
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 肺非結核性抗酸菌症 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 中毒性視神経症 支給

2

急性統合失調症様精
神病性障害､高血圧症､
頻拍症､慢性胃炎､有痛
性けいれん､不眠

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2｢MEEK｣､ﾌﾙ
ﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣

悪性症候群 支給

3

皮膚筋炎性間質性肺
炎､ｶﾘﾆ肺炎発症予防､
骨粗鬆症予防､便秘症､
逆流性食道炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

4
脳膿瘍､けいれん､胃潰
瘍､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

①ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用2g､ｱﾄﾙ
ﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢EE｣

①汎発型薬疹
②多形紅斑型薬疹

支給

5
高脂血症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､心気症､左乳癌

ﾚﾄﾛｿﾞｰﾙ錠2.5mg｢DSEP｣ 脊髄梗塞 支給

6 糖尿病 ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

7
円形脱毛症､高血圧､骨
粗鬆症

ｸﾞﾘﾁﾛﾝ配合錠 偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 支給

8 右眼角膜移植後
ｻﾝﾍﾞﾀｿﾞﾝ液､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠､ﾘ
ﾝﾃﾞﾛﾝ注､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障(疾病；請求外)
ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力障害及び
視野障害(障害)

支給
１級

１年毎

9
脂質異常症､高血圧症､
2型糖尿病､尿管､腎臓
結石の痛み

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢
DSEP｣､ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ塩酸塩錠
500mgMT｢TE｣､ｶﾑｼｱ配
合錠HD｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸ
Na坐剤50mg｢日新｣､ﾎﾞﾙﾀ
ﾚﾝｻﾎﾟ50mg

横紋筋融解症(疾病；請求外)
横紋筋融解症及びそれに続発した
多臓器不全による死亡(死亡)

支給

10
両膝関節打撲傷､統合
失調症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症

ﾛｰｺｰﾙ錠20mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠6mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠
60mg｢EMEC｣

横紋筋融解症 支給

11
左耳介軟骨(膜)炎(再
発性多発軟骨炎の可
能性もあり)

ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液3.3mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､ﾍﾞﾀ
ﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

12

双極性感情障害｡多弁､
浪費など躁症状､自殺
企図を繰り返すうつ症
状｡

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒﾙ｣ ﾘﾁｳﾑ中毒 支給

13 非弁膜症性心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg 脳出血 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

14
ﾊﾞﾙｻﾙﾊﾞ洞動脈瘤破
裂､心室中隔欠損症､
うっ血性心不全

ｻﾞﾝﾀｯｸ注射液50mg
横紋筋融解症及びそれに続発した
急性腎不全

支給

15
心房細動､僧帽弁閉鎖
不全症､慢性腎不全､帯
状疱疹

ﾘﾘｶOD錠75mg 運動失調､構音障害､意識障害 支給

16
精神病症状を有する重
度のうつ病

ﾌﾞﾛﾑﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠3mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg

悪性症候群様症状(疾病)
悪性症候群様症状による死亡(死
亡)

支給

17
うつ病､不眠､不穏､高
血圧症､脂質異常症､糖
尿病

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1｢MEEK｣､ｾﾙ
ﾄﾗﾘﾝ錠50mg｢日医工｣､ｾ
ﾙﾄﾗﾘﾝ錠50mg｢明治｣

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給

18

双極性感情障害､
ADHD､不眠､高脂血症､
ﾋﾞﾀﾐﾝ欠乏症､貧血､発
熱

①ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
25mg｢EE｣､ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠
3mg､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢
ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣､ﾋﾞﾀﾒｼﾞﾝ配合ｶﾌﾟ
ｾﾙB25､ﾌｪﾛ･ｸﾞﾗﾃﾞｭﾒｯﾄ錠
105mg､ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ粒
状ｶﾌﾟｾﾙ600mg｢日医工｣
②ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
25mg｢EE｣､ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁ
ﾙ粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg｢日医
工｣

