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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 
（平成 30年８月１日から平成 30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） 平成 30年８月１日から平成 30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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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：痙攣

インフルエンザHAワクチン

インフルエンザHAワクチン

局・プレドニゾロン錠

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

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、リボフラビン、アスコルビン酸

疾病：多形紅斑型薬疹

ラベプラゾールナトリウム（錠）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

ラベプラゾールナトリウム（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）

トルバプタン（錠）

トルバプタン（錠）

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

エンパグリフロジン（錠） 疾病：便秘及びそれに続発した腸閉塞

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）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

ドンペリドン（錠）（２）

モンテルカストナトリウム（錠）

イトラコナゾール（カプセル）

スルファメトキサゾール・トリメトプリム（錠）

人赤血球濃厚液（２－２） 疾病：遅発性溶血

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

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠） 疾病：偽膜性大腸炎
死亡：偽膜性大腸炎に続発したＤＩＣによる死亡

ベタメタゾン（散）

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・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

ボノプラザンフマル酸塩（錠） 疾病：汎発型薬疹

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１） 疾病：多形紅斑型薬疹

ピタバスタチンカルシウム（錠） 疾病：汎発型薬疹

ファモチジン（錠）（２） 疾病：多形紅斑型薬疹

オセルタミビルリン酸塩（カプセル） 疾病：汎発型薬疹

ニフェジピン徐放（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

カンデサルタンシレキセチル（錠）

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（２）

カルバマゼピン（錠） 疾病：高ＣＫ血症

レボフロキサシン水和物（錠） 死亡：薬物性ショックによる死亡

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

ランソプラゾール（錠）

シタグリプチンリン酸塩水和物（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）

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

カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

オメガ－３脂肪酸エチル（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：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ガドプトロール（キット） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

ミノサイクリン塩酸塩（カプセル） 疾病：間質性肺炎

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）

（局）アロプリノール（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：ステロイド白内障

障害：腎不全による腎機能障害

疾病：亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア

疾病：薬物性肝障害

疾病：薬物性肝障害

疾病：サイトメガロウイルス肝炎

疾病：慢性腎不全の増悪

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：高ＣＫ血症

疾病：敗血症
死亡：敗血症による死亡

疾病：右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発し
た脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症

疾病：糖尿病の増悪

疾病：ステロイド精神病
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一般名 副作用名称等 不支給理由

アセトアミノフェン（錠）

イミダプリル塩酸塩（錠）

カルベジロール（錠）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

ランソプラゾール（錠）

アスピリン腸溶（錠）

イオパミドール（注射液）

イキセキズマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：炎症性腸疾患

カルバマゼピン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

局・ワルファリンカリウム錠

アスピリン腸溶（錠）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

メサラジン腸溶（錠）

インフリキシマブ（遺伝子組換え）（静注用）

クロザピン（錠）

クロザピン（錠）

クロザピン（錠）

クロザピン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

局・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

メチルプレドニゾロン（錠）

イコサペント酸エチル（カプセル）

防風通聖散エキス（顆粒）

エスフルルビプロフェン・ハッカ油（貼）

シロスタゾール（錠）（２）

ランソプラゾール（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

フランカルボン酸モメタゾン（液）

ブデソニド・フマル酸ホルモテロール（吸）

エピナスチン塩酸塩（錠）

プランルカスト水和物（カプセル）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤）

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

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：腹痛、発熱、起立性調節障害、倦怠感、頭痛、睡眠障害、脱
力、月経異常、自律神経異常

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肺炎

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

局・アスピリン

カルボシステイン（錠）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

ランソプラゾール（錠）

アスピリン腸溶（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム（静注用）

（局）イオパミドール（注射液）

イオパミドール（キット）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（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

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）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

下垂体性性腺刺激ホルモン（注射用）（１）

（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）（注射用）

エストラジオール（貼付剤）

プロゲステロン

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：薬物性肝障害、腎機能障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：胸膜炎

疾病：間質性肺炎

疾病：出血性大腸潰瘍

疾病：膿疱型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：出血性胃潰瘍

疾病：薬物性肝障害

疾病：脳梗塞

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

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）
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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

ベタメタゾン・ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩（錠）

カルバマゼピン（錠） 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

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

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ゾニサミド（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）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

硫酸バリウム（散）

硫酸バリウム（散）

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：睡眠障害、嘔気、頭痛、意識消失、認知機能低下、けいれ
ん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感

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：肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性
低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、
腰痛、視覚異常、脱力、月経困難症、倦怠感、失神、疼痛、体温
調節不全、感覚異常

（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）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

カルバマゼピン（錠）

ファモチジン（錠）（２）

テルビナフィン塩酸塩（錠） 疾病：薬物性肝障害

局・プロピルチオウラシル錠 疾病：無顆粒球症

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：疼痛、めまい、倦怠感、嘔気、頭痛、嘔吐、関節痛、食思不
振、下肢硬直

