
平成３０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

18-0702 男 30～39 メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン（錠） 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）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「テバ」 （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）

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）

アモバン錠７．５ ゾピクロン（錠）

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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）

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

ドグマチール錠５０ｍｇ （局）スルピリド（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

リクシアナ錠１５ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

エパデールＳ６００ イコサペント酸エチル（カプセル）

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）

セファメジンα点滴用キット１ｇ セファゾリンナトリウム（キット）

18-0705 男 70～79 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 疾病：アスペルギルス症及びそれに続発した心不全
死亡：アスペルギルス症に続発した心不全による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金

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）

新ルル－Ａ錠（一般用医薬品） クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、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、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カ
フェイン、ベンフォチアミン

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

ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 （局）ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

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）

新ルル－Ａ錠（一般用医薬品） クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、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、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カ
フェイン、ベンフォチアミン

オロパタジン塩酸塩錠５ｍｇ「ファイザー」 オロパタジン塩酸塩（錠）

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

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＥＥ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

ソフミン錠２５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

ジプレキサ錠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）

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（２）

センノサイド錠１２ｍｇ センノシド（錠）

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

ソフミン錠２５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

ジプレキサ錠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）

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（２）

センノサイド錠１２ｍｇ センノシド（錠）

18-0709 男 70～79 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 死亡：アスペルギルス症に続発した心不全による死亡 葬祭料

医療費・医療手当
遺族一時金

医療費・医療手当

18-0704 女 70～79 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0703 男 40～49 疾病：汎発型薬疹

疾病：薬物性肝障害

18-0707 男 40～49

18-0706 男 30～39 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

疾病：低ナトリウム血症及びそれに続発した肺水腫､脳浮腫
死亡：低ナトリウム血症に続発した肺水腫､脳浮腫による死亡

18-0708 男 40～49 死亡：低ナトリウム血症に続発した肺水腫､脳浮腫による死亡 葬祭料

医療費・医療手当
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ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩（錠）

エフィエント錠３．７５ｍｇ プラスグレル塩酸塩（錠）

リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠）

18-0711 男 50～59 － － 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

ロレルコ錠２５０ｍｇ プロブコール（錠）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

18-0713 女 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

18-0714 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

ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

セレスタミン配合錠 ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

18-0716 女 50～59 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

疾病：多形紅斑型薬疹 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）

18-0718 男 40～49 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：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・葬祭料

18-0719 男 20～29 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0720 女 60～69 イオパミロン注３００シリンジ （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及びそれに続発した低酸素脳症 医療費・医療手当

18-0721 女 40～49 ロスミン「ローヤル」（一般用医薬品） ローヤルゼリー、L-システイン、DL-メチオニン、アスコルビ
ン酸、トコフェロール散、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビ
ン、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン
塩酸塩、シアノコバラミン、カルニチン塩化物、安息香酸ナト
リウムカフェイン、グリチルリチン酸一アンモニウム、トウキ
末、シャクヤク末、ブクリョウ末、ソウジュツ末、タクシャ末、
センキュウ末、ハンゲ末、ニンジン末

疾病：薬物性肝障害 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）

炭酸リチウム錠１００「ヨシトミ」 炭酸リチウム（錠）

アトルバスタチン錠１０ｍｇ「ＥＥ」 （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

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）

ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 塩酸ジルチアゼム（徐放カプセル）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

イオパーク３５０注１００ｍＬ イオヘキソール（注射液）

18-0725 女 70～79 ニフレック配合内用剤 ナトリウム・カリウム配合剤（散） 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及びそれに続発した低酸素脳症
による高度脳機能障害による敗血症

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

ヨウ化ナトリウムカプセル－３０号 局・ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

ヨウ化ナトリウムカプセル－５０号 局・ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

18-0727 男 80～ ウブレチド錠５ｍｇ 局・ジスチグミン臭化物（錠） 疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれに続発した肺炎
死亡：コリン作動性クリーゼ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

18-0728 女 40～49 ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（錠）（２） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 医療費・医療手当

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎

フロセミド錠１０ｍｇ「ＮＰ」 （局）フロセミド（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「ＤＫ」 ランソプラゾール（錠）

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「タナベ」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）

18-0730 男 60～69 ランサップ４００ ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン
シート

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(ＡＧＥＰ)､間質性肺炎 医療費・医療手当

18-0710 女 70～79 疾病：白血球減少症 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0715 女 60～69 疾病：骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

