
支給事例等
※

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
深在性真菌症(肺ｱｽﾍﾟ
ﾙｷﾞﾙｽ症疑い)

ｱﾝﾋﾞｿﾞｰﾑ点滴静注用
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

2

前立腺肥大症､過活動
膀胱､便秘､不眠症､黒
毛舌､ｶﾝｼﾞﾀ口腔症､陳
旧性脳梗塞､脂質異常
症､心房細動､高尿酸血
症､前立腺癌､高血圧症

ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞﾙ経口用2%､ﾜｰ
ﾌｧﾘﾝ錠0.5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
1mg

出血傾向及びそれに続発したｼｮｯｸ
(疾病)
出血傾向に続発したｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

3
高血圧性緊急症､脳梗
塞､発作性房室ﾌﾞﾛｯｸ､
心不全､せん妄状態

ｾﾚﾈｰｽ注5mg

呼吸停止及びそれに続発した低酸
素脳症(疾病)
呼吸停止に続発した低酸素脳症に
よる敗血症性ｼｮｯｸによる死亡(死
亡)

支給

4
関節ﾘｳﾏﾁ､治療薬の副
作用予防

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝ
ｼﾞ0.5mL､ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注
50mgｼﾘﾝｼﾞ1.0mL

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血による日常生活障
害(障害)

支給
２級

１年毎

5
拡張型心筋症､心房細
動

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
脊椎硬膜外血腫(疾病)
脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢
麻痺による両下肢機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

6

慢性甲状腺炎､不妊症､
卵巣機能不全､高ﾌﾟﾛﾗｸ
ﾁﾝ血症､不妊治療のた
めの体質改善

ﾂﾑﾗ女神散ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾂﾑﾗ人参養栄湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)､ﾌｪﾏｰﾗ錠
2.5mg､東洋漢方の加味
逍遙散料

薬物性肝障害 支給

7
特発性肺線維症､高脂
血症､胃潰瘍､骨そしょ
う症

ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg 薬物性肝障害 支給

8
月経不順､多のう胞性
卵巣症候群の疑い

ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28,ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28 肺血栓塞栓症 支給

9
尋常性乾癬､慢性関節
ﾘｳﾏﾁ

ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg

感染性心内膜炎及びそれに続発し
たくも膜下出血(疾病)
感染性心内膜炎に続発したくも膜
下出血による死亡(死亡)

支給

10 潰瘍性大腸炎､発熱
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ
注腸1g､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

間質性肺炎 支給

11
急性上気道炎､気管支
炎

①ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾂﾑﾗ清
肺湯ｴｷｽ顆粒(医療用)
②ﾂﾑﾗ清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)
③ｶﾛﾅｰﾙ錠200

①間質性肺炎
②薬物性肝障害
③蕁麻疹型薬疹

支給

12
高血圧症､狭心症､脳梗
塞発症後､高脂血症､急
性上気道炎

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢
FFP｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg

血小板減少性紫斑病 支給
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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

13
高血圧､逆流性食道炎､
慢性胃炎､右下第二小
臼歯の深在性齲蝕

ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250mg 薬物性肝障害 支給

14
(診療録提出のため記
載なし)

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢NP｣

間質性肺炎 支給

15
慢性毛のう炎､疲労感､
皮膚炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

16
下血(虚血性腸炎､直腸
潰瘍)

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症による高度脳機能障
害(障害)

支給
１級

１年毎

17 末梢動脈疾患
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

18 慢性副鼻腔炎､高血圧
ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

19 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5｢ﾎｴｲ｣
②ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸錠35mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

①両側大腿骨骨頭無腐性壊死
②右上顎骨の骨髄炎･骨壊死

支給

20 突発性難聴､慢性胃炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢
EMEC｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠
20mg｢ﾃﾊﾞ｣

間質性肺炎 支給

21
両膝変形性関節症(間
接鏡検査)

ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg､ｴｽﾗｯｸ
ｽ静注50mg/5.0mL､ｾﾌｧｿﾞ
ﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g｢日医
工｣､ｾﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻酔液､
ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg｢第
一三共｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給

