
平成２９年度決定　 （４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

17-0001 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：右下肢痛、けいれん、不随意運動、筋力低下 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）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

ピルジカイニド塩酸塩錠５０ｍｇ「三和」 ピルシカイニド塩酸塩水和物（錠）

ベラパミル塩酸塩錠４０ｍｇ「タイヨー」 （局）ベラパミル塩酸塩（錠）

17-0004 男 60～69 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

スルピナ１ｍｌ 局・スルピリン注射液

タンデリール坐剤「２５０ｍｇ」 オキシフェンブタゾン（坐剤）

カルベタペンテン錠－ミドリ ペントキシベリンクエン酸塩

カイモラール 蛋白分解酵素

リンコシン注射液 （局）リンコマイシン塩酸塩水和物（注射液）

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）

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）

17-0007 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、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭
痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、め
まい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発
汗異常、感覚過敏

医療費・医療手当

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

メジコン散１０％ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（散）

ＪＰＳ麦門冬湯エキス顆粒〔調剤用〕 麦門冬湯エキス（顆粒）

17-0009 男 20～29 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：薬物性肝障害 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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（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）

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン（カプセル）

アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ テプレノン（カプセル）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

タケプロンＯＤ錠３０ ランソプラゾール（錠）

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩（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）

メロペネム点滴静注用０．５ｇ「明治」 メロペネム三水和物（注射用）

パシル点滴静注液３００ｍｇ パズフロキサシンメシル酸塩（注射用）

17-0012 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、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭
痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、め
まい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発
汗異常、感覚過敏

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）

クロザリル錠２５ｍｇ クロザピン（錠）

クロザリル錠１００ｍｇ クロザピン（錠）

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 炭酸リチウム（錠）

クロザリル錠２５ｍｇ クロザピン（錠）

クロザリル錠１００ｍｇ クロザピン（錠）

スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル（カプセル）

ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩（錠）

イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠

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）

ニューレプチル錠５ｍｇ プロペリシアジン（錠）

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム

リスペリドン錠２ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（錠）

17-0016 男 50～59 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

医療費・医療手当

17-0015 女 30～39 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

疾病：汎発型薬疹

遺族一時金・葬祭料

17-0014 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹、下痢及びそれに続発した低ナトリウム
血症による意識障害

17-0013 疾病：白血球減少症

17-0011

医療費・医療手当

医療費・医療手当

17-0010 女 20～29 疾病：薬物性肝障害

17-0008

医療費・医療手当

17-0003 男 80～ 疾病：心不全の増悪によるショック及びそれに続発した肝障害 医療費・医療手当

17-0002 男 30～39 疾病：出血性大腸炎

17-0005 女 60～69

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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）に
よる視力障害

17-0006 女 50～59

女 80～

男 60～69 医療費・医療手当

医療費・医療手当

女 30～39 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した播種性血
管内凝固症候群（ＤＩＣ）による死亡
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17-0017 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：全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障
害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、
呼吸困難、発汗異常、感覚過敏、認知機能低下、関節痛、脱力

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0018 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：両側大腿骨骨頭無腐性壊死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

17-0019 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、関節痛、倦怠感、月
経困難症、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、体
温調節不全

医療費・医療手当

17-0020 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、腫脹）、倦怠感、頭痛、感覚
過敏、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、発汗異常、月経困
難症、全身痛、便秘、不随意運動

医療費・医療手当

17-0021 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、腫脹）、頭痛、倦怠感、睡眠
障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困
難症、立ちくらみ、下痢、便秘

医療費・医療手当

17-0022 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0023 男 50～59 イスコチン錠１００ｍｇ 局・イソニアジド錠 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0024 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、感覚異常、睡眠障害、関節痛、腰痛、全身痛、倦怠
感、食欲不振、嘔吐、月経不整、筋力低下、胃痛、立ちくらみ、
発汗異常、下痢、便秘、月経困難症、認知機能低下、感覚過
敏、自律神経障害

医療費・医療手当

17-0025 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0026 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：嘔気、頭痛、下痢、倦怠感、眼痛、過呼吸、認知機能低
下、視覚異常、月経不整

医療費・医療手当

17-0027 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、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左
半身の動かしにくさ、腕の痛み

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0028 女 70～79 － － 疾病：判定不能
障害：判定不能

不支給 判定不能

17-0029 男 70～79 クラビット錠２５０ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：両側アキレス腱断裂 医療費・医療手当

17-0030 女 80～ カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0031 男 50～59 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 医療費・医療手当

17-0032 男 70～79 バファリン配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート（錠） 疾病：肺胞出血
死亡：肺胞出血による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン（カプセル）

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩（錠）

サインバルタカプセル３０ｍｇ デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

17-0034 女 10～19 － － 死亡：判定不能 不支給 判定不能

17-0035 女 10～19 － － 死亡：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）

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）

サラザック配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＥＥ」 局・フェキソフェナジン塩酸塩（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）

17-0037 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、嚥下障害、筋力低
下、意識消失

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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 カルボシステイン（錠）

17-0039 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：睡眠障害、倦怠感、頭痛、筋力低下、認知機能低下、筋
痛、過呼吸、感覚過敏

