
平成２７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

15-1305 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：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

15-1306 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：倦怠感､しびれ､頭痛､両下肢の疼痛､関節痛､排尿障害､筋
力低下､感覚異常

医療費・医療手当

15-1307 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：腹痛､下痢､発熱､倦怠感､頭痛､疼痛､めまい 医療費・医療手当

15-1308 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

15-1309 女 10～19 － － 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

15-1310 女 50～59 オイパロミン３００注１００ｍＬ イオパミドール（注射液） 疾病：脳梗塞
死亡：脳梗塞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

15-1311 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：関節痛､頚部痛､倦怠感､頭痛､起立性低血圧､認知機能低
下､知覚障害､睡眠障害､月経不整､脱力､排尿障害､歩行障害､
失神

医療費・医療手当

15-1312 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：関節痛､頚部痛､倦怠感､頭痛､起立性低血圧､認知機能低
下､知覚障害､睡眠障害､月経不整､脱力､排尿障害､歩行障害､
失神

医療手当

15-1313 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：倦怠感､しびれ､頭痛､両下肢の疼痛､関節痛､排尿障害､筋
力低下､感覚異常

医療費・医療手当

15-1314 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､しびれ､感覚異常､視覚異常､認知機能低下､睡
眠障害､月経不整､関節痛､脱力､難聴､振戦

医療費・医療手当

15-1315 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

15-1316 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：関節痛､頚部痛､倦怠感､頭痛､起立性低血圧､認知機能低
下､知覚障害､睡眠障害､月経不整､脱力､排尿障害､歩行障害､
失神

医療費・医療手当

15-1317 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：めまい､嘔気､しびれ、頭痛､筋肉痛、胸痛、疼痛､倦怠感､
睡眠障害､脱力､起立性低血圧､発汗異常､感覚異常､認知機能
低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢

医療費・医療手当

15-1318 女 60～69 プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠 障害：ステロイドミオパチーによる肢体機能障害 障害年金2級

ノボ・ヘパリン注１万単位／１０ｍＬ 局・ヘパリンナトリウム注射液

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン（錠）

プラビックス錠７５ｍｇ クロピドグレル硫酸塩（錠）

15-1320 女 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

15-1321 男 70～79 ザイボックス錠６００ｍｇ リネゾリド（錠） 障害：視神経症による視力障害 障害年金1級

レグテクト錠３３３ｍｇ アカンプロサートカルシウム腸溶（錠）

シアナマイド内用液１％「タナベ」 シアナミド（液）

15-1323 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：不随意運動による肢体及び体幹機能障害 障害児養育年金1級

ツルバダ配合錠 エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩（錠）

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

15-1325 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：高次脳機能障害､及び疼痛､起立性低血圧､脱力による肢
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

15-1326 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：脱力､睡眠障害､疼痛､視覚異常､認知機能低下､過呼吸､
抑うつ状態､不随意運動､けいれん､筋力低下

医療費・医療手当

セレネース錠０．７５ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

パルギン錠０．５ｍｇ （局）エチゾラム（錠）

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）

15-1328 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

15-1329 女 10～19 テオドールドライシロップ２０％ テオフィリン（シロップ用） 疾病：急性脳症 医療費・医療手当

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 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）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ

障害年金1級50～59 障害：硬膜下血腫､くも膜下出血､右前頭葉血腫による高度脳機
能障害

15-1330 女

15-1324 男 50～59 障害：末梢神経障害による肢体機能障害 障害年金2級

医療費・医療手当

15-1319 男

男

40～49 疾病：遅発性ジスキネジア､遅発性ジストニア

塩酸セルトラリン（錠）

40～49 疾病：悪性症候群様症状 医療費・医療手当

医療費・医療手当

15-1322 女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

15-1327
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カロナール錠２００ 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）

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）

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）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

15-1332 女 40～49 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：倦怠感､便秘､関節痛､睡眠障害､頭痛､腰痛､歩行困難 医療費・医療手当

15-1333 女 70～79 アンプラーグ錠１００ｍｇ サルポグレラート塩酸塩（錠） 疾病：脳出血 医療費・医療手当

クエチアピン錠２５ｍｇ「アメル」 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）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ

ジェイゾロフト錠５０ｍｇ

15-1335 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：急性小脳失調症（発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障
害、眼振、振戦、睡眠障害）

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ピーゼットシー糖衣錠２ｍｇ

ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ

レボトミン錠５ｍｇ レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）

パラミヂンカプセル３００ｍｇ ブコローム（カプセル）

ワーファリン錠１ｍｇ 局・ワルファリンカリウム錠

15-1338 女 40～49 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ ペラミビル水和物（注射液） 疾病：多形紅斑型薬疹､血小板減少症 医療費・医療手当

15-1339 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：めまい､嘔気､しびれ、頭痛､筋肉痛、胸痛、疼痛､倦怠感､
睡眠障害､脱力､起立性低血圧､発汗異常､感覚異常､認知機能
低下、歩行障害、振戦、便秘、下痢

医療手当

15-1340 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
障害：麻痺､肩痛､しびれ､筋力低下､脱力､振戦､けいれんによる
肢体機能障害

医療費・医療手当、障害年金2
級

イグザレルト錠１０ｍｇ

イグザレルト錠１５ｍｇ

イグザレルト錠１０ｍｇ

イグザレルト錠１５ｍｇ

ノバミン錠５ｍｇ 局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠

ノバミン筋注５ｍｇ プロクロルペラジンメシル酸塩（注射液）

15-1343 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：腹痛､胸痛､筋肉痛､関節痛､頭痛､嘔気､しびれ､睡眠障害､
認知機能低下､けいれん､視覚異常､不随意運動､倦怠感､歩行
障害､意識消失､脱力､便秘

医療手当

15-1344 女 0～9 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：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療手当

エスクレ坐剤「５００」 抱水クロラール（坐剤）

プレセデックス静注液２００μｇ「ホスピーラ」 デクスメデトミジン塩酸塩（注射液）

アンヒバ坐剤小児用１００ｍｇ アセトアミノフェン（坐剤）

ドブトレックス注射液１００ｍｇ ドブタミン塩酸塩（注射液）

プルテツシン注射液１００ｍｇ （局）アミカシン硫酸塩（注射液）

セファメジンα注射用１ｇ セファゾリンナトリウム（注射用）

－ － 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

15-1346 女 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

クエチアピン錠２５ｍｇ「明治」 局・クエチアピンフマル酸塩（錠）

ジプレキサザイディス錠５ｍｇ オランザピン（錠）

15-1347 男 50～59 疾病：高浸透圧高血糖症候群 医療費・医療手当

15-1345 女 0～9 疾病：汎発型薬疹 医療手当

15-1342

リバーロキサバン（錠）

男 10～19 疾病：急性ジストニア 医療費・医療手当

疾病：脳出血 医療費・医療手当

障害：脳出血による言語機能障害及び右上下肢機能障害 不支給

疾病：脳出血
死亡：脳出血による死亡

リバーロキサバン（錠）

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

塩酸セルトラリン（錠）

障害：遅発性ジスキネジア､遅発性ジストニアによる体幹及び肢
体機能障害

15-1334 女

15-1341 男 70～79

40～49

15-1337 男 80～

15-1331 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 不支給

医療費・医療手当

医療費・医療手当、遺族年金、
葬祭料

15-1336 男 40～49

政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：アカシジア局・ペルフェナジンマレイン酸塩錠
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15-1348 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

リリカカプセル２５ｍｇ

リリカカプセル７５ｍｇ

リリカカプセル１５０ｍｇ

レザルタス配合錠ＨＤ オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン配合剤（２）（錠）

アロシトール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

15-1351 男 50～59 カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1352 女 40～49 エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠） 障害：遅発性ジストニアによるそしゃく･嚥下障害､構音障害､両上
肢及び体幹機能障害

障害年金2級

15-1353 女 70～79 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

ノバミン錠５ｍｇ 局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠

クエチアピン錠２５ｍｇ「ＥＥ」 局・クエチアピンフマル酸塩錠

ジプレキサ錠５ｍｇ オランザピン（錠）

ラミクタール錠２５ｍｇ

ラミクタール錠１００ｍｇ

15-1356 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、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛､脱力､倦怠感、
けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢

医療費・医療手当

15-1357 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：筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんに
よる体幹及び肢体機能障害

障害児養育年金1級

15-1358 女 80～ 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） 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

15-1359 女 0～9 インフルエンザＨＡワクチン「北研」 インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療費・医療手当

15-1360 女 40～49 エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠） 疾病：遅発性ジストニア 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

15-1361 男 70～79 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 （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

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

アレロック錠５ オロパタジン塩酸塩（錠）（１）

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス（顆粒）

ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「サワイ」 ベザフィブラート徐放（錠）

リバロＯＤ錠２ｍｇ ピタバスタチンカルシウム（錠）（２）

15-1364 女 30～39 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（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

15-1365 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

15-1366 女 60～69 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

15-1367 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：全身疼痛､脱力､しびれ､不随意運動による肢体･体幹機能
障害

障害年金1級

15-1368 女 70～79 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） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1369 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) 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

ベンズブロマロン錠５０ｍｇ「トーワ」 ベンズブロマロン（錠）

フェブリク錠１０ｍｇ フェブキソスタット（錠）

15-1371 男 60～69 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

テグレトール錠１００ｍｇ

テグレトール錠２００ｍｇ

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（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）

エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「サワイ」 エピナスチン塩酸塩（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）

15-1370 男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

15-1363 女 40～49 疾病：横紋筋融解症 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

15-1354 男

15-1362 男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1355 女 40～49 ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 不支給

40～49 疾病：アカシジア 医療費・医療手当

医療費・医療手当

70～79 疾病：多発型固定薬疹 医療費・医療手当

15-1349 男 60～69 プレガバリン（カプセル） 疾病：横紋筋融解症

15-1373 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

15-1372 男 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当カルバマゼピン（錠）

15-1350 女

医療費・医療手当
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ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

15-1375 男 80～ － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

15-1376 女 70～79 メキシレート錠５０ メキシレチン塩酸塩（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

フォリルモンＰ注１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

注射用ＨＣＧ５，０００単位「Ｆ」 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

タガメット錠２００ｍｇ シメチジン（錠）

15-1379 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､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

医療費・医療手当

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」

注射用ＨＣＧ１０，０００単位「Ｆ」 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン

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

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

ロキソニンＳ（一般用医薬品） ロキソプロフェンナトリウム水和物

「クラシエ」漢方柴胡桂枝湯エキス顆粒Ａ（一般用医薬品） 柴胡桂枝湯エキス（サイコ、ハンゲ、ケイヒ、シャクヤク、オウゴン、
ニンジン、タイソウ、カンゾウ、ショウキョウ）

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

乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン

ロヒプノール錠１

ロヒプノール錠２

デパス錠０．５ｍｇ （局）エチゾラム（錠）

セロクエル２５ｍｇ錠 クエチアピンフマル酸塩（錠）

ドグマチール錠２００ｍｇ （局）スルピリド（錠） 疾病：薬剤性パーキンソニズム及びそれによる痙性斜頚

－ － 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

15-1383 女 50～59 リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠） 疾病：腎性尿崩症 医療費・医療手当

サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム（錠）

リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠）

スタドルフ錠２００ｍｇ スルトプリド塩酸塩（錠）

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)

ラミクタール錠２５ｍｇ

ラミクタール錠１００ｍｇ

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 塩酸セルトラリン（錠）

15-1386 女 20～29 パルタンＭ錠０．１２５ｍｇ （局）メチルエルゴメトリンマレイン酸塩（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1387 女 80～ 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

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）

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物（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）

15-1389 男 20～29 ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ 局・ペルフェナジンマレイン酸塩錠 疾病：急性ジストニア 医療費・医療手当

サラザック配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

アストミン錠１０ｍｇ ジメモルファンリン酸塩（錠）

ムコダイン錠２５０ｍｇ カルボシステイン（錠）

マーズレンＳ配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン（顆粒）

15-1390 女 40～49 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

15-1388 男 30～39 疾病：高CK血症 医療費・医療手当

15-1385 女 40～49 ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

フルニトラゼパム（錠） 疾病：悪性症候群

15-1384 女

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

50～59 医療費・医療手当疾病：高CK血症

医療費・医療手当

15-1381 女 10～19 疾病：急性脳症 医療費・医療手当

15-1380 女 30～39 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１） 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

