
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 骨粗鬆症
ｲﾍﾞﾆﾃｨ皮下注105mgｼﾘﾝ
ｼﾞ

脳梗塞 支給

2
ﾚﾋﾞｰ小体型認知症､不
穏

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ錠1mg｢ｱﾒﾙ｣ 過鎮静 支給

3

脳梗塞､気管支肺炎､脳
梗塞後遺症､高血圧症､
糖尿病､便秘､発熱､肝
障害

ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠250mg､ﾒﾄﾎﾙﾐﾝ
塩酸塩錠250mgMT｢TE｣､
ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠50mg､ｴﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.5mg｢SW｣､ｴﾁｿﾞﾗﾑ錠
0.5mg｢日医工｣､ｴﾁｿﾞﾗﾑ
錠0.5mg｢ｱﾒﾙ｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病)
薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発
した肺炎による死亡(死亡)

支給

4
摂食障害、 双極性感
情障害

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

5
2型糖尿病､便秘症､慢
性腎臓病

①ﾄﾗｾﾞﾝﾀ錠5mg
②ｽｰｸﾞﾗ錠25mg

①水疱性類天疱瘡
②脱水

支給

6
高血圧､くも膜下出血
後､脳梗塞後､骨粗鬆症

ｱﾙﾌｧﾛｰﾙｶﾌﾟｾﾙ1μg
高ｶﾙｼｳﾑ血症に続発した急性腎障
害､高ﾅﾄﾘｳﾑ血症

支給

7 ﾚﾋﾞｰ小体型認知症 ﾃﾄﾗﾐﾄﾞ錠10mg 脱力感 支給

8 過多月経 月経困難症 ﾙﾅﾍﾞﾙ配合錠ULD
脳梗塞(疾病)
脳梗塞による肢体機能障害､高次
脳機能障害(障害)

支給(疾
病)､
支給
２級

１年毎
(障害)

9 ADHD 双極性障害 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢日医工｣ 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

10

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症(認
知症の周辺症状､せん
妄)､高血圧症､狭心症､
前立腺肥大症､不眠症

ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠12.5mg
悪性症候群(疾病)
悪性症候群による死亡(死亡)

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 原発性不妊症

ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用75､ｺﾞﾅｰﾙｴ
ﾌ皮下注ﾍﾟﾝ900､HMG注ﾃ
ｲｿﾞｰ150､HMG筋注用150
単位｢あすか｣､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

12 白内障術後 ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用1.5g 汎発型薬疹 支給

13

ｶﾀﾙ性胃腸炎､認知症､
高血圧症､ﾚﾋﾞｰ小体型
認知症､高血圧､不眠
症､TIA､便通異常

ﾅﾄﾘｯｸｽ錠1 低ﾅﾄﾘｳﾑ血症 支給

14
小脳出血､ｶﾃｰﾃﾙ感染
疑い､誤嚥性肺炎､敗血
症性ｼｮｯｸ

ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用2.25｢ﾆ
ﾌﾟﾛ｣､ﾀｿﾞﾋﾟﾍﾟ配合静注用
4.5｢ﾆﾌﾟﾛ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

15 片頭痛､うつ病､胃痛
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､ｽ
ﾏﾄﾘﾌﾟﾀﾝ錠50mg｢ﾀｶﾀ｣

ｾﾛﾄﾆﾝ症候群 支給

16
帯状疱疹による左三叉
神経第1枝領域の疼痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

17
統合失調症､脂質異常
症

ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠2.5mg｢
DSEP｣､ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注
50mgｼﾘﾝｼﾞ､ｸｴﾁｱﾋﾟﾝ錠
25mg｢ｻﾜｲ｣

横紋筋融解症 支給

18 うつ症状 ｻｲﾝﾊﾞﾙﾀｶﾌﾟｾﾙ20mg
悪性症候群及びそれによる急性腎
障害

支給

19 糖尿病
ｴｸｱ錠50mg､ｸﾞﾗｸﾃｨﾌﾞ錠
50mg

水疱性類天疱瘡 支給

20 不妊症
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注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



