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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 12 月１日から令和３年３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12月１日から令和３年３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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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

セフトリアキソンナトリウム水和物（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）

ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（錠）（２）

オフロキサシン（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

（局）クラリスロマイシン（錠）

シタフロキサシン水和物（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

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：睡眠障害、倦怠感、過呼吸、腹痛、下痢、便秘、認知機能低下、
感覚異常、月経不整、自律神経障害

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

（局）メトトレキサート（カプセル）

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

（局）メトトレキサート（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

局・プレドニゾロン錠
疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死
障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害

プランルカスト水和物（シロップ用）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（細粒）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ジクロフェナクナトリウム（錠）

ランソプラゾール（錠）

アミオダロン塩酸塩（錠）

リバーロキサバン（錠）

ゴリムマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：ニューモシスチス肺炎

セルトリズマブ　ペゴル（遺伝子組換え）・キット（２） 疾病：汎血球減少症、発熱、筋痛

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：薬物性肝障害 医薬品の使用方法が適正とは認められない

人赤血球液 疾病：遅発性溶血性輸血副作用

トラスツズマブ（遺伝子組換え）（注射用）

トラスツズマブ（遺伝子組換え）（注射用）

ペルツズマブ

柴苓湯エキス（顆粒）

アセトアミノフェン（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（細粒）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

メマンチン塩酸塩（錠）（２）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：慢性腎臓病の急性増悪

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）メトトレキサート（カプセル）

トシリズマブ（遺伝子組換え）（注射液）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：薬物性肝障害

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：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

リバーロキサバン（錠） 疾病：過多月経

（局）ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル） 疾病：洞不全症候群

硫酸バリウム（散）

炭酸水素ナトリウム・酒石酸（４）（顆粒）

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

ヘパリンナトリウム注射液

ウロキナーゼ（注射用）

（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及びそれに続発した低酸素脳症

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液） 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症及びそれに続発した血球貪食症候群 医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：間質性肺炎

疾病：好酸球増多症

医薬品の使用方法が適正とは認められない

死亡：肺膿瘍、膿胸及びそれに続発した呼吸不全増悪による死亡 医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：肺膿瘍、膿胸
死亡：肺膿瘍、膿胸及びそれに続発した呼吸不全増悪による死亡

疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害、急性腎障害

疾病：間質性肺炎 対象除外医薬品等である

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

疾病：横紋筋融解症

疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎及びそれに続発した呼吸不全による死亡

対象除外医薬品等である

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：脳出血

疾病：十二指腸穿孔

2



副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

局・プレドニゾロン錠 疾病：感染性肺嚢胞

アセトアミノフェン（錠）

エテンザミド、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

プレドニゾロン（散）

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

プレドニゾロン（散）

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

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

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

サラゾスルファピリジン（錠）

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

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）

アジスロマイシン水和物（錠）

ヘパリンナトリウム注射液

ウロキナーゼ（注射用）

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠）

アスピリン腸溶（錠）

レナリドミド水和物（カプセル）

フルコナゾール（カプセル）

アメナメビル 疾病：多形紅斑型薬疹

ピコスルファートナトリウム（液）

ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物（散）

（局）セフジニル（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：紅皮症型薬疹

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）
疾病：アスピリン喘息
死亡：アスピリン喘息及びそれに続発した呼吸・循環不全による死亡

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：発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異
常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能
低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直

アセトアミノフェン（錠）

ジクロフェナクナトリウム（錠）

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

麦門冬湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（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：頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧

黄連解毒湯エキス（顆粒）

荊芥連翹湯エキス（顆粒）

セレコキシブ（錠）

オルメサルタンメドキソミル（錠）（１）

（局）オルメサルタンメドキソミル（錠）（２）

ラモトリギン（錠）
疾病：無菌性髄膜炎、血球貪食症候群及びそれに続発した播種性血
管内凝固症候群

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

フルルビプロフェンアキセチル（注射液）
疾病：薬物性ショック
死亡：薬物性ショック及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群（Ｄ
ＩＣ）による死亡

疾病：侵襲性肺アスペルギルス症、肺化膿症
死亡：侵襲性肺アスペルギルス症、肺化膿症による死亡

死亡：侵襲性肺アスペルギルス症、肺化膿症による死亡

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

医薬品の使用方法が適正とは認められない

障害：脳出血による肢体機能障害

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

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：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：虚血性大腸炎

