
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 多汗症

ﾂﾑﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）、
ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）、
ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）、
ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒（医療用）、
ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）

間質性肺炎 支給

2
Stevens-Johnson  Syn
ｄ

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500、
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg（0.4%）、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、
右大腻骨顆部無腐性壊死

支給

3
高血圧症、高脂血症、
糖尿病、筋肉痛、
肥満症、便秘症

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
（医療用）、
ｸﾗｼｴ防風通聖散ｴｷｽ錠

薬物性肝障害 支給

4 狭心症 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370 急性肺水腫 支給

5 咽頭喉頭炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg
「TCK」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

6 急性気管支炎
ﾒﾁｽﾀ錠250mg、
ｵﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg「ｻﾜｲ」

薬物性肝障害 支給

7 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、胃炎

ｵｰｽｷﾞ温清飲ｴｷｽG、
ﾏﾂｳﾗ柴胡桂枝湯ｴｷｽ顆
粒、
ｴﾙﾋﾟﾅﾝ錠20、
ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠2.5mg、
ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg

薬物性肝障害 支給

8 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 無顆粒球症 支給

9 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

10 人工透析 注射用ﾅﾌｧｽﾄﾝ50
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ（疾病）
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸによる死
亡（死亡）

支給

11
不整脈（発作性心房細
動、心室性期外収縮、
上室性期外収縮）

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 薬物性肝障害 支給

12 潰瘍性大腸炎 ﾍﾟﾝﾀｻ錠500 急性膵炎 支給

13 心膜炎、上気道炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）反応 支給

14
更年期障害、
慢性副鼻腔炎

ｵｰｽｷﾞ加味逍遙散ｴｷｽ
G、
ｵｰｽｷﾞ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ
G、
ｵｰｽｷﾞ辛夷清肺湯ｴｷｽG

薬物性肝障害 支給

15 肺血栓塞栓症疑い ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

16 蜂巣炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）反応 支給
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主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

17

妊娠38週、
前回帝王切開、
帝王切開術麻酔のた
め

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高比
重、
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注7.5mg/mL、
ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

両下肢知覚異常 支給

18 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
播種状紅斑丘疹型薬疹、
薬物性肝障害

支給

19 不眠症

ﾂﾑﾗの生薬ｵｳｺﾞﾝ、
ﾂﾑﾗの生薬ｵｳﾚﾝ、
ﾄﾁﾓﾄのﾀﾞｲｵｳ、
ﾂﾑﾗの生薬ｹｲﾋ、
ﾂﾑﾗの生薬ｻｲｺ、
ｳﾁﾀﾞのﾊﾝｹﾞM、
ﾂﾑﾗの生薬ﾌﾞｸﾘｮｳ、
ﾄﾁﾓﾄのｼｮｳｷｮｳ末、
ﾄﾁﾓﾄのﾀｲｿｳ、
ﾄﾁﾓﾄのﾎﾞﾚｲ、
ﾄﾁﾓﾄのﾘｭｳｺﾂ、
ﾄﾁﾓﾄのﾆﾝｼﾞﾝ、
ﾂﾑﾗの生薬ｼｬｸﾔｸ、
ﾄﾁﾓﾄのｱｷｮｳ、
ｳﾁﾀﾞのﾄｳｷ末M、
ﾄﾁﾓﾄのｶﾝｿﾞｳ末、
ﾄﾁﾓﾄのｺｳﾌﾞｼ、
ﾄﾁﾓﾄのｾﾝｷｭｳ末、
ﾄﾁﾓﾄのﾁｮｳｼﾞ末、
ﾄﾁﾓﾄのﾋﾞｬｸｼﾞｭﾂ末、
ﾄﾁﾓﾄのﾋﾞﾝﾛｳｼﾞ、
ﾄﾁﾓﾄのﾓｯｺｳ

間質性肺炎 支給

20

両手指関節炎、
慢性色素性紫斑（ｼｬﾝ
ﾊﾞｰｸﾞ病）、
上気道炎、
急性咽頭炎、
関節ﾘｳﾏﾁ

ｸﾘﾉﾘﾙ錠100、
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、
ｶﾞｽﾀｰ錠20mg､
ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg、
ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）

薬物性肝障害 支給

21 急性前骨髄性白血病 照射濃厚血小板「日赤」
輸血関連急性肺障害
（TRALI）

支給

22

下血（痔核よりの出
血）、
貧血、
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、
内痔核

ｼﾞｵﾝ注無痛化剤付 直腸潰瘍 支給

23
高脂血症、
脂肪肝性肝炎、

ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠10、
ﾁｵﾗ錠100

薬物性肝障害 支給

24 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

25 胆管炎 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝ静注用1g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ（疾病）
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸに続発し
た低酸素脳症、
多臓器不全による死亡（死
亡）

支給

26 ざ瘡様丘疹 ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠100mg 間質性肺炎 支給

27 症候性てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg 口内炎、薬剤熱 支給

28 （予防）
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「生
研」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ 支給



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

29

脳梗塞、肺炎、
心不全、
皮膚そう痒症、
逆流性食道炎

ｱｰﾁｽﾄ錠2.5mg、
ｱｽﾋﾟﾘﾝ「ﾊﾞｲｴﾙ」、
ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg、
ｼﾝﾒﾄﾚﾙ細粒10%、
ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15、
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg

劇症肝炎（疾病）
劇症肝炎による死亡（死亡）

支給

30
大動脈弁狭窄症、
上行大動脈拡張症

ｾﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻酔液
悪性高熱（疾病）
悪性高熱による死亡（死亡）

支給

31 潰瘍性大腸炎

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、
ｻｸｼｿﾞﾝ300、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5「ﾎｴｲ」、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg（旭化
成）

左側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

32
高血圧症、
脂質異常症、糖尿病

ｱｸﾄｽ錠15 薬物性肝障害 支給

33 減量のため ｽﾘﾑｺﾞｰﾙﾄﾞ 薬物性肝障害 支給

34 肝膿瘍
ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ、
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）反応 支給

35
高脂血症、
高尿酸血症、痛風

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg 出血性胃潰瘍 支給

36
2型糖尿病、
脂質異常症

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg、
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg

急性膵炎 支給

37
進行肺癌術後、
高血圧、脳梗塞

ﾕｰｴﾌﾃｨｶﾌﾟｾﾙ100mg 間質性肺炎 支給

38
狭心症、高血圧、
高脂血症

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

39 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠 無顆粒球症 支給

40 膿疱性ざ瘡、胃炎

ｾﾙﾊﾟｽｶﾌﾟｾﾙ50mg、
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100「ｵｰﾊ
ﾗ」、
ﾐﾉﾍﾟﾝ錠50

薬物性肝障害 支給

41 前立腺癌 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300ｼﾘﾝｼﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した急性肺水腫

支給

42
関節ﾘｳﾏﾁ、
乾癬性関節炎、
感染性胃腸炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、
ﾎﾛｻｲﾙS静注用1g

薬物性肝障害 支給

43 急性咽頭炎 ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ 支給

44 潜在性結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

45 足白癬、爪甲白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性肝障害 支給

46 腼胱癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100ml

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ（疾病）
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死亡
（死亡）

支給

47 発熱、感冒 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA
閉塞性気管支細気管支炎、
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

48
ﾄﾛｰｻﾞ･ﾊﾝﾄ症候群（眼
窩炎性偽腫瘍）、
特発性肥厚性硬膜炎

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、
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、
両側大腻骨顆部無腐性壊死

支給



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
慢性腎不全（血液透
析）、
頚椎手術前のため

注射用ﾅﾌｧﾓｽﾀｯﾄ50
「MEEK」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

50
肝機能障害、発熱、
腹痛

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300ｼﾘﾝｼﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

51 高血圧症
①ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg

②ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎
支給

52

高尿酸血症、
間質性肺炎、うつ、
睡眠障害、骨粗鬆症、
認知症、高脂血症

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100

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）に続発した肺炎による
死亡（死亡）

支給

53 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300
両下肢麻痺（疾病）
両下肢麻痺による歩行障害
（障害）

支給
（疾病）
支給
１級

1年毎
（障害）

54

頚腕症候群（疑）、
脊髄損傷（疑）、
頚椎症（疑）、
脳梗塞、による右上肢
麻痺

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
（疾病）
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害（障
害）

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

55 ｱﾅﾌｨﾗｸﾄｲﾄﾞ紫斑
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ「ﾀｹﾀﾞ」5mg、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg（旭化
成）

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
（疾病）
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害（障
害）

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

56
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
（SLE）、
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
両膝蓋腱皮下断裂による歩
行障害

障害
１級

１年毎

57

強皮症による症状の増
悪､
全身の関節痛､
ﾚｲﾉｰ症状(診断書22頁
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

58 右変形性膝関節症
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重、
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/ml

馬尾症候群による両下肢機
能障害

障害
１級

３年毎

59
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
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２ 級

１年毎

60 慢性腎炎（ﾈﾌﾛｰｾﾞ型） ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２ 級

１年毎

61 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉｻｰﾙ注射液
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２ 級

１年毎

62 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２級

１年毎

63 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

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

64 潰瘍性大腸炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による右下肢機能障害

障害
２級

１年毎



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

65 移植後GVHD
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

66 上部消化管造影 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

67 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

68
非結核性抗酸菌症、
高血圧症、不眠

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

69
高尿酸血症、下肢痛、
高血圧

ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

70
ﾄﾛｰｻﾞ・ﾊﾝﾄ症候群、
突発性肥厚性硬膜炎

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、
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、
両側大腻骨顆部無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害等級不該当 不支給

(感染等被害判定結果)
原疾患 原因生物由来製品名 感染症名 不支給等理由 判定

1 慢性ﾘﾝﾊﾟ性白血病
赤血球濃厚液-LR「日赤」
（31-0623-6397）

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 支給

2
胃がん、直腸がん、
貧血

赤血球濃厚液-LR「日赤」
（01-0826-3611）

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 支給

3 急性骨髄性白血病
照射濃厚血小板「日赤」
（28-9035-3462）

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症
生物由来製品以外の原因
による

不支給

注）　＊１・・・原疾患によるもの。　＊２・・・病態の変化によるもの。　＊３・・・生物由来製品及び副作用との関連が不明確なもの。

注）　＊１・・・原疾患によるもの。　＊２・・・病態の変化によるもの。　＊３・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。


