
３．報告症例一覧（製造販売業者からの報告）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に
基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
　・スパイクバックス筋注（武田薬品工業）（令和４年１月３日から令和４年１月23日報告分まで）

第76回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和３年度第28回

薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会

2022（令和４）年２月18日

資料1-2-2-2
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企業報告

注：「No」は、全新型コロナワクチンに係る副反応疑い報告（製造販売業者からの報告）の通番。 2022年１月23日現在

報告数（n=159）

$
No

$
年齢 性別 接種日 発生日

接種から
発生までの

日数
ワクチン名 製造販売業者 ロット番号 症状名（PT名） 転帰日 転帰内容 専門家の評価PT

専門家の
因果関係評価※1

専門家の
ブライトン分
類レベル※2

専門家の意見

17339 72歳 女性 2021/05/28
2021/06/04
2021/06/04

7 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
腫脹（腫脹）

2021/06/14
2021/06/14

回復
回復

- - - -

17604 19歳 女性 2021/07/05 2021/07/05 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/05 回復 - - - -
17605 19歳 女性 2021/07/05 2021/07/05 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/05 回復 - - - -
17626 18歳 女性 2021/07/03 2021/07/03 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619 意識障害（意識レベルの低下） 2021/07/03 回復 - - - -
17658 25歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002618 皮疹・発疹・紅斑（発疹） 2021/07/12 回復 - - - -

17667 19歳 女性 2021/07/11
未記入
2021/07/12
2021/07/12

1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
頭痛（頭痛）
頚部痛（頚部痛）
悪心・嘔吐（悪心|嘔吐）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

17674 19歳 男性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619
意識消失（意識消失）
注視麻痺（注視麻痺）

2021/07/08
2021/07/08

回復
回復

- - - -

17676 19歳 女性 2021/07/08 2021/07/08 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/08 回復 - - - -

17806 73歳 女性 2021/06/27
2021/06/28
2021/06/27

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
胸痛（胸痛）
動悸（動悸）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

17836 54歳 女性 2021/07/19

2021/07/19
2021/07/19
2021/07/19
2021/07/19
2021/07/19

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003653

頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
感覚異常（感覚鈍麻）
霧視（霧視）
浮動性めまい（浮動性めまい）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

17861 56歳 女性 2021/07/28 2021/07/28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004221 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 2021/07/28 回復 アナフィラキシー反応 γ 4  
17887 32歳 男性 2021/07/28 2021/07/28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003653 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー） 2021/07/28 回復 - - - -
17905 45歳 女性 2021/07/31 2021/07/31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004229 失神（失神） 2021/07/31 回復 - - - -

2021/07/25 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004221 意識消失（意識消失）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 意識消失（意識消失）
2021/07/03 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 失神（失神）
2021/07/31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004229 失神（失神）

17920 21歳 男性 2021/07/26 2021/07/26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003658 徐脈（徐脈） 未記入 軽快 - - - -

2021/06/30 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002181
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

2021/07/28 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004221
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

17998 21歳 男性 2021/07/26 2021/07/26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004227 意識消失（意識消失） 2021/07/26 回復 - - - -

18036 50歳 女性 2021/07/19
2021/08/04
2021/08/04

16 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004226
喘息発作（喘息）
意識障害（意識変容状態）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/07/09 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003657 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）
2021/08/06 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004734 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）

18106 19歳 女性 2021/08/05

2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06
2021/08/05

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004232

頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
筋力低下（筋力低下）
麻痺（不全麻痺）
不安症状（激越）
過換気（過換気）
発熱（発熱）

未記入
未記入
2021/08/10
未記入
2021/08/10
2021/08/10
未記入

回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

2021/07/01 35 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002617 アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）
2021/08/05 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004228 アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）

18124 39歳 女性 2021/08/10 2021/08/10 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003658 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 2021/08/11 回復 アナフィラキシー反応 γ 4  

18159 33歳 男性 2021/08/08
2021/08/08
2021/08/08
2021/08/08

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）
血圧低下（血圧低下）

未記入
未記入
未記入

不明
軽快
軽快

- - - -

2021/08/04 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002539 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002539 心筋炎（心筋炎）
2021/07/05 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002915 血管炎（過敏性血管炎）
2021/08/02 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004733 血管炎（過敏性血管炎）

2021/07/15 39 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003658
敗血症・菌血症（敗血症）
口腔カンジダ症（口腔カンジダ症）

2021/08/19 4 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004733
敗血症・菌血症（敗血症）
口腔カンジダ症（口腔カンジダ症）

