
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 心房細動 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg 心室細動 支給

2
非定型精神病、不安神
経症

①ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25、ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
100mg（TYK）
②ﾙｰﾗﾝ錠8mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠1mg

①薬物性肝障害（1回目）
②薬物性肝障害（2回目）

支給

3
高血圧症（難治性）、高
尿酸血症

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg、ﾕﾘﾉｰﾑ
錠50mg、ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠
20mg

薬物性肝障害 支給

4 貧血
照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」（ロット番号：45-
1221-4054）

輸血関連急性肺障害
（TRALI）（疾病）
輸血関連急性肺障害
（TRALI）による死亡（死亡）

支給

5
前胸部圧迫感及び圧
痛、気管支炎

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒（医療用）、ｽﾊﾟﾗ
錠100㎎、ﾍﾟﾚｯｸｽ顆粒

間質性肺炎 支給

6 下腹部膨満感 ｲｵﾒﾛﾝ300ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

7
上気道炎、耐糖能異
常、嘔気

ｱﾓﾍﾟﾆｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

8 食欲低下、嘔心、頭痛
ｶﾞｽﾀｰD錠10mg、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg、ﾑｺｽﾀ錠
100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

無顆粒球症 支給

9
浮腫、湿疹、体重増
加、下痢

ｼﾞｭﾝｺｳ防已黄耆湯FCｴｷ
ｽ細粒医療用、三和半夏
瀉心湯ｴｷｽ細粒、JPS越
婢加朮湯ｴｷｽ顆粒[調剤
用]

薬物性肝障害 支給

10 感冒 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ鼻炎錠S 薬物性肝障害 支給

11 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

無顆粒球症 支給

12 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 血小板減少症 支給

13
急性咽頭炎、胃炎、大
腸炎

ｹﾝﾀﾝ錠60mg、ｽｶﾉｰｾﾞﾘﾝ
錠90mg、ﾗﾃﾞﾝ錠150、ﾚﾎﾞ
ﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg「あす
か」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）反応 支給

14 外耳道炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸ 支給

15 H.ﾋﾟﾛﾘ感染症 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 出血性大腸炎 支給

16 総胆管狭窄症 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

17
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症、十二指腸潰瘍

ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 薬物性肝障害 支給

18
胃潰瘍、ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ
感染症

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）反応 支給

19 不安感、頭痛、不眠
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

20
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、急性
喉頭気管支炎、急性鼻
副鼻腔炎、気管支喘息

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾃｵﾛﾝ
ｸﾞ錠50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

21
不安定狭心症、高血圧
症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15

無顆粒球症 支給

22 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎

ﾂﾑﾗ温清飲ｴｷｽ顆粒(医
療用)、ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)、ｱﾚﾛｯｸ
錠5、ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給
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23
発作性心房細動、心不
全

①ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg、ﾍﾞﾌﾟﾘ
ｺｰﾙ錠50mg、ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
75mg
②ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg、ﾌﾟ
ﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠1mg

①間質性肺炎（疾病）
②肺胞出血（疾病）

間質性肺炎及び肺胞出血に
よる死亡（死亡）

支給

24
慢性腎不全、貧血、閉
塞性動脈硬化症、冠動
脈硬化症、糖尿病

ｺｱﾋﾋﾞﾀｰ注射用50mg

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（疾
病）
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に
よる死亡（死亡）

支給

25
上気道炎、右下腻部
痛、尋常性ざ瘡、感冒

ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg、ﾘﾁｰﾑ
90、ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)、ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ
錠10mg

薬物性肝障害 支給

26 関節ﾘｳﾏﾁ、感冒
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、ﾊ
ｲﾍﾟﾝ錠200mg、ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽ
ｶﾌﾟｾﾙ2mg、PL顆粒

汎血球減少症（疾病）
汎血球減少症及びこれに続
発した敗血症による死亡（死
亡）

支給

27
心不全増悪、肺炎、胃
潰瘍

ｶﾞｽﾀｰD錠20mg、ﾕﾅｼﾝ-S
静注用1.5g、ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用
ﾊﾞｲｱﾙ0.5g

