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グラクソ・スミスクライン株式会社提出資料 

 

サーバリックスの重篤な
1
疼痛に関連する副反応資料 

 

海外の発現状況 

 

2007 年 5 月 18 日にオーストラリアで初めて承認されて以来、2013 年 3 月 31 日までの全世界

における出荷数は約 3,884 万接種分でした。 

日本を除く全世界における製造販売後の報告から収集された重篤な副反応症例のうち、CRPS

の発現例は 5 例（報告率 10 万接種あたり 0.013 例）、CRPS を含まない接種側上肢に限局しない

広範囲にわたる重篤な疼痛を来した症例の発現は 57 例（報告率 10 万接種あたり 0.147 例）でし

た。 

これら 62 例の症例一覧は表に示すとおりです。また、62 例のうち転帰が回復あるいは軽快の

症例に関し、発現から転帰までの期間を図に示しました。 

 

図 発現から軽快・回復までの期間（海外） 
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発現から軽快・回復までの期間（日） 



No. 識別番号 国名 性別 年齢（代） 疼痛関連事象
（MedDRA PT）

接種から発現ま
での期間（日）

転帰 発現から転帰まで
の期間（日）

1 4-08030381 英国 女 10 複合性局所疼痛症候群 0 回復 8

四肢痛 0 回復 8

2 4-09082555 英国 女 10 関節炎 < 2ヵ月 回復 116

関節痛 < 2ヵ月 回復 116

3 4-09084779 英国 女 10 注射部位疼痛 0 軽快 不明

四肢痛 0 軽快 不明

4 4-09087213 英国 女 10 背部痛 0 不明 不明

5 - 英国 女 10 筋肉痛 < 1ヵ月 回復 < 2ヵ月

6 4-09089320 英国 女 10 複合性局所疼痛症候群 0 未回復 不明

7 4-09095138 英国 女 50 筋肉痛 0 軽快 不明

8 4-09097203 英国 女 10 複合性局所疼痛症候群 0 後遺症 不明

9 4-10040028 英国 女 10 背部痛 3 不明 不明

10 4-09116945 英国 女 10 疼痛 0 回復 不明

11 4-09124463 英国 女 10 背部痛 10 軽快 不明

12 4-09135613 英国 女 10 四肢痛 不明 回復 不明

13 4-10001451 英国 女 10 筋肉痛 0 回復 7

疼痛 0 回復 7

四肢痛 0 回復 7

14 4-10001003 英国 女 10 注射部位疼痛 1 回復 21

15 - 英国 女 10 関節痛 2 不明 不明

16 4-10040078 英国 女 10 関節痛 不明 不明 不明

関節痛 不明 不明 不明

背部痛 1 不明 不明

筋骨格痛 1 不明 不明

四肢痛 1 未回復 不明

骨盤痛 1 不明 不明

脊椎痛 1 不明 不明

17 4-10092040 英国 女 10 関節痛 < 2ヵ月 未回復 不明

関節痛 < 2ヵ月 未回復 不明

四肢痛 < 2ヵ月 回復 不明

四肢痛 < 2ヵ月 未回復 不明

18 4-10103992 英国 女 10 四肢痛 0 未回復 不明

19 4-10123046 英国 女 10 筋骨格痛 0 回復 6

四肢痛 0 回復 6

圧痛 0 未回復 不明

20 4-10156512 英国 女 10 鼡径部痛 不明 未回復 不明

21 - 英国 女 10 関節痛 < 1ヵ月 未回復 不明

22 4-11034319 英国 女 10 神経痛 < 1ヵ月 未回復 不明

疼痛 < 1ヵ月 未回復 不明

23 - 英国 女 10 筋肉痛 不明 不明 不明

24 4-11070118 英国 女 10 四肢痛 0 回復 4

25 4-11086129 英国 女 10 四肢痛 0 回復 1

26 4-11089151 英国 女 10 複合性局所疼痛症候群 不明 不明 不明

注射部位疼痛 不明 不明 不明

27 4-11139379 英国 女 10 背部痛 0 未回復 不明

28 4-11142377 英国 女 注射部位疼痛 1 回復 0

