
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
頭痛、左片麻痺、意識
障害

ｲｵﾒﾛﾝ300
脳症（可逆性白質脳症
（PRES）様）

支給

2 TB
ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ｴﾌﾞﾄｰﾙ
250mg錠

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
（疾病）
支給
１級
１年毎
（障害）

3 関節ﾘｳﾏﾁ ｼｵｿﾞｰﾙ注10mg 汎発型薬疹 支給

4
淋菌性尿道炎、急性腎
盂腎炎

ﾐﾉﾄｰﾜ錠100、ｾﾌﾄﾘｱｷｿﾝ
ﾅﾄﾘｳﾑ点滴用1gﾊﾞｯｸﾞ
「NP」、ﾌｪﾆﾀﾚﾝ坐剤50

急性腎不全 支給

5 C型慢性肝炎
ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ皮下注用100μ
g/0.5mL用、ﾚﾍﾞﾄｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ200mg

脳出血 支給

6 結核性胸膜炎 ｴﾌﾞﾄｰﾙ250mg錠
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
（疾病）
支給
２級
１年毎
（障害）

7
糖尿病性左母趾壊疽、
胃炎、便秘、糖尿病、
高血圧、貧血

ｾﾌｧｿﾞﾘﾝNa点滴静注用1g
ﾊﾞｯｸﾞ「ｵｰﾂｶ」、ﾛｷｿﾆﾝ錠、
注射用ﾋﾞｸｼﾘﾝ

多形紅斑型薬疹 支給

8 原発性不妊症
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

9 動悸、ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg、ｲﾝﾃﾞﾗﾙ
錠10mg

汎発型薬疹 支給

10 肺炎、胃潰瘍疑、腰痛
ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ点滴静注液
300mg「ｹﾐﾌｧ」、ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg

急性腎不全 支給

11 右体幹部帯状疱疹
ｱﾗｾﾅ-A点滴静注用
300mg、ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500、
ｵｽﾃﾗｯｸ錠200

急性腎不全 支給

12

心室性期外収縮、高血
圧症、高脂血症、気管
支喘息

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100、ﾄﾞﾝﾍﾟ
ﾘﾝ錠10

播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

13 てんかん
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg、ﾃﾞﾊﾟｹﾝR
錠100、ﾃﾞﾊﾟｹﾝR錠200

薬物性肝障害、汎発型薬疹 支給

14

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、本態性高
血圧症、甲状腺機能低
下症、腰痛症、骨粗鬆
症、胃潰瘍、C型慢性
肝炎

ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ配合錠 急性腎不全 支給

15 変形性膝関節症
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg,ｱｼﾉﾝ錠
75mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給
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16 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（A型）
ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾟｾﾙ75、ﾑｺｽﾀ錠
100mg、ﾒｲｱｸﾄMS錠
100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

17

（著明な低ｶﾘｳﾑ血症を
伴う、難治性下痢を呈
す）非特異性大腸炎、
高血圧、脂質異常症、
胃潰瘍

ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

18
急性副鼻腔炎(慢性副
鼻腔炎急性増悪）、発
熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｸﾗﾘｽ錠
200、ｾﾚｽﾀﾐﾝ配合錠、ﾀﾞｰ
ｾﾞﾝ10mg錠、ﾊﾞﾌｧﾘﾝA、ﾊﾟ
ﾌﾞﾛﾝS錠、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

19 蜂巣炎
ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250,ﾏｰｽﾞﾚﾝ
S配合顆粒,ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

20 ﾘﾝﾊﾟ節炎 ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠 蕁麻疹型薬疹 支給

21 足爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50
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

22 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

23 後鼻漏、喉頭浮腫感
ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg、ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

