
(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
狭心症(器質性かつ冠
攣縮性)､冠動脈狭窄､
糖尿病､高尿酸血症

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100㎎､ｱﾏﾘｰﾙ
0.5㎎錠､ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100､ﾒ
ﾄｸﾞﾙｺ錠250㎎､ｺﾆｰﾙ錠4

薬物性肝障害 支給

2
第11胸椎圧迫骨折に
よる､背部筋痛鎮痛の
ためのﾄﾘｶﾞｰ注射

ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液3.3mg

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発
した低酸素脳症(疾病)
薬物性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)

障害
１級
１年毎

3
急性気管支炎(急性上
気道炎を伴う)､うつ病､
不眠症

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､SG配合
顆粒､PL配合顆粒､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg､ﾂﾑﾗ柴胡加竜
骨牡蛎湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg､ﾃﾞ
ﾊﾟｽ錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

4 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎ 無顆粒球症 支給

5 じんま疹 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

6 高尿酸血症 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 支給

7 (健康診断) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続
発した腹直筋膿瘍

支給

8
前立腺癌､下垂体性尿
崩症

ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25 薬物性肝障害 支給

9
発熱､咳､インフルエン
ザB型疑

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200㎎ 薬物性肝障害 支給

10
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
20mg

多発性無腐性骨壊死(疾病)
多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害(障害)

支給
２級
１年毎

11
三叉神経痛､全身の湿
疹

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg

薬剤性過敏症症候群
(DIHS)(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)
に続発した劇症肝炎による
死亡(死亡)

支給

12 (健康診断) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

13 左膝瘢痕拘縮 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

14
アルツハイマー型認知
症､高血圧症､高尿酸
血症､高脂血症

ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠10㎎､ｱﾘｾﾌﾟﾄD
錠5㎎

薬物性肝障害 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

15
急性肝炎､高血圧症､
鎮痛､(肩痛)､(疲労)

①ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
50mg､ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg､ｾ
ﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾄﾛｷｼﾝ錠
100mg
②ｳﾙｿ錠100mg､強力ﾈｵﾐ
ﾉﾌｧｰｹﾞﾝｼｰ静注20mL

①薬物性肝障害
②多形紅斑型薬疹

支給

16
C型慢性肝炎､うつ病､
骨粗鬆症

ﾌｴﾛﾝ注射用300万
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

17 急性大動脈解離 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及びそれ
に続発した敗血症性ｼｮｯｸに
よる死亡(死亡)

支給

18
右肩関節周囲炎､高脂
血症､高血圧､胃潰瘍

ﾛｷｿｰﾄ錠60㎎ 薬物性肝障害 支給

19
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

20 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

21
喉頭蓋のう胞､咽喉頭
異常感症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､慢性咽頭痛

ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg､ﾂﾑﾗ柴朴
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

22
発熱､便潜血陽性､潰
瘍性大腸炎

①ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
②ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

①間質性肺炎
②薬物性肝障害､播種状紅
斑丘疹型薬疹

支給

23 7┐単純性歯髄炎
ﾍﾟﾘｵﾄﾞﾝ､ｵｰﾗ注歯科用ｶｰ
ﾄﾘｯｼﾞ1.8mL

ｱﾅﾌｨﾅｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

24 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染 ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

25 (健康診断) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

26 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

27
C型肝炎､肝硬変､易疲
労､頻尿､不眠

ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨
牡蛎湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

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 急性胃腸炎 ｾｲﾛｶﾞﾝ糖衣A ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

29
腰痛症､高血圧症､高
脂血症､逆流性食道
炎､高尿酸血症

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

30 高血圧症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

31 片頭痛 ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 嘔気､嘔吐 支給

32 膀胱炎､腰痛､頻尿
ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg

薬物性肝障害 支給

33
四肢の蜂窩織炎､左手
部蜂巣炎､両手関節症

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS

間質性肺炎 支給

34 高血圧症 ｶﾙﾈｰﾄ錠5mg 血管性浮腫 支給

35

顔面の酒さ､毛包炎､ｽ
ﾃﾛｲﾄﾞ皮膚症､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞ(A型)､拡張型心筋
症､心房細動

ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

36 背部皮下膿瘍 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
過敏症(鼻粘膜･口腔粘膜浮
腫)

支給

37

胃炎(胃もたれ)､立ちく
らみ､逆流性食道炎､過
敏性腸症候群､上気道
感染症

ｱｼﾉﾝ錠150mg､ﾂﾑﾗ六君
子湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

38 糖尿病 ｴｸｱ錠50mg うっ血性心不全 支給

39 避妊､月経不順 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 深部静脈血栓症 支給

40 高CEA血症 EOB･ﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

41
特発性末梢性顔面神
経麻痺

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg 左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

42
胃過形成性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ､ﾍﾘ
ｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ｸﾗﾘｽ錠200､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30

薬物性肝障害 支給

43 高血圧､狭心症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 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

44
直腸癌､腸閉塞､便秘
症､咽頭炎

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾑｺｽﾀ錠100mg､
ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg､ｼﾞﾙﾃｯｸ錠
10､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

45 卵巣機能不全 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 深部静脈血栓症 支給

46
急性扁桃炎､急性上気
道炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｷｿﾆﾝS 薬物性肝障害 支給

