
平成３０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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ファモチジンＤ錠１０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（錠）（２）

ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（注射用）

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）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 （局）クラリスロマイシン（錠）

18-1042 男 50～59 バファリンプレミアム（一般用医薬品） イブプロフェン、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、乾燥水酸化アルミニウムゲル

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療費・医療手当

18-1043 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

18-1044 女 50～59 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

ファーストシン静注用１ｇ 塩酸セフォゾプラン（静注用）

シプロフロキサシン点滴静注３００ｍｇ／１５０ｍＬ「明治」 シプロフロキサシン（注射用）

18-1046 女 80～ リファジンカプセル１５０ｍｇ （局）リファンピシン（カプセル） 疾病：血小板減少症、溶血性貧血、リンパ球減少症、薬物性肝
障害、慢性腎臓病の急性増悪

医療費・医療手当

18-1047 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 医療費・医療手当

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

アレグラ錠６０ｍｇ （局）フェキソフェナジン塩酸塩（錠）

ロゼオール錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（錠）（２）

ゾルピデム酒石酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「サワイ」 ゾルピデム酒石酸塩（錠）（２）

クラビット点滴静注バッグ５００ｍｇ／１００ｍＬ レボフロキサシン水和物（キット）

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）

18-1050 女 40～49 カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠） 疾病：劇症肝炎 医療費・医療手当

18-1051 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、身体痛、倦怠感、月経困難症、めまい、過呼吸、認
知機能低下、感覚異常、睡眠障害、手指の不随意運動、腹痛、
下痢、便秘、立ちくらみ、動悸

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

アスペノンカプセル１０ アプリンジン塩酸塩（カプセル）

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物（錠）

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）アロプリノール（錠）

イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ イソソルビド（液）

カリジノゲナーゼ錠５０単位「日医工」 統・カリジノゲナーゼ５０単位錠

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン（錠）

メコバラミン錠５００μｇ「ＮＰ」 統・メコバラミン０．５ｍｇ錠

アデホスコーワ顆粒１０％ アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩徐放（錠）（２）

イトリゾール内用液１％ イトラコナゾール（液）

18-1055 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

ムコソルバンＬ錠４５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩徐放（錠）（２）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ロゼオール錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

クレストールＯＤ錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（錠）（２）

シングレアＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）（３）

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）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

アトルバスタチン錠５ｍｇ「日医工」 （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

ブシラント錠１００ ブシラミン（錠）

メイラックス錠１ｍｇ ロフラゼプ酸エチル（錠）

ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」 ロフラゼプ酸エチル（錠）

18-1061 男 50～59 ルミセフ皮下注２１０ｍｇシリンジ ブロダルマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：肺炎 医療手当

18-1062 男 60～69 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） 医療費・医療手当

女 80～ 疾病：溶血性貧血

医療費・医療手当

男 80～ 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

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）18-1040

18-1041

18-1045 医療費・医療手当

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
遺族年金・葬祭料

医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 80～ 疾病：間質性肺炎

疾病：汎発型薬疹

女 40～49 疾病：無顆粒球症 不支給18-1048

18-1049

18-1052

医療費・医療手当

女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

男 60～69 疾病：間質性肺炎18-1053

18-1054

医療費・医療手当

女 80～ 死亡：間質性肺炎に続発した敗血症による死亡 遺族年金・葬祭料

女 60～69 疾病：過敏症（顔面浮腫、口腔浮腫・びらん）18-1056 医療手当

18-1057

女 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）

女 80～ 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

医療費・医療手当

男 40～49 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-1058

18-1059

18-1060
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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）

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

ペレックス配合顆粒 非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

マリゼブ錠２５ｍｇ オマリグリプチン（錠）

新鮮凍結血漿－ＬＲ「日赤」２４０ 統・新鮮凍結人血漿

照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球濃厚液（２－２）

照射濃厚血小板－ＬＲ「日赤」 人血小板濃厚液（２）

デパケン細粒４０％ バルプロ酸ナトリウム（細粒）

バレリンシロップ５％ バルプロ酸ナトリウム（シロップ）

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

- - 障害：判定不能 不支給 判定不能

アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

ガスモチン錠５ｍｇ （局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

アリセプト錠３ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

アリセプト錠５ｍｇ ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

18-1068 女 30～39 サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

18-1070 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

18-1071 男 40～49 レキシン錠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

ラシックス注２０ｍｇ （局）フロセミド（注射液）

ファモチジン注射用２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（注射用）

ゾシン静注用４．５ （局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静注
用）

オムニパーク３００注シリンジ１００ｍＬ （局）イオヘキソール（キット）

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）

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

- - 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）

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「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

