
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
びまん性汎細気管支
炎

ｴﾘｽﾛｼﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

2 再生不良性貧血
ｻｸｼｿﾞﾝ注射用300mg、ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用40mg

右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

3 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「ﾀｹﾀﾞ」5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

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

4 関節ﾘｳﾏﾁ、胃潰瘍
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg、ﾘ
ﾏﾁﾙ錠100mg

間質性肺炎 支給

5 ぶどう膜炎
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)、ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ注4mg(0.4%)

出血性胃潰瘍及びそれに続
発した出血性ｼｮｯｸ(疾病)
出血性胃潰瘍及びそれに続
発した出血性ｼｮｯｸによる死
亡(死亡)

支給

6
高尿酸血症、高血圧
症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ﾅｰｶﾘｼﾝ錠50mg、ﾐｶﾙﾃﾞｨ
ｽ錠20mg、ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg「EMEC」

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

7 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

血小板減少性紫斑病 支給

8
糖尿病、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症、慢性気管支炎、
胃潰瘍

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg、ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10「ｻﾜｲ」、ﾌﾟﾗﾊﾞﾁﾝ錠5

間質性肺炎(疾病)
間質性肺炎による呼吸機能
障害(障害)

支給
２級
１年毎

9 急性腎不全 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎ 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

10
心房細粗動による頻拍
性不整脈

ｻﾝﾘｽﾞﾑｶﾌﾟｾﾙ50mg 薬物性肝障害 支給

11 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

12 健康診断 ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝHD 腸閉塞 支給

13
うつ病、心身症、不眠
症、慢性胃炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎、頚肩腕症候群

ｶﾞｽﾀｰD錠10mg 薬物性肝障害 支給
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14

糖尿病、糖尿病性腎
症、ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群、脂
質異常症、糖尿病性神
経障害、胃腸症、末梢
神経障害性疼痛、高血
圧

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg
うっ血性心不全、全身浮腫、
胸水貯留

支給

15 炎症性粉瘤 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 間質性肺炎 支給

16
急性上気道炎、食欲不
振

葛根湯ｴｷｽ顆粒Sｸﾗｼｴ 薬物性肝障害 支給

17 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

18
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、高
血圧症

ﾛｰｺｰﾙ錠30mg 薬物性肝障害 支給

19 ﾚｲﾉｰ症候群 ﾊﾟﾁｭﾅ錠100mg 血栓性血小板減少性紫斑病 支給

20 (記載なし)
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg、ｿﾚﾙ
ﾓﾝ錠25㎎、歯科用ｷｼﾛｶｲ
ﾝｶｰﾄﾘｯｼﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

21 肝血管腫疑い ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注370ｼﾘﾝｼﾞ ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

22
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、慢性
副鼻腔炎

ﾊﾞｲﾅｽ錠75mg 薬物性肝障害 支給

23 (生理痛) ﾊﾞﾌｧﾘﾝA ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

24 上気道炎
ｶﾌｺﾃﾞN配合錠、ｸﾗﾘｽ錠
200、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

25
がま腫の舌下腺腫摘
出術における全身麻酔
の導入

ｴｽﾗｯｸｽ静注50mg/5.0mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ 支給

26 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5㎎ 無顆粒球症 支給

27 自己免疫性肝炎
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5mg(旭化成)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

28
感冒、咽頭痛、咳、痰、
鼻水

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸS 薬物性肝障害 支給

29 腰痛症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給



30 多発性筋炎
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)

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

31
慢性炎症性脱髄性多
発神経炎

献血ｸﾞﾛﾍﾞﾆﾝ-Ⅰ静注用
500mg

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 急性化膿性扁桃炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ｾﾌｧﾒ
ｼﾞﾝα 点滴用ｷｯﾄ2g

偽膜性大腸炎 支給

33 不妊症 ﾘﾋﾟｵﾄﾞｰﾙｳﾙﾄﾗﾌﾙｲﾄﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれ
に続発した急性肺水腫