2021/07/06 41 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/08/16 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005239 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

18343 35歳 男性 2021/07/09 2021/07/12 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003190 ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー症候群） 未記入 未回復 ギラン・バレー症候群 γ 4  

2021/08/10 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

摂食障害（摂食障害）
接種部位反応（ワクチン接種部位反応）
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
発熱（発熱）

2021/08/05 回復

2021/08/25
2021/08/25

死亡
死亡

2021/08/16 回復

未記入
未記入
2021/08/16

軽快
軽快
回復

18240 54歳 男性
2021/08/25
2021/08/23

口腔カンジダ症
敗血症

γ
γ

-  

18269 26歳 男性 2021/08/16 4  

18062 30歳 男性 2021/08/06

17993 48歳 男性
2021/07/30
2021/07/30

- - - -

2021/08/11
2021/08/11

回復
回復

未記入 軽快

３.スパイクバックス筋注　報告症例一覧（製造販売業者からの報告) 報告日 2022年１月３日～2022年１月23日

17912

心筋炎
心膜炎

γ
γ

2
4

 

18歳 女性 2021/07/25 - - - -

17918 25歳 男性 2021/07/31 - - - -

2021/07/25 回復

2021/07/31 回復

18182 32歳 男性 2021/08/07 心筋炎 γ 1  

18122 36歳 女性 2021/08/05 アナフィラキシー様反応 α 2  2021/08/05 回復

2021/08/17 回復

18206 55歳 男性 2021/08/03 - - - -

18381 53歳 女性

2021/08/10
2021/08/13
2021/08/10 - - - -

アナフィラキシー反応 γ
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$
No

$
年齢 性別 接種日 発生日

接種から
発生までの

日数
ワクチン名 製造販売業者 ロット番号 症状名（PT名） 転帰日 転帰内容 専門家の評価PT

専門家の
因果関係評価※1

専門家の
ブライトン分
類レベル※2

専門家の意見

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

摂食障害（摂食障害）
接種部位反応（ワクチン接種部位反応）
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
発熱（発熱）

2021/08/18 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004496 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

18403 18歳 女性 2021/07/27 2021/07/28 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004230 意識消失（意識消失） 2021/07/28 回復 - - - -
18406 19歳 男性 2021/07/26 2021/07/26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

2021/08/19 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004497

血圧上昇（血圧上昇）
動悸（動悸）
舌浮腫（舌浮腫）
浮腫（末梢性浮腫）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

血圧上昇（血圧上昇）
動悸（動悸）
舌浮腫（舌浮腫）
浮腫（末梢性浮腫）

2021/08/18 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540 高血圧緊急症（高血圧緊急症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 高血圧緊急症（高血圧緊急症）
2021/08/23 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004734 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

18466 46歳 女性 2021/08/24 2021/08/24 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005235 高血圧緊急症（高血圧緊急症） 未記入 不明 - - - -
2021/06/28 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 大網出血（大網出血）
2021/07/26 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002618 大網出血（大網出血）
2021/06/30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540 意識障害（意識変容状態）
2021/07/28 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540 意識障害（意識変容状態）
2021/08/10 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/08/19 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004497
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

18514 54歳 男性 2021/07/14 2021/07/14 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003654 徐脈（徐脈） 2021/07/14 回復 - - - -
18529 48歳 男性 2021/06/22 2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540 唾液腺炎（唾液腺炎） 未記入 不明 - - - -

18542 46歳 女性 2021/07/22 2021/07/22 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004227 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 2021/07/22 回復 アナフィラキシー反応 α 2

アナフィラキシー反応について：Pa02低下
はないが、呼吸器症状を拡大解釈すると
因果関係が否定できないものですが、情
報不足でも可

2021/07/28 24 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/08/21 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

18558 35歳 女性 2021/06/30 2021/06/30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002539 ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー症候群） 2021/07/30 回復 ギラン・バレー症候群 γ 4  
2021/07/05 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002617 徐脈（徐脈）
2021/08/04 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003658 徐脈（徐脈）

18565 54歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003189 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 未記入 軽快 - - - -
18568 43歳 男性 2021/08/16 2021/08/16 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004231 心筋炎（心筋炎） 2021/08/27 回復 心筋炎 γ 4  
18574 56歳 女性 2021/07/17 2021/07/25 8 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 多形紅斑（多形紅斑） 2021/08/06 回復 - - - -
18601 19歳 男性 2021/08/27 2021/08/27 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005286 失神（失神） 2021/08/27 回復 - - - -

