
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（モデルナ・ジャパン）（令和４年６月13日から令和４年７月

10日報告分まで）

第82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４年度第８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 資料1-2-

2-2

2022(令和４)年８月５日
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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７月10日現在

報告数（n=1066）

$
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

20126 79歳 女性 2021/05/26 2021/05/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 過敏症（過敏症） 未記入 不明 - - - -
20127 66歳 男性 2021/05/27 2021/05/28 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 脂肪織炎（脂肪織炎） 未記入 不明 - - - -

20139 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 不明
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
腫脹（腫脹）

2021/06/14
2021/06/14

回復
回復

- - - -

20152 83歳 男性 2021/06/17 2021/06/20 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脳梗塞（脳梗塞） 未記入 不明 - - - -

20160 55歳 女性 2021/06/18 2021/06/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/19 回復 アナフィラキシー反応 γ 4 循環器、呼吸器症状の記載なし。

20161 18歳 女性 2021/06/21 2021/06/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/21 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20168 27歳 男性 2021/06/18
2021/06/18
2021/06/18

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
意識障害（意識レベルの低下）
血圧低下（血圧低下）

未記入
2021/06/19

不明
回復

- - - -

20170 55歳 女性 2021/06/21

2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181

筋力低下（筋力低下）
振戦（振戦）
握力低下（握力低下）
倦怠感（倦怠感）

2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21

回復
回復
回復
回復

- - - -

20172 44歳 男性 2021/06/15 2021/06/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/15 回復 アナフィラキシー反応 γ 5 迷走神経反射と思われる。

20173 30歳 女性 2021/06/11 2021/06/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 5 頻脈と咳のみ。

20174 35歳 女性 2021/06/24 2021/06/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20175 18歳 女性 2021/06/26 2021/06/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/26 回復 アナフィラキシー反応 γ 4 皮膚症状、循環器症状の記載なし。

20176 45歳 女性 2021/06/09 2021/06/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/09 回復 アナフィラキシー反応 γ 5
ふらつき、手足のしびれ、めまいとい
う記載しかない。

20177 51歳 女性 2021/06/26 2021/06/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/26 回復 アナフィラキシー反応 γ 5 非進行性。呼吸器症状のみ。

20178 18歳 女性 2021/06/21 2021/06/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/22 回復 アナフィラキシー反応 γ 5
頻呼吸、血中酸素飽和濃度低下以外が
不明。

20179 60歳 女性 2021/06/23

2021/06/23
2021/06/23
2021/06/23
2021/06/23

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181

喘息発作（喘息）
咽喉刺激感（咽喉刺激感）
咳嗽（咳嗽）
異物感（異物感）

2021/06/23
2021/06/23
2021/06/23
2021/06/23

回復
回復
回復
回復

- - - -

20180 72歳 女性 2021/06/08 2021/06/15 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血球貪食性リンパ組織球症（血球貪食
性リンパ組織球症）

未記入 不明 - - - -

20181 60歳 男性 2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
過敏症（過敏症）

2021/06/21
2021/06/21

回復
回復

- - - -

20182 44歳 女性 2021/06/16 2021/06/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181 喘息発作（喘息） 2021/06/16 回復 - - - -
20183 22歳 男性 2021/06/23 2021/06/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 意識消失（意識消失） 2021/06/23 回復 - - - -

20185 52歳 女性 2021/06/20
2021/06/20
2021/06/20
2021/06/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
血圧上昇（高血圧）
悪心・嘔吐（悪心）
異常感（異常感）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20188 18歳 女性 2021/06/21

2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185

けいれん（痙攣発作）
テタニー（テタニー）
ジスキネジア（ジスキネジア）
過換気（過換気）

2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22

回復
回復
回復
回復

- - - -

20189 33歳 女性 2021/06/24 2021/06/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
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

20190 39歳 女性 2021/06/23
2021/06/23
2021/06/23

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
喘息発作（喘息）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

2021/06/23
2021/06/23

回復
回復

- - - -

20192 21歳 女性 2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539
疼痛（疼痛）
ジスキネジア（ジスキネジア）
異常感（異常感）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

20193 18歳 女性 2021/06/22 2021/06/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 ショック（循環虚脱） 2021/06/22 回復 - - - -

20195 62歳 男性 2021/06/22
2021/06/25
2021/06/23
2021/06/23

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
脳幹梗塞（脳幹梗塞）
無力症（無力症）
倦怠感（倦怠感）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20197 34歳 女性 2021/06/27 2021/06/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/27 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20200 24歳 女性 2021/06/21

2021/06/22
2021/06/22
2021/06/23
2021/06/23
2021/06/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

腹痛（腹痛）
下痢・軟便（下痢）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
悪寒（悪寒）
発熱（発熱）

2021/06/26
2021/06/26
2021/06/26
2021/06/26
2021/06/26

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

20208 18歳 女性 2021/06/21
2021/06/21
2021/06/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
筋痙縮（筋痙縮）
過換気（過換気）

2021/06/22
2021/06/22

回復
回復

- - - -

20209 18歳 女性 2021/06/23 2021/06/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 意識消失（意識消失） 2021/06/23 回復 - - - -
20214 40歳 男性 2021/06/27 2021/06/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 意識消失（意識消失） 未記入 回復 - - - -

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６月13日～2022年７月10日
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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
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20215 18歳 男性 2021/06/27

2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181

意識障害（意識変容状態）
疼痛（疼痛）
胸痛（胸痛）
過換気（過換気）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

20216 19歳 女性 2021/06/29
2021/06/30
2021/06/30

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
けいれん（痙攣発作）
幻視・幻聴・錯覚（幻聴）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/06/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
蕁麻疹（蕁麻疹）
頭痛（頭痛）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
蕁麻疹（蕁麻疹）
頭痛（頭痛）
発熱（発熱）

20219 22歳 男性 2021/06/30 2021/06/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 意識消失（意識消失） 2021/06/30 回復 - - - -
20221 女性 2021/06/30 2021/06/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 悪心・嘔吐（悪心） 2021/06/30 回復 - - - -
20224 58歳 女性 2021/06/27 2021/06/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 喘息発作（喘息） 2021/06/28 回復 - - - -

20231 44歳 女性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/29 回復 アナフィラキシー反応 γ 4 皮膚症状、循環器症状が不明

20239 51歳 男性 2021/06/25 2021/06/29 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 大動脈解離（大動脈解離） 2021/06/30 回復 - - - -

20240 23歳 女性 2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
無呼吸（無呼吸）
意識消失（意識消失）

2021/07/02
2021/07/02

回復
回復

- - - -

20247 49歳 男性 2021/06/15 2021/06/16 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181 脳梗塞（脳梗塞） 未記入 軽快 - - - -

20249 21歳 男性 2021/06/25

2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540

けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）
挫傷（挫傷）
皮膚裂傷（皮膚裂傷）

2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25

回復
回復
回復
回復

- - - -

20250 36歳 女性 2021/07/04 2021/07/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/04 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/06/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 意識消失（意識消失）
2021/07/05 -27 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失）

20254 59歳 男性 2021/06/17

2021/06/20
2021/06/20
2021/06/22
2021/06/17
未記入
未記入

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181

疼痛（疼痛）
筋力低下（筋力低下）
発熱（発熱）
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼
痛）
接種部位熱感（ワクチン接種部位熱

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

- - - -

2021/06/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
けいれん（間代性痙攣）
意識消失（意識消失）

2021/07/26 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228
けいれん（間代性痙攣）
意識消失（意識消失）

20261 40歳代 女性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 関節可動域低下（関節可動域低下） 2021/07/05 回復 - - - -

20264 43歳 女性 2021/06/30 2021/06/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

2021/06/30 回復
アナフィラキシーショッ
ク

γ 4 何も情報がなく判定困難。

20265 20歳 女性 2021/07/03 2021/07/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20267 26歳 男性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/05 回復 - - - -
20269 23歳 女性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 意識消失（意識消失） 2021/07/05 回復 - - - -

20272 55歳 女性 2021/07/02 2021/07/04 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
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

20274 69歳 男性 2021/06/09
2021/06/09
2021/06/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
肝機能障害（肝機能異常）
発熱（発熱）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

20279 71歳 男性 2021/06/09

2021/06/10
2021/06/10
2021/06/10
2021/06/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180

心筋梗塞（心筋虚血）
冠動脈硬化症（冠動脈硬化症）
悪心・嘔吐（悪心）
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼

未記入
未記入
未記入
未記入

死亡
死亡
死亡
死亡

冠動脈硬化症
心筋虚血
悪心
ワクチン接種部位疼痛

γ
γ
γ
γ

20280 58歳 女性 2021/07/03 2021/07/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4
呼吸困難感と両手の腫れ・掻痒感以外
の情報がない。

20284 26歳 女性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/07 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
アナフィラキシーと判断した具体的な
症状が不明であり、また具体的な判断
データもないため評価不能です。

20285 35歳 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20291 60歳 男性 2021/06/24 2021/07/05 11 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181 皮下出血（皮下出血） 未記入 未回復 - - - -
20293 24歳 女性 2021/06/23 2021/06/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 血管迷走神経反射_失神を伴う（失神） 未記入 軽快 - - - -

20296 22歳 女性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/05 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
呼吸器系症状の記載がないため評価不
能です。

20298 28歳 女性 2021/07/02 2021/07/06 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 5

20299 19歳 女性 2021/07/02 2021/07/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4
呼吸器系症状の記載がないため評価不
能です。

20300 40歳 女性 2021/06/19 2021/06/26 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 蜂巣炎（蜂巣炎） 未記入 軽快 - - - -
20302 18歳 女性 2021/07/04 2021/07/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -

20303 23歳 男性 2021/06/21 2021/07/02 11 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 軽快 - - - -

- -

20253 69歳 女性 2021/06/08 2021/06/08 回復 - - - -

女性
2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

20260 25歳 女性
2021/06/28
2021/06/28

2021/06/28
2021/06/28

回復
回復

- -

20217 71歳
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2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
四肢痛（四肢痛）
悪心・嘔吐（悪心）
発熱（発熱）

2021/07/05 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
四肢痛（四肢痛）
悪心・嘔吐（悪心）
発熱（発熱）

20305 19歳 女性 2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
熱感（熱感）
異常感（異常感）

2021/06/27
2021/06/27

回復
回復

- - - -

2021/06/11 26 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 胸部不快感（胸部不快感）
2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617 胸部不快感（胸部不快感）

20310 55歳 男性 2021/06/29

2021/07/05
2021/07/05
2021/06/30
2021/06/30
2021/06/30

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617

肺炎（肺炎）
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）
咳嗽（咳嗽）
発熱（発熱）

未記入
未記入
2021/07/02
未記入
未記入

未回復
未回復
回復
回復
回復

- - - -

20313 70歳 男性 2021/05/31 2021/06/07 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 脊髄炎（横断性脊髄炎） 未記入 軽快 - - - -

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

食欲減退（食欲減退）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
脱水（脱水）
発熱（発熱）

2021/07/05 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

食欲減退（食欲減退）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
脱水（脱水）
発熱（発熱）

2021/06/10 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
浮動性めまい（浮動性めまい）
冷汗（冷汗）
悪寒（悪寒）

2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
浮動性めまい（浮動性めまい）
冷汗（冷汗）
悪寒（悪寒）

20320 19歳 男性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識消失（意識消失）

未記入
未記入

不明
不明

アナフィラキシー反応 γ 4

20322 53歳 男性 2021/07/05 2021/07/06 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/11 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
呼吸器系症状に客観的な評価記述がな
く、また循環器系、皮膚症状の記載が
ないため評価不能です。

20324 32歳 男性 2021/07/06 2021/07/14 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）

未記入 不明 急性散在性脳脊髄炎 γ 4

20326 32歳 女性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 けいれん（痙攣発作） 2021/06/29 回復 - - - -

20327 22歳 女性 2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
転倒（転倒）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20329 61歳 男性 2021/07/04
2021/07/04
2021/07/04
2021/07/04

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
不整脈（不整脈）
血圧上昇（高血圧）
動悸（動悸）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

20330 22歳 男性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20331 26歳 女性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 2021/07/08 回復 - - - -
20333 24歳 男性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 失神寸前の状態（失神寸前の状態） 2021/07/07 回復 - - - -

20334 47歳 男性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識障害（意識レベルの低下）
異常感（異常感）

2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

回復
回復
回復

- - - -

20335 19歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 神経原性ショック（神経原性ショッ 2021/07/09 回復 - - - -
20336 52歳 女性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182 意識消失（意識消失） 2021/07/07 回復 - - - -

20337 19歳 女性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
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

20340 54歳 女性 2021/07/10 2021/07/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20345 44歳 男性 2021/07/06 2021/07/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 顔面神経麻痺（顔面麻痺） 未記入 不明 - - - -

2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
回転性めまい（回転性めまい）
悪寒（悪寒）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
回転性めまい（回転性めまい）
悪寒（悪寒）

20349 23歳 男性 2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
感覚異常（感覚鈍麻）
筋骨格硬直（筋骨格硬直）
過換気（過換気）

2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

回復
回復
回復

- - - -

20351 34歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

20352 71歳 女性 2021/07/03
2021/07/03
2021/07/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
血圧上昇（血圧上昇）
悪心・嘔吐（悪心）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20354 32歳 男性 2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22
2021/06/22

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
関節痛（関節痛）
悪寒（悪寒）
発熱（発熱）

未記入
未記入
2021/06/25

不明
不明
回復

- - - -

20355 26歳 男性 2021/07/10 2021/07/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

- - - -

20348 47歳 男性
2021/07/08
2021/07/08

2021/07/08
2021/07/08

回復
回復

- - - -

- - -

20304 67歳 女性
2021/07/06
2021/07/06
2021/07/06

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

20316 48歳 男性
2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

回復
回復
回復

- - - -

-20308 40歳 男性 2021/07/07 2021/07/07 回復

20315 67歳 女性

2021/07/06
2021/07/06
2021/07/06
2021/07/06

2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

回復
回復
回復
回復
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20356 45歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
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

20357 29歳 女性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/07 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20358 22歳 女性 2021/07/10 2021/07/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
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

20359 40歳 女性 2021/06/30 2021/06/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/30 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20362 34歳 男性 2021/06/21 2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（薬物性肝障害） 未記入 軽快 - - - -

20364 35歳 男性 2021/07/11 2021/07/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

頻脈以外にブライトン分類に含まれる
アナフィラキシーの症状の記載があり
ません。全身の振戦と血圧上昇は、報
告された状態がアナフィラキシー以外
のものであったことを示唆します。

20365 31歳 男性 2021/06/22 2021/06/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 意識消失（意識消失） 2021/06/24 回復 - - - -

20366 71歳 女性 2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
肺塞栓症（肺塞栓症）
四肢静脈血栓症（四肢静脈血栓症）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

20367 23歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 失神（失神） 未記入 回復 - - - -

20368 26歳 男性 2021/07/11
2021/07/11
2021/07/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
意識消失（意識消失）
注視麻痺（注視麻痺）

2021/07/11
2021/07/11

回復
回復

- - - -

20372 27歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20373 41歳 女性 2021/07/04 2021/07/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/05 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

記載された「喉の閉塞感、手指痺れ、
脱力感」では、ブライトン分類Minor
基準の「咽頭閉塞感」のみ該当し、他
の基準の有無を判定できません。

2021/07/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

そう痒症（そう痒症）
多形紅斑（多形紅斑）
腹痛（腹痛）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

そう痒症（そう痒症）
多形紅斑（多形紅斑）
腹痛（腹痛）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）

20379 39歳 男性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617 けいれん（痙攣発作） 2021/07/05 回復 - - - -

20380 18歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/12 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

記載された「咽頭部違和感、頸部発
赤」では、ブライトン分類Minor基準
の「咽頭閉塞感」のみ該当し、他の基
準の有無を判定できません。

20382 45歳 女性 2021/07/10
2021/07/10
2021/07/10

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
過敏症（過敏症）

2021/07/11
2021/07/11

回復
回復

- - - -

20383 女性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
咳嗽（咳嗽）
倦怠感（倦怠感）

2021/07/08
2021/07/08

回復
回復

- - - -

2021/07/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 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 不明 意識消失（意識消失）

2021/07/04 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
下血・血便（メレナ）
内出血（内出血）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
下血・血便（メレナ）
内出血（内出血）

20387 54歳 女性 2021/07/10 2021/07/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20388 56歳 女性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）

2021/07/12 回復 アナフィラキシー様反応 γ 4

20389 36歳 女性 2021/07/13 2021/07/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20391 22歳 女性 2021/07/13 2021/07/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

血圧低下（70台）と血圧低下によると
考えられる気分不快、冷汗、めまいが
観察されていますが、脈拍は60でむし
ろ徐脈傾向であることから迷走神経反
射の可能性が高く、それ以外にブライ
トン分類に含まれる症候の記載があり
ません。

20392 28歳 女性 2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617

アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）
胸痛（胸痛）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

アナフィラキシー様反応 α 2

20394 53歳 男性 2021/07/14 2021/07/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
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 てんかん発作との鑑別が必要。

20395 24歳 女性 2021/07/16 2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
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

20386 69歳 女性
2021/07/08
2021/07/09

未記入
未記入

不明
不明

- - -

20385 64歳 女性 2021/07/08 未記入 軽快 - - - -

20375 22歳 男性

2021/07/10
2021/07/10
2021/07/10
2021/07/10
2021/07/10
2021/07/10

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

- - - -

-
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20399 56歳 女性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/12 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
ブライトン分類のMinor基準の呼吸器
症状のみ記載あり。

20406 43歳 男性 2021/07/02

2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02
2021/07/02

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617

意識消失（意識消失）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
血圧低下（血圧低下）
悪心・嘔吐（悪心）
感覚異常（感覚鈍麻）
筋力低下（筋力低下）
気分障害（不快感）
浮動性めまい（浮動性めまい）
冷汗（冷汗）
冷感（冷感）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

20407 21歳 男性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 意識消失（意識消失） 未記入 回復 - - - -

20408 24歳 男性 2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
失神（失神）
口唇損傷（口唇損傷）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20409 47歳 男性 2021/07/13 2021/07/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
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

意識消失（Major基準の循環器系症
状）以外の皮膚症状、呼吸器系症状、
消化器系症状に関する情報が不足して
います。

20410 22歳 女性 2021/07/13 2021/07/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20414 24歳 男性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

20417 21歳 男性 2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）
注視麻痺（注視麻痺）

2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

回復
回復
回復

- - - -

20418 18歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/12 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20419 26歳 女性 2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）

2021/07/12
2021/07/12

回復
回復

- - - -

20420 22歳 女性 2021/06/24 2021/06/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 けいれん（痙攣発作） 2021/06/24 回復 - - - -

20422 20歳代 男性 2021/06/29
2021/06/30
2021/06/30
2021/06/30

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
頻脈（頻脈）
動悸（動悸）

2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14

回復
回復
回復

- - - -

20428 47歳 男性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/05 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
血圧低下を伴わない著しい徐脈から、
アナフィラキシーが示唆されません。

20431 21歳 女性 2021/07/12
2021/07/13
2021/07/12
2021/07/13

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656
腹痛（下腹部痛）
背部痛（背部痛）
下痢・軟便（下痢）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/06/13 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
無力症（無力症）
感覚異常（感覚鈍麻）

2021/07/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
無力症（無力症）
感覚異常（感覚鈍麻）

20434 40歳 女性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 過換気（過換気） 2021/07/08 回復 - - - -

20435 26歳 男性 2021/07/10 2021/07/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
アナフィラキシーというよりは血管迷
走神経反射を疑う

20436 50歳 男性 2021/07/13
2021/07/13
2021/07/13

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
四肢静脈血栓症（四肢静脈血栓症）
冷感（末梢冷感）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

20440 21歳 女性 2021/07/06 2021/07/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識レベルの低下） 2021/07/06 回復 - - - -
20441 30歳 女性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 失神（失神） 2021/07/12 回復 - - - -
20442 36歳 男性 2021/07/06 2021/07/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 低カリウム血症（低カリウム血症） 2021/07/08 回復 - - - -

20443 50歳 女性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/29 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

報告された症状の「胸部不快、喉の違
和感、顔面発赤」中では「喉の違和
感」のみブライトン分類のMinor基準
に合致。

20444 25歳 男性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/29 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

皮膚のかゆみの範囲の記載がありませ
ん。それ以外はブライトン分類の
Minor基準の呼吸器症状1種類のみが記
載されています。

20448 19歳 男性 2021/07/05 2021/07/12 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 髄膜炎（髄膜炎） 未記入 不明 - - - -

20450 58歳 女性 2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
血圧上昇（血圧上昇）
浮動性めまい（浮動性めまい）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

20451 19歳 女性 2021/07/15 2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

ブライトン分類に基づき、血圧、頻脈
以外の循環器症状、呼吸器症状、顔面
以外の皮膚症状の有無の記載が必要で
す。

20452 55歳 女性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/09 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
アナフィラキシーを否定する症状（血
圧上昇）の記載あり

20453 24歳 女性 2021/07/16 2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
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

20454 26歳 女性 2021/07/16 2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/16 回復 アナフィラキシー反応 α 2

20432 30歳 女性
2021/07/11
2021/07/11

2021/07/11
2021/07/11

回復
回復

- - - -
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20459 22歳 女性 2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
皮膚変色（皮膚変色）
浮動性めまい（浮動性めまい）
冷感（冷感）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

2021/06/30 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 不安定狭心症（不安定狭心症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 不安定狭心症（不安定狭心症）

20468 23歳 男性 2021/07/15 2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失） 2021/07/15 回復 - - - -

20473 26歳 女性 2021/07/17
2021/07/17
2021/07/17

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
喘息発作（喘息）
悪心・嘔吐（悪心）

2021/07/17
2021/07/17

回復
回復

- - - -

20475 24歳 女性 2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182
頭痛（頭痛）
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼
痛）

2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07

回復
回復
回復

- - - -

20477 19歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618 血管迷走神経反射（失神寸前の状態） 2021/07/12 回復 - - - -

20484 49歳 女性 2021/07/18 2021/07/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/18 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
咳嗽、咽頭のイガイガ感以外の呼吸器
症状、皮膚症状、循環器症状の記載が
必要

20486 46歳 男性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20496 19歳 女性 2021/07/02 2021/07/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 血管迷走神経反射（失神寸前の状態） 未記入 軽快 - - - -

20498 20歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/09 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
症状の記載が「悪心、発赤」のみで
は、判断できません。発赤は全身性か
否かの記載が必要です。

20499 35歳 女性 2021/07/02
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳炎・脳症（脳症|脳炎）
脊髄炎（脊髄炎）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20505 70歳代 女性 2021/06
未記入
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

横紋筋融解症（横紋筋融解症）
筋肉痛（筋肉痛）
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

未記入
未記入
未記入

回復
回復
回復

- - - -

20509 32歳 女性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
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

2021/06/20 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
2021/07/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候

20516 27歳 男性 2021/07/19
2021/07/19
2021/07/19

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

2021/07/19
2021/07/19

回復
回復

- - - -

20526 21歳 男性 2021/07/12
2021/07/12
2021/07/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）

2021/07/12
2021/07/12

回復
回復

- - - -

20528 22歳 男性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/08 回復 アナフィラキシー反応 α 2

20529 44歳 女性 2021/06/29 2021/06/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/29 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20533 42歳 女性 2021/07/12 2021/07/13 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/06/22 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185 多形紅斑（多形紅斑）
2021/07/20 -21 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618 多形紅斑（多形紅斑）

