
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
甲状腺機能低下症(甲
状腺乳頭癌手術後)､ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μg 多形紅斑型薬疹 支給

2 自閉症
ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢JG｣､
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾚ
ﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg

高CK血症､尿閉､神経因性膀胱 支給

3
左声帯嚢胞術後の左
声帯瘢痕､出血性膀胱
炎

①ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg
②ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷ
ｼﾙ錠100mg｢OK｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣

①出血性膀胱炎
②薬物性肝障害

支給

4
左頸動脈硬化症(IMT
3mmのﾌﾟﾗｰｸ)､心房細
動､脳梗塞

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗ
ｻﾞｷｻｶﾌﾟｾﾙ110mg

脳出血 支給

5

気分障害(双極性障
害)､糖尿病､高脂血症､
高血圧症､腎障害､肝障
害､高尿酸血症､気分障
害(双極性)､ｱﾙｺｰﾙ依
存症､ｱﾙｺｰﾙによる肝
障害､急性気管支炎 気
管支喘息

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg､ﾍﾟﾛｽ
ﾋﾟﾛﾝ塩酸塩錠4mg｢ｱﾒﾙ｣､
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢
ﾖｼﾄﾐ｣､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠6mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ
錠25mg

悪性症候群及びそれに合併した肺
塞栓症､心停止

支給

6 悪心､嘔吐､胃痛､下痢

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg､ｶﾞ
ｽﾀｰ注射液20mg､ｾﾚﾈｰｽ
注5mg､1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-
ｷｯﾄ､ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静注
500mg､ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注10mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

悪性症候群､横紋筋融解症 支給

7 双極性感情障害Ⅱ型
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

8
急性上気道炎､結膜炎､
鼠径部化膿性ﾘﾝﾊﾟ節
炎

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣､ﾐﾉｻｲｸﾘ
ﾝ塩酸塩点滴静注用
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ
塩酸塩顆粒2%｢ｻﾜｲ｣

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

9
双極性障害､咽頭喉頭
炎､Ⅱ型糖尿病

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

10 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､ﾌｫﾘﾙﾓﾝ
P注75､HMG注射用150IU
｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､HMG注射用
75IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､注射用
HCG10,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

11 多発性硬化症 ﾀｲｻﾌﾞﾘ点滴静注300mg 進行性多巣性白質脳症 支給

12 2型糖尿病
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､ﾄﾗﾃﾞｨｱ
ﾝｽ配合錠AP

多形紅斑型薬疹 支給
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13
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､細菌性肺炎

ｾﾞﾁｰｱ錠10mg 横紋筋融解症 支給

14
うつ病､高血圧､逆流性
食道炎､過活動性膀胱､
白癬

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｴﾋﾞﾘ
ﾌｧｲ錠3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
6mg

悪性症候群様症状 支給

15

甲状腺機能低下症､脂
質異常症､骨粗しょう
症､老年期うつ病､不眠
症

ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞﾗｰﾄ錠80mg｢武田
ﾃﾊﾞ｣

横紋筋融解症 支給

16 統合失調症

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ
錠5mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
OD錠3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠
6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠12mg

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体
幹･肢体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

17 閉経後骨粗鬆症 ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg 左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

18
三叉神経痛､頭痛､高血
圧､腸炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

19
右側下顎水平理状智
歯(抜歯後)､┌8Perico､
ﾄﾞﾗｲｿｹｯﾄ

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｻﾜｼﾘﾝ
錠250､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾎﾞ
ﾙﾀﾚﾝ錠25mg

多形紅斑型薬疹 支給

20
三叉神経痛､高血圧 高
脂血症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

21

発作性心房細動､心不
全､高尿酸血症､下肢接
触皮膚炎､頚椎椎間板
ﾍﾙﾆｱ､変形性頚椎症

ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg
脳出血(疾病)
脳出血による肢体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

22 双極性感情障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

23 左眼緑内障､うつ病
ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg､
ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟｾﾙ75mg､ﾌ
ﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣

横紋筋融解症 支給

24 上気道炎
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣､
ｱｽﾍﾞﾘﾝ散10%

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

25
成人発症ｽﾁﾙ病
(AOSD)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾒﾄﾞﾛｰﾙ錠
4mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障 支給

26

ｱﾙｺｰﾙ依存症､頻尿､
痛風､下肢静脈血栓症､
神経障害性疼痛､咳､咽
喉頭炎､気管支炎､喘
息､ﾋﾞﾀﾐﾝ欠乏症､逆流
性食道炎､胆のう炎､ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞ､薬疹

