
支給事例等※

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
甲状腺機能を正常に保
つため｡

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群

支給

2
高血圧症､心房細動､高
尿酸血症､高脂血症､慢
性心不全､肝障害

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢日医工｣

慢性腎不全の増悪(疾病)
腎不全による腎機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

3 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 痙攣 支給

4
高尿酸血症､痛風､うつ
病､成人水痘､発熱

①ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣
②ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢
EE｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(1回
目)
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)(2回
目)

支給

5 C型慢性肝炎 ｳﾞｨｷﾗｯｸｽ配合錠 腎機能障害 支給

6 管内増殖型糸球体腎炎
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg､ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩
錠5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

7 ﾅﾙｺﾚﾌﾟｼｰ､睡眠障害
①ﾓﾃﾞｨｵﾀﾞｰﾙ錠100mg
②ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg､ﾌ
ﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾
病)
②薬物性肝障害(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した肺炎による死亡(死亡)

支給

8 統合失調感情障害 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 意識障害 支給

9 統合失調症

①ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ﾌ
ｼﾞﾅｶﾞ｣､ﾌﾙﾃﾞｶｼﾝ筋注
25mg､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50mg)､ﾛｼ
ｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠50mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､炭酸ﾘﾁｳﾑ
錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣
②ﾌﾙﾃﾞｶｼﾝ筋注25mg､ﾋﾙ
ﾅﾐﾝ錠(50mg)､ﾛｼｿﾞﾋﾟﾛﾝ錠
50mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾖｼ
ﾄﾐ｣

①悪性症候群
②肺塞栓症

支給

10

不眠症､便秘症､慢性胃
炎､高血圧､心房細動､
前立腺肥大に伴う排尿
障害､肺炎

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
硬膜下血腫(疾病）
硬膜下血腫に続発した肺炎による
死亡(死亡）

支給

11
統合失調症､不眠､
Th12/L1 椎間板ﾍﾙﾆｱ､
筋肉痛､胃炎

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾌﾙ
ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾌｧ
ﾓﾁｼﾞﾝ錠10｢ｻﾜｲ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝ錠20｢ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣､
ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ75mg

横紋筋融解症 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

12 適応障害､うつ状態 ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg
失神及びそれによる転倒後の頭蓋
骨骨折及び中耳腔内出血

支給

13
高脂血症(高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ
血症)､不眠症､下肢痛､
腰部脊柱管狭窄

ﾘﾋﾟﾃﾞｨﾙ錠80mg 横紋筋融解症 支給

14
腰部脊柱管狭窄症､末
梢神経障害性疼痛

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ25mg 高CK血症 支給

15 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

16 統合失調症
ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg､ﾛﾋﾌﾟ
ﾉｰﾙ錠2､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg)､
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣

悪性症候群 支給

17 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

倦怠感､四肢麻痺､脱力､四肢の痛
み､過呼吸､意識低下､けいれん

支給

18 左三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
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

19
てんかん､発熱､発疹､
喀痰､急性上気道炎､頭
痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

20 胃潰瘍 ﾗﾍﾞｷｭｱﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

21
高脂血症､肝機能障害､
高尿酸血症､急性上気
道炎､高熱

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾍﾞｻﾞﾌｨﾌﾞﾗｰﾄSR錠
200mg｢ｻﾜｲ｣､ｻﾗｻﾞｯｸ配
合顆粒､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
塩酸塩錠100mg｢ｻﾜｲ｣

横紋筋融解症及びそれに続発した
呼吸促迫症候群(ARDS)､肺炎

支給

22
高血圧､便秘､不眠､て
んかん､未破裂脳動脈
瘤､小脳出血

①ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

①高CK血症
②高CK血症

支給

23
左顔面けいれん､帯状
疱疹後神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

24
原発性胆汁性胆管炎､
間質性肺炎､糖尿病

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠
50mg､ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ﾗﾝ
ｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻﾜ
ｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

25 双極性感情障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

26
低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 下垂体
炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｻｸｼｿﾞﾝ注
射用100mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 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

27
分娩予定日経過で陣痛
誘発､硬膜外麻酔無痛
分娩､胎児機能不全

ｱｾﾘｵ静注液1000mg､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
CH｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

28
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､高血圧
症､下肢神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

