
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 関節ﾘｳﾏﾁ
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢日医工｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

2 両側腎盂腎炎
ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝNa静注用1g｢
CHM｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠500

血小板減少症､急性腎障害 支給

3 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

4 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

脊髄炎(疾病；請求外)
脊髄炎による肢体･体幹機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

5 (予防)､不安障害
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

6
間質性肺炎､全身性ｴﾘ
ﾃﾏﾄｰﾃﾞｽによる間質性
肺炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)､注射用
ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞ
ﾆｿﾞﾛﾝｺﾊｸ酸ｴｽﾃﾙNa注
射用500mg｢ｻﾜｲ｣､水溶
性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

7
関節ﾘｳﾏﾁ 頚椎症 慢
性胃炎､発熱(原因不
明)

ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
250mg｢ﾃﾊﾞ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

8 便秘
ﾂﾑﾗ通導散ｴｷｽ顆粒(医
療用)

多形紅斑型薬疹 支給

9 てんかん
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ
錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

10 薬疹疑い､関節痛､疼痛
ｻﾗｿﾞｽﾙﾌｧﾋﾟﾘｼﾞﾝ腸溶錠
500mg｢SN｣､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

11 てんかん ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

12
全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
(SLE)

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

13
骨粗鬆症､高血圧症､高
脂血症､不眠症､末梢神
経障害

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ
酸錠35mg｢TCK｣ 両側上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

14
高血圧､脂質異常症､糖
尿病､反復性膀胱炎､う
つ状態

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｻﾜｲ｣ 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 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 卵巣機能不全

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

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

16 SLE ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

17
接触皮膚炎､接触皮膚
炎症候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠
0.5mg､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ錠0.5mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
5mg(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ
錠1mg(旭化成)､ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄ
軟膏0.05%､ﾀﾞｲｱｺｰﾄ軟膏
0.05%､ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ軟膏
0.05%､ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.1%､ﾍﾞ
ﾀﾒﾀｿﾞﾝ酪酸ｴｽﾃﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ
酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.05%｢
MYK｣､ｻﾚｯｸｽ軟膏0.05%､
ﾈﾘｿﾞﾅ軟膏0.1%

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障 支給

18 うつ病

ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠1mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ﾚｽﾘﾝ
錠25､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液
0.1%､ﾃﾞﾊﾟｽ錠1mg､ﾊﾟｷｼﾙ
CR錠25mg

悪性症候群 支給

19
月経困難症､神経症､頭
痛､下痢､うつ状態

ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠
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(障害)

支給
２級

１年毎

20 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｱｽﾍﾟ
ﾝ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

急性腎障害 支給

21
関節ﾘｳﾏﾁ､両上強膜
炎､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎

①ﾒﾄﾚｰﾄ錠2mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)
②ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾒﾛﾍﾟﾝ点
滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g

①ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎
②播種状紅斑丘疹型薬疹

支給

22
筋肉痛､高血圧症､消化
異常､難治性逆流性食
道炎､睡眠障害

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒
(医療用)､ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1

低ｶﾘｳﾑ血症およびそれに続発した
横紋筋融解症

支給

23
微小変化型ﾈﾌﾛｰｾﾞ症
候群､脂質異常症

ﾘﾋﾟﾄｰﾙ錠5mg､ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠
10mg

横紋筋融解症 支給

24
症候性てんかん､腰椎
圧迫骨折の疼痛､胃潰
瘍

ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢ﾏﾙ
ｲｼ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ﾀ
ｹｷｬﾌﾞ錠20mg

多形紅斑型薬疹 支給

25 急性化膿性扁桃炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250､ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾ
ﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g
｢日医工｣

多形紅斑型薬疹､薬物性肝障害 支給

26 全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ
①ﾌﾟﾗｹﾆﾙ錠200mg
②ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ静注用
40mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①汎発型薬疹
②皮下膿瘍､ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染､
ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎

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
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症の治
療のため

ｸﾚｽﾄｰﾙ錠2.5mg ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

28 左乳癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 左上下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

