
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
ｱﾙｺｰﾙ離脱症候群(予
防)

ｼﾞｱｾﾞﾊﾟﾑ錠5｢ﾄｰﾜ｣､ｼﾞｱｾﾞ
ﾊﾟﾑ錠2｢ﾄｰﾜ｣

意識障害 支給

2
うつ病､(予防)､双極性
障害

①ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣
②ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣､ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg

①急性散在性脳脊髄炎(ADEM)
②汎発型薬疹

支給

3

尿路感染症､腎不全､慢
性裂肛による肛門狭窄
症､慢性腎不全､多発性
のう胞腎､高脂血症､便
秘症､高尿酸血症､低K
血症

ｱｾﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯ
ｸﾞ､ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注
用1g｢日医工｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(疾病)
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
１級

１年毎

4

帯状疱疹､気管支喘息､
帯状疱疹疑い､逆流性
食道炎､急性上気道炎､
慢性胃炎､不眠症､機能
性ﾃﾞｨｽﾍﾟﾌﾟｼｱ､顔面膿
痂疹

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢EE｣ 急性腎障害 支給

5 子宮内膜腫瘍､手術
ｳﾛﾏﾁｯｸS泌尿器科用灌
流液3%

低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

6
発達障害,ﾚﾋﾞｰ小体型
認知症

ｾﾚﾈｰｽ注5mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
内用液0.5mg分包｢ﾌｧｲ
ｻﾞｰ｣､ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠
(0.25)､ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠1mg｢
SW｣

悪性症候群 支給

7 糖尿病 ｴｸﾒｯﾄ配合錠LD 水疱性類天疱瘡 支給

8

統合失調症､精神運動
発作､薬剤誘発性ｼﾞｽﾄ
ﾆｱ､薬剤誘発性ｼﾞｽｷﾈ
ｼﾞｱ､薬剤誘発性ｱｶｼｼﾞ
ｱ､便秘症

①ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg
②ｼｸﾚｽﾄ舌下錠5mg､ｾﾛｸ
ｴﾙ100mg錠､ｾﾛｸｴﾙ25mg
錠､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠100mg｢明
治｣

①遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ
②遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ

支給

9 直腸癌 腰椎圧迫骨折 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 支給

10
女性不妊症､気分変調
症

注射用HCG5,000単位｢
F｣､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75

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

11 子宮体癌 ﾋｽﾛﾝH錠200mg

脳静脈洞血栓症､脳梗塞(疾病；請
求外)
脳静脈洞血栓症､脳梗塞による肢
体機能障害(障害)

支給
１級

１年毎

12

てんかん､高尿酸血症､
逆流性食道炎､慢性閉
塞性肺疾患､湿疹､便
秘､発熱､左頭頂葉脳腫
瘍

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｣､ｲｰｹﾌﾟﾗ
錠500mg､ｲｰｹﾌﾟﾗ錠
250mg､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS､皮膚
粘膜眼症候群ｵｰﾊﾞｰﾗｯﾌﾟ型)

支給

13 側頭葉てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
(SIADH)

支給

14
せき､たん､鼻水があっ
たため

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA<微粒>､ﾍﾞ
ﾝｻﾞｴｰｽA錠

尿閉及びそれに続発した尿路感染 支給

15 不妊症
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用75､
HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千単位

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

16
高血圧症､脂質異常症､
下肢疼痛

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD錠2.5mg｢日
医工｣

ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給

17
外陰ﾍﾙﾍﾟｽ､性器ﾍﾙﾍﾟ
ｽ

ﾋﾞｸﾛｯｸｽ点滴静注250mg 尿閉 支給

18 不妊症 体外受精目的
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､ｺﾞ
ﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300､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

19 不妊症
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､
HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､ｽﾌﾟﾚｷｭ
ｱ点鼻液0.15%

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

20 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ
ﾆﾌﾚｯｸ配合内用剤､ﾏｸﾞｺ
ﾛｰﾙP

低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

21
夜間多尿による尿失禁
に対し中枢性尿崩症を
疑い

ﾐﾆﾘﾝﾒﾙﾄOD錠120μg 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

22 ADHD､統合失調症
ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠1mg､ﾚｷｻﾙﾃｨ
錠1mg

意識障害 支給

23 右三叉神経痛第2枝
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

24
不妊症､排卵障害､多の
う胞性卵巣症候群

ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150､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) 支給
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25 不妊症

