
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
急性大動脈解離術後
感染症

ｿﾞｼﾝ静注用4.5 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

2 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75
嘔吐及びそれに続発した低ﾅﾄﾘｳﾑ
血症､低ｶﾘｳﾑ血症

支給

3 ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣

骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰
椎椎体骨折(疾病)
骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨
折による脊柱機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

4

脳梗塞､急性扁桃炎､消
化管出血(胃潰瘍)､重
症食道炎､脂質異常症､
前立腺肥大症､急性腎
不全､高血圧症

ｽﾙﾊﾞｸﾀﾑ･ｱﾝﾋﾟｼﾘﾝ静注
用1.5g｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ点
滴静注30mgﾊﾞｯｸﾞ｢
DSEP｣､ﾉﾊﾞｽﾀﾝHI注
10mg/2mL､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠
10mg｢EMEC｣､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠
10mg､ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD
錠0.2mg｢明治｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽ
ﾃｲﾝ錠500mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ
50mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

汎発型薬疹､血球貪食症候群 支給

5
疼痛､胃潰瘍穿孔､肝機
能障害､利尿､去痰､肺
炎､CD(+)

①ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ
37.5mg
②ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾋｼ
ﾌｧｰｹﾞﾝC静注40mLｼﾘﾝ
ｼﾞ､ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ静注用､ﾌﾛｾﾐ
ﾄﾞ注20mgｼﾘﾝｼﾞ｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾌﾞ
ﾛﾑﾍｷｼﾝ塩酸塩注射液
4mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴
静注500mg/20mL､ｱﾙｻﾙ
ﾐﾝ内用液10%､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾒﾁﾛﾝ注25%､ﾋﾟﾍﾟﾗ
ｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g｢ﾏﾙ
ｺ｣､ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ点滴用
50mg､塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ散
0.5｢MEEK｣､ﾜｲｽﾀｰﾙ配合
静注用1g

①胃穿孔及びそれに続発した腹膜
炎
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

6
ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息､好酸球増
多症､好酸球胃腸炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

左大腿骨顆部無腐性壊死 支給

7 痛風､間質性肺炎 ｵﾌｪﾌﾞｶﾌﾟｾﾙ150mg 間質性肺炎 支給

8

皮膚ｶﾝｼﾞﾀﾞ症(表在性
皮膚真菌症)､高血圧
症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮ﾌ炎､心
不全､高尿酸血症､糖尿
病(Ⅱ型)

ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢MEEK｣ うっ血性心不全 支給

9 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾚﾐ
ｹｰﾄﾞ点滴静注用100

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 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

10 胃癌､術前検査
ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP､ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄ
ﾘｳﾑ内用液0.75%｢PP｣

虚血性大腸炎 支給

11
子宮腺筋症による過多
月経

ｿﾌｨｱC配合錠 深部静脈血栓症 支給

12 (検診) 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散97.5%｢ﾎﾘｲ｣ 腸閉塞 支給

13
慢性関節ﾘｳﾏﾁ､高血圧
症

ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ2mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸNa徐放ｶﾌﾟ
ｾﾙ37.5mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ
錠5mg､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg
｢ｻﾜｲ｣

間質性肺炎 支給

14 高血圧症､2型糖尿病
ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

15 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用
400mg､ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄｶﾌﾟｾﾙ
2mg｢ｻﾜｲ｣

肝膿瘍 支給

16
後天性無汗症に対する
ｽﾃﾛｲﾄﾞ治療に併用

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢
EMEC｣

薬物性肝障害 支給

17 急性咽頭炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
Na錠60mg｢ｱﾒﾙ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

18
ｱﾃﾛｰﾑ血栓性脳梗塞､
脳梗塞･症候性てんか
ん･高血圧症･胃炎

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙOD錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

無顆粒球症､薬物性肝障害 支給

19 肺結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

20
便秘症､直腸ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ
(10mm大)

ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP

腸閉塞､並びにそれに続発した敗
血症及び高ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ血症(疾病)
腸閉塞に続発した敗血症による死
亡(死亡)