20537 18歳 男性 2021/07/17

2021/07/17
2021/07/17
2021/07/17
2021/07/17
2021/07/17
2021/07/17

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

失神（失神）
チアノーゼ（チアノーゼ）
感覚異常（感覚鈍麻）
失禁（失禁）
冷感（末梢冷感）
悪寒（悪寒）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

20538 24歳 女性 2021/06/30 2021/06/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（肝機能異常） 未記入 不明 - - - -
20541 26歳 女性 2021/07/18 2021/07/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -
20542 30歳 女性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 失神（失神） 2021/07/07 回復 - - - -

20543 27歳 女性 2021/07/05
2021/07/05
2021/07/05

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539
失神（失神）
徐脈（徐脈）

2021/07/05
2021/07/05

回復
回復

- - - -

20548 38歳 男性 2021/07/06 2021/07/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/06 回復 - - - -
20565 10歳代 女性 2021/06/23 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮下出血（皮下出血） 2021/06/30 回復 - - - -
20566 51歳 男性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

20568 72歳 女性 2021/06/24
2021/06/26
2021/06/26

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
蜂巣炎（蜂巣炎）
水疱（水疱性皮膚炎）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

20569 48歳 女性 2021/07/10

未記入
未記入
2021/07
2021/07

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653

急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）
末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

急性散在性脳脊髄炎
ギラン・バレー症候群

γ
γ

4
4

GBSもしくはADEMと診断するための医
学的所見、検査結果の記載がないた
め、情報不足のために評価できないと
判断しました。

20570 40歳 女性 2021/06/19 2021/06/25 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 蜂巣炎（蜂巣炎） 2021/07/13 回復 - - - -

2021/07/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

髄膜炎（髄膜炎）
気管支炎（気管支炎）
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

- - -

20571 45歳

20460 69歳 男性 2021/07/01 2021/07/05 回復 - - - -

20534 21歳 女性 2021/06/29 未記入 未回復 - - - -

20510 27歳 女性 2021/07/18 未記入 軽快 -

女性

2021/07/21
2021/07/21
2021/07/20
2021/07/20

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

髄膜炎（髄膜炎）
気管支炎（気管支炎）
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（悪心）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

20573 20歳 女性 2021/07/25
2021/07/25
2021/07/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226
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）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20579 32歳 女性 2021/06/30
2021/07
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

20581 19歳 女性 2021/07/09 2021/07/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20583 46歳 男性 2021/07/16
2021/07/18
2021/07/20
2021/07/20

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653

皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
群）
スティーヴンス・ジョンソン症候群
（スティーヴンス・ジョンソン症候

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20585 31歳 男性 2021/07/16
2021/07/16
2021/07/16

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657
ショック（ショック）
徐脈（徐脈）

2021/07/16
2021/07/16

回復
回復

- - - -

20588 41歳 男性 2021/06/28 2021/07/08 10 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
血小板減少性紫斑病（血小板減少性紫
斑病）

未記入 未回復 - - - -

20589 21歳 女性 2021/07/12 2021/07/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 意識障害（意識レベルの低下） 2021/07/12 回復 - - - -

20590 48歳 女性 2021/07/21 2021/07/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/26 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20592 22歳 女性 2021/07/23
2021/07/23
2021/07/23

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226
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

20597 27歳 女性 2021/07/10 2021/07/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20598 21歳 男性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
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 α 2

2021/07/19 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識変容状態）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識変容状態）

20602 53歳 男性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182 失神（失神） 2021/07/08 回復 - - - -

2021/05/29 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
脳梗塞（脳梗塞）
筋力低下（筋力低下）

2021/06/26 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
脳梗塞（脳梗塞）
筋力低下（筋力低下）

20604 51歳 男性 2021/07/08 2021/07/14 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脾臓梗塞（脾臓梗塞） 未記入 軽快 - - - -
20605 27歳 女性 2021/07/24 2021/07/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226 喉頭浮腫（喉頭浮腫） 2021/07/24 回復 - - - -

20613 21歳 男性 2021/07/06 2021/07/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07 回復 アナフィラキシー反応 α 2

20615 30歳代 女性 2021/07/21
2021/07/26
2021/07/26

5 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）
発熱（発熱）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

20622 39歳 男性 2021/07/14 2021/07/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
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

「咽頭しびれ、鈍い感じ」を咽頭閉塞
感と捉えるならばMinor基準における
呼吸器系症状に該当しますが、「血圧
上昇」はむしろアナフィラキシーを否
定します。

20627 69歳 女性 2021/06/24

2021/06/30
2021/06/29
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180

ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）
感覚異常（感覚障害）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
熱感（熱感）
腫脹（腫脹）
硬結（硬結）

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

ギラン・バレー症候群 γ 4

「接種後から症状発現までの時間が短
い」ことは非典型とは感じませんが、
GBSと診断するための医学的所見、検
査結果の記載がないため、情報不足の
ために評価できないと判断しました。

20629 26歳 女性 2021/07/25 2021/07/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658 失神（失神） 2021/07/25 回復 - - - -

20630 57歳 男性 2021/07/11

2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14

3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656

血栓症（血栓症）
脳梗塞（脳梗塞）
片麻痺（不全片麻痺）
構音障害（構音障害）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

20632 25歳 男性 2021/07/25 2021/07/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658 意識消失（意識消失） 未記入 不明 - - - -
20645 19歳 男性 2021/07/13 2021/07/28 15 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2021/08/03 回復 心筋炎 γ 1
20646 女性 2021/07 2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 多形紅斑（多形紅斑） 未記入 不明 - - - -

20647 27歳 男性 2021/07/21
2021/07/21
2021/07/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226
失神（失神）
徐脈（徐脈）

2021/07/21
2021/07/21

回復
回復

- - - -

20649 21歳 男性 2021/07/22 2021/07/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

2021/06/11 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/07/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/07/12 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腎盂腎炎（腎盂腎炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腎盂腎炎（腎盂腎炎）

20652 66歳 女性 2021/07/14 2021/07/20 回復 - - - -

20603 67歳 女性
2021/07/02
2021/06/27

未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり

脳梗塞
筋力低下

γ
γ

脳梗塞と診断するための情報が不足。

20571 45歳

20601 71歳 女性 未記入 未記入 未回復 - - - -

66歳 女性
2021/07/10
2021/07/10

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

女性
2021/07/20
2021/07/20
2021/07/20

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20650
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20653 30歳代 男性 2021/07/14
2021/07/23
未記入
2021/07/23

9 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

肺炎（肺炎）
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）
発熱（異常高熱）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20654 50歳代 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮疹・発疹・紅斑（発疹） 未記入 未回復 - - - -

20655 30歳代 女性 2021/07
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）
発熱（異常高熱）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20656 24歳 女性 2021/07/12

未記入
未記入
未記入
2021/07/16
2021/07/16

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血栓症（血栓症）
浮動性めまい（浮動性めまい）
耳不快感（耳不快感）
末梢腫脹（末梢腫脹）
意識消失（意識消失）

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
回復

- - - -

20662 46歳 女性 2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
失神寸前の状態（失神寸前の状態）
呼吸器症状（呼吸器症状）

2021/07/09
2021/07/09

回復
回復

- - - -

20664 42歳 女性 2021/07/28 2021/07/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 2021/07/28 回復 - - - -
20669 38歳 男性 2021/07/29 2021/07/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 徐脈（徐脈） 2021/07/29 回復 - - - -
20675 39歳 男性 2021/07/24 2021/07/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227 意識障害（意識レベルの低下） 未記入 回復 - - - -

20677 26歳 女性 2021/07/19
2021/07/19
2021/07/19

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
過換気（過換気）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

20681 39歳 女性 2021/07/13 2021/07/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 徐脈（徐脈） 2021/07/13 回復 - - - -

20683 40歳 男性 2021/07/26 2021/07/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004221
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20689 33歳 男性 2021/07/03 2021/07/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 意識消失（意識消失） 2021/07/03 回復 - - - -
20691 19歳 男性 2021/07 2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

20695 54歳 女性 2021/06/27

2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27
2021/06/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337

脳血管障害（脳血管障害）
失見当識（失見当識）
麻痺（不全麻痺）
構語障害（構語障害）
構音障害（構音障害）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

20696 41歳 女性 2021/07/13 2021/07/24 11 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
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

20697 30歳 女性 2021/07/28 2021/07/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657
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 α 2

2021/07/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/26 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
けいれん（痙攣発作）
てんかん（てんかん）

2021/07/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656
けいれん（痙攣発作）
てんかん（てんかん）

20715 36歳 男性 2021/07/02 2021/07/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619 握力低下（握力低下） 未記入 未回復 - - - -

20723 19歳 女性 2021/06/30

2021/06/30
2021/06/30
2021/06/30
2021/06/30
2021/06/30

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539

頭痛（頭痛）
腹痛（上腹部痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
発熱（発熱）

2021/07/01
2021/07/01
2021/07/01
2021/07/01
2021/07/01

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

20728 18歳 男性 2021/07/24 2021/07/24 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220 不整脈（不整脈） 2021/07/24 回復 - - - -

20736 35歳 男性 2021/07/24

2021/07/24
2021/07/24
2021/07/24
2021/07/24

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識障害（意識レベルの低下）
徐脈（徐脈）

2021/07/25
2021/07/25
2021/07/25
2021/07/25

回復
回復
回復
回復

アナフィラキシー反応 γ 4

20742 34歳 男性 2021/07/20 2021/07/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/20 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
臓器症状を客観的に評価されたデータ
がないため評価不能です。

20748 女性 2021/07/02
2021/07/24
2021/07/15

13 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
くも膜下出血（くも膜下出血）
頭痛（頭痛）

2021/07/24
2021/07/24

死亡
死亡

頭痛
くも膜下出血

γ
γ

ワクチン接種後22日後のくも膜下出血
であり、因果関係の判断は難しい。く
も膜下出血の診断の根拠も乏しい。

2021/06/28 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

20755 24歳 男性 2021/07/24
2021/07/24
2021/07/24

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220
意識障害（意識レベルの低下）
不整脈（不整脈）

2021/07/24
2021/07/24

回復
回復

- - - -

2021/06/08 37 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

20763 38歳 男性 2021/07/17
2021/07/27
2021/07/27

10 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657
脳炎・脳症（脳症）
けいれん（痙攣発作）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

2021/07/19 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915

咽頭炎（咽頭炎）
サイトメガロウイルス感染（サイトメ
ガロウイルス感染）
ヘルペスウイルス感染（ヘルペスウイ
ルス感染）
免疫応答低下（免疫応答低下）20764 54歳 男性

2021/07/25
2021/08/02
2021/07/29

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

20760 22歳 女性 2021/07/15 未記入 不明 - - - -

20754 50歳 女性 2021/07/27 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20706 55歳 女性
2021/07/24
2021/07/24

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20702 58歳 男性 2021/07/27 未記入 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

咽頭炎（咽頭炎）
サイトメガロウイルス感染（サイトメ
ガロウイルス感染）
ヘルペスウイルス感染（ヘルペスウイ
ルス感染）
免疫応答低下（免疫応答低下）

20766 31歳 女性 2021/08/03 2021/08/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229 徐脈（徐脈） 2021/08/03 回復 - - - -

2021/06/27 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

20774 26歳 女性 2021/07/14 2021/07/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/15 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20780 35歳 女性 2021/07/29 2021/07/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4
呼吸器系症状に客観的評価がなく、循
環器系症状のデータがないため評価不
能です。

20784 21歳 女性 2021/07/15 2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/16 回復 アナフィラキシー反応 α 2

20790 21歳 女性 2021/07/27
2021/07/27
2021/07/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227
けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）

2021/07/27
2021/07/27

回復
回復

- - - -

20792 35歳 男性 2021/07/27

2021/08/03
2021/07/27
2021/07/27
2021/07/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）
多汗症（多汗症）
振戦（振戦）
鼻漏（鼻漏）

未記入
未記入
2021/07/28
未記入

不明
回復
回復
回復

- - - -

2021/06/30 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 3004221
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

20799 26歳 女性 2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004496
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識消失（意識消失）

未記入
2021/07/31

軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 4

20802 27歳 女性 2021/08/02

2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220

心肺停止（心肺停止）
誤嚥（誤嚥）
肺うっ血（肺うっ血）
過敏症（過敏症）
アシドーシス（アシドーシス）
変色吐物（変色吐物）

2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
死亡

アシドーシス
過敏症
誤嚥
心肺停止
肺うっ血
変色吐物

γ
γ
γ
γ
γ
γ

血液検査、画像所見などが必要

20803 50歳 女性 2021/07/15 2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 意識消失（意識消失） 2021/07/15 回復 - - - -

20808 36歳 女性 2021/07/07 2021/07/10 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 不明 - - - -

20823 36歳 男性 2021/07/07 2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/21 回復 アナフィラキシー反応 α 2

2021/07/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼
痛）
接種部位腫脹（ワクチン接種部位腫

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
接種部位疼痛（ワクチン接種部位疼
痛）
接種部位腫脹（ワクチン接種部位腫

2021/08/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227 けいれん（痙攣発作）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 けいれん（痙攣発作）

2021/08/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228

頭痛（頭痛）
関節痛（関節痛）
下痢・軟便（下痢）
悪心・嘔吐（嘔吐）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
関節痛（関節痛）
下痢・軟便（下痢）
悪心・嘔吐（嘔吐）
発熱（発熱）

20840 21歳 男性 2021/07/29 2021/07/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658 徐脈（徐脈） 2021/07/29 回復 - - - -

2021/07/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226

けいれん（痙攣発作）
悪心・嘔吐（嘔吐）
感染（感染）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（痙攣発作）
悪心・嘔吐（嘔吐）
感染（感染）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/07/28
2021/07/28
2021/07/28
2021/07/27
2021/07/27

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

- - - -

20838

20829 21歳 男性
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/30

未記入
未記入
2021/08/05

不明
不明
回復

- - - -

20793 48歳 男性
2021/07/30
2021/07/30

2021/08/11
2021/08/11

回復
回復

20767 30歳 女性 2021/07/25 2021/08/01

20764 54歳 男性
2021/07/29
2021/07

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20843 34歳 男性

心筋炎
心膜炎

γ
γ

1
4

43歳 男性

2021/08/01
未記入
2021/08/01
2021/08/01
2021/08/01

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

- - - -

20832 - -2021/08/03 2021/08/03 回復 - -
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2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
発熱（発熱）

20847 29歳 男性 2021/08/05 2021/08/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失） 2021/08/05 回復 - - - -

20851 25歳 男性 2021/08/03

2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230

血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）
転倒（転倒）
挫傷（挫傷）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

20855 18歳 女性 2021/07/05
2021/07/05
2021/07/05

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
徐脈（徐脈）

2021/07/06
2021/07/06

回復
回復

アナフィラキシー反応 α 1

20857 34歳 男性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/10

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
脳炎・脳症（脳症）
意識障害（意識変容状態）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/07/06 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/08/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

20865 26歳 男性 2021/07/31 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

2021/08/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
意識消失（意識消失）
視床出血（視床出血）
転倒（転倒）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
意識消失（意識消失）
視床出血（視床出血）
転倒（転倒）

2021/07/26 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

20881 20歳 女性 2021/08/05
2021/08/05
2021/08/05

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004496
意識障害（意識レベルの低下）
失神（失神）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/07/08 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
意識障害（意識レベルの低下）
徐脈（徐脈）

2021/08/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
意識障害（意識レベルの低下）
徐脈（徐脈）

20896 43歳 女性 2021/07/25 2021/07/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656 小腸炎（小腸炎） 2021/08/05 回復 - - - -

2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658

頭痛（頭痛）
顔面痛（顔面痛）
悪心・嘔吐（悪心）
三叉神経痛（三叉神経痛）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
顔面痛（顔面痛）
悪心・嘔吐（悪心）
三叉神経痛（三叉神経痛）

2021/07/05 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
左室機能不全（左室機能不全）
発熱（発熱）

2021/08/02 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
左室機能不全（左室機能不全）
発熱（発熱）

2021/08/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（間代性痙攣）
意識障害（意識レベルの低下）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
感覚異常（感覚鈍麻）
過換気（過換気）
浮動性めまい（浮動性めまい）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（間代性痙攣）
意識障害（意識レベルの低下）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
感覚異常（感覚鈍麻）
過換気（過換気）
浮動性めまい（浮動性めまい）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

20917 51歳 男性 2021/08/05 2021/08/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

20907 32歳 男性
2021/08/04
2021/08/04
2021/08/03

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20888 22歳 男性
2021/08/05
2021/08/05

2021/08/05
2021/08/05

回復
回復

- - - -

-

20878 47歳 男性
2021/07/28
2021/07/28

2021/08/02
2021/08/02

回復
回復

心筋炎
心膜炎

γ
γ

4
4

20876 60歳 男性
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

20845 43歳 男性
2021/07/17
2021/07/16
2021/07/16

2021/07/22
2021/07/22
2021/07/22

回復
回復
回復

心筋炎 γ 2

-

-- -

20902 62歳 女性

2021/07/16
2021/07/16
2021/07/16
2021/07/16

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

- - - -

20858 49歳 男性 2021/08/06 未記入 軽快 - -

心筋炎 γ 4

20911 19歳 女性

2021/08/02
2021/08/02
2021/08/01
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/01
2021/08/01

2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03
2021/08/03

回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復

-
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20918 64歳 女性 2021/06/22

2021/07/19
2021/07/12
2021/07/02
2021/07/19
2021/07/06
2021/07/08

10 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180

ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）
反回神経麻痺（反回神経麻痺）
頭痛（頭痛）
筋力低下（筋力低下）
嚥下障害（嚥下障害）
発声障害（発声障害|発声障害）

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

ギラン・バレー症候群 γ 4

20929 21歳 男性 2021/07/28 2021/07/30 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

2021/08/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
薬疹（薬疹）
異常感（異常感）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
薬疹（薬疹）
異常感（異常感）

20953 19歳 男性 2021/07/23
未記入
2021/07/26

3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
白血病（白血病）
発熱（発熱）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

20954 24歳 男性 2021/07/24 2021/08/03 10 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 多形紅斑（多形紅斑） 2021/08/17 回復 - - - -

2021/06/28 37 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
心筋炎（心筋炎）
多臓器不全（多臓器機能不全症候群）
心原性ショック（心原性ショック）

2021/07/26 9 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
心筋炎（心筋炎）
多臓器不全（多臓器機能不全症候群）
心原性ショック（心原性ショック）

20977 44歳 女性 2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501
血圧上昇（血圧上昇）
悪心・嘔吐（悪心）
顔面浮腫（顔面浮腫）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

20988 24歳 男性 2021/07/20 2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腎機能障害・腎不全（急性腎障害） 未記入 未回復 - - - -

2021/06/30 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

無力症（無力症）
筋肉痛（筋肉痛）
歩行障害（歩行障害）
精神障害（精神的機能障害）
熱感（熱感）
悪寒（悪寒）
脱水（脱水）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱|体温上昇）

2021/07/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618

無力症（無力症）
筋肉痛（筋肉痛）
歩行障害（歩行障害）
精神障害（精神的機能障害）
熱感（熱感）
悪寒（悪寒）
脱水（脱水）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱|体温上昇）

20990 41歳 女性 2021/08/09
2021/08/09
2021/08/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004734
顔面神経麻痺（顔面麻痺）
異常感覚（異常感覚）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2021/07/28 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/07/15 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
意識障害（意識変容状態）
心筋梗塞（急性心筋梗塞）

2021/08/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228
意識障害（意識変容状態）
心筋梗塞（急性心筋梗塞）

21009 33歳 女性 2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14
2021/07/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
多汗症（多汗症）
異常感（異常感）

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

回復
回復
回復

- - - -

21010 45歳 女性 2021/07/11 2021/07/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -
21011 63歳 女性 2021/07/11 2021/07/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337 喘息発作（喘息） 2021/07/12 回復 - - - -

21020 53歳 男性 2021/07/07

2021/07/12
2021/07/08
2021/07/12
2021/07/08

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915

扁桃周囲炎（扁桃周囲炎）
口腔咽頭痛（口腔咽頭痛）
喉頭浮腫（喉頭浮腫）
発熱（発熱）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/07/09 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004733
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/06/12 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳梗塞（脳梗塞）
意識障害（意識変容状態）

2021/07/10 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
脳梗塞（脳梗塞）
意識障害（意識変容状態）

2021/07/12 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/08/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004734 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

21055 57歳 女性 2021/08/03 2021/08/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004221
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

21062 55歳 男性 2021/06/29 2021/07/01 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 突然死（突然死） 2021/07/01 死亡 突然死 γ 死亡時の情報がなく死因が不明であ

2021/08/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004497
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）21066 53歳 男性 2021/08/13 2021/08/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21037 60歳 女性 2021/08/10 2021/08/10 回復 - - - -

21030 91歳 女性
2021/08/11
2021/07/12

未記入
未記入

不明
軽快

- - - -

21026 59歳 男性 2021/08/06 2021/08/06 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

20997 51歳 男性
2021/08/13
2021/08/13

2021/08/19
2021/08/19

死亡
死亡

急性心筋梗塞
意識変容状態

γ
γ

臨床症状として意識障害のみで、急性
心筋梗塞と診断するための情報がな
い。

20992 27歳 男性 2021/07/31 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

20989 26歳 男性

2021/07/28
2021/07/28
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/29
2021/07/28

2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31
2021/07/31

回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

20957 48歳 女性
2021/08/04
未記入
未記入

2021/08/26
未記入
未記入

回復
回復
回復

心筋炎 γ 1

心筋炎は自然発生することも知られて
いる疾患であるため、ワクチンによる
心筋炎なのか、ワクチンとは無関係に
発生した心筋炎なのかを鑑別すること
は困難である。

20938 35歳 男性
2021/08/10
2021/08/10

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

12



$
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21067 46歳 男性 2021/08/11 2021/08/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004667 運動障害（運動障害） 未記入 軽快 - - - -

21068 18歳 女性 2021/07/16 2021/07/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 α 2

2021/08/06 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）

2021/07/16 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
冠動脈硬化症（冠動脈硬化症）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
冠動脈硬化症（冠動脈硬化症）

21096 29歳 男性 2021/07/05
2021/07/24
2021/07/21

16 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
発熱（発熱）
多形紅斑（多形紅斑）

未記入
未記入

不明
軽快

- - - -

2021/07/13 36 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915 意識消失（意識消失）
2021/08/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005235 意識消失（意識消失）

21104 57歳 女性 2021/08/18 2021/08/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666
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

21113 54歳 男性 2021/07/20
2021/07/27
2021/07/27

7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
くも膜下出血（くも膜下出血）

2021/07/27
2021/07/27

死亡
死亡

くも膜下出血
血小板減少症を伴う血栓
症

γ
γ 2

血小板減少を評価するための情報が不
足しています。
情報不足により他の明らかな原因の有
無等が評価できません。

21137 47歳 男性 2021/07/15 2021/07/23 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肺塞栓症（肺塞栓症） 未記入 軽快 - - - -
21139 42歳 男性 2021/07/31 2021/08/25 25 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋梗塞（急性心筋梗塞） 2021/08/27 死亡 急性心筋梗塞 γ
21150 21歳 女性 2021/07/21 2021/07/22 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220 顔面神経麻痺（顔面麻痺|ベル麻痺） 未記入 未回復 - - - -
21152 33歳 男性 2021/08/17 2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230 意識消失（意識消失） 2021/08/17 回復 - - - -
21155 57歳 女性 2021/08/19 2021/08/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 異常感覚（異常感覚） 未記入 未回復 - - - -

