
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 急性上気道炎 ｶｺﾅｰﾙｶｾﾞﾌﾞﾛｯｸUP錠
多形紅斑型薬疹、
薬物性肝障害

支給

2 慢性湿疹 ｼﾞﾙﾃｯｸ錠10 けいれん発作 支給

3 感染性腸炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠、ﾛｷｿﾆﾝ錠、
ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ錠5、ﾑｺｽﾀ錠100

紅皮症型薬疹 支給

4

脱水による尿路感染の
疑い、
変形性脊椎症、
根性坐骨神経痛、
高血圧、RA

ｱｻﾞｽﾙﾌｧﾝ腸溶錠500mg、
ｽﾙﾋﾟﾘﾝ注射液500mg「ﾄｰ
ﾜ」、
ﾀﾞｲｵﾘｰﾙ錠15mg、
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、
ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ坐剤50、
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ12.5mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）及びそれに続発した多
臓器不全

支給

5
ﾚｼﾞｵﾈﾗ肺炎、
前立腺肥大症、便秘症

ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ注300mg、
ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ、
ﾒｼﾞｺﾝ散10%

蕁麻疹型薬疹 支給

6
変形性膝関節症、
胃炎、
右下腿接触性皮膚炎

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 脳梗塞 支給

7

痛風、高血圧、
高脂血症、
末梢神経障害、
前立腺肥大

ｻﾛﾍﾞｰﾙ錠100mg、
ｳﾗﾘｯﾄ-U散、
ﾍﾞｻﾞﾄｰﾙSR錠200mg、
ﾌﾘﾊﾞｽ錠25mg、
ﾌﾘﾊﾞｽ錠50mg、
ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ錠500μ g

水疱型薬疹 支給

8 てんかん

①ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100㎎
②ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100㎎、
ﾀﾍﾞｼﾞｰﾙ錠1mg、
ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg、
ｶﾞｽﾎﾟｰﾄD錠20mg

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害

支給

9
噛創（ﾈｺ）による化膿、
高血圧、COPD

①ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、
ｶﾛﾅｰﾙ錠200
②ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、
ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g、
ﾕﾅｼﾝ錠375mg

①急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）
②薬物性肝障害

支給

10 悪性関節ﾘｳﾏﾁ ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病 支給

11
三叉神経痛、
腰椎ﾍﾙﾆｱ

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠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

12
急性気管支炎、肺炎、
脱水

ﾋﾟﾘﾅｼﾞﾝ末、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

13 急性咽頭炎

ｶﾛﾅｰﾙ錠200、
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg、
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75、
ﾂﾑﾗ麻黄湯ｴｷｽ顆粒(医
療用)

多形紅斑型薬疹、
薬物性肝障害

支給

14 MRSA骨髄炎、糖尿病 ﾊﾞｸﾀ錠 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

15 慢性関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給
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主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

16 統合失調症
ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg、
ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg

悪性症候群 支給

17 肺炎、膿胸

ﾋﾟｽﾙｼﾝ静注用1.5g、
塩酸ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ点滴静注
用0.5g「ﾏｲﾗﾝ」、
ｿﾞｼﾝ静注用4.5

間質性腎炎、急性腎不全 支給

18 てんかん ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

19
高尿酸血症、
高血圧症、高脂血症、
胃潰瘍

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 多型紅斑型薬疹 支給

20 （予防）
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ“化血
研”TF

蕁麻疹型薬疹 支給

21
非器質性不眠症、
落葉状天疱瘡、
鉄欠乏性貧血

ﾌｪﾛﾐｱ錠50mg、
ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B

光線過敏型薬疹 支給

22 うつ病、不眠症 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B
播種状紅斑丘疹型薬疹、
薬物性肝障害

支給

23
ろ胞性ﾘﾝﾊﾟ腫（胃）、
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
（胃）

ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg、
ｻﾜｼﾘﾝ錠250

多形紅斑型薬疹 支給

24 肝血管腫、脂肪肝
ｵﾑﾆﾊﾟｰｸ350注ｼﾘﾝｼﾞ
100mL

多形紅斑型薬疹 支給

25
急性咽頭喉頭炎、
急性上気道炎、
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑い

PL顆粒、
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、
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75

