
2011年3月11日から2022年5月18日現在までのビダーザ注射用100mgの重篤な副作用が疑われた症例のうち、厚生労働大臣に

完了報告した症例の一覧は下記のとおりです。

使用上の注意の記載内容のほか、下記副作用と類似の副作用の発現にはご留意ください。

2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1 男性 60歳代 くも膜下出血 死亡 38日 糖尿病 なし

血小板減少症 未回復 2日

貧血 未回復 6日

好中球減少症 未回復 6日

白血球減少症 未回復 6日

蜂巣炎 死亡 60日

肺炎 死亡 12日

敗血症 不明 12日

白血球数減少 未回復 14日

血小板数減少 未回復 14日

4 男性 70歳代 好中球数減少 回復 13日 不眠症、巨赤芽球性貧血 胃癌、胃全摘術、胆管炎

5 男性 70歳代 肺出血 死亡 42日 便秘症 なし

発熱性好中球減少症 死亡 10日

白血球数減少 死亡 30日

敗血症 死亡 31日

7 男性 60歳代 播種性血管内凝固 未回復 41日 なし 偏頭痛、尿路結石症

発熱性好中球減少症 未回復 9日

好中球数減少 未回復 15日

血小板数減少 未回復 3日

好中球数減少 未回復 10日

発熱 回復 92日

白血球数減少 未回復 100日

胸膜炎 回復 123日

70歳代

ビダーザ注射用100mg 重篤副作用症例一覧

慢性腎不全、慢性肺気腫、
前立腺癌、肺炎、前立腺肥
大、頻尿、高尿酸血症

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫なし男性2 70歳代

70歳代男性3

70歳代

女性

便秘症、不眠症、発熱性好
中球減少症

C型慢性肝炎、慢性硬膜下
血腫、再生不良性貧血、
MRSA肺炎

慢性腎不全、腰椎圧迫骨
折、便秘症、高尿酸血症

なし

男性6

9 男性 80歳代
慢性腎不全、高血圧症、高
尿酸血症、前立腺肥大症、
眼底出血、不眠症

なし

8
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数増加 未回復 114日

芽球細胞数増加 未回復 114日

芽球細胞数増加 軽快 15日

白血球数減少 回復 29日

好中球数減少 回復 29日

血小板数減少 回復 5日

血小板数減少 未回復 88日

発熱性好中球減少症 回復 14日

肺炎 回復 17日

発熱性好中球減少症 回復 3日

白血球数減少 回復 7日

血小板減少症 未回復 7日

低ナトリウム血症 軽快 36日

食欲減退 回復 37日

13 男性 70歳代 心肺停止 死亡 42日
COPD、慢性心不全、便秘、
高尿酸血症、頻尿、高ｶﾘｳﾑ
血症

胃癌、慢性膵炎

下痢 回復 7日

発熱 回復 12日

低アルブミン血症 未回復 17日

高血糖 未回復 21日

肺炎 軽快 30日

発熱 未回復 45日

肝腫瘤 未回復 49日

血中尿素増加 未回復 62日

敗血症 死亡 65日

肺炎 未回復 66日

高ナトリウム血症 未回復 67日

高ビリルビン血症 未回復 67日

15 男性 70歳代 血小板数減少 回復 61日 なし なし

血小板数減少 未回復 7日

肺炎 死亡 18日

10 男性

女性 70歳代
慢性肝障害、高血圧症、糖
尿病、高脂血症、出血傾向

なし

胃癌、胃亜全摘後

器質化肺炎、逆流性食道炎 肺炎

70歳代

逆流性食道炎、高血圧、不
眠症、前立腺疾患、便秘症、
老人性乾皮症、緊張性頭
痛、うつ病、認知症

男性 70歳代

狭心症、便秘症、高血圧、慢
性肺気腫、胃潰瘍

S状結腸癌、胃癌、食道癌

14

16 男性 80歳代

糖尿病、高尿酸血症、外痔
核

胃癌11

12

男性

60歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

17 男性 70歳代 肺炎 死亡 13日 便秘症、慢性鉄過剰症 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

18 男性 70歳代 貧血 回復 43日 前立腺肥大症 なし

血小板数減少 未回復 2日

好中球数減少 回復 2日

20 男性 60歳代 発熱 回復 43日
腎障害、乾燥性湿疹、便秘
症

なし

21 男性 70歳代 胃腸出血 死亡 114日
COPD、BPH、鉄過剰症、高
血圧症、高尿酸血症、過活
動性膀胱、不眠症、白内障

帯状疱疹、脱腸

22 男性 70歳代 好中球減少症 未回復 12日
感染性好中球減少症、高尿
酸血症、高血圧、便秘症、深
在性真菌症、胃潰瘍

前立腺癌、脊柱管狭窄症

顆粒球数減少 軽快 57日

白血球数減少 軽快 57日

24 女性 40歳代 好中球数減少 回復 15日 痔核、便秘 肝膿瘍疑い、敗血症性塞栓

白血球数減少 回復 13日

発熱性好中球減少症 回復 19日

好中球数減少 回復 24日

白血球数減少 回復 55日

好中球数減少 回復 62日

肺炎 回復 24日

肺炎 回復 162日

肺炎 回復 211日

敗血症 回復 257日

好中球数減少 軽快 10日

白血球減少症 軽快 10日

血小板数減少 軽快 12日

敗血症 回復 29日

貧血 軽快 31日

口唇感染 回復 34日

敗血症 死亡 68日

急性腎不全 死亡 70日

70歳代
慢性心房細動、拡張型心筋
症、高血圧、前立腺肥大症

なし

26 男性 70歳代
片腎、不整脈、輸血に伴う鉄
過剰症

なし

25 女性 80歳代

不眠症 A型肝炎、ﾈﾌﾛｰｾﾞ

高脂血症、慢性胃炎 なし

糖尿病

男性
腎機能低下、高血圧、腰痛
症、大動脈弁置換術後、便
秘、低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症

大動脈弁狭窄症90歳代

なし23 男性 80歳代

19 男性 50歳代

27 男性

28
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染 死亡 8日

白血球数減少 未回復 11日

ヘモグロビン減少 未回復 17日

腎機能障害 未回復 18日

高カリウム血症 未回復 18日

血小板数減少 未回復 18日

播種性血管内凝固 未回復 19日

血小板数減少 回復 3日

白血球数減少 回復 5日

好中球数減少 回復 5日

好中球減少症 死亡 54日

血小板減少症 死亡 54日

白血球数減少 死亡 54日

貧血 未回復 66日

単球数減少 回復 71日

リンパ球数減少 未回復 87日

発熱性好中球減少症 未回復 108日

胃腸出血 未回復 139日

31 女性 70歳代 脳幹梗塞 死亡 3日 不明 不明

発熱 回復 2日

肺臓炎 回復 25日

33 男性 60歳代 脳出血 回復 36日 逆流性食道炎、不眠、便秘 なし

34 女性 50歳代 肺炎 回復 12日
間質性肺炎、帯状疱疹後疼
痛、慢性移植片対宿主病、
脂質異常症

なし

発熱性好中球減少症 軽快 21日

発熱性好中球減少症 軽快 54日

発熱性好中球減少症 軽快 64日

発熱性好中球減少症 回復 8日

心不全 回復 9日

発熱性好中球減少症 回復 59日

37 男性 70歳代 肺炎 軽快 40日
洞不全症候群、心臓ﾍﾟｰｽﾒｰ
ｶｰ挿入、高血圧

痛風

なし なし男性 70歳代

男性

糖尿病、高脂血症、胃炎、便
秘

非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫(濾胞性)

BOOP、糖尿病性腎症 なし

心不全、肺気腫 胃癌、食道癌

なし男性 60歳代 肺気腫

女性 60歳代35

80歳代女性

32

36

29

70歳代

30
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染 回復 12日

肺炎 回復 153日

感染 回復 8日

発熱性好中球減少症 回復 8日

発熱性好中球減少症 回復 18日

好中球減少症 回復 52日

敗血症 回復 59日

白血球数減少 回復 90日

好中球数減少 回復 90日

発熱性好中球減少症 未回復 105日

心不全 死亡 116日

肺炎 死亡 116日

口内炎 軽快 2日

血小板数減少 回復 17日

白血球数減少 回復 17日

発熱 回復 17日

好中球数減少 回復 27日

口内炎 軽快 41日

血小板数減少 回復 48日

発熱 回復 49日

白血球数減少 軽快 62日

好中球数減少 未回復 66日

発熱性好中球減少症 回復 16日

血小板数減少 未回復 35日

好中球数減少 未回復 35日

白血球数減少 未回復 35日

陰部ヘルペス 軽快 57日

壊死性筋膜炎 死亡 98日

44 男性 60歳代 便秘 軽快 4日
好中球減少症、皮膚蜂窩織
炎（静脈ﾙｰﾄ感染）

胃潰瘍、慢性多形痒疹

45 男性 70歳代 白血球数増加 未回復 3日
軽度腎不全、内頚動脈狭窄
症、下肢浮腫、糖尿病、高血
圧症、DIC、輸血反応

食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ症、逆流性食道
炎、胃潰瘍手術後

男性

男性38 70歳代

70歳代 鉄過剰症、不眠症、便秘 なし

なし 急性骨髄性白血病

心不全、高血圧症、心房細
動、糖尿病、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ挿
入、胃潰瘍、蕁麻疹

なし

慢性胃炎、胆石症、逆流性
食道炎

本態性高血圧症、真菌性肺
炎

便秘 なし

前立腺肥大、高血圧症、変
形性脊椎症、逆流性食道炎

なし

39 男性 70歳代

70歳代女性42

70歳代女性41

70歳代女性40

43

5/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

ブドウ球菌性敗血症 回復 13日

敗血症性ショック 死亡 31日

敗血症 未回復 6日

血小板数減少 未回復 7日

気管支肺アスペルギルス症 死亡 67日

白血球数減少 未回復 3日

好中球数減少 未回復 3日

血小板数減少 未回復 3日

赤血球数減少 未回復 3日

ヘモグロビン減少 未回復 3日

発熱 軽快 3日

感染 軽快 10日

急性熱性好中球性皮膚症 軽快 10日

感染 未回復 36日

発熱 回復 1日

気道感染 回復 3日

発熱性好中球減少症 回復 3日

白血球数減少 回復 12日

好中球数減少 回復 12日

貧血 軽快 3日

発熱性好中球減少症 軽快 7日

白血球数減少 回復 9日

好中球数減少 回復 9日

リンパ球数減少 回復 9日

血小板数減少 回復 11日

発熱性好中球減少症 回復 42日

白血球数減少 軽快 43日

肺炎 未回復 266日

52 なし

糖尿病、便秘症、鉄過剰症、
上室性頻脈発作

男性50

C型肝炎、うつ病

腎機能障害（BUN７mg/dL、ｸ
ﾚｱﾁﾆﾝ0.45mg/dL）、L1～L2
椎体圧潰、汎血球減少症

50歳代49

腎細胞癌、左腎摘除術後

頭蓋骨腫瘤切除、左足背部
腫瘤切除、右鼠径部腫瘤切
除

便秘、脊柱管狭窄症 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

男性 70歳代

多発性骨髄腫

胆石手術、鼠径ﾍﾙﾆｱ手術

60歳代

男性 なし なし

胆石、気管支炎、便秘症、腰
痛

虫垂炎、尿路結石、腹部大
動脈瘤

48

60歳代男性46

70歳代女性51

50歳代

53 男性 70歳代

47 女性

60歳代男性

ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ肺炎

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 未回復 17日

間質性肺疾患 軽快 30日

肺炎 未回復 123日

胃腸出血 死亡 127日

肝膿瘍 死亡 134日

肺膿瘍 死亡 134日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 2日

発熱 回復 2日

貧血 軽快 2日

白血球数減少 未回復 2日

血小板数減少 未回復 2日

気管支炎 軽快 4日

好中球減少症 回復 18日

発熱性好中球減少症 回復 46日

発熱性好中球減少症 死亡 68日

肺炎 死亡 71日

赤血球数減少 不明 8日

ヘモグロビン減少 未回復 8日

白血球数増加 未回復 77日

発熱性好中球減少症 回復 7日

発熱性好中球減少症 回復 58日

血小板数減少 未回復 270日

ヘモグロビン減少 未回復 270日

白血球数減少 未回復 277日

肺炎 死亡 737日

播種性血管内凝固 回復 8日

播種性血管内凝固 死亡 45日

血小板数減少 未回復 44日

腎不全 死亡 55日

血中クレアチニン増加 不明 58日

硬膜下血腫 死亡 62日

IgA腎症、高脂血症、便秘、
心室性期外収縮、慢性閉塞
性肺疾患

なし

なし なし

54

55 男性

70歳代

なし

60

61 男性 80歳代

発作性心房細動、加齢黄斑
変性症、気管支炎

なし

大腸憩室症、便秘症、胃潰
瘍

脳腫瘍術後、前立腺癌術後

血清Cr上昇　原因不明、前
立腺肥大症、肝機能障害、

血清BUN上昇、血清K+上
昇、下腿浮腫

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

男性 なし

高尿酸血症、腎機能低下、
排尿障害

前立腺癌

59 女性 70歳代
CKD、心室性期外収縮、便
秘症

逆流性食道炎

男性

男性

60歳代

60歳代

70歳代

56

57

男性 60歳代

58 男性 80歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 4日

胆管炎 回復 8日

白血球数減少 回復 17日

好中球数減少 回復 17日

敗血症 回復 25日

白血球数減少 回復 14日

好中球数減少 回復 14日

白血球数減少 未回復 40日

好中球数減少 未回復 40日

血小板数減少 回復 45日

発熱性好中球減少症 回復 57日

65 男性 70歳代 意識変容状態 死亡 13日
糖尿病、高血圧症、肺炎、
DIC

直腸癌、完全房室ブロック

66 男性 70歳代 肺炎 軽快 69日
糖尿病、不眠症、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
肺炎

なし

67 女性 70歳代 好中球数減少 未回復 66日 脊柱管狭窄症、不眠症 急性骨髄性白血病、偽痛風

68 女性 70歳代 肺炎 回復 27日
C型慢性肝炎、高血圧、脊柱
管狭窄症、気管支喘息、神
経因性膀胱

肺炎

69 男性 60歳代 麻痺性イレウス 軽快 4日 多発関節炎 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

白血球減少症 死亡 12日

好中球減少症 死亡 12日

細菌性髄膜炎 死亡 38日

急性副鼻腔炎 死亡 38日

好中球数減少 未回復 7日

肛門周囲炎 軽快 8日

72 不明 不明 敗血症 軽快 不明 不明 不明

73 不明 不明 肺真菌症 軽快 不明 不明 不明

74 不明 不明 肺炎 軽快 不明 不明 不明

肺出血 軽快 不明

肺膿瘍 軽快 不明

76 不明 不明 肺炎 軽快 不明 不明 不明

77 不明 不明 肺炎 軽快 不明 不明 不明

なし なし

間質性肺炎、高血圧、CVﾎﾟｰ
ﾄ埋め込み術後感染症

前立腺肥大症、高血圧症、
末梢神経障害

鼡径ﾍﾙﾆｱ手術62

63 男性

なし

71 女性 40歳代
慢性腎機能障害、ｶﾝｼﾞﾀﾞ性
食道炎、逆流性食道炎、気
管支炎

肛門周囲膿瘍

男性 60歳代

70歳代

不明

腰椎圧迫骨折、逆流性食道
炎、不眠症、便秘症、輸血性
ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、胃炎、骨粗鬆
症、腰部脊柱管狭窄症

70歳代

男性

64

75 不明 不明

70 女性 70歳代

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

不明
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

大腸菌性胃腸炎 回復 22日

肺炎 軽快 63日

79 男性 50歳代 腎出血 軽快 15日
腎不全、嚢胞腎、高血圧症、
腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ、ｱﾚﾙｷﾞｰ
性皮膚炎

副甲状腺機能亢進症

赤血球数減少 軽快 不明

ヘモグロビン減少 軽快 不明

白血球数減少 軽快 不明

81 女性 70歳代 好中球数減少 回復 13日 慢性腎不全、高脂血症 高血圧

82 男性 60歳代 ショック 回復 1日 肺気腫 なし

肺胞出血 死亡 61日

肝機能異常 死亡 74日

発熱 未回復 98日

筋膿瘍 軽快 147日

血小板数減少 未回復 150日

急性心不全 軽快 182日

心室性頻脈 回復 190日

白血球数減少 未回復 401日

好中球数減少 未回復 401日

血小板数減少 未回復 534日

貧血 未回復 562日

好中球減少性感染 回復 31日

血中クレアチニン増加 軽快 31日

発熱 回復 279日

血小板数減少 未回復 6日

肺炎 回復 7日

白血球数減少 未回復 11日

貧血 未回復 12日

腎機能障害 後遺症 9日

血小板数減少 未回復 16日

敗血症 回復 44日

発熱性好中球減少症 回復 61日

肺炎 未回復 62日

83

なし

男性

男性 60歳代

なし

白内障 なし

慢性腸炎、逆流性食道炎

ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変、糖尿病、
膵管内乳頭粘液性腫瘍
(IPMN)、橋本病、ACTH単独
欠損症、脂質異常症

84 60歳代

10歳代

78

男性

80 女性

糖尿病、便秘症

86 男性 80歳代

高血圧性腎症、腹部大動脈
瘤、高血圧、高脂血症、高尿
酸血症、前立腺肥大、てんか
ん、狭心症、心不全

なし

糖尿病性腎症、たこつぼ心
筋症、発作性心室頻拍

85

87

88

89

男性

女性

女性

70歳代

50歳代
拡張型心筋症、脳梗塞、鉄
過剰

なし

なし

急性骨髄性白血病

70歳代

男性

70歳代

左内頚動脈狭窄症、狭心
症、脳幹出血、脳腫瘤

髄膜炎、腸閉塞

脳内動脈瘤(ｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞ)、虫垂
炎、胃潰瘍(胃亜全摘除)

播種性血管内凝固症候群

80歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 未回復 3日

発熱性好中球減少症 軽快 5日

間質性肺疾患 回復 4日

心房粗動 回復 20日

発熱性好中球減少症 回復 2日

感染 軽快 78日

93 男性 70歳代 播種性血管内凝固 不明 不明 不明 不明

94 女性 70歳代 痔核 軽快 10日
HCV無症候性ｷｬﾘｱ、高血
圧、高脂血症、内痔核、気管
支喘息、慢性胃炎、不眠

子宮全摘術、右股関節置換
術

血小板数減少 軽快 40日

貧血 軽快 41日

好中球数減少 軽快 43日

発熱性好中球減少症 未回復 12日

肺出血 死亡 21日

97 男性 70歳代 播種性血管内凝固 不明 不明 不明 不明

98 男性 50歳代 発熱性好中球減少症 回復 3日
狭心症疑い、便秘、低ｶﾘｳﾑ
血症、不眠症、輸血に伴う鉄
過剰

なし

肝酵素上昇 軽快 16日

門脈周囲浮腫 軽快 16日

出血性十二指腸潰瘍 回復 19日

100 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 21日 なし てんかん(21才～35才)

肺炎 軽快 42日

発熱性好中球減少症 軽快 71日

発熱性好中球減少症 軽快 84日

発熱性好中球減少症 軽快 97日

発熱性好中球減少症 軽快 108日

帯状疱疹 軽快 117日

発熱性好中球減少症 軽快 148日

肺炎 軽快 164日

感染性腸炎 軽快 188日

102 男性 70歳代 肺炎 軽快 108日
腎機能障害、高血圧症、不
眠症、便秘症

十二指腸潰瘍

60歳代

92

99 女性 70歳代
慢性胃炎、高血圧、気管支
喘息

慢性腎不全、慢性心不全

90

91

男性

男性

70歳代

60歳代

慢性心房細動、ﾍﾓｼﾞﾃﾞﾛｰｼｽ
疑い(ﾌｪﾘﾁﾝ高値)

男性

なし

95 女性

96 80歳代

なし

50歳代

唾液腺腫瘍、胆石症

急性心筋梗塞

なし

再生不良性貧血

急性骨髄性白血病(AML：
M2)、十二指腸潰瘍

細菌性肺炎

なし

陳旧性心筋梗塞、心臓ﾍﾟｰｽ
ﾒｰｶｰ埋め込み

女性

101

輸血後鉄過剰症

男性 70歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 未回復 15日

発熱性好中球減少症 回復 17日

腱炎 軽快 114日

皮下組織膿瘍 軽快 200日

播種性血管内凝固 回復 239日

発熱性好中球減少症 未回復 301日

心膜炎 未回復 307日

心筋膿瘍 未回復 307日

発熱性好中球減少症 回復 不明

貧血 未回復 49日

赤血球数減少 未回復 129日

ヘモグロビン減少 未回復 129日

血小板数減少 未回復 129日

白血球数増加 未回復 129日

芽球細胞数増加 未回復 129日

胸腔内出血 死亡 129日

発熱性好中球減少症 軽快 1日

好中球数減少 回復 14日

白血球数減少 軽快 21日

発熱性好中球減少症 軽快 26日

発熱性好中球減少症 軽快 56日

好中球数減少 軽快 56日

胃腸出血 回復 63日

血小板数減少 回復 64日

白血球数減少 軽快 64日

血小板数減少 軽快 50日

血小板数減少 軽快 80日

敗血症 死亡 119日

血小板数減少 未回復 120日

白血球数減少 回復 36日

好中球数減少 回復 36日

男性 60歳代
肺気腫、ｶﾝｼﾞﾀﾞ食道炎、便
秘、低ﾅﾄﾘｳﾑ血症

肺結核、乳癌80歳代

104 男性

なし

女性 60歳代

女性

女性 60歳代

105 鉄過剰症、便秘

103

肉眼的血尿、胃炎、鉄過剰
症

106
便秘症、椎骨脳底動脈循環
不全、薬剤性白質脳症

107

70歳代

なし

なし

なし なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

108 男性 70歳代 白血球数減少 回復 5日 慢性心不全、高尿酸血症 腎動脈瘤（左腎摘出後）

白血球数減少 未回復 11日

肺炎 軽快 36日

浮腫 軽快 50日

浮腫 軽快 72日

イレウス 未回復 81日

敗血症 死亡 81日

白血球数減少 軽快 31日

好中球数減少 軽快 31日

汎血球減少症 軽快 10日

汎血球減少症 未回復 51日

112 男性 60歳代 白血球数減少 軽快 14日
末梢神経障害、慢性鉄過剰
症、便秘症、貧血

なし

113 女性 70歳代 気管支肺アスペルギルス症 軽快 71日 なし 脳腫瘍

発熱性好中球減少症 回復 75日

肺炎 死亡 159日

115 男性 80歳代 間質性肺疾患 回復 13日 感染性大動脈瘤 非定型抗酸菌症

脊椎圧迫骨折 軽快 53日

乳癌 軽快 121日

発熱性好中球減少症 不明 67日

頭蓋内出血 不明 70日

感染性腸炎 回復 96日

間質性肺疾患 未回復 9日

心房細動 未回復 9日

119 女性 70歳代 肺炎 軽快 17日 口唇ﾍﾙﾍﾟｽ なし

120 男性 60歳代 肺臓炎 軽快 198日 緑内障 虫垂炎

110 女性 70歳代

111 男性 60歳代

116

114 男性 70歳代

60歳代男性

60歳代女性

坐骨神経痛

109 60歳代 肺炎女性

80歳代
前立腺癌、鉄過剰症、下腿
浮腫、高尿酸血症

γGTP高値、糖尿病、肺炎、
気管支炎

なし

乳癌(術後)、深部静脈血栓
症、骨粗鬆症

頚部ﾘﾝﾊﾟ節結核、乳癌、肺動
脈血栓症

118

117 なし
鎖骨骨折、高血圧症、気管
支喘息

高血圧症 十二指腸潰瘍

なし
C型肝炎ｷｬﾘｱｰ、高血圧、不
眠症

前立腺癌、胃潰瘍、血球貪
食症候群、不眠症、鉄過剰
症

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 回復 13日

発熱性好中球減少症 回復 50日

敗血症 死亡 67日

血中尿素増加 死亡 68日

血中クレアチニン増加 死亡 68日

急性腎不全 死亡 68日

敗血症性ショック 死亡 70日

脱水 死亡 70日

血小板減少症 未回復 78日

高尿酸血症 未回復 79日

播種性血管内凝固 未回復 79日

低カルシウム血症 未回復 80日

高リン酸塩血症 未回復 87日

白血球数減少 回復 不明

血小板数減少 回復 14日

白血球数減少 回復 29日

好中球数減少 軽快 42日

123 男性 70歳代 白血球数減少 軽快 13日
薬剤性腎障害(ｴｸｼﾞｪｲﾄﾞ)、輸
血後鉄過剰症

原発性骨髄線維症

124 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 31日 心房細動、心不全、便秘 不明

好中球数減少 回復 15日

発熱性好中球減少症 軽快 22日

白血球数減少 回復 22日

発熱性好中球減少症 軽快 31日

間質性肺疾患 死亡 19日

肺感染 死亡 39日

127 男性 60歳代 敗血症 不明 7日 副鼻腔炎 なし

128 男性 40歳代 肺炎 回復 27日 不安神経症、高尿酸血症 肛門周囲膿瘍

直腸癌、乳癌60歳代 冠攣縮狭心症126 女性

121 女性 80歳代

125 男性 10歳代

122 男性 70歳代
薬剤性腎障害、輸血後鉄過
剰症

ﾊﾞｰｷｯﾄﾘﾝﾊﾟ腫

高血圧、変形性膝関節症、
脳梗塞、慢性胃炎、高脂血
症、不眠症

脳梗塞

なしなし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

ヘモグロビン減少 回復 5日

血小板数減少 回復 10日

白血球数減少 回復 26日

好中球数減少 回復 26日

白血球数減少 回復 38日

好中球数減少 回復 38日

肺炎 回復 22日

ヘモグロビン減少 未回復 22日

白血球数減少 回復 23日

好中球数減少 回復 23日

血小板数減少 未回復 28日

131 女性 70歳代 血小板数減少 回復 3日
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群、腰椎圧迫
骨折、白内障

なし

ヘモグロビン減少 回復 4日

血小板数減少 回復 10日

白血球数減少 回復 29日

好中球数減少 回復 29日

血小板数減少 未回復 13日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 41日

好中球数減少 未回復 44日

発熱性好中球減少症 回復 45日

好中球数減少 軽快 2日

好酸球数増加 回復 11日

血小板数減少 軽快 15日

ヘモグロビン減少 軽快 35日

赤血球数減少 軽快 35日

白血球数減少 軽快 39日

好中球減少症 未回復 21日

発熱性好中球減少症 回復 33日

発熱性好中球減少症 回復 48日

貧血 軽快 51日

扁桃周囲膿瘍 回復 296日

133

132 70歳代

70歳代女性

134

70歳代男性135

130

80歳代女性129

女性

男性 50歳代

なし

男性

硬膜下血腫、加齢性黄斑変
性症

高脂血症、高血圧、便秘症、
不眠症、逆流性食道炎

非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

肝機能障害 原病に伴う
(MDS)

卵巣癌

肺炎、発熱性好中球減少
症、脂質代謝異常、非定型
抗酸菌肺炎、背部痛、経口
摂取不良、不眠症

なし

なし 肺癌、糖尿病、放射線療法

60歳代

呼吸機能障害、高尿酸血症 胃癌、食道癌、虫垂炎
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

136 男性 60歳代 細菌性肺炎 軽快 1日 胃炎、便秘症 なし

浮腫 回復 2日

血小板数減少 回復 3日

白血球数減少 軽快 11日

白血球数減少 未回復 15日

好中球数減少 軽快 17日

血小板数減少 回復 19日

発熱性好中球減少症 回復 81日

発熱性好中球減少症 回復 31日

発熱性好中球減少症 死亡 74日

肺炎 死亡 74日

肺炎 不明 6日

腎機能障害 未回復 7日

脾破裂 死亡 18日

腎機能障害 軽快 26日

心不全 軽快 26日

白血球数減少 回復 111日

好中球数減少 回復 111日

敗血症 軽快 79日

敗血症 軽快 86日

敗血症 軽快 99日

吐血 死亡 109日

敗血症 死亡 109日

白血球数減少 回復 11日

血小板数減少 回復 11日

好中球数減少 回復 17日

白血球数減少 未回復 80日

好中球数減少 未回復 82日

血小板数減少 未回復 84日

口内炎 軽快 23日

腸炎 軽快 72日

139 男性

男性

140

138

144

男性 70歳代145

本態性血小板血症

なし

70歳代137

70歳代

141

なし男性 60歳代 肺炎の悪化(発熱、感染症)

70歳代
ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、前立腺肥
大、便秘、鉄過剰症

慢性腎不全、陳旧性心筋梗
塞、慢性心不全、高血圧症、
高脂血症、糖尿病

心筋梗塞

男性 20歳代

女性

女性

143

142

80歳代

男性 70歳代

なし

なし 心筋梗塞、胃癌胃切後

股関節脱臼

なし

なし なし

ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 なし

男性 70歳代
汎血球減少、便秘症、胃潰
瘍、末梢神経障害

肝障害、腎障害、便秘、変形
性股関節症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

気管支肺炎 軽快 31日

心不全 軽快 31日

147 女性 70歳代 気管支肺炎 死亡 56日
糖尿病、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病、高血圧
症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、高尿
酸血症

なし

白血球数減少 回復 3日

リンパ球数減少 回復 10日

疲労 回復 64日

注射部位反応 回復 71日

蜂巣炎 回復 71日

敗血症 回復 123日

発熱 回復 175日

150 男性 50歳代 無顆粒球症 未回復 8日
汎血球減少、腰椎圧迫骨
折、血球貪食症候群、ｽﾃﾛｲ
ﾄﾞ性DM

なし

骨髄機能不全 軽快 2日

骨髄機能不全 未回復 46日

152 男性 60歳代 汎血球減少症 軽快 8日
ｱﾙｺｰﾙ性肝炎、Ⅱ型糖尿
病、甲状腺機能亢進症、ﾍﾓｸ
ﾛﾏﾄｰｼｽ

心房細動

153 男性 70歳代 骨髄機能不全 未回復 14日
陳旧性心筋梗塞、睡眠時無
呼吸症候群、貧血、高血圧

ｼﾞﾌﾃﾘｱ、鼡径ﾍﾙﾆｱ(術後)

154 女性 70歳代 虚血性大腸炎 回復 56日 慢性心房細動 なし

発熱性好中球減少症 回復 1日

好中球減少症 未回復 21日

白血球数増加 未回復 74日

芽球細胞数増加 未回復 74日

157 男性 30歳代 肺炎 回復 137日 発熱性好中球減少症 なし

好中球数減少 回復 3日

白血球数減少 軽快 70日

蜂巣炎 未回復 12日

心タンポナーデ 死亡 13日

好中球数減少 軽快 8日

肺炎 軽快 22日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 22日

160

男性 70歳代151

158

156

148

146

159

149

20歳代

男性

60歳代男性

高血圧、発作性心房細動、
狭心症

155

60歳代

男性

胆石症男性

70歳代

女性 汎血球減少

男性

70歳代男性

内痔核

男性

60歳代

50歳代

間質性肺炎

輸血後鉄過剰症、2型糖尿
病、不眠症、発熱性好中球
減少症、糖尿病性網膜症、
痔核、浮腫、乾燥性皮膚炎

なし

高血圧症、高尿酸血症、糖
尿病、慢性肝炎

なし

なし

不眠症、慢性胃炎、輸血後
鉄過剰症

糖尿病性腎症、高血圧、
Sweet病、深部静脈血栓症、
糖尿病、便秘症、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼ
ｽ、貧血

胆石症、肝癌、胃癌

心不全

変形性腰椎症

60歳代

なし

高脂血症、咽頭炎、高尿酸
血症、便秘症、糖尿病、腰椎
椎間板ﾍﾙﾆｱ、腰椎圧迫骨
折、汎血球減少

急性腎障害、肺炎、慢性副
鼻腔炎、鼻中隔弯曲症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染 未回復 7日

静脈閉塞性肝疾患 死亡 9日

全身性浮腫 死亡 9日

腎不全 死亡 15日

急性呼吸窮迫症候群 死亡 15日

赤血球数減少 回復 1日

ヘモグロビン減少 回復 1日

血小板数減少 回復 1日

白血球数減少 回復 1日

脳梗塞 回復 137日

血小板数減少 未回復 1日

肺出血 死亡 86日

血中尿素増加 未回復 86日

血中クレアチニン増加 未回復 86日

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 未回復 87日

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 未回復 87日

高カリウム血症 未回復 87日

貧血 未回復 57日

好中球数減少 未回復 57日

血小板数減少 未回復 59日

白血球数減少 軽快 121日

発熱性好中球減少症 回復 9日

白血球数減少 回復 20日

好中球数減少 回復 20日

166 男性 60歳代 肺炎 死亡 13日 なし なし

50歳代

164 男性

165

161

163 男性 80歳代

162

男性

70歳代

慢性硬膜下血腫(交通事故)、
不整脈、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

糖尿病、高脂血症、PSA高
値、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、慢性胃
炎、低ｶﾘｳﾑ血症

80歳代男性

男性

高血圧、高脂血症、末梢循
環不良、不眠症、便秘症

腰椎椎間ﾍﾙﾆｱ

なし 慢性C型肝炎、骨髄移植

なし

60歳代

虫垂炎

群発頭痛、B型肝炎

肩関節周囲炎
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 23日

発熱性好中球減少症 回復 172日

発熱性好中球減少症 回復 274日

白血球数減少 軽快 434日

発熱性好中球減少症 回復 434日

好中球数減少 軽快 不明

血小板数減少 未回復 不明

168 男性 70歳代 ショック 回復 99日 慢性心房細動、前立腺肥大 なし

赤血球数減少 回復 3日

ヘモグロビン減少 回復 3日

貧血 回復 37日

貧血 回復 3日

気管支肺炎 回復 4日

血小板数減少 回復 20日

白血球数減少 回復 20日

発熱性好中球減少症 回復 29日

肺炎 回復 268日

血小板数減少 回復 9日

発熱性好中球減少症 回復 12日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 13日

好中球減少症 未回復 17日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 52日

発熱性好中球減少症 回復 57日

血小板数減少 未回復 59日

血中カリウム増加 回復 4日

敗血症 回復 19日

好中球数減少 回復 22日

敗血症 回復 49日

白血球数減少 回復 388日

白血球数減少 回復 416日

167 男性 70歳代

169

171

172

170

左自然気胸

腰部脊柱管狭窄症、右眼白
内障手術

十二指腸潰瘍

大腸癌

肝炎(非B、非C、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼ
ｽの可能性あり)、輸血後鉄過
剰症、高脂血症、高尿酸血
症、高血圧、慢性閉塞性呼
吸障害、腹部大動脈瘤、左
内頚動脈硬化症

70歳代

70歳代男性

関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧

気管支喘息、便秘、脱水症 肺癌術後、化学療法後

男性

慢性腎臓病、腰部脊柱管狭
窄症、両下肢閉塞性動脈硬
化症、変形性脊椎症(頸椎)、
不眠、便秘

70歳代

男性 70歳代

原因不明のうっ滞性肝障害、
肺気腫、間質性肺炎、心不
全、前立腺肥大、早期大腸
癌、骨粗鬆症、圧迫骨折、胃
炎

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 未回復 2日

好中球数減少 未回復 2日

血中クレアチニン増加 回復 5日

ヘモグロビン減少 未回復 9日

血小板数減少 未回復 16日

肺炎 死亡 98日

174 女性 60歳代 好中球減少症 未回復 111日
総頸動脈周囲膿瘍、両下肢
蜂巣炎悪化、高尿酸血症、
便秘症

糖尿病

好中球減少症 回復 3日

白血球減少症 回復 3日

発熱性好中球減少症 回復 9日

腎機能障害 回復 8日

血小板数減少 未回復 12日

肺炎 軽快 7日

白血球数減少 未回復 11日

敗血症 死亡 17日

胃腸出血 未回復 18日

好中球数減少 未回復 18日

急性腎不全 死亡 19日

好中球数減少 軽快 15日

肺炎 回復 25日

白血球数減少 回復 26日

発疹 回復 37日

白血球数減少 回復 82日

好中球数減少 回復 82日

肺炎 回復 89日

胸膜炎 回復 89日

179 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 22日
高血圧、高脂血症、陳旧性
心筋梗塞、逆流性食道炎

陳旧性心筋梗塞、食道異形
成、大胆憩室、胆石

80歳代男性

70歳代

175

173 男性 80歳代

男性

尿閉(腎後性腎不全)、十二指
腸潰瘍

慢性腎不全、側頭動脈炎、
高血圧症、骨粗鬆症、胃炎、
前立腺肥大症、便秘、不眠
症、うつ症状

なし

70歳代男性

慢性肝炎、慢性腎不全、胃
炎

悪性リンパ腫

慢性胃炎、便秘症、不眠症178

176

177

前立腺肥大、胃炎、不眠症 高血圧

慢性腎不全、原発性ﾏｸﾛｸﾞﾛ
ﾌﾞﾘﾝ血症、睡眠時無呼吸症
候群、腰部脊柱管狭窄症

ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ70歳代女性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腎不全 死亡 19日

敗血症 死亡 20日

糖尿病 死亡 21日

好中球数減少 死亡 21日

肝不全 死亡 22日

血小板数減少 回復 11日

白血球数減少 回復 11日

好中球数減少 回復 11日

182 男性 40歳代 くも膜下出血 死亡 124日 発熱性好中球減少 なし

183 男性 60歳代 肺炎 軽快 2日
脂肪肝、COPD、閉塞性動脈
硬化症、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

肺癌、前立腺癌

注射部位反応 回復 194日

注射部位反応 回復 不明

発熱性好中球減少症 回復 4日

血小板数減少 回復 6日

白血球数減少 回復 19日

発熱性好中球減少症 軽快 28日

血小板数減少 回復 47日

発熱 回復 154日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 158日

発熱 軽快 463日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 463日

発熱 軽快 698日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 700日

肺炎 軽快 700日

187 男性 60歳代 腎尿細管性アシドーシス 回復 29日 慢性腎不全、高血圧症 胃潰瘍

188 男性 60歳代 好中球減少症 回復 11日
右上葉肺炎、COPD、不眠
症、痔核、腰痛、心不全

なし

60歳代男性180 なし 糖尿病

男性
糖尿病性腎症2期、２型糖尿
病、便秘症、前立腺肥大症

なし

185 女性 70歳代 骨粗鬆症、逆食 なし

70歳代男性 糖尿病、不眠症 肺癌

60歳代184

181

男性186 なし
直腸癌（術後、人工肛門造
設）

60歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腎障害 回復 3日

血中尿素増加 回復 3日

血中クレアチニン増加 回復 3日

高カリウム血症 回復 46日

便秘 軽快 74日

感染性腸炎 回復 76日

発熱性好中球減少症 軽快 94日

口内炎 未回復 107日

高血糖 未回復 120日

発熱 未回復 130日

190 男性 60歳代 気管支肺アスペルギルス症 不明 20日 なし なし

191 男性 70歳代 肝障害 軽快 8日 脂肪肝 なし

腹痛 未回復 4日

乏尿 未回復 5日

ショック 死亡 8日

肺炎 回復 110日

肺炎 回復 225日

肝障害 未回復 225日

敗血症 回復 229日

敗血症 死亡 252日

四肢痛 軽快 38日

皮膚出血 軽快 38日

気管支肺アスペルギルス症 未回復 16日

肛門膿瘍 未回復 41日

発熱 回復 6日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 7日

血小板数減少 回復 17日

好中球数減少 軽快 32日

肺炎 軽快 65日

197 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 48日 骨粗鬆症、慢性胃炎 急性骨髄性白血病

70歳代女性196

慢性腎障害 なし女性

195

高血圧症、甲状腺機能低下
症、高尿酸血症、慢性心不
全、腰痛症、胃潰瘍

尿路感染症、播種性血管内
症候群、器質化肺炎

睡眠時無呼吸症候群、狭心
症、糖尿病

193 男性 70歳代

女性192

高血圧70歳代

狭心症(ACﾊﾞｲﾊﾟｽ術後)

心房細動、高血圧、心不全 出血性腸炎

60歳代194

ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ、高血圧、逆流
性食道炎、肺真菌症、肺炎

虫垂切除術

80歳代

男性
完全房室ﾌﾞﾛｯｸ、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
挿入(心臓)

189 男性 60歳代

21/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症性ショック 死亡 12日

白血球数減少 死亡 12日

好中球数減少 死亡 12日

199 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 34日 白内障 なし

200 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 28日 心窩部痛 白内障、高尿酸血症

赤血球数減少 軽快 10日

ヘモグロビン減少 軽快 10日

血小板数減少 軽快 31日

赤血球数減少 未回復 不明

ヘモグロビン減少 未回復 不明

血小板数減少 未回復 不明

貧血 軽快 11日

血小板数減少 軽快 13日

白血球数減少 軽快 25日

好中球数減少 軽快 25日

敗血症 軽快 25日

血小板減少症 軽快 170日

203 男性 70歳代 肺炎 未回復 30日
慢性腎臓病、慢性胃炎、不
眠、てんかん

なし

好中球減少症 回復 11日

発熱性好中球減少症 回復 19日

205 女性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 22日 高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ なし

206 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 1日 原因不明の肝障害、糖尿病 直腸癌

発熱性好中球減少症 軽快 26日

好中球数減少 軽快 95日

発熱性好中球減少症 回復 24日

発熱性好中球減少症 回復 138日

血小板数減少 未回復 280日

白血球数減少 未回復 283日

好中球数減少 未回復 283日

発熱性好中球減少症 回復 290日

貧血 未回復 290日

201 男性 80歳代
糖尿病、高血圧症、前立腺
肥大症

なし

204 糖尿病、脳梗塞男性

男性 60歳代 糖尿病、便秘 なし

70歳代女性208
糖尿病性腎症、糖尿病、狭
心症、高ｶﾘｳﾑ血症、胃潰瘍

なし

虚血性心疾患

207

80歳代 なし

70歳代男性198

202 男性 60歳代

慢性腎不全、鉄過剰症、全
身の皮疹、掻痒感、高血圧
症、糖尿病

なし ｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 7日

赤血球数減少 未回復 10日

ヘモグロビン減少 未回復 10日

湿疹 回復 11日

白血球数減少 未回復 15日

敗血症 回復 23日

発熱性好中球減少症 回復 23日

白血球数減少 回復 26日

発熱性好中球減少症 回復 19日

発熱性好中球減少症 回復 64日

発熱性好中球減少症 回復 121日

発熱性好中球減少症 回復 1日

発熱性好中球減少症 回復 96日

213 女性 60歳代 医療機器関連感染 回復 不明
慢性腎臓病、高血圧、甲状
腺機能低下、慢性胃炎、高
尿酸血症

なし

214 男性 50歳代 腹水 未回復 3日
貧血、低栄養状態、浮腫、下
痢、不眠症、慢性鉄過剰症、
急性気管支炎、胃炎

急性前骨髄球性白血病

貧血 死亡 227日

気管支炎 回復 334日

血小板数減少 死亡 385日

216 男性 70歳代 気胸 回復 3日
深在性真菌症、胃潰瘍、肺
気腫

なし

口腔感染 回復 56日

好中球数減少 未回復 98日

肺炎 死亡 不明

貧血 回復 20日

白血球数減少 回復 21日

肺炎 回復 26日

血小板数減少 回復 41日

白血球数減少 回復 104日

肺炎 回復 281日

大腸癌

なし

212

211

70歳代女性209

男性 50歳代

女性

60歳代男性 痒疹

異型狭心症、高尿酸血症、
高血圧

217 女性 70歳代 なし

蜂窩織炎218

なし

70歳代男性

40歳代210

便秘症、頭痛、骨粗鬆症、眼
瞼炎、調整性眼精疲労

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

215 男性 60歳代 不眠症、むくみ

肺炎、帯状疱疹低γｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症

なし気管支喘息、十二指腸潰瘍
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 死亡 14日

肝障害 未回復 15日

貧血 軽快 9日

好中球減少症 未回復 16日

発熱性好中球減少症 軽快 23日

血小板減少症 軽快 33日

発熱性好中球減少症 軽快 335日

221 男性 70歳代 脳梗塞 未回復 1日
間質性肺炎、細菌性肺炎、
慢性胃炎

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

細菌性咽頭炎 回復 114日

白血球数減少 未回復 637日

好中球数減少 未回復 637日

肺炎 回復 654日

好中球数減少 未回復 14日

血小板数減少 未回復 14日

白血球数減少 未回復 16日

発熱性好中球減少症 回復 17日

血小板減少症 回復 24日

気管支炎 回復 411日

血小板数減少 死亡 415日

肺炎 回復 501日

225 男性 70歳代 出血性胃潰瘍 死亡 24日
慢性C型肝炎、DM、高血圧、
気管支炎、腰痛、便秘

十二指腸潰瘍

226 女性 50歳代 発熱性好中球減少症 軽快 2日
慢性腎臓病、真菌性肺炎、
難治性逆流性食道炎

なし

227 男性 70歳代 貧血 軽快 11日 高血圧、脳梗塞後遺症 脳梗塞、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

