
令和3年度決定（7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

21-0368 女 30～39 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン（錠） 疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 医療費・医療手当

21-0369 女 30～39 ビラノア錠２０ｍｇ ビラスチン（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）

バンコマイシン塩酸塩点滴静注用０．５ｇ「ファイザー」 バンコマイシン塩酸塩（注用）

ケフラールカプセル２５０ｍｇ （局）セファクロル（カプセル）

リファンピシンカプセル１５０ｍｇ「サンド」 （局）リファンピシン（カプセル）

21-0371 女 70～79 照射赤血球液－ＬＲ「日赤」 人赤血球液（２－２） 疾病：輸血関連急性肺障害(TRALI)
死亡：輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

ビペリデン塩酸塩錠１ｍｇ「アメル」 ビペリデン塩酸塩（錠）

炭酸リチウム錠２００「ヨシトミ」 炭酸リチウム（錠）

トラゾドン塩酸塩錠５０ｍｇ「アメル」 トラゾドン塩酸塩（錠）

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２ｍｇ「アメル」 （局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン錠３ｍｇ「アメル」 リスペリドン（錠）

リスペリドン錠０．５ｍｇ「アメル」 （局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「アメル」 リスペリドン（錠）（２）

リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 リスペリドン（錠）（２）

リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「アメル」 リスペリドン（錠）

シクレスト舌下錠５ｍｇ アセナピンマレイン酸塩舌下（錠）

シクレスト舌下錠１０ｍｇ アセナピンマレイン酸塩舌下（錠）

レキサルティ錠１ｍｇ ブレクスピプラゾール（錠）

ロナセンテープ４０ｍｇ ブロナンセリン（貼）

21-0373 男 60～69 イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠） 疾病：攻撃性､易刺激性 医療費・医療手当

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）

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）

21-0375 女 40～49 マーカイン注脊麻用０．５％等比重 ブピバカイン塩酸塩水和物（注射液） 疾病：両下肢の脱力感､感覚鈍麻 医療費・医療手当

21-0376 男 60～69 - - 疾病：ｰ
死亡：ｰ

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

21-0377 女 70～79 - - 障害：ｰ 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

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３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

レキサルティ錠１ｍｇ ブレクスピプラゾール（錠）

レキサルティ錠２ｍｇ ブレクスピプラゾール（錠）

21-0379 女 70～79 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：めまい 医療費・医療手当

21-0380 男 70～79 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

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

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）

ゴナールエフ皮下注ペン９００ 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）

21-0383 男 70～79 - - 死亡：判定不能 不支給 判定不能

21-0370

21-0372

医療費・医療手当

女 60～69 疾病：悪性症候群 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

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

男 50～59 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

医療費・医療手当

医療費・医療手当

女

21-0374

21-0378

21-0381

21-0382

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当男 50～59



令和3年度決定（7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）

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）

ハロペリドール細粒１％「ヨシトミ」 （局）ハロペリドール（細）

レキサルティ錠２ｍｇ ブレクスピプラゾール（錠）

ゴナールエフ皮下注ペン９００ フォリトロピン アルファ（遺伝子組換え）（キット）

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）

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 ブセレリン酢酸塩（噴）

21-0387 男 80～ - - 疾病：判定不能
死亡：判定不能

不支給 判定不能

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＣＧモチダ筋注用１万単位 （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）

21-0389 女 40～49 - - 障害：ｰ 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

ウインタミン細粒（１０％） クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩（細粒）

オーラップ錠１ｍｇ ピモジド（錠）

炭酸リチウム錠１００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム（錠）

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム

21-0392 女 60～69 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍｌ「ニプロ」 ゾレドロン酸水和物（注）（１） 疾病：右上顎骨及び両側下顎骨の骨髄炎･骨壊死 医療費・医療手当

ラモトリギン錠２５ｍｇ「トーワ」 ラモトリギン（錠）

イブプロフェン錠２００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（錠）

ラフチジン錠１０ｍｇ「日医工」 ラフチジン（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「サワイ」 （局）レバミピド（錠）（１）