疼痛 1 回復 0

表　疼痛関連事象リスト（海外）



29 4-11173198 英国 女 10 関節痛 0 不明 不明

背部痛 0 回復 不明

30 4-12097272 英国 女 10 四肢痛 0 未回復 不明

31 4-11179295 英国 女 関節痛 0 回復 1

32 4-11183416 英国 女 10 複合性局所疼痛症候群 不明 未回復 不明

疼痛 10 回復 不明

33 4-12015687 英国 女 10 筋肉痛 0 回復 14

筋肉痛 0 回復 不明

疼痛 0 回復 不明

34 4-12128868 英国 不明 30 関節痛 0 回復 2

35 4-12128928 英国 女 10 四肢痛 0 回復 0

36 4-12175824 英国 女 関節痛 不明 未回復 不明

背部痛 不明 未回復 不明

四肢痛 不明 未回復 不明

37 4-12228439 英国 女 10 関節痛 不明 未回復 不明

四肢痛 不明 未回復 不明

38 4-09090555 イタリア 女 10 関節痛 1 回復 3

四肢痛 不明 回復 不明

39 - イタリア 女 10 筋肉痛 161 回復 7

40 4-10012257 イタリア 女 10 背部痛 0 軽快 不明

筋肉痛 0 軽快 不明

41 4-10035537 イタリア 女 10 四肢痛 14 軽快 不明

42 4-10034851 イタリア 女 10 四肢痛 11 軽快 不明

43 4-12067715 イタリア 女 10 四肢痛 0 回復 7

44 4-12067716 イタリア 女 10 関節痛 7 回復 5

筋肉痛 7 回復 5

45 4-12079601 イタリア 女 10 四肢痛 0 回復 7

46 4-10043397 スペイン 女 10 関節痛 1 未回復 不明

筋肉痛 1 未回復 不明

47 4-11195612 スペイン 女 10 頚部痛 0 回復 4

48 4-09130131 チェコ共和国 女 10 疼痛 < 1ヵ月 回復 不明

49 4-10142605 チェコ共和国 女 50 関節痛 5 回復 不明

背部痛 6 回復 不明

注射部位疼痛 1 回復 不明

50 4-09137396 ベルギー 女 40 注射部位疼痛 0 回復 不明

四肢痛 1 回復 不明

51 4-12201636 オランダ 女 10 注射部位疼痛 不明 回復 不明

52 4-12269306 デンマーク 男 40 疼痛 14 不明 不明

53 4-10090247 ドイツ 女 10 背部痛 0 軽快 不明

四肢痛 0 軽快 不明

54 4-10075194 米国 女 20 筋肉痛 0 回復 不明

55 4-09126938 オーストラリア 女 30 関節痛 不明 回復 不明

関節痛 不明 回復 不明

56 4-10007201 ケニア 女 成人 四肢痛 2 回復 不明

57 4-11138371 エクアドル 女 20 筋肉痛 < 1ヵ月 回復 不明

58 4-11002268 マレーシア 女 10 注射部位疼痛 0 回復 不明

59 4-12216812 マレーシア 女 20 注射部位疼痛 41 不明 不明

60 4-12091904 インド 女 30 四肢痛 0 未回復 不明

61 4-12118296 ベトナム 女 20 関節痛 1 軽快 不明

62 4-09106892 フィリピン 女 10 関節痛 不明 回復 不明



ＭＳＤ株式会社提出資料 

 

ガーダシル接種後の疼痛関連事象に関する資料 

 

海外の発現状況 

 

国際的な製造販売開始（2006 年 6 月）から 2013 年 3 月 31 日までの世界における推定出

荷数量は約 12,107 万回分で、同期間に収集された、重篤な「CRPS として報告された症例」

は 15 例、重篤な「接種側上肢に限局しない広範囲にわたる疼痛を来した症例」は 31 例（表）

でした。 

｢CRPS として報告された症例」15 例と「接種側上肢に限局しない広範囲にわたる疼痛を

来した症例」31 例を足した 46 例のうち、CRPS あるいは疼痛関連事象の転帰が「回復」及

び「軽快」であった 27 例について発現から転帰までの期間を図に示しました。 

 

