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副作用被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 
（令和２年４月１日から令和２年７月 31 日までの報告受付分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

副作用等報告の状況についての注意事項 

 

１） 令和２年４月１日から令和２年７月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたも

ののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。 

２） 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・

感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。 

３） 同一の副作用事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複し

て掲載されている。 
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

セレコキシブ（錠） 疾病：薬物性肝障害

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎

メトトレキサート（錠）

イグラチモド（錠）

リナグリプチン（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

セレコキシブ（錠）

ランソプラゾール（錠）

ジアゼパム注射液

レミフェンタニル塩酸塩（注射用）

アセトアミノフェン（注）

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠）

セフトリアキソンナトリウム（キット）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アリピプラゾール（錠）（１）

フルバスタチンナトリウム（錠）

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）（１回目）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

（局）セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

オセルタミビルリン酸塩（カプセル）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１） 疾病：急性膵炎

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

（局）メロペネム水和物（キット）

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：間質性肺炎

メトトレキサート（錠） 疾病：間質性肺炎

リドカイン塩酸塩（注射液）

ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）

レボブピバカイン塩酸塩（キット）

局・メピバカイン塩酸塩注射液

クロルヘキシジングルコン酸塩

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

イブプロフェン、エテンザミド、ブロモバレリル尿素、無水カフェ
イン

ビラスチン（錠）

大柴胡湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

局・プレドニゾロン錠 疾病：骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

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）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

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）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

アピキサバン（錠）

アスピリン腸溶（錠）

アピキサバン（錠） 疾病：出血（２回目）

アセトアミノフェン（細粒）

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）

局・コデインリン酸塩散１％

センノシド（錠）

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放（錠）

オロパタジン塩酸塩（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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
障害：呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度
脳機能障害

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：間質性肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）（２回目）

疾病：横紋筋融解症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：間質性肺炎

入院を必要とする程度の医療とは認められない

死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

疾病：両下肢麻痺、両下肢知覚異常

死亡：無顆粒球症に続発した敗血症による死亡

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

疾病：骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折

疾病：アナフィラキシー

疾病：固定薬疹

疾病：出血（１回目）
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

アジルサルタン（錠）

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

（局）メトトレキサート（カプセル）

（局）メトトレキサート（カプセル）

ゴリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

カルボシステイン（錠）

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：リンパ増殖性疾患
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

硫酸バリウム（散）

硫酸バリウム（散）

炭酸水素ナトリウム・酒石酸（顆粒）

（局）クロピドグレル硫酸塩（錠）
疾病：血栓性血小板減少性紫斑病
死亡：血栓性血小板減少性紫斑病に続発した心筋梗塞による死
亡

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

ランソプラゾール（錠）
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

（局）フロセミド（錠）

（局）フロセミド（錠）

ビペリデン塩酸塩（錠）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎

アセトアミノフェン（錠）

ペントキシベリンクエン酸塩（錠）

カルボシステイン（錠）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

（局）セチリジン塩酸塩（錠）

（局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

（局）セフォチアム塩酸塩（静）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

メフェナム酸（シロップ）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（２）

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２）

ミノドロン酸水和物（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

アセトアミノフェン、クレマスチンフマル酸塩、ジヒドロコデイン
リン酸塩、ノスカピン、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

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ｐＨ４処理酸性人免疫グロブリン（注射液）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：出血性十二指腸潰瘍

シプロフロキサシン（注射用）
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及びそれに続発した急性心不全に
よる死亡

イオヘキソール（キット） 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

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠） 疾病：アナフィラキシー

シタグリプチンリン酸塩水和物（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

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及びそれに続発した右下肢
動脈血栓症、両下肢静脈血栓症

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：両下腿浮腫

疾病：胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎
死亡：胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎による死亡

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、嘔吐、下痢

疾病：間質性肺炎及びそれに併発した肺真菌症

疾病：急性腎不全

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：汎発型薬疹

疾病：糞便性イレウス

疾病：脱水症

疾病：急性腎不全

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：汎発型薬疹

疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

プランルカスト水和物（錠）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

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、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、カフェイン水和物、チアミンジスルフィド、
リボフラビン、ヘスペリジン