15-1377 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

女 30～39

15-1374 男 10～19 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

疾病：薬物性肝障害

15-1382 女 70～79

医療費・医療手当

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当15-1378
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15-1391 男 0～9 アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 Ｌ－アルギニン塩酸塩（注射液） 疾病：血尿 医療費・医療手当

15-1392 女 80～ イグザレルト錠１０ｍｇ リバーロキサバン（錠） 疾病：出血性胃･十二指腸潰瘍 医療費・医療手当

15-1393 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1394 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：腹痛､胸痛､筋肉痛､関節痛､頭痛､嘔気､しびれ､睡眠障害､
認知機能低下､けいれん､視覚異常､不随意運動､倦怠感､歩行
障害､意識消失､脱力､便秘

医療手当

15-1395 女 50～59 バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＴＣＫ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

レキシン錠１００ｍｇ

レキシン錠２００ｍｇ

15-1397 女 10～19 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) 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

フルメジン糖衣錠（１） フルフェナジンマレイン酸塩（錠）

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 炭酸リチウム（錠）

ロシゾピロン錠２５ｍｇ ゾテピン（錠）

リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」

リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」

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）

15-1399 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：関節痛､手足の疼痛､脱力､筋力低下､しびれ､歩行障害 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）

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）

15-1401 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 医療費・医療手当

15-1402 男 40～49 アロシトール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

リスパダール錠１ｍｇ

リスパダール錠２ｍｇ

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ リスペリドン（液）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（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）

クラフォラン注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム（注射用）

15-1405 男 80～ アロプリノール錠１００ｍｇ「トーワ」 （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS､皮膚粘膜眼症候群(スティーブ
ンス・ジョンソン症候群)オーバーラップ型）

医療費・医療手当

レベトールカプセル２００ｍｇ リバビリン（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）

15-1407 女 60～69 － － 死亡：判定不能 不支給 判定不能

ハイペン錠２００ｍｇ エトドラク（錠）

イルソグラジンマレイン酸塩錠２ｍｇ「日医工」 （局）イルソグラジンマレイン酸塩２ｍｇ錠

15-1409 男 40～49 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

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ジェイゾロフト錠２５ｍｇ 塩酸セルトラリン（錠）

モサプリドクエン酸塩錠２．５ｍｇ「ＺＥ」 （局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ベザリップ錠２００ｍｇ （局）ベザフィブラート徐放（錠）

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物（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）

15-1413 男 60～69 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

15-1414 女 60～69 － － 障害：－ 不支給 判定不能

15-1412 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

医薬品の使用方法が適正とは認められない

15-1411 女 70～79 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

15-1410 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 不支給

15-1408 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1406 女 40～49 疾病：めまい、抑うつ 医療費・医療手当

15-1403 女 40～49 医療費・医療手当

30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

リスペリドン（錠）（１）

50～59 局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド白内障 医療費・医療手当

医療費・医療手当

15-1398 女 50～59 疾病：悪性症候群様症状 医療費・医療手当

15-1396 女 20～29 カルバマゼピン（錠） 疾病：急性腎不全

医療費・医療手当

リスペリドン（錠） 疾病：遅発性ジストニア

15-1400 男

15-1404 女
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アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「ＴＹＫ」 アセトアミノフェン（坐剤）

ムコダインＤＳ５０％ カルボシステイン（シロップ用）

キプレスチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）（１）

トミロン細粒小児用１０％ （局）セフテラムピボキシル（細粒）

ロセフィン静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム（静注用）

ガスロンＮ錠４ｍｇ （局）イルソグラジンマレイン酸塩（錠）（１）

ガスロンＮ・ＯＤ錠４ｍｇ （局）イルソグラジンマレイン酸塩（錠）（２）

バナン錠１００ｍｇ セフポドキシムプロキセチル（錠）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ヒルナミン錠（５ｍｇ） レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

15-1418 男 50～59 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

15-1419 女 60～69 レキシン錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1420 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

15-1421 男 30～39 アロプリノール錠１００ｍｇ「日医工」 （局）アロプリノール（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

15-1422 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：関節痛､筋肉痛､頭痛､けいれん､不随意運動､めまい､認知
機能低下､月経不整､耳鳴､下痢､便秘､腹痛､幻覚､倦怠感

医療手当

15-1423 女 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

15-1424 女 60～69 アロシトール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（錠） 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 アセトアミノフェン（錠）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

ナウゼリン錠１０ ドンペリドン（錠）

15-1426 男 30～39 イトラートカプセル５０ イトラコナゾール（カプセル） 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「三和」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

注射用ソル・メルコート１２５ 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）

プレドニゾロンコハク酸エステルＮａ注射用２０ｍｇ「Ｆ」 （局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

アシクロビル点滴静注用２５０ｍｇ「サワイ」 アシクロビル（注用）

コカール錠２００ｍｇ アセトアミノフェン（錠）

スルピリン注射液５００ｍｇ「トーワ」 局・スルピリン注射液

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）

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）

15-1429 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：しびれ、疼痛、倦怠感､脱力､感覚異常による肢体機能障
害

障害年金2級

カロナール錠３００ 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）

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）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（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）

フルマリン静注用０．５ｇ （局）フロモキセフナトリウム（静注用）

15-1431 男 0～9 クラリスドライシロップ１０％小児用 クラリスロマイシン（シロップ用） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療手当

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（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）

15-1433 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､腰痛､手足の痛み､頚部痛､脱力､認知機能低下､倦
怠感､歩行障害､耳なり

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ＨＭＧ筋注用７５単位「Ｆ」

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」

注射用ＨＣＧ５，０００単位「Ｆ」 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン

15-1434 女 40～49 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１） 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 医療費・医療手当

15-1432 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1430 女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1428 女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1427 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1425 女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1417 女 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1416 女 40～49 疾病：膿疱型薬疹 医療費・医療手当

15-1415 男 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



平成２７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

15-1435 女 50～59 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） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

15-1436 女 70～79 ノルアドリナリン注１ｍｇ （局）ノルエピネフリン注射液 疾病：注射部位周辺の皮膚潰瘍･壊死 医療費・医療手当

フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」 フルニトラゼパム（錠）

リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（錠）

ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠）

15-1438 女 0～9 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

疾病：オピオイド中毒及びそれに続発した低酸素脳症 医療手当

15-1439 女 40～49 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

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

ポンタールカプセル２５０ｍｇ メフェナム酸（カプセル）

ロキソニン錠６０ｍｇ ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ブルフェン錠２００ イブプロフェン（錠）

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 （局）セファクロル（カプセル）

ナタジール点滴静注用２５０ｍｇ アシクロビル（注射用）

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ファモチジン錠２０「サワイ」 （局）ファモチジン（錠）（１）

スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 （局）スルピリド（錠）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス（顆粒）

ユービット錠１００ｍｇ 尿素（１３Ｃ）（錠）

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）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

15-1445 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

15-1446 男 20～29 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

15-1447 男 70～79 テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1448 男 60～69 トラニラストカプセル１００ｍｇ「タイヨー」 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：出血性膀胱炎 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 リファンピシン（カプセル）

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩（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）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「日医工」 （局）クラリスロマイシン（錠）

15-1451 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：腹痛､頭痛､情動障害､睡眠障害､認知機能低下､倦怠感､
上肢痛

医療費・医療手当

15-1452 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：脱力､感覚異常による左上肢機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

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）

タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール（錠）

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）

ワイスタール配合静注用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）

15-1454 男 60～69 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 医療費・医療手当

15-1453 男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療手当

15-1450 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1449 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1444 男 60～69 疾病：汎発型薬疹 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

15-1443 男 50～59 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1442 男 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1441 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1440 女 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1437 女 50～59 疾病：悪性症候群 医療費・医療手当
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メイラックス錠２ｍｇ ロフラゼプ酸エチル（錠）

テグレトール錠１００ｍｇ

テグレトール錠２００ｍｇ

リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン（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）

15-1456 男 0～9 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス［細粒］（一般用医薬品） 桂枝加竜骨牡蛎湯水製エキス（ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、ショ
ウキョウ、カンゾウ、リュウコツ、ボレイ）

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

15-1457 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

コペガス錠２００ｍｇ リバビリン（錠）

ペガシス皮下注１８０μｇ ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え）（注射液）

15-1459 女 30～39 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

15-1460 女 60～69 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

15-1461 男 60～69 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

15-1462 男 80～ 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1463 男 10～19 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) 医療手当

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン（細粒）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

15-1465 女 30～39 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

15-1466 男 0～9 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 乾燥弱毒生水痘ワクチン 疾病：血小板減少性紫斑病 医療手当

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

エストリール錠１ｍｇ 局・エストリオール錠

15-1468 男 50～59 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

アトニン－Ｏ５単位 局・オキシトシン注射液

プロスタルモン・Ｅ錠 ジノプロストンベータデクス（錠）

15-1470 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：四肢体幹の疼痛､四肢硬直､疼痛､不随意運動､筋力低下
による肢体及び体幹機能障害

障害児養育年金2級

15-1471 男 30～39 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

15-1472 女 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

ロキソニン錠６０ｍｇ 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）

ベンザブロックＬ（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

フスタゾール糖衣錠１０ｍｇ クロペラスチン塩酸塩（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ レバミピド（錠）

トランサミン錠２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（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）

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）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（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）

スオード錠１００ プルリフロキサシン（錠）

テグレトール錠１００ｍｇ

テグレトール錠２００ｍｇ

15-1476 男 40～49 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1477 男 0～9 ロタリックス内用液 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症 医療費・医療手当

15-1475 男 40～49 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

15-1474 男 40～49 疾病：高CK血症 医療費・医療手当

15-1467

15-1473 女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1469 女 60～69 疾病：羊水塞栓症(疑い)による低酸素脳症 医療手当

15-1464 女 80～ 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

医療費・医療手当

女 60～69 疾病：上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞 医療費・医療手当

カルバマゼピン（錠）

医療費・医療手当

15-1458 女 70～79 疾病：慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)

15-1455 男 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当



平成２７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

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

エストリール錠１ｍｇ 局・エストリオール錠

ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（錠）

ビタメジン配合カプセルＢ５０ ベンフォチアミン・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（１）（カプセル）

ゾビラックス錠４００ アシクロビル（錠）

15-1480 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：発熱､頭痛､腹痛､関節痛､全身疼痛､めまい､倦怠感､睡眠
障害､月経不整､月経困難症､感覚異常

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ポンタール錠２５０ｍｇ メフェナム酸（錠）

トランサミン錠２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（錠）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

15-1482 男 30～39 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

15-1483 女 60～69 － － 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

15-1484 男 0～9 「ビケンＨＡ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療費・医療手当

15-1485 男 70～79 サロベール錠１００ｍｇ （局）アロプリノール（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

15-1486 女 20～29 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1487 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：倦怠感､振戦､胸痛 医療手当

エスタックイブファイン（一般用医薬品） イブプロフェン、アンブロキソール塩酸塩、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、ヨウ化イソプロパミド、クロルフェ
ニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、アスコルビン酸、チアミン硝
化物

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

15-1489 女 50～59 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

リコリプラスエースａ（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、無水力フェイン

ロキソニンＳ（一般用医薬品） ロキソプロフェンナトリウム水和物

15-1491 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 疾病：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療手当

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）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タカタ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

フォリルモンＰ注１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

注射用ＨＣＧ５，０００単位「Ｆ」 局・注射用胎盤性性腺刺激ホルモン

15-1494 男 0～9 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：注射部位の局所反応(発赤､腫脹)､発熱 医療費・医療手当

15-1495 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：四肢疼痛､嘔気､起立性調節障害、疼痛､筋力低下､しび
れ､不随意運動､失神､けいれん､めまい､視力障害､睡眠障害､認
知機能低下､脱力､倦怠感

