
番号 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 高血圧
ﾊﾞｲｶﾛﾝ錠25mg、ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ
錠8

低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

2
(胎便吸引症候群の疑
い)

ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注
第8脳神経障害(疾病)
第8脳神経障害による感音
難聴(障害)

支給
２級
１年毎

3
左足ｶｳｻﾞﾙｷﾞｰ、心不
全、不眠症

ﾂﾑﾗ三物黄ごん湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
100mg、ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

支給
１級
１年毎

4
意識消失発作、急性大
動脈解離術後

ｲﾝﾃﾞﾗﾙ注射液2mg、ﾛﾌﾟﾚ
ｿｰﾙ錠20mg

心肺停止 支給

5 癌性腹膜炎(疑)
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した多
臓器不全による死亡(死亡)

支給

6

高血圧、狭心症、心房
細動、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症、糖尿病、高尿酸血
症、急性上気道炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 血中ｶﾘｳﾑ増加、房室ﾌﾞﾛｯｸ 支給

7 両側慢性中耳炎
ﾂﾑﾗ荊芥連翹湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

8 上部消化管造影 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

9 上気道炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ100mg

薬物性肝障害 支給

10
慢性多発性関節ﾘｳﾏ
ﾁ、骨粗鬆症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ﾘｻﾞ
ｽﾄ錠3mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

11 (胃がん検診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD、ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL S状結腸穿孔 支給

12 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg 間質性肺炎 支給

13 てんかん、脳病変 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 血小板減少症 支給

14
右側下顎第3大臼歯水
平埋伏智歯萌出炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg、ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

15 酒さ性ざ瘡
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

16 うつ病 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 無顆粒球症 支給

17 関節ﾘｳﾏﾁ ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 infusion reaction(発熱等) 支給

18
結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎、そう
痒

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ
原末、ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg「ｻﾝﾄﾞ」、ｱﾚﾛｯｸ錠
5、ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg

薬物性肝障害 支給

19 緑内障 ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

20
腹痛を伴う細菌性腸
炎、本態性高血圧症

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 間質性肺炎、無顆粒球症 支給

21
症候性てんかん、未破
裂脳動脈瘤の術後

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg 無顆粒球症 支給

22 肋間神経痛 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg 胃潰瘍 支給

23 胃透視による健康診断 ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄP ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

24 腰部脊柱管狭窄症
ﾍﾟｵﾝ錠80、ﾑｺｽﾀ錠
100mg、ﾘﾝﾌﾟﾗｰﾙ錠50mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

25 うつ病、不安障害

ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50、ﾊﾟｷｼﾙ錠
20mg、ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg、ﾚﾝﾄﾞ
ﾙﾐﾝ錠0.25mg、ﾏｲｽﾘｰ錠
10mg、ｺﾝｽﾀﾝ0.8mg錠

薬物性肝障害 支給

26
術後感染症、けいれ
ん、腎不全、脳梗塞、
多発骨折

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ注250mg、ﾒﾛﾍﾟﾝ
点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g、ｻﾞﾝﾀｯ
ｸ注射液50mg、ﾗｼｯｸｽ注
20mg、ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用
2g、ﾌｧｰｽﾄｼﾝ静注用1g、
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg、ｺｶｰﾙﾄﾞ
ﾗｲｼﾛｯﾌﾟ40%

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)に続発した多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

27
C型慢性肝炎、不眠
症、発熱

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用、ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg

間質性肺炎 支給

28
痔核、甲状腺機能亢進
症

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給
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29
大動脈弁狭窄症および
不安定狭心症

赤血球濃厚液-LR「日
赤」、新鮮凍結血漿「日
赤」

輸血関連急性肺障害
(TRALI)(疾病)
輸血関連急性肺障害
(TRALI)に続発したDICによる
死亡(死亡)

支給

30 尿路感染症 ｾﾛﾆｰﾄﾞ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

31
頭痛、嘔気、麻疹の疑
い

ﾊﾞﾌｧﾘﾝA、ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA
錠、ｶﾛﾅｰﾙ錠200

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)、薬物性肝障害

支給

32 狭心症(冠動脈造影) ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注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

