
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 気管支炎、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ 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発達遅
滞(障害)

支給
１級
１年毎

2
うつ状態、高血圧、高
脂血症

ﾄﾞｸﾞﾏﾁｰﾙ錠50mg

薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ様症状（疾
病）
薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ様症状によ
る肢体機能障害（障害）

支給
２級
１年毎

3 不妊症、卵巣機能不全

HMG筋注用150単位｢F｣、
注射用HCG10,000単位｢
F｣、注射用HCG3,000単位
｢F｣

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

4 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ散｢ﾀｹﾀﾞ｣、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆﾝ錠5mg、水溶性ﾌﾟﾚﾄﾞﾆ
ﾝ10mg、ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠｢ﾀｹ
ﾀﾞ｣5mg

骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折

支給

5
甲状腺機能亢進症、ﾊﾞ
ｾﾄﾞｳ病

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg、ﾁｳﾗ
ｼﾞｰﾙ錠

抗好中球細胞質抗体
(ANCA)関連血管炎症候群

支給

6
ﾊﾟﾗﾌﾚﾆｰ、不眠、統合
失調症

①ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠
10mg
②ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞｲﾃﾞｨｽ錠
10mg、ﾙｰﾗﾝ錠4mg、ﾘｽﾊﾟ
ﾀﾞｰﾙ錠3mg

①高CK血症
②ｱｶｼｼﾞｱ、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群

支給

7 統合失調症 ﾙｰﾗﾝ錠4mg、ﾙｰﾗﾝ錠8mg 薬剤性ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群 支給

8 痒疹、帝切術後

ﾄﾐﾛﾝ錠100、ｹﾐｽﾎﾟﾘﾝ静注
用1g、ﾌﾞﾚｼﾝ錠25mg、ﾗｼｯ
ｸｽ注20mg、ﾎﾞﾙﾏｹﾞﾝ坐剤
50mg

多形紅斑型薬疹 支給

9
急性上気道炎、感冒性
胃腸炎

ｾﾌﾎﾟﾄﾞｷｼﾑﾌﾟﾛｷｾﾁﾙ錠
100mg｢ﾀｲﾖｰ｣

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

10
てんかんによる意識消
失・痙攣発作、急性咽
頭炎

ｱﾚﾋﾞｱﾁﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

11 高脂血症 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠10 横紋筋融解症 支給

12
子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、不正
子宮出血

ｿﾌｨｱ-A 脳静脈血栓症 支給

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

溶血性尿毒症症候群(HUS) 支給

14 てんかん
ﾗﾐｸﾀｰﾙ錠25mg、ﾗﾐｸﾀｰﾙ
錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

15
糖尿病、爪白癬、脳梗
塞、高血圧症、神経障
害

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

16
慢性腎不全、血液透
析、眼科手術后、尿酸
高値

ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)

支給

17
右膝内側半月板損傷、
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

18 (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

19
心不全、高血圧、高尿
酸血症

ｱﾛｼﾄｰﾙ錠100mg 汎発型薬疹 支給

20
甲状腺機能亢進症、発
熱

ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞｰﾙ錠50mg
播種状紅斑丘疹型薬疹、薬
物性肝障害

支給

21
骨粗鬆症、高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症、急性胃炎、便
秘、腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ

ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

22 糖尿病性腎症
ﾌﾛﾐｾﾄﾞ錠20｢ﾀｲﾖｰ｣、ﾚﾆﾒｯ
ｸ錠5

多形紅斑型薬疹 支給

23 急性副鼻腔炎 ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠200mg けいれん 支給

24 咳、膿性炎、不眠症

ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ
錠200mg、ｼﾞｪﾆﾅｯｸ錠
200mg、ﾑｺｿﾙﾊﾞﾝ錠
15mg、ﾑｺﾀﾞｲﾝ錠500mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給
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25
三叉神経痛に関連した
左耳鳴症