医療費・医療手当

17-0038 女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0033

17-0036 女

女 30～39

30～39

疾病：遅発性ジスキネジア 医療手当

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当



平成２９年度決定　 （４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

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（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）

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）

17-0041 女 80～ 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） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-0042 男 80～ ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「ＴＣＫ」 ピタバスタチンカルシウム（錠）（２） 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-0043 男 60～69 － － 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

17-0044 女 40～49 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

17-0045 男 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：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

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

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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１５ ランソプラゾール（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）

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組換え）（キット）

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タナベ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム（ゼリー）

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

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タナベ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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

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）

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム（ゼリー）

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

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）

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組換え）（キット）

ジクロフェナクナトリウム坐剤１２．５ｍｇ「タナベ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

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

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）

アーガメイト２０％ゼリー２５ｇ ポリスチレンスルホン酸カルシウム（ゼリー）

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

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）

アクテムラ皮下注１６２ｍｇオートインジェクター トシリズマブ（遺伝子組換え）（キット）

17-0049 女 40～49 リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ヨシトミ」 リスペリドン（液） 疾病：薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：薬物性ショック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・葬祭料

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）

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

17-0051 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：急性脳症 医療費・医療手当

17-0052 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

60～69 死亡：間質性肺炎、下行結腸穿孔に続発した敗血症による死亡 葬祭料

女 60～69 疾病：間質性肺炎 医療手当

疾病：下行結腸穿孔

死亡：間質性肺炎、下行結腸穿孔に続発した敗血症による死亡 遺族一時金

医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0046 女 70～79 疾病：脳出血
死亡：脳出血による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0040 女

17-0050 男 60～69

女17-0048

17-0047

80～

疾病：無顆粒球症及びそれに続発した肺炎
死亡：無顆粒球症に続発した肺炎による死亡

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・葬祭料



平成２９年度決定　 （４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

アデフロニック錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（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）

アンタゴスチンカプセル５０ｍｇ 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）

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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 カルボシステイン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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

ネオーラル５０ｍｇカプセル シクロスポリン（カプセル）

ネオーラル２５ｍｇカプセル シクロスポリン（カプセル）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

17-0056 女 40～49 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

ピーエイ配合錠 非ピリン系感冒剤（４）（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

バナン錠１００ｍｇ （局）セフポドキシムプロキセチル（錠）

スンベプラカプセル１００ｍｇ アスナプレビル（カプセル）

ダクルインザ錠６０ｍｇ ダクラタスビル塩酸塩（錠）

17-0058 女 20～29 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

17-0059 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：睡眠障害、倦怠感、情動障害 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0060 女 70～79 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） 疾病：高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症 医療費・医療手当

17-0061 男 80～ アイリーア硝子体内注射液４０ｍｇ／ｍＬ アフリベルセプト（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

17-0062 女 30～39 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：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

17-0063 男 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）

死亡：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死亡 遺族年金

17-0064 男 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）

死亡：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死亡 葬祭料

17-0065 女 50～59 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

ラミクタール錠小児用５ｍｇ ラモトリギン（錠）

ラミクタール錠２５ｍｇ ラモトリギン（錠）

17-0067 女 50～59 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：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢 医療費・医療手当

17-0068 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、筋肉痛、発熱、光過敏、頻尿、動悸、認知機能低下

医療費・医療手当

17-0069 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）

シスダイン錠２５０ｍｇ カルボシステイン（錠）

セフジニルカプセル１００ｍｇ「日医工」 （局）セフジニル（カプセル）

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２５０ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ＦＦＰ」 ロラタジン（錠）（２）

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）

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）

17-0072 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0073 女 80～ ブルバトシン注射液１００ｍｇ 硫酸アルベカシン（注射液） 疾病：慢性腎不全の急性増悪
死亡：慢性腎不全の急性増悪による死亡

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

17-0074 女 20～29 トリキュラー錠２８ レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）（２） 疾病：門脈血栓症 医療費・医療手当

ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用） 十全大補湯エキス（顆粒）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス（顆粒）

ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用） 半夏瀉心湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

女 80～ 疾病：薬物性肝障害 医療手当17-0075

17-0071 女

対象除外医薬品である

17-0066

医療費・医療手当

17-0070 女

60～69 疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当女

医療費・医療手当

医療費・医療手当

疾病：敗血症
死亡：敗血症による死亡

不支給

疾病：多形紅斑型薬疹

50～59

50～59

女

17-0054 男 80～ 医療費・医療手当

17-0053 女 30～39 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0055 女 70～79

17-0057
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17-0076 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

17-0077 女 20～29 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

17-0079 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、睡眠障害、起立性調節障害、耳鳴り、感覚異常、悪
心、嘔吐、腹痛、月経不整、食欲不振、ふらつき、めまい

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

ポンタールシロップ３．２５％ メフェナム酸（シロップ）

ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（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）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「サワイ」 ランソプラゾール（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）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

17-0081 女 80～ バラシクロビル錠５００ｍｇ「明治」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎不全、急性脳症 医療費・医療手当

カゼソフトカプセル（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、チペピ
ジンヒベンズ酸塩、ノスカピン、無水カフェイン、ナンテンジツ
乾燥エキス、ゴオウ

ジスロマック錠２５０ｍｇ アジスロマイシン水和物（錠）

17-0083 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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）

