
平成２９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

17-0815 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0816 男 70～79 プロスタール錠２５ 酢酸クロルマジノン（錠） 疾病：脳梗塞、動眼神経麻痺 医療費・医療手当

ナイキサン錠１００ｍｇ ナプロキセン（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

マグラックス錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム（錠）

マグコロールＰ クエン酸マグネシウム（シロップ用）

マグラックス錠２５０ｍｇ 酸化マグネシウム（錠）

マグコロールＰ クエン酸マグネシウム（シロップ用）

17-0819 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0820 女 50～59 オーソＭ－２１錠 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（２） 疾病：脳梗塞 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）

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）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

アクトヒブ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

プレベナー水性懸濁皮下注 沈降７価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒
素結合体）

17-0823 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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）

ポプスカイン０．２５％注バッグ２５０ｍｇ／１００ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩（キット）

17-0825 女 30～39 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0826 女 40～49 － － 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

イスクラ冠元顆粒（一般用医薬品） 冠元顆粒軟エキス（コウカ、シャクヤク、センキュウ、コウブ
シ、モッコウ、タンジン）

コタロー桃核承気湯エキス細粒 桃核承気湯エキス（細粒）

ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用） 桃核承気湯エキス（顆粒）

イスクラ婦宝当帰膠Ｂ（一般用医薬品） 婦宝当帰軟エキス（トウキ、オウギ、ジオウ、シャクヤク、ブ
クリョウ、トウジン、カンゾウ、センキュウ、アキョウ）

イスクラ杞菊地黄丸（一般用医薬品） ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタン
ピ、キクカ、クコシ

イスクラ双料参茸丸（一般用医薬品） オウギ、ニンジン、ブクリョウ、クコシ、ジオウ、サンヤク、
ビュクジュツ、カンゾウ、トウジン、ロクジョウ、カラトウキ、ハ
ゲキテン、ゴウカイ、トウチュウカソウ

17-0828 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

コナン錠１０ｍｇ （局）キナプリル塩酸塩（錠）

ファモチジンＯＤ錠２０ｍｇ「テバ」 ファモチジン（錠）（２）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＳ」 （局）レバミピド（錠）（１）

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＫＯＧ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

17-0830 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0831 女 20～29 － － 障害：－ 不支給 障害でない

医療費・医療手当

60～69 疾病：高マグネシウム血症、腸閉塞及びそれに伴う嘔吐による
肺炎

40～49 疾病：膿疱型薬疹男17-0817

17-0827

17-0821

女 医療費・医療手当

障害：腸閉塞による排便障害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

男 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0818

17-0822 男 0～9 疾病：血小板減少症 医療費・医療手当

17-0824 女 40～49 疾病：馬尾症候群 医療費・医療手当

40～49 疾病：腎不全の増悪 医療手当

17-0829 女 60～69 疾病：急性腎不全

女

医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （９月分）
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カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

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

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）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

ピシリバクタ静注用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）

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）

17-0833 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

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

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）

17-0835 女 70～79 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） 疾病：低ナトリウム血症 医療費・医療手当

17-0836 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0837 男 70～79 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

リントン細粒１％ ハロペリドール（細粒）

ハロステン錠２ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

セロクエル細粒５０％ （局）クエチアピンフマル酸塩（細粒）

セロクエル１００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

セロクエル２００ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ロナセン錠２ｍｇ ブロナンセリン（錠）

ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠）

インヴェガ錠３ｍｇ パリペリドン徐放（錠）

インヴェガ錠６ｍｇ パリペリドン徐放（錠）

リントン注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

17-0839 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

ブロプレス錠８ カンデサルタンシレキセチル（錠）

アダラートＣＲ錠４０ｍｇ ニフェジピン（徐放錠）

サアミオン錠５ｍｇ ニセルゴリン（錠）

－ － 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

17-0841 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0842 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0843 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0844 女 50～59 献血グロベニン－Ⅰ静注用５０００ｍｇ 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン（注射
用）

疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

17-0845 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

17-0846 女 30～39 － － 疾病：判定不能
死亡：判定不能

不支給 判定不能

17-0847 女 30～39 － － 死亡：判定不能 不支給 判定不能

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）

17-0849 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0850 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0851 男 50～59 グルトパ注６００万 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

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-0832

50～59 医療費・医療手当

男 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0838 女 40～49 疾病：嚥下困難 医療費・医療手当

17-0834 男 疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0840 男 80～ 疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

17-0848 女 20～29
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コルドリン錠１２．５ｍｇ クロフェダノール塩酸塩（錠）

プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「ＴＹＫ」 プランルカスト水和物（錠）

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）

17-0853 男 50～59 － － 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

17-0854 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0855 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：血圧低下、四肢脱力 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

17-0856 男 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

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ロブ錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

17-0858 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0859 男 40～49 エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠） 疾病：糖尿病 医療費・医療手当

17-0860 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：多形紅斑型薬疹 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）

17-0862 男 80～ 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

17-0863 女 60～69 ムコスタ点眼液ＵＤ２％ レバミピド（液） 疾病：右涙嚢炎 医療費・医療手当

17-0864 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

アキネトン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩（錠）

セレネース錠０．７５ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

セレネース錠１ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

セレネース錠１．５ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

デパス錠０．５ｍｇ （局）エチゾラム（錠）

デパス錠１ｍｇ （局）エチゾラム（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）

ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩（錠）

ノルバスク錠５ｍｇ （局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

ブラダロン錠２００ｍｇ フラボキサート塩酸塩（錠）

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）

ベンザブロックＳプラス（一般用医薬品） アセトアミノフェン、ヨウ化イソプロパミド、d-クロルフェニラミ
ンマレイン酸塩、トラネキサム酸、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、無水カフェイン、リボフラビ
ン、ヘスペリジン

カルボシステインシロップ小児用５％「テバ」 カルボシステイン（シロップ）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（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

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）

17-0868 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

17-0869 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

17-0870 女 30～39 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（錠） 疾病：深部静脈血栓症 医療費・医療手当

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（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）

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）

医療費・医療手当

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当17-0852 女 70～79

17-0857 男 70～79 疾病：紅皮症型薬疹

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

17-0861 男 30～39 疾病：汎発型薬疹

60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

17-0865 男 50～59 障害：尿閉による排尿障害

17-0867 男 50～59 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障 医療費・医療手当

17-0866 男

17-0871 医療費・医療手当女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹
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17-0872 女 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

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」 （局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（錠）

リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」 （局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（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

17-0875 女 50～59 ボノサップパック８００ 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：上行結腸炎 医療費・医療手当

17-0876 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

アセリオ静注液１０００ｍｇ アセトアミノフェン（注）

リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（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）

17-0878 女 30～39 エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２） 疾病：急性ジストニア 医療費・医療手当

17-0879 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0880 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） 疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

17-0881 女 30～39 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0882 男 30～39 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

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）

17-0884 男 50～59 アレビアチン錠１００ｍｇ 局・フェニトイン錠 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0885 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

医療手当

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）

17-0887 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

アクトヒブ 乾燥ヘモフィルスｂ型ワクチン（破傷風トキソイド結合体）

プレベナー１３水性懸濁注 沈降１３価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア
毒素結合体）

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

ヘプタバックス－Ⅱ 統・組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

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）

ベゲタミン－Ｂ配合錠 クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（２）（錠）

17-0890 男 70～79 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）及びそれに続発した高血糖
症

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0891 女 30～39 マーベロン２８ デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：脳静脈洞血栓症 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）

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠２００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）

オランザピン錠５ｍｇ「アメル」 オランザピン（錠）（１）

17-0889 女

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

17-0877

17-0873 女 70～79 疾病：薬剤性パーキンソン症候群 医療費・医療手当

17-0874 女 70～79 疾病：ステロイド精神病 不支給

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

17-0883 男 50～59 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障 医療費・医療手当

17-0886 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

医療費・医療手当

17-0888 女 0～9 疾病：発熱、下痢 医療手当

50～59 疾病：悪性症候群様症状 医療費・医療手当

17-0892 男 20～29 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （９月分）
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17-0893 女 50～59 － － 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

