
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
上気道炎感染、糖尿
病、高血圧、狭心症

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 洞停止 支給

2 高尿酸血症、高血圧症 ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg 汎発型薬疹、薬物性肝障害 支給

3
急性気管支炎、脊柱管
狭窄症

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、PL配
合顆粒、ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg、ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg錠、ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠250mg、ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱ
ﾙﾌｧﾃﾞｸｽ錠5μ g「F」、ﾚﾊﾞﾐ
ﾋﾟﾄﾞ錠100mg「EMEC」、ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎に続発した多臓器
不全による死亡(死亡)

支給

4 術後癒着性ｲﾚｳｽ
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣、
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL

けいれん重積、ﾐｵｸﾛｰﾇｽ（疾
病）
けいれん重積発作及びﾐｵｸ
ﾛｰﾇｽ発作による四肢機能障
害（障害）

支給
２級
１年毎

5 関節ﾘｳﾏﾁ、C型肝炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ﾍﾟ
ｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用、ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下
注25mgｼﾘﾝｼﾞ0.5mL、ｱｻﾞ
ﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、ﾎﾞﾙﾀ
ﾚﾝｻﾎﾟ25mg、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠
25mg、ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

間質性肺炎 支給

6

肺結核、胃潰瘍、高リ
ン血症、不眠、気管支
炎、甲状腺機能低下
症、腎性貧血

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ
原末、ｴﾎﾟｼﾞﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ
1500、ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50

薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

7 前立腺癌、術後痛
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

腹筋群及び下肢筋群の麻痺 支給

8 腺窩性扁桃腺炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg、ﾆﾌﾗﾝ錠
75mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

9 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

10 肺炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ｹﾝﾀﾝ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

11 じんましん
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ「ﾀﾂﾐ」、ﾂ
ﾑﾗ清上防風湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)、ｱｽﾓｯﾄ錠20mg

薬物性肝障害 支給

12
咳嗽、発熱、風邪、上
気道炎

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、ﾀﾞｰｾﾞ
ﾝ5mg錠

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

13
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ、逆
流性食道炎、ﾄﾞﾗｲｱｲ

ﾑｺｽﾀ錠100mg、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg

薬物性肝障害 支給

14 急性化膿性扁桃炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠

蕁麻疹型薬疹、薬物性肝障
害

支給

15

関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧症、
発作性心房細動、逆流
性食道炎、骨粗鬆症

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg、ｴﾝ
ﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL

敗血症(疾病)
敗血症およびそれに続発し
た呼吸不全による死亡(死
亡)

支給

16

慢性関節ﾘｳﾏﾁ、骨粗
鬆症、胃潰瘍、脳梗塞
予防、高血圧症、気管
支喘息

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、ﾀ
ｹﾌﾟﾛﾝOD錠30、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg

無顆粒球症(疾病)
無顆粒球症およびそれに続
発した敗血症による死亡(死
亡)

支給

17
甲状腺機能低下症、う
つ病、顔がむくむ

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50、ｱﾓﾊﾞﾝ錠
7.5、ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

18
両変形性膝関節症、偽
痛風

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠

十二指腸潰瘍 支給

19 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg 薬物性肝障害 支給

20 狭心症
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
配合錠A81

憩室出血 支給

21
双胎妊娠、切迫早産の
帝王切開術のための
麻酔

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重

右下肢神経障害 支給

22 月経前症候群
ﾂﾑﾗ黄連解毒湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)、ﾂﾑﾗ四物湯ｴｷ
ｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

23
慢性胃炎、前立腺肥大
症

ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg 薬物性肝障害 支給
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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

24
爪白癬、足白癬、ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性皮膚炎、二次的
細菌感染

ﾗﾐﾃｸﾄ錠125mg、ｱﾚﾛｯｸ錠
5、ﾙﾘｯﾄﾞ錠150

薬物性肝障害 支給

25
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

26 潰瘍性大腸炎
①ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg
②ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg、ﾍﾟﾝ
ﾀｻ注腸1g