HMG筋注用150単位｢F｣､
ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ筋注用3000単
位､注射用HCG5,000単位
｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

26
脳挫傷､発熱､易怒性に
対し使用

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟ
ﾝ細粒50%｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣

急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

27 排卵誘発､卵胞成熟

HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､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､ﾌﾞｾﾚﾘﾝ点鼻液
0.15%｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

28
原発性不妊､無排卵周
期症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300､
HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HMG注ﾃｲｿﾞｰ150､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

29
うつ病､亜鉛不足､頭
痛､頚肩腕症候群､神経
障害性疼痛

ﾘﾘｶOD錠75mg めまい 支給

30
不妊症､排卵障害､多の
う胞性卵巣症候群､女
性不妊症

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ300､
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ450､
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､注射用
HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

31 統合失調症
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

32
卵巣機能不全による不
妊症

ｿﾌｨｱA配合錠
脳静脈洞血栓症及びそれに続発し
た脳出血

支給

33
右三叉神経痛(第3枝領
域)

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

34 月経困難症 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

35

高次脳機能障害､尿閉
予防､不眠､貧血､胃炎､
もやもや病 くも膜下出
血術後､ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候
群､不眠症､鉄欠乏性貧
血

ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg 間質性腎炎 支給

36
急性咽頭炎･感冒･蕁麻
疹･湿疹､腰痛があった
ため(生理時)

ｶﾙﾎﾞｼｽﾃｲﾝ錠500mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠250mg｢
YD｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ﾃﾞｷｽﾄ
ﾛﾒﾄﾙﾌｧﾝ臭化水素酸塩錠
15mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾉｰｼﾝﾋﾟｭｱ

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

37 急性肺炎
水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給
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38 (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

39 原因不明 不妊症
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用75､ﾌｫ
ﾘﾙﾓﾝP注150､注射用
HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

40 双極性障害
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ｱｼﾉﾝ錠150mg､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
OD錠1mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠50mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

41 Gingival Abcess
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

42 AGAの為 ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ錠1mg｢ﾄｰﾜ｣ 脳梗塞 支給

43 不妊症
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､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

44

高血圧症､高脂血症､視
神経炎､ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿
病､高血圧､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､両)視神経炎
(疑)､肥厚性硬膜炎(疑)

ﾆﾌｪｼﾞﾋﾟﾝL錠20mg｢ｱﾒﾙ｣､
ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀﾝ錠8mg｢あす
か｣､ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠50mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

45
炎症性ﾐｵﾊﾟﾁｰ､ｶﾘﾆ肺
炎予防､消化管潰瘍予
防

ﾊﾞｸﾀ配合錠､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
OD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

46 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 蕁麻疹型薬疹 支給

47

脂肪織炎､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎 慢性副鼻腔炎 胃潰
瘍､ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎予
防

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

48 水疱性類天疱瘡 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

49

2型糖尿病､変型性膝
関節症､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､化膿性副鼻腔炎､皮
脂欠乏症､三叉神経痛

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
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50 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150､HMG注
射用150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄ
ﾛﾋﾟﾝ筋注用1000単位､注
射用HCG5,000単位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

51 三叉神経痛
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

52 化膿性霰粒種 ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給

53
高脂血症 高血圧 肝機
能異常

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢NP｣ 横紋筋融解症 支給

54 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 支給

55 急性中耳炎
ｾﾌｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ細粒小
児用10%｢ﾄｰﾜ｣

低ｶﾙﾆﾁﾝ血症に伴う低血糖 支給

56 てんかん ｾﾚﾆｶR顆粒40% 発熱 支給

57
気分の安定､不安の軽
減､不眠

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 紅皮症型薬疹 支給

58 (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)､視神
経炎

支給

59

てんかん､喘息､神経障
害､高尿酸血症､ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性皮膚炎､好酸球
増加症､胃潰瘍

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

60 機能性月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠 脳静脈血栓症､出血性脳梗塞 支給

61 月経困難症 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

62
直腸膀胱障害､頚椎損
傷､ｲﾚｳｽ

ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､
ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg

横紋筋融解症及びそれによる腎不
全､及びそれらに続発した低酸素脳
症(疾病)
横紋筋融解症及びそれによる腎不
全に続発した低酸素脳症､感染症
による死亡(死亡)