18604 18歳 女性 2021/08/27
2021/08/27
2021/08/27

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005288
不安障害（不安障害）
脱水（脱水）

2021/08/30
2021/08/30

回復
回復

- - - -

2021/07/27 24 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003657 心筋炎（心筋炎）
2021/08/17 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004231 心筋炎（心筋炎）

18618 40歳 女性 2021/08/27
2021/08/27
2021/08/30

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005240
アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
蕁麻疹（蕁麻疹）

2021/08/30
2021/08/30

回復
回復

アナフィラキシー反応 γ 4  

2021/08/25 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005286 アナフィラキシー（アナフィラキシーショック）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシーショック）

18629 55歳 男性 2021/08/31

2021/09/06
2021/09/09
2021/09/09
2021/09/09

6 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005288

TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
脳梗塞（脳梗塞）
脳出血（脳出血）
脳血管発作（脳血管発作）

2021/09/09
2021/09/09
2021/09/09
2021/09/09

死亡
死亡
死亡
死亡

脳出血
脳血管発作
脳梗塞
血小板減少症を伴う血栓症

γ
γ
γ
γ 2

血小板減少を認めます。
頭部CTによる画像所見において血栓症が
確認されています。

脳出血の既往がある55歳の男性。ワクチ
ン接種後に発熱及び意識障害を認め、緊
急搬送された際に、血小板減少（2.7万
/uL）を認め、頭部CTにおいて、右前頭葉
皮質下出血及び多発性脳梗塞（右後頭
葉、左放線冠、左小脳）を認めていること
から、ブライトン分類を「2」と評価します。

ワクチン接種と死亡との因果関係につい
ては、TTSを含めた血小板減少をきたす血
液疾患を鑑別するための情報が不足して
いるため困難です。

2021/07/30 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/08/27 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005235 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

2021/08/19
2021/08/19

回復
回復

未記入 軽快

2021/08/04 回復

未記入 軽快

未記入 不明

2021/08/27 回復

2021/08/16
2021/08/16
2021/08/16

回復
回復
回復

2021/08/19 回復

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

未記入 不明

2021/08/23 回復

2021/08/16 回復

18564 41歳 女性 2021/08/04 - - - -

男性
2021/08/19
2021/08/19

- - - -

18623 47歳 女性 2021/08/25 アナフィラキシーショック α 2  

18557 31歳 男性 2021/08/21 心筋炎 γ 4  

18412 30歳 男性 2021/08/18 - - - -

18451 18歳 女性 2021/08/23

18409 41歳 男性

2021/08/19
2021/08/19
2021/08/19
2021/08/19

- - - -

18393 25歳 男性 2021/08/18 アナフィラキシー反応 α 2  

18381 53歳 女性 2021/08/10
2021/08/10
2021/08/10

- - - -

18478 41歳 男性 2021/07/27 - - - -

アナフィラキシー反応 γ 4  

- - - -

18495 19歳 男性 2021/08/11 心筋炎 γ 1  

18492 24歳 男性 2021/06/30 2021/06/30 回復

未記入 軽快

18609 23歳 男性 2021/08/20 心筋炎 γ 4  

18637 42歳 女性 2021/08/27 アナフィラキシー反応 γ 4  

18502 24歳
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18645 36歳 女性 2021/08/23
2021/08/24
2021/08/24

1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004232
下血・血便（メレナ）
下痢・軟便（下痢）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

18655 19歳 女性 2021/08/28

2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005235

血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識障害（意識変容状態）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
悪心・嘔吐（悪心）
転倒（転倒）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/07/26 8 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003190 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/08/23 -20 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004667 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/07/17 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002540 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/08/14 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003653 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/07/28 4 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003190 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/08/25 -24 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004667 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/07/28 6 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003190 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/08/25 -22 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004667 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）
2021/07/05 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002617 けいれん（痙攣発作）
2021/08/04 -30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 けいれん（痙攣発作）

18687 19歳 男性 2021/09/02
2021/09/02
2021/09/02

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005693
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
血圧低下（血圧低下）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/07/05 54 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減少
2021/08/02 26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減少
2021/06/09 31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002180 虚血性大腸炎（虚血性大腸炎）
2021/07/07 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002617 虚血性大腸炎（虚血性大腸炎）

2021/07/26 33 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003190
大脳静脈洞血栓症（大脳静脈洞血栓症）
出血性梗塞（出血性梗塞）

2021/08/23 5 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004667
大脳静脈洞血栓症（大脳静脈洞血栓症）
出血性梗塞（出血性梗塞）

