
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 ｸﾛｰﾝ病
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.4mL

脳梗塞(疾病)
脳梗塞に続発した高度脳機能障害
(障害)

支給
１級
１年毎

2 2型糖尿病 ｶﾅﾘｱ配合錠 多形紅斑型薬疹 支給

3 てんかん 臭化ｶﾘｳﾑ｢ﾔﾏｾﾞﾝ｣ ﾌﾞﾛﾑ中毒 支給

4 ﾗｸﾅ梗塞､脳梗塞 ｸﾞﾙﾄﾊﾟ注600万
脳出血(疾病)
脳出血による高度脳機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

5 混合型認知症
ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 支給

6
双極性障害､発熱､嘔吐
症､体中が痛むので痛
み止めとして使用

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg

血球貪食症候群及びそれによる播種
性血管内凝固症候群(DIC)､及びそれ
に続発した重症疾患多発ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ
(疾病)
血球貪食症候群及びそれによる播種
性血管内凝固症候群(DIC)に続発し
た重症疾患多発ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰによる肢
体機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

7 左胸帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ顆粒50%｢明
治｣

急性脳症､急性腎障害 支給

8 右三叉神経痛
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

9
避妊のためOC内服し
ていたが体調不良

ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

10 酒皶
ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg､ﾋﾞﾌﾞﾗﾏ
ｲｼﾝ錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

11 不妊症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300､
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､
HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千
単位

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

12 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 支給

13
2型糖尿病､高血圧症､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｽｰｼﾞｬﾇ配合錠 多形紅斑型薬疹 支給

14 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 ｴﾌﾋﾟｰOD錠2.5 起立性低血圧 支給
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15 双極性感情障害
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

16
右眼角膜ﾍﾙﾍﾟｽ､2型糖
尿病､高血圧症､脂質異
常症

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 急性腎障害 支給

17 落葉状天疱瘡 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

18 不妊症
HMG筋注用150単位｢
F｣､HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千
単位

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

19
顔面けいれん､脳梗塞､
高血圧､便秘､不眠､胃
潰瘍予防

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｿﾞﾙﾋﾟ
ﾃﾞﾑ酒石酸塩錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

汎発型薬疹 支給

20
高血圧･脂質異常症･糖
尿病･神経症､発熱･咽
頭痛､細菌感染疑い

ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
500mg､ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｱｾﾘｵ
静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ

多形紅斑型薬疹 支給

21
糖尿病､高血圧､脂質異
常症､筋肉痛､蜂窩織炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝOD錠250mg
｢ﾄｰﾜ｣

多発性固定薬疹 支給

22
糖尿病､脂質異常症､下
腿浮腫

ｴｸｱ錠50mg 水疱性類天疱瘡 支給

23 前立腺癌､骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg
右下顎骨の骨髄炎･骨壊死及びそれ
に続発した蜂窩織炎

支給

24 爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

25
炎症性関節炎､線維筋
痛症､末梢循環障害､骨
粗鬆症予防

ﾎﾞﾉﾃｵ錠50mg 右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

26 う歯
ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠200mg､ﾌﾗ
ｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ﾐﾉﾏ
ｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

27 (予防)
乾燥弱毒生麻しん風し
ん混合ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

注射部位の局所反応(発赤､腫脹､硬
結)､麻疹

支給

28
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)､骨粗鬆症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠5､ﾌｫｻﾏｯｸ錠
35mg

右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

29 うつ病 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg
播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝障
害

支給

30 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高血圧症 ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血
管炎症候群

支給

31 破壊性甲状腺炎
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)

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給



32
不安障害(双極2型
+SAD)､ADHD

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

33
尿浸透圧低下に伴う夜
尿症

ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠120μg 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

34 不妊症(原因不明不妊)

HMG注ﾃｲｿﾞｰ75､HMG注
ﾃｲｿﾞｰ150､HMG筋注用
150単位｢F｣､ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ
注用150､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下
注ﾍﾟﾝ900､ｵﾋﾞﾄﾞﾚﾙ皮下
注ｼﾘﾝｼﾞ250μg､ﾌﾞｾﾚｷｭ
ｱ点鼻液0.15%