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

19 小脳梗塞､高脂血症
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢日医
工｣

横紋筋融解症及びそれに続発した
急性腎不全

支給

20 原因不明不妊症

ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150､HMG
筋注用150単位｢F｣､HMG
注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､注
射用HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

21 排尿痛､尿道炎
ｼﾞｽﾛﾏｯｸSR成人用ﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ2g

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

22 (予防) ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 腸重積症 支給

23 高血圧症

①ｾﾞﾁｰｱ錠10mg
②ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
NP｣､ｵﾙﾒｻﾙﾀﾝOD錠
20mg｢DSEP｣

①紅皮症型薬疹
②紅皮症型薬疹

支給

24 統合失調症

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ錠1mg､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙ錠12mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙ錠3mg｢ﾄｰﾜ｣

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ
(疾病；請求外)
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･右上肢機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

25 不妊症､体外受精治療
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､HMG注
射用75IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｵﾋﾞﾄﾞﾚ
ﾙ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ250μg

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 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

26 智歯周囲炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾕﾅｼﾝ錠
375mg

汎発型薬疹､横紋筋融解症 支給

27

前立腺癌(cT4NoM1b)
膀胱浸潤､胸骨転移､高
血圧症､脊髄腫瘍術後､
膝関節痛､心不全､便秘

ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/100mL 右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

28
右母趾化膿性関節炎､
高血圧

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢MEEK｣､ｱｼﾞﾙﾊﾞ
錠20mg

急性腎不全 支給

29 前立腺ｶﾞﾝ､PCP予防 ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

30 (予防) ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-Ⅱ 発熱､しびれ 支給

31

高血圧､慢性胃炎､狭心
症､白内障､蕁麻疹､左
肩関節打撲､左足関節
靭帯損傷､眼瞼皮下出
血

ﾛﾙｶﾑ錠4mg 汎発型薬疹 支給

32
不妊症､CRP上昇､発
熱､皮疹

ﾙﾄﾗｰﾙ錠2mg 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

33
不妊症､無痛性甲状腺
炎

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､HMG注
射用150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄ
ﾛﾋﾟﾝ注用5000単位

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

34
原発性不妊症､多嚢胞
性卵巣症候群(PCOS)

①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｣､HMG筋
注用150単位｢F｣､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟ
ﾝ注用5000単位
②ｶﾊﾞｻｰﾙ錠0.25mg､ｾﾙ
ﾍﾞｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ50mg､ｾﾌｿﾞﾝ
ｶﾌﾟｾﾙ100mg

①卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
②下痢

支給

35 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

無菌性髄膜炎 支給

36

高血圧症､前立腺肥大､
総胆管結石術後､便秘
症､消化性潰瘍､気管支
炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣

多発性固定薬疹 支給

37 三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

汎発型薬疹 支給

38 統合失調症
ｸﾛｻﾞﾘﾙ錠25mg､ｸﾛｻﾞﾘﾙ
錠100mg

痙攣及びそれによる胸腰椎椎体骨
折

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

39 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

無菌性髄膜炎 支給

40
子宮出血､子宮体癌の
疑い

ﾄﾐﾛﾝ錠100､ﾙﾃｽﾃﾞﾎﾟｰ注 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

41
高尿酸血症､高血圧症､
脂質異常症､心筋梗塞
後

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢杏林｣ 汎発型薬疹 支給

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

43 帯状疱疹(頚部)
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢
MEEK｣

間質性腎炎 支給

44 不妊症
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､HMG筋
注用150単位｢F｣､HMG注
ﾃｲｿﾞｰ150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

45 糖尿病､高血圧症 ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg 水疱性類天疱瘡 支給

46
統合失調症､急性気管
支炎

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾋﾟｰｴｲ
配合錠

紅皮症型薬疹 支給

47 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

48
高血圧､高脂血症､慢性
胃炎(ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感
染胃炎)､逆流性食道炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

49 側頭葉てんかん
ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50mg､ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ
錠100mg

