
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

心房細動､急性上気道
炎､前立腺肥大症によ
る尿道狭窄の治療及び
再発予防

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､
ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸ
ﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

2 結節性動脈周囲炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
右肩腱板断裂､骨粗鬆症及びそれ
に続発した右肩関節症､腰椎圧迫
骨折

支給

3 多発性硬化症
ｺﾊﾟｷｿﾝ皮下注20mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

過敏症(呼吸困難､発熱) 支給

4 不妊症､浮腫
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ﾂﾑﾗ
柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

5 閉塞性動脈硬化症

ﾋﾞｼﾞﾊﾟｰｸ320注100mL､ｷｼ
ﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ﾍﾊﾟﾘﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位/5mL｢
AY｣

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

6

前立腺癌､心筋梗塞､脳
梗塞､高血圧症､逆流性
食道炎､抗ｱﾚﾙｷﾞｰ作用
目的

①ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
②ｴﾋﾟﾅｽﾁﾝ塩酸塩錠
20mg｢ｹﾐﾌｧ｣

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)及び
それに続発した血小板減少症
②血小板減少症

支給

7 逆流性食道炎 ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

8
鼻腔腫瘍(瘢痕性肉芽
疑い)､尿路感染症､過
活動膀胱

①ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg
②ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｼﾞ
ｸﾛﾌｪﾅｸNa坐剤50㎎､｢日
新｣､ｳﾘﾄｽ錠0.1mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500㎎､ﾛﾙｶﾑ錠4㎎

①出血性膀胱炎
②薬物性肝障害

支給

9

肺炎､慢性関節ﾘｳﾏﾁ､
逆流性食道炎､低ｱﾙﾌﾞ
ﾐﾝ血症､ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫､
圧迫骨折､咽頭炎､咽頭
痛､紅皮症､糖尿病､薬
疹

ｿﾞｼﾝ静注用4.5

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
による死亡(死亡)

支給

10 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg,ﾌﾟﾛﾌﾟﾗ
ﾉﾛｰﾙ塩酸塩錠10㎎｢日医
工｣
②ｿﾞｼﾝ静注用4.5､ｶﾛﾅｰﾙ
錠500､ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg

①好中球減少症
②薬物性肝障害

支給

11

軽度精神遅滞(統合失
調症併発の可能性あ
り)､眼脂あり､ﾀﾘﾌﾛﾝ点
眼薬0.3%(5mL)を使用し
た

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液
分包1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
内用液分包2mg｢ｱﾒﾙ｣

肺血栓塞栓症(疾病)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

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

12

ANCA関連中耳炎､肥
厚性硬膜炎､第3腰椎
破裂骨折､脂質異常症､
便秘症､薬剤性肝障害､
(接触性皮膚炎)､薬剤
性皮膚炎､ｽﾃﾛｲﾄﾞ性骨
粗鬆症､逆流性食道炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾊﾞｸﾀ配合
錠

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

13 ﾏﾛﾘｰﾜｲｽ症候群 照射赤血球液-LR｢日赤｣

輸血関連急性肺障害(TRALI)､高カ
リウム血症(疾病)
輸血関連急性肺障害(TRALI)、高カ
リウム血症に続発した心停止及び
多臓器不全による死亡(死亡)

支給

14
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､ｵﾙﾒﾃｯｸ
錠40mg､ｵﾙﾒﾃｯｸOD錠
40mg

下痢 支給

15

採卵に向けたFSHの調
整のため､採卵後移植
ができなかった次周期
採卵に向けての調整の
ため

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠 過敏症(蕁麻疹型薬疹) 支給

16
心不全､高血圧､気管支
炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 洞不全症候群 支給

17
右肺膿瘍(発熱､咳､胸
部XP上腫瘤影)

ｿﾞｼﾝ配合点滴静注用ﾊﾞｯ
ｸﾞ4.5､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝ粒状錠500mg｢ﾓ
ﾁﾀﾞ｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静
注用1g｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

18 肺炎
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾛｾﾌｨﾝ
静注用1g､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠
250mg

