
平成２９年度決定　 （１２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）

17-1214 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ゾレドロン酸水和物（注射液）

ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液）

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム（注射液）

ペンタジン注射液１５ ペンタゾシン（注射液）

ミダゾラム注１０ｍｇ「サンド」 ミダゾラム（注射液）

ペンタジン注射液１５ ペンタゾシン（注射液）

セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム（静注用）

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）

17-1219 男 0～9 － － 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

スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル（カプセル）

ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩（錠）

17-1221 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）

障害：肢体機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット（錠）

フェブリク錠２０ｍｇ フェブキソスタット（錠）

フェブリク錠４０ｍｇ フェブキソスタット（錠）

セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」 セフメタゾールナトリウム（静注用）

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）

－ － 死亡：－ 投与された医薬品により発現したとは認められない

17-1224 女 70～79 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

ボルタレン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）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠

注射用プリドール１０００ 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）

水溶性プレドニン１０ｍｇ （局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠

注射用プリドール１０００ 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）

水溶性プレドニン１０ｍｇ （局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

17-1227 男 70～79 リファジンカプセル１５０ｍｇ （局）リファンピシン（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ペレックス配合顆粒 非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

ナウゼリン錠１０ ドンペリドン（錠）

17-1229 男 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

17-1230 男 60～69 － － 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

１％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール（注射液）

１％ディプリバン注－キット プロポフォール（キット）

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）

17-1232 男 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

17-1231

17-1222

17-1226

17-1228

17-1216

17-1217

17-1218

17-1220

不支給

70～79

男 60～69

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 不支給

障害：腰椎圧迫骨折による下肢機能障害

疾病：多形紅斑型薬疹 不支給

60～69女 疾病：左下顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当17-1215

政令で定める程度の障害とは認められない17-1213

男 0～9

死亡：呼吸抑制による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金

葬祭料

女

女

副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは
認められない

80～

80～

疾病：呼吸抑制
死亡：呼吸抑制による死亡

副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは
認められない

17-1223 不支給

医薬品の使用目的が適正とは認められない

男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女

40～49 疾病：無顆粒球症 不支給17-1225

男 0～9 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 30～39 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害

医療費・医療手当

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

女

男 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 10～19 疾病：横紋筋融解症
死亡：横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料



平成２９年度決定　 （１２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

17-1233 男 80～ ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-1234 女 70～79 － － 疾病：判定不能
死亡：判定不能

不支給 判定不能

オメプラール錠１０ （局）オメプラゾール腸溶（錠）

メトグルコ錠２５０ｍｇ メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 芍薬甘草湯エキス（顆粒）

エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム（錠）

ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ラベプラゾールナトリウム（錠）

クラフォラン注射用０．５ｇ セフォタキシムナトリウム（注射用）

スルバシリン静注用１．５ｇ スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）

17-1238 女 70～79 トビエース錠４ｍｇ フェソテロジンフマル酸塩徐放（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

ノイロトロピン錠４単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

トラムセット配合錠 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

ゼポラスパップ４０ｍｇ フルルビプロフェン（貼付剤）（１）

17-1240 女 30～39 ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による視力障害

不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

17-1241 男 50～59 － － 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

ブロチゾラム錠０．２５ｍｇ「サワイ」 （局）ブロチゾラム（錠）（１）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

水溶性ハイドロコートン注射液１００ｍｇ ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

17-1244 男 80～ － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1245 男 50～59 － － 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

17-1246 女 50～59 リウマトレックスカプセル２ｍｇ （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：間質性肺炎、汎血球減少症、口内炎 医療費・医療手当

１％プロポフォール注「マルイシ」 プロポフォール（注射液）

ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム（注射液）

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩（注射液）

プロネスパスタアロマ アミノ安息香酸エチル・ジブカイン塩酸塩配合剤（膏）

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）

ビクシリン注射用１ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用）

ワンタキソテール点滴静注８０ｍｇ／４ｍＬ ドセタキセル水和物（注射液）

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

デカドロン注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ アンブリセンタン（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）

