
平成３０年度決定　 （１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

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

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）

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）

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）

18-1170 女 30～39 小児用バファリン アスピリン・ダイアルミネート小児用（錠） 疾病：ライ症候群による精神・運動発達遅延
死亡：ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発し
た胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡

医療手当
遺族一時金

18-1171 女 30～39 小児用バファリン アスピリン・ダイアルミネート小児用（錠） 死亡：ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発し
た胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡

葬祭料

18-1172 男 50～59 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

18-1173 女 50～59 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

18-1174 男 80～ － － 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

18-1175 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

18-1176 女 70～79 ナロン顆粒（一般用医薬品） アセトアミノフェン、エテンザミド、ブロモバレリル尿素、無水
カフェイン

疾病：ブロム中毒 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

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）

アロプリノール錠１００ｍｇ「タナベ」 （局）アロプリノール（錠）

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン（１）（カプセル）

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロンアルファー２ｂ（遺伝子組換え）（注射
用）

18-1179 男 50～59 ヘプセラ錠１０ アデホビルピボキシル（錠） 疾病：ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症 医療費・医療手当

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（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）

セフゾンカプセル１００ｍｇ （局）セフジニル（カプセル）

18-1181 女 20～29 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」１ｍＬ インフルエンザHAワクチン 疾病：意識障害 医療費・医療手当

18-1182 女 80～ 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

ペレックス配合顆粒 非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩（錠）

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（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）

18-1184 女 30～39 － － 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

18-1185 女 80～ フルイトラン錠１ｍｇ （局）トリクロルメチアジド（錠） 疾病：低ナトリウム血症 医療費・医療手当

アナストロゾール錠１ｍｇ「ＫＮ」 アナストロゾール（錠） 疾病：白内障

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）

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

18-1187 女 40～49 － － 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

18-1188 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

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン（１）（カプセル）

ペグイントロン皮下注用１００μｇ／０．５ｍＬ用 ペグインターフェロンアルファー２ｂ（遺伝子組換え）（注射
用）

18-1190 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

18-1191 女 70～79 ナロン顆粒（一般用医薬品） アセトアミノフェン、エテンザミド、ブロモバレリル尿素、無水
カフェイン

疾病：ブロム中毒 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

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

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン（カプセル） 疾病：敗血症

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン（カプセル） 死亡：敗血症による死亡

18-1193 男 60～69 ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン（カプセル） 死亡：敗血症による死亡 不支給 対象除外医薬品である

カロナール錠２００ 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

女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

男 60～6918-1192

18-1194

不支給 対象除外医薬品である

18-1186

18-1189

医療費・医療手当

男 50～59 疾病：発赤、腫脹、そう痒 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

女 50～59 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）18-1180

18-1183

医療費・医療手当

女 50～59 障害：抑うつ状態の遷延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

女 60～69

疾病：急性腎不全

医療費・医療手当男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹18-1169

医療費・医療手当

男 40～49 疾病：抑うつ状態 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

男 20～29 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）18-1177

18-1178
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18-1195 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

18-1196 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

18-1197 男 50～59 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

18-1198 女 20～29 イミグラン注３ コハク酸スマトリプタン（注射液） 疾病：心肺停止 医療費・医療手当

18-1199 女 30～39 エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩（錠） 疾病：中毒性視神経症 医療費・医療手当

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）

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）

ドネペジル塩酸塩錠５ｍｇ「ＮＰ」 ドネペジル塩酸塩（錠）（１）

イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン（錠）

18-1202 男 10～19 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠） 疾病：間質性腎炎 医療費・医療手当

18-1203 男 0～9 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びそれに続発した糖尿病 医療費・医療手当

18-1204 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

18-1205 女 20～29 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」１ｍＬ 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

18-1206 女 40～49 イブＡ錠（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

疾病：無菌性髄膜炎 医療費・医療手当

18-1207 女 20～29 － － 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

レボフロキサシン錠５００ｍｇ「タナベ」 レボフロキサシン水和物（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）

プランルカストドライシロップ１０％「ファイザー」 プランルカスト水和物（シロップ用）

ジスロマック細粒小児用１０％ アジスロマイシン水和物（細粒）

18-1210 女 70～79 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：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群） 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

コカール錠２００ｍｇ 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）

ブルフェン錠２００ イブプロフェン（錠）

ピーエイ配合錠 非ピリン系感冒剤（４）（錠）

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「ＪＧ」 カルボシステイン（錠）

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

18-1212 女 20～29 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

18-1213 男 80～ グルトパ注２４００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 疾病：脳出血
死亡：脳出血による死亡