24
間脳視床下部性排卵
障害、不妊症

ﾌｫﾘｽﾁﾑ注75、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

25 ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ
ﾊﾞｸﾀ配合錠、ｶﾞｽﾀｰD錠
20mg

多形紅斑型薬疹 支給

26
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
研」

無菌性髄膜炎 支給

27 （予防）
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
研｣

無菌性髄膜炎 支給

28
右側下顎第二乳臼歯
根尖性歯周炎

ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 多形紅斑型薬疹 支給

29
B型急性肝炎（経過観
察のための腹部造影
CT）

ｲｵﾊﾟﾐﾛﾝ注300 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

30 感冒様症状 ﾙﾙｱﾀｯｸEX顆粒
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）

支給

31
急性咽喉頭炎、両頸部
ﾘﾝﾊﾟ節炎、扁桃炎、難
聴

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、ﾃﾞﾊﾟｽ
錠0.5mg、ｶﾞｽﾀｰD錠
10mg、ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単
位、ﾑｺｽﾀ錠100、ﾛｷｿﾆﾝ
錠、ﾌﾞﾙﾌｪﾝ顆粒20%、ﾒﾁｽ
ﾀ錠250㎎、ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200
㎎、ﾎﾟﾝﾀｰﾙ錠250㎎、ﾛﾋﾟ
ｵﾝ静注50㎎

結節性紅斑型薬疹 支給

32 急性上気道炎
ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝ錠60mg｢
EMEC｣

汎発型薬疹 支給

33
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症、
脳血管障害

①ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50㎎
②ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠3mg、ｱﾘｾﾌﾟ
ﾄD錠5mg

①薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
②食欲不振、嘔気、嘔吐

支給

34 急性咽頭炎
ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠、ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠

多形紅斑型薬疹 支給



35
肺炎、気管支喘息、ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞA

ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ静注用1.5g、ﾐﾉｻ
ｲｸﾘﾝ塩酸塩点滴静注用
100㎎「日医工」、ｶﾙｼﾞｰﾙ
錠200、ﾘﾚﾝｻﾞ、ﾈｵﾌｨﾘﾝ注
250㎎、ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100㎎、
ｱﾄﾞｴｱ500ﾃﾞｨｽｶｽ60吸入
用

蕁麻疹型薬疹 支給

36 気管支喘息 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症（疾病）
急性脳症による精神運動遅
滞（障害）

支給

37
躁うつ病（双極Ⅰ型障
害）

ﾘｰﾏｽ錠200、ｱｷﾈﾄﾝ錠
1mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠10mg

悪性症候群（疾病）
悪性症候群による死亡（死
亡）

支給

38 頭蓋咽頭腫術後痙攣
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、ﾃﾞﾊﾟｹ
ﾝR錠200、ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠
30mg、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ錠25mg

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

39
脳出血後遺症、高血圧
症、脂質異常症、便秘
症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

40
急性気管支炎、ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞA型

ｸﾛﾌｪﾄﾞﾘﾝS散 右急性閉塞隅角緑内障 支給

41 関節ﾘｳﾏﾁ
ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠250mg、ｱ
ｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500mg

薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

42 ADHD
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

43
腰部帯状疱疹、軽度
うっ血性心不全、腼胱
炎

ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘ
ﾝT錠200、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ
50mg、ﾐｶﾙﾃﾞｨｽ錠40mg、ﾗ
ｼｯｸｽ錠20mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠

急性腎不全 支給

44 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ胃炎
ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ｸﾗﾘｽ
錠200、ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30

多形紅斑型薬疹、薬物性肝
障害

支給

45 三叉神経痛、急性胃炎 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

46
てんかん、急性咽頭気
管支炎、ｳｨﾙｽ性胃腸

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

47 感冒様症状 ｻﾗﾘ｢顆粒｣、ｻﾗﾘ21
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

48
くも膜下出血、症候性
てんかん、右椎骨動脈
解離

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠60mg

汎発型薬疹 支給

49 左顔面神経麻痺 ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500 急性腎不全、せん妄 支給

50 歯周組織炎 ﾐﾉﾏｲｼﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg 多形紅斑型薬疹 支給

51
肺腺癌による癌性疼
痛、高血圧症、胃潰瘍

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52 無排卵症（不妊症）

HMG筋注用150単位「F」、
HMG筋注用75単位「F」、
ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150、ﾌｫﾘﾙﾓﾝ
P注75、注射用HCG5,000
単位「F」

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

53 左足部蜂窩織炎
ｵｾﾞｯｸｽ錠150、ﾘﾝｹﾞﾘｰｽﾞ
錠60㎎

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給



54

右大腻のこむらがえ
り、糖尿病、慢性心房
細動、高血圧、高尿酸
血症

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 続発性不妊症
HMGﾌｼﾞｾｲﾔｸ、注射用
HCG5,000単位「F」