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 （局）トラネキサム酸（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）

21-0394 男 60～69 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） 疾病：けいれん 医療費・医療手当

21-0395 女 30～39 ヤーズ配合錠 ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）
（１）

疾病：肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症 医療手当

政令で定める程度の障害とは認められない

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

女 30～39 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

女 50～59 障害：リチウム中毒によるそしゃく･嚥下機能障害､構音障害21-0391

21-0393

21-0384

21-0385

21-0386

21-0388 医療費・医療手当

女 50～59 障害：遅発性ジスキネジア､遅発性ジストニアによる体幹･肢体機
能障害

障害年金1級

女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

21-0390

医療費・医療手当

女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 医療費・医療手当

女 40～49 疾病：嚥下困難

疾病：けいれん

女 40～49 障害：嚥下困難によるそしゃく･嚥下機能障害 不支給



令和3年度決定（7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）

ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用） 麦門冬湯エキス（顆粒）

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）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

コルドリン錠１２．５ｍｇ クロフェダノール塩酸塩（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２５０ｍｇ カルボシステイン（錠）

ダラシンＳ注射液３００ｍｇ （局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

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）

ミノマイシン錠５０ｍｇ （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

ミノマイシン点滴静注用１００ｍｇ ミノサイクリン塩酸塩（静注用）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

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

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）

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）

ボルタレンサポ５０ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

リンデロン錠０．５ｍｇ （局）ベタメタゾン（錠）

21-0398 女 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

メロペネム点滴静注用１ｇ「明治」 （局）メロペネム水和物（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）

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）

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）

スルピリン注射液２５０ｍｇ「日医工」 （局）スルピリン注射液

ガスター注射液２０ｍｇ ファモチジン（注射液）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

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）

クロミッド錠５０ｍｇ （局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

リピトール錠５ｍｇ （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

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）

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バッグ アセトアミノフェン（注）

セレコックス錠１００ｍｇ セレコキシブ（錠）

ロブ錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

セデス・ハイ（一般用医薬品） イソプロピルアンチピリン、アセトアミノフェン、アリルイソプロ
ピルアセチル尿素、無水カフェイン

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス（顆粒）

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 （局）セファクロル（カプセル）

フルバスタチン錠３０ｍｇ「サワイ」 フルバスタチンナトリウム（錠）

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）

21-0405 男 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

21-0406 男 40～49 - - 死亡：ｰ 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

21-0407 女 20～29 - - 疾病：ｰ 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

21-0408 男 80～ - - 疾病：ｰ 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

21-0409 男 60～69 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

21-0397

女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

80～ 疾病：出血性胃潰瘍 医療費・医療手当

女 40～49 疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹

女 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 70～79 疾病：多形紅斑型薬疹

女 80～ 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

医療費・医療手当女 70～79 疾病：間質性肺炎

医療費・医療手当21-0396

男 80～ 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

21-0399

21-0400

21-0401

21-0402

21-0403

21-0404

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

医療費・医療手当



令和3年度決定（7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

レボメプロマジン錠２５ｍｇ「ツルハラ」 レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「アメル」 リスペリドン（錠）（２）

プリモボラン・デポー筋注１００ｍｇ メテノロンエナント酸エステル（注射液） 疾病：前立腺肥大症による尿閉 医療費・医療手当

- - 死亡：ｰ 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

ニューカイテキ錠Ｆ（一般用医薬品） エテンザミド、アセトアミノフェン、無水カフェイン、アリルイソ
プロピルアセチル尿素、カンゾウ乾燥エキス、ベンフォチアミ
ン

新ジキナ糖衣錠ＤＸ（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、クエン
酸チペピジン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイ
ン、ベンフォチアミン、リボフラビン

ジキナＩＰ錠（一般用医薬品） イブプロフェン、カンゾウ乾燥エキス、無水カフェイン、dl-メ
チルエフェドリン塩酸塩、ベンフォチアミン、ジヒドロコデイン
リン酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩、リボフラビン、クレマスチ
ンフマル酸塩

