
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 双極性障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

2 糖尿病、高血圧

ｵﾙﾒﾃｯｸ錠20mg、ﾉﾙﾊﾞｽｸ
錠5mg、ﾒﾃﾞｯﾄ錠250mg、
ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽODﾌｨﾙﾑ0.3
「QQ」、ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠、ﾐﾉﾏｲｼ
ﾝ錠50mg

紅皮症型薬疹 支給

3
糖尿病、C型肝炎-肝
硬変、肝癌、尋常性乾
癬、胃潰瘍

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg「ﾄｰ
ﾜ」、ｻﾞﾝﾀｯｸ錠75

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）（疾病）
中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）に続発した敗血症によ
る死亡（死亡）

支給

4
８￣｜智歯周囲炎、発
熱、不眠

ﾛｷｿﾆﾝ錠、｢小児用｣感冒
薬ﾘｺｺﾃﾞS液

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)（疾病）
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)による視力障害（障害）

支給
（疾病）
支給
１級

1年毎
（障害）

5 鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

6
統合失調症、薬剤性
ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2㎎、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5㎎

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ（疾病）
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそ
しゃく・嚥下機能障害（障害）

支給
（疾病）
支給
2級

1年毎
（障害）

7 統合失調症 ﾙｰﾗﾝ錠8mg
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(疾病)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる歩行障
害(障害)

支給
（疾病）
支給
2級

1年毎
（障害）

8 多発性胃潰瘍 ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ錠20
低ﾅﾄﾘｳﾑ血症、横紋筋融解
症

支給

9 急性耳下腺炎 ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg
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)

支給

10
左顔面神経麻痺、三叉
神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

11 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体
(ANCA)関連血管炎症候群

支給

12 統合失調症、嘔気

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1「MEEK」、ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2「MEEK」、ﾛﾅｾﾝ
錠2mg、ﾛﾅｾﾝ錠4mg、ｴﾋﾞ
ﾘﾌｧｲ錠3mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
6mg、ﾅｳｾﾞﾘﾝ錠10

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ、遅発性ｼﾞ
ｽﾄﾆｱ（疾病）
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる右上肢
機能障害（障害）

支給
（疾病）
支給
2級

1年毎
（障害）

13
急性咽頭炎、急性胃腸
炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾌﾟﾗﾐｰ
ﾙ錠5mg、ﾑｺｽﾀ錠100mg

結節性紅斑型薬疹 支給

14
(予防)、気管支拡張
症、高血圧症

ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎
様反応

支給
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15

非結核性抗酸菌症、高
血圧症、骨粗鬆症、便
秘症、腰背筋痛症、膝
関節症

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg
中毒性視神経症(疾病)
中毒性視神経症による視力
障害(障害)

支給
（疾病）
支給
1級

1年毎
（障害）

16
喘息性気管支炎、じん
ま疹

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾑｺﾀﾞｲ
ﾝ錠500mg、濃厚ﾌﾞﾛﾁﾝｺﾃﾞ
ｲﾝ配合ｼﾛｯﾌﾟ

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

17
双極性感情障害、高尿
酸血症、慢性胃炎、肝
障害、便秘

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

18
便秘症、肥満症、肩こ
り

ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒
（医療用）

腼胱炎様症状 支給

19
症候性てんかん、高脂
血症

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10%、ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠
10mg、ｴｸｾｸﾞﾗﾝ散20%

