
 

 

 資料２－６  

 

救済給付の請求に基づく副作用等報告の状況 
 

 

 

＜目次＞ 

 

1. 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・・・・・・・・・・・・ P １ 

 

2. 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・・・・・・・・・・・・ P 17 

 

 

  



 

 

  



 

 

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 
（平成 30年４月 1日から平成 30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） 平成 30 年４月 1 日から平成 30 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 不支給理由

乾燥弱毒生麻しんワクチン 疾病：脳炎・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）

ドンペリドン（錠）

柴胡桂枝湯エキス（顆粒）

オセルタミビルリン酸塩（カプセル） 疾病：嘔吐及びそれに続発した低ナトリウム血症、低カリウム血
症

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

ラモトリギン（錠）

ロキソプロフェンナトリウム水和物、アリルイソプロピルアセ
チル尿素、無水カフェイン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウ
ム

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）

エダラボン（キット）

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

アルガトロバン水和物（注射用）

カルボシステイン（錠）

ファモチジン（錠）（２）

テプレノン（カプセル）

タムスロシン塩酸塩（錠）（２）

（局）トラネキサム酸（カプセル）

スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静）

局・クロルプロマジン塩酸塩注射液

ハロペリドール（注射液）

ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル） 疾病：胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎

局・スルピリン注射液

（局）フロセミド（注射液）

ブロムヘキシン塩酸塩（注射液）

スクラルファート水和物（液）

（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）

リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤

グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤

バンコマイシン塩酸塩（散）

(局)ピペラシリンナトリウム（注射用）

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）

ミカファンギンナトリウム（注射用）

レボフロキサシン水和物キット

イトラコナゾール（錠） 疾病：うっ血性心不全

インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）

（局）メトトレキサート（カプセル）

ピコスルファートナトリウム水和物（液）

クエン酸マグネシウム（シロップ用）

ノルエチステロン・メストラノール（１）（錠） 疾病：深部静脈血栓症

硫酸バリウム（散） 疾病：腸閉塞

ジクロフェナクナトリウム徐放（カプセル）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

（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）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

局・イソニアジド錠

（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）

（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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：肝膿瘍

疾病：薬物性肝障害

疾病：間質性肺炎

疾病：骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎椎体骨折
障害：骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨折による脊柱機能障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：虚血性大腸炎

疾病：悪性リンパ腫

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬剤性パーキンソン症候群、意識障害

疾病：汎発型薬疹、血球貪食症候群

疾病：多形紅斑型薬疹
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一般名 副作用名称等 不支給理由

シロスタゾール（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

局・イソニアジド錠 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

クエン酸マグネシウム（シロップ用） 死亡：腸閉塞に続発した敗血症による死亡

プロプラノロール塩酸塩（注射液）

ランジオロール塩酸塩（注射用）（２）

（局）メトプロロール酒石酸塩（錠）

イオパミドール（キット）

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

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：両側大腿骨顆部無腐性壊死

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）

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：眼痛、嘔気、睡眠障害、倦怠感、便秘、立ちくらみ、認知機
能低下、意識消失、頭痛、筋力低下、めまい、感覚異常、月経困
難症、全身痛、腹痛、しびれ、下痢、起立性頻脈、低血圧、不随
意運動

エトスクシミド（散） 疾病：再生不良性貧血、ループス様症候群

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠） 疾病：間質性肺炎

肺炎球菌ワクチン 疾病：発熱、注射部位の腫脹、喘鳴

アデホビルピボキシル（錠） 疾病：ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症

（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

ピコスルファートナトリウム（液）

ナトリウム・カリウム配合剤（散）

ペンタゾシン（注射液） 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

半夏瀉心湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

セフトリアキソンナトリウム水和物（キット） 疾病：アナフィラキシーショック

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：疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦
怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ

局・イソニアジド錠

局・ピラジナミド

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及びそれに続発した低酸素脳症

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：関節痛、手足の疼痛、脱力、筋力低下、しびれ、歩行障害

局・チアマゾール錠

リバーロキサバン（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：白血球減少症

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：全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障
害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、
呼吸困難、発汗異常、感覚過敏、認知機能低下、関節痛、脱力