図 発現から軽快・回復までの期間（海外） 
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発現から軽快・回復までの期間（月） 



表　CRPSとして報告された症例（海外）

番号 国名 性別 年齢（代）報告副作用名 副作用名（ＰＴ） 転帰
持続

日数
※1

発現まで

の日数
※2

併用医薬品
Ｓ：被疑薬
Ｃ：その他併用薬

合併症（ＣＣ）
既往歴（ＨＣ）

"URI symptoms" 上気道感染 不明

Chest pain/suspected reflux 胃食道逆流性疾患 不明

Reflex sympathetic dystrophy
複合性局所疼痛症候
群

未回復

Bell's palsy 第７脳神経麻痺 不明

bladder infections 膀胱炎 不明

irregular menses 不規則月経 不明

kidney infections 腎感染 不明

neuralgic pain 神経痛 不明

Reflex Sympathetic Dystrophy Syndrome
複合性局所疼痛症候
群

不明

severe migraine headaches 片頭痛 不明

allergies to watermelon 食物アレルギー 未回復

bruising 挫傷 未回復

cellulitis of leg 蜂巣炎 未回復

complex regional pain syndrome
複合性局所疼痛症候
群

未回復

dizziness 浮動性めまい 未回復

does not feel well 倦怠感 未回復

gingivostomatitis 口内炎 未回復

knee injury 関節損傷 未回復

limb swelling 末梢性浮腫 未回復

possible TMJ 顎関節症候群 未回復

pruritic disorder そう痒症 未回復

SOB 呼吸困難 未回復

stomach pain 上腹部痛 未回復

tachycardia 頻脈 未回復

tension headache 緊張性頭痛 未回復

viral illness ウイルス感染 未回復

weight loss 体重減少 未回復

4 アメリカ 女性 10 reflex sympathic dystrophy
複合性局所疼痛症候
群

軽快 － 53 日
meningococcal

ACYW conj vaccine

(dip toxoid)(S)

Chronic regional pain syndrome
複合性局所疼痛症候
群

軽快

difficulty breathing 呼吸困難 不明

Muscular atrophy 筋萎縮 軽快

strep infection (not specified) 感染 不明

Using walker for ambulation 歩行補助用具使用者 未回復

pain in her "shins" 骨痛 未回復

RSD (reflex sympathetic dystrophy)
複合性局所疼痛症候
群

未回復

swelling of the knees 関節腫脹 未回復

there are signs of clonus 間代 未回復

there are signs of tremor 振戦 未回復
weakness and spasticity in legs, to where she

could not walk/ demyelization of motor

neurons and is wheel chair bound/ diagnosed

with upper motor neuron syndrome,

運動ニューロン疾患 未回復

chronic low back pain 背部痛 不明
continual paralysis in the arm that received the

injection
単麻痺 未回復

inefective myositis 感染性筋炎 未回復

left-sided idiopathic brachial plexopathy 腕神経叢障害 未回復

possible reflex sympathetic dystrophy
複合性局所疼痛症候
群

不明

ulnar nerve entrapment at elbow 尺骨神経損傷 不明

ulnar nerve entrapment at elbow 神経圧迫 未回復

complex regional pain syndrome
複合性局所疼痛症候
群

軽快

hemiparesis 不全片麻痺 未回復

hypoaesthesia 感覚鈍麻 未回復

injection site reaction 注射部位反応 未回復

left sided arm and leg weakness 筋力低下 未回復

monoplegia 単麻痺 未回復

neck pain 頚部痛 未回復

paralysis 麻痺 軽快

ethinyl estradiol (+)

etonogestrel(C)

Anxiety (CC),

Depression (CC),

Essential tremor (CC),

Insomnia (CC), Knee

deformity (HC), Knee

operation (HC), Vocal

cord disorder (HC)

