
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
便秘症､不眠症､(予
防)､前立腺癌

ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

2
急性胃炎疑い､胃部不
快

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾊﾟﾄﾞﾘ
ﾝ注射液7.5mg

心筋虚血 支給

3 骨粗鬆症 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ
嘔吐に続発した低ｶﾘｳﾑ血症
による急性心不全及びけい
れん

支給

4
腹痛､胸やけ､吐き気､
微熱

新ﾋﾞｵﾗｸﾐﾝﾌﾟﾗｽA錠 薬物性肝障害 支給

5 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

6

更年期障害､不眠症､
進行性指掌角皮症､便
秘症､咳喘息､眼精疲
労､肋間神経痛､ﾗﾐｼｰﾙ
は爪白癬に対して使
用､抗菌剤は化膿性結
膜炎 尿路感染症に対
して使用､他は肝障害､
膵炎､脱水に対して使
用

ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾏｲｽﾘｰ錠5mg､ﾛ
ｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸ

薬物性肝障害 支給

7

慢性嘔吐症､嚥下機能
障害､糖尿病､類天疱
瘡､浮腫､慢性胃炎､関
節ﾘｳﾏﾁ､脳梗塞後遺症

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1%､注射用
ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ40

感染症(疾病)
感染症及びそれに続発した
播種性血管内凝固症候群
(DIC)､多臓器不全による死
亡(死亡)

支給

8

関節ﾘｳﾏﾁ､口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ
症､右上眼瞼の腫脹､
急性気管支炎､咽頭
炎､便秘症､掻痒感､疼
痛､しびれ(帯状疱疹後
神経痛)､胃粘膜保護､
紅斑､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽの副
作用予防

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ
1.0mL

多発性皮膚潰瘍 支給

9 2型糖尿病 ﾈｼｰﾅ錠25mg 急性膵炎 支給

10 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｶﾞｽﾀｰ錠
20mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg､ｼｵｿﾞｰﾙ注10mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

11 急性上気道炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した転倒後の右腓
骨外果骨折

支給

12
咽喉頭痛､摂食不良､
急性腺窩性扁桃炎

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g 過敏症(顔面浮腫、発赤) 支給
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13 非結核性抗酸菌症
ﾂﾍﾞﾙﾐﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢EMEC｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎及びそれに続発し
た多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

14
溶連菌感染症､化膿性
脊椎炎

注射用ﾍﾟﾆｼﾘﾝGｶﾘｳﾑ100
万単位､ﾀﾞﾗｼﾝS注射液
600mg､ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾈｷｼ
ｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

15 上気道炎､咳､風邪
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
MEEK｣､ﾍﾞﾙｻﾀﾞﾝGK顆粒､
ｸﾞﾘｯﾍﾟﾙS感冒薬

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した敗
血症､肺炎による死亡(死亡)

支給

16
高血圧症､脂質異常
症､直腸癌

ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T150､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg､ﾅｳｾﾞﾘﾝ
OD錠10

薬物性肝障害 支給

17

関節ﾘｳﾏﾁ､右変形性膝
関節症､高血圧､糖尿
病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､
骨粗鬆症､両眼白内障

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

18
躁うつ病､急性上気道
炎､急性胃炎､急性咽
頭炎､じんま疹､胃潰瘍

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD錠10､ﾚﾊﾞﾐ
ﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣､ﾚﾊﾞ
ﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢杏林｣､ﾄﾘｱ
ｿﾞﾗﾑ錠0.125mg｢日医工｣､
ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢日医
工｣

薬物性肝障害 支給

19 脳梗塞､高血圧
ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠100mg､
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

消化管出血(疾病)
消化管出血による死亡(死
亡)

支給

20
肺非結核性抗酸菌症､
逆流性食道炎

ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｴﾌﾞ
ﾄｰﾙ250mg錠､ｸﾗﾘｽ錠
200､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

21 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD､ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄP 腸閉塞 支給

22
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､洞性頻脈

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠
2.5mg｢日医工｣､ﾒｲﾝﾃｰﾄ
錠5mg､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg

薬物性肝障害 支給

23

右変形性膝関節症､腰
椎椎間板変性症､両下
肢末梢性神経障害性
疼痛､胃痛

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ75mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

24 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心房細動
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚ
ﾆﾍﾞｰｽ錠2.5

無顆粒球症 支給

25
子宮内膜症､腰痛症､
洞性頻脈､上顎骨骨髄
炎､肝障害

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｸﾗﾘ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日医
工｣
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｸﾗﾘ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日医
工｣､ｳﾙｿ顆粒5%

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給



26 腰痛症 ｿﾚﾄﾝ錠80 薬物性肝障害 支給

27
足爪白癬､左母趾白
癬､たん白尿､糖尿病､
高血圧

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg､ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨ
ﾝ錠125｢TCK｣

薬物性肝障害 支給

28
甲状腺機能亢進症､発
熱､下痢

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣
②ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｿﾗｼﾛｰ
ﾙ錠10mg
③ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｿﾗｼﾛｰ
ﾙ錠10mg

①薬物性肝障害
②蕁麻疹型薬疹
③下痢

支給

29
急性副鼻腔炎､口腔扁
平苔癬

①ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾂﾑﾗ
辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)
②ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

