
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 動悸､貧血様症状 ﾃﾞｨﾋﾞｹﾞﾙ1㎎
肺塞栓症(疾病)
肺塞栓症による死亡(死亡)

支給

2
慢性肝炎､感冒様症
状､急性咽頭炎､急性
気管支炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾆﾌﾗﾝ錠75mg､PL
配合顆粒

間質性肺炎 支給

3

関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
高血圧､逆流性食道
炎､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ､高脂
血症､便秘

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg

汎血球減少症 支給

4 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(A型)
ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ
300mg

薬物性肝障害 支給

5
うつ病､逆流性食道炎､
過食に伴う体重増加

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg､ﾂﾑﾗ
防風通聖散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

6 うつ病､急性気管支炎
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg､ﾊﾟｷｼﾙ
CR錠25mg､ﾊﾟｷｼﾙCR錠
12.5mg

薬物性肝障害 支給

7 肥満症､脂質異常症
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠5

間質性肺炎 支給

8

腹痛(感染性腸炎､虫垂
炎､腹膜炎､腹腔内膿
瘍疑い)､嘔吐､下痢(感
染性腸炎､腹膜炎､腹
腔内膿瘍疑い)

ﾌﾙﾏﾘﾝ静注用1g､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

9
子宮筋腫､過多月経､
月経困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

10 慢性C型肝炎
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg､ｺﾍﾟ
ｶﾞｽ錠200mg､ｳﾙｿ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

11 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

12

胆石症､胆のう炎､胃
炎､逆流性食道炎､感
冒､嘔気､急性上気道
炎

ｳﾙｿ錠100mg､ﾂﾑﾗ半夏瀉
心湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ﾌ
ﾙﾏﾘﾝ静注用1g､ﾂﾑﾗ柴胡
桂枝湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200㎎､ｾﾌｨ
ﾛｰﾑ静注用1g

間質性肺炎 支給

13 潰瘍性大腸炎 ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢AKP｣ 急性膵炎 支給

14
急性上気道炎､急性気
管支炎

PL配合顆粒 出血性大腸炎 支給
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15
異型肺炎(ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ
肺炎)､肺炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注
用100mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｸﾗﾘｽ錠
200､ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg､ﾎﾞ
ﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､ﾒﾛﾍﾟﾝ点
滴用ｷｯﾄ0.5g

間質性肺炎 支給

16 糖尿病 ｸﾞﾙｺﾊﾞｲOD錠100mg 薬物性肝障害 支給

17
骨粗鬆症､末梢神経障
害､高血圧､高脂血症

ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠BP､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ
錠10mg､ｴﾊﾟﾃﾞｰﾙS900

薬物性肝障害 支給

18 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

19
脳梗塞､高血圧､糖尿
病

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 間質性肺炎 支給

20 乾癬､乾癬性関節炎
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL

胸膜炎 支給

21 爪白癬､急性気管支炎 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

22
膀胱炎､直腸癌術後､
不眠症

ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴ
ﾝ酸塩錠5mg｢NP｣､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐ
ﾝD錠0.25mg

薬物性肝障害 支給

23 風邪 ﾌﾟﾚｺｰﾙ持続性ｶﾌﾟｾﾙ 薬物性肝障害 支給

24

肥満症､逆流性食道
炎､慢性胃炎に伴う消
化器症状､便秘症､感
冒､咽頭喉頭炎

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾄｰﾜﾁｰﾑ配合顆
粒､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ｶﾞ
ｽﾓﾁﾝ錠5mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾ
ﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

25
網膜細動脈瘤に伴う滲
出性網膜剥離

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

26
急性副鼻腔炎､急性咽
喉頭炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

27 痛風発作 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

28 急性咽喉頭炎 ﾛｷｿﾆﾝ錠 ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

29
神経性耳鳴､眩暈症､
急性咽頭喉頭炎

ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
250

間質性肺炎 支給
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30 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 偽膜性大腸炎 支給

31 関節ﾘｳﾏﾁ､多関節痛

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL､ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾈｷｼ
ｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

間質性肺炎 支給

32
骨粗鬆症､更年期障
害､高血圧､右側頸部
瘢痕

ｱｸﾄﾈﾙ錠17.5mg､ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

薬物性肝障害 支給

33 (胃がん検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 大腸穿孔 支給

34

急性気管支炎､高血圧
症､心不全､不整脈原
性右室心筋症､脂質異
常症

ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200､ﾑｺｿﾙﾊﾞ
ﾝ錠15mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

35 ｱﾙｺｰﾙ依存症 ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ液-Wf 無顆粒球症 支給

36 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

37 関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg､ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠
80mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

間質性肺炎 支給

38
異型狭心症､逆流性食
道炎､胃炎

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 好酸球増加症候群 支給

40
右突発性難聴､高血圧
症､逆流性食道炎､めま
い

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

41 急性上気道炎 ﾋｽﾄﾐﾝｴｰｽ錠S ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

42
子宮内膜症､月経困難
症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
深部静脈血栓症、肺血栓塞
栓症

