
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 胃腸炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD
錠10mg｢ｻﾜｲ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

2

肩こり､肺の痛み､めま
い､2型糖尿病､胃腸炎､
逆流性食道炎(疑)､胃
粘膜保護

①ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢ﾀｲﾖｰ｣
②ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠500㎎

①急性腎不全(疾病)
②乳酸ｱｼﾄﾞｰｼｽ(疾病)
急性腎不全､乳酸ｱｼﾄﾞｰｼｽに続発
した多臓器不全による死亡(死亡)

支給

3 かぜ 総合かぜ薬｢ｸﾆﾋﾛ｣ 薬物性肝障害 支給

4
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎･結膜
炎､ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､痔
核､胃部不快感

ｸﾗｼｴ乙字湯ｴｷｽ細粒､ｾ
ﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢EK｣

薬物性肝障害 支給

5
急性大動脈解離
(stanford B)､せん妄

ｻｲﾚｰｽ静注2mg､ｾﾚﾈｰｽ
注5mg

呼吸抑制及びそれに続発した低酸
素脳症(疾病)
呼吸抑制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

6 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性リンパ腫 支給

7 突発性難聴
ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液1.65mg､ﾃﾞ
ｷｻｰﾄ注射液6.6mg

右化膿性股関節炎､右腸腰筋膿
瘍､左上腕骨骨頭無腐性壊死､両
側大腿骨遠位骨幹部無腐性壊死､
左脛骨無腐性壊死､両側大腿骨骨
頭無腐性壊死､蜂巣炎､ざ瘡

支給

8

甲状腺機能亢進症
(Graves病)､慢性心不
全､慢性心房細動､2型
糖尿病､高尿酸血症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾗｼｯｸｽ錠
40mg､ﾗｼｯｸｽ錠20mg､ｻﾞｲ
ﾛﾘｯｸ錠100

汎血球減少症及びそれに続発した
敗血症(疾病：請求外)
汎血球減少症及びそれに続発した
敗血症による死亡(死亡)

支給

9

急性胃腸炎､数年にわ
たり再発を繰り返す全
身性の慢性皮膚炎､慢
性蕁麻疹､背部･胸部膿
疱性ざ瘡

ｱﾚﾛｯｸOD錠5､ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶ
ﾌﾟｾﾙ100

薬物性肝障害 支給

10

かぜの為発熱､発疹､慢
性咽頭炎､慢性喉頭炎､
慢性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､慢性胃炎､逆流
性食道炎

①ﾘｸﾓｰｽ錠200㎎､ｸﾗﾘｽﾛ
ﾏｲｼﾝ錠200㎎｢ﾄｰﾜ｣
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg(0.4%)､ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病

支給

11
膵石症(排石のための
ERCP･EST実施前投薬
に使用)

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg

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

平成２９年度第２回副作用・感染等被害判定第二部会：平成２９年７月２０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

12 急性咽喉頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

多形紅斑型薬疹 支給

13 帝王切開
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

馬尾症候群 支給

14 耳下腺痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

15
右突発性難聴､ﾒﾆｴｰﾙ
病

ｲｿｿﾙﾋﾞﾄﾞ内用液70%分包
40mL｢CEO｣､ｲｿﾊﾞｲﾄﾞｼﾛｯ
ﾌﾟ70%分包30mL､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
D錠10mg｢ｻﾜｲ｣､ﾒﾁｺﾊﾞｰ
ﾙ注射液500μg､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg､ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒
10%､ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μg｢
SW｣､ｱﾃﾞﾎｽ-Lｺｰﾜ注
40mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

16 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

17 後頭部ﾘﾝﾊﾟ節炎 ｶﾛﾅｰﾙ錠300 汎発型薬疹 支給

18
高尿酸血症､高血圧､脂
質異常症､脳梗塞､頭
痛､不眠症､心不全

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ﾃﾊﾞ｣ 紅皮症型薬疹 支給

19
急性上気道炎･咽頭炎
が疑われた､細菌性肺
炎

ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用1.5g､ｸﾗﾘ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ錠60mg｢日医工｣､ｶﾙﾎﾞ
ｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜｲ｣､ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

20 化膿性椎間板炎

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼ
ﾝ塩酸塩点滴静注用1g｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､
ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､L-ｹﾌ
ﾚｯｸｽ顆粒､ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ点
滴静注用200mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