18-0712 男 80～ 疾病：出血性十二指腸潰瘍

医療費・医療手当

18-0722 男 50～59 疾病：赤芽球癆 医療費・医療手当

18-0717 女 30～39 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

医療費・医療手当

18-0724 女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0723 女 30～39 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

医療費・医療手当

18-0729 女 70～79

疾病：多形紅斑型薬疹

18-0726 男 70～79 疾病：再生不良性貧血

医療費・医療手当
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ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

ジプレキサ錠５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（１）

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠

ピラマイド原末 局・ピラジナミド

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害(２回目)

ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物（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）

トチモトのイレイセン 局・イレイセン

トチモトのオウバク 局・オウバク

トチモトのオウヒ 局・オウヒ

トチモトのカシュウ 局・カシュウ

トチモトのカンゾウ 局・カンゾウ

トチモトのキキョウ 局・キキョウ

トチモトのコウブシ 局・コウブシ

トチモトのコウベイ 局・コウベイ

トチモトのゴシツ 局・ゴシツ

トチモトのサイコ 局・サイコ

トチモトのサンシシ 局・サンシシ

トチモトのシャクヤク 局・シャクヤク

トチモトのショウキョウ 局・ショウキョウ

トチモトのセッコウ 局・セッコウ

トチモトのチモ 局・チモ

トチモトのトウキ 局・トウキ

トチモトのトウニン 局・トウニン

トチモトのドクカツ 局・ドクカツ

トチモトのニンジン 局・ニンジン

トチモトのニンドウ 局・ニンドウ

トチモトのハッカ 局・ハッカ

トチモトのビャクジュツ 局・ビャクジュツ

トチモトのブクリョウ 局・ブクリョウ

トチモトのボクソク 局・ボクソク

トチモトのボレイ 局・ボレイ

トチモトのヨクイニン 局・ヨクイニン

トチモトのリュウコツ 局・リュウコツ

コタロー五苓散料エキス細粒 五苓散エキス（細粒）

オースギ川きゅう茶調散料エキスＴＧ 川きゅう茶調散エキス（顆粒）

ジュンコウ補中益気湯ＦＣエキス錠医療用 補中益気湯エキス（錠）

コタロー竜胆瀉肝湯エキス細粒 竜胆瀉肝湯エキス（細粒）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症及びそれに続発した憩室炎

注射用マキシピーム１ｇ セフェピム塩酸塩水和物（注射用） 疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 塩酸ロペラミド（カプセル）

トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワイ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 （局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ イオパミドール（キット）

18-0738 女 20～29 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

18-0739 女 20～29 カベルゴリン錠０．２５ｍｇ「サワイ」 カベルゴリン（錠） 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ リファンピシン

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩（錠）

医療費・医療手当

18-0732 男 80～ 疾病：薬物性肝障害(１回目)

18-0731 男 40～49 疾病：ジスキネジア､ジストニア

医療費・医療手当

18-0734 女 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0733 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

18-0735 女 50～59

18-0736 男 50～59 疾病：蕁麻疹型薬疹､アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

18-0737 男 60～69 疾病：汎発型薬疹､急性腎不全 医療費・医療手当

18-0740 女 30～39 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療手当
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滋腎通耳湯エキス細粒Ｇ「コタロー」（一般用医薬品） 水製エキス（トウキ・センキュウ・シャクヤク・チモ・ジオウ・オ
ウバク・ビャクシ・オウゴン・サイコ・コウブシ）

オゼックス錠１５０ トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

18-0742 男 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

18-0743 男 60～69 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全によ
る死亡

医療費・医療手当
遺族年金

18-0744 男 60～69 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス（顆粒） 死亡：間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全によ
る死亡

葬祭料

18-0745 男 30～39 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

18-0746 女 40～49 バリトゲンＨＤ 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

18-0747 男 70～79 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0748 女 60～69 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 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灌流による
脳梗塞の増悪

医療費・医療手当

18-0749 男 20～29 テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0750 女 50～59 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

18-0751 男 40～49 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 辛夷清肺湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

