
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 活動性慢性C型肝炎
ﾍﾟｶﾞｼｽ皮下注90μ g、ｺﾍﾟ
ｶﾞｽ錠200mg

全身性身体消耗の増悪 支給

2 気分変調症

①ﾊﾟｷｼﾙ錠10mg、ﾊﾟｷｼﾙ
錠20mg、ｿﾗﾅｯｸｽ0.4mg
錠、ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠0.5、ﾜｲﾊﾟｯ
ｸｽ錠1.0、ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠
100mg、ｱｻｼｵﾝ0.25mg
錠、ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2、ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg、ﾄﾗﾝｻﾐﾝ錠
250mg、PL顆粒、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ
錠3mg
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｱｻ
ｼｵﾝ0.25mg錠、ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ
錠2

①播種状紅斑丘疹型薬疹
②薬物性肝障害

支給

3 うつ病、Ⅱ型糖尿病

①ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ内用液0.1%
②ｱｷﾈﾄﾝ錠1mg、ﾗﾝﾄﾞｾﾝ
錠0.5mg、ﾚｽﾘﾝ錠50、ﾍﾞｹﾞ
ﾀﾐﾝ錠-A

①薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群
②意識ﾚﾍﾞﾙ低下

支給

4 気管支喘息
ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰﾙ40、ｿﾙ･ﾒﾄﾞﾛｰ
ﾙ125、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠5mg

両側大腿骨骨頭無腐性壊
死、両側大腿骨顆部無腐性
壊死、左側脛骨顆部無腐性
壊死、ｽﾃﾛｲﾄﾞ糖尿病

支給

5 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)(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

6

心房細動、高血圧、前
立腺肥大、神経症、末
梢神経障害、不整脈、
喘息

ﾜｿﾗﾝ錠40mg 多形紅斑型薬疹 支給

7 急性気管支炎、蕁麻疹
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾀﾞｰｾﾞﾝ
10mg錠、ﾋﾟｰｴｲ配合錠、ﾌ
ﾛﾓｯｸｽ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

8
大腸内視鏡検査前投
与、高血圧症、高脂血
症、不安神経症

ﾋﾞｼﾞｸﾘｱ錠 急性腎不全 支給

9 尿路感染、尿管結石
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg、ｿﾞｼﾝ静
注用4.5、ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用

固定薬疹 支給

10 じんましん、感冒
ﾀﾞｰｾﾞﾝ10mg錠、ﾑｺﾀﾞｲﾝ
DS50%、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

多形紅斑型薬疹 支給

11
肝膿瘍（多発肝のう
胞、のう胞内感染）

ﾌﾗｼﾞｰﾙ内服錠250mg 末梢神経障害 支給

12 坐骨神経痛 ｵｽﾍﾟｲﾝ錠200 急性間質性腎炎 支給

13 毛包炎、急性湿疹 ﾐﾉﾏｲｼﾝ錠50mg 多形紅斑型薬疹 支給

14
うつ状態、頭痛、双極
性感情障害

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾛｷｿﾆ
ﾝ錠

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)

支給

15
躁うつ病、咽頭炎、尿
路感染症

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｼﾞｪ
ｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg、ｸﾗﾘｽ錠
200、ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10、ｾﾌｽﾊﾟ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、ﾓﾀﾞｼﾝ静
注用1g
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｼﾞｪ
ｲｿﾞﾛﾌﾄ錠50mg、ｸﾗﾘｽ錠
200、ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10、ｾﾌｽﾊﾟ
ﾝｶﾌﾟｾﾙ100mg、ﾓﾀﾞｼﾝ静
注用1g、ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠2、ﾘｽ
ﾍﾟﾘﾄﾞﾝ内用液1mg/mL「ﾖｼ
ﾄﾐ」
　

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

16 高尿酸血症、腰部挫傷 ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠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
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17
高血圧、高脂血症、上
気道炎、湿疹、感冒

ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、PL配
合顆粒、ｱﾆﾙｰﾒ錠
200mg、ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸
塩錠15mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣、ﾒｼﾞｺﾝ
錠15mg

汎発型薬疹 支給

18
ﾚｽﾄﾚｽﾚｯｸﾞｽﾞ症候群、
脂質代謝異常、不眠

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

19
帯状疱疹(右三叉神経
第1枝領域)後神経痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

20
顔面筋けいれん症、(1)
左顔面けいれん、(2)口
腔・咽頭病変

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200mg、ﾒｲｱｸﾄMS
錠100mg、ｸﾘﾝﾀﾞﾏｲｼﾝ注
射液600mg「ﾀｲﾖｰ」、ﾌｧｰ
ｽﾄｼﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS、ﾛｷ
ｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ錠60mg「ﾀ
ｲﾖｰ」