ヴォリブリス錠２．５ｍｇ アンブリセンタン（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）

17-1251 女 70～79 リクラスト点滴静注液５ｍｇ ゾレドロン酸水和物（注）（２） 疾病：急性期反応（関節痛）、急性腎不全 医療費・医療手当

17-1252 女 20～29 エイムゲン 乾燥組織培養不活化Ａ型肝炎ワクチン 疾病：薬物性ショック 医療費・医療手当

17-1253 男 80～ ラキソベロン内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム（液） 疾病：消化管穿孔及びそれに続発した腹膜炎
死亡：消化管穿孔に続発した腹膜炎による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-1236

17-1237

17-1239

17-1242

17-1243

17-1235

女 80～ 障害：間質性肺炎による呼吸機能障害 不支給

男 80～ 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

女 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

政令で定める程度の障害とは認められない

男 0～9 疾病：多形紅斑型薬疹 医療手当

20～29 障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性
壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害

障害年金2級

17-1247

女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

疾病：十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎 不支給17-1248

女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

女

17-1249

17-1250

対象除外医薬品である

男

男

80～

80～

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

女 40～49

死亡：間質性肺炎による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金

葬祭料



平成２９年度決定　 （１２月分）
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プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

リウマトレックスカプセル２ｍｇ （局）メトトレキサート（カプセル）

シンポニー皮下注５０ｍｇシリンジ ゴリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ「コーワ」１５０注用 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

ゴナトロピン５０００ 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン

17-1256 女 30～39 マーカイン注脊麻用０．５％高比重 ブピバカイン塩酸塩水和物（注射液） 疾病：左下肢麻痺、左下肢知覚異常 医療費・医療手当

17-1257 女 50～59 フォシーガ錠５ｍｇ ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＴＣＫ」 アンブロキソール塩酸塩１５ｍｇ錠

ヘモクロンカプセル２００ｍｇ トリベノシド（カプセル）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

17-1259 女 30～39 ユナシン錠３７５ｍｇ スルタミシリントシル酸塩水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

ジクロフェナクＮａ徐放カプセル３７．５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル）

リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠）

ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 （局）ブシラミン（錠）

17-1261 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：関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消
失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発
汗異常、睡眠障害、起立性低血圧

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩（カプセル）

ペンタサ錠２５０ｍｇ メサラジン（錠）（１）

17-1263 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：疲労、意識消失、めまい、しびれ、けいれん、眼振、過呼
吸、強直発作、頭痛、光過敏、疼痛、筋力低下、不随意運動、月
経不整、筋肉痛、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、頻脈

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン（カプセル）

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

17-1265 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

デキサート注射液６．６ｍｇ デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 局・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）

注射用ソル・メルコート４０ 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）

17-1267 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：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 医療費・医療手当

17-1268 女 60～69 ゾメタ点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当

17-1269 女 50～59 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1270 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）

障害：肢体機能障害 障害年金1級

17-1271 男 50～59 イオパミロン注３７０シリンジ（１００ｍＬ） （局）イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック
死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

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）

ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯エキス（顆粒）

17-1273 女 80～ 硫酸バリウム散９９．５％「ＦＳＫ」 硫酸バリウム 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

17-1274 男 40～49 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍 医療費・医療手当

17-1275 男 50～59 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：直腸壊死及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

17-1276 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1277 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）

障害：肢体機能障害、高次脳機能症状 障害年金1級

17-1266

17-1272

17-1254

17-1255

女 60～69 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

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 30～39 障害：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）に続発した脳梗塞による
肢体機能障害

障害年金1級

17-1260 医療費・医療手当

女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当17-1258

医療費・医療手当

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

女

女 70～79 疾病：間質性肺炎

女 70～79 疾病：遅発性ジスキネジア

医療費・医療手当17-1262

17-1264

60～69 疾病：間質性肺炎

女 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死



平成２９年度決定　 （１２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

17-1278 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1279 男 80～ オムニパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック
死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-1280 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：月経困難症、倦怠感、視覚異常、関節痛、しびれ、疼痛、
脱力、冷感、聴覚過敏、頭痛、立ちくらみ

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1281 男 80～ テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：意識障害、振戦 医療費・医療手当