21-0413 女 40～49 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：冠動脈攣縮及びそれによる冠動脈解離､及びそれらに続
発した急性心筋梗塞

医療費・医療手当

21-0414 女 30～39 ヤーズフレックス配合錠 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）
（２）

疾病：肺動脈血栓塞栓症 医療費・医療手当

21-0415 男 60～69 リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン腸溶（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0416 女 30～39 ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

テラムロ配合錠ＡＰ「武田テバ」 テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合（錠）

ユリノーム錠５０ｍｇ ベンズブロマロン（錠）

21-0418 男 60～69 タケルダ配合錠 アスピリン・ランソプラゾール配合剤（錠） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0419 女 50～59 ビクシリンカプセル２５０ｍｇ アンピシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 （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「トーワ」 （局）アロプリノール（錠）

21-0421 女 40～49 ベザトールＳＲ錠１００ｍｇ ベザフィブラート徐放（錠） 疾病：過敏症(呼吸困難､喘鳴､膨疹) 医療費・医療手当

21-0422 女 10～19 - - 疾病：ｰ
死亡：ｰ

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

21-0423 男 60～69 レニベース錠２．５ （局）エナラプリルマレイン酸塩（錠） 疾病：血管浮腫 医療費・医療手当

21-0424 女 50～59 インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

21-0425 男 50～59 - - 死亡：ｰ 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

プレドニゾロン錠５「ホエイ」 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

プレドニゾロン錠５ｍｇ「ミタ」 局・プレドニゾロン錠

21-0427 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

21-0428 女 70～79 - - 疾病：ｰ 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

21-0429 女 30～39 フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：肺血栓塞栓症 医療費・医療手当

21-0430 女 80～ - - 死亡：判定不能 不支給 判定不能

21-0431 男 40～49 トラニラストカプセル１００ｍｇ「トーワ」 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0432 女 60～69 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：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0433 男 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

タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静） 疾病：汎発型薬疹

ファモチジン錠１０ｍｇ「オーハラ」 （局）ファモチジン（錠）（１）

タゾピペ配合静注用４．５「ファイザー」 タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

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）

21-0435 女 70～79 - - 疾病：ｰ
死亡：ｰ

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

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注射用１５０ＩＵ「フェリング」 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

男 80～

男 40～49 障害：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく･嚥
下機能障害及び言語機能障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死21-0426

21-0434

男 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹

21-0420

21-0417 男 60～69 疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

医療費・医療手当女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)21-0436

医療費・医療手当

21-0410

21-0411

21-0412

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

医療費・医療手当

男 70～79

疾病：好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞

女 70～79
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ラモトリギン錠２５ｍｇ「サワイ」 ラモトリギン（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：ステロイドミオパチー

「ビケンＨＡ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：IgA血管炎

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

注射用ソル・メルコート１，０００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

水溶性プレドニン１０ｍｇ （局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

水溶性プレドニン２０ｍｇ 局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

21-0439 女 50～59 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

21-0440 女 40～49 ジェミーナ配合錠 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：脳梗塞
死亡：脳梗塞による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

21-0441 女 0～9 インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：IgA血管炎 医療費・医療手当

21-0442 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：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療費・医療手当

エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール（液）

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）

21-0444 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

21-0445 男 10～19 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：IgA血管炎 医療費・医療手当

21-0446 女 20～29 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0447 女 30～39 プランルカスト錠２２５「ＥＫ」 プランルカスト水和物（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0448 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）

障害：肢体機能障害 不支給 障害等級が判定不能である

21-0449 男 30～39 オランザピン錠２．５ｍｇ「ヨシトミ」 オランザピン（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0450 男 10～19 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：無顆粒球症 医療費・医療手当

21-0451 男 60～69 ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用） 柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0452 男 70～79 オムニパーク３５０注シリンジ１００ｍＬ イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック
死亡：アナフィラキシーショックに続発した腸管虚血､多臓器不全
による死亡

