
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
頚椎症性脊髄症による
疼痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､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) 支給

2 動脈管開存症 ｲﾝﾀﾞｼﾝ静注用1mg
脳出血(疾病；請求外)
脳出血に続発した高度脳機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

3 ﾚｼﾞｵﾈﾗ肺炎､胃炎

①ｸﾗﾋﾞｯﾄ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ
500mg/100mL､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠250mg｢DSEP｣､ｽﾙﾊﾞ
ｼﾘﾝ静注用1.5g
②ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g
③ｵﾒﾌﾟﾗｰﾙ注用20
④ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
MEEK｣

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害
③汎発型薬疹
④薬物性肝障害

支給

4 糖尿病､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 ｶﾅｸﾞﾙ錠100mg 糖尿病性ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽ 支給

5 精神遅滞
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(痙性斜頚)(疾病；請
求外)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる肢体機能障
害､そしゃく･嚥下機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

6
血栓性血小板減少性
紫斑病

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)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾊﾝ錠2.5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障 支給

7 急性結膜炎､霰粒腫
ｵﾄﾞﾒｰﾙ点眼液0.1%､ﾌﾙｵﾛ
ﾒﾄﾛﾝ0.02%点眼液T､ﾈｵﾒ
ﾄﾞﾛｰﾙEE軟膏

左眼角膜潰瘍 支給

8 症候性てんかん
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾌｨｺﾝﾊﾟ
錠2mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

9

帯状疱疹､ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型
認知症､関節ﾘｳﾏﾁ､便
秘､高血圧､骨粗鬆症､
逆流性食道炎

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｱｽﾍﾟ
ﾝ｣

急性腎不全 支給

10
脂質異常症､不眠症､帯
状包疹後神経痛､右内
側上顆炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 間質性腎炎 支給

11
双極性障害､ﾊﾟｰｿﾅﾘ
ﾃｨｰ障害､咽喉頭炎､切
創

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷ
ｻｼﾝ錠500mg｢DSEP｣

播種状紅斑丘疹型薬疹､無顆粒球
症

支給

12

神経症性抑うつ状態､
不眠症､Ⅱ型糖尿病､高
脂血症､高血圧症､狭心
症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾌﾙﾆ
ﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾄﾗ
ｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

悪性症候群様症状 支給

13 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
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)

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ(疾病)
ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる両下肢機能
障害(障害)

支給
１級

１年毎
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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

14 左乳癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg
左下顎骨の骨髄炎･骨壊死､口蓋
骨壊死

支給

15 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

16 双極性障害 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

17 抑うつ症状 ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg 横紋筋融解症 支給

18 乳癌 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠20mg｢MYL｣ 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ 支給

19 前立腺癌 ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL 顎骨骨髄炎 支給

20 下腿結節性紅斑
ﾖｳ化ｶﾘｳﾑ丸50mg｢日医
工｣

甲状腺中毒症 支給

21 躁うつ病､感冒

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
250㎎｢杏林｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
200mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

22 頭痛､嘔気､左下腹部痛
ｸﾘｱﾐﾝ配合錠A1.0､ﾎﾞﾙﾀﾚ
ﾝSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg

急性腎不全 支給

23
気管支喘息､期外収縮､
胃薬

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾑｺ
ﾀﾞｲﾝ錠250mg

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

24

胃痛のひどい症状､歯
周疾患(歯肉腫脹)､5┓
う蝕による急性歯髄炎､
急性肝炎

①透頂香
②注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ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)

①薬物性肝障害
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病

支給

25

急性声帯炎､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､重症逆流性
食道炎 嘔気 不安神経
症 下痢 膀胱炎

ﾘｻﾞﾍﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 出血性膀胱炎 支給

26 不妊症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､
HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HMG注射用150IU｢ﾌｪ
ﾘﾝｸﾞ｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

27
星細胞腫､症候性てん
かん

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg､ﾋﾞﾑﾊﾟｯ
ﾄ錠100mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg､ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50mg

多形紅斑型薬疹 支給

28
眼内炎､白内障､潜在性
結核

ﾐｺﾌﾞﾃｨﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg
両眼ぶどう膜炎及びそれによる両
眼白内障

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

29 骨粗鬆症､関節ﾘｳﾏﾁ ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

30

うつ病､急性咽喉頭炎､
急性副鼻腔炎､鼻ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ､統合失調症に伴う
身体症状､左肋間神経
炎､腰痛症

