
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
請求等
の内訳

1 側頭葉てんかん
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

2
統合失調症､自閉ｽﾍﾟｸﾄ
ﾗﾑ症

ﾛﾅｾﾝ錠2mg､ﾛﾅｾﾝ錠
4mg､ｼｸﾚｽﾄ舌下錠5mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 支給 新規

3 避妊目的のため ﾌｧﾎﾞﾜｰﾙ錠28
脳静脈洞血栓症､脳出血

支給 新規

4
糖尿病､脂質異常､高血
圧､高尿酸血症､感冒､
胃炎

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｻﾜｲ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

5 化膿性脊椎炎

ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩点滴静
注用0.5g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ｵﾑﾆ
ﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ100mL､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg｢
日医工｣､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注
用4.5｢DSEP｣､ﾛﾋﾟｵﾝ静注
50mg

急性腎障害 支給 新規

6 うつ状態 ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給 新規

7 重症気管支喘息

ｱﾄﾞｴｱ250ｴｱｿﾞｰﾙ120吸
入用､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
125､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg

続発性副腎皮質機能不全 支給 新規

8

高血圧症､骨粗鬆症､気
管支喘息､ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症
候群､多発性ﾘﾝﾊﾟ節腫
張､橋本病､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､両ﾄﾞﾗｲｱｲ､両白
内障術後､尿路感染症､
全身倦怠感

ﾌﾟﾗﾘｱ皮下注60mgｼﾘﾝｼﾞ 両側上顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給 新規

9 統合失調症
①ﾚｷｻﾙﾃｨ錠1mg､ﾚｷｻﾙ
ﾃｨ錠2mg
②ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg

①悪性症候群､薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症
候群
②薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

支給 新規

10 双極性感情障害 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
播種状紅斑丘疹型薬疹､薬物性肝
障害､慢性腎臓病の急性増悪

支給 新規

11
神経ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ 免疫
抑制剤内服に伴うﾆｭｰ
ﾓｼｽﾁｽ肺炎発症予防

ﾊﾞｸﾀ配合錠 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

12 原発性不妊症
注射用HCG10,000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 新規
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請求等
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13
大後頭神経痛､高血圧
症､両側下肢浮腫､高尿
酸血症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

14
急性胃腸炎､てんかん､
頭部打撲挫創､頚椎捻
挫､湿疹

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

15

強迫性障害､分裂病型
障害､便秘症､腰部脊柱
管狭窄症､第4腰椎すべ
り症､腹圧性尿失禁､過
活動膀胱､高脂血症

①ﾙｰﾗﾝ錠4mg
②ﾙｰﾗﾝ錠4mg､ﾘﾎﾟﾊﾞｽ錠
5､ﾘﾘｶOD錠25mg

①薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
②高CK血症

支給 新規

16
脂質異常症､胃炎､う
つ､不眠症

ﾙﾎﾞｯｸｽ錠50､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶ
ﾌﾟｾﾙ20mg､ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ錠25

抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症候群
(SIADH)

支給 新規

17 視神経脊髄炎

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｱｾﾘｵ
静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ､ﾘﾘｶ
OD錠25mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給 新規

18

胃潰瘍､高脂血症､甲状
腺機能低下症､過活動
膀胱､糖尿病､躁うつ
病､ﾊﾟﾆｯｸ障害

炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200｢ﾖｼﾄﾐ｣ ﾘﾁｳﾑ中毒､腎性尿崩症 支給 新規

19 誤嚥性肺炎､CD腸炎 ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg
急性脳症(疾病;請求外)
急性脳症及びそれに続発した肺炎
による死亡(死亡)

支給 新規

20 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

急性脳炎 支給 新規

21 (予防) ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注0.5mL 嘔気､嘔吐､振戦､脱力感 支給 新規

22 てんかん､うつ病
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

多形紅斑型薬疹 支給 新規

23 うつ病 ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg 尿閉 支給 新規

24 滲出型加齢黄斑変性
ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射液
40mg/mL

脳梗塞 支給 新規

25

右側下顎埋状智歯抜
歯後下唇知覚麻痺､高
血圧､咽頭痛､口内炎､
鎮痛､外傷性三叉神経
障害疑い

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 新規

26 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給 新規

27 左乳癌
ｿﾞﾚﾄﾞﾛﾝ酸点滴静注
4mg/5ml｢ﾆﾌﾟﾛ｣

右上顎骨及び両側下顎骨の骨髄
炎･骨壊死

支給 新規



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
請求等
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28
不妊症､多のう胞性卵
巣症候群

HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘ
ﾝｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ注用5000
単位､ﾌﾞｾﾚﾘﾝ点鼻液0.15%
｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給 新規

29 左側下顎智歯周囲炎

ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
日医工｣､ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛ
ｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢日
新｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ﾄｰﾜ｣

紅皮症型薬疹 支給 新規

30
外傷性てんかん､2型糖
尿病､高血圧､脂質異常
症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

31 第3腰椎圧迫骨折
ﾌｫｻﾏｯｸ錠35mg､ﾌﾟﾗﾘｱ皮
下注60mgｼﾘﾝｼﾞ

左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給 新規

32 ┏34 根尖性歯周炎
ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg､ｻﾜｼﾘﾝ錠
250

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 新規

33 うっ血性心不全
①ｴﾘｷｭｰｽ錠5mg
②ｴﾘｷｭｰｽ錠2.5mg

①脳出血(1回目)(疾病)
②脳出血(2回目)(疾病)
脳出血による肢体機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

新規

34
急性心筋梗塞(下壁)､
発作性心房細動

ｲｸﾞｻﾞﾚﾙﾄ錠15mg､ﾊﾞｲｱｽ
ﾋﾟﾘﾝ錠100mg

脳出血(疾病)
脳出血に続発した肺炎､DICによる
死亡(死亡)

支給 新規

35 不妊症
HMG筋注用150単位｢F｣､
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 新規

36 小球性低色素性貪血
ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠50mg｢
ｻﾜｲ｣､ｸｴﾝ酸第一鉄Na錠
50mg｢武田ﾃﾊﾞ｣

可逆性後白質脳症症候群 支給 新規

37 双極性感情障害

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ｵ
ﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠
1.25mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾊﾞﾚﾘﾝ錠
100mg

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給 新規

38
高血圧症､高脂血症､高
尿酸血症､心房細動､こ
むろがえり､2型糖尿病

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ﾌｪﾉﾌｨﾌﾞ
ﾗｰﾄ錠80mg｢武田ﾃﾊﾞ｣

横紋筋融解症 支給 新規

39
病的近視における脈絡
膜新生血管

ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射用
ｷｯﾄ40mg/mL

脳梗塞 支給 新規

40
てんかん､高尿酸血症
(痛風)､躁うつ病､不眠
症､頭痛

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給 新規



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
請求等
の内訳

41
腹腔内膿瘍･慢性腎不
全

ｱﾈﾒﾄﾛ点滴静注液
500mg､ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠
250mg

急性脳症(疾病;請求外)
急性脳症による死亡(死亡)

支給 新規

42 創部肥厚性瘢痕
ﾄﾗﾆﾗｽﾄｶﾌﾟｾﾙ100mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

膀胱炎様症状 支給 新規

43
脂質異常症(高LDL-C
血症)

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢EE｣
横紋筋融解症及びそれに続発した
急性腎障害

支給 新規

44
骨転移､ｶﾙｼｳﾑ補充､
肺癌､便秘､胃炎､疼痛､
嘔気､喀痰､咳

ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給 新規

45 (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

注射部位の局所反応(発赤､腫脹)､
発熱､食欲減退

支給 新規

46 不妊症

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注75､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP
注150､HMG筋注用150単
位｢あすか｣､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 新規

47 不妊症

ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ注用5000単位､
ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用75､uFSH注
用150単位｢あすか｣､ｺﾞﾅｰ
ﾙｴﾌ皮下注用150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給 新規

48 三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給 新規

49 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

50 双極Ⅱ型障害､不眠
ﾗﾂｰﾀﾞ錠20mg､ﾍﾞﾙｿﾑﾗ錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給 新規