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

21-0453 男 70～79 - - 疾病：ｰ 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

21-0454 男 60～69 アザルフィジンＥＮ錠２５０ｍｇ サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 死亡：薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症に
よる死亡

遺族一時金・葬祭料

21-0455 女 40～49 ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 ピコスルファートナトリウム水和物（液） 疾病：虚血性大腸炎 医療費・医療手当

炭酸リチウム錠２００ｍｇ「フジナガ」 炭酸リチウム

ゾテピン錠２５ｍｇ「ヨシトミ」 ゾテピン（錠）

ゾテピン錠５０ｍｇ「ヨシトミ」 ゾテピン（錠）

ロキソマリン錠６０ｍｇ （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

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）

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「サワイ」 （局）セファクロル（カプセル）

21-0458 男 80～ エクア錠５０ｍｇ ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡 医療費・医療手当

21-0459 女 70～79 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0460 男 60～69 リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ エドキサバントシル酸塩水和物（錠） 疾病：間質性肺炎 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）

ペンタサ坐剤１ｇ メサラジン（坐）

アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 （局）アロプリノール（錠）

サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 サラゾスルファピリジン（錠）

21-0463 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

21-0464 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､不随意運動､脱力､腰下肢痛､足底痛､関節痛､認知
機能低下､意識消失発作

医療費・医療手当

21-0465 女 40～49 小児用バファリンＣ（一般用医薬品） アスピリン、ダイアルミネート 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 医療費・医療手当

21-0466 男 40～49 「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

21-0467 男 70～79 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 リスペリドン（錠）（２） 疾病：悪性症候群
死亡：悪性症候群による死亡

医療費・医療手当
遺族一時金

21-0438

21-0443

女 40～49 医療費・医療手当21-0437

医療費・医療手当

男 30～39 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

男 50～59

疾病：続発性副腎皮質機能不全

21-0461

21-0462

医療費・医療手当
遺族一時金・葬祭料

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 60～69 疾病：悪性症候群
死亡：悪性症候群による死亡

21-0457

21-0456

医療費・医療手当

男 60～69 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

男 10～19 疾病：潰瘍性大腸炎の増悪
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21-0468 男 70～79 リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 リスペリドン（錠）（２） 死亡：悪性症候群による死亡 葬祭料

トミロン錠１００ （局）セフテラムピボキシル（錠）

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩（錠）

バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（２）

21-0470 女 40～49 イオパミロン注３７０シリンジ （局）イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

21-0471 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 医療費・医療手当

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」 ファモチジン（錠）（２）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

21-0473 男 30～39 ラモトリギン錠２５ｍｇ「アメル」 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

21-0474 男 40～49 インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：筋力低下 医療費・医療手当

21-0475 女 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

21-0476 女 60～69 ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

21-0477 男 60～69 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：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0478 女 40～49 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

ベネット錠１７．５ｍｇ リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「ファイザー」 局・リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

ボンビバ錠１００ｍｇ イバンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

セレネース錠３ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

バルネチール錠２００ スルトプリド塩酸塩（錠）

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

ルーラン錠８ ペロスピロン塩酸塩水和物（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）

21-0481 女 20～29 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0482 女 80～ セフジトレンピボキシル錠１００ｍｇ「ＯＫ」 （局）セフジトレンピボキシル（錠） 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

21-0483 男 70～79 - - 疾病：判定不能
死亡：判定不能

不支給 判定不能

21-0484 女 40～49 サラゾスルファピリジン錠５００ｍｇ「日医工」 サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

21-0485 男 70～79 イオパミロン注３７０シリンジ （局）イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

セレコキシブ錠１００ｍｇ「トーワ」 セレコキシブ（錠）

レバミピド錠１００ｍｇ「ファイザー」 （局）レバミピド（錠）（１）

ブシラミン錠１００ｍｇ「日医工」 （局）ブシラミン（錠）

21-0487 女 40～49 トラニラストカプセル１００ｍｇ「ＣＨ」 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：薬物性肝障害 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）

アモキサンカプセル５０ｍｇ アモキサピン（カプセル）

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）

イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

21-0489 女 80～ ハロペリドール錠０．７５ｍｇ「ヨシトミ」 （局）ハロペリドール（錠） 疾病：嚥下困難 医療費・医療手当

リスパダール錠２ｍｇ （局）リスペリドン（錠）（１）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

ボルタレン錠２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（錠）

サワシリン錠２５０ アモキシシリン水和物（錠）

21-0492 男 80～ - - 障害：ｰ 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

21-0493 男 0～9 インフルエンザＨＡワクチン「ＫＭＢ」 インフルエンザHAワクチン 疾病：ネフローゼ症候群 医療費・医療手当

女 70～79 疾病：右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 医療費・医療手当

医療費・医療手当

21-0479

疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 医療費・医療手当

男 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

女 50～5921-0469

21-0472

女 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 60～69 疾病：QT延長､心室頻拍､心室細動､およびそれらに続発した低
酸素脳症

21-0480

21-0486

21-0491

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：遅発性ジスキネジア 医療費・医療手当

女 40～49 障害：遅発性ジスキネジアによるそしゃく･嚥下機能障害21-0488

21-0490

医療費・医療手当男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹



令和3年度決定（7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３００ アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

ラックビーＲ散 耐性乳酸菌製剤（散）

プランルカストカプセル１１２．５ｍｇ「日医工」 プランルカスト水和物（カプセル）

ロラタジンＯＤ錠１０ｍｇ「ファイザー」 ロラタジン（錠）（２）

ペングッド錠２５０ｍｇ バカンピシリン塩酸塩（錠）

21-0495 女 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：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死 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）

ガチフロ点眼液０．３％ ガチフロキサシン水和物（液）

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）

21-0497 男 80～ - - 疾病：ｰ
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

21-0498 男 80～ - - 死亡：ｰ 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

21-0499 女 50～59 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0500 男 40～49 - - 疾病：ｰ 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

スルピリド錠２００ｍｇ「アメル」 （局）スルピリド（錠）

リントン錠（０．７５ｍｇ） （局）ハロペリドール（錠）

セレネース錠０．７５ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

リスパダール内用液１ｍｇ／ｍＬ （局）リスペリドン（液）

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）

ジプレキサザイディス錠１０ｍｇ オランザピン（錠）（２）

エビリファイ錠３ｍｇ アリピプラゾール（錠）

エビリファイ内用液０．１％ アリピプラゾール（液）

21-0502 女 50～59 トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡 医療費・医療手当

21-0503 女 40～49 バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（２） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

21-0504 女 60～69 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：巨細胞性動脈炎､ギラン・バレー症候群 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）

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）

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）

21-0506 男 50～59 カルバマゼピン錠１００ｍｇ「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

21-0507 男 50～59 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 不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

21-0508 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

21-0509 男 60～69 ネイリンカプセル１００ｍｇ ホスラブコナゾール Ｌ－リシンエタノール付加物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

21-0510 女 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

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ＰＬ配合顆粒 非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

プラバスタチンナトリウム錠１０ｍｇ「日医工」 プラバスタチンナトリウム（錠）

パリエット錠１０ｍｇ ラベプラゾールナトリウム（錠）

レクサプロ錠１０ｍｇ エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

インチュニブ錠１ｍｇ グアンファシン塩酸塩徐放（錠）

インチュニブ錠３ｍｇ グアンファシン塩酸塩徐放（錠）

21-0513 女 30～39 - - 障害：ｰ 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５００ アセトアミノフェン（錠）

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

ユニトップファースト（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、乾燥水酸化アルミニウムゲル

疾病：固定薬疹(2回目)

21-0494 男 20～29 疾病：過敏症(呼吸苦､かゆみ) 医療費・医療手当

21-0505

21-0511

男 50～59 死亡：遅発性ジスキネジア､遅発性ジストニアによる嚥下障害の
ための窒息による死亡

遺族一時金・葬祭料21-0501

21-0496 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
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

