
(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
関節ﾘｳﾏﾁ、気管支喘
息、肺気腫

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡
(死亡)

支給

2 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ錠500mg､ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠
500mg｢AKP｣､ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠
500mg､ﾍﾟﾝﾀｻ注腸1g

心膜炎 支給

3
高血圧症、高尿酸血
症、前立腺肥大症、ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg 薬物性肝障害 支給

4
症候性部分てんかん、
知的障害

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200、ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠25mg、ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠
100mg

食欲不振 支給

5 腹部大動脈瘤 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370
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

6
術後感染の予防、皮下
血腫への感染の疑い

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣、ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注
用1gﾊﾞｯｸﾞS、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg、ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴
静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

7 尿路感染症、うつ病
①ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻ錠2.5mg
②ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

①汎発型薬疹
②間質性肺炎

支給

8 卵巣機能不全 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 薬物性肝障害 支給

9 大動脈解離
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

10 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 汎発型薬疹､心膜炎 支給

11
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､高血
圧症､高脂血症､逆流
性食道炎

①ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ｱﾚﾛｯｸ
錠5
②ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾌﾟﾛﾚﾅｰ
ﾙ錠5μg､ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

12 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 汎血球減少症 支給

13 症候性てんかん
ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100、ﾃﾞﾊﾟｹﾝR
錠200

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝
不全による死亡(死亡)

支給

14
うつ病､便秘､上気道
炎､筋肉痛､嘔気､不眠

ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg､ﾏｲｽﾘｰ
錠5mg､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝD錠
0.25mg､ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg

薬物性肝障害 支給
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15
脂質異常症､動脈硬化
症､糖尿病

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg､ｾｲﾌﾞﾙ錠
50mg

薬物性肝障害 支給

16 痔瘻、高血圧、不眠
ﾏｲｽﾘｰ錠5mg、ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg

薬物性肝障害 支給

17 難治性胃潰瘍 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大
腸炎)

支給

18
心原性脳塞栓症､心房
細動

ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位
/5mL

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症
による右下肢機能障害(障
害)

支給
2級

1年毎

19
∟5P急発(歯周病急性
発作)

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息(疾病)
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息による死亡(死
亡)

支給

20
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、心不全(ﾊﾞｾ
ﾄﾞｳ病による)

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 再生不良性貧血 支給

21 便秘症 ｺｰﾗｯｸⅡ 腹痛、嘔吐 支給

22
発作性上室性頻拍、高
血圧、甲状腺機能低下
症、心不全

ﾃﾉｰﾐﾝ錠50、ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝ
KY錠0.125、ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

洞性徐脈、洞停止 支給

23
糖尿病､脂質異常､痔
核

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg 再生不良性貧血 支給

24 左変形性膝関節症 ｻｲﾋﾞｽｸﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注2mL 左膝関節炎 支給

25 解離性大動脈瘤
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

26 両変形性膝関節症 ｻｲﾋﾞｽｸﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注2mL 両膝関節炎 支給

27 胃ﾊﾞﾘｳﾑ検査 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD
大腸穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎

支給

28
上行結腸憩室炎、逆流
性食道炎

ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g、
ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注用1g

偽膜性大腸炎 支給

29 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

30 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給



31 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ﾓｰ
ﾋﾞｯｸ錠10mg

汎血球減少症 支給

32
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、ﾊﾞｾﾄﾞｳ病に
よる頻脈、発熱

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

33 子宮筋腫
ﾏｸﾞﾈｽｺｰﾌﾟ静注38%ｼﾘﾝｼﾞ
15mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

34
急性虫垂炎､急性胃炎

ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞ
S､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾞｽﾀｰ注
射液20mg､ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300
ｼﾘﾝｼﾞ

薬物性肝障害 支給

35
ｱﾚﾙｷﾞｰ性気管支ｱｽﾍﾟ
ﾙｷﾞﾙｽ症、気管支喘息

ﾄﾗｺﾅ錠50mg、ｲﾄﾗｺﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ50

薬物性肝障害 支給

36 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

37

身体表現性障害、うつ
病、心身症、不眠症、
両反復性聴力障害、両
耳管狭窄症、両耳聴覚
補充現象、浮腫

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

38 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ﾚﾐ
ｹｰﾄﾞ点滴静注用100

間質性肺炎 支給

39
急性咽頭炎、下咽頭浮
腫

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝ錠15mg、ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合
錠

汎発型薬疹 支給

40 両変形性膝関節症 ｻｲﾋﾞｽｸﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注2mL 両膝関節炎 支給

41 慢性心不全 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

42
高血圧､腎動脈狭窄の
疑い

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

43 急性気管支炎､左背痛
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣､ﾍﾊﾟﾙｽ静注0.5g

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

44 不安障害
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



45

ﾘﾝﾊﾟ節結核､慢性腎不
全､高血圧､ｱｼﾄﾞｰｼｽ､
高ｶﾘｳﾑ血症､胃炎､胃
潰瘍､皮疹､高ｱﾝﾓﾆｱ
血症

①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴｻﾝﾌﾞ
ﾄｰﾙ錠250mg､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ150mg
②ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500mg

①血小板減少症(1回目)
②血小板減少症(2回目)

支給

46
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ、骨粗鬆
症、神経症性抑うつ、
不眠症

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg 薬物性肝障害 支給

47 (健康診断) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

48
慢性腎不全(維持透析
中､腎細胞癌ｽｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ)

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ
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

49
左急性中耳炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎(ｽｷﾞ花粉
症)､急性咽喉頭炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250 出血性大腸炎 支給

