
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 関節ﾘｳﾏﾁ､花粉症
ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ﾛﾌﾞ錠60mg

間質性肺炎 支給

2 亜急性甲状腺炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

3
骨粗鬆症､変形性腰椎
症､両変形性膝関節症

ﾎﾞﾝﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ 急性期反応(背部痛) 支給

4

潰瘍性大腸炎､高尿酸
血症､ｶﾘﾆ肺炎の予防､
ｽﾄﾚｽ性胃潰瘍､ﾋﾞﾀﾐﾝ
不足､高熱を伴う急性
腺窩性扁桃炎

①ﾒｻﾗｼﾞﾝ錠500mg｢日医
工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg
②ﾊﾞｸﾀ配合錠

①間質性肺炎
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

5 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用
100､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌｶﾌﾟｾﾙ1mg

悪性リンパ腫 支給

6 左肩関節痛 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

7 性同一性障害 ｴﾅﾙﾓﾝ錠25mg 薬物性肝障害 支給

8 感染性上気道炎
ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注用1g､ｶﾞｽﾀｰ
注射液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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による肺炎による死亡(死亡)

支給

9 乳腺内膿瘍､胃痛､発熱

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300

無顆粒球症 支給

10
尿道狭窄､前立腺肥大
症､狭心症､慢性結膜炎

ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

11 胸部食道癌
ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL
｢ﾓﾁﾀﾞ｣､ﾀﾞﾙﾃﾊﾟﾘﾝNa静注
5千単位/5mLｼﾘﾝｼﾞ｢HK｣

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及びそ
れに続発した多臓器不全による死
亡(死亡)

支給

12 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

13 顕微鏡的多発血管炎
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
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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

14
うつ状態､下痢､胃潰
瘍､不眠､縦隔炎

①ﾚﾒﾛﾝ錠15mg､ｱﾈﾒﾄﾛ点
滴静注液500mg､ｾﾌｪﾋﾟﾑ
塩酸塩静注用1g｢ｻﾝﾄﾞ｣､
ﾌﾟﾛｼﾞﾌ静注液400
②ﾚﾒﾛﾝ錠15mg､ﾌﾟﾛｼﾞﾌ静
注液400

①無顆粒球症
②QT延長､心室頻拍

支給

15
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､左
ｽﾃﾛｲﾄﾞ性膝関節症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
左化膿性膝関節炎及びそれに続発
した変形性膝関節症､頸部壊死性
筋膜炎及びそれに続発した敗血症

支給

16
右肩石灰沈着性腱板
炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

17 4｣per
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

出血性腸炎 支給

18 くも膜下出血

ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入麻酔液｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣､ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ注250mg､ｴ
ｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL､
ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注用20mg｢
NP｣､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙ
ｲｼ｣､ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点滴静注
30mgﾊﾞｯｸﾞ｢HK｣

横紋筋融解症(疾病)
横紋筋融解症に続発した多臓器不
全による死亡(死亡)

支給

19 肺結核 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

20 過敏性腸症候群 ｲﾘﾎﾞｰOD錠5μg 薬物性肝障害 支給

21
亜急性痒疹､皮脂欠乏
症

ｵｰｽｷﾞ黄連解毒湯ｴｷｽG 間質性肺炎 支給

22 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg
薬物性肝障害､無菌性髄膜炎､好
中球減少症

支給

23
肺炎､COPD､喘息､呼
吸不全､ｶﾝｼﾞﾀﾞ舌炎､食
道炎

ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用3g､ｼ
ﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg､ﾒﾛﾍﾟﾝ点
滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ﾌｧﾝｷﾞｿﾞﾝｼﾛｯﾌﾟ
100mg/mL

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)及びそれに続発した肺
炎による死亡(死亡)

支給

24
関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧症､
多発性心室性及び上
室性期外収縮

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg(旭化
成)

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)

支給

25
①S状結腸癌､②直腸
癌､③左乳癌

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100､
ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

26 足膿瘍
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

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 水平埋伏智歯 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