21156 30歳 男性 2021/08/19
2021/08/19
2021/08/19
2021/08/19

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230
意識消失（意識消失）
失神寸前の状態（失神寸前の状態）
転倒（転倒）

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

回復
回復
回復

- - - -

2021/07/06 37 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

顔面損傷（顔面損傷）
意識消失（意識消失）
悪心・嘔吐（嘔吐）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/08/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

顔面損傷（顔面損傷）
意識消失（意識消失）
悪心・嘔吐（嘔吐）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

21169 20歳 女性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 徐脈（徐脈） 2021/07/19 回復 - - - -
21171 22歳 男性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 徐脈（徐脈） 2021/07/19 回復 - - - -
21173 18歳 男性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 徐脈（徐脈） 2021/07/19 回復 - - - -
21186 18歳 女性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 徐脈（徐脈） 2021/07/19 回復 - - - -

2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004667
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
消化管浮腫（消化管浮腫）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
消化管浮腫（消化管浮腫）

21201 28歳 女性 2021/08/07 2021/08/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227
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

21205 21歳 男性 2021/07/19 2021/07/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 徐脈（徐脈） 2021/07/19 回復 - - - -

21207 20歳 女性 2021/07/19

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

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653

不安障害（パニック障害）
振戦（振戦）
不安症状（不安）
過換気（過換気）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/08/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501 失神（失神）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 失神（失神）

2021/07/23 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540
不安障害（パニック反応）
頭痛（頭痛）
血圧上昇（血圧上昇）

2021/08/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228
不安障害（パニック反応）
頭痛（頭痛）
血圧上昇（血圧上昇）

2021/07/06 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
くも膜下出血（くも膜下出血）
動脈瘤破裂（動脈瘤破裂）

2021/08/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495
くも膜下出血（くも膜下出血）
動脈瘤破裂（動脈瘤破裂）

2021/08/13 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 腎機能障害・腎不全（腎不全）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腎機能障害・腎不全（腎不全）

21215 51歳 男性 2021/08/14 未記入 不明 - - - -

21214 48歳 男性
2021/08/03
2021/08/03

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

21213 49歳 女性
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

21211 33歳 男性 2021/08/12 2021/08/12 回復 - - - -

21198 37歳 女性
2021/08/17
2021/08/17

未記入
未記入

軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 4

21196 29歳 女性 2021/08/12 2021/08/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21160 27歳 男性

2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12

未記入
2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12
2021/08/12

不明
回復
回復
回復
回復

- - - -

21098 31歳 女性 2021/08/18 2021/08/18 回復 - - - -

21094 32歳 男性
2021/07/23
未記入

未記入
未記入

死亡
死亡

急性心筋梗塞
冠動脈硬化症

γ
γ

ワクチン接種前の本症例の既往歴を含
む背景や死亡日時が不明である。

21075 23歳 男性 2021/08/10 2021/08/17 回復 心筋心膜炎 γ 4

21066 53歳 男性 2021/08/13 2021/08/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4
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21216 51歳 男性 2021/08/06

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

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495

関節痛（関節痛）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
多汗症（多汗症）
胸痛（胸痛）

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
不明
不明

- - - -

2021/08/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
感音性難聴（感音性難聴）
神経系障害（神経系障害）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
感音性難聴（感音性難聴）
神経系障害（神経系障害）

2021/06/27 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/07/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

21228 17歳 女性 2021/08/17 2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230 意識消失（意識消失） 2021/08/17 回復 - - - -

2021/07/18 32 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
転倒（転倒）

2021/08/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
転倒（転倒）

2021/07/16 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21239 30歳代 男性 2021/07/14 2021/08/14 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脳梗塞（脳梗塞） 未記入 未回復 - - - -
2021/08/10 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21248 25歳 女性 2021/06/27 2021/06/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）

2021/07/01 回復 アナフィラキシー様反応 γ 4

21249 44歳 女性 2021/07/16
2021/07/16
2021/07/16

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
悪心・嘔吐（嘔吐）
筋力低下（筋力低下）

未記入
未記入

回復
回復

- - - -

2021/07/21 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

2021/08/11 -17 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

2021/07/09 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

2021/08/06 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/19 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
けいれん（痙攣発作）
発熱（発熱）

2021/08/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
けいれん（痙攣発作）
発熱（発熱）

21280 47歳 女性 2021/07/20
2021/07/22
2021/07/22
2021/07/22

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血小板減少性紫斑病（血小板減少性紫
斑病）
血小板減少症（血小板数減少）
出血性素因（出血性素因）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

21282 27歳 女性 2021/08 2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 内出血（内出血） 未記入 未回復 - - - -
21288 17歳 男性 2021/08/22 2021/08/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666 胸部不快感（胸部不快感） 未記入 不明 - - - -

21291 51歳 女性 2021/08/16 2021/08/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501
アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）

2021/08/24 回復 アナフィラキシー様反応 γ 4

2021/07/28 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21316 45歳 女性 2021/08/17 2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/20 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/06/21 35 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2021/07/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

21332 30歳 男性 2021/07/08
2021/07/08
2021/07/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021/07/08
2021/07/08

回復
回復

- - - -

2021/08/02 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495

そう痒症（そう痒症）
口内炎（口腔内潰瘍形成）
生殖器痛（生殖器痛）
薬疹（薬疹）
皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹|紅斑）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

そう痒症（そう痒症）
口内炎（口腔内潰瘍形成）
生殖器痛（生殖器痛）
薬疹（薬疹）
皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹|紅斑）

21334 30歳 女性 2021/07/08 2021/07/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619 意識消失（意識消失） 2021/07/08 回復 - - - -

21333 47歳 女性

2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07
2021/08/03
2021/08/03

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

- - - -

21327 19歳 男性
2021/07/28
2021/07/28
2021/07/26

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

心筋炎 γ 4

21294 20歳 男性 2021/07/29 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

21279 39歳 男性
2021/08/18
2021/08/16

2021/08/20
2021/08/20

回復
回復

- - - -

21254 33歳 女性 2021/08/20 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 α 2

Major 皮膚症状と Minor呼吸器症状
でブライトン分類2の薬剤に関連する
アナフィラキシー（既知の事象）と考
える。

21252 51歳 女性 2021/08/07 2021/08/24 回復
アナフィラキシーショッ
ク

α 2

21250 28歳 女性 2021/07/25 未記入 軽快 ギラン・バレー症候群 γ 4

21246 30歳代 男性 2021/08/14 2021/08/16 回復 心筋炎 γ 4

21233 50歳 女性 2021/08/13 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

21230 19歳 男性
2021/08/19
2021/08/19

未記入
未記入

軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 4

21219 24歳 女性 2021/07/25 未記入 未回復 - - - -

21218 44歳 男性
2021/08/12
2021/08/12

未記入
未記入

不明
不明

- - - -
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21336 26歳 女性 2021/07/05 2021/07/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539 意識消失（意識消失） 2021/07/05 回復 - - - -
21338 21歳 男性 2021/07/21 2021/07/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 意識消失（意識消失） 2021/07/21 回復 - - - -

21340 40歳 女性 2021/08/28

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

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
酸素飽和度異常（酸素飽和度低下）
咳嗽（咳嗽）
血圧低下（血圧低下）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明
不明

アナフィラキシー反応 α 2

Major 循環器系症状（血圧低下）と
Minor呼吸器症状でブライトン分類2の
薬剤に関連するアナフィラキシー（既
知の事象）と考える。

21352 22歳 女性 2021/07/22 2021/07/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 難聴（難聴） 未記入 不明 - - - -
21353 21歳 男性 2021/07/22 2021/07/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 不整脈（不整脈） 2021/07/22 回復 - - - -

2021/08/08 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

21359 51歳 女性 2021/08/25 2021/08/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004733
アレルギー性皮膚炎（アレルギー性皮
膚炎）

未記入 軽快 - - - -

2021/08/24 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心房頻脈（心房頻脈）
期外収縮（心室性期外収縮）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心房頻脈（心房頻脈）
期外収縮（心室性期外収縮）
発熱（発熱）

21362 42歳 男性 2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06
2021/08/06

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
冷感（冷感）

2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07

回復
回復
回復

- - - -

21365 61歳 男性 2021/08/21
2021/08/24
2021/08/23

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
顔面神経麻痺（顔面麻痺|ベル麻痺）
倦怠感（倦怠感）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

21366 22歳 男性 2021/07/21 2021/07/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 意識消失（意識消失） 2021/07/21 回復 - - - -
21369 20歳 男性 2021/07/23 2021/07/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 徐脈（徐脈） 2021/07/23 回復 - - - -

2021/06/30 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
意識障害（意識レベルの低下）
筋痙縮（筋痙縮）

2021/07/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220
意識障害（意識レベルの低下）
筋痙縮（筋痙縮）

21376 女性 2021/08/24 2021/08/28 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肺塞栓症（肺塞栓症） 未記入 不明 - - - -

21380 19歳 男性 2021/07/22
2021/07/22
2021/07/22

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021/07/22
2021/07/22

回復
回復

- - - -

2021/07/03 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021/07/31 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（肝障害）
2021/07/12 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（肝障害）
2021/07/04 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
2021/08/01 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候

21401 32歳 男性 2021/08/20 2021/08/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004667 失神（失神） 2021/08/20 回復 - - - -
21404 27歳 男性 2021/08/26 2021/08/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 意識障害（意識レベルの低下） 2021/08/26 回復 - - - -

21405 45歳 男性 2021/08/03
2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231
脳血栓症（脳血栓症）
頭蓋内圧上昇（頭蓋内圧上昇）
乳頭浮腫（乳頭浮腫）

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

2021/08/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候

21410 39歳 女性 2021/06/29
2021/07/02
2021/07/02

3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
心肺停止（心肺停止）
喘息発作（喘息）

未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり

心肺停止
喘息

γ
γ

2021/08/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240
けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）

21414 62歳 男性 2021/07/28
2021/07/30
2021/07/30

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228
視野異常（視野欠損）
視力障害・低下（視力低下）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

2021/07/14 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/08/10 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/06/29 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 脱毛症（脱毛症）
2021/07/27 -26 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915 脱毛症（脱毛症）

21423 20歳 女性 2021/08/31 2021/08/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 軽快 - - - -

21424 23歳 男性 2021/08/30 2021/08/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4
「胸痛、呼吸苦」は、ブライトン分類
における症候の有無として記載される
必要があります。

21426 37歳 女性 2021/08/26

2021/08/27
2021/08/27
2021/08/27
2021/08/27
2021/08/27

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）
腹痛（腹痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸異常）
下痢・軟便（下痢）
悪心・嘔吐（嘔吐）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

21435 44歳 男性 2021/07/05
2021/07/09
2021/07/09

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
胃腸炎（胃腸炎）
腸炎（腸炎）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/08/29 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）21441 20歳代 男性 2021/09/02 未記入 不明 心筋炎 γ 4

21419 28歳 女性 2021/07/01 未記入 未回復 - - - -

21416 25歳 男性 2021/08/12 2021/08/17 回復 心筋心膜炎 γ 4

21411 46歳 女性
2021/08/26
2021/08/26

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

21407 30歳 女性 2021/08/21 未記入 軽快 - - - -

21392 48歳 男性 2021/08/02 未記入 軽快 - - - -

21391 30歳 男性 2021/07/20 未記入 軽快 - - - -

21390 37歳 男性
2021/08/01
2021/08/01

2021/08/03
2021/08/01

回復
回復

- - - -

21371 34歳 男性
2021/07/28
2021/07/28

2021/07/28
2021/07/28

回復
回復

- - - -

21361 18歳 男性
2021/08/25
2021/08/25
2021/08/25

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

21355 18歳 男性 2021/08/10 2021/08/13 回復 心筋炎 γ 4
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/08/19 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229 心膜炎（心膜炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心膜炎（心膜炎）
2021/08/22 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21446 61歳 男性 2021/07/11
2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02

22 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心肺停止（心肺停止）
肺塞栓症（肺塞栓症）
血栓症（血栓症）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/08/28 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/08/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005235
咽喉刺激感（咽喉刺激感）
咳嗽（咳嗽）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
咽喉刺激感（咽喉刺激感）
咳嗽（咳嗽）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

2021/08/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292

けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）
無力症（無力症）
気分障害（不快気分）
蒼白（蒼白）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）
無力症（無力症）
気分障害（不快気分）
蒼白（蒼白）

2021/08/25 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
悪寒（悪寒）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
悪寒（悪寒）
発熱（発熱）

21452 41歳 女性 2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239
無力症（無力症）
振戦（振戦）
浮動性めまい（浮動性めまい）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

21455 34歳 女性 2021/08/28

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

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666

意識消失（意識消失）
悪心・嘔吐（嘔吐）
筋痙縮（筋痙縮）
歩行障害（歩行障害）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

2021/08/07 18 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004221 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189 心筋炎（心筋炎）
2021/07/21 37 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/08/25 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/08/20 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 下血・血便（血便排泄）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 下血・血便（血便排泄）

21462 35歳 女性 2021/08/11
2021/08/24
2021/08/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004734
そう痒症（そう痒症）
皮疹・発疹・紅斑（発疹|紅斑）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

21464 24歳 女性 2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004497
けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）
徐脈（徐脈）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/07/11 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）
視力障害・低下（視力低下）

2021/08/08 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）
視力障害・低下（視力低下）

21468 15歳 男性 2021/08/28 2021/08/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004497 意識消失（意識消失） 2021/08/28 回復 - - - -
21476 21歳 女性 2021/09/03 2021/09/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236 徐脈（徐脈） 2021/09/03 回復 - - - -

2021/06/06 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
急性呼吸窮迫症候群（ARDS）（急性呼
吸窮迫症候群）

2021/07/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
急性呼吸窮迫症候群（ARDS）（急性呼
吸窮迫症候群）

21491 21歳 女性 2021/09/04

2021/09/04
2021/09/04
2021/09/04
2021/09/04
2021/09/04

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
心膜炎（心膜炎）
そう痒症（そう痒症）
胸痛（胸痛）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

アナフィラキシー反応
心膜炎

γ
γ

4
4

21497 20歳 女性 2021/08/30 2021/08/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 α 2

2021/07/20 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286 心膜炎（心膜炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 心膜炎（心膜炎）

21526 29歳 男性 2021/07/21 2021/07/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618 失神（失神） 2021/07/26 回復 - - - -
21527 17歳 女性 2021/09/05 2021/09/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/05 回復 - - - -
21528 20歳代 男性 2021/09/04 2021/09/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 徐脈（徐脈） 2021/09/04 回復 - - - -

21510 64歳 男性 2021/07/25 未記入 軽快 心膜炎 γ 2

21482 88歳 女性 2021/07/04 2021/07/22 死亡 急性呼吸窮迫症候群 γ

2回目接種数時間後に症状が発現して
いることから、本症例の評価には特に
一回目接種時の状況と共に既往歴、現
病歴等2回目接種時の症例の背景に関
する情報が必要である。

21465 54歳 男性
2021/08/20
2021/08/09

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

21460 23歳 男性 2021/08/21 未記入 軽快 - - - -

21457 22歳 男性 2021/08/27 未記入 軽快 心筋心膜炎 γ 4

21456 45歳 女性 2021/08/25 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

21451 45歳 男性
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/26

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

21450 56歳 女性

2021/08/31
2021/08/31
2021/08/31
2021/08/31
2021/08/31

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

21448 38歳 女性
2021/08/29
2021/08/29
2021/08/29

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

21447 35歳 男性 2021/08/30 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

21443 19歳 男性 2021/08/26 2021/08/31 回復 心筋炎 γ 4

21442 45歳 男性 2021/08/22 未記入 軽快 心膜炎 γ 2

21441 20歳代 男性 2021/09/02 未記入 不明 心筋炎 γ 4
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21530 20歳代 女性 2021/07/01 2021/07/03 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮下出血（皮下出血） 2021/07/15 回復 - - - -

21537 20歳 女性 2021/09/03

2021/09/03
2021/09/03
2021/09/03
2021/09/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286

アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸障害）
咳嗽（咳嗽）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）

2021/09/03
2021/09/03
2021/09/03
2021/09/03

回復
回復
回復
回復

アナフィラキシー様反応 γ 4

21540 17歳 女性 2021/09/05 2021/09/05 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

2021/08/29 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239
脳梗塞（脳梗塞）
頚動脈閉塞（頚動脈閉塞）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳梗塞（脳梗塞）
頚動脈閉塞（頚動脈閉塞）

2021/07/23 36 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
心筋炎（心筋炎）
発熱（異常高熱）

2021/08/27 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286
心筋炎（心筋炎）
発熱（異常高熱）

2021/07/07 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182

心肺停止（心肺停止）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性
脳症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/08/04 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230

心肺停止（心肺停止）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性
脳症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

21551 39歳 女性 2021/08/30

2021/08/30
2021/08/30
2021/08/30
2021/08/30

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
顔面浮腫（顔面浮腫）
浮腫（限局性浮腫）

2021/08/30
2021/08/30
2021/08/30
2021/08/30

回復
回復
回復
回復

アナフィラキシー反応 α 1

2021/08/21 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
スティーヴンス・ジョンソン症候群
（スティーヴンス・ジョンソン症候

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
スティーヴンス・ジョンソン症候群
（スティーヴンス・ジョンソン症候

21563 35歳 男性 2021/08/29 2021/08/31 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮疹・発疹・紅斑（発疹） 2021/09/01 回復 - - - -
2021/08/29 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21568 22歳 男性 2021/09/05
2021/09/05
2021/09/05
2021/09/05

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286
無力症（無力症）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08

回復
回復
回復

- - - -

21569 23歳 女性 2021/09/04 2021/09/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/04 回復 - - - -

21573 51歳 女性 2021/09/07 2021/09/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/07 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/07/12 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617 けいれん（痙攣発作）
2021/08/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002619 けいれん（痙攣発作）

21575 31歳 女性 2021/09/06 2021/09/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/08 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21576 19歳 女性 2021/09/01

2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286

呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難|呼吸異
常）
悪心・嘔吐（悪心）
過敏症（過敏症）

2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01

回復
回復
回復
回復

- - - -

21579 18歳 男性 2021/08/02
2021/08/02
2021/08/02

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004220
けいれん（痙攣発作）
注視麻痺（注視麻痺）

2021/08/02
2021/08/02

回復
回復

- - - -

21580 36歳 男性 2021/08/21

2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666

血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）
頭痛（頭痛）
頚部痛（頚部痛）
転倒（転倒）
挫傷（挫傷）

2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21

回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21582 21歳 女性 2021/09/08

2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691

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）
挫傷（挫傷）
外傷後疼痛（外傷後疼痛）

2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08

回復
回復
回復
回復

- - - -

21596 54歳 女性 2021/07/15
2021/07/17
未記入

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
スティーヴンス・ジョンソン症候群
（スティーヴンス・ジョンソン症候
群）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

21603 25歳 男性 2021/09/03 2021/09/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293 意識消失（意識消失） 2021/09/03 回復 - - - -
21610 28歳 男性 2021/09/03 2021/09/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/03 回復 - - - -
21614 19歳 女性 2021/09/11 2021/09/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288 意識消失（意識消失） 2021/09/11 回復 - - - -

21615 22歳 男性 2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288
意識消失（意識消失）
徐脈（徐脈）

2021/09/11
2021/09/11

回復
回復

- - - -

21618 20歳 女性 2021/09/11 2021/09/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 軽快 - - - -
21620 2021/09/12 2021/09/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 失神（失神） 2021/09/12 回復 - - - -

21574 33歳 女性 2021/08/12 2021/08/13 回復 - - - -

21566 30歳 男性 2021/08/31 未記入 不明 心筋炎 γ 4

21560 40歳代 男性 2021/08/23 未記入 軽快 - - - -

21548 38歳 男性

2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07
2021/08/06
2021/08/05

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

21547 21歳 男性
2021/08/30
2021/08/28

2021/09/07
2021/09/07

回復
回復

心筋炎 γ 4

21541 55歳 男性
2021/09/01
2021/09/01

未記入
未記入

不明
不明

- - - -
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21624 22歳 男性 2021/08/17 2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495 徐脈（徐脈） 2021/08/17 回復 - - - -
2021/07/23 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失）
2021/08/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232 意識消失（意識消失）

2021/08/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

肺梗塞（肺梗塞）
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

肺梗塞（肺梗塞）
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）

21631 15歳 男性 2021/09/16
2021/09/16
2021/09/16

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239
脳出血（脳出血）
脳室穿破（脳室穿破）

2021/09/20
2021/09/20

死亡
死亡

脳出血
脳室穿破

γ
γ

2021/07/28 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

21635 16歳 男性 2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
視力障害・低下（視力障害）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 4

2021/07/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228 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 不明 意識消失（意識消失）
2021/08/02 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 徐脈（徐脈）
2021/08/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 徐脈（徐脈）

2021/06/29 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/08/02 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 徐脈（徐脈）
2021/08/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 徐脈（徐脈）

21644 39歳 男性 2021/09/10 2021/09/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/10 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21648 58歳 女性 2021/07/07 2021/07/24 17 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337 脊髄炎（横断性脊髄炎） 2021/09/13 後遺症あり 横断性脊髄炎 γ

21652 36歳 男性 2021/09/13

2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識障害（意識変容状態）
失見当識（失見当識）
転倒（転倒）
挫傷（挫傷）
皮下血腫（皮下血腫）
落ち着きのなさ（落ち着きのなさ）

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

アナフィラキシー反応 γ 4

2021/07/24 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 心筋炎（心筋炎）
2021/08/21 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501 心筋炎（心筋炎）

21654 40歳 女性 2021/08/01 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003654
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

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21656 50歳 女性 不明
2021/08
2021/08

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管炎（血管炎）
失明（失明）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

2021/08/08 33 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 てんかん重積（てんかん重積状態）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 てんかん重積（てんかん重積状態）

21671 30歳 女性 2021/09/07 2021/09/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/07 回復 - - - -

21672 34歳 男性 2021/09/14
2021/09/14
2021/09/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

未記入
未記入

不明
不明

アナフィラキシー反応 γ 4

21682 50歳代 女性 2021/08/27 2021/09/03 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 不明 - - - -

21683 47歳 男性 2021/09/11 2021/09/12 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694
アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）

未記入 不明 アナフィラキシー様反応 γ 4

21684 女性 不明 2021/09/15 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 性器出血（性器出血） 未記入 未回復 - - - -
21685 42歳 男性 2021/09/07 2021/09/09 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 顔面神経麻痺（顔面麻痺|ベル麻痺） 未記入 未回復 - - - -

21686 15歳 女性 2021/09/12

2021/09/12
2021/09/12
2021/09/12
2021/09/12
2021/09/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691

悪心・嘔吐（悪心）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）
浮動性めまい（浮動性めまい）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）
冷感（冷感）

2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13
2021/09/13

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21687 22歳 男性 2021/09/11 2021/09/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691 失神（失神） 2021/09/11 回復 - - - -

2021/09/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21689 41歳 男性 2021/09/08 2021/09/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293 不整脈（不整脈） 未記入 未回復 - - - -