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

35 うつ病 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg
抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
(SIADH)

支給

36
多のう胞性卵巣症候
群､不妊症

HMG注射用150IU｢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

37 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 発熱､汎発型薬疹 支給

38 脳梗塞
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg､ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸ
ｽ錠75mg

多形紅斑型薬疹 支給

39 膀胱炎 ﾊﾞｸﾀ配合錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

40 2型糖尿病 ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 高乳酸血症 支給

41 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北
里第一三共｣1mL

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

42

頚肩腕症候群､三叉神
経･後頭神経症候群､三
叉神経痛､急性咽頭炎､
発熱

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用
1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｶｼﾐﾀｰﾙ静
注､ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠
100mg｢OK｣

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

43
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病･関節ﾘｳﾏﾁ･
高血圧･慢性気管支炎･
舌炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢
ﾄｰﾜ｣

横紋筋融解症、薬物性肝障害 支給

44 肝膿瘍 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg 急性脳症､末梢神経障害 支給

45 不妊症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900､
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300､
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

46 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
北里第一三共｣1mL

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給



47
うつ病､咽頭炎､ﾘﾝﾊﾟ節
炎､口内炎

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) 支給

48 (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

49 てんかん
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%｢ｱﾒ
ﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

50
双極性障害､不安障害､
頻脈症､高血圧

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
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ､内視鏡に
おける鎮静

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg 悪性症候群様症状 支給

52
感染性胃腸炎､発熱､咳
嗽

ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ
注射液10mg､ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼ
ﾝ錠250mg｢DSEP｣､ｶﾞｽ
ﾀｰ錠20mg､ﾛｾﾌｨﾝ静注
用1g､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠
500mg｢DSEP｣

けいれん 支給

53

顔面蜂窩織炎の疑い､
陳旧性脳梗塞､高血圧､
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､帯状
疱疹(三叉神経第1枝領
域(右))

ｾﾌｧｸﾛﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg｢日
医工｣､ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠
500mg｢MEEK｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅ
ｸNa錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

急性腎障害 支給

54 双極性感情障害
ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾐ
ﾙﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

55 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

けいれん重積及びそれによる急性脳
症(疾病)
けいれん重積及びそれによる急性脳
症に続発した高度脳機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

56 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

57 帯状疱疹(左頚部)

ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ錠250mg｢
YD｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣､ｾﾙﾍﾞｯｸｽｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg

紅皮症型薬疹 支給

58 高血圧症､(予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

多形紅斑型薬疹 支給

59
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(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

60 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺血栓症及びそれに続発した低酸素
脳症

支給

61
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 支給

62
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



63 (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

64 ICUせん妄

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL
｢ﾀｶﾀ｣､ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射
液(25mg/ml)､ﾘﾝﾄﾝ注
5mg､ｻｲﾚｰｽ静注2mg

呼吸抑制及びそれに続発した低酸素
脳症

支給

65 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

関節痛､筋痛､しびれ､脱力､睡眠障
害､手足の冷感､視覚異常､立ちくら
み､発汗異常 支給

66
右足潰瘍､閉塞性動脈
硬化症

①ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣
②ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5
｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ錠
10mg｢ｵｰﾊﾗ｣､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻ
ｼﾝ錠500mg｢DSEP｣

①汎発型薬疹
②好酸球増多症及びそれに続発した
脳梗塞

支給

67
巨細胞性動脈炎､肥厚
性硬膜炎､結節性多発
血管炎

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)､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg

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
２級
１年毎

68 てんかん
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg､ﾃﾞﾊﾟｹ
ﾝR錠200mg､ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ
OD錠25mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)(疾
病：請求外)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)に
よる口唇･口角瘢痕及びそれによる摂
食機能障害及び構音障害(障害)

支給
２級
１年毎

69 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(疾病：請求
外)
進行性多巣性白質脳症による右上肢
機能障害及び言語機能障害(障害)