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、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四
肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠
障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律
神経異常

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

インフルエンザHAワクチン

メサラジン（錠）

メサラジン（注腸用）

（局）メトロニダゾール（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

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

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：めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、
認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、
口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

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）

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）

酪酸菌（錠） 疾病：過敏症（呼吸困難）

メロキシカム（錠）

アスピリン腸溶（錠）

ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物（錠）

トレラグリプチンコハク酸塩（錠）

（局）セフジトレンピボキシル（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

セレコキシブ（錠）

ファモチジン（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

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：Ｓ状結腸穿孔

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：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）

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：十二指腸潰瘍穿孔

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

ファモチジン（錠） 疾病：薬物性肝障害

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）

アモキシシリン水和物（錠）

セフジニル（錠）

（局）フロモキセフナトリウム（静注用）

ホスホマイシンナトリウム（静注用）

（局）メロペネム水和物（注射用）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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：注射部位の局所反応（疼痛、腫脹）、頭痛、倦怠感、睡眠障
害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難
症、立ちくらみ、下痢、便秘

ラモトリギン（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル）

ノルエチステロン・メストラノール（２）（錠） 疾病：肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症

セレコキシブ（錠）

サラゾスルファピリジン腸溶（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：睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便
秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛

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、薬物性肝障害

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

（局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

ベプリジル塩酸塩水和物（錠）

クロピドグレル硫酸塩（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

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：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

オキサトミド（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）（２）

（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）

ザルトプロフェン（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

セフメタゾールナトリウム（キット） 疾病：アナフィラキシー

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

防風通聖散エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

カルベジロール（錠）

ボノプラザンフマル酸塩（錠）

イコサペント酸エチル（カプセル）（２）

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

アセトアミノフェン（錠）

黄連解毒湯エキス（錠）

柴胡桂枝湯エキス（顆粒）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

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、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲
不振、息切れ、月経不整、嘔気、月経困難症、認知機能低下、脱
力、筋肉痛

メサラジン（錠） 疾病：急性膵炎

温清飲エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

（局）イオパミドール（キット） 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：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）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシー及びそれに続発した急性肺水腫

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：無顆粒球症

疾病：薬物性肝障害

疾病：偽膜性大腸炎

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：紅皮症型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：無顆粒球症

疾病：薬物性肝障害

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）

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
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一般名 副作用名称等 不支給理由

柴胡桂枝乾姜湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

ノルエチステロン・メストラノール（２）（錠） 疾病：肺血栓塞栓症

アセトアミノフェン（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）

ホスホマイシンナトリウム（静注用）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

セレコキシブ（錠）

プレガバリン（カプセル）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

人赤血球濃厚液（２－２） 疾病：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）
死亡：輸血関連急性肺障害（ＴＲＡＬＩ）による死亡

アセトアミノフェン（錠）

（局）ミノサイクリン塩酸塩（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）

塩酸ロペラミド（カプセル）

イトプリド塩酸塩（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

（局）リファンピシン（カプセル）

エタンブトール塩酸塩（錠）

ラニナミビルオクタン酸エステル水和物（吸入剤） 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）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

テプレノン（カプセル）

リマプロストアルファデクス（錠）

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

硫酸バリウム（散） 疾病：Ｓ状結腸穿孔

（局）イオヘキソール（キット） 疾病：過敏症（蕁麻疹）

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

アリピプラゾール（錠）

シロスタゾール（錠）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

アセトアミノフェン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 疾病：両下肢麻痺

（局）トブラマイシン（注射液） 障害：第８脳神経障害による感音難聴

ケトプロフェン（筋注用）

局・モルヒネ塩酸塩水和物（注射液）

リドカイン塩酸塩（注射液）

リドカイン塩酸塩（注射液）

ブピバカイン塩酸塩水和物（注射液）

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン（イラク
サギンウワバ細胞由来）

障害：体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害

ゾニサミド（錠） 疾病：錯乱

ゾニサミド（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）

アリピプラゾール（錠）（１）

ファモチジン（錠）（２） 疾病：間質性腎炎

ブロナンセリン（錠）

パリペリドン徐放（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）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

バルサルタン（錠）

局・プロピルチオウラシル錠

コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠

トホグリフロジン水和物（錠）

バラシクロビル塩酸塩（錠）（１） 疾病：急性腎不全

疾病：薬物性肝障害

疾病：無顆粒球症

疾病：アナフィラキシー

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：蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシー

疾病：気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症

疾病：アナフィラキシー

疾病：無顆粒球症

疾病：薬物性肝障害

疾病：ステロイド緑内障

疾病：薬剤性パーキンソン症候群の増悪、横紋筋融解症

疾病：錐体外路症状

障害：馬尾症候群に伴う排尿・排便障害による日常生活障害

疾病：腎盂腎炎及びそれに続発した敗血症性ショック

疾病：紅皮症型薬疹
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一般名 副作用名称等 不支給理由

（局）クリンダマイシンリン酸エステル（注射液）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

セフェピム塩酸塩水和物（注射用）

（局）クラリスロマイシン（錠）

ミノサイクリン塩酸塩（顆粒）

モキシフロキサシン塩酸塩（錠）

シタフロキサシン水和物（錠）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）

アモキサピン（カプセル）

アモキサピン（カプセル）

マプロチリン塩酸塩（錠）

（局）スルピリド（錠）

オランザピン（錠）

オランザピン（錠）

（局）スルピリド（錠）

酢酸メドロキシプロゲステロン（錠）

酢酸メドロキシプロゲステロン（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：肩から背中全体にかけてのこわばり､脱力､筋力低下､右片
麻痺､感覚異常､ふらつき､全身疼痛､頭痛､発熱

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

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

（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）

（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）

デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：両側下顎骨の骨壊死

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：両側下顎骨の骨壊死

（局）クラリスロマイシン（錠） 疾病：急性脳症

塩酸セルトラリン（錠）

塩酸セルトラリン（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）

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)

ビペリデン塩酸塩（錠）

ハロペリドール（細粒）

オランザピン（細粒）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠） 疾病：脳梗塞

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）

フェニトインナトリウム（注射液）

カルバマゼピン（細粒）

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

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

フェノバルビタール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

ラモトリギン（錠） 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

疾病：間質性腎炎

疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）、尿閉

疾病：遅発性ジストニア

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：糖尿病の増悪

疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

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：尿閉

疾病：悪性症候群
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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）

カルバマゼピン（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）

ジエノゲスト（錠） 疾病：不正性器出血､貧血

インフルエンザHAワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

イブプロフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

アモキシシリン水和物（細粒） 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）

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・チペピジンヒベンズ酸塩錠

（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）

5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 疾病：腸重積症

カルバマゼピン（錠） 疾病：紅皮症型薬疹

フルニトラゼパム（錠）

レボメプロマジンマレイン酸塩（錠）

オランザピン（錠）

アリピプラゾール（錠）

アリピプラゾール（錠）

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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：頭痛､疼痛､脱力､しびれ､麻痺､筋力低下､感覚異常､倦怠
感､過呼吸､嘔気､不随意運動､排尿障害､視覚異常､認知機能低
下､失神､発語困難､睡眠障害､構音障害､自律神経異常

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）

（局）アロプリノール（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・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冠動脈血栓症に
よる心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害

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）

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

メチルプレドニゾロン（錠） 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）

（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）

セフトリアキソンナトリウム水和物（静注用）

ゾピクロン（錠）

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）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

（局）スルピリド（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

エドキサバントシル酸塩水和物（錠）

イコサペント酸エチル（カプセル）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

セファゾリンナトリウム（キット）

局・プレドニゾロン錠 疾病：アスペルギルス症及びそれに続発した心不全
死亡：アスペルギルス症に続発した心不全による死亡

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（錠）

クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェ
ン、ジヒドロコデインリン酸塩、ノスカピン、dl-メチルエフェドリ
ン塩酸塩、グアヤコールスルホン酸カリウム、無水カフェイ
ン、ベンフォチアミン

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

（局）ゾルピデム酒石酸塩（錠）（１）

アセトアミノフェン（錠）

疾病：呼吸抑制､徐脈､遷延性意識障害

疾病：悪性症候群
死亡：悪性症候群による死亡

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：薬剤性過敏症症候群(DIHS)

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：薬物性肝障害

疾病：汎発型薬疹
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一般名 副作用名称等 不支給理由

アセトアミノフェン（錠）

クレマスチンフマル酸塩、リゾチーム塩酸塩、アセトアミノフェ
ン、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

オロパタジン塩酸塩（錠）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

バラシクロビル塩酸塩（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）

（局）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）

オランザピン（錠）（２）

センノシド（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）

（局）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）

オランザピン（錠）（２）

センノシド（錠）

局・プレドニゾロン錠 死亡：アスペルギルス症に続発した心不全による死亡

ランソプラゾール（錠）

アスピリン腸溶（錠）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

プラスグレル塩酸塩（錠）

（局）ブシラミン（錠）

プロブコール（錠）

局・プレドニゾロン錠

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・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）

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)
死亡：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡

アンピシリン水和物（カプセル） 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及びそれに続発した低酸素脳症