50 急性心筋梗塞 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL
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

51 潜在性肺結核､糖尿病 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

52 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

53 上行結腸癌
ｵﾌﾟﾁﾚｲ320注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

54 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

55 急性気管支炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ｼｰｻｰ
ﾙ錠15mg、ﾒﾁｽﾀ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

56
逆流性食道炎､急性咽
喉頭炎､急性胃炎

ｱｼﾉﾝ錠150mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

57 子宮内感染
ｵｾﾞｯｸｽ錠150､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

58 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

59 うつ病、不眠症 ﾚﾒﾛﾝ錠15mg 薬物性肝障害 支給



60

慢性痒疹(四肢)、皮脂
欠乏性湿疹(四肢躯
幹)、不眠症、肝気欝
結、便秘

太虎堂の大柴胡湯ｴｷｽ顆
粒

間質性肺炎 支給

61 下口唇瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝ細粒10% 薬物性肝障害 支給

62 慢性腎臓病 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

63 喘息 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

64
甲状腺機能亢進症､高
血圧症

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg､ﾃﾉｰﾐﾝ
錠50

多形紅斑型薬疹､薬物性肝
障害

支給

65
急性咽頭喉頭炎､急性
副鼻腔炎､肺炎

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｵｾﾞｯｸｽ
錠150､ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴用
0.3g､ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒､
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

間質性肺炎 支給

66 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
血小板減少症､白血球減少
症

支給

67
肥満症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症

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 症候性てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 血小板減少症 支給

69 急性ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｹﾝﾀﾝ錠60mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害 支給

70 胆管炎 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｷｯﾄ静注用1g
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

71
心房細動､僧帽弁形成
術､三尖弁形成術後､ﾒ
ｲｽﾞ手術後

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾗｼｯｸｽ
錠20mg

心室頻拍(Torsades de
pointes型)､心室細動及びそ
れらに続発した低酸素脳症
（疾病）
心室頻拍(Torsades de
pointes型)､心室細動に続発
した低酸素脳症による高次
脳機能障害（障害）

支給
1級

1年毎

72
糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､慢性気管支炎､胃
潰瘍

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5

間質性肺炎 支給

73 尋常性天疱瘡
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

骨粗鬆症による多発性脊椎
骨折による体幹、両下肢機
能障害

障害
１級

３年毎

74 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
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



75
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

76 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

３年毎

77
熱性痙攣、急性気管支
炎、麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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)に続発した
呼吸器機能障害

障害
２級

１年毎

78
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症、口内炎

ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ、ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ顆
粒、幼児用PL顆粒、ｾﾎﾟｰ
ﾙ

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)に続発した
閉塞性気管支炎による呼吸
器機能障害

障害
２級

３年毎

79
腰椎々間内障、腰痛、
左下肢のしびれ感、筋
力低下

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液1% 左下肢機能障害
障害
２級

1年毎

80 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100
閉塞性細気管支炎による呼
吸器機能障害

障害
２級

１年毎

81
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
（SLE）、ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｹﾀﾞ」5mg
両膝蓋腱皮下断裂による歩
行障害

障害
１級

１年毎

82 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
２ 級

１年毎

83 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

84
潰瘍性大腸炎、出血の
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る体幹機能障害

障害
２級

１年毎

85 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg、ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg、ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注
25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
500mg、ﾃﾞﾉｼﾝ点滴静注用
500mg

①無顆粒球症、血小板減少
症(1回目)
②無顆粒球症、血小板減少
症(2回目)

対象除外薬である

支給
(1回目)
不支給
(2回目)

86 右突発性難聴
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

ｶﾝｼﾞﾀﾞ血症及びそれに続発
した急性呼吸促迫症候群
(ARDS)(疾病)
ｶﾝｼﾞﾀﾞ血症に続発した急性
呼吸促迫症候群(ARDS)によ
る呼吸機能障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

87 関節ﾘｳﾏﾁ 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

88
診療録の写し等による
請求のため不明

判定不能 判定不能 判定不能 不支給



89 脳梗塞後遺症
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠5mg､ﾊﾟﾗﾐﾁﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ300mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
75mg

皮下出血 不適正使用 不支給

90 不安及び呼吸困難 ﾎﾘｿﾞﾝ注射液10mg
呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

91 (予防) 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

92 黒色便、消化管出血 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

93
慢性関節ﾘｳﾏﾁ、小脳
梗塞、高血圧症、逆流
性食道炎、両膝関節炎

ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg、ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg、ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg「EMEC」、
ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20、ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ
錠40mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

対象除外薬である 不支給

94 (予防) 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

95
統合失調症､脳梗塞後
遺症､高血圧､消化管
出血治癒後､便秘症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

96 (予防) 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

97 膀胱炎 L-ｹﾌﾚｯｸｽ顆粒 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

98 心房細動、気管支炎
ｱﾐｵﾀﾞﾛﾝ塩酸塩速崩錠
100mg｢TE｣、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

対象除外薬である 不支給

99 脳腫瘍(悪性膠芽腫) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

100 尋常性乾癬 ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応
入院相当でない
原疾患に係る治療

不支給

101 子宮筋腫 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

102 感染性心内膜炎 ｹﾞﾝﾀｼﾝ注60 第8脳神経障害 入院相当でない 不支給

(感染等被害判定結果)
Ｎｏ． 主な原疾患等 原因生物由来製品名 感染症名 不支給等理由 判定

1 赤芽球ろうによる貧血
赤血球濃厚液-LR「日赤」
(01-1726-2686)

HBV感染による急性肝炎 支給