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%｢ﾀ
ﾅﾍﾞ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

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)
による死亡(死亡)

支給
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27
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､双極性
感情障害､うつ状態､睡
眠障害､鉄欠乏性貧血

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医工｣ 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

28 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP
注150､HMG注射用75IU｢
ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､HMG注射用
150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､注射用
HCG10,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

29 関節ﾘｳﾏﾁ ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群及びそれによる静脈
血栓症

支給

30 うつ病､(予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

31 (予防) ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 急性胃腸炎 支給

32
右側上顎第一小臼歯
根尖性歯周炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250 多形紅斑型薬疹 支給

33 躁うつ病 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

34 膜性腎症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

35 症候性てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

36
右肩甲部痛､糖尿病､高
血圧､逆流性食道炎､慢
性胃炎

ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg めまい 支給

37
脳梗塞､けいれん､膀胱
炎､尿閉

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg､ｱﾚﾋﾞｱ
ﾁﾝ注250mg､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ
錠10mg｢KN｣､ｲｰｹﾌﾟﾗ錠
500mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静注
500mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝOD錠
20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa
錠60mg｢ｻﾜｲ｣､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配
合錠A81､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ
塩酸塩錠100mg｢日医
工｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

多形紅斑型薬疹 支給

38 尿路感染症疑い
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

横紋筋融解症 支給

39 双極性気分障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 紅皮症型薬疹 支給

40
不妊症､排卵障害､多の
う胞性卵巣症候群

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
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41 不妊症

HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ注用5000単
位､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75､ﾌｫﾘﾙﾓ
ﾝP注150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

42
三叉神経痛､白内障(両
眼)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

43 三叉神経痛
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) 支給

44

三叉神経痛､副鼻腔炎､
片頭痛､急性上気道炎､
胃炎､自律神経失調症､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した糖尿病

支給

45 側頭葉てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

46 気管支炎
ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜ
ｲ｣

慢性腎臓病の急性憎悪 支給

47
髄膜腫､開頭腫瘍摘出
術後

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

48 統合失調症

ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注100mgｼ
ﾘﾝｼﾞ､ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注
150mgｼﾘﾝｼﾞ､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠
3mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠6mg

持続勃起症 支給

49
糖尿病性ﾆｭｰﾛﾊﾞﾁｰ､蜂
窩織炎､糖尿病

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

50
ﾗｸﾅ梗塞､症候性てん
かん

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医
工｣､ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠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

51 頭痛のため ｲﾌﾞA錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

52 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
腎炎

支給

53 (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

54 重度骨粗鬆症
ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞﾘｰ35mg､ﾎﾞﾝ
ﾋﾞﾊﾞ静注1mgｼﾘﾝｼﾞ

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

55 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣､｢ﾋﾞｹﾝHA｣

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給
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56 うつ状態､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

57

爪白癬､高血圧症に対
する治療/生理痛､頭
痛､腰痛に対しての治
療

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

58 急性虫垂炎 0.3%ﾍﾟﾙｶﾐﾝｴｽ注射液

ｼｮｯｸ､及びそれに続発した低酸素
脳症による失外套症候群(疾病)
ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症による
失外套症候群による死亡(死亡)

支給

59 子宮外妊娠

ﾗｾﾅｿﾞﾘﾝ注射用1g､ﾏｰｶｲ
ﾝ注脊麻用0.5%高比重､ﾄﾞ
ﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾄﾞﾛﾚﾌﾟ
ﾀﾝ注射液25mg

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

支給

60 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)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症による心不全ならび
に呼吸不全による死亡(死亡)

支給

61
幻覚､聴覚過敏､情動の
不安定

ﾙｰﾗﾝ錠4mg 遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給

62 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

支給

63 未破裂脳動脈瘤

①ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟ
ﾚﾀｰﾙOD錠50mg
②ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠25mg
③ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠25mg

①回腸出血及びそれに続発した多
発脳梗塞
②③回腸出血

支給

64
総胆管結石症術後･急
性胆管炎

ｽﾙﾀﾑｼﾞﾝ静注用1g
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

支給

65 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 支給

66 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 全身痛 支給

67
蕁麻疹様の発疹､結膜
充血､体の怠さ､ｶｾﾞの
症状があったため

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸIP

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；請求外)
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)