21688 42歳 女性 2021/09/06 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

21670 49歳 男性 2021/09/10 未記入 不明 - - - -

21655 30歳代 女性 未記入 未記入 不明 心筋炎 γ 4

21653 28歳 男性 2021/08/23 未記入 軽快 心筋炎 γ 2

21642 22歳 男性 2021/08/30 2021/08/30 回復 - - - -

21640 21歳 男性 2021/06/30 2021/07/10 回復 - - - -

21639 19歳 男性 2021/08/30 2021/08/30 回復 - - - -

21638 20歳 男性 2021/07/30 2021/07/30 回復 - - - -

21632 20歳 男性 2021/08/01 2021/08/06 回復 心筋炎 γ 4

21627 31歳 女性

2021/08/16
2021/08/20
2021/08/16
2021/08/13
2021/08/13

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

- - - -

21625 18歳 男性 2021/08/20 2021/08/20 回復 - - - -

18



$
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

21690 40歳代 男性 2021/08/09

2021/08/10
2021/08/13
2021/08/13
2021/08/16
2021/08/10

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（嘔吐）
脱水（脱水）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21693 39歳 男性 2021/09/09
2021/09/09
2021/09/09

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
意識消失（意識消失）

2021/09/09
2021/09/09

回復
回復

- - - -

2021/08/16 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231 ブルガダ症候群（ブルガダ症候群）
2021/09/13 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 ブルガダ症候群（ブルガダ症候群）

21705 38歳 女性 2021/08/05 2021/08/09 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 軽快 - - - -

21706 24歳 女性 2021/08/31

2021/08/31
2021/08/31
未記入
未記入
2021/08/31
2021/08/31

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
そう痒症（そう痒症）
悪心・嘔吐（悪心）
筋力低下（筋力低下）
顔面痙攣（顔面痙攣）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）

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

アナフィラキシー反応 γ 4

2021/09/04 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心膜炎（心膜炎）

21708 36歳 男性 2021/09/03
2021/09/03
2021/09/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293
けいれん（痙攣発作）
神経系障害（神経系障害）

2021/09/06
2021/09/06

回復
回復

- - - -

2021/08/25 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005235
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

2021/08/30 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228 胸痛（胸痛）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 胸痛（胸痛）

2021/09/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/24 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
頭痛（頭痛）
心血管障害（心血管障害）
発熱（発熱）

2021/09/21 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699
頭痛（頭痛）
心血管障害（心血管障害）
発熱（発熱）

21723 38歳 女性 2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691
意識障害（意識レベルの低下）
不整脈（不整脈）

2021/09/11
2021/09/11

回復
回復

- - - -

21724 22歳 男性 2021/09/12 2021/09/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691 徐脈（徐脈） 2021/09/12 回復 - - - -

2021/07/29 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/19 36 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
視神経炎（視神経炎）
頭痛（頭痛）
眼球運動障害（眼運動障害）

2021/08/19 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
視神経炎（視神経炎）
頭痛（頭痛）
眼球運動障害（眼運動障害）

2021/08/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004496
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
咳嗽（咳嗽）
口渇（口渇）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
咳嗽（咳嗽）
口渇（口渇）

2021/07/25 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003658

けいれん（痙攣発作）
低ナトリウム血症（低ナトリウム血
症）
認知障害（認知障害発作）

2021/08/21 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004734

けいれん（痙攣発作）
低ナトリウム血症（低ナトリウム血
症）
認知障害（認知障害発作）

2021/07/13 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）

2021/08/11 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617
網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）

21742 男性 2021/08/25 2021/08/28 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 不明 - - - -

2021/09/01 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21753 54歳 男性 2021/07/30
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ショック（循環虚脱）
血栓症（血栓症）

2021/08/01
2021/08/01

回復
回復

- - - -

21754 20歳 男性 2021/09/18 2021/09/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/18 回復 - - - -

21744 18歳 男性 2021/09/02 2021/09/17 回復 心筋炎 γ 2

21738 53歳 女性
2021/08/13
2021/08/13

2021/09/15
2021/09/15

後遺症あり
後遺症あり

網膜動脈閉塞
網膜静脈閉塞

γ
γ

21735 20歳 男性

2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23

未記入
未記入
未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり

認知障害発作
痙攣発作
低ナトリウム血症
発熱

γ
γ
γ
γ

21730 53歳 女性
2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07

2021/08/07
2021/08/07
2021/08/07

回復
回復
回復

- - - -

21729 33歳 男性
2021/08/24
未記入
未記入

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

21725 20歳 女性 2021/08/04 2021/08/14 回復 - - - -

21722 33歳 男性
2021/09/23
2021/09/24
2021/09/22

2021/09/24
2021/09/24
2021/09/24

死亡
死亡
死亡

心血管障害
頭痛
発熱

γ
γ
γ

血液検査、画像所見などが必要

21717 46歳 女性 2021/09/16 2021/09/17 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21715 21歳 男性 2021/09/01 未記入 軽快 - - - -

21713 45歳 男性
2021/09/01
2021/08/30

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 2

21707 19歳 男性 2021/09/05 未記入 軽快 心膜炎 γ 4

21701 26歳 男性 2021/09/14 未記入 未回復 - - - -
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21758 55歳 女性 2021/08/12 2021/08/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
スティーヴンス・ジョンソン症候群
（スティーヴンス・ジョンソン症候

未記入 軽快 - - - -

2021/07/15 23 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）
網膜出血（網膜出血）

2021/08/12 -5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）
網膜出血（網膜出血）

2021/09/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 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 不明 意識消失（意識消失）

2021/09/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21767 72歳 女性 2021/09/03 2021/09/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293 眼出血（眼出血） 未記入 不明 - - - -
2021/07/16 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/08/13 -21 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

21771 31歳 男性 2021/09/18 2021/09/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/18 回復 - - - -

2021/09/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応|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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応|アナフィラキシーショック）

21773 32歳 女性 2021/09/20
2021/09/20
2021/09/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685
過換気（過換気）
失禁（失禁）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

21774 33歳 女性 2021/09/17 2021/09/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693 意識消失（意識消失） 未記入 不明 - - - -

2021/07/12 26 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
稽留流産（稽留流産）
妊娠（妊娠）

2021/08/27 -20 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
稽留流産（稽留流産）
妊娠（妊娠）

2021/06/09 102 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋梗塞（急性心筋梗塞）
2021/07/07 74 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋梗塞（急性心筋梗塞）

2021/08/20 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識消失（意識消失）
甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進
症）
亜急性甲状腺炎（亜急性甲状腺炎）
無痛性甲状腺炎（無痛性甲状腺炎）
浮動性めまい（浮動性めまい）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識消失（意識消失）
甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進
症）
亜急性甲状腺炎（亜急性甲状腺炎）
無痛性甲状腺炎（無痛性甲状腺炎）
浮動性めまい（浮動性めまい）

21780 45歳 女性 2021/07/31 2021/08/02 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 心膜炎（心膜炎） 2021/09/21 回復 心膜炎 γ 2

2021/09/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21790 18歳 女性 2021/09/19 2021/09/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293 意識障害（意識変容状態） 未記入 未回復 - - - -

21791 31歳 女性 2021/09/08
2021/09/08
2021/09/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）

未記入
未記入

不明
不明

アナフィラキシー反応 γ 4

喘鳴のみの情報であり、アナフィラキ
シーと判断できず。
事象は接種後すぐにでており、薬剤と
の関連はありそうだが、他バイタルサ
インなどの情報もなく、評価するには
十分な情報がないと判断した。

2021/09/12 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21796 32歳 男性 2021/09/19 2021/09/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 倦怠感（倦怠感） 未記入 未回復 - - - -

2021/08/26 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
気管支けいれん（気管支痙攣）

2021/09/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
気管支けいれん（気管支痙攣）

21804 19歳 女性 2021/09/09 2021/09/19 10 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 水疱（水疱性皮膚炎） 未記入 未回復 - - - -

21808 男性 2021/09/08 2021/09/17 9 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 回復 - - - -

21799 34歳 女性
2021/09/25
2021/09/25

未記入
未記入

不明
不明

アナフィラキシー反応 γ 4 喘息患者で呼吸器症状のみ

21792 20歳 男性 2021/09/16 2021/09/17 回復 心筋炎 γ 4

21782 52歳 女性 2021/09/22 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

21781 23歳 男性 2021/09/22 2021/09/22 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21779 52歳 女性

2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21
2021/08/21

2021/08/22
2021/08/22
2021/08/22
2021/08/22
2021/08/22
2021/08/22

回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21778 71歳 男性 2021/09/19 未記入 不明 - - - -

21775 37歳 女性
2021/09/04
2021/08/07

2021/09/11
2021/09/11

回復
回復

- - - -

21772 23歳 女性 2021/09/16 未記入 不明
アナフィラキシーショッ
ク
アナフィラキシー反応

γ
γ

4
4

アナフィラキシー反応については、あ
る程度の接種・事象の情報が得られて
おり、既知の事象として評価する。ブ
ライトン分類はminor皮膚症状とminor
呼吸器系症状のみで4と判断。
アナフィラキシーショックについては
発現日が記載なく、接種日との関連が
不明で、情報不足と判断。

21769 60歳 男性 2021/07/23 未記入 未回復 - - - -

21763 24歳 女性 2021/09/14 2021/09/14 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21762 27歳 男性 2021/09/18 未記入 軽快 - - - -

21759 38歳 女性
2021/08/13
2021/08/07

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 リンパ浮腫（リンパ浮腫）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 リンパ浮腫（リンパ浮腫）

21813 40歳 男性 2021/09/12 2021/09/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

21819 22歳 男性 2021/09/25 2021/09/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699 意識消失（意識消失） 未記入 軽快 - - - -

21820 15歳 女性 2021/09/25
2021/09/25
2021/09/25
2021/09/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685
失神寸前の状態（失神寸前の状態）
無力症（無力症）
感覚異常（感覚鈍麻）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

2021/09/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮疹・発疹・紅斑（中毒性皮疹）

21823 23歳 女性 2021/08/28 2021/08/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005293
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

21824 36歳 男性 2021/08/27
2021/09/02
2021/09/01
2021/08/31

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286
脊髄梗塞（脊髄梗塞）
脳血管動静脈奇形（脳血管動静脈奇
形）

未記入
未記入
未記入

未回復
不明
不明

- - - -

21825 20歳 男性 2021/09/25
2021/09/25
2021/09/25
2021/09/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）
注視麻痺（注視麻痺）

2021/09/25
2021/09/25
2021/09/25

回復
回復
回復

- - - -

2021/07/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003190 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
2021/08/07 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候
2021/09/21 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/06/27 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
顔面神経麻痺（顔面麻痺）
脳幹症候群（脳幹症候群）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
顔面神経麻痺（顔面麻痺）
脳幹症候群（脳幹症候群）

2021/08/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
胸痛（胸痛）
胸部不快感（胸部不快感）
冷汗（冷汗）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
胸痛（胸痛）
胸部不快感（胸部不快感）
冷汗（冷汗）
発熱（発熱）

21835 14歳 男性 2021/09/24
2021/09/24
2021/09/24

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
転倒（転倒）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2021/07/25 45 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
胸痛（胸痛）

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
胸痛（胸痛）

21841 14歳 女性 2021/09/27
2021/09/28
2021/09/28
2021/09/28

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳炎・脳症（脳症）
意識障害（意識変容状態）
感覚異常（感覚鈍麻）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

2021/07/06 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 尿細管間質性腎炎（尿細管間質性腎
2021/08/03 -21 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 尿細管間質性腎炎（尿細管間質性腎

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

2021/09/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/14 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/09/11 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）

21864 47歳 女性 2021/07/25
2021/08/05
2021/08/05
2021/08/05

11 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
心室性頻脈（心室性頻脈）
心室血栓症（心室血栓症）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

心筋炎 γ 1

21866 41歳 女性 2021/09/26
2021/09/26
2021/09/26
2021/09/26

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699
悪心・嘔吐（嘔吐）
浮動性めまい（浮動性めまい）
異常感（異常感）

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

2021/07/03 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
月経異常（月経中間期出血）
発熱（発熱）

2021/07/31 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228
月経異常（月経中間期出血）
発熱（発熱）

2021/08/23 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666
心筋炎（心筋炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
発熱（発熱）

21875 21歳 女性 2021/07/21 2021/07/21 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/07/21 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/09/28 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

21882 20歳 男性
2021/10/01
2021/09/29

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4

21874 28歳 男性
2021/08/24
2021/08/24
2021/08/24

2021/08/26
2021/08/26
2021/08/26

回復
回復
回復

心筋炎 γ 4

21868 56歳 女性
2021/08/02
2021/08/01

2021/08/09
2021/08/09

回復
回復

- - - -

21862 20歳 男性 2021/09/14 未記入 軽快 心筋心膜炎 γ 4

21859 16歳 女性 2021/09/22 未記入 不明 アナフィラキシー反応 γ 4

21854 53歳 女性 2021/07/13 2021/09/30 後遺症あり 尿細管間質性腎炎 γ

21836 60歳 男性
2021/09/08
2021/09/08

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

21833 27歳 男性

2021/08/12
2021/08/12
2021/08/14
2021/08/14
2021/08/12

2021/09/02
2021/09/02
2021/09/02
2021/09/02
2021/09/02

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21828 68歳 女性
2021/07
2021/07

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

21827 20歳 男性 2021/09/22 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

21826 28歳 女性 2021/07/10 未記入 軽快 - - - -

21821 21歳 男性 2021/09/20 未記入 不明 - - - -

21812 女性 未記入 未記入 不明 - - - -
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2021/09/11 22 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/10/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005791
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

21897 20歳 女性 2021/07/15 2021/07/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/09/02 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/09/30 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

21913 30歳代 男性 2021/09/26 2021/10/04 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236 心筋炎（心筋炎） 未記入 不明 心筋炎 γ 4
2021/07/09 46 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003189 心筋症（心筋症）
2021/08/13 11 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231 心筋症（心筋症）

2021/08/16 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004501

血栓症（血栓症）
アレルギー性皮膚炎（アレルギー性皮
膚炎）
頭痛（頭痛）
関節痛（関節痛）
皮疹・発疹・紅斑（発疹|紅斑）
発熱（発熱）
腫脹（腫脹）

2021/09/13 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691

血栓症（血栓症）
アレルギー性皮膚炎（アレルギー性皮
膚炎）
頭痛（頭痛）
関節痛（関節痛）
皮疹・発疹・紅斑（発疹|紅斑）
発熱（発熱）
腫脹（腫脹）

21923 17歳 男性 2021/10/02

2021/10/02
2021/10/02
2021/10/02
2021/10/02
2021/10/02
2021/10/02
2021/10/02

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識消失（意識消失）
無力症（無力症）
頭痛（頭痛）
悪心・嘔吐（嘔吐）
蒼白（蒼白）
冷感（末梢冷感）
異常感（異常感）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

回復
回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

21928 31歳 男性 2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
過敏症（過敏症）
悪寒（悪寒）
発熱（発熱）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

21929 51歳 女性 2021/10/04
2021/10/04
2021/10/04

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277
血圧上昇（血圧上昇）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2021/07/06 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
発熱（発熱）

2021/08/03 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004733
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
発熱（発熱）

21936 22歳 女性 2021/10/04 2021/10/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 意識消失（意識消失） 2021/10/04 回復 - - - -

2021/09/19 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2021/09/19 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21946 20歳代 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

21949 43歳 女性 2021/09/23
2021/09/23
2021/09/23

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識消失（意識消失）

2021/09/23
2021/09/23

回復
回復

アナフィラキシー反応 γ 4

2021/09/28 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

21956 36歳 女性 2021/09/15
2021/09/15
2021/09/15
2021/09/15

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694
食欲減退（食欲減退）
悪心・嘔吐（悪心）
発熱（発熱）

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

21960 17歳 2021/10/04 2021/10/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 徐脈（徐脈） 2021/10/04 回復 - - - -
2021/09/27 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21967 30歳 男性 2021/07/28
2021/07/31
2021/07/30

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004496
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

軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 5

21968 29歳 女性 2021/06/25

2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25
2021/06/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002617

悪心・嘔吐（悪心）
浮動性めまい（浮動性めまい）
蒼白（蒼白）
冷感（末梢冷感）
悪寒（悪寒）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

2021/09/28 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

21971 18歳 男性 2021/10/01 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

21965 18歳 男性 2021/09/29 2021/10/06 回復 心筋炎 γ 4

21952 21歳 男性 2021/09/30 未記入 不明 心筋炎 γ 4

21944 20歳 男性 2021/09/21 未記入 軽快 心筋炎 γ 2

21942 22歳 男性
2021/09/21
2021/09/21
2021/09/21

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

心筋炎 γ 4

21934 37歳 男性
2021/08/11
2021/08/04

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

21919 33歳 女性

2021/09/18
2021/09/18
2021/09/14
2021/09/14
2021/09/14
2021/09/14
2021/09/14

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

- - - -

21914 20歳 男性 2021/08/24 2021/09/03 回復 - - - -

21904 20歳 男性 2021/10/03 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

21884 21歳 女性 2021/10/03 未記入 不明 アナフィラキシー反応 γ 4
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21972 37歳 男性 2021/09/07

2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004228

そう痒症（そう痒症）
薬疹（薬物過敏症）
感覚異常（感覚鈍麻）
単麻痺（単麻痺）
幻視・幻聴・錯覚（錯感覚）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

2021/08/21 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識障害（意識レベルの低下）
悪心・嘔吐（悪心）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）

2021/09/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289

意識障害（意識レベルの低下）
悪心・嘔吐（悪心）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）

21985 27歳 女性 2021/09

未記入
未記入
2021/09/17
2021/09/11
2021/09/11

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691

ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）
ミラー・フィッシャー症候群（ミ
ラー・フィッシャー症候群）
そう痒症（そう痒症）
筋肉痛（筋肉痛）
発熱（発熱）

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

ギラン・バレー症候群 γ 4

学会抄録程度の記載しかない。症状は
GBSに似るが、診断は眼球運動障害が
ないにもかかわらずフィッシャー症候
群となっている。

21991 51歳 女性 2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11
2021/09/11

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236
蕁麻疹（蕁麻疹）
頻脈（頻脈）
口唇腫脹・口唇浮腫（口唇腫脹）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

2021/08/31 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005286
心筋炎（心筋心膜炎）
胸部不快感（胸部不快感）

2021/09/28 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
心筋炎（心筋心膜炎）
胸部不快感（胸部不快感）

21995 32歳 男性 2021/09/22 2021/09/22 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/22 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

21999 16歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4
22002 20歳 男性 2021/07/26 2021/07/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656 意識障害（意識レベルの低下） 2021/07/26 回復 - - - -

2021/10/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/02 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

22008 39歳 男性 2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239
けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識レベルの低下）

2021/09/01
2021/09/01

回復
回復

- - - -

2021/08/21 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識障害（意識レベルの低下）
悪心・嘔吐（悪心）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）

2021/09/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289

意識障害（意識レベルの低下）
悪心・嘔吐（悪心）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）

22011 29歳 男性 2021/09/28 2021/09/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685 意識消失（意識消失） 2021/09/28 回復 - - - -
22012 26歳 男性 2021/09/08 2021/09/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289 意識障害（意識レベルの低下） 2021/09/08 回復 - - - -
22014 45歳 男性 2021/10/01 2021/10/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685 けいれん（痙攣発作） 2021/10/01 回復 - - - -

2021/10/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/08/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231 徐脈（徐脈）
2021/09/10 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289 徐脈（徐脈）

2021/10/05 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/09/13 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694 類天疱瘡（類天疱瘡）
2021/10/07 -16 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 類天疱瘡（類天疱瘡）
2021/10/02 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002618 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/07/26 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
リンパ節腫脹（リンパ節症）
発熱（発熱）

2021/08/23 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
リンパ節腫脹（リンパ節症）
発熱（発熱）

22032 18歳 男性 不明 2021/10 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4
22033 30歳代 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腸炎（腸炎） 未記入 未回復 - - - -
22035 20歳 男性 不明 2021/10 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4
22036 18歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

22031 54歳 男性
未記入
未記入

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22025 14歳 男性 2021/10/04 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22022 33歳 女性 2021/09/21 未記入 軽快 - - - -

22020 28歳 男性
2021/10/07
2021/10/06

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4

22019 20歳 女性 2021/08/13 2021/08 回復 - - - -

22015 20歳代 男性
2021/10/11
2021/10/10

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4

22010 43歳 男性

2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18

2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18

回復
回復
回復
回復

- - - -

22006 21歳 女性 2021/09/30 2021/09/30 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22005 31歳 女性 2021/10/09 未記入 不明 アナフィラキシー反応 α 2

21994 22歳 男性
2021/10/01
2021/09/29

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋心膜炎 γ 4

21974 43歳 女性

2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18

2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18
2021/09/18

回復
回復
回復
回復

- - - -
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22038 18歳 女性 2021/10/08 2021/10/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840 意識消失（意識消失） 2021/10/08 回復 - - - -

2021/08/29 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236
心筋炎（心筋炎）
心不全（心不全）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
心不全（心不全）

22045 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 不明 呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全） 未記入 不明 - - - -

2021/09/02 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

2021/09/30 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

2021/10/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292

腹部不快感（腹部不快感）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
振戦（振戦）
異常感（異常感）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

腹部不快感（腹部不快感）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
振戦（振戦）
異常感（異常感）

2021/08/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
けいれん（痙攣発作）
振戦（振戦）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
けいれん（痙攣発作）
振戦（振戦）

2021/07/23 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002337
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2021/08/20 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2021/09/03 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236
心筋炎（心筋心膜炎）
心室壁運動低下（心室壁運動低下）

2021/10/01 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
心筋炎（心筋心膜炎）
心室壁運動低下（心室壁運動低下）

2021/09/15 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮下出血（皮下出血）
2021/10/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701 皮下出血（皮下出血）

2021/10/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700

心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
咳嗽（咳嗽）
胸部不快感（胸部不快感）
心嚢液貯留（心嚢液貯留）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
咳嗽（咳嗽）
胸部不快感（胸部不快感）
心嚢液貯留（心嚢液貯留）
発熱（発熱）

2021/10/12 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
悪心・嘔吐（悪心）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
悪心・嘔吐（悪心）

2021/10/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/09/03 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
腸炎（腸炎）
心筋炎（心筋炎）

2021/10/01 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
腸炎（腸炎）
心筋炎（心筋炎）

2021/08/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
咳嗽（咳嗽）
肺腫瘤（肺腫瘤）
縦隔リンパ節腫脹（縦隔リンパ節腫
脹）
倦怠感（倦怠感）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

頭痛（頭痛）
咳嗽（咳嗽）
肺腫瘤（肺腫瘤）
縦隔リンパ節腫脹（縦隔リンパ節腫
脹）
倦怠感（倦怠感）

22082 39歳 男性 2021/09/15 2021/09/26 11 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700 多発性硬化症（多発性硬化症再発） 未記入 軽快 - - - -

22081 25歳 男性

2021/08/19
2021/08/21
2021/09/02
2021/09/02
2021/08/19
2021/08/19

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

- - - -

22079 26歳 男性
未記入
2021/10/03

未記入
未記入

不明
軽快

心筋炎 γ 1

22075 19歳 男性 2021/10/07 2021/10/14 回復 心筋炎 γ 4

22074 19歳 男性
2021/10/13
2021/10/13
2021/10/13

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

心膜炎 γ 4

22066 24歳 男性

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

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

心膜炎 γ 2

22057 48歳 女性 2021/10/13 未記入 不明 - - - -

22055 18歳 男性
2021/10/04
2021/10/04

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋心膜炎 γ 1

22054 40歳 男性
2021/08/21
2021/08/21

2021/10/05
2021/10/05

回復
回復

- - - -

22052 30歳代 男性
2021/08/31
2021/08/31

2021/09/03
2021/09/03

回復
回復

- - - -

22051 41歳 女性

2021/10/08
2021/10/08
2021/10/08
2021/10/08

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

22050 18歳 男性
2021/10/01
2021/10/01

未記入
未記入

回復
回復

心筋炎 γ 4

22044 40歳 女性
2021/09/27
2021/09/30

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4
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2021/08/10 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）
視神経炎（視神経炎）
眼痛（眼痛|眼痛）
中枢神経系病変（中枢神経系病変）
胸髄損傷（胸髄損傷）
視神経乳頭浮腫（視神経乳頭浮腫）
視力障害・低下（視力障害|視力低下）
発熱（発熱）
強膜出血（強膜出血）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）
視神経炎（視神経炎）
眼痛（眼痛|眼痛）
中枢神経系病変（中枢神経系病変）
胸髄損傷（胸髄損傷）
視神経乳頭浮腫（視神経乳頭浮腫）
視力障害・低下（視力障害|視力低下）
発熱（発熱）
強膜出血（強膜出血）