多形紅斑型薬疹 支給

21 神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

22
左頭頂葉脳腫瘍、けい
れん発作

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

23
双極性感情障害、強迫
性障害、アスペルガー
症候群

①ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg
②ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ｼﾞﾌﾟ
ﾚｷｻ錠2.5mg、ﾃﾞﾌﾟﾛﾒｰﾙ
錠25

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)
②血小板減少症

支給

24
頚肩腕症候群もしくは
肩関節周囲炎

ｴﾍﾟﾙ錠50mg、ﾍﾟｵﾝ錠80、
ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注射液、ﾈｵﾋﾞﾀｶｲ
ﾝ注5mL、ﾉｲﾛﾄﾛﾋﾟﾝ錠4単
位、ﾑｺｽﾀ錠100mg

汎発型薬疹 支給

25
ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、副鼻
腔炎、感染症(高熱を
伴う)

①ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾌﾛﾓｯｸｽ
錠100mg
②ｱﾚｸﾞﾗ錠60mg、ｶﾛﾅｰﾙ
錠200、ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)
②薬物性肝障害

支給

26
急性咽喉頭炎、高血
圧、肝硬変、慢性胃腸
炎、心室性期外収縮

ﾒｷｼﾁｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg、ｶﾌ
ｺﾃﾞN錠、PL顆粒、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60mg、ｵｾﾞｯｸｽ錠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)、薬物性肝
障害

支給

27
慢性副鼻腔炎急性増
悪、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA型

ｴﾘｽﾛｼﾝ錠200mg、ﾉｲﾁｰﾑ
錠90mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠、ﾘﾚﾝ
ｻﾞ

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、けいれん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠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)、薬物性肝
障害

支給

29

高齢者の幻覚・妄想状
態、高血圧症、骨粗鬆
症、難治性逆流性食道
炎、慢性便秘症

ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、ｱｰﾃﾝ錠
(2mg)

悪性症候群様症状(疾病)
悪性症候群様症状による肢
体機能障害(障害)

支給
１級
１年毎

30
摂食障害、慢性腎炎、
低Na血症、便秘症、う
つ状態、食思不振

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg、ﾄﾞｸﾞﾏ
ﾁｰﾙ錠50mg

悪性症候群(疾病)
悪性症候群による死亡(死
亡)

支給

31
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病による難治
性ぶどう膜炎

ﾚﾐｹｰﾄﾞ点滴静注用100 脱髄疾患 支給

32
右下腿開放骨折、
MRSA

ﾊﾞｸﾀ錠、ﾘﾌｧﾝﾋﾟｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg｢NP｣

薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

33
急性中耳炎、急性鼻
炎、胃炎、内耳炎

①ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾀﾞｰ
ｾﾞﾝ10mg錠、ｶﾛﾅｰﾙ錠
200、ﾒｲｱｸﾄMS錠100mg、
ｸﾗﾘｽ錠200
②照射濃厚血小板｢日赤｣

①中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ
症候群)(疾病)
②輸血関連急性肺障害
(TRALI)(疾病)
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)及び輸血関連急性肺
障害(TRALI)による死亡(死
亡)

支給

34
統合失調症、尿路感染
症疑い

ｾﾚﾈｰｽ錠3mg、ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
50mg、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠

横紋筋融解症(疾病)
横紋筋融解症による死亡(死
亡)

支給

35
膀胱炎、高尿酸血症、
肺真菌症

①ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100
②ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100、ｾﾌｿﾞﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ100mg

①薬剤性過敏症症候群
（DIHS）（疾病）
②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）
　薬剤性過敏症症候群
（DIHS）による死亡（死亡）

支給

36 感冒
ﾊﾟﾙﾄﾞﾏｲｼﾝ錠50、ｱﾃﾞﾌﾛﾆｯ
ｸ錠25㎎

多形紅斑型薬疹 支給



37 初発痙攣発作
①ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg
②ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ散10%

①多形紅斑型薬疹(1回目)
②多形紅斑型薬疹(2回目)

