
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 肺炎(右上葉) ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 両側ｱｷﾚｽ腱断裂 支給

2 心房細動､慢性心不全
ﾋﾟﾙｼﾞｶｲﾆﾄﾞ塩酸塩錠50mg
｢三和｣､ﾍﾞﾗﾊﾟﾐﾙ塩酸塩錠
40mg｢ﾀｲﾖｰ｣

心不全の増悪によるｼｮｯｸ及びそれに
続発した肝障害

支給

3
急性気管支炎､気管支
喘息

ﾒｼﾞｺﾝ散10%､JPS麦門冬湯
ｴｷｽ顆粒〔調剤用〕､PL配
合顆粒

蕁麻疹型薬疹 支給

4
高熱､急性胃炎､胃潰瘍
の疑い

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｶﾞﾅﾄﾝ錠
50mg､ｱﾝﾀｺﾞｽﾁﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾀｹ
ﾌﾟﾛﾝOD錠30､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

5
急性気管支炎､慢性腎
不全(血液透析)､2型糖
尿病

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用0.5g｢
明治｣､ﾊﾟｼﾙ点滴静注液
300mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)及
びそれに続発した播種性血管内凝固
症候群(DIC)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)に
続発した播種性血管内凝固症候群
(DIC)による死亡(死亡)

支給

6

統合失調症､双極性障
害､不眠症､弛緩性便
秘､右腓骨神経麻痺､頭
部･顔･体幹などの皮疹
(脂漏性湿疹､その後薬
疹の可能性を考えて対
応)

①ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠100mg､ｸﾛｻﾞﾘ
ﾙ錠25mg､ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠
2mg｢ｱﾒﾙ｣
②ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠100mg､ｸﾛｻﾞﾘ
ﾙ錠25mg､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠
200｢ﾖｼﾄﾐ｣

①白血球減少症
②汎発型薬疹

支給

7
慢性C型肝炎､高尿酸
血症､甲状腺機能低下
症､不眠症

ｽﾝﾍﾞﾌﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾀﾞｸ
ﾙｲﾝｻﾞ錠60mg

多形紅斑型薬疹､下痢及びそれに続
発した低ﾅﾄﾘｳﾑ血症による意識障害

支給

8

関節炎､関節ﾘｳﾏﾁ(治
療的診断にて関節ﾘｳﾏ
ﾁと診断)､皮疹､NSAID
潰瘍予防

①ﾘﾁﾏﾙ錠100mg
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

①間質性肺炎
②汎発型薬疹､白血球減少､血小板
減少

支給

9 肺結核､胃炎､肝炎 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

10
高血圧､脳梗塞(脳血管
障害)､脳梗塞後状態､
糖尿病､COPD

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81
肺胞出血(疾病)
肺胞出血による死亡(死亡)

支給

11
ｳｲﾙｽ性上気道炎うた
がい､発熱､急性気管支
炎

ｻﾗｻﾞｯｸ配合顆粒､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢YD｣､ﾌｪｷｿ
ﾌｪﾅｼﾞﾝ塩酸塩錠60mg｢
EE｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg

薬物性肝障害 支給

12 感冒､急性胃腸炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝障
害

支給

平成２８年度第６回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２９年３月２３日(木)
(副作用被害判定結果)



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 肺炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

14
感冒､陰部湿疹､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ

ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､ﾂ
ﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

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)

支給

15
小腸穿孔､腹膜炎､腹腔
内膿瘍

ｿﾞｼﾝ静注用4.5

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に続発した低酸素脳
症による死亡(死亡)

支給

16 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

17
関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
間質性肺炎急性増悪､
高ｶﾘｳﾑ血症

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ｱ
ｸﾃﾑﾗ皮下注162mgｵｰﾄｲﾝ
ｼﾞｪｸﾀｰ､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾎﾞ
ﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､ﾄﾗﾑｾｯﾄ配
合錠
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｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､ｼﾞｸ
ﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤12.5mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐
剤25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ｱｰｶﾞﾒｲﾄ
20%ｾﾞﾘｰ25g

