
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 糖尿病ｺﾝﾄﾛｰﾙ 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

2

高血圧症､高尿酸血症､
高中性脂肪､血球貧食
症候群､感染性胃腸炎､
肺炎

①ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注
用1g｢日医工｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟ
ﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg(製
造販売業者不明)､ｸﾞﾚｰｽ
ﾋﾞｯﾄ錠50mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ
錠200mg(製造販売業者
不明)
②ﾊﾞｸﾀ配合顆粒､ﾀﾞｲﾌｪﾝ
配合錠

①多形紅斑型薬疹､薬物性肝障
害､急性腎障害
②薬剤性過敏症症候群(DIHS)

支給

3
不妊症､多のう胞性卵
巣症候群､卵巣過剰刺
激症候群

ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg､HMG筋注
用150単位｢F｣､注射用
HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及び
それに続発した脳梗塞及び腎梗塞

支給

4 うつ状態

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg､ｽﾙﾋﾟﾘ
ﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠50mg｢ｻﾜｲ｣､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg｢ﾄｰﾜ｣

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給

5
腰椎圧迫骨折､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､慢性腎臓病の増悪 支給

6 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､上気道炎
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ｸﾗﾘｽﾛﾏ
ｲｼﾝ錠50mg小児用｢NPI｣

無顆粒球症 支給

7
発熱､発疹､高血圧､皮
疹

新ｼﾞｷﾅIP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)

支給

8 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎
ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.1%､ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄ
ｸﾘｰﾑ0.05%､ﾒｻﾃﾞﾙﾑﾛｰｼｮ
ﾝ0.1%

左眼ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障 支給

9
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､右急性
中耳炎

ｵｾﾞｯｸｽ細粒小児用15%､ｵ
ﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ10%

横紋筋融解症 支給

10
じんま疹､高血圧症､感
冒､発熱､発熱･腰痛､逆
流性食道炎､ｶﾘﾆ肺炎

①ｵｷｻﾄｰﾜ錠30mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠300､ﾋﾟｰｴｲ配合錠
②ｶﾛﾅｰﾙ錠300､ﾋﾟｰｴｲ配
合錠
③ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg
｢武田ﾃﾊﾞ｣､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠

①薬物性肝障害
②間質性腎炎
③無顆粒球症

支給

11
注意欠陥多動性障害､
躁うつ病､頚椎捻挫

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ
錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠
25mg､ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15

多形紅斑型薬疹 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

12 左卵巣腫瘍､術後鎮痛

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.25%注ｼﾘﾝｼﾞ
25mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL､ｷｼﾛｶｲﾝ
注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:100,000)含有､ｷｼﾛｶｲﾝ
注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2%､ﾌｪﾝﾀﾆﾙ注
射液0.1mg｢ﾔﾝｾﾝ｣

右体幹･右下肢神経障害 支給

13
扁桃炎疑い､湿疹･接触
皮膚炎､皮膚二次感染､
鎮痛

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢ﾄｰﾜ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

14 てんかん ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠50mg ﾐｵｸﾛｰﾇｽ 支給

15 うつ病 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

16
双極性感情障害､感染
症､発熱､頭痛

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医工｣ 多形紅斑型薬疹 支給

17
接触皮膚炎及び二次
感染､帯状疱疹､随伴性
胃炎､多型滲出性紅斑

ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg､ﾌｧﾑﾋﾞﾙ
錠250mg

多形紅斑型薬疹 支給

18 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

注射部位の蜂巣炎･蜂巣炎様反応 支給

19 尿路感染症
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
MEEK｣

慢性腎臓病の急性憎悪 支給

20
慢性胃炎､高血圧､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､逆流性
食道炎

ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ20mg､ﾌｧﾓﾁ
ｼﾞﾝOD錠10mg｢ﾄｰﾜ｣

間質性腎炎 支給

21
非定型三叉神経痛､2
型糖尿病､高血圧症､う
つ病､不眠症

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

多形紅斑型薬疹 支給

22 右三叉神経痛
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

23
高血圧症,高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢TSU｣ 横紋筋融解症 支給

24 右前腕蜂巣炎
ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

蕁麻疹型薬疹 支給

25

月経困難症､急性咽頭
炎､頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､めま
い症､逆流性食道炎､左
急性外耳炎

