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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４年４月１日から令和４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４年４月１日から令和４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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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用） 疾病：心不全の増悪及びそれに続発した慢性腎不全

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

メサラジン腸溶（錠） 疾病：間質性腎炎

ラモトリギン（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

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

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

アジスロマイシン水和物（錠）

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

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

シクロスポリン（注射液） 疾病：肺炎

シクロスポリン（注射液） 死亡：肺炎による死亡

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（顆粒） 疾病：多形紅斑型薬疹(1回目)

アトバコン（液） 疾病：多形紅斑型薬疹(2回目) 対象除外医薬品等である

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

局・チアマゾール錠 疾病：抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群

（局）フロセミド（錠）

フルコナゾール（カプセル）

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） 疾病：心原性ショック 医薬品の使用方法が適正とは認められない

サラゾスルファピリジン（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

フルマゼニル（注射液）

トロンビン（液）

モノエタノールアミンオレイン酸塩（注射用）

イオパミドール（注射液）

フルマゼニル（注射液）

トロンビン（液）

モノエタノールアミンオレイン酸塩（注射用）

イオパミドール（注射液）

局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイドミオパチー

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：薬物性肝障害

アレルゲンエキス（２）錠

アレルゲンエキス（２）錠

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）

局・アンピシリンナトリウム（注射用） 疾病：アナフィラキシーショック

清肺湯エキス（顆粒）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害

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）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤（２）（錠）

ミダゾラム（注射液）

ペチジン塩酸塩（注射液）

ヘパリンナトリウム（注射液）

ヘパリンナトリウム（キット）

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：悪性リンパ腫 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

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） 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)

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） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

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

疾病：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳出血
死亡：ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳出血による
死亡

死亡：呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症､肺炎による死
亡

疾病：水疱性類天疱瘡

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

疾病：急性腎障害及びそれに続発した心不全
死亡：急性腎障害に続発した心不全による死亡

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

ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル） 疾病：心室細動及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：心室細動及びそれに続発した低酸素脳症による死亡

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

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

疾病：蕁麻疹型薬疹

対象除外医薬品等である

疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死 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：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

疾病：好中球減少症
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ラベプラゾールナトリウム（錠）

柴朴湯エキス（顆粒）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

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

ビラスチン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アキレス腱炎

ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液（錠）

カルベジロール（錠）

局・カルベジロール（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１）

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

リマプロストアルファデクス（錠）

アスピリン腸溶（錠）

ペンタゾシン（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック

ベンダムスチン塩酸塩（注射用）

リツキシマブ（遺伝子組換え）（注射用）

リツキシマブ（遺伝子組換え）（注射用）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

アセトアミノフェン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル） 疾病：好酸球性肺炎

アセトアミノフェン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：白血球減少症、低ナトリウム血症

ボノプラザンフマル酸塩（錠） 死亡：劇症肝炎及びそれに続発した敗血症､肺炎による死亡

イソソルビド（液）

イルソグラジンマレイン酸塩（錠）（２）

メコバラミン（錠）

アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

五苓散エキス（顆粒）

塩酸ロペラミド（カプセル） 疾病：麻痺性イレウス及びそれに続発した腸管気腫症

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

アトバコン（液） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目) 対象除外医薬品等である

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

エゼチミブ（錠）

エゼチミブ（錠）

黄連解毒湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（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） 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

ビラスチン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（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）

（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）

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）（キット）

（局）クロミフェンクエン酸塩（錠）

ブセレリン酢酸塩（噴）

エペリゾン塩酸塩（錠） 疾病：アナフィラキシーショック

アンブロキソール塩酸塩（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）

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

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)

死亡：間質性肺炎及びそれに続発した慢性呼吸不全による死亡

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎及びそれに続発した慢性呼吸不全による死亡

疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) 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

セレコキシブ（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

疾病：間質性肺炎

ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎及びそれに続発した敗血症､肺炎による死亡

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹 対象除外医薬品等である

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：発熱
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）オルメサルタンメドキソミル（錠）（２）

（局）オルメサルタンメドキソミル（錠）（２）

イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシー

加味逍遙散エキス 疾病：薬物性肝障害

硫酸バリウム（散） 疾病：S状結腸穿孔

オセルタミビルリン酸塩（カプセル） 疾病：嘔気､嘔吐

乙字湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシー

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：憩室出血

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

カルボシステイン（錠）

キシナホ酸サルメテロール・プロピオン酸フルチカゾン（吸入液）

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠）

（局）モンテルカストナトリウム１０ｍｇ錠

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ラモトリギン（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)