ローヤルゼリー、L-システイン、DL-メチオニン、アスコルビン
酸、トコフェロール散、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン、
ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、ピリドキシン塩酸
塩、シアノコバラミン、カルニチン塩化物、安息香酸ナトリウム
カフェイン、グリチルリチン酸一アンモニウム、トウキ末、シャ
クヤク末、ブクリョウ末、ソウジュツ末、タクシャ末、センキュウ
末、ハンゲ末、ニンジン末

疾病：薬物性肝障害

ラモトリギン（錠）

ラモトリギン（錠）

炭酸リチウム（錠）

（局）アトルバスタチンカルシウム水和物（錠）（１）

（局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

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）

塩酸ジルチアゼム（徐放カプセル）

アスピリン腸溶（錠）

イオヘキソール（注射液）

ナトリウム・カリウム配合剤（散） 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
よる高度脳機能障害による敗血症

局・ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

局・ヨウ化ナトリウム（１３１Ｉ）カプセル

局・ジスチグミン臭化物（錠） 疾病：コリン作動性クリーゼ及びそれに続発した肺炎
死亡：コリン作動性クリーゼ及びそれに続発した肺炎による死亡

疾病：薬物性肝障害

疾病：低ナトリウム血症及びそれに続発した肺水腫､脳浮腫
死亡：低ナトリウム血症に続発した肺水腫､脳浮腫による死亡

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：出血性十二指腸潰瘍

疾病：白血球減少症

死亡：低ナトリウム血症に続発した肺水腫､脳浮腫による死亡

疾病：再生不良性貧血

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：赤芽球癆
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ファモチジン（錠）（２） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

柴苓湯エキス（細粒） 疾病：間質性肺炎

（局）フロセミド（錠）

ランソプラゾール（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）

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：急性汎発性発疹性膿疱症(ＡＧＥＰ)､間質性肺炎

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（１）

オランザピン（錠）（１）

局・イソニアジド錠

局・ピラジナミド

局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害(２回目)

アンピシリン水和物（カプセル）

局・アンピシリンナトリウム（注射用）

局・イレイセン

局・オウバク

局・オウヒ

局・カシュウ

局・カンゾウ

局・キキョウ

局・コウブシ

局・コウベイ

局・ゴシツ

局・サイコ

局・サンシシ

局・シャクヤク

局・ショウキョウ

局・セッコウ

局・チモ

局・トウキ

局・トウニン

局・ドクカツ

局・ニンジン

局・ニンドウ

局・ハッカ

局・ビャクジュツ

局・ブクリョウ

局・ボクソク

局・ボレイ

局・ヨクイニン

局・リュウコツ

五苓散エキス（細粒）

川きゅう茶調散エキス（顆粒）

補中益気湯エキス（錠）

竜胆瀉肝湯エキス（細粒）

局・チアマゾール錠 疾病：無顆粒球症及びそれに続発した憩室炎

セフェピム塩酸塩水和物（注射用） 疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

塩酸ロペラミド（カプセル）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

（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（キット）

カベルゴリン（錠） 疾病：高ＣＫ血症

リファンピシン

局・イソニアジド錠

エタンブトール塩酸塩（錠）

水製エキス（トウキ・センキュウ・シャクヤク・チモ・ジオウ・オウ
バク・ビャクシ・オウゴン・サイコ・コウブシ）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

疾病：薬物性肝障害(１回目)

疾病：ジスキネジア､ジストニア

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：汎発型薬疹､急性腎不全

疾病：蕁麻疹型薬疹､アナフィラキシーショック

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：間質性肺炎

疾病：間質性肺炎
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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

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎
死亡：間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全による
死亡

柴苓湯エキス（顆粒） 死亡：間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全による
死亡

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：バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍

サラゾスルファピリジン腸溶（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及びそれに続発した低灌流による
脳梗塞の増悪

カルバマゼピン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

局・ピラジナミド 疾病：薬物性肝障害

辛夷清肺湯エキス（顆粒） 疾病：薬物性肝障害

デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム（注射液）

局・プレドニゾロン錠

局・エンゴサク

局・オウギ

局・カンゾウ

局・コウブシ

局・サイコ

局・サンソウニン

局・ジオウ

局・シャクヤク

局・シャゼンシ

局・シュクシャ

局・センキュウ

局・チョウトウコウ

局・トウキ

局・ビャクジュツ

局・ブクリョウ

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）

スルタミシリントシル酸塩水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

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）

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 疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

ゾルピデム酒石酸塩（錠）

メキシレチン塩酸塩（カプセル）

メキシレチン塩酸塩カプセル

（局）モサプリドクエン酸塩水和物（錠）

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

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：麻痺､肩痛､しびれ､筋力低下､脱力､振戦､倦怠感､めまい､
失神､けいれん

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）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠） 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：四肢体幹の疼痛､腹痛､下痢､四肢硬直､疼痛､不随意運動､
認知機能低下､倦怠感､めまい､意識レベルの低下､筋力低下､し
びれ､嘔気､脱力､発熱､睡眠障害､構音障害､視覚異常､頭痛､月
経不整､月経困難症

