
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 統合失調症、強迫症状
ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg)、ﾋﾙﾅﾐﾝ
錠(50mg)、ﾎｰﾘｯﾄ錠
20mg、ｸﾚﾐﾝ錠10mg

肺塞栓症(疾病)
肺塞栓症による死亡(死亡)

支給

2 左三叉神経痛
ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ錠25mg、ｿﾚﾙﾓﾝ
SRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg

出血性胃潰瘍 支給

3 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 出血性大腸炎 支給

4
高熱、急性咽頭扁桃
炎、急性腎盂腎炎

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

5 うつ病 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg 薬物性肝障害 支給

6
慢性化膿性根尖性歯
周炎

ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg
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

7 上気道炎 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg ｱｽﾋﾟﾘﾝ喘息 支給

8
がん性疼痛、逆流性食
道炎、慢性胃炎

ﾄﾗﾏｰﾙｶﾌﾟｾﾙ25mg、ｵﾒﾌﾟ
ﾗｰﾙ錠10、ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した消
化管出血による死亡(死亡)

支給

9 前立腺肥大症、頻尿
ﾂﾑﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒
(医療用)

間質性肺炎 支給

10 咽頭痛
大鵬かぜ内服液＜ふうね
つ＞

過敏症(呼吸困難、浮腫) 支給

11
主膵管拡張の精査目
的

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

12 ASO、高血圧症、不穏
ﾌﾚﾆｰﾄﾞ錠100、ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠0.5mg｢NP｣、ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣
錠25mg

薬物性肝障害 支給

13 (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
14 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 支給

15 急性咽頭炎
ｵｾﾞｯｸｽ錠150、ｾﾌﾀｯｸｶﾌﾟ
ｾﾙ50、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

薬物性肝障害 支給

16 左第1趾 爪白癬 ﾈﾄﾞﾘｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給
17 足白癬 ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給
18 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 多発性関節炎 支給

19
爪白癬、高血圧、甲状
腺機能低下症(甲状腺
全摘後)、便秘症

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

20

右内頚動脈閉塞症、高
血圧症、高脂血症、右
頚動脈低形成、脳梗
塞、上気道炎、ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ感染症の疑い

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ81mg錠、ﾌﾟﾚﾀｰﾙ
錠100、ﾛｷｿﾆﾝ錠

消化管出血(疾病)
消化管出血による死亡(死
亡)

支給

21 帝王切開 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 両下肢麻痺 支給

22 職域胃がん検診 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD
直腸穿孔及びそれに続発し
た腹膜炎、急性腎不全

支給

23 C型慢性肝炎 ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g
好中球減少症による敗血症
及びそれに続発した脳梗塞

支給

24 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染症

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠30、ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠
200、ｶﾞｽﾀｰD錠20mg、ﾚﾊﾞ
ﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢あすか｣

薬物性肝障害(胆汁うっ滞型) 支給

25 深部静脈血栓症
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
る死亡(死亡)

支給

26 高脂血症、心筋梗塞後

ﾘﾊﾞﾛ錠2mg、ｱﾏﾘｰﾙ1mg
錠、ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg、ｾｲﾌﾞ
ﾙ錠50mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg、ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
75mg、ﾑｺｽﾀ錠100mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害による死亡(死
亡)

支給

27 痛風、高脂血症 ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙｶﾌﾟｾﾙ100 薬物性肝障害 支給

28

関節ﾘｳﾏﾁ、湿疹、骨粗
鬆症、末梢神経障害、
不眠症、不安定狭心
症、高血圧、高尿酸血
症、下肢閉塞性動脈硬
化症、逆流性食道炎

ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注25mgｼﾘﾝｼﾞ
0.5mL、ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ﾃﾞ
ﾊﾟｽ錠1mg、ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠
20、ﾛｷｿﾆﾝ錠、ﾌﾟﾚﾀｰﾙ錠
50mg

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

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 陳旧性心筋梗塞

ｵﾌﾟﾁﾚｲ350注100mL、ｷｼﾛ
ｶｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ1%、ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ注N1万単位/10mL｢
味の素｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる心
肺停止及びそれに続発した
肺胞出血(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸによる心
肺停止及びそれに続発した
肺胞出血による死亡(死亡)

支給

30
C型肝炎ｳｲﾙｽによる
慢性肝炎

①ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g、
ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg
②ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μ g、
ｺﾍﾟｶﾞｽ錠200mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

①間質性肺炎
②糖尿病

支給

31 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成) 左大腻骨骨頭無腐性壊死 支給
32 感冒 PL配合顆粒、ｶﾛﾅｰﾙ錠 薬物性肝障害 支給

33 骨髄異形成症候群
照射赤血球濃厚液-LR｢
日赤｣

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

支給

34 大腸癌
ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100、
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg

薬物性肝障害 支給

35 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
顆粒球減少症、薬物性肝障
害

支給

36 高脂血症 ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg 薬物性肝障害 支給

37
逆流性食道炎(再燃)、
腰部脊柱管狭窄症

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
薬物性大腸炎(ｺﾗｰｹﾞﾝ性大
腸炎)

支給

38
うつ状態、糖尿病、高
血圧、急性上気道炎、
肥満

ｵｰｽｷﾞ防風通聖散ｴｷｽ
G、PL配合顆粒、ﾒｲｱｸﾄ
MS錠100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg、ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠

間質性肺炎 支給

39
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、発熱、咽頭
痛

①ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg、PL配合顆
粒
②ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾀﾞｰ
ｾﾞﾝ10mg錠、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg、PL配合顆粒

