
令和2年度決定　 （5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

20-0124 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

20-0125 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

20-0126 女 10～19 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン（錠） 疾病：肺アスペルギルス症及びそれに続発した膿胸

アベロックス錠４００ｍｇ モキシフロキサシン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害（１回目）

注射用マキシピーム１ｇ セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

ミノマイシン顆粒２％ ミノサイクリン塩酸塩（顆粒）

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）

ファンガード点滴用５０ｍｇ ミカファンギンナトリウム（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

20-0128 男 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

20-0129 女 0～9 － － 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

20-0130 男 30～39 オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性腎不全 医療費・医療手当

20-0131 女 80～ 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 医療費・医療手当

20-0132 女 30～39 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

20-0133 女 50～59 スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」 （局）スルピリド（錠） 障害：遅発性ジスキネジア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

20-0134 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

デパケンＲ錠２００ｍｇ バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

エクセグラン錠１００ｍｇ ゾニサミド（錠）

ジェイゾロフトＯＤ錠２５ｍｇ セルトラリン塩酸塩口腔内崩壊（錠）

20-0136 女 80～ ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） 抑肝散エキス（顆粒） 疾病：偽アルドステロン症 医療費・医療手当

20-0137 男 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

20-0138 女 80～ グルトパ注６００万 アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 障害：脳出血による高度脳機能障害 障害年金1級

20-0139 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 ベタメタゾン（錠）

プレドニン錠５ｍｇ 局・プレドニゾロン錠

メドロール錠４ｍｇ メチルプレドニゾロン（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）

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）

20-0141 男 80～ バラシクロビル顆粒５０％「明治」 バラシクロビル塩酸塩（顆） 疾病：急性脳症、急性腎障害 医療費・医療手当

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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 カルボシステイン（錠）

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 （局）トラネキサム酸（錠）

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＨ」 （局）クラリスロマイシン（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）

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「ＪＧ」 カルボシステイン（錠）

トラネキサム酸錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 （局）トラネキサム酸（錠）

ザイザル錠５ｍｇ レボセチリジン塩酸塩（錠）

メイアクトＭＳ錠１００ｍｇ （局）セフジトレンピボキシル（錠）

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＣＨ」 （局）クラリスロマイシン（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）

ポララミン錠２ｍｇ ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

医療費・医療手当

20-0135 男 20～29 障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による口唇・口角瘢
痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害

障害年金2級

20-0127 男 70～79

疾病：薬物性肝障害（２回目）

医療費・医療手当

20-0142 女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：無顆粒球症

医療費・医療手当

20-0140 男 30～39 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊
死

20-0143 女 30～39 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

疾病：無顆粒球症
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令和2年度決定　 （5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

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

20-0145 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

20-0146 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） 障害：脳梗塞に続発した高度脳機能障害 障害児養育年金1級

20-0147 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

エビリファイ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（１）

エビリファイ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）

20-0149 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

フェノバール錠３０ｍｇ フェノバルビタール（錠）

アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ アセトアミノフェン（注）

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）

スピロノラクトン錠２５ｍｇ「トーワ」 スピロノラクトン（錠）

フロセミド錠４０ｍｇ「ＮＰ」 （局）フロセミド（錠）

タゾピペ配合点滴静注用バッグ４．５「ファイザー」 （局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（キット）

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「サワイ」 アジスロマイシン水和物（錠）

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）

20-0151 女 80～ － － 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

20-0152 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

20-0153 男 60～69 セルシン注射液１０ｍｇ ジアゼパム（注射液） 疾病：呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症 医療費・医療手当

20-0154 女 70～79 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 不支給 医薬品の使用方法が適正とは認められない

エビリファイＯＤ錠６ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

エビリファイＯＤ錠１２ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

エビリファイＯＤ錠２４ｍｇ アリピプラゾール（錠）（２）

クレストール錠２．５ｍｇ ロスバスタチンカルシウム（錠）

クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 クロピドグレル硫酸塩（錠）

キプレスＯＤ錠１０ｍｇ モンテルカストナトリウム（錠）（３）

オイパロミン３７０注１００ｍＬ イオパミドール（注射液）

20-0157 女 30～39 ミレーナ５２ｍｇ レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔 医療費・医療手当

