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 私は日本薬剤師会の薬価基準収載品目検討委員を拝命しておりますが、近年、議題に上る新薬の検討
品目数（≒認可品目数）がかなり多い。特筆すべきことは「日本に数百人～数十人」とか「日本に数人」といっ
た希少疾病に関する薬剤が多くなっていること。 
 問題は「製薬会社は、莫大な開発費や製造コストは回収せねばならない」ですから、対象患者が少ない分、
１錠、１瓶が数十万など、患者個人が負担し続けられないレベルの設定もあり得ます。従って「助成」というこ
とになるのですが…会議の席上で戸惑うのは「これって難病指定されてましたっけ？」でした。 
 今回、1/1施行の、表題の法律によって助成制度が変わりましたので、調べた範囲で書いてみます。 

難病の患者に対する医療等に関する法律（難病法）の変更について 

【難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立】 
• 都道府県知事は、申請に基づき、指定難病の患者に対して、医療費を支給。 
• 指定難病に係る医療を実施する医療機関を、都道府県知事が指定。 
• 支給認定の申請に添付する診断書は、指定医が作成。 
• 医療費の支給に要する費用は都道府県の支弁とし、国は、その２分の１を負担。 
【難病の医療に関する調査及び研究の推進】 
• 国は、難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進。 
【療養生活環境整備事業の実施】 
• 都道府県は、難病相談支援センターの設置や訪問看護の拡充実施等、療養生活環境整備事業を
実施できる。 

【法律の趣旨】持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置
として、難病の患者に対する医療費助成に関して、法定化によりその費用に消費税の収入を充てること
ができるようにするなど、公平かつ安定的な制度を確立するほか、基本方針の策定、調査及び研究の
推進、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講ずるものです。 

11月末に公布され本年1/1実施というバタバタとした状況で始まった法律の概要は↓ 

 「消費増税分を社会保障費に充てる」という中での項目の一つと理解できます。都道府県も、それを財源に
事業展開できます。では、対象疾患はどうなるかと言えば、現在は「56疾病」を難病と指定していますが、約
300疾病に拡大、助成対象者は現在の約78万人から、約150万人に広げるようです。 
 今回は、第一次実施指定難病ということで、110疾病が指定されました。巻末に一覧を掲載します。 
 では、助成により自己負担はどうなるか。↓この部分と思います。 

【自己負担割合】○ 自己負担割合について、現行の３割から２割に引下げ。 
【自己負担上限額】 
○ 所得の階層区分や負担上限額については、医療保険の高額療養費制度や障害者の自立支援医
療（更生医療）を参考に設定。 
○ 症状が変動し入退院を繰り返す等の難病の特性に配慮し、外来・入院の区別を設定しない。 
○ 受診した複数の医療機関等の自己負担（※）をすべて合算した上で負担上限額を適用する。 
    ※ 薬局での保険調剤及び訪問看護ステーションが行う訪問看護を含む。 

 さらっと、結構大変なことが書いてある。入外区分なし、複数機関も合算…どうやるのか？その答え↓ 

 都道府県から医療受給者証とあわせて「自己負担上限額管理票」を交付することとする。患者の方
は指定難病に係る治療等を指定医療機関で受ける度に、その機関が徴収した額を各機関において管
理票に記入してもらい、自己負担の累積額が月間自己負担上限額まで達した場合には、その旨をそ
の時に受診した指定医療機関に確認してもらう。 

公布されたのが11月末。実施が元旦。当然、今、新受給者証の発行が行われたり…と行きわたっていない
ために発生する諸問題でゴタゴタしそうです。しかし、今後は巻末の一覧以外にも対象疾病が広がり、救われ
る人が増える方向のようですので、しっかり対応しないといけませんね。 
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1：医薬品副作用被害救済制度の概要と 
医薬品の使用が適正と認められない事例について 