ﾔｰｽﾞ配合錠 脳梗塞 支給

26
不妊症､排卵障害､体外
受精希望

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250
μg

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

27
透析用左前腕内ｼｬﾝﾄ
の血栓閉塞

ﾍﾊﾟﾘﾝNa注5千単位/5mL
｢ﾓﾁﾀﾞ｣､ｳﾛﾅｰｾﾞ静注用6
万単位

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

28
僧帽弁閉鎖不全症に
対して弁形成術後

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 脳出血 支給

29
三叉神経痛､高血圧､2
型糖尿病､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg
｢OHA｣

多形紅斑型薬疹 支給

30 脳梗塞 ｸﾞﾙﾄﾊﾟ注600万 脳出血 支給

31 神経障害性疼痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

32
再発性細菌性急性前
立腺炎

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ錠
200mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

33 7┘歯肉白板症
ﾛﾙｶﾑ錠4mg､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾ
ﾙ250

紅皮症型薬疹 支給

34 帯状疱疹 ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

35
背部皮膚膿瘍･蜂窩織
炎･敗血症

ｿﾞｼﾝ静注用4.5 急性腎障害 支給

36 橋本病､原発性不妊症 ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150 卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

37
双極性感情障害､双極
性障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

38 神経因性膀胱 ｳﾌﾞﾚﾁﾄﾞ錠5mg

ｺﾘﾝ作動性ｸﾘｰｾﾞ(疾病)
ｺﾘﾝ作動性ｸﾘｰｾﾞに続発した低ｶﾘｳ
ﾑ血症による不整脈による死亡(死
亡)

支給

39 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
錠0.5mg､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠
0.5mg｢ｻﾜｲ｣

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

40
右急性化膿性耳下腺
炎

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

41 水平埋状智歯
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢三
和｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢日医工｣

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

42

統合失調症､三叉神経
痛､慢性頭痛､薬剤性
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群､逆流
性食道炎

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

43
┌4 歯根破折､抜歯後
抗菌

ｻﾜｼﾘﾝ錠250 紅皮症型薬疹 支給

44
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ､高血圧､高
脂血症､気分障害

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

45
歯茎の痛みがあったた
め

ｲﾌﾞA錠 多形紅斑型薬疹 支給

46 術後創部感染症
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢ﾆ
ﾌﾟﾛ｣

間質性腎炎 支給

47 帯状疱疹
ﾌｧﾑｼｸﾛﾋﾞﾙ錠250mg｢日
医工｣

横紋筋融解症 支給

48
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ投与におけ
る胃潰瘍予防

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻ
ﾜｲ｣

抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
(SIADH)

支給

49 右上智歯周囲炎
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

50
広汎性発達障害､慢性
疼痛

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣

多形紅斑型薬疹 支給

51

狭心症､心房粗動､慢性
腎不全(血液透析)､大
動脈置換術後､下肢静
止不能症候群､難治性
逆流性食道炎､腎性貧
血､高血圧症､てんか
ん､続発性副甲状腺機
能亢進症､高尿酸血症､
高りん酸血症､胸痛

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､ｴﾌｨｴﾝﾄ錠
3.75mg､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg､ﾈｽﾌﾟ注射液10μg
ﾌﾟﾗｼﾘﾝｼﾞ

脳出血(疾病)
脳出血による死亡(死亡)

支給

52 (予防) ﾛﾀﾃｯｸ内用液 腸重積症 支給

53
頭部外傷によるてんか
ん(脳挫傷)､外傷性てん
かん､糖尿病､脳梗塞

ﾌｨｺﾝﾊﾟ錠2mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

54 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症
ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD錠5mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩
OD錠3mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣

高CK血症 支給

55 発達障害､強迫性障害
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg

持続勃起症 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 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､ﾌｫﾘﾙﾓﾝ
P注75､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

57
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

58
子宮筋腫､貧血､月経過
多､月経困難症､避妊

ﾄﾘｷｭﾗｰ錠28

脳静脈洞血栓症､脳出血(疾病)
脳静脈洞血栓症､脳出血による肢
体機能障害､高次脳機能障害(障
害)

支給
１級

１年毎

59 骨転移による骨折予防 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 左上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