（局）メトトレキサート（カプセル） 疾病：間質性肺炎

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害

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）レバミピド（錠）（１）

セレコキシブ（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

アセトアミノフェン（錠）

バラシクロビル塩酸塩（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） 疾病：深部静脈血栓症

ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウム 疾病：アナフィラキシーショック

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

テリパラチド酢酸塩（注用） 疾病：過敏症(嘔気､冷汗､過呼吸､四肢しびれ感)

硫酸バリウム（散） 疾病：S状結腸穿孔

ルパタジンフマル酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

防已黄耆湯エキス 疾病：薬物性肝障害

シクロフェニル（錠） 疾病：薬物性肝障害

テガフール・ウラシル（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）クラリスロマイシン（錠） 疾病：薬物性肝障害

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

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）クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠

（局）クロピドグレル硫酸塩７５ｍｇ錠

エペリゾン塩酸塩（錠） 疾病：アナフィラキシー

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

（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）

メトプロロール酒石酸塩（錠）

イオベルソール（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

アセトアミノフェン（錠）

アンブロキソール塩酸塩（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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

ホリナートカルシウム（錠）

テガフール・ウラシル（カプセル）

ベプリジル塩酸塩水和物（錠） 疾病：薬物性肝障害

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）（注）

カルボシステイン（錠）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤） 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：薬物性肝障害

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：血小板減少症

疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：血小板減少症

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

疾病：紅皮症型薬疹

疾病：下痢
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（錠）（２） 疾病：肺動脈血栓塞栓症

イオパミドール（注射液） 疾病：アナフィラキシー

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

アプリンジン塩酸塩（カプセル） 疾病：薬物性肝障害

チクロピジン塩酸塩（錠） 疾病：血栓性血小板減少性紫斑病及びそれに続発した脳梗塞

シロスタゾール（錠）（２）

アスピリン腸溶（錠）

ベンラファキシン塩酸塩徐放（カプセル）

ブレクスピプラゾール（錠）

セルトラリン塩酸塩 疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)

（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）

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脳梗塞

炭酸リチウム（錠）

炭酸リチウム（錠）

ロスバスタチンカルシウム（錠）

桃核承気湯エキス（顆粒）

ジエノゲスト（錠）（１） 疾病：不正出血及びそれに伴う貧血

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）

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）

メサラジン腸溶（錠） 疾病：発熱

ヘパリンナトリウム（注射液） 障害：ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞による高度脳機
能障害

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）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

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）

クロナゼパム（錠） 疾病：めまい 医薬品の使用方法が適正とは認められない

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）

（局）注射用ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン

局・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 疾病：薬剤性パーキンソン症候群 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

テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配
合剤（錠）

疾病：低ナトリウム血症及びそれに続発した橋中心髄鞘崩壊症

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）

レトロゾール（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）

イオパミドール（注射液）

アセトアミノフェン（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）

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）

リスペリドン（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン（錠）

局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド精神病

プレガバリン（カプセル）

リマプロストアルファデクス（錠）

メサラジン（顆粒） 疾病：心膜炎

アダリムマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：脱髄疾患

（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（キット）

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）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

（局）リファンピシン（カプセル） 疾病：副腎機能不全

疾病：薬剤性パーキンソン症候群

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：慢性腎臓病の急性増悪

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：左上顎骨の骨壊死

疾病：間質性腎炎

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：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：衝動性 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：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：ミオパチー

疾病：腎性尿崩症
障害：腎性尿崩症による日常生活障害

医薬品の使用方法が適正とは認められない

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

疾病：硬膜下血腫の増悪
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

（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） 疾病：下痢 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

（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）

ミノドロン酸水和物（錠）

プレガバリン口腔内崩壊（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎障害､急性脳症

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 障害：馬尾症候群による両下肢機能障害

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）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

アピキサバン（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

カルバマゼピン（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

エタンブトール塩酸塩（錠） 障害：中毒性視神経症による視野障害､視力障害

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩
（液）

トリアムシノロンアセトニド（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）

レベチラセタム（錠）

レベチラセタム（注）

炭酸リチウム 疾病：リチウム中毒

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎障害､急性脳症

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

（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）

ブセレリン酢酸塩（噴）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ロルノキシカム（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

ラモトリギン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

（局）パロキセチン塩酸塩水和物（錠）（１）

（局）パロキセチン塩酸塩水和物（錠）（１）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

エスゾピクロン（錠）

ラモトリギン（錠）

オランザピン（錠）

オランザピン（錠）

オランザピン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

ラモトリギン（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）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

