
平成２９年度決定　 （３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

17-1530 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：けいれん、関節痛、筋肉痛、全身痛、しびれ 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1531 女 30～39 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 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

17-1532 女 40～49 エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-1533 女 20～29 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：注射部位の局所反応（疼痛、腫脹）、嘔気、下痢、不随意
運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発
汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦
怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失

医療費・医療手当

アンヒバ坐剤小児用２００ｍｇ アセトアミノフェン（坐剤）

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン（注射液）

スルペラゾン静注用１ｇ 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）

チエナム点滴静注用０．５ｇ イミペネム・シラスタチンナトリウム（注用）

オムニパーク３００注１００ｍＬ イオヘキソール（注射液）

オムニパーク３００注１５０ｍＬ イオヘキソール（注射液）

プラノプロフェン錠７５ｍｇ「トーワ」 プラノプロフェン（錠）

ザンタック注射液５０ｍｇ ラニチジン塩酸塩（注射液）

セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 （局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 （局）セフメタゾールナトリウム（静注用）

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）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（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

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ディオバン錠８０ｍｇ バルサルタン（錠）

バルサルタン錠８０ｍｇ「ニプロ」 局・バルサルタン（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）

17-1539 女 80～ ドグマチール錠５０ｍｇ （局）スルピリド（錠） 疾病：アカシジア 医療費・医療手当

17-1540 男 60～69 メトトレキサート錠２ｍｇ「タナベ」 メトトレキサート（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

17-1541 女 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

ロヒプノール錠１ フルニトラゼパム（錠）

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩（錠）

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

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）

17-1534 男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1535 女 0～9 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

17-1537 女 80～ 疾病：糖尿病の増悪、腎盂腎炎 医療費・医療手当

17-1536 女 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

葬祭料

17-1538 女 60～69 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

17-1542 女 30～39 死亡：悪性症候群様症状による死亡
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カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 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）

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（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）

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

カイゲン感冒カリュー（一般用医薬品） ジリュウエキス散-N、カンゾウエキス末 、キキョウ乾燥エキ
ス末、アセトアミノフェン、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、グアヤコールスルホン酸カリウム、ク
ロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン

タガメット錠２００ｍｇ シメチジン（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 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）

アルピニー坐剤２００ アセトアミノフェン（坐剤）

カイロック細粒４０％ シメチジン（細粒）

クラビット錠２５０ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

チウラジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ＳＧ配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤（４）（顆粒）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ＳＧ配合顆粒 ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤（４）（顆粒）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

チザニジン錠１ｍｇ「アメル」 チザニジン塩酸塩（錠）

ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） 六君子湯エキス（顆粒）

17-1547 女 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 障害：脳炎による精神障害 障害児養育年金2級

ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩（錠）

レボフロキサシン内用液２５０ｍｇ「トーワ」 レボフロキサシン水和物（液）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩（カプセル）

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 フロセミド（注射液）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

リコモジュリン点滴静注用１２８００ トロンボモデュリンアルファ（遺伝子組換え）（注射用）

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

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）

17-1550 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：疼痛、関節痛、睡眠障害 医療費・医療手当

17-1551 男 40～49 「ビケンＨＡ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：フィッシャー症候群 医療費・医療手当

17-1552 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

医療費・医療手当

疾病：多形紅斑型薬疹（２回目）

女 70～79 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

17-1543 男 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹（１回目）

17-1545 男 50～59 疾病：汎血球減少症 医療費・医療手当

17-1544

17-1546 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1548 女 80～ 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

疾病：薬物性肝障害

17-1549
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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）

ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩（錠）

17-1554 男 70～79 ルセフィ錠２．５ｍｇ ルセオグリフロジン水和物（錠） 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

17-1555 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

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）

ビクシリン注射用２ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用）

チアトンカプセル１０ｍｇ チキジウム臭化物（カプセル）

ファモチジン錠２０「サワイ」 （局）ファモチジン（錠）（１）

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）

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）

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン（錠）

セレキノン錠１００ｍｇ トリメブチンマレイン酸塩（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）

17-1558 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（疼痛） 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

17-1559 女 60～69 ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン（錠） 疾病：ステロイド糖尿病 医療費・医療手当

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ゴナトロピン注用５０００単位 （局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

ゴナールエフ皮下注用７５ フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

ゴナールエフ皮下注用１５０ フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

エストラーナテープ０．７２ｍｇ エストラジオール（貼付剤）

ルティナス膣錠１００ｍｇ プロゲステロン

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２５０ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス（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）