一部抜粋 
全文は院内ＨＰで 

1．はじめに 
 医薬品副作用被害救済制度」（以下「本救済制度」という。）は，医薬品（一般用医薬品を含
む。）が適正に使用されたにもかかわらず副作用が発生し，それによる疾病，障害等の健康被害
を受けた方を迅速に救済することを目的として，医薬品製造販売業者の社会的責任に基づく拠
出金等を財源とする公的制度として昭和55年に創設されました。 
 近年，本救済制度における請求件数，支給件数は増加しており，昭和55年の創設から平成25
年度末までに15,000件を超える支給決定がなされています。しかしながら，一般国民における本
救済制度の認知率は「知っている」4.9％，「名前は聞いたことがある」16.3％，合計21.2％であり，
医薬品の副作用による健康被害を受けながらも本救済制度の存在を知らないために請求に至ら
ないことが推察されます。このような健康被害が発生した場合には，本救済制度を活用していただ
けるよう，医療関係者におかれましては，患者又は家族に対し，本救済制度について情報提供し
ていただくとともに，健康被害者の請求に当たり，診断書の作成等にご協力ください。 
 また，生物由来製品についても同様に，適正に使用されたにもかかわらず，生物由来製品を介
してウイルス等に感染し，それによる疾病，障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを
目的として，「生物由来製品感染等被害救済制度」が平成16年に創設されており，平成25年度
末までに46件の救済給付が行われています。 
 さらに，平成26年11月25日より，再生医療等製品による副作用及び感染についても，救済制
度の対象となっています。 

2．副作用救済給付の概要 
 副作用救済給付の対象となる健康被害は，医薬品又は再生医療等製品（以下「医薬品等」と
いう。）を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病（入院を必要とする程度のも
の），障害（日常生活が著しく制限される程度の状態のもの）及び死亡です。ここでいう医薬品等と
は，厚生労働大臣の許可を受けたものです。病院・診療所で処方又は使用された医薬品等，薬
局などで購入した医薬品等のいずれでも救済の対象となりますが，抗がん剤，免疫抑制剤等，一
部本救済制度から除外となるものもあります。 
 本救済制度における副作用救済給付の概要は以下の通りです（平成26年４月１日現在）。 

医療費（健康保険等による給付の額を除いた自己負担分） 
・副作用による疾病の治療に要した費用を実費補償するものです。 
医療手当（月額33,200 〜 35,200円） 
・副作用による疾病の治療に伴う医療費以外の負担に着目して給付。 
障害年金（１級：年額2,672,400円，2級：年額2,138,400円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付。 
障害児養育年金（１級：年額835,200円，2級：年額668,400円） 
・副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付。 
遺族年金（年額2,337,600円，10年間） 
・生計維持者が副作用により死亡した場合に，その遺族の生活の立て直し等を目的として給付。 
遺族一時金（7,012,800円） 
・生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に，その遺族に対する見舞等を目的として給
付。 
葬祭料（206,000円） 
・副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付。 
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［救済給付が認められた事例］ 
＜事例１＞ 
 感冒にて一般用の総合感冒薬を服用後，中毒性表皮壊死症を生じ，15日間の入院加療を
行った。医療費及び医療手当が支給された。 
＜事例２＞ 
 ヨード造影剤を使用後，アナフィラキシー様ショックを生じ，低酸素脳症が続発した後，高度脳機
能障害が残った。障害年金が支給された。 
＜事例３＞ 
 リウマチ治療のためメトトレキサートカプセルを服用後，間質性肺炎を生じ，約２ヶ月の入院加療
の後，死亡した。医療費，医療手当，遺族年金及び葬祭料が支給された。 

3．制度に関する情報 
 本救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度の詳細については，PMDAのホームペー
ジ（http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html）に掲載されていますのでご参照ください。また，同
ホームページには資材が用意されていますので，制度の普及にご活用ください。 

4．本救済制度における支給・不支給決定の状況について 
 本救済制度における平成21年度から平成25年度までの支給件数の割合は85％，不支給件数
の割合は15％となっており，支給事例の副作用による健康被害の内訳や不支給理由の内訳は，
図２のとおりです。 
 また，PMDAが申請を受理してから決定を申請者に通知するまでの標準的事務処理期間につい
ては，目標を支給・不支給を決定した件数の内，６ヶ月以内を60％以上，８ヶ月以内を70％以上
としており，平成25年度の実績はそれぞれ60.8％，85.7％でした。。 

なお，以下に掲げる場合には救済給付の対象になりませんので，ご留意ください。  
ア．法定予防接種を受けたことによるものである場合（予防接種法に基づく予防接種健康被害 
  救済制度がある）。ただし，任意に予防接種を受けた場合は対象となる。 
イ．製造販売業者など，他に損害賠償の責任を有する者が明らかな場合。 
ウ．救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて使用したことによる健康被害で， 
  その発生があらかじめ認識されていた等の場合。 
エ．使用目的・方法が適正と認められない場合。 