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

20 咳、咽頭痛
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、PL配
合顆粒

横紋筋融解症 支給

21
てんかん、高血圧、高
脂血症

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

22 感冒性胃腸炎 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

23 慢性B型肝炎
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

紅皮症型薬疹 支給

24
不妊症、体外受精のた
め

HMG「ｺｰﾜ」150注用、
HMG筋注用150単位「F」、
注射用HCG5,000単位「F」

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

25
急性咽頭炎、肋間神経
痛、高脂血症、逆流性
食道炎

ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g、ﾉﾙﾎﾟｰﾄ注3.6単
位、ﾎｸﾞｽ配合顆粒

ﾐｵｸﾛｰﾇｽ 支給

26
右海馬硬化症、側頭葉
てんかん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

27 不整脈 ﾒﾙﾃﾞｽﾄｶﾌﾟｾﾙ50mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

28 高血圧、痛風 ﾃﾞｨｵﾊﾞﾝ錠80mg 紅皮症型薬疹 支給

29
掌蹠膿胞症、爪白癬、
高血圧症、高脂血症、
再発性逆流性食道炎

ﾗﾐﾃｸﾄ錠125mg 多形紅斑型薬疹 支給

30
高血圧症、高脂血症、
高尿酸血症、慢性気管
支炎、腰痛症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｼｮｰ
ﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

31 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ感染
ｸﾗﾘｽ錠200、ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ250、ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

32 ｱﾙｺｰﾙ依存症 ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%「ﾀﾅﾍﾞ」
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）、薬物性
肝障害

支給

33 三叉神経痛、高血圧 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

34 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg 多形紅斑型薬疹 支給

35 潰瘍性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

36 （予防）
乾燥弱毒生おたふくかぜ
ﾜｸﾁﾝ「ﾀｹﾀﾞ」

無菌性髄膜炎 支給



37 躁うつ病

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg、ﾄﾞ
ｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg、ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
50mg、ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠
25mg、ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ、遅発性ｼﾞｽｷ
ﾈｼﾞｱ

支給

38 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ｵｳｺﾞﾝ、ｻｲｺ、ｶﾝｿﾞｳ、ｺﾞﾐ
ｼ、ﾀｲｿｳ、ｹｲﾋ、ｷｼﾞﾂ、ｼｮ
ｳｷｮｳ、ﾆﾝｼﾞﾝ

間質性腎炎（疾病）
間質性腎炎による慢性腎不
全（障害）

支給

39

急性胆のう炎、DIC、好
酸球性増多症、肝機能
障害、心不全、肝不
全、腎不全

ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g、
ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注用20、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ
静注用30mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）（疾病）
中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）に続発した敗血症によ
る死亡（死亡）

支給

40
弓部大動脈瘤破裂、術
後重症肺炎

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g、ｵﾒ
ﾌﾟﾗｰﾙ注用20、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝSR
ｶﾌﾟｾﾙ37.5mg、ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴
用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

41
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、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)

右眼ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障 支給

42 (避妊の目的で内服) ｱﾝｼﾞｭ28 脳梗塞 支給

43 うつ病
ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg、ﾏｲｽﾘｰ錠
10mg

多形紅斑型薬疹 支給

44 躁状態
ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ細粒、ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ
錠100、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ、遅発性ｼﾞｽｷ
ﾈｼﾞｱ

支給

45 うつ病、不眠症、発熱
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B、ﾛﾌﾞ錠、ｼﾞｪ
ｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg

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)

支給

46 うつ病
ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠15、ﾊﾟｷｼﾙ錠
20mg、ﾌﾟﾛﾁｱﾃﾞﾝ錠25

悪性症候群(疾病)
悪性症候群による死亡(死
亡)

支給

47 線維筋痛症 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

48
僧帽弁置換後、うっ血
性心不全、脳梗塞後、
めまい、腰痛

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg

急性腎不全、劇症肝炎(疾
病)
急性腎不全および劇症肝炎
に続発した多臓器不全によ
る死亡(死亡)

支給

49 肝細胞癌
EOB・ﾌﾟﾘﾓﾋﾞｽﾄ注ｼﾘﾝｼﾞ
（10ml）

多形紅斑型薬疹 支給

50

急性上気道炎、ｽﾁｰﾌﾞ
ﾝｽ・ｼﾞｮﾝｿﾝ症候群、乾
性角結膜炎、慢性結膜
炎

①ﾛｷｿﾆﾝ錠、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg
②眼・耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA軟
膏、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ液、ｻﾝﾍﾞﾀｿﾞﾝ
液、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ注2mg(0.4%)、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

①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)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障