支給

34 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「生
研」

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

35 8＿|智歯周囲炎
ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg、ｹﾌﾗｰ
ﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg

劇症肝炎 支給

36
五十肩、末梢性神経障
害、末梢性循環障害、
せつ、便秘

ﾂﾑﾗ二朮湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

薬物性肝障害 支給

37
慢性副鼻腔炎の急性
増悪、気管炎

ｸﾗﾘｽ錠200、ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 支給

38 高血圧

ｴｯｸｽﾌｫｰｼﾞ配合錠、ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注射液「3%」、ﾌｪﾝﾀﾆﾙ
注射液0.1mg「第一三
共」、ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ1%静注
20mL「日医工」、ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰ
ﾙ1%静注50mL「日医工」、
ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注10mg「ｻﾝﾄﾞ」

過敏症(咽頭・喉頭浮腫) 支給

39
躁うつ病　精神病性の
特徴を伴うもの

ﾊﾞﾚﾘﾝ錠200mg､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

40
下痢症に対する大腸内
視鏡の前処置

ﾆﾌﾚｯｸ
腸閉塞(疾病)
腸閉塞による死亡(死亡)

支給

41 骨粗鬆症
ﾎﾞﾅﾛﾝ錠5mg、ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
35mg

左上顎骨の骨壊死 支給

42

急性大動脈解離、高血
圧症、心房細動が出現
し緊急手術後の治療の
為、逆流性食道炎

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠50mg 間質性肺炎 支給

43 糖尿病、脂質異常症 ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg 急性膵炎 支給



44
発熱、ｹﾝﾀｲ感、気管支
炎症状

①ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ｼﾞｪﾆ
ﾅｯｸ錠200mg
②ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠100mg「ﾀﾂ
ﾐ」、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾆﾎﾟ
ﾗｼﾞﾝ錠3mg

①好酸球増多症、高CK血症
②薬物性肝障害

支給

45
健診ｾﾝﾀｰで便ﾄﾗﾝｽﾌｪ
ﾘﾝ(+)の為に大腸ﾌｧｲ
ﾊﾞｰ検査

ﾗｷｿﾃﾞｰﾄ内用液0.75% 虚血性大腸炎 支給

46
慢性蕁麻疹､四肢筋肉
痛､中毒疹および急性
湿疹(四肢)

ｱﾚﾛｯｸ錠5､ﾃﾙﾈﾘﾝ錠1mg､
ﾛﾌﾞ錠60mg

劇症肝炎 支給

47 健康診断
ﾊﾞﾘﾄｹﾞﾝ､ﾊﾞﾘﾌﾞﾗｲﾄP､ﾊﾞﾛｽ
ﾊﾟｰｽW

大腸穿孔 支給

48

間質性肺炎(薬剤性)、
心不全、不眠症、逆流
性食道炎、骨粗鬆症、
白内障手術

ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα 点滴用ｷｯﾄ2g、
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

間質性肺炎 支給

49
深部静脈血栓症､鉄欠
乏性貧血､ｶﾝｼﾞﾀﾞ食道
炎

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾌﾛﾘｰﾄﾞｹﾞ
ﾙ経口用2%

出血傾向 支給

50 潰瘍性大腸炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg、ｿﾙ・
ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

51
白癬(両足、爪甲)、高
血圧、高脂血症

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg 薬物性肝障害 支給

52 結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ﾘﾌｧｼﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg、ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠
250mg、ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末

薬物性肝障害 支給

53
潜在性結核感染症、扁
桃炎

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg
劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

支給

54
高血圧、逆流性食道
炎、背部痛、鉄欠乏性
貧血

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg 薬物性肝障害 支給

55 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
白血球減少症、血小板減少
症、薬物性肝障害

支給

56 神経痛､ﾓｰﾄﾝ病
ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg

間質性肺炎 支給

57 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

58 早期大腸癌(腺腫肉腫)
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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸおよびそ
れに続発した多臓器不全に
よる死亡(死亡)

