
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
双極性障害(軽躁状
態)､急性咽頭扁桃炎､
胃炎

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣､ｲ
ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠200mg｢ﾀｲ
ﾖｰ｣､ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ錠200mg
｢ｻﾜｲ｣､ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸錠
250mg｢YD｣､ﾗﾌﾁｼﾞﾝ錠
10mg｢日医工｣､ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ錠
100mg｢ｻﾜｲ｣

汎発型薬疹 支給

2
てんかん複雑部分発
作､高血圧､高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症､高尿酸血症

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg 攻撃性､易刺激性 支給

3 子宮筋腫､過多月経
ﾏｰｶｲﾝ注脊麻用0.5%等比
重

両下肢の脱力感､感覚鈍麻 支給

4
うつ病､統合失調症の
陰性症状の可能性

ﾚｷｻﾙﾃｨ錠2mg､ﾚｷｻﾙﾃｨ
錠1mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｱ
ﾅﾌﾗﾆｰﾙ錠25mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給

5 骨粗鬆症･左股関節痛 ﾄﾗﾑｾｯﾄ配合錠 めまい 支給

6 左眼加齢黄斑変性
ｱｲﾘｰｱ硝子体内注射液
40mg/mL

脳梗塞 支給

7 不妊症

HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､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
250μg

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

8 うつ病､双極性障害
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠100mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝD錠
20mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

9 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､
ﾌﾞｾﾚﾘﾝ点鼻液0.15%｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給
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10 不妊症
HMG筋注用150単位｢F｣､
HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用1万単
位､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

11 統合失調症
ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%)､ｵｰﾗｯ
ﾌﾟ錠1mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ
(疾病；請求外)
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･肢体機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

12 右足慢性疼痛 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg けいれん 支給

13 Ⅱ型双極性障害 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg 多形紅斑型薬疹 支給

14
不妊症､卵巣過剰刺激
症候群

ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用150､ｸﾛ
ﾐｯﾄﾞ錠50mg､HMG注射用
150IU｢ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

15
骨粗しょう症(ｽﾃﾛｲﾄﾞ
性)､骨粗鬆症､関節ﾘｳﾏ
ﾁ､便秘症

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

16 躁うつ病 うつ状態 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣ 多形紅斑型薬疹 支給

17 全身の湿疹 ﾚｸﾁｿﾞｰﾙ錠25mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

18
原発性不妊症､中枢性
排卵障害

HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘ
ﾝｸﾞ｣､注射用HCG5,000単
位｢F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

19
双極性感情障害､多形
紅斑型薬疹

①ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｻﾜｲ｣
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

①多形紅斑型薬疹
②ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ

支給
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20 (予防)､IgA血管炎

①｢ﾋﾞｹﾝHA｣
②ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg､注射用
ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ1,000､水溶性ﾌﾟ
ﾚﾄﾞﾆﾝ10mg､水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ20mg

①IgA血管炎
②続発性副腎皮質機能不全

支給

21
骨粗鬆症､便秘症､高血
圧症､逆流性食道炎､高
脂血症

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

22
機能性月経困難症､緑
内障

ｼﾞｪﾐｰﾅ配合錠
脳梗塞(疾病)
脳梗塞による死亡(死亡)

支給

23 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢KMB｣ IgA血管炎 支給

24 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ “化血
研"

急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 支給

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

26 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣ IgA血管炎 支給

27 双極性感情障害
ｿﾞﾃﾋﾟﾝ錠25mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､ｿﾞﾃ
ﾋﾟﾝ錠50mg｢ﾖｼﾄﾐ｣､炭酸ﾘ
ﾁｳﾑ錠200mg｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣

悪性症候群(疾病)
悪性症候群による死亡(死亡)

支給

28 2型糖尿病 ｴｸｱ錠50mg 水疱性類天疱瘡 支給
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29

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症､統
合失調症状態､躁状態､
前立腺肥大症､便秘症､
逆流性食道炎､腰痛症､
左肘関節下部表皮剥
離(二次感染)