29 統合失調感情障害

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg､ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10mg､ﾚ
ﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
25mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠50mg､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾖｼ
ﾄﾐ｣､ﾘﾁｵﾏｰﾙ錠200mg､ﾛﾋ
ﾌﾟﾉｰﾙ錠1､ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠24mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧ
ｲOD錠6mg､ﾘﾝﾄﾝ注5mg､
ｾﾚﾈｰｽ内服液0.2%

悪性症候群(疾病）
悪性症候群による死亡(死亡）

支給

30 便秘症
ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

膿疱型薬疹 支給

31
双極性障害､HbA1c軽
度悪化

①ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣､ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg
②ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液
1mg/mL｢ﾖｼﾄﾐ｣

①高CK血症
②高CK血症

支給

32
肩関節炎､腰椎すべり
症

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ注2mg(0.4%)､ﾘﾝﾃﾞ
ﾛﾝ注4mg(0.4%)

糖尿病の増悪 支給

33

うつ病､不眠症､高尿酸
血症､四肢多型浸出性
紅斑､四肢接触性皮膚
炎

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 多形紅斑型薬疹 支給

34 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 痙攣 支給

35
心筋梗塞後の加療目
的､蘇生に成功した心
停止

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｲﾐﾀﾞ
ﾌﾟﾘﾙ塩酸塩錠2.5mg｢日医
工｣､ｱｰﾁｽﾄ錠1.25mg､ﾀｹ
ﾌﾟﾛﾝOD錠30､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ370注
100mL､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠10mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

36
鎮痛のため､右上第一
大臼歯歯槽膿瘍､三叉
神経痛疑い

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｻﾜｼﾘﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

37 多発性硬化症 ﾀｲｻﾌﾞﾘ点滴静注300mg

過敏症及びそれに続発した心原性
ｼｮｯｸ(疾病；請求外)
過敏症に続発した心原性ｼｮｯｸによ
る死亡(死亡)

支給

38 双極性感情障害､解熱 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

39 感冒 ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 高CK血症 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

40
骨粗鬆症(陳旧性左膝
蓋骨々折の既往あり)､
逆流性食道炎､高血圧

ｱｸﾄﾈﾙ錠75mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

41
後頸部表在性皮膚感染
症､全身の汗疹性湿疹

ｾﾌｿﾞﾝ細粒小児用10% 多形紅斑型薬疹 支給

42
髄膜腫術后てんかん予
防､高血圧

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した肺炎

支給

43
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ菌感染､
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 汎発型薬疹 支給

44 症候性てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

45
脳底動脈瘤によるくも
膜下出血

ﾊﾞｲｽﾃｰｼﾞ注370ｼﾘﾝｼﾞ
100mL､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
30mg｢DK｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄ
ﾘｳﾑ静注用1g｢日医工｣､ｱ
ｽﾋﾟﾘﾝ｢ﾖｼﾀﾞ｣､ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300
注100mL､ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注
用1.5g､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ﾑｺｿﾚｰﾄ錠15mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

46 双極性障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

47
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)

ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

48 骨粗鬆症 ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg 高ｶﾙｼｳﾑ血症､急性腎不全 支給

49 不妊症
HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､ｺﾞﾅ
ﾋﾟｭｰﾙ注用150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

50 てんかん
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢
ｱﾒﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

51 高血圧症､高尿酸血症
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ﾃﾊﾞ｣､
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢TCK｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52
症候性てんかん､高血
圧症､高脂血症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

53 GISTの骨転移､喘息 ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL 左上顎骨の骨髄炎･骨壊死 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

54 統合失調感情障害 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

55
骨粗鬆症､ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候
群､高脂血症､感染予防

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa錠1mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｾﾞﾁｰｱ錠10mg､ﾀﾞｲﾌｪﾝ
配合錠､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ酸錠
35mg｢ｻﾜｲ｣

高CK血症 支給

56 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 ｱﾀﾗｯｸｽ-Pｶﾌﾟｾﾙ25mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

57 肺炎､転移性脳腫瘍
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg､ｼﾞｪﾆﾅｯ
ｸ錠200mg､ﾕﾅｼﾝ-S静注
用3g

多形紅斑型薬疹 支給

58 無排卵性出血 ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg 卵巣過剰刺激症候群(OHSS） 支給