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

女 70～79 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹

医療費・医療手当

男 30～39 疾病：固定薬疹(1回目) 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：めまい21-0512

21-0514



令和3年度決定（7月分）
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ユーゼル錠２５ｍｇ ホリナートカルシウム（錠）

ユーエフティ配合カプセルＴ１００ テガフール・ウラシル（カプセル）

テグレトール錠２００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

ガスターＤ錠１０ｍｇ ファモチジン（錠）（２）

ＨＭＧ注射用１５０ＩＵ「フェリング」 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

ベプリコール錠５０ｍｇ ベプリジル塩酸塩水和物（錠）

タケキャブ錠１０ｍｇ ボノプラザンフマル酸塩（錠）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

レボフロキサシン点眼液１．５％「ＴＳ」 （局）レボフロキサシン水和物（点眼液）

レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ジクロフェナクナトリウム坐剤５０ｍｇ「ＪＧ」 ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ロピオン静注５０ｍｇ フルルビプロフェンアキセチル（注射液）

クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「タイヨー」 （局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

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）

タゾピペ配合静注用４．５「明治」 （局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

カルブロック錠１６ｍｇ アゼルニジピン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 ミノサイクリン塩酸塩（錠）

ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 （局）ミノサイクリン塩酸塩（静注用）

21-0521 女 0～9 ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

21-0522 女 40～49 レボフロキサシン錠５００ｍｇ「ニプロ」 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

カロナール錠５００ 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）

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）

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）

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）

ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

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

21-0525 男 10～19 おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：精巣炎 医療費・医療手当

21-0526 女 50～59 イマチニブ錠１００ｍｇ「ケミファ」 イマチニブメシル酸塩（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) 不支給 対象除外医薬品等である

21-0527 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

ビームゲン注０．５ｍＬ 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン（酵母由来）

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

21-0529 女 80～ カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0530 女 40～49 ヤーズフレックス配合錠 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）
（２）

疾病：脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血 医療費・医療手当

男 50～59 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

医療費・医療手当

21-0515

21-0518

21-0519

女 30～39 疾病：蕁麻疹型薬疹 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹21-0516

21-0517

医療費・医療手当

女 30～39 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：無顆粒球症

21-0524

21-0528

医療費・医療手当

女 50～59 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

女 40～49 疾病：急性腎障害

疾病：汎発型薬疹

21-0520

21-0523

疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

女 30～39 疾病：ギラン・バレー症候群

男 30～39

医療費・医療手当
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カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン（注）

ノイロトロピン注射液３．６単位 ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン（錠）

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

カロナール錠５００ アセトアミノフェン（錠）

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン（注）

サリチル酸Ｎａ静注０．５ｇ「フソー」 サリチル酸ナトリウム（注射液）

トラマールＯＤ錠２５ｍｇ トラマドール塩酸塩（錠）

リリカＯＤ錠２５ｍｇ プレガバリン（錠）

21-0532 女 70～79 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

21-0533 女 70～79 バリテスターＡ２４０散 硫酸バリウム（散） 疾病：直腸穿孔 医療費・医療手当

セレコキシブ錠１００ｍｇ「杏林」 セレコキシブ（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「武田テバ」 ランソプラゾール（錠）

21-0535 女 50～59 イオメロン３５０注シリンジ１３５ｍＬ イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

21-0536 男 50～59 ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「ＮＰＩ」 （局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：十二指腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

21-0537 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 医療費・医療手当

21-0538 男 20～29 バクトラミン配合錠 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

クラリスロマイシン錠小児用５０ｍｇ「トーワ」 クラリスロマイシン（錠）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 （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」 （局）リファンピシン（カプセル）

エサンブトール錠２５０ｍｇ エタンブトール塩酸塩（錠）

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（１）（錠）

フリウェル配合錠ＬＤ「モチダ」 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）

21-0541 男 40～49 硫酸バリウム散９９．１％「共成」 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