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

19 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 薬物性肝障害 支給

20
子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ､子宮
粘膜下･筋層内筋腫

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣

ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑ･ﾃﾞｨﾌｨｼﾙ関連下痢 支給

21
急性骨髄性白血病､急
性GVHD

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
125mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)
右側大腿骨骨頭無腐性壊死による
右下肢機能障害(障害)

支給
２級

1年毎

22 左踵骨骨折 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
消化管穿孔(疾病)
消化管穿孔による死亡(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

23
急性気管支炎､急性皮
膚炎､薬疹の疑い

ﾑｺﾌﾞﾛﾁﾝ配合ｼﾛｯﾌﾟ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

24 感染性腸炎
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL､ｱｾ
ﾘｵ静注液1000mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

25
胃炎､不眠症､頭痛､咽
頭喉頭炎､ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ
感染症､副鼻腔炎

ｸﾗﾘｽ錠200､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠
12.5mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､
ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg､ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝ錠15mg

多形紅斑型薬疹 支給

26 ICUせん妄

ｻｲﾚｰｽ静注2mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ内用液1mg/mL「ﾀｶﾀ」､ｱ
ﾀﾗｯｸｽｰP注射液
(25mg/ml)､ﾘﾝﾄﾝ注5mg

呼吸抑制及びそれに続発した低酸
素脳症

支給

27 顕微鏡的多発血管炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

28 うつ病､不眠症 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg QT延長､心室頻拍 支給

29 ｱﾄﾋﾟｰ性咳嗽
ﾛﾗﾀｼﾞﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､濃
厚ﾌﾞﾛﾁﾝｺﾃﾞｲﾝ配合ｼﾛｯﾌﾟ

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

30
高血圧症､慢性副鼻腔
炎

ｸﾗﾘｽ錠200､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

薬物性肝障害 支給

31
関節ﾘｳﾏﾁ､間質性肺
炎､結膜炎

ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠20mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠

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)

支給

32
急性喉頭炎､急性咽頭
炎､急性気管支炎､急性
副鼻腔炎

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾋﾞｸｼﾘﾝS配
合錠､ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ﾌﾞﾙ
ﾌｪﾝ錠100

多形紅斑型薬疹 支給

33 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

34
急性心筋梗塞､皮疹､心
房細動､開心術後､急性
心筋梗塞術後

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢日医工｣､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

35 過敏性肺炎 ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

36 便潜血陽性 ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤 虚血性大腸炎 支給

37
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ感染胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ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

38 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
冠動脈血栓症及びそれに続発した
急性心筋梗塞､肺血栓塞栓症

支給

39 子宮筋腫 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注100mL 過敏症(喉頭浮腫) 支給

40
右耳管狭窄症､急性上
気道炎

ﾙﾘｯﾄﾞ錠150､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg､ｶﾋﾟｽﾃﾝ筋注50mg

多形紅斑型薬疹 支給

41
良性頭位変換性めま
い､感染性腸炎､大腸癌
疑い､造影CTのため

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及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給

42
慢性副鼻腔炎急性増
悪

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

43 関節ﾘｳﾏﾁ

①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
②ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
500mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､
ﾌﾞｼﾚｰﾄ錠100
③ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠
500mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

①血液凝固異常及びそれに伴う皮
下出血
②貧血
③びらん性胃炎及び十二指腸潰瘍
による上部消化管出血

支給

44 上行結腸憩室炎
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静
注用1.5g

出血性大腸炎 支給

45
関節ﾘｳﾏﾁ､潜在性結核
感染症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg 間質性肺炎 支給

46

劇症1型糖尿病､変形
性指関節症､末梢神経
障害､ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚
炎､甲状腺機能低下症､
膵外分泌機能不全

ﾓｰﾋﾞｯｸ錠5mg 腹痛､嘔気 支給

47
過敏性腸症候群､不安
障害

ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠 薬物性過敏症症候群(DIHS) 支給

48
腰部椎間板症､右坐骨
神経痛

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

49
腸管ｽﾋﾟﾛﾍｰﾀ､過敏性
腸症候群､GERD

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ﾀｹ
ｷｬﾌﾞ錠10mg､ｲﾘﾎﾞｰOD錠
5μg

薬物性肝障害 支給

50 便秘 ｽﾙｰﾗｯｸS 虚血性大腸炎 支給
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51 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