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

アピキサバン（錠）

（局）リファンピシン（カプセル）

局・イソニアジド錠

エタンブトール塩酸塩（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

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
死亡：Ｓ状結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡

硫酸バリウム（散） 死亡：Ｓ状結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡

プレガバリン（カプセル） 疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

プレガバリン（カプセル）

プレガバリン（カプセル）

プレガバリン（カプセル）

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠）

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

疾病：間質性肺炎

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：薬物性肝障害

疾病：Ｓ状結腸穿孔

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性ショック
死亡：薬物性ショックによる死亡

疾病：無顆粒球症、薬物性肝障害
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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：過敏症（蕁麻疹、呼吸困難）

テガフール・ウラシル（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

（局）レバミピド（錠）（１）

柴苓湯エキス（細粒）

クエン酸マグネシウム（シロップ用） 疾病：腸閉塞、並びにそれに続発した敗血症及び高マグネシウ
ム血症
死亡：腸閉塞に続発した敗血症による死亡

エゼチミブ（錠） 疾病：急性膵炎

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

（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）

（局）レバミピド（錠）（１）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

カベルゴリン（錠）

カベルゴリン（錠）

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）アモキシシリン水和物（カプセル）

セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：小腸潰瘍

テルビナフィン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

麦門冬湯エキス（顆粒）

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） 疾病：両側アキレス腱炎、右アキレス腱断裂

ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：汎発型薬疹、白血球減少症、薬物性肝障害

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

カルボシステイン（錠）

テオフィリン徐放（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

アセトアミノフェン（錠）

セフメノキシム塩酸塩（液）

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）トラネキサム酸（錠）

アモキシシリン水和物（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（キッ
ト）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

メサラジン（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）

（局）レバミピド（錠）（１）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

荊芥連翹湯エキス（顆粒） 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

（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）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 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（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：播種状紅斑丘疹型薬疹

（局）エチゾラム（錠）

オランザピン（錠）（２）

カルボシステイン（錠）

局・チペピジンヒベンズ酸塩錠

（局）トラネキサム酸（錠）

ロキシスロマイシン（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

プロポフォール（注射液）

ロクロニウム臭化物（注射液）

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：悪性症候群

疾病：両大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：アナフィラキシーショック

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：多形紅斑型薬疹

疾病：心臓弁膜症

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ポビドンヨード（液）

セファゾリンナトリウム（キット）

フルルビプロフェン（貼付剤） 疾病：接触皮膚炎症候群

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）

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、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

イブプロフェン、トラネキサム酸、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

エキス（カンゾウ・キキョウ・キジツ・シャクヤク・ショウキョウ・
タイソウ）、カンゾウ末、シャクヤク末、ショウキョウ末、キジ
ツ末
アセトアミノフェン（錠）

トリメブチンマレイン酸塩（錠）

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 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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ョック

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：多形紅斑型薬疹

グリセリン（浣腸液） 疾病：直腸損傷及びそれに続発した直腸周囲炎

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

ゾレドロン酸水和物（注）（２） 疾病：急性期反応（関節痛、発熱、悪心、頭痛）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

（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）

インフルエンザHAワクチン 疾病：好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

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）

プラノプロフェン（錠）

（局）セファクロル（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）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） 疾病：アナフィラキシー

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

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム（注射用）

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）

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）

イソソルビド（液）

メコバラミン（錠）

アデノシン三リン酸二ナトリウム（顆粒）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：アナフィラキシー

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）

ソタロール塩酸塩（錠） 疾病：ＱＴ延長、心室頻拍（Ｔｏｒｓａｄｅｓ　ｄｅ　ｐｏｉｎｔｅｓ）、心室細動

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）

安中散（ケイヒ、エンゴサク、ボレイ、ウイキョウ、シュクシャ、
カンゾウ、リョウキョウ）、 芍薬甘草湯エキス末（シャクヤク、
カンゾウ）

疾病：薬物性肝障害

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：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：紅皮症型薬疹