汎発型薬疹 支給

50
不整脈症､うつ病､ﾊﾟﾆｯ
ｸ障害､不眠症

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

51
神経性歯痛､左三叉神
経痛､第3枝領域

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52 小児焦点性てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50%
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

53
双極性障害 抑うつ状
態

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 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

54 骨粗鬆症､全身強皮症 ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

55
高血圧症･非弁膜症性
心房細動･逆流性食道
炎･便秘症

ﾘｸｼｱﾅ錠30mg
急性硬膜下血腫の増悪(疾病)
急性硬膜下血腫の増悪による死亡
(死亡)

支給

56 双極性感情障害 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

57

右肩関節周囲炎､右変
形性肩関節症､右肩腱
板損傷､右変形性膝関
節症､脳梗塞､便秘症

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg

薬物性肝障害､悪性症候群及びそ
れに続発した多臓器不全(疾病；請
求外)
薬物性肝障害､悪性症候群及びそ
れに続発した多臓器不全による死
亡(死亡)

支給

58 慢性腎不全 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢NP｣ 水疱性類天疱瘡 支給

59 気管支炎､(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

60 (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

61

骨粗鬆症､関節ﾘｳﾏﾁ､
脊柱管狭窄症､肺高血
圧症､逆流性食道炎､慢
性疼痛､胃炎､神経障害
性疼痛

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･蜂窩
織炎

支給

62
統合失調症､薬剤性
ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠10mg｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠
10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg､ﾘ
ｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾘｽﾍﾟ
ﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣､ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠1mg
｢ｱﾒﾙ｣､乳酸ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ注
5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸
塩錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣

悪性症候群 支給

63 うつ病､不眠症､便秘
ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg､ﾊﾛﾍﾟﾘ
ﾄﾞｰﾙ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣

悪性症候群(疾病；請求外)
悪性症候群による死亡(死亡)

支給

64 頭痛

ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢
NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢日医工｣

蕁麻疹型薬疹 支給

65 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

66

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症､結
膜炎､加齢黄斑変性症､
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､慢性胃炎

ﾚﾐﾆｰﾙ錠4mg めまい 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

67 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

68
2型糖尿病､高血圧性
小脳出血､感染症疑い､
胃潰瘍

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢武田ﾃﾊﾞ｣

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)

支給

69
視床下部下垂体性無
月経 多のう胞性卵巣
症候群 排卵障害

HMG注ﾃｲｿﾞｰ75､HMG筋
注用75単位｢F｣､HMG注ﾃ
ｲｿﾞｰ150､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ筋注用
1000単位､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下
注ﾍﾟﾝ450､ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

70
膀胱癌 尿路感染症､慢
性咽喉頭炎､難治性逆
流性食道炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣

多形紅斑型薬疹 支給

71 爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

72 (予防) ﾛﾀﾃｯｸ内用液 下痢 支給

73 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

無菌性髄膜炎 支給

74 (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

75 └6慢性根尖性歯周炎
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ
錠60mg｢日医工｣

多形紅斑型薬疹 支給

76 頭痛

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

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

77 感冒､前眼部炎症

①ﾛｷｿﾆﾝ錠
②ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ125､ｿﾙ･ﾒﾄﾞ
ﾛｰﾙ1000､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼･点
耳･点鼻液0.1%､眼･耳科
用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA軟膏､ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ
0.1､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障

支給

78 関節ﾘｳﾏﾁ ｼｵｿﾞｰﾙ
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)

支給

79
網膜静脈分枝閉塞症､
前立腺肥大､糖尿病

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg､ﾌﾟﾘ
ﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg

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

80 慢性閉塞性肺疾患 ﾃｵﾛﾝｸﾞ錠200mg

痙攣重積及びそれに続発した脳症
(疾病)
痙攣重積及びそれに続発した脳症
による呼吸不全による死亡(死亡)

支給
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81
(予防)､下痢症､慢性胃
炎

ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

疲労感､睡眠障害､過呼吸､下痢､動
悸､感覚異常､脱力､頭痛､四肢の疼
痛､しびれ､けいれん､眼振､左上下
肢麻痺､体幹失調､耳鳴､めまい､嗅
覚異常､全身痛､筋硬直感､自律神
経異常､認知機能低下

支給

82 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

けいれん､過呼吸､頭痛､嘔吐､疼
痛､しびれ､意識障害､自律神経障
害､睡眠障害､呼吸困難､倦怠感､手
の冷感､下痢､便秘､多汗

支給

83 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”

急性脳症 支給

84
胆管狭窄症に対する内
視鏡の前処置､合併症
予防

ﾍﾟﾝﾀｼﾞﾝ注射液15､ﾐﾀﾞｿﾞﾗ
ﾑ注射液10mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾋﾟﾍﾟﾗ
ｼﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注射用2g｢日
医工｣､ﾘﾄﾞｶｲﾝ塩酸塩ﾋﾞｽｶ
ｽ2%｢日新｣､ｷｼﾛｶｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
ｽﾌﾟﾚｰ8%､ｳﾛｸﾞﾗﾌｲﾝ注
60%､ｸﾞﾙｶｺﾞﾝ注射用1単位
｢F｣

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

85 (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､腫脹)､
嘔気､下痢､不随意運動､腹痛､疼
痛､頭痛､睡眠障害､月経不整､月経
困難症､発汗異常､起立性調節障
害､感覚過敏､認知機能低下､発熱､
倦怠感､体温調節不全､動悸､筋力
低下､意識消失

支給

86 肺化膿症 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg 急性脳症 支給

87 脳梗塞 ｸﾞﾙﾄﾊﾟ注600万
出血性脳梗塞(疾病；請求外)
出血性脳梗塞による肢体機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

88

右気管支肺炎､慢性腎
不全､腎性貧血､二次性
副甲状腺機能亢進症､
慢性動脈閉塞症､慢性
心不全､慢性胃炎､起立
性低血圧､高ﾘﾝ血症､
便秘症､皮膚そう痒症､
不眠症､骨粗鬆症

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

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

89 (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

支給

90 化膿性扁桃腺炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠､ｺｽﾓｼﾝ静注用
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

５年毎

91
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

92 感冒(咳、発熱) ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽD錠
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
に伴う視力障害

障害
１級

３年毎
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93 喘息様気管支炎
ﾈｵﾌｨﾘﾝ注､ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ20％

痙攣に続発した低酸素脳症による
精神･運動障害

障害
２級

３年毎

94
感冒症状(発熱､咽頭
痛)

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ〈微粒〉
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

95 気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症後遺症による重度心身障
害

障害
１級

５年毎

96 総合失調症

ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(50㎎)､ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠50㎎､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
25㎎､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25㎎)､ｾﾚ
ﾈｰｽ錠1.5㎎､ｾﾚﾈｰｽ錠
0.75㎎､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5㎎)､ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ錠-B､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる上肢機能
障害

障害
２級

３年毎

97 肺結核症
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ「ｶﾈﾎﾞ
ｳ」､ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ｴﾌﾞ
ﾄｰﾙ250mg錠

中毒性視神経症による視力障害
障害
１級

３年毎

98 発熱
ﾌｪﾉﾌﾟﾛﾝ錠200mg､ﾀﾞｰｾﾞﾝ
10mg錠､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
１級

３年毎

99 気管支喘息、感冒 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
痙攣重積及びこれに続発した精神
発達遅滞

障害
２級

１年毎

100
冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術施行
のため(狭心症)

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注､ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注
横紋筋融解症による両下肢機能障
害

障害
２級

３年毎

101 感冒､悪寒､咽頭痛 ｲﾌﾞA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

102
急性結膜炎､急性上気
道炎､頭痛

ｻﾘﾄﾞﾝA
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

103 右大腿骨頚部骨折 ｱﾘｸｽﾄﾗ皮下注1.5mg
腰椎くも膜下出血による両下肢機
能障害

障害
１級

３年毎

104 気管支喘息 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20% 痙攣重積に続発した精神遅滞
障害
２級