52 腰椎椎間板症
ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑSRｶﾌﾟｾ
ﾙ37.5mg｢ｵｰﾊﾗ｣､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50mg

出血性十二指腸潰瘍 支給

53

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､急性咽
頭喉頭炎､急性気管支
炎､急性胃炎､急性副鼻
腔炎

ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg､ｱﾓﾍﾟﾆ
ｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200｢MEEK｣､ﾑｺｿﾚｰ
ﾄLｶﾌﾟｾﾙ45

多形紅斑型薬疹 支給

54
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎､骨粗鬆症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg

多形紅斑型薬疹 支給

55 うつ病 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg 薬物性肝障害 支給

56 左足関節捻挫
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾄﾗﾑｾｯ
ﾄ配合錠

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

57 発熱､全身倦怠感 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSα錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

58
右人工股関節再置換
術後感染

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼ
ﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ注射液
600mg｢NP｣､注射用ﾀｺﾞｼｯ
ﾄﾞ200mg､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩
錠100mg｢ｻﾜｲ｣

汎発型薬疹､薬物性肝障害 支給

59 広節裂頭条虫症
①ﾋﾞﾙﾄﾘｼﾄﾞ錠600㎎
②ｶﾛﾅｰﾙ錠300

①蕁麻疹型薬疹
②急性汎発性発疹性膿疱症
(AGEP)

支給

60
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､高ｺﾚｽ
ﾃﾛｰﾙ血症､不眠症､骨
粗鬆症

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ錠100mg 急性期反応(発熱､頭痛､悪心) 支給

61

左半月板損傷､気管支
喘息､高血圧､うっ血性
心不全､高尿酸血症､高
脂血症

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

馬尾症候群 支給

62 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ感染
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣､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

63 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

64 左脛骨遠位端骨折
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重

馬尾症候群 支給

65 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800 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

66
関節ﾘｳﾏﾁ､本態性高血
圧症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ﾑ
ｺｽﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

多形紅斑型薬疹 支給

67
気管支喘息､急性咽喉
頭炎

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ﾌﾞﾙﾌｪ
ﾝ錠100

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

68
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ菌感染症､急性咽頭
気管支炎

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 蕁麻疹型薬疹 支給

69 右下腿蜂窩織炎
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣

急性膵炎 支給

70
鼻背部瘢痕拘縮､上口
唇ｹﾛｲﾄﾞ

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

71 不安定狭心症
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注5万単位
/50mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症及びそ
れに続発した冠動脈血栓症による
心停止後の低酸素脳症

支給

72
(検診)､便が出なかった
為

ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
直腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

73

心房細動､高脂血症､高
血圧､高尿酸血症､左側
頬粘膜癌術後､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

74 虚血性脳血管障害
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠5mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ
錠75mg

間質性肺炎 支給

75 A群溶連菌感染症
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣

多形紅斑型薬疹 支給

76 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

77 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)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

78 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD S状結腸穿孔 支給

79

COPD､気管支拡張症､
慢性気管支炎､気管支
喘息､非弁膜症性心房
細動

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ｴﾘｷｭｰｽ
錠2.5mg

間質性肺炎 支給

80
慢性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎、喘息､脂質異
常症

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

81
糖尿病､高血圧症､便秘
症､肥満症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg

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

82
右膝前十字靭帯断裂､
右半月板断裂

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺 支給

83 頚部ﾘﾝﾊﾟ節腫脹
ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ
(100mL)

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

84
急性気管支炎､急性咽
頭炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg､ﾂ
ﾛﾌﾞﾃﾛｰﾙﾃｰﾌﾟ2mg｢ｻﾜｲ｣､
ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐
放錠100mg｢ｻﾜｲ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

85
脳梗塞､糖尿病､高血
圧､末梢神経障害､爪白
癬､逆流性食道炎

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠50mg｢日医
工｣

胸水貯留 支給

86
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

87 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

88 高尿酸血症 ﾄﾋﾟﾛﾘｯｸ錠20mg 薬物性肝障害 支給

89 右肩関節炎 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

90 ﾋﾟﾛﾘ菌
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽ錠
200､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg

汎発型薬疹 支給

91 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP 注射部位の蜂巣炎･蜂巣炎様反応 支給

92
咽頭炎､発疹症､皮膚掻
痒症､ﾂﾂｶﾞﾑｼ病の疑い

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ﾐﾉﾏｲｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