支給



59 全身ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ(SLE) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

60

ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症、腹部膨満感、軟
便、高血圧症、脳梗
塞、糖尿病、頚椎症性
脊髄症、膝関節症、腰
痛症、胃潰瘍

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ﾌﾗｼﾞｰ
ﾙ内服錠250mg

出血性大腸炎 支給

61
便秘症、慢性湿疹、疲
労

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
(医療用)

薬物性肝障害 支給

62 甲状腺機能亢進症 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg 間質性肺炎 支給

63 (便秘症) ｺｰﾗｯｸ 虚血性大腸炎 支給

64 前立腺肥大症 ﾊﾙｽﾛｰOD錠0.2mg 薬物性肝障害 支給

65 腸閉塞症、腹痛 ｽﾙﾍﾟﾗｿﾞﾝｷｯﾄ静注用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

66 急性肺炎
ｿﾞｼﾝ静注用4.5、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg、ﾑｺｽﾀ錠100mg

血小板減少症 支給

67 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg 血小板減少症 支給

68 2型糖尿病 ｴｸｱ錠50mg 急性膵炎 支給

69 胃透視検査 ﾊﾞﾘﾃｽﾀｰA240散
ﾊﾞﾘｳﾑ虫垂炎及びそれに続
発した腹膜炎

支給

70
貨幣状湿疹、自家感作
性皮膚炎、感冒

ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、
ｽﾄﾅｼﾞｪﾙｻｲﾅｽS

間質性肺炎 支給

71 肝機能障害 ｸﾗｼｴ小柴胡湯ｴｷｽ細粒 間質性肺炎 支給

72
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、皮膚そう痒
症

ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg、ｱﾚｸﾞﾗ
錠60mg

無顆粒球症 支給

73 急性胃腸炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢ｵｰ
ﾊﾗ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾌﾞﾁﾌﾞﾛ
ﾝ錠10mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)反応 支給

74 8＿|抜歯 ｹﾌﾎﾟﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 過敏症(眼瞼浮腫) 支給



75 膵腫瘍の疑い ｲｵﾒﾛﾝ350注100mL ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様反応 支給

76
頚部筋々膜症､坐骨神
経痛

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 高血圧症 支給

77 横行結腸癌
ﾕｰｾﾞﾙ錠25mg､ﾕｰｴﾌﾃｨ
配合ｶﾌﾟｾﾙT100

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎及びそれに続発し
た多臓器不全による死亡(死
亡)

支給

78 腹痛
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
る高度脳機能障害(障害)

支給
1級
1年毎

79 高血圧症、過敏性膀胱 ｱﾚｽﾃﾝ錠150mg 血小板減少症 支給

80 急性気管支炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ反応 支給

81 炎症性粉瘤 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 偽膜性大腸炎 支給

82 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 無顆粒球症 支給

83 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

84 感染性心内膜炎 1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ
ｼｮｯｸ及びそれに続発した低
酸素脳症

支給

85 胃がん検診 ﾈｵﾊﾞﾙｷﾞﾝEHD 腸閉塞によるS状結腸穿孔 支給

86
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

87 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100、ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠、ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)、ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ注4mg(0.4%)、水溶性ﾊｲ
ﾄﾞﾛｺｰﾄﾝ注射液100mg、ｿ
ﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用125mg、
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、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
錠0.5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死、骨粗鬆症及びこれに続
発した脊椎多発性圧迫骨
折、ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
及び骨粗鬆症に続発した脊
椎多発性圧迫骨折による両
下肢機能障害及び脊柱機能
障害(障害)

支給
２級
１年毎

88
好酸球増多症、特発性
好酸球増多症(HES)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ10mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給



89 結節性紅斑
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)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死 支給

