
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
右上智歯慢性化膿性
根尖性歯周炎

ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用1g､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250､ｵｰﾗ注歯科用
ｶｰﾄﾘｯｼﾞ1.8mL､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注
射液10mg､ﾌﾟﾛﾈｽﾊﾟｽﾀｱﾛ
ﾏ､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲ
ｼ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

2 月経困難症

①ﾔｰｽﾞ配合錠
②ｸﾘｱｸﾀｰ静注用80万､ﾍ
ﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL｢
ﾓﾁﾀﾞ｣

①肺血栓塞栓症(疾病)
②くも膜下出血(疾病)
くも膜下出血による死亡(死亡)

支給

3 総胆管結石
ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾍﾟ
ﾝﾀｼﾞﾝ注射液15

呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制による死亡(死亡)

支給

4 高尿酸血症
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠40mg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠
10mg､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg

薬物性肝障害 支給

5 肺結核 ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg 薬物性肝障害 支給

6 急性上気道炎､頭痛
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠
10､ﾍﾟﾚｯｸｽ配合顆粒

薬物性肝障害 支給

7
頚椎脱臼骨折､頚髄損
傷､右椎骨動脈損傷

ｾﾎﾞﾌﾙﾗﾝ吸入麻酔液｢ﾏｲ
ﾗﾝ｣､1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙ
ｲｼ｣､1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ

横紋筋融解症(疾病)
横紋筋融解症及びそれに続発した
多臓器不全による死亡(死亡)

支給

8

洞不全症候群､糖尿病､
便秘症､前立腺肥大､脳
梗塞後遺症､腸閉塞､不
明

ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

9
骨粗鬆症､不眠症､過活
動膀胱､便秘症､発熱

ﾄﾋﾞｴｰｽ錠4mg 薬物性肝障害 支給

10
頚腕症候群､腰椎椎間
板症､頚椎症､腰痛症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾉｲﾛﾄﾛ
ﾋﾟﾝ錠4単位､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ｾﾞ
ﾎﾟﾗｽﾊﾟｯﾌﾟ40mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

11 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
間質性肺炎､汎血球減少症､口内
炎

支給

12 うつ病､前立腺肥大
ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠12.5mg

薬物性肝障害 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
伝染性単核球症､化膿
性扁桃炎混合感染､急
性扁桃炎

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ﾕｰｼｵﾝ-S静
注用1.5g､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
3.25%､ｶﾛﾅｰﾙ細粒50%､ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ
静注用1g､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢DK｣

多形紅斑型薬疹 支給

14

肺高血圧､貧血症､高尿
酸血症､逆流性食道炎､
心房細動､心不全､骨粗
鬆症､貧血

ｳﾞｫﾘﾌﾞﾘｽ錠2.5mg､ﾈｷｼｳ
ﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

15

高血圧､脂質異常症､逆
流性食道炎､腸炎､腰部
筋肉痛､急性気管支炎､
関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
高尿酸血症

ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液5mg 急性期反応(関節痛)､急性腎不全 支給

16 (予防) ｴｲﾑｹﾞﾝ 薬物性ｼｮｯｸ 支給

17
肺結核､薬剤性過敏性
症候群､薬剤性肝障害

①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲ
ﾄﾞ原末
②ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末
③硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射
用1g｢明治｣､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ150㎎
④ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

①薬物性肝障害1回目(疾病)
②薬物性肝障害2回目(疾病)
③汎発型薬疹(疾病)
④化膿性脊椎炎(疾病)
化膿性脊椎炎に続発した体幹・両
下肢機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

18
便秘(4/19～23昼に食
事､ｴﾝｼｭｱが入っている
が便が出ていない)

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ内用液0.75%

消化管穿孔及びそれに続発した腹
膜炎(疾病)
消化管穿孔に続発した腹膜炎によ
る死亡(死亡)

支給

19
う蝕治療のため､へん
桃炎､発熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用
1g｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ250

汎発型薬疹 支給

20 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重

左下肢麻痺､左下肢知覚異常 支給

21
頸椎､背部､腰椎､両肩
捻挫､末梢神経障害､神
経障害性疼痛､不眠症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した肝不全に
よる死亡(死亡)

支給

22 2型糖尿病 ﾌｫｼｰｶﾞ錠5mg 薬物性肝障害 支給

23 急性上気道炎､内痔核

ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩錠
15mg｢TCK｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
錠200mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾍﾓｸﾛﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ200mg

