
平成２９年度決定　 （１０月分）

整理番号 性別 請求時年齢（※） 医薬品販売名 一般名 副作用名称等 給付の内容 不支給理由

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール（錠）（２）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

プレタールＯＤ錠５０ｍｇ シロスタゾール（錠）（２）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

ワーファリン錠１ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠

プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩（錠）

プラビックス錠２５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩（錠） 疾病:回腸出血

17-0953 女 80～ － － 疾病：－
死亡：－

不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

メサラジン錠５００ｍｇ「日医工」 メサラジン（錠）

フロモックス錠１００ｍｇ （局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

リツキサン注１０ｍｇ／ｍＬ リツキシマブ（遺伝子組換え）（注射用）

注射用エンドキサン５００ｍｇ シクロホスファミド（注射用）

ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）

プログラフカプセル１ｍｇ タクロリムス水和物（カプセル）

メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サワイ」 （局）メトトレキサート（カプセル）

17-0957 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：しびれ、腰痛、腹痛、頭痛、睡眠障害、視覚異常、低体
温、月経不整、発汗、左脇腹の痛み、膝関節痛、月経困難症、
倦怠感、全身痛、認知機能低下

医療費・医療手当

アロプリノール錠１００ｍｇ「ツルハラ」 （局）アロプリノール（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

－ － 死亡：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-0959 男 80～ － － 死亡：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

ペレックス配合顆粒 非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

新ルルＡゴールドｓ（一般用医薬品） クレマスチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、ブロム
ヘキシン塩酸塩、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン酸
塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイ
ン、ベンフォチアミン

17-0961 女 70～79 － － 疾病：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-0962 男 60～69 アロプリノール錠１００ｍｇ「日新」 （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

トリプタノール錠１０ 局・アミトリプチリン塩酸塩錠

リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠）

17-0964 女 70～79 － － 疾病：判定不能
死亡：判定不能

不支給 判定不能

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ ラニビズマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ ラニビズマブ（遺伝子組換え）（注射液）

プラビックス錠７５ｍｇ （局）クロピドグレル硫酸塩（錠）

エクセグラン散２０％ ゾニサミド（散）

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠）

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン（細粒）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）

医療費・医療手当

不支給 対象除外医薬品である

男 70～79 障害：回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害

疾病：悪性リンパ腫

80～

女

疾病:間質性肺炎

医療手当

医療費・医療手当

障害年金1級17-095１

60～69

17-0955 女 60～69 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

17-0956

17-0954 男 70～79

17-0960 女 80～ 疾病：多形紅斑型薬疹

17-0958

医療費・医療手当

男

17-0963 男 70～79 疾病：悪性症候群 医療費・医療手当

17-0965 女 60～69

疾病：脳出血
死亡：脳出血、及びそれに続発した肺炎による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0966 女 20～29 疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）

17-0952 男 70～79 医療費・医療手当疾病:回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞

疾病:回腸出血



平成２９年度決定　 （１０月分）

整理番号 性別 請求時年齢（※） 医薬品販売名 一般名 副作用名称等 給付の内容 不支給理由

ワソラン錠４０ｍｇ （局）ベラパミル塩酸塩（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：頭痛、しびれ、脱力感、意識障害

17-0968 女 70～79 ハーボニー配合錠 レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠） 疾病：多発性関節炎 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ガスター注射液２０ｍｇ ファモチジン（注射液）

セフメタゾン静注用１ｇ セフメタゾールナトリウム（静注用）

ガスター注射液２０ｍｇ ファモチジン（注射液）

セフメタゾン静注用１ｇ セフメタゾールナトリウム（静注用）

17-0971 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：注射部位の局所反応（発赤、腫脹、疼痛）、疼痛、頭痛、
月経困難症、腹痛、起立性調節障害、感覚過敏、脱力

医療費・医療手当

17-0972 女 50～59 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 疾病：左側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

17-0973 女 60～69 － － 死亡：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-0974 女 60～69 － － 死亡：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-0975 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵
母由来）

疾病：頭痛、めまい、倦怠感、脱力、歩行障害、睡眠障害、しび
れ、膝痛、不随意運動

医療費・医療手当

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）レバミピド（錠）（１）

ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

ダイフェン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

17-0977 女 60～69 ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠） 疾病：アナフィラキシー 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-0978 男 80～ ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

17-0979 男 50～59 チウラジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠 疾病：抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）関連血管炎症候群 医療費・医療手当