30
急性上気道炎､咽頭
炎､EBｳｲﾙｽ感染疑い､
咽頭膿瘍疑い

ｹﾝﾀﾝ錠60mg 出血性大腸炎 支給

31 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ｸ
ﾗﾘｽ錠200

血小板減少症 支給

32

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎､H8
年頃ｽﾄﾚｽによる反応
性の精神病症状が一
過性にみられた以降､
軽快維持療法中

ﾗﾍﾞﾌｧｲﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

33
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､移植片対
宿主病

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠4mg､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

34
喘息性気管支炎､蕁麻
疹

ﾄﾐﾛﾝ錠100､ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｶ
ﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

35 心房細動､心房粗動 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg 間質性肺炎 支給

36

上腹部消化器症状､ｲﾗ
ｲﾗなど､狭心症､高脂
血症､糖尿病､間質性
肺炎

ｺﾀﾛｰ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷ
ｽ細粒､ｸﾗｼｴ黄連解毒湯
ｴｷｽ細粒､ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠

間質性肺炎 支給

37
P急発･GA､高血圧症､
糖尿病

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

38 閉経後脊椎骨粗鬆症 ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg 深部静脈血栓症 支給



39 皮膚筋炎､間質性肺炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ(製造販売名不明)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

40 関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
無顆粒球症及びそれに続発
した感染症

支給

41 胆管炎
ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注用
1gﾊﾞｯｸﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ（疾病）
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸによる
死亡（死亡）

支給

42
└6根尖性歯周炎､歯
根破折

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

43 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 下行結腸穿孔 支給

44
上顎骨萎縮症のため
の手術

ﾋﾞｸｼﾘﾝS配合錠､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ
静注用1.5g

出血性大腸炎 支給

45

潜在性結核感染症､鼻
水､喉の軽い痛み､及
び熱発等の風邪の症
状

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

46 (検査)
ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ注370ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

47
右扁桃周囲膿瘍､急性
咽頭喉頭炎､咽頭浮腫

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴静
注用ﾊﾞｯｸﾞ1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾘﾉ
ﾛｻｰﾙ注射液2mg(0.4%)､ﾄ
ﾗﾝｻﾐﾝ注10%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

48
急性上気道炎から急
性気管支炎に移行

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性腸炎 支給

49 足爪白癬､足白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性肝障害 支給

50 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾌﾗｼﾞｰﾙ
内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

51 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
S状結腸穿孔及びそれに続
発した腹膜炎

支給

52 多形浸出性紅斑(四肢)
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

53

異形狭心症(冠攣縮性
狭心症)､脂質異常症､
不眠症､不安症､神経
症､急性冠症候群(急性
心筋梗塞)､ｽﾃﾝﾄ留置

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｺﾆｰﾙ錠
4

無顆粒球症 支給



54 高血圧､不眠症
ﾏｲｽﾘｰ錠10mg､ﾚｻﾞﾙﾀｽ配
合錠HD

薬物性肝障害 支給

55 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

56 ｽﾃﾛｲﾄﾞ骨粗鬆症
ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢日医
工｣

両大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

57
左大腿骨頭壊死､股関
節痛

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg
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

58
気管支喘息､急性気管
支炎､急性扁桃炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

59 急性咽頭炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､PL配合
顆粒､ｼｽﾀﾞｲﾝ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

60 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

61
深部静脈血栓症､肺血
栓塞栓症

ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注1万単位
/10mL｢AY｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症 支給

62 扁桃炎 ｾﾌｷｿﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

63
両ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎､
緑内障､ﾄﾞﾗｲｱｲ､┌67
歯牙欠損症

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg

出血性大腸炎 支給

64 顎関節症
ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg､ﾑｽｶﾙﾑ
錠50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

65
右鼠径ﾍﾙﾆｱの全身麻
酔導入

ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰ
ﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｱﾙﾁﾊﾞ静注
用2mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

66 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼ
ﾘﾝｼﾞ

無菌性髄膜炎 支給

67 顕微鏡的多発血管炎
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg､
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)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

68
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎､中性脂肪320

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 薬物性肝障害 支給

69 胆嚢結石症 ﾋﾞﾘｽｺﾋﾟﾝ点滴静注50
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



70 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾚﾐ
ｹｰﾄﾞ点滴静注用100､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎 支給

71 左突発性難聴
ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ静注用500mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

72 感冒､気管支炎､胃炎
ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ･P錠18000､ｼﾞｪﾆ
ﾅｯｸ錠200mg､ﾋﾟｰｴｲ配合
錠､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

73 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型感染症 ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

74

頚腕症候群(疑)､脊髄
損傷(疑)､頚椎症(疑)､
脳梗塞､による右上肢
麻痺

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

75
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
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

76 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

77
自己免疫性溶血性貧
血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による下肢機能障害､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死による
上肢機能障害

障害
１級

１年毎

78 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

３年毎

79 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

80 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

81 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



82

性器不正出血(子宮体
部癌の疑)､高血圧症､
Ⅱ型糖尿病､脂質代謝
異常､骨粗鬆症､脳梗
塞後遺症､経口摂取不
良

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

83
耳鳴､鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ､突発
性難聴

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

84 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 入院相当でない 不支給

85 潰瘍性大腸炎

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg(旭化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ坐剤
1.0mg､ｽﾃﾛﾈﾏ

左側大腿骨骨頭無腐性壊死
(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

(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 ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫
濃厚血小板-LR｢日赤｣
(78-3232-6399)

E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝
障害

支給

2
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫/非ﾎｼﾞｷﾝﾘ
ﾝﾊﾟ腫(ﾏﾝﾄﾙ細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫)

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給


