
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 高血圧症 ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣

薬物性肝障害(胆汁うっ滞
型)(疾病)
薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)
に続発した肝不全による死
亡(死亡)

支給

2 乾癬性関節炎 ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 汎血球減少症 支給

3 副腎機能不全
①ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg
②ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

①蜂巣炎
②続発性副腎皮質機能不全

支給

4
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､頻脈､皮膚そ
う痒症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg

汎血球減少症 支給

5 急性咽喉頭炎
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｻﾜｲ｣

出血性大腸炎 支給

6

急性前立腺炎､急性腎
盂腎炎､前立腺肥大
症､胃炎､下痢症､肝機
能障害

①ﾕﾘｰﾌ錠2mg､ﾕﾘｰﾌ錠
4mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg､ｶﾞｽﾀｰ錠10mg
②ﾕﾘｰﾌ錠2mg､ﾕﾘｰﾌ錠
4mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg､ｶﾞｽﾀｰ錠10mg､ｾﾙ
ﾆﾙﾄﾝ錠､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg
③ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹
③消化管出血

支給

7 不安定狭心症
ﾆﾄﾌﾟﾛ持続静注液6mg､ｲｵ
ﾊﾟﾐﾛﾝ注370

薬物性ｼｮｯｸ 支給

8

関節ﾘｳﾏﾁ､逆流性食道
炎､慢性肝障害､下腿
浮腫､葉酸欠乏症､骨
粗鬆症､消化管ｶﾝｼﾞﾀﾞ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝ
ｼﾞ0.8mL

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎 支給

9

認知症に伴う不安症
状､糖尿病､糖尿病性
末梢神経障害､不眠
症､高血圧症､誤えん性
肺炎

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g｢
明治｣

薬物性肝障害 支給

10

発作性心房細動､高血
圧症､骨粗鬆症､慢性
胃炎､皮脂欠乏性湿疹
(躯幹､四肢)

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg 貧血 支給

11
排卵障害､続発性不妊
症､橋本病

ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg 薬物性肝障害 支給

12 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給
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13 月経困難症､PMS ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 下腿潰瘍 支給

14 CFSの前処置 ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75%

大腸穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎(疾病)
大腸穿孔に続発した腹膜炎
による死亡(死亡)

支給

15
副腎機能不全､慢性湿
疹

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg､ｺｰﾄﾘﾙ錠
10mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
注2mg(0.4%)

骨粗鬆症及びそれに続発し
た多発性胸腰椎圧迫骨折

支給

16
糖尿病､高尿酸血症､
高脂血症､高血圧症

ﾕﾆｼｱ配合錠HD 血管性浮腫 支給

17 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
注射部位の蜂巣炎様反応､ｱ
ﾅﾌｨﾗｷｼｰ

支給

18 結核腫､逆流性食道炎

ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｲｽｺ
ﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾂ
ﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

19 心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg

①右側大腿骨骨頭無腐性壊
死（疾病）
②左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）

支給
1級

1年毎

20

肺炎､胸膜炎､強皮症､
高血圧､非結核性好酸
菌症､食欲不振､皮膚
のかゆみ

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｱﾑﾛｼﾞ
ﾝOD錠5mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

無顆粒球症及びそれに続発
した敗血症(疾病)
無顆粒球症に続発した敗血
症による死亡(死亡)

支給

21
高血圧症､月経困難
症､子宮内膜症

ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 深部静脈血栓症 支給

22 統合失調症､不眠症
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5mg

薬物性肝障害 支給

23 多発性筋炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

24
間質性肺炎､悪性関節
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)

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

25 狭心症
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ｴﾌｨｴﾝ
ﾄ錠3.75mg

出血性胃･十二指腸潰瘍 支給

26 Basedow病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給



27 むくみ
ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

28 高血圧症 ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg 下痢 支給

29
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､皮膚そう痒
症

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg､ｻﾞｲｻﾞ
ﾙ錠5mg

薬物性肝障害 支給

30 不眠症､統合失調症
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

31
右膝前十字靭帯再建
術後創部感染､感染性
腸炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬物性肝障害 支給

32
潰瘍性大腸炎､感染性
腸炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢明
治｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg

両側ｱｷﾚｽ腱周囲炎､左ｱｷﾚ
ｽ腱断裂

支給

33 ﾙｰﾌﾟｽ腎炎
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

34 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

35 卵管閉塞 ｲｿﾋﾞｽﾄ注300 過敏症(蕁麻疹､顔面腫脹) 支給

36 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘﾏﾁﾙ錠50mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15

薬物性肝障害 支給

37
左鎖骨骨折､左鎖骨遠
位端骨折

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ錠60mg｢EMEC｣

出血性胃潰瘍 支給

38 2型糖尿病
ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg｢
DSEP｣

胸水貯留 支給

39
頸部ﾘﾝﾊﾟ節炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
反応

①ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
②水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射
液100mg

①汎発型薬疹
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ

支給

40 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

41 肩こり､頭痛､胃炎
ｺﾀﾛｰ大柴胡湯去大黄ｴｷ
ｽ細粒

薬物性肝障害 支給



42

関節ﾘｳﾏﾁ､末梢神経障
害､閉塞性動脈硬化
症､逆流性食道炎､脂
質異常症

ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ｺﾙﾍﾞｯﾄ
錠25mg

ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎による死亡
(死亡)

支給

43
胆のう結石症､急性胆
のう炎

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注用20mg｢ﾄｰﾜ｣､
ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

溶血性貧血 支給

44
甲状腺手術における全
身麻酔の麻酔導入

1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｱ
ﾙﾁﾊﾞ静注用2mg､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ
注射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣､ｴｽ
ﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

45 HP胃炎 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

46 間質性肺炎
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､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

47 じんま疹､高脂血症
ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩錠5mg｢ｻ
ﾄｳ｣

薬物性肝障害 支給

48
肺結核､結核性胸膜
炎､高尿酸血症､抗ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ､胃粘膜保護

ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ
錠125mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg､ｱﾚ
ﾛｯｸ錠5

薬物性肝障害 支給

49
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､皮膚そう痒
症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｻﾞｲｻﾞﾙ
錠5mg

無顆粒球症 支給

50 急性咽頭炎
ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾋﾟｰｴｲ
配合錠､ﾛｷﾌﾟﾛﾅｰﾙ錠
60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

51 感冒
PL配合顆粒､ﾌﾙﾍﾟﾝ錠
4mg､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

52
糖尿病､脳梗塞､頻尿･
神経因性膀胱､(予防)

ﾌﾞﾗﾀﾞﾛﾝ錠200mg､｢ﾋﾞｹﾝ
HA｣

薬物性肝障害 支給

53
のぼせ､めまい､上気道
炎､逆流性食道炎

ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾂﾑ
ﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾋﾟｰｴｲ配合錠

薬物性肝障害 支給

54 ﾋﾞﾀﾐﾝ不足 ｱﾆﾏﾘﾝL錠 過敏症(呼吸困難) 支給

55
本人の希望､生理不
順､月経困難症

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

56
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(A型)､上気
道炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮ﾌ
炎､不眠､更年期障害

①ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200
②ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

①間質性肺炎
②薬物性肝障害

支給



57 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

58 急性気管支炎の疑い
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ
坐剤25mg｢JG｣

間質性肺炎 支給

59 上行結腸癌術後 ｲｵﾒﾛﾝ300注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

60 逆流性食道炎 ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg 薬物性肝障害 支給

61 発熱､胆道感染症 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｷｯﾄ静注用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

62 痒疹 ｱｸﾄﾏﾝ 薬物性肝障害 支給

63
うつ病､不眠症､副腎不
全の疑い

ｺｰﾄﾛｼﾝ注射用0.25mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

64 関節ﾘｳﾏﾁ
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､ﾈｷｼ
ｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

65 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

66
高血圧､糖尿病､逆流
性食道炎､咳､喉の腫
れと痛み

三光丸かぜぐすりｶﾌﾟｾﾙ 過敏症(呼吸困難) 支給

67
右頬部肥厚性瘢痕､便
秘

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

68
骨粗鬆症､正常眼圧緑
内障

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

69 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散98.8%｢ﾎﾘｲ｣ 直腸穿孔 支給

70 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用500mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