（局）レバミピド（錠）（１）

葛根湯エキス（顆粒）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

（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（キット）

スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム（静注用）

インフルエンザHAワクチン 疾病：発熱

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：好酸球性肺炎

ブロムヘキシン塩酸塩、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、アセトアミノフェン、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

疾病：血管性浮腫

ファモチジン（錠）（２）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

小柴胡湯加桔梗石膏エキス（顆粒）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン（錠） 疾病：発熱

（局）プロプラノロール塩酸塩（錠）

局・チアマゾール錠

セレコキシブ（錠）
疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害による死亡

（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）

（局）プロパフェノン塩酸塩（錠）

エナラプリルマレイン酸塩（錠）

エナラプリルマレイン塩酸（錠）

エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

デノスマブ（遺伝子組換え）注 疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死・蜂窩織炎

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎

塩酸メトクロプラミド（注射液）

（局）イオパミドール（キット）

ミルタザピン（錠）（２） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びそれに続発した肺炎

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

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダ
ゾールシート

疾病：多形紅斑型薬疹

ロルノキシカム（錠）

アスピリン腸溶（錠）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

ランソプラゾール（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

（局）トラニラスト（カプセル）

（局）フェキソフェナジン塩酸塩（錠）

パロキセチン塩酸塩水和物徐放（錠） 疾病：薬物性肝障害

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

局・セフメタゾールナトリウム（静注用）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

ピタバスタチンカルシウム（錠）（１） 疾病：間質性肺炎の増悪

アスピリン腸溶（錠）

プラスグレル塩酸塩（錠）

ピタバスタチンカルシウム（錠）（１）

アスピリン腸溶（錠）

プラスグレル塩酸塩（錠）

疾病：薬物性肝障害、好中球減少症

疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：薬物性肝障害

疾病：無顆粒球症
死亡：無顆粒球症に伴う感染による甲状腺クリーゼ、多臓器不全
による死亡

疾病：血管性浮腫

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

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：出血性胃潰瘍

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：肺胞出血

死亡：間質性肺炎の増悪及び肺胞出血及びそれに続発した呼吸
不全による死亡

疾病：出血性大腸炎
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

アセトアミノフェン（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）・キット 疾病：アナフィラキシーショック

サラゾスルファピリジン腸溶（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）

局・カルベジロール（錠）

（局）オルメサルタンメドキソミル（錠）（２）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ベラドンナ総アルカロイド、ジフェニルピラリン塩酸塩、アセト
アミノフェン、dl -メチルエフェドリン塩酸塩、ジヒドロコデインリ
ン酸塩、ノスカピン塩酸塩水和物、グアイフェネシン、無水カ
フェイン

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）

インフルエンザHAワクチン 疾病：急性脳症

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）

カルボシステイン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダ
ゾールシート

疾病：出血性大腸炎

（局）アロプリノール（錠）

（局）アロプリノール（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

抑肝散加陳皮半夏エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害

ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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

（局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

アモキシシリン水和物（錠）

（局）セフメタゾールナトリウム（静注用）

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：無顆粒球症

ファモチジン（錠）（２）

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）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

アモキシシリン水和物（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

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

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

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）

アジスロマイシン水和物（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシー

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）セファゾリンナトリウム（注射用）

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）

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ナトリウム５００ｍｇ注
射用

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

芍薬甘草湯エキス（顆粒）

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

塩酸メトクロプラミド（注射液）

乳酸リンゲル液（マルトース加）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダ
ゾールシート

疾病：出血性大腸炎

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

インフルエンザHAワクチン 障害：急性脳症に続発した精神運動発達遅滞

疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：薬物性肝障害

疾病：左側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

クロミプラミン塩酸塩（錠）

（局）ハロペリドール（注）

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

モキシフロキサシン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害（１回目）

セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

ミノサイクリン塩酸塩（顆粒）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（静注用）

ミカファンギンナトリウム（注射用）

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性腎不全

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 疾病：脳出血

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

（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 政令で定める程度の障害とは認められない

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

ゾニサミド（錠）

セルトラリン塩酸塩口腔内崩壊（錠）

抑肝散エキス（顆粒） 疾病：偽アルドステロン症

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

ベタメタゾン（錠）

局・プレドニゾロン錠

メチルプレドニゾロン（錠）

メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

バラシクロビル塩酸塩（顆） 疾病：急性脳症、急性腎障害

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）

（局）トラネキサム酸（錠）

レボセチリジン塩酸塩（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

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水和物（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

