
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
慢性頭痛(片頭痛+筋緊
張型頭痛)､不安症､睡
眠障害､多動症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg
脳梗塞(疾病)
脳梗塞による肢体機能障害､高次
脳機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

2
心房細動､心筋梗塞､高
血圧､脂質異常､糖尿
病､気管支喘息

ﾀｹﾙﾀﾞ配合錠､ﾘｸｼｱﾅOD
錠60mg

脳出血 支給

3 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､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

4
嘔気､肩こり､頭痛､高血
圧症

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

5 双極性障害(Ⅱ型) ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg 遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

6 月経困難症 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

7
原発性不妊･無排卵周
期症

HMG筋注用150単位｢F｣､
注射用HCG5,000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300

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

8 不妊症
HMG筋注用150単位｢F｣､
ｵﾋﾞﾄﾞﾚﾙ皮下注ｼﾘﾝｼﾞ250
μg

卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及び
それに伴う卵巣茎捻転

支給

9 潰瘍性大腸炎 ﾘｱﾙﾀﾞ錠1200mg 間質性腎炎 支給

10 AZOOR症候群､胃潰瘍 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠20mg｢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

11
骨粗鬆症による多発性
脊椎2体骨折､高血圧
症､逆流性食道炎

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ､
ｱｸﾄﾈﾙ錠75mg

右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

12

乳癌骨転移､高ｺﾚｽﾃ
ﾛｰﾙ血症･高血圧症･甲
状腺機能低下症･下肢
末梢神経障害･胃炎(の
増悪)･逆流性食道炎の
再発･腎性貧血(腎不全
に伴う)･低亜鉛血症

ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL
左下顎骨の骨髄炎･骨壊死､および
それに伴う左側下顎･下唇部の知
覚異常

支給

13
坐骨神経痛､腰部脊柱
管狭窄症

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg

腎障害の増悪､傾眠 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
特発性骨粗鬆症､うつ
病

ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg 高CK血症 支給

15 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病
ﾋﾞ･ｼﾌﾛｰﾙ錠0.5mg､ｽﾀﾚﾎﾞ
配合錠L100

幻視､幻聴 支給

16
急性骨髄性白血病移
植後再発､真菌感染症､
細菌感染症

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾌｨﾆﾊﾞｯｸｽ
点滴静注用0.5g 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

17 急性気管支炎
ｱｼﾞｽﾛﾏｲｼﾝ錠250mg｢ﾀｶ
ﾀ｣

横紋筋融解症 支給

18
てんかん(ﾚﾉｯｸｽ･ｶﾞｽﾄｰ
症候群)

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

19 原発性不妊症
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

20
高血圧症､じん麻疹､発
熱があったため

ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 多形紅斑型薬疹 支給

21 原発性不妊
HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､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

22
びまん性汎細気管支炎
に合併した難治性肺炎

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg
急性脳症(疾病)
急性脳症による死亡(死亡)

支給

23 切迫早産､心窩部痛
ｳﾃﾒﾘﾝ錠5mg､ｳﾃﾒﾘﾝ注
50mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30

多形紅斑型薬疹 支給

24 不妊症

ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg､HMG注射
用150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､HMG注
射用75IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

25 (予防) ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 腸重積症 支給

26 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

27 右下智歯周囲炎
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢CH｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ
錠60mg｢EMEC｣

多形紅斑型薬疹 支給

28

高血圧症､脂質異常症､
陳旧性脳梗塞､高尿酸
血症､皮脂欠乏性湿疹､
口腔内ｾﾈｽﾄﾊﾟﾁｰ､後
鼻漏

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢
JG｣

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

29 脂質異常症
ｼﾝﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢日医
工｣

横紋筋融解症 支給

30 両急性中耳炎
ﾄｽﾌﾛｷｻｼﾝﾄｼﾙ酸塩細粒
小児用15%｢ﾀｶﾀ｣

急性腎障害 支給

31
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､Basedow病､
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病ｸﾘｰｾﾞ､心不
全､発熱､ｽﾄﾚｽ性胃炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾛﾅｰﾙ錠
500､ｱｾﾘｵ静注液1000mg
ﾊﾞｯｸﾞ､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠20mg｢
NP｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注射液20mg｢
日医工｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD
錠15mg｢ｻﾜｲ｣､ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄ
ﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

