
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 腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ ｱﾙﾁﾊﾞ静注用2mg
異常高血圧症、肺水腫及び
それらに続発した両下肢不
全麻痺

支給

2 急性上気道炎 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA錠 間質性肺炎 支給

3 陳旧性心筋梗塞 ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害及びそれに続
発した敗血症による死亡(死
亡)

支給

4 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給
5 （抜歯後） ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

6

慢性閉塞性肺疾患、睡
眠時無呼吸症候群、頚
肩腕症候群、腰痛症、
変形性腰痛症

ﾛﾙﾌｪﾅﾐﾝ錠60mg 間質性肺炎 支給

7
頚髄症、頚部神経根
症、骨粗鬆症

ｴﾋﾞｽﾀ錠60mg 深部静脈血栓症 支給

8 慢性蕁麻疹 ｶﾞｽﾀｰ錠20mg 間質性肺炎、薬物性肝障害 支給

9
糖尿病、狭心症、高血
圧

ｱｲﾛｸｰﾙ錠20、ｱｶﾙﾎﾞｰｽ
錠100mg「日医工」、ｸﾞﾘﾒ
ﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg「NP」、ﾒﾃﾞｯﾄ
錠250mg、ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa
錠10mg「JG」

薬物性肝障害 支給

10 関節ﾘｳﾏﾁ
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL

間質性肺炎 支給

11
高度扁桃腺炎・咽頭炎
による喉の痛み、えん
下障害

ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ点滴静注用ﾊﾞｯ
ｸﾞ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)ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

12
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症、
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、骨
粗鬆症

ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg 胃穿孔 支給

13
めまい、頚肩腕症候
群、肥満症

ｸﾗｼｴ防風通聖散料ｴｷｽ
細粒

薬物性肝障害 支給

14
胸腰椎多発圧迫骨折、
骨粗鬆症

ｱｸﾄﾈﾙ錠2.5mg 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

15
大腸癌、胃癌切除後転
移のﾁｪｯｸ

ﾏｸﾞﾈﾋﾞｽﾄ静注ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

16 横行結腸癌
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

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

17 不安障害

ﾂﾑﾗ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)、ｶﾞｽﾀｰD
錠20mg、ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ
50mg

薬物性肝障害 支給

18
副鼻腔炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎

C-ﾁｽﾃﾝ錠250mg、ﾄｽﾌﾛｷ
ｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩錠150mg｢
TYK｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

19 ｹﾛｲﾄﾞ(左頬部) ﾌﾞﾚｸﾙｽｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬物性肝障害 支給
20 爪白癬 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給
21 急性腼胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給
22 (感冒) 新ﾌﾟﾚｺｰﾙS顆粒 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

23
動悸、心室性期外収
縮、糖尿病、高血圧、
高脂血症

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 薬物性肝障害 支給

24
多発性関節周囲炎、末
梢神経炎

ﾈｵﾗﾐﾝ･ｽﾘｰﾋﾞｰ液(静注
用)

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

25 肝腫瘤の疑い 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 支給

26
過活動腼胱、不安神経
症、更年期障害

ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg、ﾘﾘﾌﾀｰ
錠5、ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

27 不安神経症、鼻閉
ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

28
右乳癌術后、左大腻骨
転移

ｿﾞﾒﾀ注射液4mg 顎骨骨髄炎・骨壊死 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
右上葉肺がん(手術前
投与、創感染予防目
的)

ｾﾌﾏｿﾞﾝ注射用1g、ﾌｪﾝﾀﾆ
ﾙ注射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣、ｴ
ｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL、
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注7.5mg/mL、1%ﾌﾟ
ﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣、1%
ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

30 慢性気管支炎、糖尿病
ﾈﾙﾋﾞｽ錠250mg、ｱﾝﾄﾌﾞﾛﾝ
錠15mg、ﾒﾁｽﾀ錠500mg

間質性肺炎 支給

31
右手指冷感、ｱｸﾛﾁｱﾉｰ
ｾﾞ、ﾊﾞｰｼﾞｬ病疑い

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300
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

32
子宮内避妊器具挿入
後の疼痛

①ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg、ﾋﾟ
ﾍﾟﾗｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g｢
ﾏﾙｺ｣
②ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg

①嘔吐
②痙攣

支給

33 かぜ
ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSｺﾞｰﾙﾄﾞ錠、ｵﾘﾁﾞﾝ
P糖衣錠

薬物性肝障害 支給

34 気管支喘息 ｷｭﾊﾞｰﾙ100ｴｱｿﾞｰﾙ 口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ症 支給

35
関節ﾘｳﾏﾁによる多関
節炎

ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 間質性肺炎 支給

36
Ｃ型慢性肝炎 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g、ｺﾍﾟ

ｶﾞｽ錠200mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

37 C型肝炎 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g 間質性肺炎 支給

38 (肉体疲労) ｵﾘﾁﾞﾝP糖衣錠
薬物性肝障害、多形紅斑型
薬疹

支給

39 関節ﾘｳﾏﾁ、骨粗鬆症
ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg、ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg

右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

40
胃透視検査のため(健
康診断)

ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ、ﾊﾞﾘﾄｯﾌﾟP ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

41 (感冒症状)
ﾌﾟﾚｺｰﾙ持続性ｶﾌﾟｾﾙ、救
風ｺﾞｰﾙﾄﾞ

薬物性肝障害 支給

42
第5腰椎脊椎分離症、ｲ
ﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(A型)、肺炎、
深部静脈血栓症

ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒
(医療用)、ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75、
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg「ｱﾒ
ﾙ」

間質性肺炎 支給

43 慢性副鼻腔炎 ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢ 出血性大腸炎 支給

44 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL、ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ
75mg/10mL、ﾏｰｶｲﾝ注脊
麻用0.5%高比重

両下肢麻痺(疾病)
両下肢麻痺による両下肢機
能障害(障害)

支給
1級
1年毎

45 爪白癬 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

46 (咳、呼吸困難)
せきどめﾌｼﾞﾏｯﾊ、ｼﾞｷﾅ顆
粒ｺﾞｰﾙﾄﾞ、新ｼﾞｷﾅ糖衣錠
DX

間質性肺炎 支給

47 左頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg、ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠250mg、ﾆﾌﾗﾝ錠75mg

薬物性肝障害 支給

48 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

49
腹部悪性腫瘍の疑い、
鉄欠乏性貧血

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

50
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

51
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
る呼吸不全による死亡(死
亡)

支給

52 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腻骨顆部及び右大腻
骨骨頭無腐性壊死による歩
行障害

障害
２級
１年毎

53
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
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54 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

55 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

56 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

57 頚髄損傷 水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ50mg

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）

58 ﾌﾞﾄﾞｳ膜炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg、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）

59 不穏、感染性腸炎 ｾﾚﾈｰｽ注5mg
麻痺性ｲﾚｳｽ(疾病)
判定不能(死亡)

・判定不能

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

60 急性虫垂炎 0.3%ﾍﾟﾙｶﾐﾝｴｽ注脊麻用

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)

61 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.8mL

過敏性血管炎(疾病)
過敏性血管炎及びこれに続
発した心不全による死亡(死
亡)

・入院相当でない

支給
(死亡)
不支給
(疾病)

62 重症再生不良性貧血
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ｻｸｼｿﾞﾝ
100

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)

・入院相当でない

支給
２級
１年毎
（障害）
不支給
（疾病）

63
接触性皮膚炎、中毒
疹、Wells症候群による
紅斑、そう痒

ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ10mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg、ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ、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、左側上腕骨骨頭無腐
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
壊死及び左側上腕骨骨頭無
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

64 うつ病、胃炎 なし なし(*3) ・医薬品以外の原因による 不支給

65
高血圧症、不眠、急性
上気道炎＋気管支喘
息

判定不能 判定不能 ・判定不能 不支給

66
汎下垂体機能不全、C
型肝炎

なし なし(*3) ・医薬品以外の原因による 不支給

67 左大腻骨転子部骨折
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重、ｾﾙｼﾝ注射液10mg、
ﾌｫｰﾚﾝ吸入麻酔液

薬物性ｼｮｯｸ(疾病)
薬物性ｼｮｯｸによる死亡(死
亡)

・不適正使用 不支給

68 気管支喘息 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg
続発性副腎皮質機能不全
(疾病)
なし(障害)(*3)

・医薬品以外の原因による 不支給

69 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（疾病）
両下肢麻痺による両下肢機
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。