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

メトレート錠２ｍｇ メトトレキサート（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）

トチモトのエンゴサク 局・エンゴサク

トチモトのオウギ 局・オウギ

トチモトのカンゾウ 局・カンゾウ

トチモトのコウブシ 局・コウブシ

トチモトのサイコ 局・サイコ

トチモトのサンソウニン 局・サンソウニン

トチモトのジオウ 局・ジオウ

トチモトのシャクヤク 局・シャクヤク

トチモトのシャゼンシ 局・シャゼンシ

トチモトのシュクシャ 局・シュクシャ

トチモトのセンキュウ 局・センキュウ

トチモトのチョウトウコウ 局・チョウトウコウ

トチモトのトウキ 局・トウキ

トチモトのビャクジュツ 局・ビャクジュツ

トチモトのブクリョウ 局・ブクリョウ

モンテルカスト錠１０ｍｇ「タカタ」 モンテルカストナトリウム（錠）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＨ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

18-0756 男 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

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）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（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）

18-0759 男 40～49 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0752 女 70～79 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

18-0741 男 60～69 疾病：間質性肺炎

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

18-0754 男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0753 女 70～79 疾病：肝硬変

医療費・医療手当

18-0757 女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

18-0755 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

医療費・医療手当18-0758 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)



平成３０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１０ｍｇ ゾルピデム酒石酸塩（錠）

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 メキシレチン塩酸塩（カプセル）

メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「日医工」 メキシレチン塩酸塩カプセル

モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）モサプリドクエン酸塩水和物（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

18-0762 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：麻痺､肩痛､しびれ､筋力低下､脱力､振戦､倦怠感､めまい､
失神､けいれん

医療費・医療手当

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール（錠）

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）

18-0764 女 40～49 プラケニル錠２００ｍｇ ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0765 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：四肢体幹の疼痛､腹痛､下痢､四肢硬直､疼痛､不随意運
動､認知機能低下､倦怠感､めまい､意識レベルの低下､筋力低
下､しびれ､嘔気､脱力､発熱､睡眠障害､構音障害､視覚異常､頭
痛､月経不整､月経困難症

医療費・医療手当

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「トーワ」 ファモチジン（錠）（２）

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム（錠）

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩（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）

ロキソニン錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

ロキソニン錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

セルベックス細粒１０％ テプレノン（細粒）

ホスミシンＳ静注用２ｇ ホスホマイシンナトリウム（静注用）

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「サワイ」 塩酸ロペラミド（カプセル）

トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「サワイ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

チラーヂンＳ錠２５μｇ 局・レボチロキシンナトリウム錠

プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 プランルカスト水和物（錠）

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物（カプセル）

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＴＹＫ」 （局）塩酸セチリジン（錠）

セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 （局）塩酸セチリジン（錠）

ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用） 辛夷清肺湯エキス（顆粒）

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）

18-0770 女 70～79 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

18-0771 女 40～49 イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0772 女 50～59 カバサール錠１．０ｍｇ カベルゴリン（錠） 疾病：筋肉痛､倦怠感､嘔気 医療費・医療手当

18-0773 女 50～59 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠） 疾病：視神経萎縮 医療費・医療手当

エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 （局）エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠

アムロジン錠５ｍｇ （局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 プラバスタチンナトリウム（錠）

ガスター錠１０ｍｇ （局）ファモチジン（錠）（１）

メトグルコ錠２５０ｍｇ （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

アレロック錠５ （局）オロパタジン塩酸塩（錠）（１）

テルビナフィン錠１２５ｍｇ「サンド」 テルビナフィン塩酸塩（錠）

18-0760 男 70～79 疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

医療費・医療手当

18-0766 男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0763 男 40～49 疾病：無顆粒球症

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

18-0769 女 40～49 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

医療費・医療手当
障害年金1級

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0768 男 50～59

18-0767 女 30～39 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う瘢痕
性角結膜症
障害：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害

疾病：蕁麻疹型薬疹､アナフィラキシーショック 不支給

18-0774 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当



平成３０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

18-0775 女 60～69 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド（液） 疾病：左涙嚢炎､両側涙道閉塞 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）

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）

18-0777 女 70～79 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） 疾病：左非定型大腿骨骨折 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

18-0778 女 20～29 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

18-0779 男 50～59 ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用） 防風通聖散エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

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）

メジコン錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

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

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「タケダ」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）

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

18-0783 女 30～39 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

18-0784 男 40～49 「ビケンＨＡ」 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

ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル１００ｍｇ「日医工」 ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル）

アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ＮＰ」 （局）アムロジピンペシル酸塩（錠）（２）

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩（錠）

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）

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ イソソルビド（液）

メコバマイド錠５００μｇ メコバラミン（錠）

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 炭酸リチウム（錠）

クエチアピン錠１００ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

18-0789 女 40～49 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

オノンカプセル１１２．５ｍｇ プランルカスト水和物（カプセル）

タリオン錠１０ｍｇ ベシル酸ベポタスチン（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸（カプセル）