47
右膝部痛､(高血圧症に
伴う)肥満症､糖尿病､
高血圧症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

48
咽頭炎､気管支炎､症
候性神経痛

ｶﾌｺﾃﾞN配合錠､ﾂﾑﾗ補中
益気湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

49 右先天性耳瘻孔感染
ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢
NP｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺ
ｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害 支給

50 (健康診断) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

51
脂質異常症､抑うつ状
態

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠53.3mg､ﾌﾟﾛﾏｯｸ
D錠75

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5㎎ 無顆粒球症 支給

53
神経症(強迫性障害､不
安障害)､統合失調症､
慢性胃炎､腰痛症

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

54 腰痛症 ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

55
急性咽頭炎､頚部ﾘﾝﾊﾟ
節炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

56 感冒 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

57 非弁膜症性心房細動 ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg 消化管出血 支給

58
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､躁うつ
病

ｽﾘﾉﾌｪﾝ錠60mg 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

59
便秘症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

｢ｸﾗｼｴ｣漢方大柴胡湯ｴｷ
ｽ錠

薬物性肝障害 支給

60
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染及び急
性気管支炎､腸管穿孔
(疑)

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200㎎ 偽膜性大腸炎 支給

61 膀胱炎 ﾎｽﾐｼﾝ錠500 出血性大腸炎 支給

62 神経性難聴 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

63 (検査) 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 支給

64 急性上気道炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ反応 支給

65
両側卵巣子宮内膜症
のう胞

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

66 う歯
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250㎎､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠60㎎

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

67 発熱､感冒 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA
閉塞性気管支細気管支炎､
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

68
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症､口内炎

幼児用PL顆粒､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ
顆粒､ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ､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)及びこれに
続発した閉塞性気管支炎

支給

69 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用150μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

70 肺結核症 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ明治 平衡機能障害
障害
２級
３年毎

71 ﾌﾞﾙｾﾗ症 硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ明治
前庭機能障害による平衡機
能障害

障害
２級
３年毎

72
冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術施工
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

73 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

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1000､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣、水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ｻｸｼｿﾞﾝ
100

骨粗鬆症に続発した腰椎圧
迫骨折による体幹機能障害

障害
２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

74 前立腺癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 下肢麻痺による歩行障害
障害
２級
１年毎

75
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死
による左下肢機能障害

障害
２級
１年毎

76 急性気管支炎

ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠200mg､ﾃﾙｷﾞﾝ
Gﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ､ﾙﾎﾞﾗﾎﾞﾝ細
粒､ｹﾝﾀﾝ錠､ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠
10mg

劇症肝炎に続発した痙攣重
積による高度脳機能障害

障害
１級
１年毎

77
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注
第8脳神経障害による感音
難聴

障害
２級
１年毎

78 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注ｼﾘﾝ
ｼﾞ75㎎/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
１級
１年毎

79
肺高血圧症､高尿酸血
症､高血圧症､慢性心
不全

ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg
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)(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）

80 感染性心内膜炎
1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ(疾病)
なし(死亡)

ｼｮｯｸ及びそれに続発した低
酸素脳症(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）

81 腰部脊椎管狭窄症

ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg､ｴｽﾗｯｸ
ｽ静注50mg/5.0mL､ｾﾎﾞﾌﾚ
ﾝ吸入麻酔液､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注
射液0.1mg｢三共｣

呼吸抑制及びそれに続発し
た心停止による低酸素脳症
(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）

82 急性心筋梗塞 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

83
C型慢性肝炎､高血圧
症､高脂血症

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

貧血､血小板減少症 不適正使用 不支給

84 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

血小板減少症 不適正使用 不支給

85 慢性関節ﾘｳﾏﾁ 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

86 急性細菌性咽頭炎 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

87

高血圧症､皮膚炎､皮
脂欠乏症､口内炎､亜
鉛欠乏症､ﾋﾞﾀﾐﾝ欠乏
症､前立腺肥大症､下
痢症､気管支喘息､急
性上気道炎､頚肩腕症
候群

ﾚｺﾙｸ錠25mg､ｷﾌﾟﾚｽ錠
10mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢日医工｣

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死
亡)

不適正使用 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

88
水痘､嘔気､胃部不快
感

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

89

感染性のﾘﾝﾊﾟ節炎
(疑)､気管支炎､喉頭浮
腫､感染性胃腸炎､脱
水症､血小板減少症

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｶﾞﾅﾄﾝ錠50mg､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠
10､ｸﾗﾛｲｼﾝ錠200

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

90
高脂血症､高血圧､肥
満､不眠症

ﾄﾗｲｺｱ錠80mg､ｸﾗｼｴ防風
通聖散ｴｷｽ錠､ﾉﾙﾊﾞｽｸOD
錠5mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

91 関節ﾘｳﾏﾁ なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

92
統合失調症､薬剤性
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群､不眠
症､便秘症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

93 心房細動､胃潰瘍 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 薬物性大腸炎 入院相当でない 不支給

94 鼻汁､咽頭痛
ﾄﾚﾙ細粒〈分包〉､ﾑｺｽﾀ錠
100

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

95
びまん性汎細気管支
炎

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

96 慢性C型肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

貧血､白血球減少症(疾病)
なし(障害)

障害でない 不支給