白血球数減少 未回復 4日

好中球数減少 未回復 4日

貧血 軽快 4日

発熱性好中球減少症 回復 7日

血小板数減少 未回復 14日

発熱性好中球減少症 回復 16日

229 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 60日 慢性C型肝炎、慢性腎臓病 直腸癌

なし なし女性

70歳代

70歳代

228 男性

なし 脳梗塞

220

223

不眠症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎 早期胃癌

219 男性 60歳代

222 男性 50歳代 胃潰瘍、便秘症、不眠症 反復性気胸

男性 70歳代

なしなし

60歳代 なし224 男性 肋膜炎、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

230 男性 60歳代 血尿 回復 29日
発作性心房細動、心原性脳
幹梗塞、糖尿病、球麻痺、誤
嚥、前立腺肥大

なし

敗血症 回復 60日

肺炎 回復 60日

汎血球減少症 回復 10日

発熱性好中球減少症 回復 13日

真菌性肺炎 回復 20日

発熱性好中球減少症 回復 42日

真菌性肺炎 回復 48日

233 女性 70歳代 敗血症 死亡 79日

BUN上昇、ｸﾚｱﾁﾆﾝ上昇、高
尿酸血症、高血圧症、高脂
血症、鉄過剰症、甲状腺機
能低下症、子宮内膜肥厚、
敗血症、肺炎、器質化肺炎、
ｽｳｨｰﾄ病

なし

好中球数減少 回復 3日

肝機能異常 回復 3日

血小板数減少 回復 4日

リンパ球数減少 回復 4日

白血球数減少 回復 10日

貧血 回復 14日

骨髄機能不全 回復 36日

発熱性好中球減少症 回復 41日

好中球数減少 軽快 16日

敗血症 回復 63日

ブドウ球菌性敗血症 回復 88日

敗血症 回復 116日

敗血症 回復 143日

血小板数減少 未回復 16日

白血球数減少 軽快 16日

敗血症 回復 91日

237 男性 70歳代 肺炎 未回復 146日 なし 咽頭がん、急性心筋梗塞

骨髄炎 回復 41日

急性腎不全 回復 43日

なし

狭心症、左顔面神経麻痺、
FN

蜂窩織炎

女性234

60歳代男性235

70歳代

慢性C型肝炎、前立腺肥大
症、胃潰瘍、皮膚掻痒

50歳代男性238

心不全増悪、器質化肺炎

なし

腎機能障害、悪性リンパ腫、
輸血後鉄過剰症、便秘症、
うっ血性心不全

30歳代男性

男性 70歳代

231 男性 70歳代

232

236

なし

C型慢性肝炎、慢性腎臓病

なし

胆汁うっ滞性肝障害、慢性心
不全、不眠症、便秘症、慢性
胃炎、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、器質化
肺炎、筋痙攣、慢性頭痛

尿路結石症、胃潰瘍
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 回復 8日

発熱性好中球減少症 回復 8日

血小板数減少 回復 11日

肺炎 死亡 15日

血小板数減少 回復 96日

好中球数減少 回復 104日

白血球数減少 軽快 104日

好中球数減少 回復 141日

白血球数減少 軽快 145日

発熱性好中球減少症 回復 146日

血小板数減少 回復 148日

好中球数減少 回復 190日

血小板数減少 回復 190日

白血球数減少 軽快 190日

好中球数減少 回復 230日

白血球数減少 軽快 230日

肺炎 回復 360日

肺炎 回復 679日

鼻膿瘍 回復 不明

赤血球数減少 未回復 3日

白血球数減少 未回復 15日

血小板数減少 未回復 15日

発熱性好中球減少症 未回復 15日

242 男性 70歳代 肺炎 軽快 39日 不眠症、下痢症 胃癌、ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠乏性貧血

なし

高血圧、輸血による慢性鉄過
剰症、高尿酸血症、便秘症、
心房細動、心性浮腫

発作性心房細動

軽度ALP上昇、便秘症、高血
圧症、不眠症

男性239

70歳代女性241

70歳代

糖尿病、腰椎症、慢性腎障
害、不眠症、輸血後鉄過剰
症、前立腺肥大、高尿酸血
症、胃炎、高血圧、便秘症

男性240 70歳代 なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 回復 3日

発熱 回復 12日

発熱性好中球減少症 回復 12日

好中球数減少 軽快 12日

発熱性好中球減少症 回復 43日

敗血症 回復 195日

発熱 回復 195日

口内炎 回復 195日

顔面痛 回復 195日

244 男性 70歳代 好中球減少症 回復 106日 高尿酸血症、腎機能障害 なし

貧血 回復 10日

咽頭炎 回復 12日

扁桃周囲膿瘍 回復 12日

白血球数減少 回復 7日

好中球数減少 回復 7日

血小板数減少 回復 9日

発熱性好中球減少症 回復 11日

腫瘍熱 未回復 60日

発熱性好中球減少症 軽快 3日

急性熱性好中球性皮膚症 未回復 29日

発熱性好中球減少症 未回復 52日

痔核 未回復 76日

敗血症性ショック 軽快 89日

サイトメガロウイルス血症 軽快 98日

胃腸出血 未回復 98日

白血球数減少 回復 17日

血小板数減少 回復 22日

249 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 軽快 87日 高血圧症、前立腺肥大症 大腸がん術後

なし

70歳代男性248

筋萎縮性側索硬化症、逆流
性食道炎、本態性高血圧
症、前立腺肥大、心房細動、
不眠症

肝硬変、2型糖尿病、神経因
性膀胱、うつ病、鉄過剰症、
発熱性好中球減少症、口内
炎、じんま疹、BPH

血栓性静脈炎

247 男性 50歳代
糖尿病、敗血症性咽頭炎、ｽ
ｳｨｰﾄ病、DIC

なし

尿路結石

糖尿病性腎症、心筋梗塞、
下肢動脈閉塞症、高血圧、
糖尿病

不明246 男性 60歳代

60歳代男性245

243 男性 80歳代 なし

27/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 死亡 8日

腎不全 死亡 9日

アシドーシス 死亡 10日

心不全 死亡 不明

白血球数減少 回復 60日

好中球数減少 回復 60日

血小板数減少 未回復 4日

赤血球数減少 未回復 18日

ヘモグロビン減少 未回復 18日

白血球数減少 未回復 18日

好中球数減少 未回復 18日

リンパ球数減少 未回復 18日

単球数減少 未回復 18日

253 男性 70歳代 低ナトリウム血症 未回復 22日

薬剤性肝障害、肺炎、肺真
菌症、狭心症、便秘、不眠
症、脊柱管狭窄症、腰椎圧
迫骨折

十二指腸潰瘍、器質化肺炎

心房粗動 未回復 29日

心不全 死亡 29日

蜂巣炎 回復 150日

出血性胃炎 回復 205日

蜂巣炎 軽快 16日

好中球数減少 未回復 29日

白血球数減少 未回復 29日

257 女性 60歳代 脳出血 死亡 97日 右腎珊瑚状結石
急性心筋梗塞、本態性血小
板血症

258 男性 50歳代 肝機能異常 軽快 94日

ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ疑い、薬剤性腎
障害、血管内多発血栓症、
抑うつ症状、脊髄炎後遺症、
慢性胃炎、低Na血症、難聴、
睡眠時無呼吸症候群、器質
化胸膜炎、器質化肺炎、排
用性筋力低下、殿部褥創、
腰椎圧迫骨折

多発性硬化症、細菌性肺
炎、敗血症

259 女性 60歳代 肺炎 死亡 110日
糖尿病、慢性心不全、高血
圧、不眠、糖尿病性網膜症

薬剤性心筋症、HBV感染

256 男性 60歳代 なし
気胸、ｱﾙｺｰﾙ性肝炎、下腿
蜂窩織炎

254

60歳代

体質性黄疸、うっ血性心不
全、頻脈性心房細動、糖尿
病

60歳代男性255

60歳代男性

男性
慢性胃炎、糖尿病、前立腺
肥大症、便秘症、不眠症

なし

胆石症

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群、心不全、腎
不全、嚥下障害

252

なし ﾒﾆｴｰﾙ病、胃潰瘍

70歳代男性251

70歳代男性250

なし

高血圧、ｱﾙｺｰﾙ性肝炎、糖
尿病

糖尿病、便秘
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 14日

好中球数減少 未回復 20日

白血球数減少 未回復 20日

肺炎 軽快 68日

血小板数減少 未回復 13日

好中球数減少 回復 15日

貧血 軽快 34日

好中球数減少 回復 44日

白血球数減少 軽快 93日

白血球数減少 軽快 141日

白血球数減少 軽快 198日

白血球数減少 軽快 242日

肺感染 回復 21日

発熱性好中球減少症 回復 24日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 25日

白血球数減少 軽快 16日

貧血 軽快 35日

白血球数減少 回復 74日

発熱性好中球減少症 回復 116日

白血球数減少 軽快 22日

発熱性好中球減少症 軽快 22日

白血球数減少 軽快 76日

発熱性好中球減少症 軽快 76日

貧血 回復 86日

便潜血陽性 不明 45日

血小板数減少 回復 45日

肺炎 死亡 253日

266 男性 70歳代 肺出血 死亡 10日
C型肝炎、肝細胞癌、糖尿
病、敗血症疑

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

口腔感染 未回復 43日

肺炎 死亡 51日

70歳代女性260

高血圧

267

60歳代男性265

女性262

薬剤性肝障害、間質性肺
炎、高血圧

70歳代

高血圧、大動脈弁狭窄、糖
尿病

男性

不明

不安定狭心症 なし

70歳代男性263

70歳代

なし

261 男性 60歳代 脳梗塞、胃十二指腸潰瘍

高血圧

脳腫瘍男性264

80歳代 肺炎、糖尿病 Castleman病

労作性狭心症、肺気腫、高
血圧症、便秘症、胃炎

なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 回復 5日

好中球数減少 回復 5日

血小板数減少 回復 8日

肺炎 軽快 29日

発熱性好中球減少症 回復 1日

発熱性好中球減少症 回復 58日

感染 回復 9日

発熱性好中球減少症 回復 9日

感染 回復 30日

発熱性好中球減少症 回復 30日

感染 回復 38日

発熱性好中球減少症 回復 38日

血小板数減少 回復 10日

好中球数減少 回復 115日

白血球数減少 回復 126日

血小板数減少 回復 126日

血小板数減少 回復 197日

感染 未回復 253日

血尿 未回復 268日

感染 回復 71日

好中球数減少 回復 85日

白血球数減少 回復 不明

白血球数減少 回復 57日

好中球数減少 回復 57日

蜂巣炎 回復 57日

好中球数減少 回復 21日

肺炎 回復 42日

好中球減少症 回復 87日

発熱性好中球減少症 回復 87日

気管支肺炎 回復 248日

274 男性 70歳代
便秘症、慢性胃炎、うつ、脂
質異常症、輸血後鉄過剰
症、前立腺肥大

虫垂炎手術、脊椎骨折

女性268

60歳代男性

70歳代

60歳代女性

60歳代

70歳代男性270

統合失調症 右乳癌手術、左乳癌手術

脂肪肝 十二指腸潰瘍

関節ﾘｳﾏﾁ、HCV(IFN治療後) なし

なし なし

271

269 なし M.avium感染症

卵巣癌、腰椎圧迫骨折
尿管結石、白内障、肋間神
経痛

70歳代272 男性

女性273
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 未回復 11日

好中球数減少 未回復 11日

血小板減少症 軽快 11日

出血性素因 軽快 14日

好中球数減少 軽快 18日

発熱性好中球減少症 回復 20日

血小板数減少 軽快 56日

出血性素因 軽快 56日

好中球数減少 軽快 60日

好中球数減少 回復 161日

血小板数減少 回復 165日

出血性素因 回復 不明

発熱性好中球減少症 回復 33日

肺炎 死亡 55日

顆粒球数減少 回復 20日

発熱性好中球減少症 回復 23日

279 女性 60歳代 敗血症 回復 29日
慢性腎盂腎炎、高血圧、慢
性胃炎

乳癌、乳癌手術

発熱性好中球減少症 軽快 16日

真菌性肺炎 軽快 29日

上気道感染 軽快 56日

上気道感染 未回復 80日

心不全 軽快 91日

281 男性 70歳代 腎障害 軽快 99日
原因不明の尿細管障害、特
発性肺線維症、高血圧

なし

282 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 死亡 7日
大動脈弁閉鎖不全症、慢性
心不全

食道癌

好中球数減少 軽快 25日

発熱性好中球減少症 軽快 38日

医療機器関連感染 回復 56日

出血性大腸潰瘍 未回復 66日

発熱性好中球減少症 未回復 90日

なし276

278

280

非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫、びまん性大
細胞型B細胞ﾘﾝﾊﾟ腫、自家移
植後、器質化肺炎、喘息、抑
うつ状態、胃炎、鉄過剰症、
骨粗鬆症、便秘

283

なし

なし

多発関節炎、高尿酸血症、
気管支炎、精巣上体炎、深
在性真菌症、DM、HT、心筋
梗塞後心不全

なし

男性

男性

関節ﾘｳﾏﾁ

心筋梗塞、胃癌

60歳代

なし

胃潰瘍、帯状疱疹女性

男性

80歳代男性

60歳代

30歳代

70歳代

60歳代

慢性肝機能異常(原因不明)、
腰痛症、逆流性食道炎

女性

肺胞蛋白症

277

275
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 回復 15日

貧血 軽快 18日

好中球数減少 未回復 320日

285 女性 60歳代 肺炎 死亡 172日
高血圧、糖尿病、虚血性心
疾患、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、不眠
症

なし

好中球数減少 回復 14日

血小板数減少 回復 14日

肺炎 回復 34日

播種性血管内凝固 軽快 38日

発熱性好中球減少症 回復 18日

扁桃周囲膿瘍 軽快 36日

起立性低血圧 回復 403日

嘔吐 回復 403日

肺炎 軽快 470日

白血球減少症 回復 30日

血小板減少症 回復 46日

肺炎 回復 61日

肺炎 未回復 68日

290 女性 70歳代 憩室炎 回復 74日 B型慢性肝炎、便秘症 なし

291 男性 60歳代 肺炎 回復 261日
慢性腎障害、慢性鉄過剰
症、気管支喘息、便秘、逆
流性食道炎

なし

292 男性 70歳代 肺炎 未回復 47日

腎機能異常、うっ血性心不
全、不眠症、末梢神経障
害、前立腺肥大症、高血圧
症、胃炎、慢性動脈閉塞
症、脳梗塞後遺症、便秘症

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、大腸癌

発熱 回復 1日

肺感染 未回復 29日

メレナ 回復 12日

発熱性好中球減少症 回復 19日

好中球数減少 回復 22日

白血球数減少 回復 22日

完全房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移
植後)、前立腺癌、胃癌術
後

肺気腫、肺炎

60歳代

70歳代

男性

289

294 男性

80歳代 肥厚性硬膜炎、高血圧

288 男性 70歳代 なし 糖尿病、腸閉塞

痔核、不眠症、譫妄、不穏

男性 腎機能障害(Cr：1.14mg/dL)

う歯

男性 なし287 60歳代

286

ASO

男性 50歳代 なし

前立腺癌(T1cN0M0)、胆石
症、不眠症、慢性副鼻腔炎

男性
CKD、不眠症、高血圧、高脂
血症、高尿酸血症、湿疹

284

70歳代

非結核性抗酸菌症293

32/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 7日

白血球減少症 回復 16日

胃腸出血 回復 17日

血中アルカリホスファターゼ増加 未回復 33日

蕁麻疹 回復 3日

白血球数減少 未回復 不明

芽球細胞数増加 未回復 不明

口腔ヘルペス 回復 16日

サイトメガロウイルス性肺炎 回復 29日

298 男性 60歳代 血小板数減少 回復 38日 なし 多発性骨髄腫

発熱 未回復 12日

凝血異常 未回復 14日

肺炎 未回復 16日

敗血症性ショック 死亡 16日

敗血症 未回復 16日

腎不全 未回復 16日

急性心不全 未回復 16日

急性呼吸不全 未回復 16日

肝不全 未回復 16日

好中球数減少 未回復 19日

白血球数減少 未回復 19日

血小板数減少 未回復 19日

胃腸出血 未回復 22日

播種性血管内凝固 回復 3日

敗血症 未回復 15日

胃腸出血 死亡 35日

301 男性 80歳代 腎機能障害 未回復 29日
慢性腎不全、心不全、心房
細動、大動脈弁狭窄症

なし

299

60歳代

なし

なし高血圧症

なし

男性 なし

高血圧、糖尿病、左腓骨神
経麻痺、血小板減少

なし60歳代

なし

女性

297 男性

原疾患の浸潤疑い(肝脾腫)60歳代

男性 70歳代

296

300

めまい症

295 男性 60歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 回復 79日

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 軽快 86日

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 回復 240日

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 未回復 262日

白血球数増加 回復 330日

芽球細胞数増加 死亡 330日

発熱 回復 349日

白血球数増加 死亡 351日

303 女性 60歳代 出血 死亡 110日
2型糖尿病、口唇ﾍﾙﾍﾟｽ、高
血圧症、不眠症、便秘症

高脂血症、白内障

発熱性好中球減少症 軽快 12日

白血球減少症 回復 15日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 62日

肺炎 死亡 62日

肺炎 未回復 9日

白血球数減少 軽快 9日

好中球数減少 回復 12日

器質化肺炎 回復 13日

γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 不明 25日

敗血症 死亡 219日

307 女性 70歳代 好中球数減少 未回復 85日
慢性心不全、関節ﾘｳﾏﾁ、神
経症、逆流性食道炎

なし

慢性腎不全 軽快 5日

好中球減少症 回復 23日

発熱性好中球減少症 回復 16日

肺感染 死亡 17日

発熱 未回復 17日

白血球数減少 軽快 19日

呼吸不全 死亡 43日

好中球数減少 軽快 不明

310 男性 60歳代 肺炎 回復 17日 肺炎 なし

上部消化管出血 回復 18日

上部消化管出血 回復 46日

DM

慢性腎不全

男性

鉄過剰によるﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

70歳代

男性

膿胸

なし

肺気腫、高血圧症、糖尿病309 男性

70歳代

70歳代

302 男性

女性 70歳代

306

なし

腰部椎間板ﾍﾙﾆｱ、胃全摘、
胆のう摘出

308 男性

頚椎椎間板ﾍﾙﾆｱ、腰椎椎間
板ﾍﾙﾆｱ

なし 食道癌

304

311

70歳代

男性 60歳代

尿路感染症

敗血症、DIC、糖尿病、鉄過
剰症

70歳代

薬剤性肝障害、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
肺炎、器質化肺炎、不眠症、
高尿酸血症、慢性胃炎

305
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

312 男性 50歳代 発熱性好中球減少症 回復 6日 高血圧、不眠症、便秘症
胆嚢結石(腹腔鏡下胆嚢摘出
術)、十二指腸潰瘍、大腸ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ(大腸ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ)

発熱性好中球減少症 軽快 2日

血小板数減少 未回復 21日

314 男性 80歳代 発疹 回復 2日
慢性腎障害、陳旧性心筋梗
塞

前立腺癌

メレナ 回復 6日

発熱性好中球減少症 回復 7日

感染性腸炎 回復 31日

急性腎不全 回復 31日

芽球細胞数増加 未回復 205日

肺炎 回復 222日

発熱性好中球減少症 軽快 6日

貧血 軽快 10日

発熱性好中球減少症 軽快 77日

好中球減少症 軽快 81日

貧血 軽快 81日

肺炎 回復 2日

肺炎 回復 24日

肺炎 軽快 71日

発熱性好中球減少症 軽快 71日

血小板数減少 未回復 7日

貧血 未回復 12日

好中球数減少 未回復 不明

発熱 軽快 20日

感染性腸炎 回復 48日

胃腸出血 軽快 66日

好中球数減少 未回復 354日

肺炎 軽快 491日

肺炎 軽快 514日

肺炎 不明 538日

321 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 197日 乾癬、糖尿病 なし

320 男性 60歳代

高血圧症、左副腎皮質腺
腫、高尿酸血症、多関節痛、
小腸多発潰瘍、十二指腸
炎、不眠症、高脂血症

なし

うつ病、高血圧、不眠症、め
まい症、骨粗鬆症

なし

男性

80歳代 なし

男性

胃癌術後、前立腺癌内照射
後

糖尿病性腎症(疑)、2型糖尿
病、便秘、夜間譫妄、低ｱﾙﾌﾞ
ﾐﾝ血症、慢性胃炎

心筋梗塞

319

317 慢性肝障害 なし60歳代

318 男性 80歳代

男性

316 男性 60歳代 なし

男性

脂肪肝、ﾊﾞｰｼﾞｬｰ病、内頚動
脈狭窄症、発作性心房細
動、高血圧症、便秘症

80歳代

70歳代

315

313

狭心症、慢性閉塞性肺疾
患、喘息、眼底出血

腎臓結石、膀胱結石
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染性腸炎 回復 22日

腎障害 回復 34日

発熱 回復 127日

発熱性好中球減少症 未回復 8日

肺炎 未回復 33日

全身性真菌症 回復 33日

偽膜性大腸炎 回復 75日

血便排泄 軽快 79日

腎盂腎炎 未回復 96日

播種性血管内凝固 死亡 114日

心不全 死亡 115日

低アルブミン血症 未回復 115日

蜂巣炎 回復 65日

血小板数減少 未回復 113日

肺炎 死亡 117日

白血球数減少 回復 127日

貧血 軽快 不明

血小板数減少 未回復 5日

好中球数減少 未回復 12日

芽球細胞数増加 未回復 61日

肺炎 死亡 103日

好中球数減少 回復 22日

発熱性好中球減少症 回復 22日

血小板数減少 未回復 149日

貧血 軽快 204日

327 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 10日 なし 大腸癌

328 男性 80歳代 敗血症 軽快 143日 なし なし

60歳代
糖尿病、高血圧、高脂血
症、真性多血症

なし 不眠症

男性

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

前立腺肥大、胆石、胆嚢摘
出、HCV(+)IFN治療、片腎
(詳細不明)

なし

高血圧、高脂血症、気管支
喘息、便秘、慢性心不全、
腰痛、不眠症

女性

80歳代

女性 70歳代

60歳代

なし

なし 狭心症

80歳代

325

324

男性

女性

322

323

326
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 未回復 11日

発熱性好中球減少症 回復 25日

発熱性好中球減少症 回復 39日

発熱性好中球減少症 回復 58日

発熱性好中球減少症 軽快 81日

白血球数減少 回復 33日

好中球数減少 回復 33日

血小板数減少 回復 43日

貧血 未回復 108日

白血球数減少 未回復 110日

好中球数減少 未回復 110日

血小板数減少 未回復 118日

白血球数減少 回復 6日

血小板数減少 未回復 9日

好中球数減少 回復 15日

赤血球数減少 不明 15日

332 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 14日 なし なし

感染 軽快 5日

貧血 不明 5日

発熱 軽快 5日

白血球数減少 軽快 99日

好中球数減少 軽快 99日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 99日

発熱性好中球減少症 軽快 99日

白血球数減少 未回復 3日

好中球数減少 未回復 3日

発熱性好中球減少症 未回復 11日

肺炎 未回復 50日

菌血症 死亡 71日

335 男性 70歳代 肝機能異常 軽快 4日 骨粗しょう症、便秘 なし

336 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 2日
肝ﾍﾓｼﾞﾃﾞﾛｰｼｽ、2型糖尿
病、胃潰瘍、高尿酸血症、便
秘症

急性中耳炎

便秘症

70歳代

なし70歳代

心筋梗塞

慢性腎臓病

男性

なし

胸骨ｶﾘｴｽ、心筋梗塞、胃潰
瘍

２型糖尿病、悪性リンパ腫

腎結石、咽頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

男性329

70歳代

肺炎

高尿酸血症、便秘症、MRSA
保菌（咽頭、鼻腔、糞便）

333

334

女性

女性

331

70歳代

60歳代男性

330
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性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

337 男性 60歳代 腎機能障害 回復 4日 胃炎、腰痛症
骨髄増殖性疾患(多血症、血
小板増多症)

338 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 18日 便秘、アレルギー性鼻炎 なし

339 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 15日
高血圧、不整脈、結膜炎、不
眠症、便秘、肩関節周囲炎、
口内炎、脱水症

AML

発熱性好中球減少症 回復 6日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 7日

発熱 未回復 123日

敗血症 死亡 163日

感染 死亡 2日

意識変容状態 死亡 5日

腎機能障害 死亡 15日

出血 死亡 25日

好中球減少症 未回復 10日

肺炎 回復 16日

発熱性好中球減少症 回復 80日

肺炎 死亡 98日

頻脈 回復 7日

発熱 回復 309日

344 女性 60歳代 血中クレアチニン増加 未回復 1日 高血圧症 なし

肝機能異常 未回復 23日

芽球細胞数増加 未回復 29日

346 男性 70歳代 急性胆嚢炎 回復 38日
肺気腫、心房細動、高血圧、
逆流性食道炎

脳梗塞

感染 回復 176日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 176日

348 男性 70歳代 敗血症 軽快 215日 なし なし

349 女性 60歳代 急性胆嚢炎 回復 49日 なし なし

肺炎 死亡 9日

肝機能異常 未回復 9日

全身倦怠 未回復 9日

白血球数減少 未回復 9日

好中球数減少 未回復 9日

80歳代 虫垂炎、脳血管疾患

急性腎不全、帯状疱疹、感
染症

下肢静脈瘤、皮膚癌

肝障害、糖尿病、胃潰瘍、無
顆粒球症、発熱性好中球減
少症、深在性真菌症

肝硬変

喉頭癌、脊椎管狭窄症

男性

女性 70歳代

女性

白内障

高血圧症、胆のう結石症、変
形性膝関節症、萎縮性胃
炎、便秘

347

80歳代女性345

340

男性 70歳代

80歳代男性

なし

高ビリルビン血症、糖尿病、
高血圧、狭心症

341

ＤＭ

女性350

60歳代

342

高血圧、回腸炎、輸血後鉄
過剰症、手指しびれ感

343

80歳代

高血圧、逆流性食道炎

脳出血
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合併症 既往歴

肺炎 死亡 22日

播種性血管内凝固 未回復 25日

単純ヘルペス 回復 14日

脳出血 死亡 65日

敗血症 不明 65日

肺炎 死亡 45日

心不全 死亡 47日

心房細動 死亡 47日

354 男性 70歳代 発熱 回復 19日
高血圧、胃潰瘍、口腔ｶﾝｼﾞﾀﾞ
症

肺結核、胃癌(EMR)、胆のう
結石除去、腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ、
脳梗塞

高血圧 未回復 24日

感染 回復 34日

感染 未回復 78日

メレナ 軽快 18日

白血球減少症 軽快 45日

357 男性 70歳代 播種性帯状疱疹 回復 23日 高血圧、過敏性腸症候群 S状結腸癌(直腸癌を除く)

発熱性好中球減少症 回復 33日

肺炎 回復 33日

多臓器機能不全症候群 死亡 85日

肺炎 回復 52日

肺炎 軽快 224日

肺炎 軽快 322日

胸水 軽快 441日

肺炎 回復 607日

肺炎 回復 71日

芽球細胞数増加 死亡 93日

アデノウイルス性胃腸炎 回復 95日

361 女性 50歳代 血小板数減少 未回復 8日 なし なし

血尿 軽快 47日

腎盂腎炎 軽快 47日

腎盂腎炎 軽快 65日

慢性腎臓病

高血圧、脳梗塞後遺症、ﾊﾟｰ
ｷﾝｿﾝ病、うつ病

358

痛風性関節炎、高血圧、鉄
過剰症、低ｶﾘｳﾑ血症、左上
顎潰瘍、後咽頭膿瘍

男性

60歳代351

352

男性

60歳代

356 点状出血、認知症

男性 70歳代
慢性腎不全、副甲状腺機能
亢進症、便秘、認知症、胃癌
術後、うっ血性心不全

男性

353

80歳代

男性

男性 10歳未満

70歳代

脳梗塞

脳梗塞

360 男性

なしなし

70歳代

355

恥骨骨折

80歳代

なし

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(自家造血幹細胞
移植後)、早期胃癌(内視鏡的
切除後)

咽頭血腫、心不全

高血圧、心房細動 なし

急性GVHD、JMML再燃、症
候性てんかん

男性 60歳代

高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症、腎機能障
害、心不全、心房細動

なし

362 女性

359
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合併症 既往歴

低蛋白血症 未回復 5日

肝臓うっ血 死亡 12日

心不全 死亡 12日

ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 未回復 12日

ｱﾗﾆﾝｱﾐﾉﾄﾗﾝｽﾌｪﾗｰｾﾞ増加 未回復 12日

倦怠感 回復 21日

黄疸 未回復 25日

膀胱炎 回復 29日

好中球数減少 回復 12日

敗血症 回復 34日

発熱性好中球減少症 回復 69日

蜂巣炎 回復 502日

366 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 193日 DM、高血圧、高脂血症 膀胱癌

367 男性 70歳代 間質性肺疾患 回復 61日 なし なし

368 女性 70歳代 血小板数増加 軽快 27日 うつ、逆流性食道炎、便秘 なし

369 女性 70歳代 急性心筋梗塞 不明 17日

逆流性食道炎、不眠症、腸
炎、本態性振戦、不安神経
症、高血圧症、腰痛症、食思
不振

子宮癌(手術+放射線治療)、
腸閉塞

肺障害 死亡 52日

肺炎 死亡 52日

細菌性肺炎 回復 14日

真菌性肺炎 軽快 24日

敗血症 回復 81日

真菌性肺炎 軽快 84日

敗血症 回復 116日

インフルエンザ 回復 25日

白血球数減少 回復 91日

好中球数減少 回復 91日

373 女性 60歳代 肺炎 死亡 35日
原発性胆汁性肝硬変、糖尿
病、僧帽弁閉鎖不全症、弁
形成術後

なし

好中球数減少 回復 20日

好中球数減少 回復 804日

虫垂炎、子宮筋腫、右鼡径ﾍ
ﾙﾆｱ

60歳代
間質性肺炎、高血圧、胃炎、
骨粗鬆症、脊髄小脳変性症

肝ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、慢性腎不
全、心房細動、慢性心不全、
便秘症、糖尿病、脳梗塞後
遺症、輸血後鉄過剰症、膀
胱炎、栄養不良、低アルブミ
ン血症、低ChE血症

男性

70歳代

364 60歳代 高血圧男性

なし365

男性

女性

左鼡径ﾍﾙﾆｱ手術、胃潰瘍、
結腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ内視鏡的切除術

372

371 男性 80歳代
高血圧、高尿酸血症、2型糖
尿病、便秘症、不眠症、腸
炎、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

50歳代

なし

男性

70歳代

363

高ｶﾘｳﾑ血症、慢性気管支
炎、前立腺肥大症、難治性
逆流性食道炎、便秘症、末
梢神経障害

椎間板ﾍﾙﾆｱ

高尿酸血症

370 男性 70歳代
高血圧症、糖尿病、逆流性
食道炎、便秘症、不眠症

鉄過剰、高脂血症374

なし
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合併症 既往歴

375 男性 70歳代 呼吸困難 軽快 4日

急性腎不全、胸腹水貯留
(高度)、胸腹水貯留(高
度)、2型糖尿病、慢性心不
全、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ挿入後、甲状
腺機能低下症

なし

下痢 軽快 2日

発熱性好中球減少症 軽快 8日

白血球数減少 未回復 10日

貧血 未回復 10日

血小板数減少 未回復 10日

肝機能異常 未回復 10日

377 男性 70歳代 肺炎 死亡 36日 心房細動 なし

378 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 14日
不眠症、胃潰瘍、便秘症、高
血圧

なし

379 男性 70歳代 急性骨髄性白血病 死亡 122日
高血圧、2型糖尿病、胆のう
結石症、慢性胆のう炎、播種
性血管内凝固

なし

敗血症 回復 15日

敗血症 未回復 51日

肺炎 死亡 71日

鼻出血 回復 117日

蜂巣炎 回復 121日

敗血症 回復 121日

発熱性好中球減少症 回復 1日

好中球数減少 未回復 6日

383 男性 70歳代 芽球細胞数増加 未回復 36日 DM、狭心症、前立腺肥大 不明

発熱性好中球減少症 回復 310日

発熱性好中球減少症 回復 338日

芽球細胞数増加 未回復 345日

好中球数減少 未回復 15日

血小板数減少 未回復 29日

貧血 未回復 43日

敗血症 回復 53日

敗血症 未回復 75日

386 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 279日 なし 食道癌(亜全摘)

男性
ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症候群、前立腺肥
大症、不眠症

高血圧、高脂血症、慢性胃
炎、うつ病

心筋梗塞

C型肝炎、高血圧症、便秘
急性骨髄性白血病、右卵巣
腫瘍

男性

60歳代

女性

60歳代

血縁者間末梢血造血幹細胞
移植 急性GVHD

70歳代

虫垂炎手術、ｿｹｲﾍﾙﾆｱ手
術、帯状疱疹

382

380 男性

384

男性 70歳代

腎障害、糖尿病

381 女性

70歳代 なし

385

胆石症、高血圧症

376

高血圧 なし

50歳代
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合併症 既往歴

蜂巣炎 軽快 6日

四肢膿瘍 軽快 6日

胃腸出血 軽快 14日

胃腸出血 軽快 51日

胃腸出血 未回復 75日

発熱性好中球減少症 回復 2日

白血球数減少 未回復 20日

好中球数減少 未回復 20日

芽球細胞数増加 未回復 66日

発熱性好中球減少症 回復 134日

390 男性 70歳代 肺炎 未回復 72日
2型糖尿病、狭心症、前立腺
肥大症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚炎、
逆流性食道炎、便秘症

なし

腎障害 回復 9日

高カリウム血症 回復 9日

白血球数増加 回復 29日

血小板数増加 回復 29日

好中球数減少 回復 6日

好中球数減少 回復 32日

貧血 回復 36日

血小板数減少 回復 40日

貧血 回復 67日

血小板数減少 回復 75日

血小板数減少 回復 92日

芽球細胞数増加 未回復 99日

貧血 回復 120日

血小板数減少 回復 127日

血小板減少症 未回復 8日

白血球減少症 未回復 18日

好中球減少症 未回復 41日

発熱性好中球減少症 回復 62日

395 女性 30歳代 発熱性好中球減少症 回復 22日 なし なし

なし

388

50歳代

387 男性

70歳代

なし

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

70歳代

394 HBVｷｬﾘｱ

なし

392

不眠症、便秘症、高血圧症

なし

女性391

女性

なし

70歳代

女性

大腸癌男性

なし

393 男性 30歳代
再生不良性貧血、同種骨髄
移植後

肛門周囲膿瘍、内痔核による
疼痛

外鼠径ﾍﾙﾆｱ(小児期に手
術)、肛門周囲膿瘍、痔瘻

糖尿病、肝癌、肝硬変、
胃angiodysplasia

女性

30歳代

389

70歳代
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発現迄
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合併症 既往歴

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 132日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 132日

急性骨髄性白血病 死亡 163日

397 男性 70歳代 緑色腫 軽快 162日
C型肝炎、背部皮疹、右副腎
腫瘤、緑内障、炎症性ｴﾌﾞｰﾘ
ｽ

右血気胸手術、結核性胸腹
膜炎、結核性胸腹膜炎

398 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 8日
胃炎、胃潰瘍、ALP増加、
γGTP増加

腸結核

真菌血症 死亡 53日

敗血症 死亡 58日

貧血 軽快 3日

好中球数減少 軽快 3日

貧血 軽快 34日

白血球数減少 軽快 34日

好中球数減少 軽快 34日

貧血 軽快 82日

白血球数減少 軽快 83日

好中球数減少 軽快 107日

血小板数減少 軽快 110日

白血球数減少 未回復 15日

好中球数減少 未回復 19日

血小板数減少 回復 147日

血小板数減少 回復 194日

貧血 未回復 不明

血小板数減少 未回復 6日

白血球数減少 未回復 6日

好中球数減少 未回復 15日

好中球減少症 軽快 4日

貧血 軽快 8日

血小板減少症 軽快 15日

血中クレアチニン増加 回復 38日

好中球数減少 回復 53日

404 50歳代

高血圧、高脂血症、前立腺
肥大症

狭心症

Diffuse large cell B-cell
lymphoma

ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ感染、逆流性
食道炎、脂質代謝異常、続
発性免疫不全、高尿酸血症

女性

なし

399 男性 なし

男性

男性

女性

402 女性 60歳代

70歳代 高血圧症、慢性胃炎 なし401 女性

403

なし60歳代

70歳代

慢性心不全、心房細動

なし

卵巣しょう液性腺癌、便秘、
胃炎、悪心、不眠

なし396

70歳代

400

90歳代

卵巣癌
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合併症 既往歴

好中球減少症 未回復 15日

白血球減少症 未回復 26日

発熱性好中球減少症 軽快 36日

発熱性好中球減少症 軽快 70日

406 女性 60歳代 蜂巣炎 軽快 38日 なし 椎間板ﾍﾙﾆｱ

407 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 56日 大腸ｱﾌﾀ性病変 なし

気管支炎 軽快 31日

気管支炎 軽快 不明

409 女性 40歳代 発熱性好中球減少症 未回復 8日

腎不全(両側水腎症、腎後性
腎不全)、両側水腎症、腎後
性腎不全、卵巣癌(ope後再
発)、亜ｲﾚｳｽ、毛包炎

変形性股関節症、卵巣癌手
術施行、脾臓摘出術、副脾・
腹膜播種結節(肝臓表面、総
腸骨前面)切除術施行、左腎
背腫瘤、左骨盤部、横隔膜
腫瘤切除術施行、右ｿ径部腫
瘤切除術施行、右ｿ径部ﾘﾝﾊﾟ
節腫瘤、ﾘﾝﾊﾟ節郭清術施行

血小板数減少 回復 13日

白血球数減少 回復 17日

好中球数減少 回復 24日

血小板数減少 不明 48日

白血球数減少 不明 50日

肺炎 回復 16日

肺炎 回復 60日

白血球数減少 回復 11日

白血球数減少 回復 91日

413 男性 60歳代 血小板数減少 未回復 147日 前立腺肥大症、不眠 なし

発熱性好中球減少症 回復 121日

心不全 回復 210日

発熱性好中球減少症 回復 210日

左室機能不全 回復 54日

415 男性 70歳代 肺炎 回復 29日 慢性腎機能障害 胸腺癌

発熱性好中球減少症 未回復 10日

肺炎 未回復 11日

敗血症性ショック 未回復 11日

417 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 9日 輸血後鉄過剰症 ﾊﾞｾﾄﾞｳ病

男性 60歳代

410 女性 50歳代 糖尿病、高血圧

急性虫垂炎

不眠症、腫瘍熱、骨粗鬆症 なし女性

411

405 男性 60歳代

ｱﾙｺｰﾙ性肝障害

なし

肺炎 右鼡径ﾍﾙﾆｱ

糖尿病、不眠症男性

414

50歳代

潜在性結核感染症、便秘
症、胃炎

陳旧性心筋梗塞、糖尿病70歳代

408

うっ血性心不全、心房細動、
前立腺肥大症、慢性閉塞性
動脈硬化症

70歳代

416

肛門周囲炎

膀胱癌、APL

男性 60歳代

412

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 11日

発熱性好中球減少症 回復 15日

医療機器関連感染 回復 21日

発熱性好中球減少症 回復 58日

肝カンジダ症 軽快 64日

発熱性好中球減少症 軽快 79日

発熱性好中球減少症 軽快 88日

敗血症 軽快 117日

発熱性好中球減少症 軽快 131日

肺炎 死亡 142日

白血球数減少 未回復 4日

好中球数減少 未回復 4日

血小板数減少 未回復 4日

貧血 未回復 8日

細菌性肺炎 軽快 23日

気管支肺炎 死亡 30日

食欲減退 未回復 5日

感染 回復 61日

鼻出血 未回復 83日

肺炎 死亡 13日

好中球数減少 回復 41日

赤血球数減少 回復 41日

ヘモグロビン減少 回復 41日

好中球数減少 回復 6日

痔核感染 回復 19日

発熱性好中球減少症 回復 9日

発熱性好中球減少症 回復 31日

好中球数減少 回復 11日

血小板数減少 回復 16日

発熱性好中球減少症 回復 20日

肺炎 回復 23日

男性 70歳代
胃癌術後、腹部大動脈瘤ｽﾃ
ﾝﾄ術後

419
肺気腫、機能性消化管障
害、腰痛症、常習性便秘、ｱﾚ
ﾙｷﾞｰ性鼻炎

420

女性

80歳代

60歳代
肝機能障害(ｱﾙｺｰﾙ性+原疾
患)、BOOP

男性

80歳代

70歳代 腸炎

食道癌：手術療法70歳代
ﾍﾓｼﾞﾃﾞﾛｰｼｽ、うっ血性心不
全、胃炎、皮膚掻痒症、不
眠症、便秘症、気管支肺炎

男性

422

なし

70歳代

418

423

男性
高尿酸血症、高血圧、高脂
血症

424 女性 高血圧症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症 腰椎圧迫骨折(L1L2)

女性

虫垂炎(1回)、臍炎(3回)

鼡径ﾍﾙﾆｱ、外痔核

大腸癌、子宮体癌

高血圧、慢性気管支炎421
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 死亡 20日

口腔感染 未回復 20日

白血球数減少 未回復 22日

血中尿素増加 未回復 22日

血中クレアチニン増加 未回復 22日

赤血球数減少 未回復 50日

ヘモグロビン減少 未回復 50日

血小板数減少 未回復 50日

白血球数減少 未回復 50日

芽球細胞陽性 未回復 50日

リンパ球数減少 未回復 50日

発熱性好中球減少症 回復 60日

出血 未回復 227日

出血 未回復 不明

敗血症 回復 7日

白血球数減少 回復 13日

428 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 15日 鉄過剰症 胃癌、術後巨赤芽球貧血

好中球数減少 未回復 12日

白血球数減少 回復 18日

発熱 回復 不明

出血性胃炎 回復 17日

肺炎 死亡 112日

貧血 不明 6日

白血球数減少 不明 20日

好中球数減少 不明 20日

血小板数減少 不明 20日

発熱性好中球減少症 不明 28日

気管支肺炎 回復 28日

リンパ球数減少 不明 29日

432 男性 70歳代 白血球数減少 回復 25日 高血圧 なし

女性 不眠症、内痔核 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

男性 60歳代

427

男性

男性 なし

女性

429

70歳代

なし

出血性膀胱炎80歳代

425 腸炎
尿路結石、前立腺炎、不眠
症、脂質異常症、腸炎

50歳代

腰椎すべり症90歳代

高血圧、悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

S状結腸癌

431

乳癌(全摘術後＋化学療法
後)

430

426 女性 50歳代

左第2指ひょう疽(MRSA+)、外
陰部潰瘍、うつ病、低ｶﾘｳﾑ血
症、慢性咳嗽、便秘症、低Na
血症、急性胃炎、乾燥性口
内炎、腰痛症、白内障術後、
ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚炎、嘔吐症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱 回復 63日

発熱 回復 120日

脳出血 死亡 554日

血小板数減少 未回復 16日

肺炎 死亡 21日

敗血症 死亡 21日

435 男性 80歳代 血小板数減少 未回復 51日 便秘症 なし

436 男性 70歳代 血小板数減少 軽快 40日
非代償性肝硬変、DIC、逆流
性食道炎、便秘症、糖尿病

なし

貧血 軽快 15日

貧血 不明 78日

感染 死亡 11日

無顆粒球症 死亡 15日

肝不全 死亡 16日

貧血 回復 50日

白血球数減少 未回復 83日

血小板数減少 未回復 83日

赤血球数減少 未回復 83日

肺炎 死亡 22日

心不全 未回復 29日

胸水 未回復 56日

播種性血管内凝固 死亡 77日

敗血症 死亡 59日

肺炎 死亡 59日

発熱 回復 63日

442 男性 80歳代 肺炎 死亡 46日

原因不明の肝障害、甲状腺
機能低下症、慢性胃炎、前
立腺癌、慢性心不全、僧帽
弁閉鎖不全症、便秘症

脳梗塞、頚椎症

443 男性 60歳代 好中球数減少 未回復 57日 糖尿病 なし

444 男性 70歳代 心不全 回復 1日
C型肝炎、糖尿病性腎症、慢
性心房細動、慢性心不全

胃癌

445 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 10日 なし 子宮筋腫、虫垂炎手術

446 男性 70歳代 血小板数減少 回復 172日 脂質異常症 虫垂炎、前立腺癌

気胸、脳梗塞

なし

437 高血圧 高血圧症

439

男性438 70歳代

なし60歳代

高血圧、糖尿病、甲状腺機
能低下症

胆道系酵素異常、感染症(感
染巣不明)