33
関節ﾘｳﾏﾁ、不眠症、神
経因性腼胱

ﾘﾏﾁﾙ錠100mg、ﾂﾑﾗ半夏
瀉心湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

間質性肺炎 支給

34 糖尿病
ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ｷﾈﾀﾞｯｸ錠
50mg、ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg

薬物性肝障害 支給

35 右突発性難聴

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
10mg、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
50mg、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

36 嘔気、嘔吐、胃痛
ﾑｺｽﾀ錠100mg、ｱﾙﾀｯﾄｶﾌﾟ
ｾﾙ75、ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10

薬物性肝障害 支給

37
ｽｲｰﾄ病、掌蹠膿疱症、
関節痛

ｱﾚｼﾞｵﾝ錠20、ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠
25mg、ｶﾞｽﾀｰD錠20mg、ﾛ
ｷｿﾆﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

38 便秘 ｺｯｺｱﾎﾟA錠 薬物性肝障害 支給

39

月経困難症、感染性胃
腸炎、急性胃炎、急性
咽頭炎

東洋漢方の柴胡桂枝乾
姜湯

薬物性肝障害 支給

40 卵巣機能不全 ｾｷｿﾋﾞｯﾄ錠100mg 薬物性肝障害 支給

41

神経症における強迫観
念・行為、喉の塊り(ﾋｽ
ﾃﾘｰ球)、苛々、神経質
症状の悪化

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

42
狭心症、高血圧症、高
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 血小板減少症 支給

43
急性胃腸炎、軽度熱中
症(疑い)、不眠症、便
秘症

ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠、
ｶﾞｽﾀｰ錠20mg

多形紅斑型薬疹、薬物性肝
障害

支給

44 細菌性髄膜炎

①点滴静注用ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ
0.5「MEEK」、ｾﾌｨﾛｰﾑ静注
用1g、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
②点滴静注用ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ
0.5「MEEK」、ｾﾌｨﾛｰﾑ静注
用1g、ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg、
ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g、
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

①紅皮症型薬疹
②無顆粒球症

支給

45 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

46
甲状腺機能亢進症(ﾊﾞ
ｾﾄﾞｰ病)

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠5mg

無顆粒球症 支給

47

慢性腎不全(透析時抗
凝固)、緑内障、眼瞼腫
瘤、高血圧、低ｶﾙｼｳﾑ
血症、敗血症疑い、尿
路感染、急性胃炎

ﾍﾊﾟﾌﾗｯｼｭ10単位/mLｼﾘﾝ
ｼﾞ10mL、ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千
単位/5mL「F」

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症 支給

48
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、急性上気道
炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性咳嗽、急
性扁桃腺炎

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

49 関節ﾘｳﾏﾁ ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 infusion reaction 支給

50 結核(予防投与) ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

51
関節ﾘｳﾏﾁ、胃炎、感
冒、高脂血症

ｿｱﾚｼﾞﾝ錠250mg、ｻﾞﾒｯｸ
錠75

無顆粒球症 支給

52 単純ﾍﾙﾍﾟｽ ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ顆粒50% ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

53
急性副鼻腔炎、急性咽
喉頭炎

ｵｾﾞｯｸｽ錠150、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

54 急性虫垂炎 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

55
左水腎症、下肢深部静
脈血栓症

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給



56
左半身しびれ、脳梗塞
予防 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75㎎ 間質性肺炎 支給

57 閉塞性動脈硬化症 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

58
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群(微少変
化群)

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、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）

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

59 本態性高血圧症、頭痛 ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg「ｻﾜｲ」 薬物性肝障害 支給

60 関節ﾘｳﾏﾁ ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100
infusion reactionおよびそれ
に続発した心房細動、脳塞
栓症

支給

61 ｸﾓ膜下出血 ﾌｫｰﾚﾝ
悪性高熱(疾病)
悪性高熱による死亡(死亡)

支給

62 (予防) ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75 薬物性肝障害 支給

63

右先天性臼蓋形成不
全症に対するｷｱﾘ骨盤
骨切術施行に際しての
術中、術後 鎮痛

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注10mg/mL、ｱﾅ
ﾍﾟｲﾝ注2mg/mL

左下肢神経原性疼痛 支給

64
急性上気道炎、急性扁
桃炎

ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS、
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg「EMEC」