2021/09/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識消失（意識消失|意識消失）
無力症（無力症）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）

2021/10/18 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
意識消失（意識消失|意識消失）
無力症（無力症）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）

22089 42歳 女性 2021/07/23 2021/07/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004227
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22090 18歳 女性 2021/08/01 2021/08/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2021/10/05 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005691
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/09/11 33 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/09 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702 心筋炎（心筋炎）

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

2021/10/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/08/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229
四肢痛（四肢痛）
倦怠感（倦怠感）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
四肢痛（四肢痛）
倦怠感（倦怠感）

22103 19歳 男性 2021/10/16 2021/10/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 意識消失（意識消失） 2021/10/16 回復 - - - -

2021/07/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/09/08 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693

心肺停止（心肺停止）
心筋炎（心筋炎）
不整脈（不整脈）
結膜充血（結膜充血）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/10/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005839

心肺停止（心肺停止）
心筋炎（心筋炎）
不整脈（不整脈）
結膜充血（結膜充血）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/09/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 失神（失神）
2021/10/15 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891 失神（失神）

22123 16歳 女性 2021/10/16 2021/10/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

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

22126 40歳代 男性 未記入 未記入 回復 心筋炎 γ 4

22114 18歳 女性 2021/09/17 2021/09/17 回復 - - - -

22111 22歳 男性

未記入
未記入
未記入
2021/10/06
2021/10/06
2021/10/06

2021/10/20
2021/10/20
2021/10/20
2021/10/20
2021/10/20
2021/10/20

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
死亡

不整脈
心肺停止
倦怠感
心筋炎
発熱
結膜充血

γ
γ
γ
γ
γ
γ

4

22110 22歳 男性
2021/07/29
2021/07/26

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 2

22102 32歳 女性
2021/08/08
2021/08/08

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

22100 18歳 女性 2021/08/29 2021/08/29 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22099 51歳 女性 2021/10/18 2021/10/18 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22095 15歳 男性 2021/10/14 2021/10/18 回復 心筋炎 γ 4

22094 28歳 男性
2021/10/08
2021/10/06

2021/10/09
2021/10/07

回復
回復

心筋炎 γ 4

22088 37歳 男性

2021/10/18
2021/09/20
2021/10/18
2021/10/18

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

アナフィラキシー反応 γ 4

22086 52歳 男性

2021/08/24
2021/08/24
2021/08/13
2021/08/30
2021/08/30
2021/08/13
2021/08/23
2021/08/12
2021/08/13

未記入
未記入
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
未回復
軽快

急性散在性脳脊髄炎 γ 4
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2021/09/27 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700

動眼神経麻痺（第３脳神経不全麻痺）
頭痛（頭痛）
眼痛（眼痛）
自己免疫障害（自己免疫障害）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

動眼神経麻痺（第３脳神経不全麻痺）
頭痛（頭痛）
眼痛（眼痛）
自己免疫障害（自己免疫障害）

2021/09 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 胸痛（胸痛）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 胸痛（胸痛）

22135 28歳 男性 2021/08/17 2021/08/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004495 徐脈（徐脈） 2021/08/17 回復 - - - -

2021/10/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702

けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識変容状態）
チアノーゼ（チアノーゼ）
血圧低下（血圧低下）
酸素飽和度（酸素飽和度）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（痙攣発作）
意識障害（意識変容状態）
チアノーゼ（チアノーゼ）
血圧低下（血圧低下）
酸素飽和度（酸素飽和度）

22139 31歳 女性 2021/10/05

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

10 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
動悸（動悸）
紫斑（紫斑）
乳房腫瘤（乳房腫瘤）

2021/10/27
2021/10/27
2021/10/27
2021/10/27

回復
回復
回復
回復

- - - -

22140 23歳 男性 2021/10/13 2021/10/17 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心膜炎（心膜炎） 未記入 未回復 心膜炎 γ 4

2021/10/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）
発熱（発熱）

22142 20歳 男性 2021/10/17 2021/10/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693 失神（失神） 2021/10/18 回復 - - - -

2021/08/29 15 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

可逆性脳血管収縮症候群（可逆性脳血
管収縮症候群）
悪心・嘔吐（悪心）
傾眠（傾眠）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

可逆性脳血管収縮症候群（可逆性脳血
管収縮症候群）
悪心・嘔吐（悪心）
傾眠（傾眠）

2021/10/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心筋炎（心筋炎）
食欲減退（食欲減退）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心筋炎（心筋炎）
食欲減退（食欲減退）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

22147 19歳 男性 2021/07/10 2021/07/31 21 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候 2021/10/01 回復 - - - -
22149 43歳 男性 2021/09/15 2021/09/18 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -

2021/09/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/09/02 32 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288 心筋炎（心筋炎）
2021/10/01 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840 心筋炎（心筋炎）

2021/09/06 36 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692

うっ血性心不全（うっ血性心不全）
副腎腫瘤（副腎腫瘤）
動悸（動悸）
食欲減退（食欲減退）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/10/04 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692

うっ血性心不全（うっ血性心不全）
副腎腫瘤（副腎腫瘤）
動悸（動悸）
食欲減退（食欲減退）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/07/21 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）

2021/08/18 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232
深部静脈血栓症（深部静脈血栓症）
肺塞栓症（肺塞栓症）

2021/10/24 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）22163 20歳 男性

2021/10/25
2021/10/25

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4

22159 32歳 女性
2021/08/21
2021/08/21

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22158 48歳 女性

2021/10/17
2021/10/19
2021/10/12
2021/10/12
2021/10/12
2021/10/12

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

22155 27歳 男性 2021/10/04 2021/10/13 回復 心筋炎 γ 4

22150 48歳 男性 2021/09/25 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

22144 58歳 男性

2021/10/17
2021/10/11
2021/10/11
2021/10

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

心筋炎 γ 4

22143 36歳 男性
2021/09/13
2021/09/15
2021/09/27

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

22141 21歳 女性
2021/10/08
2021/10/08

未記入
未記入

軽快
軽快

アナフィラキシーショッ
ク

γ 4

22137 43歳 男性

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

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

- - - -

22133 22歳 男性 2021/10/18 未記入 軽快 - - - -

22127 18歳 女性

2021/10/04
2021/10/04
2021/10/04
2021/10/08

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/08/20 41 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
強膜炎（強膜炎）
発熱（発熱）
頭痛（頭痛）

2021/09/17 13 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
強膜炎（強膜炎）
発熱（発熱）
頭痛（頭痛）

2021/10/15 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/10/03 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/10/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
転倒（転倒）
挫傷（挫傷）
外傷性出血（外傷性出血）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
転倒（転倒）
挫傷（挫傷）
外傷性出血（外傷性出血）

2021/10/16 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
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 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

2021/10/23 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005685 心筋炎（心筋炎）

2021/10/15 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788

心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
腋窩痛（腋窩痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289

心膜炎（心膜炎）
胸痛（胸痛）
腋窩痛（腋窩痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
発熱（発熱）

2021/09/07 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/06/04 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 性器出血（性器出血）
2021/07/02 -26 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 性器出血（性器出血）

22181 52歳 男性 2021/07/26

2021/08/13
2021/08/13
2021/09/07
2021/09/07
2021/08/13

18 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656

心肺停止（心肺停止|心停止）
意識消失（意識消失）
心停止後症候群（心停止後症候群）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）
苦悶感（苦悶感）

2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07
2021/09/07

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡

心停止
心肺停止
意識消失
呼吸不全
苦悶感
心停止後症候群

γ
γ
γ
γ
γ
γ

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（薬物性肝障害）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肝機能障害（薬物性肝障害）

22189 24歳 男性 2021/09/22 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 不明 心筋炎 γ 4

2021/09/29 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/10/27 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

22199 35歳 女性 2021/09/01
2021/09/24
2021/09/01

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666
心筋炎（心筋炎）
不整脈（不整脈）

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 4

2021/07/15 34 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656 ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
2021/08/12 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666 ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候

2021/10/09 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891

意識消失（意識消失）
多汗症（多汗症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
酸素飽和度異常（酸素飽和度低下）
胸水（胸水）
咳嗽（咳嗽）
肺陰影（肺陰影）
血圧上昇（血圧上昇）
血尿（血尿）
体重増加（体重増加）
肺浸潤（肺浸潤）
発熱（発熱）22205 31歳 男性

2021/10/12
2021/10/22
2021/10/11
2021/10/12
2021/10/17
2021/10/11
2021/10/11

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

- - - -

22200 58歳 男性 2021/08/18 未記入 軽快 - - - -

22191 31歳 男性 2021/10/27 2021/10/28 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22183 50歳代 男性 未記入 未記入 軽快 - - - -

22180 31歳 女性 2021/06/06 未記入 軽快 - - - -

22179 19歳 男性 2021/09/09 2021/09/14 回復 心筋炎 γ 4

22177 17歳 女性

2021/10/16
2021/10/16
2021/10/15
2021/10/17
2021/10/16

2021/10/22
2021/10/22
2021/10/22
2021/10/22
2021/10/22

回復
回復
回復
回復
回復

心膜炎 γ 3

22175 14歳 男性 2021/10/26 未記入 不明 心筋炎 γ 4

22171 14歳 男性
2021/10/19
2021/10/17

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎
心膜炎

γ
γ

4
4

22170 30歳代 男性
2021/10/07
2021/10/07
2021/10/07

2021/10/07
2021/10/07
2021/10/07

回復
回復
回復

- - - -

22169 18歳 男性
2021/10/05
2021/10/04

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 4

22167 19歳 男性 2021/10/20 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22164 22歳 男性
2021/10/11
2021/09/30
2021/09/30

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
不明

- - - -

22163 20歳 男性
2021/10/25 未記入 不明

心筋炎 γ 4
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699

意識消失（意識消失）
多汗症（多汗症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
酸素飽和度異常（酸素飽和度低下）
胸水（胸水）
咳嗽（咳嗽）
肺陰影（肺陰影）
血圧上昇（血圧上昇）
血尿（血尿）
体重増加（体重増加）
肺浸潤（肺浸潤）
発熱（発熱）

2021/09/27 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005288 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/10/25 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005839 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

2021/10/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701

筋力低下（筋力低下）
振戦（振戦）
片麻痺（片麻痺）
羞明（羞明）
散瞳（散瞳）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

筋力低下（筋力低下）
振戦（振戦）
片麻痺（片麻痺）
羞明（羞明）
散瞳（散瞳）

22217 22歳 男性 2021/09/25 2021/09/25 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699 意識消失（意識消失） 2021/09/25 回復 - - - -

2021/10/25 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）

2021/10/16 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 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 不明 意識消失（意識消失）
2021/10/04 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840 喘息発作（喘息）
2021/11/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840 喘息発作（喘息）
2021/11/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 意識障害（意識レベルの低下）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識レベルの低下）
2021/10/17 16 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

22233 32歳 男性 2021/10/09 2021/10/14 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2021/11/04 回復 心筋炎 γ 1

心筋炎は市中感染症などを契機として
発生することもあるため、ワクチンに
よる心筋炎なのか、ウイルス性心筋炎
含め、ワクチンとは無関係に発生した
のかを鑑別することは困難である。

2021/10/28 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/09/02 35 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005236 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/09/30 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/10/17 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/08/20 40 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
肝機能障害（肝機能異常）
心筋梗塞（心筋梗塞）
強膜炎（強膜炎）
頭痛（頭痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
皮膚剥脱（皮膚剥脱）
発熱（発熱）
成人多系統炎症性症候群(MIS-A)（成人
多系統炎症性症候群）
冠動脈瘤（冠動脈瘤）

2021/09/17 12 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

TTS（血小板減少症を伴う血栓症）
肝機能障害（肝機能異常）
心筋梗塞（心筋梗塞）
強膜炎（強膜炎）
頭痛（頭痛）
CRP値の異常（Ｃ－反応性蛋白増加）
皮膚剥脱（皮膚剥脱）
発熱（発熱）
成人多系統炎症性症候群(MIS-A)（成人
多系統炎症性症候群）
冠動脈瘤（冠動脈瘤）

22248 54歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 大脳静脈洞血栓症（大脳静脈洞血栓 未記入 不明 - - - -

22247 22歳 男性

2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/09/29
2021/11/05
2021/11/05

未記入
未記入
未記入
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
未回復
不明
不明

血小板減少症を伴う血栓
症

γ 4

血小板減少が新たに発症していること
を評価するための所見が得られていな
いことから、ブライトン分類を「4」
と評価いたしました。
血栓塞栓症に合致する臨床所見があり
ます。

22244 16歳 男性 2021/10/20 2021/10/24 回復 心筋炎 γ 4

22235 37歳 男性 2021/10/07 未記入 軽快 - - - -

22234 15歳 男性
2021/10/30
2021/10/28

未記入
未記入

不明
不明

心筋炎 γ 4

22231 22歳 女性 2021/11/02 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22229 29歳 女性 2021/11/03 未記入 軽快 - - - -

22227 28歳 女性 2021/11/01 未記入 軽快 - - - -

22226 49歳 女性 未記入 未記入 回復 - - - -

22218 15歳 女性
2021/10/26
2021/10/26

2021/10/31
2021/10/31

回復
回復

血小板減少症を伴う血栓
症

γ 4

血小板減少が新たに発症していること
を評価するための所見が得られていな
いことから、ブライトン分類を「4」
と評価いたしました。

22216 40歳

2021/10/31
2021/10/31
2021/10/31
2021/10/31
2021/10/31

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

22207 47歳 男性 未記入 2021/11/01 回復 - - - -

22205 31歳 男性
2021/10/11
2021/10/18
2021/10/13
2021/10/17
2021/10/11
2021/10/11

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

- - - -
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2021/10/13 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

四肢痛（四肢痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸障害）
咳嗽（咳嗽）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

四肢痛（四肢痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸障害）
咳嗽（咳嗽）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/10/10 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ショック（循環虚脱）
2021/11/07 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702 ショック（循環虚脱）

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識障害（意識変容状態）
血小板減少症（血小板減少症）
線溶亢進（線溶亢進）
凝固亢進（凝固亢進）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識障害（意識変容状態）
血小板減少症（血小板減少症）
線溶亢進（線溶亢進）
凝固亢進（凝固亢進）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脊髄炎（脊髄炎）
顔面神経麻痺（顔面麻痺）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脊髄炎（脊髄炎）
顔面神経麻痺（顔面麻痺）

22259 58歳 男性 2021/08/02 2021/08/11 9 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

未記入 軽快 ギラン・バレー症候群 γ 4

22263 23歳 女性 2021/08/18 2021/08/30 12 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（血小板減少性紫
斑病）

未記入 軽快 - - - -

22271 33歳 女性 2021/09/02 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

未記入 軽快 ギラン・バレー症候群 γ 4

2021/07/26 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

そう痒症（そう痒症）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

そう痒症（そう痒症）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

22282 24歳 男性 2021/10/08 2021/10/08 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693 失神（失神） 2021/10/08 回復 - - - -
22283 23歳 男性 2021/09/10 2021/09/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693 意識消失（意識消失） 2021/09/10 回復 - - - -
22285 23歳 男性 2021/10/09 2021/10/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788 意識消失（意識消失） 2021/10/09 回復 - - - -
22286 29歳 男性 2021/10/02 2021/10/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701 意識消失（意識消失） 2021/10/02 回復 - - - -

22287 12歳 女性 2021/10/03

2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788

血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
疼痛（疼痛）
感覚異常（感覚鈍麻）
挫傷（挫傷）

2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03
2021/10/03

回復
回復
回復
回復

- - - -

2021/09/21 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）
2021/10/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎）

22289 29歳 男性 2021/09/29 2021/09/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701 失神（失神） 2021/09/29 回復 - - - -

22290 29歳 男性 2021/10/08
2021/10/08
2021/10/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021/10/08
2021/10/08

回復
回復

- - - -

22292 87歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋梗塞（急性心筋梗塞） 未記入 軽快 - - - -

22294 22歳 男性 2021/10/20
2021/10/20
2021/10/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005839
けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）

2021/10/20
2021/10/20

回復
回復

- - - -

2021/11/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心膜炎（心膜炎）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心膜炎（心膜炎）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2021/09/18 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2021/10/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005891
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

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

2021/11/06 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）22312 17歳 男性

2021/11/06
2021/11/06

2021/11/16
2021/11/16

回復
回復

心筋炎 γ 2

22306 38歳 女性
2021/08/23
2021/08/27

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 1

心筋炎は自然発生することも知られて
いる疾患であるため、ワクチンによる
心筋炎なのか、ワクチンとは無関係に
発生した心筋炎なのかを鑑別すること
は困難である。

22299 31歳 女性 2021/10/16 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4

22297 17歳 男性
2021/11/05
2021/11/04
2021/11/04

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

心膜炎 γ 2

22288 28歳 男性 2021/10/20 2021/10/27 回復 心筋心膜炎 γ 4

22272 50歳 女性

2021/07/28
2021/07/28
2021/07/26
2021/07/26

未記入
未記入
未記入
未記入

回復
回復
回復
回復

- - - -

22253 54歳 女性
未記入
未記入

未記入
未記入

不明
軽快

- - - -

22252 72歳 男性

2021/06
2021/06
2021/06
2021/06
2021/06

未記入
未記入
未記入
未記入
2021

軽快
軽快
軽快
軽快
回復

- - - -

22251 26歳 男性 2021/11/10 2021/11/10 死亡 循環虚脱 γ

22249 57歳 女性

2021/10/13
2021/10/25
2021/10/22
2021/10
2021/10/22

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
不明

- - - -

29



$
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 不明
心筋炎（心筋炎）
発熱（発熱）

2021/10/23 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 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 不明
意識障害（意識変容状態）
転倒（転倒）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
意識障害（意識変容状態）
転倒（転倒）

2021/10/19 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）

2021/08/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心肺停止（心肺停止）
意識消失（意識消失）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心肺停止（心肺停止）
意識消失（意識消失）
発熱（発熱）

2021/06/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004221
リウマチ性多発筋痛（リウマチ性多発
筋痛）
筋肉痛（筋肉痛）

2021/07/18 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
リウマチ性多発筋痛（リウマチ性多発
筋痛）
筋肉痛（筋肉痛）

2021/10/28 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699
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 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）

22325 15歳 男性 2021/10/02

2021/10/03
2021/10/04
2021/10/04
2021/10/04

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005701

小児多系統炎症性症候群(MIS-C)（小児
多系統炎症性症候群）
頭痛（頭痛）
頚部痛（頚部痛）
口唇腫脹・口唇浮腫（口唇腫脹）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/08/27 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

脊髄炎（脊髄炎）
視神経炎（視神経炎）
肛門直腸障害（肛門直腸障害）
膀胱障害（膀胱障害）

2021/09/17 10 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

脊髄炎（脊髄炎）
視神経炎（視神経炎）
肛門直腸障害（肛門直腸障害）
膀胱障害（膀胱障害）

2021/07/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/10/06 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006278

心肺停止（心停止）
DIC（播種性血管内凝固）
甲状腺機能低下症（甲状腺機能低下
症）
横紋筋融解症（横紋筋融解症）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性
脳症）
胸水（胸水）
消化管穿孔（消化管穿孔）
椎間板突出（椎間板突出）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心肺停止（心停止）
DIC（播種性血管内凝固）
甲状腺機能低下症（甲状腺機能低下
症）
横紋筋融解症（横紋筋融解症）
低酸素性虚血性脳症（低酸素性虚血性
脳症）
胸水（胸水）
消化管穿孔（消化管穿孔）
椎間板突出（椎間板突出）

22349 35歳 男性 2021/07/27

2021/08/02
2021/07/27
2021/07/27
2021/07/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657

ＣＯＶＩＤ－１９肺炎（ＣＯＶＩＤ－
１９肺炎）
多汗症（多汗症）
振戦（振戦）
鼻漏（鼻漏）

2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23
2021/08/23

回復
回復
回復
回復

- - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 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 不明 意識消失（意識消失）

22351 33歳 男性 未記入 未記入 不明 - - - -

22343 39歳 男性

2021/11/07
2021/10/29
2021/10/18
2021/10/29
2021/11/07
2021/10/18
2021/11/15
2021/10/12
未記入

未記入
未記入
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
未回復
未回復

- - - -

22338 31歳 男性 2021/07/31 2021/08/20 回復 心筋炎 γ 4

22334 25歳 男性

2021/09/27
未記入
2021/10/25
2021/10/25

2021/11/05
2021/11/05
未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり

不明
不明

脊髄炎
視神経炎

γ
γ

22324 22歳 男性
2021/10/30
2021/10/30

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎
心膜炎

γ
γ

4
2

22323 69歳 女性
2021/06/20
2021/06/20

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22322 47歳 男性
2021/08/15
2021/08/15
2021/08/12

2021/08/15
2021/08/15
未記入

回復
回復
回復

- - - -

22319 25歳 男性
2021/10/23
2021/10/21

未記入
未記入

軽快
軽快

心筋炎 γ 2

22316 15歳 男性
2021/10/07
2021/10/07

2021/10/07
2021/10/07

回復
回復

- - - -

22313 22歳 男性 2021/10/25 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22312 17歳 男性
2021/11/06 2021/11/16 回復

心筋炎 γ 2
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2021/11/19 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326

意識障害（意識レベルの低下）
無力症（無力症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
低血糖（低血糖）
浮動性めまい（浮動性めまい）
蒼白（蒼白）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

意識障害（意識レベルの低下）
無力症（無力症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
低血糖（低血糖）
浮動性めまい（浮動性めまい）
蒼白（蒼白）

2021/09/05 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 喘息発作（喘息）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 喘息発作（喘息）

22360 28歳 女性 2021/07/18 2021/07/25 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識消失（意識消失） 未記入 不明 - - - -

22365 48歳 男性 2021/08/15

2021/09/01
2021/09/25
2021/09/25
2021/09/27
未記入

17 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）
DIC（播種性血管内凝固）
敗血症・菌血症（敗血症）
腎機能障害・腎不全（腎不全）
誤嚥性肺炎（誤嚥性肺炎）

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
回復

急性散在性脳脊髄炎 γ 4

2021/08/14 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 けいれん（痙攣発作）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 けいれん（痙攣発作）

22375 48歳 男性 2021/09/15 2021/09/16 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 神経痛性筋萎縮症（神経痛性筋萎縮 2021/11/02 後遺症あり 神経痛性筋萎縮症 γ
22378 19歳 男性 2021/08/28 2021/09/09 12 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005235 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

2021/10/29 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005839
脳出血（脳出血）
大脳静脈洞血栓症（大脳静脈洞血栓

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳出血（脳出血）
大脳静脈洞血栓症（大脳静脈洞血栓

2021/08/22 14 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

2021/09/19 -14 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

2021/06/22 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）
腎機能障害・腎不全（急性腎障害）

2021/07/20 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657
ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）
腎機能障害・腎不全（急性腎障害）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 甲状腺機能亢進症（甲状腺機能亢進

