
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 発作性心房細動 ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg

心停止及びそれに続発した
脊髄梗塞(疾病)
心停止に続発した脊髄梗塞
による両下肢機能障害(障
害)

支給
１級

１年毎

2 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

3
ｸﾘｵｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症を伴う
多発性骨髄腫

ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾚﾅﾃﾞｯ
ｸｽ錠4mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
0.5mg

深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給

4 ｳｲﾙｽ性気管支炎
本草十全大補湯ｴｷｽ顆
粒-M､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

間質性肺炎 支給

5
異汗性湿疹､胸肋鎖骨
関節炎

ﾂﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg

薬物性肝障害 支給

6 急性咽頭炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾑｺｽﾀ錠
100､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg､ﾒｲ
ｱｸﾄMS錠100mg

薬物性肝障害 支給

7 骨粗鬆症 ﾃﾘﾎﾞﾝ皮下注用56.5μg 薬物性ｼｮｯｸ 支給

8
月経困難症､子宮内膜
症､子宮腺筋症

ﾔｰｽﾞ配合錠
左下肢深部静脈血栓症､肺
血栓塞栓症

支給

9
慢性副鼻腔炎､嗅覚障
害､中耳炎､発熱､感冒

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg 薬物性肝障害 支給

10
月経困難症､過多月
経､膣炎

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28､ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

11

陳旧性脳梗塞､脂質異
常､高尿酸血症､急性
感音性難聴､突発性難
聴

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ15､ﾘ
ﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg､ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠
100

間質性肺炎 支給

12
未破裂脳動脈瘤の手
術目的

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg

心停止及びそれに続発した
低酸素脳症(疾病)
心停止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

13 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ3%

劇症肝炎､出血性大腸炎及
びそれらに続発した多臓器
不全(疾病)
劇症肝炎及び出血性大腸炎
に続発した多臓器不全によ
る死亡(死亡)

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

14 胸部肥厚性瘢痕
①ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg
②ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

①薬物性肝障害
②膀胱炎様症状

支給

15 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

16 手術に伴う出血性貧血
新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
480

輸血関連急性肺障害
(TRALI)

支給

17 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝ
ｼﾞ0.5mL､ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｲ
ｽｺﾁﾝ錠100mg

間質性肺炎 支給

18 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
下肢深部静脈血栓症､肺血
栓塞栓症

支給

19 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD
錠15､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用
100

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血及びそれに
続発した消化管出血､敗血症
性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

20
糖尿病､心房細動､高
血圧症､急性上気道
炎､胃炎､神経痛

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
ZE｣､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､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)

支給

21
骨髄異形成症候群､続
発性骨粗鬆症､急性湿
疹

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg
｢ﾏｲﾗﾝ｣

左大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

22

糖尿病､高脂血症､高
血圧症､陳旧性心筋梗
塞､気管支炎､右肩関
節周囲炎

ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg

胃出血性びらん､出血性十
二指腸潰瘍

支給

23

仕事中に樹脂を削る機
械で右示指､先端を離
断｡骨が露出する程の
切創を認めた｡

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

24 肺癌 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

25
低ｶﾞﾝﾏｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症､悪
性ﾘﾝﾊﾟ腫(血管免疫芽
球性T細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫)

献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-Ⅰ静注用
5000mg

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)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)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
１級

１年毎

26 右眼麦粒腫 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 腹痛､下痢､嘔吐 支給

27

慢性腎不全､糖尿病､
狭心症､逆流性食道
炎､高血圧症､うっ血性
心不全､労作性狭心
症､冠動脈狭窄症

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



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 咽頭･喉頭炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

29
潰瘍性大腸炎､出血､
下痢

ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠250mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ｸ
ﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒

好酸球性肺炎 支給

30
原発生不妊症､子宮内
膜症

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠､HMG注
射用150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､注射
用HCG10,000単位｢F｣

深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

31 急性咽頭扁桃炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾋﾟｰｴｲ
配合錠､ﾌｧﾛﾑ錠200mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性肺炎 支給

32 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB型 ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 薬物性肝障害 支給

33
肥満症､高血圧症､便
秘症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

34
S状結腸癌(術後補助
療法)

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

重症口内炎､汎血球減少症､
消化管出血(疾病)
汎血球減少症に続発した肺
炎による死亡(死亡)

支給

35 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

36 膝痛症･腰痛症 再春痛散湯ｴｷｽ顆粒 間質性肺炎 支給

37 不眠､頭痛､抑うつ状態
ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

38
急性気管支炎､ﾏｲｺﾌﾟﾗ
ｽﾞﾏ感染症､急性胃腸
炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39
関節ﾘｳﾏﾁ､骨そしょう
症､不眠症､胃炎

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

無顆粒球症 支給

40

高血圧､心房細動､頻
脈性不整脈､心臓弁膜
症､尿路疑染､便秘､骨
そしょう症

ﾌﾟﾗｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg
出血(疾病)
出血による死亡(死亡)

支給

41 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
薬物性肝障害､多形紅斑型
薬疹

支給

42 切迫早産 ｳﾃﾒﾘﾝ注50mg 無顆粒球症 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

43 内痔核､便秘症
ﾂﾑﾗ乙字湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

44
右上腕骨頭骨折､小脳
出血後遺症､逆流性食
道炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠
消化管出血(疾病)
消化管出血による死亡(死
亡)

支給

45
子宮内膜症術後 月経
困難症､嘔気､頭痛

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD 右下肢深部静脈血栓症 支給

46 急性気管支炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g

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)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)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
１級

１年毎

47 色素性痒疹､ざ瘡､胃炎
ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､ﾀｶﾞﾒｯﾄ錠
200mg､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg

薬物性肝障害 支給

48 下行結腸癌術後
ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液
0.75%｢PP｣

虚血性大腸炎 支給

49 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

50
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ胃炎(一次
除菌失敗後の二次除
菌目的)

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰ
ﾙ内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

51
膝蓋腱炎､腰部脊柱管
狭窄症､急性気管支炎

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｶﾙｼﾞｰﾙ錠200､ｸﾗﾘ
ｼｯﾄﾞ錠200mg､ﾂﾑﾗ麦門冬
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

52 頭痛 ﾘﾝｸﾞﾙｱｲﾋﾞｰ200 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

53 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ S状結腸穿孔 支給

54 右顔面犬咬傷
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

薬物性肝障害 支給

55 卵管腫瘍 ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

56
てんかん発作が疑わ
れたため､SLE､ｼｪｰｸﾞﾚ
ﾝ症候群

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg､ｺｶｰﾙ
錠200mg､ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ
g

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

57
C型慢性肝炎､皮膚そう
痒症､脂質異常症

ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg､ｿﾌﾞﾘ
ｱｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾍﾟｸﾞｲﾝ
ﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ｱﾚﾛｯｸOD錠5

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

58
肩の痛み､指のこわば
り､しびれ､関節痛､筋
肉痛､腰痛

再春痛散湯ｴｷｽ顆粒 薬物性肝障害 支給

59
月経困難症､双極性感
情障害､慢性副鼻腔
炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾔｰｽﾞ配合錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲ
ﾃﾞｨｽ錠5mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg

血栓及びそれに続発した急
性心筋梗塞(疾病)
血栓に続発した急性心筋梗
塞による死亡(死亡)

支給

60 肺非結核性抗酸菌症
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

61
重度便秘､腹部不快､
腹部膨満

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

62
心房細動､心不全､高
血圧､高脂血症､不眠
症､急性気管支炎

ﾐﾉﾍﾟﾝ錠100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

63 咽頭腫瘤精査のため ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

64
高血圧症､狭心症､関
節痛､膀胱炎

ｵｾﾞｯｸｽ錠150
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

65 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 支給

66 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝ
ｼﾞ0.5mL

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血及びそれに
続発した敗血症による死亡
(死亡)

支給

67
急性肝炎､高血圧症､
鎮痛､肩痛､疲労

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

薬物性肝障害 支給

68

自己免疫性溶血性貧
血､糖尿病､胃潰瘍､高
尿酸血症､ｶﾝｼﾞﾀﾞ食道
炎､骨粗鬆症､肺塞栓
症､心不全

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､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内
障､肺血栓塞栓症

支給

69
躁うつ病､消化器症状､
急性気管支炎､感冒

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒､ｸﾗ
ﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ
酸Na徐放B錠200mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

間質性肺炎 支給

70
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



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

71 潰瘍性大腸炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による右下肢機能障害

障害
２級

１年毎

72 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

73 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-5号
唾液腺障害および舌痛によ
るそしゃく･嚥下･言語機能障
害

障害
２級

３年毎

74 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

75
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

76
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内
腫瘤

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
２級

１年毎

77 肺がん
ﾀｷｿﾃｰﾙ点滴静注用
20mg､ﾀｷｿﾃｰﾙ点滴静注
用80mg

間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

78 前立腺癌 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

79
爪白癬､糖尿病､高血
圧症､便秘､TIA

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢F｣ 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

80
右乳癌腋窩ﾘﾝﾊﾟ節転
移､多発骨転移､右乳
癌の骨転移

ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg
右下顎骨骨髄炎(疾病)
右下顎骨骨髄炎によるそ
しゃく機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

81 慢性膵炎 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

82
ANCA関連腎炎､肺胞
出血

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､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(疾
病)
骨粗鬆症に続発した脊椎多
発性圧迫骨折による脊柱機
能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

83 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

84 自己免疫性肝炎

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｲﾑﾗﾝ錠
50mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｲﾑﾗﾝ錠
50mg､ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg､ﾌﾞ
ｲﾌｪﾝﾄﾞ200mg静注用､ﾓﾀﾞ
ｼﾝ静注用1g､ｵﾒｶﾞｼﾝ点滴
用0.3g､ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ点滴静
注用0.5g

①大腸菌性菌血症による敗
血症､ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ肺炎(疾
病)
②ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ感染
症及びそれに続発した敗血
症(疾病)
ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ感染症
に続発した敗血症による死
亡(死亡)

対象除外薬である 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

85
高血圧症､めまい症､肝
機能障害

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

86
特発性血小板減少性
紫斑病(ITP)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)､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)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

骨粗鬆症及びそれに続発し
た胸椎圧迫骨折(疾病)
骨粗鬆症に続発した胸椎圧
迫骨折による体幹機能障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

87 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
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

88
C型慢性肝炎､慢性胃
炎､糖尿病

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

好中球減少症及びそれに続
発した肺炎､敗血症

不適正使用 不支給

89
電子ｶﾙﾃにより低栄養
状態

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

90 骨髄異形成症候群 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

91
A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､精神遅
滞､上気道炎(合併)

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

92
右尿管結石､前立腺肥
大症､膀胱炎

ﾁｵﾗ錠100､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg､ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

93
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA､急性気管
支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 味覚障害 入院相当でない 不支給

94
胃癌に対し腹腔鏡下幽
門側胃切除術

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 知覚異常 入院相当でない 不支給

95
右頬部腫脹､右眼窩下
膿瘍(頬部腫瘍)

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びこれ
に続発した低酸素脳症

入院相当でない 不支給

96 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(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

障害等級不該当 不支給