ファモチジン（錠）（２）

ラベプラゾールナトリウム（錠）

イトプリド塩酸塩（錠）

六君子湯エキス（顆粒）

疾病：薬物性肝障害

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：劇症肝炎
死亡：劇症肝炎による死亡

疾病：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：薬物性肝障害

疾病：無顆粒球症
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一般名 副作用名称等 不支給理由

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）

カルボシステイン（錠）

カルボシステイン（錠）

局・レボチロキシンナトリウム錠

プランルカスト水和物（錠）

プランルカスト水和物（カプセル）

（局）塩酸セチリジン（錠）

（局）塩酸セチリジン（錠）

辛夷清肺湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（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

局・イソニアジド錠 疾病：薬物性肝障害

カベルゴリン（錠） 疾病：筋肉痛､倦怠感､嘔気

メサラジン（錠） 疾病：視神経萎縮

（局）エナラプリルマレイン酸塩５ｍｇ錠

（局）アムロジピンベシル酸塩（錠）（１）

プラバスタチンナトリウム（錠）

（局）ファモチジン（錠）（１）

（局）メトホルミン塩酸塩（錠）（２）

（局）オロパタジン塩酸塩（錠）（１）

テルビナフィン塩酸塩（錠）

レバミピド（液） 疾病：左涙嚢炎､両側涙道閉塞

（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・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

（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）

クレマスチンフマル酸塩、ベラドンナ総アルカロイド、ブロムヘ
キシン塩酸塩、アセトアミノフェン、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、無水カフェイン、ベン
フォチアミン

サラゾスルファピリジン腸溶（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・注射用プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム

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

インフルエンザＨＡワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

ジルチアゼム塩酸塩徐放（カプセル）

（局）アムロジピンペシル酸塩（錠）（２）

クロピドグレル硫酸塩（錠）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

イソソルビド（液）

メコバラミン（錠）

炭酸リチウム（錠）

（局）クエチアピンフマル酸塩（錠）

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

アセトアミノフェン（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

プランルカスト水和物（カプセル）

ベシル酸ベポタスチン（錠）

疾病：薬物性肝障害

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)及びそれに伴う瘢痕性
角結膜症
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：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：アナフィラキシー

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：間質性肺炎

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：固定薬疹

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

メシル酸ガレノキサシン水和物（錠）

メフェナム酸（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）

局・プレドニゾロン錠 障害：両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側上腕骨骨頭無腐性壊
死による肢体機能障害

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）

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

サラゾスルファピリジン（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

ラベプラゾールナトリウム（錠）

黄連解毒湯エキス（顆粒）

麦門冬湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（錠）

疾病：両側非定型大腿骨骨折 入院を必要とする程度の医療とは認められない

障害：両側非定型大腿骨骨折の遷延癒合による両下肢機能障害

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（２）（錠） 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：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：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ)

アセトアミノフェン（細粒）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

インドメタシン

（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）

麻黄附子細辛湯エキス（カプセル）

（局）セフジトレンピボキシル（錠）

インフルエンザＨＡワクチン

アセトアミノフェン（錠）

セレコキシブ（錠）

アログリプチン安息香酸塩（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

アセトアミノフェン（錠）

アセタゾラミド（錠）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

（局）タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（キット）

（局）クラリスロマイシン（錠）

（局）レバミピド（錠）（１）

アメナメビル

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ラモトリギン（錠）

ジクロフェナクナトリウム（錠）

サナルミン、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、ロートエキス、ビオヂアスターゼ500、プロ
ザイム、ケイヒ、シュクシャ、センブリ、ケイヒ油

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）

テプレノン（細粒）

アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム（錠）

メペンゾラート臭化物（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

（局）メトクロプラミド（錠）

局・フェニトイン錠

フェニトインナトリウム（注射液）

炭酸リチウム（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ)

ラモトリギン（錠）

モンテルカストナトリウム（錠）

アジスロマイシン水和物（錠）

トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤（錠）

ファモチジン（錠）（２）

リマプロストアルファデクス（錠）

カルボシステイン（錠）

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠）

疾病：薬物性肝障害

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：固定薬疹

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：薬物性肝障害

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：便秘及びそれに続発したＳ状結腸炎及び直腸炎

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：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：皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)
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一般名 副作用名称等 不支給理由

麦門冬湯エキス（顆粒）

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

（局）アロプリノール（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：四肢体幹の疼痛､腹痛､下痢､四肢硬直､疼痛､不随意運動､
認知機能低下､倦怠感､めまい､意識レベルの低下､筋力低下､し
びれ､嘔気､脱力､発熱､睡眠障害､構音障害､視覚異常､頭痛､月
経不整､月経困難症