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

21
静脈洞血栓症 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) 支給

22
高血圧､不安神経症､便
秘症､坐骨神経痛､腰部
脊柱管狭窄症

ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑ坐剤
50mg｢JG｣､ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘ
ｳﾑSRｶﾌﾟｾﾙ37.5mg｢ｵｰﾊ
ﾗ｣､ﾘﾘｶOD錠75mg

多形紅斑型薬疹 支給

23 頭痛

ｴﾍﾟﾘｿﾞﾝ塩酸塩錠50mg｢
ﾄｰﾜ｣､ｾﾚｺｷｼﾌﾞ錠100mg｢
明治｣､ｾﾚﾆｶR錠400mg､ﾘ
ｻﾞﾄﾘﾌﾟﾀﾝOD錠10mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

多形紅斑型薬疹 支給

24 高脂血症
ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠10mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

横紋筋融解症 支給

25 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｹﾐ
ﾌｧ｣

急性腎障害 支給

26 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

血小板減少性紫斑病 支給

27 帯状疱疹
ﾊﾞﾗｼｸﾛﾋﾞﾙ錠500mg｢ｱｽﾍﾟ
ﾝ｣

急性腎障害 支給

28 月経困難症 ﾌﾘｳｪﾙ配合錠ULD｢ﾓﾁﾀﾞ｣ 脳静脈洞血栓症 支給

29 不妊症

uFSH注用150単位｢あす
か｣､ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注ﾍﾟﾝ
450､HMG筋注用150単位
｢あすか｣､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

30 (予防)
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ｢生
研｣

血小板減少性紫斑病 支給

31
痛風､高尿酸血症､高ｺ
ﾚｽﾃﾛｰﾙ血症､｢8智歯
周囲炎(水平埋伏歯)

ｼﾀﾌﾛｷｻｼﾝ錠50mg｢ｻﾜ
ｲ｣､ｱﾓｷｼｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ
250mg｢日医工｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛ
ﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣

多形紅斑型薬疹 支給

32 骨粗鬆症の治療
ﾘｶﾙﾎﾞﾝ錠50mg､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



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

33
下肢(下腿)の蜂窩織
炎､浮腫

ｽﾋﾟﾛﾉﾗｸﾄﾝ錠25mg｢日医
工｣､ｾﾌｶﾍﾟﾝﾋﾟﾎﾞｷｼﾙ塩酸
塩錠100mg｢日医工｣､ﾐﾉｻ
ｲｸﾘﾝ塩酸塩錠50mg｢ｻﾜ
ｲ｣

汎発型薬疹 支給

34 ｱﾃﾛｰﾑ血栓性脳梗塞 ｱﾄﾙﾊﾞｽﾀﾁﾝ錠5mg｢NP｣
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

35

てんかん､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､咽頭炎､疼痛､発熱
時､急性咽頭炎､うつ
病､頸肩腕症候群､胃
炎､内耳性めまい症､ﾐｵ
ｸﾛｰﾇｽ

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

36 (予防) ﾛﾀﾘｯｸｽ内用液 腸重積症 支給

37 統合失調症

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠10mg｢ｱﾒ
ﾙ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝOD錠3mg｢ﾖ
ｼﾄﾐ｣､ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液
1mg/mL｢MEEK｣､ﾌﾙﾆﾄﾗ
ｾﾞﾊﾟﾑ錠2mg｢ｱﾒﾙ｣

悪性症候群(疾病;請求外)
悪性症候群による死亡(死亡)

支給

38
(予防)､糖尿病､高血圧
症､高脂血症

ﾌﾙｰﾋﾞｯｸHAｼﾘﾝｼﾞ ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

39 双極性障害､全身薬疹 ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢ﾄｰﾜ｣ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

