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副作用等報告の状況についての注意事項 

 

１） 令和２年８月１日から令和２年11月30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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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）

1 

№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

1 局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

2 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）

3 ラベプラゾールナトリウム（錠） 疾病：間質性肺炎

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤（２）（錠）

フェノフィブラート（錠）

ランソプラゾール（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

（局）メトトレキサート（カプセル）

6 バルプロ酸ナトリウム徐放（顆粒） 疾病：急性膵炎

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

塩酸メトクロプラミド（注射液）

8 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）

ナプロキセン（錠）

イブプロフェン、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、乾燥水酸化アルミニウムゲル

イブプロフェン、トラネキサム酸、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、グア
イフェネシン、無水カフェイン

10 ピタバスタチンカルシウム（錠）（２） 疾病：薬物性肝障害

イグラチモド（錠）

エタネルセプト（遺伝子組換え）（キット）

12 タゾバクタム・ピペラシリン（注射液） 疾病：汎発型薬疹、血小板減少症

13 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

ニコランジル（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

（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）（２）

イオヘキソール（キット）

16 デュラグルチド（遺伝子組換え）（キット） 疾病：食欲不振、嘔気、嘔吐

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：汎発型薬疹

（局）ブシラミン（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

18 柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎及びそれに続発した呼吸不全

アセトアミノフェン（錠）

ランソプラゾール（錠）

柴苓湯エキス（細粒）

20 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

（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）（キット）

22 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

23 メトトレキサート（錠） 疾病：リンパ増殖性疾患 入院を必要とする程度の医療とは認められない

プロポフォール（注射液）

ロクロニウム臭化物（注射液）

フェンタニルクエン酸塩（注射液）

イグラチモド（錠）

エタネルセプト（遺伝子組換え）（キット）

26 人赤血球液（２－２） 疾病：輸血関連循環過負荷（ＴＡＣＯ）

27 サリルマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：間質性肺炎

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

ベプリジル塩酸塩水和物（錠）

（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）

30 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

31 （局）クエチアピンフマル酸塩（錠） 疾病：腸閉塞

29 疾病：薬物性肝障害

28 疾病：間質性肺炎

25 疾病：間質性肺炎

24 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 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：無顆粒球症

19 疾病：間質性肺炎

17
疾病：間質性肺炎

15 疾病：多形紅斑型薬疹

14 死亡：劇症肝炎による死亡

11 疾病：間質性肺炎

9 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）

7
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低酸素脳症、
多臓器不全による死亡

5 疾病：間質性肺炎

4 疾病：薬物性肝障害
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

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

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）

33 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：薬物性肝障害

（局）ブシラミン（錠）

ブシラミン（錠）

35 トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠剤（錠）
疾病：呼吸抑制
死亡：呼吸抑制による死亡

36 （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：汎血球減少症

37 レバミピド（液） 疾病：左涙嚢炎及びそれに続発した眼窩蜂巣炎

38 デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：右非定型大腿骨骨折

ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル）

アスピリン・ダイアルミネート（錠）

ラロキシフェン塩酸塩

ラロキシフェン塩酸塩（錠）

41 （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

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）

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・サリチル酸ナトリウム（注
射液）

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）メトトレキサート（カプセル）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）（１回目）

メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

局・チアマゾール錠

46 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

47 ゾレドロン酸水和物（注）（２） 疾病：めまい、浮腫

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

49 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）（１） 疾病：腸間膜静脈血栓症

50 （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

カルバマゼピン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アシクロビル（錠）

52 （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

53 カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害

アセトアミノフェン（錠）

（局）テルミサルタン（錠）（１）

ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル）

アルファカルシドール（カプセル）

（局）メトトレキサート（カプセル）

ベタヒスチンメシル酸塩（錠）

イソソルビド（液）

アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

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、カンゾウ
（甘草）エキス、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