21
頚椎症性神経根症､難
治性疼痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾄﾗﾑｾｯ
ﾄ配合錠

多形紅斑型薬疹 支給

22 急性上気道炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣

ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

23 多発性骨髄腫 ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠4mg 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

24
うつ状態､双極性障害､
不眠症

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾛｾﾞﾚ
ﾑ錠8mg

薬物性肝障害 支給

25 急性肺炎､胃腸炎

①ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ
300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢HK｣､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣
②ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ｲｵﾊﾟﾐﾄﾞｰﾙ
300注ｼﾘﾝｼﾞ100mL｢HK｣､
ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠10mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
EMEC｣､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注
用0.5g｢明治｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴
静注ﾊﾞｯｸﾞ500mg/100mL

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

26 高脂血症、ﾋﾟﾛﾘ菌除去
ｸﾚｽﾄｰﾙOD錠2.5mg､ﾎﾞﾉ
ｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400

汎発型薬疹 支給

27
慢性心不全､狭心症､高
脂血症､高血圧

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､
ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠25mg

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

28 膀胱炎
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

腹痛､嘔吐 支給

29 慢性C型肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 心不全 支給

30 肺結核

①ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末
②ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾘﾌｧｼﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠

①薬物性肝障害
②多形紅斑型薬疹

支給

31
気管支炎および気管支
炎の悪化､社交不安障
害

ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､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Na錠
60mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ
塩酸塩錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠
50mg､ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣

口唇びらん､口腔内びらん 支給

32

慢性咽喉頭炎､咳喘息､
脂質異常症､高血圧症､
高尿酸血症､急性上気
道炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ﾌﾟﾗﾝ
ﾙｶｽﾄ錠112.5mg｢TYK｣

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
骨粗鬆症､高血圧症､脂
質異常症､便秘症､不眠
症､口内炎

ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg､ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg

左大腿骨骨幹部非定型骨折 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

35 子宮筋腫
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ｱﾅﾍﾟｲ
ﾝ注7.5mg/mL

右下肢感覚運動障害 支給

36
総胆管結石性胆管炎､
ERCP後膵炎

ｱﾝﾋﾊﾞ坐剤小児用200mg､
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注150mL､ｵ
ﾑﾆﾊﾟｰｸ300注100mL､ｽﾙ
ﾍﾟﾗｿﾞﾝ静注用1g､ﾁｴﾅﾑ点
滴静注用0.5g､ｿｾｺﾞﾝ注射
液15mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg

多形紅斑型薬疹 支給

37 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

38
関節ﾘｳﾏﾁ､認知症､便
秘症､高血圧

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 汎血球減少症 支給

39
EBV関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾
患､尿路感染症の可能
性､MRSA敗血症

ｾﾌｪﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g｢
ｻﾝﾄﾞ｣､ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ点滴静
注用200mg｢明治｣

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

40 頚椎捻挫､腰椎捻挫
ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単位､ﾎﾞﾙﾀﾚ
ﾝ錠25mg､ﾐｵﾘﾗｰｸ錠
50mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

41
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

42 尿路感染症 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300
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

43
萎縮性胃炎(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 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

44 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
500mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

肺血栓塞栓症(疾病：請求外)
肺血栓塞栓症による死亡(死亡)

支給

45 肥厚性硬膜炎
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
1000mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

46 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､尿路感染症
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷ
ｻｼﾝ錠500mg｢ｱﾒﾙ｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

顆粒球減少症 支給

47 多発性筋炎 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

48

心室性期外収縮､高血
圧症､上室性期外収縮､
頚肩腕症候群､肝機能
障害

ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩錠100mg｢
KCC｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した心筋炎による死亡(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

49 急性腹症
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

50 関節ﾘｳﾏﾁ疑い
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

51 肺癌
ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T200､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

溶血性貧血 支給

52
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ後の咳嗽､不
眠症､狭心症

ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

53 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

54
大腸内視鏡検査の前
処置として使用

ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP､ﾗｷｿﾃﾞｰﾄ内用
液0.75%

S状結腸憩室穿孔 支給

55
感染性粉瘤､糖尿病､感
冒

ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 間質性肺炎 支給

56 脊椎関節炎､高血圧 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

57 気管支炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

薬物性肝障害 支給

58
非特異性大腸炎､全身
性強皮症､血流改善

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg､ｱﾝﾌﾟ
ﾗｰｸﾞ錠100mg

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

59
膜性腎症､高血圧､下腿
浮腫

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠10mg｢NP｣ 血小板減少症 支給

60
左大腿骨軟部悪性腫
瘍(悪性線維性組織球
腫)