18723 14歳 女性 2021/08/29 2021/08/29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005235 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー） 未記入 未回復 - - - -
18740 58歳 男性 2021/08/25 2021/08/25 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005239 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 2021/08/25 回復 アナフィラキシー反応 α 2  
18747 37歳 男性 2021/08/09 2021/08/28 19 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004232 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 1  

18751 90歳 男性 2021/06/01 2021/06/14 13 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 視神経炎（視神経炎） 未記入 後遺症あり 視神経炎 γ -

視神経炎について：視神経炎の多くは特
発性に発症し、ワクチンが原因である可能
性は高くないと考える。ただし同様の症例
が集積しないかの継続観察は必要であ

2021/08/26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004220 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/09/06 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005236 徐脈（徐脈）
2021/10/04 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 徐脈（徐脈）

18769 48歳 男性 2021/07/08 2021/07/28 20 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003189 ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー症候群） 2021/08/19 後遺症あり ギラン・バレー症候群 γ 2  
2021/09/06 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005236 徐脈（徐脈）
2021/10/04 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 徐脈（徐脈）
2021/07/17 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003656 多形紅斑（多形紅斑）
2021/08/14 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004666 多形紅斑（多形紅斑）

2021/08/18 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

2021/08/04 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 けいれん（間代性痙攣）
2021/09/01 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005236 けいれん（間代性痙攣）

2021/08/09 15 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004497
四肢静脈血栓症（四肢静脈血栓症）
小脳梗塞（小脳梗塞）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002618
四肢静脈血栓症（四肢静脈血栓症）
小脳梗塞（小脳梗塞）

2021/08/17 24 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/09/07 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

18869 24歳 女性 2021/09/09
2021/09/09
2021/09/09

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005288
咽喉刺激感（咽喉刺激感）
咳嗽（咳嗽）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

18877 19歳 男性 2021/09/13 2021/09/13 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005293 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -
2021/09/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心膜炎（心膜炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心膜炎（心膜炎）
2021/07/29 43 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 けいれん（全身性強直性間代性発作）
2021/08/26 15 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 けいれん（全身性強直性間代性発作）

2021/07/07 58 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002185
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）

2021/08/04 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004229
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）

2021/07/27 33 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
心房細動（心房細動）

2021/08/27 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005286
心筋炎（心筋炎）
心房細動（心房細動）

2021/07/18 38 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004220 心筋炎（心筋炎）
2021/08/22 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005240 心筋炎（心筋炎）
2021/08/18 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005240 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003658 心筋炎（心筋炎）

未記入
未記入

軽快
軽快

未記入 未回復

未記入
2021/10/22

後遺症あり
後遺症あり

未記入 軽快

未記入 軽快

2021/09/10 回復

未記入
未記入

軽快
軽快

未記入
未記入

軽快
軽快

未記入 軽快

2021/08/23 回復

2021/08/14 回復

2021/08/25 回復

18917 25歳 男性 2021/08/25 心筋炎 γ 1  

-  

18878

18881 20歳 男性 2021/09/10 - - - -

28歳 男性 2021/09/12 心膜炎 γ 2  

18774 23歳 女性 2021/09/06 - - - -

18759 23歳 女性 2021/09/06 - - - -

18682

18714 47歳 男性
2021/08/28
2021/09/02

大脳静脈洞血栓症 γ -  

2021/08/25 回復

2021/07/05 回復

2021/10/25 回復

未記入 軽快

未記入
未記入

後遺症あり
不明

- - - -

18684 25歳 女性 2021/07/05 - - - -

18681 32歳 男性 2021/08/01 -

18903 47歳 男性
2021/09/03
2021/09/03

- - - -

49歳 男性 2021/08/03 - - - -

18678 27歳 男性 2021/08/03

18679 57歳 男性 2021/07 - - - -

18811 22歳 男性
2021/08/21
2021/08/21

心筋炎
心膜炎

γ
γ

1
4

 

18851 58歳 女性 2021/09/01 - -

- - -

18695 71歳 女性 2021/07/10 - - - -

18688 34歳 女性 2021/08/28 - - - -

18753 42歳 女性 2021/08/26 アナフィラキシー反応 γ 4  

18804 21歳 男性 2021/08/14 - - - -

2021/08/26 回復

2021/09/06 回復

2021/09/06 回復

2021/09/08 回復

18863 25歳 男性 2021/09/10 心筋炎 γ 1  

- -

18852 44歳 女性
2021/08/24
2021/08/24

小脳梗塞
四肢静脈血栓症

γ
γ

18913 20歳 男性
2021/08/29
2021/08/30

心筋炎 γ 1  

18919 26歳 男性 2021/08/19 心筋炎 γ 1  未記入 軽快
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2021/08/07 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/09/04 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005693 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