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

24
右外耳腫瘍､外耳感染
症

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 出血性大腸炎 支給

25
関節ﾘｳﾏﾁ､高LDL血
症､頭痛､胃炎､慢性関
節ﾘｳﾏﾁ

ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ﾘﾏﾁﾙ錠100mg､ｼﾞｸﾛ
ﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性肺炎 支給

26 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ﾘﾚﾝｻﾞ､ﾛｷｿﾆﾝS 多形紅斑型薬疹 支給

27 潰瘍性大腸炎､不整脈
ﾍﾟﾝﾀｻ錠250mg､ﾒｷｼﾁｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg

間質性肺炎 支給

28
慢性腎障害､高血圧､脂
質異常症､高尿酸血症

ﾖｸｲﾆﾝ錠SH 薬物性肝障害 支給

29
子宮内膜症､子宮腺筋
症､月経困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

30
三叉神経痛､左肩石灰
性腱炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

31
糖尿病､気管支喘息､扁
桃炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｶﾌｺﾃﾞN配
合錠､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

32 除菌
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ﾄｰﾜ｣

汎発型薬疹 支給

33 肺小細胞癌
ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370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

34 難治性口内炎､気虚
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ補中益気
湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

35
(検診)､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､骨粗鬆症

硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.5%｢FSK｣
S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

36 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続発した
腹腔内膿瘍

支給

37
急性上気道炎､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ感染

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾘﾚﾝｻﾞ
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

38 内痔核 ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付
直腸壊死及びそれに続発した腹膜
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

39
大動脈弁閉鎖不全､慢
性心不全

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350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

40 ﾋﾟﾛﾘ菌除去 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多発性固定薬疹 支給

41 ﾋﾟﾛﾘ菌除菌のため ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

42
高血圧､糖尿病､症候性
部分てんかん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｲｰｹﾌﾟ
ﾗ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

43
急性化膿性歯根膜炎･
歯の破折

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏
林｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

44 急性咽頭偏頭炎 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

45 神経症性不眠
ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ｺﾝﾄ
ﾐﾝ糖衣錠25mg､ﾙﾈｽﾀ錠
3mg

薬物性肝障害 支給

46 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

47
肩関節周囲炎､筋膜性
腰痛症

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
YD｣､ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg

出血性胃潰瘍 支給

48
ﾙｰﾌﾟｽ腸炎､慢性心不
全､心室期外収縮､骨粗
鬆症､脂質異常､胃潰瘍

①ﾒｷｼﾚﾁﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ
100㎎｢ｻﾜｲ｣
②ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg､ｽﾋﾟﾛﾉ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)
②多形紅斑型薬疹

支給

49
肝細胞がん､肝動注化
学療法後の感染症予
防

ﾜｲｽﾀｰﾙ配合点滴静注用
1gﾊﾞｯｸﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

50 造影CT ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

51 扁桃炎､咽頭痛
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

52 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 下行結腸穿孔 支給

53 肺結核 ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末 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

54
高血圧症､大腸癌術後､
急性上気道炎､疲労け
ん怠

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

薬物性肝障害 支給

55
膀胱炎､高圧血症､高脂
血症､胃炎､不眠､逆流
性食道炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

56 肺炎 ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g
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

57
急性咽頭炎､上気道炎､
咽頭炎､胃腸炎

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ｻｸｼｿﾞﾝ注射
用100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

58
咳､咽頭痛､耳介湿疹､
外耳道炎

ﾌｽｺﾃﾞ配合錠､ｼﾝｸﾞﾚｱ錠
10mg､ｷﾌﾟﾚｽ錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

59 (検診) ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

60
左側三叉神経痛(第3
枝)､ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ感染症
の疑い

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｱｼﾞ
ｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠300

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

61

膀胱炎､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､ｹﾛｲﾄﾞ予防､肥厚性
瘢痕(頸椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
術後)､急性膀胱炎､脱
水､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎

ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ粒状
錠500mg｢ﾓﾁﾀﾞ｣

薬物性肝障害 支給

62 喉頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾎﾟﾝﾀｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

63 潰瘍性大腸炎
ｱｻｺｰﾙ錠400mg､ﾒｻﾗｼﾞﾝ
腸溶錠400mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

間質性肺炎 支給

64
心室性期外収縮､不整
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

65 甲状腺機能亢進症 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 支給

66 急性咽頭喉頭炎
ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢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)