支給

51
急性気管支炎、肺炎
(疑)

ｱﾍﾞﾛｯｸｽ錠400mg、ｾﾙﾍﾞｯ
ｸｽ細粒10%、ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ250mg、ｾﾛﾆｰﾄﾞ静注用
1g

播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

52 感冒
ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ<錠>、ﾆﾌﾗﾝ
錠、ﾙﾘｯﾄﾞ錠150

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)（疾病）
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)による視力障害（障害）

支給
（疾病）
支給
１級

1年毎
（障害）



53 てんかん、胃潰瘍
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ散20%、ｶﾞｽﾓﾁﾝ
錠5mg、ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD錠
30、ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

54 脳挫傷
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg、ｶﾞｽﾀｰD
錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

55 うつ状態 ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg
ｱｶｼｼﾞｱ(疾病)
ｱｶｼｼﾞｱが関与した自殺企図
による死亡（死亡）

支給

56 大腸内視鏡検査予定 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠 急性腎不全 支給

57

ﾐｸﾘｯﾂ病(ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候
群)、間質性腎炎、高血
圧症、骨粗鬆症、便秘
症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

58

急性上気道炎、慢性胃
炎、逆流性食道炎、不
安神経症、糖尿病、脂
質異常症

①ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾑｺﾀﾞ
ｲﾝ錠250mg、ﾅｲｽﾀｰﾙ細
粒10%、ﾍﾞﾘﾁｰﾑ顆粒、ﾒﾝﾄﾞ
ﾝ7.5mg
②ﾅｲｽﾀｰﾙ細粒10%、ﾍﾞﾘ
ﾁｰﾑ顆粒、ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg、ｸ
ﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg、ﾍﾞｰｴﾑ錠
100mg
③ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg、ｶﾞﾅﾄﾝ錠
50mg、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg

①多形紅斑型薬疹（1回目）
②多形紅斑型薬疹（2回目）
③薬物性肝障害

支給

59

脳梗塞、高脂血症、う
つ状態、胃潰瘍、逆流
性食道炎、不眠症、便
秘症、腰痛症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾊﾞｲｱｽ
ﾋﾟﾘﾝ錠100mg、ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100｢KN｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

60 後頭神経痛、感冒 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

61
多発性硬化症、急性咽
頭気管支炎、胆のう炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg「ｱﾒ
ﾙ」、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

62
ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、骨髄異
形成症候群

①ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠
125mg
②ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ懸濁用錠
125mg

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

63 上気道炎 ｶﾛﾅｰﾙ錠200、PL顆粒 多形紅斑型薬疹 支給

64
急性上気道炎：高熱５
日間、咽頭炎

ﾌﾛﾓｯｸｽ小児用細粒
100mg、ｾﾌｨﾛｰﾑ静注用1g

薬物性肝障害 支給

65

高血圧、高尿酸血症、
慢性副鼻腔炎急性増
悪、急性咽頭喉頭炎、
皮フ掻痒症

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg、ｾﾌｿﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

多形紅斑型薬疹、薬物性肝
障害

支給

66
気管支炎、咳、膿痰、ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｶﾌｺﾃﾞN配合錠、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg、ﾀﾘｵﾝOD錠10mg、
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg

蕁麻疹型薬疹 支給

67

高血圧、糖尿病、高脂
血症、糖尿病網膜症に
よる眼底出血、局所性
てんかん、顔面の局所
ｹｲﾚﾝ、急性上気道炎、
口内痛、頚肩腕症候
群、右石灰沈着性腱板
炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ｾﾞﾅF-
Ⅱ、ﾊﾟﾌﾞﾛﾝS錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

68
鼻汁、咽頭痛（鼻咽頭
炎）

ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg、ﾙﾘｼﾝ錠
150mg

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）

支給



69 大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg
播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