20-0158 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

レクチゾール錠２５ｍｇ ジアフェニルスルホン（錠）

ビブラマイシン錠１００ｍｇ ドキシサイクリン塩酸塩水和物（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

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）

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）

ＨＣＧモチダ筋注用５千単位 （局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

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）

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）

プレドニゾロン錠「タケダ」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１０００
ｍｇ「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（注射用）

メロペネム点滴静注用バッグ０．５ｇ「ＮＰ」 メロペネム水和物（キット）

スルバクシン静注用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）

コルドリン錠１２．５ｍｇ クロフェダノール塩酸塩（錠）

ムコダイン錠５００ｍｇ カルボシステイン（錠）

ムコソルバン錠１５ｍｇ アンブロキソール塩酸塩（錠）

セフゾンカプセル１００ｍｇ （局）セフジニル（カプセル）

クラリス錠２００ （局）クラリスロマイシン（錠）

20-0165 女 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 医療費・医療手当

医療費・医療手当

20-0148 女 30～39 障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）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

20-0144 女 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

医療費・医療手当

20-0155 男 50～59 疾病：振戦 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

20-0150 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

20-0159 女 40～49 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

20-0156 男 60～69 疾病：血小板減少症

障害年金2級

20-0161 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当

20-0160 男 50～59 障害：ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害

医療費・医療手当

20-0163 男 80～ 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

20-0162 女 40～49 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊
死

医療費・医療手当20-0164 女 50～59 疾病：多形紅斑型薬疹
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令和2年度決定　 （5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

20-0166 男 40～49 エフピーＯＤ錠２．５ セレギリン塩酸塩口腔内崩壊（錠） 疾病：起立性低血圧 医療費・医療手当

20-0167 男 40～49 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

ゾルピデム酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

テグレトール錠１００ｍｇ カルバマゼピン（錠）

20-0169 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

20-0170 女 80～ レボフロキサシンＯＤ錠２５０ｍｇ「トーワ」 レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：多発性固定薬疹 医療費・医療手当

20-0171 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

20-0172 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：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した蜂窩織炎 医療費・医療手当

オムニパーク３００注シリンジ１５０ｍＬ （局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性腎不全 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

－ － 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

20-0174 男 70～79 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：播種状紅斑丘疹型薬疹 医療費・医療手当

20-0175 男 50～59 ボノテオ錠５０ｍｇ ミノドロン酸水和物（錠） 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当

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）

シプロキサン錠２００ｍｇ シプロフロキサシン塩酸塩（錠）

フラジール内服錠２５０ｍｇ （局）メトロニダゾール（錠）

20-0177 女 10～19 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 疾病：注射部位の局所反応（発赤、腫脹、硬結）、麻疹 医療費・医療手当

20-0178 女 80～ 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腸閉塞 医療費・医療手当

フォサマック錠５ アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

フォサマック錠３５ｍｇ （局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

20-0180 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

20-0181 女 40～49 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、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）

クラビット錠２５０ｍｇ （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

20-0183 女 40～49 チウラジール錠５０ｍｇ 局・プロピルチオウラシル錠 疾病：抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）関連血管炎症候群 医療費・医療手当

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

20-0185 女 30～39 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

20-0186 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

20-0187 男 80～ ミニリンメルトＯＤ錠１２０μｇ デスモプレシン酢酸塩水和物（錠） 疾病：低ナトリウム血症 医療費・医療手当

20-0188 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、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠
障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、
末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ

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注テイゾー７５ 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）

ＨＭＧ筋注用１５０単位「Ｆ」 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

ゴナピュール注用１５０ 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）

ブセレキュア点鼻液０．１５％ ブセレリン酢酸塩（噴）

20-0190 女 50～59 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：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ） 医療費・医療手当