３年毎

105 妄想性障害
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ錠2㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ
錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5㎎

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群による歩行
障害

障害
１級

３年毎

106 非結核性抗酸菌症 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250㎎錠 中毒性視神経症による視力障害
障害
１級

３年毎

107 器質性精神障害 ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75㎎ 脳出血による肢体機能障害
障害
１級

１年毎
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108 統合失調症
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10㎎､
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5㎎

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹機能障害
障害
２級

１年毎

109 統合失調症

ｾﾚﾈｰｽ注5mg､ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ
錠2､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg､
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ
錠-A､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg

呼吸抑制､血圧降下に続発した低
酸素脳症による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

110 統合失調症

12.5mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠､ﾘｽ
ﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠1｢MEEK｣､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
25mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠6mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､
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

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ及び遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞ
ｱによる構音障害､そしゃく･嚥下障
害及び肢体機能障害､遅発性ｼﾞｽﾄ
ﾆｱ(開瞼困難)による日常生活障害

障害
２級

１年毎

111 発作性心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 脳出血による肢体機能障害
障害
２級

１年毎

112

てんかん､広汎性発達
障害､注意欠如多動性
障害､ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､
頭痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨ-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

113

胃潰瘍､慢性胃炎､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､腰痛症､
心房細動､脳塞栓予防
目的

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 脳出血による高次脳機能障害
障害
２級

１年毎

114
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に続発した低酸素
脳症による高度脳機能障害

障害
１級

１年毎

115 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
筋肉痛､関節痛､腰痛､疼痛､脱力､
倦怠感､けいれんによる体幹及び
肢体機能障害

障害
１級

１年毎

116 肺結核 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠 中毒性視神経症による視力障害
障害
１級

１年毎

117 風邪､発熱 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ中毒に続発した低酸素脳
症による高度脳機能障害

障害
１級

１年毎

118
右変形性股関節症に
対する人工股関節置換
術

ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重､ｷｼﾛｶｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､
ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

両下肢麻痺及び両下肢知覚異常
による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

119 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

120
拡張型心筋症､心房細
動

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢
麻痺による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

121
胸痛､頭痛､高血圧､胸
痛(心筋梗塞疑い)

ｸﾘｱｸﾀｰ静注用160万､ﾉ
ﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位
/5mL､ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81

脳出血による肢体機能障害､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

122 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2㎎､ｶﾞｽﾀｰ錠
10㎎

横紋筋融解症による右下肢機能障
害

障害
２級

１年毎

123 急性A型大動脈解離
ﾌﾟﾛﾀﾐﾝ硫酸塩静注100mg
｢ﾓﾁﾀﾞ｣

薬物性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

１年毎

124 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
腹痛､頭痛､胃痛､全身痛､しびれ､
睡眠障害(疾病)
なし(障害)

障害でない

支給
（疾病）
不支給
（障害）

125 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
頭痛､腰痛､両下肢痛､起立性低血
圧

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

126 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
ﾌﾞﾚﾄﾞﾆﾝ錠５ｍｇ、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠１ｍｇ（旭化成）

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病
医薬品以外の原因によ
る

不支給

127 片頭痛

ﾏｸｻﾙﾄＲＰＤ錠１０ｍｇ、ｱ
ｾﾘｵ静注液１０００ｍｇﾊﾞｯ
ｸﾞ、ﾀｹﾌﾟﾛﾝ静注用３０ｍ
ｇ、ｴﾘｰﾃﾝ注１０ｍｇ／２ｍ
Ｌ

全身薬疹→左下肢軟部組織感染
症

医薬品以外の原因によ
る

不支給

128 てんかん

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠５００ｍｇ、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠２００ｍｇ、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ
錠１００ｍｇ、ﾃﾞﾊﾟｹﾝＲ錠２
００、ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠２５ｍｇ他

