
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 ﾘｳﾏﾁ ﾘﾏﾁﾙ錠100mg 間質性肺炎 支給

2 (健診) ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

3 甲状腺機能亢進症
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg

①無顆粒球症
②顆粒球減少症

支給

4
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ(A)、上気道
炎

ｸﾗﾘｽ錠200、ﾂﾑﾗ柴朴湯ｴ
ｷｽ顆粒(医療用)、ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
A、ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾂﾑﾗ葛
根湯ｴｷｽ顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

5 急性気管支炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg、ﾊﾟﾌﾞﾛﾝS
ｺﾞｰﾙﾄﾞ錠、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠、ﾎｽﾐ
ｼﾝS静注用2g

薬物性肝障害 支給

6
左内頚動脈閉塞及び
頭蓋内主幹動脈多発
狭窄による脳梗塞

ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg、ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀ
ﾝ錠10、ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
ﾄｰﾜ｣、ﾜﾙﾌｧﾘﾝｶﾘｳﾑ錠
0.5mg｢HD｣、ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠
1mg

薬物性肝障害 支給

7 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎ 汎血球減少症 支給

8 (感冒症状) 新ﾙﾙAｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

9 関節ﾘｳﾏﾁ ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 支給

10
細菌性の急性腸炎、頻
回の下痢・腹痛、経口
摂取困難

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢
DK｣

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による死亡(死
亡)

支給

11 胃癌術後
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 支給

12 ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 右下顎骨の骨壊死 支給

13 蜂窩織炎 ｻﾜｼﾘﾝ錠250 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

14
正常経腟分娩後会陰
裂傷

ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ錠60mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

15
混合性結合組織病に
伴う間質性肺炎、血小
板減少

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

16 腰痛症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 薬物性肝障害 支給

17 脳梗塞、左下肢麻痺 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg 出血性胃潰瘍 支給

18

ﾊﾟﾆｯｸ障害、嘔気症、
過敏性大腸、便秘、不
眠、感冒、統合失調
症、睡眠障害、下痢
症、急性咽喉頭炎、薬
剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)、ﾄﾌﾗﾆｰﾙ錠
25mg、ｸﾛﾌｪｸﾄﾝ錠10mg、
ﾋﾞｶﾓｰﾙ錠2mg

薬物性肝障害 支給

19
高血圧、甲状腺機能亢
進症

①ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠40mg、ﾒﾙｶ
ｿﾞｰﾙ錠5㎎
②ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎

①薬物性肝障害（１回目）
②薬物性肝障害（２回目）

支給

20

統合失調症、不眠症、
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、変
形性膝関節症、高脂血
症

ｱﾙｾﾁﾝ錠10、ｱﾙｾﾁﾝ錠
5、ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆
粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

21
腸炎(疑)、腸間膜ﾘﾝﾊﾟ
節炎(疑)

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

22
胃粘膜下腫瘍、十二指
腸腫瘍

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 支給

23 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ500、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

右側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給
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24 乳癌疑い
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

25 (健康診断) ﾊﾞﾘｺﾝﾐｰﾙ ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎 支給

26 蕁麻疹 ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注5mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

27
関節ﾘｳﾏﾁ、骨粗鬆症、
脳卒中(脳出血)

①ﾘｳﾏﾄﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ2mg
②ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg

①悪性ﾘﾝﾊﾟ腫
②顎骨壊死

支給

28
大動脈解離(上行弓部
置換術後)

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及びそれ
に続発した低酸素脳症

支給

29 心室性期外収縮 ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20 薬物性肝障害 支給

30
間質性肺炎、胃潰瘍、
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎、骨粗
しょう症

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15、ﾊﾞｸﾀ配
合錠

無顆粒球症及びそれに続発
した敗血症(疾病)
無顆粒球症及びそれに続発
した敗血症による死亡(死亡)

支給

31 肥満、脂肪肝
ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

32
裂肛、肛囲湿疹、下
痢、慢性副鼻腔炎

ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

33 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎ 好中球減少症 支給

34 子宮内膜症 ﾔｰｽﾞ配合錠 深部静脈血栓症 支給

35
筋筋膜性腰痛症、右坐
骨神経痛

ﾛｷｿﾆﾝ錠60㎎ 出血性胃・十二指腸潰瘍 支給

36
(便秘症、頭痛症、発
熱)

新ｺｯｺｱﾎﾟS錠、ｲﾌﾞA錠 薬物性肝障害 支給

37 肝硬変
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続発し
た肝不全による死亡(死亡)

支給

38
関節ﾘｳﾏﾁ、骨そしょう
症、高血圧

ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

39

紫斑病性腎炎によるﾈ
ﾌﾛｰｾﾞ症候群、ｽﾃﾛｲﾄﾞ
による糖尿病、ｽﾃﾛｲﾄﾞ
胃潰瘍、ｶﾘﾆ肺炎、ﾈﾌ
ﾛｰｾﾞによる高脂血症、
慢性腎炎、食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ
症、不眠症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg

両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

40 右眼球破裂の術後
ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

41 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

42
慢性甲状腺炎、肥満
症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｸﾗｼｴ大柴胡湯ｴｷｽ細粒 薬物性肝障害 支給

43 器質化肺炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 両側大腻骨骨頭無腐性壊死 支給

44 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ
ﾑｺｽﾀ錠100㎎、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60㎎

薬物性肝障害 支給

45
口腔内感染の二次感
染防止

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾌﾙﾏﾘﾝ
静注用1g

偽膜性大腸炎 支給

46 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

47 (眼精疲労、感冒) ﾅﾝﾊﾟｵ、ﾊﾟﾌﾞﾛﾝSｺﾞｰﾙﾄﾞ錠 薬物性肝障害 支給

48 胸部異常陰影の為
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ 支給

49 不安神経症
ﾂﾑﾗ柴胡桂枝乾姜湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)

薬物性肝障害 支給

50 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ錠2mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣、
ｴﾝﾌﾞﾚﾙ皮下注50mgｼﾘﾝｼﾞ
1.0mL

間質性肺炎 支給



51 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”TF

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

52 潜在性結核感染症 ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

53 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

54 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
両側大腻骨・両側上腕骨骨
頭無腐性壊死、皮膚脆弱

支給

55
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

56 胆のう結石症
0.5gｲｿｿﾞｰﾙ、ﾏｽｷｭﾗｯｸｽ
静注用4mg、ｾﾎﾞﾌﾚﾝ

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

57
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、塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴
静注用0.5g、ﾄﾌﾞﾗｼﾝ注

感音難聴に続発した聴覚障
害

障害
１級
１年毎

58
敗血症、肺炎、尿路感
染

注射用硫酸ｱﾐｶｼﾝ「萬有」 感音難聴による聴覚障害
障害
１級
３年毎

59
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

60 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

61

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

62
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

63 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

64

多発性骨髄腫、転移性
骨腫瘍、前胸部痛、前
立腺肥大症、頚椎症、
腰痛症、高血圧、亣代
性便秘、過敏性大腸症
候群、胃酸過多、筋収
縮性頭痛、末梢神経障
害

①ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣
②ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射用3mg

①急性腎不全(疾病)
②間質性肺炎(疾病)
　間質性肺炎による死亡(死
亡)

対象除外薬である

支給
(疾病①)
不支給
(疾病
②、死
亡)

65
慢性腎不全維持透析
中、胃前庭部毛細血管
拡張症

注射用ﾌｻﾝ50
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸおよびそ
れに続発した脳梗塞(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
(疾病)
不支給
(障害)

66
上部消化管出血、非代
償性肝硬変

ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20
間質性肺炎(疾病)
なし（＊１）(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

67
肺癌術後再発、薬剤性
肺障害

ﾊﾞｸﾀ配合錠、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

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)
なし（＊１）(死亡)

医薬品以外の原因による

支給（疾
病）
不支給
（死亡）



68
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ、慢
性心房細動、狭心症

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg、300mgﾊﾟﾗ
ﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ

出血およびそれに続発した
左腸腰筋血腫（疾病）
左腸腰筋血腫による左下肢
麻痺による左下肢機能障害
（障害）

不適正使用 不支給

69
心房細動、高尿酸血
症、高脂血症、高血
圧、心不全

ｱｽﾍﾟﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ20
無顆粒球症(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能 不支給

70
発作性心房細動、心不
全、高脂血症、胃炎、
不眠症

ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 心室頻拍 不適正使用 不支給

71
帯状疱疹、急性気管支
炎

なし なし 医薬品以外の原因による 不支給

72

ｾﾈｽﾄﾊﾟﾁｰ＜身体幻覚
症＞・統合失調症、強
迫神経症＜重症強迫
症＞、急性腹症、慢性
胃炎

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ錠2mg、ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg

便秘(疾病)
便秘による日常生活障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

73 感染性心内膜炎 ｹﾞﾝﾀｼﾝ注60

第8脳神経障害(疾病)
第8脳神経障害による平衡
機能障害及び聴力障害(障
害)

障害等級不該当 不支給

74
2型糖尿病、高脂血
症、神経因性腼胱、心
筋梗塞

①ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ﾊﾟﾅﾙｼﾞ
ﾝ錠100mg、ﾐｸﾄﾉｰﾑ錠
10mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg、ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg
②ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠100mg、ﾐｸﾄ
ﾉｰﾑ錠10mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg、ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
100mg

①薬物性肝障害
②中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)

資料不足 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。


