
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 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、高血圧症
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ
錠80mg

無顆粒球症 支給

2
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ（術
後）、急性上気道炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢NS｣

薬物性肝障害 支給

3
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、不安神経
症、急性咽頭炎、じん

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ｾﾚｽﾀﾐﾝ
配合錠

汎血球減少症 支給

4 爪白癬、顔面紅斑
ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg、ﾗﾐｼｰﾙ
錠125mg、ｸﾗﾘﾁﾝ錠10mg

薬物性肝障害 支給

5 心房細動、狭心症 ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg うっ血性心不全 支給

6

気管支喘息、気管支喘
息重積発作、不眠症、
NSAID胃潰瘍、急性呼
吸不全

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠5mg｢ﾐﾀ｣、ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)、
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125、ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ40、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注
2mg(0.4%)

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

7 慢性腎不全 注射用ﾌｻﾝ50 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

8

ｳｲﾙｽの治療、うつ病、
不安、高血圧、甲状腺
機能低下症、逆流性食
道炎、不眠症、高尿酸
血症

ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g 血小板減少症 支給

9 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

10
右肩関節周囲炎、変形
性頸椎症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

出血性胃潰瘍 支給

11 腰部脊柱管狭窄症 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 出血性胃潰瘍 支給
12 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠 深部静脈血栓症 支給

13 肺炎、肺結核
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ﾋﾟﾗﾏｲ
ﾄﾞ、ﾕﾘﾉｰﾑ錠50mg

薬物性肝障害 支給

14
急性咽頭炎、溶連菌感
染

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

15
慢性腎不全、手術後の
血液透析

注射用ﾌﾞｲﾍﾟﾙ10、注射用
ﾌﾞｲﾍﾟﾙ50

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに
続発したDIC、肝不全(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに
続発したDIC、肝不全による
死亡(死亡)

支給

16

急性気管支炎、咽頭
炎、のどのいたみ、頭
痛、咳、痰が出て鼻水
が出る

ｶﾛﾅｰﾙ錠300、ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
500mg、ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

17 急性扁桃炎 ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

18
労作性狭心症、高血圧
症、高脂血症

ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、ﾊﾞｲｱｽ
ﾋﾟﾘﾝ錠100mg、ｱﾑﾛｼﾞﾝOD
錠5mg

無顆粒球症 支給

19 右肩関節周囲炎 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 薬物性肝障害 支給
20 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

21
1)大腸炎 下痢 下腹部
痛、2)抑うつ神経症

ｵｾﾞｯｸｽ錠150、ﾑｺｽﾀ錠
100mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

22
便通異常、大腸癌の疑
い

ｲｵﾍﾞﾘﾝｼﾘﾝｼﾞ300 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

23
成人型ｽﾁﾙ病、胃炎、
骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg、
ﾌﾟﾛﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

24
急性気管支炎、咳喘
息、高脂血症

ｼﾑﾋﾞｺｰﾄﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸
入、ﾌﾟﾗｺﾃﾞ配合ｼﾛｯﾌﾟ

浮腫性紅斑型薬疹 支給

25 甲状腺機能亢進症 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg 無顆粒球症 支給

26 肥満（ﾀﾞｲｴｯﾄのため)
防風通聖散料ｴｷｽ錠ｸﾗｼ
ｴ

間質性肺炎 支給

27

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、2型糖
尿病、高血圧症、高尿
酸血症、前立腺肥大症

ｱﾚﾛｯｸ錠5 薬物性肝障害 支給

28 鎮痛 ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝZS錠 間質性肺炎 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

29

適応障害、うつ状態、
被害関係念慮による衝
動行為、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候
群(薬剤性)、脂肪肝、
高脂血症、肥満症、逆
流性食道炎、高尿酸血
症、浮腫、めまい、鉄
欠乏性貧血、胃炎

①ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-A配合錠、ｳｲﾝ
ﾀﾐﾝ錠25mg、ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内
用液1mg/mL「ﾖｼﾄﾐ」、ﾗｼｯ
ｸｽ錠20mg
②ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆
粒(医療用)、ﾗｼｯｸｽ錠
20mg

①心室頻拍(Torsades de
pointes 型)
②低ｶﾘｳﾑ血症

支給

30

膿疱性ざ瘡、脂漏性皮
ﾌ炎、発疹後色素沈
着、足底部筋攣縮、適
応障害、抑うつ状態

塩酸ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ錠50｢ﾏﾙ
ｺ｣、ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK)

薬物性肝障害 支給

31 健康増進 ｸﾛﾝﾐﾝ内服液、愛腸丸A
薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死
亡)

支給

32
移植片対宿主病、自己
免疫性好中球減少症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠、水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、両側大腻骨顆部無腐性
壊死、左側手根骨無腐性壊
死(疾病)
両側大腻骨骨頭無腐性壊
死、両側大腻骨顆部無腐性
壊死及び左側手根骨無腐性
壊死による肢体機能障害(障
害)

支給
２級
１年毎

33
腰椎前方すべり症、股
関節臼蓋形成不全

①ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ｵﾊﾟ
ﾙﾓﾝ錠5μ g
②ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

支給

34
頻脈性不整脈、頻拍性
不整脈

①ｱﾙﾏｰﾙ錠5、ｱﾙﾏｰﾙ錠
10
②ヱフェドリン「ナガヰ」注
射液40mg

①洞性徐脈
②心室細動

支給

35 検診 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝHD

S状結腸穿孔およびそれに
続発した腹膜炎(疾病)
S状結腸穿孔およびそれに
続発した腹膜炎による死亡
(死亡)

支給

36 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL、ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

