
令和3年度決定（8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

21-0557 女 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

21-0558 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：関節痛､けいれん 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

エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＳＷ」 （局）エチゾラム（錠）

エチゾラム錠０．５ｍｇ「アメル」 （局）エチゾラム（錠）

エチゾラム錠０．５ｍｇ「日医工」 （局）エチゾラム（錠）

メトグルコ錠２５０ｍｇ （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「ＴＥ」 （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

グラクティブ錠５０ｍｇ シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）

セフメタゾールナトリウム静注用１ｇ「日医工」 局・セフメタゾールナトリウム（静注用）

セフトリアキソンＮａ静注用１ｇ「ＣＨＭ」 セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

スルバシリン静注用３ｇ 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）

- - 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

21-0561 女 20～29 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0562 女 20～29 カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

テグレトール錠１００ｍｇ 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）

ジェニナック錠２００ｍｇ メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 （局）スピロノラクトン錠２５ｍｇ錠

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 （局）フロセミド（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム（静注用）

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「ＮＰ」 （局）スピロノラクトン錠２５ｍｇ錠

フロセミド錠２０ｍｇ「ＮＰ」 （局）フロセミド（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「テバ」 セフメタゾールナトリウム（静注用）

トラゼンタ錠５ｍｇ リナグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

スーグラ錠２５ｍｇ イプラグリフロジン Ｌ－プロリン（錠） 疾病：脱水

21-0567 男 60～69 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） 疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0568 女 40～49 ハーボニー配合錠 レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

21-0569 女 70～79 アルファロールカプセル１μｇ アルファカルシドール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症に続発した急性腎障害､高ナトリウム血
症

医療費・医療手当

21-0570 女 20～29 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） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

イブプロフェン錠１００ｍｇ「タイヨー」 イブプロフェン（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）

ファモチジン錠２０ｍｇ「オーハラ」 ファモチジン（錠）

ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ「トーワ」 ランソプラゾール（錠）

21-0573 男 40～49 オムニパーク３００シリンジ イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳
症
死亡：アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳
症による死亡

医療手当
遺族一時金・葬祭料

センノシド錠１２ｍｇ「クニヒロ」 センノシド（錠）

硫酸バリウム散９９．１％「共成」 硫酸バリウム（散）

21-0575 女 40～49 ルナベル配合錠ＵＬＤ ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠） 疾病：脳梗塞
障害：脳梗塞による肢体機能障害､高次脳機能障害

医療費・医療手当
障害年金2級

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「ファイザー」 （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）

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）

医療費・医療手当

21-0576 女 80～ 疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死 医療費・医療手当

21-0574 女 30～39 疾病：虚血性大腸炎

21-0563 男 50～59

医療費・医療手当

医療費・医療手当

21-0565 女 80～ 死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡 葬祭料

医療費・医療手当21-0572 女 50～59 疾病：過敏症(嘔気､蕁麻疹)､倦怠感

21-0571 男 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

21-0566 男 80～

医療費・医療手当
遺族年金・葬祭料

21-0560 女 80～ 疾病：間質性肺炎 医療費・医療手当

21-0559 男 70～79 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)
死亡：薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した肺炎による死亡

疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS､中毒性表皮壊死症オーバー
ラップ型)

医療費・医療手当

21-0564 女 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

医療費・医療手当
遺族一時金
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21-0577 男 20～29 ラモトリギン錠２５ｍｇ「日医工」 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

21-0578 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：急性散在性脳脊髄炎(ADEM) 医療手当

ムコダインシロップ５％ カルボシステイン（シロップ）

ムコサールドライシロップ アンブロキソール塩酸塩（シロップ用）

クラリシッド・ドライシロップ小児用 クラリスロマイシン（シロップ用）

21-0580 男 80～ コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ 局・クロルプロマジン塩酸塩錠 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
遺族年金・葬祭料