18931 23歳 男性 2021/09/09 2021/09/09 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005286 意識消失（意識消失） 2021/09/09 回復 - - - -
2021/07/29 54 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減少
2021/08/26 26 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減少

2021/06/11 57 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
間質性肺炎（間質性肺疾患）
血小板減少症（血小板減少症）

2021/07/09 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
間質性肺炎（間質性肺疾患）
血小板減少症（血小板減少症）

2021/08/23 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/09/20 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005239 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

18965 18歳 女性 2021/09/17 2021/09/17 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005693 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 2021/09/17 回復 アナフィラキシー反応 γ 4  
2021/08/25 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 けいれん（熱性痙攣）
2021/09/22 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005289 けいれん（熱性痙攣）

19047 25歳 男性 2021/09/08 2021/09/13 5 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005236 心膜炎（心膜炎） 2021/09/28 回復 心膜炎 γ 3  

2021/09/26 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

心肺停止（心肺停止）
心室細動（心室細動）
心室性頻脈（心室性頻脈）
不整脈（不整脈）
無脈性電気活動（無脈性電気活動）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

心肺停止（心肺停止）
心室細動（心室細動）
心室性頻脈（心室性頻脈）
不整脈（不整脈）
無脈性電気活動（無脈性電気活動）

2021/10/03 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005685 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/07/17 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003653 リンパ節腫脹（リンパ節症）
2021/08/14 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004501 リンパ節腫脹（リンパ節症）
2021/10/03 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005685 アナフィラキシー（アナフィラキシーショック）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシーショック）
2021/10/04 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005236 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）
2021/09/10 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005693 心筋炎（心筋炎）
2021/10/08 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 心筋炎（心筋炎）
2021/10/05 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/10 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）

19278 36歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 未記入 不明 アナフィラキシー反応 γ 4  

19281 41歳 女性 2021/09/19

2021/09/20
2021/09/19
2021/09/19
2021/09/19
2021/09/20
2021/09/20
2021/09/19

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

不整脈（不整脈）
筋肉痛（筋肉痛）
リンパ節腫脹（リンパ節症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
頻脈（頻脈）
動悸（動悸）
感覚異常（感覚鈍麻）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復
未回復
未回復
未回復

- - - -

2021/10/09 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005839
アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）
意識消失（意識消失）
失神寸前の状態（失神寸前の状態）

2021/11/06 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）
意識消失（意識消失）
失神寸前の状態（失神寸前の状態）

2021/08/26 38 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005235 心筋炎（心筋炎）
2021/09/30 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 心筋炎（心筋炎）

2021/10/10 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005700

体位性めまい（体位性めまい）
頭痛（頭痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
食欲減退（食欲減退）
凝固能異常（凝血異常）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼痛）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

体位性めまい（体位性めまい）
頭痛（頭痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
食欲減退（食欲減退）
凝固能異常（凝血異常）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼痛）

19344 37歳 男性 2021/09/30 2021/10/01 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 肺炎（肺炎） 未記入 軽快 - - - -
2021/06/23 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002539 血管浮腫（血管浮腫）
2021/07/21 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002915 血管浮腫（血管浮腫）

2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/13
2021/10/15

回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復

未記入 軽快

回復
回復

未記入 軽快

2021/09/24 回復

2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡

2021/10/03 回復

未記入 未回復

2021/10/03 回復

未記入 未回復

未記入 軽快

アナフィラキシー反応 γ 4  

19096 47歳

19338 53歳 女性

2021/10/11
2021/10/11
2021/10/12
2021/10/12
2021/10/12
2021/10/11
2021/10/11
2021/10/11

- - - -

19353 41歳 女性

2021/09/23 - - - -

男性

2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27
2021/09/27

不整脈
心肺停止
心室細動
心室性頻脈
無脈性電気活動

γ
γ
γ
γ
γ

-

解剖所見として認められた「心筋症」すな
わち心臓障害の発症時期が不明のため、
ワクチンとの因果関係の判定は困難であ
る。ただし、mRNAワクチン接種後の副反
応として心筋炎/心膜炎は認知されてお
り、同様の症例が集積しないかの継続観
察が必要である。