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

30
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症(も
しくはﾚﾋﾞｰ小体型認知
症)

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ﾄｰﾜ｣
悪性症候群(疾病)
悪性症候群による死亡(死亡)

支給

31
口内炎､ﾍﾙﾍﾟｽ､帯状疱
疹､ﾘﾝﾊﾟ節炎､急性気管
支炎

ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ粒状錠500mg｢
ﾓﾁﾀﾞ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩錠
100mg｢ｻﾜｲ｣､ﾄﾐﾛﾝ錠100

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

32 (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

33 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病､蕁麻疹
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
D錠20mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

34 うつ病､双極性障害 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ｱﾒﾙ｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

35

(予防)､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞﾜｸﾁﾝ
摂取后の感冒､めまい
症､ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群
疑い

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢KMB｣ 筋力低下 支給

36 後頭神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給
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37 骨粗鬆症
ﾍﾞﾈｯﾄ錠17.5mg､ﾘｾﾄﾞﾛﾝ酸
Na錠17.5mg｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾎﾞ
ﾝﾋﾞﾊﾞ錠100mg

右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

38 不随意運動症
ﾊﾛﾍﾟﾘﾄﾞｰﾙ錠0.75mg｢ﾖｼﾄ
ﾐ｣

嚥下困難 支給

39 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫骨浸潤 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 両側下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

40 歯牙破折､歯根破折
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg､ｻﾜｼﾘﾝ錠
250

多形紅斑型薬疹 支給

41 (予防) ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢KMB｣ ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

42 高血圧症 ｱｼﾞﾙﾊﾞ錠20mg
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

43 乳癌術後再発･骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給

44 2型糖尿病､偏頭痛 ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg 水疱性類天疱瘡 支給

45 疲労倦怠､ｳｲﾙｽ感染
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ粒状錠500mg｢
ﾓﾁﾀﾞ｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

46
発熱及び咽頭発赤､(予
防)

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生研｣
巨細胞性動脈炎､ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候
群

支給

47 右三叉神経痛
ｶﾙﾊﾞﾏｾﾞﾋﾟﾝ錠100mg｢ｱﾒ
ﾙ｣

多形紅斑型薬疹 支給

48 (予防) ﾛﾀﾃｯｸ内用液 腸重積症 支給

49 爪白癬 ﾈｲﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給
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50 Basedow病 ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg 多形紅斑型薬疹 支給

51 不安障害､ADHD
ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ錠3mg､ｲﾝﾁｭﾆﾌﾞ
錠1mg､ﾚｸｻﾌﾟﾛ錠10mg

めまい 支給

52 三叉神経痛､胃炎
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､ｶﾞｽﾀｰ
D錠10mg

多形紅斑型薬疹 支給

53
膠原病の疑い､不妊治
療のため､排卵障害

HMG注射用150IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､注射用HCG5,000単位
｢F｣

蕁麻疹型薬疹 支給

54 皮下膿瘍､高血圧

①ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢
明治｣､ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩
点滴静注用1g｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､
ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ注射液600mg｢
ﾀｲﾖｰ｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ
坐剤50mg｢JG｣､ﾛﾋﾟｵﾝ静
注50mg､ｶﾛﾅｰﾙ錠200
②ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静
注用100mg｢日医工｣､ﾐﾉｻ
ｲｸﾘﾝ塩酸塩錠100mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｶﾙﾌﾞﾛｯｸ錠16mg

①急性腎障害
②汎発型薬疹

支給

55 IgA腎症
ﾀﾞｲﾌｪﾝ配合錠､ﾈｷｼｳﾑｶﾌﾟ
ｾﾙ20mg

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

56 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢第
一三共｣

精巣炎 支給

57 (予防)
ﾋﾞｰﾑｹﾞﾝ注0.5mL､ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢北里第一三
共｣1mL