21-0542 男 10～19 おたふくかぜ生ワクチン「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 医療費・医療手当

21-0543 女 50～59 クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0544 女 40～49 ガドビスト静注１．０ｍｏｌ／Ｌシリンジ７．５ｍＬ ガドプトロール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

21-0545 女 40～49 ネイリンカプセル１００ｍｇ ホスラブコナゾール Ｌ－リシンエタノール付加物（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0546 女 50～59 「クラシエ」漢方柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（一般用医
薬品）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス粉末M 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0547 女 20～29 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） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

ボルタレンサポ２５ｍｇ ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ニトギス配合錠Ａ８１ アスピリン・ダイアルミネート（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）

リアルダ錠１２００ｍｇ メサラジン腸溶（錠）

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）

21-0550 男 50～59 ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

21-0551 女 60～69 クラシエ防風通聖散料エキス細粒 防風通聖散料エキス（細） 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0552 男 60～69 ネオバルギンＥＨＤ 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム憩室炎及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

21-0553 女 40～49 クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0554 女 50～59 アモキシシリンカプセル２５０ｍｇ「ＴＣＫ」 （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎 医療費・医療手当

21-0555 女 50～59 バリテスターＡ２４０散 硫酸バリウム（散） 疾病：直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 医療費・医療手当

21-0556 女 30～39 クラシエ柴苓湯エキス細粒 柴苓湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

＊請求時年齢もしくは死亡時の年齢

女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

21-0534

女 60～69 疾病：薬物性肝障害

疾病：血小板減少症

医療費・医療手当21-0531

21-0548

21-0549

女 40～49 疾病：脳静脈血栓症 医療費・医療手当

女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹21-0539

21-0540

医療費・医療手当

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) 医療費・医療手当

男 80～ 疾病：出血性胃･十二指腸潰瘍



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

21-0376 男 60～69 レブラミドカプセル５ｍｇ、リツキシマブＢＳ点滴静注５０
０ｍｇ「ＫＨＫ」、クラビット錠５００ｍｇ、バイアスピリン錠１
００ｍｇ、ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」他

横紋筋融解症 医療費・医療手当・遺族
年金・葬祭料

21-0377 女 70～79 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」、スルピリド錠１００ｍｇ「ア
メル」、フルニトラゼパム錠２ｍｇ「アメル」、トラドゾン塩
酸塩錠２５ｍｇ「アメル」、ハルラック錠０．２５ｍｇ他

悪性症候群 障害年金

21-0383 男 70～79 イーケプラ錠５００ｍｇ、リボトリール錠０．５ｍｇ、テグレ
トール錠２００ｍｇ、メチクール錠５００μｇ、メコバラミン
錠５００μｇ「ＳＷ」他

自殺、（*）急性腸炎（*に関して内科受診歴あり）、てん
かん

遺族一時金

21-0387 男 80～ ロセフィン静注用１ｇ、メコバラミン錠５００μｇ「ＹＤ」、ミ
オリラーク錠５０ｍｇ、メリスロン錠１２ｍｇ、カリジノゲ
ナーゼ錠５０単位「ＮＰ」他

未記入 医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

21-0389 女 40～49 ルジオミール錠２５ｍｇ、トフラニール錠２５ｍｇ、サイン
バルタカプセル２０ｍｇ、メトクロプラミド錠５ｍｇ、ストラ
テラカプセル２５ｍｇ他

2次性パーキンソン症候群 障害年金

21-0406 男 40～49 リスパダール錠１ｍｇ、セロケン錠２０ｍｇ、ヘパリンナト
リウム注射液、ヘルベッサー注射用５０、ワソラン静注５
ｍｇ他

解離性大動脈瘤 遺族年金・葬祭料

21-0407 女 20～29 サーバリックス 辺縁性脳炎後遺症（てんかん B type、不安抑うつ混合
状態）

医療費・医療手当

21-0408 男 80～ アザルフィジンＥＮ錠５００ｍｇ、エンテカビルＯＤ錠０．５
ｍｇ「サワイ」、プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ、ファモチ
ジン錠２０「サワイ」、プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成）他

