
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

左背部痛､感冒症状､
気管支喘息､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､気分変調症に
よる不安･不眠

①ﾆｭｰｶｲﾃｷZ､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
25mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠1㎎(旭化成)､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝｴﾘｷｼﾙ0.01%､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用1000㎎

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)､薬物性肝障害
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ骨粗鬆症

支給

2 直腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

壊死性血管炎 支給

3
冷え､子宮筋腫､月経
前緊張症

ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

4 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ錠
500mg

発熱 支給

5 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD S状結腸穿孔 支給

6 腹痛(虫垂炎の疑い)
ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ

過敏症(呼吸困難) 支給

7

脳梗塞後遺症､胃炎､
不安症､逆流性食道
炎､高血圧症､高尿酸
血症､高脂血症､末梢
神経障害､腰痛､不眠
症､便秘症､腹痛､変形
性腰椎症､狭心症､口
腔乾燥症､胃潰瘍､口
腔乾燥､口内炎､口内
違和感､腰部脊柱管狭
窄症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
臀部びらん､抑うつ状
態、精神不安

ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠2､ﾎﾞ
ﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg､ｱﾛﾁｰﾑ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

8 虫垂炎 ｾﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻酔液
悪性高熱(疾病)
悪性高熱による死亡(死亡)

支給

9 ﾊﾞｾﾄﾞｳ氏病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

10 頚椎硬膜外膿瘍
ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾊﾞｸﾀ配合
錠

薬物性肝障害 支給

11 内頚動脈狭窄症

ｲｵﾌﾟﾛﾐﾄﾞ300注100mL｢
FRI｣､ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単
位/5mL､ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ注射液
15

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及びそれ
に続発した低酸素脳症によ
る死亡(死亡)

支給

12
子宮腺筋症による過多
月経､貧血症､月経困
難症

ﾔｰｽﾞ配合錠
肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死
亡)

支給
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13 頭痛､喉頭違和感 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

14 深部静脈血栓症
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位
/5mL｢AY｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症 支給

15 月経困難症､うつ病 ﾔｰｽﾞ配合錠 左下肢深部静脈血栓症 支給

16 花粉症

ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ小
青竜湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

17 糖尿病 ﾃﾈﾘｱ錠 20mg 間質性肺炎 支給

18
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

19 ﾎﾟﾘｰﾌﾟ様声帯
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

薬物性肝障害 支給

20 左硝子体出血
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注
用100mg｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

21 風邪気味 新ｼﾞｷﾅ顆粒
薬物性肝障害､多形紅斑型
薬疹

支給

22 頚部脊柱管狭窄症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

23

緊張すると異常に発汗
したり口臭が気になっ
たり更年期症状や冷え
症の体質改善のため

東洋漢方の柴胡桂枝乾
姜湯

発熱､薬物性肝障害 支給

24 盲腸癌
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

胸腰部神経根障害 支給

25 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠50mg｢日医工｣､
ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣

間質性肺炎 支給

26 関節ﾘｳﾏﾁ

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ1.0mL､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
2mg｢ﾏｲﾗﾝ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

27
丹毒､逆流性食道炎､
慢性胃炎､感冒､胃腸
炎

ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢
明治｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ
錠10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｻﾗｻﾞｯｸ配
合顆粒､ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(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

尿路感染症､尿路結石
排出促進､前立腺肥
大､陳旧性心筋梗塞､
高血圧症､糖尿病､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､逆流性
食道炎､高尿酸血症

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ
錠20mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､
ﾊﾙﾅｰﾙD錠0.2mg

薬物性肝障害 支給

29
慢性胃炎､機能性ﾃﾞｨｽ
ﾍﾟﾌﾟｼｱ

ｶﾞｽﾘｯｸD錠10mg 薬物性肝障害 支給

30
過活動性膀胱､前立腺
肥大､高血圧､脂質異
常､便秘

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠
2.5mg

間質性肺炎 支給

31 術後(鼻茸切除後)疼痛 ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg
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

32
高熱､関節痛､頭痛緩
和

ｻﾘﾄﾞﾝWi､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 薬物性肝障害 支給

33
肺結核､逆流性食道
炎､不眠症

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ
錠10mg､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾚﾝ
ﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg

薬物性肝障害 支給

34
右脛骨高原骨折､慢性
腎不全

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

無顆粒球症(疾病)
無顆粒球症及びそれに続発
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
右足関節外果骨折､胃
潰瘍､胃炎

ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

37 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

38 便秘 ｺｰﾗｯｸⅡ 虚血性大腸炎 支給

39 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､皮膚そう痒
ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg､ｻﾞｲｻﾞ
ﾙ錠5mg

無顆粒球症 支給

40 肺結核 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 薬物性肝障害 支給

41
急性咽喉頭炎､咽頭
痛･咳嗽･痰･嗄声､急性
気管支炎

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ﾂﾑﾗ麦門冬
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｶﾙ
ﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg

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

42
不眠症､乳癌､高脂血
症

ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg 薬物性肝障害 支給

43

慢性心不全､糖尿病､
高尿酸血症､左内頚動
脈狭窄症､右大腿部し
びれ･疼痛､上顎洞癌

ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg
infusion reaction(疾病)
infusion reactionによる死亡
(死亡)