支給

38
三叉神経痛、歯痛、不
安

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ｼﾞｪｲｿﾞ
ﾛﾌﾄ錠25mg

汎発型薬疹、白血球減少
症、血小板減少症

支給

39

高尿酸血症、高血圧
症、骨粗鬆症、肝機能
異常、胆石症、アレル
ギー性鼻炎

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠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

40
高尿酸血症、ANCA関
連血管炎

ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg

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

41
線維筋痛症、多発性筋
炎、うつ、不眠

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

42 感冒 ｶﾛﾅｰﾙ錠200 多形紅斑型薬疹 支給

43
高血圧、ｱﾙｺｰﾙ性肝障
害、痛風、糖尿病

ｼｱﾅﾏｲﾄﾞ内用液1%「ﾀﾅﾍﾞ」 多形紅斑型薬疹 支給

44 急性咽頭炎

ﾂﾑﾗ麻黄附子細辛湯ｴｷｽ
顆粒(医療用)、葛根湯ｴｷ
ｽ顆粒S、ﾌｽｺﾃﾞ配合錠、ﾌ
ﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾑｺﾀﾞｲﾝ
錠250mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg、ﾛｾﾌｨﾝ点滴静注用
1gﾊﾞｯｸﾞ

紅斑型薬疹 支給

45 症候性てんかん、脳炎
ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ散10%、ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ
注250㎎

薬剤性過敏症症候群（DIHS) 支給

46
慢性扁桃炎(周術期)術
後感染疑い

ｽﾙﾊﾞｼﾘﾝ静注用1.5g、ﾛｷ
ｿﾆﾝ錠60mg、ﾎﾟﾝﾀｰﾙｼﾛｯ
ﾌﾟ3.25%

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

47 不妊症
HMG｢ｺｰﾜ｣150注用、
HMG注ﾃｲｿﾞｰ150、ﾌﾟﾚｸﾞ
ﾆｰﾙ5000単位

卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）

支給

48 双極性障害Ⅱ型
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg、ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠小児用5mg

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 肺がん、脳転移
ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100㎎、ﾛｷｿﾆﾝ
錠60㎎、ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500㎎

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

50
高尿酸血症、高血圧、
胃潰瘍、坐骨神経痛、
かぜ症状

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)及び薬剤性過敏症症
候群(DIHS)

支給

51 頚部リンパ節炎
ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠
200mg、ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ錠2

多形紅斑型薬疹 支給

52 統合失調症

ｾﾚﾈｰｽ錠3mg、ｾﾚﾈｰｽ錠
1.5mg、ｾﾚﾈｰｽ錠1mg、ｺﾝ
ﾄﾐﾝ糖衣錠25mg、ｺﾝﾄﾐﾝ糖
衣錠12.5mg

悪性症候群 支給

53 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

54
左変形性膝関節症(左
膝関節痛)

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

55
一過性心房細動、高血
圧症、不眠、心筋虚
血、便秘

ｼﾍﾞﾉｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

56 神経症性うつ病、胃炎

①ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg、ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg
②ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg、ｼﾞﾌﾟﾚ
ｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg、ｶﾞｽﾛﾝ
N・OD錠2mg、ﾜｲﾊﾟｯｸｽ錠
0.5

①横紋筋融解症
②紅斑型薬疹

支給

57
不眠症、身体表現性障
害

ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B

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

58
両手痛、痛風、手指関
節痛

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠50、ﾛｷｿﾆﾝ錠
60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

59 急性上気道炎 ｾﾗﾋﾟﾅ配合顆粒 多形紅斑型薬疹 支給



60

高K血症、腎機能低
下、高血圧症、脳梗
塞、高脂血症、変形性
膝関節症、狭心症、便
秘、胃潰瘍

ｱｰｶﾞﾒｲﾄ20%ｾﾞﾘｰ25g 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

61
ﾋﾟﾛﾘ菌感染症HP抗体
価151.4、左肩関節炎 ﾗﾝｻｯﾌﾟ400 多形滲出性紅斑型薬疹 支給

62 左膝前十字靱帯断裂 ﾊﾟﾝｽﾎﾟﾘﾝ静注用1gﾊﾞｯｸﾞS
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

63 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

64 統合失調症

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5㎎、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
ｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠5mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
ｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠10mg、ﾃﾞﾊﾟｽ錠
1㎎、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg、ｴﾋﾞ
ﾘﾌｧｲ錠6mg、ｴﾋﾞﾘﾌｧｲ錠
12mg、ｻｲﾚｰｽ錠1㎎