支給

63 抗菌､蜂窩織炎 ｵｰｸﾞﾒﾝﾁﾝ配合錠250RS 多形紅斑型薬疹 支給
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64 左乳癌 ﾀﾓｷｼﾌｪﾝ錠20mg｢MYL｣ 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ 支給

65
双極性感情障害､不安
障害(ﾊﾟﾆｯｸ障害)

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾗ
ﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

66
慢性疼痛､三叉神経痛
(疑)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 多形紅斑型薬疹 支給

67 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研"､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

68
視神経脊髄炎､しびれ
(異常感覚)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

69 双極性障害Ⅱ型 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

70 月経困難症 ﾐﾚｰﾅ52mg 子宮穿孔 支給

71
冠動脈ｽﾃﾝﾄ植え込み
状態

①ｺﾝﾌﾟﾗﾋﾞﾝ配合錠
②ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

①脳出血
②脳出血の増悪

支給

72
月経困難症､妊娠性便
秘､ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 蕁麻疹型薬疹 支給

73
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症､糖
尿病､高血圧､過活動膀
胱

ﾚｷｻﾙﾃｨ錠1mg 過鎮静､摂食不良 支給

74
三叉神経痛､中耳炎(疑
い)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ｶﾙﾎﾞｼ
ｽﾃｲﾝ錠250mg｢ﾄｰﾜ｣､ｾﾌ
ｼﾞﾄﾚﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ錠100mg｢
OK｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢KN｣

紅皮症型薬疹 支給

75
髄膜腫術後､三叉神経
-後頭神経痛があった
為

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

76 2型糖尿病
ｴｸｱ錠50mg､ｴｸﾒｯﾄ配合
錠LD

水疱性類天疱瘡 支給

77
帯状疱疹､高血圧症､糖
尿病､高脂血症､不眠
症､便秘症､過活動膀胱

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢NP｣ 急性腎障害 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

78 統合失調症 ﾛﾅｾﾝ錠4mg 遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給

79
器質化肺炎､脳梗塞､高
血圧症､糖尿病､骨粗
しょう症､高脂血症

ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg
両側上顎骨の骨髄炎･骨壊死

支給

80
急性化膿性歯髄炎┏6
(一部壊疽性歯髄炎┏
7)

ｹﾌﾗｰﾙｶﾌﾟｾﾙ250mg､ﾎﾞﾙ
ﾀﾚﾝ錠25mg

多形紅斑型薬疹 支給

81 視神経脊髄炎､抗菌

ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾊﾞｸﾀ配合
錠､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ細粒50%｢
ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
200mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

82
溶連菌感染症､麻疹疑
い､ｱﾚﾙｷﾞｰ疑い､急性
上気道炎

①ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠
②ｼﾞｽﾛﾏｯｸ錠250mg､ﾛｷｿ
ﾆﾝ錠､ｾﾙﾍﾞｯｸｽ細粒10%､
ﾎｽﾐｼﾝS静注用2g

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)及びそれに伴う瘢痕性角結膜症
②薬物性肝障害

支給

83
網膜静脈分枝閉塞症､
前立腺肥大､糖尿病

ﾌﾙｵﾚｻｲﾄ静注500mg､ﾌﾟﾘ
ﾝﾍﾟﾗﾝ注射液10mg

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

84
(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

疲労感､睡眠障害､過呼吸､下痢､動
悸､感覚異常､脱力､頭痛､四肢の疼
痛､しびれ､けいれん､眼振､左上下
肢麻痺､体幹失調､耳鳴､めまい､嗅
覚異常､全身痛､筋硬直感､自律神
経異常､認知機能低下

支給

85 尋常性天疱瘡

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｣､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障､ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障 支給

86
接触皮膚炎､接触皮膚
炎症候群

ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg､ｱﾝﾃﾍﾞｰﾄ
軟膏0.05%､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｣､ﾍﾞﾀﾒﾀｿﾞﾝ
錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾃﾞﾙﾓﾍﾞｰﾄ
軟膏0.05%､ﾈﾘｿﾞﾅ軟膏
0.1%､ﾛｺｲﾄﾞｸﾘｰﾑ0.1%､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化成)､ｻ
ﾚｯｸｽ軟膏0.05%､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞ
ﾛﾝ錠5mg(旭化成)､ﾀﾞｲｱ
ｺｰﾄ軟膏0.05%､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障 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