レボセチリジン塩酸塩（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：脳梗塞

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

アリピプラゾール（錠）（１）

アリピプラゾール（錠）

フェノバルビタール（錠）

アセトアミノフェン（注）

（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）

（局）フロセミド（錠）

（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）

アジスロマイシン水和物（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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

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 医薬品の使用方法が適正とは認められない

アリピプラゾール（錠）（２）

アリピプラゾール（錠）（２）

アリピプラゾール（錠）（２）

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

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

疾病：薬物性肝障害（２回目）

死亡：悪性症候群による死亡

障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）による日常生活障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：無顆粒球症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：無顆粒球症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：振戦
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

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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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

ロスバスタチンカルシウム（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）（３）

イオパミドール（注射液）

レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ジアフェニルスルホン（錠）

ドキシサイクリン塩酸塩水和物（錠）

局・プレドニゾロン錠

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ナトリウム（注射用）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

（局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

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ナトリウム（注射用）

メロペネム水和物（キット）

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）

クロフェダノール塩酸塩（錠）

カルボシステイン（錠）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

（局）セフジニル（カプセル）

（局）クラリスロマイシン（錠）

エルデカルシトール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症  

セレギリン塩酸塩口腔内崩壊（錠） 疾病：起立性低血圧

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

カルバマゼピン（錠）

レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：多発性固定薬疹

ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

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

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性腎不全
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

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

ミノドロン酸水和物（錠） 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

シプロフロキサシン塩酸塩（錠）

（局）メトロニダゾール（錠）

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

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

アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

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

アセトアミノフェン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

清上防風湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

デスモプレシン酢酸塩水和物（錠） 疾病：低ナトリウム血症

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

入院を必要とする程度の医療とは認められない

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：血小板減少症

疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

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

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

障害：ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害

疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：汎発型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：ステロイド精神病

疾病：多形紅斑型薬疹
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

ブセレリン酢酸塩（噴）

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）

ブレクスピプラゾール（錠）

ブレクスピプラゾール（錠）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

ヒドロコルチゾン（錠）

デキサメタゾン（錠）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

（局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

柴朴湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２） 疾病：高乳酸血症

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

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

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（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

（局）メトロニダゾール（錠） 疾病：急性脳症、末梢神経障害

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

フルニトラゼパム（注射液）

リスペリドン（液）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

ハロペリドール（注射液）

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

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

インフルエンザHAワクチン

インフルエンザHAワクチン

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

カルバマゼピン（細粒） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

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

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２）

局・チアマゾール錠

インフルエンザHAワクチン 疾病：ネフローゼ症候群

ミダゾラム（注射液） 疾病：悪性症候群様症状

（局）ファモチジン（錠）（１）

（局）メトクロプラミド（錠）

塩酸メトクロプラミド（注射液）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

アジスロマイシン水和物（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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

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

疾病：薬剤性パーキンソン症候群 医薬品の使用目的が適正とは認められない

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

入院を必要とする程度の医療とは認められない

疾病：けいれん

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：ネフローゼ症候群
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

ジクロフェナクナトリウム（錠）

（局）セファクロル（カプセル）

バラシクロビル塩酸塩（錠）

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

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

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

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（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）

ファムシクロビル（錠）

ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

（局）エチゾラム（錠）

（局）フロセミド（錠）

（局）フロセミド（錠）

ファモチジン（錠）（２）

（局）シロスタゾール１００ｍｇ錠（１）

（局）アロプリノール（錠）

ピオグリタゾン塩酸塩（錠）

ウステキヌマブ（遺伝子組換え）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和
物配合（錠）

疾病：多形紅斑型薬疹

（局）臭化カリウム 疾病：ブロム中毒

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

ミノドロン酸水和物（錠）

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、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡
眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感

ラモトリギン（錠）
疾病：血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群
（ＤＩＣ）、及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー

アセトアミノフェン（錠）

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

スルファジアジン銀（クリーム）
疾病：左側下腿潰瘍部位の接触皮膚炎及びそれに続発した下腿
潰瘍の増悪

入院を必要とする程度の医療とは認められない

（局）レバミピド（錠）（１）

アスピリン腸溶（錠）

イグラチモド（錠）

Ｄ－ぺニシラミン（カプセル） 疾病：汎血球減少症

セレコキシブ（錠）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

トラゾドン塩酸塩（錠）

リスペリドン（液）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

（局）メトトレキサート（カプセル）

柴胡桂枝湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

アジスロマイシン水和物（シロップ用） 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）

（局）フロセミド（錠） 疾病：薬物性肝障害

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）
疾病：アナフィラキシー
死亡：アナフィラキシーに続発する急性循環不全による死亡

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：アナフィラキシーに続発する急性循環不全による死亡

ミダゾラム（注射液）

ペンタゾシン（注射液）

リドカイン塩酸塩（液）

リドカイン（噴）

ピペラシリンナトリウム（注射用）

局・アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン注射液

グルカゴン（注射用）

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、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節
障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎及びそれに続発した急性呼吸不全による死亡

疾病：ステロイド精神病

疾病：紅皮症型薬疹

疾病：急性腎障害

疾病：汎血球減少症 医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：両側非定型大腿骨骨折

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
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

ラモトリギン（錠）

疾病：血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群
（ＤＩＣ）、及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー
障害：血球貪食症候群及びそれによる播種性血管内凝固症候群
（ＤＩＣ）に続発した重症疾患多発ニューロパチーによる肢体機能
障害

（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）

テプレノン、ソウジュツ乾燥エキス、コウボク乾燥エキス

テプレノン、ソウジュツ乾燥エキス、コウボク乾燥エキス、リ
パーゼAP6

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

アセトアミノフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、クロペラスチ
ン塩酸塩、塩酸トリプロリジン、無水カフェイン、ゲンチアナ乾
燥エキス、ゴオウ

疾病：過敏症（全身発疹、呼吸困難）

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、筋痛、しびれ、脱力、睡眠障害、手足の冷感、視覚
異常、立ちくらみ、発汗異常

シアナミド（液）

エピナスチン塩酸塩（錠）

グアイフェネシン、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、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸
塩、無水カフェイン、リボフラビン

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）

シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン　Ｌ－プロリ
ン

疾病：多形紅斑型薬疹

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：リンパ増殖性疾患

リドカイン塩酸塩（注射液）

レボブピバカイン塩酸塩（キット）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎障害

ダプトマイシン（注射用）
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及びそれに続発した低酸素脳症に
よる敗血症による死亡

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

ラベプラゾールナトリウム（錠）

（局）ブシラミン（錠）

（局）ブシラミン（錠）

アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール（錠）

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２）

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

（局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

イオメプロール（キット）
死亡：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に
よる死亡

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

（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）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（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）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）トラネキサム酸（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

バロキサビル　マルボキシル（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症 医薬品の使用方法が適正とは認められない

イオプロミド（キット） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：右非定型大腿骨骨折

局・プレドニゾロン錠

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ナトリウム（注射用）

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

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：出血性大腸炎

障害：体幹部の感覚異常、疼痛による日常生活障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害に続発した急性肝不全による死亡

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

障害：深部静脈血栓症による左下肢機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎に続発した気胸による呼吸不全による死亡

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

硝酸イソソルビド（注射液）

局・ヘパリンナトリウム注射液

（局）イオパミドール（注射液）

レボプピバカイン塩酸塩（注射液）

レボブピバカイン塩酸塩（注射液）

レボブピバカイン塩酸塩（キット）

（局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：薬物性肝障害

局・チアマゾール錠 疾病：発熱、汎発型薬疹

ラニチジン塩酸塩（注射液）

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（注射液）

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、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（局）クロピドグレル硫酸塩（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

フルニトラゼパム（錠）

アルプラゾラム（錠）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：過敏症（呼吸困難、喘鳴）

セレコキシブ（錠）

（局）メトトレキサート（カプセル）

アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

ガドプトロール（キット） 疾病：アナフィラキシー及びそれに続発した急性肺水腫

アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 疾病：脳出血

ゴリムマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：無顆粒球症

（局）リファンピシン（カプセル）

局・イソニアジド錠

局・ピラジナミド

エタンブトール塩酸塩（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症 医薬品の使用方法が適正とは認められない

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）（キット） 疾病：大動脈炎

カルバマゼピン（錠）

コンドロイチン硫酸ナトリウム・サリチル酸ナトリウム（注射液）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：無顆粒球症 医薬品の使用方法が適正とは認められない