悪性症候群 支給

65 顔面痙攣
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100㎎、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠200㎎

薬剤性過敏症症候群（DIHS) 支給

66
高血圧症、脳梗塞、鉄
欠乏性貧血

ｱﾀﾞﾗｰﾄCR錠40mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

67 高尿酸血症 ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

68
変形性頸椎症、左肩関
節拘縮、胃炎

ﾋﾟｵﾊﾟｰﾙｶﾌﾟｾﾙ10mg 多形紅斑型薬疹 支給

69
けいれん、症候性てん
かん、気管支炎、大腸
炎、結膜炎、肺炎

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒50% 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

70 三叉神経痛（第Ⅱ枝）
ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾑｺｽﾀ
錠100

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

71 (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

72
脂質異常、胃潰瘍、不
眠、便秘、口腔咽頭ｶﾝ
ｼﾞﾀﾞ症、上気道炎

ｲﾄﾘｿﾞｰﾙ内用液1% 汎発型薬疹 支給

73
(変形性腰椎症による
坐骨神経痛)

ﾓｰﾗｽﾃｰﾌﾟL40mg 接触皮膚炎 支給

74 狭心症
ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ塩酸塩錠4㎎「ｻﾜ
ｲ」

多形紅斑型薬疹 支給

75 （予防）
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ「北
研」

無菌性髄膜炎 支給

76 てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100㎎ 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

77 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ「北
研」

無菌性髄膜炎 支給

78
特発性血小板減少性
紫斑病

ﾊﾞｸﾀ配合錠、ﾎﾞﾅﾛﾝ錠
5mg、ﾎﾞﾅﾛﾝ錠35mg、ﾀｹﾌﾟ
ﾛﾝOD錠15

多形紅斑型薬疹 支給

79
左原発性三叉神経痛、
左三叉神経痛(Ⅱ枝)、
頚部筋々膜症

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

支給

80 (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

81 頚肩腕症候群
ﾐｵﾅｰﾙ錠50㎎、ｾﾚｺｯｸｽ
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

82
症候性てんかん、高血
圧症

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

83

高血圧症、高脂血症、
慢性胃炎、神経因性膀
胱、脳梗塞後遺症、高
尿酸血症、便秘症

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

84 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

85 けいれん発作 ﾌｪﾉﾊﾞｰﾙ注射液100mg 多形紅斑型薬疹 支給

86 感冒
葛根湯ｴｷｽ錠〔大峰〕、ﾊﾞ
ﾌｧﾘﾝA

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

87
左殿部帯状疱疹の痛
み

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給



88 （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（疾病）
薬剤性過敏症症候群（DIHS）
に続発した心筋炎による死
亡（死亡）

支給

89
抑うつ神経症、術後の
不眠治療

ﾎﾘｿﾞﾝ錠5mg、ﾄﾘﾌﾟﾀﾉｰﾙ
錠10、ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg、
ｾﾚﾅｰﾙ錠10、ﾍﾞﾝｻﾞﾘﾝ錠

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
１級
１年毎

90
細菌性脳動脈瘤破裂、
細菌性脳動脈瘤破裂
による脳内血腫

ﾌｫｰﾚﾝ
悪性高熱に続発した左半身
不随による日常生活障害

障害
２級
１年毎

91 総合失調症

25mgｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠、50mg
ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠、ﾋﾙﾅﾐﾝ錠
(5mg)、ﾋﾙﾅﾐﾝ錠、ﾋﾙﾅﾐﾝ
（50mg）、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ錠-B、ｾﾚﾈｰｽ錠
1.5mg、ｾﾚﾈｰｽ錠0.75mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによる言語
障害、そしゃく機能障害及び
上肢機能障害

障害
２級
３年毎

92 急性咽頭気管支炎

ｶﾛﾅｰﾙ細粒、ﾒﾌｪﾅﾑｻﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ、C-ﾁｽﾃﾝ細粒、ﾌﾛ
ﾓｯｸｽ錠100mg、ﾊﾞﾚｵﾝ錠
200mg、ﾉﾙﾊﾞｸｼﾝ錠200mg

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

93 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

94 急性上気道炎
ﾄﾐﾛﾝ錠100、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠
250mg

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

95
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

悪性症候群による四肢運動
機能障害

障害
１級
１年毎

96

狭心症、Cypherｽﾃﾝﾄ
留置術々後、陳旧性心
筋梗塞、高血圧症、C
型肝硬変、肝細胞癌

ﾊﾟﾅﾙｼﾞﾝ錠、ﾍﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ
注N｢ｼﾐｽﾞ｣、ﾊﾞｲｱｽﾋﾟﾘﾝ錠
100mg