（厚生労働大臣が承認した効能効果以外の目的で使用した場合や添付文書の使用上の
注意に従わずに使用された場合など） 

オ．対象除外医薬品等による健康被害の場合。 
  対象除外医薬品： 
   ①がんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって， 
     厚生労働大臣の指定するもの。（抗がん剤，免疫抑制剤など） 
   ②人体に直接使用されないものや薬理作用のないもの等，副作用被害発現の 
     可能性が考えられない医薬品。（殺虫剤，殺菌消毒剤，体外診断薬など） 
カ．軽度な健康被害（入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療を受けていない場合 
  等）や障害の程度が規定の等級に該当しない注）場合。 
   注）障害の状態が，「日常生活の用を自分ですることができない程度の障害の状態（１級）」 
     又は「日常生活に著しい制限を受ける程度の障害の状態（２級）」に当たらない 
キ．請求期限が経過している場合。 
ク．その他，厚生労働省の薬事・食品衛生審議会における，医学・薬学的判定において認められ
なかった場合。 
   ・疾病，障害等が医薬品等の副作用によるものとは考えがたいと判定された場合 
     （医薬品等により発現したものとは認められない） 
   ・提出された書類の不足等のため，因果関係，適正目的・適正使用がなされたか 
     否かといった判定ができない場合（判定不能） 
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5．医薬品の使用方法が適正と認められなかった事例について 
  平成21年度〜平成25年度の不支給件数839件のうち，その29％は医薬品の使用目的又は
使用方法が適正とは認められないために不支給となっています。 
 ここでは，直近（１年余り）において使用方法が適正と認められなかった理由について，添付文書
の記載内容又は具体的な事例を挙げて紹介します。 

（１）承認された用法及び用量を遵守せず使用された事例 
 ここでは，承認された用法及び用量を遵守せず適正な使用とは認められなかった事例について
紹介します。これは，適正な使用とは認められない理由として最も多く，その中でも，ラモトリギンの
事例が多数を占めてます。 
 医療関係者におかれましては，用法及び用量に留意して使用していただくようお願いします。 

＜事例１＞ ラモトリギンによる重症薬疹 
  ラモトリギン（ラミクタール錠）による重症薬疹の事例については，適正な使用とは認められず不
支給となった事例は未だに多く，これらの事例のほとんどは，投与初期の用量が過量，又は増量
の間隔を守らずに投与されていました。ラモトリギンの用法・用量は，効能・効果や併用する薬剤に 
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（２）必要な検査が実施されていない事例 
 （１）に次いで多かった，使用方法が適正とは認められなかった理由は，医薬品の使用にあたり
添付文書で規定された検査の未実施でした。比較的多くみられる「チアマゾール（メルカゾール）
による無顆粒球症」，「チクロピジン塩酸塩（パナルジン等）による無顆粒球症及び薬物性肝障害」，
「ベンズブロマロン（ユリノーム等）による劇症肝炎」，「サラゾスルファピリジン（アザルフィジン等）に
よる無顆粒球症」，「炭酸リチウム（リーマス等）によるリチウム中毒」等については，これまでも本誌
で注意喚起してきたところですが，これら以外で使用方法が適正とは認められなかった事例につ
いて紹介します。 
 医療関係者におかれましては，副作用を早期に発見し重症化を回避するため，適切な検査の
実施が重要と考えられますので，「使用上の注意」の内容に留意し，適正使用に努めていただくよ
うお願いします。 

（３）「禁忌」に該当する患者に使用された事例 
  「禁忌」の項に該当する患者であるにもかかわらず使用し，適正ではないとされた事例も見られ
ております。 
 医療関係者におかれましては，患者の原疾患・合併症，アレルギー歴，副作用歴又は他院での
服用歴等を十分に考慮した上で，医薬品を適正に使用していただきますようお願いします。 

より投与量や増量間隔が細かく規定されており，「用法・用量に関連する使用上の注意」には，発
疹等の皮膚障害の発現率は，定められた用法・用量を超えて投与した場合に高いことが示されて
いる旨の記載がありますので，使用の際には必ず添付文書の記載を確認してください。 

＜事例２＞ ジクロフェナクナトリウム徐放カプセルによる胃穿孔 
 ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル（ボルタレンSR）を，約４ヶ月に渡り，１回１カプセル，１日３
回で使用し，胃穿孔を生じた。 
【用法及び用量】 
  通常，成人にはジクロフェナクナトリウムとして１回37.5mgを１日２回食後に投与する。 