51 上下両側智歯抜歯
ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg､ｶ
ﾛﾅｰﾙ錠500

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

52 てんかん
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 新規

53
左三叉神経障害､末梢
神経炎

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 新規

54
多発性硬化症､上気道
炎､便秘のため

ｲﾑｾﾗｶﾌﾟｾﾙ0.5mg ｸﾘﾌﾟﾄｺｯｶｽ髄膜炎 支給 新規

55 感染性心膜炎､敗血症 ｻﾞｲﾎﾞｯｸｽ注射液600mg
視神経症（疾病;請求外）
視神経症による視力障害（障害）

支給
１級
１年毎

新規



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
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56 (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 新規

57 (予防)､耳下腺部痛
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

無菌性髄膜炎 支給 新規

58 せつ腫症 ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

59
高尿酸血症､痛風発作､
歯周炎､口内炎

ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢ﾄｰﾜ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

60 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｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給 新規

61
不妊症､視床下部下垂
体機能障害

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900､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 新規

62 (予防) 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 新規

63
高血圧症､双極性感情
障害

ﾘｰﾏｽ錠200､ﾘｰﾏｽ錠100 ﾘﾁｳﾑ中毒 支給 新規

64
ﾚﾋﾞｰ小体型認知症､う
つ病､びまん性ﾚﾋﾞｰ小
体病

ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠3mg｢ｻﾜｲ｣ 高CK血症 支給 新規

65
糖尿病､気管支喘息､ｱ
ﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎､湿疹､胃
腸炎､脂質欠乏症

ｼﾞｬﾇﾋﾞｱ錠25mg 水疱性類天疱瘡 支給 新規

66
非定型三叉神経痛､末
梢神経障害性疼痛､頚
肩腕症候群

ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣､ﾁｻﾞﾆｼﾞﾝ錠1mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾀﾘｰｼﾞｪ錠5mg

多形紅斑型薬疹 支給 新規

67 (予防)
｢ﾋﾞｹﾝHA｣､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜ
ｸﾁﾝ｢生研｣

IgA血管炎 支給 新規

68 (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

腹痛 支給 新規

69
右側下顎水平埋伏智
歯

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

汎発型薬疹 支給 新規

70
高血圧症､双極性感情
障害(不安､憂うつ､しび
れ､不眠など)

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給 新規



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
請求等
の内訳

71 ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群
献血ﾍﾞﾆﾛﾝ-Ⅰ静注用
5000mg

無菌性髄膜炎 支給 新規

72 2型糖尿病 ﾃﾈﾘｱ錠20mg 水疱性類天疱瘡 支給 新規

73 扁桃炎､頻尿
ｸﾗｼｴ甘草湯ｴｷｽ細粒､ﾂﾑ
ﾗ清心蓮子飲ｴｷｽ顆粒(医
療用)

偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 支給 新規

74
下肢閉塞性動脈硬化
症

ｸﾛﾋﾟﾄﾞｸﾞﾚﾙ錠75mg｢
SANIK｣､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟｾﾙ
20mg

高CK血症 支給 新規

75 急性膀胱炎 ﾊﾞｸﾀ配合錠 多形紅斑型薬疹 支給 新規

76 前立腺癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 両側上下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給 新規

77 気分変調症(F34.1)
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

多形紅斑型薬疹 支給 新規

78
帯状疱疹後三叉神経
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｣

汎発型薬疹 支給 新規

79
高尿酸血症､発作性心
房細動､うっ血性心不
全､ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症

ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ錠100mg｢日
新｣､ﾌﾛｾﾐﾄﾞ錠40mg｢武田
ﾃﾊﾞ｣､ｶﾙﾍﾞｼﾞﾛｰﾙ錠2.5mg
｢ﾀﾅﾍﾞ｣

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
よる死亡(死亡)

支給 新規

80

抜歯後処置として処方/
術後甲状腺機能低下
症､鼻炎､頭痛､こむらか
えり､高血圧症

ｻﾜｼﾘﾝ錠250､ｶﾛﾅｰﾙ錠
200

多形紅斑型薬疹 支給 新規

81
腰部脊柱管狭窄症によ
る神経痛

ﾀﾘｰｼﾞｪ錠5mg 傾眠 支給 新規

82
急性上気道炎､咽頭痛､
倦怠感､咽頭･結膜熱

①ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞ
②ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ点眼液0.1%

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候
群)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障

支給 継続

83 頚部ﾘﾝﾊﾟ腺炎 ｱﾓﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250
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 継続

84
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 継続

85
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及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給 継続

86
脂質異常症(高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症)

ﾘﾊﾞﾛ錠1mg､ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝCa
錠1mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣

ﾐｵﾊﾟﾁｰ 支給 継続
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87
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%､ｳﾛｸﾞﾗﾌｲﾝ注
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及びそれに続発し
た低酸素脳症

支給 継続

88 乳がん 骨転移
ｱﾚﾃﾞｨｱ注30mg､ｿﾞﾒﾀ点滴
静注用4mg､ﾗﾝﾏｰｸ皮下
注120mg

両側上下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給 継続

89 多発性硬化症 ﾀｲｻﾌﾞﾘ点滴静注300mg 進行性多巣性白質脳症 支給 継続

90
多発血管炎性肉芽腫
症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給 継続

91 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢KMB｣ IgA血管炎 支給 継続

92
発熱､咽頭痛､感冒､気
管支炎､結膜炎様症状､
ｱﾌﾀ性口内炎

ﾌﾞﾌﾞﾛﾝ錠200
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

現況

93 頚間板ヘルニア ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ240 両下肢麻痺による下肢機能障害
障害
２級
３年毎

現況

94 気管支炎

ﾌﾙﾒﾄﾛﾝ0.1､眼･耳科用ﾘﾝ
ﾃﾞﾛﾝA液､ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散10%､
ﾎﾟﾝﾀｰﾙ散､ｽﾙﾋﾟﾘﾝ､ｾﾝｾ
ﾌｧﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250

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)･ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障による視
力障害

障害
１級
３年毎

現況

95
多動､言語発達遅滞､自
閉的傾向

ﾎﾊﾟﾃ
急性脳症に続発した痙攣･精神障
害

障害
１級
１年毎

現況

96 冷え症
天津当帰四逆加呉茱萸
生姜湯ｴｷｽ顆粒(KM)医療
用

間質性腎炎による腎機能障害
障害
２級
５年毎

現況

97
子宮筋腫､不正出血反
復持続､子宮内膜症

ﾎﾞﾝｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100
脳梗塞による左上下肢機能障害及
び体幹機能障害

障害
１級
５年毎

現況

98 喘息性気管支炎 ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
痙攣及びそれに続発した低酸素脳
症による精神運動発達遅滞

障害
１級
１年毎

現況

99
気管支喘息、鼻閉、喉
頭咽頭炎

ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
痙攣重積による脳症に続発したて
んかんによる精神発達遅滞

障害
１級
５年毎

現況

100 非定型抗酸菌症 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
３年毎

現況

101 糖尿病
ﾉﾎﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ､ﾚ
ﾍﾞﾐﾙ注ﾌﾚｯｸｽﾍﾟﾝ

低血糖による高度脳機能障害
障害
２級
１年毎

現況
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102

全身性ｴﾘﾃﾏﾄｰﾃﾞｽ､片
頭痛､不眠症､胃潰瘍､
慢性胃炎､鉄欠乏性貧
血､関節炎､腸炎､便秘
症､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5㎎､ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点
眼液0.01%､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1
㎎(旭化成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
｢ﾀｹﾀﾞ｣5㎎

ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視野障害
障害
２級
３年毎

現況

103 気管支炎
ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用1gﾊﾞｯ
ｸﾞ

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

現況

104 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺塞栓症に続発した低酸素脳症に
よる高次脳機能障害

障害
１級
３年毎

現況

105 子宮体癌 ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/mL 両下肢麻痺による両下肢機能障害
障害
２級
１年毎

現況

106 うつ状態、不眠 ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(5mg)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる肢体及び体幹機能障害

障害
２級
３年毎

現況

107 発熱､上気道炎症状

PL顆粒､ﾀﾞｰｾﾞﾝ10㎎錠､ﾊﾟ
ﾝｽﾎﾟﾘﾝT錠200､ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ
錠､ﾛｷｿﾆﾝ錠､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5
㎎

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)による視力障害及び両
側大腿骨骨頭無腐性壊死による両
下肢機能障害

障害
１級
３年毎

現況

108 非結核性抗酸菌症 ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250㎎ 中毒性視神経症による視力障害
障害
１級
１年毎