60
右L1領域の帯状疱疹､
その後の薬疹の疑い

ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

61
三叉神経痛､左三叉神
経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ細粒50%

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

62
原発性不妊症､多のう
胞性卵巣症候群

ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP
注150､HMG筋注用150単
位｢F｣､HMG注射用150IU｢
ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

63 てんかん ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

64 ｶﾝｼﾞﾀﾞ性口腔感染 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1% 多形紅斑型薬疹 支給

65 器質性過多月経 ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠 不正出血 支給

66
扁桃周囲炎､水痘疑い､
発熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾛﾅｰﾙ錠
300､ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg
｢DSEP｣

多形紅斑型薬疹 支給

67 急性腎盂腎炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠250mg｢
TCK｣

多形紅斑型薬疹 支給

68 前立腺癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

69 尋常性ざ瘡
ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢
ｻﾜｲ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

70 甲状腺機能低下症 ﾁﾗｰﾁﾞﾝS錠50μg 汎発型薬疹 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

71
高血圧症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性結
膜炎､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病､神経
因性膀胱

ﾄﾞﾊﾟｺｰﾙ配合錠L100 多形紅斑型薬疹 支給

72
(予防)､てんかん､気管
支肺炎(右)､発熱
39.5℃､咳､頭痛

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｲﾝﾌﾙｴﾝ
ｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢KMB｣､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200､ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ
100mg､ﾋﾟｰｴｲ配合錠

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

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

74
ｼﾞｽﾄﾆｱ､三叉神経痛､ｱ
ﾙｺｰﾙ依存症､神経症､
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

75 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給

76 子宮腺筋症 ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄOD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ 不正出血及びそれに伴う貧血 支給

77

ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､太田母
斑､注意欠如･多動性障
害､社会不安障害､双極
性感情障害

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

78 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

lgA血管炎 支給

79
(予防)､感染性胃腸炎､
脱水､慢性便秘症

①｢ﾋﾞｹﾝHA｣
②｢ﾋﾞｹﾝHA｣､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ
HAﾜｸﾁﾝ｢生研｣

①急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(1
回目)
②急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(2
回目)

支給

80
関節ﾘｳﾏﾁ､骨粗鬆症､
逆流性食道炎

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

81 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾋｭﾐﾗ皮下注
40mgﾍﾟﾝ0.4mL

水痘･帯状疱疹ｳｲﾙｽ性髄膜脳炎
(疾病)
水痘･帯状疱疹ｳｲﾙｽ性髄膜脳炎
による死亡(死亡)

支給

82
子宮筋腫､感染症､逆流
性食道炎､高尿酸血症

ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ静注用1g､ﾗﾝｿﾌﾟ
ﾗｿﾞｰﾙOD錠30mg｢ｻﾜｲ｣､
ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢杏林｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

83 不安障害､うつ病 ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg 多形紅斑型薬疹 支給

84 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢第一
三共｣ｼﾘﾝｼﾞ0.5mL

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給

85 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
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

86
双極性障害 気分変動､
双極性感情障害

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸ
ﾀｰﾙ錠100mg､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠
25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠
100mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠
100mg｢日医工｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

87 月経困難症 ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠 脳静脈洞血栓症 支給

88
双極性感情障害･中等
度のうつ病ｴﾋﾟｿｰﾄﾞ

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

89 てんかん
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

90 片頭痛 ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠10mg 振戦 支給

91
高血圧 高脂血症 高尿
酸血症 一過性脳虚血
発作

ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

92
急性気管支炎 扁桃炎､
発熱

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
500mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾞｷｽﾄﾛﾒﾄﾙ
ﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠15mg
｢NP｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
500mg｢YD｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

93
高血圧症､高脂血症､高
尿酸血症､2型糖尿病

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

94

甲状腺癌､転移性骨腫
瘍､転移性肺腫瘍､便秘
症､腰痛症､逆流性食道
炎､高血圧症､

ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/100mL 両側下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

95 うつ病､三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

96 門脈下大静脈ｼｬﾝﾄ
ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
(25mg/ml)､ｴｽｸﾚ坐剤｢
250｣､ﾄﾘｸﾛﾘｰﾙｼﾛｯﾌﾟ