①間質性肺炎(疾病)
②下行結腸穿孔(疾病)
間質性肺炎､下行結腸穿孔に続発し
た敗血症による死亡(死亡)

支給

18 統合失調症､嘔気嘔吐
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢
ﾖｼﾄﾐ｣

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した低酸
素脳症(疾病)
薬物性ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症に
よる死亡(死亡)

支給

19
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌感染
胃炎

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ｻﾜ
ｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

無顆粒球症及びそれに続発した肺炎
(疾病)
無顆粒球症に続発した肺炎による死
亡(死亡)

支給

20 肺炎､胸膜炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣､ｱ
ﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25mg､ｱﾝﾀｺﾞｽﾁ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg

蕁麻疹型薬疹 支給

21

C型慢性肝炎､急性上
気道炎､急性咽頭炎､急
性胃炎､両乾性角結膜
炎､両ﾄﾞﾗｲｱｲ

ﾀﾞｸﾙｲﾝｻﾞ錠60mg､ｽﾝﾍﾞﾌﾟﾗ
ｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾊﾞﾅﾝ錠
100mg､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾑｺｽ
ﾀ錠100mg

薬物性肝障害 支給

22 溶連菌性扁桃炎 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎､嘔吐 支給

23 大腸憩室炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

24
急性咽喉頭炎､微熱､頭
痛

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｼｽﾀﾞｲﾝ錠
250mg､ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

25 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

間質性肺炎 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

26

急性感音性難聴､急性
咽喉頭炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎､
急性咽頭炎

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｶ
ﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg､ﾛﾗﾀｼﾞﾝOD錠10mg｢
FFP｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

27

急性気管支炎､全身倦
怠感が強く浮動感があ
る｡急性胃腸炎での下
痢が出現した｡更年期
障害

①ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾂﾑﾗ十全大補
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
②間質性肺炎

支給

28
社交不安障害､嘔気の
予防､軽減(ﾚｸｻﾌﾟﾛの副
作用)

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

29 腰部脊柱管狭窄症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ75mg

多形紅斑型薬疹 支給

30

急性扁桃炎､急性咽頭
炎､ｱﾌﾀ性口内炎､舌
炎､月経困難症､子宮内
膜症

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200㎎､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
3.25%､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15
㎎「ｻﾜｲ」､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25㎎

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)

支給

31
骨粗鬆症､逆流性食道
炎

ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠35mg｢日医
工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ｻﾜｲ｣

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)

支給

32

脂質異常症､高血圧症､
急性気管支炎､咽頭炎､
胃炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､
口内炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜
炎､発熱

ｶｾﾞｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠
250mg

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

33 第1腰椎圧迫骨折
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣

出血性胃潰瘍 支給

34
高尿酸血症､痛風発作､
逆流性食道炎

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 薬物性肝障害 支給

35
気管支喘息 伝染性膿
痂疹

ﾑｺﾀﾞｲﾝDS50%､ｷﾌﾟﾚｽ細粒
4mg､ｱｽﾍﾞﾘﾝ散10%

多形紅斑型薬疹 支給

36

うつ状態､甲状腺機能
低下症､慢性胃炎､腸管
通過障害､胃切除後食
道炎､浮腫､機能性ﾃﾞｨｽ
ﾍﾟﾌﾟｼｱ､肝障害､肺炎､
DIC

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｶﾞﾅﾄ
ﾝ錠50mg､ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μ
g､ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾙﾌﾟﾗｯｸ錠4mg､ﾌ
ｵｲﾊﾟﾝ錠100mg､ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠
5mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死亡)

支給

37 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)

多発性無腐性骨壊死 支給

38
多発性円形脱毛症△
△

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

39 副鼻腔炎

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､ｱﾓｷ
ｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠
250RS

汎発型薬疹 支給
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40 左膝半月板損傷
ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg､ｱﾅﾍﾟ
ｲﾝ注7.5mg/mL､ﾛﾋﾟｵﾝ静
注50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

41
急性気管支炎､A型ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞ

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾋﾟﾘﾅｼﾞﾝ
末､ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾒｼﾞｺﾝ散
10%､ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾒﾁｴﾌ
散10%

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

42

慢性腎不全､脳梗塞后
(左半身ﾏﾋ)､貧血､緑内
障､掻痒症､高血圧､発
作性心房細動､白内障､
変形性頚腰椎症､便秘
症､結膜弛緩症

ｼﾞｺﾞｼﾝ錠0.125mg ｼﾞｷﾞﾀﾘｽ中毒 支給

43 頚椎症性神経根症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

44 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

45
胸協苦満､気管支喘息､
高血圧､逆流性食道炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

46 うつ病
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg､ｱﾓｷｻ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg

頻脈及びそれに続発した心不全 支給

47 深部静脈血栓症
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N1万単位
/10mL｢AY｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症(疾病)
ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発し
た脳梗塞及び心筋梗塞による死亡
(死亡)

支給

48 左母指狭窄性腱鞘炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

49 左肩関節周囲炎
ﾘﾝﾗｷｻｰ錠250mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾙ
ﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg

蕁麻疹型薬疹 支給

50
関節ﾘｳﾏﾁ(StageⅡ
class2)

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣､ﾛﾌﾞ錠60mg､ﾑ
ｺｽﾀ錠100mg

無顆粒球症 支給

51 転移性肺癌
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染症
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾀｹ
ｷｬﾌﾞ錠20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

53

冠攣縮性狭心症､心不
全､逆流性食道炎､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､不安神
経症､頚椎症性神経根
症､慢性疼痛

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 嘔気､悪寒､発汗 支給

54 急性副鼻腔炎

ｸﾗﾘｽ錠200､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾂﾑﾗ
麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠10

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

55
更年期症候群､食欲不
振

ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

56 ﾋﾟﾛﾘ性胃炎
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
EMEC｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20㎎

多形紅斑型薬疹 支給

57
動悸､眩暈､不整脈､ﾍﾟｰ
ｽﾒｰｶｰ植え込み術後の
感染予防

ｸﾗﾘｽ錠200 多形紅斑型薬疹 支給

58
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染
症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感
染胃炎

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

59 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ NEｿﾌﾄｶﾌﾟｾﾙ200mg 薬物性肝障害 支給

60
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､頻脈､じんま
疹

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg､ｵﾛﾊﾟﾀｼﾞﾝ塩酸塩
OD錠5mg｢日医工｣

無顆粒球症 支給

61 頻脈 ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

62 胃の保護､発熱
ｱﾝﾊﾞｰS錠､新ｷｬﾍﾞｼﾞﾝｺｰﾜ
S

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)

支給

63 十二指腸潰瘍 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

64
咽頭炎､頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､
発疹

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

65 右腰背部痛 ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注20mg
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

66

三叉神経痛､ﾘﾝﾊﾟ節炎､
急性咽喉頭炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､胃粘膜保護目
的(胃炎)､胃粘膜保護､
胃炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚ
ﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､
ｾﾞｽﾗﾝ錠3mg､ﾙﾌﾚﾝ配合顆
粒､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠
10mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ZE｣

紅皮症型薬疹 支給

67
回腸末端炎､小腸潰瘍､
感冒様症状

①ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ細粒10%｢日
医工｣､PL配合顆粒
②ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg

①薬物性肝障害
②発熱

支給

68 喘息､急性気管支炎
ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ｼﾝｸﾞﾚｱ
錠10mg､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠15mg