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS)

支給

56
細菌性髄膜炎、ｻｲﾄﾒｶﾞ
ﾛｳｲﾙｽ感染症、胃粘膜
障害

ｱｽﾋﾟﾘﾝ「ﾎｴｲ」、ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ
注射用20mg「ｻﾜｲ」、ﾒﾛﾍﾟ
ﾝ点滴用ﾊﾞｲｱﾙ0.25g、ﾛｾ
ﾌｨﾝ静注用0.5g

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

57 不妊症
ﾌｫﾘｽﾁﾑ注150、ﾌｫﾘｽﾁﾑ
注75、ｸﾛﾐｯﾄﾞ錠50㎎

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS)

支給

58 てんかん
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

59 脳梗塞（左被殻） ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

60
部分てんかん、ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性結膜炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

61
帯状疱疹後神経痛、便
秘、高脂血症、ﾗｸﾅ梗
塞

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｶﾞﾊﾞﾍﾟ
ﾝ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

62
てんかん、胃潰瘍、脳
虚血、高血圧、糖尿
病、脳梗塞、便秘症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg

多形紅斑型薬疹 支給

63
顔面神経ﾏﾋ、顔のしび
れ・痛み、ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

64 急性上気道炎 ﾙｷﾉﾝｴｰｽ錠V 多形紅斑型薬疹 支給

65
高血圧、脳梗塞、てん
かん

ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg、ｶﾞｽﾀｰD
錠20mg、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）に続発した多臓器不全
による死亡（死亡）

支給

66

腰部脊柱管狭窄症、高
脂血症、高血圧症、蕁
麻疹、胃潰瘍、前立腺
肥大症、高尿酸血症

ｾﾚｺｯｸｽ錠100㎎ 多形紅斑型薬疹 支給

67 症候性てんかん ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ錠30mg 多形紅斑型薬疹 支給

68 爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

69 （予防） ﾌﾟﾚﾍﾞﾅｰ水性懸濁皮下注 発熱 支給

70 てんかん
ﾉｰﾍﾞﾙﾊﾞｰﾙ静注用
250mg、ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙｴﾘｷｼﾙ
0.4%

汎発型薬疹 支給

71 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病
①ﾒﾙｶｿﾞｰﾙ錠5mg
②ﾁｳﾗｼﾞｰﾙ錠50mg

①白血球減少症（１回目）、
血小板減少症、蕁麻疹型薬
疹
②白血球減少症（２回目）

支給

72
右脳皮質下出血、症候
性てんかん、高血圧
症、胃炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

73 てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群（DIHS） 支給

74
左足白癬兼二次感染、
両手白癬疹

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg 多形紅斑型薬疹 支給



75

H22.4.13より最高
39.0℃の発熱と関節痛
あり・嘔吐腹痛あり・ｳｲ
ﾙｽ感染症疑い

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25㎎、ﾎﾞﾙﾀﾚﾝ
ｻﾎﾟ50㎎

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）

支給

76 排卵障害
HCGﾓﾁﾀﾞ筋注用5千単
位、ｺﾞﾅﾋﾟｭｰﾙ注用150

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

77 症候性てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100㎎ 汎発型薬疹、薬物性肝障害 支給

78
爪白癬（足）、足白癬、
抑うつ状態

ｲﾄﾗﾘｰﾙ錠100 多形紅斑型薬疹 支給

79
高血圧症、高脂血症、
慢性心不全、慢性腎不
全、高尿酸血症

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰ
ﾙ錠100㎎「ｼｮｰﾜ」

薬剤性過敏症症候群（DIHS) 支給

80
Tolosa-Hunt症候群、
胃潰瘍

ﾀｹﾌﾟﾛﾝOD錠30 多形紅斑型薬疹 支給

81

帯状疱疹、帯状疱疹に
伴う疼痛、うつ症状、
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ様症状、不眠
症

ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg、ﾄﾌﾗﾆｰﾙ
錠10mg

尿閉、脱力 支給

82 不妊
ｸﾛﾐﾌｪﾝｸｴﾝ酸塩錠50mg｢
F｣

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

83 うつ病
ｱﾓｷｻﾝｶﾌﾟｾﾙ25mg、ﾄﾚﾄﾞﾐ
ﾝ錠15

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ（疾病）
遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱによるそしゃ
く・嚥下機能障害（障害）

支給
（疾病）
支給
2級
1年毎
（障害）

84
急性胃腸炎、急性気管
支炎

ﾛｷｿﾆﾝ細粒、ﾛﾍﾟﾐｯｸ小児
用細粒0.05%、ｸﾗﾘｽﾄﾞﾗｲｼ
ﾛｯﾌﾟ10%小児用、ﾌﾟﾙｽﾏﾘﾝ
Aﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ小児用1.5%

中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）およびそれに続発した
閉塞性呼吸障害（疾病）
中毒性表皮壊死症（ﾗｲｴﾙ症
候群）およびそれに続発した
閉塞性呼吸障害による死亡
（死亡）

支給

85 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

86 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）

支給

87 気管支喘息
ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%、ｱﾐ
ﾉﾌｨﾘﾝ注射液

急性脳症 支給

88 関節ﾘｳﾏﾁ、骨粗鬆症 ｱｻﾞﾙﾌｨｼﾞﾝEN錠500㎎

薬剤性過敏症症候群（DIHS）
（疾病）
薬剤性過敏症症候群（DIHS）
に続発した多臓器不全によ
る死亡（死亡）

支給

89 （症候性てんかん） ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
薬剤性過敏症症候群（DIHS）
に続発した心筋炎

支給

90 （予防）
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北
研」

急性散在性脳脊髄炎
（ADEM）（疾病）
急性散在性脳脊髄炎
（ADEM）による精神運動遅
滞（障害）

支給
（疾病）
支給
１級
１年毎
（障害）

91 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠 急性腎不全 支給



92
尿路結石、経静脈尿路
造影

ｺﾝﾗｷｼﾝH 低酸素脳症、失外套症候群
障害
１ 級
５年毎

93
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
１年毎

94
ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ肺炎と気管
支肺炎の合併

ｺｽﾓｼﾝ静注用0.5g
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

95 冷え症及び不定愁訴
天津当帰四逆加呉茱萸
生姜湯ｴｷｽ顆粒KM医療
用

慢性腎不全
障害
２級
１年毎

96 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの予防
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHAﾜｸﾁﾝ「北
研」

神経痛性筋萎縮症による左
上下肢運動機能障害

障害
１級
１年毎

97 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
３年毎

98
脳挫傷、急性硬膜下血
腫、外傷性くも膜下出
血

ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg、注射
用ﾒｸﾛﾝM

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

99 肺結核症
ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ「ｶﾈﾎﾞ
ｳ」、ｲｽｺﾁﾝ錠100mg、ｴﾌﾞ
ﾄｰﾙ250mg錠

中毒性視神経症による視力
障害

障害
１級
３年毎

100
気管支喘息、ｱﾄﾋﾟｰ性
皮膚炎、食物ｱﾚﾙｷﾞｰ

ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%、ｻﾞ
ｼﾞﾃﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ

痙攣重積及びこれに続発し
た精神発達遅滞、右不全麻
痺

障害
２級
３年毎

101 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
１年毎

102 発熱38.2℃ 小児用ﾊﾞﾌｧﾘﾝ
ﾗｲ症候群による精神･運動
発達遅滞

障害
１級
３年毎

103
労作性狭心症、高血圧
症、糖尿病

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘ
ﾝ錠100㎎

脳出血に続発した左片麻痺
による四肢機能障害

障害
１級
３年毎

104 直腸早期癌
ｱﾅﾍﾟｲﾝ注2mg/ml、ｱﾅﾍﾟｲ
ﾝ注7.5mg/ml、2%ｶﾙﾎﾞｶｲﾝ
ｱﾝﾌﾟﾙ

脊髄神経障害による体幹機
能障害

障害
２級
３年毎

105 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

106
上気道炎、咽頭炎、胃
炎、口内出血斑、結膜
炎

①ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂ
ﾐ」、ﾏﾘｷﾅ顆粒、ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg
②ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠200「ﾀﾂ
ﾐ」、ﾏﾘｷﾅ顆粒、ｼﾞｽﾛﾏｯｸ
錠250mg、ｱｼﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ75

