
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 肺炎､胃潰瘍
ｼﾞｽﾛﾏｯｸ点滴静注用
500mg､ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ｸ
ﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

偽膜性大腸炎 支給

2
関節ﾘｳﾏﾁ､頚肩腕症候
群､便秘､しびれ

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
②ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①汎血球減少症(疾病)
②消化管出血(疾病)
汎血球減少症及び消化管出
血による死亡(死亡)

支給

3

無気肺に対する気管支
内視鏡検査を行うため
の鎮静､高血圧症､不
穏､てんかん

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg

呼吸抑制及びそれに続発し
た心肺停止による低酸素脳
症(疾病)
呼吸抑制に続発した心肺停
止による低酸素脳症による
高度脳機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

4 不安定狭心症 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及びそれ
に続発した虚血性視神経症

支給

5
月経困難症､適応障
害､不眠症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

ﾔｰｽﾞ配合錠､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
5mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL

深部静脈血栓症 支給

6 肺炎 ｿﾞｼﾝ静注用4.5 血小板減少症 支給

7
関節ﾘｳﾏﾁ､慢性胃炎､
胃潰瘍防止

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 間質性肺炎 支給

8
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､腰
部脊椎管狭窄症

ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾊｲｺｰﾄ注
4mg(0.4%)

十二指腸穿孔 支給

9 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

下痢､腹痛 支給

10 Ｃ型慢性肝炎

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾃﾗﾋﾞｯｸ錠
250mg､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

間質性肺炎 支給

11 成人発症ｽﾃｨﾙ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg

S状結腸穿孔 支給

12
高血圧､腎機能障害､
IgA腎症

ｱｰﾁｽﾄ錠10mg､ｱﾃﾚｯｸ錠
10､ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250､ﾒｷｼ
ﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｺﾅﾝ錠
10mg

薬物性肝障害 支給

13

２型糖尿病､皮膚そう痒
症､高脂血症､高血圧
症､高尿酸血症､肥満
症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠
40mg､ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100､ｱｸﾄ
ｽ錠30､ﾛｰｺｰﾙ錠20mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎及びそれに続発
した敗血症による死亡(死亡)

支給
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14

Churg-Strauss Synd､
筋炎→四肢筋力低下､
右大腿裏面神経痛様
疼痛

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用500mg
②ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱ
ﾒﾙ｣､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg

①両側大腿骨骨頭無腐性壊
死
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

15 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄﾄ
ﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜｲ｣､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎 支給

16 (予防)
沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞｷｯﾄ｢ﾀ
ｹﾀﾞ｣

発熱 支給

17 (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

18 大腸腫瘍のうたがい 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

19 急性咽頭気管支炎
ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性腸炎 支給

20 肺塞栓症､腰痛症

ｾﾌﾏｿﾞﾝ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ
1g､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｲｵ
ﾊﾟﾐﾛﾝ注370

薬物性肝障害 支給

21

右下肢痛､歩行困難､
頚椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､第
一腰椎圧迫骨折､頚椎
後縦靭帯骨化症

ﾉﾙｽﾊﾟﾝﾃｰﾌﾟ5mg 嘔吐 支給

22 潜在性結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

23

甲状腺機能低下症､頭
痛､身熱感､息苦しさ､
倦怠感､胃もたれ､胸や
け

ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾄﾁﾓﾄのｴﾝｺﾞｻｸ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ末､ﾄﾁﾓﾄのｺｳ
ﾌﾞｼ末､ﾄﾁﾓﾄのｻｲｺ､ﾄﾁﾓﾄ
のｼｬｸﾔｸ末､ﾄﾁﾓﾄのｼｮｳ
ｷｮｳ末､ﾄﾁﾓﾄのｾﾝｷｭｳ末､
ﾄﾁﾓﾄのﾄｳｷ末､ﾄﾁﾓﾄのﾌﾞｸ
ﾘｮｳ末

薬物性肝障害 支給

24
更年期障害､更年期症
状

ﾃﾞｨﾋﾞｹﾞﾙ1mg 血栓性静脈炎 支給

25
便秘・高血圧又皮下脂
肪が多くそれの改善の
為

防風通聖散ｴｷｽ錠〔大
峰〕

薬物性肝障害 支給

26 Per
ｱﾚﾝﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

27 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

28 頸部の筋痛 ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

29
左変形性膝関節症､左
膝関節水腫

ｻｲﾋﾞｽｸﾃﾞｨｽﾎﾟ関節注2mL 左膝関節炎 支給



30 鉄欠乏性貧血､胃炎
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢日医
工｣

薬物性肝障害 支給

31 切迫早産 ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg 薬物性肝障害 支給

32 心房細動､潰瘍予防
ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ
錠10mg､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg

間質性肺炎 支給

33

機能性ﾃﾞｨｽﾍﾟﾌﾟｼｱ(慢
性胃炎)､過敏性腸症候
群､便秘症､逆流性食
道炎､不眠症､変形性
膝関節症､腰部脊柱管
狭窄症

ｱｺﾌｧｲﾄﾞ錠100mg 薬物性肝障害 支給

34 高血圧症 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg 下痢 支給

35 左水腎症 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300
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

支給

36
慢性硬膜下血腫､高脂
血症､筋肉痛､胃潰瘍､
神経痛､頚髄症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5㎎