支給

44
統合失調症､不眠､手
湿疹､皮膚角化症､足
白癬､頭痛､胃痛､下痢

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､ｺﾝﾄﾐﾝ
糖衣錠25mg

薬物性肝障害 支給

45 左急性腎盂腎炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾙﾍﾞﾆﾝ
点滴用0.5g

薬物性肝障害 支給

46 突発性難聴､感冒
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

47 外傷性頸部症候群 ﾘﾄﾞｶｲﾝ注｢NM｣1% ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

48
足白癬､爪白癬､爪甲
帯状色素沈着症､尿路
感染症

ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ
錠100mg､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200､
PL配合顆粒

薬物性肝障害 支給

49

前立腺肥大症､過活動
膀胱､慢性副鼻腔炎､
高血圧症､高尿酸血
症､不眠症

ﾍﾞｼｹｱOD錠2.5mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠250mg

薬物性肝障害 支給

50 急性気管支炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ｱｼﾞｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾘﾝﾀｼﾝ
注射液600mg

薬物性肝障害 支給

51
不安定狭心症､胃粘膜
保護

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ
錠75mg

無顆粒球症 支給

52
ｹﾛｲﾄﾞ･肥厚性瘢痕予
防

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

53 (左)ﾒﾆｴｰﾙ病
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

54 人工膝関節置換術後
ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾊｲﾍﾟﾝ錠
200mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣

血小板減少性紫斑病 支給

55 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400
過敏症(紅斑､浮腫､呼吸困
難)

支給

56 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給
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57 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄLV ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

58
右膝ﾍﾞｰｶｰのう腫､変
形性膝関節症

ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

59
非定型うつ病､月経前
緊張症及び避妊

ｱﾝｼﾞｭ28錠
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

60 逆流性食道炎 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠20mg 間質性肺炎 支給

61
急性尿細管間質性腎
炎､急性腎不全

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

62 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化
成)､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
１級

１年毎

63
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

64
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による
肢体機能障害

障害
２級

１年毎

65
骨髄異形成症候群
(MDS)

照射赤血球濃厚液-LR｢
日赤｣

輸血関連循環過負荷
(TACO)(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）

66 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）

67
難治性播種性非定型
抗酸菌症

ｱﾐｶｼﾝ硫酸塩注射液
100mg｢日医工｣

第8脳神経障害(疾病)
第8脳神経障害による聴力
障害(障害)

障害等級不該当 不支給

68 足白癬(角質増殖型) ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢TCK｣ 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

69 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

汎血球減少症､肺炎及びそ
れに続発した呼吸促迫症候
群(疾病)
汎血球減少症､肺炎に続発し
た多臓器不全による死亡(死
亡)

不適正使用 不支給

70 甲状腺機能亢進症
ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､ﾌﾟﾛﾊﾟ
ｼﾞｰﾙ錠50mg

劇症肝炎 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

71
関節ﾘｳﾏﾁ､尿酸生成抑
制

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｻﾞｲ
ﾛﾘｯｸ錠100､ｾﾚｺｯｸｽ錠
200mg

間質性肺炎 不適正使用 不支給

72
気管支喘息､慢性湿
疹､高脂血症､不眠症

ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
錠0.5mg

骨粗鬆症及びそれに続発し
た腰椎圧迫骨折(疾病)
骨粗鬆症に続発した腰椎圧
迫骨折による脊柱機能障害
(障害)

入院相当でない(疾病)
障害等級不該当(障害)

不支給

73
急性咽頭喉頭炎､逆流
性食道炎

PL配合顆粒､ｸﾗﾘｽ錠200､
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15

間質性肺炎 不適正使用 不支給

74

重症精神遅滞､自閉症
の随伴症状としての躁
状態､不眠症､身体合
併症の2型糖尿病､高
血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､便秘症､(予防)､急
性咽頭炎

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

75
統合失調症(幻聴､独語
など)

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

76
血栓性血小板減少性
紫斑病

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､注
射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ40

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

77 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg

①無顆粒球症
②白血球減少症

入院相当でない 不支給

78
高血圧､便秘症､急性
上気道炎

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 入院相当でない 不支給

79

潰瘍性大腸炎､胃炎､
脂質異常症､逆流性食
道炎､不眠症､高血圧
症

ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ
錠2.5mg

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

(感染被害判定結果)
No. 主な原疾患等 原因生物由来製品名 副作用名 不支給等理由 判定

1 急性膵炎後ｼｮｯｸ､DIC 新鮮凍結血漿-LR｢日赤｣
急性ﾋﾄ免疫不全ｳｲﾙｽ感染
症(急性HIV感染症)

支給

2
下部消化管出血､出血
性ｼｮｯｸ､貧血､2型糖尿
病

照射赤血球濃厚液-LR｢
日赤｣

C型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝
障害

支給

3 骨髄異形成症候群
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣

G群連鎖球菌感染による敗
血症

支給

4
胃癌､消化管穿孔､汎
発性腹膜炎

なし なし
生物由来製品以外の原因
による

不支給