17-1562 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、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠
感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、
発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過
敏、自律神経障害、嘔気、眼乾燥、口腔乾燥、脱力、末梢冷感、
動悸、呼吸困難、不随意運動

医療費・医療手当

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（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）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （局）ミノサイクリン塩酸塩（静注用）

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠

17-1564 女 80～ サロベール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-1565 女 60～69 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1566 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1553 男 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

17-1556 女 40～49 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ） 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

17-1557 女 20～29 疾病：紅皮症型薬疹

17-1561 男 10～19 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1560

17-1563 女 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当
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アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン（注）

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

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン（注射液）

ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェンアキセチル（注射液）

ラックビー微粒Ｎ ビフィズス菌製剤（散）

ロペラミド錠１ｍｇ「ＥＭＥＣ」 塩酸ロペラミド（錠）

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「日医工」 ファモチジン（錠）（２）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （局）レバミピド（錠）（１）

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）

ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト（錠）

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）

17-1568 男 70～79 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） 疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）（３）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ヘパリンＮａ注５千単位／５ｍＬ「モチダ」 ヘパリンナトリウム注射液

オザグレルＮａ点滴静注液８０ｍｇ「ケミファ」 オザグレルナトリウム（注射用）

17-1571 男 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）及びそれに伴う感染性心内
膜炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血
障害：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）に伴う感染性心内膜炎に続
発した脳出血による高度脳機能障害

医療費・医療手当
障害年金1級

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

フォサマック錠３５ｍｇ （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

17-1573 女 40～49 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「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

アモキサンカプセル１０ｍｇ アモキサピン（カプセル）

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン（カプセル）

アモキサンカプセル５０ｍｇ アモキサピン（カプセル）

トレドミン錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩（錠）

ドグマチール錠５０ｍｇ （局）スルピリド（錠）

17-1575 女 20～29 ポンタールシロップ メフェナム酸（シロップ） 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

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール（注射液）

リスパダール　コンスタ筋注用５０ｍｇ リスペリドン（キット）

ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

17-1578 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：けいれん、しびれ、脱力、認知機能低下、感覚異常、睡眠
障害、月経不整、全身疼痛、歩行困難

医療費・医療手当

17-1579 女 20～29 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

ガバペン錠２００ｍｇ ガバペンチン（錠）

リーマス錠１００ 炭酸リチウム（錠）

エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール（カプセル）

17-1581 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-1582 女 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

17-1583 女 20～29 － － 障害：－ 不支給 障害でない

17-1584 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：体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状 障害児養育年金1級

17-1585 女 50～59 エディロールカプセル０．７５μｇ エルデカルシトール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症、急性腎障害 医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 40～49 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

17-1567 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

17-1570 男 60～69 疾病：脳出血
死亡：脳出血による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-1569

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

17-1572 男 30～39 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

男 70～79 疾病：末梢神経障害、急性脳症 医療費・医療手当

17-1577 女 40～49 疾病：悪性症候群 医療費・医療手当

17-1574 男 40～49 障害：遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構
音障害

17-1576

17-1580 女 40～49 疾病：急性腎障害、高カルシウム血症 医療費・医療手当
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ロキソプロフェン錠６０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （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「ＥＭＥＣ」 （局）レバミピド（錠）（１）

柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒ＫＭ（一般用医薬品） 柴胡桂枝乾姜湯水製乾燥エキス（サイコ、オウゴン・カロコ
ン・ケイヒ・ボレイ、カンゾウ・カンキョウ）

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

ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用） 黄連解毒湯エキス（顆粒）

ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用） 加味逍遙散エキス（顆粒）

ツムラ大柴胡湯エキス顆粒（医療用） 大柴胡湯エキス（顆粒）

ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒（医療用） 防已黄耆湯エキス（顆粒）

17-1588 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：注射部位の局所反応（疼痛、腫脹）、倦怠感、下顎部痛、
頭痛、月経困難症、筋肉痛、認知機能低下、感覚異常、脱力、
関節痛、睡眠障害、筋力低下、自律神経異常、疼痛

医療手当

17-1589 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：頭痛、嘔気、疲労感、下痢、胃痛、発熱、便秘、認知機能
低下、四肢の冷感、起立性調節障害、めまい、月経不整、不随
意運動、ふらつき