ﾚｷｼﾝ錠200mg 汎発型薬疹 支給

26 (予防)、気管支喘息
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
研｣

無菌性髄膜炎 支給

27
脳炎後症候性てんか
ん

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 腰痛
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ｶﾞｽﾀｰ
D錠10mg、ﾘﾝﾗｷｻｰ錠
250mg

多形紅斑型薬疹 支給

29 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
研｣

無菌性髄膜炎及びそれに続
発した脳炎

支給

30 椎間板ﾍﾙﾆｱ
ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg、ﾑｺｽﾀ
錠100mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

31

ｽﾃﾛｲﾄﾞ高用量使用に
よるﾆｭｰﾓｼｽﾃｨｽ<ｶﾘﾆ>
肺炎予防、器質化肺
炎、食道炎、骨粗鬆症

ﾊﾞｸﾀ配合錠 多形紅斑型薬疹 支給

32 (予防)
おたふくかぜ生ﾜｸﾁﾝ｢北
研｣

無菌性髄膜炎 支給

33 右変形性膝関節症 ｾﾚｺｯｸｽ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

34
爪白癬(足)、爪郭炎

ﾗﾐｼｰﾙ錠125mg
急性汎発性発疹性膿疱症
(AGEP)

支給

35 爪白癬 ﾄﾗｺﾅ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

36
適応障害、うつ状態、
人格障害、気管支炎、
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞA、蕁麻疹

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

37 高脂血症 ﾒﾊﾞﾛﾁﾝ錠5 高CK血症 支給
38 てんかん ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給
39 三叉神経痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

40 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

41 統合失調症

ｱｷﾘﾃﾞﾝ錠1mg、ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠
50mg、ﾙﾎﾞｯｸｽ錠25、ﾙｰﾗ
ﾝ錠8mg、ﾃﾞﾊﾟｽ錠0.5mg、
ｻｲﾚｰｽ錠2mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻｻﾞ
ｲﾃﾞｨｽ錠10mg、ﾍﾞｹﾞﾀﾐﾝ錠
-B

悪性症候群 支給

42
妄想性障害、統合失調
症、薬剤性ｼﾞｽﾄﾆｱ、便
秘、不眠、尿路感染症

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
2.5mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg、ｼﾞ
ﾌﾟﾚｷｻ錠10mg、ｾﾛｸｴﾙ
25mg錠、ｾﾛｸｴﾙ100mg錠

遅発性ｼﾞｽﾄﾆｱ、遅発性ｼﾞｽｷ
ﾈｼﾞｱ

支給
２級
１年毎

43
糖尿病、高血圧、ﾍﾘｺ
ﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染

ﾀﾞｵﾆｰﾙ錠1.25mg、ｱｸﾄｽ
錠15、ｵﾙﾒﾃｯｸ錠10mg、ﾍﾞ
ｲｽﾝ錠0.3、ﾒﾃﾞｯﾄ錠
250mg、ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg

低血糖(疾病)
低血糖による高度脳機能障
害(障害)

支給
１級
１年毎

44 末梢神経障害 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 汎発型薬疹 支給

45
抑うつ神経症、統合失
調症の疑い

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠2.5mg、ｾﾚﾈｰｽ
錠0.75mg、ﾘｰﾏｽ錠100、
ｼﾞｪｲｿﾞﾛﾌﾄ錠25mg

悪性症候群 支給

46 肺炎

ﾃﾞﾊﾟｹﾝｼﾛｯﾌﾟ5%、ﾊﾞｸﾀ配
合顆粒、ｱﾑﾋﾞｿﾞｰﾑ点滴静
注用50mg、ｶﾞﾊﾞﾍﾟﾝ錠
400mg、ｴﾘｽﾛｼﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯ
ﾌﾟW20%

急性膵炎(疾病)
急性膵炎及びそれに続発し
たDICによる死亡(死亡)