呼吸抑制､徐脈､遷延性意識障害 支給

97 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
2mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｴﾋﾞ
ﾘﾌｧｲ錠6mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

98 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 末梢神経障害 支給

99 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)

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

100

躁うつ病(躁:易怒性､散
財 うつ:抑うつ気分､意
欲低下､不安､焦燥)､ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎､慢性鼻副
鼻腔炎､気管支喘息､
(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

101 (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

102
過多月経､月経困難症､
子宮筋腫疑い､糖尿病､
高ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ血症

ｵｰｿM-21錠 脳梗塞 支給

103 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｣

薬物性ｼｮｯｸ及びそれに続発した低
酸素脳症

支給

104 適応障害､うつ状態 ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg

失神及びそれによる転倒後の頭蓋
骨骨折及び中耳腔内出血(疾病；請
求外)
失神による転倒後の頭蓋骨骨折に
よる高次脳機能障害(障害)

支給
２級

１年毎

105
左下腿筋緊張､腓膓筋
痛

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)

偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症及びそれによる心
室細動に続発した低酸素脳症(疾
病)
偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症及びそれによる心
室細動に続発した低酸素脳症によ
る高次脳機能障害､肢体機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

106
(予防)､ﾗｽﾑｯｾﾝ症候群
/AERRPS疑い､脳炎､
てんかん

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病)
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)によ
る肢体機能障害､精神遅滞(障害)

支給
１級

１年毎

107 腎盂腎炎､ﾄﾞﾗｲｱｲ ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g
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

108 右変形性股関節症

ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ0.75%注
75mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟｽｶｲﾝ
0.25%注25mg/10mL､ﾎﾟﾌﾟ
ｽｶｲﾝ0.25%注ﾊﾞｯｸﾞ
250mg/100mL

腰仙部神経障害 支給

109 小脳梗塞
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

110 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
倦怠感､関節痛､頭痛､筋肉痛､発
熱､疼痛､下肢脱力 支給

111 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

発熱､関節痛､睡眠障害､頭痛､全身
痛､嘔気､下痢､感覚異常､めまい､し
びれ､耳鳴､月経困難症､視覚異常､
倦怠感､認知機能低下､過呼吸､不
随意運動､便秘､自律神経異常､意
識障害､硬直

支給

112 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼﾘ
ﾝｼﾞ

睡眠障害､倦怠感､過呼吸､腹痛､下
痢､便秘､認知機能低下､感覚異常､
月経不整､自律神経障害 支給
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113 (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

114 (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

115 非定型精神障害
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg､ﾒﾁﾛﾝ注
25%､ﾘﾝｺｼﾝ注射液､ｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ

皮膚粘膜症候群(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

116
急性胃粘膜病変、不明
熱

ｿｾｺﾞﾝ注射液15mg、ｱﾀﾗｯ
ｸｽ-P注射液(25mg/ml)、
ｶﾞｽﾀｰ注射用20mg、ｾｸﾚ
ﾊﾟﾝ注、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ50mg、
ﾁｴﾅﾑ点滴用、ﾐﾗｸﾘｯﾄﾞ、
ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ錠、
ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注射液、ﾏﾙﾀﾐﾝ
注射用

腎機能障害
障害
２級

５年毎

117
感冒症候群､脱水､ｲﾝﾌ
ﾙｴﾝｻﾞA型疑

ﾛﾌﾞ錠､PL顆粒､ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠
50mg､ﾊﾞﾅﾝ錠

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

118 非定型精神病
ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ、ﾆｭｰﾚﾌﾟ
ﾁﾙ錠5mg、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる両下肢機能障
害

障害
１級

１年毎

119 肺結核症
ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､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
１級

１年毎

120 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
１級

１年毎

121 横行結腸結核性潰瘍
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg､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
１級

１年毎

122 統合失調症
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠2mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる歩行障害
障害
１級

３年毎

123
心房細動､高血圧､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､心不全

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg､300mgﾊﾟﾗ
ﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ

脳出血による高度脳機能障害
障害
２級

３年毎

124 感冒
ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ<錠>､ﾆﾌﾗﾝ
錠､ﾙﾘｯﾄﾞ錠150

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

125
慢性化膿性根尖性歯
周炎

ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg
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