支給

21
低左心機能､頻脈性心
房細動､気腫合併肺線
維症､尿管ｽﾃﾝﾄ留置後

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL､ﾛﾌﾟﾚｿｰﾙ錠20mg､
ｲﾝﾃﾞﾗﾙ注射液2mg､ｺｱ
ﾍﾞｰﾀ静注用12.5mg

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

22

急性前骨髄球性白血
病(APL)､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺
炎の発症抑制､APL治
療中のﾍﾙﾍﾟｽ感染予防

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠
500

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

23
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､ﾄﾞﾗ
ｲｱｲ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腿骨顆部無腐性壊死 支給

24 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 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

25
不安の緩和､焦燥優位
型うつ病､不眠症

ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%) 薬物性肝障害 支給

26
腰部脊椎管狭窄症､不
眠

ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯
ｴｷｽ細粒､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

27 症候性てんかん ｴﾋﾟﾚｵﾌﾟﾁﾏﾙ散50% 再生不良性貧血､ﾙｰﾌﾟｽ様症候群 支給

28 子宮腺筋症
ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD､ﾙﾃｼﾞ
ｵﾝ配合錠

肺血栓塞栓症及びそれに続発した
慢性血栓塞栓性肺高血圧症

支給

29 慢性C型肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 間質性肺炎 支給

30 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

31 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP 発熱､注射部位の腫脹､喘鳴 支給

32
変形性腰椎症､神経障
害性疼痛､胃炎､再発性
逆流性食道炎

ﾛﾌﾞ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

33
下部内視鏡検査の前
処置

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤､ﾗｷｿﾍﾞ
ﾛﾝ内用液0.75%

S状結腸穿孔 支給

34 口内炎
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

35 肝腎のう胞感染症疑い
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｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

36 肺結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ
原末

薬物性肝障害 支給

37 解離性大動脈瘤
ｲｵﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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

38
頻脈性心房細動､高血
圧､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｲｸﾞｻﾞ
ﾚﾙﾄ錠15mg
②ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg

①血小板減少症
②白血球減少症

支給

39

左鎖骨々折､左大腿骨
頚部骨折､深部静脈血
栓症､肺動脈血栓塞栓
症､高血圧症､不眠症

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠12.5mg

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 結核性粉瘤
ｱﾌﾟﾃｼﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg､ｲｽｺ
ﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠

多形紅斑型薬疹 支給

41 卵巣ﾁｮｺﾚｰﾄのう胞 ﾔｰｽﾞ配合錠 肺血栓塞栓症 支給

42 (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(疾病)
S状結腸穿孔に続発した腹膜炎に
よる死亡(死亡)

支給

43

腰部脊柱管狭窄症､骨
粗鬆症､双極性障害､不
眠､便秘症､左大腿骨頸
部骨折､腰椎圧迫骨折､
変形性膝関節症

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死亡)

支給

44
帯状疱疹後神経痛､帯
状疱疹

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ75mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg

間質性肺炎 支給

45 急性気管支炎
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､ｶﾙﾎﾞ
ｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

46 肥厚性瘢痕 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

47 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”

過敏症(蕁麻疹､呼吸困難) 支給

48 左上葉肺腺癌 ﾕｰｴﾌﾃｨE配合顆粒T100 薬物性肝障害 支給

49 乾癬､ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎
ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒､ﾑｺ
ｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害 支給

50
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､肥満
症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｾﾞﾁｰｱ錠10mg 急性膵炎 支給

51
左人工股関節置換､頭
痛

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､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｢ｻﾜｲ｣

薬物性肝障害 支給

52 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg､ｶﾊﾞｻｰ
ﾙ錠1.0mg

心臓弁膜症 支給

53 急性扁桃炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､注射用ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ1g､ﾛ
ｷｿﾆﾝSﾌﾟﾗｽ

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

54 頚肩腕症候群､頭痛 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 小腸潰瘍 支給

55 ﾘｰﾙ黒皮症､体部白癬 ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢TCK｣ 薬物性肝障害 支給

56 急性気管支炎
ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠
250mg

薬物性肝障害 支給

57 前立腺炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣

両側ｱｷﾚｽ腱炎､右ｱｷﾚｽ腱断裂 支給

58
急性咽頭喉頭炎､頚部
ﾘﾝﾊﾟ節炎､急性咽頭炎､
のどの痛み

ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞ､ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ｾﾌｼﾞ
ﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢日
医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg
｢EMEC｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg､ﾑｺﾄﾛﾝ錠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