他院の処方のため不明 判定不能 不支給

129
急性脳症疑い､けいれ
ん重積､心停止､蘇生

ﾐﾀﾞﾌﾚｯｻ静注０．１％、ﾎﾘ
ｿﾞﾝ注射液１０ｍｇ、ﾀﾞｲｱｯ
ﾌﾟ坐剤６、ｸﾞﾘｾｵｰﾙ注、ﾎﾞ
ｽﾐﾝ注１ｍｇ

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

130
脂漏性湿疹､ｱﾄﾋﾟｰ性皮
ﾌ炎､接触皮ﾌ炎

ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ０．１％、ﾘﾄﾞﾒｯ
ｸｽｺｰﾜ軟膏０．３％、ｱﾙﾒﾀ
軟膏

顔の接触皮ﾌ炎、ｱﾄﾋﾟｰ性皮ﾌ炎
医薬品以外の原因によ
る

不支給

131 症候性てんかん ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠２ｍｇ 意識障害
医薬品以外の原因によ
る

不支給

132 薬物後遺性精神病

ｾﾛｸｴﾙ細粒５０％、ﾘﾎﾞﾄ
ﾘｰﾙ細粒０．５％、ｴﾋﾞﾘﾌｧ
ｲＯＤ錠１２ｍｇ、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
ＯＤ錠２４ｍｇ、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲＯ
Ｄ錠６ｍｇ他

手指振戦、体重増加、高脂血症
医薬品以外の原因によ
る

不支給

133 非結核性抗酸菌症

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠２５０ｍｇ、ｲｽ
ｺﾁﾝ原末、ｲｽｺﾁﾝ錠１００
ｍｇ、　ﾘﾌｧﾝｷｼﾝｶﾌﾟｾﾙ１５
０ｍｇ「ｻﾝﾄﾞ」、ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠
１０ｍｇ他

左下肢末梢神経障害
医薬品以外の原因によ
る

不支給

134 うつ病

ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠１０ｍｇ、ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠５０ｍｇ「ｱﾒﾙ」、ﾄﾘｱｿﾞﾗ
ﾑ錠０．２５ｍｇ「日医工」、
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ２５ｍｇ、ｱ
ﾛｰｾﾞﾝ顆粒他

未記入
医薬品以外の原因によ
る

不支給

135 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

HPVﾜｸﾁﾝ関連神経免疫異常症候
群

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

136

心房細動､神経因性膀
胱､過活動膀胱､肉眼的
血尿､骨粗鬆症､第11胸
椎圧迫骨折､全身倦怠
感､慢性腰痛症､ﾊﾟｰｷﾝ
ｿﾝ病､腰椎症､非弁膜症
性心房細動(発作性)､
脳梗塞

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠10mg､ｲｸﾞｻﾞﾚ
ﾙﾄ錠15mg

脳出血 不適正使用 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

137

骨粗鬆症､過敏性腸症
候群､萎縮性胃炎､関節
ﾘｳﾏﾁ､疼痛､甲状腺機
能低下症､高血圧症､ﾄﾞ
ﾗｲｱｲ症候群 両角膜び
らん､多発性関節痛

ﾜﾝｱﾙﾌｧ錠0.5μg
高ｶﾙｼｳﾑ血症およびこれに続発し
た急性腎障害

不適正使用 不支給

138 分裂感情障害
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
25mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

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(開瞼困難)による
日常生活障害(障害)

障害等級不該当 不支給

139
てんかん､顔面のうっ血
性紅斑

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

140
気管支喘息､胃潰瘍､急
性咽頭炎､歯肉炎､胸痛

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15 筋肉痛 入院相当でない 不支給

141 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

疼痛､月経困難症､頭痛､発熱､月経
不整､睡眠障害､倦怠感､下痢､自律
神経異常､感覚異常､認知機能低
下､しびれ(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給