疾病：アナフィラキシーショック
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一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）フロモキセフナトリウム（キット） 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

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）

ラベプラゾールナトリウム（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）

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）

テプレノン（カプセル）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

防風通聖散エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

メトトレキサート（錠） 疾病：リンパ増殖性疾患

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・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

局・チアマゾール錠 疾病：好中球減少症

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

（局）トラニラスト（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） 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）

肺炎球菌ワクチン 疾病：注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応

（局）リファンピシン（カプセル）

局・イソニアジド錠

（局）トラニラスト（カプセル） 疾病：薬物性肝障害

バクモンドウ、ブクリョウ、ニンジン、シャゼンシ、オウゴン、
オウギ、カンゾウ、レンニク、ジコッピ

疾病：薬物性肝障害

セレコキシブ（錠）

（局）クロルフェネシンカルバミン酸エステル（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

インフルエンザHAワクチン 疾病：アナフィラキシー

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：紅皮型薬疹

リドカイン塩酸塩（液） 疾病：重度の遷延性大脳機能不全（失外套症候群）

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：不随意運動による肢体及び体幹機能障害

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：体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状

局・ニカルジピン塩酸塩（注射液） 疾病：注射部位壊死

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：立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異
常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感
覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不
整

（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：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）クロミフェンクエン酸塩（錠）

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

アセトアミノフェン、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、グアイフェネシン、リゾチーム塩酸塩、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

障害：オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による高度脳機能
障害

（局）メトロニダゾール（錠） 障害：急性脳症による高次脳機能障害、言語機能障害、体幹及
び肢体機能障害

ファモチジン（錠）（２） 疾病：薬物性肝障害

疾病：左大腿骨顆部無腐性壊死

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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：薬物性肝障害
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ボリコナゾール錠 障害：視神経萎縮による視力障害

フェブキソスタット（錠） 疾病：汎発型薬疹

クロルプロマジンフェノールフタリン酸塩（細粒） 疾病：薬物性肝障害

セレコキシブ（錠）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）

クロルマジノン酢酸エステル・メストラノール（錠）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

セレコキシブ（錠）

（局）ビソプロロールフマル酸塩（錠）

ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル）

（局）キナプリル塩酸塩（錠）

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

セレコキシブ（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

エルデカルシトール（カプセル） 疾病：高カルシウム血症、急性腎不全

インフルエンザHAワクチン 疾病：副腎出血

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

（局）トラニラスト（カプセル） 疾病：多形紅斑型薬疹

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠） 疾病：脳静脈血栓症

アセトアミノフェン（錠）

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

クロミプラミン塩酸塩（錠） 疾病：セロトニン症候群、せん妄

ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：右上顎骨の骨髄炎・骨壊死

メフェナム酸（カプセル）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

アスピリン、合成ヒドロタルサイト（ダイバッファーHT）

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

カルボシステイン（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

柴胡加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

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）（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）

局・アセトアミノフェン

アスピリン・ダイアルミネート（錠）

（局）セファクロル（カプセル）

カルボシステイン（細粒） 疾病：蕁麻疹型薬疹

カルバマゼピン（錠）

セレコキシブ（錠）

ファモチジン（錠）（２）

防已黄耆湯エキス（顆粒）

スピロノラクトン（細粒）

ファモチジン（注射用）

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）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

オランザピン（錠）（２）

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）

（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）（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）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

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：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）

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：ステロイド精神病

疾病：高ＣＫ血症

疾病：肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高
血圧症

疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎による死亡
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠） 疾病：横紋筋融解症

（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）

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）

ゾルピデム酒石酸塩（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

ランソプラゾール（静注用）

（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）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

クロルマジノン酢酸エステル・メストラノール（錠）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（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、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

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（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）

カルボシステイン（錠）

小柴胡湯エキス（顆粒）

疾病：薬物性肝障害

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：肺血栓塞栓症及びそれに続発した慢性血栓塞栓性肺高
血圧症

