
ソリリス®点滴静注300 mg 全身型重症筋無力症に関する特定使用成績調査 重篤副作用ラインリスト

連番 性別 年代 合併症 副作用
投与開始から

発現までの日数
転帰 因果関係

1 男性 40歳代 十二指腸潰瘍
頚静脈血栓症

睡眠時無呼吸症候群
脂質異常症

過敏性腸症候群
高血圧

プリンツメタル狭心症
脊椎圧迫骨折

糖尿病
末梢性ニューロパチー

低カリウム血症
鉄欠乏性貧血

白癬感染

上咽頭炎 74 回復 あり

2 女性 60歳代 糖尿病
自己免疫性甲状腺炎

乳癌

重症筋無力症 814 不明 あり

3 男性 40歳代 なし 肝膿瘍 122 軽快 あり

4 男性 70歳代 肝嚢胞
高血圧
糖尿病

脂質異常症

死亡 6 死亡 あり

5 女性 40歳代 貧血 上気道感染 244 回復 あり

6 女性 30歳代 なし 重症筋無力症 210 回復 あり

無菌性髄膜炎 68 回復 あり

咽頭炎 68 回復 あり

8 男性 50歳代 心筋梗塞
脂質異常症

感染 73 回復 あり

9 女性 40歳代 鉄欠乏性貧血 重症筋無力症 85 軽快 あり

10 男性 60歳代 糖尿病
脊柱管狭窄症

高血圧
骨粗鬆症

腸管穿孔 31 回復したが後遺症あり あり

11 男性 30歳代 なし 胃癌 85 軽快 あり

12 女性 30歳代 てんかん
高コレステロール血症

感染 20 回復 あり

13 女性 40歳代 甲状腺機能亢進症 胆嚢炎 56 回復 あり

14 女性 20歳代 片頭痛
便秘

インフルエンザ様疾患 2 軽快 あり

15 女性 30歳代 過換気 重症筋無力症 38 軽快 あり

浮腫 2 未回復 あり

胸水 2 未回復 あり

心房細動 11 軽快 あり

貧血 22 未回復 あり

カンジダ感染 43 死亡 あり

17 女性 60歳代 なし 上気道の炎症 309 回復 あり

急性心筋梗塞 11 死亡 あり

心室細動 11 死亡 あり

7 男性 40歳代 ステロイド糖尿病
非アルコール性脂肪性肝炎

うつ病
慢性心不全

高血圧
背部痛

16 男性 70歳代 １型糖尿病
心房細動

良性前立腺肥大症
不眠症
下痢

18 男性 70歳代 ２型糖尿病
腰部脊柱管狭窄症

脂質異常症
高血圧

このWeb サイト上の情報は、対象医薬品の使用に伴って観察された副作用の可能性がある事象ですが、

これらは必ずしも対象医薬品の使用と因果関係を有するものではありません。

これらの情報は、対象医薬品またはその活性物質がここに掲げる事象をもたらすものであること、ま

たはそれらが安全に使用することのできないものであることを意味するものではありません。対象医

薬品のベネフィット及びリスクは、全ての利用可能なデータを詳細に検討し科学的に評価することに

よってのみ結論づけられるものです。

また、こうした情報の提供は、規制当局や製薬企業が医薬品及びその活性物質の安全性を検討するた

めに使用する情報を、医療関係者に広く公開し、安全性の検討についての透明性を確保することを目

的としています。

なお、これらの情報は、今後の調査により予告なしに変更される可能性があります。
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連番 性別 年代 合併症 副作用
投与開始から

発現までの日数
転帰 因果関係

重症筋無力症 294 回復 あり

肺炎 634 回復 あり

20 男性 40歳代 なし ブドウ球菌性尿路感染 16 回復 あり

21 女性 40歳代 高血圧
甲状腺刺激ホルモン欠損症

ステロイド糖尿病
プリンツメタル狭心症

うつ病

嚥下障害 43 軽快 あり

22 女性 20歳代 なし 帝王切開 176 不明 あり

重症筋無力症 183 回復 あり

不整脈 449 軽快 あり

24 女性 20歳代 なし 重症筋無力症 63 回復 あり

25 女性 40歳代 視神経脊髄炎スペクトラム障害 重症筋無力症 169 回復 あり

26 女性 60歳代 高血圧
高尿酸血症

重症筋無力症 1 回復 あり

27 女性 30歳代 大動脈弁閉鎖不全症
筋骨格硬直

感染性腸炎 118 回復 あり

28 女性 40歳代 鉄欠乏性貧血 重症筋無力症 76 回復 あり

29 女性 70歳代 甲状腺癌 レンサ球菌性肺炎 51 回復 あり

30 男性 50歳代 糖尿病
脂質異常症
心筋梗塞

上咽頭炎 146 回復 あり

31 女性 20歳代 なし 誤嚥性肺炎 281 回復 あり

32 男性 40歳代 プリンツメタル狭心症 疲労 1 軽快 あり

33 女性 40歳代 なし 重症筋無力症 141 回復 あり

34 男性 80歳代 良性前立腺肥大症 重症筋無力症 169 回復 あり

※ 今後の調査により内容が変更となる場合があります。

23 男性 70歳代 脂質異常症
末梢性ニューロパチー

高血圧

19 男性 40歳代 なし
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