支給

43 上口唇肥厚性瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

44
月経困難症､子宮腺筋
症､皮膚そう痒症(尋常
性乾癬による)

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給
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45 脂質異常症､爪白癬 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾝﾄﾞ｣ 薬物性肝障害 支給

46 7┐C3潰瘍性歯髄炎 ﾍﾟﾘｵﾄﾞﾝ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

47 (顔面挫創)ｹﾛｲﾄﾞ ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

48
変形性脊椎症､第2腰
椎圧迫骨折､変形性腰
椎症

ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 胃穿孔 支給

49

逆流性食道炎､びらん
性胃炎､十二指腸炎､
(便秘､胃もたれ､胸や
け､吐き気､食欲不振)

ｾﾙﾍﾞｰﾙ､ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10 薬物性肝障害 支給

50
顔面酒さ､満面毛のう
炎､顔面接触皮膚炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾌｪｷｿﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩
錠60mg｢KN｣

薬物性肝障害 支給

51
逆さ睫毛(左側二重埋
没一針固定術施行)

ｷｼﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅ
ﾐﾝ(1:100,000)含有､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

52
急性ｽﾄﾚｽ潰瘍による
吐血

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注用20mg｢
NP｣

無顆粒球症 支給

53 感染根管(近心根破折)
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

偽膜性大腸炎 支給

54 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

55 MRSA縦隔炎､肺炎
ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液、塩酸ﾊﾞﾝｺ
ﾏｲｼﾝ点滴静注用0.5g、硫
酸ｱﾐｶｼﾝ注射液｢萬有｣

感音難聴による両側聴力障
害

障害
２級
１年毎

56 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg（旭化成）

骨粗鬆症に続発した胸・腰椎
圧迫骨折による体幹機能障
害

障害
１級
１年毎

57 結腸固定不全術後
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ｱﾅﾍﾟ
ｲﾝ注7.5mg/mL

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
２級
１年毎

58
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多
発性圧迫骨折による両下肢
機能障害

障害
１級
１年毎
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59 気管支喘息

①ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ｻｸｼ
ｿﾞﾝ300
②ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｻ
ｸｼｿﾞﾝ300､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
0.5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死
及び両側大腿骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害

障害
１級
１年毎

60 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2㎎)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び左化膿性膝関節炎によ
る両下肢機能障害

障害
２級
１年毎

61
移植片対宿主病､自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠、水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死、両側大腿骨顆部無腐性
壊死及び左側手根骨無腐性
壊死による肢体機能障害

障害
２級
１年毎

62
慢性炎症性脱髄性多
発根神経炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用500mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
右側大腿骨骨頭無腐性壊死
による右下肢機能障害（障
害）

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

63
関節ﾘｳﾏﾁ､潰瘍性大腸
炎､特発性器質化肺
炎､慢性胃炎､不眠症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

64
変形性脊椎症､坐骨神
経痛､鼻出血､鼻汁

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

65

肺塞栓症再発予防､全
身痛､関節ﾘｳﾏﾁ､多関
節痛､慢性腎不全､脂
質異常症､高血圧

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣､ﾓｰﾋﾞｯｸ錠10mg､ﾌﾞﾚ
ﾃﾞｨﾆﾝ錠50

汎血球減少症
対象除外薬
不適正使用

不支給

66
左肋間部痛､両手足白
癬症､角化性皮膚炎､
左側胸部帯状疱疹

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

67 変形性頚椎症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

68 鼻閉､鼻漏､後鼻漏 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

69 ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 発熱､薬物性肝障害 不適正使用 不支給

70 神経性頻尿 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

71 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､ﾒ
ﾁｽﾀ錠250mg

過敏症(顔面浮腫)(疾病)
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因による
(死亡)

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

72
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎症､高血圧症､骨
粗鬆症､膀胱炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

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(疾病)
左側大腿骨骨頭無腐性壊死
による左下肢機能障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

73
甲状腺機能亢進症､ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠

無顆粒球症 不適正使用 不支給

74 感冒 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

75
関節ﾘｳﾏﾁによる関節
炎

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg､ｱ
ｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

無顆粒球症 不適正使用 不支給

76 直腸潰瘍､誤嚥性肺炎

ｸﾘﾀﾞﾏｼﾝ注600mg､ｾﾌﾀｼﾞ
ｼﾞﾑ静注用1g｢ﾏｲﾗﾝ｣､ｵﾒ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注射用20mg｢日
医工｣

薬物性肝障害(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

77 (記載なし) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

78 肝臓癌 ｲｵﾒﾛﾝ350ｼﾘﾝｼﾞ

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(疾
病)
なし(死亡)

入院相当でない（疾病）
医薬品以外の原因による
（死亡）

不支給