不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

18-1214 男 80～ グルトパ注２４００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 死亡：脳出血による死亡 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠）

エクセグラン散２０％ ゾニサミド（散）

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠）

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン（細粒）

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）

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）

眼・耳科用リンデロンＡ軟膏 ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸
塩（軟膏）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

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

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）

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）

クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（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）

18-1218 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：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

医療費・医療手当女 80～ 疾病：横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全18-1217

女 20～29 障害：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）及
びステロイド緑内障による視力障害

障害年金1級

男 20～29 疾病：多発性固定薬疹18-1215

18-1216

医療費・医療手当女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹18-1211

医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 0～9 疾病：好酸球増多症及びそれに続発した肺動脈性肺高血圧症 医療手当

女 50～59 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）18-1208

18-1209

18-1200

18-1201

医療費・医療手当

男 80～ 疾病：脳出血 医療費・医療手当

男 70～79 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
硬膜外膿瘍
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18-1219 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：出血性脳梗塞 医療費・医療手当

18-1220 女 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

18-1221 女 10～19 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

18-1222 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）

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

リンデロン錠０．５ｍｇ （局）ベタメタゾン（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

メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン（錠）

ソル・メドロール静注用１２５ｍｇ 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）

アミノピリン 局・アミノピリン

イブプロフェン顆粒 イブプロフェン（顆粒）

幼児用ＰＬ顆粒 非ピリン系感冒剤（５）（顆粒）

セポール セファレキシン（カプセル）

18-1225 男 20～29 － － 死亡：判定不能 不支給 判定不能

18-1226 女 70～79 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

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 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）

リドカイン塩酸塩ビスカス２％「日新」 リドカイン塩酸塩（液）

キシロカインポンプスプレー８％ リドカイン（噴）

ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ「日医工」 ピペラシリンナトリウム（注射用）

ウログラフイン注６０％ 局・アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液

グルカゴン注射用１単位「Ｆ」 グルカゴン（注射用）

18-1228 男 50～59 ワーファリン錠１ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠 障害：脳出血による肢体機能障害 障害年金1級

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）

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）

オビドレル皮下注シリンジ２５０μｇ コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

クロミッド錠５０ｍｇ （局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

18-1230 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

18-1231 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

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

ソル・メドロール静注用５００ｍｇ 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）

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）

18-1234 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

リーマス錠１００ 炭酸リチウム（錠）

リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠）

18-1236 男 60～69 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：脳炎 医療費・医療手当

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 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）

アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

18-1238 男 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

18-1239 男 40～49 テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

18-1240 女 70～79 エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩（錠） 疾病：中毒性視神経症 医療費・医療手当

18-1241 男 30～39 カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-1242 男 40～49 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

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない男 40～49 疾病：リチウム中毒、急性腎不全
死亡：リチウム中毒による死亡

女 50～59

18-1235

18-1237 疾病：Ｓ状結腸穿孔 医療費・医療手当

男 50～59 疾病：ステロイド緑内障 医療費・医療手当18-1232

18-1233 医薬品の使用方法が適正とは認められない男 40～49 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 不支給

女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当18-1229

18-1224

18-1227

女 20～29 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当18-1223

医療費・医療手当

男 50～59 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
障害：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度
脳機能障害

医療費・医療手当
障害年金1級

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）及
びこれに続発した閉塞性気管支炎



平成３０年度決定　 （１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

18-1243 女 70～79 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）

疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

18-1244 男 80～ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス（顆粒） 疾病：偽アルドステロン症 医療費・医療手当

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）

イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

18-1246 女 10～19 デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１） 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「サワイ」 カルボシステイン（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）

タミフルカプセル７５ オセルタミビルリン酸塩（カプセル） 疾病：薬物性肝障害

18-1248 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

18-1249 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

カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「ＪＧ」 アンブロキソール塩酸塩（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）

18-1251 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：振戦、疼痛、しびれ、脱力、睡眠障害、動悸、月経不整、
光過敏、不随意運動

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）

バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

18-1253 女 30～39 メサラジン腸溶錠４００ｍｇ「ファイザー」 メサラジン腸溶（錠） 疾病：心膜炎 医療費・医療手当

リノロサール注射液４ｍｇ（０．４％） ベタ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５ｍｇ（旭化成） 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