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

レメロン錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠）

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

プロジフ静注液４００ ホスフルコナゾール（注射用）

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール（注射液）

レメロン錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠）

プロジフ静注液４００ ホスフルコナゾール（注射用）

17-0983 女 70～79 ボンビバ静注１ｍｇシリンジ イバンドロン酸ナトリウム水和物（キット） 疾病：急性期反応（背部痛） 医療費・医療手当

17-0984 女 50～59 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 疾病：左化膿性膝関節炎及びそれに続発した変形性膝関節症、
頸部壊死性筋膜炎及びそれに続発した敗血症

医療費・医療手当

ロキソニン錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

サワシリンカプセル２５０ （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

１％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール（注射液）

セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」 （局）セボフルラン（吸入剤）

アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトインナトリウム（注射液）

エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「ＨＫ」 エダラボン（キット）

エスラックス静注５０ｍｇ／５．０ｍＬ ロクロニウム臭化物（注射液）

オメプラゾール注用２０ｍｇ「ＮＰ」 オメプラゾールナトリウム（注射用）

17-0987 女 60～69 １％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール（注射液） 疾病：過鎮静 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

17-0988 男 20～29 ザイロリック錠１００ （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当
遺族年金

疾病：ＱＴ延長、心室頻拍

医療費・医療手当

葬祭料死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎
による死亡

17-0967 女 10～19

17-0969 女 80～ 疾病：アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎
による死亡

30～39 疾病：無顆粒球症

17-0970 女 80～

医療費・医療手当

17-0980 男 50～59

17-0976

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

女

70～79 疾病：横紋筋融解症
死亡：横紋筋融解症に続発した多臓器不全による死亡

17-0981 女 10～19

17-0982 男 50～59

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0985 男 50～59 疾病：出血性腸炎

17-0986 女

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当
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17-0989 男 50～59 イリボーＯＤ錠５μｇ ラモセトロン塩酸塩（錠）（２） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0990 女 20～29 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：左眼網膜症 医療費・医療手当

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 チクロピジン塩酸塩錠

グリメピリド錠１ｍｇ「ＪＧ」 グリメピリド（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠）

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩（カプセル）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠）

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩（カプセル）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

17-0994 女 50～59 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：薬物性肝障害、無菌性髄膜炎、好中球減少症 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ステロネマ注腸３ｍｇ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（液）

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドハン錠２．５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート（錠）

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート（錠）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル（カプセル）

アリミデックス錠１ｍｇ アナストロゾール（錠）

17-1000 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：頭痛、全身痛、腰痛、両第１指痛、認知機能低下、倦怠
感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異
常、不随意運動、下痢、便秘
障害：肢体機能障害、高次脳機能症状

医療費・医療手当
障害年金2級

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

17-1003 女 80～ セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

イーケプラ点滴静注５００ｍｇ レベチラセタム（注）

17-1005 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

17-1006 男 20～29 パセトシンカプセル２５０ （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

医療費・医療手当
遺族一時金

葬祭料

医療費・医療手当

不支給

不支給

医薬品の使用方法が適正とは認められない

80～ 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡

不支給

17-0991 男 80～ 疾病：汎血球減少症

不支給

医療費・医療手当

医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-0993 女 80～ 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-0992 女

17-0996 男 50～59 障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

17-0995 女 40～49 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

17-0998 男 80～ 死亡：ニューモシスチス肺炎による死亡

17-0997 男 80～ 疾病：ニューモシスチス肺炎
死亡：ニューモシスチス肺炎による死亡

80～ 疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

17-1001 女 30～39 疾病：出血性大腸炎

17-1002 男 30～39 疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-0999 女

17-1004 男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （１０月分）

整理番号 性別 請求時年齢（※） 医薬品販売名 一般名 副作用名称等 給付の内容 不支給理由

マイスリー錠５ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠）

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ＣＨ」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ブロプレス錠４ カンデサルタンシレキセチル（錠）

トリメブチンマレイン酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 トリメブチンマレイン酸塩（錠）

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ「トーワ」 レボフロキサシン水和物（錠）

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「ＣＨ」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ブロプレス錠４ カンデサルタンシレキセチル（錠）

セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「日医工」 セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

レボフロキサシンＯＤ錠５００ｍｇ「トーワ」 レボフロキサシン水和物（錠）

17-1008 女 70～79 ロセフィン静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（錠）

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）セフジトレンピボキシル（錠）

ロブ錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ロキソプロフェンナトリウム ロキソプロフェンナトリウム