87 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

脱力､しびれ､疼痛､感覚異常､けい
れん､意識消失､発汗異常､視覚異
常､動悸､呂律不良､麻痺､失神､認
知機能低下､歩行困難､嘔気､食思
不振､筋力低下､立ちくらみ､自律神
経異常､不随意運動

支給

88 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

注射部位の局所反応(腫脹)､視覚
異常､月経困難症､しびれ､脱力､起
床困難､全身疼痛､頭痛､倦怠感､関
節痛､失神､過呼吸､食欲低下

支給

89 脳動脈造影検査 ｱﾝｷﾞｵｸﾞﾗﾌｨﾝ 四肢体幹の機能障害
障害
１級

３年毎

90 感冒による体熱感 ｻﾘﾄﾞﾝF
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

91 咽頭痛、感冒
新ﾙﾙA錠､新ｶｾﾞｺﾞｰﾙﾄﾞK
顆粒

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症候群）
に続発した角結膜炎による生活障
害及び視力障害

障害
１級

５年毎

92
老人性膣炎、上腹部腹
満感、腸閉塞等

ｶﾞｽﾀｰ注射用20mg、ｾﾌｧﾒ
ｼﾞﾝ注射用

急性腎不全に続発した腎機能障害
障害
２級

５年毎

93
水疱症治療、紅斑性天
疱瘡

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ10mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる歩行障害
障害
２級

３年毎

94
SLE(血小板減少症を伴
なう)

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg
ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力･視野障
害

障害
１級

１年毎

95
感冒症状(発熱､咽頭
痛)

ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ〈微粒〉
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

３年毎

96 風邪 ﾌｼﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
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

97 発熱、感冒症状 新ﾙﾙｴｰｽ
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

98 うつ病､便秘

ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2､ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠
25mg､ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg､ﾃﾞﾊﾟ
ｽ錠1mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠
50mg

悪性症候群による四肢機能障害
障害
２級

３年毎

99 感冒､悪寒､咽頭痛 ｲﾌﾞ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
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100 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)
による視力障害

障害
１級

１年毎

101 頻脈性心房細動
ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg、ﾜｿﾗﾝ
錠40mg、ｾﾛｹﾝ錠20mg

心室頻拍(Torsade de pointes型)､
心室細動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

102
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

103 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

３年毎

104 統合失調症
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10㎎､
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5㎎

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹機能障害
障害
２級

１年毎

105 統合失調症

ｾﾚﾈｰｽ注5mg､ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ
錠2､ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠50mg､
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ
錠-A､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg

呼吸抑制､血圧降下に続発した低
酸素脳症による両下肢機能障害

障害
２級

１年毎

106
多剤耐性肺結核､肺結
核症(一部､薬剤耐性あ
り)､肺結核

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg｢ｻﾝﾄﾞ｣､ﾂﾍﾞ
ﾙﾐﾝ錠100mg

脳症による下肢機能障害
障害
１級

３年毎

107

加齢黄斑変性､高血圧
症､高脂血症､不眠症､
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､肩ｺﾘ､
頭痛

ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射液
40mg/mL

脳梗塞による右上下肢機能障害
障害
２級

１年毎

108 統合失調症

12.5mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠､ﾘｽ
ﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ
錠1｢MEEK｣､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠
25mg､ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ錠､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､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ
錠5mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ及び遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞ
ｱによる構音障害､そしゃく･嚥下障
害及び肢体機能障害､遅発性ｼﾞｽﾄ
ﾆｱ(開瞼困難)による日常生活障害

障害
２級

１年毎

109 発作性心房細動 ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg 脳出血による肢体機能障害
障害
２級

１年毎

110

胃潰瘍､慢性胃炎､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､腰痛症､
心房細動､脳塞栓予防
目的

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 脳出血による高次脳機能障害
障害
２級

１年毎
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111
総胆管結石症術後･急
性胆管炎

ｽﾙﾀﾑｼﾞﾝ静注用1g
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

112 風邪､発熱 ﾊﾟﾌﾞﾛﾝｺﾞｰﾙﾄﾞA微粒
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ中毒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

113 (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

114

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

115 (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

116
予定日超過(41週0日)､
微弱陣痛

ｱﾄﾆﾝ-O注5単位
子宮破裂に続発した重症新生児仮
死による重度脳性麻痺

障害
１級

３年毎

117 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

118
拡張型心筋症､心房細
動

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢
麻痺による両下肢機能障害

障害
１級

１年毎

119 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2㎎､ｶﾞｽﾀｰ錠
10㎎

横紋筋融解症による右下肢機能障
害

障害
２級

１年毎

120 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

121
高尿酸血症､痛風､多発
性硬化症､糖尿病

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う
感染性心内膜炎に続発した脳出血
による高度脳機能障害