再成不良性貧血 医療費・医療手当

21-0422 女 10～19 グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」、ソリューゲンＦ
注、酸化マグネシウム細粒８３％「ヨシダ」、ウインタミン
細粒（１０％）、ロラゼパム錠０．５ｍｇ「サワイ」他

アナフィラキシーショック（疑い） 医療手当・遺族一時金

21-0425 男 50～59 メインテート錠２．５ｍｇ 未記入 遺族年金・葬祭料
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21-0428 女 70～79 チガソンカプセル１０、オテズラ錠３０ｍｇ 頭痛、頚部痛 医療費・医療手当

21-0430 女 80～ ラスビック錠７５ｍｇ 肺炎、ショック 遺族一時金・葬祭料

21-0435 女 70～79 プレドニン錠５ｍｇ、ジャヌビア錠５０ｍｇ、ウルソ錠１００
ｍｇ、パリエット錠１０ｍｇ、アダラートＣＲ錠２０ｍｇ他

便秘・直腸潰瘍 医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

21-0446 女 20～29 サーバリックス 子宮頚癌ワクチン関連脳症 医療費・医療手当

21-0453 男 70～79 アトルバスタチン錠５ｍｇ「サワイ」、ドネペジル塩酸塩Ｏ
Ｄ錠５ｍｇ「ケミファ」、マグミット錠２５０ｍｇ、イコサペント
酸エチル粒状カプセル６００ｍｇ「サワイ」、オイラックス
Ｈクリーム

ない 医療費・医療手当

21-0459 女 70～79 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」、ビビアント錠２０
ｍｇ、セレコックス錠１００ｍｇ、レバミピド錠１００ｍｇ
「オーツカ」、リリカＯＤ錠２５ｍｇ他

未記入 医療費・医療手当

21-0481 女 20～29 サーバリックス、ジェービックＶ 自己免疫性脳症 医療費・医療手当

21-0483 男 70～79 リウマトレックスカプセル２ｍｇ、メトトレキサートカプセ
ル２ｍｇ「サワイ」、シムジア皮下注２００ｍｇシリンジ

悪性リンパ腫 医療費・医療手当・遺族
年金・葬祭料

21-0492 男 80～ エビプロスタット配合錠ＤＢ、ユリーフ錠４ｍｇ、ザルティ
ア錠５ｍｇ、ベタニス錠５０ｍｇ

未記入 障害年金

21-0497 男 80～ バイアスピリン錠１００ｍｇ、ジピリダモール錠１００ｍｇ
「トーワ」、ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」、アトルバスタ
チン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」、ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」他

多発脳出血、Streptococcus dysgalactiae / canisによ
る重症感染症、DIC、多発性脳出血

医療費・医療手当・遺族
年金
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21-0498 男 80～ バイアスピリン錠１００ｍｇ、ジピリダモール錠１００ｍｇ
「トーワ」、ニコランジル錠５ｍｇ「サワイ」、アトルバスタ
チン錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」、ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ
「トーワ」他

多発脳出血、Streptococcus dysgalactiae / canisによ
る重症感染症、DIC、多発性脳出血

葬祭料

21-0499 女 50～59 オルミエント錠４ｍｇ、ワントラム錠１００ｍｇ、リリカＯＤ
錠２５ｍｇ、プリンペラン錠５、メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ
他

帯状疱疹 医療費・医療手当

21-0500 男 40～49 アカルボースＯＤ錠１００ｍｇ「タイヨー」 腹部膨満感 医療費・医療手当

21-0513 女 30～39 トピナ錠５０ｍｇ、デパケンＲ錠１００、テレスミン錠２００
ｍｇ、リボトリール錠１ｍｇ、アレビアチン錠１００ｍｇ他

未記入 障害年金

＊請求時年齢もしくは死亡時の年齢