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用） 葛根湯エキス（顆粒）

21-0582 男 50～59 - - 疾病：- 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

21-0583 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

アキネトン錠 ビペリデン塩酸塩（錠）

アキネトン注射液 乳酸ビペリデン（注射液）

アナテンゾールデポー エナント酸フルフェナジン（注射液）

セレネース錠１ｍｇ （局）ハロペリドール（錠）

ジプレキサ錠２．５ｍｇ オランザピン（錠）（１）

セレネース注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

ＨＭＧ注テイゾー１５０ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

ゴナピュール注用７５ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「トーワ」 カルボシステイン（錠）

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）

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

21-0588 女 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 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「ＴＣＫ」 （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２００「ＭＥＥＫ」 （局）クラリスロマイシン（錠）

21-0590 男 50～59 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：両側下顎骨の骨髄炎･骨壊死 医療費・医療手当

21-0591 女 60～69 アジルバ錠２０ｍｇ アジルサルタン（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

オーラ注歯科用カートリッジ１．８ｍＬ リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック(1回目)

シメチジン錠２００ｍｇ「日医工」 シメチジン（錠）

プラミール錠５ｍｇ （局）メトクロプラミド（錠）

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠６ｍｇ「武田テ
バ」

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放（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）

サイレース静注２ｍｇ フルニトラゼパム（注射液）

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「タカタ」 リスペリドン（液）

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

リントン注５ｍｇ ハロペリドール（注射液）

21-0594 女 70～79 ナトリックス錠１ インダパミド（錠） 疾病：低ナトリウム血症 医療費・医療手当

21-0595 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

21-0596 男 50～59 バファリンＡ アスピリン、合成ヒドロタルサイト（ダイバッファーHT） 疾病：アナフィラキシー 医療費・医療手当

21-0597 女 20～29 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0598 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

医療費・医療手当

21-0593 男 80～ 疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症 医療費・医療手当

21-0592 女 60～69

疾病：アナフィラキシーショック(2回目)

21-0586 女 30～39 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0589 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

21-0587 女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

医療費・医療手当

21-0585 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 医療費・医療手当

21-0584 男 40～49 疾病：悪性症候群

医療費・医療手当

21-0581 女 40～49 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

21-0579 女 20～29 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)
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ビジクリア配合錠 リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリ
ウム（錠）

疾病：間質性腎炎

プレドニゾロン錠５ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

21-0600 女 20～29 - - 疾病：判定不能
障害：判定不能

不支給 判定不能

21-0601 女 20～29 - - 疾病：- 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

21-0602 女 0～9 ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ プロプラノロール塩酸塩（シロップ） 疾病：低血糖性脳症 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0603 女 0～9 ヘマンジオルシロップ小児用０．３７５％ プロプラノロール塩酸塩（シロップ） 障害：低血糖性脳症による高度脳機能障害 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0604 女 70～79 ボノサップパック４００ ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロ
マイシンシート

疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

ベルケイド注射用３ｍｇ ボルテゾミブ（注射用）

レブラミドカプセル５ｍｇ レナリドミド水和物（カプセル）

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）

21-0607 女 80～ セレコキシブ錠１００ｍｇ「ファイザー」 セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ メトロニダゾール（注射液）

21-0609 男 50～59 フルオレサイト静注５００ｍｇ フルオレセイン（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック 医療費・医療手当

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）

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）

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）

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）

ポプスカイン０．２５％注２５ｍｇ／１０ｍＬ レボプピバカイン塩酸塩（注射液）

ポプスカイン０．７５％注７５ｍｇ／１０ｍＬ レボブピバカイン塩酸塩（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）

21-0613 女 30～39 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

21-0614 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

21-0615 女 70～79 アトルバスタチン錠１０ｍｇ「サンド」 （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１） 疾病：横紋筋融解症 医療費・医療手当

21-0616 女 80～ 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） 疾病：急性腎障害 医療費・医療手当

21-0617 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：血小板減少性紫斑病 医療費・医療手当

21-0618 女 20～29 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：出血性大腸炎 医療費・医療手当

21-0619 女 70～79 バラシクロビル錠５００ｍｇ「アスペン」 バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎障害 医療費・医療手当

21-0620 男 40～49 セレコキシブ錠１００ｍｇ「サワイ」 セレコキシブ錠 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

ルーラン錠４ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ルーラン錠８ｍｇ ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