ラモトリギン（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

カルボシステイン（錠）

アセトアミノフェン（注）

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）

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

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

シタフロキサシン水和物（錠）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

局・アンピシリンナトリウム（注射用）

シタフロキサシン水和物（錠）

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
（イラクサギンウワバ細胞由来）

疾病：脱力､しびれ､疼痛､感覚異常､けいれん､意識消失､発汗異
常､視覚異常､動悸､呂律不良､麻痺､失神､認知機能低下､歩行困
難､嘔気､食思不振､筋力低下､立ちくらみ､自律神経異常､不随意
運動

アセトアミノフェン（錠）

チアラミド塩酸塩（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）

（局）メキタジン（錠）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

（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

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）

ジプロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤（錠）（２）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

トスフロキサシントシル酸塩水和物（錠）

カルバマゼピン（錠） 疾病：中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)

カルバマゼピン（錠）

エダラボン（キット）

（局）オザグレルナトリウム（キット）

イブプロフェン 疾病：アナフィラキシー

ラモトリギン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害

アセトアミノフェン（錠）

テガフール・ウラシル（カプセル）

硫酸バリウム（散） 疾病：小腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎

柴苓湯エキス（顆粒） 疾病：間質性肺炎

カルバマゼピン（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマ
イシンシート

疾病：多形紅斑型薬疹

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

サルポグレラート塩酸塩（錠）

メフェナム酸（カプセル）

非ピリン系感冒剤（２）（顆粒）

シタフロキサシン水和物（錠）

組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
（イラクサギンウワバ細胞由来）

疾病：注射部位の局所反応(疼痛)､嘔吐､下痢､過換気､関節痛､筋
肉痛､疲労感､睡眠障害､頭痛､月経不整､しびれ､視覚異常､感覚
過敏､疼痛､食思不振､嘔気､立ちくらみ

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：薬物性肝障害

疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢

疾病：アナフィラキシー

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：両側大腿骨骨頭無腐性壊死

疾病：薬剤性過敏症症候群(ＤＩＨＳ)

疾病：薬物性肝障害

疾病：血小板減少性紫斑病

疾病：紅皮症型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：出血性十二指腸潰瘍
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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）

（局）アモキシシリン水和物（カプセル）

ファロペネムナトリウム（錠）

（局）クラリスロマイシン（錠）

メサラジン（顆粒）

メサラジン（注腸用）

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・プレドニゾロン錠

局・プレドニゾロン錠

イオメプロール（キット） 疾病：アナフィラキシーショック､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）

（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）

オメプラゾール（錠）

葛根湯エキス（顆粒）

（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）

スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム（静注用）

シタフロキサシン水和物（錠）

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）

シタフロキサシン水和物（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：深部静脈血栓症､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

ノルエチステロン・エチニルエストラジオール（１）（錠） 疾病：深部静脈血栓症

局・ワルファリンカリウム錠

局・ワルファリンカリウム錠

クロピドグレル硫酸塩（錠）

アスピリン・ランソプラゾール配合剤（錠）

柴胡桂枝湯エキス（顆粒）

（局）クラリスロマイシン（錠）

局・ヨーダミドナトリウムメグルミン注射液 疾病：ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群

シタグリプチンリン酸塩水和物（錠） 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）

アジスロマイシン水和物（錠） 疾病：間質性肺炎

プラルモレリン塩酸塩（注用） 疾病：アナフィラキシー

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
死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

局・セファゾリンナトリウム（注射用） 死亡：アナフィラキシーショックによる死亡

（局）ミノサイクリン塩酸塩（錠） 疾病：めまい

ファモチジン（錠）（２）

（局）レバミピド（錠）（１）

ホリナートカルシウム（錠）

テガフール・ウラシル（顆粒）

テガフール・ウラシル（顆粒）

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：出血性大腸炎

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

フロセミド（注射液）

オメプラゾールナトリウム（注射用）

局・アンピシリンナトリウム（注射用）

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）

ファモチジン（錠）（２）

イグラチモド（錠）

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

疾病：間質性肺炎

疾病：出血性大腸炎

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：両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：消化管出血による貧血

死亡：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症に
よる死亡

疾病：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢
死亡：クロストリジウム・ディフィシル関連下痢に続発した敗血症に
よる死亡

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：薬物性肝障害

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

イオメプロール（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

防風通聖散エキス（錠） 疾病：薬物性肝障害

硫酸バリウム（散） 疾病：下行結腸穿孔

黄連解毒湯エキス（顆粒）

ドキシサイクリン塩酸塩水和物（錠）

柴苓湯エキス（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（静注用） 疾病：アナフィラキシーショック