19101 34歳 男性 2021/10/03

18935 30歳 女性 2021/09/21 - - - -

13歳 女性19006

18922 33歳 女性 2021/09/04 アナフィラキシー反応 γ 4  2021/09/04 回復

18940 69歳 男性
2021/10/28
2021/08/07

- - - -

18952 41歳 男性 2021/09/20 アナフィラキシー反応 γ 4
アナフィラキシー反応について：皮膚症状
の部位不明

2021/10/27 回復

2021/12/16
2021/09/16

19102 36歳 女性 2021/08/15 - - - -

19115 53歳 女性 2021/10/03 アナフィラキシーショック α 2  

19132 55歳 男性 2021/10/04 - - - -

19252 22歳 男性 2021/10/10 心筋炎 γ 1  

19276 20歳 男性 2021/10/07 心筋炎 γ 1  

19277 44歳 女性 2021/10/10 アナフィラキシー反応 γ 4  

2021/10/13 回復

未記入 不明

25歳 女性
2021/10/09
2021/10/09
2021/10/09

アナフィラキシー様反応 γ 5  

19337 31歳 男性 2021/10/03 心筋炎 γ 4  

19304
2021/10/09
2021/10/09
2021/10/09

回復
回復
回復

未記入 軽快

- - - -未記入
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2021/08/25 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004666
腎機能障害・腎不全（急性腎障害）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004220
腎機能障害・腎不全（急性腎障害）
発熱（発熱）

2021/10/12 4 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/09/28 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/22 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/08/19 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 胆管炎（胆管炎）
2021/09/16 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 胆管炎（胆管炎）

2021/07/20 35 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003189
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー症候群）
筋力低下（筋力低下）

2021/08/17 7 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004231
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー症候群）
筋力低下（筋力低下）

2021/10/02 28 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
呼吸障害・呼吸不全（頻呼吸）
てんかん重積（てんかん重積状態）

2021/10/30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
呼吸障害・呼吸不全（頻呼吸）
てんかん重積（てんかん重積状態）

2021/09/17 31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005239 皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹）
2021/10/15 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005891 皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹）
2021/10/30 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/01 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/29 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005839 心筋炎（心筋炎）
2021/09/09 32 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 喘息発作（喘息）
2021/10/07 4 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005699 喘息発作（喘息）

19460 45歳 男性 2021/10/12
2021/10/15
2021/10/12
2021/10/12

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2021/10/17
2021/10/17
2021/10/17

回復
回復
回復

心膜炎 γ 4  

2021/08/29 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004501 失神（失神）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 失神（失神）

2021/10/30 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005840

アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
けいれん（痙攣発作）
感染性胃腸炎（感染性腸炎）
心室細動（心室細動）
僧帽弁閉鎖不全症（僧帽弁閉鎖不全症）
蕁麻疹（蕁麻疹）
頻脈（上室性頻脈）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
けいれん（痙攣発作）
感染性胃腸炎（感染性腸炎）
心室細動（心室細動）
僧帽弁閉鎖不全症（僧帽弁閉鎖不全症）
蕁麻疹（蕁麻疹）
頻脈（上室性頻脈）
発熱（発熱）

19474 40歳 女性 2021/08/20 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004501 結節性多発動脈炎（結節性多発動脈炎） 未記入 未回復 - - - -
19494 57歳 男性 2021/08/24 2021/08/30 6 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004220 被殻出血（被殻出血） 未記入 軽快 - - - -

19505 45歳 男性 2021/08/07
2021/08/20
2021/08/20

13 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002337
椎骨動脈解離（椎骨動脈解離）
小脳梗塞（小脳梗塞）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/11/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3006277
心筋炎（心筋炎）
血中クレアチンホスホキナーゼ増加（血中
クレアチンホスホキナーゼ増加）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
血中クレアチンホスホキナーゼ増加（血中
クレアチンホスホキナーゼ増加）

19513 50歳 男性 2021/07/28
2021/08/04
2021/08/04
2021/08/04

7 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002337
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
眼振（眼振）
回転性めまい（回転性めまい）

2021/08/11
2021/08/11
2021/08/11

回復
回復
回復

- - - -

2021/08/02 21 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
脳梗塞（脳梗塞）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
心筋炎（心筋炎）
脳梗塞（脳梗塞）

2021/10/10 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005788 心筋炎（心筋炎）
2021/11/07 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005890 心筋炎（心筋炎）
2021/09/29 31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/27 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

19552 40歳 男性 2021/11/01

2021/11/03
2021/11/09
2021/11/18
2021/11/19
未記入

2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

細菌性肺炎（細菌性肺炎）
肺炎（肺炎）
敗血症・菌血症（敗血症）
下血・血便（血便排泄）
代謝性アシドーシス（代謝性アシドーシス）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
不明
不明
不明

