児肺未成熟

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠2mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､ｻ
ｸｼｿﾞﾝ100､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

両側上腕骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側
膝関節周囲骨無腐性壊死による肢
体機能障害

障害
１級

１年毎

100
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/100m

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

１年毎

101 縦隔膿瘍､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静
注用3g､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静
注用1g｢CHM｣(疾病)
なし(死亡)

間質性肺炎(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

102 左化膿性肩関節炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ﾒｺﾊﾞﾗﾐ
ﾝ錠500μg｢YD｣､ﾐｵﾘﾗｰｸ
錠50mg､ﾒﾘｽﾛﾝ錠12mg､
ｶﾘｼﾞﾉｹﾞﾅｰｾﾞ錠50単位｢
NP｣他

未記入 判定不能 不支給

103
甲状腺機能亢進､高血
圧性心不全､心房細動

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｾﾛｹﾝ
錠20mg､ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注
射液､ﾍﾙﾍﾞｯｻｰ注射用
50､ﾜｿﾗﾝ静注5mg他

解離性大動脈瘤 医薬品以外の原因による 不支給

104 関節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
ｴﾝﾃｶﾋﾞﾙOD錠0.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠20｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)他

再成不良性貧血 医薬品以外の原因による 不支給

105 高血圧症 ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5mg 未記入 医薬品以外の原因による 不支給

106
尋常性乾癬､乾癬性関
節炎

ﾁｶﾞｿﾝｶﾌﾟｾﾙ10､ｵﾃｽﾞﾗ錠
30mg

頭痛､頚部痛 医薬品以外の原因による 不支給

107 肺炎 ﾗｽﾋﾞｯｸ錠75mg 肺炎､ｼｮｯｸ 判定不能 不支給

108
混合性結合性組織病
(MCTD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ
錠50mg､ｳﾙｿ錠100mg､
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ｱﾀﾞﾗｰﾄ
CR錠20mg他

便秘･直腸潰瘍 医薬品以外の原因による 不支給

109 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｼﾑｼﾞｱ皮下注200mgｼ
ﾘﾝｼﾞ

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

110
関節ﾘｳﾏﾁ､慢性疼痛､
線維筋痛症､慢性胃炎､
不眠症

ｵﾙﾐｴﾝﾄ錠4mg､ﾜﾝﾄﾗﾑ錠
100mg､ﾘﾘｶOD錠25mg､
ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg他

帯状疱疹 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 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

111

左橈骨頭骨折､骨粗鬆
症､腰痛症(腰部筋々膜
炎)､腰､ひじの痛み止め
として使用､発熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾﾘｵ静注
液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg

多型紅斑型薬疹 判定不能 不支給

112 高血圧症､高尿酸血症
ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg､ﾃﾗﾑﾛ配
合錠AP｢武田ﾃﾊﾞ｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

113
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
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
200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠
20mg

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

114 H.Pylori(+) ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

115 慢性骨髄性白血病 ｲﾏﾁﾆﾌﾞ錠100mg｢ｹﾐﾌｧ｣
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)

対象除外薬である 不支給

116
右母趾痛発赤がある
為､尿酸値8.5の為､右
母趾痛つづく為増量

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 入院相当でない 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