59 月経困難症､避妊 ﾏｰﾍﾞﾛﾝ28 肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 支給

60
気管支喘息､感冒､脂質
異常症､便秘予防

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢科
研｣､ﾃｵﾌｨﾘﾝ徐放錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

61 右顔面痙攣
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

62
発熱､頭痛､感冒､急性
上気道炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

63
急性咽頭炎､右耳後部
ﾘﾝﾊﾟ節腫脹､右鼓膜炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ静注用
3g､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用
100mg､ﾍﾞｽﾄﾛﾝ耳鼻科用
1%､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠500mg｢
YD｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

64
両手指関節炎､狭窄性
腱鞘炎､右手関節滑膜
炎､帯状疱疹後神経痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰ
ﾙ錠200mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠
20mg｢EMEC｣､ﾂﾑﾗ防已
黄耆湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

汎発型薬疹 支給

65 耳鳴
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

66

潰瘍性大腸炎､認知症
(高度)､高血圧､不眠､
深部静脈血栓症､便秘､
急性気管支炎､上気道
炎

ﾍﾟﾝﾀｻ顆粒94% 薬物性肝障害 支給

67 咽頭炎､急性上気道炎

ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾚ
ﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢明
治｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 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 膿疱性ざ瘡顔頚
ﾃｲｺｸ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆
粒

薬物性肝障害 支給

69
急性上気道炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
(眼､皮膚)､生理痛を和
らげるため

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
JG｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

70
特発性血小板減少性
紫斑病

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

両大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

71 急性副鼻腔炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

72 潰瘍性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

73 萎縮性胃炎･鳥肌胃炎 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

74 咽喉頭炎､気管支炎
ｱｽﾍﾞﾘﾝ錠20､ﾙﾘｯﾄﾞ錠
150､C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg､ﾄﾗ
ﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢YD｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

75
甲状腺機能亢進症､高
血圧症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

76
｢右背部脂肪腫｣に対す
る摘出手術

1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､
ｲｿｼﾞﾝ液10%､ｴｽﾗｯｸｽ静
注50mg/5.0mL､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ
Na点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢
ｵｰﾂｶ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

77

外傷後の疼痛(転倒後
の右腰部痛)､皮脂欠乏
性湿疹､高血圧､頻尿､
表在性皮膚感染症

ｱﾄﾞﾌｨｰﾄﾞﾊﾟｯﾌﾟ40mg 接触皮膚炎症候群 支給

78
高血圧症､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ感染胃炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽ錠
200､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg

紅皮症型薬疹 支給

79 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

80 咽頭炎､胃炎､腸炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾚｷﾉﾝ錠
100mg

薬物性肝障害 支給

81 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

82 急性気管支炎
ﾂﾑﾗ小柴胡湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､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

83 微小変化群 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

84 急性上気道炎､咽頭炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾒｼﾞｺﾝ
錠15mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

85
急性扁桃炎､熱があっ
たので

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

86 ﾋﾟﾛﾘ菌除菌 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形紅斑型薬疹 支給

87 前立腺癌 ｹﾝｴｰG浣腸液50%
直腸損傷及びそれに続発した直腸
周囲炎

支給

88 不安神経症
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

89 骨粗鬆症 ﾘｸﾗｽﾄ点滴静注液5mg
急性期反応(関節痛､発熱､悪心､頭
痛)

支給

90
単純性腎盂腎炎疑い､
腸間膜ﾘﾝﾊﾟ節炎

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤
25mg｢日医工｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250mg｢NP｣､ｵｰｸﾞﾒ
ﾝﾁﾝ配合錠250RS

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

91 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 支給

92

高血圧症､ﾒﾆｴﾙ症候
群､L5部歯周膿瘍､辺
縁性歯周炎､腰椎椎間
板ﾍﾙﾆｱ､腰部脊柱管
狭窄症

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾆﾌﾗ
ﾝ錠75mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

