
(副作用被害判定結果)
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
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾚﾎﾞﾚｰﾄﾞ錠12.5mg
門脈内血栓症及びそれに続
発した肝障害
深部静脈血栓症

支給

2 結核性胸膜炎

①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲ
ﾄﾞ原末､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg､
ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100
②ｲｽｺﾁﾝ錠100mg

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

3 筋弛緩の回復 ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg
薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸに続発した多臓
器不全による死亡(死亡)

支給

4
ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、腹部
造影CT検査

ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ注370ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した虚血性腸炎によ
る盲腸穿孔・腹膜炎

支給

5 人間ﾄﾞｯｸ健診 ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎、ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

6 ｱﾅﾌｨﾗｸﾄｲﾄﾞ紫斑
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg

無顆粒球症 支給

7 本態性好酸球増多症
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

8 急性上気道炎
PL配合顆粒､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg､ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害及びそれに続
発した多臓器不全による死
亡(死亡)

支給

9 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ
錠20

無顆粒球症 支給

10 C型肝炎､高血圧
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg､ｺﾍﾟ
ｶﾞｽ錠200mg

間質性肺炎 支給

11 肺炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

12
胃潰瘍<ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
菌陽性、一次除菌無効
>、便秘症

ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 薬物性肝障害 支給

13
胃潰瘍、ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ・ﾋﾟﾛ
ﾘ感染

ｸﾗﾘｽ錠200、ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ250、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

薬物性肝障害 支給

14
急性気管支炎､急性胃
腸炎

ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg、ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠50、ﾊﾞ
ﾌｧﾒﾘﾁﾝM｢ｶﾌﾟｾﾙ｣250、ｴ
ﾘｰﾃﾝ錠5mg、ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠
5mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応
支給

15 副鼻腔炎 ｸﾗﾘｽ錠200 出血性大腸炎 支給
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16 (健康診断) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

17
間質性肺炎、C型慢性
肝炎、慢性胃炎

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1mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

18 骨粗鬆症､膝痛
ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁ
ﾝZS錠

薬物性肝障害 支給

19 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

20
定期健康診断（胃部ﾚﾝ
ﾄｹﾞﾝ撮影の為使用）

ﾊﾞﾑｽﾀｰS200 腸閉塞 支給

21
心筋梗塞、狭心症、心
不全、亜急性心筋梗
塞、高血圧

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ﾘﾋﾟﾄｰﾙ
錠10mg、ｺﾆｰﾙ錠4、ｺﾆｰﾙ
錠2、ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5

薬物性肝障害 支給

22 前立腺癌の疑い
①ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg
②ｿﾞｼﾝ静注用4.5

①ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応

支給

23 変形性膝関節症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

24
気管支肺炎(ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞ
ﾏ感染疑い)

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

25
慢性C型肝炎、不眠
症、咳嗽

ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg、ｺﾍﾟ
ｶﾞｽ錠200mg

間質性肺炎 支給

26
がん終末期における食
欲不振

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg 薬物性肝障害 支給

27 避妊 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ21 深部静脈血栓症 支給

28 (健康診断) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

29 肺炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

30
急性扁桃炎、A群溶連
菌感染症

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

31
甲状腺機能低下症､1
型糖尿病､潜在結核､
腓返り，食欲不振

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

32 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給



33
うつ病､更年期障害(め
まい､頭痛､冷え性)､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ､急性上気道炎

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎 支給

34
高血圧、気管支喘息、
逆流性食道炎、右肩関
節周囲炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 薬物性肝障害 支給

35 気管支喘息、脳梗塞
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位
/5mL｢味の素｣、ﾍﾊﾟﾌﾗｯ
ｼｭ100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ5mL

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症 支給

36
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､非結
核性抗酸菌症

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

汎血球減少症 支給

37
IgA腎症､高血圧､脂質
代謝異常､慢性胃炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ0.25μg

薬物性肝障害 支給

38 乳癌骨転移 ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg 両大腿骨転子下非定型骨折 支給

39
便秘症、高血圧、慢性
胃炎

ﾚｻﾞﾙﾀｽ配合錠HD 薬物性肝障害 支給

40 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

41
急性扁桃炎､Ａ群溶連
菌感染症

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

42
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､更年
期障害

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)､ｻﾞｲｻﾞﾙ錠
5mg

薬物性肝障害 支給

43 急性咽喉頭炎 ｿﾞｼﾝ静注用4.5 無顆粒球症､血小板減少症 支給

44
右前頭部脂肪腫摘出､
尿道炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg

薬物性肝障害 支給

45 左肋骨骨折 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性十二指腸潰瘍 支給

46
急性咽喉頭炎､溶連菌
の疑い､口内炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾏｲｶｻｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg

出血性大腸炎 支給

47 てんかん
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10%、ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
注250mg

無顆粒球症 支給



48
ぶどう膜炎、胃潰瘍、
むくみ、不眠症、急性
咽頭炎、急性気管支炎

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%)、ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ錠0.5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)、ｻｸｼｿﾞﾝ注
射用100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