（局）トラネキサム酸（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）

レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）

58 エスフルルビプロフェン・ハッカ油（貼） 疾病：出血性十二指腸潰瘍

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）

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）

60 柴苓湯エキス（細粒） 死亡：間質性肺炎及びそれに続発した呼吸不全による死亡

61 辛夷清肺湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

62
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

59 疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

57 疾病：肺血栓塞栓症

56 疾病：蕁麻疹型薬疹

55 疾病：多形紅斑型薬疹

54 疾病：薬物性肝障害

51 疾病：多形紅斑型薬疹

48 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）（２回目）

45 疾病：薬物性肝障害

44

43 疾病：間質性肺炎

42 疾病：紅皮症型薬疹

40 疾病：腸間膜静脈血栓症

39 疾病：出血性胃潰瘍

34 疾病：間質性肺炎

32 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

3



副作用救済給付の決定状況
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

カルバマゼピン（錠）

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

ミルタザピン（錠）（１）

セフォタキシムナトリウム（注射用）

メロペネム三水和物（注射用）

65 局・チアマゾール錠 疾病：汎血球減少

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

局・バルサルタン（錠）（１）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（静注用）

（局）リファンピシン（カプセル）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

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）

カルボシステイン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠）

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）

メサラジン腸溶（錠）

サラゾスルファピリジン（錠）

70 硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

71 局・プレドニゾロン錠 障害：骨粗鬆症に続発した胸腰椎圧迫骨折による脊柱機能障害

72 （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

アセトアミノフェン（錠）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

ピペラシリンナトリウム（注射用）

セフォタキシムナトリウム（注射用）

74 セファレキシン複合（顆粒） 疾病：アナフィラキシー

アセトアミノフェン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

76 局・ピラジナミド 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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

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

79 局・フェキソフェナジン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

ミダゾラム（注射液）

セフメタゾールナトリウム（キット）

（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）

82 （局）セファゾリンナトリウム（注射用） 疾病：アナフィラキシーショック

83 エナラプリルマレイン塩酸（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

84 硫酸バリウム（散） 疾病：直腸穿孔

カルボシステイン（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

86 セレコキシブ（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

87 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）

88
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：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

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）

局・フェキソフェナジン塩酸塩（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）

89 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

85 疾病：多形紅斑型薬疹

81 疾病：薬物性肝障害

80 疾病：アナフィラキシーショック

78 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

77 疾病：汎発型薬疹

75 疾病：薬物性肝障害

73

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した
敗血症
死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに続発した
敗血症による死亡

69 疾病：急性膵炎

68 疾病：多形紅斑型薬疹

67 疾病：多形紅斑型薬疹

66
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）

64 疾病：出血性大腸炎

63 疾病：薬物性肝障害
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　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）

4 

№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

セレコキシブ（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

91
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：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ガチフロキサシン水和物（液）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

93 （局）リスペリドン（錠）（１）
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

94 エダラボン（キット）
疾病：急性呼吸促迫症候群（ＡＲＤＳ）
死亡：急性呼吸促迫症候群（ＡＲＤＳ）及びそれに続発した呼吸
不全による死亡

エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

アスピリン・ランソプラゾール配合剤（錠）

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

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

97 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

98 メサラジン腸溶（錠） 疾病：出血性大腸炎

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

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

（局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

100 アリピプラゾール（錠） 疾病：遅発性ジストニア

101 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医薬品の使用方法が適正とは認められない

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

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）

104 メサラジン腸溶（錠） 疾病：間質性腎炎

105 ランソプラゾール（錠） 疾病：下痢、腹痛

106 ファモチジン（錠）（２） 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）リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

デノスマブ（遺伝子組換え）注

108 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、およびそれに伴う左側下顎・
下唇部の知覚異常

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

110 ミルタザピン（錠） 疾病：高ＣＫ血症

アセトアミノフェン（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

112 ペロスピロン塩酸塩水和物（錠） 障害：遅発性ジスキネジア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

プラミペキソール塩酸水和物（錠）

レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン（２）（錠）

ドリペネム水和物（注射用）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

オランザピン（錠）（２）

リスペリドン（キット）

パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

116 カルバマゼピン（錠）

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びそれに続発したウイル
ス性脳炎
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）に続発したウイルス性脳炎
による死亡