支給

47
糖尿病、左手MRSA蜂
巣炎

ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠、ﾒﾙﾋﾞﾝ錠
250mg

低血糖 支給

48

両）糖尿病網膜症、両）
乾性角結膜炎、両）黄
斑浮腫、両）高眼圧、
両）網膜光凝固の術
後、脳梗塞後遺症、高
尿酸血症、咽頭痛、発
熱

①ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100
②ﾊﾟｽﾞｸﾛｽ注300

①薬剤性過敏症症候群
(DIHS)
②無顆粒球症

支給

49 不妊症
ｺﾞﾅｰﾙｴﾌ皮下注用75、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
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50
気分障害、急性上気道
炎、肝機能障害

ﾘﾌﾚｯｸｽ錠15mg

ｾﾛﾄﾆﾝ症候群およびそれに
続発した腎不全(疾病)
ｾﾛﾄﾆﾝ症候群およびそれに
続発した腎不全による死亡
(死亡)

支給

51

吃逆、めまい、症候性
てんかん、糖尿病、高
血圧、高脂血症、便秘
症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

52 右急性耳下腺炎
ｸﾗﾘｼｯﾄﾞ錠200mg、ｽﾙｶﾞﾑ
錠200mg、ﾀﾞﾗｼﾝｶﾌﾟｾﾙ
150mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

53 統合失調症
ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠1、ﾛﾋﾌﾟﾉｰﾙ錠
2、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、ﾛﾅｾ
ﾝ錠2mg、ﾛﾅｾﾝ錠4mg

悪性症候群 支給

54
高血圧症、高尿酸血
症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、
胃癌

ｵｲﾊﾟﾛﾐﾝ300注ｼﾘﾝｼﾞ
80mL

慢性腎不全の増悪 支給

55 爪白癬 ｲﾄﾘｿﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ50 汎発型薬疹 支給

56 上気道炎、ﾀﾝ

ﾆｺﾗｰｾﾞ錠10、ｵｰｽｷﾞ小青
竜湯ｴｷｽT錠、ｻﾜｼﾘﾝ錠
250、ｿﾗﾝﾀｰﾙ錠50mg、ﾄﾗ
ﾝｻﾐﾝ錠250mg、ｸﾘｱﾅｰﾙ
錠200mg

汎発型薬疹 支給

57 潰瘍性大腸炎 ﾍﾟﾝﾀｻ錠250 間質性腎炎 支給

58 智歯抜歯
ﾌﾛﾓｯｸｽ錠100mg、ﾀﾞﾗｼﾝｶ
ﾌﾟｾﾙ150mg

蕁麻疹型薬疹 支給

59 症候性てんかん ｴｸｾｸﾞﾗﾝ錠100mg
薬剤性過敏症症候群(DIHS)
およびそれに続発したﾆｭｰﾓ
ｼｽﾁｽ肺炎、甲状腺炎

支給

60 糖尿病性神経障害 ﾘﾘｶｶﾌﾟｾﾙ75mg 頭痛、嘔吐 支給

61 (予防)
｢ﾋﾞｹﾝHA｣、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞHA
ﾜｸﾁﾝ“化血研”TF

亜急性脳炎に合併した進行
性ｼﾞｽﾄﾆｱ（疾病）
亜急性脳炎に合併した進行
性ｼﾞｽﾄﾆｱによる肢体機能障
害（障害）

支給
１級
１年毎

62

くも膜下出血術後後遺
症、てんかん、糖尿
病、高脂血症、高血
圧、十二指腸潰瘍、頭
痛、睡眠障害

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg、ﾃｸﾞﾚ
ﾄｰﾙ錠100mg

多形紅斑型薬疹 支給

63 左手犬咬傷 沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞ｢生研｣ 脳神経麻痺 支給

64

心室性不整脈、糖尿
病、心筋梗塞、高血
圧、脂質異常症、心不
全

ﾒｷｼﾊﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ100 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