ｴｽﾗｯｸｽ静注
50mg/5.0mL､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰ
ﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､ｱﾙﾁﾊﾞ静注
用2mg､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝ
ﾌﾟ1%

薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

61
帯状疱疹､帯状疱疹後
神経痛､うつ､三叉神経
痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50%､ﾃｸﾞﾚﾄｰ
ﾙ錠200mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､
ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg

白血球減少症 支給

62 左下腿浮腫 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

63
高血圧症､帯状疱疹､右
肩関節痛症

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

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

64

子宮内膜症 月経困難
症､強迫神経症､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､右肩関節
周囲炎

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 深部静脈血栓症 支給

65 溶連菌感染症

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ錠200mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｱﾓｷｼ
ｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣

多形紅斑型薬疹 支給

66
左膝肥厚性瘢痕､左膝
関節包炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢KN｣

薬物性肝障害 支給

67 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD S状結腸穿孔 支給

68
前立腺肥大症､肺炎､こ
むら返り

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

69 高血圧 ﾐｺﾝﾋﾞ配合錠AP 薬物性肝障害 支給

70 頭痛 ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg 間質性肺炎 支給

71
胃潰瘍､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
関連胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 上行結腸炎 支給

72
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､咽頭炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠
400mg､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣､
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg

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

73 肺炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg､ﾛｾﾌｨﾝ点滴静
注用1gﾊﾞｯｸﾞ

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

74
扁桃周囲膿瘍､関節ﾘｳ
ﾏﾁ､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ250､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾ
ﾘｵ静注液1000mg

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

75 (健診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹膜炎

支給

76 頚椎々間板変性症
ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細
粒､ｸﾘﾉﾘﾙ錠100､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢あすか｣

薬物性肝障害 支給

77 急性扁桃炎

ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠100mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ｸﾆ
ﾋﾛ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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

78 高血圧
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠2mg｢あす
か｣

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

79
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ感染胃炎､
頚椎症性脊髄症

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

80 骨粗しょう症予防
ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg､ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg､ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg

右大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

81
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

82 骨粗鬆症 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg 食道炎 支給

83 H.pylori胃炎 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

84
右急性外耳炎､急性声
帯炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾀﾅﾍﾞ｣

紅皮症型薬疹 支給

85 骨粗鬆症 ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 左大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

86
右ﾒﾆｴﾙ病､突発性難
聴､回転性めまい症

ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

間質性肺炎 支給

87 溶連菌性咽頭炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

88
気管支拡張症による黄
色痰と咳

ｳﾁﾀﾞのｵｳｺﾞﾝM､ｳﾁﾀﾞのｶ
ﾝｿﾞｳM､ｳﾁﾀﾞのｷｷｮｳM､ｳ
ﾁﾀﾞのｺﾞﾐｼM､ｳﾁﾀﾞのｻﾝｼ
ｼM､ｳﾁﾀﾞのｿｳﾊｸﾋM､ｳﾁ
ﾀﾞのﾁﾝﾋﾟM､ｳﾁﾀﾞのﾃﾝﾓﾝ
ﾄﾞｳM､ｳﾁﾀﾞのﾄｳｷM､ｳﾁﾀﾞ
のﾊﾞｲﾓM､ﾂﾑﾗの生薬ｷｮｳ
ﾆﾝ､ﾂﾑﾗの生薬ｼｮｳｷｮｳ､ﾄ
ﾁﾓﾄのｷｷｮｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾊﾞｸﾓ
ﾝﾄﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾌﾞｸﾘｮｳ､ｳﾁ
ﾀﾞのﾀｲｿｳM､ﾄﾁﾓﾄのﾄｳｷ

薬物性肝障害 支給

89
①胃炎､胃潰瘍(ﾍﾘｺﾊﾞｸ
ﾀﾋﾟﾛﾘ陽性)､②気管支
喘息兼気管支炎

ｻﾞﾝﾀｯｸ錠150､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ﾗﾝｻｯﾌﾟ400

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

90 痛風､逆流性食道炎
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢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