22394 69歳 女性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
器質化肺炎（器質化肺炎）
関節リウマチ（関節リウマチ）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/10/16 31 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702 心筋炎（心筋炎）

2021/11/13 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005702 心筋炎（心筋炎）

2021/07/28 35 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 顔面神経麻痺（顔面麻痺）
2021/09/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232 顔面神経麻痺（顔面麻痺）

22416 70歳 男性 2021/06/21 2021/06/29 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肺炎（肺炎） 未記入 不明 - - - -
2021/11/13 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎）

22420 48歳 男性 不明
未記入
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

塞栓性脳卒中（塞栓性脳卒中）
ＣＯＶＩＤ－１９肺炎（ＣＯＶＩＤ－
１９肺炎）
低酸素症（低酸素症）

未記入
未記入
未記入

後遺症あり
不明
不明

塞栓性脳卒中 γ

2021/10/22 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/03 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/09/17 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 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）
意識障害（意識変容状態）22433 51歳 男性

2021/10/17
未記入
未記入
2021/10/17
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

- - - -

22428 17歳 男性 2021/11/02 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

22422 16歳 男性 2021/10/24 未記入 軽快 心筋炎 γ 2

22418 17歳 男性 2021/11/16 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22415 47歳 男性 2021/09/01 未記入 未回復 - - - -

22411 22歳 男性 2021/11/16 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

心筋炎は市中感染症などを契機として
発生することもあるため、ワクチンに
よる心筋炎なのか、ウイルス性心筋炎
含め、ワクチンとは無関係に発生した
のかを鑑別することは困難である。

22393 82歳 女性 未記入 未記入 軽快 - - - -

22388 71歳 女性
2021/07/21
2021/08/31

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

22384 26歳 男性 2021/09/05 未記入 不明 ギラン・バレー症候群 γ 1

22381 50歳 男性
2021/11/05
2021/11/02

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

22367 62歳 男性 2021 未記入 回復 - - - -

22359 52歳 男性 2021/09/06 未記入 軽快 - - - -

22358 33歳 女性

2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19

2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19
2021/11/19

回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -
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2021/10/15 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 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）
意識障害（意識変容状態）

22435 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 不明 意識障害（意識レベルの低下） 未記入 軽快 - - - -

2021/07/09 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 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 不明
心膜炎（心膜炎）
心筋炎（心筋心膜炎）

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

22444 37歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 1
2021/10/16 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 脳炎・脳症（脳症|脳炎）
2021/11/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005292 脳炎・脳症（脳症|脳炎）

22447 82歳 男性 2022/01/22
2022/01/23
2022/01/23

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
誤嚥性肺炎（誤嚥性肺炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）

2022/01/23
2022/01/23

死亡
死亡

誤嚥性肺炎
呼吸不全

γ
γ

2022/01/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
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 不明
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 不明
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 不明
心筋炎（心筋炎）
心膜炎（心膜炎）
心筋損傷（心筋損傷）

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

22453 25歳 女性 2022/01/19
2022/01/19
2022/01/19
2022/01/19

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005693
咳嗽（咳嗽）
悪心・嘔吐（悪心）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

2022/01/19
2022/01/19
2022/01/19

回復
回復
回復

- - - -

22455 68歳 女性 2022/01/23
2022/01/24
未記入
2022/01/24

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840
心肺停止（心肺停止）
大動脈解離（大動脈解離）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）

2022/01/24
2022/01/24
2022/01/24

死亡
死亡
死亡

大動脈解離
心肺停止
呼吸困難

γ
γ
γ

2021/06/01 34 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
妊娠糖尿病（妊娠糖尿病）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）

2021/06/29 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
妊娠糖尿病（妊娠糖尿病）
皮疹・発疹・紅斑（発疹）

22461 21歳 男性 2021/07/07

2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07
2021/07/07
2021/07/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182

末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）
頭痛（頭痛）
血圧上昇（血圧上昇）
動悸（動悸）

2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09
2021/07/09

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

22465 77歳 女性 2022/01/31 2022/02/02 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279 溺死（溺死） 2022/02/02 死亡 溺死 γ

22467 90歳代 男性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
呼吸障害・呼吸不全（急性呼吸不全）
血小板減少症（血小板減少症）

未記入
未記入

不明
回復

- - - -

22468 55歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 血栓症（血栓症） 未記入 不明 - - - -
2021/07/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/08/04 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 壊死（壊死）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 壊死（壊死）

22474 53歳 女性 2022/02/03
2022/02/05
2022/02/04
2022/02/04

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005892
死亡（死亡）
心肺停止（心肺停止）
意識障害（意識レベルの低下）

2022/02/05
未記入
未記入

死亡
不明
不明

死亡 γ

22476 73歳 女性 2022/01/31 2022/01/31 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 不整脈（不整脈） 未記入 軽快 - - - -

2021/06/22 28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
咳嗽（咳嗽）
過敏症（過敏症）
感覚異常（感覚鈍麻）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）22477 19歳 女性

2021/07/20
2021/07/20
2021/07/20

2022/01/31
2022/01/31
2022/01/31

回復
回復
回復 アナフィラキシー反応 γ 4

22470 79歳 男性 未記入 未記入 不明 - - - -

22469 46歳 女性 2021/07 未記入 軽快 - - - -

22458 40歳 女性
2021/09/28
2021/07/05

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22451 20歳 女性
未記入
未記入
未記入

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

心筋炎
心膜炎

γ
γ

1
4

22449 71歳 男性 2022/01/16 未記入 不明 アナフィラキシー反応 γ 4

22445 32歳 女性 2021/11/13 2021/12/22 回復 - - - -

22439 20歳 男性
未記入
2021/07/28

未記入
2021/08/02

不明
回復

心筋心膜炎
心膜炎

γ
γ

1
2

22438 22歳 男性
2021/07/10
2021/07/10

2021/07/14
2021/07/14

回復
回復

アナフィラキシー様反応 γ 4

22433 51歳 男性
未記入
2021/10/17
2021/10/17
2021/10/17

未記入
未記入
2021/10/17
2021/10/17

未回復
未回復
回復
回復

- - - -
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2021/07/20 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002915

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
咳嗽（咳嗽）
過敏症（過敏症）
感覚異常（感覚鈍麻）
口腔咽頭不快感（口腔咽頭不快感）

22479 39歳 女性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心肺停止（心肺停止）
喘息発作（喘息）

未記入
未記入

後遺症あり
不明

心肺停止 γ

2021/10/16 30 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
虫垂炎（穿孔性虫垂炎）
腹部膿瘍（腹部膿瘍）

2021/11/13 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890
虫垂炎（穿孔性虫垂炎）
腹部膿瘍（腹部膿瘍）

2021/10/10 29 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
食欲減退（食欲減退）

2021/11/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890
頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
食欲減退（食欲減退）

22485 68歳 女性 2022/02/04 2022/02/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 2022/02/04 回復 - - - -

22487 42歳 男性 2022/02/07 2022/02/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000018A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

2022/02/07 回復
アナフィラキシーショッ
ク

γ 4

22493 72歳 男性 2022/02/13
2022/02/13
未記入

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
死亡（死亡）
狭心症（狭心症）

2022/02/13
未記入

死亡
不明

死亡 γ

22495 29歳 女性 2021/06/29
2021/07/03
2021/07/26

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/07/07 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003182 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/08/04 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004230 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

2021/09/10 54 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脊髄炎（脊髄炎）
筋力低下（筋力低下）
握力低下（握力低下）

2021/10/08 26 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005700
脊髄炎（脊髄炎）
筋力低下（筋力低下）
握力低下（握力低下）

22502 102歳 女性 2022/02/02

2022/02/04
2022/02/03
2022/02/03
2022/02/03

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326

過敏症（過敏症）
顔面浮腫（顔面浮腫）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
発熱（発熱）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

22503 82歳 女性 2022/02/02 2022/02/03 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326 肺炎（肺炎） 未記入 不明 - - - -
22504 92歳 女性 2022/02/02 2022/02/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脳血管発作（脳血管発作） 未記入 不明 - - - -

2021/09/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
2021/10/12 -28 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

22512 12歳 女性 2022/02/12 2022/02/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005839 意識障害（意識レベルの低下） 2022/02/12 回復 - - - -

22515 80歳 女性 2022/02/08

2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心肺停止（心停止）
無呼吸（無呼吸）
意識障害（意識レベルの低下）
肺水腫（肺水腫）
急性心不全（急性心不全）
溺水（溺水）

2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08
2022/02/08

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
死亡

無呼吸
心停止
急性心不全
意識レベルの低下
肺水腫
溺水

γ
γ
γ
γ
γ
γ

2021/07/09 196 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/08/06 168 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/05/31 235 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/28 207 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/10/24 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2021/05/28 241 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/25 213 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/07 231 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/05 203 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22533 68歳 女性 2022/02/13 2022/02/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000005A 不整脈（不整脈） 未記入 軽快 - - - -

22541 86歳 男性 2022/02/10
2022/02/18
2022/02/10

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000018A
死亡（死亡）
心不全（心不全）

2022/02/18
未記入

死亡
不明

死亡 γ
2/10から2/18の経過を知りたいところ
です。

22548 68歳 女性 2022/02/13 2022/02/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A 過換気（過換気） 2022/02/14 回復 - - - -

22549 48歳 男性 不明

未記入
未記入
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心肺停止（心停止）
心筋炎（心筋炎）
意識消失（意識消失）
房室ブロック（完全房室ブロック）

未記入
未記入
未記入
未記入

回復
回復
回復
回復

心筋炎 γ 1

22531 41歳 男性 2022/01/24 未記入 不明 - - - -

22530 36歳 男性 2022/01/24 未記入 不明 - - - -

22526 24歳 男性 2021/10/27 2021/11/09 回復 心筋炎 γ 4

22525 42歳 男性 2022/01/21 未記入 不明 - - - -

22520 46歳 男性 2022/01/21 2022/01/31 回復 - - - -

22511 50歳 男性 2021/09/14 2021/12/17 回復 - - - -

22499 43歳 女性
2021/11/03
2021/11/03
2021/11/03

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

22498 32歳 男性 2021/07/07 未記入 回復 - - - -

22484 13歳 女性
2021/11/08
2021/11/08
2021/11/08

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
不明

- - - -

22482 13歳 女性
2021/11/15
2021/11/15

2021/12/10
2021/12/10

回復
回復

- - - -

22477 19歳 女性 2021/07/20
2021/07/20
2021/07/20

2022/01/31
2022/01/31
2022/01/31

回復
回復
回復

アナフィラキシー反応 γ 4
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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 不明

１型糖尿病（１型糖尿病）
頻脈（頻脈）
精神障害（精神的機能障害）
脱水（脱水）
糖尿病性ケトアシドーシス（糖尿病性
ケトアシドーシス）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

１型糖尿病（１型糖尿病）
頻脈（頻脈）
精神障害（精神的機能障害）
脱水（脱水）
糖尿病性ケトアシドーシス（糖尿病性
ケトアシドーシス）

22551 30歳 女性 2022/02/16 2022/02/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006343 意識消失（意識消失） 未記入 回復 - - - -

22554 64歳 女性 2022/02/16
2022/02/16
2022/02/16

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890
脳梗塞（脳梗塞）
脳血管発作（脳血管発作）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22558 76歳 男性 2022/02/07

2022/02/07
2022/02/07
2022/02/12
2022/02/10
2022/02/10
2022/02/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

食欲減退（食欲減退）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
尿閉（尿閉）
悪寒（悪寒）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）

2022/02/12
2022/02/12
2022/02/17
2022/02/12
2022/02/12
2022/02/12

回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

2022/02 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脊髄炎（脳脊髄炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脊髄炎（脳脊髄炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脊髄炎（脳脊髄炎）

22560 89歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脳炎・脳症（脳幹脳炎） 未記入 不明 - - - -
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）
2021/10/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心膜炎（心膜炎）

22583 59歳 男性 2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279
低酸素症（低酸素症）
傾眠（傾眠）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22587 65歳 女性 2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279
胸部不快感（胸部不快感）
血圧上昇（高血圧）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22589 35歳 女性 2022/02/18

2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18
2022/02/18

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005840

そう痒症（そう痒症）
腹痛（腹痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
発声障害（発声障害）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
眼瞼浮腫（眼瞼浮腫）
異常感（異常感）

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

- - - -

22590 30歳 女性 2022/02/11 2022/02/13 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279 心膜炎（心膜炎） 未記入 軽快 心膜炎 γ 2
22593 81歳 男性 2022/02/10 2022/02/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 横紋筋融解症（横紋筋融解症） 2022/02/25 回復 - - - -

2021/10/24 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

22598 70歳 男性 2022/02/03
2022/02/05
2022/02/05
2022/02/05

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786
心肺停止（心肺停止|心停止）
冠動脈閉塞（冠動脈閉塞）
冠動脈狭窄（冠動脈狭窄）

未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復

- - - -

22600 52歳 女性 2022/02/27
2022/02/27
2022/02/27
2022/02/27

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786
血圧上昇（血圧上昇）
感覚異常（感覚鈍麻）
筋力低下（筋力低下）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

22608 50歳 女性 2022/01/26

2022/01/27
2022/01/27
2022/01/27
2022/01/26

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277

顔面神経麻痺（顔面麻痺）
意識障害（意識レベルの低下）
てんかん（部分発作|てんかん）
発熱（発熱）

2022/01/28
2022/01/28
2022/01/28
2022/01/28

回復
回復
回復
回復

- - - -

22609 78歳 男性 2022/02/10

2022/02/16
2022/02/16
2022/02/16
2022/02/11

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

間質性肺炎（間質性肺疾患）
低酸素症（低酸素症）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
食欲減退（食欲減退）

2022/02/25
2022/02/25
2022/02/25
2022/02/25

回復
回復
回復
回復

- - - -

22614 39歳 女性 2022/02/26

2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000028A

無力症（無力症）
振戦（振戦）
冷感（末梢冷感）
悪寒（悪寒）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管炎（血管炎）
発熱（発熱）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管炎（血管炎）
発熱（発熱）

22619 73歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

未記入 軽快 - - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 乾癬性関節症（乾癬性関節症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 乾癬性関節症（乾癬性関節症）

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
状態悪化（状態悪化）22628 84歳 男性

2021
2021

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22620 30歳 男性 未記入 未記入 軽快 - - - -

22615 80歳 男性
未記入
未記入

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22594 24歳 男性 2021/10/27 2021/11/26 回復 心筋炎 γ 2

22568 27歳 男性 2021/10/20 2021/12/16 回復 心膜炎 γ 2

22562 27歳 男性 未記入 未記入 軽快 心筋炎 γ 1

22559 66歳 女性 2022/02/18 未記入 不明 - - - -

22550 51歳 女性

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明
回復

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
状態悪化（状態悪化）

2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
急速進行性糸球体腎炎（急速進行性糸
球体腎炎）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
急速進行性糸球体腎炎（急速進行性糸
球体腎炎）

2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
状態悪化（状態悪化）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
状態悪化（状態悪化）

2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

22634 86歳 男性 2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006277
意識障害（意識変容状態）
浮動性めまい（浮動性めまい）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22643 73歳 男性 2022/02/21

2022/02/22
2022/02/22
2022/02/22
2022/02/22

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279

悪寒（悪寒）
記憶障害（記憶障害）
味覚障害（味覚障害）
発熱（発熱）

未記入
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01

不明
回復
回復
回復

- - - -

22645 72歳 男性 2022/02/20

2022/02/21
2022/02/21
2022/02/21
2022/02/21

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A

高カリウム血症（高カリウム血症）
運動障害（運動障害）
筋力低下（筋力低下）
発熱（発熱）

2022/02/24
2022/02/24
2022/02/24
2022/02/24

回復
回復
回復
回復

- - - -

22650 89歳 女性 2022/02/25

2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26
2022/02/26

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A

転倒（転倒）
記憶障害（記憶障害）
失禁（尿失禁）
接種部位紅斑（ワクチン接種部位紅
斑）
接種部位腫脹（ワクチン接種部位腫

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
2022/02/26

軽快
軽快
軽快
軽快
軽快
回復

- - - -

22653 74歳 女性 2022/02/17 2022/02/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005890 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 軽快 - - - -

22654 44歳 女性 2022/02/10
2022/02/21
2022/02/21

11 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A
肝機能障害（肝障害）
スチル病（スチル病）

未記入
未記入

回復
回復

- - - -

22660 88歳 女性 2022/02/17
2022/02/19
2022/02/19
2022/02/18

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788
胆管炎（胆管炎）
消化管出血（上部消化管出血）
吐血（吐血）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

22661 68歳 女性 2022/02/03

2022/02/04
2022/02/04
2022/02/04
2022/02/04

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005785

意識障害（意識変容状態）
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
転倒（転倒）
発熱（発熱）

2022/02/17
2022/02/17
2022/02/17
2022/02/17

回復
回復
回復
回復

- - - -

22664 49歳 女性 2022/03/03 2022/03/03 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006343
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

2021/09/23 27 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2022/02/16 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005788

慢性閉塞性肺疾患（COPD)（慢性閉塞性
肺疾患|慢性閉塞性肺疾患）
肺炎（肺炎）
心房細動（心房細動）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

慢性閉塞性肺疾患（COPD)（慢性閉塞性
肺疾患|慢性閉塞性肺疾患）
肺炎（肺炎）
心房細動（心房細動）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

慢性閉塞性肺疾患（COPD)（慢性閉塞性
肺疾患|慢性閉塞性肺疾患）
肺炎（肺炎）
心房細動（心房細動）

22677 88歳 女性 2022/03/05
2022/03/06
2022/03/06

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
運動障害（運動障害）
発熱（発熱）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22681 42歳 女性 2022/03/03
2022/03/03
2022/03/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786
血管迷走神経反射（失神寸前の状態）
異常感（異常感）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22687 89歳 女性 2022/02/17 2022/02/20 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005787 間質性肺炎（間質性肺疾患） 未記入 軽快 - - - -

22688 31歳 女性 2022/03/05
2022/03/05
2022/03/06
2022/03/05

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279
心膜炎（心膜炎）
感覚異常（感覚鈍麻）
リンパ節腫脹（リンパ節症）

2022/03/09
未記入
未記入

後遺症あり
未回復
不明

心膜炎 γ 4

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 神経痛性筋萎縮症（神経痛性筋萎縮
2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 神経痛性筋萎縮症（神経痛性筋萎縮

22691 85歳 女性 2022/02/10

2022/02/12
2022/02/12
2022/02/12
2022/02/12

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A

感覚異常（感覚障害）
肛門直腸障害（肛門直腸障害）
対麻痺（対麻痺）
膀胱障害（膀胱障害）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

2022/03/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

アナフィラキシーショッ

22690 75歳 男性 2021/08 未記入 軽快 - - - -

22673 68歳 男性
2022/02/17
2022/02/17
未記入

未記入
未記入
未記入

不明
軽快
軽快

- - - -

22667 29歳 男性 2021/10/20 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

22632 69歳 男性 2021 未記入 不明 - - - -

22631 71歳 女性
2021
2021

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22629 21歳 女性 未記入 未記入 軽快 - - - -

22628 84歳 男性
2021 未記入 不明

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
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 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

22699 80歳 女性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

急速進行性糸球体腎炎（急速進行性糸
球体腎炎）
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎（抗好
中球細胞質抗体陽性血管炎）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

22700 57歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脳梗塞（脳梗塞） 未記入 不明 - - - -

22701 50歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
可逆性脳血管収縮症候群（可逆性脳血
管収縮症候群）

未記入 不明 - - - -

22702 84歳 男性 2022/01/21 2022/01/22 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326 頭痛（頭痛） 未記入 不明 - - - -
22704 50歳 男性 2022/03/04 2022/03/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000018A 意識消失（意識消失） 2022/03/04 回復 - - - -

22708 50歳 女性 2022/03/07

2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000021A

昏睡（昏睡）
脳出血（脳出血）
くも膜下出血（くも膜下出血）
頭蓋内動脈瘤（頭蓋内動脈瘤）
無力症（無力症）
いびき呼吸（いびき呼吸）

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

- - - -

22711 81歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 封入体筋炎（封入体筋炎） 未記入 不明 - - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
群）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
群）

22716 58歳 女性 2022/03/04 2022/03/04 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006343 高血圧緊急症（高血圧緊急症） 未記入 回復 - - - -
22726 36歳 女性 2022/03/11 2022/03/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006278 意識障害（意識レベルの低下） 2022/03/11 回復 - - - -
22728 71歳 男性 2022/02/17 2022/02/18 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A けいれん（痙攣発作） 2022/02/18 回復 - - - -

22732 74歳 女性 2022/02/12
2022/02/12
2022/02/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
体重減少（体重減少）
失神（失神）

未記入
2022/02/13

未回復
回復

- - - -

22735 26歳 女性 2022/02/10
2022/02/13
2022/02/13
2022/02/12

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279
心筋炎（心筋炎）
胸痛（胸痛）
発熱（発熱）

2022/02/17
2022/02/17
2022/02/17

回復
回復
回復

心筋炎 γ 4

22737 71歳 女性 2022/02/28

2022/03/07
2022/03/07
2022/03/04
2022/03/04
2022/03/04
未記入
2022/03/07

4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

心肺停止（心肺停止）
意識消失（意識消失）
疼痛（疼痛）
内出血（内出血）
末梢腫脹（末梢腫脹）
骨折（骨折）
血液障害（血液障害）

2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
未記入
未記入

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
不明
不明

心肺停止
意識消失
疼痛
末梢腫脹
内出血

γ
γ
γ
γ
γ

3/7に近医を受診した理由は何でしょ
うか？
死後の採血データは参考になりませ
ん。
内出血、末梢腫脹、疼痛は死亡とは関
連しないと思います。

22742 18歳 男性 2022/03/02 2022/03/09 7 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋心膜炎） 未記入 軽快 心筋心膜炎 γ 4

2022/03/11 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心室細動（心室細動）
大動脈解離（大動脈解離）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心室細動（心室細動）
大動脈解離（大動脈解離）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心室細動（心室細動）
大動脈解離（大動脈解離）

22746 73歳 男性 2022/03/01

2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/01

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A

低酸素症（低酸素症）
起立性低血圧（起立性低血圧）
失禁（尿失禁）
発熱（発熱）

2022/03/02
2022/03/02
2022/03/02
2022/03/02

回復
回復
回復
回復

- - - -

22750 28歳 女性 2022/03/13 2022/03/13 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A 意識障害（意識レベルの低下） 未記入 軽快 - - - -

22752 男性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）
ミラー・フィッシャー症候群（ミ
ラー・フィッシャー症候群）

未記入
未記入

不明
不明

ギラン・バレー症候群 γ 4
症状、検査所見、経過すべての情報が
不足

22756 39歳 女性 2022/03/14
2022/03/14
2022/03/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000020A
疼痛又は運動障害等多様な症状（疼痛|
運動障害）
歩行障害（歩行障害）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

22759 64歳 男性 2022/02/12 2022/02/13 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患） 2022/03/16 回復 - - - -

22760 73歳 女性 2022/03/15
2022/03/18
2022/03/18
2022/03/18

3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000028A
死亡（死亡）
意識障害（意識レベルの低下）
脳梗塞（脳梗塞）

2022/03/18
未記入
未記入

死亡
不明
不明

死亡 γ
発熱、脱水に引き続いて発症した脳梗
塞による死亡が最も考えられます。

22762 78歳 男性 2022/03/11
2022/03/12
2022/03/12

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A
起立障害（起立障害）
発熱（発熱）

2022/03/16
2022/03/16

回復
回復

- - - -

22766 93歳 女性 2022/02/21 2022/02/24 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 肺炎（肺炎） 未記入 死亡 肺炎 γ あまりに情報が少なすぎます。