59 PVC ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

60 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 注射部位周辺の腫脹､発熱 支給

61
脂質異常症､頚動脈狭
窄症

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

62
急性気管支炎･咽頭炎･
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠12.5mg､ｼﾞｪﾆﾅｯｸ
錠200mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

63
反復性うつ病､習慣性
頭痛､根尖性歯周炎､智
歯周囲炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰ
ﾙ錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

64
三叉神経痛､高血圧､肝
疾患(胆石症)､神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｶﾞｽﾀｰ
D錠10mg

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

65
統合失調症､精神運動
興奮及び幻覚妄想状態
(統合失調症の疑)

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg 悪性症候群様症状 支給

66
潰瘍性大腸炎(全大腸
型)､ｸﾛｽﾄﾘｼﾞｳﾑﾃﾞｨﾌｨｼ
ﾙ感染症

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ｱｻ
ｺｰﾙ錠400mg､ﾍﾟﾝﾀｻ注腸
1g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

67 四肢のぴくつき ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

68 脳腫瘍､てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠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



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

69 左急性耳下腺炎
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg
｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

70
(予防)､高尿酸血症､ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

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

71
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ､左坐
骨神経痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞ
ﾝOD錠10mg｢日新｣､ﾎﾞﾙﾀ
ﾚﾝｻﾎﾟ25mg

多形紅斑型薬疹 支給

72 ┌7P急発

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｼﾞﾆﾙ
錠100mg｢ｻﾜｲ｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠
250

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

73
2型糖尿病､高血圧､不
眠症､便秘

ｴｸﾒｯﾄ配合錠LD 水疱性類天疱瘡 支給

74
帯状疱疹(右胸背部)､胃
炎､逆流性食道炎

①ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣
②ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣
③ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
ｻﾜｲ｣

①急性脳症(疾病)
②急性腎不全(疾病)
③出血性十二指腸潰瘍(疾病)
急性腎不全及び出血性十二指腸潰
瘍による死亡(死亡)

支給

75

右第1三叉神経帯状疱
疹､高血圧症､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､眼部帯状疱
疹

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠100mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

間質性腎炎 支給

76
原発性不妊症､高ﾌﾟﾛﾗｸ
ﾁﾝ血症

ｿﾌｨｱA配合錠 脳静脈洞血栓症 支給

77 ｳｲﾙｽ性下痢症､(予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
里第一三共｣

無菌性髄膜炎及びそれによる痙攣
重積

支給

78 乳汁漏出症 ｶﾊﾞｻｰﾙ錠1.0mg 筋肉痛､倦怠感､嘔気 支給

79
うつ状態､社会不安障
害

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠3mg 糖尿病及びそれに続発した肝障害 支給

80
てんかん､解離性障害､
不眠症､便秘症

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

81 多発性硬化症 ｲﾑｾﾗｶﾌﾟｾﾙ0.5mg 進行性多巣性白質脳症 支給

82
蕁麻疹･ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎･
炎症後色素沈着

ﾌﾟﾛﾃｶｼﾞﾝOD錠10､ﾋﾞﾗﾉｱ
錠20mg

高CK血症 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

83
脳炎後遺症による二次
性てんかん､睡眠障害､
神経症

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

84 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
腹痛､発熱､起立性調節障害､倦怠
感､頭痛､睡眠障害､脱力､月経異
常､自律神経異常

支給

85 (予防)

①｢ﾋﾞｹﾝHA｣､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
HAﾜｸﾁﾝ“化血研”TF
②水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用500mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣1%

①亜急性脳炎に合併した進行性ｼﾞ
ｽﾄﾆｱ
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障

支給

86
内視鏡検査による鎮
静､表在型食道癌

ｾﾙｼﾝ注射液10mg
呼吸抑制及びそれに続発した心肺
停止による低酸素脳症

支給

87 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

めまい､耳鳴､腹痛､全身痛､倦怠感､
しびれ､睡眠発作､認知機能低下､胃
痛､脱力､頭痛､意識消失､便通異
常､嘔気､口内炎､感覚異常､四肢の
冷感､筋肉痛､関節痛

支給

88 (予防)､咳･痰
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣1mL

視神経脊髄炎(NMO) 支給

89 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
睡眠障害､頭痛､倦怠感､めまい､立
ちくらみ､過呼吸､便秘､嘔気､食思低
下､尿量低下､上腹部痛

