
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
うつ状態､心因反応､高
血圧症､(ｱｶｼｼﾞｱ様の
症状もあり)､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ 間質性肺炎 支給

2
特発性側わん症､術後
疼痛

ﾄﾗﾏｰﾙ注100
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

3
急性上気道炎､腸炎､膵
炎

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾟﾗﾉﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠75mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾌﾒﾀｿﾞｰﾙ
Na静注用1g｢NP｣､ｻﾞﾝﾀｯｸ
注射液50mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

4
潰瘍性大腸炎､ｽﾃﾛｲﾄﾞ
骨粗鬆症･骨折予防

ﾄﾗﾝｺﾛﾝP配合錠､ｱﾚﾝﾄﾞﾛ
ﾝ酸錠35mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

多形紅斑型薬疹 支給

5
肝血管肉腫､高血圧症､
糖尿病､便秘症､逆流性
食道炎､腹水

ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg､ﾊﾞﾙｻﾙﾀ
ﾝ錠80mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ﾈｷｼｳﾑｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ｾﾚｺｯｸｽ錠
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)
による多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

6

狭心症､慢性心不全､高
血圧､脂質異常症､肺気
腫､発熱性好中球減少
症､糖尿病､胃潰瘍

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞ
ﾚﾙ錠75mg｢杏林｣､ｱﾏﾘｰﾙ
1mg錠､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD錠
0.5mg｢EMEC｣､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ
錠1mg｢三和｣､ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ
OD錠1mg｢EMEC｣､ﾒﾄｸﾞﾙ
ｺ錠250mg､ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸
塩錠250mgMT｢ﾄｰﾜ｣､ﾀｹ
ﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢DK｣､ﾀﾞｲ
ｱｰﾄ錠30mg､ｱｿﾞｾﾐﾄﾞ錠
30mg｢JG｣､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠
40mg､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢
日医工｣､ｱﾙﾀﾞｸﾄﾝA錠
25mg

無顆粒球症 支給

7 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg 薬物性肝障害 支給

8
ｸﾛｰﾝ病と自己免疫性
好中球減少症

ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL

ﾙｰﾌﾟｽ様症候群 支給

9 右変形性膝関節症
ｶﾋﾟｽﾃﾝ筋注50mg､ﾓﾙﾋﾈ
塩酸塩注射液10mg｢ｼｵﾉ
ｷﾞ｣

気管支喘息及びそれに続発した低
酸素脳症(疾病)
気管支喘息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

10 子宮脱 ｱﾙﾁﾊﾞ静注用5mg

換気困難及びそれによる低酸素脳
症(疾病)
換気困難による低酸素脳症に続発
した肺炎による死亡(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

11

右肩関節周囲炎､右変
形性膝関節症､両変形
性膝関節症､原発性胆
汁性肝硬変､糖尿病､び
らん性胃炎､ｲﾎﾞ

ﾖｸｲﾆﾝｴｷｽ顆粒ｸﾗｼｴ 薬物性肝障害 支給

12
甲状腺機能亢進症､洞
性頻脈

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾁｳﾗｼﾞｰ
ﾙ錠50mg

汎血球減少症 支給

13 急性A型大動脈解離
ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩静注100mg
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した低
酸素脳症

支給

14 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎､ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

15
外傷性頚部症候群､腰
部神経根症､交通外傷

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
25mg､SG配合顆粒
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｾﾚ
ｺｯｸｽ錠100mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ
25mg､SG配合顆粒､ﾁｻﾞﾆ
ｼﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾂﾑﾗ六
君子湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

16 ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病
ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ
酸錠35mg｢日医工｣

両側非定型大腿骨骨折 支給

17 A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼ
ﾝ内用液250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｼﾞｪ
ﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ
錠15mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

18
頚部痛､上肢痛､高血圧
症､胃炎､不眠症､敗血
症､尿路感染症

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ点滴静注用
0.5g｢明治｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa
静注用1g｢ｻﾜｲ｣､ﾘｺﾓｼﾞｭﾘ
ﾝ点滴静注用12800､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ注射液20mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

19
間質性肺炎､高血圧､高
脂血症､糖尿病､肺ｱｽ
ﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠50mg
間質性肺炎の増悪(疾病；請求外)
間質性肺炎の増悪による死亡(死
亡)