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

ソル・メドロール静注用１０００ｍｇ 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）

17-1283 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-1284 女 60～69 レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1285 女 30～39 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

17-1286 女 10～19 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

ルネスタ錠３ｍｇ エスゾピクロン（錠）

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

17-1288 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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

ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク（錠）

17-1290 女 50～59 エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠） 疾病：遅発性ジスキネジア 不支給 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは
認められない

17-1291 女 50～59 ブスコパン注２０ｍｇ ブチルスコポラミン臭化物（注射液） 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 医療費・医療手当

17-1292 男 70～79 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） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-1293 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：高次脳機能症状、肢体機能障害 障害年金2級

17-1294 男 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1295 男 60～69 オイパロミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-1296 女 80～ エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡 医療費・医療手当

17-1297 女 70～79 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

17-1298 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：下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛 不支給 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは
認められない

17-1299 男 50～59 トランコロンＰ配合錠 メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ、中毒性表皮壊死症オー
バーラップ型）及びそれに続発した閉塞性細気管支炎

医療手当

17-1300 男 50～59 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 硫酸バリウム（散） 疾病：下行結腸穿孔 医療費・医療手当

17-1301 女 30～39 ピラマイド原末 局・ピラジナミド 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1302 男 70～79 カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1303 女 50～59 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

アセリオ静注液１０００ｍｇ アセトアミノフェン（注）

ラシックス注１００ｍｇ （局）フロセミド（注射液）

フロセミド注２０ｍｇ「テバ」 フロセミド（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）

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

17-1305 女 40～49 バリトップＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎 医療費・医療手当

17-1289

17-1282

17-1287

医療費・医療手当

17-1304

女 40～49 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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）及びそれに続発した
多臓器不全による死亡

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 50～59 疾病：出血性胃潰瘍 医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （１２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

イソミタール原末 局・アモバルビタール

ラボナ錠５０ｍｇ ペントバルビタールカルシウム（錠）

ベゲタミン－Ａ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（１）（錠）

タスモリン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩（錠）

ハロペリドール錠１．５ｍｇ「アメル」 （局）ハロペリドール（錠）

ハロペリドール錠３ｍｇ「アメル」 局・ハロベリドール（錠）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アジスロマイシン水和物（錠）

リザベンカプセル１００ｍｇ （局）トラニラスト（カプセル）

トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

レボフロキサシン粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 レボフロキサシン水和物（錠）

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸（カプセル）

ムコダイン錠２５０ｍｇ カルボシステイン（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠）

メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 メサラジン腸溶（錠）

17-1312 男 30～39 メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩（カプセル） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1313 女 30～39 チウラジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1314 女 80～ ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-1315 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1316 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：光過敏、発汗異常、倦怠感、頻脈、頭痛、嘔気、めまい、
睡眠障害

不支給 副作用に対する入院を必要とする程度の医療とは
認められない

17-1317 男 30～39 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

17-1318 女 60～69 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 医療費・医療手当

17-1319 女 70～79 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

17-1320 男 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

エビリファイ散１％ アリピプラゾール（散）

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

エビリファイ錠１ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール（液）

エビリファイ持続性水懸筋注用３００ｍｇシリンジ アリピプラゾール水和物（キット）

エビリファイ持続性水懸筋注用４００ｍｇシリンジ アリピプラゾール水和物（キット）

アセリオ静注液１０００ｍｇ アセトアミノフェン（注）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

セファゾリンＮａ注射用１ｇ「ＮＰ」 （局）セファゾリンナトリウム（注射用）

17-1323 女 70～79 テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-1324 女 70～79 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：汎発型薬疹 医療費・医療手当

プリンペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド（注射液）

フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン（注射液）

17-1326 男 30～39 リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（液） 疾病：ステロイド緑内障 医療費・医療手当

17-1307

17-1308

17-1309

17-1310

17-1311

17-1325

17-1306 女

男

男

女

女 40～49

40～49

40～49

20～29

60～69

疾病：薬物性肝障害

医療費・医療手当

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシー

医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 50～59 疾病：間質性肺炎

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）

疾病：悪性症候群様症状

女

女

10～19

20～29

17-1321

17-1322

疾病：遅発性ジスキネジア 医療費・医療手当

医療費・医療手当

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男 70～79 医療費・医療手当

疾病：多形紅斑型薬疹 医療手当



平成２９年度決定　 （１２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

17-1327 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：月経困難症、嘔気、自律神経障害、胃痛、頭痛、腰痛、関
節痛、前胸部痛

