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■コロナウイルス・ワクチン（ファイザー社製）  
～「死亡」以外にも気になる「後遺症」や「未回復」の副反応～ 
 
■出典： 
第 58 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和 3 年
度第 5回薬事・食品衛生審議会薬事分科医薬品等安全対策部安全対策調査会 
 
2021（令和 3）年 5月 12日の「資料 1-2」 
 
予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について（令和 3 年 2
月 17日から令和 3年 5月 2日報告文まで） 
 
5,561 事例（1例重複との記載があるので、実際は 5,560 例？）のうち、「後遺
症あり」と「未回復」のうちの症状が「重い」事例を抜粋したもの 
 
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000778300.pdf 
 
 
 
■後遺症あり（10 例） 
★症状が重く、接種との関連ありとされたもの 

症状 年齢、性別 
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)  
・複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群) 30 歳、女性 

・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)  
・知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)  
・倦怠感(倦怠感)寝汗(寝汗) 

45 歳、女性 

・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 43 歳、女性 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 36 歳、女性 
 
 
★症状は重いが、接種との関連については評価不能とされたもの 

症状 年齢、性別 
・顔面神経麻痺(顔面麻痺) 57 歳、女性 
・動悸(動悸) 
・熱感(熱感) 
・異常感(異常感) 

40 歳、女性 

・脳出血(脳出血) 被殻出血(被殻出血)  54 歳、女性 
 
 
★症状は重くないが、接種との関連ありとされたもの 
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症状 年齢、性別 
・倦怠感(倦怠感) 関節痛(関節痛) 47 歳、女性 
・蕁麻疹(蕁麻疹) 39 歳、女性 
 
 
★症状は重くなく、接種との関連は評価不能とされたもの 

症状 年齢、性別 
・リンパ節腫脹(リンパ節症) 38 歳、女性 
 
 
 
■未回復（52例） 
★症状が重く、接種との関連ありと判断されたもの 

症状 年齢、性別 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 43 歳、女性 
・胸痛(胸痛) 
・口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)  
・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)  
・咳嗽(湿性咳嗽|咳嗽|咳嗽)  
・皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 

22 歳、女性 

・頭痛(頭痛)  
・血圧上昇(血圧上昇)  
・悪心・嘔吐(嘔吐) 

36 歳、女性 

・そう痒症(そう痒症)  
・蕁麻疹(蕁麻疹)  
・湿疹(湿疹) 

51 歳、女性 

・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)  
・顔面神経麻痺(顔面麻痺) 
・腹痛(腹痛) 
・下痢・軟便(下痢)  
・悪心・嘔吐(悪心)  
・感覚異常(感覚障害|感覚鈍麻)  
・ジスキネジア(ジスキネジア)  
・耳不快感(耳不快感)  
・流涎過多(流涎過多) 潮紅(潮紅) 

35 歳、女性 

・筋肉痛(筋肉痛) 倦怠感(倦怠感) 25 歳、女性 
・脳出血(脳出血)  53 歳、男性 
・くも膜下出血(くも膜下出血)  53 歳、女性 
・関節痛(関節痛)  51 歳、女性 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)  
・無呼吸(無呼吸) 64 歳、女性 
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・そう痒症(そう痒症) 
・胸痛(胸痛)  
・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)  
・胸部不快感(胸部不快感)  
・徐脈(徐脈)  
・皮疹・発疹・紅斑(紅斑|発疹)  
・口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)  
・悪寒(悪寒) 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応) 喘息発作(喘
息) 39 歳、女性 

・悪寒(悪寒) 
・倦怠感(倦怠感) 
・発熱(発熱)  
・接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)  
・接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)  
・接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹) 

59 歳、女性 

・DIC(播種性血管内凝固) 51 歳、女性 
・皮疹・発疹・紅斑(紅斑)  
・蒼白(蒼白)  
・状態悪化(状態悪化)  
・腫脹(腫脹) 

50 歳、男性 

・接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛) 26 歳、女性 
・悪性リンパ腫(リンパ腫) ／白血球減少症(白血球減
少症) 34 歳、女性 

・下痢・軟便(下痢)  
・悪心・嘔吐(悪心)  
・感覚異常(感覚鈍麻)  
・筋力低下(筋力低下) 