支給

20 心房細動 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 間質性肺炎 支給

21
脂質異常症､ﾋﾟﾛﾘ感染
性胃炎における二次除
菌

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠
250mg

出血性大腸炎 支給

22 変形性腰椎症､腰痛症 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 血圧上昇 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 ﾋﾟﾛﾘ菌陽性の慢性胃炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹､出血性大腸炎 支給

24 (検診)

ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD､ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰ
ﾙ､ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散､ﾊﾞﾘ
ﾄｯﾌﾟHD､硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散
99.1%｢共成｣

結腸穿孔 支給

25 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 肺血栓塞栓症 支給

26
咽頭炎､気管支炎､心房
細動

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 汎血球減少症 支給

27
洞不全症候群(発作性
心房細動)

ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg 心室頻拍 支給

28 膀胱脱
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

汎発型薬疹､薬物性肝障害 支給

29 腸結核(公費にて加療)
ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠
20mg

薬物性肝障害 支給

30 高血圧症
ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg､ｵﾙﾒﾃｯｸ
錠40mg

下痢 支給

31 糖尿病
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg
｢日医工｣

出血性胃潰瘍 支給

32

大腸腫瘍の疑い､腹部
大動脈瘤､糖尿病､高血
圧､虚血性脳血管障害､
不眠症､腰痛症､急性胃
炎､逆流性食道炎

ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL

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

33
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(巣状糸
球体硬化症)

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 右非定型大腿骨骨折 支給

34 糖尿病､ﾊﾞﾚｯﾄ食道 ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg 薬物性肝障害 支給

35 肺炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠250mg｢ｻﾜｲ｣､ﾂﾑ
ﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

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

36
胆管狭窄症に対する内
視鏡の前処置､合併症
予防

ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩ﾋﾞｽｶｽ2%｢
日新｣､ｳﾛｸﾞﾗﾌｲﾝ注60%､ｷ
ｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟｽﾌﾟﾚｰ8%､ｸﾞﾙ
ｶｺﾞﾝ注射用1単位｢F｣､ﾋﾟ
ﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用2g｢
日医工｣､ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ注射液
15､ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注射液10mg｢
ﾃﾊﾞ｣

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

37 急性副鼻腔炎
ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

38
器質化肺炎もしくは急
性好酸球性肺炎の疑
い

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾗﾝｿﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾ
ﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g
｢日医工｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸
塩点滴静注用100mg｢日
医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

39 B型急性肝炎
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､注
射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125､ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

40
うつ病､ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病､急
性咽喉頭炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

41
頻尿､高血圧症､骨粗鬆
症､逆流性食道炎

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg､ｸﾗｼｴ六
君子湯ｴｷｽ細粒､ﾂﾑﾗ清
心蓮子飲ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給

42 急性咽頭炎

ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢日医工｣､ﾋﾟｰｴｲ配
合錠､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

薬物性肝障害､間質性肺炎 支給

43
急性気管支炎､急性咽
頭炎､急性上気道炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾄｰ
ﾜﾁｰﾑ配合顆粒

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

44

不安定狭心症､陳旧性
心筋梗塞､慢性心房細
動､高血圧症､高脂血
症､高尿酸血症

①ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｸﾚｽ
ﾄｰﾙOD錠2.5mg､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ
錠40mg
②ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg､ｽﾋﾟﾛﾉ
ﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾚｽ
ﾄｰﾙOD錠2.5mg､ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ
錠40mg

①薬物性肝障害
②汎発型薬疹

支給

45
慢性副鼻腔炎､慢性疲
労､高血圧症､便秘症､
不安障害､食欲不振

ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ大建中湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ六
君子湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

46 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

47 (検診) ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 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

48
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
性胃炎

ﾎﾞﾉﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

49
咽頭炎､ﾍﾙﾍﾟｽ性口内
炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢
MEEK｣

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

50
機能性子宮出血､両股
部痛､両大腿四頭筋骨
盤付着部炎

①ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
②ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾌﾟﾗﾉ
ﾊﾞｰﾙ配合錠､ﾑｺｽﾀ錠
100mg