硬膜下血腫に続発した多発
性脳梗塞による高度脳機能
障害

障害
１級
１年毎

97

統合失調症(幻覚妄想
状態、自殺念慮、無
為、自閉、引きこもりな
ど陽性症状と陰性症状
ともに強く、特に幻聴が
ひどい)

ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ細粒、ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
1mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠2mg、ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻ錠10mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5mg、ｾﾚﾈｰｽ細粒、ﾄﾞ
ｸﾞﾏﾁｰﾙ錠100mg、ｲﾝﾌﾟﾛﾒ
ﾝ錠1mg、ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
25mg、ｺﾝﾄﾐﾝ糖衣錠
12.5mg、ﾘﾝﾄﾝ細粒、ﾌﾟﾘﾝ
ﾍﾟﾗﾝ錠、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠-B、ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻ錠5mg、ﾄﾛﾍﾟﾛﾝ錠
1mg、ﾊﾛﾏﾝｽ注100mg、ﾍﾞ
ｹﾞﾀﾐﾝ錠-A、ﾙｰﾗﾝ錠4、
ﾙｰﾗﾝ錠8、ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠
200mg、ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠
50mg、ﾅｳｾﾞﾘﾝ10mg錠、ｱ
ｾﾅﾘﾝ10mg錠、ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ
錠50mg

ｼﾞｽﾄﾆｱによる歩行障害
障害
２級
１年毎

98 感染性心内膜炎 1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注-ｷｯﾄ
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

99 右下肢痛 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg
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
よる高度脳機能障害

障害
１級
３年毎

100
躁うつ病、躁状態、精
神運動興奮

ｲﾝﾌﾟﾛﾒﾝ錠1mg、ﾚﾎﾞﾄﾐﾝ錠
25mg、ｾﾛｸｴﾙ100mg錠、ｾ
ﾛｸｴﾙ25mg錠、ﾙｰﾗﾝ錠8、
ﾋﾙﾅﾐﾝ錠

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱによるそ
しゃく障害

障害
２級
１年毎

101

喘息性気管支炎：喘鳴
を伴う咳、睡眠障害、
鼻汁等の症状が長期
間続く

ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%、ﾍﾟ
ﾘｱｸﾁﾝｼﾛｯﾌﾟ

痙攣重積に続発した高度脳
機能障害

障害
１級
１年毎



102 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
２級
１年毎

103 ﾘﾝﾊﾟ節結核 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
２級
1年毎

104 「予防」 ｢ﾋﾞｹﾝHA｣
ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群による運
動機能障害及び知覚障害

障害
１級
１年毎

105 咽頭炎 ｽﾍﾟﾙｿﾞﾝ静注用1g
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
よる高度脳機能障害

障害
１級
３年毎

106 帯状疱疹
ﾊﾞﾙﾄﾚｯｸｽ錠500、ﾛｷｿﾆﾝ
錠

急性腎不全（疾病）
なし(*2)（障害）

医薬品以外の原因による

支給
（疾病）
不支給
（障害）

107
うつ状態、不安神経
症、不眠症、高血圧症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

108 乳癌 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

109

脳出血後遺症、高血圧
症、睡眠障害、右肩
痛、狭心症、心筋梗塞
症、糖尿病、慢性腎臓
病

なし なし(*1) 医薬品以外の原因による 不支給

110 （肥満症、高血圧予防） なし なし(*2) 医薬品以外の原因による 不支給

111 高尿酸血症 ｹﾄﾌﾞﾝA

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）

障害等級不該当 不支給

112 気分障害 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

113

高血圧症、慢性腎不
全、高尿酸血症、慢性
心房細動、拡張型心筋
症

なし なし(*1) 医薬品以外の原因による 不支給

114
高血圧、高脂血症、糖
尿病

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

115
突発性難聴、左突発性
難聴

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

116
強迫性障害、強迫神経
症(強迫性障害)、抑う
つ状態

ﾋﾟｰｾﾞｯﾄｼｰ糖衣錠4mg、ｴ
ﾋﾞﾘﾌｧｲ錠3mg、ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ
錠50mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠3mg

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ、遅発性ｼﾞ
ｽﾄﾆｱ(疾病)
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右上肢機能
障害(障害)

障害等級不該当 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。