薬物性肝障害 支給

65 骨粗鬆症 ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg
右下肢深部静脈血栓症、肺
塞栓症

支給

66
上行結腸癌、膵癌術
後、多発肝転移

ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ注射液100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

67 高血圧症 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg 間質性肺炎 支給

68 痛風、高尿酸血症
ｻﾞﾙﾄﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠80｢ﾀﾂﾐ｣、
ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ錠50mg

薬物性肝障害 支給

69 肺結核症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

70
高脂血症、高血圧、ﾘｳ
ﾏﾁ、細菌感染

ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg

間質性肺炎 支給

71
子宮内膜症、月経困難
症、高プロラクチン血
症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠
冠動脈血栓症及びそれに続
発した急性心筋梗塞

支給

72
関節ﾘｳﾏﾁ、頭痛、めま
い、感冒、胃炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

73 気管支炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ｶﾛﾅｰﾙ
錠200、ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

74 下腻筋けいれん
「ｸﾗｼｴ」漢方芍薬甘草湯ｴ
ｷｽ顆粒

薬物性肝障害 支給

75
ITP(特発性血小板減少
性紫斑病)、高尿酸血
症、高脂血症、胃潰瘍

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

76
内頚動脈高度狭窄症、
ステント留置術時

ﾉﾎﾞ・ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位
/5mL

ｼｮｯｸ(疾病)
ｼｮｯｸに続発した肺出血によ
る死亡(死亡)

支給

77 (定期健康診断) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄP 結腸穿孔 支給

78 左肩関節周囲炎
ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯｸ錠25㎎、ﾚﾐﾊﾞﾐ
ﾋﾟﾄﾞ錠100㎎「NS」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

79 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

80 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

81

高血圧、糖尿病、高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症、慢性胃
炎、頚椎後縦靭帯骨化
症、腰椎椎間板症、高
尿酸血症

　

①ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg
②ｱﾝｼﾞｰﾌ錠100mg、ｸﾞﾘﾐｸ
ﾛﾝ錠40mg

①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)及びそ
れに続発した急性呼吸促迫
症候群(ARDS)
②薬物性肝障害

支給



82
頚部ﾘﾝﾊﾟ腺腫、気管支
炎、急性歯根膜炎、(感
冒)

ﾅｲｷｻﾝ錠100mg、新ﾙﾙA
錠、ﾊﾟﾐｺｰﾙ顆粒、ｼﾙﾀﾞﾝ
顆粒、ｾﾛﾆｰﾄﾞ静注用1g、
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)およびそれに続発した
肺炎、多臓器不全(疾病)
薬物性肝障害(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)およびそれに続発した
肺炎、多臓器不全による死
亡(死亡)

支給

83

外傷性両下腻蜂窩織
炎、敗血症性多発腎梗
塞、不眠症、過換気症
候群

ﾊﾞｸﾀ配合錠 間質性肺炎 支給

84 C型慢性肝炎

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用、ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg、ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下
注用50μ g/0.5mL用、ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

85 C型慢性肝炎
ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg、ﾍﾟｶﾞｼｽ
皮下注90μ g

関節ﾘｳﾏﾁ 支給

86
腰痛症、末梢神経障
害、不眠

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給

87 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ﾈｵﾏﾚﾙﾐ
ﾝTR錠6mg

無顆粒球症 支給

88 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、ﾊ
ｲﾍﾟﾝ錠200mg、ﾑｺｽﾀ錠
100mg

無顆粒球症 支給

89

慢性副鼻腔炎急性増
悪(ｱﾚﾙｷﾞｰ性+細菌
性)、急性上気道炎、急
性副鼻腔炎

①ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ｼﾞｽ
ﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
2g、ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg
「ｻﾜｲ」
②ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ｼﾞｽ
ﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ
2g、ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg
「ｻﾜｲ」、ｵｰｽｷﾞ荊芥連翹
湯ｴｷｽG、ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