40
双極性感情障害 うつ
状態 不眠 食欲不振
不安 動悸 めまい

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠2.5mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

41 不妊症
ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50mg､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP
注150､ﾌﾞｾﾚｷｭｱ点鼻液
0.15%

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 支給

42
うつ病､双極性感情障
害

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢明
治｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠10mg
｢DSEP｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠
5mg｢明治｣

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

43

接触皮膚炎(上肢)､細
菌感染症(上肢)､皮膚
炎治療､皮膚炎による
疼痛のため､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝによる胃炎防止

ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣､ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠
60mg｢武田ﾃﾊﾞ｣､ﾐﾉｻｲｸﾘﾝ
塩酸塩錠50mg｢ｻﾜｲ｣､ｱｾ
ﾘｵ静注液1000mgﾊﾞｯｸﾞ

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症候群) 支給

44
更年期障害､高脂血症､
骨ｿｼｮｳ症

ﾌﾟﾛｹﾞｽﾄﾝ錠2.5mg､ﾌﾟﾚﾏﾘﾝ
錠0.625mg

脳静脈洞血栓症 支給

45
神経痛､視神経脊髄炎
関連疾患

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

46 統合失調症
ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注100mgｼ
ﾘﾝｼﾞ､ｾﾞﾌﾟﾘｵﾝ水懸筋注
150mgｼﾘﾝｼﾞ

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給

47

糖尿病､ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎､脂質異常症､糖尿病
神経障害､ｱﾚﾙｷﾞｰ性結
膜炎､ざ瘡

ｽｰｸﾞﾗ錠50mg 腎盂腎炎 支給

48
右後頭神経痛､鎮痛薬
の副作用防止

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､ﾛｷｿﾌﾟ
ﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢ｻﾜｲ｣､ﾗﾝ
ｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙOD錠15mg｢ﾄｰ
ﾜ｣

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

49 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

50 双極性感情障害 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

51 感染根管歯(歯根破折) ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給

52 多発性硬化症 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

53 舌咽神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

54
高血圧症､変形性膝関
節症

ｴﾄﾄﾞﾗｸ錠200mg｢日医工｣ 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 支給

55 乳癌骨転移 ﾗﾝﾏｰｸ皮下注120mg 右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 支給
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56
高血圧症､鉄欠乏性貧
血､三叉神経痛､高血圧

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

57 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

58 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(疾病)
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ様ｼｮｯｸ及びそれに続発
した低酸素脳症による死亡(死亡)

支給

59 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

60 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ

めまい､耳鳴､腹痛､全身痛､倦怠
感､しびれ､睡眠発作､認知機能低
下､胃痛､脱力､頭痛､意識消失､便
通異常､嘔気､口内炎､感覚異常､四
肢の冷感､筋肉痛､関節痛､眼振､立
ちくらみ､不随意運動､体温調節不
全

支給

61 ICUせん妄

ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL｢
ﾀｶﾀ｣､ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
(25mg/ml)､ﾘﾝﾄﾝ注5mg､ｻ
ｲﾚｰｽ静注2mg

呼吸抑制及びそれに続発した低酸
素脳症

支給

62
辺縁系脳炎､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ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠1mg(旭化
成)､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹﾀﾞ｣
5mg､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%､注射用ｿﾙ･ﾒ
ﾙｺｰﾄ500

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)
②両眼ｽﾃﾛｲﾄﾞ緑内障､両眼ｽﾃﾛｲﾄﾞ
白内障

支給

63
高血圧症､痛風､発作性
心房細動

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg 脳出血 支給

64 転移性骨腫瘍(乳癌) ｿﾞﾒﾀ点滴静注4mg/100mL 右上顎骨の骨髄炎･骨壊死 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

65
(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) 支給

66 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

67

右気管支肺炎､慢性腎
不全､腎性貧血､二次性
副甲状腺機能亢進症､
慢性動脈閉塞症､慢性
心不全､慢性胃炎､起立
性低血圧､高ﾘﾝ血症､
便秘症､皮膚そう痒症､
不眠症､骨粗鬆症

ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝﾅﾄﾘｳﾑ静注用
1g｢日医工｣

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

68 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(疾病;請求外)
腰仙部神経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

69
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 支給

70
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

注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ500､水
溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ20mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ錠5mg､ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠
1mg(旭化成)､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

ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰ(疾病;請求外)
ｽﾃﾛｲﾄﾞﾐｵﾊﾟﾁｰによる体幹･肢体機
能障害(障害)

支給
２級

１年毎

71 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(疾病;請求外)
脳出血脳出血による肢体･体幹機
能障害､高次脳機能障害､言語機
能障害(障害)

支給
１級

１年毎

72 (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(疾病;請求外)
肢体機能障害(障害)

支給
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

73 出産後 ﾍﾞﾝｻﾞｴｰｽｶﾌﾟﾚｯﾄ
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

74 肺結核症
ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠､ｲｽｺﾁﾝ
錠50mg､ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ

両眼視神経萎縮による視力障害
障害
１級

３年毎

75 喘息性気管支炎
ﾈｵﾌｨﾘﾝ注､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障害
障害
２級

５年毎

76 全身倦怠感･通常感冒 ﾀﾞﾝKC500､ｶｯｺｰﾙ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

５年毎

77
発熱、咳嗽、鼻汁(肺
炎、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ)

ｱﾝﾋﾊﾞ、ﾐﾉﾏｲｼﾝ顆粒 急性脳症による脳機能障害
障害
１級

５年毎

78 気管支炎 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ12.5mg
ﾗｲ症候群後遺症による重度精神運
動発達遅滞

障害
１級

５年毎

79 頭痛､手足の冷え､便秘
天津当帰四逆加呉茱萸
生姜湯ｴｷｽ顆粒(KM)医
療用

間質性腎炎による慢性腎不全
障害
２級

５年毎

80 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)
による視力障害

障害
１級

５年毎

81
有熱時けいれん、けい
れん重積、肺炎、気管
支喘息

ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
痙攣重積後の精神発達遅滞による
右上肢不全麻痺

障害
２級

１年毎

82 気管支喘息、感冒 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
痙攣重積及びこれに続発した精神
発達遅滞

障害
２級

１年毎

83 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

84 喘息性気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症に伴う痙攣重積による精
神発達遅滞

障害
２級

５年毎

85
急性上気道炎､喘息性
気管支炎

ﾃﾙﾊﾞﾝｽDS20% 急性脳症による精神発達遅滞
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

86 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

87 下垂体腺腫

LH-RH注0.1mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､
TRH注0.5mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣､ﾋﾄ
CRH注｢ﾐﾂﾋﾞｼ｣､注射用
GRF住友50

下垂体卒中による視力障害
障害
１級

３年毎

88 乳児喘息 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

89
子宮腺筋症､月経過多､
月経困難症

ﾔｰｽﾞ配合錠 脳梗塞による高次脳機能障害
障害
１級

３年毎

90
妊娠40週6日 微弱陣
痛､遷延分娩､前期破水

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

91 脳梗塞

ﾊﾞﾌｧﾘﾝ配合錠A81､ｵｻﾞｸﾞ
ﾚﾙNa注射液80mgﾊﾞｯｸﾞ｢ｻ
ﾜｲ｣､ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ注N5千
単位/5mL｢AY｣

脳内出血に続発した左上下肢機能
障害

障害
１級

３年毎

92 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

93
17α-hydroxylase 欠損
症

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg､ｴｽﾄﾘｰﾙ
錠1mg

上矢状洞血栓症による出血性脳梗
塞による肢体機能障害

障害
１級

１年毎

94 うつ状態
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B､ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-
A

薬剤性網膜症による視力障害及び
視野障害

障害
１級

１年毎

95

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
脳梗塞による肢体機能障害、視野
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