３年毎

126
慢性B型肝炎､胃炎､食
欲不振､骨粗鬆症､便秘
症､不眠症

ｾﾞﾌｨｯｸｽ錠100､ﾍﾌﾟｾﾗ錠
10

ﾐｵﾊﾟﾁｰによる両下肢機能障害
障害
１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

127 （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

３年毎

128
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

３年毎

129 (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

130
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

３年毎

131 未破裂脳動脈瘤
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾚ
ﾀｰﾙOD錠50mg

回腸出血に続発した多発脳梗塞に
よる肢体機能障害

障害
１級

１年毎

132 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
２級

１年毎

133
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

134
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､急性気管支炎

ｵﾗﾍﾟﾈﾑ小児用細粒10%
急性脳症による精神発達遅滞及び
運動発達遅滞

障害
１級

１年毎

135
心房細動､心室性期外
収縮､胃潰瘍

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠0.5mg､ﾜｰﾌｧﾘﾝ
錠1mg

脳出血による肢体機能障害
障害
１級

１年毎

136 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
体幹･肢体機能障害､高次脳機能
症状

障害
１級

１年毎

137 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

138 (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

139 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”

急性脳症による精神発達遅滞
障害
２級

１年毎

140 不安定狭心症
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注5万単位
/50mL｢ﾆﾌﾟﾛ｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発
した冠動脈血栓症による心停止後
の低酸素脳症による高次脳機能障
害

障害
１級

３年毎

141
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



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

142
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%､ｳﾛｸﾞﾗﾌｨﾝ注
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

143 (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

144
高血圧症､心房細動､高
尿酸血症､高脂血症､慢
性心不全､肝障害

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰ
ﾙﾅﾄﾘｳﾑ錠10mg｢日医工｣ 腎不全による腎機能障害

障害
２級

１年毎

145 統合失調症

ﾛﾅｾﾝ錠4mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠12mg､ｺﾝ
ﾄﾐﾝ糖衣錠25mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ内用液1mg/mL､ｸｴﾁｱﾋﾟ
ﾝ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ｲﾝﾌﾟﾛﾒ
ﾝ錠3mg､ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg

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及び日
常生活障害

障害
２級

１年毎

146

うつ病､糖尿病(糖尿病
性合併症あり)､高血圧
症､腰痛症､糖尿病性多
発末梢神経障害

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ
錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
錠50mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる体幹･肢体
機能障害

障害
２級

１年毎

147 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
四肢体幹の疼痛､四肢硬直､疼痛､
不随意運動､筋力低下による肢体
及び体幹機能障害

障害
２級

１年毎

148
高血圧 爪白癬 趾白
癬､肝膿瘍再燃

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､ｱﾈ
ﾒﾄﾛ点滴静注液500mg

急性脳症(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(障害)

149 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

頭痛､腰痛､両下肢痛､起立性低血
圧(疾病)
なし(障害) 障害でない

支給(疾
病)

不支給
(障害)

150 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

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

151
導尿ｶﾃｰﾃﾙ挿入に伴う
痛み､不快感

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による肢体機能障害

障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

152 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害 障害等級1級不該当
障害
２級

１年毎

153 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
肢体機能障害､視力及び視野障害､
高次脳機能障害

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

154
(診療録提出のため記
載なし)

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠
10mg､ﾛﾝﾗｯｸｽ錠1mg､ﾏｯ
ｸﾀｰｾﾞ錠S､防風通聖散､
ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg他

2型糖尿病増悪､2型糖尿病 医薬品以外の原因による 不支給

155
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型､急性咽
頭炎

ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg､ｱｽﾍﾞﾘﾝ
錠20

未記入 判定不能 不支給

156 頻尿､不眠､うつ症状

ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠0.5mg｢SW｣､ﾓ
ｻﾌﾟﾘﾄﾞｸｴﾝ酸塩錠5mg｢日
医工｣､ﾀﾌﾏｯｸE配合ｶﾌﾟｾ
ﾙ､酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠
250mg｢ﾖｼﾀﾞ｣､ﾄﾘｱｿﾞﾗﾑ
錠0.25mg｢CH｣他

呼吸困難?(頻尿治療中) 判定不能 不支給

157
高血圧症,咽頭炎,鼻炎,
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染症

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠2.5mg｢明
治｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢明
治｣､ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠10mg､ﾒｼﾞｺ
ﾝ錠15mg､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠
250mg他

頚･背中･腰･上腕･前胸部の慢性痛 医薬品以外の原因による 不支給

158

糖尿病､高血圧症､脂質
異常症(高LDLｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症)､糖尿病性腎症
⑤糖尿病性神経障害

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg､ｵﾝｸﾞﾘ
ｻﾞ錠5mg､ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500
μg､ｷﾈﾀﾞｯｸ錠50mg､ｸﾞﾙ
ﾍﾞｽ配合錠他

慢性腎不全 医薬品以外の原因による 不支給

159 てんかん

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ
錠500mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ点滴静
注500mg､ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ錠
50mg､ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100mg
他

自殺企図 医薬品以外の原因による 不支給

160
双極性感情障害疑い､
前立腺肥大症､過活動
膀胱､統合失調症

ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-A
配合錠､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-B配合
錠､ﾌﾞﾛﾊﾞﾘﾝ原末､ｱﾓﾊﾞﾝ
錠10他

縊死 医薬品以外の原因による 不支給

161
A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ､発熱
38.4℃

ｲﾅﾋﾞﾙ吸入粉末剤20mg､
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠
250mg

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

162 心身症 ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg 未記入 医薬品以外の原因による 不支給

163
気分障害(うつ病)による
不安焦燥感､抑うつ気
分､意欲減退など

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg､ｴﾁｿﾞ
ﾗﾑ錠0.5mg｢日医工｣

縊頚による窒息死を検案 判定不能 不支給

164

糖尿病､高血圧､認知
症､統合失調症､腎不
全､便秘症､脱水症､肺
炎､仙骨､両踵部重度褥
創

ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ点滴用
1gﾊﾞｯｸﾞ｢NP｣､ｱﾙﾌﾟﾗｿﾞﾗﾑ
錠0.4mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
OD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾃﾙﾐｻﾙ
ﾀﾝ錠40mg｢YD｣他

未記入 判定不能 不支給

165
神経症(当時)､統合失
調症

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg､ﾋﾟｰｾﾞｯ
ﾄｼｰ糖衣錠4mg､ｹﾞﾝﾀｼﾝ
軟膏0.1%､ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ錠
2.5mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群､薬剤性錐体
外路症状(遷延性歩行障害)､遷延性
の歩行障害､薬剤性錐体外路症状

判定不能 不支給

166 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg､ｱｷﾈﾄﾝ
錠1mg､ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠100､ﾜ
ｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

167 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 多発性硬化症､自己免疫性脳症､頭痛 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」）



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

168 卵子凍結のため
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) 不適正使用 不支給

169 双極性感情障害
ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗ
ﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾗ
ﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不適正使用 不支給

170
下痢と腹痛を訴えたた
め

大正下痢止め<小児用> ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ 不適正使用 不支給

171
帯状疱疹の発疹疼痛､
慢性腎不全

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢NP｣ 急性脳症 不適正使用 不支給

172 (予防) ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP 注射部位の蜂巣炎･蜂巣炎様反応 不適正使用 不支給

173
不安､不眠､ﾊﾟﾆｯｸ症状､
眩暈､便秘､双極性感情
障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

174 てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 不適正使用 不支給

175 統合失調症

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾚﾎﾞﾒﾌﾟﾛﾏｼﾞﾝ錠25mg｢
ﾂﾙﾊﾗ｣

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 入院相当でない 不支給

176 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 背中の痛み､睡眠障害 判定不能 不支給

177 統合失調症 ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10mg 遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 入院相当でない 不支給

178 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

179 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(疾病；請求外)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(開瞼困難)による日常
生活障害､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる構音
障害(障害)

障害等級不該当 不支給

180 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

倦怠感､関節痛､頭痛､筋肉痛､発熱､
疼痛､下肢脱力(疾病；請求外)
判定不能(障害) 判定不能 不支給

181 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

注射部位の局所不能(疼痛､腫脹)､倦
怠感､疼痛､睡眠障害､頭痛､感覚異
常､認知機能低下､関節痛､月経不整
(疾病；請求外)
高次脳機能症状(障害)

障害等級不該当 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）



182 (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

KNEDR
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