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ｱ
ﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾋﾙﾅﾐﾝ
錠(5mg)､ﾊﾟｷｼﾙCR錠
25mg､ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

悪性症候群(疾病；請求外)
悪性症候群による死亡(死亡)

支給

31 三叉神経痛､NTM加療 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

32 糖尿病 ﾈｼｰﾅ錠25mg 水疱性類天疱瘡 支給

33 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ粒状錠500mg｢
ﾓﾁﾀﾞ｣

急性腎障害､急性脳症 支給

34
不正出血の持続､月経
不順

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD､ｿﾌｨｱA
配合錠

脳静脈洞血栓症及びそれに続発し
た脳出血

支給

35 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

36
慢性片頭痛､両腸脛靭
帯炎､左膝半月板断裂､
左膝蓋靭帯炎､咽頭炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg

汎発型薬疹 支給

37 誤嚥性肺炎
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢ﾆ
ﾌﾟﾛ｣

急性腎障害(疾病)
急性腎障害による死亡(死亡)

支給

38
眼瞼皮膚炎､めまい症､
鼻炎､食欲不振､体力低
下

酢酸ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ0.25%眼軟
膏T

緑内障の増悪 支給

39 複雑性膀胱炎 ﾊﾞｸﾀ配合錠 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

40 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

41
症候性てんかん､脳梗
塞

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

42 機能性性器出血 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠
静脈洞血栓症およびそれに続発し
た脳出血

支給

43
てんかん発作 疑い(原
因不詳)

ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣
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)

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

44 左精巣上体炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄ錠
50mg､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢YD｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300

多形紅斑型薬疹 支給

45
適応障害､高血圧症､薬
剤性糖尿病､脂質異常
症､関節ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

46 SC

ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠6mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠
3mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾛﾅｾﾝ錠2mg､ﾛﾅｾﾝ錠
4mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給

47 4┐急性歯周炎
ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠150mg｢ｻﾜ
ｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

48
高血圧症､不眠症､関節
ﾘｳﾏﾁ

ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg
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

49
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､狭心
症､II型双極性障害に対
して､不眠に対して

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢ﾄｰﾜ｣ 高CK血症 支給

50
脳挫傷､外傷性大動脈
角離､外傷性大動脈解
離

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾊﾞﾙｻﾙ
ﾀﾝ錠40mg｢EE｣

多形紅斑型薬疹 支給

51 月経困難症
ﾔｰｽﾞ配合錠､ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ
配合錠

脳梗塞 支給

52 脂質異常症
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

53 骨粗鬆症
ﾌｫｻﾏｯｸ錠5､ﾎﾞﾉﾃｵ錠
50mg

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

54 顔面けいれん､肩こり

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医
工｣､ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢日医
工｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢ｵｰ
ﾂｶ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

55 うつ状態 ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣ ｾﾛﾄﾆﾝ症候群 支給

56 前立腺癌 骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 左下顎骨の骨壊死 支給

57 不妊症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900､
HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､注射用HCG3,000単
位｢F｣､注射用HCG5,000
単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

58 頚髄損傷 ﾄｱﾗｾｯﾄ配合錠｢ﾄｰﾜ｣ 嘔気､脱力 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

59 2型糖尿病 ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ錠1mg｢ｵｰﾊﾗ｣ 汎発型薬疹 支給

60
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､寒気
があったため

ﾙﾙｱﾀｯｸFXa 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

61 前立腺癌 骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 両側上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

62
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群､ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ性骨粗鬆症

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ､
ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg

両側上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

63 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ内用液1mg/mL､ﾛﾅｾﾝ
錠4mg､ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ｾ
ﾛｸｴﾙ100mg錠､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠
6mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

64 脳梗塞後遺症 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

65 顔面痙攣､高脂血症
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

66
ｱﾙｺｰﾙ依存症 PTSD
双極性障害躁うつ混合
状態

ｾﾚﾆｶR錠200mg､ｾﾚﾆｶR
錠400mg､ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用
液1%｢ﾀﾅﾍﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

67 (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

68
三叉神経痛､加齢白内
障

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

69 統合失調感情障害

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
2mg､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
明治｣､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

70 抜歯後感染症 ｾﾌｼﾞﾆﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg｢YD｣ 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

71

骨粗鬆症､腰椎症､慢性
胃炎､便秘症､うっ血性
心不全､脂質異常症､両
変形性膝関節症､逆流
性食道炎､不眠症､うつ
状態､食欲不振､神経
症､頻脈性不整脈

ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

72 統合失調症､躁うつ病 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 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