医療費・医療手当

17-1590 男 30～39 － － 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

17-1591 男 30～39 セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠） 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

17-1592 男 60～69 － － 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

17-1593 男 70～79 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） 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

17-1594 女 0～9 インフルエンザＨＡワクチン　“化血研” インフルエンザHAワクチン 障害：急性脳症による精神発達遅滞 障害児養育年金2級

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）及びそれに続発した化膿性
脊椎炎

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

注射用ソル・メルコート１，０００ 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）

17-1596 女 70～79 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

17-1597 女 50～59 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：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

17-1598 女 60～69 テグレトール錠２００ｍｇ 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

ソラナックス０．４ｍｇ錠 アルプラゾラム（錠）

セレニカＲ錠４００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

セロクエル２５ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 塩酸セルトラリン（錠）

17-1600 女 60～69 エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール（注射液）

プレコール持続性カプセル（一般用医薬品） イソプロピルアンチピリン（ピリン系）、アセトアミノフェン、ク
ロルフェニラミンマレイン酸塩、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、カンゾウエキス末、無水カフェ
イン

ボノサップパック８００ 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

17-1603 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） 障害：左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（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）

クラリスロマイシン錠５０小児用「ＭＥＥＫ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

17-1605 男 40～49 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 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

17-1606 男 70～79 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ１０ｍＬ ガドブトロール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-1607 女 50～59 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、薬物性肝障害 医療費・医療手当

疾病：化膿性脊椎炎

17-1604 女 10～19 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
閉塞性細気管支炎

17-1602 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

17-1601 男 70～79 疾病：末梢神経障害、急性脳症

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1586 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-1595 女

17-1587 女 40～49

医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療手当

医療費・医療手当

17-1599 女 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療手当

70～79
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17-1608 女 0～9 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

ニフラン錠７５ｍｇ プラノプロフェン（錠）

ムコダイン錠５００ｍｇ 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）

17-1610 女 60～69 アレビアチン錠１００ｍｇ 局・フェニトイン錠 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

ブルフェン錠１００ イブプロフェン（錠）

ＰＬ顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

パセトシンカプセル （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

17-1612 女 70～79 アラバ錠２０ｍｇ レフルノミド（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1613 男 40～49 ボノサップパック８００ 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

17-1614 女 50～59 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：疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱
力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻
痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自
律神経異常、認知機能低下

医療費・医療手当

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

パブロンゴールドＡ微粒（一般用医薬品） アセトアミノフェン、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、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、マ
レイン酸カルビノキサミン、無水カフェイン、ビスイブチアミ
ン、リボフラビン

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）

17-1616 女 40～49 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「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

17-1617 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：左下肢麻痺、脱力、しびれ、過換気発作、頭痛、腰痛、視
覚異常、月経不整、認知機能低下、睡眠障害、低血圧、全身
痛、感覚異常、振戦

医療費・医療手当

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ラミクタール錠１００ｍｇ ラモトリギン（錠）

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

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）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

ハロペリドール錠１ｍｇ「ＪＧ」 ハロペリドール（錠）

セレネース注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

チアプリド塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 （局）チアプリド塩酸塩（錠）

17-1621 女 40～49 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1622 女 50～59 ノバミン錠５ｍｇ 局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 疾病：薬剤性パーキンソン症候群 医療費・医療手当

17-1623 女 60～69 クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（錠） 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-1624 男 20～29 カナグル錠１００ｍｇ カナグリフロジン水和物錠 疾病：糖尿病性ケトアシドーシス 医療費・医療手当

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ゴナピュール注用１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

ゴナールエフ皮下注ペン３００ フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

17-1626 女 50～59 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

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ注テイゾー７５ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ゴナールエフ皮下注用１５０ フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

セロフェン錠５０ｍｇ （局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

医療費・医療手当17-1627 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

17-1625 女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当

医療費・医療手当

17-1620 男 40～49 疾病：悪性症候群 医療費・医療手当

17-1619 女 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

17-1618 男 20～29 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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

17-1615 女 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）

医療費・医療手当50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

17-1611 女 40～49 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

17-1609 女

医療費・医療手当

不支給



平成２９年度決定　 （３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

17-1628 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：嘔気、睡眠障害、頭痛、めまい、起立性低血圧 医療費・医療手当

17-1629 男 40～49 アムビゾーム点滴静注用５０ｍｇ アムホテリシンＢ（静注用） 疾病：横紋筋融解症
死亡：横紋筋融解症による急性腎不全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