間質性肺炎（疾病）
間質性肺炎及びそれに続発
した敗血症による死亡（死
亡）

支給

28
高血圧、高脂血症、ぼ
うこう炎、うつ

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

29
右脳梗塞、高血圧症、
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ症、末梢
神経障害、糖尿病

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg 気管出血 支給

30 肺結核、高尿酸血症
ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末、ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠
100mg、ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg

薬物性肝障害 支給

31
糖尿病、高脂血症、ﾊﾞ
ｾﾄﾞｳ病、大動脈解離

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎、ﾘﾊﾞﾛ錠1
㎎

薬物性肝障害（胆汁うっ滞
型）

支給

32 腰部脊椎管狭窄症

ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg、ｴｽﾗｯ
ｸｽ静注50mg/5.0ml、ﾌｪﾝﾀ
ﾆﾙ注射液0.1mg｢三共｣、ｾ
ﾎﾞﾌﾚﾝ吸入麻酔液

呼吸抑制およびそれに続発
した心停止による低酸素脳
症（疾病）
呼吸抑制およびそれに続発
した心停止による低酸素脳
症による高度脳機能障害
（障害）

支給
(疾病)
支給
１級
１年毎
(障害)

33 尿路感染症
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

薬物性肝障害 支給

34
急性上気道炎、L6急性
化膿性歯周組織炎

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、ﾒｲｱｸ
ﾄMS錠100mg

抗菌薬起因性大腸炎 支給

35

更年期障害、便秘症、
不眠症、片頭痛、月経
不順、不安神経症、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

36
糖尿病、易疲労感、体
重減少

ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ
錠0.5mg

薬物性肝障害 支給

37 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害 支給

38 頭痛症、肩こり SG顆粒、ﾐｵﾅｰﾙ錠50mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39 うつ病
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-
B

再生不良性貧血 支給

40 急性出血性胃潰瘍
ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
（25mg/ml）、ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶ
ｽ2%、ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注20mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給



41
胸腹部大動脈瘤評価
のための造影CT検査

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続発し
た多臓器不全による死亡（死
亡）

支給

42
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
（SLE）、抗ﾘﾝ脂質抗体
症候群（血栓症）

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg（旭化
成）、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

43 術後膵炎 ｱﾛﾃﾞｰﾄ注射用100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

44
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟの疑い（大
腸内視鏡検査）

ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤 食道穿孔 支給

45
左肩打撲後肩関節周
囲炎

ﾂﾑﾗニ朮湯ｴｷｽ顆粒（医
療用）

間質性肺炎 支給

46 前頚部腫瘍
ｵｲﾊﾟﾐﾛﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

47 抜歯、抜歯窩治癒不全 ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250 出血性腸炎 支給

48 (大腸内視鏡検査)
ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注射液、ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ
注0.5%｢F｣

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(疾
病)
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、
多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

49 発熱
ﾛｰﾄ総合感冒薬 新ﾕｱ
IB(錠)

薬物性肝障害 支給

50 神経因性腼胱、湿疹
ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ
細粒、ﾊﾞｯﾌﾟﾌｫｰ錠10、ｱﾚ
ｸﾞﾗ錠60mg

薬剤性肺炎 支給

51
肺結核、COPD、緊張
型頭痛

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ｴｻﾝﾌﾞ
ﾄｰﾙ錠250mg、ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原
末、ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

52 胃癌集団検診 ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL、ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ
S状結腸穿孔（疾病）
S状結腸穿孔による死亡（死
亡）

支給

53 下腻潰瘍、下腻静脈瘤 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(疾
病)
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によ
る死亡(死亡)

支給

54 狭心症 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350
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

55 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（疾病）
間質性肺炎による死亡（死
亡）

支給

56 結節性動脈周囲炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠（旭化成）

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
１級
１年毎

57 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ﾒｶﾙｶﾌﾟﾀｰｾﾞ100
閉塞性細気管支炎による呼
吸器機能障害

障害
２級
１年毎

58 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
間質性肺炎による呼吸器機
能障害

障害
２級
１年毎

59 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾖｳ化ﾅﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ-5号
唾液腺障害および舌痛によ
るそしゃく･嚥下･言語機能障
害