93 (予防)､┌7Per
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾚﾙｷﾞｰ性紫斑病 支給

94 胃癌 ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 多形紅斑型薬疹 支給

95 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 支給

96 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ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

97
高尿酸血症､尿酸値
8.8mg/dl

ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg 薬物性肝障害 支給

98 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ S状結腸穿孔 支給

99 尿管結石症
ﾁｷｼﾞｳﾑ臭化物ｶﾌﾟｾﾙ
10mg｢ﾄｰﾜ｣

薬物性肝障害 支給

100 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

101 胃部不快感 ﾘﾌﾚﾗｲﾌ漢方胃腸薬 薬物性肝障害 支給

102 五十肩
ﾂﾑﾗ二朮湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

103

急性気管支炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､気管支喘息､急
性上気道炎､胃粘膜病
変､口内炎

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)､ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠
50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠
225｢EK｣

薬物性肝障害 支給

104 急性扁桃炎･咽頭炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ｸﾗﾘｽ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

105
高血圧症､頚肩腕症候
群､腰痛症､逆流性食道
炎､慢性胃炎､骨粗鬆症

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ
急性期反応(頭痛､筋肉痛､関節痛､
嘔吐)

支給

106 (健診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD S状結腸穿孔 支給

107 潜在性結核感染症
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾄﾞﾝﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾆｻﾞﾁｼﾞﾝ
錠150mg｢YD｣

薬物性肝障害 支給

108
感冒(発熱,咳)､食欲低
下

ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ静注用 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

109 (検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

110

(検診)､両側変形性膝
関節症､高血圧症､閉経
後骨粗鬆症､逆流性食
道炎､便秘

ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD､ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL､
硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散｢ﾎﾘｲ｣

S状結腸穿孔 支給

111 咽頭炎

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｣､ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg､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



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

112 Wegener 肉芽腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ散
右側大腿骨骨頭無腐性壊死､骨粗
鬆症及びこれに続発した脊椎多発
性圧迫骨折･脊髄症

支給

113 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

114
両膝変形性関節症(間
接鏡検査)

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g
｢日医工｣､ｱﾙﾁﾊﾞ静注用
2mg､ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による高度脳機能障害(障害)

支給
１級

1年毎

115 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

１年毎

116 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

117
腎移植後急性拒絶反
応

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、ｿﾙ・ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ125、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
500、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｹﾀﾞ」5mg

左大腿骨骨頭無腐性壊死による左
下肢機能障害

障害
２級

１年毎

118

急性肝炎､腹水､肝性脳
症､便秘､虚血性心疾
患､胆嚢炎､自己免疫性
肝炎

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

119 前立腺癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 下肢麻痺による歩行障害
障害
２級

３年毎

120
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾙｰ
ﾌﾟｽ腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死による
左下肢機能障害

障害
２級

１年毎

121
ｱﾚﾙｷﾞｰ性血管炎､胃ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ､高脂血症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化成)
左ｱｷﾚｽ腱断裂及び腰椎多発性圧
迫骨折による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

122 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾎﾟﾌﾟｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ
75mg/10mL､ﾏｰｶｲﾝ注脊
麻用0.5%高比重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

３年毎

123 ｳｪｹﾞﾅｰ肉芽腫症

①ｲﾑﾗﾝ錠50mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg

①ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ肺炎
②骨粗鬆症及びそれに続発した胸
椎圧迫骨折

①対象除外薬である

①
不支給

②
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

124 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA､上気道炎 ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg 薬物性肝障害 医薬品以外の原因による
不支給

125 左母趾骨髄炎
ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾘ
ﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ﾀﾞﾗｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

薬剤性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

126 骨粗鬆症 ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ 右大腿骨頚部不顕性骨折 医薬品以外の原因による 不支給

127
(診療録提出のため記
載なし)

ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100ml等

MRSA肺炎等 判定不能 不支給

128
慢性胃炎､逆流性食道
炎

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ10mg､ｶﾞｽﾛ
ﾝN錠2mg

薬物性劇症肝炎 医薬品以外の原因による 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

129 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”

薬物性ｼｮｯｸ 入院相当でない 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）