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

58

月経困難症､過多月経
(貧血)､月経前症候群､
強迫性障害､嘔吐症､双
極性障害､鉄欠乏性貧
血

ﾔｰｽﾞﾌﾚｯｸｽ配合錠
脳静脈洞血栓症及びそれに続発し
た脳出血

支給

59 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 支給

60
月経困難症 子宮内膜
症

ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠LD､ﾌﾘｳｪﾙ
配合錠LD｢ﾓﾁﾀﾞ｣

脳静脈血栓症 支給
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61 (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

62 発熱 小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝC 中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

63
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

64
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

65 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 支給

66 月経困難症 ﾔｰｽﾞ配合錠
肺塞栓症及びそれに続発した低酸
素脳症

支給

67
17α-hydroxylase 欠損
症

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ｴｽﾄﾘｰﾙ
錠1mg

上矢状洞血栓症及びそれによる出
血性脳梗塞

支給

68 統合失調症

ｾﾛｸｴﾙ25mg錠､ｾﾛｸｴﾙ
100mg錠､ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨ
ｽ錠10mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
3mg､ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠200mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液
1mg/mL､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液
0.1%､ﾘﾝﾄﾝ錠(0.75mg)､ｾﾚ
ﾈｰｽ錠0.75mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ
(疾病；請求外)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱに
よる嚥下障害のための窒息による
死亡(死亡)

支給

69
右足潰瘍､閉塞性動脈
硬化症

①ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用4.5｢
ﾌｧｲｻﾞｰ｣
②ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠500mg｢
DSEP｣､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注
用4.5｢ﾌｧｲｻﾞｰ｣､ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
錠10mg｢ｵｰﾊﾗ｣

①汎発型薬疹
②好酸球増多症及びそれに続発し
た脳梗塞

支給

70 ｸﾛｰﾝ病
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.4mL

脳梗塞 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
左眼 霰粒腫､結膜炎､
麦粒腫

ｶﾞﾁﾌﾛ点眼液0.3%､ｾﾌｶﾍﾟﾝ
ﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸塩錠100mg｢
ｻﾜｲ｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢ｻﾜｲ｣

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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸに続発した低酸素
脳症による死亡(死亡)

支給

72
薬剤性過敏性症候群
(DIHS)､RA､左塞栓性脳
梗塞

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；請求外)
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病(疾病；請求外)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ
れに続発した感染症による死亡(死
亡)

支給

73 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

74 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
頭痛､不随意運動､脱力､腰下肢痛､
足底痛､関節痛､認知機能低下､意
識消失発作（疾病）

　 支給

75 腟形成術、腰椎麻酔 ﾈｵﾍﾟﾙｶﾐﾝ・S
ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症と失外
套症候群

障害
１級
５年毎

76 咳嗽、発熱、呼吸困難 ｱﾝﾋﾊﾞ 脳性小児麻痺
障害
１級
５年毎

77
幻覚妄想状態(非定型
精神病)

ｹｾﾗﾝ錠､ｹｾﾗﾝ錠1.5
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる上下肢機能
障害

障害
２級
５年毎

78 急性肺炎､咽頭炎 ｺｽﾓｼﾝ静注用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
３年毎

79
予定日超過(妊娠41週4
日)

ｱﾄﾆﾝ0-5単位
子宮破裂による新生児仮死に続発
したｱﾃﾄｰｾﾞ型脳性麻痺による四肢
機能障害、構音障害

障害
１級
５年毎

80 子宮筋腫
ｾﾙｼﾝ注射液10㎎､ﾍﾟﾝﾀｼﾞ
ﾝ注射液15

薬物性ｼｮｯｸによる低酸素脳症及び
それに続発した高度脳機能障害

障害
２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

81 不明発疹
ｱﾙﾋﾟﾆｰ坐剤200､ｾﾌｧﾒｼﾞﾝ
注射用

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

82 肺結核
ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠､ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg､ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ

中毒性視神経症による視力障害
障害
１級
１年毎

83
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

84 気管支炎、脱水症

ｾﾌｿﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg､ｽﾙﾋﾟﾘ
ﾝ｢ﾒﾀﾙ｣､ｺﾊﾞｿﾆﾝ錠､ﾕﾅｼﾝ
錠､ﾌﾙﾏﾘﾝ静注用1g､ﾒﾁﾛ
ﾝ注10%