70 糖尿病、高血圧
ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠
50mg

発熱、倦怠感 支給

71
A群β 溶連菌感染によ
る咽頭喉頭炎

ｻﾜｼﾘﾝ細粒10%、ｴﾝﾃﾛﾉﾝ
-R散、ｹﾌﾗｰﾙ細粒小児用
100mg

汎発型薬疹 支給

72

うつ病、首～胸～腹に
かけて鉄板が入ってい
るように重苦しい（右
側）

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

73
痛風、右足の急性関節
炎

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg「ｱﾒ
ﾙ」、ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

74
高尿酸血症、高血圧、
狭心症、心不全

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 多形紅斑型薬疹 支給

75 急性咽喉頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、ﾑｺｿﾙ
ﾊﾞﾝLｶﾌﾟｾﾙ45mg

多形紅斑型薬疹 支給

76
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症、口内炎

幼児用PL顆粒、ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ顆粒、ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ、ｾﾎﾟｰﾙ

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)及びこれに
続発した閉塞性気管支炎

支給

77
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 支給

78
肺結核、薬剤性ﾎﾟﾘ
ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ

①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ﾘﾌｧｼﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ、ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠
②ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠、ｶﾞﾊﾞ
ﾍﾟﾝ錠300mg

①末梢神経炎（疾病）
②中毒性視神経症（疾病）
中毒性視神経症による視力
障害および末梢神経炎によ
る肢体機能障害（障害）

支給
（疾病）
支給
１級

1年毎
（障害）

79 右大腻骨頚部骨折 ｱﾘｸｽﾄﾗ皮下注1.5mg
腰椎くも膜下出血（疾病）
腰椎くも膜下出血による両下
肢機能障害（障害）

支給
（疾病）
支給
１級

1年毎
（障害）

80

急性上気道炎、急性鼻
咽喉頭炎、咽頭結膜
熱、
喘息様(性)気管支炎

ｾﾌｿﾞﾝ細粒小児用、ﾊﾟﾗｾﾀ
坐剤100、ﾄﾖﾘｿﾞｰﾑDS

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）による視力障害

障害
1級

1年毎

81 そけいﾍﾙﾆｱ手術 ｴﾄﾚﾝ
低酸素脳症後遺症による脳
性麻痺様症状

障害
２級

５年毎

82 微弱陣痛 ｱﾄﾆﾝ-O5単位
羊水塞栓症(疑い)による低
酸素性脳症

障害
１級

５年毎

83 冷え症
天津当帰四逆加呉茱萸
生姜湯ｴｷｽ顆粒KM医療
用

間質性腎炎による腎機能障
害

障害
２級

１年毎

84
精神運動興奮、睡眠障
害

ｾﾚﾈｰｽ細粒、ﾋﾙﾅﾐﾝ散
(50)、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒1%、
ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ細粒

悪性症候群及びそれに続発
した認知障害

障害
１級

３年毎

85 急性咽喉頭炎
ｵﾍﾞﾛﾝ注射液（1cc）、ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾝ注「ﾏﾙｺ」、ﾕﾅｼﾝ錠

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）による視力障害

障害
２級

１年毎

86 不安定狭心症
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg、ﾊﾟﾝｽﾎﾟ
ﾘﾝ静注用1g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)による視力障害

障害
１級

１年毎



87 風邪 ﾌｼﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)による視力障害

障害
１級

１年毎

88 発熱
ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg、ﾀﾞｰ
ｾﾞﾝ10mg錠、ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠
200mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）による視力障害

障害
１級

１年毎

89 鼻炎 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝ鼻炎ｶﾌﾟｾﾙL
脳出血による言語障害、右
片麻痺

障害
１級

３年毎

90 うつ病、便秘

ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg、ﾃﾞﾊﾟｽ
錠0.5mg、ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg、ﾄﾞ
ｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg、ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ
錠2