117 アジスロマイシン水和物（錠） 疾病：横紋筋融解症

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）

119 （局）リスペリドン（液） 障害：薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害

120 インダパミド（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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
121 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

118 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

115 疾病：遅発性ジストニア
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

114 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

113 疾病：幻視、幻聴

111 疾病：間質性肺炎

109 疾病：腎障害の増悪、傾眠

107 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死

政令で定める程度の障害とは認められない

103
疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）及びそれに伴う卵巣茎捻
転

102 障害：ステロイド精神病による精神障害

99 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医薬品の使用方法が適正とは認められない

96 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

95 疾病：脳出血

92 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

90 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹
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122 （局）メトロニダゾール（錠）
疾病：急性脳症
死亡：急性脳症による死亡

123 （局）メトロニダゾール（錠） 死亡：急性脳症による死亡

ランソプラゾール（錠）

リトドリン塩酸塩（錠）

リトドリン塩酸塩（注射液）

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）

（局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

126 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症

127 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）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

129 カルボシステイン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

130 シンバスタチン（錠） 疾病：横紋筋融解症

131 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）

132 トスフロキサシントシル酸塩水和物（細） 疾病：急性腎障害

133 大柴胡湯エキス 疾病：薬物性肝障害

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

スピロノラクトン（錠）

（局）フロセミド（錠）

フロセミド（注射液）

ランソプラゾール（錠）

135 インフルエンザＨＡワクチン 疾病：急性脳症

136 局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド精神病

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）

ミロガバリンベシル酸塩（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

セファゾリンナトリウム（キット）

局・アスピリン

スピロノラクトン（細粒）

スピロノラクトン（錠）

フロセミド（細粒）

（局）フロセミド（錠）

（局）フロセミド（注射液）

エナラプリルマレイン酸塩（錠）

ランソプラゾール（錠）

アスピリン腸溶（錠）

ミダゾラム（注射液）

セレコキシブ（錠）

ペンタゾシン（注射液）

フルルビプロフェンアキセチル（注射液）

メコバラミン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

セファゾリンナトリウム（キット）

カルバマゼピン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

141 クロラムフェニコール（腟） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

カルボシステイン（錠）

フドステイン（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

143 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：耳下腺炎、精巣炎

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

145 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

146 （局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２） 疾病：多形紅斑型薬疹

147 バラシクロビル塩酸塩（錠） 疾病：急性腎障害

148 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

144 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

142 疾病：多形紅斑型薬疹

140 疾病：汎発型薬疹、血小板減少症

139 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

138 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

137 疾病：汎発型薬疹

134 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

128 疾病：多形紅斑型薬疹

125 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

124 疾病：多形紅斑型薬疹

6
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（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）

レボフロキサシン水和物（錠）

150 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）

ラモトリギン（錠）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

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）

ブロナンセリン（錠） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

ブロナンセリン（錠）

ミルタザピン（錠）

ミルタザピン（錠）

ビペリデン塩酸塩（錠）

乳酸ビペリデン（注射液）

エナント酸フルフェナジン（注射液）

（局）ハロペリドール（錠）

オランザピン（錠）（１）

ハロペリドール（注射液）

156 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

157 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（局）ハロペリドール（錠）

スルトプリド塩酸塩（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ハロペリドールデカン酸エステル（注射液）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

160 局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド糖尿病

アセトアミノフェン（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

162 カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

163 アリピプラゾール（液） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

（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）

165 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

166 ラモトリギン（錠） 疾病：汎発型薬疹

167 （局）ハロペリドール（錠） 疾病：遅発性ジスキネジア、アカシジア
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

168 リバーロキサバン（錠） 疾病：脳出血

169 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

レベチラセタム（錠）

フェニトイン・フェノバルビタール配合剤（１）（錠）

レベチラセタム（注）

セフトリアキソンナトリウム（キット）

171 インフルエンザＨＡワクチン 障害：急性脳炎による肢体機能障害及び精神発達遅滞

172 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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）