障害
２級
１年毎

60 気管支喘息
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
錠、ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg

両側距骨無腐性壊死、多発
性骨感染症による肢体機能
障害

障害
１級
１年毎



61 右突発性難聴

ｻｸｼｿﾞﾝ500、ｻｸｼｿﾞﾝ300、
ｻｸｼｿﾞﾝ100、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
500、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、ｿﾙ･
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、右化膿性股関節炎（疾
病）
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
及び右化膿性股関節炎によ
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）

62 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠2mg、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500、ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

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）

63 気管支喘息重積発作
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ
注射液、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg

両側大腻骨顆部無腐性壊死
（疾病）
両側大腻骨顆部無腐性壊死
による両下肢機能障害（障
害）

障害等級不該当 不支給

64 （予防） ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
注射部位の局所反応（腫
脹、紅斑）

不適正使用 不支給

65 発作性心房細動 ｱﾝｶﾛﾝ錠100 間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

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

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、左化膿性膝関節炎（疾
病）
両側大腻骨骨頭無腐性壊死
及び左化膿性膝関節炎によ
る両下肢機能障害（障害）

障害等級不該当 不支給

67 慢性腎不全、腎移植後
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
錠、ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠（2mg）

左側大腻骨骨頭無腐性壊
死、右足距骨無腐性壊死
（疾病）
左側大腻骨骨頭無腐性壊
死、右足距骨無腐性壊死に
よる両下肢機能障害（障害）

障害等級不該当 不支給

68 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾞﾚﾃﾞｨﾆﾝ錠50、ﾛｷｿﾆﾝ
錠、ﾁｵﾗ錠100、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg

間質性肺炎（疾病）
間質性肺炎による呼吸機能
障害（障害）

対象除外薬である 不支給

69
甲状腺機能亢進症、自
然流産

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾊﾟﾝｽﾎﾟ
ﾘﾝT錠200、ﾛｷｿﾆﾝ錠

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

70
脳動静脈奇形のｶﾞﾝﾏﾅ
ｲﾌ治療後の遅発性放
射線障害、脳浮腫

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ｺﾊ
ｸｻﾆﾝ、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注4mg
（0.4%）、ﾊｲｺｰﾄ注

右側上腕骨骨頭無腐性壊
死、両側大腻骨骨頭無腐性
壊死、右側大腻骨顆部無腐
性壊死（疾病）
右側上腕骨骨頭無腐性壊
死、両側大腻骨骨頭無腐性
壊死及び右側大腻骨顆部無
腐性壊死による肢体機能障
害(障害)

障害等級不該当 不支給

71 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg、ﾘﾏﾁﾙ錠
100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠

間質性肺炎 入院相当でない 不支給

72 急性上気道炎 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

73 喘息発作、喀血

ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ、筋注用ｹﾅｺﾙﾄ
-A、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液、水溶
性ﾊｲﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液、ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ錠

左側大腻骨骨頭無腐性壊
死、左側上腕骨骨頭無腐性
壊死、右側大腻骨顆部無腐
性壊死（疾病）
左側大腻骨骨頭無腐性壊
死、左側上腕骨骨頭無腐性
壊死及び右側大腻骨顆部無
腐性壊死による肢体機能障
害（障害）

障害等級不該当 不支給

74
後天性免疫不全症候
群（ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎、ｻ
ｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症）

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死
及び両側大腻骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害

障害等級不該当 不支給

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。



(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
子宮収縮不良による出
血

照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」（36-8024-2474、
36-7424-3913、36-9526-
4116、36-9324-5454）
新鮮凍結血漿-LR「日赤」
（36-1915-5144、36-
1615-0065、36-6524-
2385、36-8024-1100）

C型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 支給

2 膵体尾部癌
照射赤血球M・A・P「日
赤」（24-1124-9668、24-
3115-2120）

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 支給

3 再生不良性貧血

赤血球濃厚液-LR「日赤」
（20-0226-4374、20-
2226-4055、20-2724-
3558）

C型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 障害でない

支給
（疾病）
不支給
（障害）

4 悪性リンパ種
照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」（31-0627-2703）

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 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。