（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）

コリオゴナドトロピンアルファ（遺伝子組換え）（キット）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死

局・レボチロキシンナトリウム錠 疾病：甲状腺中毒症 医薬品の使用目的が適正とは認められない

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）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（２）

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）

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

疾病：過敏症(蕁麻疹)

疾病：汎発型薬疹 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：横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎障害

疾病：両眼ステロイド白内障

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：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

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：脳出血
死亡：脳出血による死亡

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：急性腎障害､精神神経症状(意識障害)

疾病：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

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）

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（細粒） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

アセトアミノフェン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 障害：急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高次脳機能障害

カルバマゼピン（錠） 疾病：紅皮症型薬疹

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：四肢疼痛､嘔気､起立性調節障害､疼痛､筋力低下､しびれ､不随
意運動､失神､けいれん､めまい､視力障害､睡眠障害､認知機能低下､
脱力､倦怠感､発熱､感覚過敏､月経不整､発汗異常､体温調節不全

ラモトリギン（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）アモキシシリン水和物（カプセル）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：IgA血管炎

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)

（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）

アジスロマイシン水和物（錠）

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）

デノスマブ（遺伝子組換え）注 疾病：左上顎骨の骨髄炎･骨壊死

カルボシステイン（シロップ用）

カルボシステイン（シロップ用）

（局）セフジトレンピボキシル（細粒）

デソゲストレル・エチニルエストラジオール錠（２） 疾病：脳静脈洞血栓症

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

ラモトリギン（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)

（局）スルピリド（錠）

（局）スルピリド（錠）

ドンペリドン（錠）

ラモトリギン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）セフジニル（カプセル）

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） 疾病：ネフローゼ症候群

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）

ロスバスタチンカルシウム（錠）（１） 疾病：ミオパチー

局・フェノバルビタール散１０％

エトスクシミド（シロップ）

カルバマゼピン（錠）

バルプロ酸ナトリウム（細粒）

ミダゾラム（注射液）

統・新鮮凍結人血漿

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）リファンピシン（カプセル）

モキシフロキサシン塩酸塩（錠）

（局）リファンピシン（カプセル） 疾病：抗菌薬関連下痢症（３回目）

イオメプロール（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

（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）

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）

メトプロロール酒石酸塩（錠）

（局）ベラパミル塩酸塩（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

疾病：洞不全症候群

疾病：紅皮症型薬疹

疾病：抗菌薬関連下痢症（１回目、２回目）

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

疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

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：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：再生不良性貧血

疾病：悪性症候群

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：遅発性ジストニア

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

疾病：間質性腎炎

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
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ミダゾラム（注射液）

ペチジン塩酸塩（注射液）

イオメプロール（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

アセトアミノフェン（錠）

ペンタゾシン（注射液）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

サラゾスルファピリジン（錠）

レボフロキサシン水和物（錠）

アセトアミノフェン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

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）

サラゾスルファピリジン（錠）

レボフロキサシン水和物（錠）

結合型エストロゲン（錠） 疾病：深部静脈血栓症

（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）

メトトレキサート（錠）

（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）

（局）メトトレキサート（カプセル）

ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム（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）

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）

（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）

アジスロマイシン水和物（錠）

硝酸イソソルビド（キット）

イオパミドール（注射液）

局・チアマゾール錠 疾病：白血球減少症

ミカファンギンナトリウム（注射用）

局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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）

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)

イトラコナゾール（カプセル） 疾病：間質性肺炎

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

（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）

清心蓮子飲エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

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

乙字湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

黄連解毒湯エキス（細粒） 疾病：薬物性肝障害､間質性肺炎

メサラジン徐放（錠） 疾病：頭痛､頚部痛､発熱､嘔吐

人赤血球液（２－２） 疾病：輸血関連循環過負荷(TACO)
死亡：輸血関連循環過負荷(TACO)による死亡

ピコスルファートナトリウム水和物（液） 疾病：虚血性大腸炎

ロメリジン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

ジアゼパム（注射液）

アミノ酸・糖・電解質・ビタミン（４）

イオパミドール（注射液） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

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）

カルボシステイン（錠）

疾病：薬物性大腸炎､血小板減少症､白血球減少症

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
死亡：アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に伴う多臓器不
全による死亡

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：注射部位の血栓性静脈炎

疾病：多形紅斑型薬疹

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：呼吸抑制

入院を必要とする程度の医療とは認められない

疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：薬物性肝障害

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4年4⽉1⽇〜令和4年7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）