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

91
原発性胆汁性肝硬変､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症(高脂
血症)､脂肪肝

ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg 薬物性肝障害 支給

92 右膝痛 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

93

急性気管支炎､発熱､細
菌感染､急性咽喉頭炎､
急性気管支炎､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢
JG｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢日医工｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷ
ｿｰﾙ塩酸塩錠15mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

94
右人工膝関節全置換
術後感染､鎮痛､胃潰瘍

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠100mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
10mg

無顆粒球症 支給

95 肥満解消のため ｺｯｺｱﾎﾟL錠 間質性肺炎 支給

96
両肩関節周囲炎､腰痛
症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

97 骨粗鬆症
ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg､ﾘｶﾙﾎﾞﾝ
錠1mg､ﾎﾞﾉﾃｵ錠1mg

右大腿骨転子下非定型骨折 支給

98 非特異性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

99
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心不全､心房
細動､神経症､貧血､胃
炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害 支給

100
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎､甲状腺濾胞型乳頭
癌

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400
播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害

支給

101 造影CT
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
125mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

102 気管支炎､気管支喘息 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

103 肛門脱
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｣､
ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ50mg｢ｱﾒﾙ｣

薬物性肝障害 支給

104 骨粗鬆症 ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 両大腿骨骨幹部非定型骨折 支給

105 (検診) ｾﾝﾉｼﾄﾞ錠12mg｢ｾｲｺｰ｣ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 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

106 急性上気道炎
ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg｢ﾀﾂ
ﾐ｣､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠50mg

過敏症(顔面腫脹) 支給

107
関節ﾘｳﾏﾁ､急性上気道
炎

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ｾ
ﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､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

108 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲ
ｼﾝ錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ｻﾜｼﾘ
ﾝ錠250

多形紅斑型薬疹 支給

109
急性上気道炎､咽頭喉
頭炎､急性気管支炎､発
熱､眼周囲腫脹

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣､
ｾﾌｼﾞﾆﾙ細粒小児用10%｢
JG｣

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

110 のどの痛み ﾊｲｶｾﾞEV錠 薬物性肝障害 支給

111
人間ﾄﾞｯｸ検査時の経鼻
内視鏡前処置

ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2%､ｷｼﾛｶｲﾝ
ﾋﾞｽｶｽ2%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

112
ｽｷﾞ花粉症､頭部の痛
み

ｲﾌﾞA錠 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

113
急性咽頭炎､気管支喘
息､急性上気道炎､咽頭
炎､胃炎

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200､ｺｶｰﾙ錠200mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

114 左肩関節周囲炎 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

115

気管支喘息､急性気管
支炎､急性副鼻腔炎､ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､頚椎症､
腰痛症､かぜ､咳､疼痛､
胃炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣､ﾌﾟﾗﾝﾙｶｽﾄ錠225｢
EK｣､ﾁﾙﾐﾝ錠100

薬物性肝障害 支給

116 胃潰瘍 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

117
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 膿疱型薬疹 支給

118
腰痛症､腰部脊柱管狭
窄症､胃粘膜保護

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾑｺｽﾀ
錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

119 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､ｸﾗﾘｽ錠
200

多形紅斑型薬疹 支給

120
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症､
腰椎椎間板症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800､ﾐｵﾅｰﾙ
錠50mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

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

121 急性鼻副鼻腔炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾎﾟﾉﾌｪﾝ錠
15mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻ
ﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

122
左大腿蜂窩織炎､左下
肢蜂窩織炎､急性咽頭
炎

ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg､ﾊﾞﾅﾝ錠
100mg

多形紅斑型薬疹 支給

123
月経困難症､子宮内膜
症

ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

124
高血圧､高脂血症､逆流
性食道炎､ﾒﾆｴｰﾙ病

ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg､ﾂﾑﾗ柴苓
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

125 慢性C型肝炎､腰痛症

ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ200mg､ﾍﾟｸﾞ
ｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

間質性肺炎(疾病：請求外)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

126
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

127
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微小変
化群)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

128
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症､口内炎

ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ､ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ顆粒､
幼児用PL顆粒､ｾﾎﾟｰﾙ

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)に続発した閉塞性気管
支炎による呼吸機能障害

障害
２級

１年毎

129 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾀﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100
閉塞性細気管支炎による呼吸機能
障害