73 糖尿病､2型糖尿病 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg 水疱性類天疱瘡 支給

74

ﾌﾟﾛﾗｸﾁﾝ産生腫瘍､術
後甲状腺機能低下症､
術後副甲状腺機能低
下症､不安障害

ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠1.0μg 高ｶﾙｼｳﾑ血症､急性腎障害 支給

75

埋伏歯の抜歯､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症､高尿酸血症､
骨粗鬆症､甲状腺機能
低下症､下顎埋伏歯､智
歯周囲炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

76
前交通動脈瘤ｺｲﾙ塞栓
術術後疼痛発熱

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ静注用2gﾊﾞｯｸﾞ､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠200､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅ
ﾄﾘｳﾑ錠60mg｢日医工｣､ｿﾞ
ｼﾝ静注用2.25

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

77 典型的三叉神経痛
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

78
2型糖尿病､下垂体腺
腫術後甲状腺機能低
下症

ﾈｼｰﾅ錠12.5mg 水疱性類天疱瘡 支給

79
2型糖尿病､糖尿病神
経障害､高血圧症､脂質
異常症､逆流性食道炎

ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ錠10mg 外陰部蜂窩織炎 支給

80 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

81 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ経口ｾﾞﾘｰ35mg 左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

82 月経困難症 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

83
肺炎､糖尿病､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
病

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g､ｶﾙ
ﾎﾞｼｽﾃｲﾝDS50%｢ﾀｶﾀ｣

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

84 (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

85 三叉神経痛､頭痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

86
細菌感染疑い､そう痒､
抗生剤による下痢防止

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給
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87 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

88
月経困難症､月経前症
候群､頻発月経

ﾔｰｽﾞ配合錠 脳梗塞(右椎骨動脈閉塞) 支給

89 肝機能障害､発熱､腹痛 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300ｼﾘﾝｼﾞ
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

支給

90
局所性てんかん(左側
頭葉)

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

91 非定型抗酸菌感染症 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)

支給
１級

１年毎

92

慢性うつ病､うつ病､慢
性胃炎､口内炎､不安､
恐怖､抑うつ､口腔内異
常感､妄想性うつ病､体
感幻覚様症状

ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg､ﾄﾞｸﾞﾏ
ﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg､ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰ
ﾙ錠25

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ(疾病；請求外)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそしゃく･嚥
下機能障害及び言語機能障害(障
害)

支給
２級

１年毎

93
高尿酸血症､痛風､多発
性硬化症､糖尿病

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに伴う感染性心内膜炎､及び感
染性心内膜炎に続発した脳出血

支給

94 非結核性抗酸菌症 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg
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)

支給
２級

１年毎

95

心房細動､陳旧性心筋
梗塞､慢性心不全､冠動
脈ｽﾃﾝﾄ留置後､高ｺﾚｽ
ﾃﾛｰﾙ血症

ﾘｸｼｱﾅ錠60mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100mg､ｱｸﾁﾊﾞｼﾝ注
600万

脳出血(疾病）
脳出血による肢体機能障害､そしゃ
く･嚥下機能障害､及び言語機能障
害(障害)

支給
１級

１年毎

96 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
急性小脳失調症(発熱､頭痛､嘔気､
筋力低下､歩行障害､眼振､振戦､睡
眠障害)

支給

97 (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､不随意運動

支給

98 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

腰痛､下肢の痛み､倦怠感､筋痛､認
知機能低下､全身疼痛､聴覚異常､
視覚異常､歩行障害､めまい､頭痛

支給

99 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､発熱､睡眠障害､感覚異常､発
汗異常､認知機能低下､全身痛､脱
力､不随意運動､倦怠感､意識消失､
息苦しさ

支給
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100
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎と気管
支肺炎の合併

ｺｽﾓｼﾝ静注用0.5g
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

101 発熱と咽頭痛 ﾌｧｽﾃﾘﾝ100
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

102 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

103 直腸早期癌
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/ml、ｱﾅﾍﾟｲ
ﾝ注7.5mg/ml、2%ｶﾙﾎﾞｶｲ
ﾝｱﾝﾌﾟﾙ

脊髄神経障害による体幹機能障害
障害
２級

３年毎

104
上気道炎､咽頭炎､胃
炎､口内出血斑､結膜炎

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂﾐ」､
ﾏﾘｷﾅ顆粒､ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠
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
１級