174 テオフィリン（シロップ用） 障害：急性脳症による精神・運動発達遅滞

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（注射用）

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）

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（注射用）

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）

疾病：ステロイド糖尿病

176
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：ステロイド糖尿病

175

173 疾病：多形紅斑型薬疹

170 疾病：多形紅斑型薬疹

164 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

161 疾病：多形紅斑型薬疹

159 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

158
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

疾病：尿閉

155 疾病：悪性症候群

154

153 疾病：多形紅斑型薬疹

152 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

151 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

149 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

7
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（局）リファンピシン（カプセル） 疾病：甲状腺機能低下症

プレガバリン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（錠）

（局）リファンピシン（カプセル）

178 イオパミドール（キット）
障害：アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の
増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視
野障害

179 メタンスルホン酸ダビガトランエテキシラート（カプセル）
疾病：後天性凝固第Ｖ因子欠乏症及びそれに続発した心タンポ
ナーデ

セルトラリン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害（１回目）

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

ニザチジン（カプセル）

葛根湯エキス（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（錠）

ロピバカイン塩酸塩水和物（注射液）

メピバカイン塩酸塩（注射液）

182 レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

アセトアミノフェン（注）

セレコキシブ（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

葛根湯エキス（顆粒）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ゾテピン（錠）

アリピプラゾール（液）

186 イオパミドール（注者液）
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
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

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル） 疾病：発熱（２回目）

メトトレキサート（錠）

イグラチモド（錠）

189
イブプロフェン、アセトアミノフェン、無水カフェイン、乾燥水酸化ア
ルミニウムゲル

疾病：薬物性肝障害に続発した再生不良性貧血

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）

191 メトトレキサート（錠） 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

192 局・フェニトイン錠 疾病：多形紅斑型薬疹

193 アセトアミノフェン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、呼吸困難 入院を必要とする程度の医療とは認められない

オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン配合剤（１）（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１）

195 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：続発性副腎皮質機能不全

（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）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）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

197 （局）レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：過敏症（咽頭部違和感、鼻汁）

（局）イオへキソール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

（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）

199 テオフィリン徐放（錠）（１） 疾病：嘔気、嘔吐

200 アシクロビル（注射用） 疾病：血小板減少症

201 半夏瀉心湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

202 （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

クロルマジノン酢酸エステル

結合型エストロゲン（錠）

204 イオヘキソール（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック

医薬品の使用方法が適正とは認められない203 疾病：肺血栓塞栓症

入院を必要とする程度の医療とは認められない

198
疾病：出血性大腸炎

196 疾病：間質性肺炎

194
疾病：薬物性肝障害（１回目）
疾病：薬物性肝障害（２回目）

190 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障

医薬品の使用目的が適正とは認められない

188 疾病：貧血

187
疾病：発熱（１回目）

185 疾病：嚥下困難、期外収縮

184 疾病：汎発型薬疹

183 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

181 疾病：馬尾症候群

疾病：血小板減少症

180
疾病：薬物性肝障害（２回目）

177

8
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

乙字湯エキス（細粒）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

アルプラゾラム（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）

（局）レバミピド（錠）（１）

乙字湯エキス（細粒）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

局・ピラジナミド

207 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）トラネキサム酸（カプセル）

葛根湯エキス（顆粒）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

カルボシステイン（錠）

210 メサラジン（顆粒） 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

211 リドカイン塩酸塩（ゼリー） 疾病：薬物性ショック

212 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：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

213 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
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

214 エパルレスタット（錠） 疾病：薬物性肝障害

215 （局）ノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠） 疾病：深部静脈血栓症

216 メサラジン腸溶（錠） 疾病：無顆粒球症

217 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

218 カルバマゼピン（錠） 疾病：血小板減少性紫斑病

219 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

220 クエン酸マグネシウム（シロップ用）
疾病：腸閉塞及びそれに続発した高マグネシウム血症
死亡：腸閉塞に続発した高マグネシウム血症による死亡

（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）

カルボシステイン（錠）

エプラジノン塩酸塩（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）トラネキサム酸（錠）

（局）トラネキサム酸（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）

ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

柴胡桂枝乾姜湯エキス（顆粒）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

224 （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

225 （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

226 サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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）