現況

109
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

現況

110
精神運動興奮､不安､身
体化症状

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10㎎､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠5㎎

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹及び両下
肢機能障害

障害
２級
３年毎

現況

111

てんかん､広汎性発達
障害､注意欠如多動性
障害､ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎､
頭痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
皮膚粘膜眼症候群(ｽﾃｨ-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

現況

112 左小脳橋角部髄膜腫
ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千単位
/5mL｢AY｣

ﾍﾊﾟﾘﾝ起因性血小板減少症に続発
した脳静脈洞血栓症による脳出血
による体幹機能障害及び右上下肢
機能障害､言語機能障害

障害
１級
１年毎

現況

113 双極性障害
ｾﾚﾈｰｽ注5㎎､ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5㎎

悪性症候群に続発した小脳性運動
失調による体幹機能障害

障害
１級
３年毎

現況

114

慢性うつ病､うつ病､慢
性胃炎､口内炎､不安､
恐怖､抑うつ､口腔内異
常感､妄想性うつ病､体
感幻覚様症状

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50㎎､ﾃﾞﾌﾟ
ﾛﾒｰﾙ錠25､ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠
50㎎

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそしゃく･嚥
下機能障害及び言語機能障害

障害
２級
１年毎

現況

115 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 右下肢機能障害
障害
２級
１年毎

現況
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116

HIV感染症､ｱﾒｰﾊﾞ性肝
膿瘍､急性腎不全､肝機
能障害､双極性障害､不
眠､胃潰瘍､血小板減少
症､敗血症､DIC､真菌
症､CMV感染､ｼｮｯｸ

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg､
ﾂﾙﾊﾞﾀﾞ配合錠

末梢神経障害による肢体機能障害
障害
２級
１年毎

現況

117 ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢
ﾖｼﾄﾐ｣､ﾒﾏﾘｰ錠20mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(頚部)による体幹及
び肢体機能障害､構音障害､そしゃ
く･嚥下障害

障害
１級
１年毎

現況

118 喘息性気管支炎 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
３年毎

現況

119
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
３年毎

現況

120 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 高次脳機能症状､肢体機能障害
障害
２級
１年毎

現況

121 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 肢体機能障害
障害
２級
１年毎

現況

122 ﾊﾟﾆｯｸ障害
ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg､ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
錠50mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱに
よる両上肢･体幹機能障害

障害
２級
１年毎

現況

123 (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及び
精神発達遅滞

障害
１級
１年毎

現況

124

僧帽弁逸脱､心不全､ｱ
ﾙｺｰﾙ性肝障害､心房細
動､脳出血､高ｶﾘｳﾑ血
症､皮ﾌ掻痒症

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

現況

125 間質性肺炎 急性増悪
ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ静注用500mg､
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ静注用500mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病(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)

新規

126 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

障害等級１級不該当
障害
２級
１年毎

現況



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
請求等
の内訳

127
ﾀｺつぼ型心筋症､高血
圧症､胃痛

ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩錠
2.5mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
Na錠10mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾞｲｱｽ
ﾋﾟﾘﾝ錠100mg

脳出血 判定不能 不支給 新規

128 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病

ﾏｲｽﾘｰ錠5mg､ｶﾝﾃﾞｻﾙﾀ
ﾝ錠4mg｢あすか｣､ｱﾑﾛｼﾞ
ﾋﾟﾝ錠5mg｢科研｣､ﾌﾟﾗﾊﾞｽ
ﾀﾁﾝNa錠10mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｻﾜｲ｣他

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ 医薬品以外の原因による 不支給 新規

129 (検査) ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ注5mg｢ﾖｼﾄﾐ｣ 診療録提出のため未記入 医薬品以外の原因による 不支給 新規

130 うつ病 てんかん
ﾚﾝﾄﾞﾙﾐﾝ錠0.25mg､ｾﾊﾟｿﾞ
ﾝ錠2､ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg､ｾﾛ
ｸｴﾙ25mg錠､六君子湯他

高次脳機能障害(発達障害症状の悪
化)

医薬品以外の原因による 不支給 新規

131

不眠症､変形性腰椎症､
ﾄﾞﾗｲｱｲ､緑内障､眼瞼皮
膚炎､細菌性結膜炎､間
質性肺炎

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､ﾃﾞﾊﾟｽ錠
0.5mg､ﾄﾙｿﾌﾟﾄ点眼液1%､
ｼﾞｸｱｽ点眼液3%､ﾓｰﾗｽ
ﾃｰﾌﾟL40mg他

心不全､腎不全 医薬品以外の原因による 不支給 新規

132 妄想性障害

ﾀｽﾓﾘﾝ錠1mg､ﾄﾘﾍｷｼﾌｪﾆ
ｼﾞﾙ塩酸塩錠2mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ﾒﾏﾘｰOD錠5mg､ﾘｸｼ
ｱﾅOD錠30mg､ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠
5mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給 新規

133
頚部､首の痛み C4/5椎
間板ﾍﾙﾆﾔ様

ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ酒石酸塩錠
10mg｢日新｣､ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ
錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ｴﾁｿﾞﾗﾑ
錠1mg｢JG｣

右眼窩骨折､低ﾅﾄﾘｳﾑ血症､Stevens
Johnson症候群

判定不能 不支給 新規

134

高血圧症､糖尿病､認知
症､外傷性硬膜下血腫
後､症候性てんかん､夜
間せん妄､被害妄想､夜
間不眠､腰痛症(第2腰
椎圧迫骨折後)

ﾁｱﾌﾟﾘﾄﾞ塩酸塩錠50mg｢ｱ
ﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾚｽﾘﾝ錠25､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞ
-ﾙOD錠15mg｢ﾄｰﾜ｣､ｴｸ
ｱ錠50mg他

DIC+悪性症候群(疑) 医薬品以外の原因による 不支給 新規

135 不安障害､統合失調症

ｾﾊﾟｿﾞﾝ錠1､ﾊﾟｷｼﾙ錠
10mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ細粒1%､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ持続性水懸筋注
用400mgｼﾘﾝｼﾞ､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12mg他

①統合失調症､②ｴﾋﾞﾘﾌｧｲの離脱疑い
抑うつ

医薬品以外の原因による 不支給 新規

136 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
子宮頚癌ﾜｸﾁﾝ接種後の神経障害､自
己免疫性自律神経節障害/自己免疫
性脳症

判定不能 不支給 継続

137 (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 継続

138 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

全身の疼痛､めまい､立ちくらみ､睡眠
障害､光過敏､起立性頻脈､頭痛､しび
れ､月経困難症､視覚異常､腰痛､倦怠
感､嘔気､脱力

判定不能 不支給 継続

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
請求等
の内訳

139 双極性感情障害
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣

ﾘﾁｳﾑ中毒 不適正使用 不支給 新規

140 統合失調症
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ﾙｰﾗﾝ
錠4mg

体重増加､乳汁分泌､月経異常(疾病;
請求外)
なし(障害)

障害でない 不支給 新規

141 症候性てんかん ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 不適正使用 不支給 新規

142 脳器質性精神病

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg､ｼﾞﾌﾟﾚｷ
ｻ錠5mg､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠
5mg｢明治｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD
錠2.5mg｢明治｣

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ(疾病)
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹機能障害
(障害)

入院相当でない(疾病)
障害等級不該当(障害)

不支給 新規

143
去勢抵抗性前立腺癌､
多発骨転移

ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 入院相当でない 不支給 新規

144 躁うつ病
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

ﾘﾁｳﾑ中毒による振戦 不適正使用 不支給 新規

145 前立腺癌 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 入院相当でない 不支給 新規

146
妄想性障害ないし統合
失調症

ﾌﾙﾒｼﾞﾝ糖衣錠(0.5) 遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ 入院相当でない 不支給 新規

147 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 注射部位の局所反応(疼痛) 入院相当でない 不支給 新規

148

精神不安､胃炎､不眠､
ﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ､眼病な
ど､ｼﾞｽﾄﾆｱ､不安､不眠､
興奮､統合失調感情障
害

ｾﾚﾈｰｽ錠3㎎､ｾﾚﾈｰｽ錠
1㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3㎎､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2㎎｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2㎎､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
1㎎､ﾛﾅｾﾝ錠4㎎

なし 障害でない 不支給 現況

不支給事例　（上記以外の事例）