29
口内炎､気分の波､不
眠､ERCP後膵炎

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合点滴静注用
ﾊﾞｯｸﾞ4.5｢ﾆﾌﾟﾛ｣､ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ
点滴静注用0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

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)､血栓性微小血管症 支給

30

躁うつ病､うつ状態､注
意欠陥多動性障害､慢
性胃炎､糖尿病､脂質異
常症､(多汗症､片頭痛､
皮膚掻痒､口内炎)､橋
本病､白癬(足)で外用し
た｡避妊､抑うつ症状､
双極性障害

ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ10mg､ｱﾓｷ
ｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg､ｱﾓｷｻﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ50mg､ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟ
ｾﾙ37.5mg､ｲﾌｪｸｻｰSRｶﾌﾟ
ｾﾙ75mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給

31 (予防) ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ 急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給

32 上気道炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞ
ｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

33
統合失調症及び甲状
腺機能低下症

ﾛﾅｾﾝ錠4mg､ﾛﾅｾﾝ錠
8mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg

悪性症候群様症状 支給

34 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

35 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

36
体外受精 採卵目的､卵
子成熟､早発性排卵防
止

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
成人Still病(蕁麻疹様
血管炎も鑑別に挙げて
いた)

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

38
左急性低音障害型感
音難聴､左耳鳴､花粉症

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ｸ
ﾗｼｴ五苓散料ｴｷｽ細粒

紅皮症型薬疹 支給

39

老年期精神病､糖尿病､
高血圧症､変形性膝関
節症､老年期精神病(退
行期妄想状態)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､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

40 原発性不妊症
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､ﾌｫﾘﾙﾓﾝ
P注75､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

41
気管支喘息､急性気管
支炎

ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ﾀﾐﾌﾙｶ
ﾌﾟｾﾙ75

多形紅斑型薬疹 支給

42

右変形性肩関節症､こ
むら返り､腰部脊柱管
狭窄症(腰椎変性すべ
り症)､胃炎の治療､ｳﾂ
状態の治療

ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

43
月経困難症 角結膜乾
燥症､気管支喘息､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD 脳梗塞 支給

44
左変形性膝関節症､左
膝関節炎､腰痛

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

45
うつ病､食欲低下､脱
水､誤嚥性肺炎(あるい
は尿路感染症疑い)

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg(TYK) 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給

46 骨粗鬆症 ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg 左上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

47
下垂体無月経､排卵障
害､女性不妊症

HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､注射用
HCG5,000単位｢F｣､ｺﾞﾅ
ﾋﾟｭｰﾙ注用150､ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠
50mg

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

48
多嚢胞性卵巣症候群､
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､
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

49

胃潰瘍､右変形性膝関
節症､腰椎椎間板ﾍﾙﾆ
ｱ､末梢神経障害性疼
痛

ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙNa錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

50 心房細動 ﾘｸｼｱﾅOD錠30mg 脳出血 支給

51 右内頚動脈狭窄症
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｸﾛﾋﾟ
ﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢SANIK｣

脳出血 支給

52 ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病加療のため
ﾒﾈｼｯﾄ配合錠100､ｱｷﾈﾄﾝ
錠1mg

錯乱状態及びそれに伴う転落によ
る外傷(疾病；請求外)
錯乱状態及びそれに伴う転落によ
る外傷による体幹･肢体機能障害
(障害)

支給
１級

１年毎

53 S状結腸穿孔
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢明
治｣､ﾁｴｸｰﾙ点滴用0.5g

急性腎障害 支給

54 避妊目的 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

55 不妊症

HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用3千
単位､ﾌｫﾘｽﾁﾑ注900IUｶｰ
ﾄﾘｯｼﾞ

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

56 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

57 無菌性髄膜炎
ｱｼｸﾛﾋﾞﾙ点滴静注液
250mg｢日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝ錠60mg｢EMEC｣

急性腎障害 支給

58 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

59
不妊症､多のう胞性卵
巣症候群

HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､uFSH注用150単位｢
あすか｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