96

高脂血症､慢性胃炎､鉄
欠乏性貧血､慢性肝炎､
神経痛､筋肉痛､不安神
経症､左大腿脂肪腫､急
性気管支炎､高血圧症､
頭痛､湿疹､膀胱炎､甲
状腺機能亢進症､皮膚
感染症､急性上気道炎､
感染性胃腸炎､胃不快
感､貧血

ｶﾛﾅｰﾙ錠200､ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg､ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg､
ﾋﾟｰｴｲ配合錠､ｶﾌｺﾃﾞN配
合錠

間質性腎炎による腎機能障害
障害
２級

３年毎

97
急性ﾘﾝﾊﾟ芽急性ﾘﾝﾊﾟ腫
/白血病

ﾌﾞｲﾌｪﾝﾄﾞ錠200mg 視神経萎縮による視力障害
障害
１級

１年毎

98 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

99 統合失調症

ｾｸﾛｴﾙ100mg錠、ｼﾞﾌﾟﾚｷ
ｻ錠10mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
2.5mg､ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠3mg、ｾ
ﾛｸｴﾙ25mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠
5mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg、ﾘｽ
ﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ
錠1mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ及び遅発性ｼﾞｽﾄﾆ
ｱによる左上肢及び体幹機能障害

障害
２級

１年毎

100 統合失調症

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､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg､ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
OD錠3mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠
6mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠12mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群による体
幹・肢体機能障害

障害
１級

１年毎

101 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛ
ﾝ錠1mg(旭化成)、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両下肢機能
障害

障害
１級

１年毎

102 ｸﾛｰﾝ病
ﾋｭﾐﾗ皮下注40mgｼﾘﾝｼﾞ
0.4ｍL

脳梗塞に続発した高度脳機能障害
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

103 統合失調症

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠1mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠12mg､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ錠
12mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ
錠3mg｢ﾄｰﾜ｣､ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
6mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg

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・右上肢機能障害

障害
２級

１年毎

104 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
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

105 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ
全身疼痛､脱力､しびれ､不随意運
動による肢体･体幹機能障害

障害
１級

１年毎

106 感冒､湿疹
ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯﾌﾟ､ｽﾙﾋﾟﾘﾝ､ｾ
ﾌｧﾚｷｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ｢ﾀﾂﾐ｣
500

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

107
高血圧､高脂血症､肝機
能障害

ﾋﾟﾀﾊﾞｽﾀﾁﾝＣａ錠2mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣

ﾐｵﾊﾟﾁｰによる体幹・肢体機能障害 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

108

ｾﾈｽﾄﾊﾟﾁｰ､うつ状態､
ｵｰﾗﾙｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ､胃炎､
腰痛症/糖尿病性ｹﾄｰｼ
ｽ/うつ病

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢ﾆﾌﾟ
ﾛ｣､ﾘﾘｶOD錠75mg､ｶﾛﾅｰ
ﾙ錠200､ﾒﾄｸﾞﾙｺ錠
250mg､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD錠
2.5mg｢ﾄｰﾜ｣他

悪性症候群 医薬品以外の原因による 不支給

109 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ 未記入 医薬品以外の原因による 不支給

110

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞB､栄養障害､
四肢筋肉神経障害､栄
養不良症､四肢筋､神経
障害

ﾗﾋﾟｱｸﾀ点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ
300mg､ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg､ﾌﾗﾍﾞﾘｯｸ錠20mg､
ﾒｼﾞｺﾝ錠15mg､ﾚﾌﾄｰｾﾞ錠
(30mg)他

四肢運動障害､慢性炎症性脱髄性多
発神経炎

医薬品以外の原因による 不支給

111 (予防)
乾燥弱毒生水痘ﾜｸﾁﾝ｢
ﾋﾞｹﾝ｣

左尺骨神経麻痺 医薬品以外の原因による 不支給

112 統合失調症
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲOD錠12mg､ﾙﾈｽ
ﾀ錠2mg