22770 98歳 男性 2022/02/28

2022/03/01
2022/03/02
2022/03/02
2022/03/02
2022/03/01

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279

出血性膀胱炎（出血性膀胱炎）
チアノーゼ（チアノーゼ）
血圧低下（血圧低下）
頻脈（頻脈）
発熱（発熱）

2022/03/14
未記入
未記入
未記入
未記入

後遺症あり
軽快
軽快
軽快
軽快

出血性膀胱炎 γ その後の経過が知りたいところです。

22774 60歳代 2022/03/15 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 不明 - - - -

22777 65歳 女性 2022/03/06 2022/03/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000008A 横紋筋融解症（横紋筋融解症） 2022/03/18 回復 - - - -
22780 39歳 女性 2022/03/14 2022/03/14 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000020A 関節炎（多発性関節炎） 未記入 未回復 - - - -

22743 64歳 男性
2022/03/14
2022/03/14

2022/03/14
2022/03/14

死亡
死亡

大動脈解離
心室細動

γ
γ

22712 69歳 男性
未記入
未記入

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22697 30歳 女性 未記入 未記入 不明
アナフィラキシーショッ
ク

γ 4
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22781 73歳 女性 2022/03/14

2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000005A

顔面神経麻痺（顔面麻痺）
末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）
振戦（振戦）

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

- - - -

22783 67歳 男性 2022/03/16 2022/03/17 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000211A 肝機能障害（肝機能異常） 未記入 未回復 - - - -

22787 72歳 女性 2022/02/12
2022/02/12
2022/02/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A
疼痛（疼痛）
倦怠感（倦怠感）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

22788 57歳 女性 2022/03/17 2022/03/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000005A 過敏症（１型過敏症） 未記入 軽快 - - - -
22790 73歳 男性 2022/02/23 2022/03/03 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患） 2022/03/17 回復 - - - -

22791 88歳 男性 2022/02/28
2022/03/01
2022/03/09

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786
起立障害（起立障害）
ラクナ梗塞（ラクナ梗塞）

未記入
未記入

未回復
不明

- - - -

22792 25歳 男性 2022/03/10 2022/03/11 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 不明 心筋炎 γ 4

2021/07/13 250 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003656

くも膜下出血（くも膜下出血）
心肺停止（心肺停止）
意識障害（意識レベルの低下）
散瞳（散瞳）

2021/08/16 216 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004497

くも膜下出血（くも膜下出血）
心肺停止（心肺停止）
意識障害（意識レベルの低下）
散瞳（散瞳）

2022/03/03 17 スパイクバックス筋注 モデルナ 000204A

くも膜下出血（くも膜下出血）
心肺停止（心肺停止）
意識障害（意識レベルの低下）
散瞳（散瞳）

22803 86歳 女性 2022/03/02

2022/03/10
2022/03/10
2022/03/04
2022/03/04
2022/03/05

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786

心肺停止（心肺停止）
意識障害（意識レベルの低下）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
心不全（心不全）
下血・血便（血便排泄）

2022/03/10
2022/03/10
2022/03/10
未記入
未記入

死亡
死亡
死亡
不明
不明

心肺停止
意識レベルの低下
呼吸困難

γ
γ
γ

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

22806 85歳 男性 2022/03/07 2022/03/08 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006327 呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難） 未記入 未回復 - - - -
22815 60歳 男性 2022/03/14 2022/03/15 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 脊髄炎（脊髄炎） 未記入 未回復 - - - -

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血栓症（血栓症）
昏睡（昏睡）
腎梗塞（腎梗塞）
脳幹梗塞（脳幹梗塞）
脳底動脈閉塞（脳底動脈閉塞）
視床梗塞（視床梗塞）
誤嚥性肺炎（誤嚥性肺炎）

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血栓症（血栓症）
昏睡（昏睡）
腎梗塞（腎梗塞）
脳幹梗塞（脳幹梗塞）
脳底動脈閉塞（脳底動脈閉塞）
視床梗塞（視床梗塞）
誤嚥性肺炎（誤嚥性肺炎）

22830 70歳 女性 2022/02/05
2022/02/06
2022/02/06

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A
意識障害（意識変容状態）
発熱（発熱）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22832 73歳 女性 2022/02/06 2022/02/08 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279 顔面神経麻痺（ベル麻痺） 2022/03/22 回復 - - - -

22833 59歳 女性 2022/03/12
2022/03/13
2022/03/13

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
動脈塞栓症（動脈塞栓症）
四肢静脈血栓症（四肢静脈血栓症）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22834 36歳 女性 2021/09/08
2021/09/16
2021/09/16
2021/09/16

8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
下痢・軟便（下痢）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

アナフィラキシー反応 γ 4

22835 22歳 女性 2022/03/25

2022/03/25
2022/03/25
2022/03/25
2022/03/25

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000020A

呼吸障害・呼吸不全（頻呼吸）
感覚異常（感覚鈍麻）
顔面腫脹（顔面腫脹）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

2021/08/02 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
月経異常（月経中間期出血）
重度月経出血（重度月経出血）
子宮内膜肥厚（子宮内膜肥厚）

2021/08/30 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
月経異常（月経中間期出血）
重度月経出血（重度月経出血）
子宮内膜肥厚（子宮内膜肥厚）

2022/03/18 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
月経異常（月経中間期出血）
重度月経出血（重度月経出血）
子宮内膜肥厚（子宮内膜肥厚）

22839 70歳 女性 2022/02/17 2022/02/19 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005786 急性膵炎（急性膵炎） 2022/05/31 回復 - - - -

22842 61歳 女性 2022/03/12

2022/03/14
2022/03/13
2022/03/13
2022/03/13
2022/03/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A

微小脳梗塞（微小脳梗塞）
無力症（無力症）
頭痛（頭痛）
転倒（転倒）
健忘（健忘）

2022/03/18
2022/03/18
2022/03/18
2022/03/18
2022/03/18

回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

22838 50歳 女性
2021/09/01
2021/09
2021/09/06

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

22827 79歳 女性

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
2021/07/21

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

死亡
不明
不明
不明
不明
不明
軽快

血栓症 γ
広範囲に血栓が発現しているが、接種
前の症例の背景と死亡時の情報が不明
である。

22804 18歳 男性 未記入 未記入 不明 心筋炎 γ 1

22794 52歳 男性

2022/03/20
2022/03/20
2022/03/20
2022/03/20

2022/03/25
未記入
未記入
未記入

死亡
不明
不明
不明

くも膜下出血 γ
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22849 80歳 女性 2022/02/15
2022/02/22
2022/02/22

7 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A
心肺停止（心肺停止）
大動脈解離（大動脈解離）

2022/02/22
2022/02/22

死亡
死亡

心肺停止
大動脈解離

γ
γ

既往歴を含む症例の背景に関する情報
がない

22852 20歳 男性 2022/03/17 2022/03/25 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
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
症状、検査所見、経過すべての情報が
不足

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

22856 63歳 男性 2021/05 2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 視神経炎（視神経炎） 未記入 軽快 - - - -
2021/06/15 330 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 腎機能障害・腎不全（腎機能障害）
2021/07/13 302 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180 腎機能障害・腎不全（腎機能障害）

22858 69歳 男性 2022/02/20 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 器質化肺炎（器質化肺炎） 未記入 不明 - - - -

22860 男性 2022/03
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
間質性肺炎（間質性肺疾患）
血栓症（血栓症）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 １型糖尿病（１型糖尿病）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 １型糖尿病（１型糖尿病）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
心原性ショック（心原性ショック）
房室ブロック（完全房室ブロック）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
心原性ショック（心原性ショック）
房室ブロック（完全房室ブロック）

2021/09/06 32 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 横静脈洞血栓症（横静脈洞血栓症）
2021/10/04 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 横静脈洞血栓症（横静脈洞血栓症）

22907 21歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 重症筋無力症（重症筋無力症） 未記入 軽快 - - - -

2021/06/03 239 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/01 211 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22922 24歳 男性 2022/04/07 2022/04/08 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2022/04/14 回復 心筋炎 γ 2

2021/06/03 232 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/01 204 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/03 234 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/01 206 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/03 233 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/01 205 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22939 23歳 女性 2022/04/12
2022/04/13
2022/04/12

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000267A
悪心・嘔吐（嘔吐|悪心）
発熱（発熱）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

22952 72歳 女性 2022/03/05 2022/03/06 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

2022/06/02 回復 ギラン・バレー症候群 γ 4
腱反射に関する情報がない。電気生理
学的検査ならび髄液検査に関する情報

22953 76歳 女性 2022/04/16 2022/04/18 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000220A 意識消失（意識消失） 未記入 未回復 - - - -
22958 75歳 女性 2022/03/24 2022/03 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 腸間膜動脈血栓症（腸間膜動脈血栓 未記入 不明 - - - -

2021/06/09 257 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/07 229 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/09 266 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/07 238 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22967 18歳 男性 2022/04/11
2022/04/12
2022/04/12

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000048A
幻視・幻聴・錯覚（幻視|錯覚|幻聴）
落ち着きのなさ（落ち着きのなさ）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

2021/06/14 268 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/12 240 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/16 262 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/14 234 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22974 57歳 女性 2022/04/01 2022/04/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 2022/04/26 回復 - - - -

2021/06/15 257 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/13 229 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/15 258 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/13 230 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/14 229 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）22978 49歳 男性 2022/01/29 2022/02/08 回復 - - - -

22977 30歳 男性 2022/02/28 2022/03/06 回復 - - - -

22976 34歳 男性 2022/02/27 未記入 不明 - - - -

22971 35歳 男性 2022/03/05 2022/03/13 回復 - - - -

22968 21歳 男性 2022/03/09 2022/03/18 回復 - - - -

22963 36歳 女性 2022/03/02 2022/03/11 回復 - - - -

22961 53歳 男性 2022/02/21 2022/03/02 後遺症あり ＣＯＶＩＤ－１９ γ
接種後の臨床経過に関する情報がな
い。

22932 43歳 男性 2022/01/22 2022/02/02 回復 - - - -

22931 47歳 男性 2022/01/23 2022/01/26 回復 - - - -

22923 34歳 男性 2022/01/21 2022/02/01 回復 - - - -

22921 38歳 男性 2022/01/28 2022/01/30 回復 - - - -

22898 42歳 女性 2021/10/08 2022/04/08 回復 - - - -

22889 60歳 女性
未記入
未記入
未記入

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

心筋炎 γ 1

22888 73歳 女性 未記入 未記入 軽快 - - - -

22857 39歳 男性 2022/05/11 未記入 不明 - - - -

22855 45歳 女性 未記入 未記入 軽快 心筋炎 γ 1
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2021/07/12 201 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22981 57歳 女性 2022/03/16

2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
未記入
2022/04/02

16 スパイクバックス筋注 モデルナ 000018A

ブドウ球菌性敗血症（ブドウ球菌性敗
血症）
関節膿瘍（関節膿瘍）
腰筋膿瘍（腰筋膿瘍）
敗血症性ショック（敗血症性ショッ
ク）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
不明
軽快

- - - -

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患）
2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患）
2022/03/06 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患）

2021/06/17 208 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 180 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/17 249 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 221 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/17 225 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 197 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/17 263 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 235 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

22994 65歳 男性 2022/04/25
2022/04/26
2022/04/26

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006278
死亡（死亡）
心肺停止（心肺停止）

2022/04/26
未記入

死亡
不明

死亡 γ
死亡原因の記載がない。僧帽弁置換術
後、心肥大の記載があるが、PT-INR
値・心肥大の程度・服薬情報がない。

2021/06/17 222 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 194 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23007 76歳 女性 2022/02/03
2022/02/03
2022/02/03

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005892
意識障害（意識レベルの低下）
悪心・嘔吐（嘔吐）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2021/06/30 199 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 171 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/28 213 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/26 185 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23014 88歳 女性 2022/02/02 2022/02/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005892 不整脈（不整脈） 未記入 軽快 - - - -

2021/06/17 217 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 189 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23019 38歳 男性 2022/04/19
2022/04/19
2022/04/19
2022/04/19

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000007A
悪心・嘔吐（悪心）
浮動性めまい（浮動性めまい）
発熱（発熱）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

23024 44歳 女性 2022/04/29
2022/04/29
2022/04/29
2022/04/29

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000013A
血圧上昇（血圧上昇）
動悸（動悸）
異常感（異常感）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

23026 57歳 女性 2022/04/29
2022/04/29
2022/04/29

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A
意識消失（意識消失）
てんかん（てんかん）

2022/04/29
2022/04/29

回復
回復

- - - -

23027 23歳 女性 2022/04/29 2022/04/29 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A 意識障害（意識レベルの低下） 2022/04/29 回復 - - - -

23028 20歳 女性 2022/04/29

2022/04/29
2022/04/29
2022/04/29
2022/04/29

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000025A

けいれん（痙攣発作）
意識消失（意識消失）
失神寸前の状態（失神寸前の状態）
転倒（転倒）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

23029 45歳 女性 2022/03/31
2022/04/20
2022/04/25
2022/04/11

11 スパイクバックス筋注 モデルナ 000026A
肝機能障害（肝障害）
肝脾腫（肝脾腫大）
心膜炎（心膜炎）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
軽快

心膜炎 γ 1

2021/06/01 238 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 210 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23031 28歳 男性 2022/01/25 2022/02/04 回復 - - - -

23015 43歳 男性 2022/01/20 2022/01/30 回復 - - - -

23013 34歳 男性 2022/01/27 2022/01/31 回復 - - - -

23008 24歳 男性 2022/01/15 2022/01/25 回復 - - - -

23001 34歳 男性 2022/01/25 2022/02/04 回復 - - - -

22991 22歳 男性 2022/03/07 2022/03/17 回復 - - - -

22990 31歳 男性 2022/01/28 2022/02/07 回復 - - - -

22989 35歳 男性 2022/02/21 2022/03/04 回復 - - - -

22988 34歳 男性 2022/01/11 2022/01/21 回復 - - - -

22985 71歳 男性 2022/03/08 2022/05/11 回復 - - - -

22978 49歳 男性 2022/01/29 2022/02/08 回復 - - - -
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23033 63歳 男性 2022/04/11

2022/04/12
2022/04/13
2022/05/06
2022/04/12
2022/04/12
2022/04/12
2022/04/13
2022/04/12

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

けいれん（痙攣発作）
多臓器不全（多臓器機能不全症候群）
敗血症・菌血症（敗血症）
てんかん重積（てんかん重積状態）
発熱（発熱）
意識障害（意識変容状態|意識レベルの
低下）
横紋筋融解症（横紋筋融解症）
血圧低下（低血圧）

2022/05/21
2022/05/21
2022/05/21
2022/05/21
未記入
未記入
未記入
未記入

死亡
死亡
死亡
死亡

未回復
不明
不明
不明

痙攣発作
多臓器機能不全症候群
敗血症
てんかん重積状態

γ
γ
γ
γ

症候性てんかんの既往がある方の痙攣
重積発作なので、ワクチン接種が関与
している可能性は低いとは考える。し
かし、最終痙攣発作がいつだったのか
は判断に必要である。たとえば最終発
作が接種直近であればワクチンの可能
性は極めて低いが、数年あるいは数十
年単位で発作が起きていないにも関わ
らず、今回明らかになった接種後の発
作が起きていれば、ワクチンが関連し
ている可能性は高くなる。また敗血症
については先行する感染兆候の有無
や、その他の身体所見の結果がない以
上、ワクチンとの関連の有無は評価で
きない。

2021/06/01 92 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 64 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2022/02/19 -171 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/04 264 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/02 236 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/08/21 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004229

感音性難聴（感音性難聴）
耳鳴（耳鳴）
難聴（難聴）
浮動性めまい（浮動性めまい）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004226

感音性難聴（感音性難聴）
耳鳴（耳鳴）
難聴（難聴）
浮動性めまい（浮動性めまい）

23045 45歳 女性 2022/04/30 2022/04/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
ショック）

未記入 軽快
アナフィラキシーショッ
ク

γ 4

血圧、脈などの情報がなく、アナフィ
ラキシーであるかどうか評価困難（皮
疹もなく迷走神経反射としても矛盾な
い経過である）

23046 20歳 男性 2022/04/09 2022/04/12 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000025A 心筋炎（心筋炎） 2022/05/26 回復 心筋炎 γ 1

2021/06/17 232 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 204 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23060 27歳 男性 2022/04/22 2022/04/25 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000020A 心筋炎（心筋炎） 2022/05/10 回復 心筋炎 γ 2
23066 27歳 女性 2022/05/09 2022/05/12 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 感音性難聴（感音性難聴） 未記入 不明 - - - -

23067 19歳 男性 2022/05/07 2022/05/08 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000243A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2022/05/13 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

皮膚症状はMajor基準を満たすもの
の、循環動態の破綻は明らかではな
く、呼吸器症状は喘鳴等の評価が不明
である。また、症状出現までに半日以
上の経過があり、亜急性発症であるに
してもその他病態除外診断の評価記載
がないため、評価不能です。

23068 37歳 女性 2022/04/29
2022/05/06
2022/05/06

7 スパイクバックス筋注 モデルナ 000236A
蜂巣炎（蜂巣炎）
末梢神経障害（末梢性ニューロパ

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2022/04/16 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000020A
心肺停止（心肺停止）
心不全（心不全）
心室細動（心室細動）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004232
心肺停止（心肺停止）
心不全（心不全）
心室細動（心室細動）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005289
心肺停止（心肺停止）
心不全（心不全）
心室細動（心室細動）

23070 37歳 男性 2022/04/06 2022/04/10 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2022/04/10 死亡 心筋炎 γ 1
23074 18歳 男性 2022/04/10 2022/04/13 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000008A 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4

2021/06/15 260 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/13 232 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/16 212 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/14 184 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23076 34歳 男性 2022/01/14 2022/02/01 回復 - - - -

23075 49歳 男性 2022/03/02 2022/03/12 回復 - - - -

23069 47歳 男性
2022/04/18
2022/04/18
2022/04/18

2022/04/18
2022/04/18
未記入

死亡
死亡
不明

心不全
心肺停止

γ
γ

23054 22歳 男性 2022/02/04 2022/02/14 回復 - - - -

23042 38歳 女性

2021/08/23
2021/08/22
2021/08/22
2021/08/22

未記入
未記入
未記入
2022/06/18

不明
軽快
軽快
回復

- - - -

23039 40歳 男性 2022/02/23 2022/03/04 回復 - - - -

23038 40歳 男性 2021/09/01 2021/09/11 回復 - - - -
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23077 55歳 女性 2022/04/12 2022/04/14 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000012A 顔面神経麻痺（顔面麻痺） 未記入 後遺症あり 顔面麻痺 γ 顔面麻痺の診断に関する情報がない

23078 71歳 女性 2022/03/05

2022/03/16
2022/03/16
2022/03
2022/03/16

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A

脳炎・脳症（脳症|脳炎）
ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
群）
全身性エリテマトーデス（全身性エリ
テマトーデス）

2022/05/12
2022/05/12
2022/05/12
2022/05/12

後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり

脳炎
脳症
ネフローゼ症候群
全身性エリテマトーデス
認知障害

γ
γ
γ
γ
γ

23079 78歳 女性 2022/03/16 2022/04 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 間質性肺炎（間質性肺疾患） 未記入 未回復 - - - -
2021/08/30 255 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005240 意識消失（意識消失）
2021/09/27 227 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005699 意識消失（意識消失）
2022/05/12 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000277A 意識消失（意識消失）

23081 67歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮下出血（皮下出血） 未記入 不明 - - - -

2021/06/10 249 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/08 221 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/10 264 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/08 236 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/14 221 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/12 193 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23086 76歳 女性 2022/03/04 2022/03/10 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 000028A
ギラン・バレ症候群（ギラン・バレー
症候群）

未記入 軽快 ギラン・バレー症候群 γ 1

2021/06/03 234 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/01 206 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/16 243 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/14 215 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23092 70歳 男性 2022/05/18 2022/05/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000224A 心原性心停止（心臓死） 2022/05/19 死亡 心臓死 γ
23093 72歳 女性 2022/02/02 2022/03 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 感音性難聴（感音性難聴） 未記入 未回復 - - - -

2021/06/22 202 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/20 174 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23095 43歳 女性 2022/04/30 2022/04/30 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000262A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2022/05/01 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

2022/03/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
４型過敏症（４型過敏症）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
４型過敏症（４型過敏症）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）
４型過敏症（４型過敏症）

2021/06/29 199 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/07/27 171 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/06/29 197 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/27 169 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 206 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/27 178 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 249 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/27 221 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 237 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/27 209 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/29 244 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/07/27 216 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

23110 37歳 男性 2022/02/28 未記入 不明 - - - -

23107 43歳 男性 2022/02/21 2022/03/03 回復 - - - -

23106 24歳 男性 2022/03/05 2022/03/16 回復 - - - -

23103 22歳 男性 2022/01/21 2022/01/31 回復 - - - -

23102 42歳 男性 2022/01/12 2022/01/22 回復 - - - -

23101 20歳 男性 2022/01/14 未記入 不明 - - - -

23097 49歳 女性
2022/03/01
2022/03/01

2022/03/15
2022/03/15

回復
回復

アナフィラキシー反応 γ 4

23094 27歳 男性 2022/01/10 2022/01/20 回復 - - - -

23088 50歳 男性 2022/02/14 2022/02/25 回復 - - - -

23087 44歳 男性 2022/01/23 2022/01/26 回復 - - - -

23085 40歳 男性 2022/01/21 未記入 不明 - - - -

23084 46歳 男性 2022/03/01 2022/03/11 回復 - - - -

23083 40歳 男性 2022/02/14 未記入 不明 - - - -

23080 42歳 男性 2022/05/12 2022/05/12 回復 - - - -
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2021/06/30 248 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 220 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23112 62歳 男性 2022/03/16 2022/03/24 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 000024A 脳炎・脳症（脳炎） 未記入 未回復 - - - -
23113 51歳 男性 2022/03/19 2022/04/02 14 スパイクバックス筋注 モデルナ 000028A 脳炎・脳症（脳炎） 未記入 未回復 - - - -

2021/06/30 208 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 180 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/30 202 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 174 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23120 30歳 男性 2022/05/19 2022/05/21 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 顔面神経麻痺（顔面麻痺） 未記入 未回復 - - - -

23121 22歳 女性 2022/04/22
2022/04/22
2022/04/22
2022/04/22

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000007A

アナフィラキシー（アナフィラキシー
様反応）
過敏症（過敏症）
過換気（過換気）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

アナフィラキシー様反応 γ 4

23122 53歳 男性 2022/05/17 2022/05/17 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000006A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2022/05/18 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

呼吸困難と消化器症状あるが、皮膚症
状及び循環器症状なし。血圧の記載
（100－140）も血圧低下があったのか
どうか不明で、情報が不足していると
判断する（過換気症候群などと鑑別つ
かず）。

2021/07/02 208 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/30 180 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/30 245 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 217 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/02 207 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/30 179 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23134 44歳 男性 2022/05/20 2022/05/21 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2022/05/27 回復 心筋炎 γ 4

2021/06/30 220 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 192 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002185
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/27 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識レベルの低下）
2022/05/13 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 000224A 意識障害（意識レベルの低下）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 意識障害（意識レベルの低下）

23139 48歳 女性 2022/04/13 2022/04/17 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 000220A
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
GBSと診断するための医学的所見、検
査結果の記載がないため、情報不足の
ために評価できないと判断しました。