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）

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）

17-0085 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0086 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、倦怠感、睡眠障害、頭痛、認知機能低下、胸痛、左
半身の動かしにくさ、腕の痛み

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）

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）

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）

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）

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）

リアソフィン静注用１ｇ セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

17-0088 男 50～59 アロプリノール錠５０ｍｇ「サワイ」 （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0089 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

17-0090 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

17-0091 女 70～79 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：横紋筋融解症 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）

注射用ＨＣＧ５，０００単位「Ｆ」 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

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）

17-0093 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

ムコダインＤＳ５０％ 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）

キプレス細粒４ｍｇ モンテルカストナトリウム（細粒）

17-0095 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：鼻根部痛、倦怠感、視覚異常、睡眠障害、認知機能低
下、脱力、ふるえ、頭痛、月経困難症、目の奥の疼痛、立ちくら
み

医療費・医療手当

17-0096 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

17-0097 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

0～9 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

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

17-0092 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当

17-0082 男 70～79

17-0087 男 70～79

17-0084 男 80～ 疾病：出血性胃潰瘍 医療費・医療手当

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎及びそれに続発した敗血症による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

医療費・医療手当

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17-0080

疾病：多形紅斑型薬疹17-0078 男 80～

17-0094 女



平成２９年度決定　 （４月分）
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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）

ルプラック錠４ｍｇ トラセミド（錠）

ガナトン錠５０ｍｇ イトプリド塩酸塩（錠）

ガスモチン錠５ｍｇ （局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

チラーヂンＳ錠５０μｇ 局・レボチロキシンナトリウム錠

フオイパン錠１００ｍｇ カモスタットメシル酸塩（錠）

ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用） 大建中湯エキス（顆粒）

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

17-0100 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、腹痛、しびれ、脱力、倦怠感、振戦、嘔気、発熱 医療費・医療手当

17-0101 男 50～59 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用） 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 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）

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）

ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェンアキセチル（注射液）

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）

ブリディオン静注２００ｍｇ スガマデクスナトリウム（注射液）

17-0104 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0105 男 70～79 ジゴシン錠０．１２５ｍｇ 局・ジゴキシン錠 疾病：ジギタリス中毒 医療手当

17-0106 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 医療手当

17-0107 男 70～79 リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠） 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

17-0108 女 70～79 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用） 小柴胡湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

アモキサンカプセル１０ｍｇ アモキサピン（カプセル）

アモキサンカプセル２５ｍｇ アモキサピン（カプセル）

17-0110 男 60～69 ヘパリンナトリウム注Ｎ１万単位／１０ｍＬ「ＡＹ」 局・ヘパリンナトリウム注射液 疾病：ヘパリン起因性血小板減少症
死亡：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞及び心筋
梗塞による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-0111 男 60～69 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）

障害：末梢神経障害による右足関節機能障害 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

17-0112 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、関節痛、発熱、筋力低下、振戦、動悸、感覚過敏、
耳鳴、下痢、発汗異常、認知機能低下、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

17-0113 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0114 男 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

17-0115 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）

死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した敗血症に
よる死亡

葬祭料

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）

リンラキサー錠２５０ｍｇ （局）クロルフェネシンカルバミン酸エステル

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン（カプセル）

ロブ錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ムコスタ錠１００ｍｇ （局）レバミピド（錠）（１）

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）

17-0118 男 70～79 バンコマイシン塩酸塩点滴静注用１ｇ「ファイザー」 （局）バンコマイシン塩酸塩（注用） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 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）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「タナベ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

17-0120 男 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

17-0121 女 10～19 － － 疾病：判定不能
障害：判定不能

不支給 判定不能

17-0122 女 60～69 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） 疾病：嘔気、悪寒、発汗 医療費・医療手当

17-0119 男 70～79 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0117 男 50～59 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-0116 女 30～39 疾病：蕁麻疹型薬疹 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

17-0109 男 40～49 疾病：頻脈及びそれに続発した心不全 医療費・医療手当

50～59 疾病：多発性無腐性骨壊死 医療手当

20～29 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

17-0098 男 70～79 疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

17-0102 女

17-0099 女

17-0103 男



平成２９年度決定　 （４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）

プロテカジン錠１０ ラフチジン（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）

クラリス錠２００ （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）

17-0124 女 50～59 ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用） 補中益気湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0125 女 40～49 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による両股関節機能障害 障害年金1級

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）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＥＭＥＣ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

17-0127 女 10～19 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

17-0128 女 70～79 クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0129 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0130 女 70～79 ＮＥソフトカプセル２００ｍｇ トコフェロールニコチン酸エステル（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0131 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

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）

ユニフィルＬＡ錠２００ｍｇ テオフィリン徐放（錠）（２）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（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）

17-0133 男 60～69 － － 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

17-0134 男 60～69 テグレトール錠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

17-0135 女 70～79 デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１） 疾病：高アンモニア血症及びそれに続発した脳症
死亡：高アンモニア血症に続発した脳症による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

インデラル錠１０ｍｇ （局）プロプラノロール塩酸塩（錠）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「日医工」 オロパタジン塩酸塩（錠）

17-0137 男 10～19 ヒストミンエース錠Ｓ（一般用医薬品） クレマスチンフマル酸塩、アセトアミノフェン、リゾチーム塩
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、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイン、チア
ミンジスルフィド、カンゾウ乾燥エキス