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)
②薬物性肝障害

支給

27

C型慢性肝炎、不眠
症、末梢神経障害、便
秘症、不安症、過敏性
腸症候群

ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μ g、ｺﾍﾟ
ｶﾞｽ錠200mg

再生不良性貧血(疾病)
再生不良性貧血及びそれに
続発した敗血症による死亡
(死亡)

支給

28 左第5中足骨骨折
ﾃｲｺｸ桂枝茯苓丸料ｴｷｽ
顆粒

好酸球性肺炎 支給

29

冠動脈硬化症、大動脈
弁狭窄症、胃潰瘍、閉
塞性動脈硬化症、腸球
菌感染、心不全、高尿
酸血症

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠15、ﾗｼｯｸｽ錠40mg、
ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100

無顆粒球症 支給

30
胃部不快、潰瘍性大腸
炎

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg、ﾍﾟﾝﾀｻ錠
500mg

好酸球性肺炎 支給

31 足爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 薬物性肝障害 支給
32 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

33
気管支肺炎を疑う(右
下肺野の異常陰影)

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg、ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成
人用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ2g、ｽﾙﾊﾞｼ
ﾘﾝ静注用1.5g、ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟ
ｾﾙ150mg

間質性肺炎 支給

34 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ﾑｺｽﾀ錠
100mg

無顆粒球症 支給

35 脳梗塞、胆道癌
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg

喉頭出血 支給

36 胃潰瘍
ﾀｹﾌﾟﾛﾝ静注用30mg、ﾀｹﾌﾟ
ﾛﾝOD錠30

無顆粒球症 支給

37 肝細胞癌 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ 薬物性ｼｮｯｸ 支給

38
上気道炎(咽頭痛、咳、
鼻汁)

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg、ｲﾙ
ｻﾞｲﾑ錠10、ﾒｼﾞｺﾝ錠
15mg、ﾙﾝﾎﾞﾝ錠4mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39 感冒
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、ｹﾝﾀﾝ
錠60mg、ﾋﾟｰｴｲ配合錠、ﾚ
ﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢KRM｣

血管性浮腫 支給

40 乳癌 ｱﾘﾐﾃﾞｯｸｽ錠1mg 間質性肺炎 支給

41 うつ状態、てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg
播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

42
高脂血症、鉄欠乏性貧
血、不眠症、感冒

PL配合顆粒 薬物性肝障害 支給

43
急性上気道炎、急性気
管支炎

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ｸﾗﾘﾁﾝ
錠10mg、ﾎｸﾅﾘﾝﾃｰﾌﾟ
2mg、ﾒﾁｽﾀ錠500mg、ﾛｷ
ﾍﾟｲﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

44 (健診) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

45
扁桃炎→頚部ﾘﾝﾊﾟ節
炎(扁桃炎からの炎症
の波及進展)

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ｺﾊﾞﾙﾉﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ50mg、ﾀﾞｰｾﾞﾝ5mg
錠、ﾋﾟｰｴｲ配合錠、ﾛﾌﾞ錠
60mg

薬物性肝障害 支給

46 急性腸炎

①ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾂﾑﾗ
抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療
用)、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg
②ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾊﾟﾘｴｯ
ﾄ錠10mg

①間質性肺炎(疾病)
②急性腎不全(疾病)

間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

47
肥満、脂肪肝、腰痛
症、上気道炎

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)、ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg

間質性肺炎 支給

48 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

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

49 てんかん疑い
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ﾃﾞﾊﾟｹ
ﾝR錠200

薬物性肝障害 支給



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

50
ﾒﾆｴｰﾙ病、うつ病、遅
発性内ﾘﾝﾊﾟ水腫

ﾂﾑﾗ紫苓湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

51
脳挫傷、高血圧、めま
い、胃潰瘍

①ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg、ｶﾞｽ
ﾀｰD錠10mg、ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠5
②ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg、ｶﾞｽ
ﾀｰD錠10mg、ﾚﾆﾍﾞｰｽ錠
5、ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4