49
感冒､感染性胃腸炎､ｲ
ﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型感染予防

ﾘﾚﾝｻﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

50
右頬骨骨折､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

51 眼窩筋炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg、注射用ｿﾙ・ﾒﾙ
ｺｰﾄ500

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

52 狭心症疑い
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

53 急性化膿性歯髄炎 ﾌﾛﾍﾞﾝ錠40 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

54 (健康診断) 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

55 頚椎症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性腸炎 支給

56 生毛部白癬、胃炎
ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg、ｱｽﾞｸﾚﾆ
ﾝS配合顆粒

薬物性肝障害 支給

57

脳炎後遺症、症候性て
んかん(難治性)、慢性
胃炎、低K血症、不眠
症、にきび

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ｱﾚﾋﾞｱ
ﾁﾝ錠100mg、ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100

好中球減少症 支給

58 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

59
狭心症､逆流性食道
炎､放射線性肺臓炎､
上気道炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

両側ｱｷﾚｽ腱断裂 支給

60 ﾀﾞｲｴｯﾄ目的
防風通聖散料ｴｷｽ錠ｸﾗｼ
ｴ

間質性肺炎 支給

61 扁桃炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

62 (検診) ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

63 尿路感染症 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



64 骨粗鬆症
ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg､ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

65 (感冒) ｶｺﾅｰﾙｶｾﾞﾌﾞﾛｯｸUP錠 薬物性肝障害 支給

66
CT造影(頚部ﾘﾝﾊﾟ節腫
大)

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

67 急性骨髄性白血病 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 支給

68
慢性腎不全(血液透
析)､頚椎手術前のため

注射用ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ50｢
MEEK｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症

支給

69

頚腕症候群(疑)､脊髄
損傷(疑)､頚椎症(疑)､
脳梗塞による右上肢麻
痺

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

70
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)

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500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

71 帝王切開術 術後鎮痛
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1%､ﾏｰｶｲﾝ注
脊麻用0.5%等比重

両下肢麻痺 支給

72 頻脈性心房細動
ﾜｿﾗﾝ錠40mg、ｾﾛｹﾝ錠
20mg、ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg

心室頻拍(Torsade de
pointes型)、心室細動および
それらに続発した低酸素脳
症(疾病)
心室頻拍(Torsade de
pointes型)、心室細動に続発
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

73 頻脈性心房細動
ﾜｿﾗﾝ錠40mg、ｾﾛｹﾝ錠
20mg、ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg

心室頻拍(Torsade de
pointes型)、心室細動および
それらに続発した低酸素脳
症

支給

74 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部及び右大腿
骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害

障害
２級

１年毎

75 急性上気道感染症
ｵﾗｾﾌ錠、ﾋﾟｰｴｲ錠、ﾎﾞﾙﾏ
ｹﾞﾝ錠、ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ、ﾎﾞﾙ
ﾏｹﾞﾝ坐剤25、ﾊﾞﾌｧﾘﾝ

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）による呼
吸機能障害

障害
２級

１年毎

76
冠動脈バイパス術施工
のため（狭心症）

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注
横紋筋融解症による両下肢
機能障害

障害
２級

１年毎

77
腹部大動脈瘤破裂､出
血性ｼｮｯｸ､腎不全､呼
吸不全、けいれん発作

ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5%
薬剤性過敏症症候群
(DIHS)(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）



78 自己免疫性肝炎 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
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

79
紫斑病性腎炎、半月体
形成性糸球体腎炎、急
速進行性糸球体腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg、
注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ500、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
による両下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当

支給
(疾病)
不支給
(障害)

80 重症筋無力症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣

左側大腿骨骨頭無腐性壊
死、左側上腕骨骨頭無腐性
壊死(疾病)
左側大腿骨骨頭無腐性壊
死、左側上腕骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害(障
害)

判定不能 不支給

81 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 顆粒球減少症
副作用とは別の症状に対
する医療
入院相当の医療でない

不支給

82 左下肢動脈塞栓症
ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg、ﾄﾞﾙﾅｰ
錠20μg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

83

徐脈性心房細動、脳出
血、心房細動、高血
圧、高尿酸血症、めま
い症、便秘

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg、ﾌﾟﾗ
ｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ75mg 消化管出血 不適正使用 不支給

84 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

85 慢性動脈閉塞症 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

86
甲状腺機能亢進､咽喉
頭炎､歯周組織炎､発
熱､胃炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

87 ﾊﾞｾﾄﾞｳ ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

88
腰痛症、肥満症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

89 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

90 胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い なし なし 医薬品以外の原因による 不支給



91 胃痛 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

92
関節ﾘｳﾏﾁ､根性坐骨神
経痛

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

93 脳内出血､高血圧 ﾆｶﾙﾋﾟﾝ注射液10mg 右上肢発赤､熱感 不適正使用 不支給

94
骨盤腹膜炎の疑い､痔
疾

ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 入院相当でない 不支給

95 糖尿病
ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg、ｱﾏﾘｰﾙ
1mg錠、ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg

薬物性肝障害(疾病)
なし(障害)

医薬品以外の原因による 不支給

96 気管支喘息 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

97 移植後GVHD
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、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

障害等級不該当 不支給