8
オーストラ
リア

女性 10 － 5 日

ethinyl estradiol (+)

levonorgestrel(C),

ranitidine(C)

Drug hypersensitivity

(CC), Intervertebral

disc protrusion (HC),

Polycystic ovaries (HC),

Sciatica (CC), Spinal

laminectomy(CC)

1 アメリカ 女性 10 － 15 日

Facial paresis (HC)

3 アメリカ 女性 10 － －

medroxyprogesterone

acetate(S),

meningococcal

ACYW conj vaccine

(dip toxoid) (C)

Abdominal pain upper

(HC), Abscess (HC),

Apicectomy (HC),

Appendicectomy (HC),

Asthma (CC), Bronchial

hyperreactivity (CC),

Chronic pigmented

purpura (HC), Chronic

sinusitis (CC), Croup

infectious (HC), Cyst

removal (HC), Drug

hypersensitivity (CC),

Dysmenorrhoea (HC),

Ear pain (HC),

Endometriosis (HC),

Eustachian tube

dysfunction (HC),

Fatigue (HC), Food

allergy (CC), Hair

follicle tumour benign

(HC), Head injury

(HC), Headache (HC),

Impetigo (HC),

Ingrowing nail (HC),

Laryngitis (HC),

Learning disability

(CC), Limb injury

(HC), Localised

infection (HC), Loss of

consciousness (HC),

Melanocytic naevus

(HC), Ovarian cyst

(CC), Paronychia (HC),

Rash pustular

2 アメリカ 女性 10 － 2 日

ethinyl estradiol (+)

norethindrone(C)
5 アメリカ 女性 10 － 2 日

Familial risk factor

(CC)

7 アメリカ 男性 10 － 46 日
Familial risk factor

(CC)

6 アメリカ 女性 10 － 32 日



女性 10 complex regional pain syndrome
複合性局所疼痛症候
群

回復

hemiparesis 不全片麻痺 回復

injection site pain 注射部位疼痛 回復

numbness 感覚鈍麻 回復

pain in extremity 四肢痛 回復

pain on movement 疼痛 回復

paraesthesia 錯感覚 回復

paralysis 麻痺 回復

skin temperature decrease 体温低下 回復

weakness of left arm 筋力低下 回復

10
オーストラ
リア

女性 10
Complex regional pain syndrome type 1

(CRPS-1)

複合性局所疼痛症候
群

軽快 － －

Intervertebral disc

protrusion (CC),

Polycystic ovaries (CC)