支給
１級

１年毎

68 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
睡眠障害､嘔気､腹痛､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

69
咽頭痛、発熱、感冒症
状

ｹﾛﾘﾝSかぜ薬
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

70 結節性動脈周囲炎 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
両眼ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障による視力障
害､両側大腿骨骨頭無腐性壊死に
よる歩行障害

障害
１級

３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

71 腰椎椎間板症 ｲｿﾋﾞｽﾄ240
下半身麻痺による歩行･排尿･排便
障害

障害
１級

５年毎

72
うつ病(強い不安､焦燥
状態)

ﾒﾚﾘﾙ10､ﾘｰﾏｽ錠200､ﾚｽﾘ
ﾝ錠25

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる運動機能障害

障害
１級

３年毎

73 頭痛

ｱｽﾍﾞﾘﾝｼﾛｯﾌﾟ､ｺｽﾓｼﾝ静
注用0.25g､小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
CⅡ､ﾊﾟｾﾄｼﾝ細粒､ﾎﾞﾙﾀﾚ
ﾝｻﾎﾟ12.5mg､ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯ
ﾌﾟ

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

３年毎

74
高血圧､陳旧性脳梗塞､
糖尿病

小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ 脳出血による左上下肢機能障害
障害
１級

５年毎

75
喘息様気管支炎､けい
れん重積

ｱﾙﾋﾞﾅ坐剤50､ﾃｵﾄﾞｰﾙｼ
ﾛｯﾌﾟ

急性脳症による体幹機能障害
障害
１級

３年毎

76 肺結核症
ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ､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
障害
１級

１年毎

77
破傷風の予防､A型肝
炎の予防､B型肝炎の
予防､日本脳炎の予防

沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ“化血
研”､ｴｲﾑｹﾞﾝ､沈降B型肝
炎ﾜｸﾁﾝ｢明乳｣､日本脳炎
ﾜｸﾁﾝ｢S北研｣

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続
発した対麻痺による両下肢機能障
害

障害
１級

５年毎

78
てんかん(重症ﾐｵｸﾛﾆｰ
てんかん）

ｾﾚﾆｶR顆粒
ﾗｲ様症候群による精神･運動発達
遅滞

障害
１級

５年毎

79
喘息性気管支炎、気管
支肺炎

ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
痙攣重積型急性脳症による精神発
達遅滞

障害
１級

５年毎

80 喘息様気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症に続発した高度脳機能障
害

障害
１級

５年毎

81 横行結腸結核性潰瘍
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
障害
１級

１年毎

82 統合失調症
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠2mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる歩行障害
障害
１級

１年毎

83

統合失調症､不眠症､薬
剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群､
症候性てんかん､不眠､
ｼﾞｽﾄﾆｱ

ﾙｰﾗﾝ錠4､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
25mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg､ｺﾝﾄﾐ
ﾝ糖衣錠25mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣
錠12.5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻ錠5mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠1mg､ﾘﾝﾄﾝ錠(3mg)､ｴﾋﾞ
ﾘﾌｧｲ錠3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
6mg､ｾﾚﾈｰｽ細粒1%､ｾﾛｸ
ｴﾙ100mg錠､ﾊﾛｽﾃﾝ錠
1mg､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg)

ｼﾞｽﾄﾆｱによる歩行障害
障害
２級

３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

84 子宮外妊娠

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾄﾞﾛﾚ
ﾌﾟﾀﾝ注射液25mg､ﾏｰｶｲﾝ
注脊麻用0.5%高比重､ﾗｾ
ﾅｿﾞﾘﾝ注射用1g

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ及びそれに続発し
た低酸素脳症による高度脳機能障
害

障害
１級

３年毎

85 反復性うつ病
ｾﾛｸｴﾙ100mg錠､ﾙｰﾗﾝ錠
8mg

ｼﾞｽﾄﾆｱ(開瞼困難)による日常生活
障害

障害
２級

３年毎

86 緑内障術後
ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ250㎎､新ﾙ
ﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ-A錠､ｾﾃﾞｽG

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

87
双極性障害の抑うつ不
安状態

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25㎎
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる体幹機能障害

障害
２級

３年毎

88 うつ病
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25㎎､ｾﾛｸｴ
ﾙ25㎎錠､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-B配合
錠､ﾚｽﾘﾝ錠25

