
平成３０年度決定（9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

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド（錠） 疾病：錯乱

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド（錠）

セロクエル２５ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

セロクエル１００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

18-0626 男 70～79 － － 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

18-0627 男 70～79 － － 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

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

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）

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

ドグマチール錠５０ｍｇ （局）スルピリド（錠）

18-0630 女 50～59 ストマルコンＤ錠１０ｍｇ ファモチジン（錠）（２） 疾病：間質性腎炎 医療費・医療手当

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（１）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン（錠）（２）

ロナセン錠８ｍｇ ブロナンセリン（錠）

インヴェガ錠６ｍｇ パリペリドン徐放（錠）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン（錠）（２）

エビリファイＯＤ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

－ － 障害：－ 投与された医薬品により発現したとは認められない

18-0634 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 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

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

ソル・メドロール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）

18-0636 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

18-0637 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

18-0638 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) 医療費・医療手当

ディオバン錠８０ｍｇ バルサルタン（錠）

プロパジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠

ベシケアＯＤ錠５ｍｇ コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠

デベルザ錠２０ｍｇ トホグリフロジン水和物（錠）

18-0641 女 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

18-0642 女 70～79 － － 疾病：－
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

ダラシンＳ注射液３００ｍｇ （局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

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）

注射用マキシピーム０．５ｇ セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩（顆粒）

アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩（錠）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

疾病：錐体外路症状

18-0628 女 50～59 疾病：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 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

18-0625 女 10～19 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

18-0631 男 30～39 障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）による体幹機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

18-0629 男 50～59 障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）に続発した頚部神経根症に
よる右上肢機能障害

18-0635 男 70～79 疾病：ステロイド緑内障 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0633 男 40～49 疾病：アカシジア 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

18-0632 女 30～39 疾病：薬剤性パーキンソン症候群の増悪、横紋筋融解症

医療費・医療手当

18-0640 女 70～79 疾病：腎盂腎炎及びそれに続発した敗血症性ショック 医療費・医療手当

18-0639 男 70～79 疾病：紅皮症型薬疹

医療費・医療手当18-0643 女 50～59 疾病：間質性腎炎
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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

バルプロ酸ナトリウムＳＲ錠２００ｍｇ「アメル」 バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）

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）

マプロチリン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 マプロチリン塩酸塩（錠）

スルピリド錠１００ｍｇ「アメル」 （局）スルピリド（錠）

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「杏林」 オランザピン（錠）

オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「杏林」 オランザピン（錠）

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 （局）スルピリド（錠）

プロゲストン錠２００ 酢酸メドロキシプロゲステロン（錠）

ヒスロンＨ錠２００ｍｇ 酢酸メドロキシプロゲステロン（錠）

18-0646 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

セロクエル２５ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

セロクエル１００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

18-0648 男 70～79 － － 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

18-0649 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：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

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「タナベ」 （局）レバミピド（錠）（１）

18-0651 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

18-0652 女 60～69 ラベキュアパック４００ 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

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

18-0653 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

18-0654 男 0～9 － － 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

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）

18-0656 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

18-0657 男 0～9 おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」 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

18-0658 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

セレネース錠３ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

バルネチール錠２００ スルトプリド塩酸塩（錠）

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

ルーラン錠８ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ハロマンス注５０ｍｇ ハロペリドールデカン酸エステル（注射液）

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

セロクエル１００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン（錠）（２）

リスパダール　コンスタ筋注用２５ｍｇ リスペリドン（キット）

ゼプリオン水懸筋注５０ｍｇシリンジ パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

18-0661 男 60～69 ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：両側下顎骨の骨壊死 医療費・医療手当

18-0662 女 60～69 アレンドロン酸錠３５ｍｇ「日医工」 （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：両側下顎骨の骨壊死 医療費・医療手当

18-0663 女 50～59 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

18-0664 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

18-0665 男 60～69 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） 疾病：急性脳症 医療費・医療手当

18-0644 男 50～59 疾病：薬剤性パーキンソン症候群 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0647 男 50～59 障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）による日常生活障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

18-0645 女 40～49 疾病：糖尿病の増悪

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

18-0655 男 20～29 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

18-0650 女 60～69 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

医療費・医療手当

18-0660 女 40～49 疾病：遅発性ジストニア 医療費・医療手当

18-0659 女 50～59 疾病：QT延長､心室頻拍､心室細動､およびそれらに続発した低
酸素脳症
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セルトラリン錠２５ｍｇ「明治」 塩酸セルトラリン（錠）

セルトラリン錠５０ｍｇ「明治」 塩酸セルトラリン（錠）

アキネトン錠 ビペリデン塩酸塩（錠）

アキネトン注射液 乳酸ビペリデン（注射液）

アナテンゾールデポー エナント酸フルフェナジン（注射液）

セレネース錠１ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

セレネース注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

18-0668 女 40～49 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) 医療費・医療手当

18-0669 女 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

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩（錠）

ハロペリドール細粒１％「アメル」 ハロペリドール（細粒）

ジプレキサ細粒１％ オランザピン（細粒）

レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

18-0671 女 30～39 ルナベル配合錠ＵＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠） 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

ドロレプタン注射液２５ｍｇ ドロペリドール（注射液）

ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム（注射液）

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）

ラセナゾリン注射用１ｇ セファゾリンナトリウム（注射用）

18-0673 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトインナトリウム（注射液）

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン（細粒）

18-0675 女 70～79 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

18-0676 男 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 医療手当

18-0677 女 30～39 フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

18-0678 女 20～29 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

18-0679 女 20～29 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

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）

18-0681 男 40～49 ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（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