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）メトトレキサート（カプセル） 疾病：汎血球減少症

ジエノゲスト（錠）（１） 疾病：薬物性肝障害

（局）アレンドロン酸ナトリウム水和物（錠） 疾病：左非定型大腿骨骨折

ガドプトロール（キット） 疾病：アナフィラキシー

インフルエンザＨＡワクチン 死亡：劇症肝炎及びそれに続発した多臓器不全による死亡

ベプリジル塩酸塩水和物（錠） 疾病：間質性肺炎

（局）メトロニダゾール（錠） 疾病：急性脳症

ブチルスコポラミン臭化物（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

ナプロキセン（錠）

（局）ロキソプロフェンナトリウム水和物（錠）

ミルタザピン（錠）

（局）タゾパクパムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

セレコキシブ（錠）

プレガバリン（カプセル）

（局）リスペリドン（錠）（１）

（局）ファモチジン（錠）（１）

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：倦怠感、四肢麻痺、脱力、四肢の痛み、過呼吸、意識低下、
けいれん

アスピリン腸溶（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤（２）錠

エゼチミブ（錠）

アジルサルタン（錠） 疾病：横紋筋融解症（２回目）

局・フェニトイン錠

局・フェニトイン錠

アマンタジン塩酸塩（錠）

レボドパ・カルビドパ水和物（１）（錠）

セレコキシブ（錠）

セレコキシブ（錠）

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

ヒドロキシクロロキン硫酸塩（錠）

ブロチゾラム（錠）

ラモトリギン（錠）

ピタバスタチンカルシウム（錠）（１）

エゼチミブ（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）

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

カルボシステイン（シロップ用）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

塩化リゾチーム（錠）

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）

デュロキセチン塩酸塩（カプセル） 疾病：高ＣＫ血症

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）

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）

スピロノラクトン（錠）

（局）フロセミド（錠）

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：無顆粒球症

疾病：薬物性肝障害

疾病：悪性症候群様症状及びそれに続発した心筋炎

疾病：ふらつき、ろれつ不良

疾病：横紋筋融解症（１回目）

障害：横紋筋融解症による右下肢機能障害

疾病：高ＣＫ血症

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：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：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：播種状紅斑丘疹型薬疹

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

エソメプラゾールマグネシウム水和物（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（静注用）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静） 疾病：汎発型薬疹

（局）ファモチジン（錠）（１）

タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム（静）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２）

アセトアミノフェン（錠）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

チアミン・ニコチン酸アミド配合剤

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）

桂枝人参湯エキス（顆粒） 疾病：低カリウム血症

アセトアミノフェン（錠）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

カルボシステイン（錠）

局・チアマゾール錠

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（錠）

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ）

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 障害：両下肢麻痺による両下肢機能障害

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

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）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）

アセトアミノフェン（錠）

ゾレドロン酸水和物（注）（２）

リセ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）

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

アンブロキソール塩酸塩（錠）

レボフロキサシン水和物（液）

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）

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 疾病：低血糖性脳症
死亡：低血糖性脳症による死亡

（局）レボフロキサシン水和物（錠）（２） 死亡：低血糖性脳症による死亡

鎮咳配合剤（１）（錠） 疾病：排尿困難及びそれに続発した腎盂腎炎

抑肝散エキス（顆粒） 疾病：偽アルドステロン症

レボブピバカイン塩酸塩（キット） 疾病：両下肢麻痺

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

ゾニサミド（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）

（局）セフカペンピボキシル塩酸塩水和物（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：腎盂腎炎

ヒドロキシジンパモ酸塩（カプセル）

局・チアマゾール錠

オロパタジン塩酸塩（錠）

（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）

シロドシン（錠）（２） 疾病：失神及びそれによる転倒後の急性硬膜下血腫

アセトアミノフェン（細粒）

アセトアミノフェン（錠）

アセトアミノフェン（注）

アセトアミノフェン（坐剤）

カルボシステイン（シロップ用）

チペピジンヒベンズ酸塩（散）

カルバマゼピン（錠）

カルバマゼピン（錠）

メトロニダゾール（注射液） 疾病：急性脳症

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）

疾病：薬物性肝障害、多形紅斑型薬疹

疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

疾病：好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞

疾病：右上顎骨の骨壊死

疾病：急性腎不全

疾病：遅発性ジストニア

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：横紋筋融解症

疾病：薬物性肝障害

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：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）
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ラモトリギン（錠）