レバミピド錠１００ｍｇ「クニヒロ」 （局）レバミピド（錠）（１）

セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「ＴＯＡ」 （局）塩酸セチリジン（錠）

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＺＥ」 レボフロキサシン水和物（錠）

メチスタ錠２５０ｍｇ カルボシステイン（錠）

オフロキサシン錠１００ｍｇ「サワイ」 オフロキサシン（錠）

18-1075 男 30～39 メバロチン錠１０ プラバスタチンナトリウム（錠） 疾病：薬物性肝障害に続発した再生不良性貧血 医療費・医療手当

18-1076 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

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸（カプセル）

ブルフェン錠２００ イブプロフェン（錠）

ヘキサトロンカプセル２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（カプセル）

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（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）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

男 50～59 疾病：薬物性肝障害
障害：薬物性肝障害による肝機能障害

医療費・医療手当
障害年金2級

女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹18-1077 医療費・医療手当

18-1074

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）

疾病：サイトメガロウイルス腸炎及びそれに続発した小腸穿孔

医療費・医療手当

女 20～29 疾病：アナフィラキシー

18-1069

18-1072

18-1073

男 30～39 疾病：発熱 医療費・医療手当

女 80～ 疾病：薬物性肝障害

疾病：十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎
死亡：十二指腸潰瘍に続発した腹膜炎による死亡

18-1066

18-1067 医療費・医療手当

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 50～59 疾病：薬物性肝障害

疾病：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）
死亡：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）による死亡

医療手当
遺族一時金・葬祭料

男 50～59 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

男 10～1918-1065

18-1063

18-1064

医療費・医療手当
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エルシド腟錠１００ｍｇ クロトリマゾール（腟）

エンペシドクリーム１％ クロトリマゾール（クリーム）

フスコデ配合シロップ 鎮咳配合剤（１）（シロップ）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

アプレース錠１００ｍｇ トロキシピド（錠）

トランサミン錠５００ｍｇ （局）トラネキサム酸（錠）

エバステル錠１０ｍｇ エバスチン（錠）

キプレス錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）（２）

オゼックス錠１５０ トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

18-1080 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）、頭痛、発熱、脱力、認知機
能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感

医療費・医療手当

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）

スルバシリン静注用３ｇ 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）

18-1082 男 60～69 バクトラミン配合錠 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

18-1083 女 40～49 テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-1084 女 80～ ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「サワイ」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：浮腫 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

18-1085 男 40～49 バクトラミン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-1086 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

柴朴湯エキス［細粒］８２（一般用医薬品） 柴朴湯水製エキス

東洋の柴朴湯（一般用医薬品） サイコ、ハンゲ、ショウキョウ、オウゴン、タイソウ、ニンジ
ン、カンゾウ、コウボク、ソヨウ、ブクリョウ

東洋の温清飲（一般用医薬品） トウキ、ジオウ、シャクヤク、センキュウ、オウゴン、サンシ
シ、オウレン、オウバク

温清飲エキス顆粒ＫＭ（一般用医薬品） 温清飲水製乾燥エキス

18-1088 女 30～39 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：肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 局・セフメタゾールナトリウム（静注用）

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

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フ
ソー」

ヘパリンナトリウム（キット） 疾病：ヘパリン起因性血小板減少症（１回目、２回目）

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬシリンジ「ＨＫ」 ダルテパリンナトリウム（注） 疾病：ヘパリン起因性血小板減少症（３回目）

ヘパリンＮａ透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ「フ
ソー」

ヘパリンナトリウム（キット）

ダルテパリンＮａ静注５千単位／５ｍＬシリンジ「ＨＫ」 ダルテパリンナトリウム（注）

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「明治」 （局）メロペネム水和物（キット）

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）

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」 アンブロキソール塩酸塩錠

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）

18-1093 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、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧 医療費・医療手当

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「サワイ」 アンブロキソール塩酸塩徐放（錠）（１）

レバミピド錠１００ｍｇ「日医工」 （局）レバミピド（錠）（１）

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

18-1095 男 60～69 マリジンＡグリーン（一般用医薬品） ヨウ化イソプロパミド、重質酸化マグネシウム、ケイ酸マグネ
シウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-1096 女 80～ イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール（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
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
による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金

疾病：アナフィラキシー

18-1092

18-1094

医療費・医療手当

女 60～69

死亡：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した多臓器不全によ
る死亡

遺族一時金・葬祭料

18-1090

男 60～69 疾病：顆粒球減少症18-1091

医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 40～49 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