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）

エスクレ坐剤「２５０」 抱水クロラール（坐剤）

トリクロリールシロップ （局）トリクロホスナトリウム（シロップ）

アタラックス－Ｐ注射液（２５ｍｇ／ｍｌ） ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

ラモトリギン錠２５ｍｇ「ＪＧ」 ラモトリギン錠

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 アセトアミノフェン（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）

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）

ゴナトロピン注用５０００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７５ 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

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）

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0625 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0624 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

21-0623 男 20～29 疾病：呼吸抑制､徐脈､遷延性意識障害 医療費・医療手当

21-0622 女 60～69 疾病：多形紅斑型薬疹

障害年金2級

21-0621 女 50～59 障害：遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害､そしゃく･嚥下機
能障害､言語機能障害

不支給 政令で定める程度の障害とは認められない

21-0612 女 60～69 障害：腰仙部神経障害による右下肢機能障害､膀胱･直腸障害
による日常生活障害

医療費・医療手当

21-0611 女 20～29 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS) 医療費・医療手当

21-0610 男 20～29 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

医療費・医療手当

21-0608 男 80～ 疾病：急性脳症 医療費・医療手当

21-0606 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

21-0605 女 70～79 疾病：末梢神経障害 不支給 対象除外医薬品等である

21-0599 女 60～69 医療費・医療手当



令和3年度決定（8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

21-0626 女 40～49 フリウェル配合錠ＵＬＤ「モチダ」 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（２） 疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

ＨＭＧ筋注用１５０単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

ｕＦＳＨ注用１５０単位「あすか」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

ゴナールエフ皮下注ペン４５０ 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）

ブセレリン点鼻液０．１５％「Ｆ」 ブセレリン酢酸塩（噴）

21-0628 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：血小板減少性紫斑病 医療手当

エクセグラン散２０％ ゾニサミド（散）

イーケプラ錠５００ｍｇ レベチラセタム（錠）

カロナール細粒２０％ アセトアミノフェン（細粒）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

カロナール錠３００ アセトアミノフェン（錠）

タケプロンＯＤ錠１５ ランソプラゾール（錠）

バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）

リンデロン点眼・点耳・点鼻液０．１％ ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（液）

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

プレドニゾロン錠「タケダ」５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

プレドニゾロン錠１ｍｇ（旭化成） 局・プレドニゾロン錠

注射用ソル・メルコート５００ メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

カロナール錠２００ アセトアミノフェン（錠）

ピーエイ配合錠 非ピリン系感冒剤（４）（錠）

21-0631 男 50～59 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

リカルボン錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠）

プラリア皮下注６０ｍｇシリンジ デノスマブ（遺伝子組換え）注

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 （局）スピロノラクトン（錠）

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

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）

21-0634 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 障害年金2級

21-0635 女 40～49 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

21-0636 男 60～69 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

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ＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（錠）（２）

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 リスペリドン（液）

オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 オランザピン（錠）

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ＯＤ錠３ｍｇ「ヨシトミ」 リスペリドン（錠）（２）

リスペリドン内用液１ｍｇ／ｍＬ「ＭＥＥＫ」 リスペリドン（液）

オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「アメル」 オランザピン（錠）

21-0639 女 70～79 - - 障害：- 不支給 投与された医薬品により発現したとは認められない

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

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）

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

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

21-0641 女 40～49 ジプレキサザイディス錠２．５ｍｇ オランザピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

21-0640 女 80～ 障害：ステロイドミオパチーによる体幹･肢体機能障害 障害年金2級

遺族一時金

21-0638 男 40～49 死亡：悪性症候群による死亡 葬祭料

21-0637 男 40～49 死亡：悪性症候群による死亡

21-0630 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

医療費・医療手当

21-0633 女 60～69 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

21-0632 女 80～ 疾病：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死

医療費・医療手当

21-0629 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)

疾病：両眼ステロイド緑内障､両眼ステロイド白内障

医療費・医療手当

21-0627 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)
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21-0642 女 70～79 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：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