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

26 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
多型紅斑型薬疹、
薬物性肝障害

支給

27
三叉神経痛（右第Ⅱ
枝）

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠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

28 狭心症 ﾍﾙﾍﾞｯｻｰRｶﾌﾟｾﾙ100mg
急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）、
薬物性肝障害

支給

29
高血圧症、狭心症、
不整脈、胃炎、中毒疹

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

30 潰瘍性大腸炎
①ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg、
ｽﾃﾛﾈﾏ注腸3mg
②ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

31
甲状腺機能亢進症、
頻脈

ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、
ｱﾙｾﾉｰﾙ錠25

蕁麻疹型薬疹 支給

32 左側三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS) 支給

33 （予防） ﾆｭｰﾓﾊﾞｯｸｽNP
注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様
反応

支給

34 両変形性膝関節症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、
ﾑｺｽﾀ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

35 歯原性感染、perico ﾍﾟﾝｸﾞｯﾄﾞ錠250mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

36 咽頭気管支炎

ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠、
ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠200、
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、
ｸﾗﾘｽ錠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）、
薬物性肝障害

支給



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

37 高尿酸血症 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

38
原発性不妊症、
下垂体性無排卵症

HMG筋注用150単位「F」、
ﾌﾟﾚｸﾞﾆｰﾙ5000単位

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

39
前立腺肥大症、胃炎、
高脂血症、高血圧症

ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ錠25 高血糖 支給

40 左頚部リンパ節結核

ｲｺｽﾁﾝ錠100mg、
ｴﾌﾞﾄｰﾙ125mg錠、
ﾋﾟﾗﾏｲﾄﾞ原末、
ﾘﾌｧｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ150mg

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

41 腰部脊柱管狭窄症 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

42
腰部脊柱管狭窄症、
胃炎

ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠5μ g、
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、
ﾑｺｽﾀ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

43 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病 ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg
抗好中球細胞質抗体（ANCA)
関連血管炎症候群、
薬物性肝障害

支給

44 ﾆｺﾁﾝ依存症 ﾁｬﾝﾋﾟｯｸｽ錠0.5mg 不眠、抑うつ状態 支給

45 （予防）
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北
研」

ﾌｨｯｼｬｰ症候群 支給

46

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

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

47 統合失調症、不眠 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

48

三叉神経痛､
頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎､
亜急性壊死性ﾘﾝﾊﾟ節
炎疑い

①ｸﾗﾘｽ錠200､
ｾﾌｨﾛｰﾑ静注用1g､
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､
ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､
ｶﾛﾅｰﾙ錠300､
ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､
ｾﾚｽﾀﾐﾝ錠､
ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ注射用100mg､
ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠､
ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg､
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､
ﾑｺｽﾀ錠100mg
②ｸﾗﾘｽ錠200､
ｾﾌｨﾛｰﾑ静注用1g､
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg､
ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg､
ｶﾛﾅｰﾙ錠300､
ｶﾞｽﾀｰD錠10mg､
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg､
ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠､
ﾀﾞﾗｼﾝS注射液600mg､
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg､
ﾑｺｽﾀ錠100mg

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

49
双極性感情障害（うつ
状態）

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

50 慢性肝炎（C+B型） ｵｰｱｲｴﾌ1000万IU せん妄状態 支給



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

51
移植後免疫不全、
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染症、
上気道炎

ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1g、
ﾗｼｯｸｽ注20mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

52
上咽頭炎、
急性副鼻腔炎、
急性咽喉頭炎

ｸﾗﾘｽ錠200、
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

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）、
薬物性肝障害

支給

53

複雑性膀胱炎、
高血圧、脳梗塞、
狭心症、胃炎、
糖尿病、不安・不眠

①ﾊﾞｸﾀ錠
②ﾊﾞｸﾀ錠、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠
250mg

①高ｶﾘｳﾑ血症
②急性腎不全

支給

54 下肢部けいれん
ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）

偽ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症 支給

55 高尿酸血症、高血圧 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

56

躁うつ病、
急性気管支炎、
高脂血症、糖尿病、
ｱﾙｺｰﾙ依存症

ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200、
ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ液-Wf