支給
２級
１年毎

70 うつ病､(予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

71
心臓手術の適応を評価
する目的

ｱﾃﾞﾉｼﾝ負荷用静注60mg
ｼﾘﾝｼﾞ｢FRI｣

心房細動､高度徐脈及びそれに続発
した低酸素脳症(疾病：請求外)
心房細動､高度徐脈及びそれに続発
した低酸素脳症による高度脳機能障
害(障害)

支給
１級
１年毎

72 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

頭痛､倦怠感､蕁麻疹､手の震え､睡眠
障害､起立性調節障害､全身痛､関節
痛､しびれ､認知機能低下､情動障害

支給

73 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

腹痛､意識消失､全身疼痛､視覚異
常､頭痛､発汗異常､睡眠障害､関節
痛､認知機能低下､自律神経異常､倦
怠感

支給

74 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 頭痛､腰痛､両下肢痛､起立性低血圧 支給

75
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

76 うつ状態､胃腸障害 ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg 痙性斜頸による運動機能障害
障害
２級
３年毎

77 喘息性気管支炎 ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
痙攣及びそれに続発した低酸素脳症
による精神運動発達遅滞

障害
１級
１年毎



78 髄膜腫疑 ｲｵﾒﾛﾝ300 脳梗塞による肢体機能障害
障害
２級
３年毎

79 前立腺癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 下肢麻痺による歩行障害
障害
２級
３年毎

80 (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
精神運動遅滞

障害
１級
３年毎

81 糖尿病
ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ､ﾚ
ﾍﾞﾐﾙ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

低血糖による高度脳機能障害
障害
２級
１年毎

82
統合失調症､ｱｶｼｼﾞｱ､
嘔気

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

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる右上肢機能障
害

障害
２級
３年毎

83 避妊 ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28
脳内出血後遺症による左上下肢機能
障害

障害
１級
３年毎

84 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による
高度脳機能障害

障害
１級
３年毎

85 左ｿｹｲﾍﾙﾆｱ

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲ
ﾝ0.75%注ｼﾘﾝｼﾞ
75mg/10mL､ﾏｰｶｲﾝ注
脊麻用0.5%高比重

両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
１級
３年毎

86 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野障害
障害
２級
１年毎

87 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1㎎､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ2㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用
液1㎎/mL

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ､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
３年毎

88
うつ状態、精神症状、
不眠、不安、精神運動
発作、気分安定

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg、ﾍﾞﾀ
ﾏｯｸT50、ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠
50mg｢ｱﾒﾙ｣、ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠
25mg、ｾﾛｸｴﾙ100mg錠、
ｾﾛｸｴﾙ25mg錠、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
１年毎

89 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
３年毎

90
心原性ｼｮｯｸ､大動脈ﾊﾞ
ﾙｰﾝﾎﾟﾝﾋﾟﾝｸﾞ挿入

ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位
/5mL

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発し
た脳症による高次脳機能障害

障害
１級
１年毎

91 慢性C型肝炎
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注180μg､ｺ
ﾍﾟｶﾞｽ錠200mg

慢性炎症性脱髄性多発根ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ
(CIDP)による肢体機能障害

障害
２級
１年毎



92

精神不安､胃炎､不眠､
ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､眼病な
ど､ｼﾞｽﾄﾆｱ､不安､不眠､
興奮､統合失調感情障
害

ｾﾚﾈｰｽ錠3㎎､ｾﾚﾈｰｽ錠
1㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3㎎､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2㎎｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
1㎎､ﾛﾅｾﾝ錠4㎎

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(体幹後屈及び開瞼困
難)による体幹機能障害および日常
生活障害

障害
２級
１年毎

93 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

94 うつ状態 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg)
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

95 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

96
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

97 左小脳橋角部髄膜腫
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単
位/5mL｢AY｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発し
た脳静脈洞血栓症による脳出血によ
る体幹機能障害及び右上下肢機能
障害､言語機能障害