17-0894 女 20～29 ジキナ顆粒ゴールド（一般用医薬品） アセトアミノフェン、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、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、リ
ボフラビン、ヘスペリジン、カンゾウ末、セネガ乾燥エキス

疾病：間質性腎炎 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）

テプレノンカプセル５０ｍｇ「アメル」 テプレノン（カプセル）

パセトシン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

ロキソニン錠 ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

コルゲンコーワＥＴ顆粒（一般用医薬品） 　塩化リゾチーム、トラネキサム酸、アセトアミノフェン、ヒベ
ンズ酸チペピジン、ｄｌ－塩酸メチルエフェドリン、ｄ－マレイ
ン酸クロルフェニラミン、カフェイン

フラベリック錠 リン酸ベンプロペリン（錠）

パンスポリンＴ錠１００ 塩酸セフォチアムヘキセチル（錠）

17-0897 女 50～59 － － 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

17-0898 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、肩こり、起立性調節障害、睡眠障害、倦怠感、食欲
低下、月経困難症、関節痛、光過敏

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

17-0899 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0900 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0901 男 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

17-0902 女 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 医療手当

リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠）

トレドミン錠２５ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩（錠）

トレドミン錠５０ｍｇ ミルナシプラン塩酸塩（錠）

セロクエル２５ｍｇ錠 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

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）

ドグマチール錠５０ｍｇ （局）スルピリド（錠）

17-0904 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0905 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0906 男 30～39 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）及びそれに続発した感染症 医療費・医療手当

17-0907 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：全身痛、しびれ、嘔気、めまい、脱力感、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

カルボシステインＤＳ５０％「タカタ」 カルボシステイン（シロップ用）

セフジニル細粒小児用１０％「ＪＧ」 セフジニル（細粒）

17-0909 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：腰痛、下肢痛、筋力低下 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0910 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0911 男 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

17-0912 女 60～69 フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠） 障害：急性脳症、末梢神経障害による両下肢機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

17-0913 女 70～79 イグザレルト錠１５ｍｇ リバーロキサバン（錠） 障害：脳出血による肢体機能障害 障害年金2級

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）

アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩（錠）

17-0915 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

17-0895 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0896 男 40～49 障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による視力障害 障害年金2級

医療費・医療手当

医療費・医療手当17-0903 男 40～49 疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア

女 30～39 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

17-0908 男 0～9 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17-0914
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17-0916 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

17-0917 男 40～49 プレドニゾロン錠５「ホエイ」 局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド糖尿病 医療費・医療手当

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）

17-0919 男 40～49 イブクイック頭痛薬ＤＸ（一般用医薬品） イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセ
チル尿素、無水カフェイン

疾病：多発型固定薬疹 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）

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）

17-0921 女 60～69 フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠） 障害：急性脳症による高度脳機能障害 障害年金1級

17-0922 男 30～39 インフルエンザＨＡワクチン「生研」 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ） 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）

ミオナール錠５０ｍｇ エペリゾン塩酸塩（錠）

ボノサップパック８００ 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

17-0924 女 30～39 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

17-0925 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：倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機
能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん

医療手当

17-0926 男 70～79 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

17-0927 女 40～49 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

イブクイック頭痛薬（一般用医薬品） イブプロフェン、酸化マグネシウム、アリルイソプロピルアセ
チル尿素、無水カフェイン

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

ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 （局）ブシラミン（錠）

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）

17-0929 男 70～79 プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 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

17-0930 女 50～59 ブイフェンド錠２００ｍｇ ボリコナゾール錠 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-0931 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、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低
下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、
感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛

医療費・医療手当

17-0932 男 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：血小板減少性紫斑病 医療手当

17-0933 女 50～59 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） 疾病：深部静脈血栓症 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）

17-0935 女 50～59 － － 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

17-0936 女 40～49 タモキシフェン錠１０ｍｇ「日医工」 タモキシフェンクエン酸塩１０ｍｇ錠 疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

17-0937 男 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：ギラン・バレー症候群 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

17-0939 女 30～39 バラシクロビル錠５００ｍｇ「サワイ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：腎機能障害 医療費・医療手当

17-0940 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

コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

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４ｍｇ ブロナンセリン（錠）

17-0923

17-0918 男 80～ 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0920 女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0928 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0934 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

17-0938 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
障害：上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障
害

医療費・医療手当
障害年金1級

17-0941 女 60～69 疾病：遅発性ジスキネジア 医療費・医療手当



平成２９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

デルモベート軟膏０．０５％ プロピオン酸クロベタゾール（軟膏）

マイザー軟膏０．０５％ ジフルプレドナート（軟膏）

アンテベートローション０．０５％ 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン（ローション）

17-0943 女 70～79 リフレックス錠１５ｍｇ ミルタザピン（錠） 疾病：不眠、興奮、振戦 医療費・医療手当

17-0944 女 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

17-0945 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、発熱、感覚過敏、月経不整、
発汗異常、体温調節不全

医療手当

17-0946 男 10～19 「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

17-0947 女 70～79 ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」 ピタバスタチンカルシウム（錠） 疾病：脱毛 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ノボ・ヘパリン注５千単位／５ｍＬ 局・ヘパリンナトリウム注射液

バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート（錠）

クリアクター静注用１６０万 モンテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用）

17-0949 男 70～79 ワゴスチグミン酸（０．５％） ネオズチグミン臭化物（酸） 疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれによる心肺停止後の低酸
素脳症
障害：コリン作動性クローゼ及びそれによる心肺停止後の低酸
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

17-0950 女 80～ ソセゴン注射液１５ｍｇ ペンタゾシン（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
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

医療手当
障害年金1級

（※）請求時年齢もしくは享年

17-0948

17-0942 男 40～49 疾病：続発性副腎皮質機能不全

男 50～59 障害：脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害 障害年金1級

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

17-0815 女 10～19 サーバリックス 不安障害、アトピー性皮フ炎の増悪 医療費・医療手当

17-0819 女 10～19 サーバリックス 子宮頸がんワクチン副反応疑い 医療費・医療手当

17-0823 女 10～19 サーバリックス 子宮頚癌予防ワクチン接種後慢性疼痛 医療費・医療手当

17-0826 女 40～49
メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ、カフコデＮ配合錠、アンブロ
キソール塩酸塩錠１５ｍｇ「トーワ」、キプレス錠１０ｍｇ、
ヒスポラン錠３ｍｇ他

未記入 医療費・医療手当

17-0828 女 20～29 サーバリックス ＨＰＶワクチン関連神経免疫障害 医療費・医療手当

17-0830 女 10～19 サーバリックス 未記入 医療手当

17-0831 女 20～29 サーバリックス 頭痛、発熱、腹痛、下痢、倦怠感、疼痛、めまい 障害年金

17-0836 女 20～29
サーバリックス、リボトリール錠０．５ｍｇ、デパケンＲ錠
２００ｍｇ、デパス錠０．５ｍｇ、ガスコン錠４０ｍｇ他

ＨＰＶワクチン関連神経免疫異常症候群 医療費・医療手当

17-0839 女 10～19 サーバリックス、インフルエンザＨＡワクチン「生研」
ＨＰＶワクチン関連神経免疫症候群、ＨＰＶワクチン関
連神経免疫異常症候群

医療費・医療手当

17-0841 女 20～29 サーバリックス
歩行障害、右手運動障害、鼠径部痛、腰痛、頭痛、計
算力・記銘力低下

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

17-0842 女 10～19 サーバリックス
１．複合性局所疼痛症候群＜ＣＲＰＳ＞、２．自律神経
障害

医療費・医療手当

17-0843 女 10～19 サーバリックス けいれん、ＨＡＮＳ症候群 医療費・医療手当

17-0845 男 40～49 リスペリドン錠１ｍｇ「ヨシトミ」 両眼の羞明 障害年金

17-0846 女 30～39
ケニセフ静注用１ｇ、プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ
「科研」、プレドパ注２００、アドレナリン注０．１％シリン
ジ「テルモ」、大塚糖液５％