90 乳房腫瘍
ｵﾑﾆｽｷｬﾝ静注32%ｼﾘﾝｼﾞ
15mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

91 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、
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

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

92
関節ﾘｳﾏﾁ、胃炎、腸炎

ﾘﾏﾁﾙ錠50mg、ｶﾞｽﾀｰ錠
20mg

間質性肺炎 支給

93
急性咽喉頭炎、急性扁
桃炎、咽頭膿瘍

ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg、ﾛｾ
ﾌｨﾝ静注用1g、ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg、ﾗﾋﾞﾝ錠50mg、ﾛ
ｾﾞｵｰﾙ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

94 甲状腺機能亢進症

高砂ﾎﾞﾚｲM、ﾄﾁﾓﾄのﾊﾞｲ
ﾓ、高砂ｶﾛｺﾝM、高砂ﾊﾝ
ｹﾞM、高砂ｵｳﾚﾝM、高砂
ｼｬｸﾔｸM、高砂ﾄｳｷM、高
砂ﾘｭｳｺﾂM、高砂ｵｳﾊﾞｸ
M、高砂ﾄｳﾆﾝM、高砂ｵｳ
ｷﾞM、ｳﾁﾀﾞのｶｼｭｳM、ﾄﾁﾓ
ﾄのｶｼｭｳ、ﾄﾁﾓﾄのｻﾝｿｳﾆ
ﾝ

薬物性肝障害 支給

95
下痢、発熱、感染性腸
炎

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

薬物性肝障害 支給

96
狭心症、冠動脈形成術
後、2型糖尿病、高血
圧、脂質代謝異常症

ﾁｸﾋﾟﾛﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

97 解離性大動脈瘤 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ135mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

98 左肩関節周囲炎 1%塩酸ﾒﾋﾟﾊﾞｶｲﾝ注「NM」 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

99

心房細動、下痢、敗血
症性ｼｮｯｸ、急性肺炎、
胃潰瘍、腎不全、人工
呼吸管理中、心不全、
溶連菌感染症

ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注用20、ｼﾌﾟﾛｷｻ
ﾝ注300mg、ﾗｼｯｸｽ注
100mg

無顆粒球症 支給



100 帝王切開術　術後鎮痛
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1%、ﾏｰｶｲﾝ注
脊麻用0.5%等比重

両下肢麻痺 支給

101
関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧、糖
尿病、高尿酸血症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ｻﾞｲ
ﾛﾘｯｸ錠100

汎血球減少症 支給

102 上部消化管造影 ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

103
胃潰瘍、深部感染症、
左副腎腫瘍術後

ﾊﾞｸﾀ配合錠、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg、ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg、ｵﾒﾌﾟﾄﾛｰﾙ錠
20mg、ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注用20

無顆粒球症 支給

104

急性前壁中隔心筋梗
塞、冠攣縮性狭心症、
脂質異常症、逆流性食
道炎、頭痛、気管支炎

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg、ﾘﾊﾞﾛ錠
2mg

薬物性肝障害 支給

105
中大脳動脈狭窄症、
胃・十二指腸潰瘍

ﾌﾟﾛﾏｯｸD錠75、ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg、ﾌﾟﾚﾀｰﾙOD錠
100mg

薬物性肝障害 支給

106 流産 ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

107 (頭痛) ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

108
足白癬(角質増殖型)、
接触性皮膚炎、id反応

ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ錠125｢MEEK｣、
ｵｷﾛｯﾄ錠30mg

薬物性肝障害 支給

109
条虫症、急性上気道
炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｴｽｶｿﾞｰﾙ錠200mg 薬物性肝障害 支給

110
紫斑病性腎炎、半月体
形成性糸球体腎炎、急
速進行性糸球体腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg、
注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ500、ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ錠5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

111 急性副鼻腔炎 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

112
胃癌、直腸癌手術後の
CT検査

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

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
る高度脳機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

113 腸管子宮内膜症
ｷｼﾛｶｲﾝｾﾞﾘｰ2%、ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ
注20mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