- - - -

未記入
未記入

軽快
軽快

未記入 軽快

2021/10/11 回復

未記入 軽快

2021/09/27 回復

2021/11/11
2021/11/11

後遺症あり
後遺症あり

未記入
2021/11/02

不明
回復

19354

女性
2021/10/30
2021/10/30

- - - -

γ 1  

19412 42歳 男性
2021/08/24
2021/08/24

ギラン・バレー症候群
筋力低下

γ
γ

4
 

19416 48歳

43歳 女性
2021/08/25
2021/08/25

- - - -

19369 25歳 男性 2021/09/30 心筋炎 γ 1  

19360 27歳 男性 2021/10/16 心筋炎

19405 21歳 男性 2021/10/23 心筋炎 γ 1  

19406 58歳 男性 未記入 - - - -

19420 27歳 男性 2021/10/18 - - - -

19423 15歳 男性 2021/10/31 心筋炎 γ 1  

2021/10/24 回復

2021/11/11 回復

19447 34歳 男性 2021/10/31 心筋炎 γ 4  

19456 34歳 女性 2021/10/11 - - - -

2021/11/30 回復

2021/10/31 回復

19466 53歳 男性 2021/08/31 - - - -

19471 38歳 男性

2021/10/31
2021/10/31
2021/10/31
2021/10/31
2021/11/01
2021/10/31
2021/11/01
2021/10/31

アナフィラキシー反応 γ 4  

未記入 軽快

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快
軽快
軽快
軽快
軽快

19508 14歳 男性
2021/11/08
2021/11/24

心筋炎 γ 4  

19516 38歳 女性
2021/08/23
2021/08/27

心筋炎 γ 1  

2021/11/12
2021/12/08

回復
回復

未記入
未記入

軽快
軽快

19517 34歳 男性 2021/11/09 心筋炎 γ 4  

19530 21歳 男性 2021/10/30 心筋炎 γ 1  

未記入 不明

未記入 軽快

 6 



$
No

$
年齢 性別 接種日 発生日

接種から
発生までの

日数
ワクチン名 製造販売業者 ロット番号 症状名（PT名） 転帰日 転帰内容 専門家の評価PT

専門家の
因果関係評価※1

専門家の
ブライトン分
類レベル※2

専門家の意見

2021/08/18 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

19568 46歳 女性 2021/09/01 2021/09/17 16 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005240 顔面神経麻痺（顔面麻痺） 未記入 軽快 - - - -
2021/10/10 8 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 甲状腺機能亢進症（バセドウ病）

2021/08/19 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004231
頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/09/16 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005289
頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/10/22 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

19635 58歳 男性 2021/07/11 2021/07/19 8 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 静脈血栓症（静脈血栓症） 2021/12/13 回復 - - - -

2021/12/17 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
けいれん（間代性痙攣）
意識障害（意識レベルの低下）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
けいれん（間代性痙攣）
意識障害（意識レベルの低下）
発熱（発熱）

19637 70歳 男性 2021/12/20 2021/12/28 8 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心肺停止（心肺停止） 2021/12/28 死亡 心肺停止 γ -  
2021/08/03 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004230 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3002619 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
2021/09/27 37 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005692 網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
2021/10/25 9 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005791 網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
2021/10/03 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/31 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/07/05 29 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）
2021/08/03 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3003653 末梢神経障害（末梢性ニューロパチー）

2021/09/05 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
（慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパ

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
（慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパ

19643 29歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 1  
19644 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 不明 心筋炎 γ 4  

2021/09/17 30 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明

けいれん（痙攣発作）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性脳
症）
脳挫傷（脳挫傷）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）
頭部損傷（頭部損傷）
創傷（創傷）
心肺停止（心停止）

2021/10/15 2 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005791

けいれん（痙攣発作）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性脳
症）
脳挫傷（脳挫傷）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）
頭部損傷（頭部損傷）
創傷（創傷）
心肺停止（心停止）

19646 27歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 多形紅斑（多形紅斑） 未記入 回復 - - - -
19647 43歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 意識障害（意識レベルの低下） 未記入 軽快 - - - -

2021/08/09 3 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004734 特発性眼窩炎症（特発性眼窩炎症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 特発性眼窩炎症（特発性眼窩炎症）

19649 37歳 女性 2022/01/11
2022/01/11
2022/01/11

スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005292
アナフィラキシー（アナフィラキシー反応）
意識障害（意識レベルの低下）

未記入
未記入

不明
不明

アナフィラキシー反応 γ 4  

2021/07/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）
多形紅斑（多形紅斑）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー様反応）
多形紅斑（多形紅斑）