（局）オルメサルタンメドキソミル（錠）（２） 疾病：薬物性肝障害

ニコランジル（錠）

局・プレドニゾロン錠

アスピリン腸溶（錠）

セレコキシブ（錠） 疾病：紅皮症型薬疹

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

セレコキシブ（錠）

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

シタフロキサシン水和物（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症、汎発型薬疹

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ランソプラゾール（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）クラリスロマイシン（錠）

疾病：腰仙部神経障害

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

疾病：間質性肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

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

疾病：出血性十二指腸潰瘍

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：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：血小板減少症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：出血性胃潰瘍

疾病：多形紅斑型薬疹
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）
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

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

ピタバスタチンカルシウム（錠）（２）

トピロキソスタット（錠）

小青竜湯エキス（顆粒）

アジスロマイシン水和物（錠）

ブチルスコポラミン臭化物（注射液）

ファモチジン（錠）（２）

テプレノン（カプセル）

塩酸メトクロプラミド（注射液）

ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎

トリメブチンマレイン酸塩（錠）

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム大腸炎

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

テプレノン（カプセル）

局・イソニアジド錠

セレコキシブ（錠）

セレコキシブ（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

メサラジン（顆粒）

メサラジン腸溶（錠）

メサラジン（坐）

局・カンデサルタンシレキセチル（錠）

局・カンデサルタンシレキセチル（錠）

プラバスタチンナトリウム（錠）

局・アザチオプリン錠 疾病：急性膵炎 対象除外医薬品等である

（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）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：発熱、リンパ節腫脹、蕁麻疹、咳嗽、倦怠感、血管浮腫

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム憩室炎

ランソプラゾール（錠）

（局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

セフトリアキソンナトリウム（キット）
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及びそれに続発した低酸素脳症に
よる死亡

セフトリアキソンナトリウム（キット）
死亡：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に
よる死亡

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：嘔気、一過性の意識消失

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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

（局）ファモチジン（錠）（１）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ラモトリギン（錠）

ミルタザピン（錠）（１）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

（局）ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

カルボシステイン（錠）

局・フェキソフェナジン塩酸塩（錠）（１）

（局）クラリスロマイシン（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：間質性肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：消化管出血

疾病：薬物性肝障害

疾病：好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞

疾病：出血性大腸炎

疾病：無顆粒球症

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

12



一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

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：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

硫酸バリウム（散）
疾病：バリウム憩室炎、バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜
炎

ランソプラゾール（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠） 疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連出血性腸炎

イグラチモド（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：無顆粒球症

（局）ノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）
疾病：肺血栓塞栓症
死亡：肺血栓塞栓症による死亡

アモキシシリン水和物（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：出血性胃潰瘍

プラノプロフェン（カプセル）

カルボシステイン（錠）

（局）セフジニル（カプセル）

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎

（局）セファクロル（カプセル） 疾病：アナフィラキシーショック

アセトアミノフェン（錠）

アモキシシリン水和物（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（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）

モンテルカストナトリウム（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：十二指腸潰瘍穿孔

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：多形紅斑型薬疹

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

イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシー

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬物性肝障害

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）クラリスロマイシン（錠）

テオフィリン（シロップ用）

シプロヘプタジン塩酸塩水和物（シロップ）

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用） 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）

局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド精神病

メサラジン腸溶（錠） 疾病：横紋筋融解症

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、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機
能低下

炭酸リチウム（錠） 疾病：リチウム中毒

リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

（局）リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

インフルエンザＨＡワクチン
疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎に続発した心不全による死亡

局・プレドニゾロン錠

メチルプレドニゾロン（錠）

（局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

局・ワルファリンカリウム錠

局・ワルファリンカリウム錠

（局）リスペリドン（液） 疾病：悪性症候群

エンパグリフロジン（錠） 疾病：糖尿病性ケトアシドーシス

イブプロフェン、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、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、
チアミン硝化物、アスコルビン酸

イブプロフェン、無水カフェイン、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、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

疾病：出血性大腸炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：ステロイド白内障

疾病：左下顎骨の骨髄炎・骨壊死

障害：痙攣重積に続発した高度脳機能障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：脳出血
障害：脳出血による肢体機能障害
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