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0138 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

アンバーＳ錠（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、マレイン酸カ
ルビノキサミン、ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩、リゾチーム
塩酸塩、無水カフェイン、ブロムヘキシン塩酸塩、ビスイブチ
アミン、リボフラビン

新キャベジンコーワＳ（一般用医薬品） メチルメチオニンスルホニウムクロリド、水酸化マグネシウ
ム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム、ロートエキ
ス3倍散、ソウジュツ乾燥エキス、センブリ末、ビオヂアス
ターゼ2000、リパーゼAP12

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 ランソプラゾール（錠）

タケキャブ錠２０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

17-0141 女 40～49 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：副腎出血 医療費・医療手当

17-0142 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0143 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：関節痛、けいれん 医療費・医療手当

17-0144 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

17-0145 女 10～19 メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当17-0140 男 70～79 疾病：横紋筋融解症

医療費・医療手当17-0136 女 50～59

17-0139 女 60～69 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

疾病：無顆粒球症

医療費・医療手当

17-0132 男 50～59 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-0126 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

17-0123 女 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当
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17-0146 女 60～69 イムセラカプセル０．５ｍｇ フィンゴリモド塩酸塩（カプセル） 疾病：進行性多巣性白質脳症 医療費・医療手当

17-0147 女 40～49 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

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

障害：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

17-0149 男 70～79 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（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）

ファモチジン錠１０ｍｇ「トーワ」 （局）ファモチジン（錠）（１）

レバミピド錠１００ｍｇ「ＺＥ」 （局）レバミピド（錠）（１）

ルフレン配合顆粒 アズレンスルホン酸ナトリウム・Ｌ－グルタミン（顆粒）

ゼスラン錠３ｍｇ メキタジン（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）

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）

17-0151 男 50～59 テグレトール錠１００ｍｇ 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

ロキソプロフェンナトリウム細粒１０％「日医工」 ロキソプロフェンナトリウム水和物（細粒）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン（錠）

サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：発熱

17-0153 女 30～39 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

ミヤＢＭ錠 酪酸菌（錠）

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

メキシチールカプセル５０ｍｇ メキシレチン塩酸塩（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）

17-0156 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）、倦怠感 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

キシロカイン注ポリアンプ１％ リドカイン塩酸塩（注射液）

アナペイン注７．５ｍｇ／ｍＬ ロ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）

－ － 障害：判定不能 不支給 判定不能

サンリズムカプセル２５ｍｇ ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル）

ロカルトロールカプセル０．２５ カルシトリオール（カプセル）

ジャヌビア錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）

リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

ミノマイシン錠５０ｍｇ （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

イトリゾールカプセル５０ イトラコナゾール（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）

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）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

バナン錠１００ｍｇ （局）セフポドキシムプロキセチル（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）

クラリシッド錠２００ｍｇ （局）クラリスロマイシン（錠）

17-0160 男 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0159 女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0158 女 60～69 疾病：腎不全 医療費・医療手当

17-0157 男 30～39 疾病：両下肢麻痺 医療費・医療手当

17-0155 女 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0154 女 60～69 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

70～79 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

17-0152 女 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0148 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）

17-0150 男
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17-0161 女 40～49 ベンザエースＡ錠（一般用医薬品） アセトアミノフェン、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、デキ
ストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、dl-メチルエフェドリ
ン塩酸塩、無水カフェイン、ヘスペリジン、トラネキサム酸

疾病：汎発性水疱性固定薬疹 医療費・医療手当

デパケンＲ錠１００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

ＨＭＧ注射用７５ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

注射用ＨＣＧ５，０００単位「Ｆ」 局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

17-0164 女 40～49 バリテスターＡ２４０散 硫酸バリウム（散） 疾病：下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物（錠）

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン（錠）

アルダクトンＡ錠２５ｍｇ （局）スピロノラクトン（錠）

レニベース錠２．５ （局）エナラプリルマレイン酸塩（錠）

エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 エナラプリルマレイン塩酸（錠）

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ホストイン静注７５０ｍｇ ホスフェニトインナトリウム水和物（注射液）

テグレトール細粒５０％ カルバマゼピン（細粒）

マイスタン細粒１％ クロバザム（細粒）

アセリオ静注液１０００ｍｇ アセトアミノフェン（注）

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）

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）

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）

セフォタックス注射用１ｇ セフォタキシムナトリウム（注射用）

セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 （局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

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：脳梗塞、深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

－ － 障害：判定不能 不支給 判定不能

ラベプラゾールＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 ラベプラゾールナトリウム（錠）

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）

17-0169 女 80～ 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
死亡：急性腎不全による死亡

医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0170 女 60～69 セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠） 疾病：急性腎不全 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）

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ケミファ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

17-0172 女 40～49 テグレトール錠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

17-0173 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：出血性大腸炎 医療費・医療手当

17-0174 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0175 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

17-0176 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0177 男 60～69 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、紫斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0178 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

17-0179 男 60～69 リザベンカプセル１００ｍｇ （局）トラニラスト（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