32
好酸球性多発血管炎
性肉芽腫症

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

急性脳症 支給

33 IgA腎症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

34 急性心筋梗塞､心不全

ﾌﾛｾﾐﾄﾞ注20mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾞｲ
ｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ
錠20mg｢NP｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙOD錠30mg｢ｻﾜｲ｣､ｱﾙﾀﾞ
ｸﾄﾝA細粒10%､ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙ
錠5MEEK､ｱｽﾋﾟﾘﾝ｢ﾎｴｲ｣､
ﾌﾛｾﾐﾄﾞ細粒4%｢EMEC｣､ｽ
ﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

35 抜歯(水平埋没智歯)

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠
100mg､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ
g､ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用
1gﾊﾞｯｸﾞ｢ｵｰﾂｶ｣､ｿｾｺﾞﾝ注
射液15mg､ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注
10mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾛﾋﾟｵﾝ静注
50mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

36
好酸球性多発血管炎
性肉芽腫症/神経因性
疼痛､発熱

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200

汎発型薬疹､血小板減少症 支給

37 細菌性膣症
ｸﾛﾗﾑﾌｪﾆｺｰﾙ腟錠100mg
｢F｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

38 膀胱炎､尿路感染症
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ
錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｸﾘｱﾅｰﾙ
錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

39 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

耳下腺炎､精巣炎 支給

40
強膜炎､高血圧症 脂質
異常症 糖尿病 皮膚
炎､三叉神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､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



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

41
糖尿病､高血圧症､高脂
血症

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給

42 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢
MEEK｣

急性腎障害 支給

43 てんかん
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

44
8┐歯冠周囲炎､8┐智
歯周囲炎､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝOD錠250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

45 (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

46 双極性障害
ﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸Na徐放B錠
200mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠
25mg｢ﾄｰﾜ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

47 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｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

48

うつ病､不眠症､関節ﾘｳ
ﾏﾁ､胃潰瘍､統合失調
症､便秘､肺炎､脱水症､
妄想性障害

①ﾛﾅｾﾝ錠4mg
②ﾛﾅｾﾝ錠4mg､ﾚﾒﾛﾝ錠
15mg､ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg

①薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
②尿閉

支給

49
くも膜下出血､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

50
帯状疱疹後三叉神経
痛

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

51 双極性障害
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52 膜性腎症 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病 支給

53 特発性三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

54 老年期精神障害
ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ内用液分包
6mg｢ﾆﾌﾟﾛ｣

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給

55 7┐C3慢化Per
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢
YD｣､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



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

56
三叉神経痛､骨粗鬆症､
逆流性食道炎､高脂血
症､高血圧

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

57
精神病症状を伴う双極
性感情障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 汎発型薬疹 支給

58 心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 脳出血 支給

59
統合失調感情障害 う
つ病型

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

60
けいれん発作､尿路感
染

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ
点滴静注500mg､ﾋﾀﾞﾝﾄｰﾙ
D配合錠､ﾛｾﾌｨﾝ点滴静
注用1gﾊﾞｯｸﾞ

多形紅斑型薬疹 支給

61 前胸部のｹﾛｲﾄﾞ ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢CH｣ 多形紅斑型薬疹 支給

62
三叉神経痛(第三枝)､
糖尿病､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

63 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ陽性胃炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ｸﾗﾘｽﾛ
ﾏｲｼﾝ錠200mg｢日医工｣､
ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

64
統合失調症による緊張
病性の興奮及び昏迷
状態

ｱﾅﾃﾝｿﾞｰﾙﾃﾞﾎﾟｰ､ｾﾚﾈｰｽ
注5mg､ｾﾚﾈｰｽ錠1mg､ｱｷ
ﾈﾄﾝ注射液､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
2.5mg､ｱｷﾈﾄﾝ錠