アモキシシリン アモキシシリン

ロキソニン錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ロキソニンＳプラス（一般用医薬品） ロキソプロフェンナトリウム水和物、酸化マグネシウム

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ セフトリアキソンナトリウム（キット）

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

アコファイド錠１００ｍｇ アコチアミド塩酸塩水和物（錠）

17-1013 男 50～59 トラゾドン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩（錠） 疾病：持続勃起症 医療費・医療手当

17-1014 男 40～49 ベンザブロックＩＰ（一般用医薬品） イブプロフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、dl-メチルエ
フェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、無水カフェイ
ン、ヘスペリジン

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1015 女 20～29 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦
怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛

医療費・医療手当

ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

サワシリンカプセル２５０ （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

17-1017 女 20～29 アルドメット錠２５０ 局・メチルドパ錠 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

ＨＣＧモチダ筋注用１万単位 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

フォリルモンＰ注１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「クニヒロ」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 （局）レバミピド（錠）（１）

セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「日医工」 （局）セフジトレンピボキシル（錠）

ロセフィン点滴静注用１ｇバッグ セフトリアキソンナトリウム（キット）

17-1020 女 10～19 － － 疾病：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-1021 女 60～69 ボノサップパック４００ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロ
マイシンシート

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（錠）（２）

リザベンカプセル１００ｍｇ （局）トラニラスト（カプセル）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

50～59

医療費・医療手当

疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹 不支給

医療費・医療手当

医療費・医療手当

疾病：急性腎不全

女 80～ 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1007 男 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1010 女 20～29

医療費・医療手当17-1011 男

医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-1009

医療費・医療手当60～69 疾病：多形紅斑型薬疹女

医療費・医療手当

70～79 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-1012 女 30～39 疾病：汎発型薬疹

17-1016

80～ 疾病：薬物性肝障害

17-1018 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

17-1019 女

17-1023 男 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

17-1022 女

医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （１０月分）
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17-1024 女 20～29 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：筋肉痛、振戦、脱力、認知機能低下、感覚異常、頭痛、倦
怠感、めまい、筋力低下、視覚異常、疼痛

医療費・医療手当

メドロール錠２ｍｇ メチルプレドニゾロン（錠）

メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 カルボシステイン（錠）

ネキシウムカプセル２０ｍｇ エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 オメプラゾールナトリウム（注射用）

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ピペラシリンナトリウム（注射用）

ワイスタール配合点滴静注用１ｇバッグ スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム（静注用）

オイパロミン３００注１００ｍＬ （局）イオパミドール（注射液）

クリンダマイシンリン酸エステル注６００ｍｇ「トーワ」 クリンダマイシンリン酸エステル（注射液） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した
敗血症
死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した
敗血症による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

ベプリコール錠１００ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物

17-1028 女 20～29 ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠） 疾病：肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症 医療手当

ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート（錠）

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「杏林」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）

17-1031 女 20～29 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「杏林」 （局）レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-1032 女 40～49 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-1033 女 40～49 ジオン注無痛化剤付 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸（注射液） 疾病：直腸潰瘍 医療費・医療手当

17-1034 女 40～49 ムコダイン錠２５０ｍｇ カルボシステイン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1035 男 20～29 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 カルバマゼピン（錠）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「日医工」 アンブロキソール塩酸塩（錠）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 （局）クラリスロマイシン（錠）

17-1038 女 30～39 セデス・ハイ（一般用医薬品） イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプ
ロピルアセチル尿素、無水カフェイン

疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） 医療費・医療手当

17-1039 女 20～29 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：脱力、発熱、嘔気、頭痛、疼痛、倦怠感、認知機能低下、
筋力低下、歩行障害、けいれん、視覚異常

医療費・医療手当

17-1040 女 50～59 セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （局）セファクロル（カプセル） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

イムラン錠５０ｍｇ 局・アザチオプリン錠

メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート（錠）

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン（錠）

クラシエ葛根湯エキス細粒 葛根湯エキス（細粒）

17-1043 女 70～79 ベナンバックス注用３００ｍｇ ペンタミジンイセチオン酸塩（注射用） 疾病：過敏症（呼吸困難） 不支給 対象除外医薬品である

17-1044 男 50～59 プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「サワイ」 （局）プラバスタチンナトリウム（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1045 女 60～69 リザベンカプセル１００ｍｇ （局）トラニラスト（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1030 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