医療費・医療手当

15-1496 女 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

ＳＰトローチ０．２５ｍｇ「明治」 塩化デカリニウム（トローチ）

本草小柴胡湯エキス顆粒－Ｍ 小柴胡湯エキス（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）

ビクシリン注射用１ｇ 局・アンピシリンナトリウム（注射用）

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）

タナトリル錠５ （局）イミダプリル塩酸塩（錠）

フルイトラン錠１ｍｇ （局）トリクロルメチアジド（錠）

メインテート錠５ｍｇ （局）ビソプロロールフマル酸塩（錠）

リスパダール錠１ｍｇ リスペリドン（錠）

（※）請求時年齢もしくは享年

医療費・医療手当15-1499 女 70～79 疾病：汎発型薬疹

15-1498 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1497 女 20～29 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1493 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 医療費・医療手当

15-1492 男 50～59 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

15-1490 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

15-1488 女 70～79 疾病：紫斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1481 女 40～49 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

15-1479 男 20～29 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

15-1478 女 60～69 疾病：上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞 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

15-1308 女 10～19 サーバリックス てんかん 医療費・医療手当

15-1309 女 10～19
サーバリックス、「ビケンＨＡ」、ＳＰトローチ０．２５ｍｇ
「明治」、リカバリンカプセル２５０ｍｇ、アスベリン錠１０
他

抗SRP抗体陽性壊死性ミオパチー 医療手当

15-1315 女 20～29 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

15-1320 女 30～39
ドグマチール錠５０ｍｇ、グランダキシン錠５０、デパス
錠０．５ｍｇ

未記入 医療費・医療手当

15-1346 女 70～79
ミカルディスカプセル２０ｍｇ、炭酸水素ナトリウム、サロ
ベール錠１００ｍｇ、塩酸バンコマイシン点滴静注用０．
５ｇ、塩酸バンコマイシン散他

慢性腎不全 遺族一時金、葬祭料

15-1348 女 30～39
ボトックス注用５０単位、ミドリンＭ点眼液０．４％、ジク
アス点眼液３％、ソフティア点眼液０．０２％、アデホス
コーワ腸溶錠２０他

頭痛、羞明 障害年金

15-1353 女 70～79
アクトス錠１５、ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「ＦＦＰ」、グルベ
ス配合錠、スターシス錠９０ｍｇ、クレストール錠２．５ｍ
ｇ他

未記入 医療費・医療手当

15-1365 男 80～
ニューロタン錠２５ｍｇ、プラビックス錠７５ｍｇ、パリエッ
ト錠１０ｍｇ、ジャヌビア錠５０ｍｇ、リバロ錠２ｍｇ他

播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

15-1366 女 60～69
アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ、プレドニン錠５ｍｇ、プレ
ドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）、ムコスタ錠１００ｍｇ

毛包炎、Ｓｗｅｅｔ病 医療費・医療手当

15-1375 男 80～
アクトス錠１５、オルメテック錠２０ｍｇ、ノルバスク錠２．
５ｍｇ、カルデナリン錠２ｍｇ、バイカロン錠２５ｍｇ他

未記入 医療費・医療手当



　                             　別表           　　　　　　　　

15-1407 女 60～69
アクトス錠１５、メドロール錠４ｍｇ、ベイスンＯＤ錠０．
３、カルボシステイン錠２５０ｍｇ「サワイ」、アクトネル錠
７５ｍｇ他

未記入 葬祭料

15-1413 男 60～69
アクトス錠１５、アマリール１ｍｇ錠、アマリール０．５ｍｇ
錠、リピトール錠５ｍｇ、リバロ錠１ｍｇ他

膀胱癌 医療費・医療手当

15-1414 女 60～69
エブトール２５０ｍｇ錠、イスコチン錠１００ｍｇ、リファン
ピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」、アレロックＯＤ錠５、ピ
ドキサール錠１０ｍｇ

エタンブトール視神経症 障害年金

15-1420 男 40～49
インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．
５ｍＬ

慢性疲労症候群 障害年金

15-1423 女 80～
レボトミン錠２５ｍｇ、インプロメン錠１ｍｇ、セロクエル２
５ｍｇ錠、セロクエル１００ｍｇ錠、ルーラン錠８他

舌ジスキネジア 遺族一時金、葬祭料

（※）請求時年齢もしくは享年
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