未記入 医療手当・遺族一時金

17-0847 女 30～39
ケニセフ静注用１ｇ、プロスタグランジンＥ２錠０．５ｍｇ
「科研」、プレドパ注２００、アドレナリン注０．１％シリン
ジ「テルモ」、大塚糖液５％

未記入 葬祭料

17-0849 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、ＨＰＶワクチ
ン後脳機能障害

医療費・医療手当

17-0850 女 10～19 サーバリックス

複合性局所疼痛症候群、自律神経障害、高次脳機能
障害、＃１頭痛、＃２嘔気、＃３めまい＜回転性と動揺
性＞、＃４全身の筋力低下、＃５味覚障害、複合性局
所疼痛症候群＜ＣＲＰＳ＞

医療費・医療手当

17-0853 男 50～59
ジプレキサ錠１０ｍｇ、ジプレキサ錠５ｍｇ、ロナセン錠８
ｍｇ、リスパダール錠１ｍｇ、リスパダール錠２ｍｇ他

向精神薬による錐体外路症状
医療費・医療手当・障害
年金

17-0854 女 10～19 サーバリックス 起立性調節障害、ＨＰＶワクチン後脳機能障害 医療費・医療手当

17-0858 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチン関連神経免疫異常症候群 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
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17-0864 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 過換気症候群 医療費・医療手当

17-0868 男 70～79
メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇ「ＪＧ」、アルマイラー錠５
０、グリメピリド錠１ｍｇ「オーハラ」、アロプリノール錠１
００ｍｇ「サワイ」、ニフェランタンＣＲ錠２０他

薬物性劇症肝炎 医療費・医療手当

17-0876 女 10～19 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

17-0879 女 10～19 サーバリックス
脊椎関節炎、線維筋痛症、１．複合性局所疼痛症候群
＜ＣＰＰＳ＞、２．自律神経障害

医療費・医療手当

17-0887 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ １）起立性低血圧症、２）メニエル病、浮動性眩暈 医療手当

17-0893 女 50～59
ソセゴン注射液１５ｍｇ、アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ
／ｍｌ）、ブスコパン注２０ｍｇ、オメプラール注用２０

左上肢痛 障害年金

17-0897 女 50～59 注射用ソル・メルコート５００ 末梢神経障害、自覚症状の悪化
医療費・医療手当・障害
年金

17-0899 女 20～29 サーバリックス 月経困難症 医療費・医療手当

17-0900 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチン関連神経免疫障害 医療費・医療手当

17-0904 女 10～19 サーバリックス ＨＰＶワクチン後自律神経障害 医療手当



　　　　　　　　　　　　　　　　　　別表
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17-0905 女 10～19 サーバリックス
予防接種後脳脊髄炎＜振戦、疲労、睡眠障害、立ちく
らみ＞

医療手当

17-0910 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 両側上肢の巧緻運動障害、健忘、意識消失、易怒性 医療費・医療手当

17-0915 女 50～59
ソセゴン注射液１５ｍｇ、アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ
／ｍｌ）、ブスコパン注２０ｍｇ、オメプラール注用２０

左上肢痛 医療手当

17-0935 女 50～59
ロシゾピロン錠２５ｍｇ、リスペリドン錠１ｍｇ「アメル」、フ
ルメジン糖衣錠（１）、リスペリドン錠２ｍｇ「アメル」、炭
酸リチウム錠２００「ヨシトミ」他

うつ病 障害年金

（※）請求時年齢もしくは享年