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ） 医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：出血性胃潰瘍
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

フルルビプロフェンアキセチル（注射液）
死亡：薬物性ショック及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群（Ｄ
ＩＣ）による死亡

ヘパリンナトリウム注射液

ウロキナーゼ（注射用）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１） 疾病：多形紅斑型薬疹

イトラコナゾール（液） 疾病：多形紅斑型薬疹

ランソプラゾール（錠）

ランソプラゾール（錠）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

（局）レバミピド（錠）（１）

柴苓湯エキス（細粒）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

アミオダロン塩酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎 対象除外医薬品等である

ボリコナゾール錠 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）

クロフェダノール塩酸塩（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）セフポドキシムプロキセチル（錠）

ファロペネムナトリウム（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤）

ラモトリギン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

（局）セフジニル（カプセル）

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）

インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

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）

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）

ジエノゲスト（錠）（２） 疾病：不正出血及びそれに伴う貧血

小柴胡湯加桔梗石膏エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

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

（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

ホリナートカルシウム（錠）

テガフール・ウラシル（カプセル）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：好酸球性肺炎

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤（１）（錠）

センノシド（錠）

エノキサパリンナトリウム（キット）

バンコマイシン塩酸塩（散）

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

ドリペネム水和物（注射用）

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

ボセンタン水和物（錠） 疾病：薬物性肝障害

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：アナフィラキシー

ファモチジン（錠）（２）

ランソプラゾール（錠）

（局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

桂枝茯苓丸エキス

柴苓湯エキス（細粒）

抑肝散エキス（顆粒）

疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

疾病：脳出血

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：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

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：倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力

アセトアミノフェン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

局・プレドニゾロン錠 疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

アジルサルタン（錠）

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）

アピキサバン（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）

フロセミド（細粒）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

（局）メトトレキサート（カプセル）

ブシラミン（錠）

プランルカスト水和物（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）

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤（注射液）

タクロリムス水和物（カプセル）

メトトレキサート（錠）

イグラチモド（錠）

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

カルバマゼピン（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）

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）

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

インフルエンザHAワクチン 疾病：薬物性肝障害

（局）レボフロキサシン水和物（錠） 疾病：過敏症（血管浮腫、蕁麻疹）

（局）セフジニル（カプセル） 疾病：間質性肺炎

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）

イブプロフェン、トラネキサム酸、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、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、ベンフォチアミン、リボフラビン、ヘスペリジン

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

トリアムシノロンアセトニド（注射液） 疾病：皮膚萎縮による陥没

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

メフェナム酸（カプセル）

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

葛根湯エキス（細粒）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

六君子湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

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

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：紅皮症型薬疹

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

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）

カルボシステイン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）（３）

アモキシシリン水和物（錠）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（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

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：バリウム虫垂炎

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）

カルバマゼピン（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）

疾病：間質性肺炎

疾病：薬物性肝障害
死亡：薬物性肝障害及びそれに続発した多臓器不全による死亡

疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：出血性十二指腸潰瘍

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

疾病：アナフィラキシー

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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：多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ジクロフェナクナトリウム（坐）

（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）

アメナメビル

局・イソニアジド錠 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害

硫酸バリウム 疾病：直腸穿孔

リナグリプチン（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

局・リドカイン注射液

トリアムシノロンアセトニド（注射液）

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）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

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

プレガバリン（錠）

テプレノン（カプセル）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

タカヂアスターゼ・生薬配合剤（散）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

メコバラミン（錠）

メコバラミン（注射液）

リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（静）

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤（キット）

（局）ピペラシリンナトリウム（注射用）

（局）クラリスロマイシン（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

アメナメビル

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

カルボシステイン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

アモキシシリン水和物（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

局・ピラジナミド 疾病：好酸球増多症、薬物性肝障害

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

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

リドカイン塩酸塩（注射液）

トリアムシノロンアセトニド（注射液）

ラモトリギン（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）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

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

鎮咳配合剤（１）（錠）

カルボシステイン（錠）

麦門冬湯エキス（顆粒）

フルニトラゼパム（錠）

（局）クロナゼパム（錠）

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

ハロペリドール（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

（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）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