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱに
よる両上肢及び体幹機能障害

障害
２級

３年毎

89 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ内用液1mg/mL

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる構音障害
障害
２級

１年毎

90 感冒症状
LL顆粒小児用､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ
錠､ﾋﾞﾌﾞﾗﾏｲｼﾝ錠

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

１年毎

91
17α-hydroxylase 欠損
症

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ｴｽﾄﾘｰﾙ
錠1mg

上矢状洞血栓症による出血性脳梗
塞による肢体機能障害

障害
１級

１年毎

92 血尿 注射用ﾌｻﾝ10
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
１級

３年毎

93
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､急性気管支炎

ｵﾗﾍﾟﾈﾑ小児用細粒10%
急性脳症による精神発達遅滞及び
運動発達遅滞

障害
１級

１年毎

94
心房細動､心室性期外
収縮､胃潰瘍

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠1mg

脳出血による肢体機能障害
障害
１級

１年毎

95
両膝変形性関節症(間
接鏡検査)

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用1g
｢日医工｣､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｢第一三共｣

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
１級

３年毎

96 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”

急性脳症による精神発達遅滞
障害
２級

１年毎

97

脳膿瘍､高血圧､逆流性
食道炎､高脂血症､脳梗
塞後遺症､症候性てん
かん､うつ病､嘔吐症､
便秘症､左被殻出血

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg 急性脳症による高度脳機能障害
障害
１級

３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

98

高脂血症､慢性胃炎､鉄
欠乏性貧血､慢性肝炎､
神経痛､筋肉痛､不安神
経症､左大腿脂肪腫､急
性気管支炎､高血圧症､
頭痛､湿疹､膀胱炎､甲
状腺機能亢進症､皮膚
感染症､急性上気道炎､
感染性胃腸炎､胃不快
感､貧血

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､
ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｶﾌｺﾃﾞN配
合錠

間質性腎炎による腎機能障害
障害
２級

１年毎

99 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
体幹･肢体機能障害､高次脳機能
症状

障害
１級

１年毎

100 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

腹痛､胸痛､筋肉痛､関節痛､頭痛､
嘔気､しびれ､睡眠障害､認知機能
低下､けいれん､視覚異常､不随意
運動､倦怠感､歩行障害､意識消失､
脱力､便秘(疾病)
日常生活障害(障害)

障害等級不該当

支給
（疾病）
不支給
（障害）

101 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､めまい､嘔気､起立性低血圧､
しびれ､筋肉痛､関節痛､四肢冷感､
睡眠障害､光過敏､全身痛､腹痛､下
痢､嘔吐､脱力(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給
（疾病）
不支給
（障害）

102 感冒､湿疹
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ､ｽﾙﾋﾟﾘﾝ､ｾ
ﾌｧﾚｷｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ｢ﾀﾂﾐ｣
500

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

103 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

注射部位の局所反応(疼痛､腫脹)､
倦怠感､疼痛､睡眠障害､頭痛､感覚
異常､認知機能低下､関節痛､月経
不整

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

104 てんかん
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg､ｲｰｹﾌﾟ
ﾗ錠250mg

統合失調症
医薬品以外の原因によ
る

不支給

105
右乳癌の術後､本態性
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､脳梗塞

ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg､注
射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg､ｴﾋﾟ
ﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液
10mg/5ml｢NK｣､ｴﾋﾟﾙﾋﾞｼﾝ
塩酸塩注射液
50mg/25mL｢NK｣､ｼﾙﾆｼﾞ
ﾋﾟﾝ錠10mg｢ｻﾜｲ｣他

脳梗塞
医薬品以外の原因によ
る

不支給

106 粘膜下筋腫

ﾘｭｰﾌﾟﾛﾚﾘﾝ酢酸塩注射用
ｷｯﾄ1.88mg｢NP｣､ﾑｺｽﾀ錠
100mg､ｽﾌﾟﾚｷｭｱMP皮下
注用1.8､ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠
0.125mg｢あすか｣､ﾌｪﾛﾐｱ
錠50mg他

性器出血による重症貧血
医薬品以外の原因によ
る

不支給

107 身体表現性障害
ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1､2mgｾﾙｼﾝ錠､
ﾚｷｿﾀﾝ錠2､ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠
0.5､ｺﾝｽﾀﾝ0.4mg錠他

羞明･全身痛
医薬品以外の原因によ
る

不支給

108 水疱性類天疱瘡

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ﾒﾁﾙﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa注
射用1000mg｢ｻﾜｲ｣､PL配
合顆粒､ｲﾙﾍﾞﾀﾝ錠100mg
他