93 急性上気道炎･扁桃炎
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､PL配合顆粒

多形紅斑型薬疹 支給

94 尿路感染症 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

95
急性気管支炎､脱水症､
気管支炎､咽頭炎､咳が
でていた為

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg
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

96
慢性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟ
ﾛﾘ感染症

ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

97
左急性低音障害型感
音難聴

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ｲｿﾊﾞ
ｲﾄﾞｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL､ﾒ
ﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μg

播種状紅斑丘疹型薬疹 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

98 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

99 急性膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

100
関節ﾘｳﾏﾁによる多関
節炎

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
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

101 心室頻拍 ｿﾀｺｰﾙ錠40mg
QT延長､心室頻拍(Torsades de
pointes)､心室細動

支給

102
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎､足
爪白癬､足白癬

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

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

103
いぼ､便秘性､胃の痛
み､むかつき

大正漢方胃腸薬 薬物性肝障害 支給

104 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫疑い ﾌﾙﾏﾘﾝｷｯﾄ静注用1g

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

105
1週間継続する咳痰､気
管支炎､逆流性食道炎

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾃ
ﾊﾞ｣､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾌｧ
ﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾓﾝ
ﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣､ｸﾗﾘ
ｽ錠200､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200

薬物性肝障害 支給

106 気管支炎及び肺炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｾﾌｫﾁｱ
ﾑ静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢日医
工｣､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200

偽膜性大腸炎 支給

107 右足蜂窩織炎

ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢日医工｣､ﾃﾌﾟﾚﾉﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg｢日医工｣､ﾛﾌﾞ
錠60mg､ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合
錠250RS

薬物性肝障害 支給

108 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

109
うつ病､不眠症､便秘
症､皮膚掻痒症､前立腺
肥大､過活動膀胱､肥満

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

110 関節ﾘｳﾏﾁ ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣ ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患 支給

111
ﾋﾟﾛﾘ菌除菌のため(胃ﾋﾟ
ﾛﾘ菌感染症)

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

112 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 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

113 急性上気道炎
PL配合顆粒､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

114 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 好中球減少症 支給

115 (検診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ S状結腸穿孔 支給

116 基底細胞母斑症候群 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

117 統合失調症､関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢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

118
慢性湿疹､集簇性ざ瘡､
急性咽頭炎､喉頭炎

ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾒｲｱｸﾄMS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

119
(予防)､塵肺症､慢性閉
塞性肺疾患

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

120 肺結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

121
急性咽喉頭炎､急性気
管枝炎､閉塞性換気障
害､咳喘息､気管支喘息

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣､ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸
塩錠15mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾌｼﾞﾄﾚ
ﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠
12.5mg､C-ﾁｽﾃﾝ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

122
肥厚性瘢痕､ｱﾄﾋﾟｰ性皮
膚炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

123
残尿感がある膀胱炎の
ため

ﾄﾁﾓﾄのﾚﾝﾆｸ､ﾄﾁﾓﾄのｼﾞ
ｺｯﾋﾟ､ﾄﾁﾓﾄのｼｬｾﾞﾝｼ､ﾄﾁﾓ
ﾄのｵｳｷﾞ､ﾄﾁﾓﾄのｵｳｺﾞﾝ､ﾄ
ﾁﾓﾄのﾆﾝｼﾞﾝ､ﾄﾁﾓﾄのﾊﾞｸ
ﾓﾝﾄﾞｳ､ﾄﾁﾓﾄのﾌﾞｸﾘｮｳ､ﾄﾁ
ﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ

薬物性肝障害 支給

124
頚椎骨軟骨症､右肩関
節周囲炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｸﾛﾙﾌｪ
ﾈｼﾝｶﾙﾊﾞﾐﾝ酸ｴｽﾃﾙ錠
250mg｢ﾂﾙﾊﾗ｣

多形紅斑型薬疹 支給

125
ｸﾛｰﾝ病､ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病､非
特異性大腸炎､逆流性
食道炎

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 多形紅斑型薬疹 支給

126
右下肢皮下血腫及び
蜂窩織炎

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

出血性胃潰瘍 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

127 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 支給

128 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 紅皮症型薬疹 支給

129
特発性血小板減少性
紫斑病(ITP)､ｽﾃﾛｲﾄﾞ減
量による呼吸不全

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､ｿ
ﾙ･ｺｰﾃﾌ1000､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ
500､ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ250､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ1000