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

57
境界域知能、興奮、
気分不安定

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS) 支給

58 関節ﾘｳﾏﾁ ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg 湿疹型薬疹 支給

59

①顔面帯状疱疹
②急性胃炎及び逆流
性食道炎、
帯状疱疹（右三叉神経
第1領域）、
便秘

ﾒﾁｸｰﾙ錠500μ g、
ﾉﾘﾄﾚﾝ錠10mg、
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg、
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、
ｾﾝﾉｻｲﾄﾞ錠12mg「ｻﾜｲ」

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

60 急性気管支炎

ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10、
ﾌｽﾞﾚﾊﾞﾝ錠15mg、
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠250mg、
ﾒﾁﾛﾝ注25%、
ｱｽﾋﾟﾘﾝ「ﾎｴｲ」、
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

61 原発性不妊症

HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千単
位、
HMG筋注用150単位「F」、
ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150

卵巣過剰刺激症候群（OHSS) 支給

62
ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染
症

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250、
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg、
ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ30

多形紅斑型薬疹 支給

63
蜂窩織炎（左足）、
急性胃炎

ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g、
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、
ﾛｷｿﾆﾝ錠、
ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα 注射用1g、
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠

多形紅斑型薬疹 支給

64 高血圧、糖尿病 ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠2.5mg 多形紅斑型薬疹 支給

65

狭心症、
逆流性食道炎、
心室性期外収縮、
高尿酸血症、高血圧、
前立腺肥大、不眠

①ﾌﾟﾗﾋﾞｯｸｽ錠75mg、
ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15
②ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠、
ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100
③ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠

①②多形紅斑型薬疹
③血小板減少症

支給



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

66

副鼻腔炎、
頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎、

急性上気道炎、
急性副鼻腔炎

PL顆粒、ｶﾛﾅｰﾙ錠200、
ｻｸｼｿﾞﾝ100、
ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg、
ﾈｵﾗﾐﾝ･ｽﾘｰﾋﾞｰ液（静注
用）、
ﾏｰｽﾞﾚﾝS顆粒、
ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg、
ﾒﾁﾛﾝ注25%、
ﾛｾﾌｨﾝ静注用1g

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

67
変形性膝関節炎、
有痛性下肢筋痛、
高脂血症、高血圧症

ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒
（医療用）、
ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細
粒、
ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ錠

低ｶﾘｳﾑ血症 支給

68
平成20年2月29日
H.pylori検査尿素呼気
試験で陽性

ﾗﾝｻｯﾌﾟ800 多形紅斑型薬疹 支給

69

続発無月経、
無排卵症、
原発不妊症、
多嚢胞性卵巣症候群

HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用3千単
位、
HMG筋注用150単位「F」、
HMG筋注用75単位「F」、
HMG注ﾃｲｿﾞｰ150、
ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150、
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150

卵巣過剰刺激症候群（OHSS) 支給

70
好酸球増多症候群、
好酸球増多症、
心不全

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠「ﾀｹﾀﾞ」5mg、
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg、
ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病 支給

71
不妊症､
多のう胞性卵巣

ﾌｫﾘｽﾁﾑ注150､
ﾌｫﾘｽﾁﾑ注75､
HMG注射用75IU｢ﾌｪﾘﾝ
ｸﾞ｣､
ﾌﾟﾚｸﾞﾆｰﾙ筋注用5000単
位

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

72
外傷性クモ膜下出血、
脳挫傷、高血圧、
胃潰瘍

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

73
線維筋痛症、（悪寒）、
うつ病、不眠症

①ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg、
ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞ、ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25
②ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg、
ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞ、ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25、
ﾏｲｽﾘｰ錠5mg、
ｾﾙﾍﾞｯｸｽ細粒10%
③ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠300mg、
ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ錠25

①多形紅斑型薬疹
②薬物性肝障害
③白血球減少症及び血小板
減少症

支給

74 （感冒） ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸL
急性汎発性発疹性膿疱症
（AGEP）