３年毎

105
抑うつ状態､不眠､不安
焦燥感､希死念慮､高血
圧

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg､ｺﾝﾄﾐﾝ
糖衣錠25mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる歩行障害
障害
１級

３年毎

106 気管支喘息発作 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
２級

３年毎

107 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
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

３年毎

108
分娩誘発(予定日超過､
高出生体重児の疑い)

ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･F注射液1000
過強陣痛に続発した胎児低酸素脳
症による精神運動発達遅滞

障害
１級

５年毎

109 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北
研｣

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)によ
る高度脳機能障害

障害
２級

３年毎

110 ｳｲﾙｽ性髄膜炎
ｿﾞﾋﾞﾗｯｸｽ錠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

３年毎

111 うつ病
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾄﾚﾄﾞﾐ
ﾝ錠15

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによるそしゃく･嚥下
機能障害

障害
２級

３年毎

112 気管支喘息 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運動遅滞
障害
１級

３年毎

113 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5mg

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
２級

３年毎

114 気管支炎､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 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遅滞
障害
１級

５年毎
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115
統合失調感情障害､統
合失調症､うつ病

ｿﾌﾐﾝ錠25㎎､ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠1
㎎､ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ錠3㎎､ﾙﾅﾌﾟﾛﾝ
錠6㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1㎎､ﾘ
ｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
内用液1㎎/mL､ｾﾛｸｴﾙ
100㎎錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5
㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷ
ｻ錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨ
ｽ錠10㎎､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3㎎､
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6㎎､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12㎎

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる構音障害及びそしゃく･嚥下
機能障害

障害
２級

３年毎

116
①肺結核症､②胃潰瘍､
③末梢神経障害､④胃
炎

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250㎎錠､ｲｽｺﾁﾝ
錠100㎎

中毒性視神経症による視力障害
障害
２級

１年毎

117 （予防）
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
里第一三共｣

急性脳炎による精神運動発達遅滞
障害
１級

１年毎

118
急性咽頭扁桃炎､鼻炎､
頭痛

ｱﾚﾛｯｸOD錠5､ｴﾝﾋﾟﾅｰｽ・
P錠18000､ﾒｲｱｸﾄMS錠
100㎎､ﾛｷｿﾆﾝ錠60㎎

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

119
多剤耐性肺結核､肺結
核症(一部､薬剤耐性あ
り)､肺結核

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾂﾍﾞ
ﾙﾐﾝ錠100mg

脳症による下肢機能障害
障害
１級

１年毎

120

加齢黄斑変性､高血圧
症､高脂血症､不眠症､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､肩ｺﾘ､
頭痛

ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射液
40mg/mL

脳梗塞による右上下肢機能障害
障害
２級

１年毎

121 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連
血管炎症候群に続発した腎機能障
害

障害
２級

３年毎

122
血栓溶解療法(脳梗塞
治療)のため

ｸﾞﾙﾄﾊﾟ注600万 脳出血による高次脳機能障害
障害
１級

１年毎

123 重症筋無力症
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力及び視野
障害､ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病による代謝障
害

障害
１級

１年毎

124 統合失調症

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10mg､
ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1%､ｽﾙﾋﾟ
ﾘﾄﾞ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL､ﾘﾝﾄ
ﾝ錠(0.75mg)､ｾﾚﾈｰｽ錠
0.75mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱに
よる体幹､両上肢機能障害､及びそ
しゃく･嚥下機能障害､言語機能障
害

障害
２級

１年毎

125
予定日超過(41週0日)､
微弱陣痛

ｱﾄﾆﾝ-O注5単位
子宮破裂に続発した重症新生児仮
死による重度脳性麻痺

障害
１級

１年毎

126 前立腺癌骨転移 ｿﾞﾒﾀ点滴静注用4mg
上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能
障害及び構音障害

障害
２級

１年毎

127 不安定狭心症
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗ
ﾋﾞｯｸｽ錠75mg

脳出血による高次脳機能障害
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

128 (予防) ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ水性懸濁皮下注
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)によ
る精神発達遅滞､肢体機能障害､体
幹機能障害

障害
２級

１年毎

129 不妊症

ｿﾌｨｱA配合錠､ﾌﾞｾﾚｷｭｱ
点鼻液0.15%､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｣､注射用
HCG5,000単位｢F｣