2021/06/16 60 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/07/14 32 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/06/17 215 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/15 187 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23166 39歳 男性 2022/04/17 2022/04/25 8 スパイクバックス筋注 モデルナ 000214A 脳幹出血（脳幹出血） 未記入 後遺症あり 脳幹出血 γ 高血圧の情報不足

23171 22歳 男性 2022/05/28
2022/05/30
2022/05/29
2022/05/29

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
ショック（循環虚脱）
心室細動（心室細動）

2022/06/24
2022/06/24
2022/06/24

回復
回復
回復

心筋炎 γ 1

2021/11/01 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

多臓器不全（多臓器機能不全症候群）
肺炎（肺炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）
肺膿瘍（肺膿瘍）
脳梗塞（脳梗塞）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

多臓器不全（多臓器機能不全症候群）
肺炎（肺炎）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸不全）
下痢・軟便（下痢）
発熱（発熱）
肺膿瘍（肺膿瘍）
脳梗塞（脳梗塞）

23172 40歳 男性

2021/11/03
2021/11/03
2021/11/01
2021/11/01
2021/11/01
2021/11/07
未記入

2021/12/27
2021/12/27
2021/12/27
2021/12/27
2021/12/27
2021/12/27
未記入

死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
死亡
不明

下痢
肺膿瘍
多臓器機能不全症候群
肺炎
発熱
呼吸不全

γ
γ
γ
γ
γ
γ

23146 26歳 男性 2022/01/18 2022/01/26 回復 - - - -

23145 29歳 男性 2021/08/15 未記入 不明 - - - -

23137 19歳 男性 未記入 未記入 不明 - - - -

23136 25歳 男性 2022/02/05 2022/02/18 回復 - - - -

23128 25歳 男性 2022/01/25 2022/02/04 回復 - - - -

23126 37歳 男性 2022/03/02 2022/03/09 回復 - - - -

23124 39歳 男性 2022/01/26 2022/02/10 回復 - - - -

23116 23歳 男性 2022/01/18 2022/01/28 回復 - - - -

23115 21歳 男性 2022/01/24 2022/02/03 回復 - - - -

23111 40歳 男性 2022/03/05 2022/03/15 回復 - - - -
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2021/06/22 46 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 関節痛（関節痛）
2021/07/26 12 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653 関節痛（関節痛）

2021/05/26 246 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/23 218 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/05/26 95 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/23 67 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23187 79歳 女性 2022/02/12 2022/02/15 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005787 脊髄炎（脊髄炎） 2022/05/31 後遺症あり 脊髄炎 γ

視神経脊髄炎のような症状。昨今報告
されているワクチン接種後の症状とし
て矛盾はないが、確定診断のためには
神経内科学的な評価を重ねる必要があ
り、本評価とした。

23188 87歳 女性 2022/02/18 2022/02/19 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006343 過敏症（１型過敏症） 2022/03/14 回復 - - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

23190 62歳 男性 2022/03/28

2022/04/04
2022/04/02
2022/04/04
2022/04/02

5 スパイクバックス筋注 モデルナ 000009A

視神経炎（視神経炎）
動眼神経麻痺（第３脳神経麻痺）
トロサ・ハント症候群（トロサ・ハン
ト症候群）
視神経周囲炎（視神経周囲炎）

2022/05/16
2022/05/16
2022/05/16
2022/05/16

後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり

第３脳神経麻痺
視神経炎
トロサ・ハント症候群
視神経周囲炎

γ
γ
γ
γ

因果関係は否定できないに該当する副
反応とも考えられるが、回復・後遺症
ありの詳細な状態が不明。判断に悩み
ます。

23191 60歳 女性 2022/02/14

2022/02/14
2022/02/14
2022/02/14
2022/02/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000008A

意識障害（意識レベルの低下）
腹痛（腹痛）
倦怠感（倦怠感）
体調不良（体調不良）

未記入
未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快
軽快

- - - -

23192 18歳 男性 2022/06/04 2022/06/06 2 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

2021/07/13 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003653
フォークト・小柳・原田病（フォーク
ト・小柳・原田病）
難聴（両耳難聴）

2021/08/10 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004231
フォークト・小柳・原田病（フォーク
ト・小柳・原田病）
難聴（両耳難聴）

2022/03/31 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A
フォークト・小柳・原田病（フォーク
ト・小柳・原田病）
難聴（両耳難聴）

23194 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4
23195 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4
23196 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4
23197 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4
23198 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4
23199 30歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 甲状腺機能亢進症（バセドウ病） 未記入 不明 - - - -

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

23204 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 回復 心筋炎 γ 4

23205 64歳 男性 2022/03/25
2022/03/27
2022/03/27

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000126A
動脈閉塞性疾患（動脈閉塞性疾患）
無力症（無力症）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

23206 55歳 男性 2022/04/15
2022/04/16
2022/04/16
2022/04/16

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006279
顔面神経麻痺（顔面麻痺）
脳神経麻痺（多発性脳神経麻痺）
三叉神経障害（三叉神経障害）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

23207 70歳 女性 2022/03/10 2022/03/10 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000018A 関節痛（関節痛） 未記入 未回復 - - - -

2021/06/25 234 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 201 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

23210 45歳 男性 不明
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
肺塞栓症（肺塞栓症）
頚静脈血栓症（頚静脈血栓症）

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）
2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）23214 24歳 男性 2021 2021 回復 免疫性心筋炎 γ 1

23213 20歳 男性 未記入 未記入 不明 心筋炎 γ 1

23212 24歳 男性 2021 2021 回復 免疫性心筋炎 γ 1

23211 19歳 男性 2021 未記入 回復 免疫性心筋炎 γ 1

23209 29歳 男性 未記入 未記入 不明 心筋炎 γ 1

23208 49歳 男性 2022/02/14 2022/02/20 回復 - - - -

23203 21歳 男性 未記入 未記入 回復 心筋炎 γ 1

23202 27歳 男性 未記入 未記入 回復 心筋心膜炎 γ 1

23201 22歳 男性 未記入 未記入 回復 心筋炎 γ 1

23200 64歳 男性 未記入 未記入 回復 心膜炎 γ 1

23193 19歳 男性
2022/04/07
2022/04

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

23189 34歳 女性 未記入 未記入 回復 - - - -

23186 41歳 男性 2021/08/29 未記入 不明 - - - -

23185 35歳 男性 2022/01/27 未記入 不明 - - - -

23176 60歳 女性 2021/08/07 未記入 軽快 - - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 免疫性心筋炎（免疫性心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 不明 心筋炎（心筋炎）

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/18 242 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/16 214 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23218 66歳 女性 2022/02/05
2022/02/06
2022/02/06
2022/02/06

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
脳炎・脳症（脳炎）
筋痙縮（筋痙縮）
異常行動（異常行動）

未記入
未記入
未記入

軽快
軽快
軽快

- - - -

23219 52歳 男性 2022/06/11 2022/06/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000220A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 4
臓器症状に関する詳述がないため、評
価不能です。

23220 18歳 男性 2022/05/28 2022/05/31 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 4
23221 55歳 女性 2021/09/12 2021/09/24 12 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心不全（心不全） 2021/10/07 回復 - - - -
23222 24歳 女性 2022/06/09 2022/06/09 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000127A 皮膚粘膜眼症候群（皮膚粘膜眼症候 未記入 不明 - - - -

2022/05/21 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000241A 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3004666 心筋炎（心筋炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005692 心筋炎（心筋炎）

2021/06/08 271 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/06 243 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/05/26 276 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/23 248 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/11 330 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/09 302 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23227 70歳 女性 2022/02/24
2022/04/25
2022/03

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006343
腎機能障害・腎不全（腎機能障害）[*]
天疱瘡（天疱瘡）

未記入
未記入

不明
軽快

- - - -

2021/05/26 88 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/06/23 60 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23229 20歳 男性 2022/04/09 2022/04/13 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 2022/04/18 回復 心筋炎 γ 4

23230 22歳 女性 2022/05/10

2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000012A

蕁麻疹（蕁麻疹）
腹痛（腹痛）
呼吸障害・呼吸不全（呼吸困難）
悪心・嘔吐（悪心）
皮疹・発疹・紅斑（紅斑）
潮紅（潮紅）

2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10
2022/05/10

回復
回復
回復
回復
回復
回復

- - - -

23231 41歳 男性 2022/04/24 2022/04/27 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000278A 心膜炎（心膜炎） 2022/04/28 回復 心膜炎 γ 2
2021/07/15 92 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心房細動（心房細動）
2021/08/18 58 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心房細動（心房細動）

23233 25歳 女性 2022/02/18 2022/02 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
急性散在性脳脊髄炎(ＡＤＥＭ)（急性
散在性脳脊髄炎）

2022/04/28 後遺症あり 急性散在性脳脊髄炎 γ 4

23234 56歳 女性 2022/05/26
2022/05/30
2022/05/27
2022/05/27

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000025A
食欲減退（食欲減退）
横紋筋融解症（横紋筋融解症）
筋力低下（筋力低下）

未記入
2022/06/14
2022/06/14

不明
回復
回復

- - - -

23235 48歳 男性 2022/05/21
2022/05/22
2022/05/22

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000282A
失神（失神）
脳出血（脳出血）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

23236 64歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

未記入 不明 - - - -

23237 78歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）

未記入 不明 - - - -

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管炎（血管炎）
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
冠動脈瘤（冠動脈瘤）

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
血管炎（血管炎）
心筋梗塞（急性心筋梗塞）
冠動脈瘤（冠動脈瘤）

23239 50歳代 女性 2022/03/11 2022/03/11 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 関節痛（関節痛） 未記入 未回復 - - - -

2021/06/28 65 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180

頭痛（頭痛）
血圧上昇（高血圧）
浮動性めまい（浮動性めまい）
倦怠感（倦怠感）23240 50歳 男性

2021/09/01
2021/09/01
2021/09/01

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

23238 22歳 男性
2021
2021
2021

未記入
未記入
未記入

不明
不明
軽快

- - - -

23232 53歳 男性 2021/10/15 未記入 軽快 - - - -

23228 54歳 男性 2021/08/22 2021/09/04 回復 - - - -

23226 22歳 男性 2022/05/07 未記入 不明 - - - -

23225 49歳 男性 2022/02/26 2022/03/09 回復 - - - -

23224 33歳 男性 2022/03/06 2022/03/14 回復 - - - -

23223 27歳 男性 2022/05/24 2022/06/11 回復 心筋炎 γ 4

23217 53歳 男性 2022/02/15 未記入 不明 - - - -

23216 女性 2022/01 未記入 回復 - - - -

23215 19歳 男性 未記入 未記入 不明 心筋炎 γ 1

23214 24歳 男性 2021 2021 回復 免疫性心筋炎 γ 1
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2021/07/26 37 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180

頭痛（頭痛）
血圧上昇（高血圧）
浮動性めまい（浮動性めまい）
倦怠感（倦怠感）

2021/06/07 178 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

2021/07/05 150 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002180
ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性（ＳＡ
ＲＳ－ＣｏＶ－２検査陽性）

23242 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 皮下出血（皮下出血） 未記入 不明 - - - -

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

失神（失神）
帯状疱疹（帯状疱疹）
房室ブロック（完全房室ブロック）
リンパ球数減少（リンパ球数減少）

2021/09 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

失神（失神）
帯状疱疹（帯状疱疹）
房室ブロック（完全房室ブロック）
リンパ球数減少（リンパ球数減少）

2021/06/24 222 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

2021/07/28 188 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002181
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

23245 71歳 男性 2022/03/06
2022/05/28
2022/06/02
2022/06/02

83 スパイクバックス筋注 モデルナ 000001A
無菌性髄膜炎（無菌性髄膜炎）
Ramsay Hunt症候群（耳帯状疱疹）
口腔カンジダ症（口腔カンジダ症）

2022/06/15
2022/06/15
未記入

後遺症あり
後遺症あり

軽快

無菌性髄膜炎
耳帯状疱疹

γ
γ

ワクチン接種から約3か月後の発症
で、この間の臨床情報がない。

23246 女性 2022/03/23 2022/03/24 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 片麻痺（片麻痺） 未記入 未回復 - - - -

23247 60歳 女性 不明

未記入
未記入
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

くも膜下出血（くも膜下出血）
椎骨動脈瘤（椎骨動脈瘤）
心筋症（心筋症）
胸水（胸水）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
軽快
軽快

- - - -

23248 79歳 男性 2022/02/10
2022/02/11
2022/02/11

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000026A
死亡（死亡）
心肺停止（心肺停止）

2022/02/11
未記入

死亡
不明

死亡 γ 心肺停止時の情報がない。

23249 80歳 男性 2022/02 2022/02 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 大動脈瘤（大動脈瘤） 2022/02 死亡 大動脈瘤 γ
大動脈瘤及び死亡時の状況に関する情
報がない

2022/02/16 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000028A 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002540 末梢神経障害（末梢性ニューロパ
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3003657 末梢神経障害（末梢性ニューロパ

23251 68歳 男性 2022/02/19

2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20
2022/02/20

1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000005A

脳梗塞（脳梗塞）
頚動脈狭窄（頚動脈狭窄）
転倒（転倒）
脱水（脱水）
栄養障害（栄養補給障害）

未記入
未記入
未記入
未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり

軽快
軽快
軽快

脳梗塞
頚動脈狭窄

γ
γ

23252 61歳 女性 2022/03/23 2022/03/23 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 器質化肺炎（器質化肺炎） 未記入 未回復 - - - -
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 口蓋潰瘍（口蓋潰瘍）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 口蓋潰瘍（口蓋潰瘍）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
網膜動脈閉塞症（網膜動脈閉塞）
網膜静脈閉塞（網膜静脈閉塞）

23255 36歳 女性 2022/03/18 2022/03/18 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000005A
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）

2022/03/20 回復 アナフィラキシー反応 γ 4

23256 65歳 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 副作用（副作用） 未記入 不明 - - - -
23257 37歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 未回復 心筋炎 γ 4

23258 31歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
好酸球数増加（好酸球増加と全身症状
を伴う薬物反応）

未記入 軽快 - - - -

23259 89歳 女性 不明
未記入
未記入
未記入

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

誤嚥性肺炎（誤嚥性肺炎）
シェーグレン症候群（シェーグレン症
候群）
筋炎・筋膜炎（筋炎）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
軽快

- - - -

23260 45歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 キャッスルマン病（キャッスルマン 未記入 不明 - - - -
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）

23262 62歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 尿細管間質性腎炎（尿細管間質性腎 未記入 軽快 - - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
SIADH（抗利尿ホルモン不適合分泌）
視神経脊髄炎（NMO）（視神経脊髄炎ス
ペクトラム障害）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
SIADH（抗利尿ホルモン不適合分泌）
視神経脊髄炎（NMO）（視神経脊髄炎ス
ペクトラム障害）

23264 19歳 女性 2022/03/09 2022/03/12 3 スパイクバックス筋注 モデルナ 000021A 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -

23265 54歳 女性 2022/03/11

2022/03/13
未記入
2022/03/13
未記入

2 スパイクバックス筋注 モデルナ 000026A

疼痛（疼痛）
食欲減退（食欲減退）
異常感覚（異常感覚）
体重減少（体重減少）

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

- - - -

23263 75歳 男性
未記入
未記入

未記入
未記入

回復
回復

- - - -

23261 62歳 女性 未記入 未記入 不明 - - - -

23254 54歳 女性
未記入
未記入

未記入
未記入

不明
不明

- - - -

23253 58歳 女性 未記入 未記入 回復 - - - -

23250 48歳 男性 2022/02/16 未記入 軽快 - - - -

23244 48歳 男性 2022/02/01 未記入 不明 - - - -

23243 51歳 男性

2021/10/22
2021/10/22
2021/11/21
2021/10/22

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
未回復

- - - -

23241 49歳 男性 2021/12/02 未記入 不明 - - - -

23240 50歳 男性
2021/09/01
2021/09/01

未記入
未記入

不明
不明

- - - -
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不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
群）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

血小板減少性紫斑病（免疫性血小板減
少症）
ネフローゼ症候群（ネフローゼ症候
群）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 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 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 不明 重症筋無力症（重症筋無力症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 重症筋無力症（重症筋無力症）

23269 21歳 男性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心膜炎（心膜炎） 未記入 軽快 心膜炎 γ 2

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
右脚ブロック（右脚ブロック）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
心筋炎（心筋炎）
右脚ブロック（右脚ブロック）

23271 70歳代 男性 2021/06
2021
2021

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
尿細管間質性腎炎（尿細管間質性腎
炎）

未記入
未記入

軽快
軽快

- - - -

23272 79歳 女性 2022/02/09

2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07
2022/03/07

26 スパイクバックス筋注 モデルナ 000008A

顔面神経麻痺（顔面麻痺）
感覚異常（感覚鈍麻）
単麻痺（不全単麻痺）
異常感覚（異常感覚）

未記入
未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明
不明

- - - -

23273 41歳 女性 2022/03/05
2022/03
2022/03

不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006278
脱毛症（脱毛症）
振戦（振戦）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

23274 69歳 女性 2022/02/24 2022/02/25 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 多形紅斑（多形紅斑） 2022/04/07 回復 - - - -
23275 37歳 男性 2022/04/03 2022/04/08 5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005787 躁病（躁病） 未記入 軽快 - - - -
23276 62歳 男性 2022/03/23 2022/03/29 6 スパイクバックス筋注 モデルナ 000025A 無菌性髄膜炎（無菌性髄膜炎） 2022/03/29 死亡 無菌性髄膜炎 γ 症状経過の記載がない。

23277 30歳代 女性 不明 未記入 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
ビッカースタッフ脳幹脳炎（ビッカー
スタッフ型脳炎）

未記入 不明 - - - -

23278 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 不明 脱髄（脱髄） 未記入 不明 - - - -
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 視神経炎（視神経炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 視神経炎（視神経炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 視神経炎（視神経炎）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 視神経炎（視神経炎）

23281 44歳 男性 2022/06/24
2022/06/24
2022/06/24
2022/06/24

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000235A
挫傷（挫傷）
創傷（創傷）
意識消失（意識消失）

未記入
未記入
2022/06/24

不明
不明
回復

- - - -

23282 20歳 女性 2022/06/14
2022/06/14
2022/06/14
2022/06/14

0 スパイクバックス筋注 モデルナ 000235A
失神（失神）
失神寸前の状態（失神寸前の状態）
挫傷（挫傷）

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -

23283 64歳 女性 2022/03/20
2022/03/28
2022/03/28
2022/03/28

8 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
高カリウム血症（高カリウム血症）
低ナトリウム血症（低ナトリウム血
症）

2022/04/13
2022/04/13
2022/04/13

回復
回復
回復

- - - -

23284 79歳 男性 2022/04/06 2022/04/07 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 000198A 急性心不全（急性心不全） 未記入 不明 - - - -

23285 37歳 男性 2021/09/25
2021/09/30
2021/09/30

5 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005694
心房細動（心房細動）
抗リン脂質抗体陽性（抗リン脂質抗体
陽性）

未記入
未記入

未回復
未回復

- - - -

23286 25歳 男性 2022/06/20 2022/06/24 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 000236A 心筋炎（心筋炎） 2022/06/27 回復 心筋炎 γ 4
23287 49歳 女性 2022/05/20 2022/06/09 20 スパイクバックス筋注 モデルナ 000211A 肝機能障害（肝障害） 2022/06/21 回復 - - - -

23288 49歳 女性 2021/09/02 2021/09/02 0 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
末梢神経障害（末梢性ニューロパ
チー）

2022/06/27 後遺症あり 末梢性ニューロパチー γ
神経学的所見の記載に乏しいため判断
が困難と考えます。

2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ヘモグロビン尿（ヘモグロビン尿）
2021 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ヘモグロビン尿（ヘモグロビン尿）

23290 64歳 男性 2022/03/02

2022/04/08
2022/04/09
2022/04/09
未記入

37 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明

失神（失神）
心房細動（心房細動）
洞停止（洞停止）
心肺停止（心停止）

未記入
未記入
未記入
未記入

未回復
未回復
未回復
不明

- - - -

23291 60歳 男性 2022/02/23 2022/03 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 3006326 末梢神経障害（末梢性ニューロパ 未記入 未回復 - - - -

2021/07/11 349 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）[*]

2021/08/20 309 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
アナフィラキシー（アナフィラキシー
反応）[*]

2022/06/25 0 ヌバキソビッド筋注
ノババックス
／武田

NP001
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 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）

23294 76歳 男性 2022/01 2022/04 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 回復 - - - -

2021/06 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 不整脈（不整脈|不整脈）
2021/07 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 不整脈（不整脈|不整脈）
2022/01 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 不整脈（不整脈|不整脈）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）
不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 ＩｇＡ腎症（ＩｇＡ腎症）

23297 28歳 女性 2022/03/19 2022/03/20 1 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 心筋炎（心筋炎） 未記入 軽快 心筋炎 γ 4

23296 13歳 女性 未記入 未記入 軽快 - - - -

23295 70歳代 男性 2021/06 未記入 不明 - - - -

23293 16歳 男性 未記入 未記入 軽快 - - - -

23292 47歳 女性 2022/06/25 未記入 軽快 アナフィラキシー反応 γ 2

23289 29歳 男性 2021 未記入 不明 - - - -

23280 60歳 男性 未記入 未記入 不明 - - - -

23279 72歳 女性 未記入 未記入 不明 - - - -

23270 21歳 男性
2021
未記入

未記入
未記入

回復
回復

心筋炎 γ 4

23268 67歳 男性 未記入 未記入 軽快 - - - -

23267 19歳 男性 未記入 未記入 軽快 心筋炎 γ 2

23266 49歳 男性
未記入
未記入
未記入

未記入
未記入
未記入

不明
不明
不明

- - - -
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23298 男性 2022/01/28 2022/05 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩ
Ｄ－１９）

未記入 回復 - - - -

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
亜急性甲状腺炎（亜急性甲状腺炎）
甲状腺中毒性周期性四肢麻痺（甲状腺
中毒性周期性四肢麻痺）

不明 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明
亜急性甲状腺炎（亜急性甲状腺炎）
甲状腺中毒性周期性四肢麻痺（甲状腺
中毒性周期性四肢麻痺）

2021/08 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 副鼻腔炎（蓄膿）
2021/09 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 副鼻腔炎（蓄膿）
2022/05 不明 スパイクバックス筋注 モデルナ 不明 副鼻腔炎（蓄膿）

2021/08/04 33 スパイクバックス筋注 モデルナ 3002539

頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）
関節痛（関節痛）
咳嗽（咳嗽）
便秘（便秘）
悪心・嘔吐（悪心）

2021/09/02 4 スパイクバックス筋注 モデルナ 3005239

頭痛（頭痛）
倦怠感（倦怠感）
発熱（発熱）
関節痛（関節痛）
咳嗽（咳嗽）
便秘（便秘）
悪心・嘔吐（悪心）

23301 33歳 女性

2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
2021/09/06
未記入
2021/09/06
未記入

2022/06/17
2022/06/17
2022/06/17
未記入
未記入
未記入
未記入

後遺症あり
後遺症あり
後遺症あり

不明
不明
不明
不明

頭痛
倦怠感
発熱

γ
γ
γ

接種後の情報不足

23300 37歳 男性 2022/05 未記入 不明 - - - -

23299 26歳 男性
未記入
未記入

未記入
未記入

回復
回復

- - - -

※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。

※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.23176が追加報告症例、No.23185～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。

※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、心筋心膜炎、心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎）
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