＜事例１＞ クエチアピンフマル酸塩による高浸透圧高血糖症候群 
 クエチアピンフマル酸塩（セロクエル錠）の投与開始前に血糖値等を測定した後，定期的な血糖
値に係るモニタリングがされないまま，高浸透圧高血糖症候群を発症した。 
【警告】 
（１）著しい血糖値の上昇から，糖尿病性ケトアシドーシス，糖尿病性昏睡等の重大な副作用が発
現し，死亡に至る場合があるので，本剤投与中は，血糖値の測定等の観察を十分に行うこと。 
（２）投与にあたっては，あらかじめ上記副作用が発現する場合があることを，患者及びその家族に 
十分に説明し，口渇，多飲，多尿，頻尿等の異常に注意し，このような症状があらわれた場合に
は，直ちに投与を中断し，医師の診察を受けるよう，指導すること。 
 
＜事例２＞ エルデカルシトールによる高カルシウム血症 
 エルデカルシトール（エディロールカプセル）の投与開始から１年４ヶ月後に高カルシウム血症が
判明するまで，一度も血清カルシウム値の測定がされず，また，著明な腎障害が判明した後にも，
２ヶ月半に渡って使用が継続された。 
 【重要な基本的注意】 
本剤投与中は血清カルシウム値を定期的（３〜６ヶ月に１回程度）に測定し，異常が認められた場 
合には直ちに休薬し，適切な処置を行うこと。腎機能障害，悪性腫瘍，原発性副甲状腺機能亢
進症等の高カルシウム血症のおそれのある患者では，投与初期に頻回に血清カルシウム値を測
定するなど，特に注意すること。 
 【重大な副作用】 
急性腎不全：血清カルシウム上昇を伴った急性腎不全があらわれることがあるので，血清カルシ
ウム値及び腎機能を定期的に観察し，異常が認められた場合には投与を中止し，適切な処置を
行うこと。 



6 

＜事例１＞ メサラジンに過敏症の既往歴のある患者に，メサラジン錠を投与した事例 
 メサラジン（ペンタサ錠）による薬剤性好酸球性肺炎の既往がある患者に，同一成分を有するア
サコール錠が投与され，間質性肺炎を生じた。 
 【禁忌】 
 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者（アサコール錠） 
 
＜事例２＞  ヒダントイン系化合物に過敏症の既往歴のある患者に，ホスフェニトインナトリウムを
投与した事例 
 フェニトイン錠を投与中に発熱，発疹等を認めたことから当該医薬品の投与が中止となったが，
その後，ホスフェニトインナトリウム静注が投与され，薬剤性過敏症症候群（DIHS）を生じた。 
 【重要な基本的注意】 
 本剤の成分又はヒダントイン系化合物に対し過敏症の患者（ホストイン静注） 

（４）医師の指示によらず，自己判断で服用した事例 
  医師の処方により使用される医療用医薬品を，医師の指示に従わず自己判断で服用した場
合，又は本人以外の家族又は知人に処方された医療用医薬品を服用した場合は，使用目的及
び使用方法が適正とは認められませんでした。 
 医療関係者におかれましては，患者が適切に医薬品を服用できるよう，服用時点や服用量等に
ついて具体的に指示するなど，より一層のご指導をお願いします。 

＜事例１＞ 感冒症状等に処方された医薬品を自己判断により服用した事例 
  感冒症状等を認めたため，約９ヶ月前に医師から処方された総合感冒薬及びカルボシステイ
ン錠の残薬を自己判断にて服用し，多形紅斑型薬疹を生じた。 
 
＜事例２＞ 服用中止の支持を受けていた医薬品を自己判断により服用した事例 
  処方医より服用中止の指示を受けていたカルバマゼピン錠を自己判断して服用し，薬剤性過
敏症症候群（DIHS）を生じた。 

（５）その他の添付文書の記載を遵守しないで使用された事例 
 添付文書において，使用中止等の注意喚起がなされているにもかかわらず，使用が継続されて
いる事例も，使用方法が適正とは認められませんでした。医療関係者におかれましては，添付文
書の記載を改めて確認していただきますようお願いします。 