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1328 男 50～59 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 硫酸バリウム（散） 疾病：下行結腸穿孔 医療費・医療手当

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン（錠）

ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ペラミビル水和物（注射液）

フォリルモンＰ注７５ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

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）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」 （局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 メロペネム三水和物（注射用）

17-1332 男 60～69 インフルエンザＨＡワクチン「生研」 インフルエンザＨＡワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ） 医療費・医療手当

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠

バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

17-1334 男 60～69 ズバリ（頭歯利）（一般用医薬品） エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソ
プロピルアセチル尿素

疾病：多発型固定薬疹 医療費・医療手当

17-1335 男 70～79 ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1336 男 60～69 ワーファリン錠１ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠 疾病：脳出血 医療費・医療手当

17-1337 男 50～59 リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠） 疾病：リチウム中毒 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

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）

アナフラニール錠１０ｍｇ クロミプラミン塩酸塩（錠）

デパス錠０．５ｍｇ （局）エチゾラム（錠）

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン（カプセル）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 （局）レバミピド（錠）（１）

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＮＰ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）

17-1341 女 60～69 オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ イオベルソール（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-1342 男 70～79 ワゴスチグミン散（０．５％） ネオスチグミン臭化物（散） 疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸
素脳症
死亡：コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸
素脳症による肺炎による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-1343 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：発熱、頭痛、睡眠障害、嘔気 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（液）

プレドニン錠５ｍｇ 局・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）

注射用ソル・メルコート４０ 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）

ソル・メドロール１２５ 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）

注射用ソル・メルコート１２５ 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）

水溶性プレドニン２０ｍｇ 局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

17-1345 女 20～29 ルナベル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：深部静脈血栓症 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1346 男 40～49 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1338

17-1339

17-1340

17-1344 女 50～59 障害：ステロイド緑内障による視力障害 障害年金1級

医療費・医療手当疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

男

女

女 80～

60～69

70～79 疾病：血小板減少症 医療費・医療手当

女 80～ 疾病：急性腎不全17-1333 医療手当

80～

30～39

80～

17-1329

17-1330

17-1331

男

女

女

疾病：薬物性肝障害

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：急性腎不全

医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （１２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

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール（坐剤）

トリクロリールシロップ （局）トリクロホスナトリウム（シロップ）

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト（錠）

ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 ジエノゲスト（錠）（１）

17-1349 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（腫脹）、視覚異常、月経困難症、し
びれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失
神、過呼吸、食欲低下

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム（錠）

ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ＮＰ」 ラベプラゾールナトリウム（錠）

17-1352 男 40～49 － － 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

17-1353 男 70～79 リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠） 疾病：ネフローゼ症候群 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

カンファタニン錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

エリカナールカプセル２５０ セファクロル（カプセル）

セロニード静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム（静注用）

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物（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）

17-1356 女 50～59 フリウェル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

17-1357 男 50～59 グルトパ注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 疾病：脳出血 医療費・医療手当

17-1358 女 10～19 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-1359 男 10～19 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎 医療費・医療手当

17-1360 女 70～79 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） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1361 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 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

17-1363 女 80～ リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル） 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

17-1364 女 40～49 テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1365 男 80～ － － 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

17-1366 男 50～59 チャンピックス錠０．５ｍｇ バレニクリン酒石酸塩（錠） 疾病：抑うつ状態 医療費・医療手当

17-1367 女 20～29 ビクシリン注射用１ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-1368 男 30～39 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-1369 男 40～49 テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1370 男 40～49 ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン（注射液） 疾病：ショック、続発性低酸素脳症 医療費・医療手当

17-1371 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

障害年金2級

17-1372 男 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：急性脳症による重度脳障害 障害年金1級

17-1373 女 80～ 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：左下顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしくは享年

