
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

右変形性股関節症､う
つ病､不眠症､高血圧
症､過活動膀胱､鉄欠
乏性貧血

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢SW｣､ﾌﾞﾛ
ﾁｿﾞﾗﾑOD錠0.25mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾒﾃﾞﾎﾟﾘﾝ錠0.4

呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制による死亡(死亡)

支給

2 狭心症
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
錠40mg｢NP｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg

再生不良性貧血及びそれに
続発した急性心不全(疾病)
再生不良性貧血に続発した
急性心不全による死亡(死
亡)

支給

3 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾒﾄ
ﾚｰﾄ錠2mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静
注用100､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa
錠10mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾃｵﾌｨﾘ
ﾝ徐放錠100mg｢ｻﾜｲ｣

貧血 支給

4 (予防) ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ 発熱 支給

5 脂質異常症 ﾘﾊﾞﾛOD錠2mg 薬物性肝障害 支給

6 C型肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 発熱 支給

7 C型肝炎
①ｿﾌﾞﾘｱｰﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg
②ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg､
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μg

①多形紅斑型薬疹
②汎血球減少症

支給

8 原発性肺癌 ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100
薬物性肝障害､好酸球増多
症

支給

9 子宮内膜症 ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙ錠100mg 深部動脈血栓症 支給

10 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 支給

11
非結核性抗酸菌症､喀
血

①ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾘ
ﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｸﾗﾘｽ
錠200
②ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg､ﾘ
ﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｶﾙﾎﾞ
ｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､ｸﾗ
ﾘｽ錠200

①汎血球減少症､発熱
②薬物性肝障害

支給

12 高安病
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

13 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

無顆粒球症 支給
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14

慢性下痢､過敏性腸
炎､高血圧､逆流性食
道炎､骨粗鬆症､口内
炎､感冒

ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､PL配合
顆粒

間質性肺炎 支給

15
急性虫垂炎､急性腎盂
腎炎

ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa静注用1g｢
NP｣

薬物性肝障害 支給

16

ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､TSH 0.008､
FT3 20.0以上､FT4
7.36､白血球7100､赤血
球492万､頻脈あり HR
125/分､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ(10)3T
併用 136/85

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

無顆粒球症 支給

17 左橈骨頭骨折
ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα注射用1g､ｱﾙ
ﾀｯﾄ静注用75mg､ｽｰﾌﾟﾚﾝ
吸入麻酔液

薬物性肝障害 支給

18 歯周炎､歯周組織炎 ﾍﾟﾘｵﾌｨｰﾙ歯科用軟膏2% 薬物性ｼｮｯｸ 支給

19 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 肺血栓塞栓症 支給

20

発作性上室性頻拍､高
血圧､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､胃潰瘍､急性気管
支炎

ﾜｿﾗﾝ錠40mg

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死亡(死
亡)

支給

21 喘息性気管支炎
ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g､ﾈｵﾌｨﾘ
ﾝ注250mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射
液3.3mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

22
卵巣機能不全､月経不
順

ﾗﾍﾞﾙﾌｨｰﾕ28錠
肺血栓塞栓症､深部静脈血
栓症

支給

23 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg
ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患及びそれに
続発した腰椎骨折､多発性胃
潰瘍

支給

24
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染症

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

25 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 支給

26
貧血､月経困難症､過
多月経を伴う子宮筋腫

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

27
喘息､乳癌､不安症､便
秘

ﾒﾌﾟﾁﾝｴｱｰ10μg吸入100
回

不整脈 支給



28
急性心筋梗塞､心肺停
止蘇生後､消化性潰
瘍､下剤

ｴﾌｨｴﾝﾄ錠3.75mg､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
配合錠A81､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

血小板減少症､白血球減少
症

支給

29 肺炎球菌性肺炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg､ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg

下痢､嘔吐 支給

30 風邪 ｱｽｸﾛﾝ 薬物性肝障害 支給

31 肥満解消
｢ｸﾗｼｴ｣漢方防風通聖散
料ｴｷｽEX錠

薬物性肝障害 支給

32 かぜのため ｽﾄﾅｼﾞｪﾙｻｲﾅｽS
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

33
皮膚型結節性多発動
脈炎､口腔内ｶﾝｼﾞﾀﾞ

ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙ経口用2%､ﾜｰ
ﾌｧﾘﾝ錠1mg

出血傾向 支給

34 咽頭炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣

過敏症(発赤) 支給

35
慢性副鼻腔炎急性増
悪

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

36

狭心症､脂質異常､高
血圧､胃炎､急性扁桃
炎と急性喉頭炎と急性
鼻炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣､ﾛｺﾙﾅｰﾙ錠100
㎎

憩室出血 支給

37
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､神
経障害性疼痛

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ25mg､ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg

薬物性肝障害 支給

38
関節ﾘｳﾏﾁ､胃炎､肝機
能障害

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠200mg､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟ
ｾﾙ1mg､ｳﾙｿ錠100mg

間質性肺炎 支給

39
不安･抑うつ状態､ﾍﾘｺ
ﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎

ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg､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

