
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

腰部脊柱管狭窄症､腰
椎圧迫骨折､高血圧､冠
動脈硬化､十二指腸潰
瘍､うつ､大腸憩室出
血､脳梗塞

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg 消化管出血 支給

2 IgA腎症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病､S状結腸膀胱瘻 支給

3

炎症性関節炎､線維筋
痛症､末梢循環障害､骨
粗鬆症予防､分類不能
関節炎

ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

右上顎骨の骨髄炎･骨壊死に続発
した右副鼻腔真菌症

支給

4 神経症
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

5
左鼠経ﾍﾙﾆｱの診断､
高血圧症

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg､ﾌｪﾝ
ﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣

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

6 癒着性ｲﾚｳｽ
ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

7
狭心症､不整脈､高脂血
症､肝障害､心不全､肺
炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発した
うっ血性心不全による死亡(死亡)

支給

8
腰痛､心不全､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｱﾙﾀﾞｸﾄ
ﾝA錠25mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

9
ざ瘡､陰部掻痒症､伝染
性軟属腫､急性扁桃炎､
急性咽喉頭炎

ﾃﾞｭｱｯｸ配合ｹﾞﾙ､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ
錠200mg

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢
支給

10
弁膜症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎
慢性副鼻腔炎､急性上
気道炎､睡眠障害

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠0.5mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg

肺胞出血 支給

11 左黄斑浮腫 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

12 右肺癌 ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg
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

13
慢性副鼻腔炎､急性扁
桃炎

ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日
医工｣､ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

14
ﾋﾟﾛﾘ菌感染､皮膚粘膜
症候群

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

15 急性胆管炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｫﾝ静注
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

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

16 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

17 腱付着部炎 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

18 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

過敏症(発熱､嘔気､眼瞼浮腫) 支給

19 潰瘍性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

20 せき
①ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA錠
②ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg

①線状IgA水疱性皮膚症
②多形紅斑型薬疹

支給

21 視神経脊髄炎

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

22

腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ､(下
肢)神経障害性疼痛､副
鼻腔炎､鼻づまり､気管
支炎

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

23
帯状疱疹(左下腹､左臀
部 左下肢にかけて)

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg めまい､うっ血性心不全､食欲不振 支給

24 逆流性食道炎 ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝOD錠10 薬物性肝障害 支給

25
高血圧症､高脂血症､関
節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 汎発型薬疹 支給

26 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ坐剤1g､ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸
溶錠400mg｢ｻﾜｲ｣

潰瘍性大腸炎の増悪 支給

27 気管支炎のため
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 支給

28 肥厚性瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

29 慢性腎不全
ｹｲｷｻﾚｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ76%､
ﾚﾅｼﾞｪﾙ錠250mg､ﾎｽﾚﾉｰ
ﾙ顆粒分包500mg

盲腸潰瘍 支給

30
好酸球性副鼻腔炎 疑
い

ﾂﾑﾗ小柴胡湯加桔梗石
膏ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

31
緑内障 白内障､ﾄﾞﾗｲｱ
ｲ､ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎

ｶﾙﾃｵﾛｰﾙ塩酸塩LA点眼
液2%｢わかもと｣

洞不全症候群 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

32 IgA血管炎 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 好酸球性肺炎 支給

33 潰瘍性大腸炎

ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸溶錠400mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ錠
500mg｢日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ
錠500

無顆粒球症 支給

34
外陰部皮膚腫瘍､感染
性腸炎

①ｾﾌｼﾞﾆﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾎｽﾐｼﾝ錠500
②ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg、
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏
林｣､ﾍﾊﾟﾘﾝNaﾛｯｸ用100単
位/mLｼﾘﾝｼﾞ｢ｵｰﾂｶ｣
10mL

①ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢
②蕁麻疹型薬疹

支給

35
結核､高尿酸血症に対
する治療

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾋﾟﾗﾏ
ｲﾄﾞ原末､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg

薬物性肝障害 支給

36
骨粗鬆症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､高血圧症など

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ
左非定型大腿骨骨折

支給

37 埋伏智歯(抜歯)
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

出血性大腸炎 支給

38
高尿酸血症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg 薬物性肝障害 支給

39
大動脈弁狭窄兼閉鎖
不全症

ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注
10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

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(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(疾病)
支給
１級

１年毎
(障害)

40 統合失調症
ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠100mg､ｸﾛｻﾞﾘﾙ
錠25mg､ﾘﾘｶOD錠75mg