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

85 急性気管支炎

ｺｽﾓｼﾝ静注用1g､ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50mg､ﾒﾁﾛﾝ注25%､眼･
耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA液､ﾘﾝﾃﾞﾛ
ﾝ液

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群)
及びｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障による視力障
害･視野障害

障害
１級
１年毎

86
精神発達遅滞とそれに
伴う幻覚・妄想・情緒不
安定・統合失調症

ｱﾊﾟﾐﾝ顆粒、ｲﾘﾔｷﾝ顆粒、
ｵｰﾗｯﾌﾟ錠1mg、ｵｰﾗｯﾌﾟ錠
3mg、ｳｲﾝﾀﾐﾝ錠25mg、
25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠、ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻ錠10mg、ｾﾛｸｴﾙ100mg
錠、ﾆｭｰﾚﾌﾟﾁﾙ散、ﾊﾞﾙﾈ
ﾁｰﾙ錠100、ﾊﾟｰﾛﾃﾞﾙ2．
5mg、ﾋﾙﾅﾐﾝ錠(25mg)、ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ錠-B、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細
粒1％、ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠、ﾛﾄﾞﾋﾟﾝ
錠25mg

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによる体幹・肢体機
能障害

障害
１級
１年毎

87 発熱 ｾﾞﾅF-Ⅱ
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

88 なし
ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ坐剤25､ｴﾘｶﾅｰﾙ
ｶﾌﾟｾﾙ250､ﾐﾀﾁｰﾑ錠90
㎎､ｽﾙﾋﾟﾘﾝ

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

89 卵巣機能不全 ﾌﾟﾗﾉﾊﾞｰﾙ 脳梗塞による高度脳機能障害
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

90
高尿酸血症､急性上気
道炎

ｳｴﾙｼｱ総合かぜ薬､ｻﾞｲﾛ
ﾘｯｸ錠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
５年毎

91 非結核性抗酸菌症 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250㎎錠 中毒性視神経症による視野障害
障害
２級
１年毎

92
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
３年毎

93
水疱性類天疱瘡､慢性
胃炎､骨粗鬆症

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる肢体機能障害
障害
２級
１年毎

94
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
２級
１年毎

95 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
３年毎

96 右肩こり ﾆﾁﾍﾟﾘｿﾞﾝ錠100
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

97
未破裂脳動脈瘤の手
術目的

ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ静注200mg
心停止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

98

高尿酸血症、高血圧
症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、
口唇ﾍﾙﾍﾟｽ、中毒疹・掻
痒

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠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

99 (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



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 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

101 感冒症状
L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
２級
１年毎

102 (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
２級
１年毎

103 (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

104 原田病
注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病による精神障害
障害
１級
１年毎

105 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

106
低出生体重児、呼吸障
害

ﾄﾞﾙﾐｶﾑ注射液10mg、ﾌﾟﾚｾ
ﾃﾞｯｸｽ静注液200ug｢ﾏﾙｲ
ｼ｣

心原性ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症
による精神運動遅滞

障害
１級
１年毎

107 動脈管開存症 ｲﾝﾀﾞｼﾝ静注用１mg 脳出血に続発した高度脳機能障害
障害
１級
１年毎

108
(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

平衡機能障害及び肢体機能障害
障害
２級
１年毎

109
糖尿病､高血圧症､逆流
性食道炎､しびれ､骨粗
鬆症

ﾌﾟﾘﾓﾎﾞﾗﾝ･ﾃﾞﾎﾟｰ筋注
100mg(疾病)
なし(死亡)

前立腺肥大症による尿閉(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)

110
痛風の痛みを和らげる
為､陰部の痛み､水疱が
あったため､発熱

①ｲﾌﾞｸｲｯｸ頭痛薬、ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠500
②ﾕﾆﾄｯﾌﾟﾌｧｰｽﾄ