支給

67 潰瘍性大腸炎 ｱｻｺｰﾙ錠400mg 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

68 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

69
急性上気道炎､咽頭炎､
溶連菌感染､じんまし
ん､薬疹

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾛﾌﾞ錠60mg､ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

70 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

71
両側口蓋扁桃摘出術
の時に使用(IgA腎症)

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa注射用1g｢
NP｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｱ
ｾﾘｵ静注液1000mg､ﾒｲｱｸ
ﾄMS錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

72
TAFRO症候群､陳旧性
心筋梗塞､ｽﾃﾛｲﾄﾞDM､
PCP予防､感冒

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､PL配合顆
粒

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
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 汎発型薬疹 支給

74 変形性脊椎症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

75
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｨﾙｽ感染症
A型

ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ
300mg､ｺｶｰﾙ錠200mg

薬物性肝障害 支給

76 頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

77

高血圧症､慢性胃炎､睡
眠障害､不安神経症､下
痢型過敏性腸症候群､
2型糖尿病､ｱﾄﾋﾟｰ性皮
膚炎､皮脂欠乏症､尋常
性乾癬､心房細動､虚血
性心臓病､心不全､大動
脈弁閉鎖不全症

ｱｲﾄﾛｰﾙ錠20mg､ｲｸﾞｻﾞﾚﾙ
ﾄ錠15mg

薬物性肝障害 支給

78
頭痛の為､花粉の為､の
どのいたみがあった為

ﾛｷｿﾆﾝSﾌﾟﾚﾐｱﾑ
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
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､前立腺肥大症､爪
白癬､角化型足白癬

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

80 三叉神経痛第1枝領域
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟ
ｾﾙ25mg

血小板減少症 支給

81 左上肢帯状疱疹､不眠
ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg､ﾃﾞﾊﾟｽ
錠0.5mg､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

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
肺炎､上気道炎､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎､咳喘息

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｼﾝｸﾞﾚ
ｱOD錠10mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

83
糖尿病(2型およびｽﾃﾛ
ｲﾄﾞ糖尿病)､間質性肺
炎

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ
塩酸塩錠500mgMT｢TE｣､
ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠500mg､ﾈｷｼｳﾑ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg

多形紅斑型薬疹 支給

84
胃潰瘍､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛ
ﾘ感染症､高血圧症､高
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｸﾗﾘｽ錠200､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

85 大腸癌
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 支給

86
高血圧症､一過性心房
細動､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型､
急性気管支炎

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg､ﾌﾛﾓｯｸ
ｽ錠100mg

無顆粒球症 支給

87
2型糖尿病､過活動性
膀胱､低ｶﾙｼｳﾑ血症､
甲状腺機能低下症

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬物性肝障害 支給

88 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg､水溶性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ
注射液100mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
膝関節周囲骨無腐性壊死､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死(疾病；請求
外)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
膝関節周囲骨無腐性壊死､両側上
腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機
能障害(障害)

支給
２級
１年毎

89
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)及びそ
れに続発した閉塞性細気管支炎

支給

90
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫､移植片対
宿主病

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､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ40､ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ錠4mg､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

91 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

92 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ S状結腸穿孔 支給

93 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

94 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

95
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

96 気管支喘息(ﾌﾞﾛﾝｺﾚｱ)
ﾚﾀﾞｺｰﾄ錠4mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注､
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ｻｸｼｿﾞﾝ､ｻｸｼｿﾞ
ﾝ300

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

97

強皮症による症状の増
悪､全身の関節痛､ﾚｲ
ﾉｰ症状(障害年金診断
書より記載)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液

多発性無腐性骨壊死による肢体機
能障害

障害
１級
１年毎

98
移植片対宿主病､自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死､両側
大腿骨顆部無腐性壊死及び左側
手根骨無腐性壊死による肢体機能
障害

障害
２級
１年毎

99 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「ﾀｹﾀﾞ」5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

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脊柱機能障
害

障害
２級
１年毎

100
移植片対宿主病
(GVHD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨顆部無腐性壊死による
両下肢機能障害

障害
２級
１年毎

101 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

102 B型肝硬変 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群に続発した骨軟化
症による両下肢機能障害

障害
２級
１年毎

103

ｳｲﾙｽ感染に続発した
Stevens-Johnson症候
群､頚部接触性皮ﾌ炎+
自家感染性皮ﾌ炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用ﾌﾟﾘ
ﾄﾞｰﾙ1000､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg､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(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
下肢機能障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

104
(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(疾病)
間質性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