228 （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：貧血、血小板減少症

229 （局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：間質性肺炎

局・プレドニゾロン錠
疾病：両側大腿骨顆部無腐性壊死、左側大腿骨骨頭無腐性壊
死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

231 （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 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）

232 局・チアマゾール錠 疾病：好中球減少症

233 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎

入院を必要とする程度の医療とは認められない

230

疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

227 疾病：両下肢麻痺、両下肢知覚異常

223 疾病：左側大腿骨骨頭無腐性壊死

222 疾病：間質性肺炎

221 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

209 疾病：薬物性肝障害

208 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性肝障害

206 疾病：薬物性肝障害

205

疾病：間質性肺炎

9



副作用救済給付の決定状況
　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）

9 

№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

エチオナミド（錠）

236 テオフィリン徐放（錠）（２） 疾病：過敏症（顔面浮腫・発赤、嘔気）

237 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤（１）（錠） 疾病：便秘及びそれに続発した左外鼡径ヘルニア

238 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

239 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

240 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

241 硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎による消化管穿孔

242 防風通聖散エキス 疾病：間質性肺炎

小柴胡湯エキス（顆粒）

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

244 （局）メトトレキサート（カプセル）
疾病：骨髄抑制
死亡：骨髄抑制に続発した敗血症による死亡

フェブキソスタット（錠）

（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）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤（２）（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

二朮湯エキス（顆粒）

247 （局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：多形紅斑型薬疹

248 メサラジン腸溶（錠） 疾病：潰瘍性大腸炎の増悪

フルコナゾール（カプセル）

ホスフルコナゾール（注射用）

250 局・チアマゾール錠 疾病：薬物性肝障害

硫酸バリウム（散）

硫酸バリウム（散）

カルボシステイン（錠）

ラフチジン（錠）（２）

（局）トラネキサム酸（錠）

スプラタストトシル酸塩（カプセル）

フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

メトプロロール酒石酸塩（錠）

ニトログリセリン（噴霧液）

イオパミドール（注射液）

254 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：肺血栓塞栓症

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）リファンピシン（カプセル）

エタンブトール塩酸塩（錠）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（錠）

フェキソフェナジン塩酸塩（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）

プロポフォール（注射液）

リドカイン塩酸塩（注射液）

ロクロニウム臭化物（注射液）

セファゾリンナトリウム（キット）

フェンタニルクエン酸塩（注射液）

レミフェンタニル塩酸塩（注射用）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

メチルフェニデート塩酸塩徐放（錠）

メチルフェニデート塩酸塩徐放（錠）

メチルフェニデート塩酸塩徐放（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１） 疾病：薬物性肝障害（２回目）

259
疾病：薬物性肝障害（１回目）

258 疾病：多形紅斑型薬疹

257 疾病：アナフィラキシーショック

256 疾病：アナフィラキシー

255 疾病：多形紅斑型薬疹

253 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

252 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

251 疾病：下行結腸穿孔

249 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

246 疾病：薬物性肝障害

245
疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

243 疾病：薬物性肝障害

235 疾病：薬物性肝障害

234 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

10
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

260
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：播種状紅斑丘疹型薬疹

261 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシー

262 ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：アナフィラキシーショック

カルボシステイン（錠）

カルボシステイン（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）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