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)
②薬物性肝障害

支給

52 (検診) ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄCL ﾊﾞﾘｳﾑ憩室炎 支給

53 右眼黄斑変性症(検査) ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ注射液1号

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発したDIC、多臓器不
全による死亡(死亡)

支給

54 急性心筋梗塞、糖尿病
ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ｸﾚｽﾄｰ
ﾙ錠2.5mg、ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠

薬物性肝障害 支給

55 尿路感染症
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｵｰ
ﾊﾗ｣

光線過敏型薬疹、薬物性肝
障害

支給

56
ｽｷﾞ花粉症　著明な鼻ｶ
ﾀﾙ

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、ｾﾚｽ
ﾀﾐﾝ配合錠

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 顆粒球減少症 支給

58 急性気管支炎、咽頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾋﾟｰｴｲ
配合錠

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

59 糖尿病 ｾｲﾌﾞﾙ錠50mg 腸管嚢胞様気腫症 支給

60

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾛｰﾏ、狭心
症、高脂血症、COPD

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ200mg静注用、
注射用ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ1g、ﾕﾅｼ
ﾝ-S静注用1.5g、ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ
錠10

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

61
甲状腺機能亢進症、薬
疹、ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50㎎ 薬物性肝障害 支給

62

ﾚﾑ睡眠関連行動異
常、周期性四肢運動障
害、萎縮性膣炎、両手
指変形性関節症、ﾊﾞｾ
ﾄﾞｳ病、放射線治療後
甲状腺機能低下症、嘔
気、軟便、急性胃腸炎
疑い

ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

63 胃潰瘍
ｸﾗﾘｽ錠200、ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ250、ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠10、ｶﾞｽ
ﾓﾁﾝ錠5mg

薬物性肝障害 支給

64 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

65

嘔吐、下痢症、急性胃
腸炎、急性咽喉頭炎、
鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ、急性副鼻
腔炎

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ｶﾝﾌｧﾀ
ﾆﾝ錠60mg、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg、ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg、ｸ
ﾗﾘｽ錠200、ｿﾙﾆﾗｰﾄ錠
50、ﾋﾟｰｴｲ配合錠

薬物性肝障害 支給

66
鼻根部、左下眼瞼基底
細胞癌

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給

67 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 多発性関節炎 支給

68 頭痛 ﾆｭｰｶｲﾃｷ錠A
多形紅斑型薬疹、薬物性肝
障害

支給

69
急性気管支炎、ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎、扁桃炎、
食欲不振

ｱｽﾞｻﾚｵﾝ錠20、ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg、ﾘﾝﾀｼﾝ注射液
300mg

薬物性肝障害 支給

70
S状結腸癌、横行結腸
癌術後

ﾏｸﾞｺﾛｰﾙP 直腸穿孔 支給

71 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg 左下顎骨の骨髄炎 支給

72 急性上気道炎
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢日
医工｣、ﾑｺﾄﾛﾝ錠250mg、ﾙ
ﾎﾟｯｸ錠75mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

73

A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、胃炎、
嘔気

ﾑｺｽﾀ錠100mg、ﾅｳｾﾞﾘﾝ
錠10、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg、ｶﾞ
ｽﾀｰ錠10mg、ｶﾞｽﾛﾝN錠
2mg

薬物性肝障害 支給

74 関節ﾘｳﾏﾁ
ｶﾙﾎﾞｶｲﾝｱﾝﾌﾟﾙ注1%、ｹﾅｺ
ﾙﾄ-A筋注用関節腔内用
水懸注40mg/1mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

75 狭心症、冠動脈CT ｲｵﾒﾛﾝ350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



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

76 狭心症 ｲｵﾒﾛﾝ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

77 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 支給

78 混合性結合組織病 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

79
自己免疫性肝炎、肝硬
変

水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ10mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

80
四肢･爪の糸状菌症、
重度の皮ﾌ炎

ｴﾝﾍﾟﾗｼﾝ錠、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射
液

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折(疾
病)
骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る脊柱機能障害(障害)