支給

75 大腸検査 ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠 急性腎不全 支給

76 逆流性食道炎、熱発 ﾊﾟﾘｴｯﾄ錠10mg 多型紅斑型薬疹 支給

77 頭痛 ｲﾌﾞA錠 多形紅斑型薬疹 支給

78
慢性腎不全､高血圧､
胃腸障害､
けいれん発作

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

79 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



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

80
小脳出血､高血圧､
咽頭痛

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg
薬剤性過敏症症候群（DIHS）
及びそれに続発した肺炎､
DIC

支給

81
急性胃炎､
逆流性食道炎､湿疹､
不眠症

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠15､
ﾏｲｽﾘｰ錠5mg

多形紅斑型薬疹 支給

82 てんかん、動脈硬化
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、
ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200、
ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5%

多形紅斑型薬疹 支給

83 爪白癬（足） ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg
多形紅斑型薬疹、
薬物性肝障害

支給

84 中耳炎
ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα 注射用1g､
ｻﾜｼﾘﾝ細粒10%

多形紅斑型薬疹 支給

85
発作性運動誘発性舞
踏ｱﾃﾄｰｾﾞ

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

86
急性上気道炎、頭痛、
急性結膜炎

小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝﾁｭｱﾌﾞﾙ、
ﾊﾟｾﾄｼﾝ錠250、
ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠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

87
躁うつ病、高脂血症、
末梢神経障害

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、
ﾚﾒﾛﾝ錠15mg

多形紅斑型薬疹 支給

88 （予防）
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ「北
研」

無菌性髄膜炎 支給

89 気分障害、不眠症 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

90 内・外痔核 ﾍﾓｸﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ200mg 多形紅斑型薬疹 支給

91 嚢胞摘出術
ｱﾀﾗｯｸｽ-P注射液
（50mg/ml）

注射部位の皮膚潰瘍 支給

92

ｲﾙｻﾞｲﾑ錠10、ﾙﾙｱﾀｯｸ
IB、
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
JG」、
ﾛｷｿﾆﾝ錠

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

93 症候性てんかん ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

94 （予防） ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ水性懸濁皮下注
注射部位の局所反応（腫脹、
発赤）、
発熱

支給

95 尿路結石の精査 ｺﾝﾗｷｼﾝH
ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症
及び失外套症候群

支給

96
急性上気道炎、
咽頭痛、倦怠感、
咽頭・結膜熱

ｴｽﾀｯｸｲﾌﾞ
中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

97
躁うつ病、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ、
高脂血症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒、ﾋﾍﾞﾙﾅ散、
ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ顆粒、
ﾒﾈｼｯﾄ錠100、ﾘｰﾏｽ200、
白色ｺﾝﾄﾐﾝ顆粒

悪性症候群 支給

98
躁うつ病、
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、
不随意運動

ｻｲﾚｰｽ錠2mg、
ﾘｰﾏｽ錠200、
ﾀｽﾓﾘﾝ錠1mg、
ﾋﾍﾞﾙﾅ糖衣錠25mg

悪性症候群 支給

99 統合失調症

ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠6mg、
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg、
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、
ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ内用液1mg/mL

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ 支給



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 「7　歯牙破折

①ﾘｸﾞﾉｽﾊﾟﾝSｶｰﾄﾘｯｼﾞ、ｷｼ
ﾛｶｲﾝ注射液「1%」ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
（1:100,000）含有
②ｾﾌｧﾒｼﾞﾝα 注射用1g、
ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg

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薬物性肝障害

支給

101 不眠症、発熱、皮疹 ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

102 （予防）
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「S北
研」

ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群 支給

103
両)結膜炎、高脂血症、
狭心症、変形性腰痛症

ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠100mg

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
（疾病）
支給
１級
１年毎
（障害）

104
高尿酸血症、
急性上気道炎

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ｳｴﾙｼｱ総
合かぜ薬

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

105
肺結核、皮膚炎、
末梢神経障害

ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg、ｲｽｺ
ﾁﾝ錠100mg、ﾘﾏｸﾀﾝｶﾌﾟｾﾙ

中毒性視神経症（疾病）
中毒性視神経症による視力
障害（障害）

支給
１級
１年毎

106 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（疾病）
低血糖による高度脳機能障
害（障害）

支給
２級
１年毎

107
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）（疾病）
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）