40
不安障害､不眠症､急
性胃炎､溶連菌感染
症､片頭痛

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ六
君子湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｸﾗｼｴ葛根湯ｴｷｽ錠
T､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg

薬物性肝障害 支給

41 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い
ｱﾛｰｾﾞﾝ顆粒､ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄ
ﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%｢
CHOS｣

虚血性大腸炎 支給

42 関節ﾘｳﾏﾁ(RA)

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

薬物性肝障害 支給



43 尋常性乾癬､結核予防 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

44
混合性結合組織病
(MCTD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ50mg､注射用ｿﾙ･ﾒﾙ
ｺｰﾄ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

45 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

46
慢性副鼻腔炎､気管支
喘息､倦怠感

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

47
脂肪性肝炎､造影CT検
査時の造影剤

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

48 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ坐
剤1g

間質性肺炎 支給

49 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 顆粒球減少症 支給

50 虫垂切除後創感染 ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg 薬物性肝障害 支給

51 関節痛 ﾊﾞｲｴﾙｱｽﾋﾟﾘﾝ 出血性胃･十二指腸潰瘍 支給

52 大腸癌
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｴ
ｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

53
慢性炎症性脱髄性ﾆｭｰ
ﾛﾊﾟﾁｰ(CIDP)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

54
急性咽頭炎､感冒､発
作性心房細動

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､PL配
合顆粒

出血性胃潰瘍 支給

55
子宮内膜症による月経
困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

56 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾀｸﾛﾘﾑｽ錠
1mg｢参天｣

間質性肺炎 支給

57 関節ﾘｳﾏﾁ ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



58
濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫､B型慢
性肝炎､HBV再活性

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用1000mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用125mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用40mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ静注用500mg

左側大腿骨骨頭無腐性壊
死､右側大腿骨顆部無腐性
壊死

支給

59 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 支給

60 爪白癬､花粉症
ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱﾙﾋﾟｰﾄﾞ錠20

薬物性肝障害 支給

61 胃GIST ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

62 躁うつ病

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100｢ﾖｼﾄﾐ｣､
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ｿﾞﾃﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ｿﾞ
ﾃﾋﾟﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ｿﾞﾃﾋﾟ
ﾝ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠100mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
50mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg､ﾊﾞ
ﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑSR錠100mg
｢ｱﾒﾙ｣

薬物性肝障害 支給

63 心房細動､高血圧症 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 薬物性肝障害 支給

64 慢性鼻副鼻腔炎
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

薬物性肝障害 支給

65 回盲部炎
ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
(25mg/ml)､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙNa
静注用1g｢NP｣

薬物性肝障害 支給

66
不眠症､心窩部異和
感､嘔気

ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ細粒

薬物性肝障害 支給

67
持続性心房細動､慢性
心不全

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾍﾟﾘﾝﾄﾞ
ﾌﾟﾘﾙｴﾙﾌﾞﾐﾝ錠4mg｢ｻﾜｲ｣

無顆粒球症 支給

68 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症
ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼ
ﾝ錠500mg｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

69 (予防)､発熱
ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢EMEC｣

間質性肺炎 支給

70 扁桃腺炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

71
A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ感
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



72 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠
(2mg)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､左化膿性膝関節炎

支給

73

気管支喘息､気管支喘
息重積発作､両ｽﾃﾛｲﾄﾞ
性大腿骨頭壊死､不眠
症､NSAID胃潰瘍､急性
呼吸不全

①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錠5mg｢ﾐ
ﾀ｣､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ40､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)
②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錠5mg｢ﾐ
ﾀ｣､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ40､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
4mg(0.4%)､ﾊｲｺｰﾄ注
4mg(0.4%)

①両側大腿骨骨頭無腐性壊
死
②両側大腿骨顆部無腐性壊
死

支給

74
脱出性内痔核､痔硬化
療法のため

ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付
直腸潰瘍及びそれに続発し
た直腸膣瘻

支給

75 尋常性天疱瘡

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｾﾚｽﾀﾐﾝ
錠､ﾃﾞﾎﾟ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ水懸注
40mg､ｹﾅｺﾙﾄ-A筋注用関
節腔内用水懸注
40mg/1mL

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

76 右変形性膝関節症

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL
　

馬尾症候群による両下肢機
能障害

障害
１級

３年毎

77 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

78
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

79
移植片対宿主病
(GVHD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

80
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

81 (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(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

82 (予防) なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

83 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

84
(感冒症状のため内服
した)

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給



85

統合失調症､薬剤性
ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､高血圧症､便
秘､相△

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

86
慢性腎不全､腎性貧
血､前立腺癌

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

87
左外転神経麻痺､顔面
神経麻痺

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠

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
による歩行障害(障害)

障害等級不該当 不支給

88 ﾌｫｰｸﾄ･小柳･原田病
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､
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

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死､両側膝関節周囲骨無腐
性壊死､S状結腸穿孔（疾病）
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び両側膝関節周囲骨無腐
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