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）
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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）

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）トラニラスト１００ｍｇカプセル 疾病：出血性膀胱炎

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びそれに続発したサイトメ
ガロウイルス網膜症

局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド糖尿病

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２）

局・プレドニゾロン錠

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：意識消失、けいれん、脱力、頻脈

ニトラゼパム（錠）

カルバマゼピン（錠）

ビペリデン塩酸塩（錠）

フルフェナジンマレイン酸塩（錠）

フルフェナジンデカン酸エステル（注射液）

メマンチン塩酸塩（錠） 疾病：振戦

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

アセトアミノフェン（細粒）

チアラミド塩酸塩（錠）

クロフェダノール塩酸塩（顆粒）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

トリアゾラム（錠）

ラモトリギン（錠）

シアナミド（液）

カルボシステイン（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）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（錠）

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・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

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） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（局）フルボキサミンマレイン酸塩（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

アリピプラゾール（錠）

ミルタザピン（錠）

フェノフィブラート（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）オロパタジン塩酸塩（錠）（１）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

（局）セフォチアム塩酸塩（キット）（２）

（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）

ラモトリギン（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

リバーロキサバン（錠）

アスピリン腸溶（錠）

加味逍遙散エキス（顆粒） 疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害

非ピリン系感冒剤（４）（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（４）

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

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）

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）

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

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：急性腎不全

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：脳出血

疾病：偽膜性大腸炎

疾病：固定薬疹

疾病：高ＣＫ血症

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：扁平苔癬型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

障害：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びステロイド糖尿病によ
る代謝障害

政令で定める程度の障害とは認められない

疾病：多形紅斑型薬疹
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一般名 副作用名称等 不支給理由

バラシクロビル塩酸塩水和物（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）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

（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）

ミノサイクリン塩酸塩（錠）

イオキサグル酸（注射液） 疾病：頚髄症

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

フルニトラゼパム（錠）

炭酸リチウム（錠）

ミルナシプラン塩酸塩（錠）

ペロスピロン塩酸塩水和物（錠）

（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）

アンブロキソール塩酸塩（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）

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酸素脳症による高度
脳機能障害

（局）スルピリド（錠） 疾病：薬剤性パーキンソン症候群

（局）バンコマイシン塩酸塩（注射用）

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）

（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）

ダプトマイシン（注射用） 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（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

ジアフェニルスルホン（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）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

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

小青竜湯エキス（顆粒） 疾病：多形紅斑型薬疹

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：発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経
不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感
覚異常

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、全身痛、腰痛、両第１指痛、認知機能低下、倦怠
感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異
常、不随意運動、下痢、便秘

（局）レボ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（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：両ぶどう膜炎、左涙道狭窄症

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：起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭
痛、下肢痛

ジリュウ乾燥エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマ
レイン酸塩、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、酸化マグネシウム

疾病：膿疱型薬疹

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：不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼
吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過
敏、倦怠感、経口摂取困難、筋硬直、意識消失

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）

ハロペリドール（注射液） 疾病：ジストニア、ジスキネジア

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

抱水クロラール（坐剤） 障害：低酸素脳症による精神運動発達遅滞

疾病：悪性症候群

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

死亡：悪性症候群及びこれに続発した肺炎による死亡

障害：ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖
尿病による代謝障害

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：急性腎不全
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一般名 副作用名称等 不支給理由

（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）

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

（局）ベタメタゾン（錠）

局・プレドニゾロン錠

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（１）

（局）スルピリド（カプセル）

局・ペルフェナジンマレイン酸塩錠

プロペリシアジン（錠）

オランザピン（錠）（１）

アセトアミノフェン（坐剤）

局・アスピリン

（局）トリクロホスナトリウム（シロップ）

局・プレドニゾロン錠 障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害

局・ジゴキシン錠 疾病：ジギタリス中毒

アピキサバン（錠） 疾病：下部消化管出血

セフトリアキソンナトリウム水和物（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に続発した低酸素脳症に伴う肺炎
による死亡