28

高血圧症､不眠症､過敏
性腸症候群､気管支炎､
咽頭炎､右ﾃﾆｽ肘､左変
形性膝関節症

①ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注
用1g｢日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝOD錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾏｲｽﾘｰ錠5㎎､ﾄﾘﾒﾌﾞﾁ
ﾝﾏｲﾚﾝ酸塩錠100㎎｢日医
工｣､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4
②ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注
用1g｢日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢CH｣､ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝOD錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4

①薬物性肝障害
②急性腎不全

支給

29
急性咽喉頭炎､関節ﾘｳ
ﾏﾁ､乳癌

ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

30 肺炎､発熱の為
ﾛｷｿﾆﾝSﾌﾟﾗｽ､ﾛｾﾌｨﾝ点滴
静注用1gﾊﾞｯｸﾞ､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎 支給

31 心窩部不快感
ｱｺﾌｧｲﾄﾞ錠100mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg

汎発型薬疹 支給

32 風邪 ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸIP 薬物性肝障害 支給

33 ﾋﾟﾛﾘ菌の除菌､胃潰瘍
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽ錠
200､ｶﾞｽﾀｰD錠20mg､ﾀｹ
ｷｬﾌﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

34 高血圧症 ｱﾙﾄﾞﾒｯﾄ錠250 薬物性肝障害 支給

35 感染性心内膜炎､胃炎

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ
錠100mg｢NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢ｸﾆﾋﾛ｣

無顆粒球症 支給

36
ﾋﾟﾛﾘ菌感染症､高血圧､
2型糖尿病

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

37
膝関節症､2型糖尿病､
高血圧､ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚
炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD
錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ100mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
25mg

薬物性肝障害 支給

38 急性上気道炎
PL配合顆粒､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ
配合錠250RS

多形紅斑型薬疹 支給

39 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠2mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
4mg

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

40
胆管炎疑い､肝門部胆
管癌､潰瘍

①ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20㎎､ﾜｲ
ｽﾀｰﾙ配合点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注
100mL､ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注射用
20㎎｢日医工｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃ
ｲﾝ錠500㎎｢JG｣､ﾋﾟﾍﾟﾗｼﾘ
ﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用2g｢日医
工｣
②ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝﾘﾝ酸ｴｽﾃﾙ
注600mg｢ﾄｰﾜ｣

①多形紅斑型薬疹(疾病)
②中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)及びそれに続発した敗血症(疾
病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
及びそれに続発した敗血症による
死亡(死亡)

支給

41 感冒､便秘､心房細動
ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠100mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠500

薬物性肝障害 支給

42 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾊｲﾍﾟﾝ
錠200mg､ｹｱﾗﾑ錠25mg

汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症に続発した敗血症及
び消化管出血による死亡(死亡)

支給

43
感冒性気管支炎､高血
圧症､脂質異常症､不眠
症､薬疹

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾚﾎﾞﾌﾛｷ
ｻｼﾝ錠500mg｢杏林｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

44 智歯周囲炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏
林｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

45
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､心房細動､心
不全

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

46 内痔核 ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付 直腸潰瘍 支給

47
急性咽喉頭炎､口腔ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給

48 顔面面皰､神経性胃炎
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

49
左側下顎中切歯慢性
根尖性歯周炎

ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

50 体幹疼痛
ｺｶｰﾙ錠200mg､ｸﾗｼｴ葛根
湯ｴｷｽ細粒

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した多臓器不
全による死亡(死亡)

支給

51 高脂血症
ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝNa錠10mg｢ｻﾜ
ｲ｣

薬物性肝障害 支給

52
右肩腱板断裂､左手関
節部ｶﾞﾝｸﾞﾘｵﾝ､高血圧､
変形性腰椎症

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 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

53
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､心因
性頻尿､過活動膀胱､薬
疹

ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｸﾚｽﾄｰﾙ錠
2.5mg

間質性肺炎 支給

54 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎
ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800､ｱｼﾉﾝ錠
75mg､ｲﾙｿｸﾞﾗｼﾞﾝﾏﾚｲﾝ酸
塩錠2mg｢ｻﾜｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

55 扁桃炎､気管支炎

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰ
ﾙ塩酸塩ｼﾛｯﾌﾟ小児用0.3%
｢ﾀｲﾖｰ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg

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

56 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

57 結節性痒疹(体幹四肢) ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

58
ｽﾄﾚｽ障害､不安､不眠､
意欲低下､十二指腸潰
瘍

ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg､ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75

薬物性肝障害 支給

59 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg 無顆粒球症 支給

60 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

61 急性心筋梗塞
ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠

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

62

高血圧症､脳梗塞､高尿
酸血症､前立腺肥大症､
活動膀胱､認知症､両坐
骨神経痛

ｻﾋﾞｽﾐﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩錠5mg｢
TCK｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg

出血性十二指腸潰瘍 支給

63
関節痛､急性上気道炎､
慢性胃炎

ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

64 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ
大腸穿孔及びそれに続発した腹膜
炎

支給

65
2型糖尿病､急性咽頭
炎

ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠
500mgMT｢TE｣､ｸﾗﾘｽ錠
200､ｺﾀﾛｰ麻黄附子細辛
湯ｴｷｽｶﾌﾟｾﾙ､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

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

66

破壊性脊椎関節症の
診断に対し脊椎固定術
が予定され手術前日の
血液透析に際して抗凝
固薬としてﾌｻﾝを使用し
た

注射用ﾌｻﾝ50
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸによる死亡(死亡)

支給

67 肺炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｱｲﾕﾆｰ 多形紅斑型薬疹 支給

68
左変形性膝関節症､頚
肩腕症候群､第1腰椎
圧迫骨折

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟ
ｾﾙ25mg

多形紅斑型薬疹 支給

69
感染症(腸管感染症､腹
膜炎)､薬物ｱﾚﾙｷﾞｰ

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

70
神経衰弱症､うつ状態､
胃炎､不眠症

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠50mg｢ｻﾜｲ｣､ﾙﾈｽﾀ錠
2mg

薬物性肝障害 支給

71
ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変､糖尿
病､高血圧症

ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%｢ﾀﾅﾍﾞ｣

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)
に続発した敗血症による死亡(死
亡)

支給

72
脳梗塞､高血圧症､胃
炎､変形性腰痛症､急性
腰痛症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50mg

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

73
乾癬性関節炎､消化性
潰瘍予防､高血圧症､感
冒

ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100､
PL配合顆粒

間質性肺炎 支給

74
甲状腺機能亢進症､ﾊﾞ
ｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

75 (健診) 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

76
急性気管支炎､急性胃
炎､逆流性食道炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ15mg｢日医
工｣､ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ錠5mg｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣

汎発型薬疹 支給

77
急性咽喉頭炎､後鼻漏
(副鼻腔炎)､ﾄﾞﾗｲｱｲ､急
性気管支炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

78 甲状腺眼症
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 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

79
急性好酸球性肺炎､
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎予防

ﾊﾞｸﾀ配合錠 多形紅斑型薬疹 支給

80
喉頭肉芽腫(切除術)､
咽頭炎､喉頭浮腫､腸
炎､じんましん

ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1g､ｾﾚｺｯ
ｸｽ錠100mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

81 関節ﾘｳﾏﾁ
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｾﾚｺｯｸ
ｽ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

82 肩こりのため 葛根湯ｴｷｽ錠ｸﾗｼｴ 薬物性肝障害 支給

83

関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧､うっ
血性心不全､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､腰椎椎間板
症

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

84
逆流性食道炎､萎縮性
胃炎､便秘症

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

85 頭痛､副鼻腔炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

86 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

87 急性涙嚢炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

88
狭心症､心不全､逆流性
食道炎､便秘症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

89 萎縮性胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

90 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺血栓症及びそれに続発した低酸
素脳症

支給

91 未破裂脳動脈瘤

①ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟ
ﾚﾀｰﾙOD錠50mg
②ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠25mg
③ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg

①回腸出血及びそれに続発した多
発脳梗塞(疾病)
②③回腸出血(疾病)
回腸出血に続発した多発脳梗塞に
よる肢体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

92 胃がん検診 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝUHD S状結腸穿孔 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

93
自己免疫性溶血性貧
血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
下肢機能障害､両側上腕骨骨頭無
腐性壊死による上肢機能障害