オーグメンチン配合錠１２５ＳＳ アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

18-0792 女 30～39 プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び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

18-0793 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：発熱､関節痛､睡眠障害､頭痛､全身痛､嘔気､下痢､感覚異
常､めまい､しびれ､耳鳴､月経困難症､視覚異常､倦怠感､認知機
能低下､過呼吸､不随意運動､便秘､自律神経異常､意識障害､硬
直

医療費・医療手当

18-0794 男 50～59 サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン（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

18-0795 男 40～49 オイパロミン３７０注シリンジ１００ｍＬ 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
遺族年金・葬祭料

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「杏林」 ラベプラゾールナトリウム（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）

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス（顆粒）

クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

医療費・医療手当

18-0780 男 10～19 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-0776 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当

18-0782 男 60～69 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

18-0781 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

18-0786 男 80～ 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-0785 男 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

医療費・医療手当

18-0788 女 50～59 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

18-0787 男 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当

18-0791 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0790 男 20～29 疾病：固定薬疹

医療費・医療手当18-0796 女 40～49 疾病：薬物性肝障害



平成３０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

疾病：両側非定型大腿骨骨折 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

障害：両側非定型大腿骨骨折の遷延癒合による両下肢機能障
害

障害年金2級

18-0798 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：肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症 医療費・医療手当

18-0799 女 60～69 イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-0800 女 50～59 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：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ) 医療費・医療手当

カロナール細粒５０％ アセトアミノフェン（細粒）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

インドメタシン坐剤シオエ インドメタシン

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）

バファリンＡ（一般用医薬品） アスピリン、合成ヒドロタルサイト（ダイバッファーHT）

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）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

18-0804 女 80～ ネシーナ錠２５ｍｇ アログリプチン安息香酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ダイアモックス錠２５０ｍｇ アセタゾラミド（錠）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩（錠）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ファイザー」 （局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（キット）

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）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

アメナリーフ錠２００ｍｇ アメナメビル

18-0807 女 20～29 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

18-0808 男 30～39 － － 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

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム（錠）

チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「トーワ」 チクロピジン塩酸塩（錠）

ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩（錠）

18-0811 男 20～29 パンシロン（一般用医薬品） サナルミン、炭酸水素ナトリウム、重質炭酸マグネシウム、
沈降炭酸カルシウム、ロートエキス、ビオヂアスターゼ500、
プロザイム、ケイヒ、シュクシャ、センブリ、ケイヒ油

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）

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン（錠）

テプレノン細粒１０％「トーワ」 テプレノン（細粒）

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）

トランコロン錠７．５ｍｇ メペンゾラート臭化物（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）

プリンペラン錠５ （局）メトクロプラミド（錠）

アレビアチン錠１００ｍｇ 局・フェニトイン錠

アレビアチン注２５０ｍｇ フェニトインナトリウム（注射液）

18-0815 男 40～49 リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ) 医療費・医療手当

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＭ」 モンテルカストナトリウム（錠）

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

18-0797 女 40～49

18-0802 男 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0801 女 40～49 疾病：蕁麻疹型薬疹

18-0805 男 60～69 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 医療費・医療手当

18-0803 女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

18-0809 男 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-0806 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

18-0812 男 40～49 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0810 女 50～59 疾病：薬物性肝障害

18-0814 男 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

18-0813 女 40～49 疾病：便秘及びそれに続発したＳ状結腸炎及び直腸炎

18-0816 男 40～49 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)

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）

医療費・医療手当

医療費・医療手当

不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療手当



平成３０年度決定　 （１０月分）
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18-0817 女 60～69 ランピオンパック ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール
シート

疾病：多形紅斑型薬疹 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

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）

ガスターＤ錠２０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

プロレナール錠５μｇ リマプロストアルファデクス（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス（顆粒）

18-0820 女 80～ ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ２００ テガフール・ウラシル（顆粒） 疾病：嘔気 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

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

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用５００ｍ
ｇ「サワイ」

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム５００ｍｇ注
射用

18-0822 女 60～69 アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （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

18-0823 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：四肢体幹の疼痛､腹痛､下痢､四肢硬直､疼痛､不随意運
動､認知機能低下､倦怠感､めまい､意識レベルの低下､筋力低
下､しびれ､嘔気､脱力､発熱､睡眠障害､構音障害､視覚異常､頭
痛､月経不整､月経困難症