114
骨粗鬆症、ｶﾘｴｽ、根尖
性歯周炎

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 右下顎骨の骨壊死 支給

115 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬物性肝障害、汎発型薬疹 支給

116
微少変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群

ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

117 頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｱﾓﾍﾟﾆｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ﾀﾞｰ
ｾﾞﾝ5mg錠、ﾂﾙﾒﾘﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

118 滲出性中耳炎 ｷｼﾛｶｲﾝ注射液2%
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

119 乳癌 ｲｵﾒﾛﾝ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

120 爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性肝障害 支給

121 扁平苔癬、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

122 高脂血症、心房細動 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5㎎ 間質性肺炎 支給

123 関節ﾘｳﾏﾁ(RA) ｱｸﾃﾑﾗ点滴静注用200mg 薬物性肝障害 支給

124
右尿管結石に対する検
査の為

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

125
左腕頭静脈閉塞、慢性
腎不全

ｲｵﾒﾛﾝ350ｼﾘﾝｼﾞ
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

126 脳梗塞 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 無顆粒球症 支給

127

左三叉神経第Ⅰ枝帯
状疱疹(発症1ヶ月以
内)、帯状疱疹後神経
痛、便秘症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 消化管出血 支給

128 急性上気道炎
ﾑｺｽﾀ錠100mg、ｶﾛﾅｰﾙ錠
300、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100㎎、ﾑ
ｺﾀﾞｲﾝ錠500㎎

薬物性肝障害 支給

129 便秘症
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給



130 右大腻軟部腫瘍 ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ静注用2gﾊﾞｯｸﾞ
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

131
慢性腎不全(血液透
析)、頚椎手術前のた

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

132
気管支喘息、悪性ﾘﾝﾊﾟ
腫

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ40、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ注射液

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

133 肝臓癌 ｲｵﾒﾛﾝ350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

134 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

135 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

支給

136
慢性腎不全、透析用ｼｬ
ﾝﾄ作成手術後

注射用ﾅﾌｧﾀｯﾄ50
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

137
慢性腎不全(血液透
析)、頚椎手術前のた

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

138 子宮外妊娠

ﾗｾﾅｿﾞﾘﾝ注射用1g、ﾏｰｶｲ
ﾝ注脊麻用0.5%高比重、ﾄﾞ
ﾙﾐｶﾑ注射液10mg、ﾄﾞﾛﾚﾌﾟ
ﾀﾝ注射液25mg

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

139 胃・十二指腸潰瘍
ｷｼﾛｶｲﾝｽﾌﾟﾚｰ、ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ
注射液、ｷｼﾛｶｲﾝﾋﾞｽｶｽ

低酸素脳症に続発した四肢
運動機能障害、高次機能障
害

障害
１級
５年毎

140 紅斑性天疱瘡
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる歩行障
害

障害
２級
１年毎

141 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

142
未破裂脳動脈瘤に対
するｺｲﾙ塞栓術

ﾉﾎﾞ・ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位、ﾌﾟ
ﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg

脊髄硬膜外血腫による両下
肢麻痺による両下肢機能障
害

障害
１級
１年毎

143
慢性腎不全、透析用ｼｬ
ﾝﾄ作成手術後

注射用ﾅﾌｧﾀｯﾄ50
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
よる高度脳機能障害

障害
１級
１年毎

144
骨盤骨折術後、敗血
症、MRSA肺炎、DIC、
急性腎不全

ﾗｼｯｸｽ注、ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射
液、ﾀﾞﾗｼﾝS注射液、塩酸
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注用
0.5g、ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注、ﾌﾙﾏﾘﾝ静
注用1g、ｶﾙﾍﾞﾆﾝ点滴用
0.5g、ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝ静注用
1g、ｵｰﾂｶCEZ注-MC

感音難聴に続発した聴覚障
害

障害
２級
１年毎

145
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

左大腻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

146 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ

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）、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5「ﾎｴｲ」、水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、ｻｸｼｿﾞﾝ
100

骨粗鬆症に続発した腰椎圧
迫骨折による体幹機能障害

障害
２級
１年毎

147 細菌性心内膜症 ｹﾞﾝﾀｼﾝ注
第8脳神経障害による平衡
機能障害

障害
２級
３年毎

148 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 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
１級
１年毎