22 気管支喘息発作
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､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 支給

23
溶血性連鎖球菌感染
症による扁桃炎

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250

出血性大腸炎 支給

24
本態性高血圧症､┌
7.P.急性化 GAによる切
開

ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 出血性大腸炎 支給

25 関節ﾘｳﾏﾁ

①ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣
②ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15

①間質性肺炎
②中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)

支給

26
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250

出血性大腸炎 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

27
心房細動､総胆管結石
症の治療目的､便秘症､
膵炎予防

注射用ﾅﾌｧﾀｯﾄ10
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

28
出血性大腸炎､逆流性
食道炎､慢性胃炎､高尿
酸血症

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙNa塩錠20mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣､ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害､無顆粒球症､血小
板減少症

支給

29
内臓脂肪型肥満(本人
申し立て)､肥満解消

ﾏｽﾗｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞ 間質性肺炎 支給

30 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎 支給

31
月経困難症､卵巣ﾁｮｺ
ﾚｰﾄのう腫､子宮筋腫､
腺筋症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

32 ｱﾙｺｰﾙ依存症
ﾉｯｸﾋﾞﾝ原末､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

33 癒着性くも膜炎
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g
｢日医工｣､ﾛﾋﾟｵﾝ静注
50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給

34
早期顕症梅毒Ⅱ期(ﾊﾞﾗ
疹)

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣

薬物性肝障害 支給

35 潰瘍性大腸炎
ﾍﾟﾝﾀｻ坐剤1g､ﾒｻﾗｼﾞﾝ腸
溶錠400mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

心膜炎 支給

36

鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ､咽頭炎､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ､外痔核､右肩
関節周囲炎､右低音障
害型感音性難聴､ﾊﾞｾﾄﾞ
ｳ病

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg､ﾒﾙｶｿﾞｰ
ﾙ錠5mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢杏林｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣､ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟ
ｾﾙ75､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
TSU｣

無顆粒球症 支給

37
糖尿病､高血圧､甲状腺
機能亢進

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300

無顆粒球症 支給

38 全身性強皮症
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

39
自立神経失調症､過敏
性腸症候群､ﾘｳﾏﾁ性多
発筋痛症(疑)

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

40 ﾋﾟﾛﾘ菌陽性胃炎
ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ｱﾓ
ｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣

出血性大腸炎 支給

41 急性気管支炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｲﾌﾞﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

顆粒球減少症､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
自律神経失調症､更年
期症候群

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

43 発熱､前立腺炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､
ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用1.5g

薬物性肝障害 支給

44 頚肩腕症候群
ｱﾘﾅﾐﾝF25注､ｶｼﾜﾄﾞｰﾙ静
注

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

45
心室性期外収縮､心室
性期外収縮不整脈､不
安､不眠症

ﾌﾟﾛﾊﾟﾌｪﾉﾝ塩酸塩錠
100mg｢ｵｰﾊﾗ｣､ﾌﾟﾛﾉﾝ錠
150mg､ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸
塩錠10mg｢明治｣､ｿﾗﾅｯｸ
ｽ0.4mg錠

薬物性肝障害 支給

46 急性咽頭喉頭炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

47

2型糖尿病､頭痛症､め
まい症､高脂血症､風
邪､両手指廃用症候群､
右手根管症候群､腰部
脊柱管狭窄症､骨粗鬆
症､発作性上室頻拍､糖
尿病､脂質異常症

ﾍﾞﾈｯﾄ錠75mg
急性期反応(頭痛､疼痛)､腹部不快
感

支給

48 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾛﾗﾀｼﾞﾝ
OD錠10mg｢AA｣

無顆粒球症 支給

49 溶連菌感染症 ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

50
好酸球性多発血管炎
性肉芽腫症､胃潰瘍の
再発抑制､骨そしょう症

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞ
ﾘｰ35mg

無顆粒球症 支給

51 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 胃･十二指腸潰瘍 支給

52
顔面尋常性ざ瘡､表在
性皮膚感染症､顔面掻
破性皮ﾌ炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