障害
１級

１年毎

122 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



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

123 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
１級

１年毎

124 (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

125 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害
障害
２級

１年毎

126 腎癌､骨転移

ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/5mL､
ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注
4mg/5mL｢ｻﾝﾄﾞ｣(疾病)
判定不能(死亡)

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死及びそ
れによる右下顎骨の骨折(疾病)
判定不能(死亡)

判定不能

支給(疾
病)

不支給
(死亡)

127 髄膜炎 ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)(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)

128
大動脈解離(上行弓部
置換術後)

ｲｵﾍﾞﾘﾝｼﾘﾝｼﾞ300
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(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)



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

129 帯状疱疹 ｱﾒﾅﾘｰﾌ錠200mg ｱﾒﾅﾋﾞﾙ脳症疑い 医薬品以外の原因による 不支給

130
(診療録提出のため未
記入)

ﾎﾞﾄｯｸｽ注用50単位 ﾎﾞﾂﾘﾇｽ注射による右上肢麻痺 医薬品以外の原因による 不支給

131

糖尿病､高血圧症､ﾈﾌ
ﾛｰｾﾞ症候群､不眠､せん
妄の疑い､低血圧､けい
れん

ﾛｾﾞﾚﾑ錠8mg､ﾄﾗｿﾞﾄﾞﾝ塩
酸塩錠25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾗｼｯｸ
ｽ注20mg､ｵﾒﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ注
射用20mg｢日医工｣､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg他

ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 医薬品以外の原因による 不支給

132 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ “化
血研"

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

133
尋常性ざ瘡､肥厚性瘢
痕

ﾄﾗﾆｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾛｷｼｽﾛﾏｲｼﾝ錠
150mg｢ｻﾜｲ｣､ﾜｶﾃﾞﾆﾝ腸
溶錠10mg､ﾘﾎﾞﾋﾞｯｸｽ錠
20mg､ﾏｲﾝﾍﾞｰｽ錠200他

ﾌｧﾛｰ四徴症 医薬品以外の原因による 不支給

134
(診療録等提出のため
記載なし)

ｾﾙﾄﾗﾘﾝ錠25mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
ｱﾀﾗｯｸｽ-P散10%､ﾓｻﾌﾟﾘ
ﾄﾞｸｴﾝ酸錠5mg｢日医工｣､
ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%､ﾌﾟﾛﾏｯｸ
顆粒15%他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

135 ﾆｺﾁﾝ依存症
ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg､ﾁｬﾝ
ﾋﾟｯｸｽ錠1mg､ﾚﾝﾃﾞﾑ錠
0.25mg

吐き気､傾眠､めまい増悪｡脱力感､生
理がこないなどの症状の増悪

医薬品以外の原因による 不支給

136 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

てんかん､目のちかちか 頭痛めまい､
物忘れ､嘔気､動悸 立ちくらみ､日中の
強い眠気 物忘れ､子宮頚癌ﾜｸﾁﾝ接
種後慢性痛

判定不能 不支給

137 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 多発性関節痛(ﾘｳﾏﾁ疑い) 判定不能 不支給

138 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
子宮頸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

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

139 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 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､ﾘｽ
ﾊﾟﾀﾞｰﾙ ｺﾝｽﾀ筋注用
50mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ､遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ(疾
病)
ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそしゃく･嚥下機能障
害､言語機能障害(障害)

入院相当でない(疾病)
障害等級不該当(障害)

不支給

140
気管支喘息､2型糖尿
病､脂質異常症､頻尿､
骨粗しょう症

ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠 続発性副腎皮質機能不全 判定不能 不支給

141
(診療録のため記載な
し)

ｶﾅｸﾞﾙ錠100mg
ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽ(疾病；請求外)
ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽに続発した多臓器不全に
よる死亡(死亡)

不適正使用 不支給

142 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾊﾛﾏﾝｽ
注50mg､ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠3mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(疾病；請求外)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる日常生活障害
(障害)

障害等級不該当 不支給

143
統合失調症の不眠に対
して

ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ-
B配合錠

悪性症候群 判定不能 不支給

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

145 膿痂疹 ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 入院相当でない 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