障害
２級

１年毎

130 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ｻｸｼ
ｿﾞﾝ300､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ錠0.5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
肢体機能障害

障害
１級

１年毎

131 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

３年毎

132 偏頭痛､群発頭痛 ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠
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

133
潰瘍性大腸炎､過敏性
腸症候群､前立腺炎

ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠

薬剤性過敏症症候群（DIHS､中毒
性表皮壊死症ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ型）に続
発した閉塞性細気管支炎による呼
吸機能障害

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

134

発作性頻拍症､心房細
動､高血圧､胃潰瘍､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､不眠､整
腸､白癬

ﾘｽﾓﾀﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100㎎
心室頻拍､QT延長(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）

135 関節ﾘｳﾏﾁ､薬剤性肺炎
①ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾘﾏﾁﾙ
錠100mg
②ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg

①間質性肺炎(疾病)
②ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
間質性肺炎及びﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎に
よる呼吸機能障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

※

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

136
高血圧症､2型糖尿病､
心房細動､肺炎

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠250mg｢
JG｣､ｱﾙﾏｲﾗｰ錠50mg､ｸﾞ
ﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣､ｱ
ﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾆﾌｪﾗﾝﾀﾝCR錠20他

薬物性劇症肝炎 医薬品以外の原因による 不支給

137
脳梗塞後､PCI後､狭心
症､心不全､肺炎

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
DK｣､ﾕﾅｽﾋﾟﾝ静注用1.5g､
ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ｶﾙﾍﾞ
ｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾆｺ
ﾗﾝﾏｰﾄ錠5mg他

薬剤性血小板減少症 判定不能（資料不足） 不支給

138
腹腔ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ､横行結双
孔式人工肛門造設術

1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､
塩酸ﾄﾞﾊﾟﾐﾝ注ｷｯﾄ600､注
射用ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ100､ﾐﾗｸﾘｯ
ﾄﾞ注射液10万単位､ｵﾒﾌﾟ
ﾗｰﾙ注用20他

ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注入症候群 医薬品以外の原因による 不支給

139

糖尿病､高血圧症､鉄欠
乏性貧血､腰部脊柱管
狭窄症による高度な腰
痛ならびに両下肢神経
症状

ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ｸﾞﾙﾍﾞｽ配合錠､ﾒ
ﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

140 IgA腎症 ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1% 左腰部皮膚潰瘍 医薬品以外の原因による 不支給

141 腰痛症(変形性脊椎症)

ｱｸﾁｯﾄ輸液､ﾈｵﾗﾐﾝ･ｽﾘｰ
ﾋﾞｰ液(静注用)､ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ
注射液3.6単位､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
注4mg(0.4%)､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg他

無し 医薬品以外の原因による 不支給

142 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｱﾙｻﾙﾐﾝ細粒90%､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､ｻﾞﾝ
ﾀｯｸ錠150他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 判定不能 不支給

143
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､好
酸球性筋膜炎､心房細
動､高血圧

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､水溶性
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾊﾙｼｵﾝ
0.25mg錠､ｶﾛﾅｰﾙ錠200
他

腰痛症 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

144 潰瘍性大腸炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｱｻﾞﾆﾝ錠
50mg､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注
用100､ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg

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)

対象除外薬である 不支給

145
全身性強皮症､多発性
筋炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎
圧迫骨折

入院相当でない 不支給

146
感染性胃腸炎､逆流性
食道炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢日医
工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 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）



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

147 子宮筋腫
ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｷ
ｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2%､ﾏｰｶ
ｲﾝ注0.5%

馬尾症候群(疾病：請求外)
①馬尾症候群に伴う排尿･排便障害
による日常生活障害(障害：過去決定
分)
②なし(障害)

①障害等級不該当
②医薬品以外の原因によ
る

不支給

148

関節ﾘｳﾏﾁ､口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ
症､右上眼瞼の腫脹､急
性気管支炎､咽頭炎､便
秘症､掻痒感､疼痛､し
びれ(帯状疱疹後神経
痛)､胃粘膜保護､紅斑､
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽの副作用予
防

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝ
ｼﾞ1.0mL

多発性皮膚潰瘍(疾病：請求外)
多発性皮膚潰瘍による肢体機能障害
(障害)

障害等級不該当 不支給