ランソプラゾール（錠）

ラモトリギン（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

（局）アロプリノール（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

アセトアミノフェン（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）

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

ブロチゾラム（錠）

アルプラゾラム（錠）

エスシタロプラムシュウ酸塩（錠）

桂枝加竜骨牡蛎湯エキス（顆粒）

当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス（顆粒）

アピキサバン（錠） 疾病：脳出血

カルボシステイン（シロップ用）

アモキシシリン水和物（細粒）

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

エソメプラゾールマグネシウム水和物（カプセル）

フェブキソスタット（錠）

（局）グリメピリド（錠）（１） 疾病：薬物性肝障害

インフルエンザHAワクチン 疾病：ギラン・バレー症候群

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

プレガバリン（カプセル）

（局）ベザフィブラート２００ｍｇ徐放錠

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

ラモトリギン（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）

非ピリン系感冒剤（４）（顆粒）

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）

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎

カルバマゼピン（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

タモキシフェンクエン酸塩（錠） 障害：網膜症による視力障害

（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）

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：脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞

デノスマブ（遺伝子組換え）（注射液） 疾病：右下顎骨の骨髄炎・骨壊死

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：筋肉痛、筋強直、しびれ、失神、全身疼痛、腰痛、胸痛、関
節痛、脱力、認知機能低下、めまい、頭痛、倦怠感、過呼吸、麻
痺、けいれん、月経不整、睡眠障害、歩行困難、感覚異常

ケトプロフェン（筋注用）

局・モルヒネ塩酸塩水和物（注射液）

ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤（２）（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

カルバマゼピン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

局・プレドニゾロン錠 疾病：ステロイド糖尿病

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）

障害：高次脳機能症状、肢体機能障害

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）

疾病：急性小脳失調症（発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、
眼振、振戦、睡眠障害）

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）

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
障害：薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障
害

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）

フルニトラゼパム（注射液）

リスペリドン（液）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

疾病：卵巣過剰刺激症候群（ＯＨＳＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：高ＣＫ血症

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）
死亡：皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）及び
それに続発した多臓器不全による死亡

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：気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：汎発型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

障害：呼吸抑制に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害

疾病：急性汎発性発疹性膿疱症（ＡＧＥＰ）
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一般名 副作用名称等 不支給理由

ハロペリドール（注射液）

肺炎球菌ワクチン 疾病：注射部位の局所反応（腫脹、発赤）、発熱

ドロスピレノン・エチニルエストラジオールベータデクス（錠）
（１）

疾病：肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン 疾病：無菌性髄膜炎、脳炎

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：脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗
異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、
歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異
常、不随意運動

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（錠）

（局）トラネキサム酸（錠）

ビラスチン（錠）

シタフロキサシン水和物（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

（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） 疾病：重症筋無力症の増悪

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、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障
害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちく
らみ、吐き気、視覚異常、耳鳴

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

メフェナム酸（シロップ）

ジクロフェナクナトリウム（坐剤）

アセトアミノフェン

チペピジンヒベンズ酸塩（シロップ）

アモキシシリン水和物（細粒）

セフゾナムナトリウム（静注用）

ロスバスタチンカルシウム（錠） 疾病：ミオパチー

フルニトラゼパム（注射液）

リスペリドン（液）

ヒドロキシジン塩酸塩（注射液）

ハロペリドール（注射液）

アモキシシリン水和物（錠） 疾病：播種状紅斑丘疹型薬疹

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

インフルエンザＨＡワクチン

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物（錠） 疾病：水疱性類天疱瘡

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、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、
睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦

（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・プロクロルペラジンマレイン酸塩錠 疾病：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群（ＳＩＡＤＨ）

バルプロ酸ナトリウム徐放（錠）（１）

ガバペンチン（錠）

レベチラセタム（錠）

フェノバルビタールナトリウム（静注用）

クロバザム（錠） 疾病：多形紅斑型薬疹

ラモトリギン（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

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）

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

テオフィリン徐放（錠） 疾病：痙攣重積及びそれに続発した脳症

インフルエンザHAワクチン 疾病：視神経脊髄炎（ＮＭＯ）

アセトアミノフェン（錠）

セレコキシブ（錠）

疾病：汎発型薬疹

疾病：中毒性表皮壊死症（ライエル症候群）

障害：呼吸抑制に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害

疾病：急性小脳失調症

疾病：呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症

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）

疾病：蕁麻疹型薬疹

疾病：多形紅斑型薬疹

疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）及び中毒性表皮壊死症（ライ
エル症候群）

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

バラシクロビル塩酸塩（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：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

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）

ラモトリギン（錠） 疾病：薬剤性過敏症症候群（ＤＩＨＳ）

疾病：多形紅斑型薬疹

20



 

 

 

 

 

 

 

 

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８月１日から平成 30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） 平成 30年８月１日から平成 30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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一般名 副作用名称等 不支給理由

人血小板濃厚液（２） 疾病：E型肝炎ウイルス感染による肝障害

人血小板濃厚液（２） 疾病：大腸菌感染症による敗血症
死亡：大腸菌感染症による敗血症による死亡

人赤血球液 疾病：E型肝炎ｳｲﾙｽ感染による肝障害

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
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