脳梗塞による肢体機能障害､言語
機能障害､そしゃく･嚥下機能障害

障害
１級

１年毎

130
うつ病､適応障害､統合
失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ､遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱに
よる肢体機能障害

障害
２級

１年毎

131 (予防)
乾燥弱毒生おたふくかぜ
ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

脳炎による精神障害
障害
２級

１年毎

132
高尿酸血症､痛風､多発
性硬化症､糖尿病

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う
感染性心内膜炎に続発した脳出血
による高度脳機能障害

障害
１級

１年毎

133

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病､部分てん
かん発作､高血圧､前立
腺肥大､足白癬､足爪白
癬､皮脂欠乏性湿疹

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)(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

高尿酸血症､高血圧症､
頻脈､中毒疹､両側頚部
頚動脈狭窄症､両側中
大脳動脈狭窄症､閉塞
性動脈硬化症､前立腺
肥大症､過活動膀胱

ﾜｿﾗﾝ錠40mg､ｱﾑﾛｼﾞﾝOD
錠5mg､ﾄﾋﾟﾛﾘｯｸ錠20mg

汎発型薬疹(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）

135 気管支喘息発作 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる両下肢機能
障害､ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による両眼の
視野障害及び視力障害

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

136 熱 ﾘｺﾘﾌﾟﾗｽｴｰｽa､ﾛｷｿﾆﾝS
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

137 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 疼痛､頭痛､発熱 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

138 双極性感情障害 炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣
小脳変性症､双極性感情障害､小脳
失調症

医薬品以外の原因によ
る

不支給

139
慢性腎不全､高血圧､高
ｶﾘｳﾑ血症､浮腫､高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症､関節ﾘｳﾏﾁ

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾌﾞﾛ
ﾌﾟﾚｽ錠8､ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝCR錠
20mg｢NP｣､ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠
2.5mg､ｾﾞﾁｰｱ錠10mg他

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

140 知的障害 ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ 両眼の羞明
医薬品以外の原因によ
る

不支給

141 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

しびれ､脱力､ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群うた
がい､当院投与薬による副作用は
なし､当院入院時は末梢神経疑いで
入院､HPVﾜｸﾁﾝ関連神経免疫異常
症候群

判定不能 不支給

142 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
子宮頚がんﾜｸﾁﾝ接種後の神経障
害 免疫介在性/自己免疫性脳症

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

143

双極性感情障害､頭痛､
自律神経発作､頚肩腕
症候群､動悸､不安発
作､不眠､慢性膵炎急性
増悪､溶連菌感染症

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

144
双極性障害(躁うつ病)､
本態性振戦､心筋梗塞､
脂質異常症

ﾘｰﾏｽ錠200
ﾘﾁｳﾑ中毒(疾病)
ﾘﾁｳﾑ中毒による死亡(死亡)

不適正使用 不支給

145
高血圧､十二指腸潰瘍､
肩関節周囲炎､便秘症､
不眠症､腰痛症

ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 不適正使用 不支給

146
過敏性腸炎､細菌性腸
炎､うつ病

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg 急性脳症 不適正使用 不支給

147
肝細胞癌､肝硬変､高血
圧､甲状腺機能低下

ﾚﾝﾋﾞﾏｶﾌﾟｾﾙ4mg 急性腎不全 対象除外薬である 不支給

148
2型双極性感情障害の
抑うつ状態

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

149 うつ病
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不適正使用 不支給

150
成長ﾎﾙﾓﾝ分泌不全性
低身長症

ｿﾏﾄﾛﾋﾟﾝBS皮下注5mg｢ｻ
ﾝﾄﾞ｣

急性膵炎 入院相当でない 不支給

151 痙攣､心房細動
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50%､ｱﾚﾋﾞｱﾁ
ﾝ注250mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 入院相当でない 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」）

不支給事例　（上記以外の事例）



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

152
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)
なし(死亡)

医薬品以外の原因によ
る

不支給

153 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
発熱､嘔気､めまい､頭痛､倦怠感､
脱力､睡眠障害(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

154 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､耳痛､難聴､耳鳴､耳閉感､め
まい､認知機能低下､睡眠障害､便
秘､下痢､月経不整､全身痛､倦怠
感､振戦､感覚異常､眼振､脱力､腹
痛､嘔気､起立性調節障害､下顎痛

判定不能 不支給

155 (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

判定不能 不支給