オムニパーク３００注シリンジ１１０ｍＬ イオヘキソール（キット）

17-0181 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

医療費・医療手当

17-0168

17-0180 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

17-0171 女 60～69 疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

17-0167 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

男 70～79 疾病：血小板減少症及びそれに続発した脳出血 医療費・医療手当

17-0165 女 60～69

医療手当

疾病：無顆粒球症及びそれに続発した敗血症
死亡：無顆粒球症に続発した敗血症による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

17-0166 女 0～9

17-0163 女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

17-0162 男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当
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カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

Ｃ－チステン細粒５０％ カルボシステイン（細粒）

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）

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）

17-0183 女 50～59 フォサマック錠３５ｍｇ アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：左大腿骨骨幹部非定型骨折 医療費・医療手当

バファリン アスピリン・ダイアルミネート（錠）

ボルマゲン錠 ジクロフェナクナトリウム２５ｍｇ錠

ボルマゲン坐剤２５ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ピーエイ錠 非ピリン系感冒剤（４）（錠）

サワシリンカプセル （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

オラセフ錠 セフロキシムアキセチル（錠）

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン（錠）

クラシエ乙字湯エキス細粒 乙字湯エキス（細粒）

17-0186 女 50～59 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

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

プレドニン錠５ｍｇ 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

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

17-0190 女 70～79 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0191 女 10～19 － － 疾病：判定不能
障害：判定不能

不支給 判定不能

17-0192 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 不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

ソランタール錠１００ｍｇ チアラミド塩酸塩（錠）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

17-0194 女 30～39 アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠） 疾病：心筋炎 医療費・医療手当

17-0195 男 70～79 メインテート錠２．５ｍｇ （局）ビソプロロールフマル酸塩（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）

セフタックカプセル５０ テプレノン（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）

17-0197 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：頭痛、感覚過敏、めまい、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

ウナスチン錠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）

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

17-0199 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：眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知
機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月
経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、
不随意運動

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

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）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

17-0201 女 60～69 リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠） 疾病：薬物性肝障害 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「トーワ」 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）

17-0203 女 70～79 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 医療費・医療手当

17-0200

17-0202 女 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0198 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当

女 10～19 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

17-0189

医療費・医療手当

17-0196 女 40～49 疾病：薬物性肝障害

17-0193 女 20～29 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-0188 男 40～49 疾病：ステロイド緑内障

医療費・医療手当

女 50～59 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

17-0184

医療費・医療手当

17-0187 女 20～29 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

17-0185 女 60～69 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

17-0182 女 80～ 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

男 20～29 死亡：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）に
続発した肺炎による死亡

遺族一時金・葬祭料

医療費・医療手当
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17-0204 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：疼痛、振戦、筋緊張 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

17-0205 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

17-0206 女 50～59 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） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-0207 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

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）

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩（錠）

17-0209 女 80～ プロハンス静注シリンジ１３ｍＬ ガドテリドール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

17-0210 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

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「トーワ」 リスペリドン（液）

ロナセン錠４ｍｇ ブロナンセリン（錠）

17-0212 女 40～49 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0213 女 10～19 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 疾病：無菌性髄膜炎 医療手当

17-0214 女 60～69 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：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

17-0215 女 70～79 シオゾール 金チオリンゴ酸ナトリウム（注射液） 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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テバ」 ランソプラゾール（錠）

アロプリノール錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）アロプリノール（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）

17-0217 女 40～49 サラゾピリン錠５００ｍｇ サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0218 女 70～79 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

アーテン錠（２ｍｇ） 局・トリヘキシフェニジル塩酸塩錠

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

－ － 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

17-0220 女 40～49 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

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

テプレノンカプセル５０ｍｇ「サワイ」 テプレノン（カプセル）

17-0222 女 30～39 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0223 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0224 女 60～69 バイステージ注３００シリンジ８０ｍＬ イオパミドール（キッド） 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

17-0225 女 40～49 ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ トリアムシノロンアセトニド（注射液） 疾病：薬剤性クッシング症候群、続発性副腎皮質機能不全 医療手当

17-0226 男 50～59 － － 死亡：判定不能 不支給 判定不能

17-0227 女 40～49 ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒） 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-0228 男 70～79 オイパロミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール（注射液） 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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

バルトレックス錠５００ バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

ミダゾラム注射液１０ｍｇ「タイヨー」 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）

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）

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）

セレコックス錠２００ｍｇ セレコキシブ（錠）

リマチル錠１００ｍｇ （局）ブシラミン（錠）

医療費・医療手当

17-0230

17-0232 女 70～79 疾病：間質性肺炎

17-0231 女 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0229 女 20～29 疾病：腎機能障害

不支給

男 60～69 疾病：嘔吐 医療費・医療手当

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

17-0216

医療費・医療手当

17-0221 女 60～69 疾病：薬物性肝障害

17-0219 女 80～ 疾病：悪性症候群様症状 医療手当

17-0211 女 40～49 障害：遅発性ジスキネジアによる構音障害

医療費・医療手当

男 80～ 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

医療手当
遺族年金・葬祭料

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

17-0208 男 30～39 疾病：薬物性肝障害



平成２９年度決定　 （４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

17-0233 男 60～69 オプチレイ３２０注シリンジ１００ｍＬ イオベルソール（注射液） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡 遺族年金・葬祭料

17-0234 男 60～69 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「テバ」 レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：高ＣＫ血症 医療費・医療手当