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）

20-0192 男 50～59 － － 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

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）

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）

20-0173 男 30～39

20-0176 男 40～49 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

20-0168 女 70～79 疾病：汎発型薬疹 医療費・医療手当

20-0182 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

医療費・医療手当

医療費・医療手当

20-0179 女 60～69 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死 医療費・医療手当

20-0189 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当

20-0184 女 30～39 疾病：ステロイド精神病

不支給 医薬品の使用目的が適正とは認められない

20-0193 女 30～39 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医療費・医療手当

20-0191 女 50～59 疾病：薬剤性パーキンソン症候群



令和2年度決定　 （5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

コートリル錠１０ｍｇ ヒドロコルチゾン（錠）

デカドロン錠０．５ｍｇ デキサメタゾン（錠）

サクシゾン注射用１００ｍｇ ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

デカドロン注射液１．６５ｍｇ 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

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

20-0195 女 50～59 ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用） 柴朴湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害 医療費・医療手当

20-0196 男 50～59 メトグルコ錠２５０ｍｇ （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２） 疾病：高乳酸血症 医療費・医療手当

20-0197 女 20～29 サーバリックス 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、腹痛、めまい、倦怠感、関節痛、四肢筋力低下、下
肢疼痛、脱力、視覚異常

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）

カルボシステイン錠５００ｍｇ「サワイ」 カルボシステイン（錠）

トランサミン錠２５０ｍｇ （局）トラネキサム酸（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）

20-0199 男 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

20-0200 女 60～69 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） 疾病：横紋筋融解症、薬物性肝障害 医療費・医療手当

20-0201 男 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、末梢神経障害 医療費・医療手当

20-0202 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）
（１）

疾病：肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症 医療手当

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）

20-0204 女 20～29 サーバリックス 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、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢
の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低
下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常、感覚異常、全身痛、自律
神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動

医療費・医療手当

20-0205 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 医療費・医療手当

20-0206 男 70～79 － － 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

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

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

20-0208 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：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

20-0209 女 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

20-0210 男 60～69 カルバマゼピン細粒５０％「アメル」 カルバマゼピン（細粒） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ） 医療費・医療手当

20-0211 女 20～29 － － 疾病：判定不能 不支給 判定不能

カルバマゼピン錠２００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン錠１００ｍｇ「アメル」 カルバマゼピン（錠）

20-0213 男 40～49 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：出血性大腸炎 医療費・医療手当

アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」 （局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２）

メルカゾール錠５ｍｇ 局・チアマゾール錠

20-0215 男 30～39 「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

20-0216 女 70～79 ドルミカム注射液１０ｍｇ ミダゾラム（注射液） 疾病：悪性症候群様症状 医療費・医療手当

医療費・医療手当

20-0198 女 40～49 疾病：多形紅斑型薬疹 医療費・医療手当

20-0194 女 10～19 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

医療費・医療手当

20-0207 女 0～9 疾病：ネフローゼ症候群 医療手当

20-0203 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

20-0214 女 40～49 疾病：蕁麻疹型薬疹 不支給 入院を必要とする程度の医療とは認められない

20-0212 女 50～59 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）



令和2年度決定　 （5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

ガスター錠２０ｍｇ （局）ファモチジン（錠）（１）

プリンペラン錠５ （局）メトクロプラミド（錠）

プリンペラン注射液１０ｍｇ 塩酸メトクロプラミド（注射液）

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）

アジスロマイシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 アジスロマイシン水和物（錠）

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）

20-0218 女 80～ エブトール２５０ｍｇ錠 エタンブトール塩酸塩（錠） 障害：中毒性視神経症による視力障害 障害年金1級

20-0219 女 40～49 タイサブリ点滴静注３００ｍｇ ナタリズマブ 障害：進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語
機能障害

障害年金2級

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）

セファクロルカプセル２５０ｍｇ「日医工」 （局）セファクロル（カプセル）

バラシクロビル錠５００ｍｇ「ＭＥＥＫ」 バラシクロビル塩酸塩（錠）

20-0221 女 80～ 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腸閉塞 医療費・医療手当

20-0222 女 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：けいれん重積及びそれによる急性脳症 医療費・医療手当

20-0223 女 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 障害：けいれん重積及びそれによる急性脳症に続発した高度脳
機能障害