加味逍遙散エキス（顆粒）

大柴胡湯エキス（顆粒）

セレコキシブ（錠）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

アフリベルセプト（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：脳梗塞
死亡：脳梗塞に続発した肺炎による死亡

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠） 疾病：心房細動及びそれに続発した心不全

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎

リン酸ジソピラミド徐放（錠）

アスピリン・ダイアルミネート（錠）

ベラパミル塩酸塩（錠） 疾病：徐脈及びそれに続発した急性腎不全、高カリウム血症

タクロリムス水和物（錠）

メトトレキサート（錠）

ナトリウム・カリウム配合剤（液） 疾病：大腸穿孔
死亡：大腸穿孔及び続発した腹膜炎による死亡

セクキヌマブ（遺伝子組換え）（キット） 疾病：急性腸炎

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

（局）メトロニダゾール（錠）

ロミプロスチム（遺伝子組換え）（注用） 疾病：肺血栓塞栓症
死亡：肺血栓塞栓症による死亡

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

アセトアミノフェン（錠）

（局）トラネキサム酸（カプセル）

ジメモルファンリン酸塩（錠） 疾病：汎発型薬疹２回目

ヒドロコルチ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）注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム（注腸）

ジアフェニルスルホン（錠） 疾病：メトヘモグロビン血症、溶血性貧血

ミグリトール（錠）（１） 疾病：腸管嚢胞様気腫症

リバーロキサバン（錠） 疾病：間質性肺炎、肺胞出血

プラノプロフェン（錠）

トロキシピド（錠）

（局）メキタジン（錠）

（局）トスフロキサシントシル酸塩水和物（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）

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 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：右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

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：汎発型薬疹１回目

疾病：出血性大腸炎

疾病：ニューモシスチス肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎、敗血症

疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬剤性過敏症症候群（DIHS）

障害：遅発性ジストニア（痙性斜頚）による日常生活障害

障害：多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害

障害：低酸素脳症による精神運動発達遅滞
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一般名 副作用名称等 不支給理由

局・プレドニゾロン錠

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

局・レボチロキシンナトリウム錠

アルファカルシドール（カプセル）

フルニトラゼパム（注射液）

ハロペリドール（注射液）

ジクロフェナクナトリウム（錠） 疾病：小腸出血

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：アナフィラキシーショック

セレコキシブ（錠）

ファモチジン（錠）（２）

（局）ブシラミン（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）

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）

セレコキシブ（錠）

ファモチジン（錠）（２）

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）ブシラミン（錠）

（局）ピルシカイニド塩酸塩水和物（カプセル） 疾病：徐脈性心房細動、うっ血性心不全

サラゾスルファピリジン腸溶（錠） 疾病：胸膜炎

メサラジン（錠） 疾病：下痢、発熱、血便

リン酸チアミンジスルフィド・Ｂ６・Ｂ１２配合剤（静）

含糖酸化鉄（注）

局・メチルドパ錠 疾病：薬物性肝障害

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

サラゾスルファピリジン腸溶（錠）

カンデサルタンシレキセチル（錠） 疾病：間質性肺炎

局・チアマゾール錠 疾病：急性膵炎

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・エンゴサク

局・クコシ

局・ケイヒ末

局・ゴシツ

局・サイコ

局・サンシュユ

局・シャクヤク

局・センキュウ

局・ブクリョウ

局・トチュウ

メフェナム酸（カプセル）

バカンピシリン塩酸塩（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）

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

（局）アモキシシリン水和物（カプセル） 疾病：出血性大腸炎

ファモチジン

防風通聖散料乾燥エキス

（局）セフジトレンピボキシル（錠） 疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

ファロペネムナトリウム（錠） 疾病：偽膜性大腸炎

ブプレノルフィン（貼）

ブプレノルフィン（貼）

サラゾスルファピリジン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 疾病：胆石及びそれに続発した胆嚢炎