60 溶連菌感染症､咽頭炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠500､ﾛｷｿﾆﾝS､
ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS､
ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ｻﾜ
ｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

61
高血圧症､咽頭炎､蕁麻
疹

ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

62
術後副甲状腺機能低
下症

ﾛｶﾙﾄﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ0.5､乳酸
ｶﾙｼｳﾑ｢ｹﾝｴｰ｣

高ｶﾙｼｳﾑ血症､急性腎障害 支給

63
器質化肺炎､ｽﾃﾛｲﾄﾞ副
作用対策

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠､ﾀﾞｲﾌｪﾝ
配合錠

薬剤性過敏症症候群(DIHS)
支給

64

脳梗塞 高血圧 糖尿病
脂質異常症 高尿酸血
症 逆流性食道炎､①慢
性蕁麻疹 ②中毒疹､心
房細動

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢
武田ﾃﾊﾞ｣､ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠
75mg｢SANIK｣

多形紅斑型薬疹 支給

65
左下8番下顎水平埋伏
智歯 左下8番智歯周囲
炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠200mg､ｸﾗﾘｽﾛ
ﾏｲｼﾝ錠200mg｢ｻﾜｲ｣､ﾒｲ
ｱｸﾄMS錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

66
痛風 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症､脂肪肝

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣､ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠10mg､
ﾌｪﾌﾞﾘｸ錠20mg

高CK血症 支給

67
尋常性乾癬､関節症性
乾癬､陳旧性肺結核

ｲｽｺﾁﾝ錠100mg 薬物性肝障害 支給

68 右眼脈絡膜新生血管
ﾊﾞｸﾀ配合錠､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
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

69 急性咽喉頭炎
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰﾜ｣､ｶﾛ
ﾅｰﾙ錠200

多形紅斑型薬疹 支給

70
6┐慢性化膿性根尖性
歯周炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣

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

71
糖尿病､脂質異常症､逆
流性食道炎､帯状疱疹

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 急性腎障害 支給

72 統合失調症
ﾊﾞﾚﾘﾝ錠100mg､ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ
錠30mg

多形紅斑型薬疹 支給

73 避妊 ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28 脳梗塞 支給

74
爪白癬(右足)､足うら
ひょう疽

ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ﾊﾞﾅﾝ
錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

75 前立腺癌 骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

76

胎児機能不全､児頭骨
盤不均衡のため(妊娠
38週5日)緊急帝王切開
を施行した

ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL､ｷｼﾛｶ
ｲﾝ注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ1%､ｷｼﾛｶｲﾝ
注ﾎﾟﾘｱﾝﾌﾟ2%

腰仙部神経根障害(疾病)
腰仙部神経根障害による右下肢機
能障害､膀胱直腸障害による日常
生活障害(障害)

支給
２級

１年毎

77 (予防) ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 腸重積症 支給

78 円形脱毛症 ﾈｵﾌｧｰｹﾞﾝC配合錠 偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 支給

79 気分変調症 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医工｣ 多形紅斑型薬疹 支給

80

うつ病､不眠､前立腺肥
大､神経因性膀胱､不安
障害､不眠症､うつ状
態､倦怠感、高血圧症、
高脂血症､排尿障害､不
安神経症､尿路感染症､
便秘症､出血傾向､低ｶ
ﾘｳﾑ血症､膀胱炎

ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg､ﾚｸｻﾌﾟﾛ
錠10mg

痙攣 支給

81 症候性てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

82 双極性障害
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

83
ﾒﾆｴｰﾙ病(急性感音難
聴) ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｱﾃﾞﾎｽｺｰﾜ顆粒10%､ｶﾘｼﾞ
ﾉｹﾞﾅｰｾﾞ錠50単位｢日医
工｣

多形紅斑型薬疹 支給

84
根尖性歯周炎､2型糖
尿病､高血圧症

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
NP｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠
60mg｢CH｣