支給

90 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､倦怠感､嘔吐､ふらつき､めま
い､過呼吸､右下肢の痛み､光過敏､
右半身痛､睡眠障害､しびれ､認知機
能低下､筋力低下､肩痛､腹痛､便通
異常､感覚異常､全身痛､自律神経
異常､月経不整､顔面のほてり､末端
の冷感

支給

91 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

肋骨痛､右脇腹痛､下肢痛､筋力低
下､頭痛､腹痛､起立性低血圧､認知
機能低下､悪心､嘔吐､睡眠障害､下
痢､過換気､腰痛､視覚異常､脱力､
月経困難症､倦怠感､失神､疼痛､体
温調節不全､感覚異常

支給

92 ﾊﾟﾆｯｸ障害
ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
錠50mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ
(疾病)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱに
よる両上肢･体幹機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

93 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

注射部位の局所反応(疼痛､腫脹)､
頭痛､倦怠感､睡眠障害､認知機能
低下､全身痛､振戦､光過敏､過呼
吸､月経困難症､立ちくらみ､下痢､便
秘

支給

94 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

全身痛､関節痛､睡眠障害､倦怠感､
頭痛､感覚異常､食欲不振､息切れ､
月経不整､嘔気､月経困難症､認知
機能低下､脱力､筋肉痛

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

95 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ｾﾛｸｴﾙ200mg
錠､ｾﾛｸｴﾙ細粒50%､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾘﾝﾄﾝ注5mg､
ﾘﾝﾄﾝ細粒1%､ﾊﾛｽﾃﾝ錠
2mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg､ｲﾝ
ｳﾞｪｶﾞ錠6mg､ﾛﾅｾﾝ錠4mg､
ﾛﾅｾﾝ錠2mg

嚥下困難 支給

96
双極性障害､そううつ
病､双極性感情障害(躁
うつ病)､不眠症

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘ
ﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞ
ﾝ錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠1mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群(疾病；請求
外)
薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群による肢体
機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

97 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ “化血
研”

急性脳炎(疾病；請求外)
急性脳炎による肢体機能障害(障
害)

支給
１級

１年毎

98 C型慢性肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠
脳出血(疾病；請求外)
脳出血による肢体機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

99 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給

100
体外受精胚移植､ﾎﾙﾓﾝ
補充周期で解凍胚移植

ｴｽﾄﾗｰﾅﾃｰﾌﾟ0.72mg､ﾙﾃｨ
ﾅｽ膣錠100mg､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ
皮下注用150､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮
下注用75､HMG注射用
150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､HMG注射
用75IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ
注用5000単位

脳梗塞 支給

101 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
疼痛､めまい､倦怠感､嘔気､頭痛､嘔
吐､関節痛､食思不振､下肢硬直

支給

102 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
睡眠障害､嘔気､頭痛､意識消失､認
知機能低下､けいれん､感覚異常､し
びれ､四肢痛､脱力､頭痛､倦怠感

支給

103 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､月経困難症､けいれん､意識
消失､不随意運動､四肢の疼痛､腰
痛､しびれ､倦怠感､動悸､立ちくら
み､下痢､睡眠障害､感覚異常､体温
調節異常､認知機能低下､情動障
害､自律神経異常

支給

104
発熱､咽頭痛､感冒､気
管支炎､結膜炎様症状､
ｱﾌﾀ性口内炎

ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠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)による視力障害

障害
１級

１年毎

105 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

１年毎

106 ｸﾓ膜下出血 ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ300 左片麻痺による左上下肢機能障害
障害
１級

５年毎

107
SLE(血小板減少症を伴
なう)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力･視野障
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

108 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

５年毎

109 非定型抗酸菌症 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg 中毒性視神経症による視力障害
障害
１級

３年毎

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

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

３年毎

111 脳梗塞 ｵｻﾞﾍﾟﾝ注20mg 脳出血による右上下肢機能障害
障害
２級

１年毎

112 肺結核
ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠
250mg

中毒性視神経症による視力障害及
び末梢神経炎による歩行障害

障害
２級

１年毎

113 ｳｲﾙｽ性髄膜炎
ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ200､ｱｼﾛﾍﾞｯｸ点
滴静注用250㎎､ｱｼｸﾘﾙ点
滴静注用250㎎

ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ脳症による運動失調
障害
２級

１年毎

114
高尿酸血症､急性上気
道炎

ｳｴﾙｼｱ総合かぜ薬､ｻﾞｲﾛ
ﾘｯｸ錠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

３年毎

115 統合失調症

ﾙｰﾗﾝ錠4mg､ﾛﾅｾﾝ錠
4mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ﾙｰﾗ
ﾝ錠8mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ細粒1%､
ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠25mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
50mg､ｾﾛｸｴﾙ100mg錠､ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ-A配合錠､ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ
錠5mg､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-B配合
錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠
10mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる肢体及び体幹
機能障害

障害
１級

１年毎

116 気管支炎 ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による高度脳機能障害(障害)

障害
１級

３年毎

117 左下肢静脈瘤
1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ｷｼﾛｶｲﾝ
注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに及びそれに続発
した低酸素脳症(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による高度脳機能障害(障害)

障害
１級

３年毎

118 統合失調症

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg､ｺﾝﾄﾐﾝ
散10%､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒1%､
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾘﾝﾄﾝ注､
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠200mg､ﾄﾞｸﾞﾏ
ﾁｰﾙ錠100mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
錠50mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg､ﾚ
ﾎﾞﾄﾐﾝ顆粒10%､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ細粒1%､ｸﾞ
ﾗﾏﾘｰﾙ錠50mg､ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ
錠25mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ﾛ
ﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
25mg

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症状の増悪による体幹及
び肢体機能障害

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

119 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺塞栓症に続発した低酸素脳症に
よる高次脳機能障害

障害
１級

３年毎

120 子宮体癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級

１年毎

121 右肩こり ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症(疾病；請求外)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による高度脳機能障害(障害)

障害
１級

３年毎

122
未破裂脳動脈瘤の手術
目的

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg
心停止に続発した低酸素脳症によ
る高度脳機能障害

障害
１級

３年毎

123 うつ状態
ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg)､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀ
ｶﾌﾟｾﾙ20mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる肢体及び体幹機能障害

障害
２級

１年毎

124 非結核性抗酸菌症 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250㎎ 中毒性視神経症による視力障害
障害
２級

１年毎

125
ｸﾛｰﾝ病､小腸潰瘍､消
化管出血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点
滴静注用100､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20㎎

感染性心内膜炎に続発した出血を
伴う多発脳梗塞による肢体機能障
害

障害
１級

１年毎

126
精神運動興奮､不安､身
体化症状

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠5㎎

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹及び両下
肢機能障害

障害
２級

１年毎

127 発熱
ｱｽﾋﾟﾘﾝ坐剤（製造販売名
不明）

ﾗｲ症候群による両上肢機能障害及
び精神発達遅滞

障害
１級

１年毎

128 高眼圧(両) ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠
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)による視力障害

障害
１級

５年毎

129

HIV感染症､ｱﾒｰﾊﾞ性肝
膿瘍､急性腎不全､肝機
能障害､双極性障害､不
眠､胃潰瘍､血小板減少
症､敗血症､DIC､真菌
症､CMV感染､ｼｮｯｸ

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､
ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠

末梢神経障害による肢体機能障害
障害
２級

１年毎

130 統合失調症
ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%)､ｾﾚﾈｰ
ｽ細粒1%､ﾙｰﾗﾝ錠4mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる両下肢機能
障害

障害
２級

１年毎

131 喘息性気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20% 急性脳症による精神発達遅滞
障害
１級

３年毎

132 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
脱力､疼痛､倦怠感､筋力低下､けい
れんによる肢体機能障害

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

133

左手関節炎･高尿酸血
症･薬疹(疑)､慢性心不
全､両前腕皮膚炎､骨粗
鬆症､両変形性膝関節
症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg「ｻﾜｲ」
多形紅斑型薬疹(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)

134

高血圧症､慢性心房細
動､脂質異常症､逆流性
食道炎､前立腺肥大症､
便秘症

ｴｰｽｺｰﾙ錠2mg､ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠
5mg

高CK血症(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)

135 急性上気道炎
ﾋﾟﾘﾅｼﾞﾝ､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ､ｹﾌﾗｰﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ250mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)に
よる視力障害