障害児養育年金1級

20-0224 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

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）

セルベックスカプセル５０ｍｇ テプレノン（カプセル）

ファムシクロビル錠２５０ｍｇ「ＹＤ」 ファムシクロビル（錠）

20-0226 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

（＊）請求時年齢もしくは死亡時の年齢

医療費・医療手当20-0225 男 60～69 疾病：紅皮症型薬疹

医療費・医療手当

20-0220 女 70～79 疾病：急性腎障害 医療費・医療手当

20-0217 女 30～39 疾病：けいれん

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

20-0124 女 20～29 サーバリックス 左橈骨神経・尺骨神経障害、肋間神経痛、起立性低血
圧、欠神発作、気道痙攣

医療費・医療手当

20-0125 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、過眠、易疲
労性、日内変動、眼瞼下垂、光過敏、月経停止、頭痛

医療費・医療手当

20-0126 女 10～19 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 子宮頸がんワクチン副反応 医療費・医療手当

20-0128 男 70～79 メドロール錠４ｍｇ、アベロックス錠４００ｍｇ、注射用マ
キシピーム１ｇ、ミノマイシン顆粒２％、ミノサイクリン塩
酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」他

結核性髄膜炎、薬剤性肝障害、肺アスペルギルス症、
誤嚥性肺炎、廃用性障害、慢性Ⅱ型呼吸不全、膿胸後
後遺症、特発性上葉優位型肺線維症

葬祭料

20-0129 女 0～9 アトニン－Ｏ注５単位 重症分娩時仮死 医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

20-0134 女 20～29 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 性格変化、全身痛 医療費・医療手当

20-0137 男 70～79 ボルタレンサポ５０ｍｇ、ペントシリン静注用２ｇバッグ 薬剤性間質性腎炎 障害年金

20-0139 女 20～29 サーバリックス 自己免疫性脳症、子宮頚癌ワクチン接種後神経障害
（免疫介在性脳症）

医療費・医療手当

20-0147 女 50～59 インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．
５ｍＬ、トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス、アムロジ
ピンＯＤ錠２．５ｍｇ「サワイ」、アトルバスタチン錠５ｍｇ
「トーワ」、テルミサルタン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」他

ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発根神経
炎

医療費・医療手当

20-0149 女 30～39 レクサプロ錠１０ｍｇ、トピナ錠５０ｍｇ 未記入 医療手当

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

20-0151 女 80～ アレビアチン錠１００ｍｇ、アレビアチン注２５０ｍｇ 意識障害 障害年金

20-0152 女 30～39 アマージ錠２．５ｍｇ、リザトリプタンＯＤ錠１０ｍｇ「トー
ワ」、スマトリプタン錠５０ｍｇ「日医工」、ナイキサン錠１
００ｍｇ、イミグラン点鼻液２０他

脳梗塞（血管れん縮） 医療費・医療手当

20-0169 男 50～59 パロキセチン錠１０ｍｇ「アメル」、ゾルピデム酒石酸塩
錠１０ｍｇ「テバ」、ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ「テ
バ」、スルピリド錠５０ｍｇ「アメル」、カームダン錠０．４
ｍｇ他

未記入 医療費・医療手当

20-0180 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 医療費・医療手当

20-0192 男 50～59 レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」、ストロカイン錠５
ｍｇ、ビオフェルミンＲ錠、ピーエイ配合錠、ガスコン錠８
０ｍｇ他

ギラン・バレー症候群 医療費・医療手当・遺族
一時金・葬祭料

20-0199 男 40～49 ザイザル錠５ｍｇ、サイレース錠１ｍｇ、メバロチン錠１
０、ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）、ザルティア錠
２．５ｍｇ他

不明（けいれん） 医療費・医療手当

20-0206 男 70～79 プレドニン錠５ｍｇ 右眼白内障（原因は年齢によるものかステロイドによる
ものかは不明）

医療費・医療手当・障害
年金

20-0211 女 20～29 ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ 未記入 医療費・医療手当

（＊）請求時年齢もしくは死亡時の年齢

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ

MITSUYOSHI
繝上う繝ｩ繧､繝郁｡ｨ遉ｺ