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）

ヒルナミン錠（５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

アナフラニール錠２５ｍｇ クロミプラミン塩酸塩（錠）

エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）

ピレチア錠（２５ｍｇ） プロメタジン塩酸塩（錠）

18-1256 女 50～59 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

エリキュース錠５ｍｇ アピキサバン（錠）

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

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

インプロメン錠１ｍｇ ブロムペリドール（錠）

インプロメン錠３ｍｇ ブロムペリドール（錠）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）

ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠）

コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

インプロメン錠１ｍｇ ブロムペリドール（錠）

インプロメン錠３ｍｇ ブロムペリドール（錠）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

クエチアピン錠１００ｍｇ「アメル」 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）

ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠）

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当女 30～3918-1245

18-1247

18-1250

女 60～69 疾病：急性腎不全 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

18-1252

18-1254

医療費・医療手当

男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

18-1255

18-1257

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

障害年金2級

18-1258

医療費・医療手当

男 30～39 疾病：悪性症候群様症状

疾病：高ＣＫ血症

女 60～69 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

女 30～39 疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア

障害：遅発性ジストニア（体幹後屈及び開瞼困難）による体幹機
能障害及び日常生活障害



平成３０年度決定　 （１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）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

デプロメール錠５０ （局）フルボキサミンマレイン酸塩（錠）

ジプレキサ錠５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール（液）

18-1261 男 40～49 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） 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

18-1262 女 40～49 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） 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

18-1263 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、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経
不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感
覚異常

医療費・医療手当

18-1264 女 30～39 解熱鎮痛薬「クニヒロ」（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

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

ワントラム錠１００ｍｇ トラマドール塩酸塩徐放（錠）

サインバルタカプセル２０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

プリンペラン錠５ （局）メトクロプラミド（錠）

18-1266 男 40～49 サラゾスルファピリジン腸溶錠５００ｍｇ「日医工」 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

18-1267 男 40～49 フジコールカプセル（一般用医薬品） アセトアミノフェン、無水カフェイン、クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩、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、ジリュウエキス散、カ
ンゾウエキス末

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群） 医療手当

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）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）

スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 （局）スルピリド（錠）

18-1269 女 40～49 リリカＯＤ錠７５ｍｇ プレガバリン（錠） 疾病：めまい 医療費・医療手当

18-1270 男 0～9 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：汎発型薬疹 医療費・医療手当

ハロステン錠２ｍｇ （局）ハロペリドール（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）

ハロマンス注１００ｍｇ ハロペリドールデカン酸エステル（注射液）

18-1272 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、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能
低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ

医療費・医療手当

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）

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＫＮ」 アジスロマイシン水和物（錠）

18-1274 女 30～39 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

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

18-1276 男 40～49 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

18-1277 女 20～29 － － 障害：－ 不支給 障害でない

18-1278 男 30～39 － － 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

18-1279 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：腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠
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）

ブルフェン錠１００ イブプロフェン（錠）

トランサミン錠２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

18-1281 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 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

デパケン錠２００ｍｇ （局）バルプロ酸ナトリウム（錠）

18-1283 男 60～69 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

男 70～79 疾病：けいれん

医療費・医療手当18-1259 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

女 50～59 疾病：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア

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 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

18-1260

18-1265

医療費・医療手当

女 60～69 障害：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障
害

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

男 40～49 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

18-1268

18-1271

医療費・医療手当

医療費・医療手当

18-1273

18-1275

医療費・医療手当

女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

男 50～59 疾病：急性腎不全

18-1280

18-1282

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 40～49



平成３０年度決定　 （１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

18-1284 女 60～69 ネオファーゲンＣ配合錠 グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・ＤＬ－メチオニン
配合錠剤

疾病：偽アルドステロン症 医療費・医療手当

18-1285 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

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ユベラ錠５０ｍｇ 酢酸トコフェロール（錠）

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（カプセル）

18-1287 女 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

カルボシステインＤＳ３３．３％「トーワ」 カルボシステイン（シロップ用）

アスベリン散１０％ チペピジンヒベンズ酸塩（散）

ペリアクチン散１％ 塩酸シプロヘプタジン（散）

メイアクトＭＳ小児用細粒１０％ （局）セフジトレンピボキシル（細粒）

18-1289 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

医療費・医療手当

18-1290 男 50～59 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

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 イトラコナゾール（錠）

18-1292 女 60～69 プラケニル錠２００ｍｇ ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ） 医療費・医療手当

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）

18-1294 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

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢

男 0～9 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

18-1286

18-1288

医療費・医療手当

男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

男 70～79 疾病：左上顎骨の骨髄炎・骨壊死

18-1291

18-1293

医療手当

女 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 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

18-1173 女 50～59 プレドニン錠５ｍｇ、プレドニゾロン錠１ｍｇ、プレドニゾロ
ン錠「タケダ」５ｍｇ、プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）、
ガスターＤ錠２０ｍｇ他