（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）

モンテルカストナトリウム（錠）（２）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）ファモチジン（錠）（１）

タモキシフェンクエン酸塩（錠）

タモキシフェンクエン酸塩（錠）

イプラグリフロジン　Ｌ－プロリン（錠） 疾病：バルトリン腺膿瘍

イブプロフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

（局）ブシラミン（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

ラモトリギン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）セフテラムピボキシル（錠）

ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：左下顎骨の骨髄炎・骨壊死

アリピプラゾール（錠）（１）
障害：遅発性ジスキネジアによる言語機能障害、そしゃく・嚥下機
能障害

政令で定める程度の障害とは認められない

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：無顆粒球症、多形紅斑型薬疹

セフトリアキソンナトリウム（キット） 疾病：アナフィラキシー

メトトレキサート（錠）

牛車腎気丸エキス（顆粒）

ドセタキセル水和物（注射液）

ドセタキセル水和物（注射液）

アゾセミド（錠）

ルビプロストン

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

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

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

デノスマブ（遺伝子組換え）注 疾病：両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

クロミプラミン塩酸塩（注射液）

炭酸リチウム

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：無顆粒球症

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

局・プレドニゾロン錠 疾病：糖尿病の増悪

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

ペマフィブラート（錠） 疾病：間質性腎炎

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム大腸炎

ラモトリギン（錠） 疾病：無顆粒球症、播種状紅斑丘疹型薬疹

トピロキソスタット（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：抗好中球細胞質抗体（ＡＮＣＡ）関連腎炎

ハロペリドール（注射液） 疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）

疾病：ミオパチー

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：子宮内膜ポリープ

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：急性腎障害 対象除外医薬品等である

疾病：間質性肺炎

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：悪性症候群

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）
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一般名 副作用名称等 参考：不支給理由（不支給の場合のみ）

イオヘキソール（注射液） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）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：急性腎障害
死亡：急性腎障害による死亡

ブレクスピプラゾール（錠） 疾病：アカシジア（１回目）

リスペリドン（錠） 疾病：アカシジア（２回目）

ドセタキセル水和物（注射液）

ドセタキセル水和物（注射液）

アゾセミド（錠）

ルビプロストン

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

葛根湯加桔梗エキス、アセトアミノフェン、ジヒドロコデインリン
酸塩、クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン

疾病：多形紅斑型薬疹

炭酸リチウム（錠）

炭酸リチウム

フルニトラゼパム（錠）

ビペリデン塩酸塩（錠）

炭酸リチウム（錠）

プロメタジン塩酸塩（錠）

柴朴湯エキス（顆粒）

麦門冬湯エキス（顆粒）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

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）

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

アセトアミノフェン（坐剤）

塩化リゾチーム（シロップ用）

セフジニル（細粒）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（注射用）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

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）

アセトアミノフェン（錠）

イブプロフェン、トラネキサム酸、アンブロキソール塩酸塩、d-
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、無水カフェイン

バラシクロビル塩酸塩（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用） 疾病：低カリウム血症

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アモキシシリン水和物（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

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

（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

ラモトリギン（錠） 疾病：汎発型薬疹

グアイフェネシン、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、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸
塩、無水カフェイン、リボフラビン

疾病：汎発型薬疹

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

二朮湯エキス（顆粒）

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）

セレコキシブ（錠）

プレガバリン（カプセル）

対象除外医薬品等である

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

障害：急性腎障害による腎機能障害

疾病：ステロイド糖尿病

疾病：薬物性肝障害

疾病：悪性症候群

疾病：リチウム中毒

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

障害：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による視力障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：間質性肺炎

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹
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感染症被害救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 
（令和２年４月１日から令和２年７月 31 日までの報告受付分） 

 

＜報告無し＞ 

 

 

 

 
副作用等報告の状況についての注意事項 

 

１） 令和２年４月１日から令和２年７月 31 日までに救済給付に関する決定が行われたも

ののうち、因果関係等を踏まえ安全対策に活用されたものを掲載している。 

２） 副作用名称等の項については、副作用・感染等被害判定第一部会又は副作用・

感染等被害判定第二部会における判定結果に基づいている。 

３） 同一の感染症事例について、複数の請求がなされた場合は、その事例が重複し

て掲載されている。 
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