多形紅斑型薬疹 支給

69 左耳後部痛
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

多形紅斑型薬疹 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

70 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

71 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400､ﾐﾔBM錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

72 関節ﾘｳﾏﾁの治療の為
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾒｷ
ｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

73
急性咽頭炎､急性喉頭
炎

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠300､ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠100mg､
ﾊﾞﾅﾝ錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

74
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ感染症

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢日医工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

75 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌感染
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

76 風邪 ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽA錠 汎発性水疱性固定薬疹 支給

77 てんかん発作
ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg､ﾃﾞﾊﾟｹﾝ
R錠100mg

薬物性肝障害 支給

78 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
下行結腸穿孔及びそれに続発した腹
膜炎

支給

79 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 血小板減少症､白血球減少症 支給

80

心房細動､うっ血性心
不全､不整脈､
H28/8/18~続発~軽快
疾患､上気道炎･咽頭
炎･胃炎

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ｴﾅﾗﾌﾟﾘ
ﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠2.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠2.5､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸ
ﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝ
A錠25mg､ｶﾞｽﾀｰD錠
10mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

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

81
逆流性食道炎､尿路感
染症､C型慢性肝炎

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣

血小板減少症及びそれに続発した脳
出血

支給

82
ﾋﾟﾛﾘ感染による慢性胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 出血性大腸炎 支給

83 肺非結核性抗酸菌症 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 血小板減少症､紫斑型薬疹 支給

84 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 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

85
左下肢肥厚性瘢痕(熱
傷後)

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

86
誤嚥性肺炎疑､気管支
肺炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ
錠500mg｢DSEP｣､ﾛｾﾌｨﾝ
静注用1g､C-ﾁｽﾃﾝ細粒
50%

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

87
顕微鏡的多発血管炎
に対して使用､ｽﾃﾛｲﾄﾞ
骨粗しょう症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 左大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

88
脂質異常症､高血圧､急
性気管支炎､内痔核､便
秘

ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒､ｱｾ
ﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢JG｣

間質性肺炎 支給

89
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染
症､慢性胃炎

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢日医工｣

びまん性紅斑型薬疹 支給

90 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

多形紅斑型薬疹 支給

91 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
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､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

92 成人ｽﾃｨﾙ病
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

93 肺微小膿瘍 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 多形紅斑型薬疹 支給

94 急性上気道炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｿﾗﾝﾀｰﾙ
錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

95 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 心筋炎 支給

96

陳旧性心筋梗塞､橋本
病､顕微鏡的多発血管
炎､骨粗鬆症､急性(→
陳旧性)心筋梗塞､心不
全

ﾒｲﾝﾃｰﾄ錠2.5mg 薬物性肝障害 支給

97
急性咽喉頭炎､頚部ﾘﾝ
ﾊﾟ腺炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｾﾌﾀｯｸｶ
ﾌﾟｾﾙ50､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

薬物性肝障害 支給

98
急性上気道炎､発熱､咽
頭痛

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

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)

支給

99 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg 薬物性肝障害 支給

100
急性化膿性扁桃腺炎､
溶連菌感染症

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 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

101
本態性高血圧症､高尿
酸血症､盲腸癌術后

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

102
ﾋﾟﾛﾘ菌感染胃炎､十二
指腸潰瘍瘢痕

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

103 じんま疹 ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

104
ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎､腰椎捻
挫､頚椎捻挫

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

105 外耳道癌 ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注ｼﾘﾝｼﾞ13mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

106 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

107 潰瘍性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

108
高血圧症､脂質異常症､
関節ﾘｳﾏﾁ

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

109 多関節痛 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

110
慢性萎縮性胃炎､ﾍﾘｺ
ﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

111 COPD,不明熱
ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ注300ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

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

112 虚血性心疾患 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL
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

113
胆のう腺筋症に対する
超音波内視鏡検査
(EUS)