疾病：悪性リンパ腫 不支給

40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-1027 女 70～79 疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

医療費・医療手当

17-1025

医療費・医療手当17-1026 男 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

女 70～79 医療費・医療手当

17-1029 男 50～59 疾病：汎血球減少症
死亡：汎血球減少症に続発した敗血症及び消化管出血による死
亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

男

17-1036 女 80～ 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

男 70～79

70～79 疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡

17-1042 男

17-1041 女 60～69 対象除外医薬品である

17-1037
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クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（錠）

ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用） 清心蓮子飲エキス（顆粒）

ロブ錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 （局）ブシラミン（錠）

17-1048 女 40～49 ネオバルギンＵＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔 医療費・医療手当

アシノン錠７５ｍｇ ニザチジン（錠）

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「サワイ」 イルソグラジンマレイン酸塩（錠）

ラベキュアパック８００ ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロ
マイシンシート

17-1050 女 60～69 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1051 男 50～59 リザベンカプセル１００ｍｇ （局）トラニラスト（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

プロマックＤ錠７５ ポラプレジンク（錠）

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 大柴胡湯エキス（顆粒）

17-1053 女 80～ リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠） 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-1054 男 20～29 新ジキニン顆粒（一般用医薬品） ジヒドロコデインリン酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ア
セトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェ
イン、カンゾウエキス

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1055 女 80～ ネオバルギンＵＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 局・カルベジロール（錠）

タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール配合剤（錠）

サビスミンＳＲカプセル３７．５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（徐放カプセル）

ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＣＫ」 ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

ロキソニン錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

17-1059 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：感覚異常、浮腫、筋力低下、不随意運動、認知機能低
下、視覚異常、失神

医療費・医療手当

17-1060 女 50～59 バリコンミール 硫酸バリウム（散） 疾病：大腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

17-1061 女 0～9 アトニン－Ｏ注５単位 局・オキシトシン注射液 疾病：子宮破裂に続発した胎児仮死
死亡：子宮破裂に続発した胎児仮死による重度脳性麻痺による
死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-1062 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害 医療費・医療手当

17-1063 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：頭痛、全身疼痛、発熱、倦怠感、腹痛、脱力、起立性調節
障害、意識消失、睡眠障害、食欲不振、嘔気、嘔吐、感覚異常、
月経困難症

医療費・医療手当

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「ＴＥ」 （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル 麻黄附子細辛湯エキス（カプセル）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

17-1065 男 70～79 注射用フサン５０ ナファモスタットメシル酸塩（注射用） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡 遺族一時金・葬祭料

アイユニー（一般用医薬品） アセトアミノフェン

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

17-1068 女 10～19 ロセフィン静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当

男 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

60～69 疾病：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）

17-1066 男 50～59

17-1067

17-1047 男 60～69 疾病：間質性肺炎

医療費・医療手当

医療費・医療手当17-1046 女 70～79 疾病：間質性肺炎

医療費・医療手当

疾病：出血性十二指腸潰瘍

17-1056 男

女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

17-1052

17-1049

17-1058 女 50～59 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-1064 男 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

医療費・医療手当17-1057 男 80～

女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

疾病：多形紅斑型薬疹



平成２９年度決定　 （１０月分）

整理番号 性別 請求時年齢（※） 医薬品販売名 一般名 副作用名称等 給付の内容 不支給理由

17-1069 男 40～49 － － 障害：－ 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

ルネスタ錠２ｍｇ エスゾピクロン

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 スルピリド（錠）

ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）

17-1071 男 70～79 シアナマイド内用液１％「タナベ」 シアナミド（液） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
死亡：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

医療費・医療手当
遺族年金

17-1072 男 70～79 シアナマイド内用液１％「タナベ」 シアナミド（液） 死亡：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

葬祭料

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

17-1075 女 20～29 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認
知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低
下、聴覚異常、視覚異常、嘔気

医療費・医療手当

ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール錠

バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）

17-1078 男 30～39 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-1079 女 20～29 フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1080 女 40～49 バリテスターＡ２４０散 硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

コルドリン錠１２．５ｍｇ クロフェダノール塩酸塩（錠）

リン酸コデイン錠５ｍｇ「ファイザー」 局・コデインリン酸塩錠

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 （局）レバミピド（錠）（１）

ランソプラゾールカプセル１５ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール（カプセル）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「サワイ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 カルボシステイン（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