未記入 医薬品以外の原因による 不支給

113 統合失調症

ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠2.5mg｢ﾄｰ
ﾜ｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝOD錠5mg｢
TCK｣､ｵﾗﾝｻﾞﾋﾟﾝ錠
1.25mg｢ｱﾒﾙ｣､ｱﾘﾋﾟﾌﾟﾗ
ｿﾞｰﾙ錠24mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾌﾞﾛﾁ
ｿﾞﾗﾑ錠0.25mg｢ｱﾒﾙ｣他

妊娠糖尿病 医薬品以外の原因による 不支給

114 糖尿病

ﾋﾟｵｸﾞﾘﾀｿﾞﾝ錠15mg｢ｻﾝ
ﾄﾞ｣､ﾋﾞｿﾌﾟﾛﾛｰﾙﾌﾏﾙ酸塩
錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ
錠100mg､ﾛｽﾊﾞｽﾀﾁﾝOD
錠5mg｢ﾄｰﾜ｣､ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ
OD錠2.5mg｢明治｣

未記入 判定不能 不支給

115 脳梗塞
ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､ﾘﾊﾞﾛOD
錠1mg

脳梗塞 医薬品以外の原因による 不支給

116 (予防) ｢ﾋﾞｹﾝHA｣ ｷﾞﾗﾝﾊﾞﾚｰ症候群の疑い 判定不能 不支給

117 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ接種後の神経･精神障害 判定不能 不支給

118 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 自己免疫性神経障害 判定不能 不支給

119 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

1.起立性調節障害 2.上肢末梢神経障
害

判定不能 不支給

120 (予防) ｻｰﾊﾞﾘｯｸｽ 慢性じんま疹 医薬品以外の原因による 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

121 抜歯
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝNa錠60mg｢日
新｣

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)

判定不能 不支給

122
原発性不妊症､多嚢胞
性卵巣症候群

注射用HCG5,000単位｢
F｣､HMG筋注用150単位｢
F｣

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 不適正使用 不支給

123 顔面いちご状血管腫
ﾍﾏﾝｼﾞｵﾙｼﾛｯﾌﾟ小児用
0.375%

低血糖性脳症(疾病)
低血糖性脳症による高度脳機能障害
(障害)

不適正使用 不支給

124
多発性骨髄腫の治療と
その有害事象予防

ﾍﾞﾙｹｲﾄﾞ注射用3mg､ﾚﾌﾞﾗ
ﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙ5mg

末梢神経障害 対象除外薬である 不支給

125 統合失調症
ﾙｰﾗﾝ錠4mg､ﾙｰﾗﾝ錠
8mg

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肢体機能障
害､そしゃく･嚥下機能障害､言語機能
障害(障害)

障害等級不該当 不支給

126
双極性感情障害 妄想
性障害

ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg､ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠100mg

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

127
双極性障害による気分
ｴﾋﾟｿｰﾄﾞの再発､上気道
炎､発熱

ﾗﾓﾄﾘｷﾞﾝ錠25mg｢JG｣､ｱ
ｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200mg｢JG｣

多形紅斑型薬疹 不適正使用 不支給

128 不妊症

HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､HMG注射用150IU｢
ﾌｪﾘﾝｸﾞ｣､ｺﾞﾅﾄﾛﾋﾟﾝ注用
5000単位､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注
75､ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150

卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 不適正使用 不支給

129
急性化膿性歯根膜炎(7
┘)､歯の痛みがあった
ため

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg､ｶﾛﾅｰﾙ
錠200､ﾊﾞﾌｧﾘﾝA､ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg

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)

判定不能 不支給

130 (予防)
ｶﾞｰﾀﾞｼﾙ水性懸濁筋注ｼ
ﾘﾝｼﾞ

関節痛､けいれん 入院相当でない 不支給

不支給事例　（上記以外の事例）