無顆粒球症 支給

41
高血圧症､腰部筋肉痛､
痛風

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

42 狭心症
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL､ﾘﾄﾞ
ｶｲﾝ塩酸塩注1%｢日新｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

43 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

44 骨粗鬆症 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ 背部痛 支給

45 急性咽頭炎

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙ
ｲｼ｣､ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSｺﾞｰﾙﾄﾞW錠､
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝ錠250

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 気管支喘息
ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄﾄｼﾙ酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢ｻﾜｲ｣

劇症肝炎 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

47 ﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

48 ｸﾛｰﾝ病
ﾋｭﾐﾗ皮下注80mgﾍﾟﾝ
0.8mL

ﾙｰﾌﾟｽ様症候群 支給

49
鼻づまりがひどかった
ため

ﾁｸﾅｲﾝa ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

50 深頸部膿瘍
ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg､ﾕﾅ
ｼﾝ-S静注用1.5g､ｱﾓｷｼｼ
ﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

51 鉄欠乏性貧血 ﾌｪｼﾞﾝ静注40mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

52 IgA腎症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

53
成人Still病､成人ｽﾁﾙ
病

ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用
200mg､ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注
用80mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注
用125mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg(旭化成)､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg

S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

54 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 S状結腸憩室穿孔 支給

55
右突発性難聴､右顔面
のしびれ

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

56
便秘症､末梢神経障害
(脊柱管狭窄症による)

ﾂﾑﾗ潤腸湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

57 右下顎水平埋伏智歯

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰ
ﾂｶ｣

薬物性肝障害 支給

58

左変形性膝関節症､第
5腰椎分離辷り症､自家
感作性皮ﾌ炎の疑い､
骨粗鬆症､高脂血症に
対して内服治療

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

59 月経困難症 ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠 深部静脈血栓症 支給

60
胃炎､高脂血症､高血圧
症､変形性脊椎症､骨粗
鬆症

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣

右非定型大腿骨骨折 支給

61
PVC､SVPC､SVT､内頸
動脈閉塞症､切迫性尿
失禁､便秘症､胆石症

ｱﾌﾟﾘﾝｼﾞﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
20mg｢NP｣

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

62 上気道炎､発熱
ﾅﾛﾝ錠､ｼﾞｷﾅ顆粒ｺﾞｰﾙﾄﾞ､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠200｢TCK｣

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

63
左顔面けいれん､顔面
痙攣

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢
ｱﾒﾙ｣

薬物性肝障害 支給

64 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

65
湿疹型中毒疹､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1mg(旭化
成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

66 卵巣腫瘍
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

馬尾症候群 支給

67
肥満症､右変形性膝関
節症､脂質異常症､逆流
性食道炎

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

68 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

69 高血圧症､高脂血症
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢NikP｣､ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠5mg｢DSEP｣

血管浮腫 支給

70
心室性期外収縮､頻脈
性不整脈

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢JG｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

71 直腸がん ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

72 歯周組織炎 ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

73 急性咽頭炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

74
甲状腺機能亢進症(ﾊﾞｾ
ﾄﾞｳ病)､咳嗽

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌｽｺﾃﾞ配
合錠

無顆粒球症 支給

75 左三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 顆粒球減少症 支給

76
尿路感染および上気道
炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ粒状錠500mg
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

偽膜性大腸炎 支給

77 神経痛性筋萎縮症
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg

両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

78 膵腫瘍､CT撮影
ｲｵﾍｷｿｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL｢F｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

79 頻尿症
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

80 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

81 急性副鼻腔炎

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa錠25mg｢
YD｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼ
ﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

82 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

83 子宮内感染 ｵﾗｾﾌ錠250mg 薬物性肝障害 支給

84 右示指裂創
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩
酸塩ｶﾌﾟｾﾙ100mg｢日医
工｣

多形紅斑型薬疹 支給

85 両肩関節周囲炎
ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

86 多発性筋炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

87 咽頭癌

ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ
静注用1.5g､ｶﾛﾅｰﾙ細粒
20%､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg
｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ
静注用1g｢日医工｣､ｸﾘﾝﾀﾞ
ﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液
600mg｢NP｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 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
手根管症候群､むくみ､
腰痛症

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾌ
ﾙｲﾄﾗﾝ錠1mg

間質性肺炎 支給

90
左網膜中心静脈閉塞
症

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

91 頚椎症､筋緊張性頭痛
ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢
旭化成｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