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg､ﾐﾀﾞｿﾞﾗ
ﾑ注射液10mg｢ﾀｲﾖｰ｣

嘔吐 支給

114
薬疹疑い､てんかん､胃
痛

ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放B錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾ
ﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

115 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
200mg

間質性肺炎 支給

116 転移性肺がん ｵﾌﾟﾁﾚｲ320注ｼﾘﾝｼﾞ100mL
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



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

117 躁うつ病
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放B錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na
徐放B錠200mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

118 左三叉神経痛
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰ
ﾙ錠200mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg

洞不全症候群 支給

119
糖尿病性末梢神経障
害

ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg 薬物性肝障害 支給

120 PSA高値
ﾌﾟﾛﾊﾝｽ静注15mL､ｸﾞﾙｶｺﾞ
ﾝGﾉﾎﾞ注射用1mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

121 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

122 潰瘍性大腸炎､うつ病
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ顆
粒94%

心膜炎､心筋炎 支給

123 気管支炎､感冒様症状

ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢
CHM｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩
錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｼｰｻｰﾙ錠
15mg､ﾄｰﾜﾁｰﾑ配合顆粒

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

124 膀胱炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

125 狭心症の疑い

ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ注370ｼﾘﾝｼﾞ
100mL､ﾒﾄﾌﾟﾛﾛｰﾙ酒石酸
塩錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾐｵｺｰﾙｽ
ﾌﾟﾚｰ0.3mg

悪心､倦怠感 支給

126 関節ﾘｳﾏﾁ､胸膜炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

127 (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

128 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給

129 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

130
急性上気道炎､急性胃
腸炎､悪感･鼻水･喉の
痛み

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣､ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA
錠､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD錠10

薬物性肝障害 支給

131 急性咽頭炎､脱水症
ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

132 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症､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

133
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染､
慢性胃炎､2型糖尿病､
脂質異常症

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

134
多発性硬化症(非典型
的)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用500mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

135 肺結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾘ
ﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

薬物性肝障害 支給

136 左急性感音難聴､不眠
ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ﾂﾑﾗ
抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療用)､
ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μg

汎発型薬疹 支給

137
上行結腸癌(術後)､肺
転移､ﾘﾝﾊﾟ節転移

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

138 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

139
顔面酒さ､刺激性皮膚
炎

ﾂﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

140
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ除菌目
的

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

141 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

142
喘息治療､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､好酸球性副鼻腔炎

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

143 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

144 急性間質性腎炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､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

145 躁病､不眠症 ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg 薬物性肝障害 支給

146 酒さ
ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg

薬物性肝障害 支給

147
高血圧､脂質異常症､骨
粗鬆症､難治性逆流性
食道炎､SLE

ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ塩酸塩徐放ｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg｢日医工｣､ﾀﾞｲﾌｪ
ﾝ配合錠

多形紅斑型薬疹 支給

148
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 多形紅斑型薬疹 支給

149 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠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
股関節機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

150 急性上気道感染症
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ､ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠､ﾎﾞﾙﾏ
ｹﾞﾝ坐剤25､ﾋﾟｰｴｲ錠､ｻﾜｼ
ﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ､ｵﾗｾﾌ錠

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)(疾病)
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)に続発した肺炎による死亡
(死亡)

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

151 避妊目的 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28 門脈血栓症 支給

152 重症熱傷、感染予防 ﾊﾞﾗﾏｲｼﾝ軟膏 両側感音難聴
障害
１級

５年毎

153 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害

障害
１級

１年毎

154 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
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

155
潰瘍性大腸炎､出血の
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
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体幹機能障害

障害
２級

１年毎

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

両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左
化膿性膝関節炎による両下肢機能障
害

障害
２級

１年毎

157
術後の疼痛管理のた
め

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
10mg/mL､塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ
注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

１年毎

158
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
500､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

多発性無腐性骨壊死による肢体機能
障害

障害
２級

１年毎

159 Wegener 肉芽腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散
骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫
骨折･骨髄症による肢体機能障害