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

136 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

発熱 入院相当でない 不支給

137 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

注射部位の局所反応(疼痛) 入院相当でない 不支給

138 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

四肢冷感､腹痛､下痢､頭痛､感覚異
常､関節痛､倦怠感､脱力､頻脈

入院相当でない 不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡（定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた３ワクチンの救済につ
いて、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療
費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。）により支給対象となる事例を含む。



No. 主な原疾患等 使用医薬品名
診断書に記載された

「副作用によるものとみられ
る疾病の名称又は症状」

不支給等理由 判定

139
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症､症
候性てんかん､便秘､ﾄﾞﾗ
ｲｽｷﾝ､痙攣発作

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50%､ｶﾙﾊﾞﾏ
ｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%｢ｱﾒﾙ｣､ｱﾘｾ
ﾌﾟﾄ細粒0.5%､ｱﾛｰｾﾞﾝ顆
粒､重質酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ｢ｹ
ﾝｴｰ｣他

薬剤性水疱性類天疱瘡､薬剤性天
疱瘡>合併

医薬品以外の原因によ
る

不支給

140

胆道閉鎖症で葛西術後
に胆汁鬱滞性肝硬変症
が進行し生体肝移植施
行｡術後肝動脈血栓症
を発症し再手術｡中毒性
表皮壊死剥離症を発
症｡

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾌ注射液5mg､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾗｸﾞﾐﾝ
静注5000単位/5mL､
K.C.L.注射液(1号)､ｲﾉﾊﾞﾝ
注他

てんかん重積発作
医薬品以外の原因によ
る

不支給

141
気管支炎+咽頭炎､左咽
頭膿瘍

ﾀﾞﾝ･ﾘｯﾁ､ｶﾌｺﾃﾞ錠｢ﾓﾊﾝ｣､
ﾒﾌﾟﾁﾝﾐﾆ錠､ﾌﾛﾓｯｸｽ錠
100mg､ｾﾃﾞｽG他

視神経炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

142 ﾘﾝﾊﾟ形質細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
125mg､ｲﾒﾝﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ
80mg､ﾋﾞｸﾛｯｸｽ錠200､ﾌﾞ
ﾙﾌｪﾝ錠200他

急性薬剤性腎不全
医薬品以外の原因によ
る

不支給

143
不整出血･卵巣機能不
全

ﾙﾃｽﾃﾞﾎﾟｰ注 左尺骨神経麻痺
医薬品以外の原因によ
る

不支給

144 うつ病 ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25 未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

145
①認知症 ②脳梗塞後
遺症 ③高血圧 ④気管
支炎

ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠3mg､ｱﾘｾﾌﾟﾄ錠
5mg､ｾﾛｸﾗｰﾙ錠20mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠300､ｱｽﾄﾐﾝ錠
10mg他

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症 判定不能 不支給

146 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ､ﾐｰﾙﾋﾞｯｸ なし 判定不能 不支給

147 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

HPVﾜｸﾁﾝによる予防接種後副反応 判定不能 不支給

148 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
一過性の意識消失､脳挫傷､発汗異
常､四肢のしびれ､動悸､集中力低下

判定不能 不支給

149 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 未記入 判定不能 不支給

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

150
血小板減少性紫斑病
(ITP)

ﾛﾐﾌﾟﾚｰﾄ皮下注250μg調
製用

末梢神経障害(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）

不支給事例　（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）



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

151
双極性感情障害､喉の
はれる感じ

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 不適正使用 不支給

152 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 不適正使用 不支給

153 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS） 不適正使用 不支給

154
腰椎変性すべり症､双
極性感情障害

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg 汎発型薬疹 入院相当でない 不支給

155 多発性骨髄腫 ｻﾚﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ100
慢性腎臓病の急性増悪(疾病；請求
外)
なし(障害)

医薬品以外の原因によ
る

不支給

156
三叉神経痛､左肩石灰
性腱炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 入院相当でない 不支給

157 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣
末梢性ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ(疾病)
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因によ
る(死亡)

不支給

158 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠
10mg､ﾛﾅｾﾝ錠4mg､ﾊﾟｷｼ
ﾙ錠10mg､ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠
25mg､ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg､
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用
25mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ及び遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞ
ｱによるそしゃく･嚥下機能障害､言
語機能障害､両上肢機能障害及び
体幹機能障害

障害等級不該当
障害

等級外

159 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 高次脳機能障害 障害等級不該当
障害

等級外