間質性肺炎 支給

37

化膿性脊椎炎､腸腰筋
膿瘍､腸腰筋膿瘍術
後､低K､HT､PH､DMな
ど

 
ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾊﾞｸﾀ配
合錠､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､ﾐﾉ
ﾏｲｼﾝ錠100mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙNa錠10mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD錠
0.2mg｢MEEK｣､ﾕﾘｰﾌ錠
4mg

無顆粒球症 支給

38
逆流性食道炎､下痢
症､片頭痛､急性気管
支炎､胸やけ

ｸﾗｼｴ半夏瀉心湯ｴｷｽ錠､
ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

39
甲状腺機能亢進症､発
熱､頸部ﾘﾝﾊﾟ節炎

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､PL配合
顆粒､ﾛﾌﾞ錠60mg､ﾒｲｱｸﾄ
MS錠100mg

無顆粒球症 支給

40
不眠症､高尿酸血症､
高血圧症､胃潰瘍､慢
性心不全

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢杏林｣ 過敏性血管炎 支給

41 急性咽頭炎
大鵬かぜ内服液＜ふうね
つ＞

四肢の腫脹､発赤､疼痛 支給

42 関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｼﾑ
ｼﾞｱ皮下注200mgｼﾘﾝｼﾞ

間質性肺炎 支給

43 便秘のため ﾋﾞｽﾗｯﾄｺﾞｰﾙﾄﾞa 薬物性肝障害 支給

44
┌5慢化perにて抜歯
後､不眠症､便秘症､高
脂血症､高血圧症

ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢三和｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



45
月経困難症､子宮内膜
症

ﾔｰｽﾞ配合錠 門脈内血栓症 支給

46
身体表現性障害､過敏
性腸症候群､咽喉頭異
物感

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

47 前立腺癌 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

48 急性膀胱炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

49 左ﾄﾛｻ･ﾊﾝﾄ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ｿ
ﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､注射用ｿﾙ･
ﾒﾙｺｰﾄ40

右化膿性股関節炎､両側大
腿骨骨頭無腐性壊死

支給

50 脂質異常 ﾅｲｼﾄｰﾙ85 薬物性肝障害 支給

51 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 腸閉塞 支給

52 帯状疱疹後神経痛
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣

薬物性肝障害 支給

53 頚椎症
ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾐｵﾅｰﾙ錠
50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

54 卵巣癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
125mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

55 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

56 めまい症､耳鳴り
ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

57 虚血性心疾患 ｾﾌﾏｿﾞﾝ注射用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

58
結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎､
GERD

 
①ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾋﾟﾗ
ﾏｲﾄﾞ原末､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg
②ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾈｷ
ｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg
　
　

①薬物性肝障害
②間質性肺炎

支給

59 子宮内膜症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給



60 胃癌､腹膜播種 ｲｵﾒﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

61 急性虫垂炎疑い
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

62 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ﾀｲﾖｰ｣､
ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ注射液3.6単位

薬物性肝障害 支給

63
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､足白
癬､爪白癬

ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg､ｸﾚｽﾄｰﾙ
錠2.5mg

薬物性肝障害 支給

64
急性上気道炎､高血圧
症､不眠症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎､胃炎

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ反応 支給

65
左肩関節周囲炎(石灰
沈着)

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢YD｣､
ｺﾀﾛｰ黄連解毒湯ｴｷｽｶﾌﾟ
ｾﾙ､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾂﾑ
ﾗ二朮湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢杏
林｣

薬物性肝障害 支給

66 関節ﾘｳﾏﾁ､多発関節痛
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注用25mg

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

67 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

馬尾症候群（疾病）
馬尾症候群に伴う両下肢機
能障害及び排尿・排便障害
による日常生活障害（障害）

支給
1級

1年毎

68 頸椎椎間板ﾍﾙﾆｱ ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240
両下肢麻痺による下肢機能
障害

障害
２級

３年毎

69 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

70 MRSA縦隔炎症､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｢寓有｣

感音難聴による両側聴力障
害

障害
２級

１年毎

71 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 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
１級

１年毎

72 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



73 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､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ｻｸｼ
ｿﾞﾝ300､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
ﾝ錠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

74 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

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

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
１級

１年毎

75 偏頭痛、群発頭痛 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
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

76
Ｃ型肝炎､めまい､蛋白
尿､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢
性胃炎

ﾃﾗﾋﾞｯｸ錠250mg､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

咽頭ｶﾝｼﾞﾀﾞ症 不適正使用 不支給

77 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 入院相当でない 不支給

78

慢性関節ﾘｳﾏﾁ､中葉症
候群､高血圧症､胃潰
瘍､便秘症､逆流性食
道炎､糖尿病

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ0.5mg､ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染による胃
潰瘍及びそれに続発した幽
門狭窄症

対象除外薬である 不支給

79 白斑 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

80 骨粗鬆症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

81 ﾊﾞｾﾄﾞｳ氏病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

82 高脂血症 なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

83 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

84 人工妊娠中絶手術
ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝｷｯﾄ点滴静注用
1g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 不適正使用 不支給



85 根尖性歯周炎 ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 不適正使用 不支給

86
細菌性脳動脈瘤破裂､
細菌性脳動脈瘤破裂
による脳内血腫

ﾌｫｰﾚﾝ
悪性高熱に続発した左半身
不随(疾病)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

87 原発不明癌

　
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ錠0.5mg
　
　
　

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

障害等級不該当 不支給