80歳代

434 男性

男性

ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、胆石症(胆
のう摘出術)

なし

高血圧、脂質異常症、前立
腺肥大症、白内障

80歳代 結核、C型慢性肝炎、肝臓癌

血栓性静脈炎、甲状腺癌

女性 なし441

70歳代433 女性

男性 70歳代 高血圧、高脂血症

440 男性 50歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

447 女性 50歳代 肺炎 回復 20日 なし なし

血小板数減少 軽快 21日

肺炎 回復 46日

白血球数減少 軽快 56日

好中球数減少 軽快 56日

貧血 軽快 72日

低ナトリウム血症 未回復 31日

敗血症 回復 43日

発熱性好中球減少症 回復 43日

肺炎 未回復 48日

好中球減少症 回復 14日

好中球減少症 回復 183日

心嚢液貯留 回復 21日

胸水 回復 21日

肝障害 軽快 21日

腎障害 軽快 21日

肝臓うっ血 回復 21日

白血球数減少 未回復 6日

血小板数減少 未回復 17日

低血圧 回復 23日

発熱 未回復 27日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 27日

感染 未回復 27日

453 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 311日 下血 咽頭感染

454 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 2日
高血圧症、高尿酸血症、不
眠症、慢性胃炎

なし

発熱性好中球減少症 軽快 144日

肺真菌症 死亡 149日

なし

男性

男性

男性

70歳代 なし

男性

骨粗鬆症、ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠乏
症、便秘症

左肩皮下膿瘍

男性

455 60歳代

50歳代

ﾏｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症、肺癌手術
後、肺癌手術後、虫垂炎、十
二指腸潰瘍で胃幽門切除術

高血圧症、歯科感染症、高
尿酸血症、脂質異常症

451

なし

咳嗽、発熱、便秘、口内炎452

70歳代

男性

なし

70歳代

449

胃癌(胃全摘後)、小脳血管
芽腫(開頭手術後)

前立腺癌手術

咽頭炎、胃潰瘍、高尿酸血
症、下痢症、便秘、高血圧
症、胸部大動脈瘤、低ﾅﾄﾘｳﾑ
血症

448

70歳代

450
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 2日

便秘 軽快 4日

貧血 未回復 5日

肺炎 軽快 7日

裂肛 軽快 8日

慢性心不全 未回復 8日

発熱性好中球減少症 軽快 59日

筋肉内出血 軽快 60日

裂肛 軽快 95日

発熱性好中球減少症 軽快 95日

肺炎 未回復 125日

白血球数増加 未回復 140日

発熱性好中球減少症 回復 32日

発熱性好中球減少症 回復 76日

458 不明 不明 硬膜下血腫 不明 不明 不明 不明

敗血症 回復 36日

血小板数減少 軽快 36日

白血球数減少 軽快 36日

好中球数減少 軽快 36日

好中球数減少 未回復 25日

白血球数減少 未回復 25日

発熱性好中球減少症 回復 102日

低アルブミン血症 未回復 13日

肺炎 死亡 18日

肺高血圧症 未回復 71日

心室性不整脈 回復 78日

心不全 死亡 78日

チアノーゼ 未回復 84日

下痢 回復 91日

肺炎 回復 148日

脳梗塞

70歳代

骨盤骨折

女性

男性

461 男性

459

70歳代

70歳代 なし

462

肺炎

高血圧症、好中球減少症、
高尿酸血症

460

80歳代

なし

90歳代457 男性
高血圧、糖尿病性腎症、慢
性うっ血性心不全、糖尿病、
狭心症、便秘症

男性 70歳代
前立腺肥大症、高尿酸血
症、慢性心不全、便秘症、高
K血症、高血圧

心筋梗塞、肺癌

456 膀胱癌

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植えこみ後高血圧
症、不眠症

男性463

発作性頻脈、脳梗塞

男性

高血圧症、脊柱管狭窄症、
骨粗鬆症

70歳代

不明
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 回復 192日

敗血症 軽快 197日

465 男性 60歳代 白血球数減少 回復 8日 難治性逆流性食道炎 なし

嘔吐 回復 4日

誤嚥 未回復 4日

誤嚥性肺炎 回復 4日

血小板数減少 未回復 8日

467 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 28日 便秘症、慢性胃炎 不明

貧血 未回復 140日

血小板数減少 未回復 140日

芽球細胞数増加 未回復 140日

貧血 未回復 1日

白血球数減少 回復 1日

好中球数減少 軽快 1日

血小板数減少 軽快 1日

好中球減少症 未回復 12日

敗血症 回復 68日

敗血症 軽快 104日

貧血 軽快 6日

発熱性好中球減少症 軽快 12日

血小板数減少 軽快 13日

好中球数減少 回復 17日

敗血症 回復 6日

発熱性好中球減少症 回復 6日

赤血球数減少 未回復 7日

ヘモグロビン減少 未回復 7日

473 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 170日
2型糖尿病、不眠症、高眼圧
症、腰痛

眼底出血

474 男性 70歳代 敗血症 回復 101日 認知症 なし

胆石、大腸癌手術

なし

男性

472

腎機能障害、多発性骨髄
腫、皮膚炎

肝機能障害（不詳）、腎機能
障害（不詳）

なし

男性

なし

469

470 50歳代 関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧

右硝子体出血、網膜裂孔

男性 60歳代

70歳代

464

女性468

60歳代

慢性鉄過剰症

胃炎、便秘症

なし

糖尿病、橋中心髄鞘融解症
（嚥下障害）、不眠症

女性

女性

471

なし

女性 60歳代 子宮筋腫、股関節脱臼

70歳代

60歳代

466
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 未回復 40日

好中球数減少 未回復 40日

血小板数減少 未回復 97日

肺炎 死亡 350日

476 女性 70歳代 リンパ球数減少 未回復 114日

腎機能低下、関節ﾘｳﾏﾁ、軽
度心肥大、足白癬、蜂窩織
炎、外痔核、便秘、両足関節
の腫脹

結節性甲状腺腫

477 男性 70歳代 腹水 未回復 62日
ALP高値、総ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ高値、ｸ
ﾚｱﾁﾆﾝ上昇、便秘症、不眠
症

なし

478 男性 70歳代 下痢 回復 2日
糖尿病、脳梗塞後遺症、肺
炎

脳梗塞

白血球数減少 未回復 1日

血小板数減少 未回復 8日

発熱性好中球減少症 回復 17日

肺炎 死亡 65日

敗血症 死亡 65日

発熱 未回復 5日

感染 未回復 5日

感染 回復 3日

感染 未回復 15日

敗血症 死亡 25日

発熱 回復 7日

直腸潰瘍 軽快 80日

483 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 20日
２型糖尿病、大腸全摘出後下
痢症

家族性大腸ﾎﾟﾘﾎﾟｰｼｽ(FAP）
に対して大腸全摘出後（ｐ
T1(sm)N1M0 stageⅢA)

敗血症 回復 1日

白血球数減少 回復 9日

485 男性 80歳代 汎血球減少症 回復 15日
B型肝硬変、SIADH、大腸憩
室症、PAC、遠山氏連圏状粃
糠疹

OPLL(術後)

尿閉 未回復 13日

肺炎 軽快 23日

死亡 死亡 48日

発作性心房細動、慢性心不
全

男性481

陳旧性心筋梗塞

60歳代

なし

肺梗塞、気管支喘息

70歳代

気管支喘息

脳梗塞、肝臓破裂、咽頭癌
(放射線治療)、悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、
胃全摘、狭心症

陳旧性心筋梗塞女性

なし

男性 60歳代

男性 60歳代

肺気腫、逆流性食道炎、外
痔核

女性

なし

声帯ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、膀胱癌、直腸ﾎﾟ
ﾘｰﾌﾟ、交通外傷(小腸切除)、
両下肢静脈瘤

左肺腫瘍手術、肺炎

慢性閉塞性肺疾患、不眠
症、便秘症、頚椎症、大腸憩
室、慢性心不全

女性 70歳代

男性 60歳代

479

480

482

腎盂腎炎、肺炎

70歳代

484

475

486

51/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板減少症 未回復 38日

発熱性好中球減少症 未回復 46日

真菌性肺炎 死亡 46日

汎血球減少症 未回復 2日

発熱 未回復 2日

感染性腸炎 軽快 33日

食欲減退 回復 34日

汎血球減少症 未回復 257日

肺炎 回復 52日

肺炎 回復 116日

特発性眼窩炎症 回復 124日

肺炎 回復 145日

敗血症 回復 288日

肺炎 軽快 843日

肺炎 軽快 904日

赤血球数減少 回復 8日

ヘモグロビン減少 回復 8日

血小板数減少 回復 11日

マイコプラズマ性気管気管支炎 回復 46日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 64日

赤血球数減少 未回復 64日

ヘモグロビン減少 未回復 64日

白血球数減少 未回復 67日

発熱性好中球減少症 死亡 73日

急性呼吸窮迫症候群 死亡 89日

発熱 回復 24日

感染性皮膚嚢腫 軽快 105日

493 男性 40歳代 発熱性好中球減少症 軽快 3日 不眠症 なし

494 男性 60歳代 メレナ 回復 4日 なし 高血圧、高尿酸血症

490

489

492

なし

60歳代

60歳代

50歳代

なし

なし

男性
前立腺肥大、閉塞性肺疾
患、不眠症

女性 なし

487

488 女性 全身倦怠感 なし

女性 60歳代

70歳代

C型慢性肝炎、腎機能障害491 女性

70歳代

胆石症術後、真菌性髄膜炎

甲状腺機能低下症、卵巣癌

男性
胆石、高血圧、高脂血症、食
道裂孔ﾍﾙﾆｱ

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

蜂巣炎 回復 10日

器質化肺炎 軽快 23日

敗血症 回復 169日

496 女性 70歳代 貧血 未回復 285日

播種性血管内凝固、胃潰
瘍、糖尿病、狭心症、貧血、
白血球減少症、高血圧、ﾒﾆ
ｴｰﾙ氏病、C型慢性肝炎

十二指腸潰瘍、聴覚障害

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 49日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 49日

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 未回復 62日

γ－グルタミルトランスフェラーゼ増加 未回復 62日

血中尿酸増加 未回復 62日

発熱 未回復 73日

血中尿素増加 未回復 77日

血中クレアチニン増加 未回復 77日

貧血 未回復 77日

食欲減退 未回復 79日

黄疸 未回復 80日

狭心症 軽快 8日

頚動脈狭窄 軽快 32日

血小板減少症 未回復 614日

白血球減少症 未回復 617日

好中球減少症 未回復 617日

499 男性 70歳代 肺炎 回復 33日 なし なし

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

495 右総腸骨動脈閉塞症

497 男性 70歳代 狭心症 胃癌

慢性肝炎、左内頚動脈狭窄
症、腰部脊椎窄症、狭心症、
糖尿病、不眠症、血小板減
少症

出血症状男性 70歳代

498 男性 70歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 軽快 19日

白血球数減少 回復 19日

好中球数減少 回復 19日

血小板数減少 回復 19日

便秘 回復 45日

貧血 軽快 47日

血小板数減少 回復 65日

白血球数減少 軽快 65日

好中球数減少 回復 65日

便秘 軽快 79日

血小板数減少 未回復 100日

血中クレアチニン増加 軽快 121日

貧血 未回復 121日

好中球数減少 未回復 156日

高カリウム血症 回復 156日

白血球数減少 未回復 184日

501 男性 60歳代 敗血症性ショック 死亡 13日
軽度のACP↑、BUN↑、感染
症

びまん性大細胞型B細胞ﾘﾝ
ﾊﾟ腫

502 女性 40歳代 敗血症性ショック 回復 43日 ｸﾚｱﾁﾆﾝ値高値、頚椎症 肺炎

503 男性 80歳代 肺臓炎 軽快 3日 大動脈弓部大動脈瘤
自己免疫性膵炎、前立腺肥
大症、COPD、肺癌

心不全 軽快 27日

肺炎 回復 32日

低酸素症 回復 116日

貧血 回復 9日

血小板数減少 回復 13日

発熱性好中球減少症 回復 27日

好中球数減少 回復 27日

白血球数減少 回復 34日

発熱性好中球減少症 回復 19日

発熱性好中球減少症 回復 85日

APL

脂肪肝、慢性腎不全、糖尿
病、高血圧、脂質異常症、高
尿酸血症

不眠症、高血圧、狭心症、高
脂血症、高尿酸血症

70歳代 高血圧、逆流性食道炎

男性 50歳代 硝子体出血、白内障

高脂血症女性 なし

間質性肺炎、肺気腫、肺ｱｽ
ﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症、十二指腸潰瘍、
椎間板ﾍﾙﾆｱ

70歳代

504 男性

506

500

505 男性 70歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 軽快 448日

肺真菌症 軽快 464日

発熱性好中球減少症 回復 556日

好中球数減少 回復 16日

白血球数減少 回復 16日

血小板数減少 回復 23日

発熱 回復 27日

感染 回復 27日

口腔ヘルペス 軽快 29日

急性熱性好中球性皮膚症 軽快 31日

肺真菌症 軽快 150日

発熱性好中球減少症 回復 不明

509 男性 60歳代 血小板数減少 回復 129日 高血圧、高尿酸血症 気管支喘息

510 男性 20歳代 肺炎 回復 84日
慢性腎不全、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ肺
炎、腎性貧血、大腿骨頭壊
死、肺炎、胃炎

なし

511 女性 70歳代 骨髄芽球数増加 未回復 30日 なし 不明

512 男性 70歳代 発疹 回復 3日 なし 前立腺肥大症

発熱性好中球減少症 軽快 2日

発熱性好中球減少症 軽快 17日

発熱性好中球減少症 軽快 34日

白血球数減少 軽快 14日

好中球数減少 軽快 14日

白血球数減少 回復 58日

好中球数減少 回復 58日

肺炎 回復 100日

貧血 回復 101日

尿閉 回復 11日

白血球減少症 回復 46日

好中球減少症 回復 46日

516 男性 60歳代 低酸素症 回復 19日 なし 不明

517 男性 70歳代 気管炎 回復 36日 慢性関節ﾘｳﾏﾁ 左鼡径ﾍﾙﾆｱ嵌頓

女性

なし女性

507

514

乳癌（再発後）、末梢神経障
害

慢性GVHD、高脂血症、輸血
後鉄過剰症

60歳代

40歳代

515 男性

急性骨髄性白血病

脳梗塞、骨盤骨折

なし便秘症

なし

男性 70歳代 なし

女性 60歳代 なし

70歳代

513

508
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 回復 5日

血小板数減少 回復 12日

白血球数減少 回復 16日

好中球数減少 回復 33日

白血球数減少 回復 33日

リンパ球数減少 回復 33日

白血球数減少 回復 75日

好中球数減少 未回復 75日

発熱性好中球減少症 回復 3日

血小板数減少 回復 3日

白血球数減少 回復 7日

好中球数減少 回復 7日

発熱性好中球減少症 回復 15日

白血球数減少 回復 22日

好中球数減少 回復 22日

肺炎 回復 24日

白血球数減少 回復 38日

血小板数減少 未回復 71日

白血球数減少 未回復 3日

血小板数減少 未回復 3日

リンパ球数減少 回復 3日

なし

なし後縦靱帯骨化症

ﾍﾞｰｶｰ嚢腫

なし519

男性518

男性 70歳代

男性520

70歳代

なし

40歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

赤血球数減少 回復 40日

ヘモグロビン減少 回復 40日

血小板数減少 回復 40日

赤血球数減少 回復 72日

血小板数減少 回復 72日

赤血球数減少 回復 133日

ヘモグロビン減少 回復 133日

血小板数減少 回復 133日

赤血球数減少 回復 163日

ヘモグロビン減少 回復 163日

血小板数減少 回復 163日

ヘモグロビン減少 回復 164日

血小板数減少 回復 198日

白血球数減少 回復 10日

好中球数減少 回復 10日

白血球数減少 未回復 7日

好中球数減少 未回復 7日

敗血症 回復 4日

白血球数減少 回復 7日

赤血球数減少 未回復 11日

ヘモグロビン減少 未回復 11日

血小板数減少 未回復 12日

発熱性好中球減少症 死亡 38日

肺炎 未回復 45日

血小板数減少 回復 16日

好中球数減少 軽快 47日

肺胞出血 回復 322日

なし

50歳代

なし

なし

膀胱癌（手術）

女性

なし

521

胃潰瘍、高血圧

523

70歳代

522

60歳代525

大腸癌の肝転移、大腸癌、高
脂血症、低ｶﾘｳﾑ血症、てん
かん

男性

なし女性

男性

40歳代

70歳代

女性

なし

胃潰瘍、不眠症、移植後
GVHD

524
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 軽快 59日

発熱性好中球減少症 軽快 98日

発熱性好中球減少症 軽快 137日

発熱性好中球減少症 軽快 160日

敗血症 軽快 245日

527 男性 70歳代 貧血 回復 3日 黄疸 なし

ショック 死亡 152日

アシドーシス 死亡 152日

白血球数増加 未回復 152日

好中球数減少 回復 3日

赤血球数減少 軽快 10日

貧血 軽快 10日

血小板数減少 軽快 不明

発熱 回復 11日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 11日

急性呼吸窮迫症候群 回復 11日

白血球数増加 回復 11日

発熱性好中球減少症 回復 11日

白血球数増加 回復 15日

芽球細胞数増加 回復 15日

発熱 不明 57日

Ｃ－反応性蛋白増加 不明 57日

急性呼吸窮迫症候群 不明 57日

発熱性好中球減少症 未回復 63日

敗血症 未回復 65日

脳出血 死亡 73日

発疹 回復 29日

腸炎 回復 50日

ショック 回復 50日

532 女性 70歳代 肺炎 未回復 159日 多発性小腸潰瘍 多発性小腸潰瘍

533 男性 70歳代 クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 軽快 26日
便秘症、逆流性食道炎、不
眠症、反復性膀胱炎

上行結腸癌術後

なし

末梢血幹細胞移植

陳旧性下壁梗塞(RCA#3
100%ｽﾃﾝﾄ留置後)

なし

529

80歳代

ｽﾃﾛｲﾄﾞ性糖尿病、閉塞性動
脈硬化症

女性

60歳代

70歳代

なし２型糖尿病、逆流性食道炎

高血圧症、脂質異常症、高
尿酸血症

高血圧、心不全、高脂血症、
不安障害、不眠症、痔核

531 男性

糖尿病性腎症、糖尿病、逆
流性食道炎、高尿酸血症、
深在性真菌症、便秘症、鼠
蹊ﾍﾙﾆｱ、外眼筋炎、副鼻腔
炎、脊柱管狭窄症

50歳代

530

60歳代

男性

526

女性

男性

528
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

534 女性 80歳代 白血球数減少 回復 276日 胃潰瘍、便秘症 なし

貧血 未回復 12日

血小板数減少 未回復 19日

肺炎 軽快 161日

白血球数減少 死亡 185日

敗血症 死亡 202日

腎障害 不明 4日

発熱性好中球減少症 回復 11日

胸水 回復 11日

十二指腸炎 回復 12日

栄養障害 回復 23日

肺炎 回復 24日

敗血症 回復 48日

白血球数減少 軽快 27日

血小板数減少 軽快 200日

赤血球減少症 未回復 11日

血小板減少症 未回復 16日

感染 回復 57日

肺炎 回復 57日

腎機能障害 軽快 60日

急性腎不全 軽快 60日

血小板数減少 回復 17日

血小板数減少 回復 127日

血小板数減少 回復 5日

好中球数減少 回復 24日

543 男性 60歳代 脳梗塞 後遺症 10日
脳梗塞後後遺症、糖尿病、
便秘症

脳梗塞

544 男性 80歳代 慢性心不全 回復 46日 慢性心不全 大動脈冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ

545 女性 40歳代 帯状疱疹 回復 46日 脂肪肝、口腔内乾燥 なし

発熱性好中球減少症 回復 48日

ニューモシスティスジロヴェシ肺炎 軽快 57日

547 女性 70歳代 汎血球減少症 未回復 10日 高血圧、高脂血症 乳癌

女性

男性

539

40歳代 うつ病、不眠症

70歳代

肺炎

なし

めまい、脳循環障害、便秘、
頻尿、うっ血性心不全

総胆管結石

胆石、前立腺癌

高血圧症、慢性胃炎、心房
細動、前立腺肥大症

男性

乳癌

早期胃癌

なし男性 70歳代

535

60歳代
糖尿病、便秘症、高尿酸血
症、急性胃炎、抑うつ傾向、
不眠症

537 女性

急性虫垂炎、胆石

538

540 男性

536

80歳代

60歳代男性

541

男性 80歳代

肝機能障害、高血圧症、便
秘症、高尿酸血症、不眠症、
前立腺肥大

546

高血圧、不眠、歯痛

なし

狭心症、高血圧70歳代

542 女性

80歳代

高血圧、耐糖能異常、慢性
心不全、慢性心房細動、慢
性腎不全

ろ胞性ﾘﾝﾊﾟ腫
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性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

548 男性 70歳代 血圧低下 未回復 11日 高脂血症、発熱 前立腺癌で手術

汎血球減少症 未回復 6日

敗血症 死亡 9日

蜂巣炎 回復 7日

白血球数減少 回復 33日

好中球数減少 回復 33日

胸水 死亡 79日

白血球数増加 死亡 81日

赤血球数減少 未回復 7日

ヘモグロビン減少 未回復 7日

血小板数減少 未回復 7日

白血球数減少 未回復 7日

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 28日

血中アルカリホスファターゼ増加 未回復 50日

低酸素症 回復 101日

発熱性好中球減少症 軽快 不明

553 男性 80歳代 肺炎 未回復 42日
薬剤性肝障害、高血圧、脂
質異常症、深在性真菌症、
肺炎

なし

白血球数減少 回復 18日

好中球数減少 回復 35日

感染性下痢 回復 66日

歯周炎 回復 66日

555 女性 70歳代 血小板減少症 回復 106日 慢性腎不全 なし

血小板数減少 未回復 6日

白血球数減少 回復 6日

芽球細胞数増加 未回復 15日

好中球数減少 回復 15日

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 36日

赤血球数減少 未回復 43日

ヘモグロビン減少 未回復 43日

なし

70歳代

閉塞性動脈硬化症、前立腺
肥大症、不眠症、B型肝炎

高血圧症、急性虫垂炎、気
胸

552

2型糖尿病、逆流性食道炎、
便秘症

男性

薬剤性肝障害の疑い、乾癬、
夜間譫妄、GERD、便秘症、
老人期精神病

なし

胃癌手術(S57年亜全摘、H8
年残胃全摘出)、左眼球瘻(戦
時中被弾)

女性

男性 60歳代

549 女性 80歳代

慢性腎臓病、高尿酸血症

60歳代 なし

551

554

557 男性 70歳代

80歳代

男性

550

頻尿、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、高血
圧、外痔核

心房細動

なし
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（休薬
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合併症 既往歴

好中球数減少 回復 78日

汎血球減少症 未回復 435日

発熱性好中球減少症 軽快 452日

559 男性 70歳代 肺炎 回復 117日 逆流性食道炎、便秘症 BPH

560 女性 70歳代 白血球減少症 未回復 15日
慢性関節性ﾘｳﾏﾁ、高血圧
症、不眠症

なし

発熱性好中球減少症 回復 22日

上気道の炎症 回復 22日

上気道の炎症 回復 64日

発熱性好中球減少症 回復 67日

562 男性 70歳代 汎血球減少症 未回復 162日 不眠症 早期胃癌、胆石症、虫垂炎

563 女性 60歳代 敗血症 回復 104日 皮膚点状出血 なし

発熱性好中球減少症 回復 20日

肺炎 回復 33日

血小板数減少 未回復 4日

白血球数減少 回復 29日

好中球数減少 回復 34日

566 女性 70歳代 好中球数減少 回復 29日 なし 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

567 男性 50歳代 血小板数減少 回復 10日 なし なし

白血球数減少 未回復 50日

発熱性好中球減少症 軽快 139日

発熱性好中球減少症 軽快 45日

口腔咽頭痛 回復 45日

好中球数減少 未回復 7日

血小板数減少 未回復 12日

赤血球数減少 未回復 16日

ヘモグロビン減少 未回復 16日

好中球数減少 軽快 14日

好中球数減少 軽快 56日

肺炎 軽快 192日

十二指腸憩室出血

571 男性 70歳代

男性

70歳代

なし

570 60歳代

569 女性 40歳代 なし

568 男性 なし

なし

胃癌（平成14年胃全摘術）561 70歳代

なし

男性

2型糖尿病、緑膿菌肺炎60歳代558 女性

なし

慢性気管支炎、不安神経
症、便秘症

膵動脈瘤

女性 80歳代

男性 70歳代565

564

なし

痛風、肺高血圧症
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除、喘息、帯状
疱疹

血小板輸血不応症、便秘
症、高血圧、逆流性食道炎、
頻尿、出血傾向(点状出血)、
慢性心不全

右変形性膝関節症
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合併症 既往歴

白血球数減少 軽快 15日

好中球数減少 軽快 15日

好中球数減少 回復 38日

白血球数減少 回復 42日

肺感染 回復 162日

発熱 回復 17日

心不全 軽快 133日

胸水 軽快 133日

白血球数増加 回復 161日

芽球細胞数増加 回復 161日

肛門出血 軽快 21日

肛門周囲痛 軽快 21日

白血球数減少 軽快 22日

発熱性好中球減少症 軽快 60日

肛門感染 回復 60日

肺炎 未回復 181日

抱合ビリルビン増加 未回復 237日

腎機能障害 未回復 240日

血小板数減少 未回復 9日

肺炎 後遺症 26日

578 女性 70歳代 尿路感染 軽快 92日
2型糖尿病、HBV既感染、ｱｽ
ﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原血症、骨粗鬆
症、便秘症

胃癌、腹腔鏡下幽門側胃全
摘術後、術後腸管ｲﾚｳｽ、腹
腔鏡下癒着剥離術

579 男性 60歳代 肺炎 回復 230日
糖尿病性腎症、糖尿病、慢
性心不全

陳旧性心筋梗塞

580 男性 70歳代 肺感染 回復 98日
慢性湿疹、胃潰瘍、便秘症、
不眠症、慢性気管支炎

二次性肺胞蛋白症、胃潰瘍

581 女性 60歳代 好中球数減少 軽快 10日
橋本病、便秘症、じんま疹(慢
性)

咽頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ摘出、帝切、子宮
下垂にて摘出

好中球数減少 軽快 13日

白血球数減少 軽快 13日

血小板数減少 未回復 13日

発熱性好中球減少症 軽快 37日

583 男性 60歳代 肺炎 回復 21日 なし 潰瘍性大腸炎、悪性黒色腫

573 女性 80歳代 高血圧、慢性心不全、便秘 結核性胸膜炎、子宮筋腫

高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症 子宮筋腫、胆摘術

60歳代

男性

582
腎盂腎炎、左乳癌(左乳癌全
摘術、化学療法なし)

男性 70歳代

女性

576

なし50歳代

60歳代

577

572 間質性肺炎、緑内障男性

便秘症、脂質異常症

575

なし

内痔核、再生不良性貧血

腹部大動脈瘤（H21年5月
ope）、右鼡径ﾍﾙﾆｱ

女性

直腸癌、横行結腸癌70歳代
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合併症 既往歴

584 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 17日
高血圧症、不眠症、心房細
動

C型肝炎、胃潰瘍

白血球数減少 回復 36日

好中球数減少 未回復 36日

ヘモグロビン減少 未回復 39日

赤血球数減少 回復 19日

ヘモグロビン減少 回復 19日

白血球数減少 回復 22日

発熱性好中球減少症 軽快 77日

赤血球数減少 回復 78日

ヘモグロビン減少 回復 78日

587 女性 20歳代 心不全 死亡 31日 Li-Fraumeni症候群
ｴﾅﾒﾙ上皮繊維肉腫、
ALL(L3)

気管支肺炎 軽快 24日

硬膜下血腫 未回復 28日

発熱性好中球減少症 死亡 30日

血小板数減少 未回復 15日

肺感染 死亡 20日

白血球数減少 未回復 22日

好中球数減少 未回復 22日

貧血 未回復 22日

590 男性 50歳代 肺炎 軽快 5日 肺炎 なし

591 女性 80歳代 骨髄機能不全 軽快 67日 糖尿病、HT 気管支喘息、子宮筋腫

発熱性好中球減少症 回復 5日

骨髄機能不全 未回復 31日

発熱性好中球減少症 回復 101日

発熱性好中球減少症 回復 185日

腎機能障害 軽快 257日

胃腸出血 回復 261日

敗血症 回復 285日

帯状疱疹 回復 290日

血小板数減少 回復 11日

好中球数減少 回復 25日

592

便秘 痔核、扁桃炎、虫垂炎

弛緩性便秘、下腿浮腫

尿路結石、虫垂炎

60歳代

585 男性 70歳代

肺気腫、高尿酸血症、肺真
菌症、肺炎、再発性難治性
逆流性食道炎、左下肢蜂窩
織炎、陳旧性心筋梗塞

心筋梗塞

70歳代

60歳代

高血圧症、高尿酸血症

脂質代謝異常症男性

589 男性

70歳代男性

男性
食道癌、放射線療法、化学
療法、手術療法後

588

586

肺気腫、肺炎、浮腫 胃癌術後

女性 60歳代

腹痛症、不眠症、常習性便
秘、末梢神経障害、軽症うつ
病

593
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594 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 5日 便秘
虫垂炎、子宮筋腫、卵巣嚢
腫

肝機能異常 軽快 61日

帯状疱疹 軽快 119日

白血球数減少 回復 8日

好中球数減少 未回復 15日

血小板減少症 未回復 18日

発熱性好中球減少症 回復 237日

四肢痛 未回復 50日

肺炎 未回復 85日

出血性素因 未回復 99日

白血球数減少 回復 11日

好中球数減少 回復 11日

白血球数減少 未回復 108日

好中球数減少 未回復 108日

肺炎 軽快 293日

発熱性好中球減少症 回復 293日

好中球数減少 未回復 11日

血小板数減少 回復 11日

敗血症 回復 5日

敗血症性ショック 回復 41日

発熱性好中球減少症 回復 82日

好中球数減少 回復 89日

高カリウム血症 未回復 93日

敗血症 回復 128日

好中球数減少 未回復 14日

発熱性好中球減少症 軽快 18日

白血球数減少 未回復 20日

敗血症 死亡 244日

発熱性好中球減少症 回復 4日

発熱性好中球減少症 回復 33日

60歳代

痔瘻

70歳代

女性603

なし

男性 60歳代600

602 女性

男性

甲状腺機能低下症、骨粗鬆
症

無菌性髄膜炎、再生不良性
貧血、発熱性好中球減少
症、全身接触皮膚炎

70歳代

薬剤性腎障害、高尿酸血
症、高血圧症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ
血症、骨粗鬆症、心不全、閉
塞性血栓性血管炎、逆流性
食道炎、全身性膿疱性乾
癬、関節痛

子宮筋腫、胃潰瘍、緑内障便秘、痔核、末梢神経障害

なし

脂肪肝、糖尿病、気管支喘
息、高血圧、便秘症、高脂血
症

女性

なし

男性

595 女性

痔核

70歳代 高血圧

なし なし

高尿酸血症、高血圧症、胃
炎、鼻炎、湿疹、便秘症

60歳代

60歳代

糖尿病、高血圧症、足白癬、
亜急性痒疹、拘縮肩、便秘
症、糖尿病性網膜症、腎機
能障害

女性

60歳代

なし

598

70歳代596

599

597

なし

601 男性
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蜂巣炎 回復 85日

芽球細胞数増加 未回復 220日

605 女性 80歳代 急性腎不全 死亡 不明
慢性腎臓病、高尿酸血症、
不眠症、気管支喘息、頭痛、
便秘症、めまい、尿路感染症

胆嚢摘出術、腎結石、骨粗
鬆症、両変形性膝関節症

貧血 未回復 8日

発熱性好中球減少症 未回復 8日

血小板数減少 未回復 18日

好中球数減少 未回復 22日

肺感染 死亡 22日

607 男性 70歳代 肝機能異常 未回復 6日 喘息 AML

608 男性 70歳代 アナフィラキシーショック 回復 6日 なし 低K血症、突然の心停止

609 男性 70歳代 急性心筋梗塞 死亡 23日
慢性腎不全、胸腹部大動脈
瘤、COPD、高血圧、前立腺
肥大、胃炎、食欲不振、下痢

心筋梗塞

血小板数減少 未回復 385日

貧血 未回復 397日

611 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 18日
関節ﾘｳﾏﾁ、高血圧、糖尿病、
便秘症

陳旧性心筋梗塞

好中球減少症 未回復 1日

ヘモグロビン減少 未回復 8日

血小板数減少 未回復 12日

出血性胃潰瘍 回復 70日

弛緩歯 回復 127日

敗血症 回復 131日

敗血症 回復 154日

発熱性好中球減少症 回復 163日

発熱性好中球減少症 回復 28日

肺炎 未回復 39日

615 男性 50歳代 血小板数減少 未回復 19日 右眼底出血 なし

616 女性 70歳代 好中球数減少 未回復 7日
高血圧、逆流性食道炎、骨
粗鬆症

虫垂炎

発熱 回復 30日

発熱 回復 177日

612 女性 70歳代
高血圧症、高脂血症、不眠
症、腰痛症、喘息、下肢痛

腎機能障害(高血圧に伴う) なし

617

肋骨骨折

60歳代

男性 70歳代

なし

614

なし604

80歳代女性606

60歳代

なし

男性

潰瘍性大腸炎、胃潰瘍
慢性腎不全、高血圧、高脂
血症、骨粗鬆症

糖尿病610 なし

70歳代男性

男性 急性骨髄性白血病
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618 男性 70歳代 ブドウ球菌性肺炎 回復 15日
高血圧症、逆流性食道炎、
炎症性肺結核、骨粗鬆症

陳旧性心筋梗塞(PTCAｽﾃﾝﾄ
留置)、結核性胸膜炎

肺炎 回復 7日

肺炎 回復 20日

敗血症 回復 95日

播種性血管内凝固 回復 97日

620 女性 60歳代 好中球数減少 回復 31日 骨粗鬆症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症
急性前骨髄球性白血病、非ﾎ
ｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

621 男性 70歳代 血小板減少症 未回復 49日 なし なし

間質性肺疾患 軽快 24日

間質性肺疾患 軽快 66日

623 男性 80歳代 肺炎 死亡 17日 狭心症 腸閉塞

624 女性 70歳代 帯状疱疹 回復 57日 高血圧性腎症、糖尿病 卵巣のう腫手術

血小板数減少 未回復 3日

ヘモグロビン減少 未回復 3日

白血球数減少 未回復 22日

好中球数減少 未回復 22日

626 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 15日
心不全、狭心症、慢性気管
支炎、胃炎

なし

肺炎 軽快 41日

白血球数減少 回復 48日

好中球減少症 回復 103日

好中球減少症 不明 417日

白血球減少症 不明 417日

629 男性 60歳代 虫垂炎 回復 217日
右肋骨骨折(外傷性)、反応性
胸水

高血圧

血小板数減少 軽快 3日

発熱性好中球減少症 軽快 43日

好中球数減少 軽快 58日

好中球数減少 軽快 77日

発熱 軽快 5日

リンパ節感染 未回復 15日

632 男性 70歳代 メレナ 回復 10日
慢性腎不全、糖尿病、高血
圧症

なし

70歳代

70歳代 不眠症、胃潰瘍、頭痛

630

631

腰部脊柱管狭窄症、帯状疱
疹、高血圧

625

男性

627 男性

脳挫傷

糖尿病型腎症の疑い、糖尿
病、貧血

70歳代

628 女性

なし

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、髄膜炎

男性

男性

619

心筋梗塞ｽﾃﾝﾄ留置後、逆流
性食道炎、心不全、高血圧
症、高尿酸血症、うつ病、不
眠症、ﾄﾞﾗｲｱｲ

なし

70歳代

陳旧性肺結核、胃潰瘍、白
内障手術

80歳代

男性 80歳代
慢性腎不全、器質化肺炎、
高血圧、痛風、高脂血症、便
秘

なし

多形紅斑、ｽｲｰﾄ病、脂質異
常症、不眠症

80歳代

622

男性 狭心症、冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置
脂肪肝、高血圧、胆石、高尿
酸血症、左下肢深部静脈血
栓症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

633 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 270日 なし 尿路結石

発熱 回復 1日

落ち着きのなさ 回復 6日

異常行動 回復 6日

発熱 未回復 26日

肺出血 死亡 28日

貧血 未回復 28日

白血球数減少 未回復 28日

血小板数減少 未回復 28日

低ナトリウム血症 軽快 11日

肺炎 未回復 27日

好中球減少症 不明 63日

好中球数減少 不明 578日

発熱性好中球減少症 未回復 1日

血小板数減少 未回復 6日

肺炎 未回復 15日

心不全 回復 32日

発熱 未回復 74日

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 78日

倦怠感 未回復 82日

紫斑 未回復 82日

食欲減退 未回復 83日

血小板数減少 軽快 22日

芽球細胞数増加 未回復 32日

好中球数減少 軽快 43日

血小板数減少 未回復 51日

好中球数減少 回復 8日

血小板数減少 回復 75日

発熱性好中球減少症 回復 87日

白血球数減少 軽快 87日

貧血 回復 89日

639

なし

基底細胞癌(右頸部)、うつ
病、慢性胃炎、皮膚掻痒症、
過敏性腸症候群

60歳代 狭心症、高脂血症

634 男性

80歳代

食道癌、下咽頭癌、頬粘膜
癌

70歳代

男性
甲状腺機能低下症、前立腺
肥大症、不眠症、うつ病

男性

636 男性

638 男性

なし なし

70歳代男性
結節性痒疹、低ｶﾘｳﾑ血症、
鼻出血

慢性腎臓病、高血圧症、高
脂血症、大動脈弁狭窄症、
高尿酸血症、慢性心不全、
FN

大腸癌(術後)

70歳代

心不全、陳旧性心筋梗塞

635

男性 60歳代

640

637

ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、高尿酸血
症

肺結核(35歳時)

70歳代

左舌癌、早期胃癌、盲腸癌、
脳梗塞、ｱﾙｺｰﾙ依存症
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

641 女性 60歳代 敗血症 回復 28日 子宮頚癌 なし

血小板数減少 回復 25日

肺炎 回復 101日

血小板数減少 未回復 154日

白血球数減少 軽快 43日

好中球数減少 軽快 43日

敗血症 回復 18日

好中球数減少 未回復 57日

敗血症 回復 222日

敗血症 回復 288日

敗血症 回復 349日

発熱性好中球減少症 回復 453日

敗血症 回復 481日

血小板数減少 未回復 37日

上部消化管出血 軽快 41日

貧血 軽快 96日

ヘモグロビン減少 軽快 96日

貧血 回復 216日

ヘモグロビン減少 回復 216日

皮下出血 軽快 349日

貧血 未回復 351日

ヘモグロビン減少 未回復 351日

貧血 回復 377日

血小板数減少 回復 377日

倦怠感 回復 377日

発熱性好中球減少症 回復 9日

血中クレアチニン増加 未回復 112日

血中尿素増加 未回復 112日

発熱性好中球減少症 軽快 132日

647 男性 60歳代 肺炎 回復 53日 高血圧 なし

陳旧性心筋梗塞

脳塞栓症、心房細動、高血
圧症

慢性硬膜下血腫除去術、白
内障手術、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

男性

80歳代

男性

642 男性

80歳代 不眠症

痔核、白内障、高血圧

高脂血症、便秘症、陳旧性
心筋梗塞、高血圧症

646

644

70歳代643

心房細動、高血圧症

645 女性

男性

胆石のう炎、胆のう摘出術

70歳代

70歳代 高血圧症、便秘症、不眠症

ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠乏性貧血
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染 死亡 15日

白血球数減少 死亡 24日

発熱性好中球減少症 回復 37日

発熱性好中球減少症 回復 168日

血小板数減少 不明 14日

胃腸出血 回復 95日

悪心 回復 32日

浮動性めまい 回復 32日

好中球減少症 回復 14日

血小板数減少 回復 14日

発熱性好中球減少症 回復 19日

653 男性 70歳代 白血球数減少 軽快 30日 HCV陽性慢性肝疾患 肝細胞癌治療後

好中球数減少 回復 3日

骨髄異形成症候群の転化 死亡 72日

真菌性肺炎 回復 222日

655 男性 70歳代 不安定狭心症 回復 298日 老人性乾皮症 胃癌

白血球数減少 回復 37日

好中球数減少 回復 37日

血小板数減少 回復 38日

発熱性好中球減少症 回復 53日

血小板数減少 軽快 57日

発熱性好中球減少症 回復 82日

血小板数減少 未回復 7日

血中尿素増加 未回復 14日

血中クレアチニン増加 未回復 14日

血中リン増加 回復 14日

貧血 未回復 14日

発熱 回復 51日

食欲減退 回復 55日

658 男性 80歳代 肺炎 軽快 238日 認知症 なし

654 高血圧

男性

男性

男性 肺炎

なし

なし

急性骨髄性白血病、十二指
腸潰瘍

648

651 男性

650 男性

B型慢性肝炎、２型糖尿病

60歳代 なし

656

652

慢性腎臓病、下肢痛、便秘、
高尿酸血症

70歳代657

60歳代 なし なし

80歳代 便秘

649 男性

70歳代

塵肺症(HOT使用中)、胃潰
瘍、高脂血症、便秘

男性 70歳代

器質化肺炎

80歳代

なし

なし男性

60歳代

なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 軽快 2日

血中クレアチニン増加 未回復 113日

660 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 14日 なし 肋膜炎

感染 回復 4日

発熱性好中球減少症 回復 4日

白血球数減少 回復 8日

白血球数減少 回復 15日

貧血 回復 15日

血小板数減少 回復 15日

白血球数減少 回復 32日

貧血 未回復 8日

血小板数減少 回復 15日

好中球減少症 未回復 15日

発熱性好中球減少症 回復 16日

敗血症 軽快 20日

敗血症 軽快 54日

胸水 軽快 17日

肺炎 回復 49日

665 男性 80歳代 食欲減退 回復 54日 なし 前立腺肥大

666 女性 70歳代 うつ病 未回復 134日
本態性高血圧、高脂血症、
大腸炎

乳癌

誤嚥性肺炎 死亡 708日

芽球細胞数増加 未回復 708日

発熱性好中球減少症 不明 57日

血小板数減少 不明 74日

脳出血 死亡 83日

血中クレアチニン増加 未回復 18日

脳梗塞 死亡 21日

心筋梗塞 死亡 21日

670 女性 70歳代 血腫 軽快 71日 DIC、高血圧 虫垂炎、卵巣のう腫

胃癌

なし

668

669 なし

男性

663

661

667

肺気腫

腎のう胞摘出、糖尿病、心房
細動、緑内障、狭心症（冠動
脈ｽﾃﾝﾄ術後）、閉塞性動脈
硬化症

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

糖尿病、閉塞性動脈硬化
症、狭心症（冠動脈ｽﾃﾝﾄ術
後）

左水腎症、脳梗塞、背部ｱﾃ
ﾛｰﾑ感染皮下膿瘍、左顎関
節症、痔核、高血圧

なし男性 70歳代

70歳代

70歳代

60歳代

女性 70歳代
高血圧、高脂血症、慢性胃
炎

80歳代

659 男性

662 50歳代 糖尿病

男性 80歳代

男性

664

男性

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、虫垂炎、早期食
道癌Ⅱ-b

胃癌

高血圧症、糖尿病、便秘症、
前立腺肥大症、湿疹

AML(M6)、うっ血性心不全、
貧血、高血圧、発作性上室
性頻拍、冠攣縮性狭心症、
胃潰瘍、不眠症、裂肛

肺炎、肺気腫、胃癌(胃切除)

男性
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 回復 8日

肺炎 回復 83日

好中球減少症 回復 156日

好中球減少症 回復 194日

肺炎 回復 212日

好中球減少症 回復 275日

注射部位紅斑 回復 3日

好中球減少症 未回復 8日

血小板減少症 未回復 9日

感染 軽快 14日

四肢痛 回復 14日

肝機能異常 回復 30日

貧血 未回復 40日

肺炎 死亡 5日

好中球数減少 未回復 5日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 5日

食欲減退 未回復 8日

貧血 未回復 8日

血小板減少症 未回復 15日

芽球細胞数増加 未回復 15日

呼吸不全 未回復 23日

心不全 未回復 23日

リンパ球数減少 未回復 24日

敗血症 回復 98日

敗血症 回復 112日

敗血症 回復 149日

敗血症 回復 174日

男性671

673 80歳代

672

70歳代

男性 60歳代

女性 高血圧674

腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ

高血圧症、B型肝炎ｳｲﾙｽｷｬﾘ
ｱｰ、便秘症

なし

70歳代

男性 右鼡径ﾍﾙﾆｱ

なし

なし肺癌
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱 回復 2日

低酸素症 回復 4日

脳出血 死亡 40日

誤嚥性肺炎 未回復 41日

血小板数減少 未回復 41日

貧血 未回復 41日

676 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 9日 高血圧 脳梗塞

677 男性 70歳代 好中球数減少 軽快 7日
慢性腎不全、高血圧、高尿
酸血症

不明

感染 回復 17日

感染 回復 36日

白血球数減少 回復 25日

好中球数減少 回復 25日

血小板数減少 回復 25日

680 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 10日 なし
胆石症→開腹胆摘、子宮
脱、腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ術後感染

681 男性 70歳代 感染性腸炎 回復 10日 なし 痛風、尿路結石

貧血 未回復 9日

好中球数減少 未回復 32日

血小板数減少 軽快 32日

帯状疱疹 回復 34日

白血球数減少 軽快 51日

肺炎 回復 52日

血小板数減少 未回復 不明

683 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 567日 なし なし

684 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 115日 高血圧症、第1腰椎圧迫骨折 なし

なし
高血圧症、間質性肺炎、便
秘症

男性

678

70歳代675

50歳代

胸・腰椎圧迫骨折、狭心症

高血圧、高脂血症、鉄過剰679 男性

女性682

男性 70歳代

梨状窩～甲状腺瘻瘻孔切
除、真珠腫性中耳炎手術、
心筋梗塞、急性骨髄線維症

心不全 認知症、大動脈瘤術後

80歳代
糖尿病、高血圧症、便秘症、
骨粗鬆症、めまい症
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 軽快 9日

好中球数減少 軽快 9日

血中乳酸脱水素酵素増加 軽快 9日

貧血 未回復 12日

血小板数減少 軽快 12日

肺炎 未回復 23日

発熱性好中球減少症 未回復 31日

播種性血管内凝固 未回復 33日

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 軽快 51日

肝胆道系疾患 軽快 51日

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 軽快 54日

肺炎 死亡 22日

発熱性好中球減少症 軽快 24日

発熱性好中球減少症 軽快 55日

好中球数減少 未回復 96日

発熱性好中球減少症 未回復 96日

貧血 未回復 23日

高アミラーゼ血症 未回復 36日

死亡 死亡 36日

血圧低下 未回復 36日

689 男性 80歳代 敗血症 死亡 49日
高血圧、発作性心房細動、
慢性心不全

なし

690 男性 70歳代 蜂巣炎 回復 35日
高血圧症、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知
症、前立腺肥大症、不眠症

高血圧症、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知
症、前立腺肥大症、不眠症

691 女性 60歳代 リンパ節炎 回復 4日 なし なし

血小板数減少 回復 8日

白血球数減少 未回復 8日

血小板数減少 軽快 15日

血小板数減少 軽快 50日

70歳代

686

女性

50歳代男性

男性

50歳代685
貧血、白血球減少、好中球
減少、血小板減少

男性

688

693

692

心不全

なし

なし

男性

心房細動、2型糖尿病、糖尿
病性腎症、糖尿病性網膜
症、真菌性虹彩炎

結核性胸膜炎、脊椎ｶﾘｴｽ

前立腺肥大症、高血圧症、
腰痛症、不眠症

60歳代 二次性器質化肺炎

虫垂炎、腹膜炎

80歳代

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 13日

白血球数減少 未回復 13日

好中球数減少 未回復 13日

発熱性好中球減少症 回復 425日

発熱性好中球減少症 回復 4日

血小板数減少 未回復 9日

白血球数減少 未回復 9日

好中球数減少 未回復 9日

発熱性好中球減少症 後遺症 17日

発熱性好中球減少症 不明 5日

発熱 不明 5日

感染性腸炎 不明 6日

菌血症 不明 6日

白血球数減少 不明 8日

血小板数減少 未回復 5日

貧血 未回復 8日

低ナトリウム血症 未回復 8日

赤血球数減少 未回復 3日

ヘモグロビン減少 未回復 3日

好中球数減少 未回復 3日

単球数減少 未回復 3日

血小板数減少 未回復 3日

発熱性好中球減少症 回復 9日

白血球数減少 未回復 24日

メレナ 未回復 1日

気管支肺炎 未回復 28日

感染性腸炎 未回復 81日

敗血症性ショック 死亡 91日

発熱 未回復 91日

疼痛 未回復 91日

腎機能障害 未回復 103日

697

慢性肝炎、出血性胃潰瘍、
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病、不安神経症、不
眠症、高血圧症、肺炎

60歳代

694

700

50歳代

70歳代

男性 80歳代

高血圧症、不眠症

女性

男性

699

発熱

698 女性

糖尿病、便秘症、2次性ﾍﾓｸﾛ
ﾏﾄｰｼｽ

696

女性

695

男性

80歳代

重症感染症、薬剤性肝障
害、胸郭出口症候群

2型糖尿病、骨髄炎、気管支
喘息

大動脈瘤

なし

大動脈瘤、動脈瘤による溶血
性変化、高血圧、慢性下痢
症

70歳代

80歳代女性

乳癌、非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫、過敏
性肺炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、結
膜炎

なし

血小板増多症

便秘 子宮筋腫
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 軽快 15日

好中球数減少 回復 15日

単球数減少 回復 15日

赤血球数減少 回復 21日

ヘモグロビン減少 回復 21日

好中球数減少 軽快 17日

好中球数減少 軽快 73日

好中球数減少 回復 101日

血小板数減少 回復 35日

発熱 回復 38日

白血球数減少 未回復 53日

704 女性 80歳代 血小板数減少 軽快 7日 便秘症、高脂血症 なし

敗血症 回復 38日

敗血症 回復 190日

肺炎 死亡 206日

706 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 8日

胃炎、不眠症、便秘症、深在
性真菌感染疑、細菌感染
疑、神経症、不安定狭心症、
痙性斜頚、腰痛、睡眠時無
呼吸症候群、前立腺肥大
症、末梢神経障害

虫垂炎、前立腺癌、尿管結
石、腰椎圧迫骨折、強直性
脊椎骨増殖症、胆嚢切除(胆
嚢炎疑)

707 女性 80歳代 好中球数減少 未回復 8日
高血圧、高脂血症、甲状腺
腫

なし

702

701

80歳代705

70歳代

70歳代

男性

女性

なし 胆嚢摘出術

大腸がん手術

女性 高血圧症、脂質異常症

なし

60歳代
虫垂炎手術、子宮筋腫手
術、気管支喘息

なし

703 女性

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 軽快 9日

白血球数減少 軽快 23日

蜂巣炎 回復 72日

血小板数減少 回復 107日

蜂巣炎 回復 143日

蜂巣炎 回復 177日

蜂巣炎 回復 394日

白血球数減少 未回復 618日

門脈血栓症 不明 712日

皮膚硬結 軽快 849日

紅斑 軽快 849日

血小板数減少 未回復 849日

気管支肺アスペルギルス症 死亡 891日

709 女性 70歳代 肺炎 軽快 316日 なし 肺癌、狭心症、うつ病

好中球数減少 回復 33日

血小板数減少 回復 39日

血小板数減少 回復 16日

発熱 軽快 53日

712 男性 60歳代 敗血症 死亡 134日 なし 間質性肺炎

感染性脊椎炎 回復 157日

真菌血症 回復 169日

発熱性好中球減少症 軽快 73日

発熱性好中球減少症 軽快 101日

発熱性好中球減少症 軽快 65日

発熱性好中球減少症 回復 94日

716 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 94日
不眠症、高尿酸血症、うつ
病、癌性疼痛、便秘症、痔
核、貧血、血小板減少

不明

718 男性 70歳代 感染 軽快 10日
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、便秘症、
脳梗塞後遺症、鉄過剰症

なし

719 女性 70歳代 発熱 回復 332日 なし なし

頭蓋内出血 不明 39日

硬膜下血腫 不明 39日

高血圧症、甲状腺腫瘍、発
熱、便秘症、総胆管結石、肝
機能障害

711

男性

女性

720

713

715

70歳代

714

708

軽度腎機能障害、認知症、
高血圧、高尿酸血症、心不
全

肺結核、くも膜下出血、虫垂
炎手術

80歳代

50歳代

男性

高血圧、僧帽弁前尖逸脱60歳代男性

脳梗塞

なし

なし

なし

腰椎辷症、乳腺症、便秘症

血球貪食症候群(HPS)

男性

腎機能低下、高血圧

710

70歳代

女性 70歳代

男性 80歳代

腎機能障害(詳細不明)、不明
熱

亜鉛欠乏症、糖尿病、うっ血
性心不全

播種性血管内凝固
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 回復 71日

感染 死亡 487日

白血球数減少 未回復 51日

好中球数減少 未回復 51日

723 女性 70歳代 神経因性膀胱 回復 5日 高血圧症 狭心症

724 男性 70歳代 血中アルカリホスファターゼ増加 未回復 31日
慢性腎疾患、脳梗塞、認知
症、慢性心不全

上咽頭癌(放射線照射＋化学
療法)

硬膜下血腫 不明 50日

蜂巣炎 軽快 50日

肺炎 軽快 91日

726 男性 60歳代 肺炎 回復 126日 糖尿病、不眠症 肺癌、悪性リンパ腫

発熱性好中球減少症 回復 4日

白血球数減少 回復 8日

好中球数減少 回復 8日

赤血球数減少 回復 21日

ヘモグロビン減少 回復 21日

発熱性好中球減少症 回復 28日

赤血球数減少 軽快 70日

ヘモグロビン減少 軽快 70日

白血球数減少 回復 84日

好中球数減少 回復 90日

肺炎 軽快 114日

高カリウム血症 回復 5日

肺炎 死亡 485日

729 男性 50歳代 肺炎 回復 395日 糖尿病
突発性難聴、大腸癌、白内
障

730 男性 60歳代 死亡 死亡 不明
高血圧、糖尿病、高脂血症、
骨粗鬆症

なし

731 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 150日
不安神経症、高血圧症、便
秘症、胃潰瘍、深在性真菌
症

なし

嘔吐 回復 36日

発熱 回復 36日

急性胆嚢炎 軽快 79日

732

727

糖尿病

721

70歳代

心房細動、高血圧、洞不全
症候群、便秘、前立腺肥大、
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群、慢性腎炎、
胆石

なし

男性

70歳代

722

725

男性

728 男性 50歳代

胸部-腹部大動脈瘤術後、肺
結核

膀胱癌

なし女性

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

消化管出血(出血部位不明）

80歳代 なし

80歳代

男性

出血症状、紫斑70歳代

男性

なし
高血圧症、逆流性食道炎、
気管支喘息
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 軽快 2日

播種性血管内凝固 軽快 6日

腎障害 軽快 6日

肝障害 軽快 7日

734 男性 80歳代 好中球数減少 軽快 20日

慢性C型肝炎、慢性腎不全、
高血圧、狭心症、関節ﾘｳﾏﾁ、
腰痛症、不眠、便秘、高脂血
症、脊柱管狭窄症

白内障

発熱性好中球減少症 死亡 241日

肺炎 死亡 249日

偽膜性大腸炎 未回復 321日

血小板数減少 未回復 不明

737 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 116日 なし なし

738 男性 70歳代 血中クレアチニン増加 未回復 106日

B型肝炎、慢性腎不全、慢性
心不全、洞不全症候群、不
眠症、間質性肺炎、輸血後
鉄過剰症、胃炎、甲状腺機
能低下症、糖尿病、低血圧、
便秘症

肺小細胞癌化学療法・放射
線療法後

739 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 17日 不眠症、便秘症、気管支炎 右下腹部ﾍﾙﾆｱ手術

好中球数減少 回復 21日

好中球数減少 回復 77日

発熱性好中球減少症 回復 89日

貧血 未回復 10日

血小板数減少 回復 10日

好中球数減少 軽快 17日

発熱性好中球減少症 回復 21日

白血球数減少 軽快 24日

発熱性好中球減少症 回復 34日

肺炎 死亡 62日

好中球数減少 未回復 2日

発熱性好中球減少症 回復 5日

白血球数減少 回復 7日

743 男性 70歳代 閉塞性鼡径ヘルニア 回復 518日
糖尿病、高血圧、発熱性好
中球減少、真菌性肺炎、右
鼡径ﾍﾙﾆｱ

肺結核、肺炎、敗血症

女性740

2型糖尿病

60歳代

735

なし

なし

70歳代

女性

なし

80歳代

女性

男性

糖尿病、高血圧、不眠症

なし736

742

70歳代

733

男性

くも膜下出血女性 高血圧50歳代

糖尿病、前立腺肥大、便秘
症、白内障

70歳代 細菌性肺炎、ARDS

なし

間質性肺炎、便秘症741
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

赤血球数減少 未回復 10日

ヘモグロビン減少 未回復 10日

血小板数減少 未回復 10日

白血球数減少 未回復 22日

好中球数減少 未回復 22日

芽球細胞数増加 未回復 73日

細菌性肺炎 回復 102日

745 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 211日 なし なし

貧血 死亡 8日

血小板数減少 死亡 8日

痔核 軽快 9日

好中球数減少 未回復 20日

白血球数減少 未回復 29日

肛門潰瘍 回復 58日

好中球減少症 回復 645日

肺炎 回復 693日

肺炎 軽快 768日

肺炎 軽快 861日

好中球減少症 未回復 14日

血小板減少症 未回復 14日

血小板減少症 回復 11日

血小板減少症 回復 84日

白血球数減少 不明 2日

血小板数減少 回復 16日

好中球数減少 回復 22日

753 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 291日 ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群 なし

肺胞出血 回復 31日

肺出血 軽快 不明

肺臓炎 回復 不明

751

下肢末梢神経障害、不眠
症、慢性胃炎、内痔核

80歳代

40歳代

男性
高血圧症、逆流性食道炎、
便秘症、慢性胃炎、輸血後
鉄過剰症

747 男性

754

なし

80歳代

746

744

749

高血圧症、高脂血症、脳内
出血後、不眠症

視床出血

左下肢蜂窩織炎70歳代

女性

70歳代

70歳代

70歳代男性

蝶形骨洞のう胞手術、肺炎

男性

膀胱癌748

70歳代

狭心症、便秘、GERD、鉄過
剰症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性皮膚炎

女性
慢性気管支炎、発熱、好中
球減少症

なし

高血圧症750

なし

男性

男性

咽頭癌

左下肢静脈瘤 なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

芽球細胞数増加 未回復 107日

白血球数増加 未回復 107日

血小板数減少 未回復 不明

血中ナトリウム減少 死亡 10日

血中尿素増加 不明 13日

血中クロール減少 死亡 13日

白血球数減少 未回復 15日

好中球数減少 未回復 15日

血中クレアチニン増加 不明 15日

肺炎 死亡 15日

血中重炭酸塩減少 死亡 16日

腹痛 死亡 16日

白血球数増加 死亡 19日

芽球細胞数増加 死亡 19日

敗血症性ショック 死亡 26日

貧血 軽快 18日

血小板数減少 軽快 18日

好中球数減少 軽快 28日

発熱性好中球減少症 回復 1日

消化不良 未回復 14日

発熱性好中球減少症 回復 31日

血小板数減少 回復 15日

好中球数減少 未回復 32日

761 女性 70歳代 貧血 未回復 153日
両下腿静脈瘤、関節ﾘｳﾏﾁ、
高血圧、僧帽弁-三尖弁閉鎖
不全

左下肢蜂窩織炎、右下肢血
栓性静脈炎

貧血 未回復 15日

好中球数減少 未回復 19日

60歳代

759

男性

762

80歳代

なし

女性

70歳代

70歳代

ﾚｲﾉｰ症候群、骨粗鬆症、高
脂血症、逆流性食道炎

男性

胃潰瘍

女性

なし

756

757

腹部大動脈瘤

女性

2型糖尿病、B型肝炎、
ATLL、左鎖骨上窩ﾘﾝﾊﾟ節病
変

なし

755 男性
前立腺肥大症、高尿酸血
症、胃潰瘍、便秘症

758

80歳代

なし

心房細動、高血圧、便秘症

胃潰瘍、便秘症

女性

80歳代

早期胃癌手術、PSVT

80歳代

760

頭部(顔面)外傷

なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 未回復 4日

血中アルカリホスファターゼ増加 回復 4日

好中球数減少 回復 14日

肺炎 軽快 43日

好中球数減少 未回復 63日

血中アルカリホスファターゼ増加 回復 63日

血中クレアチニン増加 回復 6日

好中球数減少 回復 27日

765 男性 70歳代 出血性脳梗塞 未回復 93日

ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、DM、HT、
便秘、不眠症、前立腺肥大
症、脳梗塞、腰痛、口腔内乾
燥、うつ病、敗血症、感染症、
低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症

なし

766 男性 60歳代 血中ビリルビン増加 軽快 2日 なし 不明

767 男性 60歳代 胸部Ｘ線異常 不明 4日
不眠症、発熱、感染症、便秘
症

虫垂炎手術、冠動脈狭窄、
十二指腸潰瘍、右肺癌切除

発熱性好中球減少症 回復 12日

好中球減少症 回復 12日

白血球減少症 回復 12日

769 女性 90歳代 貧血 回復 11日
慢性腎障害、糖尿病、高血
圧、不眠症

なし

好中球数減少 回復 5日

好中球数減少 未回復 49日

腎機能障害 回復 18日

誤嚥性肺炎 回復 25日

772 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 50日 なし 糖尿病

肺炎 回復 84日

肺炎 軽快 140日

胃腸出血 回復 152日

774 女性 60歳代 真菌性肺炎 回復 67日 僧帽弁閉鎖不全症 感染性心内膜炎

血中クレアチニン増加 未回復 215日

敗血症 回復 293日

クレブシエラ性敗血症 回復 52日

クレブシエラ性敗血症 回復 71日

なし

高血圧、Sweet症候群、ALP
高値

CKD(疑)、糖尿病、帯状疱疹
後神経痛、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

女性

764 男性

男性

高血圧、高脂血症、白内障

60歳代 なし

60歳代

763

虫垂炎、胆石症、早期胃癌、
陳旧性心筋梗塞、早期胃
癌、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、右頭部汎発
性帯状疱疹

なし女性

肝機能障害、ｱﾝﾄﾗｻｲｸﾘﾝ心
筋障害、慢性心不全、食欲
不振、嘔吐症、逆流性食道
炎、肺うっ血による咳嗽

男性 糖尿病、高血圧症

776

薬剤性肝障害

尿蛋白陽性、多発胃潰瘍、
高血圧、不眠症

胆嚢炎、突発性難聴

狭心症、高血圧

60歳代

80歳代男性

70歳代

80歳代

なし

男性

770

771

女性

心房中隔欠損症手術

768

775

773

70歳代

70歳代

脳梗塞
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

777 男性 60歳代 肺炎 死亡 202日
糖尿病、骨粗鬆症、ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ
病、狭心症、高尿酸血症

なし

778 男性 70歳代 発熱 回復 5日 偽痛風、便秘 なし

敗血症 回復 54日

敗血症 回復 93日

発熱 回復 327日

ヘモグロビン減少 回復 16日

白血球数減少 回復 16日

好中球数減少 回復 16日

血小板数減少 軽快 16日

血小板数減少 未回復 78日

骨髄機能不全 死亡 123日

肝機能異常 未回復 22日

咽頭膿瘍 軽快 392日

肺炎 回復 394日

心膜炎 回復 316日

心不全 回復 316日

感染 回復 316日

貧血 未回復 3日

好中球数減少 未回復 5日

血小板数減少 回復 9日

白血球数減少 未回復 12日

肺炎 死亡 359日

肺炎 軽快 330日

発熱性好中球減少症 不明 355日

血小板数減少 回復 15日

白血球数減少 回復 39日

好中球数減少 回復 39日

血小板数減少 回復 42日

白血球数減少 回復 78日

血小板数減少 回復 83日

785

なし

sweet病、間質性肺炎、B型肝
炎ｳｲﾙｽｷｬﾘｱｰ

卵巣癌

780

なし

男性

胃潰瘍、狭心症

子宮癌全摘術(放射線、化学
療法あり)、胆石にて胆摘

男性

なし

なし

60歳代

782

781

779

発作性心房細動

女性

男性

男性

掻痒、便秘

80歳代
肺結核手術、椎間板ﾍﾙﾆｱ手
術

783

70歳代

60歳代

不眠症、高血圧

女性

なし女性 60歳代

60歳代

70歳代
多発性骨髄腫、狭心症、下
肢動脈閉塞、小脳梗塞、脂
質異常症、糖尿病

784
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 未回復 44日

肺炎 死亡 49日

787 女性 70歳代 アフタ性口内炎 回復 21日 なし 腸腰筋膿瘍

血小板数減少 軽快 1日

貧血 回復 1日

発熱性好中球減少症 回復 22日

脳梗塞 死亡 27日

血小板数減少 未回復 26日

傾眠 回復 6日

意識レベルの低下 回復 6日

血小板数減少 未回復 11日

白血球数減少 未回復 20日

好中球数減少 未回復 20日

赤血球数減少 後遺症 1日

ヘモグロビン減少 後遺症 1日

血小板数減少 後遺症 8日

白血球数減少 回復 8日

好中球数減少 回復 8日

793 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 156日 高血圧 なし

794 女性 60歳代 好中球数減少 軽快 35日 卵巣癌 なし

肺感染 後遺症 31日

皮膚感染 軽快 160日

肺感染 軽快 171日

好中球数減少 回復 172日

倦怠感 回復 3日

肺炎 軽快 5日

血小板数減少 不明 5日

血中ビリルビン増加 未回復 10日

女性

70歳代

70歳代

食道癌、前立腺肥大、高血
圧

なし

なし

30歳代

60歳代

女性

790

70歳代

792

男性

男性

70歳代

男性

なし

なし

なし

788

789

糖尿病

なし 血管炎症候群

薬剤性肝障害、糖尿病、便
秘、高血圧症

左肺下葉切除、胃癌（胃2/3
切除）、高血圧、高尿酸血症

796

男性795

80歳代

80歳代

791

輸血後ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

男性

不明

70歳代

なし

帯状疱疹

男性

両側乳癌術後ﾎﾙﾓﾝ療法中

前立腺肥大、高血圧

男性797
右鼡径ﾍﾙﾆｱ手術、脊柱管狭
窄症、ASO

786
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 未回復 8日

好中球減少症 回復 14日

血小板減少症 回復 17日

白血球減少症 回復 27日

好中球減少症 死亡 59日

血小板減少症 回復 70日

白血球減少症 回復 70日

肺炎 回復 104日

肺炎 死亡 141日

799 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 21日
肺気腫、発熱性好中球減少
症

腸閉塞（魚骨）

800 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 未回復 218日 なし なし

便秘 後遺症 5日

大腸穿孔 後遺症 15日

腹膜炎 回復 15日

消化管穿孔 死亡 93日

802 女性 50歳代 播種性血管内凝固 未回復 134日
不眠症、精神遅滞、皮疹、ｽﾃ
ﾛｲﾄﾞ糖尿病、便秘

子宮筋腫、破傷風

803 女性 70歳代 好中球数減少 回復 18日 高血圧、心房細動 心原性小脳塞栓症、便秘症

血小板数減少 回復 6日

白血球数減少 回復 6日

好中球数減少 回復 14日

805 女性 80歳代 芽球細胞数増加 未回復 51日 なし なし

806 男性 70歳代 骨髄機能不全 不明 不明 なし なし

倦怠感 回復 442日

貧血 未回復 625日

808 男性 80歳代 敗血症 回復 19日 心不全 なし

発熱 回復 23日

肝脾腫大 未回復 33日

胸水 未回復 48日

腹水 未回復 48日

前立腺癌

70歳代男性

なし

809 男性

男性

男性

70歳代

798

60歳代

なし

逆流性食道炎、前立腺肥大
症、狭心症、不眠症、腹部膨
満感、起立性低血圧

801

804

なし

男性

なし

なし40歳代

急性骨髄性白血病

807

なし

80歳代

鉄過剰症、下肢浮腫
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 回復 130日

血圧低下 未回復 155日

低酸素症 未回復 155日

細菌感染 未回復 155日

肺炎 回復 6日

白血球数減少 軽快 10日

血小板数減少 軽快 10日

肺炎 回復 48日

肺炎 死亡 73日

発熱性好中球減少症 死亡 32日

敗血症性ショック 死亡 34日

敗血症 死亡 22日

肺炎 死亡 22日

白血球数減少 死亡 22日

好中球数減少 死亡 22日

白血球数増加 死亡 2日

血中尿素増加 未回復 2日

血中クレアチニン増加 未回復 2日

血中カリウム増加 死亡 2日

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 未回復 2日

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 未回復 2日

血中乳酸脱水素酵素増加 死亡 2日

血中クレアチンホスホキナーゼ増加 未回復 2日

血中ビリルビン増加 未回復 2日

抱合ビリルビン増加 未回復 2日

呼吸停止 死亡 2日

腎不全 未回復 2日

男性

813

高血圧性腎症、高血圧

高血圧症、脳梗塞後、蕁麻
疹

肝障害、慢性心房細動、
COPD、2型糖尿病、慢性心
不全、尿路結石、右肺癌、高
尿酸血症、高血圧症

814

80歳代男性

60歳代

脳梗塞

糖尿病、不眠症、うつ病、便
秘症、高血圧症、ｱﾄﾋﾟｰ咳
嗽、口内炎、気管支喘息、腰
部脊柱管狭窄症、化膿性脊
椎炎、結膜炎、癌性疼痛

大腸癌

女性

80歳代

812

慢性心不全

810

男性

70歳代 白内障

帯状疱疹

なし

男性

811

70歳代
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 軽快 7日

脳梗塞 後遺症 9日

発熱性好中球減少症 軽快 35日

細菌性気管支炎 軽快 55日

ブドウ球菌感染 軽快 55日

816 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 26日

糖尿病、便秘症、不眠症、不
安神経症、前立腺肥大症、
洞不全症候群ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ埋
込後、夜間譫妄

高血圧

白血球数減少 回復 18日

好中球数減少 回復 19日

赤血球数減少 軽快 64日

ヘモグロビン減少 軽快 64日

好中球数減少 回復 175日

高カリウム血症 回復 3日

白血球数減少 未回復 10日

好中球数減少 未回復 14日

血小板数減少 回復 14日

肺炎 回復 31日

肺炎 回復 262日

気管支炎 回復 24日

肺炎 死亡 82日

白血球数減少 軽快 80日

血小板数減少 未回復 80日

感染性腸炎 回復 373日

発熱 未回復 3日

間質性肺疾患 死亡 17日

822 女性 80歳代 発熱性好中球減少症 軽快 25日
DM、不眠症、心筋梗塞、脂
質異常、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症

後天性血友病

823 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 17日 慢性C型肝炎、HBc抗体陽性 なし

発熱性好中球減少症 回復 18日

発熱性好中球減少症 回復 63日

発熱性好中球減少症 回復 88日

HBc抗体陽性、高血圧症、狭
心症、糖尿病、不眠症、高尿
酸血症、便秘症、慢性胃炎

慢性腎障害、高血圧、認知
症、慢性心不全、過活動性
膀胱、便秘症、逆流性食道
炎、輸血後鉄過剰症、慢性
膀胱炎

60歳代

70歳代

女性

ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症、前立腺
肥大症、逆流性食道炎、便
秘症、骨粗鬆症、不眠症

815

男性

824

男性

男性819

821

820

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除術後、尿路
結石

糖尿病、高血圧症、脂質異
常

男性

膀胱癌、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

なし

90歳代

50歳代817

脳底動脈狭窄

80歳代

なし女性

70歳代

顔面痙攣

男性

818

陳旧性心筋梗塞(ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ
埋込中)、高尿酸血症、高ｺﾚ
ｽﾃﾛｰﾙ血症

80歳代

なし

なし狭心症、高血圧、胃炎
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 6日

憩室炎 回復 36日

芽球細胞数増加 未回復 45日

826 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 23日
糖尿病性腎症、糖尿病、高
血圧症、不眠症、便秘症、慢
性気管支炎

子宮筋腫手術、卵巣嚢腫手
術（33歳時）

ヘモグロビン減少 回復 109日

白血球数減少 未回復 109日

肺感染 回復 26日

肺感染 軽快 109日

骨髄機能不全 回復 73日

芽球細胞数増加 未回復 359日

骨髄機能不全 未回復 359日

831 男性 70歳代 肺炎 軽快 30日 なし
前立腺癌、咽頭癌、狭心症、
白内障、掌蹠膿疱症

発熱 回復 9日

酸素飽和度低下 回復 11日

白血球数減少 未回復 21日

好中球数減少 未回復 21日

好中球数減少 回復 37日

発熱性好中球減少症 回復 39日

体重減少 未回復 117日

食欲減退 未回復 143日

うつ病 未回復 不明

833 女性 40歳代 悪心 回復 6日 なし 肺腺癌

肺炎 回復 16日

全身性真菌症 軽快 18日

835 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 151日
高血圧、狭心症、前立腺肥
大症

なし

836 男性 70歳代 間質性肺疾患 未回復 4日 間質性肺炎 肺気腫

837 男性 60歳代 肺感染 軽快 65日 なし なし

なし

70歳代

60歳代

逆流性食道炎、不安神経
症、心不全、不整脈

女性

60歳代

男性

829

834 男性

828

70歳代

男性825

男性827

痛風

食道裂孔ﾍﾙﾆｱ、QTc延長症
候群、発熱性好中球減少
症、高ｻｲﾄｶｲﾝ血症

なし

輸血後鉄過剰症、慢性腎障
害、発作性心房粗細動、発
作性心房粗細動、洞機能不
全症候群、発熱性好中球減
少症、完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ、高血
圧、うっ血性心不全、不眠、
便秘、骨粗鬆症、葉酸欠乏
症、胃炎、高尿酸血症、末梢
神経障害

肺炎

虫垂炎、卵巣摘出

なし

60歳代

832

高血圧症

60歳代

男性

腰椎圧迫骨折、大腸憩室
炎、肺炎

高脂血症、高尿酸血症、不
眠
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

活動状態低下 回復 16日

発熱 回復 18日

発熱 回復 32日

発熱性好中球減少症 回復 2日

芽球細胞数増加 未回復 5日

発熱性好中球減少症 回復 64日

発熱性好中球減少症 軽快 84日

発熱 未回復 102日

840 男性 60歳代 白血球数減少 回復 9日 B型慢性肝炎 なし

発熱 軽快 7日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 7日

発熱 軽快 42日

全身性皮疹 軽快 54日

血小板数減少 回復 11日

肺炎 回復 86日

血小板数減少 未回復 168日

肺炎 死亡 193日

白血球数減少 回復 131日

好中球数減少 回復 131日

白血球数減少 回復 166日

好中球数減少 回復 166日

白血球数減少 回復 256日

好中球数減少 回復 256日

発熱 回復 497日

蜂巣炎 回復 25日

白血球減少症 軽快 25日

発熱性好中球減少症 回復 26日

845 男性 70歳代 敗血症 回復 264日 なし 前立腺癌

847 男性 70歳代 無顆粒球症 回復 169日 慢性腎不全
慢性心房細動、大腸癌、糖
尿病

848 男性 60歳代 敗血症 軽快 31日 鉄過剰症、腰痛症、糖尿病 なし

なし

839

841
高血圧、高脂血症、糖尿病、
先天性片腎

843

838

高血圧症、鉄過剰症、便秘
症、薬剤性腎障害

女性

70歳代

なし

844 60歳代

男性

高血圧症、便秘症

高血圧、心筋梗塞、高脂血
症

女性

直腸癌、下咽頭癌、右上顎
嚢胞、網膜静脈分枝閉塞症

肺癌

脳出血、肺結核
高血圧症、高脂血症、逆流
性食道炎、胃腸炎、脳出血
後遺症

80歳代

なし

男性

842 男性 70歳代

70歳代

60歳代

男性

播種性血管内凝固
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 未回復 96日

肺炎 死亡 104日

850 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 13日
BUN高値、糖尿病、高血圧、
逆流性食道炎、不眠症、便
秘

大動脈弁狭窄症

851 男性 60歳代 好中球数減少 回復 150日
高血圧、高脂血症、糖尿病、
発熱、腰部脊柱管狭窄症

不明

白血球数減少 未回復 16日

好中球数減少 未回復 16日

853 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 28日 咽頭炎 前立腺肥大症

発熱 回復 104日

敗血症 回復 104日

発熱 回復 123日

855 男性 70歳代 器質化肺炎 不明 63日 なし 外傷性くも膜下出血

心筋梗塞 回復 164日

心不全 回復 164日

敗血症 回復 3日

敗血症 回復 38日

859 男性 70歳代 心アミロイドーシス 死亡 44日
ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽ、DM、HTN、前
立腺癌、うつ病、便秘、心ｱﾐﾛ
ｲﾄﾞｰｼｽ(心不全)

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

発熱性好中球減少症 回復 71日

血尿 回復 73日

腹痛 回復 76日

起立性低血圧 未回復 9日

発熱 回復 242日

好中球数減少 未回復 6日

貧血 未回復 13日

白血球数減少 未回復 90日

血小板数減少 未回復 94日

発熱性好中球減少症 回復 95日

なし

862

849

861

860

856

多発性嚢胞腎による慢性腎
不全(維持透析中)、気管支喘
息、高血圧、腎性貧血、狭心
症、CV刺入痛、高ﾘﾝ血症

男性

男性

尿崩症、副腎不全、不眠症、
下肢閉塞性動脈硬化症、敗
血症、真菌性肺炎

糖尿病、高血圧症、前立腺
肥大症

80歳代858

70歳代

肺炎

60歳代

854

女性 50歳代852

糖尿病、気管支喘息、潜在
性結核、反応性脊椎炎、便
秘

肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症、肺気腫鉄過剰症、Sweet syndrome

なし

右大腿骨骨折

60歳代男性

60歳代

男性 70歳代

なし男性

男性

男性
両側大腿骨頭壊死、器質化
肺炎

高血圧、糖尿病、高脂血症、
高CRP値、労作時呼吸苦、貧
血、高血小板血症

40歳代

慢性腎不全、慢性心不全、
高血圧、副鼻腔炎、高脂血
症、葉酸欠乏症、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
症、GVHD、便秘、不眠症、
高尿酸血症

心房中隔欠損症、うっ滞性皮
膚炎

狭心症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

浮動性めまい 回復 93日

嘔吐 回復 93日

発熱性好中球減少症 回復 331日

発熱性好中球減少症 回復 359日

肺炎 軽快 393日

発熱性好中球減少症 回復 455日

敗血症 死亡 471日

864 男性 60歳代 血小板数減少 回復 14日
肺炎、高血圧、神経症、不眠
症、頭痛、便秘症

肺癌

白血球数減少 未回復 29日

好中球数減少 未回復 34日

麻痺性イレウス 回復 14日

細菌性肺炎 回復 72日

発熱性好中球減少症 回復 106日

発熱性好中球減少症 回復 131日

868 男性 70歳代 好中球減少症 回復 50日
前立腺癌、便秘症、高血圧
症

なし

薬疹 回復 2日

ショック 回復 2日

好中球数減少 回復 9日

白血球数減少 回復 18日

血小板数減少 回復 18日

大腸菌性敗血症 回復 28日

薬疹 回復 63日

医療機器関連敗血症 回復 85日

好中球数減少 軽快 93日

白血球数減少 軽快 93日

発熱 軽快 99日

血小板数減少 軽快 15日

白血球数減少 軽快 21日

872 男性 80歳代 好中球数減少 回復 360日
慢性湿疹、慢性心不全、便
秘、老人性乾皮症

なし

APL、胃癌、大腸癌

863

肝硬変、肝細胞癌、前立腺
癌、糖尿病、発熱性好中球
減少症、白内障、便秘症、輸
血後鉄過剰症

B型肝炎

871

高血圧症

869

男性

男性

70歳代

なし

心房細動、特発性ﾚｽﾄﾚｽﾚｯ
ｸﾞ症候群、急性肺炎

うつ病

尿管結石、右腎結石、腰椎
椎間板ﾍﾙﾆｱ

70歳代

男性

870

糖尿病、痛風

男性 70歳代

60歳代男性

866

865

70歳代

肝細胞癌、C型慢性肝炎、高
血圧、ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ、変形性
膝関節症

なし

男性

50歳代 不明
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

873 女性 70歳代 肺炎 未回復 720日
僧帽弁逸脱症、便秘症、発
熱性好中球減少症

なし

血小板数減少 未回復 9日

貧血 回復 50日

発熱 回復 2日

菌血症 回復 19日

肺炎 軽快 22日

白血球数減少 軽快 22日

貧血 軽快 22日

876 男性 70歳代 気管支炎 回復 369日 なし なし

877 女性 80歳代 貧血 回復 65日 便秘症、不眠症 なし

ヘモグロビン減少 軽快 105日

ヘモグロビン減少 不明 147日

ヘモグロビン減少 軽快 210日

ヘモグロビン減少 軽快 253日

ヘモグロビン減少 軽快 291日

ヘモグロビン減少 軽快 340日

ヘモグロビン減少 軽快 382日

ヘモグロビン減少 軽快 424日

ヘモグロビン減少 軽快 466日

ヘモグロビン減少 軽快 504日

ヘモグロビン減少 軽快 532日

ヘモグロビン減少 軽快 574日

ヘモグロビン減少 軽快 623日

ヘモグロビン減少 軽快 665日

ヘモグロビン減少 軽快 707日

ヘモグロビン減少 軽快 745日

好中球数減少 死亡 11日

感染 死亡 18日

880 男性 70歳代 肺感染 回復 不明 肺気腫、弁膜症(AR+MR) 十二指腸潰瘍

881 男性 60歳代 敗血症 死亡 54日
薬剤性肝障害、右上葉肺
炎、皮膚掻痒感

肺気腫

70歳代

なし女性 70歳代

低ガンマグロブリン血症、心
不全、逆流性食道炎

なし

結核性頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎、深部
静脈血栓症、肺塞栓、両眼
白内障術後、帯状疱疹

男性

874 男性 50歳代 AML

879

878

女性 60歳代

肝機能異常、肺胞蛋白症、
神経因性膀胱、ﾋﾞﾀﾐﾆﾝB6欠
乏症、不安神経症、不眠症、
逆流性食道炎、深部静脈血
栓症、末梢神経障害、糖尿
病、便秘症

右鎖骨骨折

骨盤骨折

875
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 回復 22日

白血球数減少 回復 22日

好中球数減少 回復 32日

血小板数減少 回復 32日

好中球数減少 未回復 3日

発熱性好中球減少症 軽快 10日

上気道の炎症 軽快 11日

発熱性好中球減少症 軽快 31日

芽球細胞数増加 未回復 46日

発熱性好中球減少症 死亡 59日

新生物進行 死亡 87日

好中球減少症 回復 273日

発熱性好中球減少症 回復 276日

敗血症 死亡 277日

異型肺炎 死亡 280日

885 男性 80歳代 敗血症 死亡 28日
播種性血管内凝固症候群、
糖尿病

なし

肺炎 回復 35日

肛門周囲炎 回復 43日

887 男性 80歳代 うっ血性心不全 回復 217日
慢性腎臓病、心房細動、高
血圧症、糖尿病、便秘症

うっ血性心不全、狭心症

好中球数減少 軽快 4日

白血球数減少 回復 12日

血小板数減少 回復 12日

白血球数減少 回復 4日

好中球数減少 回復 4日

血小板数減少 回復 52日

白血球数減少 回復 66日

血小板数減少 回復 66日

血小板数減少 回復 80日

好中球数減少 回復 107日

白血球数減少 回復 107日

好中球数減少 回復 107日

60歳代

なし

884

慢性腎不全、高血圧、高脂
血症

なし

なし

女性

883

882

胆石症

男性

70歳代

高血圧、慢性胃炎

左下腿壊死性筋膜炎術後、
足白癬、慢性再発性小腸
炎、不眠症、高尿酸血症、結
節性動脈周囲炎、好中球減
少症、左下肢ＤＶＴ

なし

なし

70歳代

ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、糖尿病、心性
浮腫、骨粗鬆症

男性

男性 70歳代

889

886

888

50歳代男性

抑うつ状態、高血糖

男性

2型糖尿病、高血圧症、高尿
酸血症、便秘、狭心症、胃潰
瘍

70歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

890 男性 40歳代 白血球数減少 回復 203日 肝硬変 なし

白血球数減少 未回復 17日

好中球数減少 未回復 17日

ヘモグロビン減少 軽快 66日

肺炎 軽快 175日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 175日

肺炎 軽快 473日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 473日

892 女性 80歳代 敗血症性ショック 回復 71日

高血圧、陳旧性心筋梗塞、
高尿酸血症、甲状腺機能低
下症、糖尿病、便秘症、脂質
異常症、逆流性食道炎、低ｶ
ﾘｳﾑ血症

不明

893 女性 70歳代 白血球数減少 未回復 266日 なし なし

894 女性 50歳代 発熱性好中球減少症 回復 17日 なし なし

895 男性 60歳代 肺炎 回復 147日 鉄過剰症 痔

喀血 軽快 16日

肺炎 軽快 16日

発熱性好中球減少症 回復 25日

発熱性好中球減少症 回復 88日

898 男性 70歳代 肺炎 未回復 297日
慢性腎不全、高血圧症、心
臓ﾊﾞｲﾊﾟｽ術後、肺炎

心筋梗塞、左腎盂癌、膀胱
癌

899 男性 60歳代 器質化肺炎 死亡 24日 高血圧、高脂血症 なし

900 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 12日
糖尿病、不眠症、細菌性肺
炎

肺癌、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

901 男性 60歳代 血小板数減少 軽快 20日
高尿酸血症、不整脈(ﾍﾟｰｽ
ﾒｰｶｰ)

不明

敗血症 回復 13日

白血球数減少 回復 18日

白血球数減少 回復 32日

血小板数減少 回復 32日

904 男性 70歳代 肝機能異常 軽快 168日 なし 陳旧性心筋梗塞

905 女性 40歳代 高カルシウム血症 回復 3日 骨髄線維症 胃癌

906 女性 60歳代 胸膜炎 回復 188日
糖尿病、逆流性食道炎、狭
心症、高血圧

子宮筋腫

70歳代

男性

891 男性 なし

896

虫垂炎

不明

多発性骨髄腫、骨髄腫腎 脳出血(30才)、尿管結石

70歳代

50歳代

女性 なし
高血圧、糖尿病、便秘症、胃
潰瘍、骨粗鬆症、乾燥性皮
膚炎

男性

low grade B-cell lymphoma、
血球貪食症候群

902

慢性閉塞性肺疾患(COPD)、
前立腺癌、狭心症、腰部脊
柱管狭窄症、慢性大動脈解
離、高血圧症、便秘症

903

897

女性
ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群、高血圧、甲
状腺機能低下症

70歳代

60歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 回復 315日

好中球数減少 回復 315日

肺炎 回復 372日

敗血症性ショック 回復 372日

血小板数減少 未回復 3日

白血球数減少 未回復 3日

ヘモグロビン減少 未回復 6日

好中球数減少 未回復 6日

909 男性 70歳代 マロリー・ワイス症候群 回復 62日
ﾏｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症、肺胞出
血、脾悪性ﾘﾝﾊﾟ腫(CR中)

多発消化管潰瘍

910 女性 60歳代 血小板数減少 未回復 16日 なし なし

911 男性 80歳代 気管支肺炎 軽快 36日
ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ症候群、前立腺肥
大症

睡眠時無呼吸症候群

好中球数減少 回復 18日

好中球数減少 回復 66日

好中球数減少 回復 91日

好中球数減少 回復 119日

好中球数減少 回復 161日

好中球数減少 回復 198日

膀胱炎 回復 25日

肺炎 回復 59日

肺炎 回復 133日

真菌血症 回復 133日

好中球数減少 軽快 134日

914 男性 70歳代 胃腸炎 回復 212日
不眠症、高血圧症、便秘症、
慢性胃炎

尿道結石

血小板数減少 死亡 13日

白血球数減少 未回復 21日

好中球数減少 未回復 21日

脳出血 死亡 106日

916 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 87日 なし なし

917 男性 60歳代 急性熱性好中球性皮膚症 死亡 74日 てんかん、腹部大動脈炎 重症肺炎

918 男性 70歳代 帯状疱疹 回復 108日 高血圧 小脳梗塞

前立腺肥大症

右腎細胞癌(2012年手術)

912

907

60歳代

なし男性

脳梗塞、陳旧性肺結核、大
腸癌、高血圧、COPD、逆流
性食道炎

男性

なし

60歳代

908

ﾋﾞﾀﾐﾝ欠乏症、便秘症、爪白
癬症、葉酸欠乏症

男性

915 男性

60歳代

913 男性 なし80歳代

胃癌(19年前)80歳代
慢性腎不全、心房細動、高
尿酸血症、逆流性食道炎

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

919 女性 60歳代 下部消化管出血 死亡 13日

急性腎不全、ﾏﾝﾄﾙ細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫、うっ血性心不全、心房細
動、深部静脈血栓症、感染
症

大腸癌

好中球数減少 回復 43日

好中球数減少 回復 74日

好中球数減少 回復 113日

好中球数減少 回復 162日

921 女性 60歳代 芽球細胞数増加 未回復 225日 左膝関節炎 右乳癌(2010年10月手術)

肺炎 軽快 3日

好中球数減少 未回復 3日

貧血 未回復 3日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 3日

白血球数減少 未回復 3日

悪心 未回復 7日

胸水 未回復 11日

腹水 未回復 11日

低アルブミン血症 未回復 11日

下痢 後遺症 12日

血中ビリルビン増加 軽快 13日

血中尿素増加 未回復 13日

低カリウム血症 軽快 13日

血小板数減少 未回復 17日

肛門周囲痛 未回復 18日

播種性血管内凝固 軽快 20日

高ナトリウム血症 未回復 20日

下部消化管出血 死亡 21日

譫妄 未回復 26日

白血球減少症 未回復 13日

好中球減少症 未回復 15日

肺炎 回復 96日

924 女性 70歳代 白血球数減少 回復 21日
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ、不眠症、慢性
心不全、心房細動

急性虫垂炎、子宮筋腫、右
目ﾄｷｿﾌﾟﾗｽﾞﾏ症、白内障

923

920 なし

自己免疫性肝炎（肝硬変）、
間質性肺炎、慢性甲状腺
炎、ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠乏症、気管
支炎、便秘症、胆石症

早期胃癌、痔瘻術後

男性

FN なし女性 80歳代

なし60歳代

922 男性 60歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 軽快 12日

白血球数減少 軽快 23日

肺炎 回復 44日

心不全 回復 46日

心不全 死亡 68日

貧血 未回復 68日

血小板数減少 未回復 68日

肺出血 死亡 89日

感染性腸炎 回復 10日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 10日

発熱性好中球減少症 回復 65日

好中球数減少 未回復 44日

貧血 未回復 44日

血小板数減少 未回復 44日

虫垂炎 軽快 17日

敗血症性ショック 死亡 50日

好中球数減少 軽快 14日

肺炎 軽快 181日

932 女性 60歳代 貧血 未回復 30日
B型肝炎、肝硬変、肝細胞
癌、糖尿病性腎症

なし

933 男性 70歳代 貧血 回復 15日 なし
食道癌、下咽頭癌、十二指
腸潰瘍

934 女性 10歳代 腎機能障害 死亡 62日

真菌感染症、浮腫、癌性疼
痛、不安神経症、高尿酸血
症、高血圧、発熱性好中球
減少症、不眠症

なし

935 女性 60歳代 好中球数減少 未回復 33日 なし 脳梗塞

好中球減少症 未回復 139日

白血球減少症 回復 139日

肺炎 未回復 146日

937 男性 70歳代 肺炎 回復 17日 なし 不明

938 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 軽快 459日 不眠症、前立腺肥大症 不明

939 男性 60歳代 肺炎 回復 34日 なし
尿管結石、肺結核、胆嚢結
石

931 50歳代

936

末梢神経障害、不眠症925 女性

927

926

60歳代

男性 70歳代

慢性腎不全、糖尿病性腎
症、2型糖尿病、陳旧性心筋
梗塞、心不全、めまい症、下
肢閉塞性動脈硬化症、起立
性低血圧

928

男性 60歳代

気管支喘息、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、
心不全

内痔核

胆石

男性 70歳代 脊髄小脳変性症

男性

なし

なし

左急性硬膜下血腫

男性

なし

前立腺肥大症、高ｶﾘｳﾑ血症

慢性腎炎、高血圧、輸血後
鉄過剰症

80歳代

930

慢性腎疾患

70歳代

男性

急性胆のう炎
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発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腹痛 不明 不明

胸痛 不明 不明

死亡 死亡 不明

赤血球数減少 未回復 10日

ヘモグロビン減少 未回復 10日

血小板数減少 未回復 94日

白血球数減少 未回復 94日

気管支肺炎 軽快 343日

腹痛 軽快 70日

嘔吐 軽快 70日

発熱性好中球減少症 軽快 115日

発熱性好中球減少症 軽快 153日

アナフィラキシーショック 回復 1日

アナフィラキシーショック 回復 32日

944 男性 70歳代 肺炎球菌性肺炎 回復 140日 便秘症 なし

発熱 回復 61日

発熱 回復 87日

946 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 14日 なし なし

947 男性 70歳代 血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 50日
骨粗鬆症、高血圧症、鉄過
剰症、不眠症

外傷性腹腔内出血、外傷性
骨折、肩腱板断裂、一過性
意識消失

948 女性 80歳代 肺炎 回復 23日 B型肝炎、高血圧、心房細動 脳梗塞

50歳代943

942 男性

前立腺肥大症、肺梗塞後下
大静脈ﾌｨﾙﾀｰ留置状態

なし

男性 70歳代945

男性

慢性腎不全、狭心症(CABG
後)、高血圧、不眠

男性

小児結核

不明

大動脈弁狭窄症(AVR後)

940

なし

80歳代

941 60歳代 なし

男性

肝膿瘍

70歳代

不明
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 軽快 10日

好中球数減少 軽快 10日

赤血球数減少 軽快 10日

ヘモグロビン減少 軽快 10日

血小板数減少 軽快 10日

白血球数減少 軽快 39日

好中球数減少 軽快 39日

赤血球数減少 軽快 39日

ヘモグロビン減少 軽快 39日

血小板数減少 軽快 44日

白血球数減少 軽快 72日

好中球数減少 軽快 72日

赤血球数減少 軽快 72日

ヘモグロビン減少 軽快 72日

血小板数減少 軽快 72日

白血球数減少 軽快 111日

好中球数減少 軽快 111日

赤血球数減少 軽快 111日

ヘモグロビン減少 軽快 111日

血小板数減少 軽快 111日

発熱性好中球減少症 回復 52日

膀胱癌 未回復 122日

951 男性 60歳代 間質性肺疾患 回復 41日 鉄過剰症 なし

952 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 32日 CMMoLの腎臓浸潤 前立腺肥大症

953 女性 70歳代 敗血症 回復 22日 発熱性好中球減少症 左乳癌手術

悪性胸水 未回復 8日

胆嚢炎 死亡 22日

白血球数減少 回復 5日

赤血球数減少 回復 40日

ヘモグロビン減少 回復 40日

956 男性 80歳代 真菌性肺炎 回復 82日 高血圧、便秘症 ﾗｸﾅ梗塞

949

男性
慢性腎不全(透析中)、糖尿
病、高血圧、拡張型心筋症、
糖尿病性壊疽

955 50歳代

950

70歳代
高血圧、狭心症、便秘症、逆
流性食道炎

女性
狭心症（冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置
後）

男性 60歳代

右睾丸腫瘍（摘出術術後）

954 慢性腎臓病

男性 80歳代
輸血後鉄過剰症、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ
型認知症、便秘症

なし

なし
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（休薬
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合併症 既往歴

957 男性 80歳代 細菌性肺炎 回復 18日
慢性腎不全、糖尿病、高血
圧、石綿肺、心不全、狭心症

肺結核

注射部位紅斑 回復 6日

注射部位小水疱 回復 6日

発熱 回復 1日

血中クレアチニン増加 回復 2日

貧血 未回復 2日

血小板数減少 未回復 2日

低カリウム血症 回復 4日

浮腫 回復 4日

体重増加 回復 4日

960 男性 70歳代 肺炎 死亡 420日
腰痛、坐骨神経痛、高血圧、
高尿酸血症、狭心症、うつ病

なし

961 男性 80歳代 間質性肺疾患 軽快 65日
ヘモジデローシス、過活動膀
胱、認知症、腰椎すべり症、
発作性心房細動

胃癌

962 男性 70歳代 骨髄機能不全 未回復 5日
慢性腎臓病、不眠症、便秘
症

子宮筋腫

高カリウム血症 軽快 13日

発熱性好中球減少症 回復 17日

発熱性好中球減少症 回復 69日

発熱性好中球減少症 回復 129日

発熱性好中球減少症 回復 190日

肺炎 死亡 343日

肺感染 回復 99日

尿路感染 回復 252日

965 男性 80歳代 肺炎 死亡 64日 なし 高血圧

966 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 357日 高尿酸血症 なし

副鼻腔炎 軽快 230日

発熱 回復 230日

男性

なし

958 男性 60歳代

なし

964

70歳代

男性

70歳代

男性 なし963
陳旧性心筋梗塞、高血圧
症、脂質異常症、発熱性好
中球減少症

なし

肺気腫、緑内障 なし

なし

80歳代

959

高血圧症、狭心症、糖尿病、
脳梗塞、高脂血症

女性

967

70歳代

なし
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発現迄
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合併症 既往歴

急性熱性好中球性皮膚症 軽快 78日

急性熱性好中球性皮膚症 回復 124日

発熱性好中球減少症 未回復 282日

好中球数減少 未回復 282日

白血球数減少 未回復 282日

血小板数減少 未回復 282日

真菌性肺炎 未回復 不明

969 男性 70歳代 肺炎 未回復 不明 不明 不明

970 男性 70歳代 貧血 未回復 178日

軽度肝障害、器質化肺炎、
高血圧症、虚血性心疾患、
前立腺肥大、便秘症、不眠
症

睡眠時無呼吸症候群、下肢
静脈瘤、左鼡径ﾍﾙﾆｱ

971 男性 70歳代 肺炎 死亡 147日
糖尿病、脳梗塞、輸血後鉄
過剰症、OAB

なし

972 男性 80歳代 白血球数減少 未回復 594日 高血圧、胃潰瘍 十二指腸潰瘍

973 男性 70歳代 脳出血 死亡 20日 なし なし

好中球数減少 死亡 425日

発熱性好中球減少症 軽快 428日

偽膜性大腸炎 回復 440日

肺炎 死亡 458日

発熱 回復 245日

感染 回復 512日

発熱性好中球減少症 回復 578日

白血球数減少 軽快 578日

血小板数減少 回復 578日

気管支炎 回復 732日

歯肉炎 未回復 24日

口内炎 未回復 24日

敗血症 不明 30日

真菌感染 不明 30日

977 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 7日 腫瘍熱 なし

好中球数減少 未回復 11日

白血球数減少 未回復 11日

血小板数減少 未回復 34日

不明

974

968 男性 60歳代
ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、逆流性食道
炎、ｽｳｨｰﾄ症候群

糖尿病、器質化肺炎、輸血
後ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

70歳代

10歳未満 なし

不明男性

脊髄空洞症、高血圧症、逆
流性食道炎、便秘症、不眠
症

978 男性

975

男性 70歳代 狭心症

976

硬膜下血腫、めまい、糖尿
病、難治性逆流性食道炎、
胃潰瘍、便秘症

気管軟化症、気管狭窄男性

なし

70歳代
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合併症 既往歴

979 男性 60歳代 肺炎 回復 47日

逆流性食道炎、慢性閉塞性
肺疾患、頚椎症、陳旧性脳
梗塞、慢性胃炎、便秘症、末
梢神経障害、不眠症、不安
神経症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

なし

発熱性好中球減少症 軽快 26日

肺炎 回復 176日

肺炎 回復 18日

発熱性好中球減少症 回復 36日

発熱性好中球減少症 回復 64日

白血球数減少 未回復 221日

肺炎 死亡 238日

好中球数減少 未回復 不明

血小板数減少 未回復 50日

肺炎 死亡 332日

発熱性好中球減少症 回復 15日

発熱性好中球減少症 軽快 69日

蜂巣炎 軽快 86日

敗血症 回復 86日

接合真菌症 死亡 95日

984 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 290日
糖尿病、前立腺肥大、慢性
胃炎、便秘症

急性前立腺炎

985 男性 60歳代 硬膜下血腫 回復 18日 なし なし

好中球数減少 回復 29日

白血球数減少 回復 212日

好中球数減少 未回復 374日

血小板数減少 未回復 374日

貧血 未回復 374日

敗血症 回復 684日

腎不全 未回復 684日

貧血 回復 7日

血小板数減少 回復 21日

白血球数減少 回復 46日

988 男性 70歳代 肺感染 回復 152日
肺気腫、高血圧、不安神経
症、狭心症

なし

986 男性 80歳代

男性

なし

慢性腎臓病、高血圧、慢性
胃炎、不整脈、高尿酸血症

983

80歳代

なし

982

糖尿病、高血圧

男性

糖尿病

987 女性

70歳代

60歳代

60歳代

糖尿病

980

痔核、ﾒﾆｴｰﾙ病

なし

高血圧症、高脂血症981

男性

糖尿病性腎症、2型糖尿病、
高尿酸血症、ﾒﾆｴｰﾙ病、便
秘症、高血圧症

なし

なし男性

70歳代
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の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 死亡 32日

蜂巣炎 死亡 32日

播種性血管内凝固 死亡 37日

好中球数減少 未回復 49日

白血球数減少 回復 64日

血小板数減少 未回復 79日

失神 回復 136日

発熱性好中球減少症 軽快 298日

発熱性好中球減少症 軽快 332日

991 女性 70歳代 うっ血性心不全 後遺症 136日 なし 大腸癌術後

992 女性 80歳代 肺炎 軽快 166日 高血圧症 腹部大動脈瘤術後

細菌感染 軽快 4日

細菌感染 軽快 18日

感染 軽快 144日

感染 軽快 116日

994 男性 70歳代 血小板数減少 回復 12日
慢性腎臓病、高血圧、高尿
酸血症

なし

発熱性好中球減少症 回復 30日

発熱性好中球減少症 回復 60日

汎血球減少症 回復 34日

好中球数減少 未回復 82日

997 男性 70歳代 肺炎 死亡 277日 なし なし

女性 70歳代 急性膵炎 軽快 206日

女性 70歳代 硬膜下出血 死亡 261日

男性 60歳代 血小板数減少 回復 16日

男性 60歳代 白血球数減少 回復 23日

男性 60歳代 好中球数減少 回復 23日

男性 60歳代 細菌感染 回復 5日

男性 60歳代 血小板数減少 回復 10日

男性 60歳代 白血球数減少 回復 56日

男性

なし

989

1000

なし

女性 60歳代

男性996

なし

70歳代

990 なし

急性骨髄性白血病

995

高血圧、糖尿病、心不全、汎
血球減少

なし

なし

ＡＳＴ、ＡＬＴ上昇、高血圧、
便秘、脂肪肝、痔核、不眠症

999

80歳代

髄膜腫、B型肝炎ｷｬﾘｱ、糖尿
病

なし

998

急性胃穿孔、尿管結石

60歳代 高血圧、糖尿病、膠原病

男性

浮腫男性

高尿酸血症、肩関節痛

60歳代

前立腺肥大

993
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

女性 80歳代 貧血 未回復 1日

女性 80歳代 リンパ球数減少 未回復 1日

女性 80歳代 白血球数減少 軽快 12日

女性 80歳代 好中球数減少 軽快 12日

女性 80歳代 血小板数減少 軽快 19日

女性 80歳代 白血球数減少 未回復 57日

女性 80歳代 好中球数減少 未回復 57日

女性 80歳代 血小板数減少 未回復 61日

1002 女性 70歳代 死亡 死亡 360日 高血圧 なし

男性 60歳代 白血球減少症 未回復 不明

男性 60歳代 好中球減少症 回復 不明

1004 男性 70歳代 真菌性肺炎 回復 11日
輸血後鉄過剰症、難治性逆
流性食道炎

大腸癌(平成17年手術、術後
化学療法なし)

1005 男性 70歳代 好中球減少症 不明 不明 なし なし

発熱性好中球減少症 軽快 21日

カポジ水痘様発疹 回復 30日

発熱 回復 30日

発熱性好中球減少症 回復 217日

貧血 未回復 23日

白血球数減少 回復 23日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 35日

1008 男性 70歳代 発熱 回復 319日
ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、高血圧
症、逆流性食道炎、慢性鉄
過剰症

舌癌、食道癌

好中球数減少 軽快 14日

肺炎 軽快 74日

好中球数減少 軽快 74日

肺炎 軽快 120日

好中球数減少 軽快 120日

1010 男性 60歳代 血小板数減少 軽快 32日
皮疹、便秘症、腰椎症、貧
血、輸血後鉄過剰症、高尿
酸血症、慢性湿疹

なし

軟部組織感染 回復 77日

発熱性好中球減少症 回復 77日

1009

男性 60歳代

胃炎、皮疹、頭痛

60歳代

直腸MALTﾘﾝﾊﾟ腫

MDS浸潤疑、便秘症、胃炎、
蕁麻疹、頭痛、胸痛、尿路感
染症、糖尿病、慢性骨髄性
白血病、不眠症、高脂血症、
前立腺肥大、浮腫、心嚢液
貯留、深在性真菌症

虫垂炎

なし1011

男性

1006

卵巣癌、胃潰瘍

鉄過剰症

食道裂孔ﾍﾙﾆｱ

1003

1001 脊椎圧迫骨折

男性

1007

70歳代

急性白血病

男性

虫垂炎手術

60歳代

なし
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 1日

細菌性肺炎 軽快 75日

発熱性好中球減少症 回復 3日

発熱性好中球減少症 回復 21日

白血球数減少 回復 30日

好中球数減少 回復 30日

1015 不明 不明 骨髄機能不全 不明 不明 不明 不明

血小板数減少 未回復 174日

貧血 未回復 202日

白血球数減少 未回復 不明

好中球数減少 未回復 不明

好中球減少症 後遺症 178日

肺炎 後遺症 203日

好中球減少症 回復 203日

血小板数減少 未回復 201日

好中球数減少 未回復 207日

白血球数減少 未回復 209日

発熱性好中球減少症 軽快 212日

移植片対宿主病 軽快 218日

敗血症 軽快 223日

発熱性好中球減少症 軽快 127日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 127日

血小板数減少 未回復 8日

白血球数減少 回復 8日

ヘモグロビン減少 未回復 22日

好中球数減少 軽快 22日

敗血症 回復 7日

播種性血管内凝固 未回復 19日

浮腫 回復 21日

1022 男性 60歳代 Ｃ－反応性蛋白増加 回復 1日

慢性C型肝炎、肝細胞癌、慢
性腎不全、高血圧、高尿酸
血症、回転性めまい、緑内
障、頚椎症

小児気管支喘息、大腸ﾎﾟﾘｰ
ﾌﾟ、白内障(両眼)

十二指腸潰瘍、不眠症、出
血傾向

男性

高血圧、逆流性食道炎

50歳代

60歳代

男性

男性

男性
敗血症、化膿性脊椎炎、敗
血症性肺塞栓

糖尿病性腎症、糖尿病、副
腎様腫大、高ｶﾘｳﾑ血症、高
血圧、便秘症、腎性貧血、末
梢神経障害、発熱性好中球
減少

急性腰痛症

70歳代

1021 女性

発熱性好中球減少症、腸炎

1012

1016

心不全、頻尿

慢性C型肝炎、慢性気管支
炎

40歳代

50歳代1014

1013

60歳代

なし男性

80歳代

1017

脳梗塞、うつ

肝機能障害(脂肪肝疑い)、慢
性腎疾患(CKD)、2型糖尿
病、高尿酸血症、逆流性食
道炎、前立腺肥大症

男性

70歳代 肺結核、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ男性

40歳代

1018

1019

男性 なし

胃癌

1020

なし

なし

なし

脱水、下垂体機能低下症、
甲状腺機能低下症、GVHD、
滲出性中耳炎
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 不明 143日

発熱性好中球減少症 軽快 181日

細菌尿 未回復 202日

胃食道逆流性疾患 軽快 241日

上部消化管出血 軽快 241日

吐血 軽快 241日

発熱性好中球減少症 軽快 241日

腎不全 軽快 283日

白血球数減少 死亡 302日

1024 男性 70歳代 白血球減少症 未回復 28日 なし なし

発熱 回復 42日

発熱性好中球減少症 回復 81日

好中球数減少 回復 81日

白血球数減少 回復 81日

血小板数減少 回復 84日

好中球数減少 回復 127日

白血球数減少 回復 127日

発熱性好中球減少症 回復 128日

ショック 回復 134日

ショック 死亡 162日

1026 女性 10歳代 播種性帯状疱疹 回復 73日
難治性逆流性食道炎、移植
後免疫不全状態

急性GVHD、HHV６脊髄炎、
ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ抗原血症

1027 女性 80歳代 発熱性好中球減少症 軽快 3日
髄膜腫、直腸癌、てんかん、
うつ病、便秘、胃炎、下血

骨髄腫

1028 男性 80歳代 肺炎 不明 134日 慢性腎臓病（高ﾘｿﾞﾁｰﾑ血症）
横行結腸癌、高血圧、前立
腺肥大

血小板数減少 未回復 14日

白血球数減少 未回復 14日

肺炎 死亡 25日

血小板数減少 未回復 302日

肛門膿瘍 回復 342日

脱水 回復 103日

食欲減退 回復 103日

1030

1025

高血圧、皮疹

1029

なし

白内障、子宮筋腫女性 80歳代

1023

高血圧、期外収縮、下腿浮
腫

70歳代

70歳代

低ﾅﾄﾘｳﾑ血症

なし

70歳代
ｸﾛｰﾝ病、変形性脊椎症、不
眠症、肺炎、しびれ、気管支
炎

なし

男性

男性

男性

ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病、2型糖尿病、逆
流性食道炎、高血圧、便秘、
前立腺肥大

脳梗塞、膀胱腫瘍、事故歴
多数

80歳代

1031

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 軽快 27日

発熱性好中球減少症 軽快 69日

敗血症 回復 47日

気管支肺アスペルギルス症 死亡 63日

痙攣 回復 90日

胸膜炎 未回復 95日

呼吸困難 未回復 95日

発熱性好中球減少症 回復 2日

発熱性好中球減少症 回復 18日

1035 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 47日 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ
脊柱管狭窄症、尿路結石、
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1036 男性 60歳代 骨髄機能不全 不明 88日
糖尿病、高血圧、深部静脈
血栓症

不明

1037 男性 60歳代 発熱 未回復 134日
高血圧、肺気腫、便秘、胃潰
瘍、鼻ｱﾚﾙｷﾞｰ

なし

潰瘍性出血 軽快 23日

潰瘍性出血 軽快 65日

潰瘍性出血 未回復 144日

肺炎 軽快 30日

胸膜炎 回復 177日

心不全 軽快 347日

腎盂炎 回復 633日

肺炎 回復 16日

肺炎 軽快 66日

白血球数減少 回復 70日

敗血症 軽快 80日

白血球数減少 未回復 182日

発熱性好中球減少症 回復 265日

真菌性肺炎 回復 280日

発熱性好中球減少症 回復 282日

単純ヘルペス 回復 284日

血小板数減少 未回復 371日

脳出血 死亡 428日

男性

70歳代

80歳代
糖尿病、高血圧、脊椎狭窄、
CKD、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

1038

なし

男性

男性

なし

ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、胃潰瘍、前立
腺肥大、中毒疹

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、AML(MDS→
overt)

なし

1032 子宮脱、腸切除

CKD、心房細動、糖尿病、高
血圧、脳梗塞、狭心症

1034

2型糖尿病、高脂血症、甲状
腺機能低下症、直腸腟ろう

女性

1040

高脂血症、敗血症、発熱性
好中球減少症、甲状腺機能
低下症、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ肺炎

70歳代

肺炎、高血圧症、糖尿病

1039

70歳代

女性

女性

80歳代

70歳代

1033

不明
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

細菌性敗血症 軽快 187日

白血球数増加 未回復 295日

芽球細胞数増加 未回復 295日

1042 男性 50歳代 白血球数減少 回復 33日 糖尿病、尿路結石 なし

白血球数減少 軽快 12日

好中球数減少 軽快 12日

骨髄機能不全 未回復 42日

好中球数減少 未回復 96日

白血球数減少 軽快 96日

血小板数減少 回復 15日

血小板数減少 回復 75日

白血球数減少 回復 75日

1045 男性 70歳代 肺炎 軽快 1日 消化管出血、幽門部狭窄
痔核、びまん性大細胞型B細
胞ﾘﾝﾊﾟ腫、放射線性胃炎、虫
垂炎(手術)

肺炎 回復 431日

心不全 回復 438日

上腹部痛 回復 438日

心房細動 回復 440日

発熱性好中球減少症 回復 568日

発熱性好中球減少症 軽快 633日

血小板数減少 未回復 643日

白血球数減少 回復 86日

好中球数減少 回復 221日

血小板数減少 回復 280日

血小板数減少 回復 15日

非定型マイコバクテリア肺炎 回復 334日

血小板減少症 未回復 2日

白血球減少症 回復 15日

好中球減少症 回復 15日

白血球減少症 回復 138日

好中球減少症 回復 138日

高血圧、便秘、貧血、ｱﾚﾙ
ｷﾞｰ性鼻炎、不眠症

70歳代

十二指腸潰瘍、右頚部ﾘﾝﾊﾟ
節炎、急性肝炎

慢性C型肝炎、高血圧症、高
ﾌｪﾘﾁﾝ血症

なし

なし

男性

慢性気管支炎、痔核、肺炎

なし

男性

神経性食思不振症

70歳代

なし

男性

1046 女性

男性

1048 80歳代

70歳代

男性

不明

深部静脈血栓症、高尿酸血
症、糖尿病

1041

80歳代

1044 男性 30歳代

腎不全、高尿酸血症、高血
圧、脳梗塞、高脂血症

1049

1047

なし

60歳代

1043

慢性腎不全、肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ
症、高尿酸血症、腎性貧血
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1050 男性 70歳代 ヘモグロビン減少 未回復 55日
2型糖尿病、高血圧、高尿酸
血症

S状結腸癌、胃癌、CKD

吐血 未回復 734日

上部消化管出血 未回復 734日

ストレス潰瘍 未回復 734日

好中球数減少 軽快 2日

芽球細胞数増加 未回復 25日

リンパ球形態異常 未回復 32日

呼吸不全 死亡 115日

感染 死亡 118日

白血球数減少 軽快 13日

好中球数減少 軽快 13日

発熱性好中球減少症 後遺症 17日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 21日

脾臓膿瘍 軽快 51日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 160日

好酸球数増加 未回復 210日

肺炎 死亡 219日

血小板数減少 回復 2日

感染 回復 56日

白血球数減少 回復 58日

リンパ球数減少 回復 61日

感染 回復 89日

肺炎 回復 104日

膿瘍 回復 106日

ブドウ球菌性敗血症 回復 107日

胸水 回復 120日

ダニ皮膚炎 回復 不明

好中球数減少 軽快 13日

肺炎 軽快 21日

脱水 軽快 22日

1057 女性 50歳代 肝障害 回復 57日 なし なし

1054

1052

80歳代

胆石症

出血性胃潰瘍、肺炎

前立腺肥大症、骨粗鬆症、
高血圧

60歳代

女性

気胸、高血圧

1051

不明

70歳代

男性

70歳代

皮膚悪性腫瘍(H12.切除、放
射線照射)

なし

男性

慢性腎不全(腎移植後)、高尿
酸血症、高脂血症、便秘、高
血圧、放射線性皮膚炎、気
管支喘息、逆流性食道炎、
骨粗鬆症

亜急性甲状腺炎、甲状腺腫
瘤、2型糖尿病、高血圧

間質性肺炎、痔核、鉄欠乏
性貧血

女性

下血、便秘症

1053 男性

60歳代

50歳代

1055

1056

女性

ｱﾙｺｰﾙ性肝障害
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 軽快 120日

播種性血管内凝固 軽快 124日

好中球数減少 回復 23日

感染 回復 31日

1060 男性 60歳代 血中重炭酸塩増加 不明 77日 不明 不明

マイコプラズマ性肺炎 回復 45日

好中球数減少 不明 不明

貧血 不明 不明

1062 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 43日 なし
左下腿骨骨折(保存的加療)、
痛風、帯状疱疹

発熱性好中球減少症 未回復 24日

肺炎 死亡 47日

1064 男性 80歳代 高カリウム血症 回復 不明

発作性心房細動、慢性心不
全、高血圧、高K血症、甲状
腺機能低下、睡眠時無呼吸
症候群

なし

白血球数減少 未回復 35日

好中球数減少 未回復 35日

発熱性好中球減少症 回復 36日

高尿酸血症 回復 56日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 90日

1067 男性 60歳代 血小板数減少 回復 16日 なし なし

発熱性好中球減少症 回復 36日

白血球数減少 未回復 48日

好中球数減少 回復 48日

好中球数減少 回復 17日

白血球数減少 回復 17日

感染 回復 19日

失見当識 回復 8日

意識変容状態 回復 8日

急性腎不全 軽快 不明

敗血症性ショック 軽快 不明

1072 男性 70歳代 感染 回復 150日
前立腺肥大、不眠症、肝膿
瘍

腎結石

AML with dysplasia

男性

不明

1070

80歳代 膝痛

1063 女性

1065

HBVｷｬﾘｱ、酒さ様皮膚炎、
腰部脊柱管狭窄症

肝膿瘍、前立腺肥大、痔核
術後

COPD

なし

70歳代

高血圧症

なし

60歳代

男性

なし

女性

大腸癌(肺、肝転移)、胃炎70歳代

糖尿病、睡眠時無呼吸症候
群、高尿酸血症、発作性心
房細動

80歳代

S状結腸癌：高位前方切除術
施行、胃癌（胃前庭部小彎、
ⅡC）:胃切除＋D1郭清＋B-I
法再建

糖尿病、不眠症

男性

なし

60歳代

40歳代 なし

不明

50歳代

1066 不眠症、心不全、便秘症

男性

1069

女性

1058 男性

40歳代

完全房室ﾌﾞﾛｯｸ、神経因性膀
胱、水腎症、左変形性膝関
節症

1059

1068

1061

70歳代

1071

男性

男性

2型糖尿病、高血圧症、胆石
症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 回復 12日

蜂巣炎 回復 195日

敗血症性ショック 回復 196日

肺炎 回復 218日

肺炎 回復 230日

敗血症 回復 35日

敗血症 回復 66日

発熱性好中球減少症 回復 23日

感染 回復 26日

白血球数減少 回復 124日

好中球数減少 回復 124日

白血球数減少 回復 228日

好中球数減少 回復 228日

胃出血 回復 18日

白血球数減少 回復 32日

好中球数減少 回復 32日

1077 女性 80歳代 白血球数減少 回復 83日
真菌感染症、尿路感染症、
高血圧

変形性膝関節症、高尿酸血
症

発熱性好中球減少症 回復 4日

好中球数減少 未回復 22日

血小板数減少 回復 24日

1079 男性 70歳代 感染 死亡 28日
高血圧症、播種性血管内凝
固症候群、γ-GTP上昇

なし

芽球細胞数増加 軽快 393日

肺炎 軽快 449日

間質性肺疾患 軽快 45日

サイトメガロウイルス性肺炎 軽快 46日

発熱性好中球減少症 回復 5日

白血球数減少 回復 11日

好中球数減少 回復 11日

心房細動 不明 142日

心室性頻脈 不明 160日

60歳代

なし

60歳代

なし

60歳代

1078

白内障、前立腺肥大

左上腕骨骨折

1083

1082

男性

1080

COPD、高血圧症、神経障害
性疼痛

胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ

80歳代

肥大型心筋症、高脂血症、
高尿酸血症

1081

脳梗塞

60歳代1073

男性

90歳代 不眠症、高血圧、BPH

男性

男性

1074 60歳代

60歳代

高血圧、脂質異常症、脳梗
塞後遺症、便秘症、慢性咳
嗽

高尿酸血症、不明熱

なし

狭心症（2010：ｽﾃﾝﾄ留置）、
高尿酸血症

男性 肺気腫、発熱

高血圧、肺炎

男性

1076

男性

女性 80歳代

不明

なし

1075 なし

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

感染 回復 46日

感染 回復 142日

白血球数減少 回復 17日

好中球数減少 回復 17日

発熱性好中球減少症 回復 20日

イレウス 回復 93日

1086 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 16日 前立腺がん、BPH
AAA(2010 ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌﾄ内挿
術)

血小板数減少 回復 11日

白血球数減少 回復 19日

好中球数減少 回復 19日

感染 回復 26日

血小板数減少 回復 136日

血小板数減少 回復 202日

赤血球数減少 回復 207日

ヘモグロビン減少 回復 207日

白血球数減少 未回復 694日

血小板数減少 未回復 711日

芽球細胞数増加 未回復 764日

血小板数減少 死亡 173日

白血球数減少 死亡 不明

好中球数減少 死亡 不明

1090 女性 70歳代 肺炎 死亡 不明 2型糖尿病
子宮筋腫、血球貪食症候
群、十二指腸乳頭部癌(高分
化腺癌)、左上眼瞼脂腺癌

芽球細胞数増加 未回復 169日

白血球数増加 未回復 195日

血小板数減少 未回復 340日

発熱性好中球減少症 回復 6日

発熱性好中球減少症 回復 81日

肺炎 死亡 130日

なし

1089

男性 60歳代 高血圧

なし

60歳代

男性 なし

高血圧

なし

80歳代1085

前立腺肥大症糖尿病、CKD

男性

痔核

1087

直腸腺腫

なし

男性

1091

男性

1088

男性

70歳代

食道癌

1084

70歳代

1092

60歳代

男性

高尿酸血症

80歳代

高血圧症、前立腺肥大症、
心房細動、胃癌
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 回復 6日

好中球数減少 回復 6日

白血球数減少 回復 162日

好中球数減少 回復 21日

血小板数減少 回復 53日

白血球数減少 軽快 59日

1095 男性 60歳代 肺炎 不明 49日

不眠症、紫斑病性腸炎、高
尿酸血症、高血圧症、高脂
血症、便秘症、頭痛、胃炎、
骨粗鬆症、慢性膵炎

壊死性血管炎

1096 男性 60歳代 胃腸出血 回復 202日
慢性肝障害、慢性腎障害、
不眠、高尿酸血症、胃炎

急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病、大腸癌

好中球数減少 軽快 12日

血小板数減少 未回復 不明

1098 女性 70歳代 血小板数減少 回復 472日 末梢神経障害 乳癌、卵巣癌

1099 女性 80歳代 好中球数減少 軽快 84日 なし なし

白血球数減少 未回復 2日

好中球数減少 未回復 2日

発熱性好中球減少症 軽快 118日

1101 男性 60歳代 急性腎不全 回復 18日 なし なし

1102 男性 70歳代 好中球数減少 軽快 7日
糖尿病、不眠症、輸血後鉄
過剰症、ｱﾙｺｰﾙ性肝炎

肝細胞癌

感染性腸炎 回復 2日

便秘 回復 15日

消化管穿孔 回復 15日

憩室炎 回復 15日

好中球減少症 回復 15日

胆嚢炎 回復 110日

白血球減少症 軽快 11日

好中球減少症 軽快 9日

脂肪肝

70歳代

なし

なし

高血圧、心房細動、皮膚掻
痒症、乾皮症、腰痛症

1104

60歳代

60歳代 なし男性

1093

1103

男性

女性

AML

左尿管癌(左腎・尿管全摘術)

男性

男性

肝膿瘍(疑)、慢性腎不全、高
脂血症、肝細胞癌、慢性胃
炎、発熱性好中球減少症、
好中球減少症

なし

口内炎、本態性血小板血症

60歳代1094

1100

腸閉塞

高ｶﾘｳﾑ血症、帯状疱疹後神
経痛

70歳代男性

60歳代

1097
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 軽快 24日

腸管虚血 回復 213日

処置後敗血症 軽快 243日

好中球数減少 未回復 365日

血小板数減少 未回復 416日

肺炎 回復 561日

肺炎 未回復 592日

1106 女性 60歳代 腎障害 回復 19日 鉄過剰症 なし

白血球数減少 回復 4日

好中球数減少 回復 4日

蜂巣炎 回復 35日

発熱 回復 196日

腸炎 回復 196日

腸炎 回復 217日

発熱 回復 217日

アシドーシス 回復 218日

心肺停止 回復 218日

播種性血管内凝固 回復 218日

敗血症性ショック 軽快 218日

肝機能異常 回復 218日

腎機能障害 軽快 218日

低血糖症 回復 218日

急性心不全 回復 218日

呼吸不全 回復 218日

低カルシウム血症 回復 219日

血小板数減少 回復 219日

なし

1107 男性

70歳代

なし

男性 高血圧症、糖尿病

50歳代

1105

成人発症Still病、鉄過剰、甲
状腺機能低下症、非定型抗
酸菌症、腰椎脊柱管狭窄症
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱 軽快 2日

血小板数減少 回復 134日

血小板数減少 回復 191日

血小板数減少 回復 231日

肺炎 回復 258日

うっ血性心不全 不明 327日

好中球数減少 未回復 14日

白血球数減少 未回復 14日

貧血 未回復 24日

血小板数減少 未回復 24日

1110 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 23日 高血圧、痴呆症、BPH なし

シュードモナス性敗血症 軽快 不明

蜂巣炎 軽快 不明

1112 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 204日
下肢浮腫、便秘、鉄過剰症、
GERD

腰椎硬膜下膿瘍

白血球数減少 未回復 60日

好中球数減少 未回復 64日

脱水 不明 39日

腎前性腎不全 不明 39日

貧血 回復 470日

貧血 未回復 701日

白血球数減少 未回復 701日

芽球細胞数増加 回復 333日

白血球数増加 回復 340日

血小板数減少 未回復 413日

白血球数増加 軽快 431日

芽球細胞数増加 回復 431日

1117 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 4日 痔疾 BPPV、第一腰椎圧迫骨折

敗血症 回復 50日

発熱性好中球減少症 回復 50日

虫垂炎、鼡径ﾍﾙﾆｱ、洞不全
症候群→ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植込み

男性 70歳代

労作性狭心症、2型糖尿病

糖尿病、胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除

脳梗塞

不眠症、出血傾向

不明

ｱﾙｺｰﾙ性肝炎、糖尿病、誤
嚥性肺炎、低ｶﾘｳﾑ血症、高
血圧、胃潰瘍、狭心症、腫瘍
熱、認知症

急性膵炎、ｱﾙｺｰﾙ依存症

70歳代

70歳代

1113

1118

70歳代

男性

ｶﾝｼﾞﾀﾞ性食道炎、胃潰瘍

60歳代

男性

70歳代男性 なし

肺炎

1116

男性
高血圧症、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植込み
後、鉄過剰症

男性

男性 60歳代

男性
慢性腎不全、高血圧、不整
脈、糖尿病、うつ病、逆流性
食道炎

不明1111

なし

70歳代

糖尿病、便秘症、慢性胃炎

1115

1114

1109

1108
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

貧血 未回復 3日

発熱性好中球減少症 回復 3日

血小板数減少 未回復 5日

好中球数減少 未回復 10日

白血球数減少 軽快 25日

敗血症 回復 29日

発熱性好中球減少症 回復 97日

発熱性好中球減少症 回復 130日

敗血症 未回復 227日

口腔内出血 未回復 227日

急性腎不全 未回復 227日

好中球数減少 回復 30日

発熱性好中球減少症 回復 30日

尿路感染 回復 89日

貧血 回復 8日

血小板数減少 回復 11日

血小板数減少 未回復 194日

貧血 未回復 207日

播種性血管内凝固 未回復 208日

多臓器機能不全症候群 未回復 208日

白血球数減少 未回復 210日

敗血症 未回復 213日

1123 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 263日
心房細動、高尿酸血症、糖
尿病、高血圧、乾皮症

なし

1124 男性 50歳代 出血性消化性潰瘍 軽快 不明 不明 不明

1126 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 131日 なし 多発性骨髄腫

好中球数減少 回復 22日

好中球数減少 未回復 47日

1128 女性 70歳代 白血球減少症 回復 26日 肺真菌症、高脂血症 右乳癌

胃癌

男性

糖尿病、高血圧、高脂血症

大腸癌手術、椎間板ﾍﾙﾆｱ

なし

なし

便秘 胃癌70歳代

なし

1121 男性 60歳代

男性

男性

50歳代

なし

1120

なし男性

80歳代1122

1127

70歳代

1119
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

好中球数減少 回復 309日

ヘモグロビン減少 回復 309日

赤血球数減少 回復 309日

血小板数減少 未回復 320日

好中球減少症 回復 92日

発熱性好中球減少症 軽快 100日

好中球減少症 回復 130日

好中球減少症 回復 162日

好中球減少症 回復 204日

1131 男性 70歳代 肺炎 回復 7日 なし なし

1132 男性 60歳代 好中球数減少 回復 33日 慢性関節ﾘｳﾏﾁ なし

1133 男性 70歳代 貧血 未回復 19日 高血圧症 なし

貧血 回復 53日

血小板減少症 回復 53日

腹部リンパ節腫脹 未回復 28日

肝膿瘍 不明 65日

肺炎 死亡 77日

血小板数減少 回復 165日

血小板数減少 軽快 253日

血小板数減少 軽快 268日

血小板数減少 未回復 297日

好中球数減少 未回復 530日

貧血 未回復 569日

血小板数減少 未回復 576日

白血球数増加 未回復 743日

芽球細胞数増加 未回復 743日

1139 男性 50歳代 感染 回復 不明 椎間板ﾍﾙﾆｱ ﾏﾛﾘｰ･ﾜｲｽ症候群

芽球細胞数増加 未回復 803日

白血球数減少 未回復 803日

糖尿病、高脂血症、便秘症

70歳代

糖尿病、脂質代謝異常症、
不眠症

乳癌

なし

胃癌、腎萎縮

70歳代

男性 高血圧

高血圧、高尿酸血症、骨粗
鬆症、腰椎狭窄症、胃潰瘍、
不眠症、便秘症、腰痛症、脂
質異常症

卵巣嚢胞、子宮筋腫、胆嚢
結石

80歳代

不安神経症、皮疹、真菌性
肺炎、HBV既感染ﾊﾟﾀｰﾝ

結核・脊椎ｶﾘｴｽ、子宮内膜
症、薬剤性肝障害

尿管結石症

糖尿病

男性

60歳代

1140 男性

80歳代

70歳代

60歳代

女性

痔核、白内障、頸椎症、肝嚢
胞、不整脈

70歳代

女性

女性

なし

慢性腎臓病、高血圧症、2型
糖尿病、低ｶﾘｳﾑ血症、慢性
胃炎

高血圧、鉄過剰症

男性1129

1130

1134

1135

1137

1136

1138

男性
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 回復 215日

発熱性好中球減少症 回復 250日

発熱性好中球減少症 回復 282日

肺炎 回復 291日

真菌性肺炎 回復 296日

発熱性好中球減少症 回復 327日

好中球数減少 未回復 227日

発熱性好中球減少症 回復 227日

発熱性好中球減少症 回復 301日

発熱性好中球減少症 回復 346日

1143 男性 80歳代 敗血症 回復 3日 慢性心不全、高尿酸血症 大腸癌、腎障害

1144 女性 70歳代 脳炎 死亡 6日 腫瘍熱 濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫

白血球数減少 未回復 16日

貧血 未回復 25日

好中球数減少 未回復 92日

肺炎 死亡 200日

蜂巣炎 回復 11日

急性熱性好中球性皮膚症 回復 11日

腎障害 回復 11日

白血球数増加 回復 11日

好中球数増加 回復 11日

1147 男性 70歳代 骨髄機能不全 未回復 478日 なし なし

1148 女性 70歳代 播種性血管内凝固 軽快 1日
多発性骨髄腫(IgG型)stage
Ⅲ、高血圧、中耳炎、帯状疱
疹、糖尿病

なし

1149 男性 60歳代 貧血 未回復 8日 腎障害、下肢疼痛
鼻中隔弯曲症手術、痔核手
術、大腸癌全摘術

1151 男性 80歳代 急性腎不全 軽快 144日
高血圧、糖尿病、気管支肺
炎、高脂血症

肺炎、気管支炎

1152 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 486日 慢性腎不全、脳梗塞 脳梗塞

血小板数減少 未回復 64日

貧血 未回復 不明

白血球数減少 未回復 不明

1145 男性 70歳代
慢性腎不全、高尿酸血症、
高血圧、前立腺肥大、便秘
症

なし

70歳代 糖尿病、慢性胃炎、便秘

男性

慢性腎不全、高尿酸血症、
不眠症

女性 80歳代

男性

胃癌

70歳代

なし

1142 男性

70歳代

肺小細胞癌(chemo+RT)