17-0235 男 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：視神経脊髄炎（ＮＭＯ） 医療費・医療手当

17-0236 男 0～9 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 疾病：無菌性髄膜炎 医療費・医療手当

アスモット錠２０ｍｇ エピナスチン塩酸塩（錠）

ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） 清上防風湯エキス（顆粒）

アモキシシリンカプセル「タツミ」 （局）アモキシシリン水和物（カプセル）

バルプロ酸Ｎａ徐放Ｂ錠１００ｍｇ「トーワ」 バルプロ酸ナトリウム徐放（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）

17-0239 女 50～59 ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠） 疾病：薬物性大腸炎（コラーゲン性大腸炎） 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

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）

リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

リリカカプセル７５ｍｇ プレガバリン（カプセル）

17-0241 男 70～79 ランマーク皮下注１２０ｍｇ デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：左上顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当

17-0242 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「フジナガ」 カルバマゼピン（錠）

アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン（錠）

17-0244 女 60～69 キネダック錠５０ｍｇ エパルレスタット（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ グルカゴン（遺伝子組換え）（注射用）

プロハンス静注１５ｍＬ ガドテリドール（注射液）

17-0246 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

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

トランサミンカプセル２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（カプセル）

アレグラ錠６０ｍｇ （局）フェキソフェナジン塩酸塩（錠）

ルリッド錠１５０ ロキシスロマイシン（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）

17-0248 男 50～59 テルビナフィン錠１２５ｍｇ「トーワ」 テルビナフィン塩酸塩（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ） 医療費・医療手当

17-0249 男 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

17-0250 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

ペンタサ顆粒９４％ メサラジン（顆粒）

アサコール錠４００ｍｇ メサラジン（錠）

17-0252 男 20～29 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

トーワチーム配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

シーサール錠１５ｍｇ デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（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

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＣＨＭ」 アジスロマイシン水和物（錠）

17-0254 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：眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知
機能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月
経困難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、
不随意運動

医療費・医療手当

17-0255 男 0～9 おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎 医療手当

17-0256 女 30～39 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：アナフィラキシー 医療費・医療手当

17-0257 女 60～69 ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩（錠） 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 医療手当

メトプロロール酒石酸塩錠２０ｍｇ「テバ」 メトプロロール酒石酸塩（錠）

ミオコールスプレー０．３ｍｇ ニトログリセリン（噴霧液）

バイステージ注３７０シリンジ１００ｍＬ イオパミドール（キット）

17-0259 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

17-0260 女 70～79 ネオバルギンＥＨＤ 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

17-0261 女 50～59 メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠 疾病：好中球減少症 医療費・医療手当

17-0258 女 20～29 疾病：悪心、倦怠感

医療費・医療手当

17-0247

医療費・医療手当

17-0253 女 30～39 疾病：アナフィラキシー

17-0251 男 30～39 疾病：心膜炎、心筋炎 医療費・医療手当

17-0245 男 70～79 疾病：アナフィラキシーショック

医療費・医療手当

男 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0238

医療費・医療手当

17-0243 男 40～49 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

17-0240 女 50～59 疾病：洞不全症候群 医療費・医療手当

17-0237 女 40～49 疾病：薬物性肝障害

女 50～59 疾病：薬物性肝障害 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



平成２９年度決定　 （４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

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

17-0263 女 40～49 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

17-0264 女 40～49 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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）

パブロンゴールドＡ錠（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

ナウゼリンＯＤ錠１０ ドンペリドン（錠）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

グレースビット錠５０ｍｇ シタフロキサシン水和物（錠）

17-0267 女 0～9 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 疾病：腸重積症 医療費・医療手当

17-0268 男 30～39 テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠） 疾病：紅皮症型薬疹 医療費・医療手当

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠）

17-0270 男 70～79 ワゴスチグミン散（０．５％） ネオスチグミン臭化物（散） 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

医療費・医療手当

17-0271 女 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

17-0272 男 10～19 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

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）

リファジンカプセル１５０ｍｇ （局）リファンピシン（カプセル）

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

エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩（錠）

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

ポマリストカプセル１ｍｇ ポマリドミドカプセル

ポマリストカプセル１ｍｇ ポマリドミドカプセル 疾病：心房細動

オロパタジン塩酸塩顆粒０．５％「トーワ」 オロパタジン塩酸塩（顆粒）

シングレアチュアブル錠５ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）

メチコバール錠５００μｇ メコバラミン（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）

ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス（顆粒）

17-0278 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、起立性調節障害、倦怠感、睡眠障害、認知機能低
下、耳鳴、眼球運動障害、月経困難症

医療費・医療手当

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）

ボナロン錠３５ｍｇ （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

アレンドロン酸錠３５ｍｇ「トーワ」 アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

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）

17-0282 女 40～49 プロパジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠 疾病：無顆粒球症 医療費・医療手当

17-0283 男 70～79 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） 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に続発した低酸素脳症による肺炎
による死亡

医療手当
遺族年金

17-0284 男 70～79 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） 死亡：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肺炎
による死亡

葬祭料

17-0281 女 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

医療費・医療手当

17-0277

医療費・医療手当

17-0280 女 60～69 疾病：両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死

17-0279 女 80～ 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

17-0276 男 0～9 疾病：薬物性肝障害

医療費・医療手当

女 40～49 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

17-0273

医療費・医療手当

17-0275 女 70～79 疾病：多発性脳梗塞

17-0274 女 60～69 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0269 男 20～29 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