17-1362

17-1347

17-1348

17-1350

医療費・医療手当疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）70～79男

医療費・医療手当疾病：無顆粒球症

障害年金2級障害：間質性腎炎による腎機能障害

医療手当17-1351

60～69男17-1355

30～39男17-1354

女

80～女

医療費・医療手当

疾病：間質性肺炎

疾病：横紋筋融解症30～39

40～49 疾病：不正出血、貧血女 医療費・医療手当

男 10～19 医療手当疾病：呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

17-1214 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチン副反応の疑い 障害年金

17-1219 男 0～9
バクタ配合錠、セフジニル細粒小児用１０％「サワイ」、
ビクシリン注射用０．５ｇ、セフメタゾールＮａ静注用０．５
ｇ「ＮＰ」

急性脳炎脳症 障害児養育年金

17-1224 女 70～79
リカルボン錠５０ｍｇ、エディロールカプセル０．７５μｇ、
モーラステープ２０ｍｇ、三和葛根加朮附湯エキス細
粒、ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（医療用）他

不明熱 医療費・医療手当

17-1229 男 70～79
ジェニナック錠２００ｍｇ、コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカ
タ」、ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ

未記入 医療費・医療手当

17-1230 男 60～69
ディオバン錠４０ｍｇ、ソラナックス０．４ｍｇ錠、ニトロ
ダームＴＴＳ２５ｍｇ、デパス錠０．５ｍｇ

胸部重苦感 障害年金

17-1232 男 70～79 カロナール錠２００ 意識混濁 医療費・医療手当

17-1234 女 70～79

インスリングラルギンＢＳ注ミリオペン「リリー」、オング
リザ錠５ｍｇ、タケキャブ錠２０ｍｇ、ウルソデオキシコー
ル酸錠１００ｍｇ「ＪＧ」、セフカペンピボキシル塩酸塩錠
１００ｍｇ「サワイ」他

致死性不整脈の疑い
医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

17-1241 男 50～59
ベゲタミン－Ａ配合錠、セロクエル２５ｍｇ錠、セロクエ
ル１００ｍｇ錠、ドラール錠２０、アモバン錠７．５他

不明 医療費・医療手当

17-1244 男 80～
コデインリン酸塩散１０％「第一三共」、ｄｌ－メチルエフェ
ドリン塩酸塩散１０％「三和」、重質酸化マグネシウム
「ケンエー」、シグマート錠５ｍｇ、バファリン８１ｍｇ錠他

未記入 医療費・医療手当

17-1245 男 50～59
ドグマチール錠５０ｍｇ、ジプレキサ錠５ｍｇ、リリカカプ
セル７５ｍｇ、テルネリン錠１ｍｇ、セパゾン錠１他

構音障害 医療費・医療手当



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

17-1265 女 10～19 サーバリックス 肢体機能障害 障害年金

17-1276 女 20～29 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

17-1278 女 10～19 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

17-1288 女 20～29 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

17-1294 男 10～19
リレンザ、プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＡＦＰ」、ムコダ
イン錠２５０ｍｇ、カロナール錠３００

インフルエンザ後急性精神病様症状 医療手当

17-1297 女 70～79 スンベプラカプセル１００ｍｇ、ダクルインザ錠６０ｍｇ 白質脳症 障害年金

17-1315 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチン後遺症うたがい、ＨＰＶワクチン後関節症 医療費・医療手当

17-1320 男 70～79
デルモベート軟膏０．０５％、ヒルドイドローション０．
３％、リンデロン－ＶＧローション

組織融解による胸骨離解と腹壁搬痕ヘルニア 医療費・医療手当

17-1352 男 40～49
ブロナック点眼液０．１％、アジルバ錠２０ｍｇ、ダイアー
ト錠６０ｍｇ、メトグルコ錠２５０ｍｇ、エクア錠５０ｍｇ他

未記入 医療費・医療手当

17-1365 男 80～
ユベラＮカプセル１００ｍｇ、エラスチーム錠１８００、マー
ズレンＳ配合顆粒、ハルシオン０．２５ｍｇ錠、ノボラピッ
ド注フレックスペン他

多形紅斑 医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしくは享年