（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（キット）

補中益気湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

タモキシフェンクエン酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎

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）

アセトアミノフェン（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）レボフロキサシン水和物（錠）

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

カンデサルタンシレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤（錠）

アムロジピンベシル酸塩（錠）

アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

（局）クロピドグレル（錠）

（局）シベンゾリンコハク酸塩（錠）

（局）シベンゾリンコハク酸塩（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：好中球減少症､多形紅斑型薬疹

デュロキセチン塩酸塩（カプセル） 疾病：嘔気､嘔吐､食欲不振

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（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）（２）

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、カンゾウ
エキス

疾病：薬物性肝障害

ロキサデュスタット（錠） 障害：左下肢動脈血栓塞栓症による左下肢切断

（局）バンコマイシン塩酸塩（注用）

メロペネム三水和物（注射用）

バンコマイシン塩酸塩（注用） 疾病：汎発型薬疹 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

リバーロキサバン（錠） 疾病：間質性肺炎

硫酸バリウム（散） 疾病：S状結腸穿孔

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

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）

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

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、酸化マグネシウム

カルボシステイン（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：間質性肺炎

炭酸水素ナトリウム、重質炭酸マグネシウム、沈降炭酸カルシウ
ム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ロートエキス、アズレンス
ルホン酸ナトリウム、L-グルタミン

疾病：多形紅斑型薬疹

二朮湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

局・ワルファリンカリウム錠

局・ワルファリンカリウム錠

ミコナゾール（ゲル）

（局）テルミサルタン（錠）（１）

（局）テルミサルタン２０ｍｇ錠

（局）テルミサルタン２０ｍｇ錠

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

プレガバリン（錠）

プレガバリン口腔内崩壊（錠）

トラマドール塩酸塩（錠）

ケトプロフェン（貼付剤）

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

酢酸プレドニゾロン

疾病：血液凝固能過剰低下 医薬品の使用方法が適正とは認められない

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：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：出血性胃潰瘍

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：肺血栓塞栓症

疾病：薬物性肝障害

疾病：無顆粒球症

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：無顆粒球症

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4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

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）

黄連解毒湯エキス（細粒）

女神散エキス（顆粒）

クロピドグレル硫酸塩（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)

メサラジン（顆粒）

メサラジン腸溶（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

ジオウ、サンシュユ、サンヤク、タクシャ、ブクリョウ、ボタンピ、バク
モンドウ、ゴミシ

疾病：薬剤性胃腸炎

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

バンコマイシン塩酸塩（注用）

局・セファゾリンナトリウム（注射用）

ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊（錠） 疾病：薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)

局・チアマゾール錠 疾病：白血球減少症､薬物性肝障害

防風通聖散エキス 疾病：薬物性肝障害

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） 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：薬物性大腸炎

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：アナフィラキシー

ガドテル酸メグルミン 疾病：アナフィラキシー

小柴胡湯加桔梗石膏エキス（顆粒） 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

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

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス粉末M 疾病：薬物性肝障害

防風通聖散エキス（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

ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：蕁麻疹型薬疹

（局）アプリンジン塩酸塩（カプセル） 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

イキセキズマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック

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）

（局）ブシラミン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：急性膵炎

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：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)

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：左側大腿骨骨頭無腐性壊死

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）

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・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

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）

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

局・プロピルチオウラシル錠

局・プロピルチオウラシル錠

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)

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）

エペリゾン塩酸塩（錠）

セレコキシブ（錠）

シメチジン（錠）

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

（局）アロプリノール（錠） 疾病：無顆粒球症

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

局・チアマゾール錠

（局）フェキソフェナジン塩酸塩（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：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：好中球減少症

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群

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：急性膵炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：肺血栓塞栓症､深部静脈血栓症
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

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）

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

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

イオパミドール（注射液） 疾病：アナフィラキシー

硫酸バリウム（散） 疾病：S状結腸穿孔

カルボシステイン（錠）

アジスロマイシン水和物（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）

アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤（錠） 疾病：下痢及びそれに続発した低ナトリウム血症

（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）

ドンペリドン（錠）

柴苓湯エキス（顆粒）

（局）レバミピド（錠）（１）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

プランルカスト水和物（錠）

柴苓湯エキス（細粒）

ニザチジン（錠）

アリピプラゾール（錠） 障害：遅発性ジストニアによる体幹機能障害 政令で定める程度の障害とは認められない

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）

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 疾病：両下肢麻痺､下腹部知覚異常､膀胱直腸障害 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

リスペリドン（内用液） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

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)