18-0682 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

18-0683 女 40～49 ディナゲスト錠１ｍｇ ジエノゲスト（錠） 疾病：不正性器出血､貧血 医療費・医療手当

18-0684 男 40～49 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 疾病：ギラン・バレー症候群 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）

18-0686 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

18-0687 女 0～9 サワシリン細粒１０％ アモキシシリン水和物（細粒） 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） 医療手当

18-0688 女 50～59 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

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）

アスベリン錠２０ 局・チペピジンヒベンズ酸塩錠

トラネキサム酸カプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （局）トラネキサム酸（カプセル）

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）

18-0690 男 0～9 ロタテック内用液 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症 医療手当

18-0691 男 50～59 テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0667 男 40～49 疾病：悪性症候群 医療費・医療手当

18-0666 男 50～59 疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）、尿閉

医療費・医療手当

18-0672 女 30～39 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

18-0670 女 20～29 疾病：尿閉

医療費・医療手当

18-0680 男 40～49 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

18-0674 男 80～ 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

医療手当

18-0689 男 30～39 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

18-0685 女 40～49 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
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平成３０年度決定（9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

フルニトラゼパム錠１ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム（錠）

ヒルナミン錠（２５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

オランザピン錠５ｍｇ「ニプロ」 オランザピン（錠）

アリピプラゾール錠６ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール錠１２ｍｇ「サワイ」 アリピプラゾール（錠）

18-0693 女 20～29 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

18-0694 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､疼痛､脱力､しびれ､麻痺､筋力低下､感覚異常､倦怠
感､過呼吸､嘔気､不随意運動､排尿障害､視覚異常､認知機能低
下､失神､発語困難､睡眠障害､構音障害､自律神経異常

医療費・医療手当

18-0695 女 10～19 カロナール錠２００ アセトアミノフェン（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

18-0696 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

18-0697 男 50～59 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

18-0698 女 30～39 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

18-0699 女 70～79 ヘパリンナトリウム注５万単位／５０ｍＬ「ニプロ」 局・ヘパリンナトリウム注射液 障害：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓症に
よる心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害

障害年金1級

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）

18-0701 女 40～49 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

（※）請求時年齢もしくは死亡時年齢

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

18-0700 男 10～19 疾病：呼吸抑制､徐脈､遷延性意識障害 医療手当

18-0692 女 50～59 疾病：悪性症候群
死亡：悪性症候群による死亡

4



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

18-0626 男 70～79
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」、ハ
ンプ注射用１０００、ラシックス注２０ｍｇ、ラシックス注１
００ｍｇ、注射用マキシピーム１ｇ他

腎機能障害
医療費・医療手当・遺族
一時金

18-0627 男 70～79
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ＭＥＥＫ」、ハ
ンプ注射用１０００、ラシックス注２０ｍｇ、ラシックス注１
００ｍｇ、注射用マキシピーム１ｇ他

腎機能障害 葬祭料

18-0636 女 20～29 サーバリックス
予防接種後の神経障害（多発性硬化症、自己免疫性
脳症）

医療費・医療手当

18-0637 女 10～19 サーバリックス
予防接種後の神経障害（多発性硬化症、自己免疫性
脳症）

医療費・医療手当

18-0642 女 70～79
トラムセット配合錠、カロナール錠２００、レンドルミンＤ
錠０．２５ｍｇ、ラックビー微粒Ｎ、フラジール内服錠他

腎不全、慢性腎不全 医療手当・障害年金

18-0646 女 80～ エディロールカプセル０．７５μｇ 未記入 医療費・医療手当

18-0648 男 70～79 グラクティブ錠５０ｍｇ、グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ 両手の感覚鈍麻・浮腫 障害年金

18-0651 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチンによる予防接種後副反応 障害年金

18-0653 男 80～
オムニパーク２４０注２０ｍＬ、バイアスピリン錠１００ｍ
ｇ、エックスフォージ配合錠、プラビックス錠７５ｍｇ、ニ
フェジピンCR錠40mg「サワイ」他

実際に薬剤の副作用かは不明であるが、脊髄症状が
出現

医療費・医療手当

18-0654 男 0～9 クラリスロマイシンＤＳ１０％小児用「サワイ」 未記入 医療費・医療手当

18-0656 男 70～79

セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「サワイ」、メロペネム点
滴静注用０．５ｇ「明治」、アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ、
ユーパッチテープ１８ｍｇ、ジソピラミドカプセル１００ｍｇ
「タイヨー」他

未記入 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

18-0663 女 50～59
ルナベル配合錠ＵＬＤ、パロキセチン錠１０ｍｇ「ＤＫ」、
ニトラゼパム錠５ｍｇ「トーワ」、エチゾラム錠１ｍｇ「Ｓ
Ｗ」、ガスター錠２０ｍｇ他

なし 医療費・医療手当

18-0664 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
子宮頸ガンワクチン関連脳症、意識消失発作、てんか
ん、下肢脱力、下肢疼痛、子宮頚癌ワクチン接種後の
神経障害（自己免疫性脳症）

医療手当

18-0669 女 40～49
コントミン筋注２５ｍｇ、ヒベルナ注２５ｍｇ、ロナセン錠４
ｍｇ、リスペリドン錠１「ＭＥＥＫ」、リントン注５ｍｇ他

悪性症候群 障害年金

18-0673 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ ＨＰＶワクチン関連神経免疫異常症候群 障害年金

18-0679 女 20～29 サーバリックス ＨＰＶワクチン関連神経免疫異常症候群 障害年金

18-0682 男 40～49 エビリファイ内用液０．１％ 未記入 障害年金

18-0696 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害（自己免疫性脳
症）

障害年金

（※）請求時年齢もしくは死亡時年齢