支給
２級
１年毎

108
難治性てんかん、気道
感染、低ビタミン血症
の疑、低K血症

ﾊｲｾﾚﾆﾝ細粒40%
ﾌｧﾝｺﾆｰ症候群(疾病)
なし(死亡)(*3)

医薬品以外の原因による

支給
(疾病)
不支給
(死亡)

109 肺結核症
ｴｻﾝﾌﾞﾄｰﾙ錠250mg、ﾘﾌｧ
ｼﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ、ｲｽｺﾁﾝ錠
100mg

中毒性視神経症による視力
障害

障害
１級
１年毎

110 肝硬変、肝移植後

ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ125、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ500、ｿ
ﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ1000、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ
錠5mg

ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障による視力障
害

障害
１級
１年毎

111 うつ病
ｱﾅﾌﾗﾆｰﾙ注射液、ｱﾓｷｻ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg

悪性症候群による高度脳機
能障害

障害
１級
１年毎

112 気管支喘息
ｱﾐﾉﾌｨﾘﾝ注射液、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
１年毎

113 急性胃腸炎 静注用ﾎｽﾐｼﾝS 四肢麻痺、体幹の機能障害
障害
１級
３年毎

114 喘息様気管支炎 ﾃｵﾌﾙﾏｰﾄﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症とそれに伴う精神発
達遅滞

障害
１級
３年毎

115 非定型精神障害
ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg、
ﾒﾛﾁﾝ注25%、ｱｽﾋﾟﾘﾝ、
ﾘﾝｺｼﾝ注射液

両眼角膜混濁による視力障
害

障害
１級
５年毎



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

116 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
２級
１年毎

117 躁うつ病

ﾎｰﾘｯﾄ錠20mg、
ﾘｰﾏｽ錠200、
ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠5mg、
ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠25mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群による
体幹機能障害

障害
２級
１年毎

118 肝硬変、肝機能障害 ｼﾞｱｸﾞﾉｸﾞﾘｰﾝ注
ｼｮｯｸに続発した低酸素脳症
による精神・知能障害

障害
２級
３年毎

119

特発性血小板減少性
紫斑病、
両側大腿骨頭壊死、
抗リン脂質抗体症候
群、
高尿酸血症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

120
潰瘍性大腸炎、
鉄欠乏性貧血

ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 間質性腎炎 不適正使用 不支給

121 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ ﾘﾚﾝｻﾞ 口唇の水疱･びらん 入院相当でない 不支給

122
右急性感音難聴、
右外ﾘﾝﾊﾟ瘻の疑い

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

123

ﾆｺﾁﾝ依存症、
本態性高血圧症、
高脂血症、
気管支喘息、うつ病

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

124
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、
糖尿病、高血圧症

なし なし(*2、3) 医薬品以外の原因による 不支給

125 ｳﾂ状態 なし なし(*1、3) 医薬品以外の原因による 不支給

126
頭痛、
左真珠腫性中耳炎なら
びにそれに対する手術

ﾛｷｿﾆﾝ錠 腎不全の増悪 不適正使用 不支給

127
大腸癌術後補助化学
療法

ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ注射用100mg、
ｴﾙﾌﾟﾗｯﾄ注射用50mg、
5-FU注250協和、
ｶｲﾄﾘﾙ点滴静注用3mgﾊﾞｯ
ｸﾞ、
ﾉﾎﾞ･ﾍﾊﾟﾘﾝ注5千単位、
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用
100mg「NP」、
ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ点滴静注用
25mg｢NP｣

播種状紅斑丘疹型薬疹 対象除外薬である 不支給

注）　＊１・・・原疾患によるもの。　＊２・・・病態の変化によるもの。　＊３・・・医薬品及び副作用との関連が不明確なもの。