65
術後感染症(前立腺肥
大症による経尿道的前
立腺手術)

ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠250mg、ｾﾌｧｿﾞﾘﾝ
Na点滴静注用1gﾊﾞｯｸﾞ｢
ｵｰﾂｶ｣

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)

支給

66 三叉神経痛、頭痛 ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠200mg
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

67
原発性不妊症、多嚢胞
卵巣症候群

ﾌｫﾘﾙﾓﾝP注150、HCGﾓﾁ
ﾀﾞ筋注用3千単位

卵巣過剰刺激症候群
(OHSS)

支給

68 骨髄異形成症候群

点滴静注用ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ0.5
｢MEEK｣、ﾀｹﾌﾟﾛﾝｶﾌﾟｾﾙ
15、ｶﾛﾅｰﾙ細粒20%、ﾌｨﾆ
ﾊﾞｯｸｽ点滴用0.25g、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

69 神経痛(脳腫瘍術後) ﾚｷｼﾝ錠100mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

70 (予防)
沈降破傷風ﾄｷｿｲﾄﾞｷｯﾄ｢ﾀ
ｹﾀﾞ｣

注射部位の局所反応(腫脹、
発赤)

支給

71 肺炎、心不全、便秘 ﾕｰｼｵﾝ-S静注用1.5g

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)に続発した多臓器不全
による死亡(死亡)

支給

72
三叉神経痛、C型肝
炎、うつ病

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg、ﾄﾚﾄﾞﾐﾝ
錠25

抗利尿ﾎﾙﾓﾝ不適合分泌症
候群(SIADH)

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

73
急性前立腺炎、糖尿
病、胃癌疑鑑別

①ｽﾊﾟﾗ錠100mg
②ｽﾊﾟﾗ錠100mg、ﾄﾛｷｼﾝ
錠100mg、ﾊﾙﾅｰﾙD錠
0.2mg、ｱﾏﾘｰﾙ1mg錠

①紅皮症型薬疹
②薬物性肝障害

支給

74 潰瘍性大腸炎 ｻﾗｿﾞﾋﾟﾘﾝ錠500mg 薬剤性過敏症症候群(DIHS) 支給

75
急性上気道炎による発
熱

ｶﾛﾅｰﾙ錠200、ﾋｼﾀｰｾﾞ錠
10mg

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

76
右中指化膿性骨髄炎、
咽頭炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠、ｶﾛﾅｰﾙ
錠200、ｾﾗﾍﾟﾌﾟﾀｰｾﾞ錠
10mg｢ﾀﾅﾍﾞ｣、点滴静注用
ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ0.5｢MEEK｣

多形紅斑型薬疹 支給

77 出血性肺炎
ﾒﾁﾛﾝ注25%、ﾕﾅｼﾝ-Sｷｯﾄ
静注用3g

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)に続発した肺炎による
死亡(死亡)

支給

78
上気道炎、気管支炎、
緑内障、風邪

ﾍﾞﾝｻﾞﾌﾞﾛｯｸL、ﾊﾞｸｼﾀﾞｰﾙ
錠200mg、ﾐﾀﾁｰﾑ錠
90mg、ﾛｷｿﾆﾝ錠60mg

多形紅斑型薬疹 支給

79
体外受精のための卵
胞発育目的

HMG注ﾃｲｿﾞｰ150、HMG
筋注用150単位｢F｣、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

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
脳梗塞、高脂血症、(咽
頭炎)

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

82
間質性肺炎、関節ﾘｳﾏ
ﾁ、骨粗鬆症、難治性
逆流性食道炎

ﾊﾞｸﾄﾗﾐﾝ配合錠、ﾊﾘｿﾞﾝｼ
ﾛｯﾌﾟ100mg/mL、ﾊﾟﾘｴｯﾄ
錠10mg、ﾎﾞﾅﾛﾝ錠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