悪性症候群による四肢機能
障害

障害
２級

１年毎

91 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

92
発熱、左下肢痛、頭
痛、急性上気道炎

ｱｽﾋﾟﾘﾝ
急性脳症に伴う脳性麻痺に
よる精神発達遅滞

障害
１級

３年毎

93
急性上気道炎、気管支
喘息（診療録の写しよ
り）

ﾈｵﾌｨﾘﾝ注、ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ20%

急性脳症による運動麻痺、
精神発達遅滞

障害
１級

３年毎

94 脳膿瘍 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠 脳症による意識障害
障害
１級

１年毎

95
胎児骨盤不均衡、骨盤
位

ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S
気管支喘息及びこれに続発
した低酸素脳症による四肢
機能障害

障害
1級

1年毎

96 （予防） ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北研｣
急性脊髄炎による四肢機能
障害

障害
１級

１年毎

97
統合失調症(躁状態)、
ｱｶｼｼﾞｱ

①ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg 
②ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100、ﾃﾞﾊﾟｽ
錠1mg、ﾄﾘﾌｪｼﾞﾉﾝ錠、ﾍﾞｹﾞ
ﾀﾐﾝ錠-A、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
2mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、ﾋ
ﾙﾅﾐﾝ錠（25mg）、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg、ｱｷﾈﾄﾝ注射
液、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液１
mg/mL、ﾘｰﾏｽ錠100、ﾘｰ
ﾏｽ錠200

悪性症候群に続発した小脳
障害

障害
２級

１年毎

98 喘息様気管支炎 ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
急性脳症による精神発達遅
滞

障害
１級

１年毎

99
非結核性抗酸菌症
（M.avium）

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠
中毒性視神経症による視力
障害

障害
２級

１年毎

100 急性咽頭炎
①PL顆粒、ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠
100、ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
②PL顆粒、ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠100

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)による視力障害

障害
１級

１年毎

101 気管支喘息 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症による精神運動遅
滞

障害
１級

１年毎

102 卵巣機能不全 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ
脳梗塞による高度脳機能障
害

障害
１級

１年毎



103
上気道炎・急性胃炎
（20.9.27）、急性扁桃
炎・脱水症（20.9.28）

PL顆粒、ﾊﾌﾄﾛﾝ静注0.5g
ﾗｲ症候群様症状（疾病）
ﾗｲ症候群様症状による高度
脳機能障害（障害）

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

104 ｶｾﾞ、腼胱腫瘍 なし なし （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

105 頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ錠250 汎発型薬疹 不適正使用 不支給

106
糖尿病、狭心症、閉塞
性動脈硬化症

ﾚﾍﾞﾐﾙ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ
低血糖(疾病)
なし(死亡)

判定不能 不支給

107 (記載なし)
ﾒﾝﾄﾞﾝ7.5mg、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-
A、ﾗﾎﾞﾅ錠

薬物中毒(推定)(疾病)
薬物中毒(推定)による死亡
(死亡)

不適正使用 不支給

108

精神症状を伴ううつ
病、全般性不安障害、
音や振動その他に対
する強い不安

なし なし  （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

109
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、急性
副鼻腔炎、嗅覚障害

なし なし  （＊3） 医薬品以外の原因による 不支給

110
急性気管支炎、咳痰、
(肋骨骨折)

なし なし  （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

111
脳血管攣縮(ｸﾓ膜下出
血後)

なし なし  （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

112
非定型うつ病、ﾊﾟﾆｯｸ
障害

なし なし （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

113 統合失調症、高血圧
ｾﾛｸｴﾙ100mg錠、ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群（疾
病）
薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群によ
る右上下肢機能障害（障害）

障害等級不該当 不支給

114 (ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚炎)
ｾﾚｽﾀﾐﾝｼﾛｯﾌﾟ、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝｴﾘ
ｷｼﾙ、ﾃﾞｷｻ･ﾏﾏﾚｯﾄ

体重増加(疾病)
判定不能(障害)

不適正使用 不支給

115 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 なし なし  （＊1） 医薬品以外の原因による 不支給

116 更年期障害 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

117
高尿酸血症、高血圧
症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠
中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）及びそれに続発した白
内障

入院相当でない 不支給

118
妄想状態（妄想型統合
失調症）

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg
遅延性ｼﾞｽﾄﾆｱによる四肢機
能障害

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。