疾病：過敏症（紅斑、腫脹）

疾病：間質性肺炎

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：汎発型薬疹

疾病：アナフィラキシー

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
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

デソゲストレル・エチニルエストラジオール（錠）（１） 疾病：深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症

カルボシステイン（錠）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒） 疾病：無顆粒球症

局・チアマゾール錠

局・プロピルチオウラシル錠

アメナメビル 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）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

局・アミトリプチリン塩酸塩錠

葛根湯エキス（錠）

アセトアミノフェン（錠）

麻黄湯エキス（顆粒）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：両側非定型大腿骨骨折、下顎骨の骨髄炎・骨壊死

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

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）

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）

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、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、無水カフェイン、キキョウ
流エキス、バクモンドウ流エキス

疾病：便秘症

エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤（２）（錠） 疾病：薬物性肝障害

アセトアミノフェン（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤）

アセトアミノフェン錠

アセトアミノフェン（注）

局・フェキソフェナジン塩酸塩（錠）

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）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）イオパミドール（キット）
疾病：薬物性ショック
死亡：薬物性ショック及びそれに続発した肺炎による死亡

ラモトリギン（錠） 疾病：汎発型薬疹

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：薬物性大腸炎

ツロブテロール（貼付剤）

オマリグリプチン（錠）

カルベジロール（錠）

局・チアマゾール錠

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

局・プレドニゾロン錠

ラモトリギン（錠）

（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）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍、腹膜炎

ベタ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

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）

イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシー

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（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） 疾病：心膜炎

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、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

局・プレドニゾロン錠 疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：無顆粒球症

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：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及びそれに続発した低酸素脳症による
高度能機能障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：汎発型薬疹

疾病：汎発型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：出血性大腸炎

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ボノプラザンフマル酸塩（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

プレガバリン（カプセル） 疾病：嘔気、嘔吐

（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

局・アトロピン硫酸塩注射液

セファゾリンナトリウム（キット）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

アルプラゾラム（錠）

アルプラゾラム（錠）

セルトラリン塩酸塩（錠）

セルトラリン塩酸塩（錠）

ランソプラゾール（錠）

ランソプラゾール（錠）

ドンペリドン（錠）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（錠）

ベタメタゾン（錠）

局・プレドニゾロン錠

インフルエンザHAワクチン 疾病：血球貪食症候群

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：薬物性肝障害

局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

（局）セフテラムピボキシル（錠） 疾病：アナフィラキシー

トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ショウ
キョウ、ケイガイ、ハマボウフウ、マオウ、ダイオウ、硫酸ナトリウム、
ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ、カッセキ

疾病：薬物性肝障害

清心蓮子飲エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

トウキ、シャクヤク、センキュウ、ボウフウ、ジオウ、ケイガイ、オウギ、
カンゾウ、シツリシ、カシュウ

疾病：薬物性肝障害

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）

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）

炭酸リチウム（錠）

スルトプリド塩酸塩（錠）

リスペリドン（錠）

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）

インフルエンザHAワクチン 障害：脊髄炎による肢体・体幹機能障害

インフルエンザHAワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

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）

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）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

ガベキサートメシル酸塩（注射用）

セフトリアキソンナトリウム水和物（キット）

リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

アセトアミノフェン（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

通導散エキス（顆粒） 疾病：多形紅斑型薬疹

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

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） 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

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシー

疾病：ステロイドミオパチー

疾病：血小板減少症、急性腎障害

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

障害：振戦による肢体機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：ステロイド精神病

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

障害：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：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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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ドロペリドール（注射液）

ミダゾラム（注射液）

ブピバカイン塩酸塩水和物（注射液）

セファゾリンナトリウム（注射用）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１） 疾病：多形紅斑型薬疹

デキサメタゾン（錠） 疾病：ステロイドミオパチー

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

（局）ブシラミン（錠）

（局）ブシラミン（錠）

スルピリド（錠） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

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）（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）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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

ジフルコルトロン吉草酸エステル（軟膏）

クロベタゾールプロピオン酸エステル（軟膏）

ヒドロコルチゾン酪酸エステル（クリーム）

ジフロラゾン酢酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル０．０５％（軟膏）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

フルニトラゼパム（錠）

（局）エチゾラム（錠）

トラゾドン塩酸塩（錠）

パロキセチン塩酸塩水和物徐放（錠）

アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール（液）

アメナメビル 疾病：多形紅斑型薬疹

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）ベタメタゾン（錠）

局・プレドニゾロン錠

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

局・プレドニゾロン錠

メトトレキサート（錠）

（局）メロペネム水和物（注射用）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

インダパミド（錠）

芍薬甘草湯エキス（顆粒）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

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糖尿病

カルバマゼピン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

リセドロン酸ナトリウム水和物（錠）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：汎発型薬疹

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・プレドニゾロン錠

デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：左上下顎骨の骨髄炎・骨壊死

医薬品の使用方法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：ネフローゼ症候群

疾病：両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死

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

疾病：ステロイド精神病

疾病：急性腎障害

疾病：悪性症候群

疾病：ステロイド緑内障

疾病：横紋筋融解症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：低カリウム血症およびそれに続発した横紋筋融解症

疾病：ニューモシスチス肺炎

疾病：皮下膿瘍、サイトメガロウイルス感染、ニューモシスチス肺炎

疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死

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12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

アモキサピン（カプセル）

アモキサピン（カプセル）

アモキサピン（カプセル）

ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

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）チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ錠

インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

オランザピン（錠）（１）

ブロナンセリン（錠）

ブロナンセリン（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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）

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）

リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン（錠）（２）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

オランザピン（錠）（１）

カルボシステイン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

（局）クラリスロマイシン（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）

カルバマゼピン（錠）

アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

五苓散（細粒）

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）（２）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

オセルタミビルリン酸塩（カプセル）

カルボシステイン（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）

アリピプラゾール（錠）（１）

フルバスタチンナトリウム（錠）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠） 疾病：低ナトリウム血症

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、dl-メチルエフェドリン塩酸塩、無水カフェイン、グアイフェネシ
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）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（１）（錠） 疾病：脳梗塞

アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール（錠）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：左上顎骨の骨髄炎・骨壊死

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）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

アムホテリシンＢ（シロップ）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

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）

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）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

ラベプラゾールナトリウム（錠） 疾病：低ナトリウム血症

エドキサバントシル酸塩水和物（錠） 疾病：脳出血

疾病：遅発性ジスキネジア

疾病：遅発性ジスキネジア 入院を必要とする程度の医療とは認められない

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：悪性症候群様症状

疾病：臀部筋肉内血腫

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：紅皮症型薬疹

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

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：急性ジストニア

疾病：横紋筋融解症及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

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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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

インフルエンザHAワクチン 疾病：ネフローゼ症候群

アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

ビペリデン塩酸塩（錠）

レボドパ・カルビドパ（１）（錠）

イミペネム・シラスタチンナトリウム（注射用）

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

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

フォリトロピンベータ（遺伝子組換え）（キット）

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

（局）メトロニダゾール（錠） 疾病：急性脳症、末梢神経障害

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（局）アシクロビル（注）

ファモチジン（錠）（２）

（局）ブシラミン（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

インフルエンザHAワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

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）

硫酸バリウム 疾病：バリウム虫垂炎

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

カルシトリオール（カプセル）

局・乳酸カルシウム

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

セレコキシブ（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）

アモキサピン（カプセル）

（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）

（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）

（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）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１）

フェブキソスタット（錠）

フェブキソスタット（錠）

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

局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

ブチルスコポラミン臭化物（錠） 疾病：亜腸閉塞

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎障害

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

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：脳梗塞

デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症

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

グリチルリチン酸一アンモニウム・グリシン・ＤＬ－メチオニン配合錠剤 疾病：偽アルドステロン症

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ミルタザピン（錠）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

インフルエンザHAワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

ラモトリギン（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）

障害：錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷による体幹・肢体機能
障害

疾病：脳出血

疾病：急性腎障害

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）

疾病：急性腎障害

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：高カルシウム血症、急性腎障害

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：痙攣

疾病：高ＣＫ血症

疾病：遅発性ジスキネジア
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

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

統・カリジノゲナーゼ５０単位錠

アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

（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）

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

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

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）

タモキシフェンクエン酸塩（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）

プレガバリン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

カルバマゼピン（錠）

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（２）

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

カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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）