ｳｲﾙｽ性髄膜炎､ｳｲﾙｽ性髄膜炎(廃
用症候群)

医薬品以外の原因によ
る

不支給

109 更年期症候群､原田病

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾐﾄﾞﾘﾝP点
眼液､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠
15mg｢ｻﾜｲ｣､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ
静注用1000mg､ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa注射
用1000mg｢ｻﾜｲ｣他

未記入 判定不能 不支給

110 (記載なし)

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､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)､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢日医
工｣､ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣
他

脳出血､高血圧症
医薬品以外の原因によ
る

不支給

111

腰部脊柱管狭窄症､神
経障害性疼痛､ﾊﾟﾆｯｸ障
害､うつ状態､不眠症､
内痔核

ﾘﾘｶOD錠150mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ25mg､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg､ﾘ
ﾘｶｶﾌﾟｾﾙ150mg､ﾊﾙｼｵﾝ
0.125mg錠他

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

112 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型 ｿﾞﾌﾙｰｻﾞ錠20mg 抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
医薬品以外の原因によ
る

不支給

113
せん妄の既往､不眠､認
知機能障害

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠25mg､ｺﾝﾄﾐﾝ
糖衣錠50mg､ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ
OD錠0.25mg｢ｻﾜｲ｣､ﾊﾟｷｼ
ﾙ錠20mg､ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠15mg
他

そしゃく･嚥下機能障害
医薬品以外の原因によ
る

不支給

114

ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎､急性
結膜炎､ぶどう膜炎､変
形性脊椎症､症候性坐
骨神経痛､神経障害性
疼痛､慢性疼痛､高血圧
症､めまい症､慢性腸炎

ｻﾝﾍﾞﾀｿﾞﾝ眼耳鼻科用液
0.1%､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾜﾝﾄﾗﾑ錠100mg､
ﾘﾘｶOD錠25mg､ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点
眼液0.02%他

右側慢性涙嚢炎急性増悪(涙嚢摘
出後)､右眼内因性眼内炎

医薬品以外の原因によ
る

不支給

115
脳梗塞､高血圧､右眼網
膜中心静脈閉塞症､硝
子体出血

ｶﾙﾊﾞｿﾞｸﾛﾑｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳ
ﾑ錠30mg｢日医工｣､ｵﾙﾒ
ﾃｯｸOD錠20mg､ﾌﾟﾚﾀｰﾙ
OD錠50mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠
75mg

脳梗塞
医薬品以外の原因によ
る

不支給

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 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

116 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 左腓腹神経障害 判定不能 不支給

117 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
HPVﾜｸﾁﾝ後脳機能障害､HPVﾜｸﾁﾝ
関連神経免疫異常症候群

判定不能 不支給

118 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ HPVﾜｸﾁﾝによる予防接種後副反応 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

119 骨粗鬆症

①ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ､ｾﾞ
ﾁｰｱ錠10mg
②ﾈｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾈ
ｵｰﾗﾙ10mgｶﾌﾟｾﾙ､ﾛｻﾙﾀﾝ
K錠50mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

①薬物性肝障害(1回目)
②薬物性肝障害(2回目)

対象除外薬である
入院相当でない

不支給

120 うつ状態 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 入院相当でない 不支給

121
高血圧症,2型糖尿病,高
脂血症,糖尿病性腎症,
乾癬

ｽｰｼﾞｬﾇ配合錠 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 不適正使用 不支給

122 双極性感情障害 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ 腎性尿崩症､ﾘﾁｳﾑ中毒 不適正使用 不支給

123 躁うつ病

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢ｱﾒﾙ｣､
ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｱﾒﾙ｣､ｵ
ﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣､ｵﾗ
ﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠10mg｢明治｣､
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不適正使用 不支給

124 神経症､てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

125
非結核性抗酸菌症(肺
ﾏｯｸ症)

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠
中毒性視神経症(疾病；請求外)
中毒性視神経症による視力障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

126 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､全身痛､腰痛､両第1指痛､認
知機能低下､倦怠感､睡眠障害､過
呼吸､感覚異常､脱力､しびれ､自律
神経異常､不随意運動､下痢､便秘

判定不能 不支給

127 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
体幹及び肢体機能障害､言語機能
障害

障害等級不該当 不支給

128 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 高次脳機能症状 障害等級不該当 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