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠） 疾病：無顆粒球症

硫酸バリウム（散） 疾病：大腸穿孔

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症

局・チアマゾール錠

レボセチリジン塩酸塩（錠）

疾病：薬物性肝障害

疾病：便秘

疾病：薬物性肝障害

疾病：出血性大腸炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：十二指腸潰瘍穿孔

疾病：無顆粒球症

疾病：出血性胃・十二指腸潰瘍

死亡：薬物性肝障害（胆汁うっ滞型）及び出血性胃・十二指腸潰
瘍による死亡

疾病：発熱、悪寒

疾病：薬物性肝障害（胆汁うっ滞型）

疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症
死亡：呼吸抑制に続発した低酸素脳症による死亡

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死
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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：蕁麻疹、発熱

メマンチン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

局・プレドニゾロン錠 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

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

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・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

肺炎球菌ワクチン 疾病：注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応

局・チアマゾール錠

局・プロピルチオウラシル錠

セレコキシブ（錠）

プレガバリン（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）

（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）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

イオヘキソール（キット） 疾病：アナフィラキシー

メサラジン（錠） 疾病：急性膵炎

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）
（１）

疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

セレコキシブ（錠）

エペリゾン塩酸塩（錠）

葛根湯エキス、アセトアミノフェン、クロルフェニラミンマレイ
ン酸塩、ジヒドロコデインリン酸塩、アスコルビン酸、リボフラ
ビン、グアイフェネシン、無水カフェイン

イルソグラジンマレイン酸塩（錠）（２）

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：播種状紅斑丘疹型薬疹

リバーロキサバン（錠） 疾病：肺胞出血

イオヘキソール（注射液） 疾病：アナフィラキシーショック

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）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）（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

オムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル
（錠）

疾病：腎機能障害

（局）ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

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）

人血小板濃厚液（２） 疾病：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）

モダフィニル 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）
死亡：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及びそれに続発した肺炎に
よる死亡

フルニトラゼパム（錠）

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

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

ニンテダニブエタンスルホン酸塩製剤 疾病：間質性肺炎

カルバマゼピン（錠） 疾病：意識障害

カルバマゼピン（錠）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

フルフェナジンデカン酸エステル（注射液）

炭酸リチウム（錠）

ゾテピン（錠）

リスペリドン（錠）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

フルフェナジンデカン酸エステル（注射液）

ゾテピン（錠）

リスペリドン（錠）

局・ワルファリンカリウム錠 疾病：硬膜下血腫
死亡：硬膜下血腫に続発した肺炎による死亡

疾病：肺塞栓症

疾病：悪性症候群

疾病：薬物性肝障害

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性肝障害、間質性肺炎

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：汎発型薬疹、薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死
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一般名 副作用名称等 不支給理由

フルニトラゼパム（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）

プレガバリン（カプセル）

プレガバリン（カプセル）

（局）ファモチジン（錠）（１）

（局）ファモチジン（錠）（１）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠） 疾病：失神及びそれによる転倒後の頭蓋骨骨折及び中耳腔内
出血

フェノフィブラート（錠） 疾病：横紋筋融解症

プレガバリン（カプセル） 疾病：高ＣＫ血症

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

フルニトラゼパム（錠）

局・クロルプロマジン塩酸塩錠

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

リスペリドン（錠）

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

アセトアミノフェン（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：薬物性肝障害

ピタバスタチンカルシウム（錠）（１） 疾病：ミオパチー

フェノフィブラート（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

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

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

ベザフィブラート徐放（錠）

（局）アロプリノール（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

リスペリドン（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：腸閉塞

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

（局）スルピリド（錠）

ハロペリドール（細粒）

（局）ハロペリドール（錠）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（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）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

ブロナンセリン（錠）

ブロナンセリン（錠）

パリペリドン徐放（錠）

パリペリドン徐放（錠）

ハロペリドール（注射液）

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、め
まい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害