女 50～59

女 40～49 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当18-1081

医療費・医療手当

女 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

18-1087

18-1089

18-1078

18-1079 医療費・医療手当

女 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

女 30～39 疾病：固定薬疹
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18-1097 女 80～ イオベリン３００注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール（キット） 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
による死亡

葬祭料

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

18-1099 女 30～39 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「サンド」 レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＴＣＫ」 （局）レバミピド（錠）（１）

ブルフェン錠２００ イブプロフェン（錠）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

18-1102 女 50～59 ラキソデート内用液０．７５％ ピコスルファートナトリウム（液） 疾病：虚血性大腸炎 医療費・医療手当

カネボウ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯エキス（細粒）

クラシエ黄連解毒湯エキス細粒 黄連解毒湯エキス（細粒）

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）

18-1104 男 80～ スルタムジン静注用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） 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

18-1105 男 80～ スルタムジン静注用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） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡 葬祭料

18-1106 女 80～ ナトリックス錠２ インダパミド（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠）

リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン腸溶（錠）

18-1108 女 70～79 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） 疾病：偽アルドステロン症及びそれによる心室細動 医療費・医療手当

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン（錠）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

18-1110 女 30～39 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 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

ベンザブロックＬ錠（一般用医薬品） イブプロフェン、塩酸プソイドエフェドリン、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、無水カフェイン

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン（錠）

ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用） 柴胡桂枝乾姜湯エキス（顆粒）

サムスカ錠７．５ｍｇ トルバプタン（錠）

サムスカ錠３０ｍｇ トルバプタン（錠）

プログラフカプセル０．５ｍｇ タクロリムス水和物（カプセル）

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン（錠）

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

セフジニルカプセル１００ｍｇ「ファイザー」 （局）セフジニル（カプセル）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

18-1115 男 50～59 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

プラノプロフェンカプセル７５ｍｇ「日医工」 プラノプロフェン（カプセル）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

18-1117 女 50～59 「クラシエ」漢方防風通聖散料エキスＥＸ錠（一般用医薬
品）

防風通聖散エキス 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

18-1118 女 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：播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減少症、血小板減少症 医療費・医療手当

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）

18-1120 男 60～69 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 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

18-1121 女 50～59 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

18-1122 男 70～79 オイパロミン３００注シリンジ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
遺族年金

18-1123 男 70～79 オイパロミン３００注シリンジ１００ｍＬ （局）イオパミドール（キット） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡 葬祭料

18-1124 女 70～79 トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス デュラグルチド（遺伝子組換え）（キット） 疾病：嘔気、嘔吐 医療費・医療手当

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

男 50～59 疾病：アナフィラキシー

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：薬物性肝障害

18-1116

18-1119

医療費・医療手当

男 70～79 疾病：間質性肺炎の増悪
死亡：間質性肺炎の増悪による死亡

不支給 対象除外医薬品である

女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹18-1114

18-1113

医療費・医療手当

女 60～69

18-1111

18-1112

女 40～49 疾病：腸間膜静脈硬化症 医療費・医療手当18-1103

医療費・医療手当

男 10～19 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

18-1107

18-1109

医療費・医療手当

女 40～49

医療費・医療手当女 70～79 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死18-1098

医療費・医療手当

男 60～69 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：好中球減少症、薬物性肝障害

18-1100

18-1101
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18-1125 女 70～79 テリボン皮下注用５６．５μｇ（溶解液添付製品） テリパラチド酢酸塩（注用） 疾病：意識消失 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

オルメテックＯＤ錠１０ｍｇ オルメサルタンメドキソミル（錠）（２）

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）レバミピド（錠）（１）

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）

18-1127 女 60～69 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） 疾病：アナフィラキシー 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）

メトレート錠２ｍｇ メトトレキサート（錠）

18-1129 女 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：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

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

アリピプラゾール錠３ｍｇ「日医工」 アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール錠３ｍｇ「ニプロ」 アリピプラゾール（錠）

ファボワール錠２８ デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２）

18-1131 女 60～69 ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 局・ビソプロロールフマル酸塩（錠） 疾病：洞不全症候群 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）

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）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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

プレドニゾロン プレドニゾロン

18-1134 女 60～69 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

セフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇバッグ「ＮＰ」 セフトリアキソンナトリウム水和物（キット）

ミノマイシンカプセル１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩（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）

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

セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ「サワイ」 セフポドキシムプロキセチル（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）

18-1137 女 70～79 ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用） 茵ちん蒿湯エキス（顆粒） 疾病：腸間膜静脈硬化症 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）

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）

18-1139 男 70～79 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：間質性肺炎 医療費・医療手当

硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 ストレプトマイシン硫酸塩（注射用）

ツベルミン錠１００ｍｇ エチオナミド（錠）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス（細粒）

18-1142 女 60～69 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

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（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）

18-1144 女 70～79 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：無顆粒球症 医療費・医療手当

18-1145 男 60～69 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） 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

医療手当
遺族年金・葬祭料

18-1146 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）、頭痛、発熱、脱力、認知機
能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

18-1147 女 50～59 アドリアシン注用１０ （局）ドキソルビシン塩酸塩（注射用） 疾病：心筋症、心不全 不支給 対象除外医薬品である

18-1148 女 40～49 プラノバール配合錠 （局）ノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

18-1149 女 30～39 ダラシンＳ注射液６００ｍｇ （局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

18-1150 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

女 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当18-1143

70～79 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 80～ 疾病：間質性肺炎

40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

18-1140

18-1141

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 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

男 60～69 疾病：アナフィラキシーショック

18-1136

18-1138

医療費・医療手当

男

18-1126

女 50～59 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当18-1128

18-1133

18-1135

医療費・医療手当

女 20～29 疾病：深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

男 30～39 疾病：アナフィラキシー

18-1130

18-1132

医療費・医療手当

男

医療費・医療手当女 50～59 疾病：薬物性肝障害



平成３０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

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）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

レバミピド錠１００ｍｇ「トーワ」 （局）レバミピド（錠）（１）

18-1152 男 50～59 イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン（錠） 疾病：下部消化管出血 医療費・医療手当

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

セフゾンカプセル１００ｍｇ （局）セフジニル（カプセル）

18-1155 女 60～69 ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用） 潤腸湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

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）

18-1157 男 40～49 プロスコープ３００注１００ｍＬ イオプロミド（注射液） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

ニフラン錠７５ｍｇ プラノプロフェン（錠）

デトメファン錠１５ｍｇ 臭化水素酸デキストメトルファン（錠）

ノイチーム錠９０ｍｇ 塩化リゾチーム（錠）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

ビクロックス錠２００ アシクロビル（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）

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）

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）

アンブロキソール塩酸塩徐放ＯＤ錠４５ｍｇ「ニプロ」 アンブロキソール塩酸塩徐放（錠）（１）

モンテルカスト錠１０ｍｇ「ＫＮ」 モンテルカストナトリウム（錠）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

ユナシン－Ｓキット静注用３ｇ 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（キッ
ト）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

18-1161 女 50～59 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

18-1162 男 40～49 バリトゲンＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎 医療費・医療手当

プレドニン錠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）

18-1165 女 70～79 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：リンパ増殖性疾患 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

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）

ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム（注射液）

ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン（注射液）

18-1168 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）

腰痛、下肢の痛み、倦怠感、筋痛、認知機能低下、全身疼痛、
聴覚異常、視覚異常、歩行障害、めまい、頭痛

医療費・医療手当

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢

18-1166

18-1167

医療費・医療手当

男 50～59 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

18-1163

18-1164

医療費・医療手当

男 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

男 40～49 疾病：一過性血圧上昇

18-1160

医療費・医療手当女18-1158

18-1159

医療費・医療手当

医療費・医療手当

50～59 疾病：アナフィラキシーショック

医療費・医療手当

女 60～69 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

男 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

18-1153

18-1154

18-1156

女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当18-1151

女 50～59 疾病：薬物性肝障害

女 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹

女 70～79 疾病：出血性大腸炎

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

18-1043 男 50～59 ロキソマリン錠６０ｍｇ、ミオナール錠５０ｍｇ、ディオバ
ン錠４０ｍｇ、クレストール錠２．５ｍｇ

腸閉塞 医療費・医療手当

18-1055 女 70～79 セレコックス錠１００ｍｇ、ノイロトロピン錠４単位、リリカ
カプセル２５ｍｇ、レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」、アデフ
ロニックズポ２５他

薬物性肝障害 医療費・医療手当

18-1070 女 80～ エディロールカプセル０．７５μｇ、テリボン皮下注用５
６．５μｇ、プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ、ノルバスクＯ
Ｄ錠２．５ｍｇ、マグラックス錠３３０ｍｇ他

(直接死因)不詳、(症状)全身筋骨格硬直ならびに拘縮 医療費・医療手当・遺族
年金

18-1076 男 70～79 アーチスト錠１０ｍｇ、ニコランジル錠５ｍｇ「日医工」、ラ
ンソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」、バイアスピリン錠
１００ｍｇ、アマリール１ｍｇ錠他

未記入 医療手当

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢


