
報告時期
（四半期）

副作用
発生時期

報告者 性別 年齢 医薬品名 副作用名
副作用発生
後の状況

2019・第三 2019 本人 女 30歳代 インフルエンザＨＡワクチン 咳嗽;発熱;悪心;頭痛 未回復
2019・第三 2019 家族 女 10歳未満 インフルエンザＨＡワクチン 咳嗽;頭痛;発熱;倦怠感;悪心 未回復
2019・第三 2019 家族 男 30歳代 インフルエンザＨＡワクチン 咳嗽;発熱;悪心;嘔吐;倦怠感 未回復

2019・第三 2019 家族 女 60歳代
フルオロウラシル;エピルビシン塩
酸塩;シクロホスファミド水和物

角膜混濁;視力低下 不明

2019・第三
2018;201
9

本人 男 50歳代
ラミクタール;ラモトリギン;バルプロ
酸Ｎａ;ルネスタ

多汗症;筋痙縮;浮動性めまい;下
痢;筋骨格硬直;倦怠感;筋力低
下;傾眠;健忘;意識変容状態

軽快

2019・第三 2018 本人 男 50歳代 ラタノプロスト 睫毛の成長;睫毛剛毛化 未回復
2019・第三 2019 家族 女 20歳代 レルミナ 錯覚;幻覚 不明

2019・第三 2018 本人 男 40歳代 エビリファイ
怒り;フラッシュバック;皮膚裂傷;
治癒不良

回復

2019・第三 2017 家族 女 10歳未満 ジスロマック 心室中隔欠損症 回復
2019・第三 2019 本人 女 40歳代 アタラックス－Ｐ;ソセゴン 末梢腫脹;疼痛;潰瘍;化膿 後遺症あり
2019・第三 2019 本人 女 50歳代 インフルエンザＨＡワクチン 腫脹;紅斑;そう痒症;倦怠感 未回復

2019・第三 2019 本人 男 50歳代
トラマールＯＤ;リリカＯＤ;ロキソプロ
フェンＮａ;クロルフェネシンカルバミ
ン酸エステル

頚部痛;筋骨格痛;浮動性めまい;
浮動性めまい;頭痛;悪寒;倦怠
感;動悸;呼吸困難;感覚鈍麻;感
覚鈍麻;耳鳴;下腹部痛

未回復

2019・第三 2019 本人 女 20歳代 リセドロン酸ナトリウム水和物 筋力低下;ジスキネジア 軽快

2019・第三 2019 本人 女 50歳代 ロクロニウム臭化物
運動失調;眼瞼障害;発声障害;
眼球運動失調;運動不能

後遺症あり

2019・第三 2019 本人 女 20歳代 クラビット
不眠症;そう痒症;悪心;動悸;ほて
り;喉頭不快感

軽快

2019・第四 2019 家族 女 10歳未満 オセルタミビル 譫妄 回復

2019・第四 2018 本人 男 50歳代 リーマス;フォルテオ;プラリア
呼吸困難;複視;歩行障害;筋力
低下

軽快

2019・第四 2019 本人 女 50歳代 ゾフルーザ 頭痛;悪心;嘔吐;発疹 未回復
2019・第四 2020 本人 女 30歳代 メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 悪心;浮動性めまい 回復

2019・第四 2018 本人 男 50歳代 インフルエンザＨＡワクチン
咳嗽;頭痛;倦怠感;発熱;注射部
位疼痛;慢性好酸球性副鼻腔炎;
喘息

軽快

2019・第四 2019 本人 男 30歳代 ワントラム 血中テストステロン減少 未回復

2019・第四
2016;201
7

本人 女 50歳代
サインバルタ;リフレックス;精神神
経用剤

自殺念慮;うつ病;アカシジア 後遺症あり

2019・第四 2020 本人 女 30歳代
デキストロメトルファン臭化水素酸
塩水和物

意識消失 回復

2019・第四 2020 本人 女 40歳代
Ｃ－チステン;レスプレン;トランサミ
ン

そう痒症;悪寒;発熱;紅斑;全身性
浮腫;呼吸困難

未回復

2019・第四 2020 本人 女 20歳代 イフェクサーＳＲ 悪心;頭痛;浮動性めまい 未回復
2019・第四 2019 本人 男 20歳代 リーゼ 薬疹;過換気 後遺症あり
2019・第四 2019 本人 女 10歳代 クラリスロマイシン 眼充血;口唇水疱;咽頭腫脹 未回復
2019・第四 2017 本人 男 不明 クレストール 横紋筋融解症 後遺症あり
2019・第四 2019 家族 女 60歳代 ボノサップ 蕁麻疹 回復
2019・第四 2019 本人 男 70歳代 エルプラット：点滴静注液 感覚鈍麻;感覚鈍麻;感覚障害 未回復

2019・第四 2018 家族 男 80歳代 レミッチＯＤ
耳鳴;幻聴;傾眠;言語障害;無尿;
神経因性腸;下痢;認知症

軽快

2019・第四 2016 本人 女 50歳代 クレストール 筋肉痛;筋痙縮;倦怠感;筋痙縮 未回復
2019・第四 2020 本人 男 20歳代 タクロリムス水和物 適用部位紅斑 回復
2019・第四 2019 家族 男 90歳代 ルネスタ 高炭酸ガス血症 死亡
2019・第四 2020 本人 男 40歳代 レキサルティ 遅発性ジスキネジア 未回復
2019・第四 2019 本人 男 70歳代 ザルティア 筋力低下 回復

2019・第四 2020 本人 男 20歳代
プランルカスト;フェキソフェナジン
塩酸塩

消化不良 未回復

2019・第四 2019 本人 女 60歳代
プラバスタチンナトリウム;クレス
トール

起立時振戦;光線過敏性反応;動
悸;疲労

後遺症あり

2019・第四 2019 家族 男 10歳代 ゾフルーザ 散瞳;痙攣発作;筋骨格硬直 後遺症あり
2019・第四 2020 本人 女 60歳代 ゼチーア 不整脈;浮動性めまい 未回復

2019・第四 2020 本人 女 40歳代 クロキサゾラム
痙攣発作;アカシジア;歩行障害;
自殺念慮;ジスキネジア

未回復

令和2年3月31日時点

患者副作用報告の状況（症例ごと）
（令和元年12月1日～令和2年3月31日）