＜事例１＞ ビスホスホネート系薬剤による骨髄炎，骨壊死 
 アレンドロン酸錠の投与開始後，約４年後に歯肉腫脹のため歯科治療を行ったが，歯根の露出，
歯の動揺を認めたため抜歯を施行。その後，右下顎部の皮膚の異常に気づき，処方医療機関を
受診。患者はアレンドロン酸錠の投与開始後に生じた歯肉の異常，その後の抜歯の施行に関する
経緯を処方医に伝え，処方医も右下顎部の発赤，腫脹を歯科関連感染症と認識し，アレンドロン
酸錠による顎骨の骨髄炎・骨壊死に関連するリスク因子や徴候を把握していたにもかかわらず，
外歯瘻に至るまで投与が継続された。 
【重要な基本的注意】 
本剤を含むビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において，顎骨壊死・顎骨骨髄
炎があらわれることがある。報告された症例の多くが抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置や
局所感染に関連して発現している。リスク因子としては，悪性腫瘍，化学療法，コルチコステロイド
治療，放射線療法，口腔の不衛生，歯科処置の既往等が知られている。本剤の投与開始前は
口腔内の管理状態を確認し，必要に応じて，患者に対し適切な歯科検査を受け，侵襲的な歯科
処置をできる限り済ませておくよう指導すること。本剤投与中に侵襲的な歯科処置が必要になっ
た場合には本剤の休薬等を考慮すること。 
 また，口腔内を清潔に保つこと，定期的な歯科検査を受けること，歯科受診時に本剤の使用を
歯科医師に告知して侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し，異常が
認められた場合には，直ちに歯科・口腔外科を受診するように指導すること。 
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＜事例２＞ カルバマゼピンによる汎発型薬疹 
 カルバマゼピン錠を服用して薬疹を生じ，その６日後に皮膚科を受診しているにもかかわらず，さ
らにその８日後まで投与が継続された。 
 【重大な副作用】 
中毒性表皮壊死融解症，皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群），急性汎発性発疹性
膿疱症，紅皮症（剥脱性皮膚炎）：重篤な皮膚症状があらわれることがあるので，観察を十分に
行い，発熱，眼充血，顔面の腫脹，口唇・口腔粘膜や陰部のびらん，皮膚や粘膜の水疱，多数の
小膿疱，紅斑，咽頭痛，そう痒，全身けん怠感等の異常が認められた場合には直ちに投与を中
止し，適切な処置を行うこと。 

６．おわりに 
  医薬品等の使用に当たっては，添付文書を熟読し，適正に使用していただきますよう，お願い
します。 
適正な使用でなかった場合，医薬品等の副作用によると疑われる健康被害が生じても，本救済
制度による健康被害者の救済は行われない場合があることにご留意ください。 
 なお，副作用等が発生した場合，また，副作用について相談を受けた場合，その健康被害が本
救済制度の対象になると思われたときには，本救済制度を患者又は家族等に紹介していただくと
ともに，請求に必要な診断書等の作成していただきますよう，引き続き格段のご協力をお願いしま
す。 

（薬剤部注） 
 医薬品の副作用に関する救済制度から漏れる事例に関して、かなり具体的な指摘がなされた
通達でありました。 
 用法用量違反については保険薬局等でも比較的チェックしやすい項目ですが、問い合わせの結
果として「用法用量と違うけれども患者の状態からそのまま調剤」という場面もしばしばあると思わ
れます。ただし、副作用が発生した場合は救済対象からは外れます。 
 必要な検査については、添付文書に定められた（定期的に肝機能測定など）をやってなければ
当然、救済対象から外れますが、例えば、ＮＳＡIDｓの消化性潰瘍からの出血予防に関し必要な
対処をしていたか（例：便潜血反応等）なども含め、今一度、確認すべきことがあるかもしれません。 
 禁忌や医師の指示に基づかない服用などの場面は救済対象から外れるのは当然であろうかと
思います。  
 一番最後の事例は、副作用が出ている「かもしれない」と判断できる材料があるにも関わらず、
数回でも投与継続した場面で、これは伝達、連携不足でも起こり得るので、かなり注意深く見てお
く必要があります。 
 
 いずれにせよ、何か副作用が起こった際に「薬品メーカーが保障する」といった話が流布されて
いますが、過去の薬害を見ても、メーカーが救うのは、訴訟でメーカーが敗訴した場面くらいで、そ
れは、医療機関側に瑕疵が全く無いか、メーカーに明らかな瑕疵がある場合に限られます。薬剤
に関する訴訟で意見を求められたこともありますが、医療機関に僅かな「訴訟上の弱み」があれば、
患者補償は全て医療機関の責任になります。「弱み」とは何か。それが添付文書の記載内容遵守
という問題。事に当たった場合、添付文書の記載事項は「大きな壁」という実感になります。 
  
 …実際、添付文書の記載内容自体が「あまりにも古臭かったり」するのは事実で、現代のエビデ
ンスで言えば到底受け入れられないような内容もしばしばあります。しかし、こと「副作用」の被害を
争う場面になれば、争う相手は法律家や文系の方々。そこでは、添付文書は錦の御旗、金科玉
条。寸分も揺らぎはしません。そこは認識しておく必要があります。 
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疾患
番号 

病名 
疾患
番号 

病名 

1 球脊髄性筋萎縮症 56 ベーチェット病 
2 筋萎縮性側索硬化症 57 特発性拡張型心筋症 
3 脊髄性筋萎縮症 58 肥大型心筋症 
4 原発性側索硬化症 59 拘束型心筋症 
5 進行性核上性麻痺 60 再生不良性貧血 
6 パーキンソン病 61 自己免疫性溶血性貧血 
7 大脳皮質基底核変性症 62 発作性夜間ヘモグロビン尿症 
8 ハンチントン病 63 特発性血小板減少性紫斑病 
9 神経有棘赤血球症 64 血栓性血小板減少性紫斑病 
10 シャルコー・マリー・トゥース病 65 原発性免疫不全症候群 
11 重症筋無力症 66 IgＡ 腎症 
12 先天性筋無力症候群 67 多発性嚢胞腎 
13 多発性硬化症／視神経脊髄炎 68 黄色靱帯骨化症 
14 慢性炎症性脱髄性多発神経炎／多巣性運動ニューロパチー 69 後縦靱帯骨化症 
15 封入体筋炎 70 広範脊柱管狭窄症 
16 クロウ・深瀬症候群 71 特発性大腿骨頭壊死症 
17 多系統萎縮症 72 下垂体性ADH分泌異常症 
18 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) 73 下垂体性TSH分泌亢進症 
19 ライソゾーム病 74 下垂体性PRL分泌亢進症 
20 副腎白質ジストロフィー 75 クッシング病 
21 ミトコンドリア病 76 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 
22 もやもや病 77 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 
23 プリオン病 78 下垂体前葉機能低下症 
24 亜急性硬化性全脳炎 79 家族性高コレステロール血症（ホモ接合体） 
25 進行性多巣性白質脳症 80 甲状腺ホルモン不応症 
26 HTLV-1関連脊髄症 81 先天性副腎皮質酵素欠損症 
27 特発性基底核石灰化症 82 先天性副腎低形成症 
28 全身性アミロイドーシス 83 アジソン病 
29 ウルリッヒ病 84 サルコイドーシス 
30 遠位型ミオパチー 85 特発性間質性肺炎 
31 ベスレムミオパチー 86 肺動脈性肺高血圧症 
32 自己貪食空胞性ミオパチー 87 肺静脈閉塞症／肺毛細血管腫症 
33 シュワルツ・ヤンペル症候群 88 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 
34 神経線維腫症 89 リンパ脈管筋腫症 
35 天疱瘡 90 網膜色素変性症 
36 表皮水疱症 91 バッド・キアリ症候群 
37 膿疱性乾癬（汎発型） 92 特発性門脈圧亢進症 
38 スティーヴンス・ジョンソン症候群 93 原発性胆汁性肝硬変 
39 中毒性表皮壊死症 94 原発性硬化性胆管炎 
40 高安動脈炎 95 自己免疫性肝炎 
41 巨細胞性動脈炎 96 クローン病 
42 結節性多発動脈炎 97 潰瘍性大腸炎 
43 顕微鏡的多発血管炎 98 好酸球性消化管疾患 
44 多発血管炎性肉芽腫症 99 慢性特発性偽性腸閉塞症 
45 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 100 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 
46 悪性関節リウマチ 101 腸管神経節細胞僅少症 
47 バージャー病 102 ルビンシュタイン・テイビ症候群 
48 原発性抗リン脂質抗体症候群 103 CFC症候群 
49 全身性エリテマトーデス 104 コステロ症候群 
50 皮膚筋炎／多発性筋炎 105 チャージ症候群 
51 全身性強皮症 106 クリオピリン関連周期熱症候群 
52 混合性結合組織病 107 全身型若年性特発性関節炎 
53 シェーグレン症候群 108 TNF受容体関連周期性症候群 
54 成人スチル病 109 非典型溶血性尿毒症症候群 
55 再発性多発軟骨炎 110 ブラウ症候群 

付記：この件に関しては、厚労省より多くの通達が出されています。詳細はそちらをご覧ください。 

まずは冒頭記事をご覧ください 