中毒性表皮壊死症による視
力障害

障害
１級
3年毎

107
右頬部腫脹、右眼窩下
膿瘍（頬部膿瘍）

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用2g
ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰ（様）ｼｮｯｸに続発
した低酸素脳症による意識
障害

障害
１ 級
１年毎

108 喘息様気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
急性脳症に続発した高度脳
機能障害

障害
１ 級
１年毎



109 統合失調症

①ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg、ﾊﾟｷｼﾙ
錠20mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ細粒
1%、ｱｷﾈﾄﾝ細粒、ｱｰﾃﾝ散
1%
②ﾊﾟｷｼﾙ錠20mg、ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ細粒1%

悪性症候群に続発した高度
脳機能障害

障害
１ 級
１年毎

110 感冒 ﾊﾞﾌｧﾘﾝA、ｲﾝﾃﾞﾗﾆｯｸ坐薬
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

111 胃癌の術前検査 ｲｵﾒﾛﾝ300ｼﾘﾝｼﾞ
可逆性後白質脳症症候群
（RPLS）に続発した脳出血に
よる左上下肢機能障害

障害
１級
１年毎

112
抑うつ状態、不眠、不
安焦燥感、希死念慮、
高血圧

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg、ｺﾝﾄﾐ
ﾝ糖衣錠25mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる歩行
障害

障害
１級
１年毎

113 気管支喘息 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
２級
３年毎

114
分娩誘発（予定日超
過、高出生体重児の疑
い）

ﾌﾟﾛｽﾀﾙﾓﾝ･F注射液
過強陣痛に続発した胎児低
酸素脳症による精神運動発
達遅滞

障害
１級
３年毎

115
強膜炎、再発性多発軟
骨炎

①ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg、ﾒｿﾄﾚｷ
ｾｰﾄ錠2.5mg
②ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ点眼・点耳・点
鼻液0.1%、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠
5mg、注射用ｿﾙ･ﾒﾙｺｰﾄ
500、ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液

①ﾆｭｰﾓｼｽﾁｽ肺炎
②ｽﾃﾛｲﾄﾞ白内障

対象除外薬である

①
不支給
②
支給

116 膿疱性乾癬
①ﾘﾝﾃﾞﾛﾝ錠0.5mg
②ﾈｵｰﾗﾙ25mgｶﾌﾟｾﾙ、ﾈ
ｵｰﾗﾙ50mgｶﾌﾟｾﾙ

①両側大腻骨骨頭無腐性壊
死
②腎機能不全

対象除外薬である

①
支給
②
不支給

117 統合失調症 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

118
（慢性移植腎症（母
体））

ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠4

腎性尿崩症（疾病）
羊水過少に続発した胎児仮
死による精神運動発達遅滞
及び腎性尿崩症による腎臓
機能障害（障害）

不適正使用 不支給

119
糖尿病、高血圧、高脂
血症

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

120
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群、血管
炎、胃炎、抗ﾘﾝ脂質抗
体症候群

ｿﾙ・ﾒﾄﾞﾛｰﾙ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1㎎（旭化成）

ｽﾃﾛｲﾄﾞ精神病（疾病）
なし（障害）

医薬品以外の原因による 不支給

121 AVM手術後部分発作 ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠100㎎ 播種状紅斑丘疹型薬疹 不適正使用 不支給

122 右耳下腺炎 なし なし（＊２） 医薬品以外の原因による 不支給

123 急性咽頭炎

ﾊﾟｾﾄｼﾝｶﾌﾟｾﾙ250、ｶﾙｼﾞｰ
ﾙ錠200、ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ｶﾌﾟｾ
ﾙ250mg｢ﾄｰﾜ｣、ﾈｵﾖｼﾞﾝ
ｶﾞｰｸﾞﾙ7%

汎発型薬疹 不適正使用 不支給

124 感染性腸炎
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg、ﾑｺｽﾀ錠
100mg

蕁麻疹型薬疹 入院相当でない 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。