障害
２級

１年毎

160
左前十字靭帯断裂､左
膝十字靭帯断裂

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
7.5mg/mL､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱ
ﾝﾌﾟ1%

両下肢麻痺(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

支給事例等
※

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
骨髄増殖性新生物、急
性転化、化学療法後の
血球減少

照射赤血球液-LR｢日赤｣
(11-2128-7166､12-1627-
6933､78-3728-3684)､照
射濃厚血小板-LR｢日赤｣
(26-0737-4533､78-3738-
9046)

B型肝炎ウイルス感染症による肝障
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）

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。

(感染被害判定結果)



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

161
高尿酸血症､高血圧､逆
流性食道炎､機能性ﾃﾞｨ
ｽﾍﾟﾌﾟｼｱ

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｱｺﾌｧｲ
ﾄﾞ錠100mg､ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ錠
10mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾘｽﾒｯﾄ錠
100mg

全身倦怠感､食思不振､発熱､下痢 判定不能 不支給

162

帯状疱疹､尋常性乾癬､
皮脂欠乏性湿疹､爪白
癬､足白癬､結核性胸膜
炎､ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変､慢
性心不全､心房細動

ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴｻﾝﾌﾞ
ﾄｰﾙ錠250mg､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ
錠1.25mg｢ｻﾜｲ｣､ｻﾑｽｶ錠
15mg他

肝硬変､肝不全増悪 医薬品以外の原因による 不支給

163 高血圧､高尿酸血症
ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明治｣､ｻﾞ
ｲﾛﾘｯｸ錠100

鼻出血 判定不能 不支給

164
肩こり､心室期外収縮､
高血圧症､狭心症､頚椎
症

ﾒｷﾄﾗｲﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100､ﾂﾑﾗ葛
根湯ｴｷｽ顆粒(医療用)､ｱﾑ
ﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾍﾙ
ﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾌﾞﾛﾌﾟ
ﾚｽ錠8他

薬剤性肺障害､間質性肺炎をおこし､
息切れ､咳嗽などあり

医薬品以外の原因による 不支給

165 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､ﾒ
ｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾋﾞｿﾙﾎﾞﾝ錠
4mg､ﾂﾑﾗ麻黄湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

未記入 判定不能 不支給

166 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ｻﾜｲ｣ ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝによる肝機能障害 医薬品以外の原因による 不支給

167 関節ﾘｳﾏﾁ､関節の痛み

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠
50､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣､ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢NS｣他

大細胞型B細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

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

168 肺炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g 薬物性肝障害 入院相当でない 不支給

169 腰椎捻挫
ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｹﾐﾌｧ｣

下肢浮腫(疾病; 請求外)
なし(障害)

医薬品以外の原因による 不支給

170 壊疽性膿皮症
ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾈｵｰﾗ
ﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

敗血症(疾病)
敗血症による死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

171
間質性肺炎､気管支喘
息の急性増悪

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液3.3mg､ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ錠0.5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
4mg(0.4%)､ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請
求外)
判定不能(障害)

判定不能 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」）

不支給事例　（上記以外の事例）



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

172 急性気管支炎

ﾘｱｿﾌｨﾝ静注用1g､ｾﾌｶﾍﾟﾝ
ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢JG｣､ｺﾀﾛｰ麻黄附子
細辛湯ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ､ﾃﾞｷｽﾄﾛ
ﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠
15mg｢NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

汎発型薬疹 入院相当でない 不支給

173 逆流性食道炎
ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大腸炎) 入院相当でない 不支給

174
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(膜性腎
症による)

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(疾病; 請
求外)
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

175

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

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｣､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg

薬物性肝障害 入院相当でない 不支給

176 じんましん
ﾂﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ｢
ﾀﾂﾐ｣､ｱｽﾓｯﾄ錠20mg

薬物性肝障害 入院相当でない 不支給
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