exanthema 発疹 回復

felt unwell 倦怠感 回復

increased sweating 多汗症 回復

nausea 悪心 回復

opthalmic herpes zoster 眼帯状疱疹 回復

peripheral circulatory disorder 末梢血管障害 回復
worsening of left knee disorder/morbus

sudeck

複合性局所疼痛症候
群

未回復

atopic eczema アトピー性皮膚炎 未回復

contact dermatitis 接触性皮膚炎 不明

exanthema 発疹 回復

feeling unwell 倦怠感 回復

globus feeling in pharynx 異物感 不明

herpes zoster ophthalmic 眼帯状疱疹 不明

itching そう痒症 不明

knee pain 関節痛 不明

nausea 悪心 回復

psychosomatic disease 心身症 不明

scabies ダニ皮膚炎 不明

sleep disorder 睡眠障害 不明

sudeck's atrophy
複合性局所疼痛症候
群

不明

sweating increased 多汗症 回復

tiredness 疲労 不明

Pain in arm 四肢痛 回復

numbness 感覚鈍麻 回復

reflex sympathetic dystrophy
複合性局所疼痛症候
群

未回復

dizziness 浮動性めまい 未回復

headache 頭痛 未回復

unsteady gait 歩行障害 未回復

asthenia 無力症 未回復

tiredness 疲労 未回復

sensation of heaviness 重感 未回復

14 フランス 女性 10 algodystrophy
複合性局所疼痛症候
群

未回復 － 26 日

Cold hand 末梢冷感 回復

pain 四肢痛 回復

purplish discolouration of hand 皮膚変色 回復

reflex sympathetic dystrophy-type reaction
複合性局所疼痛症候
群

回復

swelling 腫脹 回復

接種側上肢に限局しない広範囲にわたる疼痛を来した症例（海外）

番号 国名 性別 年齢（代）報告副作用名 副作用名（ＰＴ） 転帰
持続

日数※1

発現まで

の日数※2

併用医薬品
Ｓ：被疑薬
Ｃ：その他併用薬

合併症（ＣＣ）
既往歴（ＨＣ）

"safety spring plunger snapped back and

caused the patient pain"
医療機器合併症 不明

"safety spring plunger snapped back and

caused the patient pain"
疼痛 回復

Difficulty sleeping on her left arm 不眠症 回復

Left shoulder pain 筋骨格痛 回復

cannot sleep due to pain 不眠症 軽快 Papilloma viral

could not lift arm laterally
注射による四肢の運
動低下

軽快 infection (HC)

SEVERE SHOULDER PAIN 筋骨格痛 軽快

vaccine given to 35 year old
不適切な投与計画で
の薬剤の使用

不明

greatly decreased range of motion 関節可動域低下 回復 Urinary tract

head pulled over to affected side 頭部変形 回復 infection (CC)

neck is described as "crooked" and "off

center"/pulled over to affected side
頚変形 回復

severe neck pain/increased pain on same side

of neck
頚部痛 回復

site of injection was warm to touch 注射部位熱感 未回復

site of injection with signs of inflammation 注射部位炎症 未回復

spasms/spasms on same side of neck 筋痙縮 回復

stiffness on same side of neck 筋骨格硬直 回復

injection site lump 注射部位腫瘤 未回復 Hypersensitivity

shoulder pain 5 days after GARDASIL

vaccination
筋骨格痛 未回復 (CC)

5 アメリカ 女性 10 neck pain 頚部痛 回復 － 1 日

13 ドイツ 女性 10 － 181 日

Arthropathy(HC),

Immunisation (HC)

12 ドイツ 女性 10 － 43 日

11 ドイツ 女性 10 － 44 日

15
アイルラン

ド
女性 10 － 2 日

9
オーストラ
リア

－ 1 日
Asthma (CC), Chronic

fatigue syndrome (CC),

Food allergy (CC)

Asthma (CC)

2 アメリカ 女性 30 － 1 日

ethinyl estradiol (+)

norgestimate(C),

fexofenadine

hydrochloride (+)

pseudoephedrine

hydrochloride (C)

1 アメリカ 女性 10 － 1 日

hormonal

contraceptives

(unspecified)(C),

antimicrobial

(unspecified)(C),

sulfamethoxazole (+)

trimethoprim(C)

4 アメリカ 女性 10 － 6 日

3 アメリカ 女性 10 － 2 日



abasia 歩行不能 不明 Back injury

back pain 背部痛 不明 (HC), Back pain

contusion 挫傷 不明

(CC), Injection (HC),

Intervertebral disc

protrusion (CC),

Scoliosis (CC)

ecchymosis 斑状出血 不明

hypoaesthesia 感覚鈍麻 不明

monoplegia 単麻痺 不明

muscular weakness 筋力低下 不明

paraesthesia 錯感覚 不明

butt pain 筋骨格痛 未回復

could not walk 歩行不能 未回復

juvenile rheumatoid arthritis 若年性特発性関節炎 未回復

lower back pain 背部痛 未回復

pain in jaws 顎痛 未回復

pelvis pian 骨盤痛 未回復

activities of daily living impaired 日常生活動作障害者 不明

folic acid(C),

methotrexate(C),

lansoprazole(C),

etanercept(C),

Burning

back pain 背部痛 不明 tramadol sensation (HC)

fatigue 疲労 不明 hydrochloride(C)

sacroiliitis 仙腸骨炎 不明

"On her back for two months" 有害事象 回復

back pain 背部痛 未回復

dizziness 浮動性めまい 未回復

still have a lot of terrible migraine headaches 片頭痛 未回復

Oral thrush 口腔カンジダ症 回復 Fungal infection

RIB pain 筋骨格系胸痛 回復
(HC), Hypersensitivity

(CC)