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）

クロミッド錠５０ｍｇ （局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

ブセレキュア点鼻液０．１５％ ブセレリン酢酸塩（噴）

オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「明治」 オランザピン（錠）

オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 オランザピン（錠）

オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「明治」 オランザピン（錠）

プロゲストン錠２．５ｍｇ メドロキシプロゲステロン酢酸エステル（錠）

プレマリン錠０．６２５ｍｇ 結合型エストロゲン（錠）

21-0646 女 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 医療費・医療手当

21-0647 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) 医療手当

21-0648 女 80～ イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ ロモソズマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：脳梗塞 医療費・医療手当

ゼプリオン水懸筋注１００ｍｇシリンジ パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

ゼプリオン水懸筋注１５０ｍｇシリンジ パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

バイアスピリン錠１００ｍｇ アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩（錠）

21-0651 女 10～19 バクタ配合顆粒 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

21-0652 女 40～49 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：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

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）

バファリンＡ アスピリン、合成ヒドロタルサイト（ダイバッファーHT）

クラビット錠５００ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

21-0654 男 10～19 - - 疾病：判定不能 不支給 判定不能

21-0655 女 50～59 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：クリプトコッカス髄膜炎 医療費・医療手当

21-0656 女 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

21-0657 男 70～79 エトドラク錠２００ｍｇ「日医工」 エトドラク（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) 医療費・医療手当

21-0658 女 50～59 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：右下顎骨の骨髄炎･骨壊死 医療費・医療手当

21-0659 女 40～49 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

＊請求時年齢もしくは死亡時の年齢

21-0649 女 40～49 疾病：薬剤性パーキンソン症候群 医療費・医療手当

不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない21-0653 男 20～29 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)

21-0650 男 70～79 障害：脳出血による肢体･体幹機能障害､高次脳機能障害､言語
機能障害

障害年金1級

21-0645 女 60～69

医療費・医療手当

21-0644 60～69 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS) 医療費・医療手当

21-0643 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：脳静脈洞血栓症 医療費・医療手当

男
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21-0557 女 60～69 オランザピンＯＤ錠５ｍｇ「ニプロ」、リリカＯＤ錠７５ｍｇ、
カロナール錠２００、メトグルコ錠２５０ｍｇ、アムロジピン
ＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」他

悪性症候群 医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

21-0561 女 20～29 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ ガーダシル接種後の神経・精神障害 医療費・医療手当

21-0582 男 50～59 「ビケンＨＡ」 未記入 医療費・医療手当

21-0583 女 50～59 ラピアクタ点滴静注液バッグ３００ｍｇ、クラリシッド錠２０
０ｍｇ、フラベリック錠２０ｍｇ、メジコン錠１５ｍｇ、レフ
トーゼ錠（３０ｍｇ）他

四肢運動障害、慢性炎症性脱髄性多発神経炎 障害年金

21-0595 女 50～59 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 左尺骨神経麻痺 医療費・医療手当

21-0597 女 20～29 サーバリックス 自己免疫性神経障害 医療費・医療手当

21-0598 女 40～49 エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ、ルネスタ錠２ｍｇ 未記入 医療費・医療手当

21-0600 女 20～29 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 起立性調節障害、上肢末梢神経障害 医療費・医療手当・障害
年金

21-0601 女 20～29 サーバリックス 慢性じんま疹 医療費・医療手当

21-0614 女 30～39 オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」、オランザピンＯＤ
錠５ｍｇ「ＴＣＫ」、オランザピン錠１．２５ｍｇ「アメル」、ア
リピプラゾール錠２４ｍｇ「トーワ」、ブロチゾラム錠０．２
５ｍｇ「アメル」他

妊娠糖尿病 医療費・医療手当
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21-0636 男 60～69 ピオグリタゾン錠１５ｍｇ「サンド」、ビソプロロールフマル
酸塩錠５ｍｇ「トーワ」、バイアスピリン錠１００ｍｇ、ロス
バスタチンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」、アムロジピンＯＤ錠２．
５ｍｇ「明治」

未記入 医療費・医療手当

21-0639 女 70～79 タケプロンＯＤ錠１５、リバロＯＤ錠１ｍｇ 脳梗塞 障害年金

21-0654 男 10～19 「ビケンＨＡ」 ギランバレー症候群の疑い 医療費・医療手当

＊請求時年齢もしくは死亡時の年齢