オルメサルタンメドキソミル・アゼルニジピン配合剤（２）（錠） 疾病：虚血性大腸炎

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）

カルバマゼピン（錠）

カルボシステイン（錠）

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

疾病：嚥下困難

疾病：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア
障害：遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢・体
幹機能障害

障害：薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害

疾病：横紋筋融解症及びそれに続発した呼吸促迫症候群（ＡＲＤ
Ｓ）、肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：悪性症候群

疾病：横紋筋融解症
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一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）トラネキサム酸（カプセル）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

フルニトラゼパム（錠）

フルニトラゼパム（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）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

炭酸リチウム（錠）

ハロペリドール（液）

リスペリドン（液）

オランザピン（錠）（２）

オランザピン（錠）（２）

アリピプラゾール（錠）（２）

アリピプラゾール（錠）（２）

ハロペリドール（注射液）

大建中湯エキス（顆粒） 疾病：膿疱型薬疹

硫酸バリウム（散） 疾病：バリウム虫垂炎

リスペリドン（錠）

シタグリプチンリン酸塩水和物（錠）

リスペリドン（液） 疾病：高ＣＫ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、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠
障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘、月経困
難症、多汗、手足の冷え、疼痛、しびれ、不随意運動

インフルエンザHAワクチン 疾病：痙攣

ロキソプロフェンナトリウム水和物 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）

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

ナタリズマブ 死亡：過敏症に続発した心原性ショックによる死亡

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠） 疾病：高ＣＫ血症

（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）

（局）アロプリノール（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

塩酸テモカプリル（錠）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

（局）リセ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

セフジニル（細粒） 疾病：多形紅斑型薬疹

インフルエンザHAワクチン 疾病：アレルギー性紫斑病

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

メチルプレドニゾロン（錠） 疾病：続発性副腎皮質機能不全

（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

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

レジパスビルアセトン付加物・ソホスブビル（錠） 障害：脳出血による肢体機能障害

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

レボセチリジン塩酸塩（錠）

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

（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）

パニペネム・ベタミプロン（注射用）

アジスロマイシン水和物（錠）

（局）アロプリノール（錠）

アロプリノール（錠）

ゾレドロン酸水和物（注射液） 疾病：左上顎骨の骨髄炎・骨壊死

インフルエンザHAワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

イオベルソール（注射液） 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、血小板減少症、間質性肺炎

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：高ＣＫ血症

疾病：間質性肺炎

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：高ＣＫ血症

疾病：悪性症候群
死亡：悪性症候群による死亡

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 不支給理由

ヒドロキシジンパモ酸塩（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）

セレコキシブ（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（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

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

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）クロミフェンクエン酸塩（錠） 疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

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

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）

インフルエンザHAワクチン 疾病：注射部位周辺の腫脹、発熱

ロスバスタチンカルシウム（錠） 疾病：ミオパチー

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

アリピプラゾール（錠）（１） 疾病：悪性症候群様症状

アデノシン三リン酸二ナトリウム（注射液）

ガドブトロール（キット）

インフルエンザHAワクチン 疾病：血小板減少症

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤（１）（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性脳症

（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）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

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）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１）

ノルエチステロン・メストラノール（２）（錠） 疾病：脳静脈洞血栓症

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎及びそれによる痙攣重積

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

インフルエンザHAワクチン 疾病：視神経脊髄炎（ＮＭＯ）

アリピプラゾール（錠）（２） 疾病：糖尿病及びそれに続発した肝障害

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

ラフチジン（錠）（２）

ビラスチン（錠）

ゾニサミド（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

（局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）（１回目）

（局）アロプリノール（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）

アセトアミノフェン（錠）

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）（２回目）

疾病：高ＣＫ血症

疾病：間質性腎炎

疾病：急性腎不全
死亡：急性腎不全及び出血性十二指腸潰瘍による死亡

疾病：アナフィラキシーショック

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）
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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 
（平成 30年４月 1日から平成 30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） 平成 30 年４月 1 日から平成 30 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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一般名 副作用名称等 不支給理由
人血小板濃厚液（２） 疾病：黄色ブドウ球菌感染症による敗血症
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