①顆粒球減少症
②薬物性肝障害

支給

40 潜在結核 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

41 急性上気道炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾒｷﾀﾐﾝ
錠3mg、ﾒｼﾞｺﾝ散10%、ﾗﾆ
ﾀｯｸ錠150、ﾛｷﾍﾟｲﾝ錠

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

42
痛風、高尿酸血症、急
性気管支炎

ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg 薬物性肝障害 支給

43 胃がん検診 硫酸ﾊﾞﾘｳﾑ散99.1%｢共成｣ 直腸穿孔 支給
44 子宮頸癌 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給
45 肺炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給
46 分娩後貧血 ﾌｪﾘｺﾝ鉄静注液50mg 薬物性ｼｮｯｸ 支給

47
微弱陣痛、分娩第Ⅱ期
遷延、胎児機能不全、
弛緩出血貧血

ﾌｪﾘｺﾝ鉄静注液50mg 薬物性ｼｮｯｸ 支給

48
└①②3④Br不適、└
①②3④MT

歯科用ｷｼﾛｶｲﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ 頭痛、嘔吐 支給

49 (予防) ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ 頭痛、発熱、筋肉痛、関節痛 支給

50
感冒、咽頭炎、気管支
炎による倦怠感

ｱﾘﾅﾐﾝF10注 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

51 (予防)
乾燥弱毒生おたふくかぜ
ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

耳下腺炎、無菌性髄膜炎 支給

52
C型肝炎、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

間質性肺炎 支給

53
強膜炎、再発性多発軟
骨炎

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点耳･点鼻液
0.1%、注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾃﾞｶﾄﾞ
ﾛﾝ注射液

ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障 支給

54 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5㎎

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

55 上行結腸腫瘍
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注7.5mg/mL、ｱﾅ
ﾍﾟｲﾝ注2mg/mL、ﾏｰｶｲﾝ
注脊麻用0.5%等比重

両側下肢対麻痺、知覚障
害、腼胱直腸障害

障害
１級
１年毎



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

56 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
３年毎

57
潰瘍性大腸炎、出血の
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折によ
る体幹機能障害

障害
２級
１年毎

58 頻脈性心房細動
ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg、ﾜｿﾗﾝ錠
40mg、ｾﾛｹﾝ錠20mg

心室頻拍(Torsade de
pointes 型)、心室細動および
それらに続発した低酸素脳
症(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

59
前立腺肥大症、高血圧
症、糖尿病、高脂血
症、不眠症、不明熱

ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾒﾁﾛﾝ
注25%、ｶﾛﾅｰﾙ錠200

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)(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（死亡）

60 変形性脊椎症
①ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾛｷｿ
ﾆﾝﾃｰﾌﾟ50mg
②ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg

①汎発型薬疹(疾病)
②薬物性肝障害(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）

61
心房細動、僧帽弁形成
術、三尖弁形成術後、
ﾒｲｽﾞ手術後

ﾍﾞﾌﾟﾘｺｰﾙ錠50mg、ﾗｼｯｸｽ
錠20mg

心室頻拍(Torsades de
pointes 型)、心室細動及び
それらに続発した低酸素脳
症(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

62
関節ﾘｳﾏﾁ、ｸﾘｵｸﾞﾛﾌﾞﾘ
ﾝ血症、急性腎不全、
敗血症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

63
急性上気道炎(咽頭
炎・扁桃炎・ｱﾚﾙｷﾞｰ性
鼻炎)、胃炎

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

64 右変形性膝関節症 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

65
慢性炎症性脱髄性多
発神経炎、糖尿病

ｲﾑﾗﾝ錠50mg 薬物性肝障害 対象除外薬である 不支給

66
脊椎関節炎、線維筋痛
症

なし なし(*1) 医薬品以外の原因による 不支給

67 C型慢性肝炎
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100μ
g/0.5mL用

貧血 不適正目的 不支給

68

虫垂炎～汎発性腹膜
炎～敗血症

ﾊﾍﾞｶｼﾝ注射液、硫酸ｱﾐｶ
ｼﾝ注射液｢萬有｣200mg、
ｹﾞﾝﾀｼﾝ注60

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）

障害等級不該当 不支給

69 咽頭炎、6┐急性歯髄 なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

70 気管支喘息
ｻｸｼｿﾞﾝ100、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、注射
用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ125

両側足関節(頸骨、距骨、踵
骨)無腐性壊死（疾病）
両側足関節(頸骨、距骨、踵
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

71
潰瘍性大腸炎、鉄欠乏
性貧血

ｱｻﾞﾆﾝ錠50mg 急性膵炎 対象除外薬である 不支給

72 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg

汎血球減少症(疾病)
汎血球減少症に続発した
DICによる多臓器不全による
死亡(死亡)

不適正使用 不支給

73
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病による難治
性ぶどう膜炎

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

74 足爪白癬、足白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 うっ血性心不全 入院相当でない 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。

(感染等被害判定結果)
No. 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

機能的単心室症＜低
形成左室、肺動脈狭
窄、大血管転換＞、両
側上大静脈

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

2
弛緩出血（分娩時の子
宮収縮不良による大量
出血）

照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」（56-4627-4956）

ﾊﾟﾙﾎﾞｳｲﾙｽB19感染症 支給

3 再生不良性貧血
照射濃厚血小板｢日赤｣
(21-0831-6889)

G群連鎖球菌感染症 支給



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

4
腎移植中の大量出血
後の出血性貧血

照射赤血球濃厚液-LR
「日赤」(02-0621-2273)

B型肝炎ｳｲﾙｽ感染症 入院相当でない 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。