大腸炎、大腸穿孔（疾病）
大腸炎、大腸穿孔に続発す
る多臓器不全による死亡（死
亡）

支給

37 爪白癬、頚部白癬 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

38 尿路感染
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応による死
亡(死亡)

支給

39 甲状腺機能亢進症 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

40 健康診断 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

41 高脂血症、高尿酸血症
ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ
錠10

薬物性肝障害、播種状紅斑
丘疹型薬疹

支給

42

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、高
尿酸血症、高血圧症、
急性気管支炎、(解熱・
鎮痛剤に対する薬剤性
胃潰瘍の予防)

①ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾀﾞｰｾﾞ
ﾝ10mg錠、ﾑｺｽﾀ錠
100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg
②ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾀﾞｰｾﾞ
ﾝ10mg錠、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg、ﾑｺｽﾀ錠100mg、ｼﾞ
ﾋﾄﾞﾛｺﾃﾞｲﾝﾘﾝ酸塩散1%｢ｲ
ｾｲ｣

①薬物性肝障害
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

43
気管支炎、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、
高尿酸血症、逆流性食
道炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg、ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75、ｸﾗ
ﾘｽ錠200、ﾈｵｱﾑﾉｰﾙ配合
散、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg、ﾎﾞﾙ
ﾀﾚﾝ錠25mg

薬物性肝障害 支給

44 健康診断 ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散 ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

45 関節ﾘｳﾏﾁ、脱水、肺炎
ｱﾗﾊﾞ錠10mg、ﾓﾀﾞｼﾝ静注
用1g、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞS、ﾛｷｿﾆﾝ錠

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

46 胃癌検診 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD
直腸穿孔(疾病)
直腸穿孔による死亡(死亡)

支給

47 発作性心房細動 ｻﾝﾘｽﾞﾑ注射液50 心停止 支給
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48 足趾潰瘍、てんかん ﾋｼﾐﾄﾞﾝ錠100mg

血栓性血小板減少性紫斑病
(疾病)
血栓性血小板減少性紫斑病
による死亡(死亡)

支給

49 直腸癌

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙ
T100、ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg、ﾂﾑ
ﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(医療
用)

薬物性肝障害 支給

50 高血圧症 ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠 薬物性肝障害 支給

51
急性気管支炎、慢性胃
炎

ｲﾝﾃﾊﾞﾝSP37.5、ｶﾞｽﾀｰD
錠10mg、ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠
250mg

播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

52 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 汎血球減少症 支給

53
右突発性難聴、右内耳
性難聴、めまい

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

54 右内頚動脈瘤 ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

55 感冒(急性上気道炎)
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg「CH」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

56
三叉神経痛、左顔面神
経麻痺(ﾗﾑｾﾞｲﾊﾝﾄ症候
群)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠100mg、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻ
ﾎﾟ50mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

血小板減少症 支給

57 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 自己免疫性好中球減少症 支給

58 小脳出血、高血圧 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS)
及びそれに続発した肺炎、
DIC(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)
に続発した肺炎による死亡
(死亡)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)
に続発した肺炎による呼吸
停止・低酸素脳症による高
度脳機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

59 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、ｾﾎﾞﾌ
ﾚﾝ吸入麻酔液、ﾌｪﾝﾀﾆﾙ
注射液0.1mg「三共」

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

支給

60 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

61
特発性血小板減少性
紫斑病

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

62
喉頭・咽頭炎、39.2℃
の高熱3日間続いた為

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg、PL顆
粒、ﾐﾄﾞｼﾝ注射液、ﾒｲｱｸﾄ
錠100

薬物性肝障害
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 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
２級
１年毎

65
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ、
ﾙｰﾌﾟｽ腎炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、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
による左下肢機能障害

障害
２級
１年毎

66 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠1.0mg

胸膜炎による胸水貯留及び
胸水貯留後の胸膜肥厚に伴
う反復性肺炎による呼吸機
能障害

障害
１級
１年毎

67 SLE

ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ、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
20mg

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

68 門脈血栓症
①ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注1万単
位/10mL｢味の素｣
②ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg

①ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少
症(疾病)
②末梢神経障害(疾病)
末梢神経障害による両手及
び両下肢機能障害(障害)

不適正使用

支給
(疾病①)
不支給
(疾病
②、障
害)



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

69

足爪白癬(両足部)、蜂
窩織炎(両足部)、
Prader-Willi synd、糖
尿病

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg
高CK血症(疾病)
なし(死亡、障害)

医薬品以外の原因による

支給（疾
病）
不支給
（障害、
死亡）

70 発作性心房細動 ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg
間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

障害等級不該当

支給
(疾病)
不支給
(障害)

71

不穏(ICU症候群の疑
い)、自己免疫性肝炎、
気管支喘息

ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg
悪性症候群(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)

72
脳梗塞、嚥下性肺炎、
一過性脳虚血発作

なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

73
筋萎縮性側索硬化症
(ALS)、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎、便秘、食思低下

なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

74 関節ﾘｳﾏﾁ なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

75
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病による甲状腺
機能亢進症

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 薬物性肝障害 不適正使用 不支給

76 （予防） なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

77
糖尿病、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

78
左耳下腺炎・左頚部ﾘﾝ
ﾊﾟ腺炎、ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 不適正使用 不支給

79 子宮筋腫、貧血 ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ注射用1.88 静脈血栓症 対象除外薬である 不支給

80
関節ﾘｳﾏﾁ、鉄欠乏性
貧血、不眠症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

81 潰瘍性大腸炎
ｽﾃﾛﾈﾏ、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ坐剤
1.0mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

大腻骨頭壊死症(疾病)
大腻骨頭壊死症による両下
肢機能障害(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 狭心症 なし なし
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・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。