83
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病、高血圧
症、逆流性食道炎、高
尿酸

ｼﾝﾒﾄﾚﾙ錠50mg、ﾚﾆﾍﾞｰｽ
錠5、ｻﾞｲﾛﾘｯｸ錠100

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)に続発した敗血症によ
る死亡(死亡)

支給

84 悪性症候群 ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ静注用20mg

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
よる高度脳機能障害（障害）

支給
１級
１年毎

85

左肘部管症候群の術
後、左上肢の神経痛の
増悪、左変形性肘関節
症による左肘関節痛

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ錠100mg 多形紅斑型薬疹 支給

86
けいれん発作、(ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ予防)、うつ病、不安
神経症

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

87 感染性胃腸炎
ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝ錠100mg｢
NP｣、ｶﾛﾅｰﾙ錠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)

支給

88 急性扁桃炎 ｻﾜｼﾘﾝｶﾌﾟｾﾙ250 播種状紅斑丘疹型薬疹 支給

89 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

90
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

91 風邪 ﾌｼﾞｺｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)

支給

92
結膜炎を伴う高熱の上
気道感染症、口内炎

幼児用PL顆粒、ｲﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪ
ﾝ顆粒、ｱﾐﾉﾋﾟﾘﾝ、ｾﾎﾟｰﾙ

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)及びこれに
続発した閉塞性気管支炎

支給

93
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

94 関節ﾘｳﾏﾁ ｼｵｿﾞｰﾙ
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



主な原疾患等 原因医薬品名 副作用名 不支給等理由 判定

95 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

96 発熱、急性咽頭炎

ﾄﾗﾝｻﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ、ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ
錠、ﾎﾟﾝﾀｰﾙｶﾌﾟｾﾙ
250mg、
ｹﾌﾚｯｸｽｶﾌﾟｾﾙ

角膜混濁による視覚障害
障害
1級
5年毎

97 急性扁桃炎
ﾌﾞﾙﾌｪﾝ錠、ｾﾌﾟﾁｺｰﾙｶﾌﾟｾ
ﾙ250mg(力価)、ｾﾌﾒﾀｿﾞﾝ
静注用1g

両眼角膜混濁、両眼瞼球癒
着による視力障害

障害
１級
３年毎

98 感冒 ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ25mg、PL顆粒
両眼角膜びらんによる視力
障害

障害
１級
５年毎

99
気管支喘息(非ｱﾄﾋﾟｰ
型、ｱｽﾋﾟﾘﾝ誘発型)
と気道感染

ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ注射用1g
気道攣縮後遺症としての重
度脳障害

障害
1級
5年毎

100
左肘関節脱臼骨折手
術のための全身麻酔

ﾌﾛｰｾﾝ、ﾗﾎﾞﾅｰﾙ、ﾏｽｷｭ
ﾗｯｸｽ静注用

低酸素脳症に続発した失外
套症候群

障害
１級
５年毎

101 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
１年毎

102
ｱﾚﾙｷﾞｰ性結膜炎、巨
大乳頭性結膜炎、びま
ん性表層角膜炎等

点眼・点耳用ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ液、
ﾌﾙｵﾛﾒﾄﾛﾝ0.02｢ﾃｲｶ｣、ﾌﾟﾚ
ﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ錠

緑内障による視野障害
障害
２級
１年毎

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

中毒性視神経症による視力
障害

障害
１級
１年毎

104
脳梗塞、高血圧、高尿
酸血症

ﾆﾁｽﾃｰﾄ錠、ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙｺｰ
ﾜ錠

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

105
躁うつ病、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ、
高脂血症

ﾃｸﾞﾚﾄｰﾙ細粒、ﾘｰﾏｽ錠
200、白色ｺﾝﾄﾐﾝ顆粒
10%、ﾌﾟﾛｸﾗｼﾞﾝ顆粒、ﾒﾈ
ｼｯﾄ錠100、ﾋﾍﾞﾙﾅ散10%

悪性症候群による体幹及び
両上肢機能障害

障害
１級
３年毎

106 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、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
１年毎