医療費・医療手当

女 30～39 疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

17-0262

医療費・医療手当

17-0266 男 80～ 疾病：アナフィラキシーショック

17-0265 女 40～49 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

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1級



平成２９年度決定　 （４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

17-0285 女 30～39 ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用） 清上防風湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

17-0286 女 40～49 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

17-0287 男 0～9 「ビケンＨＡ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：ネフローゼ症候群 医療手当

17-0288 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

17-0289 女 50～59 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

17-0290 女 10～19 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．５
ｍＬ

インフルエンザHAワクチン 疾病：薬物性ショック 医療費・医療手当

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）

ベルソムラ錠２０ｍｇ スボレキサント（錠）

17-0292 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

17-0293 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：悪心、腹痛、疼痛、しびれ、頭痛、発熱、ふるえ、倦怠感、
認知機能低下

医療費・医療手当

17-0294 女 50～59 コントミン糖衣錠２５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用） 桂枝茯苓丸エキス（顆粒）

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）

17-0296 女 80～ プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え）注 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死 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）

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）

17-0298 女 70～79 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0299 女 70～79 リリカカプセル２５ｍｇ プレガバリン（カプセル） 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

17-0300 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、嘔気、自律神経失調、起立性調節障害 医療費・医療手当

17-0301 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

17-0302 女 10～19 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） 医療費・医療手当

テグレトール細粒 カルバマゼピン（細粒）

メネシット錠１００ レボドパ・カルビドパ（錠）

白色コントミン顆粒 クロルプロマジンヒベンズ酸塩（顆粒）

プロクラジン顆粒 レボメプロマジンマレイン酸塩（顆粒）

リーマス２００ 炭酸リチウム（錠）

ヒベルナ散 ヒベンズ酸プロメタジン（散）

－ － 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

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

17-0305 女 70～79 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） 疾病：高カリウム血症及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：高カリウム血症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・葬祭料

17-0306 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：意識消失、握力低下、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

17-0307 男 60～69 － － 障害：判定不能 不支給 判定不能

サイレース錠２ｍｇ フルニトラゼパム（錠）

タスモリン錠１ｍｇ ビペリデン塩酸塩（錠）

リーマス錠２００ 炭酸リチウム（錠）

ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ プロメタジン塩酸塩（錠）

17-0309 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、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、
認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、
口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛

医療費・医療手当

17-0310 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）、筋肉痛、感覚過敏、しび
れ、発熱、倦怠感、ふらつき、月経不整、嘔気、過呼吸、耳鳴、
起立性調節障害、認知機能低下、睡眠障害、不随意運動、筋力
低下、小脳失調、視覚異常、頭痛

医療費・医療手当

17-0304

17-0308 女 70～79 疾病：悪性症候群 医療手当

17-0303 男 70～79 疾病：悪性症候群

医療手当

男 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

17-0291

医療費・医療手当

17-0297 女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

17-0295 女 70～79 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 40～49 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



平成２９年度決定　 （４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

17-0311 女 30～39 フリウェル配合錠ＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

17-0312 女 80～ 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

17-0313 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

17-0314 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）、疲労感、頭痛、手のふる
え、脱力、全身痛、腹痛

医療費・医療手当

17-0315 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） 障害：急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞 障害年金2級

リスパダール錠１ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

セレネース注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

ロヒプノール錠２ フルニトラゼパム（錠）

ベゲタミン錠－Ａ クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（１）（錠）

ジプレキサ錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（１）

コントミン糖衣錠５０ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠

17-0317 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：頭痛、めまいによる日常生活障害 障害年金2級

17-0318 男 60～69 エポジン注シリンジ１５００ エポチンベータ（遺伝子組換え）（注射液） 障害：アナフィラキシー（様）ショックに続発した低酸素脳症による
高度脳機能障害

障害年金1級

（※）請求時年齢もしくは享年

障害年金2級17-0316 男 40～49 障害：呼吸抑制、血圧降下に続発した低酸素脳症による両下肢機



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

17-0004 男 60～69
ネキシウムカプセル２０ｍｇ、アコファイド錠１００ｍｇ、シ
ルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」、アリスメット錠１００ｍｇ

全身倦怠感、食思不振、発熱、下痢 医療費・医療手当

17-0022 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 失神、転倒 医療費・医療手当

17-0025 女 10～19 サーバリックス 両膝、右手首の疼痛 医療費・医療手当

17-0028 女 70～79 スンベプラカプセル１００ｍｇ、ダクルインザ錠６０ｍｇ 白質脳症 医療手当・障害年金

17-0034 女 10～19 サーバリックス 意識消失発作＜不整脈疑い＞ 遺族一時金

17-0035 女 10～19 サーバリックス 意識消失発作＜不整脈疑い＞ 葬祭料

17-0043 男 60～69 ロルカム錠４ｍｇ、レバミピド錠１００ｍｇ「ケミファ」 両下肢麻痺、下肢浮腫 障害年金

17-0044 女 40～49 サーバリックス、インフルエンザワクチン 慢性疲労症候群 障害年金

17-0052 女 20～29 サーバリックス 全身性エリテマトーデス 医療費・医療手当

17-0058 女 20～29 サーバリックス ワクチン性認知症 障害年金



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

17-0065 女 50～59
デカドロン注射液３．３ｍｇ、注射用ソル・メルコート５０
０、リンデロン錠０．５ｍｇ、リンデロン注４ｍｇ（０．
４％）、レダコート錠４ｍｇ他