医療費・医療手当

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ルルアタックＥＸ（一般用医薬品） トラネキサム酸、イブプロフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸
塩、チアミン硝化物、ジヒドロコデインリン酸塩、ブロムヘキ
シン塩酸塩、リボフラビン、クレマスチンフマル酸塩

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン（注）

ジクロフェナクナトリウム坐剤２５ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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）

ウイルクエストＩＰａ（一般用医薬品） イブプロフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、無水カ
フェイン

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）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（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）

ビクシリン注射用１ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

18-0826 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､しびれ､疼痛､感覚異常､けいれん､意識消失､発汗異
常､視覚異常､動悸､呂律不良､麻痺､失神､認知機能低下､歩行
困難､嘔気､食思不振､筋力低下､立ちくらみ､自律神経異常､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）

ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド塩酸塩（錠）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠１５ｍｇ「ＮＰ」 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（錠）

メキタジン錠３ｍｇ「タイヨー」 （局）メキタジン（錠）

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

18-0828 女 60～69 イオパミロン注３００シリンジ （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及びそれに続発した低酸素脳症 医療費・医療手当

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「テバ」 アセトアミノフェン（錠）

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

カフコデＮ配合錠 ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（錠）（２）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「タイヨー」 アンブロキソール塩酸塩（錠）

トスフロキサシントシル酸塩錠１５０ｍｇ「タナベ」 トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

18-0830 女 20～29 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（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

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

エダラボン点滴静注液バッグ３０ｍｇ「日医工」 エダラボン（キット）

オザグレルＮａ点滴静注８０ｍｇバッグ「タカタ」 （局）オザグレルナトリウム（キット）

18-0832 女 20～29 リングルアイビー２００（一般用医薬品） イブプロフェン 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-0833 男 60～69 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

18-0818 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0821 女 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

18-0819 男 30～39 疾病：薬物性肝障害

18-0825 女 20～29 疾病：薬物性肝障害

18-0824 女 20～29 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

18-0827 女 50～59 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-0829 男 30～39 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当18-0831 男 70～79 疾病：血小板減少性紫斑病

医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当



平成３０年度決定　 （１０月分）
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カロナール錠３００ アセトアミノフェン（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）

18-0835 女 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

18-0836 女 50～59 バリテスターＡ２４０散 硫酸バリウム（散） 疾病：小腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

18-0837 男 50～59 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

18-0839 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

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）

サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 サルポグレラート塩酸塩（錠）

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸（カプセル）

ペレックス配合顆粒 非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

18-0842 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)､嘔吐､下痢､過換気､関節痛､
筋肉痛､疲労感､睡眠障害､頭痛､月経不整､しびれ､視覚異常､感
覚過敏､疼痛､食思不振､嘔気､立ちくらみ

医療費・医療手当

18-0843 男 60～69 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「ＣＨ」 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

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）

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

ファロム錠２００ｍｇ ファロペネムナトリウム（錠）

マインベース錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン（顆粒）

ペンタサ注腸１ｇ メサラジン（注腸用）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

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）

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

18-0848 女 50～59 イオメロン３００注シリンジ７５ｍＬ イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック､播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

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）

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

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

オメプラゾール錠「トーワ」２０ｍｇ オメプラゾール（錠）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス（顆粒）

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）

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）

セフロニック静注用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）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

セフロニック静注用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）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

18-0853 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）
（１）

疾病：深部静脈血栓症､肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

18-0854 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

18-0855 女 40～49 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（１）（錠） 疾病：深部静脈血栓症 医療費・医療手当

オプジーボ点滴静注２０ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え）（注）

オプジーボ点滴静注１００ｍｇ ニボルマブ（遺伝子組換え）（注）

イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン（錠）

アロシトール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（錠）

ワーファリン錠１ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠

ワーファリン錠０．５ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＥＥ」 クロピドグレル硫酸塩（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）

18-0834 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-0840 女 50～59 疾病：出血性十二指腸潰瘍 医療費・医療手当

18-0838 男 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ)

18-0845 男 20～29 疾病：間質性肺炎

18-0844 女 40～49 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

18-0841 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

18-0847 女 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

18-0846 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当
遺族年金

医療手当

医療費・医療手当

18-0850 女 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

18-0849 男 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

医療費・医療手当

18-0852 男 60～69 死亡：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症
による死亡

18-0851 男 60～69 疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢
死亡：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症
による死亡