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脳梗塞

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）

Ａ型ボツリヌス毒素（注射用） 疾病：嚥下困難

ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：出血性胃潰瘍

（局）ベラパミル塩酸塩（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）アロプリノール（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

アジスロマイシン水和物（細粒）

（局）フルコナゾール０．２％５０ｍＬ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）

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）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

インフルエンザＨＡワクチン

炭酸リチウム 障害：リチウム中毒による体幹･肢体機能障害､構音障害､そしゃく･嚥
下機能障害､高次脳機能障害

医薬品の使用方法が適正とは認められない

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

レルゴリクス（錠） 疾病：不正出血及びそれに伴う貧血

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）

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）

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）

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

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：脊髄神経障害

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

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

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：薬物性肝障害

疾病：汎発型薬疹

疾病：ネフローゼ症候群

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

疾病：薬物性肝障害

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

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4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

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）

下垂体性性腺刺激ホルモン（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）

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）

（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）

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）

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 疾病：馬尾症候群

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

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：急性脳症

ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 疾病：両下肢麻痺､下腹部知覚異常､膀胱直腸障害 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

カルバマゼピン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

ミロガバリンベシル酸塩（錠）

ミロガバリンベシル酸塩（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：発熱､頭痛､嘔気､関節痛

ラモトリギン（錠）

セルトラリン塩酸塩

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

スボレキサント（錠）

メサラジン（錠） 疾病：間質性腎炎

タモキシフェンクエン酸塩（錠） 疾病：不正出血及びそれに伴う貧血

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）

レボノルゲストレル（キット） 疾病：子宮穿孔

タモキシフェンクエン酸塩（錠） 障害：網膜症による視力及び視野障害

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、無水カフェイン、ゴオウ末

障害：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力
障害

セレコキシブ（錠）

プレガバリン口腔内崩壊（錠）

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 障害：急性脳炎による精神運動発達遅滞

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

トラゾドン塩酸塩（錠） 疾病：持続勃起症

プラミペキソール塩酸水和物（錠） 疾病：悪性症候群

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：脳静脈洞血栓症

ジクロフェナクナトリウム（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ロキシスロマイシン（錠）

リュープロレリン酢酸塩（キット） 疾病：脳梗塞 対象除外医薬品等である

ビルダグリプチン（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

ラモトリギン（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

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

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：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに伴う右卵巣茎捻転

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

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：下痢

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

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（錠）（１）

（局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン（液）

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（２）

アリピプラゾール（錠）（１）

アリピプラゾール（錠）

ブロナンセリン（錠）

ブロナンセリン（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：脊髄炎

ロクロニウム臭化物（注）

フェンタニルクエン酸塩（注射液）

フェンタニルクエン酸塩（注射液）

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

シアナミド（液） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

アセトアミノフェン（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)

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） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

ラモトリギン（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

レトロゾール（錠）

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

リルゾール（錠） 疾病：嘔気､嘔吐､食欲不振

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

アセトアミノフェン（坐剤）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

チアラミド塩酸塩（錠）

カルボシステイン（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（筋注用）

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

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

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）（注）

ドセタキセル（注射液）

ラモトリギン（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）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

セレコキシブ（錠）

アジスロマイシン水和物（シロップ用）

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 入院を必要とする程度の医療とは認められない

（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）

炭酸リチウム 疾病：リチウム中毒 医薬品の使用方法が適正とは認められない

ジクロフェナクナトリウム（錠）

バラシクロビル塩酸塩水和物（錠）（１）

（局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺クリプトコッカ
ス症

デノスマブ（遺伝子組換え）注 疾病：左下顎骨の骨髄炎･骨壊死

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）

（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）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

疾病：急性脳症

死亡：腎障害の急性増悪による心不全､呼吸不全による死亡

障害：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力
障害

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心停止による低酸素脳症

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：多形紅斑型薬疹

対象除外医薬品等である

疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

疾病：体重増加

障害：両眼ステロイド緑内障による視野障害
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副作⽤救済給付の決定状況
（令和4年4⽉1⽇〜令和4年7⽉31⽇）

一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）メトロニダゾール（錠） 疾病：急性脳症

炭酸リチウム（錠）

オランザピン（錠）

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：多形紅斑型薬疹

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）

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

ラモトリギン（錠） 疾病：汎発型薬疹､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）

フォリトロピン　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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

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） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

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

局・アミノフィリン注射液

テオフィリン（シロップ用）

疾病：卵巣過剰刺激症候群(OHSS)

疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

障害：急性脳症による精神発達遅滞

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)
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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４年４月１日から令和４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３年４月１日から令和４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。 

 

15