左中心性網脈絡膜症（網膜色素上皮剥離）、ステロイド
ミオパチー及び関連する神経障害、上下肢機能障害

障害年金

18-1174 男 80～ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）、リポバス錠５、アロ
シトール錠１００ｍｇ、バイアスピリン錠１００ｍｇ、ブロプ
レス錠４他

ちっ息の疑い、横紋筋融解症 遺族年金・葬祭料

18-1175 女 50～59 バイアスピリン錠１００ｍｇ、プラビックス錠７５ｍｇ 親水性ポリマー加工カテーテル使用による遅延性アレ
ルギー、脳出血

医療費・医療手当

18-1184 女 30～39 フェノルルン錠１０ｍｇ、リュープリンＳＲ注射用キット１
１．２５ｍｇ、注射用エンドキサン５００ｍｇ、アドリアシン
注

関節痛、手足のしびれ、倦怠感、ふらつき、四肢全体の
痛み

障害年金

18-1187 女 40～49 インフルエンザＨＡワクチン “化血研” ビッカースタッフ型脳幹脳炎 遺族一時金・葬祭料

18-1188 男 80～ カンデサルタン錠２ｍｇ「ニプロ」、アトルバスタチン錠５
ｍｇ「トーワ」、フェブリク錠１０ｍｇ、ラニラピッド錠０．１
ｍｇ、スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」他

横紋筋融解症、急性腎不全 医療費・医療手当

18-1190 男 70～79 バチール錠１００ｍｇ、ベゲタミン－Ｂ配合錠、炭酸リチ
ウム錠１００「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」、
バルプロ酸ナトリウム錠２００ｍｇ「アメル」他

未記入 障害年金

18-1195 女 20～29 サーバリックス 子宮頸癌予防ワクチン接種後副作用 医療費・医療手当

18-1196 男 50～59 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍ
Ｌ

診療録提出のため未記入 医療費・医療手当

18-1204 女 50～59 レボトミン錠５ｍｇ、ユーロジン２ｍｇ錠、ロヒプノール錠
１、メイラックス錠１ｍｇ、デパケンＲ錠２００ｍｇ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

18-1207 女 20～29 パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ、パキシルＣＲ錠２５ｍｇ、ダ
ルメートカプセル１５、セパゾン錠２、セロクエル１００ｍｇ
錠他

賦活症候群、自殺企図（自宅２Ｆよりとびおり）、多発外
傷（Ｌ１破裂骨折Ｔ12Ｔ11圧迫骨折他）

医療費・医療手当

18-1212 女 20～29 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

18-1225 男 20～29 リントン注５ｍｇ、サイレース静注２ｍｇ、ジプレキサ錠５
ｍｇ、セレネース注５ｍｇ、セロクエル２５ｍｇ錠他

不詳、尿閉 遺族一時金・葬祭料

18-1248 男 70～79 ユーパン錠０．５ｍｇ、ルボックス錠２５、ジプレキサ錠
２．５ｍｇ、ジプレキサザイディス錠５ｍｇ、ジェイゾロフト
錠２５ｍｇ他

両下肢歩行障害、嚥下機能障害 障害年金

18-1249 女 70～79 イグザレルト錠１５ｍｇ、リボトリール細粒０．５％、アモ
キサン細粒１０％、ミヤＢＭ細粒、ドグマチール細粒５
０％他

未記入 医療費・医療手当・障害
年金

18-1256 女 50～59 ノルバデックス錠１０ｍｇ、ノルバデックス錠２０ｍｇ 子宮体癌 医療費・医療手当

18-1277 女 20～29 サーバリックス 入眠障害、中途覚醒、手汗、立ち眩み、眩暈、息詰まり
感、頻呼吸、食欲減退、胃部不快感、酷い生理痛、黒
色の経血、経血に疑塊物、体温調節不全、赤い発疹、
肌荒れ、倦怠感、集中力低下、記憶障害、気分の浮き
沈み、brain fog、持続性頭痛、関節痛、全身痛、光過
敏、耳鳴り、嗅覚過敏、味覚異常、四肢のしびれ、姿勢
保持困難、手指のピクつき

障害年金

18-1278 男 30～39 フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」、ロキソプロフェンナト
リウム錠６０ｍｇ「日医工」、リスペリドン錠２ｍｇ「アメ
ル」、リリカカプセル２５ｍｇ、ファモチジン錠１０「サワイ」
他

横紋筋融解 障害年金

（※）請求時年齢もしくは死亡時の年齢