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

85
続発性不妊症の治療
のため

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

86 (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

87
乳輪部乳癌､高血圧症
不眠症

ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg､ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝ錠20mg｢ｻﾜｲ｣､ﾀﾓｷｼ
ﾌｪﾝ錠20mg｢日医工｣

脳梗塞 支給

88
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ感染胃
炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ800 多形紅斑型薬疹 支給

89
急性頸部ﾘﾝﾊﾟ節炎､ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

90 細菌性肺炎
ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢ﾌｧ
ｲｻﾞｰ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
支給

91 腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟ
ﾄﾞ錠100mg｢ｵｰﾂｶ｣､ﾘﾘｶ
OD錠25mg

多形紅斑型薬疹 支給

92 非弁膜症性心房細動 ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg 脳出血 支給

93 統合失調症
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､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

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

94
萎縮性胃炎､ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ
ﾋﾟﾛﾘ感染症､便秘

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

95
症候性てんかん､高血
圧

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

96 顎下腺炎､舌咽神経痛
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

97
ﾋﾟﾛﾘ菌関連胃炎､胆嚢
結石症

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200｢
MEEK｣､ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠20mg､ｳﾙｿ
ﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg｢
ZE｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

98 臀部､下肢痛 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

99 双極性感情障害
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣､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



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
左膝感染性滑液包炎､
左下腿重症蜂窩織炎

ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ注射液600mg
｢ﾀｲﾖｰ｣､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳ
ﾑ静注用1g｢日医工｣､ﾛｷｿ
ﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣､
ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠100mg｢EMEC｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

101 生理痛の為､服用 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

102
視神経脊髄炎､胃潰瘍､
日和見感染予防､ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ骨粗鬆症

ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾎﾞﾅﾛ
ﾝ錠35mg

多形紅斑型薬疹 支給

103
片頭痛､筋収縮性頭痛､
胃炎､末梢神経障害､腰
椎椎間板変性

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

104 GBS陽性妊娠 ﾋﾞｸｼﾘﾝ注射用1g 汎発型薬疹 支給

105 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰ感染症 ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

106
YAM70%以下の骨粗鬆
症の加療のため

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

107 帯状疱疹､急性腎不全
ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200

急性腎障害 支給

108 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢第一
三共｣1mL

血小板減少性紫斑病 支給

109
萎縮性胃炎 ﾍﾘｺﾊﾞｸ
ﾀｰ･ﾋﾟﾛﾘ胃炎

ﾎﾞﾉｻｯﾌﾟﾊﾟｯｸ400 多形紅斑型薬疹 支給

110 足爪白癬､糖尿病 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

111
子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ手術､
不眠症､適応障害

ﾕﾅｼﾝ錠375mg 多形紅斑型薬疹 支給

112
後頭三叉神経症候群､
毛嚢炎､腎盂炎､薬疹

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ｸﾗﾋﾞｯﾄ
錠500mg､ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠
200mg｢ｻﾜｲ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害

支給

113 脳出血､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

114 三叉神経痛､胃の保護
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾀｹｷｬﾌﾞ錠10mg 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

115
右上葉肺癌(縦隔ﾘﾝﾊﾟ
節転移､脳転移あり)､肺
扁平上皮癌

ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300注ｼﾘﾝｼﾞ
50mL

蕁麻疹型薬疹 支給

116
(予防)､胃薬､抗炎症､
鎮痛､不眠

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢
KMB｣

脊髄炎 支給

117
急性副鼻腔炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎､嗅覚低下症､急
性咽喉頭炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠
250mg｢KN｣､ｺﾙﾄﾞﾘﾝ錠
12.5mg

多形紅斑型薬疹 支給

118 爪白癬 ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ錠200｢MEEK｣ 多形紅斑型薬疹 支給

119 (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

120
右三叉神経痛､ｱﾚﾙｷﾞｰ
性鼻炎(花粉症)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

121 卵管性不妊症
注射用HCG5,000単位｢
F｣､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ
900

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

122
てんかん発作､けいれ
ん

ｿﾞﾆｻﾐﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

123 肝機能障害､発熱､腹痛 ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ300ｼﾘﾝｼﾞ
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれに続発
した低酸素脳症

支給

124 子宮外妊娠

ﾗｾﾅｿﾞﾘﾝ注射用1g､ﾏｰｶｲ
ﾝ注脊麻用0.5%高比重､ﾄﾞ
ﾙﾐｶﾑ注射液10mg､ﾄﾞﾛﾚﾌﾟ
ﾀﾝ注射液25mg

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

125
蕁麻疹様の発疹､結膜
充血､(体の怠さ､ｶｾﾞの
症状があったため)

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸIP
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

126 うつ病､(予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

127
両膝関節打撲傷､統合
失調症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症

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

横紋筋融解症及びそれに続発した
重症疾患多発ﾆｭｰﾛﾊﾟﾁｰ

支給

128
心房細動､心筋梗塞､高
血圧､脂質異常､糖尿
病､気管支喘息

ﾘｸｼｱﾅOD錠60mg､ﾀｹﾙﾀﾞ
配合錠

脳出血 支給

129 心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg
脳出血(疾病；請求外)
脳出血による体幹･肢体機能障害
(障害)

支給
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

130 緑内障 ﾈﾌﾟﾀｻﾞﾝ錠
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)による両眼角膜混濁及
び視力障害

障害
１級
永久

131 急性肺炎
ｶﾛﾅｰﾙ細粒、ｺｽﾓｼﾝ静注
用0.25g、ﾄﾐﾛﾝ細粒小児
用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

３年毎

132
右急性化膿性中耳炎､
急性蓄膿症､急性咽頭
炎

新ﾙﾙ-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

133 感冒 ﾍﾟﾚｯｸｽ顆粒
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

５年毎

134 不安定狭心症
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg､ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘ
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

３年毎

135
発熱､咽頭発赤､扁桃腺
肥大　他

E・A・C錠
急性脳症による四肢･体幹機能障
害及び知的障害

障害
１級

５年毎

136 急性上気道炎
ﾄﾐﾛﾝ錠100､ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg

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

137 気管支喘息、気管支炎 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

５年毎

138 胃癌の術前検査 ｲｵﾒﾛﾝ300ｼﾘﾝｼﾞ
可逆性後白質脳症症候群(RPLS)
に続発した脳出血による左上下肢
機能障害

障害
１級

３年毎

139 喘息様気管支炎 ﾈｵﾌｨﾘﾝ注 急性脳症による精神発達遅滞
障害
１級

３年毎

140
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
１級

１年毎

141 てんかん
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10%､ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
注250mg

小脳萎縮による運動機能障害
障害
２級

３年毎

142
溶連菌感染症､麻疹疑
い､ｱﾚﾙｷﾞｰ疑い､急性
上気道炎

ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ﾛｷｿﾆﾝ
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

143
局所性てんかん(左側
頭葉)

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発
したHHV-6脳炎による高度脳機能
障害

障害
１級

３年毎

144
肺結核症､胃潰瘍､末梢
神経障害､胃炎

ｴﾌﾞﾄｰﾙ250㎎錠､ｲｽｺﾁﾝ
錠100㎎

中毒性視神経症による視力障害
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

145
器質性精神障害､脳梗
塞

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

３年毎

146 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

147

無気肺に対する気管支
内視鏡検査を行うため
の鎮静､高血圧症､不
穏､てんかん

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10㎎
呼吸抑制に続発した心肺停止によ
る低酸素脳症による高度脳機能障
害

障害
１級

３年毎

148 (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

149 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
疼痛､筋力低下､しびれ､不随意運
動による四肢及び体幹機能障害

障害
２級

１年毎

150 咽頭痛､咳
ｱｽﾄﾓﾘｼﾞﾝD錠､ﾌﾞﾙﾌｪﾝ
錠､ﾀﾞｰｾﾞﾝ錠､ﾙﾘｯﾄﾞ錠
150､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠

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

151 急性大動脈解離術後
ﾌﾟﾚｾﾃﾞｯｸｽ静注液200μg
｢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

152 (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

153 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

154 (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

155 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

156 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

157
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

158
不安定狭心症､高血圧､
糖尿病

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾌﾟﾗ
ﾋﾞｯｸｽ錠75mg

脳出血による高次脳機能障害
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

159 不妊症

ｿﾌｨｱA配合錠､ﾌﾞｾﾚｷｭｱ
点鼻液0.15%､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮
下注用150､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下
注用75､HMG注射用
150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､注射用
HCG5,000単位｢F｣

脳梗塞による肢体機能障害､言語
機能障害､そしゃく･嚥下機能障害

障害
１級

１年毎

160 統合失調症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰ
ﾙ錠1mg､ﾘﾝﾄﾝ錠
(0.75mg)､ﾘﾝﾄﾝ錠(1.5mg)､
ﾘﾝﾄﾝ錠(3mg)､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
25mg､ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠50mg､ﾚﾎﾞ
ﾄﾐﾝ錠5mg､ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠100､
ｱﾋﾞﾘｯﾄ錠200､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣
錠25mg､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
12.5mg､ｾﾛｸｴﾙ100mg錠､
ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ
錠200､ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠100､ｸﾞ
ﾗﾏﾘｰﾙ錠25mg､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､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
ｺﾝｽﾀ筋注用25mg、ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙｺﾝｽﾀ筋注用37.5mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ､遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱに
よる体幹及び左上肢機能障害

障害
２級

１年毎

161 （予防） ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害
障害
１級

１年毎

162
RA､左塞栓性脳梗塞､
薬剤性過敏性症候群
(DIHS)

①ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ
錠0.5mg

①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾
病)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病(疾病)
判定不能(障害)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(障害)

163 統合失調症
ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠25mg｢ﾖｼﾄﾐ｣

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群､麻痺性ｲﾚ
ｳｽ(疾病)
なし(障害)

障害でない

支給(疾
病)

不支給
(障害)

164 左三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した糖尿病(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)

165 骨粗しょう症
ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg､ﾍﾞﾈｯﾄ錠
2.5mg

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死(疾病)
右下顎骨の骨髄炎･骨壊死による
そしゃく機能障害(障害)

障害等級不該当

支給(疾
病)

不支給
(障害)



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

166 (予防)
乾燥弱毒生麻しん風しん
混合ﾜｸﾁﾝ｢ﾀｹﾀﾞ｣

慢性炎症性脱髄性多発神経炎､四肢
筋力低下､しびれ

医薬品以外の原因による 不支給

167
白内障予防､白内障術
前点眼､皮脂欠乏症､1
型糖尿病､高血圧症

PL配合顆粒､ｶﾘｰﾕﾆ点
眼液0.005%､ｸﾗﾋﾞｯﾄ点眼
液1.5%､ﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞｿﾌﾄ軟膏
0.3%､ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa･OD
錠2mg｢ﾄｰﾜ｣他

脱力 医薬品以外の原因による 不支給

168

腸結核･高血圧･洞不全
症候群･発作性心房細
動､全身性皮脂欠乏性
湿疹､足白癬

ﾋﾟﾄﾞｷｻｰﾙ錠10mg､ﾋﾟﾗﾏｲ
ﾄﾞ原末､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠
250mg他

横紋筋融解症 医薬品以外の原因による 不支給

169 うつ病､不眠､過呼吸
ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠2｢ｻﾜｲ｣､ｾﾆﾗ
ﾝ錠5mg､ﾙﾈｽﾀ錠1mg､ﾐﾙ
ﾀｻﾞﾋﾟﾝ錠15mg｢明治｣

薬剤性神経障害､精神障害､離脱症状 医薬品以外の原因による 不支給

170
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病(処方開始
時病名)

ﾈｵﾄﾞﾊﾟｿﾞｰﾙ配合錠､ﾆｭｰ
ﾌﾟﾛ ﾊﾟｯﾁ4.5mg､ﾆｭｰﾌﾟﾛ
ﾊﾟｯﾁ9mg､ﾆｭｰﾌﾟﾛ ﾊﾟｯﾁ
13.5mg､ﾆｭｰﾌﾟﾛ ﾊﾟｯﾁ
18mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

171 てんかん
ﾎﾘｿﾞﾝ錠2mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
200mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ錠250mg､
ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg

常用量依存によるﾍﾞﾝｿﾞｼﾞｱｾﾞﾋﾟﾝ離脱
症候群､心肺停止

医薬品以外の原因による 不支給

172 (予防)

ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠
2.5mg｢明治｣､ｿﾗﾅｯｸｽ
0.4mg錠､ﾙﾈｽﾀ錠2mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1%他

統合失調症､HPVﾜｸﾁﾝによる予防接
種後副反応

判定不能 不支給

173 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
左臀部良性軟部腫瘍(ﾃﾞｽﾓｲﾄﾞ型線維
腫症)

判定不能 不支給

174 (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
(HANS)

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

175 双極性感情障害
ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ﾘｰﾏｽ錠200､ﾊﾞﾙﾈﾁｰﾙ錠
100

振戦(疾病；請求外)
振戦による肢体機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

176 腹部皮膚膿瘍 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 多形紅斑型薬疹 判定不能 不支給

177 関節ﾘｳﾏﾁ
ﾌﾞｼﾗﾐﾝ錠100mg｢日医
工｣､ﾘﾏﾁﾙ錠100mg

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 不適正使用 不支給

178 うつ病

ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg､ｻｲ
ﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ30mg､ｴﾋﾞﾘ
ﾌｧｲ錠3mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
12mg

急性ｼﾞｽﾄﾆｱ 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）



179
統合失調症 H20年頃よ
り

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ
錠9mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

180
うつ病､認知症､食欲不
振

ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
12.5mg｢明治｣､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠25mg｢明治｣､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ
錠100mg｢明治｣､ｸｴﾁｱﾋﾟ
ﾝ錠200mg｢明治｣､ｱﾓｷｻ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 入院相当でない 不支給

181
ｱﾙｺｰﾙ依存症､双極性
障害､扁桃炎､咽頭炎､
急性気管支炎

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

182 てんかん疑い ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不適正使用 不支給

183 躁うつ病
ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾗ
ﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不適正使用 不支給

184 統合失調症型障害

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､ﾙｰﾗﾝ
錠4mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙOD錠
0.5mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢
NP｣

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 入院相当でない 不支給

185 糖尿病 ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg 水疱性類天疱瘡 入院相当でない 不支給

186 C型慢性肝炎

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100
μg/0.5mL用､ﾌｴﾛﾝ注射
用600万､ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
200mg

不安､焦燥､攻撃的行動(疾病；請求
外)
なし(障害)

障害でない 不支給

187 双極性感情障害
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷ
ｻ錠5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
2.5mg

ｼﾞｽﾄﾆｱ､ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ(疾病；請求外)
なし(障害)

障害でない 不支給

188
高血圧症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症､細菌性肺炎

ｾﾞﾁｰｱ錠10mg
横紋筋融解症(疾病；請求外)
なし(障害)

障害でない 不支給

189 急性肝炎

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)､注射用ｿﾙ･
ﾒﾙｺｰﾄ500

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病(疾病)
なし(障害)

入院相当でない(疾病)
障害でない(障害)

不支給

190

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(疾病；請求外)
なし(障害)

障害でない 不支給

191 (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
(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

192 (予防)､鉄欠乏性貧血 ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
下肢痛､耳鳴､月経困難症､月経不整､
頭痛

判定不能 不支給

193 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

立ちくらみ､めまい､嘔気､感覚異常､視
覚異常､睡眠障害､倦怠感､関節痛(疾
病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給



194 (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
(疾病；請求外)
判定不能(障害)

判定不能 不支給

195 左乳癌 ﾉﾙﾊﾞﾃﾞｯｸｽ錠20mg 網膜症による視力障害 障害等級不該当 不支給