149

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

150 結腸固定不全術後
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ｱﾅﾍﾟ
ｲﾝ注7.5mg/mL

両下肢麻痺による両下肢機
能障害

障害
２級
１年毎



151

動悸、狭心症疑、胸部
圧迫感、糖尿病、血液
透析を必要とする慢性
腎不全、高血圧症、高
脂血症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg
両側感音難聴による聴覚障
害

障害
1級
1年毎

152 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病 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）

153 脳腫瘍、てんかん発作
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg

洞機能不全(疾病)
洞機能不全による心機能障
害(障害)

障害等級不該当

支給（疾
病）
不支給
（障害）

154 子宮筋腫
ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%、ｷｼ
ﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2%、ﾏｰｶｲ
ﾝ注0.5%

馬尾症候群(疾病)
馬尾症候群に伴う排尿・排
便障害による日常生活障害
(障害)

障害等級不該当

支給(疾
病)
不支給
(障害)

155 重症筋無力症、喘息 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）

156 直腸瘤
①0.3%ﾍﾟﾙｶﾐﾝｴｽ注射液
②ﾈｵﾖｼﾞﾝ液

①高位脊椎麻酔及びこれに
続発した換気障害（疾病）
②ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸに続
発した低酸素脳症による意
識障害（疾病）

なし(*2)（死亡）

医薬品以外の原因による

支給（疾
病）
不支給
（死亡）

157 高血圧症、高脂血症
ﾆｭｰﾛﾀﾝ錠50mg、ﾘﾊﾞﾛ錠
2mg

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

158
包茎、包茎術後、肺
炎、尿路感染症

①ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、ﾘｱ
ｿﾌｨﾝ静注用1g、ﾛｷｿﾆﾝ
錠、ｱﾙﾋﾟﾆｰ坐剤200
②ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠

①紅皮症型薬疹(疾病)
②薬剤性胃腸炎(疾病)

なし(*1)(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

159

腎性貧血、逆流性食道
炎、慢性気管支炎、大
動脈弁狭窄症、狭心症

ｴｽﾎﾟｰ皮下用6000ｼﾘﾝ
ｼﾞ、ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ
12000、ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ
6000

赤芽球癆 不適正使用 不支給

160 胸部大動脈瘤手術
照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」

遅発性溶血 判定不能 不支給

161
左鎖骨骨折（に対する
整復固定術に伴う全身
麻酔）

ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注射液0.1mg「三
共」、ﾄﾞﾛﾚﾌﾟﾀﾝ注射液
25mg、1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注「ﾏ
ﾙｲｼ」、ｾﾎﾞﾌﾚﾝ

呼吸抑制に続発した心停止
による低酸素脳症（疾病）
呼吸抑制に続発した心停止
による低酸素脳症に起因し
た高度脳機能障害（障害）

不適正使用 不支給

162 S状結腸癌手術 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

163
輸血後鉄過剰症、再生
不良性貧血

なし なし(*1) 医薬品以外の原因による 不支給

164 (脳腫瘍) ｾﾎﾞﾌﾚﾝ
悪性高熱様症状(疾病)
なし(*3)(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

165
心房細動、MR、ﾊﾟﾅﾙｼﾞ
ﾝによる汎血球減少、
脳梗塞

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg
薬物性肝障害（疾病）
なし(*2)（障害）

医薬品以外の原因による 不支給

166
高脂血症、左大腻下顎
部打撲、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎、咽頭炎

なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

167
骨髄異形成症候群に
よる貧血

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

168 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg
間質性肺炎（疾病）
判定不能（障害）

判定不能 不支給

169 関節ﾘｳﾏﾁ、糖尿病
ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg、
ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ﾀｲﾌﾟﾛﾄﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ15mg、ﾌｧｽﾃｨｯｸ錠90

薬物性肝障害 不適正使用 不支給

170
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、ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝ錠
10

紅皮症型薬疹 不適正使用 不支給

171 脳梗塞 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

172 膵癌 なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給



173 高尿酸血症 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

174 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300 両下肢麻痺 入院相当ではない 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・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。