①固定薬疹(1回目)
②固定薬疹(2回目)

不適正使用
不支給
(①)
支給(②)



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

111
統合失調症､てんかん､
痙攣発作､便秘症､尿
閉､不眠症､肺炎

①ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg､ｾﾛｸｴ
ﾙ100mg錠､ｾﾛｸｴﾙ200mg
錠､ｾﾛｸｴﾙ細粒50%､ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠2mg､ﾘﾝﾄﾝ注5mg､
ﾘﾝﾄﾝ細粒1%､ﾊﾛｽﾃﾝ錠
2mg､ｲﾝｳﾞｪｶﾞ錠3mg､ｲﾝ
ｳﾞｪｶﾞ錠6mg､ﾛﾅｾﾝ錠4mg､
ﾛﾅｾﾝ錠2mg
②ﾚｷｻﾙﾃｨ錠2mg､ﾊﾛﾍﾟﾘ
ﾄﾞｰﾙ細粒1%｢ﾖｼﾄﾐ｣

①嚥下困難(疾病)
②けいれん(疾病)
嚥下困難によるそしゃく･嚥下機能
障害(障害)

障害等級不該当
支給(疾
病)､不支
給(障害)

112
辺緑系脳炎、皮膚粘膜
眼症候群

①ｴｸｾｸﾞﾗﾝ散20%、ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠300、ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｶ
ﾛﾅｰﾙ細粒20%、ﾊﾞｸﾀ配合
顆粒、ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg、ﾀ
ｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
②注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500、
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)、眼・耳科用ﾘﾝﾃﾞﾛﾝA
軟膏、ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼・点耳・
点鼻液0.1%

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)及びｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障によ
る視力障害

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

113
再発難治性濾胞性ﾘﾝﾊﾟ
腫､発熱

ﾚﾌﾞﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg､ﾘﾂｷｼ
ﾏﾌﾞBS点滴静注500mg｢
KHK｣､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､
ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ﾗﾝｿ
ﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣他

横紋筋融解症 医薬品以外の原因による 不支給

114
てんかん､ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症
候群

ｲｰｹﾌﾟﾗ錠500mg､ﾘﾎﾞﾄﾘｰ
ﾙ錠0.5mg､ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
200mg､ﾒﾁｸｰﾙ錠500μg､
ﾒｺﾊﾞﾗﾐﾝ錠500μg｢SW｣
他

自殺､(*)急性腸炎(*に関して内科受
診歴あり)､てんかん

判定不能 不支給

115
注意欠陥多動障害､
ADHD傾向､鉄欠乏性貧
血､うつ病､不眠症

ﾙｼﾞｵﾐｰﾙ錠25mg､ﾄﾌﾗﾆｰ
ﾙ錠25mg､ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾ
ﾙ20mg､ﾒﾄｸﾛﾌﾟﾗﾐﾄﾞ錠
5mg､ｽﾄﾗﾃﾗｶﾌﾟｾﾙ40mg
他

2次性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 医薬品以外の原因による 不支給

116 水頭症

ｸﾞﾘｾﾘﾝ･果糖配合点滴静
注｢HK｣､ｿﾘｭｰｹﾞﾝF注､酸
化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ細粒83%｢ﾖｼ
ﾀﾞ｣､ｳｲﾝﾀﾐﾝ細粒(10%)､ﾛ
ﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠0.5mg｢ｻﾜｲ｣他

ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸ(疑い) 医薬品以外の原因による 不支給

117 高脂血症

ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ塩酸塩OD
錠5mg｢ｹﾐﾌｧ｣､ﾏｸﾞﾐｯﾄ錠
250mg､ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸ｴﾁﾙ
粒状ｶﾌﾟｾﾙ600mg｢ｻﾜｲ｣､
ｵｲﾗｯｸｽHｸﾘｰﾑ

ない(横紋筋融解症あるが無関係､家
族の希望あり)