19651 20歳 男性 不明 2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 1  
19652 45歳 女性 2021/08/31 2021/08/31 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 未記入 未回復 アナフィラキシー反応 γ 4  

2021/11/13 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3005685 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 心筋炎（心筋炎）

19654 女性 不明 2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 不明 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９） 未記入 不明 - - - -

19655 39歳 女性 2021/08/20 2021/09/27 38 スパイクバックス筋注 モデルナ／武田 3004232
視神経脊髄炎（NMO）（視神経脊髄炎スペ
クトラム障害）

2021/12/27 後遺症あり
視神経脊髄炎スペクトラム
障害

γ -  

19553 50歳 女性 2021/08/21 心筋炎 γ 4  

19574 45歳 男性 2021/10/18 バセドウ病 γ -  

2021/08/31 回復

2021/12/01 後遺症あり

19633 14歳 男性
2021/09/17
2021/09/17
2021/09/17

- - - -

19634 16歳 男性 2021/10/24 心筋炎 γ 2  

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

未記入 軽快

19636 12歳 女性
2021/12/17
2021/12/17
2021/12/17

- - - -

19638 29歳 女性 2021/08/03 アナフィラキシー反応 γ 4  

2021/12/20
2021/12/20
2021/12/20

回復
回復
回復

2021/08/07 回復

19639 65歳 男性 2021/11/03 網膜動脈閉塞 γ -  

19640 17歳 男性 2021/11/02 心筋炎 γ 1  

2021/12/23 後遺症あり

未記入 軽快

19641 28歳 女性 2021/08/03 - - - -

19642 43歳 男性 2021/10 - - - -

未記入 未回復

未記入 未回復

19645 51歳 男性

2021/10/17
未記入
未記入
2021/10/17
未記入
2021/10/17
2021/10/17
2021/10/17

- - - -

19648 54歳 男性 2021/08/12 - - - -

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
2021/10/17
2021/10/17

未回復
未回復
未回復
未回復
未回復
未回復
回復
回復

2021/10/06 回復

19650 22歳 男性
2021/07/10
2021/07/10

アナフィラキシー様反応 γ 4  

19653 39歳 男性 未記入 心筋炎 γ 1  

2021/07/14
2021/07/14

回復
回復

2021/11/16 死亡
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$
No

$
年齢 性別 接種日 発生日

接種から
発生までの

日数
ワクチン名 製造販売業者 ロット番号 症状名（PT名） 転帰日 転帰内容 専門家の評価PT

専門家の
因果関係評価※1

専門家の
ブライトン分
類レベル※2

専門家の意見

※３　製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第１項に基づき、「重篤」と判断された症例について各ワクチンの製造販売業者から報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関
から報告された症例と重複している症例が含まれている。本集計期間においては、～No.19574が追加報告症例、No.19633～が新規報告症例。

※１　専門家の因果関係評価
専門家の因果関係評価は、以下の事象を対象に実施（詳細は令和3年12月24日合同部会資料1-8。）。
①死亡事例
②ワクチン全般で評価を行っている事象（後遺症、アナフィラキシー、GBS、ADEM）及び新型コロナワクチンの副反応疑い報告基準事象（TTS、心筋炎・心膜炎）
③小児用製剤における副反応疑い事例（承認された場合）
④シグナル検出の結果などの新たな知見により、ワクチンの副反応であることが疑われた症状
副反応疑い報告書に記載された症状又は転帰の中に、専門家の因果関係評価の対象となる事象があった場合は「専門家の評価PT」の項目に対象事象を記載。該当症状・転帰がない場合は、同項目は空欄としている。
なお、因果関係評価の対象事象であっても、詳細調査の結果、因果関係がないものとして報告された場合は因果関係評価は実施しない。

【因果関係評価記号の定義】
α：「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」
原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例
β：「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」
原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったとは認められない症例
γ：「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」
情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

※２　ブライトン分類レベルは、以下の事象について評価している。
・急性散在性脳脊髄炎（対応するMedDRA PT：急性散在性脳脊髄炎）
・ギラン・バレー症候群（対応するMedDRA PT：ギラン・バレー症候群）
・アナフィラキシー（対応するMedDRA PT：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応）
・血小板減少症を伴う血栓症症例
・心筋炎又は心膜炎（対応するMedDRA PT：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎）

※４「接種から発生までの日数」がマイナスのものは事象の発生は、1回目接種後の副反応事例。2回目接種時からみれば、日数はマイナスとなる。
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