障害
１級

１年毎

94 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg（旭化成）

骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫
骨折による体幹機能障害

障害
１級

１年毎

95 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 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
１級

１年毎

※

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 骨髄異形成症候群
照射濃厚血小板-LR｢日
赤｣(07-0933-1464)

Lactococcus garvieae 感染症によ
る敗血症

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。

(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

96
慢性心不全､慢性心房
細動､糖尿病

ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg､ｽﾋﾟﾛﾉﾗ
ｸﾄﾝ錠25mg｢日医工｣､ﾜｰ
ﾌｧﾘﾝ錠5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg他

心不全､腎不全 医薬品以外の原因による 不支給

97 慢性関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
ﾊﾙｼｵﾝ0.25mg錠

薬剤過敏症症候群 医薬品以外の原因による 不支給

98
(診療録提出のため記
載無し)

ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ
0.5g｢NP｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸
塩点滴静注用100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯ
ｸﾞ500mg/100mL､ﾊﾞﾝｺﾏｲ
ｼﾝ塩酸塩点滴静注用
0.5g｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾗｼｯｸｽ細粒
4%他

診療録提出のため未記入 判定不能 不支給

99
双極性障害､心筋梗塞
既往､血栓症､高血圧
症､便秘症

ﾘｰﾏｽ錠100､ｾﾚﾆｶR錠
400mg､ｱﾑﾛｼﾞﾝ錠5mg､ｸ
ｴﾁｱﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣､
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg他

無 医薬品以外の原因による 不支給

100
急性気管支炎､急性扁
桃炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型､急
性胃腸炎

ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｲｱ
ﾙ150mg､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠
250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾌｽｺﾃﾞ配合
錠､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ﾄﾗﾝ
ｻﾐﾝ錠500mg他

薬剤性肝障害 医薬品以外の原因による 不支給

101 関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾌｫ
ﾘｱﾐﾝ錠､ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μ
g､ﾉｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠､ﾒﾊﾞﾛﾁ
ﾝ錠10他

MTX関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 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

102

濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫再発で化
学療法施行の際の感染
症予防薬として使用､脳
梗塞､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝの胃へ
の影響の予防､胃炎

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾘﾂｷｻﾝ注
10mg/mL､注射用ｴﾝﾄﾞｷ
ｻﾝ500mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 対象除外薬である 不支給

103
犬咬傷(左母指)､気管
支炎(気管支喘息疑い)

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 判定不能 不支給

104 GERD疑い 1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣ 過鎮静 不適正使用 不支給

105
多発性脳梗塞､2型糖尿
病

ﾁｸﾛﾋﾟｼﾞﾝ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ
錠1mg｢JG｣

汎血球減少症 不適正使用 不支給

106 腰椎椎体骨折､不整脈

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ｾﾚｺｯｸｽ
錠100mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
200mg､ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
50mg

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)

不適正使用 不支給

107 急性咽頭喉頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｱﾓｷｼ
ｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日医
工｣

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)

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

108
頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､薬剤ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ

ﾛﾌﾞ錠60mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅ
ﾄﾘｳﾑ(製造販売会社不
明)､ｱﾓｷｼｼﾘﾝ(製造販売
会社不明)

多形紅斑型薬疹 判定不能 不支給

109
ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症､関
節炎､筋炎

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｲﾑﾗﾝ錠50mg

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 対象除外薬である 不支給

110

微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群による免疫抑制療
法に伴うﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺
炎予防

ﾍﾞﾅﾝﾊﾞｯｸｽ注用300mg 過敏症(呼吸困難) 対象除外薬である 不支給

111 C型慢性肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 多発性関節炎 入院相当でない 不支給

112
潰瘍性大腸炎､胃炎､脂
質異常症､逆流性食道
炎､不眠症､高血圧症

ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾊﾝ錠2.5mg

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

113 うつ病
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10㎎､ｱﾓｷ
ｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25㎎

頻脈及びそれに続発した心不全(疾
病；請求外)
なし(障害)

障害でない 不支給

114
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500､ｿﾙ･
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125

左側大腿骨骨頭無腐性壊死による左
下肢機能障害

障害等級不該当 不支給