17-1084 男 20～29 バクタ配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

フロモックス錠１００ｍｇ （局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

パンスポリン静注用１ｇ セフォチアム塩酸塩（静注用）

17-1086 女 50～59 葛根湯エキス錠クラシエ（一般用医薬品） 葛根湯エキス 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1087 女 80～ アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療手当

17-1088 男 30～39 サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

17-1090 女 40～49 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

17-1091 女 50～59 クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-1092 女 10～19 テオドールドライシロップ２０％ テオフィリン（シロップ用） 障害：急性脳症による精神遅滞 障害年金1級

眼・耳科用リンデロンＡ液 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸
塩（液）

フルオロメトロン０．１「テイカ」 フルオロメトロン（点眼液）

17-1070 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

葬祭料

17-1073 男 70～79 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡

医療費・医療手当
遺族年金

男

17-1074 男 70～79 死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡

疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

男 50～59 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当17-1076

17-1081 女 20～29 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

17-1077 男

17-1082 男 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1085 男 40～49 疾病：薬物性肝障害

17-1083 男

医療費・医療手当

17-1089 男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

50～59 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

70～79

障害年金1級17-1093 男 40～49 障害：緑内障による視力障害



平成２９年度決定　 （１０月分）

整理番号 性別 請求時年齢（※） 医薬品販売名 一般名 副作用名称等 給付の内容 不支給理由

17-1094 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

障害：肢体機能障害 障害年金2級

17-1095 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

疾病：肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右
片麻痺、感覚異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱

医療費・医療手当

17-1096 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（酵
母由来）

疾病：立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異
常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、
感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経
不整

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1097 女 10～19 サーバリックス 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラ
クサギンウワバ細胞由来）

障害：高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による
肢体機能障害

障害児養育年金2級

17-1098 男 80～ アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症、急性腎不全 医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしく
は享年



　　　　　　　　　　　　　　　　　　別表

整理番号 性別 請求時年齢（＊） 使用医薬品名
診断書に記載された副作用によるものとみられる疾病

の名称または症状
請求内容

17-0953 女 80～
エリキュース錠２．５ｍｇ、スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日
医工」、ワーファリン錠５ｍｇ、ワーファリン錠１ｍｇ、ワー
ファリン錠０．５ｍｇ他

心不全、腎不全
医療費・医療手当・遺族
年金・葬祭料

17-0959 男 80～
アロプリノール錠１００ｍｇ「ツルハラ」、アスピリン腸溶
錠「ＪＧ」、バルサルタン錠８０ｍｇ「日医工」、オメプラ
ゾール錠１０「ＳＷ」、フロセミド錠「ＪＧ」他

中毒性表皮壊死症 葬祭料

17-0961 女 70～79 アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、ハルシオン０．２５ｍｇ錠 薬剤過敏症症候群 医療費・医療手当

17-0964 女 70～79

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」、ミノサイクリ
ン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「タイヨー」、クラビット点
滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ、バンコマイシン塩酸
塩点滴静注用０．５ｇ「タイヨー」、ラシックス細粒４％他

診療録提出のため未記入
医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

17-0973 女 60～69
リーマス錠１００、セレニカＲ錠４００ｍｇ、アムロジン錠５
ｍｇ、クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」、ワーファリン錠１
ｍｇ他

無 遺族一時金

17-0974 女 60～69
リーマス錠１００、セレニカＲ錠４００ｍｇ、アムロジン錠５
ｍｇ、クエチアピン錠２００ｍｇ「アメル」、ワーファリン錠１
ｍｇ他

無 葬祭料

17-1005 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 歩行障害、不随意運動 障害児養育年金

17-1020 女 10～19
ラピアクタ点滴静注液バイアル１５０ｍｇ、アジスロマイ
シン錠２５０ｍｇ「サワイ」、フスコデ配合錠、ムコダイン
錠５００ｍｇ、トランサミン錠５００ｍｇ他

薬剤性肝障害 医療費・医療手当

17-1050 女 60～69
リウマトレックスカプセル２ｍｇ、フォリアミン錠、ワンア
ルファ錠０．５μｇ、ノイロビタン配合錠、メバロチン錠１
０他

MTX関連リンパ増殖性疾患 医療費・医療手当

17-1069 男 40～49 アモキサンカプセル１０ｍｇ、アモキサンカプセル２５ｍｇ 急性心不全 障害年金

（※）請求時年齢もしくは享年