sore throat 口腔咽頭痛 回復

Tracheal-esophageal thrush 食道カンジダ症 回復
Difficulty lifting the left arm/decreased range

of motions
運動性低下 不明 Drug

Pain in the shoulder/pain at the injection site 筋骨格痛 軽快 hypersensitivity

Vaccination given about 1/2 inch higher than

the deltoid, in the shoulder joint

不適切な部位への薬
剤投与

不明 (CC)

"impingment syndrome" 肩回旋筋腱板症候群 軽快

diphtheria toxoid (+)

pertussis acellular 5‐
component

Asthma (CC),

"partially dislocated shoulder left" 関節脱臼 軽快

vaccine (+) tetanus

toxoid(C),

albuterol(C),

mometasone

furoate(C),

acetaminophen(C),

Familial risk factor

(CC), Pain (CC),

Sinusitis (CC)

left scapular weakness 関節不安定 軽快

Left shoulder pain 筋骨格痛 軽快

scattered atrophic fibers 筋萎縮 不明

Anxiety 不安 回復

Chest pain 胸痛 回復

some chest wall tenderness to palpation 筋骨格系胸痛 回復

complex regional pain syndrome
複合性局所疼痛症候
群

軽快 Drug

hemiparesis 不全片麻痺 未回復

hypersensitivity (CC),

Intervertebral disc

protrusion (HC),

Polycystic ovaries (HC),

Sciatica (CC), Spinal

laminectomy (CC)

hypoaesthesia 感覚鈍麻 未回復

injection site reaction 注射部位反応 未回復

left sided arm and leg weakness 筋力低下 未回復

monoplegia 単麻痺 未回復

neck pain 頚部痛 未回復

paralysis 麻痺 軽快

painful muscle spasm in neck 筋骨格硬直 軽快

painful muscle spasm in neck 頚部痛 軽快

backaches 背部痛 回復 Non‐

labial swelling 性器浮腫 回復 consummation

rigors 悪寒 回復 (CC)

temperature 発熱 回復

vaginal ulceration 腟潰瘍 回復

back pain 背部痛 回復

blister 水疱 回復

pyrexia 発熱 回復

rash vesicular 小水疱性皮疹 回復

back pain 背部痛 回復

paralysis 麻痺 回復

excruciating pain 疼痛 未回復

paralysis of the legs 両麻痺 回復

paralysis of the legs 両麻痺 未回復

sever lower back pain 背部痛 回復

ethinyl estradiol (+)

levonorgestrel(C),

ranitidine(C)

14
オーストラ
リア

女性 10 － －

sertraline

hydrochloride(C)
15

オーストラ
リア

女性 10 － 3 日

16
オーストラ
リア

女性 10 － 4 日

17
オーストラ
リア

女性 10 － 3 日

hepatitis virus vaccine

(unspecified)(C)
6 アメリカ 女性 10 － 192 日

18

meningococcal

ACYW conj vaccine

(dip toxoid)(S)

8 アメリカ 女性 10 － 15 日

7 アメリカ 女性 10 － －

10 アメリカ 女性 20 － 2 日

9 アメリカ 女性 10 － －

11 アメリカ 女性 20 － 1 日

19
オーストラ
リア

12 アメリカ 女性 10 － 588 日

女性 10 － －

オーストラ
リア

女性 20 － －

13 アメリカ 男性 10 2 日 1 日



depression うつ病 不明 Hypersensitivity

facial paresis 顔面不全麻痺
回復したが
後遺症あり

(CC), Oestrogen

neck pain 頚部痛
回復したが
後遺症あり

therapy (HC)

patient was 44 years old when administered

GARDASIL
適応外使用 不明

sore throat 口腔咽頭痛
回復したが
後遺症あり

cervicalgia 頚部痛 未回復 Chlamydial

hypoaesthesia 感覚鈍麻 未回復

infection (HC), Iron

deficiency anaemia

(CC)
paraesthsia 錯感覚 未回復

Gallbladder disorder 胆嚢障害 不明 Decreased

Oesophagitis 食道炎 回復
appetite (CC), Weight

decreased (CC)