認知症、便秘症、不眠症

1146 なし

1153

1141

胆のう癌(手術+化学療法)
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

敗血症 回復 7日

腎機能障害 軽快 8日

胃腸ポリープ出血 死亡 18日

骨髄機能不全（骨髄細胞数減少） 軽快 160日

骨髄機能不全（骨髄抑制） 軽快 160日

血小板数減少 軽快 622日

白血球数増加 軽快 1132日

肝障害 未回復 1252日

好中球数減少 回復 55日

血小板数減少 未回復 605日

白血球数減少 未回復 605日

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 605日

赤血球数減少 未回復 650日

好中球数減少 軽快 731日

ヘモグロビン減少 未回復 745日

肺炎 回復 878日

1157 女性 70歳代 好中球数減少 回復 11日
再生不良性貧血、高脂血
症、不眠症、高血圧、高尿酸
血症

なし

発熱性好中球減少症 軽快 102日

発熱性好中球減少症 軽快 195日

1159 女性 70歳代 出血性膀胱炎 軽快 40日 高血圧 なし

急性腎不全 死亡 4日

乳酸アシドーシス 死亡 4日

1161 男性 70歳代 肺臓炎 回復 76日 なし
胃癌、胃亜全摘後、急性虫
垂炎術後

1162 男性 80歳代 好中球数減少 未回復 169日 なし 高血圧

敗血症 回復 7日

白血球数増加 回復 8日

敗血症 回復 23日

好中球数減少 回復 29日

貧血 未回復 176日

1164 男性 80歳代 感染 軽快 215日 高血圧、糖尿病、胃炎 胃癌

心房細動、高血圧、腎機能
障害

50歳代

なし

高血圧、胃炎

70歳代

男性 70歳代

70歳代

男性

1156
境界型DM、高血圧症、高脂
血症

虫垂炎、左小脳梗塞、大腸

ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、直腸癌

胃潰瘍、虫垂炎

男性 20歳代 便秘症

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ内癌

便秘症、脳梗塞、逆流性食
道炎、骨粗鬆症、腰痛、不眠

80歳代

1158

1163

1154 男性

男性

慢性閉塞性肺疾患、前立腺
肥大

なし

鉄欠乏性貧血、単ｸﾛｰﾝ性免
疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症、高尿酸血症

1155 女性

1160
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

心膜炎 回復 8日

胸膜炎 回復 8日

汎血球減少症 軽快 9日

1166 女性 70歳代 大腸菌性敗血症 死亡 不明
陰部ﾍﾙﾍﾟｽ、深在性真菌感
染症、心不全、発熱性好中
球減少症、再生不良性貧血

なし

好中球減少症 未回復 35日

肺炎 回復 58日

血小板数減少 不明 79日

白血球数減少 不明 125日

敗血症 回復 484日

白血球数減少 回復 25日

発熱性好中球減少症 回復 25日

1170 男性 80歳代 間質性肺疾患 軽快 281日

間質性肺炎、2型糖尿病、甲
状腺機能低下症、肩関節周
囲炎、心筋梗塞後(虚血性心
疾患)、便秘症

内頚動脈閉塞症、心筋梗
塞、白内障

1171 男性 60歳代 急性心不全 回復 2日 なし 発作性心房細動

1172 男性 50歳代 血小板数減少 未回復 14日
逆流性食道炎、多発性骨髄
腫、肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症

なし

好中球減少症 回復 25日

発熱性好中球減少症 回復 29日

汎血球減少症 未回復 173日

芽球細胞数増加 未回復 173日

好中球数減少 未回復 226日

敗血症 死亡 277日

出血性素因 未回復 283日

全身性カンジダ 死亡 298日

ブドウ球菌性敗血症 死亡 298日

好中球数減少 回復 12日

好中球数減少 軽快 44日

腫瘍崩壊症候群 回復 5日

播種性血管内凝固 回復 5日

1176 女性 60歳代 肺炎 不明 5日 眼底出血、高血圧 なし

1177 男性 60歳代 肺炎 回復 14日 特発性間質性肺炎 肺癌

狭心症

なし なし

70歳代

男性

糖尿病

男性1168 70歳代
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、急性心筋
梗塞

1167

1165 男性

男性

1173

1174

1175 男性

認知症男性

女性 60歳代

腎細胞癌

1169

なし

歯周囲炎、便秘、糖尿病

80歳代

60歳代 膵のう胞

70歳代
不眠症、うつ病、高血圧症、
高脂血症

60歳代

腰椎圧迫骨折、急性心筋梗
塞

原発性ﾏｸﾛｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ血症

なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1178 男性 70歳代 感染 死亡 80日 不明 不明

1179 男性 80歳代 貪食細胞性組織球症 未回復 56日 なし
胃癌、ﾒﾆｴｰﾙ病、前立腺肥
大

骨髄機能不全 未回復 164日

感染 死亡 172日

敗血症 死亡 172日

播種性血管内凝固 未回復 179日

肺炎 軽快 100日

真菌血症 死亡 220日

好中球数減少 未回復 14日

リンパ球数増加 不明 14日

メレナ 未回復 27日

好中球数減少 回復 40日

リンパ球数増加 回復 40日

ショック 回復 46日

発熱 回復 46日

腹痛 回復 46日

異常感 回復 46日

好中球減少性感染 未回復 13日

白血球数減少 未回復 13日

1186 男性 70歳代 低酸素症 回復 3日 高尿酸血症 なし

消化管運動低下 回復 19日

消化管運動低下 回復 53日

消化管運動低下 回復 83日

消化管運動低下 回復 123日

脾腫 軽快 5日

脾臓梗塞 軽快 5日

発熱性好中球減少症 回復 27日

心不全 回復 45日

胸部Ｘ線異常 回復 45日

頚髄Schwannoma

喉頭癌

なし

虫垂炎、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

70歳代

慢性C型肝炎、糖尿病

輸血後鉄過剰症

80歳代

女性

1183

男性

男性

60歳代

1181

80歳代

なしなし

男性

骨髄線維症

女性

なし

60歳代

発熱性好中球減少症60歳代

男性 70歳代

Sweet病 回盲部多発潰瘍

1184

1189

男性

男性

なし

1188

1180 男性 60歳代

なし糖尿病、痔核

10歳代

なし

なし

1187

1185

1182
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№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

前立腺炎 軽快 161日

尿路感染 軽快 161日

敗血症 軽快 161日

白血球数減少 未回復 4日

血小板数減少 未回復 4日

好中球数減少 未回復 4日

霰粒腫 軽快 165日

1192 女性 80歳代 胸水 軽快 21日

高血圧症、不眠症、便秘症、
低Na血症、低K血症、右下腿
麻痺、骨粗鬆症性椎体骨
折、神経因性膀胱

気管支拡張症、右網膜静脈
分枝閉塞症

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 19日

白血球数減少 未回復 31日

発熱性好中球減少症 回復 165日

敗血症性ショック 回復 165日

1195 男性 70歳代 白血球数減少 軽快 22日
逆流性食道炎、下痢症、胃
炎、白内障、ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ

前立腺癌

肺真菌症 回復 99日

細菌性肺炎 回復 218日

好中球数減少 回復 6日

発熱性好中球減少症 回復 37日

甲状腺機能亢進症 回復 48日

敗血症 回復 66日

1198 男性 70歳代 間質性肺疾患 死亡 7日
高血圧、慢性心不全、脊柱
管狭窄症、腰椎ﾍﾙﾆｱ、高脂
血症

肺癌、心筋梗塞

1199 男性 70歳代 肺炎 回復 不明 なし 肺癌

1200 男性 70歳代 間質性肺疾患 死亡 4日
間質性肺炎、HCV感染症、
狭心症

結核

1201 男性 80歳代 敗血症 回復 11日 なし なし

発熱性好中球減少症 回復 4日

発熱性好中球減少症 回復 47日

発熱性好中球減少症 回復 215日

発熱性好中球減少症 死亡 236日

1203 男性 60歳代 意識消失 回復 93日 なし 肺癌

1194 70歳代

1202
左腎細胞癌、一過性脳虚血
発作、高脂血症、外痔核出
血

なし

なし

なし

脳梗塞

1190

男性

男性

70歳代

高血圧、逆流性食道炎、胃
潰瘍、脳梗塞後遺症、前立
腺肥大症、便秘症

60歳代

糖尿病

女性
慢性心不全、胸腰椎圧迫骨
折、高CRP

子宮がん

結核性ﾘﾝﾊﾟ節炎

男性1196

膀胱腫瘍、逆流性食道炎、
慢性胃炎

60歳代

70歳代

睡眠時無呼吸症候群男性

1193

なし

1191 男性

70歳代

肺気腫

1197 女性 70歳代
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性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1204 男性 20歳代 白血病脳浸潤 未回復 136日 ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、SLE、GVHD ﾙｰﾌﾟｽ腎炎、眼斜視

血小板減少症 未回復 82日

白血球減少症 回復 169日

発熱性好中球減少症 未回復 9日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 9日

1207 女性 30歳代 蜂巣炎 回復 22日
発作性夜間血色素尿症、特
発性血小板減少性紫斑病、
子宮筋腫、卵巣嚢腫

なし

腎不全 未回復 722日

蜂巣炎 未回復 736日

好中球数減少 未回復 1日

血小板数減少 未回復 1日

貧血 未回復 1日

白血球数減少 未回復 1日

赤血球数減少 未回復 1日

発熱性好中球減少症 回復 62日

白血球数減少 回復 351日

好中球数減少 回復 351日

1211 女性 60歳代 気管支肺アスペルギルス症 回復 49日
脂肪肝、ﾊﾟﾆｯｸ障害、不安定
膀胱、全身骨痛、不眠症、発
熱性好中球減少症

腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ

発熱性好中球減少症 回復 84日

好中球数減少 回復 226日

貧血 回復 492日

血小板数減少 回復 525日

発熱性好中球減少症 回復 556日

汎血球減少症 未回復 1日

肺炎 軽快 84日

1214 女性 70歳代 発熱 回復 50日
胃炎、不眠症、骨粗鬆症、便
秘

なし

意識変容状態 軽快 7日

構語障害 軽快 7日

1213 脂肪肝、ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎 なし

1205 男性 70歳代

1209 女性

なし

なし

不眠症

骨粗鬆症
虫垂炎、後縦靱帯硬化症、
急性肺炎、急性肝炎

女性 70歳代

1210 80歳代

1208 女性

1215 男性 発熱性好中球減少症70歳代

1212 男性

非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫による肝機能
障害、非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

60歳代

40歳代

60歳代

なし

腎不全、心疾患 なし

高血圧症

男性

糖尿病

1206

女性

なし

なし60歳代

122/178
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 回復 393日

貧血 回復 393日

血小板数減少 未回復 428日

貧血 未回復 449日

1217 女性 60歳代 肺炎 軽快 37日 なし なし

芽球細胞数増加 未回復 310日

白血球数増加 回復 310日

好中球数減少 回復 75日

白血球数減少 回復 75日

胆嚢炎 回復 97日

アンチトロンビンＩＩＩ減少 不明 99日

胆嚢炎 回復 134日

播種性血管内凝固 回復 135日

1220 男性 70歳代 インフルエンザ性肺炎 死亡 8日
末期腎不全、大動脈弁狭
窄、慢性C型肝炎

糖尿病

発熱性好中球減少症 回復 25日

肺炎 回復 251日

虫垂炎 回復 251日

好中球減少症 回復 不明

1222 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 62日 2型糖尿病 虫垂炎

白血球数増加 回復 183日

白血球数増加 回復 218日

白血球数増加 回復 260日

下肢腫瘤 未回復 267日

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 58日

高アルカリホスファターゼ血症 未回復 67日

骨髄壊死 未回復 68日

呼吸不全 死亡 69日

1225 男性 70歳代 貧血 回復 750日 前立腺肥大、不整脈 なし

1226 女性 80歳代 硬結性紅斑 回復 31日 肺腺癌、陳旧性肺結核 肺結核

1227 男性 60歳代 食道潰瘍 軽快 107日 なし 十二指腸潰瘍、腸閉塞

1228 女性 40歳代 サイトメガロウイルス血症 回復 10日 GVHD なし

1216

女性

男性

70歳代

70歳代1219

高脂血症、脳動脈瘤

1221 男性 60歳代 高血圧 なし

なし便秘症1218 男性 60歳代

70歳代

女性 60歳代 なし

腎機能障害、狭心症、高血
圧症、不眠症、胃潰瘍、副鼻
腔炎(ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ疑い)

男性1223

1224 慢性閉塞性肺疾患

大腸がん、肝細胞がん、前立
腺がん

慢性C型肝炎、胆石胆のう
炎、統合失調症、胆石、胆の
う炎

非結核性抗酸菌症、便秘
症、甲状腺機能低下症、不
眠症、嘔吐症、特発性器質
化肺炎

統合失調症
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 死亡 4日

腎障害 死亡 6日

発熱 回復 21日

好中球数減少 未回復 25日

1231 女性 70歳代 尿閉 未回復 533日
結節性紅斑、便秘症、糖尿
病、腰痛症、うつ病、不眠症、
胃炎

なし

1232 女性 70歳代 悪性腹水 未回復 162日
逆流性食道炎、高血圧、便
秘症、高脂血症

胃がん、左乳がん

肺炎 回復 190日

気管支肺アスペルギルス症 死亡 250日

肺炎 軽快 54日

気管支肺炎 不明 151日

1235 男性 70歳代 急性膵炎 回復 364日 前立腺癌 なし

血小板減少症 回復 14日

好中球減少症 回復 18日

肺炎 回復 12日

肺炎 回復 87日

1238 女性 80歳代 脾腫 未回復 211日
逆流性食道炎、便秘症、うっ
血性心不全、めまい症、頭痛

なし

白血球数減少 未回復 8日

血小板数減少 回復 21日

好中球数減少 未回復 21日

1240 男性 70歳代 血中クレアチニン増加 未回復 5日 なし 十二指腸潰瘍

好中球数減少 回復 4日

感染性小腸結腸炎 軽快 133日

好中球数減少 回復 136日

血小板数減少 未回復 177日

好中球数減少 未回復 214日

1242 男性 60歳代 貧血 回復 4日 S状結腸癌、高血圧、肝転移 なし

慢性腎不全、COPD、心不
全、不眠症、便秘症

1239 80歳代 なし なし

男性

女性

高血圧症、心房細動、
CRBBB、慢性心不全

前立腺肥大
虫垂炎、網膜中心静脈閉塞
症

1237

40歳代

1241 女性 70歳代
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、大腸憩室症、便
秘、不眠症、胃炎

高血圧、骨粗鬆症、急性虫
垂炎、虫垂周囲炎

便秘

男性 70歳代

なし

1230

(中枢性)尿崩症、萎縮性胃
炎、うっ血性心不全、抑うつ
状態、不眠症、習慣性便秘
症

なし

高血圧、腰部脊柱管狭窄
症、慢性蕁麻疹、出血傾向、
便秘、発熱性好中球減少症

くも膜下出血

80歳代

便秘症、高LDH血症、不眠
症、排尿障害

膵管結石症1233 男性 80歳代

80歳代

女性

女性

1229

1236

1234 女性 80歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 10日

白血球数減少 軽快 10日

肺炎 回復 61日

肺胞出血 回復 64日

1244 男性 70歳代 肺臓炎 不明 9日
CKD、糖尿病、高血圧、高尿
酸血症

食道がん

便秘 回復 7日

肺炎球菌感染 回復 120日

1246 男性 70歳代 便秘 回復 8日 なし 急性視神経炎、虫垂炎

血小板数減少 未回復 115日

貧血 未回復 143日

好中球減少症 回復 155日

1248 男性 70歳代 白血球数減少 未回復 3日 不明 不明

1249 男性 70歳代 好中球数減少 未回復 476日 高血圧症、前立腺肥大症 高血圧症

便秘 軽快 9日

発熱性好中球減少症 軽快 14日

1251 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 35日 なし ﾏﾝﾄﾙ細胞ﾘﾝﾊﾟ腫

発熱性好中球減少症 回復 29日

好中球減少症 回復 204日

血小板数減少 回復 218日

白血球数減少 回復 22日

白血球数減少 回復 52日

敗血症 回復 36日

好中球数減少 回復 130日

敗血症 回復 135日

好中球数減少 回復 204日

敗血症 回復 214日

1254 男性 60歳代 好中球数減少 回復 25日 潰瘍性大腸炎 胃癌(術後)

1255 男性 70歳代 皮膚炎 軽快 90日 高血圧症、高尿酸血症 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1256 男性 60歳代 肝膿瘍 軽快 86日 甲状腺機能低下症 胃癌部分切除

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫 帯状疱疹後神経痛1253 女性 70歳代

なし なし30歳代男性

1252

女性1247

男性 80歳代 なし 高血圧、十二指腸潰瘍

帯状疱疹70歳代

軽度腎障害、逆流性食道
炎、不安神経症、便秘、糖尿
病、高尿酸血症、皮膚そう痒
症

1250

60歳代 なし

慢性肝障害、高血圧症、高
尿酸血症、神経因性膀胱、
鉄過剰

なし

なし

1243 男性 60歳代

1245 女性
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腹痛 回復 41日

発熱 回復 41日

悪心 回復 41日

血球減少症 回復 41日

1258 男性 70歳代 急性胆管炎 回復 74日

糖尿病性腎症、気管支喘
息、狭心症、非通常型心房
粗動、糖尿病、脊柱管狭窄
症、皮膚乾燥、膝痛

なし

1259 男性 70歳代 低ナトリウム血症 軽快 3日 貧血、血小板減少
陳旧性心筋梗塞、慢性心不
全、歯性上顎洞炎

白血球数減少 回復 43日

発熱性好中球減少症 回復 47日

発熱性好中球減少症 回復 60日

好中球数減少 回復 10日

好中球数減少 未回復 147日

1262 男性 60歳代 好中球数減少 軽快 334日 歯周感染 なし

腎機能障害 未回復 4日

肝機能異常 未回復 4日

うっ血性心不全 未回復 161日

末梢動脈閉塞性疾患 未回復 161日

呼吸困難 不明 53日

発熱 回復 53日

敗血症 死亡 14日

血小板数減少 未回復 15日

白血球数減少 未回復 15日

貧血 未回復 19日

真菌感染 死亡 28日

急性呼吸不全 死亡 32日

循環虚脱 死亡 34日

1267 女性 10歳代 血液毒性 不明 不明 不明
HLA半合致末梢血幹細胞移
植

狭心症

1266

女性 80歳代
不眠、高血圧症、白内障、過
活動膀胱、狭心症、便秘、腰
痛、逆流性食道炎、不整脈

女性 狭心症、乳癌術後

1261

1260

1265

1257

1264 男性 70歳代
高血圧、不眠症、労作性狭
心症、高尿酸血症、下痢症、
下肢浮腫、便秘症

70歳代

なし

慢性心不全

なし

男性

女性 50歳代

女性 70歳代 糖尿病、高血圧 なし

肺浸潤、鼡径ﾍﾙﾆｱ、痔、虫
垂炎

1263

糖尿病、便秘症、不眠症

70歳代 なし なし

男性 80歳代
肝硬変、血小板数増加症、
高ｶﾘｳﾑ血症、貧血、腎機能
低下、狭心症
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

尿路感染 回復 11日

尿路感染 回復 20日

尿路感染 回復 29日

好中球数減少 回復 15日

1269 女性 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

血小板数減少 未回復 14日

肺炎 未回復 387日

汎血球減少症 軽快 1日

発熱性好中球減少症 回復 65日

硬膜下血腫 回復 74日

血小板数減少 軽快 7日

尿路感染 回復 9日

発熱 回復 561日

1273 男性 70歳代 肺炎 死亡 19日
高血圧症、腰痛症、閉塞性
動脈硬化症、発熱、中毒疹、
不安神経症、便秘

上顎洞瘻、右足関節外顆部
腫脹

1274 男性 70歳代 肺炎 回復 46日
高血圧、脊柱管狭窄症、不
眠症

脳梗塞

1275 女性 60歳代 副鼻腔炎 軽快 45日
不眠症、胃炎、高尿酸血症、
口内炎、神経因性膀胱

なし

1276 男性 60歳代 敗血症 死亡 40日
間質性肺炎、腹部大動脈
瘤、早期胃癌

間質性肺炎、腹部大動脈
瘤、早期胃癌

Ｃ－反応性蛋白増加 軽快 10日

白血球数減少 軽快 14日

血小板数減少 軽快 17日

偽膜性大腸炎 軽快 17日

血便排泄 回復 17日

貧血 軽快 21日

血中アルブミン減少 軽快 28日

発作性夜間血色素尿症 未回復 185日

1278 男性 70歳代 腎機能障害 未回復 6日
非結核性抗酸菌症、血痰、
胃切除後

前立腺肥大、第5･6頚椎症、
帯状疱疹、胃潰瘍

発熱性好中球減少症 軽快 253日

発熱性好中球減少症 軽快 421日

発熱性好中球減少症 軽快 519日

1279

ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛症 肺梗塞

1272

1277 男性

男性 80歳代
前立腺癌、高血圧、緑内障、
裂肛

高脂血症

女性 70歳代

腎障害、高尿酸血症、浮腫、
腰痛、下肢蜂窩織炎、骨粗
鬆症、肺気腫、慢性気管支
炎

70歳代

70歳代1271

なし

胃潰瘍、脂質異常症、右内
頚動脈狭窄症

なし

80歳代 腰椎圧迫骨折、糖尿病 なし1268 男性

左腎癌(腎臓摘出)

女性

GERD、高ｶﾘｳﾑ血症、高尿酸
血症

70歳代男性1270
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 軽快 248日

肺炎 死亡 277日

白血球数減少 未回復 10日

好中球数減少 軽快 14日

好中球減少症 回復 14日

医療機器関連感染 回復 14日

好中球減少症 回復 67日

1283 男性 60歳代 肺炎 未回復 77日 なし なし

発熱性好中球減少症 未回復 56日

Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 56日

発熱性好中球減少症 回復 16日

発熱性好中球減少症 回復 58日

血小板数減少 未回復 81日

貧血 未回復 89日

発熱性好中球減少症 回復 14日

帯状疱疹 回復 30日

芽球細胞数増加 未回復 147日

好中球数減少 未回復 147日

発熱性好中球減少症 軽快 4日

上部消化管出血 軽快 7日

貧血 軽快 7日

好中球数減少 回復 53日

発熱性好中球減少症 回復 53日

貧血 未回復 不明

1290 女性 80歳代 発熱 回復 1日 なし
鉄欠乏性貧血、胃潰瘍、心
臓腫瘍

1291 女性 70歳代 敗血症 未回復 113日
慢性腎不全、高血圧、不眠
症、高K血症、便秘、左心肥
大

未熟児出生、左眼義眼、胆
石胆嚢炎

高血圧症、糖尿病

1281

男性 70歳代

70歳代

1288

60歳代

胸水貯留(放射線治療後遺
症)、出血傾向

食道癌、発熱性好中球減少
症

1280 男性 不明
気管支拡張症、甲状腺機能
亢進症、輸血後鉄過剰症

男性 70歳代

DICによる腎機能障害、血球
貪食症候群、不眠症、多発
脳梗塞、腸腰筋膿瘍、敗血
症塞栓、高血圧

大腸癌Ⅱ期

便秘 不明

大腸癌、胃潰瘍

1284

1286

男性

1285

70歳代

1287 70歳代

男性

男性

60歳代

胃潰瘍、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

70歳代

男性 70歳代 なし

慢性腎臓病、高血圧症

鉄過剰症、不眠症

1282 男性

大動脈弁閉鎖不全症、大動
脈弁狭窄症で大動脈弁置換
術

高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、脳梗塞

男性

高血圧症、上室性期外収縮

1289
敗血症、深在性真菌症、胃
潰瘍
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№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

血小板数減少 未回復 3日

貧血 未回復 15日

発熱性好中球減少症 回復 89日

白血球数減少 未回復 96日

発熱性好中球減少症 回復 111日

発熱性好中球減少症 回復 142日

1293 女性 60歳代 発熱 回復 7日 なし なし

1294 男性 80歳代 好中球数減少 回復 36日 慢性腎臓病、心房細動 胃癌術後

1295 女性 80歳代 うっ血性心不全 回復 2日

高γGTP、高ﾄﾗﾝｽｱﾐﾅｰｾﾞ血
症、高BUN、高Cre、高血圧
性腎症、二型糖尿病、高血
圧症、狭心症、脂質異常症、
逆流性食道炎、高尿酸血
症、高Cl血症

乳癌

便秘 回復 2日

イレウス 不明 5日

血中クレアチニン増加 回復 9日

血小板数減少 軽快 14日

好中球数減少 回復 86日

白血球数減少 回復 86日

好中球数減少 軽快 111日

ヘモグロビン減少 軽快 111日

白血球数減少 回復 119日

ヘモグロビン減少 軽快 149日

好中球数減少 軽快 167日

血小板数減少 軽快 168日

ヘモグロビン減少 軽快 177日

白血球数減少 軽快 177日

血小板数減少 未回復 203日

ヘモグロビン減少 軽快 223日

芽球細胞数増加 未回復 231日

白血球数減少 軽快 240日

1297 60歳代 なし なし

胃炎、尿崩症、高血圧症、不
眠症

急性骨髄性白血病、侵襲性
肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症

1296

男性 60歳代

男性 60歳代 大動脈弁逆流、腰痛

1292

心筋梗塞

男性
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発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

肺炎 回復 56日

発熱性好中球減少症 軽快 115日

肺感染 軽快 120日

発熱性好中球減少症 回復 32日

好中球数減少 回復 36日

赤血球数減少 未回復 10日

ヘモグロビン減少 未回復 10日

血小板数減少 軽快 15日

好中球数減少 軽快 22日

白血球数減少 軽快 32日

1302 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 540日 神経症、不眠症
聴神経腫瘍(術後)、卵巣のう
腫(術後)、子宮筋腫(術後)

1303 女性 80歳代 心房細動 回復 3日
左乳房腫瘍(術后)、硬膜下血
腫、腰椎圧迫骨折、脳出血、
感染症(感染源不明)

胆石症

1304 男性 60歳代 好中球数減少 回復 不明
下部食道癌、下咽頭癌、食
道癌肺転移

不明

肺の悪性新生物 死亡 10日

骨転移 未回復 114日

肺炎 回復 163日

中枢神経系転移 未回復 164日

1306 男性 70歳代 血小板数減少 回復 28日 便秘症、認知機能の低下
右手関節化膿性関節炎、歯
牙・歯肉不良、歯牙・歯肉不
良

急性膵炎 軽快 132日

血液毒性 不明 不明

血小板数減少 未回復 不明

好中球数減少 未回復 不明

芽球細胞数増加 未回復 不明

1309 女性 80歳代 喀血 不明 不明 不明 不明

好中球数減少 回復 16日

発熱性好中球減少症 回復 500日

1311 男性 60歳代 Ｃ－反応性蛋白増加 未回復 92日

慢性GVHD、HHV6脳炎、認
知機能低下、難治性逆流性
食道炎、臍帯血移植後の類
そう状態、低栄養状態、低ﾅﾄ
ﾘｳﾑ血症、口腔乾燥、発熱、
下痢、不眠症

臍帯血移植後、消化管出
血、肝中心静脈閉塞症、
HHV6脳炎、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ抗原
血症、ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽ抗原血
症、前立腺肥大(術後)、睡眠
時無呼吸症候群

80歳代 尿路結石

事故で右第3指切断第一関
節切断、右下肢骨折(輸血あ
り)、胃ﾎﾟﾘﾍﾟｸﾄﾐｰ、大腸ﾎﾟﾘﾍﾟ
ｸﾄﾐｰ

同種末梢造血幹細胞移植、
VOD

不明

60歳代

70歳代 MR なし

1307

胃炎、前立腺肥大、不眠症、
便秘症、腰痛症

10歳代

男性

前立腺肥大、ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病 なし

1300 女性

なし なし1308 男性

80歳代

子宮頚癌

男性1310

女性

1305

1301
前立腺肥大、不安神経症、
常習性便秘

1298 50歳代
高脂血症、低ｶﾘｳﾑ血症、好
中球減少症、貧血

80歳代

男性

男性
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性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 未回復 8日

発熱性好中球減少症 未回復 15日

1314 女性 70歳代 白血球数減少 未回復 381日 なし 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

敗血症 回復 25日

白血球数減少 軽快 27日

胃癌 未回復 261日

好中球数減少 未回復 274日

1316 女性 70歳代 蜂巣炎 回復 67日 糖尿病、高血圧、白内障 なし

1317 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 124日 Cre上昇、心房細動 骨髄増殖性疾患

好中球数減少 未回復 220日

白血球数減少 未回復 220日

血小板数減少 未回復 220日

赤血球数減少 未回復 220日

胃癌 死亡 401日

結腸癌 死亡 409日

血小板数減少 回復 7日

貧血 未回復 10日

好中球数減少 回復 18日

白血球数減少 回復 18日

発熱性好中球減少症 回復 22日

血小板数減少 回復 212日

骨髄機能不全 未回復 62日

白血球数減少 未回復 62日

肺炎 回復 不明

白血球数減少 回復 97日

Ｃ－反応性蛋白増加 回復 97日

敗血症 軽快 98日

1323 男性 60歳代 感染性腸炎 回復 308日 不眠症、便秘症 胆石胆嚢炎

白血球減少症 軽快 550日

貧血 軽快 550日

血小板減少症 軽快 550日

肺炎、甲状腺癌(治癒)、甲状
腺機能低下症

なし

肺炎

男性

50歳代
甲状腺機能低下症、高脂血
症、骨粗鬆症、不眠症、便秘
症、深在性真菌症

膀胱癌

放射線性下顎骨髄炎、慢性
腎炎、慢性咽頭炎、甲状腺
機能低下症、うつ状態、胃潰
瘍、便秘症、不眠症

中咽頭癌、喉頭癌、下咽頭
癌

1318

女性

70歳代

発熱性好中球減少症、不眠
症

なし70歳代

1324

1319

1320

1321

1312

1322

女性

男性

女性

70歳代

70歳代

胃炎1315

高血圧、糖尿病 なし

60歳代男性

男性

男性

60歳代
糖尿病、抗ﾘﾝ脂質抗体症候
群、花粉症

汎血球減少症、ｼｪｰｸﾞﾚﾝ症
候群、鉄欠乏性貧血

60歳代 不明

高血圧症、不眠症、不安神
経症
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合併症 既往歴

1325 男性 80歳代 細菌性肺炎 死亡 60日
狭心症、胃潰瘍、ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ
型認知症

大腸癌、心筋梗塞

白血球数減少 回復 6日

好中球数減少 回復 6日

炎症性腸疾患 死亡 150日

発熱 不明 150日

下痢 死亡 151日

好中球数減少 回復 8日

赤血球数減少 回復 8日

白血球数減少 回復 38日

血小板数減少 回復 56日

肺炎 回復 28日

胸膜炎 回復 28日

1330 男性 80歳代 血小板数減少 軽快 235日 前立腺癌、狭心症、高血圧 狭心症、前立腺肥大

1331 男性 70歳代 間質性肺疾患 死亡 20日 高血圧症 胃癌

1332 女性 70歳代 肝性脳症 軽快 10日
高血圧、糖尿病、下肢浮腫、
腰痛

なし

1333 男性 80歳代 好中球減少症 回復 8日
糖尿病性腎症、糖尿病、狭
心症

なし

発熱 回復 2日

甲状腺中毒クリーゼ 回復 5日

血中尿素増加 回復 7日

高ナトリウム血症 回復 7日

低カリウム血症 回復 7日

1335 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 160日
慢性腎臓病、腹部大動脈
瘤、2型糖尿病、高血圧

不明

1336 女性 80歳代 肺炎 軽快 27日 腰痛 なし

1337 男性 60歳代 血小板数減少 未回復 269日 なし 胃ポリープ

発熱性好中球減少症 回復 133日

発熱性好中球減少症 回復 203日

1339 男性 70歳代 肺炎 死亡 不明 慢性腎不全、高血圧 なし

血小板数減少 未回復 6日

貧血 軽快 13日

菌血症 回復 25日

ﾒﾗﾉｰﾏ治療後、早期胃癌術
後

60歳代

多発性骨髄腫

甲状腺機能亢進症、慢性心
不全、心房細動

腎硬化症疑い、閉塞性動脈
硬化症、高血圧、高脂血症、
糖尿病

1338 男性 70歳代

男性 80歳代

1328

1329

逆流性食道炎、骨粗鬆症、
末梢神経炎、慢性気管支炎

男性 70歳代

女性

女性 60歳代 なし

女性

なし

なし

胸腺腫瘍

肺炎、胸膜炎、腸炎、不眠
症、敗血症、便秘、前立腺肥
大症

70歳代

1326

痔、左下肢複雑骨折、心筋
梗塞、糖尿病

1327

1334

なし なし

女性 60歳代

狭心症(薬剤溶出ｽﾃﾝﾄ挿入
後)、膀胱癌(手術後)

1340
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合併症 既往歴

1341 男性 60歳代 血小板数減少 未回復 197日
高脂血症、骨粗鬆症、腸炎、
高尿酸血症、

前立腺肥大症

白血球数減少 回復 24日

好中球数減少 未回復 29日

血小板数減少 未回復 99日

赤血球数減少 未回復 154日

ヘモグロビン減少 未回復 154日

1343 男性 80歳代 血小板数減少 未回復 296日
高血圧症、頚椎症、前立腺
肥大症、不眠症、便秘症

十二指腸潰瘍

1344 女性 80歳代 肺炎 死亡 109日 高血圧、骨粗鬆症 なし

1345 男性 50歳代 芽球細胞数増加 死亡 12日 なし なし

骨髄機能不全 軽快 24日

白血球数減少 軽快 24日

発熱 軽快 2日

全身性皮疹 軽快 3日

1348 男性 70歳代 芽球細胞数増加 未回復 218日 胃潰瘍、高尿酸血症 なし

発熱性好中球減少症 回復 1日

気管支肺アスペルギルス症 回復 67日

1350 男性 60歳代 芽球細胞数増加 未回復 280日 高血圧症 なし

1351 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 軽快 11日 なし 胸部打撲、右大腿血管断裂

腎機能障害 未回復 76日

肝機能異常 未回復 76日

白内障

統合失調症、便秘、慢性胃
炎、低Na血症

なし

男性 70歳代

1352 男性 不明

1346 男性

60歳代1342

60歳代

70歳代

1349

統合失調症、乳癌

1347 男性

肝細胞癌、肝硬変、肺ｱｽﾍﾟﾙ
ｷﾞﾙｽ症、高血圧症

70歳代

副腎不全、慢性疲労症候群
(CFS)、骨粗鬆症

なし

女性

B型肝炎、高尿酸血症、慢性
胃炎、不眠症、便秘

盲腸癌手術、胃癌手術
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合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 回復 24日

発熱性好中球減少症 回復 43日

鉄過剰 未回復 73日

敗血症 回復 144日

汎血球減少症 未回復 182日

発熱性好中球減少症 未回復 183日

敗血症 未回復 196日

播種性血管内凝固 未回復 198日

気管支肺アスペルギルス症 未回復 208日

肝機能異常 未回復 214日

肺出血 死亡 215日

下部消化管出血 死亡 215日

1354 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 410日

C型慢性肝炎、肝硬変、慢性
腎不全、陳旧性心筋梗塞、
慢性心不全、糖尿病、前立
腺肥大症、加齢黄斑変性、
腰痛症、狭心症、便秘、高脂
血症、鉄過剰症

肝細胞癌

1355 女性 70歳代 硬膜下血腫 死亡 33日
心不全、心房細動、甲状腺
機能低下症、便秘症、球状
赤血球症(摘脾後)

なし

1356 男性 70歳代 肺炎 未回復 116日 高血圧症 白内障、左網膜剥離

発熱性好中球減少症 回復 401日

発熱性好中球減少症 回復 480日

1358 男性 70歳代 心不全 回復 35日 不明 不明

1359 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 499日 高血圧症、高脂血症 なし

発熱性好中球減少症 回復 493日

びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 死亡 533日

発熱性好中球減少症 回復 533日

肺炎 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

なし

心筋梗塞、完全房室ﾌﾞﾛｯｸ70歳代

便秘症、外痔核

喘息、AIHA

慢性腎臓病、高血圧、高脂
血症、ＤＭ

70歳代

1357 男性

なし男性

1360 男性 60歳代

1353
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合併症 既往歴

肺感染 回復 不明

好中球数減少 軽快 不明

白血球数減少 回復 87日

血小板数減少 回復 108日

1362 男性 70歳代 尿閉 軽快 8日 不明 不明

貧血 回復 1日

好中球数減少 回復 8日

白血球数減少 回復 8日

血小板数減少 回復 8日

発熱性好中球減少症 回復 22日

血小板数減少 未回復 不明

細菌性肺炎 回復 234日

播種性血管内凝固 回復 235日

心不全 回復 237日

細菌性肺炎 回復 273日

細菌性肺炎 回復 283日

真菌性肺炎 回復 86日

細菌性肺炎 回復 99日

細菌性肺炎 未回復 341日

真菌性肺炎 未回復 352日

細菌性肺炎 回復 不明

心房細動 回復 8日

肺炎 回復 21日

感染性脊椎炎 回復 136日

1367 男性 70歳代 腸間膜血栓症 死亡 125日

高血圧、慢性心房細動、うっ
血性心不全、腎不全、胃体
部早期癌、高尿酸血症、不
眠症

なし

好中球数減少 未回復 11日

口腔真菌感染 未回復 34日

発熱性好中球減少症 軽快 58日

出血性腸炎 軽快 61日

肺炎 死亡 72日

70歳代

1361 男性

男性 60歳代

発熱性好中球減少症

60歳代
橋本病、左下肢動脈閉塞
症、左内頚動脈閉塞

尿路結石症

血球貪食症候群 高血圧

60歳代

深在性真菌症、慢性気管支
炎、不眠症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎、胃潰瘍、便秘症、腰痛、
湿疹、口内炎、皮フ乾燥症、
移植後GVHD

1366 女性

男性1364

膀胱癌

腎癌

1363 男性 60歳代

重症肺炎

1368

60歳代

1365 女性

不明熱

糖尿病

高血圧、高脂血症
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合併症 既往歴

1369 男性 60歳代 急性熱性好中球性皮膚症 回復 3日
2型糖尿病、高血圧症、脂質
異常症

虫垂炎、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1370 男性 60歳代 器質化肺炎 回復 18日 高血圧、糖尿病、便秘症 胃腺腫

発熱性好中球減少症 死亡 22日

ヘモグロビン減少 回復 15日

血小板数減少 回復 15日

白血球数減少 未回復 19日

好中球数減少 未回復 19日

気管支肺アスペルギルス症 死亡 124日

好中球数減少 未回復 67日

血小板減少症 未回復 95日

発熱性好中球減少症 未回復 95日

白血球数減少 未回復 67日

ヘモグロビン減少 未回復 74日

発熱性好中球減少症 回復 81日

高リン酸塩血症 不明 245日

結核 不明 246日

尿細管間質性腎炎 不明 184日

感染 回復 2日

過敏症 回復 14日

感染 回復 88日

感染 回復 139日

感染 回復 163日

尿閉 回復 5日

直腸潰瘍 回復 8日

血小板数減少 軽快 15日

血小板数減少 軽快 112日

血小板数減少 軽快 143日

1377 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 123日 なし なし

1376 男性 なし60歳代

1373

男性

なし 尿管結石

70歳代

70歳代

1372

1375

男性

1374 男性 70歳代

高血圧 なし

80歳代
2型糖尿病、本態性高血圧
症、常習性便秘、胃炎、不眠
症、皮脂欠乏性湿疹

虫垂炎、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

前立腺癌、続発性ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰ
ｼｽ

男性

1371 男性

70歳代 前立腺癌 虫垂炎、腸閉塞

膀胱癌、慢性硬膜下血腫

なし
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

播種性血管内凝固 回復 4日

白血球数増加 未回復 4日

芽球細胞数増加 未回復 4日

好中球数減少 回復 4日

1379 男性 30歳代 肝機能異常 軽快 67日 なし AML

1380 女性 60歳代 急性熱性好中球性皮膚症 軽快 778日
肝ﾍﾓｸﾛﾏﾄｰｼｽ、高脂血症、
胃炎、骨粗鬆症

虫垂炎

発熱性好中球減少症 回復 10日

赤血球数減少 未回復 12日

ヘモグロビン減少 未回復 12日

白血球数減少 未回復 16日

好中球数減少 未回復 12日

血小板数減少 未回復 9日

出血性素因 未回復 9日

血球減少症 回復 15日

便秘 回復 7日

緊張性膀胱 回復 20日

発熱性好中球減少症 回復 4日

尿路感染 回復 36日

発熱性好中球減少症 死亡 91日

ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 死亡 117日

1384 男性 80歳代 敗血症 死亡 159日 気管支肺炎
高血圧症、前立腺癌、高尿
酸血症、便秘症、骨粗鬆症、
胃潰瘍

感染性腸炎 回復 96日

脂肪織炎 回復 103日

胃腸出血 回復 55日

発熱性好中球減少症 軽快 53日

白血球数減少 死亡 113日

血小板数減少 未回復 99日

1388 男性 70歳代 肺炎 未回復 80日 肺気腫、肺癌 胃癌(手術後)

血中尿素増加 不明 155日

腫瘍崩壊症候群 不明 156日

男性

70歳代

なし

なし
ALP上昇、γ-GTP上昇、播
種性血管内凝固症候群

80歳代男性1386

1385 男性

胃潰瘍、全身性真菌症、慢
性気管支炎

1382 女性 80歳代 高血圧、高脂血症

70歳代
慢性腎臓病、拡張障害型心
不全、高尿酸血症、高ﾌｪﾘﾁﾝ
血症

前立腺癌

慢性腎臓病、慢性便秘、出
血傾向

網膜剥離

30歳代

高血圧、高脂血症便秘症

1381 男性 60歳代

高血圧症 胆のう摘出術

1387 ｱﾙｺｰﾙ性肝障害、湿疹 なし男性 70歳代

なし

1383

1378 男性

1389 男性 70歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1390 男性 80歳代 好中球数減少 軽快 146日

認知症、前立腺肥大、白血
球減少症、芽球増加型不応
性貧血、鉄欠乏性貧血、ﾌｪﾘ
ﾁﾝ高値

馬蹄腎、慢性硬膜下血腫、
白内障、敗血症、心不全、胃
潰瘍

1391 男性 70歳代 肺炎 死亡 165日 なし なし

1392 女性 70歳代 便秘 未回復 1日 CKD なし

1393 男性 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

1394 男性 70歳代 出血性大腸潰瘍 死亡 2日
腹部大動脈瘤、高血圧症、
高脂血症、高尿酸血症、発
熱性好中球減少症

不明

1395 女性 80歳代 血小板減少症 未回復 442日
高血圧、高尿酸血症、不眠
症、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

なし

1396 男性 60歳代 敗血症 軽快 不明 不明 不明

1397 男性 60歳代 新生物進行 死亡 不明 不明 肺大細胞癌(chemoあり)

1398 男性 70歳代 敗血症 軽快 不明 不明 不明

下痢 回復 63日

嘔吐 回復 63日

呼吸困難 回復 63日

敗血症 回復 64日

1400 女性 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

1401 男性 50歳代 細菌性関節炎 未回復 32日

右化膿性股関節炎、睡眠時
無呼吸症候群、2型糖尿病、
不眠症、うつ状態、便秘症、
前立腺肥大症

不明

血小板数減少 未回復 106日

ヘモグロビン減少 未回復 188日

白血球数減少 未回復 188日

敗血症 軽快 806日

血小板数減少 未回復 431日

ヘモグロビン減少 未回復 379日

赤血球数減少 未回復 379日

好中球数減少 未回復 412日

貧血 未回復 412日

白血球数減少 回復 18日

全身性皮疹 未回復 7日

皮膚潰瘍 未回復 7日

腎機能障害 軽快 17日

なし
高血圧症、糖尿病、ﾘｳﾏﾁ性
多発筋痛症

なし

高血圧、前立腺肥大、逆流
性食道炎、便秘、不眠症、急
性胃炎、老人性白内障

骨折

男性 60歳代

1402

労作時呼吸苦、白内障、高
LDH血症、高尿酸血症、左
上下肢全麻痺、糖尿病、脾
腫

陳旧性脳梗塞1399

てんかん

糖尿病 心筋梗塞

男性 70歳代

男性 60歳代1406

1404 男性 80歳代

1405 男性 70歳代

138/178



2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1407 男性 80歳代 敗血症 死亡 3日 なし なし