264 局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

265 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

ランソプラゾール（錠）

ランソプラゾール（錠）

ジクロフェナクナトリウム（錠）

エペリゾン塩酸塩（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

268 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

269 ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）ロサルタンカリウム（錠）

ニフェジピン（徐放錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（錠）

ルパタジンフマル酸塩（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

272 カドキセト酸ナトリウム（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

局・スルピリン注射液

（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）

セフォゾプラン塩酸塩（静注用）

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

ボリコナゾール（静注用）

275 イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシー

276 セレコキシブ（錠） 疾病：薬物性肝障害

277 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

278 メシル酸ガレノキサシン水和物（錠） 疾病：過敏症（紅斑、呼吸苦）

（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）

280 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

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）

（局）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

局・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

282 局・フェニトイン錠 疾病：薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹

283 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシー

284 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）

アセトアミノフェン（錠）

エナラプリルマレイン塩酸（錠）

セファゾリンナトリウム（キット）

286 スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：薬物性肝障害

センノシド（錠）

硫酸バリウム（散）

288 サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害

289 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：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

290 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）

イブプロフェン（錠）

トラネキサム酸、イブプロフェン、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、チ
アミン硝化物、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

（局）トラネキサム酸（錠）

292 サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

291 疾病：固定薬疹

287 疾病：腹痛

285 疾病：多形紅斑型薬疹

281 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

279 疾病：多形紅斑型薬疹

274 疾病：薬物性肝障害

273 疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

271 疾病：蕁麻疹型薬疹

270

疾病：間質性肺炎

267 疾病：アナフィラキシー

266 疾病：薬物性大腸炎（コラーゲン性大腸炎）

263 疾病：多形紅斑型薬疹

11
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293 アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

294 （局）アロプリノール（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）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

エトドラク（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

297 シタフロキサシン水和物（錠） 疾病：アナフィラキシー

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用） 疾病：汎発型薬疹

テイコプラニン（注射用）

リネゾリド（錠）

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン、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、キキョウエキス、クロルフェニラミン
マレイン酸塩、カンゾウエキス、無水カフェイン、アスコルビン酸カ
ルシウム、チアミン硝化物

アセトアミノフェン、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、トラネキサム酸、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、ヘスペリジン

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）

人赤血球液 疾病：輸血後鉄過剰症に続発した薬物性肝障害

300 インフルエンザHAワクチン
障害：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）による肢体機能障害、精神
遅滞

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

（局）クロミフェンクエン酸塩（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）

（局）スルピリド（錠）

（局）スルピリド（錠）

スルピリド（錠）

（局）スルピリド（カプセル）

304 インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

305 局・プレドニゾロン錠 疾病：日和見感染による肺炎

306 エルデカルシトール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症、慢性腎臓病の増悪

307 芍薬甘草湯エキス（顆粒）
障害：偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低
酸素脳症による高次脳機能障害、肢体機能障害

308 カルボシステイン（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

局・チアマゾール錠

（局）クラリスロマイシン（錠）

310 （局）クロピドグレル硫酸塩（錠）
疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）に続発したニューモシスチス
肺炎による死亡

311 （局）クロピドグレル硫酸塩（錠）
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）に続発したニューモシスチス
肺炎による死亡

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

セファゾリンナトリウム（キット）

セファゾリンナトリウム（キット）

313 エンパグリフロジン（錠） 疾病：糖尿病性ケトアシドーシス

314 オランザピン（錠）（２） 疾病：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア
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

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

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）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

317

イブプロフェン、クレマスチンフマル酸塩、ジヒドロコデインリン酸
塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、ブロムヘキシン塩酸塩、無水カ
フェイン、ベンフォチアミン、リボフラビン、カンゾウ乾燥エキス、キ
キョウ乾燥エキス-Q

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）

医薬品の使用方法が適正とは認められない316 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

315 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

312 疾病：薬物性肝障害

309 疾病：無顆粒球症

303 疾病：遅発性ジスキネジア

302 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ） 医薬品の使用目的が適正とは認められない

疾病：サイトメガロウイルス腸炎

301
疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）及びそれに続発した脳梗
塞及び腎梗塞

疾病：薬物性肝障害

299

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

298

296 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）

295 疾病：多形紅斑型薬疹

12



副作用救済給付の決定状況
　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

スピロノラクトン（錠）

プラバスタチンナトリウム（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

アスピリン腸溶（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）

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）

ヒドロコルチゾン酪酸エステル（クリーム）

デキサメタゾンプロピオン酸エステル（液）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（クリーム）

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

（統）オキサトミド３０ｍｇ錠

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

ランソプラゾール（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

リドカイン塩酸塩・アドレナリン（注射液）

リドカイン塩酸塩（注射液）

レビプピバカイン塩酸塩（キット）

レボブピバカイン塩酸塩（キット）

フェンタニルクエン酸塩（注射液）

（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）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