支給
２級
１年毎

81
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

82 ICUｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ、不穏 ｳｲﾝﾀﾐﾝ注25mg
心肺停止に続発した低酸素
脳症

支給

83
Stevens-Johnson
Synd

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

84 うつ状態、胃腸障害 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg
痙性斜頸による運動機能障
害

障害
２級
１年毎

85
自己免疫性溶血性貧
血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢三研｣

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による下肢機能障害、両側
上腕骨骨頭無腐性壊死によ
る上肢機能障害

障害
１級
１年毎

86 急性上気道感染症
ｵﾗｾﾌ錠、ﾋﾟｰｴｲ錠、ﾎﾞﾙﾏ
ｹﾞﾝ錠、ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ、ﾎﾞﾙ
ﾏｹﾞﾝ坐剤25、ﾊﾞﾌｧﾘﾝ

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）による呼
吸機能障害

障害
２級
１年毎

87 潰瘍性大腸炎

ｽﾃﾛﾈﾏ、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
ﾄﾞﾈﾏ注腸20mg

脊椎多発圧迫骨折に起因す
る脊髄症状による歩行障害

障害
２級
３年毎

88

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､血
球貧食症候群､骨粗鬆
症､胃炎､高血圧症､偏
頭痛､不眠

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
による両下肢機能障害

障害
１級
１年毎

89 急性気管支炎、肺癌 注射用ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ1g

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)
なし(死亡)(*1)

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

90 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

①扁平苔癬型薬疹(疾病)
②ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎(疾病)
なし(死亡)(*2）

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

91 表在性腼胱癌 ｲﾑｼｽﾄ腼注用81mg 粟粒結核 対象除外薬である 不支給

92

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ、第
四腰椎すべり症に伴う
左坐骨神経痛、変形股
関節症、関節ﾘｳﾏﾁ

ﾘﾝ酸ｺﾃﾞｲﾝ散1%｢ﾀｹﾀﾞ｣、ﾓ
ﾙﾋﾈ塩酸塩錠10mg｢
DSP｣、ﾊﾙｼｵﾝ0.25mg錠、
ﾏｲｽﾘｰ錠5mg、ﾃﾞﾊﾟｽ錠
0.5mg

呼吸抑制(疾病)
呼吸抑制に続発した多臓器
不全による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

93
肺非結核性抗酸菌症、
特発性間質性肺炎

硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用
1g｢明治｣、硫酸ｶﾅﾏｲｼﾝ
注射液明治、注射用硫酸
ｱﾐｶｼﾝ｢萬有｣100mg

第8脳神経障害（疾病）
第8脳神経障害による聴力
障害（障害）

障害でない 不支給

94 痛風 ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

95 甲状腺機能亢進症
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

無顆粒球症 不適正使用 不支給

96 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

97
糖尿病、逆流性食道
炎、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

98 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 汎血球減少症 不適正使用 不支給
99 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

100
前立腺肥大症、過活動
腼胱

なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

101 再発性多発軟骨炎 ﾍﾞﾅﾝﾊﾞｯｸｽ注用300mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 対象除外薬である 不支給



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

102 食道がん
5-FU注250協和、ｱｸﾌﾟﾗ静
注用10mg、ﾎｽﾐｼﾝS静注
用1g

薬物性肝障害 対象除外薬である 不支給

103
前立腺肥大症、神経因
性腼胱、低血圧

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

104 食道癌
ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠「ﾀｹﾀﾞ」5mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害等級不該当 不支給

105

気管支喘息発作、好酸
球性中耳炎、感音性難
聴、うつ病、副鼻腔炎、
喘息

ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ｿﾙ・ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40、
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射
液、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、水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、筋注
用ｹﾅｺﾙﾄ-A、ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠

右化膿性股関節炎、右化膿
性膝関節炎、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

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。

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

1
肺胞蛋白症、(両側生
体肺移植)

照射赤血球濃厚液-LR｢
日赤｣(50-0224-6610、
62-1324-6771、53-3224-
0644、57-4626-4235、
50-0525-1196、62-1324-
6850、56-5426-8516)
新鮮凍結血漿｢日赤｣(51-
0536-2444)

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。