18-0857 女 70～79 疾病：消化管出血による貧血

18-0856 男 60～69 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

医療費・医療手当

医療費・医療手当

葬祭料

不支給 対象除外医薬品である



平成３０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

マツウラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 柴胡桂枝湯エキス（顆粒）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

18-0859 男 70～79 コンラキシンＨ 局・ヨーダミドナトリウムメグルミン注射液 疾病：ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群 医療手当

18-0860 男 70～79 グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

アモリンカプセル２５０ （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

クラリスロマイシン錠２００「ＭＥＥＫ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

18-0862 男 60～69 アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 アジスロマイシン水和物（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-0863 男 10～19 注射用ＧＨＲＰ科研１００ プラルモレリン塩酸塩（注用） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-0864 女 70～79 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 局・セファゾリンナトリウム（注射用） 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

18-0865 女 70～79 セファゾリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 局・セファゾリンナトリウム（注射用） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡 葬祭料

18-0866 女 20～29 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「トーワ」 （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：めまい 医療費・医療手当

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（錠）（２）

レバミピド錠１００ｍｇ「オーツカ」 （局）レバミピド（錠）（１）

ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム（錠）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１００ テガフール・ウラシル（顆粒）

ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ テガフール・ウラシル（顆粒）

18-0868 女 20～29 サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

18-0869 女 40～49 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：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

フロセミド注射液２０ｍｇ「日医工」 フロセミド（注射液）

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）

ビクシリン注射用１ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用）

18-0871 男 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

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 ファモチジン（錠）（２）

ケアラム錠２５ｍｇ イグラチモド（錠）

18-0873 女 30～39 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 医療費・医療手当

18-0874 男 60～69 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ イオメプロール（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
遺族年金・葬祭料

18-0875 女 50～59 クラシエ防風通聖散エキス錠 防風通聖散エキス（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0876 女 60～69 ネオバルギンＥＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：下行結腸穿孔 医療費・医療手当

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）

ビブラマイシン錠５０ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物（錠）

18-0878 女 80～ ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0879 男 80～ 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：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 ランソプラゾール（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）

18-0881 女 70～79 メトトレキサートカプセル２ｍｇ「サンド」 （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：汎血球減少症 医療費・医療手当

18-0882 女 30～39 ジエノゲスト錠１ｍｇ「モチダ」 ジエノゲスト（錠）（１） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-0883 女 70～79 ボナロン錠３５ｍｇ （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：左非定型大腿骨骨折 医療費・医療手当

18-0884 女 70～79 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ ガドプトロール（キット） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-0885 男 40～49 「ビケンＨＡ」 インフルエンザＨＡワクチン 死亡：劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡 遺族年金

18-0886 男 70～79 ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-0887 男 60～69 フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠） 疾病：急性脳症 医療費・医療手当

18-0888 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

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢

18-0861 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

18-0858 女 40～49 疾病：薬物性肝障害

18-0870 男 60～69 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

18-0867 女 70～79 疾病：薬物性肝障害

18-0880 男 40～49 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

18-0877 女 40～49 疾病：薬物性肝障害

18-0872 女 60～69 疾病：薬物性肝障害

医療費・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

医療費・医療手当

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

18-0711 男 50～59
プレドニン錠５ｍｇ、プラビックス錠７５ｍｇ、イリボー錠５
μｇ、エンドキサン錠５０ｍｇ、ブレディニン錠２５他

陳旧性心筋梗塞 遺族一時金・葬祭料

18-0713 女 50～59
アレグラＦＸ、テオドール錠２００ｍｇ、オノンカプセル１１
２．５ｍｇ

喘息発作 医療費・医療手当

18-0714 女 80～
フロセミド錠２０ｍｇ「テバ」、プレドニン錠５ｍｇ、注射用
ソル・メルコート１２５、エリキュース錠２．５ｍｇ、スルバ
シリン静注用１．５ｇ他

未記入
医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

18-0738 女 20～29 サーバリックス 線維筋痛症、自己免疫性脳症 障害年金

18-0808 男 30～39
ランマーク皮下注１２０ｍｇ、デノタスチュアブル配合
錠、ブロプレス錠４、カルデナリン錠２ｍｇ

致死性不整脈 遺族一時金・葬祭料

18-0835 女 60～69

オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ、ｄｌ－メチルエフェド
リン塩酸塩散１０％「マルイシ」、テオロング顆粒５０％、
ビソルボン細粒２％、アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ
「サワイ」他

肺炎 医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢


