
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
多発血管炎性肉芽腫
症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

2 潰瘍性大腸炎 ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 横紋筋融解症 支給

3
躁うつ病､躁状態､統合
失調感情障害

ﾘｰﾏｽ錠200 ﾘﾁｳﾑ中毒 支給

4

骨粗鬆症､高血圧､高脂
血症､逆流食道炎､胃部
不快感､去痰､便秘､糖
尿病､腹部膨満､神経因
性膀胱

ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg､ﾍﾞﾈｯﾄ錠
75mg

左下顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

5
酒さ様皮膚炎､
LMDF(顔面播種状粟粒
性狼瘡)

ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

6 心房細動
ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠0.5mg

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

7
高血圧､洞頻脈､逆流性
食道炎､便秘症､認知
症､統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL 悪性症候群 支給

8
2型糖尿病 及び 脂質
異常症

ｼﾞｬﾃﾞｨｱﾝｽ錠10mg 糖尿病性ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽ 支給

9

頭痛があったため､か
ぜ症状(発熱､寒気)が
あったため､歯痛改善
のため

ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ､ｺﾙｹﾞﾝｺｰ
ﾜIB錠TX､ﾅｲｷｻﾝ錠
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

10 急性咽頭炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠20mg｢JG｣

ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

11 高血圧､左乳癌
ﾀｽｵﾐﾝ錠20mg､ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ
錠20mg｢MYL｣

子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ 支給

12 1型糖尿病､高血圧症 ｽｰｸﾞﾗ錠50mg ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺膿瘍 支給

13 多発性骨髄腫
ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注
4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ｢ﾔｸﾙﾄ｣

左下顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

14
男性因子による不妊
症､排卵誘発

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900､
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
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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

15
熱傷による疼痛､熱傷
潰瘍処置

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

16 骨粗鬆症､2型糖尿病 ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死 支給

17 骨粗鬆症 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

18 不妊症

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

19

うつ状態､不眠､胃潰
瘍､甲状腺機能低下症､
躁うつ病､認知症､躁う
つ状態､頭痛､不安･不
穏･不眠

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ﾌｼﾞﾅ
ｶﾞ｣､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg､ｴﾋﾞﾘ
ﾌｧｲ錠3mg､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
12.5mg｢ｱﾒﾙ｣､ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ
点滴静注液25mg

悪性症候群 支給

20 不妊症
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ450､
HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

21

糖尿病､高血圧症､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､ﾈﾌﾛｰｾﾞ
症候群､高眼圧の為､
ope後消炎等

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg 糖尿病の増悪 支給

22
埋伏歯抜歯､月経困難
症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ﾌﾛﾓｯｸｽ
錠100mg､ﾑｺｽﾀ錠100mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

23
高脂血症､高血圧､高尿
酸血症､慢性腎機能障
害

ﾊﾟﾙﾓﾃﾞｨｱ錠0.1mg 間質性腎炎 支給

24 高尿酸血症､高血圧 ﾄﾋﾟﾛﾘｯｸ錠40mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

25
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病に対してﾌﾟﾛﾊﾞ
ｼﾞｰﾙ使用､他について
は､詳細不明

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

26 せん妄 ｾﾚﾈｰｽ注5mg
抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
(SIADH)

支給

27
多のう胞性卵巣症候
群､不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ
皮下注ﾍﾟﾝ900､HMG注射
用75IU｢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

28 誤嚥性肺炎
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢明
治｣

急性腎障害(疾病)
急性腎障害による死亡(死亡)

支給

29 統合失調症
①ﾚｷｻﾙﾃｨ錠1mg
②ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣

①ｱｶｼｼﾞｱ(1回目)
②ｱｶｼｼﾞｱ(2回目)

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

30
不妊症､原発性女性不
妊症

HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､HMG筋
注用150単位｢F｣､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

31 顔面酒さ
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

32

ﾄﾞﾗｲｱｲ､両角膜びらん､
関節ﾘｳﾏﾁ､脳梗塞､高
血圧症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､感冒

ﾑｺｽﾀ点眼液UD2%
左涙嚢炎及びそれに続発した眼窩
蜂巣炎

支給

33 統合失調感情障害
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ﾌｼﾞﾅ
ｶﾞ｣､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg｢ﾌ
ｼﾞﾅｶﾞ｣

ﾘﾁｳﾑ中毒 支給

34 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

無菌性髄膜炎 支給

35
脳出血後､症候性てん
かん

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発したｳｲﾙｽ性脳炎(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発
したｳｲﾙｽ性脳炎による死亡(死亡)

支給

36
両変形性膝関節症､変
形性脊椎症

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

37 2型糖尿病 ﾃﾈﾘｱ錠20mg 水疱性類天疱瘡 支給

38 自己免疫性肝炎
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠2.5mg｢NP｣

ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病 支給

39 不妊症､体外受精

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ450､
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､ｵ
ﾋﾞﾄﾞﾚﾙ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ250μ
g

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

40
前立腺炎､鎮痛､胃炎消
退､下痢防止

ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

41 帯状疱疹 ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢NP｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

42 顔面神経麻痺 ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg 低ｶﾘｳﾑ血症 支給

43
急性ﾘﾝﾊﾟ節炎､左下8番
智歯周囲炎､┌8 水平
埋伏智歯+智歯周囲炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ250mg｢NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢三和｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

44 三叉神経痛､帯状疱疹
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ﾃﾊﾞ｣､ﾋﾞｸ
ﾛｯｸｽ錠200

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

45 三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､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

46 爪白癬(足) ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

47
上顎右側第二大臼歯
根破折､ﾒﾆｴﾙ病､右急
性感音難聴､めまい

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

48 双極性感情障害 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 汎発型薬疹 支給

49
高血圧症､高脂血症､逆
流性食道炎､急性上気
道炎､三叉神経痛

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

多形紅斑型薬疹 支給

50 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

51
躁うつ病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､不随意運動

ﾘｰﾏｽ錠200､ﾀｽﾓﾘﾝ錠
1mg､ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠25mg､
ｻｲﾚｰｽ錠2mg

悪性症候群 支給

52
急性上気道炎､急性鼻
咽喉頭炎､咽頭結膜熱､
喘息様(性)気管支炎

ｾﾌｿﾞﾝ細粒小児用､ﾊﾟﾗｾﾀ
坐剤100､ﾄﾖﾘｿﾞｰﾑDS

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)
による視力障害(障害)

支給
２級

１年毎

53 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) 支給

54 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

55 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､筋肉痛､関節痛､腹痛､腰痛､
疼痛､脱力､倦怠感､けいれん､睡眠
障害､発熱､便秘､下痢､嚥下障害､
筋力低下､意識消失､感覚異常､過
呼吸､月経異常､嘔気､硬直発作､認
知機能低下

支給

56 頚部結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠 両側視神経萎縮による視力障害
障害
１級

５年毎

57 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
１級

１年毎

58 躁うつ病 ﾘｰﾏｽ錠200 小脳失調による四肢体幹機能障害
障害
１級

５年毎

59
急性虫垂炎穿孔性腹
膜炎に対する手術

ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ･S
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ反応後の脳機能障害､
低酸素脳症による痙性四肢麻痺､
精神遅滞

障害
１級

５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

60 肺結核
ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ

中毒性視神経症による視力障害
障害
１級

１年毎

61 急性気管支炎

ｺｽﾓｼﾝ静注用1g､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50mg､ﾒﾁﾛﾝ注25%､眼･
耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA液､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ液

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
及びｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力障
害･視野障害

障害
１級

１年毎

62
精神発達遅滞とそれに
伴う幻覚・妄想・情緒不
安定､統合失調症

ｱﾊﾟﾐﾝ顆粒、ｲﾘﾔｷﾝ顆粒、
ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg、ｵｰﾗｯﾌﾟ錠
3mg、ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg、
25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠、ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻ錠10mg、ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠、ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ散、
ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100、ﾊﾟｰﾛﾃﾞ
ﾙ2．5mg、ﾋﾙﾅﾐﾝ錠
(25mg)、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B、ﾘｽ
ﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒1％、ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ
錠、ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠25mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹・肢体機
能障害

障害
１級

１年毎

63 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防 ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 急性脊髄炎による歩行障害
障害
１級