324 ラコサミド 疾病：ミオクローヌス

325 インフルエンザHAワクチン 疾病：血小板減少性紫斑病

アセトアミノフェン（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）

327 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

ファムシクロビル（錠）

329 ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（２） 疾病：脳梗塞

330 エスシタロプラムシュウ酸塩（錠） 障害：失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害

331 インフルエンザHAワクチン 疾病：注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応

ファモチジン（錠）（２）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

ステロイド（注）（一般名不明）

プレドニゾロン

334 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

335 （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

336 （局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠） 疾病：蕁麻疹型薬疹

337 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：脳梗塞

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）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

リスペリドン（錠）（２）

340 局・ワルファリンカリウム錠 疾病：脳出血

カルバマゼピン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）リスペリドン（液）

アリピプラゾール（錠）（１）

343 アルテプラーゼ（遺伝子組換え）（注射用） 疾病：脳出血

344 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

シプロフロキサシン塩酸塩（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）
345 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

342 疾病：遅発性ジストニア

341 疾病：多形紅斑型薬疹

339 疾病：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア 入院を必要とする程度の医療とは認められない

338 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

333 疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

332 疾病：間質性腎炎

328 疾病：多形紅斑型薬疹

326 疾病：多形紅斑型薬疹

323 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：間質性腎炎

疾病：無顆粒球症

322 疾病：右体幹・右下肢神経障害

321

疾病：薬物性肝障害

320 疾病：左眼ステロイド緑内障

319 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

318 疾病：紅皮症型薬疹

13



副作用救済給付の決定状況
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）リスペリドン（液）

（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）

ブロナンセリン（錠）

パリペリドン徐放（錠）

347 インフルエンザHAワクチン 疾病：ネフローゼ症候群

ロルノキシカム（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

349
タンニン酸ベルベリン、タンニン酸アルブミン、ビオヂアスターゼ
2000、チアミン硝化物、リボフラビン

疾病：アナフィラキシー 医薬品の使用方法が適正とは認められない

350 （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：急性腎障害

351 下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２） 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

352 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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）

ランソプラゾール（錠）

354 局・ジスチグミン臭化物（錠）
疾病：コリン作動性クリーゼ
死亡：コリン作動性クリーゼに続発した低カリウム血症による不
整脈による死亡

ベタメタゾン（錠）

（局）ベタメタゾン（錠）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

356 芍薬甘草湯エキス（顆粒）
疾病：偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低
酸素脳症

357
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：高次脳機能症状 政令で定める程度の障害とは認められない

（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）

359 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ジアゼパム（注射液）

リドカイン塩酸塩（液）

リドカイン（噴）

フルマゼニル（注射液）

ジメチコン（シロップ）

361 ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

362 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 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）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

364 バラシクロビル塩酸塩（錠） 疾病：急性脳症 医薬品の使用方法が適正とは認められない

365 （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：間質性腎炎

366 ファムシクロビル 疾病：横紋筋融解症

367 ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠） 疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）

368

イブプロフェン、ブロムヘキシン塩酸塩、クレマスチンフマル酸
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、カンゾウ乾燥エキス、チアミン硝化物、リボフラビン、
アスコルビン酸