硬膜下出血 死亡 42日

発熱性好中球減少症 未回復 33日

白血球数減少 未回復 8日

血小板数減少 未回復 8日

感染 死亡 116日

赤血球数減少 未回復 不明

ヘモグロビン減少 未回復 不明

帯状疱疹 未回復 116日

横紋筋融解症 未回復 120日

1410 男性 60歳代 Ｂ型肝炎 軽快 145日 不明 不明

好中球数減少 軽快 2日

肺炎 回復 43日

発熱 軽快 131日

発熱性好中球減少症 軽快 131日

肺炎 死亡 21日

白血球数減少 不明 不明

血小板数減少 不明 不明

1413 女性 70歳代 心停止 死亡 4日 なし なし

出血 回復 8日

敗血症 回復 18日

腎不全 軽快 18日

腎不全 死亡 55日

敗血症 不明 1日

尿路感染 不明 1日

貧血 未回復 1日

低ナトリウム血症 回復 8日

貧血 回復 43日

血小板数減少 回復 43日

1417 男性 60歳代 好中球数減少 回復 16日
高血圧症、高尿酸血症(痛風
発作)、便秘症

なし

80歳代

60歳代

COPD、不整脈、肺高血圧
症、高血圧、心房細動、肺線
維症、白内障、不眠症

1414 男性

1411 男性 60歳代

内頚動脈狭窄症、高血圧 未記載

なし

右耳介有棘細胞癌、労作性
狭心症、冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術
後、前壁中隔心筋梗塞、口
腔内癌

B型肝炎ｷｬﾘｱ、高脂血症、虚
血性心疾患、不眠症、便秘
症、糖尿病、痔核、脳出血後
遺症（左半身麻痺）

なし

男性1409

60歳代 DIC
ﾊﾞｾﾄﾞｳ病、高尿酸血症、前立
腺肥大症

1415 女性

1412 男性

陳旧性脳梗塞、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

男性

右気胸、脳出血、下部消化
管出血

1408

前立腺肥大症

70歳代

不安神経症、逆流性食道
炎、頻脈性不整脈、便秘症、
急性咽頭炎、尿路感染症、
敗血症、深在性真菌症

70歳代

逆流性食道炎、高尿酸血
症、慢性胃炎、胆汁うっ滞
症、鉄過剰症、前立腺肥大
症

1416 男性 70歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 死亡 6日

好中球数減少 死亡 6日

Ｃ－反応性蛋白増加 死亡 6日

感染 死亡 6日

感染 死亡 2日

心房細動 不明 3日

肺炎 軽快 69日

感染性胸水 軽快 91日

好中球数減少 軽快 17日

好中球数減少 未回復 56日

敗血症 軽快 69日

白血球減少症 未回復 不明

好中球減少症 未回復 不明

血小板減少症 回復 不明

1422 男性 70歳代 好中球数減少 回復 50日
糖尿病、高血圧、高尿酸血
症

なし

1423 男性 90歳代 敗血症性ショック 不明 4日 糖尿病 なし

紅斑 回復 9日

好中球数減少 軽快 25日

血小板数減少 軽快 19日

ヘモグロビン減少 軽快 25日

便秘 回復 10日

発熱性好中球減少症 死亡 43日

1425 男性 70歳代 骨髄機能不全 回復 255日 なし 高血圧、虫垂炎、腰痛症

1426 男性 60歳代 感染 死亡 不明 不明 不明

1427 女性 70歳代 敗血症性ショック 死亡 5日 不明 不明

心室細動 軽快 不明

汎血球減少症 不明 不明

心筋梗塞 不明 不明

男性 80歳代

70歳代 不明 なし

70歳代
胃潰瘍、細菌性感染症、真
菌感染症

1424 前立腺癌 なし

女性 50歳代

1418 女性

なし

1421 男性

なし

1419 女性

遷延性意識障害、腰椎圧迫
骨折、感染症

1428 男性 70歳代 冠動脈バイパス なし

70歳代

C型肝硬変1420

なし
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№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

白血球数減少 未回復 19日

貧血 未回復 22日

血小板数減少 回復 20日

心不全 死亡 42日

白血球数減少 死亡 9日

血小板数減少 死亡 4日

貧血 死亡 4日

1431 男性 60歳代 肺炎 死亡 5日
慢性膵炎、心房細動、腎障
害、糖尿病、食道癌、ASO

不明

肺炎 軽快 600日

肺炎 回復 910日

肺炎 回復 945日

1433 男性 80歳代 心不全 不明 2日 不明 不明

間質性肺疾患 未回復 57日

新生物進行 死亡 118日

1435 男性 60歳代 肺炎 未回復 479日 なし なし

1436 男性 70歳代 第３脳神経麻痺 軽快 不明 不明 不明

1437 男性 70歳代 胃癌 未回復 36日
便秘症、狭心症、胃潰瘍、鼻
炎

脳梗塞

間質性肺疾患 軽快 57日

細菌性関節炎 回復 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

1439 女性 60歳代 肺炎 死亡 不明 不明 不明

骨髄機能不全 死亡 13日

血小板数減少 軽快 13日

血小板数減少 死亡 82日

1441 男性 60歳代 血小板数減少 死亡 23日
高血圧、狭心症、肛門裂孔、
不眠、膝関節症

なし

1442 女性 70歳代 白血球数減少 回復 23日 糖尿病、高脂血症 急性骨髄性白血病

1443 女性 70歳代 好中球数減少 未回復 不明
咳喘息、不眠症、便秘症、高
血圧症、慢性心房細動、逆
流性食道炎

なし

1429

1432 女性 70歳代 心房細動、高血圧症 なし

1434 男性 60歳代 なし
虫垂炎、慢性胃炎、高眼圧、
緑内障

女性 70歳代 高血圧、脳梗塞 顔面麻痺

なし

1440

1438 男性 70歳代
濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫、前立腺肥大
症、高血圧症

男性 70歳代
原因不明の肝機能低下、僧
帽弁閉鎖不全症、高血圧、
鉄過剰症

なし 肺結核、うつ病、高血圧

1430

男性 60歳代
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発現迄
の日数
（休薬
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合併症 既往歴

白血球数増加 回復 不明

血小板数増加 回復 不明

高カリウム血症 不明 不明

肺炎 回復 6日

痰貯留 死亡 21日

1446 女性 50歳代 肺臓炎 回復 8日 なし 卵管癌

1447 男性 80歳代 腫瘍崩壊症候群 死亡 不明 慢性腎不全
拡張型心筋症、陳旧性心筋
梗塞

1448 女性 60歳代 敗血症性ショック 死亡 不明 不明 不明

間質性肺疾患 未回復 163日

敗血症 未回復 不明

鼻出血 回復 不明

血小板数減少 不明 不明

1451 女性 80歳代 肺炎 死亡 不明 糖尿病 未記載

1452 女性 70歳代 敗血症性塞栓 死亡 65日 高尿酸血症
破傷風、甲状腺機能亢進、
大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、高血圧症、肘関
節骨折、甲状腺機能低下

1453 女性 70歳代 骨髄機能不全 不明 不明
慢性腎不全、便秘、痔核、蓄
膿症、不眠症

胆嚢摘出、突発性難聴、第
12胸椎圧迫骨折、左半月板
損傷、sjogren症候群

1454 男性 70歳代 間質性肺疾患 回復 289日 高脂血症 なし

1455 男性 70歳代 腎不全 未回復 35日 不明 不明

発熱性好中球減少症 未回復 32日

血小板数減少 死亡 41日

好中球数減少 死亡 41日

肺炎 軽快 109日

敗血症性ショック 死亡 134日

肺炎 死亡 134日

1457 男性 80歳代 敗血症 死亡 不明
紅斑・びらん、落葉状天疱
瘡、汎血球減少

未記載

髄膜炎 軽快 8日

中枢神経系白血病 軽快 8日

肺炎 軽快 8日

白血球数減少 未回復 2日

血小板数減少 未回復 55日

男性

脂質異常、副鼻腔炎、高血
圧症

女性 70歳代 便秘症、頚部ﾘﾝﾊﾟ節炎 左橈骨遠位端骨折

ｸﾚｱﾁﾆﾝ上昇、糖尿病 心筋梗塞

不明
真菌性肺炎、薬剤性肝炎、
高血圧症

1445 女性 80歳代

1449

1450

女性

男性

70歳代

80歳代

70歳代 帯状疱疹、虫垂切除

ｸﾚﾌﾞｼｴﾗ肺炎 慢性気管支炎、結節性痒疹

女性1456

70歳代

1459

1458 70歳代

なし心不全

1444 男性 ｽｳｨｰﾄ症候群、骨粗鬆症
高血圧、糖尿病、腰椎圧迫
骨折
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2011年3月11日～2022年5月18日

症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腎機能障害 回復 14日

高カリウム血症 回復 14日

徐脈 回復 14日

腎機能障害 回復 31日

高カリウム血症 回復 31日

器質化肺炎 不明 245日

単純ヘルペス 回復 307日

1462 女性 60歳代 皮膚潰瘍 後遺症 7日 甲状腺癌　骨転移、肺転移 なし

1463 男性 70歳代 好中球数減少 回復 223日 なし なし

1464 女性 70歳代 好中球減少症 回復 74日 なし なし

腎機能障害 未回復 3日

好中球数減少 未回復 3日

注射部位疼痛 回復 5日

血小板数減少 回復 12日

白血球数減少 未回復 15日

血小板数減少 未回復 114日

好中球数減少 回復 9日

新生物進行 軽快 369日

1467 男性 80歳代 貧血 軽快 394日
多発性骨髄腫、高血圧、高
脂血症、甲状腺機能低下症

なし

1468 男性 60歳代 発熱 未回復 88日
高血圧、高脂血症、滑膜炎、
胃潰瘍

なし

敗血症 回復 17日

白血球数減少 未回復 36日

貧血 未回復 41日

血小板数減少 未回復 41日

肺炎 回復 169日

結腸癌 死亡 不明

1470 女性 30歳代 発熱性好中球減少症 軽快 22日 なし なし

1471 男性 80歳代 好中球数減少 未回復 102日 なし 胃潰瘍

1472 男性 80歳代 膀胱癌 後遺症 391日 なし ﾎｼﾞｷﾝ病

1473 女性 30歳代 白血球数減少 回復 226日 なし なし

70歳代 なし なし女性1469

脂質異常症 肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症1466 女性 60歳代

1461

1460
慢性心不全、大動脈弁置換
術後、慢性腎不全

未記載

なし

真性赤血球増加症

腎機能障害、左肩関節周囲
炎、高血圧

女性 80歳代

女性

1465 男性 70歳代

未記載60歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

結核 不明 不明

敗血症性ショック 不明 不明

血球減少症 不明 不明

喀血 不明 不明

急性熱性好中球性皮膚症 軽快 11日

敗血症 軽快 11日

1477 男性 70歳代 肺炎 死亡 9日 前立腺癌 なし

胃腸炎 回復 1日

蜂巣炎 軽快 41日

尿路感染 回復 100日

胸膜炎 軽快 315日

腸炎 不明 392日

医療機器関連感染 軽快 397日

1479 男性 80歳代 間質性肺疾患 回復 不明 不明 不明

1480 男性 70歳代 低ナトリウム血症 未回復 8日 不明 不明

1481 男性 80歳代 肺炎 回復 51日
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、高血圧
症、腹部大動脈瘤ｽﾃﾝﾄ挿入
後、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、狭心症

腹部大動脈瘤

1482 男性 60歳代 急性熱性好中球性皮膚症 回復 3日 なし 虫垂炎手術、大腸腺腫

1483 不明 不明 肺炎 回復 不明 不明 不明

敗血症 不明 不明

真菌性肺炎 不明 不明

1495 男性 50歳代 肛門潰瘍 不明 不明
大動脈周囲炎、下肢深部静
脈血栓症、肺血栓塞栓症

上矢状静脈洞血栓症による
脳内出血

1496 男性 60歳代 血小板数減少 未回復 315日 なし 咽頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

胃癌 死亡 184日

肝転移 未回復 177日

1498 男性 60歳代 死亡 死亡 不明 肺炎 尿路結石、痛風、小細胞肺癌

1499 女性 70歳代 白血球数減少 未回復 546日 ﾋﾞﾀﾐﾝB12欠乏性貧血 B型肝炎

1500 不明 不明 蜂巣炎 不明 不明 不明 不明

高熱 軽快 5日

肺浸潤 軽快 11日

1501 男性 60歳代 不明不明

大血管炎 不明1494 不明 不明

1474

1475

男性

女性

30歳代

10歳代

不明 胸膜炎

侵襲性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症 不明

高血圧、腰痛 なし

1478 男性 70歳代
不眠症、輸血後鉄過剰症、
神経因性膀胱、高血圧症、
鎖骨下動脈盗血症候群

虫垂切除

1497 男性

男性 60歳代
左腎膿瘍、歯根部感染(齲
歯、歯肉炎)、偽痛風

特定不能の心外膜炎

70歳代

1476
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

腹痛 軽快 2日

感染 不明 9日

下痢 不明 9日

食欲減退 不明 9日

1503 女性 70歳代 成人発症スチル病 死亡 不明 不明
虫垂炎術後、右変形性股関
節術後、左下肢深部静脈血
栓症

1504 不明 高齢 間質性肺疾患 死亡 8日 不整脈 間質性肺炎、COPD

1505 女性 50歳代 全身性炎症反応症候群 未回復 不明 輸血依存性貧血 不明

シュードモナス性敗血症 軽快 21日

肺炎 軽快 25日

1507 女性 60歳代 肺炎 回復 676日
高血圧、不安神経症、便秘、
喘息、頭痛、胃潰瘍、器質化
肺炎

子宮筋腫、左副腎腫瘍

間質性肺疾患 軽快 22日 未記載 肺癌術後

発熱 回復 6日 器質化肺炎 なし

1509 男性 40歳代 間質性肺疾患 軽快 64日 器質化肺炎 なし

薬疹 回復 5日

薬疹 回復 35日

便秘 軽快 不明

便秘 軽快 不明

心房細動 軽快 50日

房室ブロック 不明 50日

洞房ブロック 不明 50日

感染性腸炎 死亡 4日

急性腎障害 未回復 4日

血中クレアチニン増加 未回復 4日

血中尿素増加 未回復 4日

腸閉塞 未回復 4日

1510

1513

男性

男性 60歳代

60歳代男性

60歳代

60歳代

1502 男性 70歳代 なし 白内障

不明

なし なし

1508

1506 男性

なし
S状結腸癌、右上葉肺癌、左
上葉肺癌

認知症1511

1512 女性 60歳代 肺腺癌、H.pylori感染胃炎 子宮筋腫

甲状腺機能低下症
化学療法後、悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、胃
癌、胃切除

男性 80歳代
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

発熱性好中球減少症 軽快 609日

発熱性好中球減少症 軽快 562日

発熱性好中球減少症 軽快 624日

発熱性好中球減少症 軽快 641日

発熱性好中球減少症 軽快 651日

1515 男性 80歳代 肺炎 死亡 1日 COPD、OSAS 直腸癌

腎機能障害 死亡 26日

腎盂腎炎 死亡 102日

1517 男性 70歳代 多臓器機能不全症候群 死亡 2日

腎動脈硬化症、狭心症、腹
部大動脈瘤、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血
症、逆流性食道炎、便秘、高
血圧

なし

1518 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 回復 65日 不明 不明

1519 女性 40歳代 非定型マイコバクテリア感染 不明 不明
ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病、続発性肺胞蛋
白症

1520 男性 70歳代 急性腎盂腎炎 回復 150日
輸血による鉄過剰症、軽度Cr
上昇、便秘症

陳旧性肺結核

1521 女性 60歳代 肝機能異常 回復 1日 不明 不明

1522 男性 70歳代 イレウス 後遺症 329日 なし 高血圧、糖尿病、脳梗塞

赤血球数減少 死亡 166日

ヘモグロビン減少 死亡 166日

血小板数減少 未回復 166日

白血球数減少 回復 166日

好中球数減少 未回復 166日

1524 男性 60歳代 死亡 死亡 625日 高血圧症、前立腺肥大症 鼡径ﾍﾙﾆｱ

1525 男性 80歳代 胃癌 死亡 149日 僧帽弁閉鎖不全症 なし

1526 男性 70歳代 肺炎 死亡 不明 不明
前立腺癌、前立腺癌再発、
高血圧症、高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症

敗血症 回復 162日

肺炎 回復 162日

白血球数減少 回復 162日

1528 男性 50歳代 器質化肺炎 未回復 41日 不明 不明

1529 男性 60歳代 心房細動 回復 不明 不明 不明

肺炎 死亡 60日

多臓器機能不全症候群 死亡 63日

1523 男性 60歳代

1530 女性 60歳代 不明

50歳代

不明1516 女性 80歳代

なし なし

逆流性食道炎、便秘症、高
血圧、慢性気管支炎

不明80歳代女性

1527 女性 輸血による鉄過剰症 なし

不明

不明

1514
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1531 男性 不明 汎血球減少症 死亡 不明 不明 不明

1532 男性 70歳代 ヘモグロビン減少 軽快 378日
ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎、高血圧症、
便秘

胃癌、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、腸閉塞

1533 男性 不明 血小板数減少 軽快 不明 不明 不明

浮動性めまい 回復

悪心 回復

1535 男性 70歳代 自殺企図 回復 52日 慢性閉塞性肺疾患 網膜中心静脈閉塞症

1536 男性 60歳代 肺炎 回復 723日 2型糖尿病、高血圧 肺炎

1537 男性 70歳代 肺炎 回復 215日 なし
貧血、椎間板ﾍﾙﾆｱ、脊椎間
狭窄症、便秘

心不全 死亡 不明

肝不全 死亡 不明

1539 男性 70歳代 腎癌 未回復 422日
腎機能障害、めまい、腎臓
癌、狭心症

腎臓癌術後、胆嚢炎、胆嚢
摘出後

起立性低血圧 回復 7日

起立性低血圧 回復 68日

ヘモグロビン減少 軽快 3日

血小板数減少 軽快 3日

血中クレアチニン増加 回復 3日

好中球減少症 軽快 64日

血中クレアチニン増加 未回復 168日

慢性心不全 死亡 268日

硬膜下血腫 死亡 284日

1542 男性 50歳代 敗血症 回復 25日 なし なし

ヘモグロビン減少 軽快 734日

白血球数減少 未回復 765日

血小板数減少 未回復 765日

発熱 回復 825日

発熱 回復 798日

ヘモグロビン減少 軽快 825日

ヘモグロビン減少 軽快 894日

発熱 軽快 894日

1544 男性 不明 発熱性好中球減少症 不明 14日 不明 不明

1534 男性

男性1541

70歳代

男性 70歳代

70歳代

腎機能障害、陳旧性心筋梗
塞、貧血、左足変形足関節
症、脊柱管狭窄症、下顎骨
髄炎、脊柱すべり症、左足背
部蜂窩織炎、便秘、心不全、
BUN増加、不眠、輸血後鉄
過剰症

狭心症、冠動脈-肺動脈瘻、
上部消化管出血

鼡径ﾍﾙﾆｱ手術70歳代男性

不明 なし なし

1540

女性 不明 不明

糖尿病、心房細動、狭心症、
高血圧症、腰痛症、糖尿病
性神経障害

なし

60歳代

1543 高血圧、高ｶﾘｳﾑ血症、痒み

1538
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症例
№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

1545 男性 80歳代 血小板数減少 未回復 253日
高血圧症、高脂血症、前立
腺肥大、脊柱管狭窄症、後
腹膜線維症

虫垂炎

肺炎 回復 19日

肺炎 回復 46日

肺炎 回復 106日

1547 男性 60歳代 亜イレウス 軽快 7日 なし 肺気腫、心房細動

血小板数減少 不明 不明

貧血 不明 不明

好中球数減少 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

全身性真菌症 不明 不明

1549 男性 60歳代 急性呼吸窮迫症候群 回復 不明 不明 なし

1550 男性 80歳代 尿閉 不明 不明 不明 不明

1551 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 302日 高血圧症 十二指腸潰瘍、前立腺癌

敗血症 回復 65日

尿路感染 回復 65日

心不全 死亡 82日

肺炎 回復 不明

発熱性好中球減少症 回復 不明

肺炎 不明 不明

1554 男性 50歳代 発熱性好中球減少症 不明 8日 不明 不明

1555 男性 70歳代 過敏性血管炎 回復 2日 なし 食道癌、胃癌

腹水 軽快 88日

感染性腸炎 軽快 91日

播種性血管内凝固 軽快 91日

敗血症 回復 91日

1557 女性 90歳代 発熱性好中球減少症 回復 不明
慢性腎臓病、不眠症、高脂
血症、狭心症、慢性胃炎、高
血圧症、便秘、慢性膵炎

子宮筋腫

1558 女性 80歳代 敗血症性ショック 死亡 13日 不明 不明

発熱 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

1552 女性 70歳代

女性 50歳代 不明

1553 男性

男性 70歳代

60歳代

不明
高血圧、慢性心不全、脳梗
塞

1559

細菌性肺炎

糖尿病 なし

1556

糖尿病、末期腎不全 脳梗塞1546

女性 80歳代

腰椎椎間板ﾍﾙﾆｱ、尋常性乾
癬、便秘症、高尿酸血症、慢
性肝障害

なし なし

1548 不明

男性 60歳代
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№

性別 年齢 副作用名 転帰

発現迄
の日数
（休薬

期間含）

合併症 既往歴

アナフィラキシー反応 回復 1日

間質性肺疾患 死亡 3日

1561 男性 80歳代 肺炎 回復 437日 なし 胃穿孔性腹膜炎、乾癬

1562 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 死亡 1097日
糖尿病、閉塞性血管炎、末
梢神経障害、頻尿

なし

1563 男性 60歳代 発熱 回復 516日 なし 胃癌

甲状腺炎 回復 15日

甲状腺中毒クリーゼ 回復 15日

菌血症 回復 32日

気管支肺アスペルギルス症 軽快 53日

好中球数減少 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

脊椎圧迫骨折 軽快 336日

心房細動 未回復 519日

1568 女性 80歳代 死亡 死亡 不明 なし 悪性リンパ腫、肝癌

気管支炎 回復 428

上部消化管出血 回復 429

血小板数減少 回復 429

赤血球数減少 未回復 657

ヘモグロビン減少 未回復 657

肝障害 未回復 688

血小板数減少 軽快 300日

貧血 軽快 300日

汎血球減少症 未回復 474日

1571 男性 70歳代 肺炎 回復 不明 なし なし

1572 女性 10歳未満 好中球数減少 不明 13日 なし なし

好中球数減少 回復 不明

発疹 回復 36日

好中球数減少 軽快 10日

閉塞性細気管支炎 軽快 2日

1575 男性 10歳未満 好中球数減少 軽快 不明 GVHD なし

不明

1567 男性 70歳代 不明

男性

高血圧、脂質異常症、腹部
大動脈瘤、発熱

虫垂炎1570

1569 男性 70歳代 ＤＭ、便秘症 十二指腸潰瘍

不明

80歳代

1565

心房細動、認知症、ﾍﾓｸﾛﾏ
ﾄｰｼｽ

男性 60歳代

女性 60歳代

女性 不明

1560

結節性紅斑、ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群

なし
脳梗塞、高血圧、本態性血
小板血症

不明

1566

完全房室ﾌﾞﾛｯｸ、間質性肺炎 不明

1564

GVHD なし

GVHD、肝脾腫 なし

1573 女性 10歳代

1574 女性 10歳代

男性 60歳代
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1576 男性 60歳代 貪食細胞性組織球症 不明 不明 腸管ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病 なし

骨髄壊死 死亡 30日

呼吸不全 死亡 30日

1578 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 軽快 846日
気管支喘息、脳梗塞、高血
圧症、便秘症、腰痛症、心房
細動、慢性胃炎

なし

1579 男性 80歳代 器質化肺炎 軽快 28日 2型糖尿病、脳梗塞後遺症 不明

1581 女性 20歳代 心嚢液貯留 不明 不明 心不全 不明

1582 不明 不明 死亡 死亡 不明 不明 不明

1583 女性 80歳代 心膜炎 軽快 30日 不明 不明

間質性肺疾患 死亡 不明

筋膿瘍 軽快 不明

急性呼吸窮迫症候群 死亡 不明

1585 女性 60歳代 リンパ節結核 不明 不明 不明 不明

1586 男性 60歳代 亜イレウス 回復 7日 肺気腫、心房細動 不明

骨髄芽球百分率増加 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

血小板数減少 未回復 430日

鼻出血 回復 464日

1589 女性 70歳代 血球減少症 回復 不明 なし 不安神経症

好中球数減少 未回復 288日

貧血 未回復 288日

血小板数減少 未回復 288日

発熱性好中球減少症 回復 326日

気管支炎 回復 329日

1591 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 247日 なし なし

血小板数減少 回復 559日

発熱 回復 788日

白血球数増加 回復 788日

尿路感染 未回復 788日

家族性地中海熱 未回復 808日

1593 男性 60歳代 肺炎 回復 584日 なし なし

なし なし

60歳代

1587 男性 60歳代 不明 肺気腫

糖尿病、慢性膵炎、腰痛症、
末梢神経炎

1584 男性

1590 男性

60歳代

悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、胆のう結石症
(胆摘)、早期胃癌(内視鏡下
胃全摘術後)、肺癌

1588 男性 60歳代

70歳代

女性 手根管症候群、高脂血症 うつ病1577

1592 女性 60歳代 高血圧 なし

なし なし
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発熱性好中球減少症 回復 206日

肺炎 回復 257日

偽膜性大腸炎 回復 259日

発熱性好中球減少症 回復 420日

発熱性好中球減少症 回復 479日

1595 女性 80歳代 敗血症 死亡 410日
洞不全症候群、発作性心房
細動、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ埋込み

不明

1596 男性 70歳代 肝機能異常 回復 916日

芽球細胞数増加 未回復 389日

赤血球数減少 未回復 445日

ヘモグロビン減少 未回復 445日

好中球数減少 未回復 480日

1598 男性 70歳代 貧血 不明 不明 不明 不明

1599 男性 60歳代 貧血 不明 不明 不明 不明

発熱 回復 770日

発熱 回復 810日

発熱 回復 1006日

1601 男性 70歳代 敗血症 死亡 173日 不明 圧迫骨折

1602 男性 80歳代 器質化肺炎 死亡 不明 器質化肺炎 不明

白血球数増加 軽快 552日

腫瘍崩壊症候群 回復 552日

血中尿素増加 軽快 552日

血中クレアチニン増加 軽快 552日

播種性血管内凝固 軽快 554日

腫瘍崩壊症候群 軽快 577日

ヘモグロビン減少 未回復 244日

血小板数減少 未回復 238日

肺炎 未回復 447日

1606 不明 不明 肺炎 死亡 31日 不明 不明

1607 女性 不明 心不全 死亡 不明 不明 不明

1608 男性 70歳代 播種性結核 軽快 不明 なし 胃癌

1609 男性 60歳代 急性呼吸窮迫症候群 死亡 20日
2型糖尿病、脂質異常症、期
外収縮

心筋梗塞

好中球減少症、高血圧症
高尿酸血症、十二指腸潰
瘍、高脂血症

男性 60歳代

1600 男性

高血圧、ＣＯＰＤ、鼠径ﾍﾙﾆ
ｱ、高尿酸血症、便秘

急性心膜炎1603 男性 70歳代

子宮筋腫1594

狭心症、便秘症、不安症、胃
炎、糖尿病、逆流性食道炎、
高脂血症

なし

深部静脈血栓症、便秘症、
逆流性食道炎、不眠症、慢
性気管支炎

1604

60歳代

なしなし60歳代女性1597

女性 70歳代
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1610 男性 80歳代 間質性肺疾患 死亡 26日 前立腺癌、腹部大動脈瘤 虫垂炎

1611 女性 50歳代 間質性肺疾患 回復 1日 脂肪肝、高血圧 なし

1612 女性 80歳代 心不全 不明 不明 心疾患による浮腫 不明

1613 男性 60歳代 間質性肺疾患 回復 14日 肺気腫 痔核

1614 男性 80歳代 白血球数減少 未回復 597日 便秘 なし

間質性肺疾患 軽快 13日

胸膜炎 軽快 26日

発疹 回復 31日

腎障害 軽快 31日

肺炎 回復 767日

発熱性好中球減少症 回復 1584日

発熱性好中球減少症 死亡 1641日

肺炎 死亡 1641日

敗血症 死亡 94日

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 未回復 55日

血中乳酸脱水素酵素増加 未回復 不明

芽球細胞数増加 死亡 不明

播種性血管内凝固 未回復 101日

真菌血症 未回復 不明

新生物進行 死亡 107日

血管炎 軽快 不明

気管支肺アスペルギルス症 軽快 196日

ブドウ球菌感染 死亡 297日

意識変容状態 死亡 6日

肺炎 死亡 29日

1620 男性 70歳代 肺炎 死亡 11日 血清反応陰性関節ﾘｳﾏﾁ 慢性硬膜下血腫

1621 男性 80歳代 結核性腹膜炎 軽快 不明 不明 肺結核

血球減少症 未回復 500日

貧血 未回復 535日

1623 男性 70歳代 血小板数減少 未回復 704日
慢性肝疾患、左膝関節偽痛
風、胆石症、高血圧

なし

なし1622 女性 70歳代 発熱

70歳代

1617 女性

大腸高分化管状腺癌

本態性血小板血症 不明

1616 男性

DM、狭心症、高血圧 なし1615 男性 50歳代

体部白癬 肺結核

慢性腎不全、高血圧、高尿
酸血症、脂質異常症、緑内
障

70歳代

1618 男性 70歳代

1619 80歳代女性

高血圧、糖尿病、喘息 なし
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1624 男性 60歳代 腫瘍崩壊症候群 回復 9日 なし

慢性腎不全、僧帽弁閉鎖不
全症(弁置換術後)、心房細
動、慢性心不全、胸椎圧迫
骨折(術後)、蓄膿症手術

赤血球数減少 未回復 259日

血小板数減少 未回復 288日

貧血 未回復 326日

1626 男性 70歳代 好中球減少症 回復 13日 不明 不明

1627 男性 70歳代 間質性肺炎 不明 不明 不明 不明

1628 男性 70歳代 肺炎 死亡 72日 糖尿病 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

1629 男性 50歳代 骨髄機能不全 回復 不明 痛風 なし

1630 男性 50歳代 敗血症 軽快 不明 不明 不明

1631 女性 60歳代 間質性肺疾患 死亡 300日 高血圧 なし

インフルエンザ 軽快 4日

呼吸不全 死亡 14日

1633 女性 不明 心不全 不明 394日 なし 不明

感染性腸炎 軽快 7日

感染性腸炎 回復 29日

1635 男性 50歳代 腎尿細管性アシドーシス 回復 5日 糖尿病、慢性心不全 狭心症

好中球減少症 軽快 不明

慢性骨髄単球性白血病 回復 不明

好中球減少症 軽快 不明

1637 男性 50歳代 発熱性好中球減少症 回復 177日
倦怠感、輸血、皮下出血、貧
血、腹水、肝硬変、高ｱﾝﾓﾆｱ
血症、慢性腎不全

C型肝硬変

1638 男性 70歳代 死亡 死亡 110日 なし 不明

壊死性筋膜炎 後遺症 15日

蜂巣炎 後遺症 15日

1640 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 死亡 694日 なし 胃癌手術

1641 女性 70歳代 突発性難聴 後遺症 98日 高血圧症 右乳癌

脳出血 死亡 65日

感染 回復 33日

蜂巣炎 軽快 50日

1643 男性 70歳代 消化管壊死 死亡 不明 心不全、心筋梗塞、貧血 不明

1639 大腸癌、間質性肺炎前立腺肥大、慢性関節ﾘｳﾏﾁ80歳代

急性骨髄性白血病、子宮内
膜症

1634 女性 60歳代

1636 女性 50歳代 不明 不明

なし なし

70歳代 なし
アルコール性肝硬変、肺気
腫

1642 男性 70歳代

70歳代

男性

肩関節炎、高血圧症

1625 女性

男性1632

心筋梗塞 大腸癌、膵炎
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1644 男性 70歳代 敗血症 不明 不明 不明 不明

1645 男性 50歳代 気管支肺アスペルギルス症 回復 不明 不明
膜性増殖性糸球体腎炎、腎
移植

メレナ 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

1647 男性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 113日 なし なし

1648 男性 40歳代 腎障害 未回復 5日
移植後GVHD、移植後再発、
腫瘍崩壊症候群

血縁骨間HLA半合致末梢血
幹細胞移植

1649 男性 60歳代 好中球数減少 未回復 29日 不明 不明

1650 女性 不明 肺感染 回復 不明 不明 不明

1651 男性 60歳代 蜂巣炎 回復 不明 不明 不明

1652 女性 80歳代 肺炎 回復 570日 高血圧、閉塞性動脈硬化症 なし

敗血症 回復 264日

敗血症 回復 294日

呼吸困難 回復 313日

うっ血性心不全 回復 314日

敗血症 回復 341日

うっ血性心不全 回復 344日

1654 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 397日 慢性胃炎、便秘、不眠、BPH 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫、胃癌、脳梗塞

1655 女性 不明 骨髄異形成症候群の転化 不明 不明 不明 不明

間質性肺疾患 死亡 161日

細菌性肺炎 軽快 150日

器質化肺炎 死亡 不明

1657 男性 70歳代 間質性肺疾患 未回復 159日 2型糖尿病 間質性肺炎、虚血性心疾患

1658 不明 不明 皮膚白血病 不明 不明 不明 不明

血球減少症 不明 不明

骨髄芽球数増加 不明 不明

1660 男性 70歳代 血中クレアチニン増加 未回復 4日 高血圧 不明

帯状疱疹 回復 不明

骨髄炎 不明 不明

血小板数減少 回復 不明

白血球数減少 回復 不明

好中球数減少 回復 不明

1659

不明ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病1646 男性 30歳代

女性 80歳代

1656 男性 70歳代
特発性器質化肺炎、胃印環
細胞癌、高血圧、高尿酸血
症

虫垂炎

関節ﾘｳﾏﾁ 肺癌

1653 女性 80歳代 輸血後鉄過剰症 なし

不明不明

RA、抗ﾘﾝ脂質抗体症候群、
好中球性皮膚症

不明

1661 男性 60歳代

1662 男性 60歳代
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1663 男性 80歳代 血中ビリルビン増加 未回復 不明 不明 不明

敗血症性ショック 死亡 22日

発熱性好中球減少症 不明 不明

1665 男性 60歳代 ショック 軽快 2日 抗生剤不応の発熱 不明

尿細管間質性腎炎 回復 不明

感染性腸炎 回復 不明

1667 女性 60歳代 敗血症性ショック 不明 不明 術後難治性十二指腸皮膚瘻
上行結腸癌、腹腔鏡下回盲
部切除術、人工肛門造設術

急性腎障害 軽快 4日

意識変容状態 軽快 4日

多臓器機能不全症候群 死亡 24日

敗血症 死亡 24日

1669 男性 80歳代 腸間膜動脈閉塞 死亡 97日 2型糖尿病 大腸癌手術

好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

1671 男性 70歳代 肺扁平上皮癌 回復 292日 不明 不明

背部痛 回復 12日

骨髄壊死 回復 14日

1673 男性 不明 急性骨髄性白血病 死亡 不明 骨髄腫 不明

白質脳症 未回復 166日

認知症 不明 不明

1675 男性 60歳代 発疹 未回復 不明 不明 不明

1676 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 487日 なし なし

壊疽性膿皮症 未回復 不明

ベーチェット症候群 未回復 不明

1678 女性 60歳代 骨髄壊死 軽快 31日 B型肝硬変 虫垂炎

1679 男性 70歳代 心不全 不明 11日 不明 不明

発熱 回復 2日

関節痛 回復 3日

浮動性めまい 回復 3日

発疹 回復 3日

1664

1668 男性 70歳代

1666 男性 60歳代 不明
膀胱、右副腎DLBCL、膀胱
内結石

慢性閉塞性肺疾患、発熱性
好中球減少症、体液貯留

変形性股関節症、虫垂炎

70歳代

女性 50歳代 不明 不明

1674 男性

1680 男性

女性 不明 不明 不明

腰部脊柱管狭窄症

不明 不明

なし

1677 男性 10歳代

不明 不明 同種造血幹細胞移植1670 男性

60歳代 ろ胞性ﾘﾝﾊﾟ腫 なし

1672
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白血球数減少 回復 不明

好中球数減少 回復 不明

血小板数減少 回復 不明

1683 不明 不明 蜂巣炎 不明 不明 不明 不明

1684 不明 不明 肺感染 不明 不明 不明 不明

1685 不明 不明 間質性肺疾患 回復 不明 不明 不明

1686 不明 80歳代 死亡 死亡 不明 不明 不明

細菌性敗血症 死亡 不明

敗血症性ショック 死亡 不明

腎梗塞 未回復 不明

頭蓋内出血 未回復 不明

1688 男性 70歳代 肺炎 不明 不明
高血圧、うっ血性心不全、肺
炎

なし

1689 男性 70歳代 慢性心不全 回復 238日 肺気腫、高血圧 胃癌(胃亜全摘)

1690 男性 70歳代 壊死性筋膜炎 軽快 24日 不明 不明

白血球数減少 不明 不明

好中球数減少 不明 不明

1692 男性 10歳代 肺炎 死亡 不明
侵襲性肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症、慢
性腎不全、GVHD

同種造血幹細胞移植

発熱性好中球減少症 回復 393日

肺炎 回復 688日

誤嚥性肺炎 回復 688日

1694 女性 60歳代 器質化肺炎 死亡 不明 不明 非ﾎｼﾞｷﾝﾘﾝﾊﾟ腫

発熱性好中球減少症 軽快 不明

腹膜炎 回復 不明

腹膜炎 軽快 不明

汎血球減少症 不明 不明

1696 男性 80歳代 敗血症 死亡 不明 不明 不明

1697 男性 70歳代 死亡 死亡 不明 不明 不明

1698 不明 70歳代 死亡 死亡 不明 不明 不明

1699 男性 50歳代 肺炎 死亡 不明 肺胞蛋白症 不明

1700 女性 10歳未満 赤白血病 死亡 13日 ﾀﾞｳﾝ症候群、肝脾腫 なし

1695 男性 80歳代 慢性腎不全、汎血球減少 高血圧症、脳梗塞

1691 女性 70歳代 慢性膵炎 不明

不明

不明1681 男性 70歳代

1693 男性 70歳代
高尿酸血症、胃潰瘍、不眠
症、老人性認知症、胆汁うっ
滞、便秘症

なし

1687 男性 不明 尋常性乾癬、両側視神経炎

不明
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1701 女性 80歳代 好中球性皮膚症 回復 25日
高血圧、脂質異常症、脊椎
管狭窄症

脳梗塞

好中球減少症 回復 74日

発熱性好中球減少症 回復 213日

発熱性好中球減少症 回復 327日

発熱性好中球減少症 回復 358日

発熱性好中球減少症 未回復 410日

うっ血性心不全 軽快 27日

肺炎 軽快 27日

1704 不明 不明 播種性結核 回復 不明 なし なし

1705 女性 60歳代 胸水 死亡 不明 肺癌 不明

1706 男性 70歳代 敗血症 死亡 不明 不明 不明

1707 男性 60歳代 肺炎 不明 不明 不明 不明

1708 男性 60歳代 肺炎 回復 不明 不明 不明

1709 男性 80歳代 肺炎 死亡 不明 不明 不明

1710 男性 60歳代 肺高血圧症 軽快 25日 なし 胃癌術後

1711 男性 70歳代 間質性肺疾患 不明 不明 不明 不明

細菌感染 回復 123日

細菌感染 回復 156日

細菌感染 回復 199日

1713 女性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 43日

濾胞性ﾘﾝﾊﾟ腫、慢性閉塞性
肺疾患、陳旧性心筋梗塞、
脂質異常症、胸腰椎圧迫骨
折、不眠症

右大腿骨頸部骨折(手術)、外
傷性脳出血･くも膜下出血

びまん性大細胞型Ｂ細胞性リンパ腫 不明 不明

骨髄異形成症候群の転化 不明 不明

腹膜炎 死亡 不明

発疹 回復 3日

発疹 回復 30日

1716 女性 60歳代 心膜炎 回復 8日
心不全、高血圧症、高尿酸
血症、逆流性食道炎、不眠
症

なし

1717 男性 80歳代 肺結核 未回復 131日 なし
陳旧性心筋梗塞、石綿関連
胸膜ﾌﾟﾗｰｸ

1718 女性 70歳代 肺炎 回復 9日
高血圧、高脂血症、甲状腺
機能低下症、白血球減少
症、貧血、好中球減少症

不明

男性 80歳代

女性 60歳代 不明1712

1715 男性 60歳代

不明

男性 70歳代 高尿酸血症 なし

1702 女性 70歳代 不明
発熱性好中球減少症、発熱
性好中球減少症

なし なし

1703

不明 不明1714
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発熱性好中球減少症 不明 不明

播種性血管内凝固 不明 不明

1720 男性 不明 死亡 死亡 不明 不明 不明

1721 女性 40歳代 マイコバクテリア感染 軽快 不明
腸管Bechet病、2次性肺胞蛋
白症

不明

胃炎 回復 287日

胃炎 回復 311日

真菌性肺炎 回復 409日

白血球減少症 未回復 1216日

1723 男性 60歳代 閉塞性細気管支炎 軽快 218日 なし 不明

1724 男性 70歳代 気管支肺アスペルギルス症 死亡 不明 不明 不明

1725 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 26日 不明 不明

1726 不明 不明 間質性肺疾患 死亡 不明 不明 不明

1727 不明 不明 器質化肺炎 死亡 10日
高血圧、ｱﾙｺｰﾙ性肝硬変、
間質性肺炎

右鼡径ﾍﾙﾆｱ、右半月板損傷

1728 女性 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

肺炎 回復 145日

好中球数減少 回復 51日

好中球数減少 回復 124日

発熱性好中球減少症 回復 145日

1730 男性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 不明
関節ﾘｳﾏﾁ、緑内障、2型糖尿
病、RS3PE症候群

心筋梗塞

1731 男性 80歳代 第Ｖ因子抑制 回復 不明
歯肉出血、芽球増加を伴う不
応性貧血、斑状出血、21ﾄﾘｿ
ﾐｰ

不明

肺炎 回復 65日

肺炎 軽快 212日

アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 回復 不明

アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 回復 不明

男性 80歳代 便秘症

60歳代 不明 不明

胃癌

男性

1729 男性 70歳代
慢性腎臓病、肺気腫、間質
性肺炎

一過性脳虚血発作

十二指腸潰瘍、子宮筋腫核
出術、変形性膝関節症、高
血圧、腰椎変性、骨粗鬆症、
口唇ﾍﾙﾍﾟｽ、骨髄異形成症
候群、口内炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性結
膜炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎、ﾄﾞﾗｲｱ
ｲ、急性骨髄性白血病

不明1722 女性 70歳代

1719

同種末梢造血幹細胞移植、
移植、移植片対宿主病、骨
髄移植

不明1733 女性 10歳未満

1732
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発熱性好中球減少症 回復 22日

発熱性好中球減少症 回復 57日

発熱性好中球減少症 回復 145日

悪心 回復 403日

血小板数減少 回復 692日

鼻出血 回復 692日

発熱性好中球減少症 回復 692日

発熱性好中球減少症 回復 755日

発熱性好中球減少症 回復 825日

1735 女性 70歳代 肺炎 死亡 不明
甲状腺乳頭癌、甲状腺癌、ﾘ
ﾝﾊﾟ節転移、第5頚椎転移、
左副腎転移

甲状腺乳頭癌、右葉切除
術、左下葉肺癌、対側肺転
移、胸膜播種、癌性胸水

血球減少症 死亡 不明

感染 死亡 不明

1737 男性 60歳代 血小板数減少 不明 不明 不明 不明

1738 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

1739 男性 不明 血球減少症 不明 不明 不明 不明

菌血症 回復 不明

肺炎 回復 不明

好中球数減少 不明 不明

肺炎 死亡 不明

1742 女性 90歳代 心不全 不明 5日 慢性心不全 不明

敗血症 回復 34日

敗血症 回復 138日

敗血症 回復 196日

発熱性好中球減少症 回復 321日

発熱性好中球減少症 未回復 356日

1744 女性 70歳代 肺臓炎 回復 不明 不応性貧血 不明

1745 女性 70歳代 汎血球減少症 不明 538日 不明 不明

1746 女性 70歳代 敗血症 回復 12日 不明 不明

蜂巣炎、咽頭炎

1736 男性 不明 不明 不明

狭心症、肺気腫 不明1740 男性 70歳代

1741 女性 70歳代
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ、器質化肺炎、
単純性潰瘍

不明

1734 男性 60歳代
発熱性好中球減少症、右下
肢痛、非喫煙者、貧血、便
秘、元ｱﾙｺｰﾙ摂取者

不明

70歳代男性1743

元ﾀﾊﾞｺ使用者、蜂巣炎、口
腔粘膜炎、低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症、
白血球減少症、好中球減少
症、咽頭炎、胃炎、発疹、輸
血依存性貧血、血小板減少
症、全血輸血
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慢性閉塞性肺疾患 後遺症 8日