３年毎

64
統合失調症､統合失調
症による幻覚妄想及び
不穏

ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg､ｾﾄｳｽ錠
50mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg､ﾚﾎﾞ
ﾄﾐﾝ錠50mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
25mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ細粒10%､ｾﾚ
ﾈｰｽ錠､ｾﾚﾈｰｽ錠3mg､ﾋﾙ
ﾅﾐﾝ錠(5mg)､ﾋﾙﾅﾐﾝ錠､ﾋ
ﾙﾅﾐﾝ錠(50mg)､25mgｺﾝﾄﾐ
ﾝ糖衣錠､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠
50mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg､
ﾒﾚﾘﾙ50､ﾒﾚﾘﾙ25､ﾒﾚﾘﾙ
10､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A､ﾆｭｰﾚﾌﾟ
ﾁﾙ錠25mg､ｾﾛｸｴﾙ100mg
錠､ﾙｰﾗﾝ錠4､ﾘﾝﾄﾝ錠
(1.5mg)､ﾘﾝﾄﾝ錠(0.75mg)

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
２級

３年毎

65 喘息性気管支炎 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症による精神・運動発達遅
滞

障害
１級

３年毎

66 気管支喘息､けいれん 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

67 ﾘﾝﾊﾟ節結核 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
２級

３年毎

68
喘息様気管支炎､便秘
症

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発達遅滞
障害
１級

３年毎

69
８┐智歯周囲炎､発熱､
不眠

ﾛｷｿﾆﾝ錠､｢小児用｣感冒
薬ﾘｺｺﾃﾞS液

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

70 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎

ｵｳｺﾞﾝ､ｻｲｺ､ｶﾝｿﾞｳ､ｺﾞﾐｼ､
ﾀｲｿｳ､ｹｲﾋ､ｷｼﾞﾂ､ｼｮｳｷｮ
ｳ､ﾆﾝｼﾞﾝ

間質性腎炎による慢性腎不全
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

71 術後癒着性ｲﾚｳｽ
1%ﾌﾟﾛﾎﾟﾌｫｰﾙ注｢ﾏﾙｲｼ｣､
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2㎎/mL

けいれん重積発作及びﾐｵｸﾛｰﾇｽ発
作による四肢機能障害

障害
２級

３年毎

72 (予防)
｢ﾋﾞｹﾝHA｣､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHA
ﾜｸﾁﾝ"化血研"TF

亜急性脳炎に合併した進行性ｼﾞｽﾄ
ﾆｱによる肢体機能障害

障害
１級

３年毎

73
水疱性類天疱瘡､慢性
胃炎､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg
ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる肢体機能障
害

障害
２級

１年毎

74 統合失調症
ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠
6mg､ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠75､ﾃﾞﾌﾟﾛ
ﾒｰﾙ錠50､ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹機能障害
及び薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群による
両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

75

月経困難症､子宮内膜
増殖症､機能性月経困
難症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠 脳幹梗塞による高度脳機能障害
障害
１級

３年毎

76
月経困難症､過多月経､
子宮腺筋症

ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ配合錠､ｼﾝﾌｪｰ
ｽﾞT28錠

静脈洞血栓症に続発した出血性脳
梗塞による肢体機能障害

障害
２級

３年毎

77 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
全身疼痛､脱力､しびれ､不随意運
動による肢体･体幹機能障害

障害
１級

１年毎

78 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
全身痛､関節痛､筋力低下､感覚過
敏､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

79 うつ状態
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-
A

薬剤性網膜症による視力障害及び
視野障害

障害
１級

１年毎

80
ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎､春季
ｶﾀﾙ

眼･耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA液､ﾌﾙ
ｵﾛﾒﾄﾛﾝ0.1「ﾃｲｶ」

緑内障による視力障害
障害
１級

１年毎

81 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害
障害
２級

１年毎

82 原田病
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病による精神障害
障害
１級

１年毎

83 ICUせん妄

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

呼吸抑制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

84 肺化膿症 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg
急性脳症による高次脳機能障害、
言語機能障害、体幹及び肢体機能
障害

障害
１級

１年毎

85
急性ﾘﾝﾊﾟ芽球性ﾘﾝﾊﾟ腫
/白血病

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg 視神経萎縮による視力障害
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

86 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
しびれ､疼痛､倦怠感､脱力､感覚異
常による肢体機能障害