53 ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ気管支炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢
ﾀｲﾖｰ｣､ｾﾙﾄﾐﾄﾞ錠30mg

薬物性肝障害 支給

54 急性上気道炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ
L錠45mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

55 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｹｱﾗﾑ錠25mg､ｼﾝﾎﾟﾆｰ
皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ

間質性肺炎 支給
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56 直腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

薬物性肝障害 支給

57 出血性感染性胃腸炎
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｣

偽膜性大腸炎 支給

58
膝関節症､心室性期外
収縮､不眠症

ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩錠
5mg｢日医工｣

高度徐脈､洞不全症候群 支給

59 埋伏歯 抜歯術後
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢CH｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

60
糖尿病､脂質異常症､急
性気管支炎､急性咽頭
炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

61 中毒疹､掻破性湿疹

〔東洋〕黄連解毒湯ｴｷｽ
細粒､ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ
25mg､ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､ｸﾗﾘ
ﾁﾝ錠10mg

薬物性肝障害 支給

62 食欲不振､ﾋﾟﾛﾘ菌陽性
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣､ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250

薬物性肝障害 支給

63
潰瘍性大腸炎､痔核､感
冒

ﾍﾟﾝﾀｻ坐剤1g､ｱｻｺｰﾙ錠
400mg

間質性肺炎 支給

64
肥厚性瘢痕(腹部)､緑
内障､うつ病､睡眠障
害､GERD

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾘｻﾞﾍﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

薬物性肝障害 支給

65 骨髄炎
塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注
用0.5g｢TX｣､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合
静注用4.5｢ﾆﾌﾟﾛ｣

再生不良性貧血 支給

66 急性喉頭蓋炎
ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ｻｸｼｿﾞﾝ
注射用100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

67
子宮腺筋症､月経不順､
不正出血､過多月経

ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

68 胆石症
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

69
むくみ､肥厚性瘢痕､ﾘﾍﾞ
ﾄﾞ血管炎

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

70 潰瘍性大腸炎

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､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)､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾈﾏ注腸20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 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
月経困難症､月経前症
候群(PMS)､ﾄﾘｺﾓﾅｽ膣
炎

ﾔｰｽﾞ配合錠 静脈血栓症 支給

72 心室性期外収縮 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 間質性肺炎 支給

73
急性腹膜炎､急性虫垂
炎

ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

74
双極性感情障害､不眠
症､便秘症､片頭痛､ざ
瘡

ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ防風通聖
散ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

75 膵腫瘤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

76
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､両
側変形性膝関節症

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾅｳｾﾞﾘﾝ
錠10

薬物性肝障害 支給

77
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､気管支
炎､気管支喘息､高ｺﾚｽ
ﾃﾛｰﾙ血症､発熱､風邪

ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa塩錠10mg｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣､ｵｷｻﾄﾐﾄﾞ錠30mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠10mg､葛
根湯ｴｷｽ顆粒〔大峰〕

薬物性肝障害 支給

78 卵巣癌術後再発 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

79
高血圧症､過敏性腸症
候群､てんかん

ｾﾚﾆｶR顆粒40% 薬物性肝障害 支給

80 C型慢性肝炎 ｳﾞｨｷﾗｯｸｽ配合錠 薬物性肝障害 支給

81
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､ｷﾞｯﾃﾙﾏﾝ症
候群､低ｶﾘｳﾑ血症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

82 頭痛 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

83 うつ状態 ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

84 かぜ症状 ﾎﾙﾀﾞﾝﾊｲｶﾌﾟｾﾙ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

85 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 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



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

86
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
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

87
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝｽ･ｼﾞｮ
ﾝｿﾝ症候群)に続発した呼吸機能障
害

障害
１級

１年毎

88 直腸早期癌
2%ｶﾙﾎﾞｶｲﾝｱﾝﾌﾟﾙ､ｱﾅﾍﾟｲ
ﾝ注2mg/mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
7.5mg/mL