細菌性肺炎 後遺症 3日

腎不全 未回復 9日

全身性カンジダ 死亡 35日

胃腸出血 軽快 20日

発熱 回復 52日

汎血球減少症 軽快 不明

器質化肺炎 回復 29日

低アルブミン血症 回復 19日

感染 回復 32日

発熱性好中球減少症 回復 32日

1751 男性 80歳代 抗利尿ホルモン不適合分泌 軽快 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 軽快 2212日

敗血症 軽快 2212日

骨髄機能不全 軽快 2212日

1753 女性 10歳未満 発熱性好中球減少症 不明 不明
骨髄移植NOS、21ﾄﾘｿﾐｰ、皮
膚移植片対宿主病

不明

1754 女性 80歳代 胆嚢炎 未回復 21日
胆嚢結石、食欲不振、冠攣
縮性狭心症、高血圧、耐糖
能異常、非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝

不明

好中球減少性大腸炎 回復 52日

心不全 未回復 129日

心障害 不明 不明

胸水 不明 不明

1757 女性 80歳代 悪心 回復 2日 不明 不明

1758 男性 70歳代 腎尿細管性アシドーシス 回復 5日 不明 不明

肝酵素上昇 回復 6日

肝酵素上昇 軽快 113日

肝酵素上昇 軽快 213日

敗血症 不明 4日

間質性肺疾患 死亡 8日

1761 男性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 49日 なし 気胸、肺気腫

1756

ANCA関連肺腎疾患 ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾛｰﾏ1760

不明

大動脈弁狭窄症、輸血後鉄
過剰症、低ﾀﾝﾊﾟｸ血症、Mﾀﾝ
ﾊﾟｸ血症、皮脂欠乏性湿疹、
ねこｱﾚﾙｷﾞｰ

不明1752 女性 80歳代

なし

70歳代

1755 男性 70歳代

元喫煙者、慢性胃炎、高血
圧、不眠症、輸血依存性貧
血、好中球減少症、血小板
減少症、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ性肺炎、
低ｶﾙｼｳﾑ血症、濃厚赤血球
輸血

不明

男性 70歳代

1747 男性 60歳代

1748

不明

発作性心房細動、高血圧症

男性 70歳代

1749 男性

1750

男性
高血圧症、高脂血症、アレル
ギー性皮疹

男性

慢性閉塞性肺疾患、慢性腎
不全

腹部大動脈瘤、大動脈瘤修
復、MRSA敗血症、肺気腫

不明

肺癌、心房細動、心筋症

不明

くも膜下出血

1759 60歳代
精巣上体炎、慢性蕁麻疹、
腰痛症

70歳代

男性 不明
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1762 男性 不明 血小板数減少 不明 不明 不明 不明

好中球減少症 回復 56日

発熱性好中球減少症 回復 141日

白血球減少症 回復 72日

好中球減少症 回復 72日

発熱性好中球減少症 回復 72日

好中球減少症 回復 158日

白血球減少症 未回復 3日

1765 男性 70歳代 敗血症 死亡 不明 不明 不明

1766 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 未回復 34日

元喫煙者、腎動脈狭窄症、
発疹、高血圧、高脂血症、輸
血依存性貧血、好中球数減
少、濃厚赤血球輸血、造血
障害、白血球減少症、高ｶﾘｳ
ﾑ血症、肝機能障害、橋本
病、甲状腺機能低下症、大
腿痛

MDS

白血球減少症 回復 68日

好中球減少症 回復 68日

1768 男性 70歳代 肝膿瘍 軽快 78日

狭心症、糖尿病、高ｺﾚｽﾃﾛｰ
ﾙ血症、不眠症、皮膚乾燥、
発熱性好中球減少症、高血
圧

不明

1769 男性 80歳代 誤嚥性肺炎 不明 不明 特異疹 なし

汎血球減少症 不明 不明

ムコール症 死亡 不明

1771 男性 80歳代 肝障害 軽快 2日 痛風、高血圧 不明

腹腔動脈閉塞 死亡 26日

代謝性アシドーシス 不明 26日

循環虚脱 不明 26日

白血球数減少 軽快 不明

バチルス性菌血症 軽快 不明

1774 男性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 141日

良性前立腺肥大症、元喫煙
者、皮膚乾燥、腰椎椎間板ﾍ
ﾙﾆｱ、神経ﾌﾞﾛｯｸ、関節ﾘｳﾏ
ﾁ、肺気腫、過活動性膀胱、
貧血、好中球減少症、ﾄﾞﾗｲｱ
ｲ、便秘、腎障害、花粉症、B
型肝炎ｳｲﾙｽ感染後

白内障、血小板減少症

1775 女性 70歳代 Ｃ－反応性蛋白増加 回復 36日 不明 不明

不明

1763 男性

不明 不明80歳代男性

1764 男性 70歳代

不明 不明1770 男性 70歳代

1772 男性 80歳代

関節ﾘｳﾏﾁ、高尿酸血症、低ｶ
ﾘｳﾑ血症、輸血依存性貧血、
血小板減少症、抜歯、高血
圧、非喫煙者

齲歯

1767 男性 70歳代
白血球減少症、胃炎、不眠
症、好中球減少症、血小板
減少症、輸血依存性貧血

元喫煙者、高血圧、高尿酸
血症、輸血依存性貧血、歯
肉腫脹、白血球減少症、好
中球減少症、QT延長、血小
板減少症、急性骨髄性白血
病、再発急性骨髄性白血
病、急性骨髄性白血病進
行、骨髄生検

不明

70歳代

元喫煙者、高ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ血症、
白血球減少症、好中球減少
症、輸血必需者、輸血依存
性貧血、血小板輸血、輸血

不明

1773
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1776 男性 80歳代 肺炎 回復 39日 不明 不明

消化管穿孔 軽快 39日

敗血症性ショック 回復 40日

1778 男性 70歳代 出血性小腸潰瘍 回復 47日 腰痛、発熱性好中球減少症 腸ﾍﾙﾆｱ、腸閉塞

1779 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 35日

高血圧、高脂血症、ﾗｸﾅ梗
塞、脊柱管狭窄症、ﾄﾞﾗｲｱｲ、
緑内障、不眠症、痔核、便
秘、発熱性好中球減少症、
発熱性好中球減少症、口腔
粘膜炎、中大脳動脈閉塞

全膝関節再置換、変形性膝
関節症

心嚢液貯留 回復 36日

突然死 死亡 99日

1781 男性 80歳代 肺胞出血 未回復 不明 肺胞蛋白症 不明

1782 男性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 6日
汎血球減少症、慢性心不
全、不安定狭心症、二次性
溶血性貧血

不明

1783 女性 70歳代 間質性肺疾患 回復 2日 二血球減少症、花粉症 下肢静脈瘤

1784 不明 不明 感染 死亡 不明 不明 不明

1785 男性 70歳代 真菌性肺炎 回復 72日
脂質異常症、高血圧、鼡径ﾍ
ﾙﾆｱ

虫垂炎

1786 男性 80歳代 虚血性大腸炎 回復 31日
高血圧症、心房細動、前立
腺肥大症、狭心症

なし

1787 男性 40歳代 肝障害 軽快 不明 不明
血縁者間HLA一致末梢血造
血幹細胞移植

1788 女性 70歳代 ブドウ球菌性敗血症 回復 332日

高血圧、胆石症、口角炎、低
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症、白血球増加
症、輸血依存性貧血、血小
板減少症、非喫煙者

子宮摘出、突発性難聴

発熱性好中球減少症 回復 112日

発熱性好中球減少症 未回復 297日

血小板数減少 回復 9日

白血球数減少 回復 9日

血中ブドウ糖増加 回復 9日

1791 男性 不明 貧血 回復 不明 不明 不明

股関節形成
骨粗鬆症、不眠症、下肢痛、
低ｶﾘｳﾑ血症

70歳代女性1777

1780 女性 80歳代
潰瘍性大腸炎、僧帽弁閉鎖
不全症、心房細動、白内障、
難聴、不眠症

大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1790 男性 10歳代 不明 不明

元喫煙者、便秘、高脂血症、
腰痛、骨粗鬆症、白内障、不
明確な障害、片頭痛、輸血依
存性貧血、輸血依存性血小
板減少症、ﾄﾞﾗｲｱｲ、皮膚乾
燥、好中球減少症、白血球
数減少、再発急性骨髄性白
血病、歯周病、濃厚赤血球
輸血、濃厚赤血球輸血、ｸﾚｱ
ﾁﾆﾝ増加、高ﾘﾝ酸塩血症、濃
厚赤血球輸血、血小板輸
血、痔核、濃厚赤血球輸血、
血小板輸血

不明1789 女性 80歳代
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1792 男性 60歳代 進行性多巣性白質脳症 不明 不明 不明 不明

1793 女性 70歳代 好中球数減少 回復 不明 不明 不明

発熱 回復 38日

敗血症 未回復 126日

好中球数減少 軽快 不明

膿瘡 軽快 不明

1796 女性 60歳代 ムコール症 死亡 不明 ｷｬｯｽﾙﾏﾝ病 不明

発熱性好中球減少症 回復 127日

発熱性好中球減少症 未回復 235日

肝膿瘍 未回復 297日

1798 男性 60歳代 腫瘍崩壊症候群 未回復 不明 不明 不明

1799 不明 80歳代 低ナトリウム血症 回復 不明 不明 不明

1800 男性 70歳代 急性骨髄性白血病への転化 不明 不明 不明 不明

1801 男性 不明 骨髄機能不全 軽快 不明 不明 不明

1802 女性 80歳代 発熱性好中球減少症 回復 179日
股関節痛、高血圧、輸血依
存性貧血、花粉ｱﾚﾙｷﾞｰ、非
喫煙者

子宮脱、半月板損傷、脊柱
管狭窄症、脳血管発作、深
部静脈血栓症、子宮内膜症

1803 不明 不明 肺臓炎 死亡 不明 不明 不明

1804 男性 70歳代 結核 死亡 不明 不明 不明

肺炎 未回復 379日

好中球減少症 回復 372日

1806 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 不明

高脂血症、高血圧、神経調
節性失神、逆流性食道炎、
胃粘膜下腫瘍、萎縮性胃
炎、胆嚢ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、萎縮性胃
炎、鼻中隔弯曲症、ﾄﾞﾗｲｱｲ
(両眼)、B型肝炎(測定不能な
B型肝炎ｳｲﾙｽ)、糖尿病、結
腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、慢性歯周炎、元喫
煙者、口腔粘膜炎、便秘、咽
喉痛、咽喉痛、咽喉痛、湿性
咳嗽、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎

下肢深部静脈血栓症

1807 男性 70歳代 心不全 未回復 34日
元喫煙者、良性前立腺肥大
症、慢性心不全、肺動脈弁
逆流

不明

不明

1805 女性 80歳代

大腿骨骨折、髄内釘固定、
高血圧、高脂血症、骨粗鬆
症、輸血依存性貧血、血小
板減少症、低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症、
好中球減少症、白舌、低ｶﾙｼ
ｳﾑ血症、元喫煙者、血小板
輸血、濃厚赤血球輸血

不明

不明不明1795 男性 60歳代

1794 男性 80歳代 不明 不明

高血圧、大うつ病性障害、好
中球減少症、血小板減少
症、輸血依存性貧血、便秘、
白血球減少症、再発急性骨
髄性白血病、濃厚赤血球輸
血、濃厚赤血球輸血、濃厚
赤血球輸血、濃厚赤血球輸
血、濃厚赤血球輸血、ﾄﾞﾗｲｱ
ｲ、眼精疲労

80歳代1797 女性
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発熱 回復 7日

肝機能異常 回復 9日

腎機能障害 回復 4日

肝機能異常 回復 57日

1809 女性 60歳代 胸水 軽快 20日 発熱 真菌症、子宮筋腫手術

1810 女性 60歳代 肺炎球菌感染 回復 22日 なし なし

好中球数減少 回復 64日

肺炎 回復 64日

1812 男性 70歳代 薬疹 未回復 不明 不明 不明

1813 男性 不明 肺炎 不明 不明 不明 不明

心不全 不明 不明

脳梗塞 軽快 336日

1815 男性 60歳代 真菌感染 軽快 不明 不明 不全型ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病

胃腸出血 回復 25日

胃腸出血 回復 55日

胃腸出血 回復 87日

メレナ 回復 4日

メレナ 回復 43日

小腸潰瘍 回復 4日

大腸潰瘍 回復 4日

大腸潰瘍 回復 43日

出血性腸炎 回復 4日

出血性腸炎 回復 43日

1818 男性 70歳代 咽頭炎 軽快 213日

2型糖尿病、糖尿病性腎症、
腺筋症、胆石、尿管結石、腎
結石症、蕁麻疹、そう痒症、
腰部脊柱管狭窄症、変形性
脊椎症、関節痛、筋骨格痛、
緑内障、陰嚢腫脹、慢性胃
炎、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、右脚ﾌﾞﾛｯｸ、
便秘

骨髄異形成症候群、胃癌

1819 男性 70歳代 器質化肺炎 軽快 不明 不明 不明

1820 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 184日

便秘、聴力低下、良性前立
腺肥大症、γ-ｸﾞﾙﾀﾐﾙﾄﾗﾝｽ
ﾌｪﾗｰｾﾞ増加、末梢性ﾆｭｰﾛﾊﾟ
ﾁｰ、浮動性めまい、頚動脈
狭窄、胆石症、足部白癬、高
血圧、脂質異常症

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、血尿

糖尿病、腹部大動脈瘤 S状結腸憩室炎、前立腺癌70歳代男性1816

1817 女性 80歳代
認知症、高血圧、脂質異常
症

右下肺肺炎、急性胃腸炎

1808 男性 70歳代

1811 男性

不明 不明1814 男性 70歳代

70歳代

高血圧症、逆流性食道炎、
胃潰瘍、慢性腎臓病、不眠
症、便秘症

不明

不明 不明
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敗血症 回復 239日

血便排泄 回復 242日

1822 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 338日

高血圧、脂質異常症、便秘、
息切れ、関節炎、貧血増悪、
好中球減少症増悪、血小板
増加症の悪化、白血球減少
症の悪化、不眠症、呼吸困
難、鉄過剰

不明

1823 男性 70歳代 胆嚢炎 不明 不明 結腸癌 不明

1824 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 66日

高血圧、糖尿病、網膜手術、
緑内障、慢性色素性紫斑、
白血球減少症、血小板減少
症、貧血、好中球減少症、筋
損傷、背部痛、白内障、痔
核、低ｱﾙﾌﾞﾐﾝ血症

骨髄異形成症候群、肺炎

1825 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 59日
高血圧、脂質異常症、糖尿
病、汗疹、便秘

再発膀胱癌、膀胱癌、再発
膀胱癌、骨髄異形成症候群

1826 男性 60歳代 虚血性大腸炎 軽快 7日
2型糖尿病、肺気腫、末期腎
不全(維持透析)

不明

高熱 不明 不明

感染 不明 不明

1828 女性 70歳代 発熱 不明 不明 不明 不明

上気道感染 回復 127日

発熱性好中球減少症 回復 807日

1830 男性 50歳代 好中球減少症 回復 11日 不明 肺移植

1831 不明 不明 感染 不明 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 回復 279日

消化管感染 未回復 490日

上腹部痛 軽快 490日

発熱性好中球減少症 回復 537日

食欲減退 軽快 537日

浮動性めまい 不明 537日

発熱性好中球減少症 回復 802日

肺炎 回復 13日

敗血症性ショック 回復 13日

1829 男性 70歳代

良性前立腺肥大、高尿酸血
症、B型肝炎ｷｬﾘｱｰ、便秘、
血小板減少症、貧血、慢性
腎臓病、口腔咽頭痛、皮膚
乾燥、不眠症、体重減少、味
覚異常、白血球減少症、好
中球減少症

膀胱新生物、腎細胞癌、発
熱性好中球減少症、血中乳
酸脱水素酵素増加、単純ﾍﾙ
ﾍﾟｽ

1832 男性 80歳代

便秘、無症候性脳梗塞、慢
性副鼻腔炎、坐骨神経痛、ﾘ
ﾝﾊﾟ節腫大、輸血依存性血小
板減少症、慢性胃炎、輸血
依存性貧血、白血球減少
症、好中球減少症、ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ
腺過形成、結腸憩室症、皮
膚乾燥、紙巻ﾀﾊﾞｺ喫煙者、
付合い程度の飲酒者、咽頭
発赤

ﾘﾝﾊﾟ節生検、咽頭痛、ﾘﾝﾊﾟ節
痛、A型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ感
染

1833 女性
僧帽弁閉鎖不全、発作性心
房細動、慢性心不全、慢性
腎不全

高尿酸血症

1827 男性 不明 ｽｳｨｰﾄ症候群 不明

1821 男性 70歳代

2型糖尿病、糖尿病性腎症、
嚢胞性腺筋腫症、胆石、尿
管結石症、腎結石、蕁麻疹、
萎縮性胃炎、結腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、不
完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ、便秘

骨髄異形成症候群、そう痒
症、腰部脊柱管狭窄症、変
形性脊椎症、膝痛、肩痛、緑
内障、胃癌、陰嚢腫脹

70歳代
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1834 男性 70歳代 肺炎 回復 29日
好中球数低値、高血圧、花
粉ｱﾚﾙｷﾞｰ

左鼡径ﾍﾙﾆｱ、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1835 女性 70歳代 間質性肺疾患 軽快 13日 なし 右結腸癌

1836 不明 不明 感染 不明 不明 不明 不明

1837 男性 30歳代 死亡 死亡 不明 不明 不明

1838 男性 不明 肺炎 死亡 不明 不明 不明

1839 女性 70歳代 蜂巣炎 回復 286日

高脂血症、輸血依存性貧
血、発熱、低酸素症、口腔粘
膜炎、右腕内出血、急性骨
髄性白血病、無症候性脳梗
塞、高血圧、便秘、不眠症、
緑内障、痔核

骨髄異形成症候群

1840 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 87日 総胆管結石
びまん性大細胞型Ｂ細胞性リ
ンパ腫

1841 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 2日
後縦靱帯骨化症、緑内障、
前立腺肥大症、便秘症

発熱性好中球減少症

1842 女性 80歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

1843 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 186日 不明 不明

1844 男性 70歳代 敗血症 死亡 736日 不明 不明

1845 男性 70歳代 耳帯状疱疹 回復 29日

脂質異常症、高血圧症、突
発性難聴、滲出性中耳炎、
慢性副鼻腔炎、ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻
炎、便秘症

陳旧性心筋梗塞

発熱 軽快 10日

倦怠感 軽快 10日

貧血 回復 10日

血小板数減少 軽快 10日

1847 男性 70歳代 骨髄機能不全 回復 89日 脳梗塞、不整脈 不明

1848 女性 70歳代 急性心不全 回復 不明
洞不全症候群、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ留
置

不明

出血 不明 不明

肺炎 不明 7日

好中球減少症 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

1851 男性 10歳代 発熱性好中球減少症 回復 不明 汎血球減少症 不明

1852 女性 30歳代 サイトメガロウイルス感染 不明 不明
回盲部に多発する抜き打ち
潰瘍、ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病

なし

発熱性好中球減少症 回復 386日

敗血症 未回復 420日

虫垂炎
脂質異常症、高血圧、鼡径ﾍ
ﾙﾆｱ

70歳代男性1853

結腸癌術後葉酸欠乏70歳代男性1846

10歳代男性1850

80歳代女性1849

貧血、血小板減少症、白血
球増加症

不明

不明

不明
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発熱性好中球減少症 回復 124日

肺炎 回復 124日

1855 女性 70歳代 眼窩蜂巣炎 回復 286日

高脂血症、輸血依存性貧
血、発熱、低酸素症、口腔粘
膜炎、内出血、急性骨髄性
白血病、無症候性脳梗塞、
高血圧、便秘、不眠症、緑内
障、痔核

骨髄異形成症候群

1856 女性 80歳代 脳幹出血 死亡 不明 不明 不明

1857 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 511日 貧血、好中球減少症 白血球減少症

1858 男性 80歳代 非定型マイコバクテリア感染 不明 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 回復 5日

敗血症ショック 回復 18日

1860 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 死亡 2日 耳漏
瀰漫性大細胞型B細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫、鼠径ﾍﾙﾆｱ

肺胞出血 死亡 44日

敗血症 回復 7日

好中球性皮膚症 回復 不明

肺炎 不明 不明

1863 男性 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 軽快 不明

菌血症 不明 不明

肺炎 不明 不明

筋腫瘤 回復 不明

皮膚腫瘤 回復 不明

肺炎 軽快 不明

好中球減少症 不明 不明

筋膿瘍 不明 不明

1866 男性 50歳代 敗血症 回復 不明 不明 不明

1867 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 軽快 不明 不明 不明

1868 男性 60歳代 間質性肺疾患 死亡 不明 不明 不明

蜂巣炎 軽快 不明

壊死性筋膜炎 軽快 不明

敗血症性ショック 軽快 不明

肝膿瘍 軽快 不明

不明
骨髄異形成関連変化を伴う
急性骨髄性白血病、臍帯血
幹細胞移植

50歳代男性1865

不明 不明70歳代女性1869

1859 男性 不明 不明 不明

糖尿病、移植高血圧60歳代男性1861

1862 男性 70歳代 不明 不明

1864 男性 30歳代 不明 不明

1854 男性 80歳代
前立腺癌、便秘、高血圧、C
型肝炎

胃癌、変形性膝関節症、発
熱性好中球減少症
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合併症 既往歴

1870 男性 80歳代 発熱 軽快 149日
貧血、血小板減少症、便秘、
脊髄損傷の後遺症、網膜色
素変性、骨粗鬆症

大腸癌、骨髄異形成症候群

1871 男性 70歳代 肺炎 不明 496日

脳血管障害、高血圧、慢性
閉塞性肺疾患、過敏性腸症
候群、白内障、黄斑上膜、白
血球減少症、倦怠感、好中
球減少症、輸血依存性貧
血、ｱﾙｺｰﾙ症

不明

1872 男性 60歳代 急性熱性好中球性皮膚症 軽快 不明 貧血
非特定型末梢性T細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫

1873 男性 不明 胃腸出血 軽快 72日 不明 大腸癌、人工肛門

1874 男性 70歳代 心機能障害 軽快 3日 なし 心筋梗塞

1875 不明 不明 間質性肺疾患 不明 不明 間質性肺炎 不明

1876 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 不明

心臓弁置換、大動脈弁置
換、背部痛、便秘、肝機能障
害、完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ、左室肥
大、下肢腫瘤、湿疹、鼡径ﾍ
ﾙﾆｱ

B型肝炎、徐脈性不整脈、大
動脈狭窄、肺炎

1877 女性 60歳代 肺炎 死亡 351日 不明 不明

肺塞栓症 死亡 不明

ムコール症 死亡 不明

多臓器機能不全症候群 死亡 不明

播種性血管内凝固 不明 不明

急性骨髄性白血病への転化 不明 不明

1879 男性 80歳代 感染性腸炎 回復 309日

原発性ｱﾙﾄﾞｽﾃﾛﾝ症、副腎新
生物、高血圧、冠動脈ｱﾃﾛｰ
ﾑ硬化症、低ｶﾙｼｳﾑ血症、便
秘、短期記憶障害、好中球
数減少

くも膜下出血、水頭症

感染 回復 5日

感染 未回復 57日

うっ血性心不全 軽快 9日

うっ血性心不全 軽快 56日

肺炎 回復 309日

蜂巣炎 回復 309日

1881 女性 70歳代 胃腸出血 軽快 不明 不明 不明

肝膿瘍 回復 不明

好中球数減少 回復 不明

1883 女性 70歳代 貧血 軽快 375日
高血圧、脂質異常症、筋痙
攣

喉頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

1878 男性 80歳代 肺結核 胃癌、胃全摘

70歳代男性1880

高血圧、発作性心房細動、
脂質異常症、狭心症、高ﾎﾓｼ
ｽﾃｲﾝ血症、弓部大動脈瘤、
便秘、不眠症、皮膚そう痒
症、血中ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝ増加、ﾄﾞﾗｲｱ
ｲ、白内障

胃癌、大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ、大腿動脈
塞栓症

1882 男性 50歳代 不明 不明
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合併症 既往歴

心房細動 回復 417日

心房細動 回復 423日

1885 男性 80歳代 ブドウ球菌性敗血症 回復 40日 不明 透析患者

1886 女性 60歳代 敗血症 回復 62日 リウマチ 不明

心嚢液貯留 軽快 7日

心タンポナーデ 軽快 7日

1888 不明 不明 血球減少症 不明 不明 不明 不明

1889 不明 不明 心不全 未回復 不明 心不全 不明

1890 男性 不明 意識変容状態 不明 不明 不明 不明

敗血症性肺塞栓症 回復 291日

蜂巣炎 回復 293日

クレブシエラ感染 回復 578日

1892 男性 60歳代 好中球数減少 不明 291日 不明 不明

意識変容状態 不明 不明

播種性血管内凝固 不明 不明

感覚鈍麻 未回復 116日

筋力低下 未回復 116日

1895 男性 60歳代 心室性頻脈 不明 不明 不明 不明

1896 不明 不明 死亡 死亡 不明 不明 不明

播種性血管内凝固 未回復 41日

敗血症 回復 41日

出血性腸炎 回復 43日

低ナトリウム血症 不明 不明

抗利尿ホルモン不適合分泌 未回復 不明

敗血症 死亡 不明

1899 男性 70歳代 敗血症 回復 20日 不明 不明

1900 女性 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

1901 男性 70歳代 敗血症性ショック 死亡 不明 不明 糖尿病、腎機能障害

脳出血 死亡 不明

脳新生物 不明 不明

1887 男性 80歳代 不明 不明

高脂血症、2型糖尿病、低ﾅﾄ
ﾘｳﾑ血症、白血球減少症、貧
血、好中球減少症、白内障、
便秘、完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ、慢性
閉塞性肺疾患、腰痛

脳梗塞、血小板減少症、大
腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ切除

70歳代男性1884

不明不明1891 女性 70歳代

1893

不明 不明

女性 60歳代 不明 不明

1894 男性 70歳代 不明 不明

1897 男性 80歳代 不明 不明

1898 男性 70歳代 不明 不明

1902 男性 90歳代
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発熱性好中球減少症 不明 不明

真菌感染 不明 不明

気管支狭窄 不明 不明

1904 男性 不明 骨髄抑制 回復 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 回復 不明

発熱性好中球減少症 回復 不明

1906 女性 30歳代 肺炎 死亡 不明
慢性移植片対宿主病、閉塞
性気管支炎

骨髄移植、末梢造血幹細胞
移植

発熱 不明 4日

感染 不明 不明

1908 不明 60歳代 心不全 不明 6日 不明 不明

1909 女性 80歳代 心不全 軽快 6日 菌血症 なし

1910 男性 80歳代 肺炎 回復 675日

便秘、無症候性脳梗塞、慢
性副鼻腔炎、坐骨神経痛、ﾘ
ﾝﾊﾟ節腫脹、輸血依存性血小
板減少症、慢性胃炎、輸血
依存性貧血、白血球減少
症、好中球減少症、ﾌﾞﾙﾝﾅｰ
症候群、結腸憩室、皮膚乾
燥

咽頭紅斑、ﾘﾝﾊﾟ節痛

肺炎 不明 787日

肺炎 死亡 792日

脳梗塞 死亡 不明

脳出血 不明 不明

1913 男性 80歳代 間質性肺疾患 死亡 不明 間質性肺疾患 不明

発熱性好中球減少症 未回復 不明

敗血症性ショック 死亡 不明

1915 男性 60歳代 イレウス 軽快 1日 不明 不明

1916 女性 70歳代 肝嚢胞感染 回復 不明

痔核、腰痛症、全身性関節
炎、頭痛、肝嚢胞、閉経後、
膝関節炎、下肢関節拘縮、
関節拘縮、悪心、便秘、血小
板輸血、ｱﾚﾙｷﾞｰ反応、発
熱、悪寒、振戦、上腕痛、全
身性皮疹、全身発赤、全身
性そう痒症、元喫煙者

不明

1917 女性 50歳代 好中球減少症 不明 不明 慢性皮膚移植片対宿主病 不明

不明 不明

1905 男性 70歳代 不明 不明

1903 女性 60歳代

1907 不明不明高齢男性

腎癌、胃癌
ﾄﾞﾗｲｱｲ、緑内障、輸血依存
性貧血

80歳代男性1911

不明
高血圧、心室性期外収縮、
高ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ血症、ﾒﾆｴｰﾙ
病、貧血

1912 男性 80歳代

便秘、末梢神経障害性疼
痛、皮膚乾燥、花粉症

肺炎、蜂巣炎80歳代女性1914
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ストレス心筋症 軽快 不明

ストレス心筋症 軽快 不明

ストレス心筋症 不明 不明

1919 男性 80歳代 筋肉内血腫 軽快 5日
甲状腺機能低下症、高血
圧、前立腺肥大症

甲状腺腫瘍、悪性黒色腫

1920 不明 高齢 四肢痛 不明 不明 不明 不明

敗血症 不明 不明

ヘモグロビン減少 不明 不明

血小板数減少 不明 不明

好中球数減少 不明 不明

1922 女性 70歳代 間質性肺疾患 回復 110日 不明
リウマチ性多発筋痛、股関節
手術

1923 女性 10歳代 好中球減少症 回復 110日 ﾈｺ泣き症候群、貧血
誤嚥性肺炎、てんかん、全身
性強直性間代性発作

食欲減退 不明 不明

悪液質 不明 不明

無力症 死亡 不明

1925 女性 90歳代 肺炎 回復 631日

ﾘｳﾏﾁ性多発筋痛、冠動脈
瘻、骨粗鬆症、ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ性
副鼻腔炎、血小板減少症、
貧血、胸やけ、高脂血症、ﾄﾞﾗ
ｲｱｲ、結膜炎、痔核、胃食道
逆流性疾患、便秘、皮膚乾
燥、心電図QT補正間隔延
長、口内乾燥、味覚不全、白
血球減少症、体重減少、注
射部位反応

卵巣嚢胞、血中乳酸脱水素
酵素増加、ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾝ酸ｱﾐﾉﾄ
ﾗﾝｽﾃﾞﾗｰｾﾞ増加、腫瘍熱

発熱 不明 不明

感染 不明 不明

1927 男性 70歳代 口内炎 回復 不明 不明 不明

1928 不明 不明 心不全 不明 不明 不明 不明

1929 女性 70歳代 体重減少 不明 不明 不明 不明

1930 男性 不明 好中球減少症 不明 不明 不明 不明

好中球数減少 死亡 不明

敗血症 死亡 不明

発熱 回復 不明

肺炎 軽快 不明

男性 30歳代 不明 不明

骨髄抑制、感染70歳代女性1918 乳癌

不明 骨髄異形成症候群1931 男性 70歳代

1932

1921 男性 70歳代 不明 不明

1924 男性 60歳代 扁平上皮癌 胃癌

1926 不明 不明 不明 不明
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急性骨髄性白血病への転化 不明 不明

ｴﾌﾟｽﾀｲﾝ･ﾊﾞｰｳｲﾙｽ関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性障害 死亡 不明

白血球数減少 不明 不明

好中球数減少 不明 不明

1935 男性 60歳代 好中球減少症 不明 不明
肺ｱｽﾍﾟﾙｷﾞﾙｽ症、硬膜下血
腫

不明

1936 男性 70歳代 ＣＯＶＩＤ－１９ 不明 不明 不明 不明

1937 女性 80歳代 ＣＯＶＩＤ－１９ 不明 不明 不明 不明

1938 男性 70歳代 ＣＯＶＩＤ－１９ 不明 不明 不明 不明

1939 女性 80歳代 ＣＯＶＩＤ－１９ 不明 不明 不明 不明

1940 男性 80歳代 アスペルギルス感染 回復 32日 不明 不明

胃腸出血 未回復 不明

肺炎 死亡 不明

1942 男性 60歳代 器質化肺炎 軽快 不明 不明 不明

分化症候群 回復 107日

腎障害 回復 473日

腎障害 回復 484日

間質性肺疾患 軽快 不明

発熱 軽快 不明

1945 男性 80歳代 感染 未回復 不明 糖尿病 不明

外傷性血腫 軽快 650日

外傷性出血 未回復 651日

1947 男性 70歳代 発熱 未回復 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

真菌性肺炎 不明 不明

汎血球減少症 不明 不明

1949 不明 70歳代 肺炎 軽快 不明 不明 不明

急性熱性好中球性皮膚症 不明 不明

急性呼吸不全 不明 不明

発熱 回復 1日

意識レベルの低下 回復 4日

紅斑 回復 4日

非定型ﾏｲｺﾊﾞｸﾃﾘｱ感染、外
傷性血腫、高血圧

手首手術、滑膜炎1946 男性 70歳代

1948 男性

1950 男性 70歳代 不明 不明

不明不明1951 女性 80歳代

一過性脳虚血発作、脳梗塞高血圧、歯周病、不眠症70歳代男性1941

胃癌頬粘膜癌不明男性1944

大動脈弁逆流症、白内障、
脂質異常症、高血圧、高尿
酸血症、逆流性食道炎、腎
障害、不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ、変
形性腰椎症

胃癌、胸部大動脈瘤、盲腸
癌

1943 男性 70歳代

不明 不明1933 女性 60歳代

1934 女性 70歳代 不明 不明

50歳代 肺胞蛋白症 不明
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1952 不明 70歳代 好中球数減少 軽快 26日 不明 不明

1953 男性 80歳代 敗血症性ショック 不明 不明 汎血球減少症 不明

1954 男性 70歳代 好中球数減少 回復 不明 不明 不明

1955 男性 70歳代 肺炎 死亡 不明
皮下脂肪織炎様T細胞ﾘﾝﾊﾟ
腫

Sweet病、肺癌、COPD

1956 不明 不明 ＣＯＶＩＤ－１９ 不明 不明 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

蜂巣炎 軽快 不明

胃炎 軽快 不明

1958 女性 70歳代 間質性肺疾患 未回復 51日 高尿酸血症、逆流性食道炎 骨髄異形成症候群

1959 男性 70歳代 好中球減少症 回復 不明 肝障害 不明

1960 不明 不明 活動性低下 不明 不明 不明 不明

1961 男性 70歳代 蜂巣炎 不明 不明 不明 不明

血中乳酸脱水素酵素増加 回復 2日

腫瘍崩壊症候群 回復 2日

骨髄抑制 未回復 63日

腫瘍細胞の骨髄浸潤 未回復 95日

腎障害 回復 2日

1963 女性 70歳代 肺炎 軽快 14日 不明 肺炎

1964 男性 20歳代 死亡 死亡 不明 不明 不明

1965 不明 不明 好中球数減少 未回復 不明 不明 不明

1966 女性 70歳代 肺炎 不明 不明 不明 不明

肺炎 不明 不明

肺膿瘍 不明 不明

硬膜下血腫 回復 43日

肺炎 不明 不明

敗血症 回復 54日

1969 不明 不明 骨髄抑制 軽快 不明 不明 不明

1970 不明 不明 臨床検査異常 回復 不明 不明 不明

骨髄抑制 回復 不明

肺炎 回復 不明

1972 不明 不明 間質性肺疾患 不明 不明 間質性肺疾患 不明

1971 不明 不明 不明 不明

1957 男性 70歳代 不明 不明

1962 女性 70歳代 B型肝炎、肝硬変 乳癌

1967 男性 70歳代 慢性腎不全 不明

1968 女性 70歳代 なし 高血圧、脂質異常症
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1973 女性 70歳代 肺炎 回復 不明 貧血 不明

1974 不明 不明 血球減少症 未回復 不明 不明 不明

1975 不明 不明 死亡 死亡 57日 不明 不明

1976 男性 70歳代 肺臓炎 回復 不明 不明 不明

1977 男性 70歳代 ＣＯＶＩＤ－１９肺炎 回復 不明 乾性咳嗽 不明

1978 不明 不明 感染 不明 不明 不明 不明

1979 女性 70歳代 播種性血管内凝固 回復 2日
2型糖尿病、脂質異常症、慢
性腎臓病、非定型抗酸菌
症、

狭心症、卵巣嚢腫、角膜炎、
虹彩炎、結核、難聴

低ナトリウム血症 回復 8日

副腎機能不全 回復 8日

コルチゾール減少 回復 15日

1981 不明 不明 好中球数減少 不明 不明 不明 不明

1982 不明 不明 血小板数減少 不明 不明 不明 不明

1983 不明 不明 サイトメガロウイルス性大腸炎 不明 不明 不明 不明

1984 不明 不明 敗血症 不明 不明 不明 不明

1985 不明 不明 敗血症 不明 不明 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

皮膚感染 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

肺炎 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

肺炎 不明 不明

1980 男性 70歳代 高血圧、糖尿病 尿管癌、前立腺癌

不明不明50歳代女性1988

1987 女性 60歳代 不明 不明

不明不明80歳代女性1986
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好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

1990 女性 不明 血球減少症 軽快 不明 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

貧血 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

発熱性好中球減少症 不明 不明

バチルス感染 後遺症 29日

細菌性眼内炎 後遺症 29日

急性骨髄性白血病 不明 不明

肺炎 不明 不明

1994 不明 不明 好中球数減少 不明 不明 不明 不明

1995 女性 50歳代 骨髄抑制 死亡 不明 不明 不明

発熱 不明 不明

貧血 不明 不明

1997 不明 60歳代 好中球減少症 不明 不明 不明 不明

1998 不明 60歳代 死亡 死亡 4日 不明 末梢造血幹細胞移植

1999 不明 70歳代 好中球減少症 不明 不明 不明 不明

2000 不明 80歳代 好中球減少症 不明 不明 不明 不明

2001 不明 60歳代 好中球減少症 死亡 不明 不明 不明

2002 不明 不明 壊死性筋膜炎 不明 不明 不明 不明

2003 貧血 未回復 不明

2003 血小板数減少 未回復 不明

肺炎 不明 不明

汎血球減少症 不明 不明

血球減少症 不明 不明

感染 死亡 不明

2005 男性 70歳代 感染 死亡 不明 不明 不明

2006 女性 80歳代 急性骨髄性白血病 死亡 不明 不明 不明

2007 男性 80歳代 血球貪食性リンパ組織球症 不明 36日
糖尿病、狭心症、脂質異常
症、気腫性膀胱炎、脳梗塞

不明

1989 女性 60歳代 不明 不明

60歳代男性

2004 男性 70歳代 不明 不明

不明不明1991 男性 60歳代

1992 女性 80歳代 不明 不明

不明不明80歳代女性1993

1996 不明 不明 不明 不明

不明骨髄肉腫、心臓粘液腫
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2008 不明 不明 肺炎 死亡 不明 不明 不明

2009 女性 80歳代 感染 死亡 不明 特発性血小板減少性紫斑病 不明

2010 女性 80歳代 播種性血管内凝固 不明 2日 不明 不明

2011 不明 不明 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

2012 女性 60歳代 疾患進行 不明 不明 不明 不明

急性骨髄性白血病への転化 不明 不明

肝転移 不明 不明

2014 男性 70歳代 間質性肺疾患 死亡 23日 糖尿病、甲状腺機能低下症 食道癌、下咽頭癌

2015 男性 70歳代 腫瘍崩壊症候群 不明 不明 不明 不明

肺炎 未回復 3日

肝機能異常 死亡 9日

高ビリルビン血症 死亡 9日

出血性膀胱炎 未回復 5日

血小板数減少 未回復 5日

肺炎 軽快 不明

倦怠感 不明 不明

2018 女性 70歳代 好中球減少症 軽快 不明 不明 高血圧

発熱性好中球減少症 不明 不明

好中球数減少 不明 不明

全身健康状態悪化 未回復 77日

汎血球減少症 未回復 77日

2021 男性 70歳代 肝膿瘍 軽快 144日 不明 不明

2022 女性 40歳代 肺炎 不明 不明 不明 不明

2023 男性 70歳代 うっ血性心不全 不明 不明 不明 不明

2024 男性 70歳代 発熱性好中球減少症 回復 30日 2型糖尿病、高血圧 陳旧性心筋梗塞

骨髄抑制 不明 不明

白血球数減少 不明 不明

血小板数減少 不明 不明

骨髄抑制 不明 不明

白血球数減少 不明 不明

血小板数減少 不明 不明

2026 女性 70歳代 不明 不明

2025 女性 70歳代 不明 不明

2017 男性 70歳代 不明 不明

貧血、白血球減少、好中球
数減少、血小板減少、糖尿
病、糖尿病網膜症、高血圧、
大動脈弁狭窄、ﾍﾙﾍﾟｽ後神
経痛

不明2019 男性 70歳代

2020 女性 70歳代 不明 不明

卵巣癌第3期、肝転移 不明2013 女性 40歳代

2016 男性 80歳代 なし COPD、気管支喘息、偽痛風
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骨髄機能不全 不明 不明

感染 不明 不明

白血球数減少 回復 1日

好中球減少症 回復 1日

好中球減少症 回復 59日

好中球減少症 回復 97日

白血球減少症 回復 1日

肺炎 回復 9日

好中球減少症 回復 1日

血小板数減少 未回復 不明

貧血 不明 不明

好中球数減少 未回復 21日

血小板数減少 未回復 12日

発熱性好中球減少症 回復 77日

2032 女性 70歳代 発熱性好中球減少症 未回復 不明
2型糖尿病、僧帽弁狭窄症、
心房細動、高血圧、高脂血
症

不明

2033 女性 60歳代 好中球減少症 回復 24日 不明 不明

2034 男性 60歳代 腫瘍崩壊症候群 不明 不明 不明 不明

芽球細胞数増加 未回復 570日

血球減少症 未回復 不明

細菌性肺炎 回復 396日

肺炎 軽快 不明

マイコバクテリウム・アブセサス感染 軽快 不明

2037 男性 70歳代 好中球数減少 不明 不明 不明 不明

2038 男性 70歳代 白血球数減少 回復 不明
正球性貧血、高血圧、肺門
腫瘤、胸水、非小細胞肺癌
第4期

不明

2039 不明 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

発熱 軽快 106日

血小板数減少 不明 106日

好中球数減少 不明 106日

2041 男性 70歳代 感染 回復 147日 なし なし

2042 女性 80歳代 腫瘍崩壊症候群 死亡 58日
末梢性T細胞性ﾘﾝﾊﾟ腫、自己
免疫性溶血性貧血

子宮筋腫

不明不明70歳代男性2030

なし なし女性 50歳代2031

2035 女性 70歳代 SLE、輸血後鉄過剰症 帯状疱疹、肺炎

不明難聴60歳代男性2036

2027 不明 不明 不明 不明

不明 前立腺癌60歳代男性2028

2029 女性 70歳代 不明 不明

2040 女性 90歳代 不明 不明
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2043 不明 不明 死亡 死亡 不明 不明 不明

2044 男性 60歳代 肺炎 未回復 不明 不明 不明

2045 不明 不明 脳出血 不明 不明 不明 不明

肺炎 不明 不明

肺炎 不明 不明

2047 男性 60歳代 発熱性好中球減少症 不明 不明 不明 不明

肺炎 不明 不明

肺炎 不明 不明

好中球減少症 不明 不明

血小板減少症 不明 不明

腸炎 不明 不明

下部消化管出血 不明 不明

白血球数減少 軽快 15日

好中球数減少 軽快 15日

2046 男性 70歳代 不明 不明

2048 女性 80歳代 不明 不明

膵頭部癌術後、ﾈｵｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ
療法

好中球数減少2049 女性 70歳代

間質性腎炎、間質性肺炎、2
型糖尿病、高血圧、緑内障

不明80歳代男性2050

不明高血圧2051 女性 70歳代
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