90 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｣

呼吸抑制及びそれに続発し
た心停止による低酸素脳症

支給

91 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症

支給

92 急性気管支炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ及びそ
れに続発した低酸素脳症

支給

93 重症熱傷、感染予防 ﾊﾞﾗﾏｲｼﾝ軟膏 両側感音難聴
障害
１級
５年毎

94 頸椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240(脳槽・脊髄
用)10ml

両下肢麻痺による下肢機能
障害

障害
２級
３年毎

95
躁うつ病のうつ病相に
おける焦燥感と不眠

ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg、ﾋﾙﾅﾐﾝ
錠、ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg、ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-
B、ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100、ﾘｰﾏｽ
200、ﾃｼﾌﾟｰﾙ錠

悪性症候群後遺症としての
躯幹失調（歩行障害）、構音
障害

障害
２級
３年毎

96 多発性硬化症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ1000

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両股関節機能障害

障害
２級
３年毎

97
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２級
１年毎

98
左突発性難聴により左
中等度感音性難聴あり
左耳鳴強度の為

ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注射液
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による歩行障害

障害
２ 級
１年毎

99 風疹の予防 乾燥弱毒生風しんﾜｸﾁﾝ 四肢の機能障害
障害
１級
３年毎

100
急性冠症候群（急性心
筋梗塞および梗塞後狭
心症）

ﾉﾎﾞ・ﾍﾊﾟﾘﾝ注1000
下肢動脈血栓症による右大
腿切断及び左下肢循環障害

障害
１級
３年毎

101 MRSA縦隔炎、肺炎
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、硫
酸ｱﾐｶｼﾝ注射液｢萬有｣

感音難聴による両側聴力障
害

障害
１級
３年毎

102 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg（旭化成）

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
１級
１年毎

103 腰椎々間板ﾍﾙﾆｱ ﾘﾉﾛｻｰﾙ注射液
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
２ 級
１年毎



104 ﾄﾛｻﾊﾝﾄ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
１級
１年毎

105

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）

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
による両下肢機能障害

障害
１級
１年毎

106 前立腺癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 下肢麻痺による歩行障害
障害
２級
１年毎

107
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)

左側大腿骨骨頭無腐性壊死
による左下肢機能障害

障害
２級
１年毎

108 急性気管支炎

ｼﾞｽﾌﾟﾛﾁﾝ錠200mg､ﾃﾙｷﾞﾝ
Gﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ､ﾙﾎﾞﾗﾎﾞﾝ細
粒､ｹﾝﾀﾝ錠､ｶﾞｽﾎﾟｰﾄ錠
10mg

劇症肝炎に続発した痙攣重
積による高度脳機能障害

障害
1級
1年毎

109 肺結核症
硫酸ｽﾄﾚﾌﾟﾄﾏｲｼﾝ注射用
1g｢明治｣

第8脳神経障害による平衡
機能障害

障害
２級
１年毎

110 気管支喘息

ｻｸｼｿﾞﾝ100、ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
40、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭
化成)、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠、ｿﾙ・ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ125、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、
ｻｸｼｿﾞﾝ300、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆﾝ10mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠4mg､
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾃﾞｶ
ﾄﾞﾛﾝ0.5mg

両側上腕骨骨頭無腐性壊死
及び両側大腿骨骨頭無腐性
壊死による肢体機能障害

障害
1級
1年毎

111 頚椎々間板ﾍﾙﾆｱ ｲｵﾍﾞﾘﾝ注300 両下肢麻痺による歩行障害
障害
１級
１年毎

112
肺塞栓、深部静脈血栓
症

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350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)
判定不能(障害)

判定不能

支給
(疾病)
不支給
(障害)

113

気管支喘息、胃炎、腸
炎、上気道炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎、にきび、口周
辺の荒れ、膝痛、湿
疹、片頭痛、手乾燥、
鎮痛、去痰

ｿﾙ・ｺｰﾃﾌ、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、注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ125、
注射用ﾌﾟﾘﾄﾞｰﾙ40

両側大腿骨骨頭無腐性壊死
(疾病)
両側大腿骨骨頭無腐性壊死
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)