ウルソデオキシコール酸（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）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

カルバマゼピン（錠）

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）レバミピド（錠）（１）

（局）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）

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：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

局・アンピシリンナトリウム（注射用） 疾病：汎発型薬疹

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：多形紅斑型薬疹

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死

アセトアミノフェン（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（錠）

セレコキシブ（錠）

テプレノン（細粒）

（局）オロパタジン塩酸塩（錠）（１）

温清飲エキス（顆粒）

三物黄芩湯エキス（顆粒）

インフルエンザHAワクチン 疾病：血小板減少性紫斑病

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：蕁麻疹型薬疹

インフルエンザHAワクチン 疾病：脊髄炎

クロフェダノール塩酸塩（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

リナグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡 入院を必要とする程度の医療とは認められない

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

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）

リバーロキサバン（錠） 障害：脳出血による体幹・肢体機能障害

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：脳梗塞

疾病：急性腎障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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：ステロイド精神病

疾病：多形紅斑型薬疹

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12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

ゾニサミド（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

アモキサピン（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

統・新鮮凍結人血漿

人赤血球液（２－２）

人血小板濃厚液（２）

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）

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

ラモトリギン（錠）

レベチラセタム（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）

イオパミドール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

ベプリジル塩酸塩水和物（錠） 疾病：薬物性肝障害

ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合物（散） 疾病：低ナトリウム血症及びそれに続発した意識障害

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）（２） 疾病：脳静脈洞血栓症、脳出血

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

クエチアピンフマル酸塩（錠）

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（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）

クエン酸第一鉄ナトリウム（錠） 疾病：嘔吐（１回目）

ファモチジン（錠）（２）

ドンペリドン（錠）

（局）トラニラスト１００ｍｇカプセル

リスペリドン（錠）（２） 疾病：嘔吐、薬物性肝障害（２回目）

ロスバスタチンカルシウム（錠） 疾病：ミオパチー

（局）メロペネム三水和物（注射用）

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）（キット）

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

小柴胡湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

アセトアミノフェン（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（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）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

カルバマゼピン（錠） 疾病：肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症

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）

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

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

メトトレキサート（錠）

イグラチモド（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

メサラジン（錠）

メサラジン腸溶（錠）

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

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）
死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）に続発した肺炎による死亡

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）

疾病：薬物性肝障害（１回目）

疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害

政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：薬剤性パーキンソン症候群、麻痺性イレウス

障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：多形紅斑型薬疹

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）、血栓性
微小血管症

疾病：骨粗鬆症及びそれに続発した左寛骨臼骨折、右仙骨骨折

疾病：汎血球減少症

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による
死亡

疾病：薬物性大腸炎

疾病：心膜炎、胸膜炎
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

イブプロフェン（錠）

鎮咳配合剤（１）（錠）

カルボシステイン（錠）

アジスロマイシン水和物（錠）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤）

ミルタザピン（錠） 疾病：好中球減少症

柴朴湯エキス（顆粒）

柴苓湯エキス（顆粒）

小青竜湯エキス（細粒）

（局）スルピリド（錠） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

セレコキシブ（錠）

チザニジン塩酸塩（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

メトトレキサート（錠）

アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット）

アセトアミノフェン（錠）

ロキソプロフェンナトリウム水和物

カルボシステイン（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：好酸球性肺炎

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１） 疾病：多形紅斑型薬疹

カルボシステイン（錠）

荊芥連翹湯エキス（顆粒）

柴朴湯エキス（顆粒）

補中益気湯エキス（顆粒）

ランソプラゾール（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

局・イソニアジド錠

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

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

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

メトトレキサート（錠） 疾病：悪性リンパ腫

硫酸バリウム（散）

硫酸バリウム（散）

柴胡桂枝乾姜湯エキス（顆粒）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

フェノバルビタール（錠）

バルプロ酸ナトリウム（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）

（局）セフポドキシムプロキセチル（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）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩（点眼液） 疾病：喘息

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） 障害：脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害

インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）

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

ラモトリギン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ラモトリギン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

疾病：間質性肺炎

疾病：汎発型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：リンパ増殖性疾患

疾病：間質性肺炎

疾病：直腸穿孔

疾病：多形紅斑型薬疹

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：感染性心内膜炎及びそれに続発した出血を伴う多発脳梗塞、僧
帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：右側大腿骨顆部無腐性壊死

疾病：多形紅斑型薬疹

死亡：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）による死亡

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
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）セボフルラン（吸入液）

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）

ファモチジン（注射液）

（局）レバミピド（錠）（１）

セフメタゾールナトリウム（キット）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：両側非定型大腿骨骨折

カルバマゼピン（錠）

フェニトイン・フェノバルビタール配合剤（１）（錠）

メトトレキサート（錠） 疾病：間質性肺炎

ラモトリギン錠 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

（局）メトロニダゾール（錠） 死亡：急性脳症による肺炎、心不全による死亡

カルバマゼピン（錠） 疾病：血小板減少症、播種状紅斑丘疹型薬疹

（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
死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

（局）イオパミドール（キット） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：アスピリン喘息（１回目）

ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：アスピリン喘息（２回目）

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：紅皮症型薬疹

アモキシシリン水和物（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

アセトアミノフェン（錠）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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）

局・アスピリン

フルルビプロフェン（顆粒）

局・プレドニゾロン錠 疾病：肺血栓塞栓症

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

カルボシステイン（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

ジルチアゼム塩酸塩（注射用）
疾病：心停止及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：心停止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） 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）

アセトアミノフェン（錠）

エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠）

（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）

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性肺水腫

局・チアマゾール錠 疾病：好中球減少症

サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

アシクロビル（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：汎発型薬疹

アシクロビル（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：汎発型薬疹

局・アザチオプリン錠

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

アセトアミノフェン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：出血性胃潰瘍

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：血小板減少症

疾病：多形紅斑型薬疹

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）

対象除外医薬品等である

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：汎血球減少症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

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：汎発型薬疹

（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）

柴苓湯エキス（細粒）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

ファモチジン（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） 疾病：アスピリン喘息

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・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

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

（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

カルバマゼピン（錠）

エリスロマイシン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

カルバマゼピン（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

メキシレチン塩酸塩（カプセル） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

セファゾリンナトリウム（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

（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）

清上防風湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

イトラコナゾール（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）レバミピド（錠）（１）

ランソプラゾール（錠）

ドンペリドン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

プレガバリン（カプセル）

プレガバリン（カプセル）

ファモチジン（錠）（２）

黄連解毒湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

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

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

セレコキシブ（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：アスピリン喘息

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：消化管出血

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

（局）リスペリドン（錠）

リスペリドン口腔内崩壊（錠）

リスペリドン（内用液）

リスペリドン（内用液）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

セルトラリン塩酸塩（錠）

（局）リスペリドン（錠）

リスペリドン口腔内崩壊（錠）

リスペリドン（内用液）

リスペリドン（内用液）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物（錠） 疾病：過敏症（腫脹、発赤）

イオヘキソール（キット） 疾病：過敏症（膨疹）

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

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）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

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：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎及びそれに続発した敗血症による死亡

疾病：悪性症候群
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ブロチゾラム（錠）

ブロチゾラム（錠）

（局）ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

局・フェキソフェナジン塩酸塩（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、中毒性表皮壊死症オーバーラップ
型）

局・メチルドパ錠 疾病：薬物性肝障害

アモキシシリン水和物（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

清肺湯エキス

ジオウ（熟ジオウ）末、サンシュユ末、サンヤク末、タクシャ末、ブクリョ
ウ末、ボタンピ末、ケイヒ末、ブシ末

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ジクロフェナクナトリウム（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

ペンタゾシン（注射液）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

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）

サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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）

セレコキシブ（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）

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）

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎による虫垂穿孔

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

小柴胡湯エキス（錠）

オフロキサシン（眼軟膏）

（局）レボフロキサシン１．５％１ｍｌ点眼液

レボカバスチン塩酸塩（液）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 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）
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
呼吸不全、心不全の増悪による死亡

アセトアミノフェン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

メフェナム酸（カプセル）

カルボシステイン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

統・ブロチゾラム０．２５ｍｇ錠（１）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１）

プラスグレル塩酸塩（錠）

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）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

硫酸バリウム（散）

硫酸バリウム（散）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

アセトアミノフェン（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

局・イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

疾病：薬物性肝障害

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：過敏症（顔面浮腫、発赤、呼吸困難、発熱）

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシー

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：薬物性肝障害

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：薬物性肝障害

疾病：アナフィラキシー

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：間質性肺炎

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：バリウム虫垂炎
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

チアラミド塩酸塩（錠）

局・ｄｌ－メチルエフェドリン塩酸塩（散）１０％

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（散）

カルボシステイン（錠）

ブロムへキシン塩酸塩（細）

（局）ジヒドロコデインリン酸塩（散）１％

テプレノン（カプセル）

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）（２）

レボセチリジン塩酸塩（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

アセトアミノフェン（錠）

アスピリン、合成ヒドロタルサイト（ダイバッファーHT）

カルボシステイン（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

オセルタミビルリン酸塩（カプセル）

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）

大柴胡湯エキス（1/2量） 疾病：薬物性肝障害

トラピジル（錠） 疾病：薬物性肝障害

ボノプラザンフマル酸塩（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

局・メチルドパ錠 疾病：薬物性肝障害

イトラコナゾール（液） 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）

カルボシステイン（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

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

ラベプラゾールナトリウム（錠） 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：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）

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

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

リネゾリド（錠）

アセトアミノフェン（錠）

（局）フロモキセフナトリウム（キット）

六君子湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

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

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎

（局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

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

リドカイン塩酸塩・アドレナリン（注射液） 疾病：過敏症（悪心、嘔吐、呼吸苦）

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）
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

クロチアゼパム（錠）

小柴胡湯エキス（顆粒）

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

カルバマゼピン（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、急性
腎不全による死亡

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：アナフィラキシーショック

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：脳出血

疾病：汎発型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：血小板減少症、急性腎障害

疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：紅皮症型薬疹
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

メペンゾラート臭化物・フェノバルビタール（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（局）エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠 疾病：血管性浮腫

（局）リスペリドン（液）

リスペリドン（キット）

リスペリドン（キット）

リスペリドン（キット）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

ラモトリギン（錠）

インフルエンザＨＡワクチン

メトトレキサート（錠） 疾病：悪性リンパ腫

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

バラシクロビル塩酸塩（錠） 疾病：急性腎障害

（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）

Ｄ－ソルビトール（液） 疾病：低ナトリウム血症

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 医薬品の使用目的が判定不能である

フルフェナジンマレイン酸塩（錠）

（局）エチゾラム（錠）

リスペリドン（内用液）

ハロペリドール（注射液）

オランザピン（錠）（１） 疾病：遅発性ジスキネジア

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

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）

メドロキシプロゲステロン酪酸エステル（錠） 障害：脳静脈洞血栓症、脳梗塞による肢体機能障害

オランザピン（錠）（１） 疾病：遅発性ジスキネジア
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

ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アジスロマイシン水和物（錠）

ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

テプレノン（細粒）

ホスホマイシンナトリウム（静注用）

アジスロマイシン水和物（錠）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

レベチラセタム（錠）

レベチラセタム（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

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

アセトアミノフェン、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、無水カフェ
イン、ヘスペリジン、トラネキサム酸

（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）

（局）リスペリドン（液）

リスペリドン（キット）

リスペリドン（キット）

リスペリドン（キット）

ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠 疾病：ミオパチー

アシクロビル（注射液） 疾病：尿閉

（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）

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）

ブセレリン酢酸塩（噴）

クエン酸マグネシウム（シロップ用）

ナトリウム・カリウム配合剤（散）

デスモプレシン酢酸塩水和物（錠） 疾病：低ナトリウム血症

疾病：遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア
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

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：悪性症候群

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：汎発型薬疹

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ
型）

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）及びそれに伴う瘢痕性角
結膜症

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

障害：ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：尿閉及びそれに続発した尿路感染

疾病：低ナトリウム血症

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

イバンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

グアンファシン塩酸塩徐放（錠）

ブレクスピプラゾール（錠）

カルバマゼピン（細粒）

カルバマゼピン（錠）

ジアゼパム（錠）

ジアゼパム（錠）

アセトアミノフェン（錠）

小柴胡湯加桔梗石膏エキス（顆粒）

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・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５００ｍｇ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

局・注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

カルバマゼピン（細粒）

アセトアミノフェン（錠）

ランソプラゾール（錠）

モキシフロキサシン塩酸塩（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）

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）

アピキサバン（錠） 疾病：脳出血

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）（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）

ゾレドロン酸水和物（注射液）

ゾレドロン酸水和物（注射液）

塩酸メトクロプラミド（注射液）

フルオレセイン（注射液）

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

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）
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）による死亡

プレガバリン（錠） 疾病：めまい

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）

フォリトロピン　アルファ（遺伝子組換え）（キット）

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（１）

レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

カナグリフロジン水和物錠 死亡：ケトアシドーシスに続発した多臓器不全による死亡 医薬品の使用方法が適正とは認められない

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

オランザピン（錠）（１） 疾病：遅発性ジスキネジア

（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）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

アセナピンマレイン酸塩舌下（錠）

疾病：左非定型大腿骨骨折

疾病：薬物性肝障害

疾病：意識障害

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：意識障害

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：ステロイド緑内障、ステロイド白内障

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれによる右下顎骨の骨折

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

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

疾病：遅発性ジストニア

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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

疾病：遅発性ジストニア
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

アセトアミノフェン（錠）

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

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・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

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

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）（注射用）

炭酸リチウム（錠）

ゾテピン（錠）

リスペリドン（錠）（２）

ニザチジン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

フィナステリド（錠） 疾病：脳梗塞

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）

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

テプレノン、ソウジュツ乾燥エキス、コウボク乾燥エキス 疾病：多形紅斑型薬疹

局・カンデサルタシレキセチル（錠）

ニフェジピン２０ｍｇ徐放錠

シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）

ブロムペリドール（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

ハロペリドールデカン酸エステル（注射液）

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）

局・チアマゾール錠 疾病：蕁麻疹型薬疹

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）

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（錠）

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）

（局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

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）

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

ジフルコルトロン吉草酸エステル（軟膏）

クロベタゾールプロピオン酸エステル（軟膏）

ヒドロコルチゾン酪酸エステル（クリーム）

ジフロラゾン酢酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（軟膏）

ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル０．０５％（軟膏）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

バカンピシリン塩酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

アトルバスタチンカルシウム水和物（錠） 疾病：横紋筋融解症

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：ステロイド精神病

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

障害：遅発性ジストニアによる日常生活障害

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：ステロイド緑内障

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）
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副作用救済給付の決定状況
　（令和2年12月1日～令和3年3月31日）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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）セフジトレンピボキシル（細粒） 疾病：低カルニチン血症に伴う低血糖

バルプロ酸ナトリウム徐放（顆粒） 疾病：発熱

ラモトリギン（錠） 疾病：紅皮症型薬疹

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）、視神経炎

（局）セフジニル（カプセル） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹 入院を必要とする程度の医療とは認められない

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

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：注射部位の局所反応（腫脹）、視覚異常、月経困難症、しびれ、
脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食
欲低下

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

クロルプロマジン・プロメタジン配合剤（２）（錠）

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

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

タモキシフェンクエン酸塩（錠） 疾病：子宮内膜ポリープ

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

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

カルバマゼピン（錠） 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

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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（錠）

アセトアミノフェン（注）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

局・チアマゾール錠 疾病：蕁麻疹型薬疹

サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ボノプラザンフマル酸塩・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

ブレクスピプラゾール（錠） 疾病：過鎮静、摂食不良

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）

カルボシステイン（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（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）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ビルダグリプチン（錠）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤（１）（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠） 疾病：急性腎障害

ブロナンセリン（錠） 疾病：遅発性ジストニア

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死

ジクロフェナクナトリウム（錠）

（局）セファクロル（カプセル）

カルバマゼピン（細粒）

カルバマゼピン（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：脊髄炎

テオフィリン（シロップ用） 障害：急性脳症による精神発達遅滞

テオフィリン（シロップ用） 障害：急性脳症による精神発達遅滞

疾病：悪性症候群 医薬品の使用目的及び使用方法が判定不能である

疾病：紅皮症型薬疹

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：ネフローゼ症候群

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：水疱性類天疱瘡

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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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 12 月１日から令和３年３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12月１日から令和３年３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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