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)

支給
２級

１年毎

130
感冒性胃腸炎､神経痛
様頭痛

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾅｳｾﾞﾘﾝOD錠
10､ﾑｺｽﾀ錠100mg､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

131 慢性B型肝炎 ﾍﾌﾟｾﾗ錠10
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群及びそれに続発し
た骨軟化症

支給

132 結節性動脈周囲炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5㎎(旭化
成)､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
歩行障害

障害
１級

１年毎

133
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

134 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

135
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

136

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

137 全身性ｴﾘﾏﾃﾄｰﾃﾞｽ
ﾊﾟﾗﾒｿﾞﾝ錠(2㎎)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5㎎､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500

両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び
左化膿性膝関節炎による両下肢機
能障害

障害
２級

１年毎

138 術後の疼痛管理のため

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｱﾅﾍﾟｲﾝ注
10mg/mL､塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ
注ｼﾘﾝｼﾞ1%｢NP｣

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級

３年毎

139 心ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
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

両側大腿骨骨頭無腐性壊死による
両下肢機能障害

支給
１級

１年毎

140 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

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

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

141 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg､ｲ
ｽｺﾁﾝ錠100mg

薬物性肝障害(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)

142
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)
なし(死亡)

医薬品以外の原因によ
る

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

※

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

143
気管支喘息､前立腺肥
大症､高血圧症

ﾓﾝﾃﾙｶｽﾄ錠10mg｢KM｣､ﾀ
ﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠
0.2mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾑｼｱ配合
錠HD｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ﾚﾙﾍﾞｱ100ｴ
ﾘﾌﾟﾀ30吸入用､ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ
注ｲﾉﾚｯﾄ他

薬疹 医薬品以外の原因による 不支給

144 非代償性C型肝硬変

ﾀﾞｸﾙｲﾝｻﾞ錠60mg､ｽﾝﾍﾞ
ﾌﾟﾗｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾃﾙﾈﾘﾝ
錠1mg､ﾘｰﾊﾞｸﾄ配合顆
粒､ｳﾙｿ錠100mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

145 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 医薬品以外の原因による 不支給

146

両)白内障､左)慢性涙
嚢炎､右)流涙症､A型ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ､高血圧症､骨
粗鬆症

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ｶﾘｰﾕﾆ点眼液
0.005%､ﾆﾌﾗﾝ点眼液
0.1%､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼液0.5%
他

未記入 判定不能 不支給

147

過活動性膀胱､両変形
性膝関節症､不眠症､腰
部脊柱管狭窄症､関節ﾘ
ｳﾏﾁ

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg､ﾜﾝ
ｱﾙﾌｧ錠1.0μg､ﾄﾞﾙﾅｰ錠
20μg､ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠
0.25mg､ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠0.1mg
他

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 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

148
僧帽弁狭窄兼閉鎖不全
症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg

掻痒症(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

149 慢性C型肝炎

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用150
μg/0.5mL用､ﾊﾞﾆﾍｯﾌﾟｶ
ﾌﾟｾﾙ150㎎､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ200㎎

腹水､浮腫(疾病)
なし(障害)

不適正使用(疾病)
医薬品以外の原因による
(障害)

不支給

150 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌除菌

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢日医工｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏ
ｲｼﾝ錠200mg｢CH｣

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

151 骨肉腫
ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用10､ﾋﾟﾉﾙﾋﾞﾝ
注射用20mg

拡張型心筋症(疾病)
拡張型心筋症による死亡(死亡)

対象除外薬である 不支給

152 扁桃周囲炎
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ﾆﾌﾗﾝ錠75mg

多形紅斑型薬疹 判定不能 不支給

153 急性扁桃炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

154 舌癌
ﾃｨｰｴｽﾜﾝ配合OD錠T25､
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢
CH｣

薬物性肝障害 対象除外薬である 不支給

155 卵巣機能不全症
ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ錠0.625mg､ﾌﾟﾗﾉ
ﾊﾞｰﾙ配合錠

深部静脈血栓症 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）