105 骨粗鬆症

ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg､ｻﾞﾝﾀｯｸ
錠150､ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg､
ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟ20mg､ｴﾃﾞｨﾛｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg､三和葛
根加朮附湯ｴｷｽ細粒､ｾ
ﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾂﾑﾗ越
婢加朮湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

不明熱 判定不能 不支給

106 高血圧､狭心症

ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg錠､ﾃﾞｨｵﾊﾞ
ﾝ錠40mg､ﾃﾞﾊﾟｽ錠
0.5mg､ﾆﾄﾛﾀﾞｰﾑ
TTS25mg

胸部重苦感 医薬品以外の原因による 不支給

107
糖尿病､脂肪肝､逆流性
食道炎､感冒､扁桃炎

ｲﾝｽﾘﾝｸﾞﾗﾙｷﾞﾝBS注ﾐﾘｵ
ﾍﾟﾝ｢ﾘﾘｰ｣､ｵﾝｸﾞﾘｻﾞ錠
5mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg､ｳﾙ
ｿﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg｢
JG｣､ﾀﾁｵﾝ注射用
200mg､ﾋｼﾌｧｰｹﾞﾝ配合
静注ｼﾘﾝｼﾞ20mL､ｱｾﾄｱﾐ
ﾉﾌｪﾝ｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣原末､ｶﾌｪ
ｲﾝ｢ﾎｴｲ｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼ
ﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｾﾙﾄﾐﾄﾞﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2%､
ｾﾙﾍﾞｯｸｽ細粒10%､ﾄﾗﾆﾗ
ｽﾄDS5%｢CH｣､ﾘﾝ酸ｼﾞﾋﾄﾞ
ﾛｺﾃﾞｲﾝ散1%｢ﾎｴｲ｣､芳香
散(鈴粉末薬品)

致死性不整脈の疑い 判定不能 不支給

108 統合失調症､不眠症

ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ﾄﾞﾗｰﾙ錠20､ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝｰA配合錠､ｱﾓﾊﾞﾝ
錠7.5､ﾘｽﾐｰ錠2mg､ｱｷﾈ
ﾄﾝ細粒1%､ｱｷﾈﾄﾝ錠
1mg､ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ細粒1%､ｳ
ﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠､ｶﾞｽﾄﾛｰﾑ顆粒
66.7%､ｾﾚﾆｶR顆粒40％､
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ細粒
10％､ﾔｸﾊﾞﾝﾃｰﾌﾟ40mg､ﾉ
ｲﾛﾋﾞﾀﾝ配合錠､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｹﾞﾙ1%､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝｰVG軟膏
0.12%

不明 医薬品以外の原因による 不支給

109 水疱性類天疱瘡
ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ軟膏0.05%､ﾋﾙ
ﾄﾞｲﾄﾞﾛｰｼｮﾝ0.3%､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝｰVGﾛｰｼｮﾝ

組織融解による胸骨離解と腹壁搬痕
ﾍﾙﾆｱ

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

110 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 紅皮症型薬疹 不適正使用 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

111
ANCA関連腎炎､陳旧
性心筋梗塞､高ｶﾘｳﾑ血
症

①注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｱｰ
ｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘｰ25g､ﾊﾞｲｱ
ｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg
②注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①S状結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎(疾病；請求外)
②骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎
圧迫骨折､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障(疾病；請求
外)
腰椎圧迫骨折による下肢機能障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

112 C型肝硬変
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 不適正使用 不支給

113 関節ﾘｳﾏﾁ､糖尿病
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

無顆粒球症 不適正使用 不支給

114 乳癌

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ﾃﾞｶﾄﾞﾛ
ﾝ注射液6.6mg､ﾜﾝﾀｷｿ
ﾃｰﾙ点滴静注
80mg/4mL

十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎

対象除外薬である 不支給

115
関節ﾘｳﾏﾁ､脂質異常
症､心不全､貧血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
2mg､ｼﾝﾎﾟﾆｰ皮下注
50mgｼﾘﾝｼﾞ

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)

不適正使用 不支給

116
心筋梗塞後心室中隔
穿孔､肺炎､潰瘍

ｱｾﾘｵ静注液1000mg､ｾﾌ
ﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注用
20mg｢NP｣､ﾗｼｯｸｽ注
100mg

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)及
びそれに続発した多臓器不全による
死亡(死亡)

不適正使用 不支給

117
子宮内膜症､左子宮内
膜症性のう胞､子宮筋
腫

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 深部静脈血栓症 入院相当でない 不支給