疾病：多形紅斑型薬疹

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）

（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）

371 カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

局・ワルファリンカリウム錠

アスピリン腸溶（錠）

プラスグレル塩酸塩（錠）

ダルベポエチンアルファ（遺伝子組換え）（キット）（４）

373 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症

372
疾病：脳出血
死亡：脳出血による死亡

370 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

369 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

363 疾病：多形紅斑型薬疹

360 疾病：嘔吐

358 疾病：多形紅斑型薬疹

355 疾病：ステロイドミオパチー

353 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

348 疾病：紅皮症型薬疹

346
障害：遅発性ジストニア（開瞼困難）による日常生活障害、遅発
性ジストニアによる構音障害

政令で定める程度の障害とは認められない

14
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

セレコキシブ（錠）

エペリゾン塩酸塩（錠）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（貼）（２）

375 局・プロタミン硫酸塩注射液 疾病：薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症

376
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、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関
節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔
吐、脱力

377 肺炎球菌ワクチン 疾病：注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応 医薬品の使用目的が適正とは認められない

378 ペランパネル水和物（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

ドネペジル塩酸塩（錠）（２）

ドネペジル塩酸塩（錠）（２）

リスペリドン（錠）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

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

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

382 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

383 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：脳静脈洞血栓症、脳出血

カルボシステイン（錠）

（局）トラニラスト１００ｍｇカプセル

モンテルカストナトリウム（錠）

（局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：出血性膀胱炎

385 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

抱水クロラール（坐剤）

（局）トリクロホスナトリウム（シロップ）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

カルバマゼピン（細粒）

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）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

（局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

389 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹 医薬品の使用方法が適正とは認められない

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

オランザピン（錠）（２）

リスペリドン（キット）

パリペリドンパルミチン酸エステル（キット）

リバビリン（錠）

ペグインターフェロンアルファ－２ａ（遺伝子組換え）（注射液）

（局）メトロニダゾール（錠）

メトロニダゾール（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）

394 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：不正出血

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

396 （局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：多形紅斑型薬疹

397 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

398 （局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

399 局・レボチロキシンナトリウム錠 疾病：汎発型薬疹

400 レボドパ・カルビドパ水和物（１）（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

401 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

402 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

403 カルバマゼピン（錠） 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）
404 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

395 疾病：多形紅斑型薬疹

393 疾病：腰仙部神経障害

392 疾病：急性脳症

391 疾病：慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー（ＣＩＤＰ）

390 疾病：遅発性ジストニア
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

388 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

387 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

386 疾病：呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害

384
疾病：薬物性肝障害

381 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

380 疾病：持続勃起症

379 疾病：高ＣＫ血症

374 疾病：多形紅斑型薬疹
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年8月1日～令和2年11月30日）
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№ 一般名 副作用名称等 不支給理由

405 （局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

406 インフルエンザHAワクチン 疾病：ＩｇＡ血管炎

407 ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 医薬品の使用方法が適正とは認められない

インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）（１回目）

インフルエンザHAワクチン

インフルエンザHAワクチン

409 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

メトトレキサート（錠）

アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

ランソプラゾール（錠）

（局）アロプリノール（錠）

セフメタゾールナトリウム（静注用）

412
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：けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、
自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、
便秘、多汗

413 インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

414 （局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１） 疾病：横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全

カルバマゼピン（錠）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

416 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

417 ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

418 カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

419 クロミプラミン塩酸塩（錠） 疾病：振戦

420 ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

（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水和物（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

422 （局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

423
アンブロキソール塩酸塩、L-カルボシステイン、ジヒドロコデイン
リン酸塩、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイン酸塩、リ
ボフラビン

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

424 ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死

425 インフルエンザHAワクチン 疾病：末梢神経障害

426 レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）（２）
障害：脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機
能障害

421 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

415 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

411 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

410
疾病：水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜脳炎
死亡：水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜脳炎による死亡

408
疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）（２回目）
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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８月１日から令和２年 11 月 30 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８月１日から令和２年11月30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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原因生物由来製品名 副作用名称等 不支給決定の理由

人血小板濃厚液（２） 疾病：B型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害
入院を必要とする程度の医療とは認め
られない

生物由来製品感染救済給付の決定状況

（令和2年8月1日～令和2年11月30日）
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