35 歳、女性 

・深部静脈血栓症(深部静脈血栓症) 56 歳、男性 
・洞性頻脈(洞性頻脈) 28 歳、女性 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)  
・解離性障害(解離性障害)  
・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)  
・胸部不快感(胸部不快感|胸部不快感) 動悸(動悸)  
・感覚異常(感覚障害)  
・気分障害(不快感)  
・眼部腫脹(眼部腫脹)  
・蒼白(蒼白)  
・冷感(末梢冷感)  
・倦怠感(倦怠感) 

41 歳、女性 

・喘鳴(喘鳴) 40 歳、女性 
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・頭痛(頭痛)  
・口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)  
・動悸(動悸)  
・浮動性めまい(浮動性めまい)  
・鼻漏(鼻漏)  
・咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)  
・発熱(発熱) 
・感覚異常(感覚鈍麻) 単麻痺(単麻痺) 39 歳、女性 
・アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)  年齢未記入、女性 
・動悸(動悸)  
・悪心・嘔吐(悪心)  
・浮動性めまい(浮動性めまい)  
・咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)  
・ほてり(ほてり) 

24 歳、女性 

・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 知覚異常(ワクチ
ン接種部位知覚異常) 37 歳、女性 

・けいれん(痙攣発作)  
・複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)  
・呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)  
・胸部不快感(胸部不快感) 
・振戦(振戦) 
・浮動性めまい(浮動性めまい) 
・疲労(疲労) 
・異常感(異常感) 

26 歳、女性 

・頭痛(頭痛 54 歳、男性 
・そう痒症(そう痒症)  
・血圧上昇(血圧上昇)  
・皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 

51 歳、女性 

・アナフィラキシー（アナフィラキシー反応） 
・心不全（心不全） 55 歳、女性 

・網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞) 38 歳、男性 
 
 
 
★症状は重いが、接種との関連は評価不能とされたもの 

症状 年齢、性別 
・血圧上昇(高血圧) 頻脈(頻脈)／気分障害(不快感) 44 歳、女性 
・歩行障害(歩行障害) 排尿障害(排尿困難) 浮動性めまい
(浮動性めまい) 30 歳、女性 

・心不全(心不全) 63 歳、男性 
・下血・血便(血便排泄) 蕁麻疹(蕁麻疹) 悪心・嘔吐(嘔吐) 58 歳、女性 
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・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 25 歳、男性 
・下血・血便(血便排泄) 蕁麻疹(蕁麻疹) 悪心・嘔吐(嘔吐) 58 歳、女性 
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) 31 歳、女性 
・突発性難聴(突発性難聴) 48 歳、女性 
・急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)  
・体重減少(体重減少) 
・倦怠感(倦怠感) 
・発熱(発熱) 

56 歳、男性 

・ギラン・バレ症候群(ギラン・バレー症候群) ／脊髄炎(脊
髄炎) ／多発性硬化症(多発性硬化症) ／末梢神経障害(末
梢性ニューロパチー) ／知覚異常(ワクチン接種部位知覚
異常) ／皮疹・発疹・紅斑(紅斑) 

30 歳、男性 

・無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎) 19 歳、女性 
・脳梗塞(脳梗塞 76 歳、男性 
・末梢神経障害(末梢性ニューロパチー) ／知覚異常(ワク
チン接種部位知覚異常) ／振動覚低下(振動覚低下) 55 歳、女性 

・顔面神経麻痺(顔面麻痺) 36 歳、女性 
・くも膜下出血(くも膜下出血) 57 歳、男性 
・感覚異常(感覚鈍麻) 29 歳、女性 
・四肢痛(四肢痛) 筋力低下(筋力低下) 61 歳、女性 
 
 
 
★症状が重く、接種との関係の評価が「未記入」となっているもの 

症状 年齢、性別 
・大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)  
・頭痛(頭痛|片頭痛)  
・悪心・嘔吐(嘔吐) 

31 歳、男性 

・小腸炎(小腸炎) 37 歳、男性 
 
 
 
★症状は重いが、接種との関連はないとされたもの 

症状 年齢、性別 
・脳出血(脳出血)  
・もやもや病(もやもや病)  
・被殻出血(被殻出血) 

43 歳、女性 

・動脈解離(動脈解離) 動脈損傷(動脈損傷) 47 歳、男性 
・心筋梗塞(急性心筋梗塞) 80 歳、男性 
 