Pain in both shoulders 筋骨格痛 回復

absent reflex 反射消失 回復

lumbago 背部痛 回復

lumboischialgia 坐骨神経痛 回復

muscle weakness 筋力低下 回復

psychosomatic disease 心身症 回復

back pain 背部痛 不明 Immunisation

CONSCIOUSNESS DISTURBED 意識変容状態 不明 (CC)

EYES GAZE UPWARD 注視麻痺 不明

MOANING 呻吟 不明

RHYTHMIC TWITCHING 筋攣縮 不明

Snoring いびき 不明

TEMPORAL LOBE EPILEPSY 側頭葉てんかん 不明

cruralgia 坐骨神経痛 回復

fever 発熱 回復

leukocytosis 白血球増加症 回復

lumbar pain 背部痛 回復

micturition burning 排尿困難 回復

Asthenia 無力症 回復

Blood sedimentation increased 血沈亢進 回復

CRP increased Ｃ－反応性蛋白増加 回復

Localised erythema 紅斑 回復

Mobility decreased 運動性低下 回復

Shoulder pain 筋骨格痛 回復

upper limb oedema 末梢性浮腫 回復

fever 発熱 回復

severe and serious lumbar pain 背部痛 回復

thoracic pain 胸痛 不明

chest discomfort 胸部不快感 回復

fatigue 疲労 回復

intercostal pain in left side 筋骨格系胸痛 回復

morning palpitation 動悸 回復

tingling in the hands 錯感覚 回復

vasovagal malaise 倦怠感 回復

29 ベルギー 女性 20 Shoulder pain 筋骨格痛 未回復 － 1 日

cold hands 末梢冷感 回復

dizziness 浮動性めまい 回復

neck and hands altered coloration チアノーゼ 回復

neck oedema 限局性浮腫 回復

oedema hands 末梢性浮腫 回復

rash 発疹 回復

redness 紅斑 回復

Shoulder pain 筋骨格痛 回復
#1. 3 日
#2. 3 日

20 ドイツ 女性 40 － 41 日
esomeprazole

magnesium(C)

21 ドイツ 女性 20 － 8 日

25 フランス 女性 10

CRP increased Ｃ－反応性蛋白増加 回復

11 日 15 日

26 フランス 女性 20 － 8 日

22 ドイツ 女性 20 3 日 20 日

30 ポルトガル 女性 10 1 日 1 日

meningococcal C conj

vaccine

(CRM197)(S),

hepatitis B virus

vaccine rHBsAg

(yeast)(S)

27 フランス 女性 10 4 日 2 日

28 フランス 女性 10 － 2 日
doxycycline(C),

primidone(C),

ebastine(C)

23 ドイツ 女性 10 － 2 日

hepatitis B virus

vaccine rHBsAg

(yeast)(S), hormonal

contraceptives

(unspecified) (C)

10 － 28 日

31

※１　疼痛関連症状の発現から軽快・回復までの日数
※２　接種から疼痛関連症状発現までの日数

イギリス 女性 10 BACK ACHE#1 背部痛#1 軽快 －

24 ドイツ 女性



その他の予防接種後の疼痛症例 

 

2003年～2013年 3月 31日までに PMDAに報告のあったもの 

 

疼痛関連症例数※ 
  

  全体（うち 10代） CRPS（うち 10代） 広範な痛み（うち 10代） 

インフル 40（1） 2（1） 23（1） 

ＭＲ 3（2） 0 2（2） 

ＤＴ 0 0 0 

日脳 2（2） 0 2（2） 

    
※SOC「筋骨格系および結合組織障害」と疼痛関連 PT(「痛」を含むもの)の中から、軽度、発熱、アナフィ

ラキシーによるもの、GBS等の他疾患によるものを除外した 

 