107 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
２級
１年毎

108 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

109 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
１年毎

110

多発性脳梗塞、心室中
隔動脈瘤、逆流性食道
炎、肩こり、耳鳴、感音
難聴、眼精疲労、老視

ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg、300mgﾊﾟﾗ
ﾐﾁﾞﾝｶﾌﾟｾﾙ

脳出血による四肢麻痺及び
球麻痺

障害
１級
１年毎

111 気管支喘息、肺炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ20%
痙攣重積に続発した低酸素
脳症による高次脳機能障害

障害
１級
１年毎

112
下顎骨骨折、右頬骨骨
折

1%ﾃﾞｨﾌﾟﾘﾊﾞﾝ注、ｾﾎﾞﾌﾚﾝ、
ﾌﾞﾚﾋﾞﾌﾞﾛｯｸ注100mg、ﾏｽ
ｷｭﾗｯｸｽ静注用10mg、ｷｼ
ﾛｶｲﾝ注射液｢1%｣ｴﾋﾟﾚﾅﾐﾝ
(1:100,000)含有

高度徐脈によるｼｮｯｸに続発
した低酸素脳症による高度
脳機能障害

障害
１級
１年毎

113
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
１年毎114 慢性気管支炎 ﾃｵﾄﾞｰﾙ錠100mg 頭部外傷による意識障害 障害
１級

115 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

両視神経萎縮による視力障
害

障害
２級
１年毎

116 統合失調症

ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ錠5mg、ｼﾞﾌﾟﾚｷｻ
錠2.5mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠
2mg、ﾘｽﾊﾟﾀﾞｰﾙ錠1mg、
ﾙｰﾗﾝ錠4、ｾﾛｸｴﾙ25mg錠

遅発性ｼﾞｽｷﾈｼﾞｱ、遅発性ｼﾞ
ｽﾄﾆｱによる上下肢機能障害

障害
２級
１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

117 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による歩行障
害

障害
２級
１年毎

118 髄膜腫疑 ｲｵﾒﾛﾝ300 脳梗塞による肢体機能障害 障害
２級

119
気管支喘息、咽頭炎、
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑い

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遅滞
障害
１級
１年毎

120 右大腿軟部腫瘍 ﾍﾟﾝﾄｼﾘﾝ静注用2gﾊﾞｯｸﾞ
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に
よる高度脳機能障害

障害
１級
１年毎

121 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
１年毎

122
軽度両手振戦と抑うつ
状態を含む自律神経
障害疑い

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

123 (脳梗塞、肺炎、頻脈) なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

124
ｱﾙｺｰﾙ依存症、腰椎椎
間板症

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

125
治療的流産(人工中絶)
のため

判定不能 判定不能 判定不能 不支給

126
そううつ病(自傷他害の
言動)

なし なし(*3) 医薬品以外の原因による 不支給

127 関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧症 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

128 右側顎関節症 ﾊｲﾍﾟﾝ錠200mg
急性胃粘膜病変（疾病）
なし（障害）(*3)

医薬品以外の原因による 不支給

129 気管切開後創部感染
ｿﾞｼﾝ静注用4.5、ﾒﾛﾍﾟﾝ点
滴用ｷｯﾄ0.5g、ﾒﾛﾍﾟﾝ点滴
用ﾊﾞｲｱﾙ0.5g

中毒性表皮壊死症(ﾗｲｴﾙ症
候群)(疾病)
なし(障害)(*2)

医薬品以外の原因による 不支給

130 乳癌 判定不能 判定不能 判定不能 不支給

131 しもやけ

天津当帰四逆加呉茱萸
生姜湯ｴｷｽ顆粒[KM]医療
用、ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱
萸生姜湯ｴｷｽ顆粒（医療
用）

間質性腎炎による慢性腎不
全

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。