両側特発性大腿骨頭壊死 障害年金

17-0069 女 10～19 サーバリックス 未記入 医療費・医療手当

17-0072 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

17-0076 女 40～49 サーバリックス
抑うつ症状、全身の痛み、筋肉痛＜副作用とは断言し
難い＞

医療費・医療手当

17-0083 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害＜自己免疫性脳
症＞

医療費・医療手当

17-0085 女 10～19 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 医療費・医療手当

17-0096 女 60～69

ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」、重質酸
化マグネシウム「ホエイ」、スルピリド錠５０ｍｇ「サワ
イ」、バイアスピリン錠１００ｍｇ、ロキソニンテープ５０ｍ
ｇ他

左下肢末梢神経障害 医療費・医療手当

17-0097 女 70～79
メトグルコ錠２５０ｍｇ、ジャヌビア錠５０ｍｇ、オイグルコ
ン錠２．５ｍｇ、グルコバイ錠１００ｍｇ、リポバス錠５

急性腎不全、脱水症、食思不振、急性尿路感染症、腰
椎圧迫骨折

医療費・医療手当

17-0104 女 10～19 サーバリックス 書痙 医療費・医療手当

17-0113 女 20～29 サーバリックス 全身性エリテマトーデス 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

17-0121 女 10～19 サーバリックス

失神発作、運動誘発喘息、不整脈の疑い、ＨＡＮＳ疑
い、意識障害、心因性下肢脱力の疑い、非定型欠神発
作、歩行障害、高次脳機能障害、特発性睡眠障害、神
経障害性疼痛、一過性意識消失発作、過眠、睡眠過剰
症、下肢筋力低下、排尿障害

医療費・医療手当・障害
年金

17-0127 女 10～19 サーバリックス 自己免疫性神経障害 障害児養育年金

17-0129 女 10～19 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 医療費・医療手当

17-0131 女 10～19 サーバリックス 激しい疲労感、悪心、腹痛 医療費・医療手当

17-0133 男 60～69
リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」、イスコチン錠
１００ｍｇ、エサンブトール錠２５０ｍｇ、カルベジロール
錠１．２５ｍｇ「サワイ」、サムスカ錠１５ｍｇ他

肝硬変、肝不全増悪
医療手当・遺族年金・葬
祭料

17-0142 女 10～19 サーバリックス 両眼の視野異常 医療費・医療手当

17-0149 男 70～79 アムロジピン錠５ｍｇ「明治」、ザイロリック錠１００ 鼻出血 医療費・医療手当

17-0175 女 10～19 サーバリックス 片頭痛疑い、頭痛、視野異常 医療手当

17-0176 女 20～29 サーバリックス
HPVワクチン後神経障害＜記憶障害、起床困難、学力
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

17-0181 女 10～19 サーバリックス
ＨＰＶワクチン副反応疑い、頭痛、ＨＰＶワクチン後脳機
能障害

医療費・医療手当

17-0190 女 70～79
バイアスピリン錠１００ｍｇ、ブロプレス錠２、アリナミンＦ
１０注、ヒアレイン点眼液０．１％、カリーユニ点眼液０．
００５％他

四肢脱力 医療費・医療手当

17-0191 女 10～19 サーバリックス 発作性振戦
医療費・医療手当・障害
年金

17-0205 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ HPVワクチン後脳機能障害 医療費・医療手当

17-0207 男 70～79
メキトライドカプセル１００、ツムラ葛根湯エキス顆粒（医
療用）、アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」、ヘルベッサーＲ
カプセル１００ｍｇ、ブロプレス錠８他

薬剤性肺障害、間質性肺炎をおこし、息切れ、咳嗽な
どあり

医療費・医療手当

17-0226 男 50～59
イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ、メジコン錠１５ｍｇ、ビソル
ボン錠４ｍｇ、ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）

未記入 遺族年金・葬祭料

17-0242 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、易怒性 医療費・医療手当

17-0246 女 60～69 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」 アトルバスタチンによる肝機能障害 医療費・医療手当

17-0249 男 50～59
セデスＧ、トーワサール細粒、ノルバスク錠２．５ｍｇ、ク
ラリチン錠１０ｍｇ、ディオバン錠８０ｍｇ

巣状糸球体硬化症 障害年金

17-0264 女 40～49
メトレート錠２ｍｇ、ブレディニン錠５０、フォリアミン錠、
ロキソプロフェンナトリウム錠６０ｍｇ「日医工」、レバミピ
ド錠１００ｍｇ「ＮＳ」他

大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 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

17-0307 男 60～69
テグレトール細粒５０％、テグレトール錠２００ｍｇ、テグ
レトール錠１００ｍｇ、ドグマチール錠５０ｍｇ、ユベラＮ
細粒４０％他

脱力感、胸痛、遅発性ジストニア、ジスキネジア疑、不
随意運動

障害年金

（※）請求時年齢もしくは享年