悪性症候群 支給

65
統合失調症､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ
症候群(副作用)､不眠

ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠200､ｾﾚﾈｰｽ
錠3mg､ﾙｰﾗﾝ錠8､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾊﾛﾏﾝｽ注
50mg

QT延長､心室頻拍､心室細動､およ
びそれらに続発した低酸素脳症

支給

66 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 血小板減少性紫斑病 支給

67 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ “化血
研"

急性脳炎(疾病；請求外)
急性脳炎による肢体機能障害及び
精神発達遅滞(障害)

支給
１級

１年毎

68
肺炎､躁うつ病､認知
症､せん妄

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL

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

69 急性扁桃炎

ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠、ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ250mg(力価)、ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ
静注用1g

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 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
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

71 てんかん

ｻﾜｼﾘﾝ細粒､ﾎﾟﾝﾀｰﾙ散､
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散10%､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ
注射用

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

72
感冒､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､咽喉
頭炎

ﾛｷｿﾆﾝ錠､ｺﾙｹﾞﾝｺｰﾜET
顆粒､ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠､ﾊﾟﾝｽﾎﾟ
ﾘﾝT錠100
　
　

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

73
有熱時けいれん、けい
れん重積、肺炎、気管
支喘息

ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
痙攣重積後の精神発達遅滞による
右上肢不全麻痺

障害
２級

１年毎

74 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

75 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ”化血
研”

急性脳症に続発した精神運動発達
遅滞

障害
１級

５年毎

76 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)による視力障害

障害
１級

３年毎

77
肺結核､薬剤性ﾎﾟﾘﾆｭｰ
ﾛﾊﾟﾁｰ

①ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､ﾘﾌｧｼﾞ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ､ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠
②ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠､ｶﾞﾊﾞ
ﾍﾟﾝ錠300mg

中毒性視神経症による視力障害お
よび末梢神経炎による肢体機能障
害

障害
１級

３年毎

78
扁桃炎およびこれによ
る発熱咽頭痛

ｾﾛﾆｰﾄﾞ静注用1g､ｶﾝﾌｧﾀ
ﾆﾝ錠60mg､PL配合顆粒､
ｴﾘｶﾅｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250

間質性腎炎による腎機能障害
障害
２級

１年毎

79 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

80 脳梗塞

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ｵｻﾞｸﾞ
ﾚﾙNa注射液80mgﾊﾞｯｸﾞ｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千
単位/5mL｢AY｣

脳内出血に続発した左上下肢機能
障害

障害
１級

１年毎

81 （予防） ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
麻痺､肩痛､しびれ､筋力低下､脱
力､振戦､けいれんによる肢体機能
障害

障害
１級

１年毎

82
ｸﾛｰﾝ病､小腸潰瘍､消
化管出血

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾚﾐｹｰﾄﾞ点
滴静注用100､水溶性ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ20㎎

感染性心内膜炎に続発した出血を
伴う多発脳梗塞による肢体機能障
害

障害
１級

１年毎

83
母:妊娠37週3日､前回
帝王切開

ｱﾄﾛﾋﾟﾝ硫酸塩注0.5㎎｢ﾌ
ｿｰ｣､ｻｳﾞｨｵｿﾞｰﾙ輸液

母体のｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ症状に続発した
重症新生児仮死及び低酸素脳症
による高度脳機能障害

障害
１級

３年毎

84 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
脱力､疼痛､倦怠感､筋力低下､けい
れんによる肢体機能障害

障害
１級

１年毎

85 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 脱力による肢体機能障害
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

86 (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

87
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

88

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

89 C型慢性肝炎 ﾊｰﾎﾞﾆｰ配合錠 脳出血による肢体機能障害
障害
２級

１年毎

90 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 右下肢機能障害
障害
２級

１年毎

91 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

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

92 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ"化血
研"

急性脳炎による肢体機能障害 障害等級1級不該当
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

93
統合失調症､緊張型統
合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ
錠5mg､ｻｲﾚｰｽ錠1mg､ｱ
ｷﾈﾄﾝ錠1mg､ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠2
他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

94
腰部脊柱管狭窄症､変
形性腰椎症､腰背部痛

ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠､ﾘﾘｶｶﾌﾟｾ
ﾙ25mg､ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg､ﾌﾟ
ﾙｾﾞﾆﾄﾞ錠12mg､ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ
錠5他

上半身の硬直 判定不能 不支給

95 (予防)
乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ｢
ﾋﾞｹﾝ｣

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

96

うつ病 ﾊﾟﾆｯｸ障害 脳梗
塞後遺症 高血圧 前立
腺肥大 便秘症 ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ めまい 腸炎

2mgｾﾙｼﾝ錠､10mgｾﾙｼﾝ
錠､ｲﾝﾃﾞﾗﾙ錠10mg

不安神経症 うつ状態 医薬品以外の原因による 不支給

97
頭部外傷による左痙性
片麻痺

ﾎﾞﾄｯｸｽ注用100単位､ﾀﾞﾝ
ﾄﾘｳﾑｶﾌﾟｾﾙ25mg､ﾃﾙﾈﾘﾝ
錠1mg

交通事故による頭部外傷､左痙性片
麻痺左下肢筋力低下の増悪

医薬品以外の原因による 不支給

98

Depression state､
Chronic dizziness
syndrome､めまい症候
群､全般性不安障害
(GAD)

ﾗﾝﾄﾞｾﾝ細粒0.1､ﾗﾝﾄﾞｾﾝ
錠0.5､ﾗﾝﾄﾞｾﾝ錠1､ﾃﾞﾊﾟｹ
ﾝR錠200､ﾘｽﾐｰ錠1mg他

ﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ薬物依存症(既往)およ
び離脱症状､それに合併したうつ病お
よび残遺性後遺障害

医薬品以外の原因による 不支給

99
糖尿病､摂食不良､意識
障害

ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
(25mg/ml)､ｾﾚﾈｰｽ注
5mg､ｱｷﾈﾄﾝ注射液5mg､
ﾉﾎﾞﾘﾝR注100単位/ml､ﾍ
ﾊﾟﾌﾗｯｼｭ10単位/mLｼﾘﾝ
ｼﾞ5mL他

意識障害 医薬品以外の原因による 不支給

100 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 脳出血 医薬品以外の原因による 不支給

101 (予防接種) ﾍﾌﾟﾀﾊﾞｯｸｽ-Ⅱ 自己免疫性脳炎 医薬品以外の原因による 不支給

102
非閉塞性無精子症に伴
う不妊症､体外受精目
的

ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150､HMG
注ﾃｲｿﾞｰ150､HMG注射
用150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｾﾄﾛﾀｲ
ﾄﾞ注射用0.25mg､ﾌｪﾏｰﾗ
錠2.5mg他

卵巣過剰刺激症候群 医薬品以外の原因による 不支給

103 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

HPVﾜｸﾁﾝ接種後の自律神経障害 判定不能 不支給

104 (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

105 排卵誘発､黄体管理

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､ｸﾛﾐｯﾄﾞ
錠50mg､HMG注ﾃｲｿﾞｰ
150､注射用HCG5,000単
位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 不適正使用 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）



106 双極性感情障害
ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医
工｣ 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

107 双極性障害 ﾙｰﾗﾝ錠4mg
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日常生活障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

108 被害妄想 ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､ｱｶｼｼﾞｱ(疾病)
なし(死亡)

入院相当でない(疾病)
医薬品以外の原因による
(死亡)

不支給

109 (予防)､ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病

①ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣
②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

①副腎出血(疾病；請求外)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病(疾病；請求外)
ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病による精神障害(障害)

障害等級不該当 不支給

110 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用
25mg､ｾﾛｸｴﾙ100mg錠､
ﾙｰﾗﾝ錠8mg､ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水
懸筋注50mgｼﾘﾝｼﾞ､ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾙｰﾗﾝ錠4mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 入院相当でない 不支給

111
高血圧､糖尿病､心房細
動､認知症

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg､ﾄﾞﾈﾍﾟ
ｼﾞﾙ塩酸塩錠5mg｢NP｣

脳出血(疾病；請求外)
なし(死亡)

医薬品以外の原因による 不支給

112 (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

113 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 頭痛､めまいによる日常生活障害 障害等級不該当 不支給