障害
１級
１年毎

98 双極性障害
ｾﾚﾈｰｽ注5㎎､ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5
㎎

悪性症候群に続発した小脳性運動失
調による体幹機能障害

障害
１級
１年毎

99

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

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

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
２級
１年毎

100 発熱 ｱｽﾋﾟﾘﾝ坐剤
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
３年毎

101 急性大動脈解離術後
ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μ
g｢ﾏﾙｲｼ｣､1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注
-ｷｯﾄ

横紋筋融解症による両下肢機能障害
障害
２級
１年毎

102

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

103 うつ病

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌ
ﾄ錠25mg､ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠
50mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによ
る体幹及び肢体機能障害､そしゃく･
嚥下機能障害､呼吸機能障害

障害
１級
１年毎

104 (予防)
ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-Ⅱ､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣

多発性硬化症による肢体機能障害
障害
１級
１年毎

105

強度の不安と統合失調
症のｾﾈｽﾄﾊﾟﾁｰに近い
身体化障害と抑うつ､不
安が強い､不眠

ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそしゃく･嚥下
機能障害および構音障害､尿閉によ
る排尿障害

障害
２級
１年毎

106
統合失調症(被害関係
妄想~念慮､意欲減退な
ど陰性症状)

ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠2mg、
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50mg、
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷ
ｻ錠10mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
2.5mg、ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ錠5mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(痙性斜頚)による日常
生活障害

障害
２級
１年毎



107 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠
1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ﾒﾏﾘｰ錠
20mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(頚部)による体幹及び
肢体機能障害､構音障害､そしゃく･嚥
下障害

障害
１級
１年毎

108 月経困難症､過多月経 ﾔｰｽﾞ配合錠
脳梗塞による体幹及び肢体機能障
害､そしゃく･嚥下機能障害､言語機能
障害

障害
１級
１年毎

109 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によ
る両上肢･体幹機能障害

障害
２級
１年毎

110 角層下膿疱症 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発し
た脊髄梗塞による両下肢機能障害､
膀胱･直腸障害

障害
１級
１年毎

111 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 頭痛による日常生活障害
障害
２級
１年毎

112 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

肢体機能障害
障害
２級
１年毎

113 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
不随意運動による肢体及び体幹機能
障害

障害
１級
1年毎

114 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害､高次脳機能症状
障害
１級
１年毎

115 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 高次脳機能症状､肢体機能障害
障害
２級
１年毎

116
ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変､肝性
腹水､Focus不明の発
熱

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
150mL

急性腎不全(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）

117 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

頭痛､関節痛､脱力､不随意運動､認
知機能低下､睡眠障害､感覚過敏､食
欲不振及びそれに伴う筋力低下･倦
怠感､末梢循環障害､低血圧症､徐
脈､冷感､しびれ

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

118 (予防)､2型糖尿病

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里
第一三共｣ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL､ﾄ
ﾙﾘｼﾃｨ皮下注0.75mgｱﾃ
ｵｽ､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁ
ﾝ錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ
錠20mg｢DSEP｣他

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群､慢性炎症性脱髄
性多発根神経炎

医薬品以外の原因による 不支給

119
低酸素性虚血性脳症､
前期破水の分娩誘発

ｱﾄﾆﾝ-O注5単位 重症分娩時仮死 医薬品以外の原因による 不支給

120 てんかん､うつ
ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg､ﾄﾋﾟﾅ錠
50mg

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

121 片頭痛

ｱﾏｰｼﾞ錠2.5mg､ﾘｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀ
ﾝOD錠10mg｢ﾄｰﾜ｣､ｽﾏﾄﾘ
ﾌﾟﾀﾝ錠50mg｢日医工｣､ﾅ
ｲｷｻﾝ錠100mg､ｲﾐｸﾞﾗﾝ
点鼻液20他