医薬品以外の原因による 不支給

118
うつ病､変形性脊椎症､
骨粗鬆症､変形性膝関
節症､高血圧症

ﾛﾌﾗｾﾞﾌﾟ酸ｴﾁﾙ錠1mg｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾋﾞﾋﾞｱﾝﾄ錠20mg､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他

未記入 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」）



119
前立腺肥大症､過活動
膀胱

ｴﾋﾞﾌﾟﾛｽﾀｯﾄ配合錠DB､ﾕ
ﾘｰﾌ錠4mg､ｻﾞﾙﾃｨｱ錠
5mg､ﾍﾞﾀﾆｽ錠50mg

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

120

心筋梗塞､大動脈解離､
胸部大動脈瘤､慢性腎
不全､高血圧､脂質異常
症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg､ｼﾞﾋﾟ
ﾘﾀﾞﾓｰﾙ錠100mg｢ﾄｰﾜ｣､
ﾆｺﾗﾝｼﾞﾙ錠5mg｢ｻﾜｲ｣､ｱ
ﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢
DSEP｣､ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD
錠15mg｢ﾄｰﾜ｣他

多発脳出血､Streptococcus
dysgalactiae / canisによる重症感染
症､DIC､多発性脳出血

医薬品以外の原因による 不支給

121 糖尿病
ｱｶﾙﾎﾞｰｽOD錠100mg｢ﾀ
ｲﾖｰ｣

腹部膨満感 医薬品以外の原因による 不支給

122 てんかん

ﾄﾋﾟﾅ錠50mg､ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠
100､ﾃﾚｽﾐﾝ錠200mg､ﾘﾎﾞ
ﾄﾘｰﾙ錠1mg､ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠
100mg他

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

123 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
辺縁性脳炎後遺症(てんかん B type､
不安抑うつ混合状態)

医薬品以外の原因による 不支給

124 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ､ｼﾞｪｰﾋﾞｯｸV 自己免疫性脳症 判定不能 不支給

125

神経症性抑うつ状態､
不眠症､Ⅱ型糖尿病､高
脂血症､高血圧症､狭心
症､高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

ｽﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠50mg｢ｱﾒﾙ｣､ｽ
ﾙﾋﾟﾘﾄﾞ錠100mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾄﾗ
ｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠25mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢
ｱﾒﾙ｣

悪性症候群様症状(疾病)
なし(障害)

医薬品以外の原因による 不支給

126 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 子宮頚癌ﾜｸﾁﾝ関連脳症 判定不能 不支給

127 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
高次脳機能障害(HPVﾜｸﾁﾝ接種後 副
反応)

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

128 双極性障害

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘ
ｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠3mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟ
ﾘﾄﾞﾝ錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽﾍﾟ
ﾘﾄﾞﾝOD錠1mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠2mg｢ｱﾒﾙ｣､ﾘ
ｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠0.5mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾋﾞﾍﾟﾘﾃﾞﾝ塩酸塩錠
1mg｢ｱﾒﾙ｣､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠
200｢ﾖｼﾄﾐ｣､ｼｸﾚｽﾄ舌下
錠5mg､ｼｸﾚｽﾄ舌下錠
10mg､ﾚｷｻﾙﾃｨ錠1mg､ﾄﾗ
ｿﾞﾄﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾛﾅｾﾝﾃｰﾌﾟ40mg

悪性症候群 不適正使用 不支給

129 統合失調感情障害
炭酸ﾘﾁｳﾑ錠200mg｢ﾌｼﾞ
ﾅｶﾞ｣､炭酸ﾘﾁｳﾑ錠100mg
｢ﾌｼﾞﾅｶﾞ｣

ﾘﾁｳﾑ中毒(疾病;請求外)
ﾘﾁｳﾑ中毒によるそしゃく･嚥下機能障
害､構音障害(障害)

障害等級不該当 不支給

130 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(疾
病;請求外)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ、遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによ
るそしゃく･嚥下機能障害及び言語機
能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

131

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(疾病;請求外)
遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそしゃく･嚥下
機能障害(障害)

障害等級不該当 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