障害
２級

１年毎

87 （予防） ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害
障害
１級

１年毎

88
(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

平衡機能障害及び肢体機能障害
障害
２級

１年毎



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

89
てんかん､熱傷､胆のう
炎

ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50mg､ﾘﾎﾞﾄﾘｰ
ﾙ錠0.5mg､ｱｸﾛﾏｲｼﾝ軟
膏3%､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

90 左腎盂腎炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g､
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

特になし 食思不振として紹介｡ 医薬品以外の原因による 不支給

91
難治性膣瘻､炎症性腸
疾患または原発性免疫
不全症の疑い

ｴﾚﾝﾀｰﾙP乳幼児用配合
内用剤､ﾐﾔBM細粒､ﾋﾞｵﾗ
ｸﾁｽ散､ﾉﾍﾞﾙｼﾞﾝ錠25mg､
ｺﾙﾋﾁﾝ錠0.5mg｢ﾀｶﾀ｣

ｾﾚﾝ欠乏症 医薬品以外の原因による 不支給

92
両眼閉塞隅角緑内障､
双極性感情障害､不眠
症

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg､
ﾘｰﾏｽ錠100､ﾘｰﾏｽ錠
200､ｻｲﾚｰｽ錠2mg､ｷｻﾗ
ﾀﾝ点眼液0.005%他

未記入 判定不能 不支給

93
軽度両手振戦と抑うつ
状態を含む自律神経障
害疑い

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg
錐体外路症状(ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症状:歩行障
害)､Parkinsonism

医薬品以外の原因による 不支給

94
消化性潰瘍の防止､ﾍﾙ
ﾍﾟｽ後神経痛の治療

ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢
EMEC｣､ﾄﾗﾏｰﾙOD錠
25mg､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠
10mg｢ｻﾜｲ｣他

せん妄 医薬品以外の原因による 不支給

95 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 右上肢のけいれん､因果関係不明 判定不能 不支給

96 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
全身痛､歩行困難､集中力低下､易疲
労性､筋力低下

判定不能 不支給

97 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

下肢の疼痛､脱力､しびれ､歩行不全､
姿勢制御困難､だるさ､倦怠感､易疲労
感､立ちくらみ､めまい､入眠障害､過睡
眠状態､悪夢､中途覚醒､立ち眩み､眩
暈､手汗､足汗､胸痛､息苦しさ､息切
れ､動悸､下肢浮腫､手・指の震え、腹
痛、食思不振、吐き気､便秘・下痢、幼
児返り､生理不順､生理時の凝血塊、
生理前の不安感､体の冷え､体温感覚
の異常、だるさ､倦怠感､易疲労感､物
忘れ､記憶障害､抑うつ､不安感､恐怖
感､自傷行為､頭痛､片頭痛､下腿の疼
痛､肩痛､足首痛､光過敏､耳鳴り､聴
覚過敏､嗅覚過敏､味覚異常､ムズム
ズ脚症状､脱力､膝折れ､しびれ､歩行
不全､姿勢制御困難

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

98
前立腺肥大症､糖尿病､
高血圧症､狭心症､脂質
異常症､非定型精神病

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg
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言語機能障
害、そしゃく・嚥下機能障害(障害)

障害等級不該当 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）



99
便秘(肺癌化学療法に
よる副作用)､肺癌

ｱﾐﾃｨｰｻﾞｶﾌﾟｾﾙ24μg､ﾄﾞ
ｾﾀｷｾﾙ点滴静注用20mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静
注用80mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀﾞｲｱｰﾄ
錠60mg

急性腎障害(疾病)
急性腎障害による腎機能障害(障害)

対象除外薬である 不支給

100 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
上腕の疼痛､倦怠感､頭痛､脱力､食思
不振､睡眠障害､起立性低血圧､光過
敏､月経不整､月経困難症､身体痛

判定不能 不支給

101 膀胱腫瘍
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%高
比重､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注
ﾊﾞｯｸﾞ250mg/100mL

馬尾症候群(疾病；請求外)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

102 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

発熱､しびれ､上肢痛､低体温､倦怠感､
情動障害､月経不整､月経痛､頭痛､顎
痛､認知機能低下､睡眠障害､脱力､感
覚異常(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

103 （予防） ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
体幹機能障害、及び認知機能低下に
よる日常生活障害

障害等級不該当 不支給