脳梗塞（血管れん縮） 医薬品以外の原因による 不支給

122
うつ状態､不安障害､不
眠

ﾊﾟﾛｷｾﾁﾝ錠10mg｢ｱﾒﾙ｣､
ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠
10mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｽﾙﾋﾟﾘ
ﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ｶｰﾑﾀﾞﾝ
錠0.4mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

123 感染性胃腸炎

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
DSEP｣､ｽﾄﾛｶｲﾝ錠5mg､
ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝR錠､ﾋﾟｰｴｲ配
合錠､ｶﾞｽｺﾝ錠80mg他

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 医薬品以外の原因による 不支給

124
うつ病 ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎
高脂血症､線維筋痛症､
前立腺肥大症

ｻﾞｲｻﾞﾙ錠5mg､ｻｲﾚｰｽ錠
1mg､ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10､ﾂﾑﾗ
抑肝散ｴｷｽ顆粒(医療
用)､ｻﾞﾙﾃｨｱ錠2.5mg他

不明（けいれん） 医薬品以外の原因による 不支給

125 (記載なし) ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
右眼白内障(原因は年齢によるものか
ｽﾃﾛｲﾄﾞによるものかは不明)

医薬品以外の原因による 不支給

126 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
左橈骨神経・尺骨神経障害、肋間神
経痛、起立性低血圧、欠神発作、気
道痙攣

判定不能 不支給

127 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
ＨＰＶﾜｸﾁﾝ関連神経免疫異常症候
群、過眠、易疲労性、日内変動、眼瞼
下垂、光過敏、月経停止、頭痛

判定不能 不支給

128 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

子宮頸がんﾜｸﾁﾝ副反応 判定不能 不支給

129 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

性格変化、全身痛 判定不能 不支給

130 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
自己免疫性脳症、子宮頚癌ﾜｸﾁﾝ接
種後神経障害（免疫介在性脳症）

判定不能 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」）



131 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

未記入 判定不能 不支給

No. 主な原疾患等 使用医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

132

食欲不振､低体重､吐
気､下痢等の胃腸症状､
睡眠障害､抑うつ､意欲
低下

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣
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両下肢機能
障害(障害)

障害等級不該当 不支給

133 統合失調症
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12mg

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(痙性斜頚)による日常
生活障害(障害)

障害等級不該当 不支給

135 脳挫傷
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg､ｱﾚﾋﾞｱ
ﾁﾝ注250mg

ﾌｪﾆﾄｲﾝ中毒(疾病：請求外)
なし(障害)

医薬品以外の原因による 不支給

136
骨粗鬆症､高血圧､高脂
血症､不眠症､整腸のた
め

ｴﾃﾞｨﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.75μg 高ｶﾙｼｳﾑ血症､急性腎障害 不適正使用 不支給

137 双極性感情障害
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠6mg､ｴﾋﾞﾘ
ﾌｧｲOD錠12mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
OD錠24mg

振戦 入院相当でない 不支給

138
双極性障害､不眠､遅発
性ｼﾞｽﾄﾆｱ､ｱｶｼｼﾞｱ､薬
剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､便秘

ﾚｷｻﾙﾃｨ錠1mg､ﾚｷｻﾙﾃｨ
錠2mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 不適正使用 不支給

139
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､高血圧､急性
上気道炎

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟ
ﾝOD錠2.5mg｢ｻﾜｲ｣

蕁麻疹型薬疹 入院相当でない 不支給

140 発熱
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg､ﾍﾟﾝﾄｼﾘ
ﾝ静注用2gﾊﾞｯｸﾞ

間質性腎炎､急性腎不全(疾病：請求
外)
なし(障害)

医薬品以外の原因による 不支給

118 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
頭痛､腹痛､めまい､倦怠感､関節痛､
四肢筋力低下､下肢疼痛､脱力､視覚
異常

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

判定不能 不支給

142 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
急性小脳失調症による眼振のための
日常生活障害

障害等級不該当 不支給

143 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
高次脳機能障害､及び疼痛､起立性低
血圧､脱力による肢体機能障害

障害等級不該当 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