17-1630 男 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

17-1631 男 30～39 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

パーロデル２．５ｍｇ メシル酸ブロモクリプチン（錠）

ウインタミン錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

２５ｍｇコントミン糖衣錠 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

ニューレプチル散 プロペリシアジン（散）

アパミン顆粒 プロペリシアジン（顆粒）

イリヤキン顆粒 プロペリシアジン（顆粒）

レボトミン錠 レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

オーラップ錠１ｍｇ ピモジド（錠）

オーラップ錠３ｍｇ ピモジド（錠）

ロドピン錠２５ｍｇ ゾテピン（錠）

バルネチール錠１００ スルトプリド塩酸塩（錠）

リスパダール細粒１％ （局）リスペリドン（細粒）

セロクエル１００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（１）

ベゲタミン錠－Ｂ クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（２）（錠）

メキシチールカプセル１００ｍｇ メキシレチン塩酸塩（カプセル）

ラミシール錠１２５ｍｇ テルビナフィン塩酸塩（錠）

17-1634 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

17-1635 男 70～79 バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

17-1636 女 80～ テオドール錠２００ｍｇ テオフィリン（錠） 疾病：高尿酸血症、食欲不振 医療費・医療手当

17-1637 女 70～79 バイステージ注３００シリンジ８０ｍＬ イオパミドール（キット） 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

17-1638 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）、頭痛、視覚異常、便秘、し
びれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認
知機能低下、疼痛、月経不整、感覚異常

医療費・医療手当

17-1639 女 20～29 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：注射部位の局所反応（疼痛、腫脹）、嘔気、下痢、不随意
運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発
汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦
怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失

医療費・医療手当

17-1640 男 70～79 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） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ） 医療費・医療手当

17-1641 男 60～69 エクメット配合錠ＬＤ ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤（１）（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-1642 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）及びそれに続発した脊髄梗
塞、ヒトヘルペスウイルス６脳炎
障害：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）に続発した脊髄梗塞による
両下肢機能障害、膀胱・直腸障害

医療費・医療手当
障害年金1級

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「フジナガ」 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）

17-1644 女 50～59 ノーベルバール静注用２５０ｍｇ フェノバルビタールナトリウム（静注用） 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

障害年金1級

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

17-1643 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-1633 女 40～49

17-1632 女 40～49 障害：遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害



平成２９年度決定　 （３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

ドプスカプセル１００ｍｇ ドロキシドパ（カプセル）

エフピーＯＤ錠２．５ 塩酸セレギリン（錠）

メネシット配合錠１００ レボドパ・カルビドパ（１）（錠）

コムタン錠１００ｍｇ エンタカポン（錠）

シンメトレル錠５０ｍｇ アマンタジン塩酸塩（錠）

トレリーフ錠２５ｍｇ ゾニサミド（錠）

（※）請求時年齢もしくは享年

医療手当疾病：悪性症候群様症状70～79男17-1645



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

17-1541 女 80～
ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ、レミケード点滴
静注用１００

IgA腎症 医療費・医療手当

17-1552 女 70～79
メタクト配合錠ＬＤ、ミカルディス錠４０ｍｇ、メバロチン錠
５、キネダック錠５０ｍｇ、エクア錠５０ｍｇ他

薬疹 医療費・医療手当

17-1555 女 10～19 サーバリックス 器質性精神障害 障害年金

17-1566 女 20～29 サーバリックス
頭痛、嘔吐、睡眠障害、光音過敏、体幹痛、筋力低下、
HPVワクチン関連神経免疫異常症候群

医療費・医療手当

17-1581 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ ＨＰＶワクチンによる予防接種後副反応 医療費・医療手当

17-1582 女 0～9
プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ「科研」、ヒシナルク３
号、アトニン－Ｏ注５単位、ビタメジン静注用、パンスポ
リンＴ錠２００

診療録提出のため未記入 障害児養育年金

17-1583 女 20～29 サーバリックス 右上下肢不全麻痺 障害年金

17-1590 男 30～39
レメロン錠１５ｍｇ、エビリファイ錠３ｍｇ、ペロリック錠１０
ｍｇ、セニラン錠２ｍｇ、セニラン錠５ｍｇ他

食欲不振、吐き気 医療費・医療手当

17-1592 男 60～69
関節内ステロイド注射、キシロカイン注ポリアンプ１％、
リンデロン注２ｍｇ（０．４％）

未記入 医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしくは享年