114 肝細胞癌 ﾘﾝﾊﾟ節転移

ﾕｰｴﾌﾃｨ配合ｶﾌﾟｾﾙT100、
ｶﾞｽﾓﾁﾝ錠5mg、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
OD錠30、ﾂﾑﾗ補中益気湯
顆粒(医療用)

薬物性肝障害(疾病)
なし（＊２）(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

115
Ｂ型慢性肝炎、振動
病、成人Ｔ細胞白血病

ﾊﾞﾗｸﾙｰﾄﾞ錠0.5mg
高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症(疾病)
なし（＊２）(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

116
胆管炎によると考えら
れる発熱

注用ﾜｲｽﾀｰﾙ1gﾊﾞｯｸﾞS

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（＊１）(死亡)

医薬品以外の原因による

支給
(疾病)
不支給
(死亡)



117
脳梗塞、脳内出血(術
後)、誤嚥性肺炎、ｽﾄﾚ
ｽ潰瘍、高血圧

ｷｻﾝﾎﾞﾝ注射用20mg
脳内出血(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）

118 (記載なし)
ｵｾﾞｯｸｽ錠150、ﾀﾞｰｾﾞﾝ
5mg錠、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ(様)ｼｮｯｸ 不適正使用 不支給

119
変形性脊柱症、
強度の腰痛

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg 肛門裂症 不適正使用 不支給

120 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 ﾍﾟﾙﾏｯｸｽ錠250μ g 心臓弁膜症 不適正使用 不支給

121
C型肝炎、めまい、蛋
白尿

なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

122
難治性心室性不整脈、
高血圧症、高脂血症

ｱﾝｶﾛﾝ錠100、ｸﾚｽﾄｰﾙ錠
2.5mg

間質性肺炎 対象除外薬である 不支給

123
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、高
尿酸血症、痛風

ﾕﾘﾉｰﾑ錠25mg、ｾﾞﾁｰｱ錠
10mg

薬物性肝障害(疾病)
薬物性肝障害に続発した多
臓器不全による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

124

胸水貯留、誤嚥性細菌
感染疑い、胃潰瘍、心
不全、甲状腺機能低下
症、食道裂孔ﾍﾙﾆｱ

なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

125
うつ病、関節ﾘｳﾏﾁ、薬
剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ、薬
剤性胃潰瘍

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

126 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

127
大腸腫瘍ﾏｰｶｰ高値､
便潜血反応陽性､体重
減少

ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠
腸閉塞(疾病)
判定不能(死亡)

不適正使用 不支給

128
ﾆｺﾁﾝ依存症､禁煙､外
傷性腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
術後

なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

129 ｾｷ､息苦しさ なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

130
慢性下顎骨炎､末梢神
経麻痺､下顎痛(左側)

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 右ｱｷﾚｽ腱断裂 不適正使用 不支給



131 ﾒﾆｴﾙ病 なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

132
変形性頚椎症、右肩凝
り

なし なし（＊１） 医薬品以外の原因による 不支給

133 高血圧症、高尿酸血症
ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg、ﾄﾚﾋﾞｱﾉｰ
ﾑ錠50mg

劇症肝炎(疾病)
劇症肝炎による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

134 膀胱炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg 頭痛、嘔吐、めまい 入院相当でない 不支給

135 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(疾病)
なし(障害)

障害でない 不支給

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

58 膵頭部癌
新鮮凍結血漿-LR「日赤」
（24-3127-1528）

HBV感染による肝障害 支給

57
僧帽弁閉鎖不全症、三
尖弁閉鎖不全症、心房
細動、虚血性心疾患

新鮮凍結血漿-LR「日赤」
成分採血(55-8031-4859)

HBV感染によるB型急性肝
炎

支給

56 心筋梗塞 なし なし（＊３） 医薬品以外の原因による 不支給

59
悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、形質細胞
腫

なし なし（＊３） 医薬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。

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)