①横紋筋融解症
②汎発型薬疹

支給

51 心室中隔欠損症 ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用0.5g 出血性大腸炎 支給

52
右上腕骨骨折後の骨
髄炎

ﾊﾞｸﾀ配合顆粒
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した糖尿病

支給

53 神経性頻尿
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

54
神経性胃炎､高脂血症､
逆流性食道炎

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

55
急性咽頭炎､急性気管
支炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ
錠50mg

薬物性肝障害 支給

56
腰痛症､不安神経症､慢
性疼痛

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

57 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 白血球減少症 支給

58 てんかん､高血圧
ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠5mg
｢ｵｰﾊﾗ｣

血管浮腫 支給

59 急性副鼻腔炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢明
治｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg
｢ﾄｰﾜ｣､ﾒｷﾀｼﾞﾝ錠3mg｢ﾂﾙ
ﾊﾗ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

60
①十二指腸潰瘍､②ﾍﾘ
ｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ﾗﾝﾋﾟｵﾝﾊﾟｯｸ 出血性大腸炎 支給

61 高CA19-9血症
ｲｵﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

62 肝嚢胞腺癌疑い
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

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

63 便秘症改善の為
防風通聖散料ｴｷｽ顆粒ｸ
ﾗｼｴ

間質性肺炎 支給

64
脳梗塞､左中大脳動脈
狭窄症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
50mL､ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

65
関節ﾘｳﾏﾁ､薬疹の疑
い､適応障害､うつ状態

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢CH｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢EMEC｣

薬物性肝障害､播種状紅斑丘疹型
薬疹

支給

66 成人発症ｽﾃｨﾙ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙ静注用1000mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

67
便秘症､高血圧症､急性
咽頭炎､年齢による加
齢臭

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣､柴胡桂枝乾
姜湯ｴｷｽ顆粒KM､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

薬物性肝障害 支給

68
浮腫､更年期障害､不眠
症､胃炎､尿量減少､食
欲不振

ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾂﾑﾗ大柴胡湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)､ﾂﾑﾗ加
味逍遙散ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

69
右中下肺野肺炎(ﾍﾓﾌｨ
ﾙｽ･ﾊﾟﾗｲﾝﾌﾙｴﾝｾﾞ疑い)

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｼﾞｽﾛﾏｯ
ｸ錠250mg

薬物性肝障害 支給

70
上部消化管内視鏡検
査の前処置

ﾌﾞﾁﾙｽｺﾎﾟﾗﾐﾝ臭化物注
20mgｼﾘﾝｼﾞ｢NP｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

71
結膜異物(左)､外傷性
角膜炎(左)､骨そしょう
症､腰痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｷｼﾛｶｲ
ﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｼﾞｶﾍﾞﾘﾝ注
5mL､ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75
μg､ｶｼﾜﾄﾞｰﾙ静注､ﾄﾗﾑ
ｾｯﾄ配合錠､ﾌﾟﾘﾝｸ注10μ
g

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

72 溶連菌感染
ｻﾜｼﾘﾝ細粒10%､ｶﾛﾅｰﾙ
細粒20%､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ散50%､ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝDS50%

汎発型薬疹 支給

73
左母指基節骨剥離骨
折

ｾﾚｺｯｸｽ錠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

74 鎮痛､胃粘膜保護 ｾﾚｺｯｸｽ錠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

75
肌あれがひどく､にきび
がでやすいから

ﾂﾑﾗ漢方清上防風湯ｴｷｽ
顆粒

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

76
右大腿痛､糖尿病､脂質
異常症､高尿酸血症､胃
炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

77
両手挫創及び創部感
染

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢杏
林｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

78
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀ
感染症､発熱･鼻水がで
た為

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800､ﾌﾟﾚｺｰﾙ
持続性ｶﾌﾟｾﾙ

多形紅斑型薬疹 支給

79 (検診) ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
下行結腸穿孔及びそれに続発した
腹膜炎

支給

80
冠動脈疾患､糖尿病､緑
内障､高脂血症

ｶﾞﾄﾞﾋﾞｽﾄ静注1.0mol/Lｼﾘﾝ
ｼﾞ10mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

81 胃粘膜異常 ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

82
上気道炎､気管支炎､口
内炎､高血圧症､急性胃
炎

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｼﾞｪﾆﾅｯ
ｸ錠200mg､ﾆﾌﾗﾝ錠75mg

多形紅斑型薬疹 支給

83
貧血(上部消化管ｽｸﾘｰ
ﾆﾝｸﾞ)

ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ2% 過敏症(舌･咽頭浮腫) 支給

84 細菌性膣炎､外陰炎 ｸﾛﾏｲ腟錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

85 憩室炎
ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

86 SLEの治療 ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

87 関節ﾘｳﾏﾁ ｱﾗﾊﾞ錠20mg 多形紅斑型薬疹 支給

88
十二指腸潰瘍､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

89 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

90
急性咽頭炎､急性扁桃
腺炎

ｶﾛﾅｰﾙ細粒50%､ﾌﾛﾓｯｸｽ
小児用細粒100mg､ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝDS50%

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 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
発熱､咽頭炎､発疹､微
熱

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
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

92
授乳中の乳腺症(炎)に
対して使用

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠125SS ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

93

頸椎椎間板症､腰部脊
柱管狭窄症､左上肢末
梢神経障害､糖尿病と
高血圧

ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80mg｢日医
工｣､ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠
50mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ﾄｰﾜ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

94
骨粗鬆症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀﾋﾟﾛﾘ
感染胃炎

ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg､ﾀｹｷｬﾌﾞ
錠20mg､ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
250

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

95 (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

96
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症､
不眠症､機能性ﾃﾞｨｽﾍﾟ
ﾌﾟｼｱ

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

97 急性扁桃炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

98
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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
急性骨髄球性白血病
に対する骨髄移植後の
拒絶反応

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､ｽﾃﾛｲﾄﾞ
白内障

支給

100
混合性結合組織病
(MCTD)

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg､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

101 双極性感情障害疑い ﾘｰﾏｽ錠200

薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病；
請求外)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う
心筋炎による心機能障害(障害)

支給
２級
１年毎

102
熱性痙攣､急性気管支
炎､麻疹

ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ
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)に続発した呼吸機能障
害

障害
１級
１年毎

103 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

104 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-5号
唾液腺障害及び舌痛によるそしゃ
く･嚥下･言語機能障害

障害
２級
３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

105 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)

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

106
IgG4関連疾患に伴う後
腹膜腫瘤及び眼窩内
腫瘤

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

107
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

108 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

109 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎

骨粗鬆症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

※

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

110
変形性腰椎症､骨粗鬆
症､関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧
等

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾘﾏﾁﾙ錠
100mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)､ﾌﾟﾙｾﾞﾆﾄﾞ
錠12mg他

ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 判定不能 不支給

111 成人ｽﾁﾙ病､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ､ ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠､ﾆｭｰﾛ
ﾀﾝ錠50mg ､ｱﾃﾚｯｸ錠10
他

MTX関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患､悪性ﾘﾝﾊﾟ
腫<その他の医原性免疫抑制によるﾘ
ﾝﾊﾟ増殖性疾患>

判定不能 不支給

112 関節ﾘｳﾏﾁ､高脂血症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅ
ﾍﾞ｣､ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ錠2.5mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌｫﾘｱﾐﾝ錠 ､ﾘﾊﾞﾛ錠
1mg他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫<免疫不全関連ﾘﾝﾊﾟ腫>､
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫<ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫>､ﾒｿﾄﾚｷ
ｾｰﾄ関連ﾘﾝﾊﾟ腫

判定不能 不支給

113
連合弁膜症(僧帽弁 三
尖弁閉鎖不全症)､心房
細動､慢性心不全

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg ､1%
ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ､ﾌｪﾝﾀﾆ
ﾙ注射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣､
ﾈｵｼﾈｼﾞﾝｺｰﾜ注1mg､ｴｽ
ﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL
他

劇症肝炎 医薬品以外の原因による 不支給

114
C型慢性肝炎､ｲﾚｳｽ､
感冒

ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠､酸化ﾏｸﾞ
ﾈｼｳﾑ､ﾓｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩
錠､ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)､ﾂﾑﾗ葛根湯
ｴｷｽ顆粒(医療用)

右被殻出血 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

115 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾋｭ
ﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 入院相当でない 不支給

116 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

117
骨盤骨折術後､敗血症､
MRSA肺炎､DIC､急性
腎不全

塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注
用0.5g､ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液､ﾄ
ﾌﾞﾗｼﾝ注､ﾗｼｯｸｽ注

感音難聴(疾病；請求外)
感音難聴に続発した聴覚障害(障害)

障害等級不該当 不支給

118 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎
両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両
側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体
機能障害

障害等級不該当 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）