71 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94%､ﾍﾟﾝﾀｻ坐
剤1g

急性膵炎 支給

72
大動脈弁閉鎖不全症､
胸部大動脈瘤

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給



73 ﾒﾆｴｰﾙ病 ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

74 足爪白癬
ｲﾄﾗｰﾄｶﾌﾟｾﾙ50､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｲﾄﾗｺﾅ
ｿﾞｰﾙ錠50mg｢日医工｣

薬物性肝障害 支給

75 非定型肺炎
ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g

嘔吐 支給

76
右大腿骨転子部骨折
術後のﾘﾊﾋﾞﾘのため

ﾛｷｿﾏﾘﾝ錠60mg､ｴﾄﾄﾞﾗｸ
錠200mg｢JG｣

出血性胃潰瘍 支給

77
月経困難症兼過多月
経

ﾔｰｽﾞ配合錠
深部静脈血栓症､肺血栓塞
栓症

支給

78 肺膿瘍
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

薬物性肝障害 支給

79
骨粗鬆症､高血圧､胃
潰瘍

ｱｸﾄﾈﾙ錠75mg
急性期反応(発熱､頭痛､関
節痛､筋肉痛)

支給

80
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､甲状腺機能
亢進症

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg
薬物性肝障害及びそれに続
発した肝硬変による食道静
脈瘤

支給

81
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､
SLEに対する
PSL(15mg)内服

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

82
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

83 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ300

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

84

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(障害年金診断
書より記載)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液

多発性無腐性骨壊死による
肢体機能障害

障害
１級

１年毎

85 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ注4mg(0.4%)､水溶性ﾊｲ
ﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液100mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg､ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
　
　
　

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び骨粗鬆症に続発した脊
椎多発性圧迫骨折による両
下肢機能障害及び脊柱機能
障害

障害
２級

１年毎



86 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg

異常高血圧症､肺水腫に続
発した胸髄不全麻痺による
脊柱機能障害及び両下肢機
能障害

障害
１級

１年毎

87 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「ﾀｹﾀﾞ」5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る脊柱機能障害

障害
２級

１年毎

88

視床下部性副腎機能
低下症､深部静脈血栓
症､副腎皮質機能低下
症､松果体のう胞､低ｶﾘ
ｳﾑ血症､逆流性食道
炎､頚椎捻挫､腰椎捻
挫､神経障害性疼痛､ﾍ
ﾙﾆｱ､不眠症､便秘症

ｺｰﾄﾘﾙ錠10mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊
死､両側大腿骨骨頭無腐性
壊死､両側膝関節周囲骨頭
無腐性壊死､左側踵骨無腐
性壊死､ｸｯｼﾝｸﾞ症候群（疾
病）
なし（障害）

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（障害）

89 糖尿病
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ錠0.2mg｢日医
工｣

腸閉塞(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）

90 C型慢性肝炎 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg

好中球減少症による敗血症
及びそれに続発した脳梗塞
(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）

91
術後白血球上昇の精
査

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370

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)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

92 膵頭部Ca s/o なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

93
中毒疹を疑わせる四肢
の皮疹及び右膝内側
の発赤

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

94

胃潰瘍又は十二指腸
潰瘍の疑い､胃(上腹
部)不快感､むかつき､
食欲不振､5┐P急性発
作､尿路感染症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

95
両下肢麻痺､膀胱直腸
障害､大腸内視鏡検査

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤

横行結腸穿孔(疾病)
横行結腸穿孔に続発した頚
部､胸部､縦隔気腫による気
道閉塞による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

96
子宮内膜症､卵巣機能
不全

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

97
間質性肺炎､胃炎､骨
粗しょう症､ｶﾘﾆ肺炎

ｻﾑﾁﾚｰﾙ内用懸濁液15%､
ｶﾞｽﾀｰ錠20mg､ﾍﾞﾈｯﾄ錠
75mg

薬物性肝障害(胆汁うっ滞
型)､無顆粒球症

対象除外薬である 不支給

98
過多月経､子宮腺筋
症､鉄欠乏性貧血､慢
性肺動脈血栓塞栓症

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

99
C型慢性肝炎､高血圧､
膠原病性間質性肺炎

ﾀｸﾛﾘﾑｽ錠1mg｢参天｣､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､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

糖尿病 対象除外薬である 不支給



100 高脂血症 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

101
急性扁桃周囲炎､疲れ
やだるさ

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給