脊髄神経障害による体幹機能障害
障害
２級

３年毎

89 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

骨粗鬆症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

90
NTM､細菌性肺炎及び
左記に伴う症状､不眠

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾌﾞﾛ
ﾁｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣､ｱ
ﾃﾞﾌﾛﾆｯｸｽﾞﾎﾟ12.5､ｸﾞﾚｰｽ
ﾋﾞｯﾄ錠50mg

薬物性肝障害(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 間質性肺炎､肺気腫 ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg
薬物性肝障害(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）

※

(感染被害判定結果)

支給事例

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 再生不良性貧血
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(11-1035-2996)

Citrobacter koseri感染による敗血
症及びｴﾝﾄﾞﾄｷｼﾝｼｮｯｸ

支給

平成27年12月1日付け事務連絡（定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた３ワクチンの救済に
ついて、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の
医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。）により支給対象となる事例を含む。



No. 主な原疾患等 使用医薬品名
診断書に記載された

「副作用によるものとみられる
疾病の名称又は症状」

不支給等理由 判定

92
高血圧症､高脂血症､糖
尿病､鉄欠乏性貧血､脳
梗塞後遺症､咳

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝS錠､ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠
25mg､ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､ﾘ
ﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ
錠50mg他

多臓器不全 医薬品以外の原因による 不支給

93
特発性肺線維症､肺炎､
下痢症､肝障害

ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｵﾌｪ
ﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｳﾙｿﾃﾞｵ
ｷｼｺｰﾙ酸錠100mg｢ZE｣､
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg
他

侵襲性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症 医薬品以外の原因による 不支給

94
尿路感染症(重症感染
症)､急性胃炎､DIC

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g､ﾈｵﾗﾐ
ﾝ･ｽﾘｰﾋﾞｰ液(静注用)､ﾌﾟ
ﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg､ｱｼ
ﾉﾝ錠150mg､ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴
用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

95
急性上気道炎､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞA型

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg､ｱｽﾄ
ﾐﾝ錠10mg､C-ﾁｽﾃﾝ錠
250mg､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣､ｲﾅﾋﾞﾙ吸入
粉末剤20mg

薬剤性筋炎･ｼｮｯｸ 判定不能 不支給

96 肝ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

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)､ｳﾙｿ錠
100mg､ｺﾆｰﾙ錠4､ｴﾌﾞﾗﾝ
ﾁﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg他

骨粗鬆症､胸椎圧迫骨折 判定不能 不支給

97
(風邪のひきはじめの症
状)

ﾛｷｿﾆﾝS 急性腹膜炎 医薬品以外の原因による 不支給

98 高血圧症
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100mg､ｼﾝ
ｸﾞﾚｱ錠10mg

急性肝炎 医薬品以外の原因による 不支給

99
骨髄異形成症候群､再
生不良性貧血

ｼﾞﾌﾙｶﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾊﾞ
ｸﾀ配合錠､ｶﾞｽﾀｰD錠
10mg､ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ錠5mg､ｱ
ﾄﾞﾅ錠30mg他

突発性難聴 医薬品以外の原因による 不支給

100 (予防) ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ B型急性肝炎 医薬品以外の原因による 不支給

101 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの疑い
ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣

未記入 判定不能 不支給

102 2型糖尿病 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg 肝機能障害 医薬品以外の原因による 不支給

103

術後のｽﾄﾚｽ下､肝不全
による門脈血流が胃に
流れて､胃潰瘍や出血
するのを予防するため

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ静注用
30mg､ｴﾚﾝﾀｰﾙ配合内用
剤､ﾋﾟｱｰﾚｼﾛｯﾌﾟ65%､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢
MEEK｣他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

不支給事例　（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）



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

104 左前腕～手のCRPS ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTﾊﾟｯﾁ8.4mg 意識障害､呼吸抑制 不適正使用 不支給

105
慢性関節ﾘｳﾏﾁによる
疼痛

ｺﾙﾍﾞｯﾄ錠25mg､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