92 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 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

93
神経性心悸亢進症､過
換気症候群

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

94 糖尿病
ｴｸﾒｯﾄ配合錠HD､ｴｸｱ錠
50mg

急性膵炎 支給

95
足白癬､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､2型糖尿病

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢F｣ 薬物性肝障害 支給

96
左頸部ﾘﾝﾊﾟ節炎､混合
性結合組織病

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

97 肝腫瘤 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ75mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

98 右変形性膝関節症 ｼﾞｮｲｸﾙ関節注30mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

99 不安神経症 ｸﾗｼｴ柴朴湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

100 HIV感染症/AIDS ｺﾝﾋﾞﾋﾞﾙ配合錠 貧血 支給

101 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

102 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
劇症肝炎(疾病;請求外)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

103 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

104 両変形性膝関節症 ｼﾞｮｲｸﾙ関節注30mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

105
萎縮性胃炎､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

106 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ S状結腸穿孔 支給

107
高血圧､冠攣縮性狭心
症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg､
ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg､ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ
350注ｼﾘﾝｼﾞ70mL

多形紅斑型薬疹 支給

108 高血圧症､気管支喘息
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg「明治」､ｱ
ﾐﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg「EMEC」

間質性肺炎(疾病;請求外)
間質性肺炎による呼吸機能障害
(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

109 成人発症ｽﾃｨﾙ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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1000mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

110 左急性外耳炎 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 好酸球性肺炎 支給

111 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

112 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄ
ﾝ注射液100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
膝関節周囲骨無腐性壊死､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機
能障害

障害
２級

１年毎

113 B型肝硬変 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群に続発した骨軟化
症による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

114 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

115

間質性肺炎､急性肝炎､
高血圧､心房細動､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性皮膚炎､骨粗鬆
症､ｽﾃﾛｲﾄﾞ処方による
感染予防､胃潰瘍､食欲
低下

①ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液
15%
②ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

①薬物性肝障害(疾病)
②無顆粒球症(疾病)
無顆粒球症に続発した肺炎による
死亡(死亡)

対象除外薬である
支給(②)

不支給(①)

116 虚血性心疾患 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370
薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した急
性肺水腫(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能
支給(疾病)

不支給(死亡)

117
肺炎､水疱性類天疱瘡､
拡張型心筋症､1型糖
尿病､発熱

ｾﾌｷｿﾝ静注用1g､ﾛｾﾌｨﾝ
静注用1g

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ腸炎(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)

118
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(難治性
再発性)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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
歩行障害(障害)

障害等級不該当
支給(疾病)

不支給(障害)

119 脂質異常症、高血圧 ﾘﾊﾞﾛOD錠1mg
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による肝機能障害
(肝移植後)(障害)

障害等級不該当
支給(疾病)

不支給(障害)



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

120 統合失調症

ｴﾐﾚｰｽ錠10mg､ﾌﾙﾒｼﾞﾝ
糖衣錠(1)､ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠
5mg､ﾁﾐﾍﾟﾛﾝ錠3mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣他

ﾘﾁｳﾑ中毒､Dﾀﾞｲﾏｰ､LDH高値､ｼｮｯｸ状
態､肺浮腫(肺血栓塞栓症の疑い)

判定不能 不支給

121 発作性心房細動

ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL｢HK｣､ﾐｵｺｰﾙｽﾌﾟ
ﾚｰ0.3mg､ｱﾃﾉﾛｰﾙ錠
25mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｲｵﾊﾟﾐ
ﾄﾞｰﾙ370注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢
HK｣､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注
100mL他

心房細動の悪化 医薬品以外の原因による 不支給

122 糖尿病
ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠
250mgMT｢ﾄｰﾜ｣

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

123

前立腺肥大症､高血圧､
高脂血症､逆流性食道
炎､糖尿病､冠動脈ｽﾃﾝ
ﾄ留置後

ﾃﾞｭﾀｽﾃﾘﾄﾞ錠0.5mgAV｢
NS｣､ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ錠20mg｢
KN｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢
KN｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣他

薬物性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

124 (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､播種性血管内凝固 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

125
社交不安障害 多汗症､
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､原発性
硬化性胆管炎

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢
日医工｣

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

126 前立腺癌
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞ
錠80mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｶｿﾃﾞｯ
ｸｽ錠80mg

薬物性肝障害 対象除外薬である 不支給

127
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎炎

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
4mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 入院相当でない 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）


