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報道関係者 各位 

 
 
 
 
 

新型コロナウイルスワクチンの一部ロットの使用見合わせについて 

（販売名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注） 

 
 

本日、武田薬品工業株式会社より、別添のとおり、新型コロナウイルスワクチン

（販売名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注）の一部ロットについて、使用を見合わせ

るようワクチン接種施設への情報提供を開始する旨の報告がありましたので、お知ら

せいたします。 

当該ワクチンについては、特定のロットについて、未使用の状態での異物の混入が

複数の接種施設より報告されたことを踏まえ、武田薬品工業との協議の結果、当面の

安全対策措置として、異物混入のリスクが否定できない下記の対象ロットの使用を見

合わせることとしたものです。 

なお、これまでに対象ロットにおいて本件に関連して発生したとみられる安全性上

の懸念に関する報告は受けていません。 

また、使用見合わせによる代替品の供給については、武田薬品工業と連携して対応

することとしており、ワクチン接種への影響を最小限にするよう努めてまいります。 

 

記 

 

一般的名称： コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2） 

販売名： COVID-19 ワクチンモデルナ筋注 

対象ロット： Lot 3004667（約５万７千本）（約５７万回接種分） 

Lot 3004734（約５万２千本）（約５２万回接種分） 

Lot 3004956（約５万４千本）（約５４万回接種分） 

 

以上 

令和３年８月２６日 

【照会先】 

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 

室  長  江野 英夫 （内線2760） 

課長補佐  山本 剛  （内線2763） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2436 

医薬・生活衛生局医薬安全対策課 

室  長  髙橋 暁子 （内線2755） 

課長補佐  塩川 智規 （内線2752） 

（直通電話）03(3595)2435 

健康局健康課予防接種室 

室  長  林  修一郎 （内線2071） 

調 整 官  鶴田 真也  （内線8941） 

（直通電話）03(6812)7811 
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COVID-１９ワクチンモデルナ筋注の一部製品の使用見合わせのお知らせ  

当社は、このたび、COVID-１９ワクチンモデルナ筋注の一部製品の使用を見合わせることにいたしましたの

でお知らせします。ワクチン接種の実施前にロット番号を確認の上、該当するロットを保有する接種会場にお

いては、使用を見合わせていただきますようお願いいたします。 

 

当社は、特定のロットについて未使用のバイアル内に異物があるという複数の接種会場からの報告を受け、

直ちに本ワクチンの製造を行うモデルナ社にこれらの異物・原因等に関する緊急調査を依頼いたしました。こ

の調査は現在進行中の段階ですが、接種予定の皆様の安全を第一に考慮し、厚生労働省に相談の上、8月

26 日より、下記のロットを対象に使用の見合わせを実施することにいたします。また、添付文書にも記載のと

おり、対象以外のロットについては、引き続き使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないか

を目視で確認頂いたうえ、異常が認められた場合には使用をしないことを徹底頂くことを重ねてお願いいたし

ます。 

 

なお、これまでに対象ロットにおいて本件に関連して発生したとみられる安全性上の懸念に関する報告は受

けておりません。 

 

当社は、モデルナ社及び厚生労働省と緊密に連携し、速やかな対応に努めてまいります。 

 

使用の見合わせをお願いする対象ロットについて 

製品名 ロット番号 出荷本数 

COVID-19ワクチン 

モデルナ筋注 

3004667 約５万７千本 （約 57万回接種分） 

3004734 約５万２千本 （約 52万回接種分） 

3004956 約５万４千本 （約 54万回接種分） 

 

＜補足事項＞ 

・ 既に接種された方も接種済証のロット番号にて接種ワクチンを確認できます。本ワクチンを接種した後、普段と

変わったことがあった場合には、医師に相談してください。 

・ 使用見合わせによる代替品の供給については、厚生労働省と連携して対応することとしており、ワクチン接種へ

の影響を最小限にするよう努めてまいります。 

・ 使用の見合わせに伴う接種間隔の延長について、接種できる間隔の上限が定められているわけではありませ

ん。標準の接種間隔である 4週間を超えても、2回目の接種をお受け頂くことが可能です。接種を 1回目から改

めて行う必要はありませんので、できるだけ速やかに、2回目の接種を受けていただくようお願いいたします。 

 

＜参考＞ その他 ワクチンに関連する情報について 

武田薬品 COVID-19ワクチン関連特設サイトをご覧ください。 

以上 

2021年 8月 26日 

Statement 

会社名 武田薬品工業株式会社 

代表者 代表取締役社長 CEO クリストフ・ウェバー 

(コード番号 4502 東証第 1部) 
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報道関係者 各位 

 

新型コロナワクチン（異物混入の報告はないものの使用を見

合わせたロット）接種後の死亡事例の報告について 

 

 

  

令和３年８月 28日 

【照会先】 

医薬・生活衛生局医薬安全対策課 

室  長  髙橋 暁子 （内線2755） 

課長補佐  塩川 智規 （内線2752） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2435 

健康局健康課予防接種室 

調 整 官  鶴田 真也  （内線8941） 

専 門 官  山口 敏弘  （内線8924） 

（直通電話）03(6812)7811 

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 

室  長  江野 英夫 （内線2760） 

課長補佐  山本 剛  （内線2763） 

（直通電話）03(3595)2436 

 

モデルナ社製の新型コロナワクチンについては、未使用の状態での異物の混入が

複数の接種施設より報告され、関連する３ロットの使用見合わせを実施しているとこ

ろです。これら３つのロットのうち、同様の異物混入は報告されていないものの、同じ

時期に同じ設備で製造されたことにより使用を見合わせているロットの１つにおいて、

ワクチンの接種後に２件の死亡事例が報告されましたのでお知らせします。 

なお、２件の死亡事例の報告のうち１例目については、使用の見合わせの前に、既

に副反応疑いとして報告されていましたが、２例目については、見合わせた後に、新

たに報告されたものです。    

対象ロット：Lot 3004667（約５万７千本）※異物混入 

Lot 3004734（約５万２千本）※異物混入の報告はないが、２例の死亡事例の報告あり。 

Lot 3004956（約５万４千本）※異物混入の報告はない 
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＜用語の説明＞ 

・副反応疑い報告制度：予防接種後に発生した特定の症状（アナフィラキシー等）

や、医師等が予防接種との関連を否定できない重篤な症状の報告を行う制度です。

そのため、報告には、偶発的なものや他の原因によるものなど、予防接種との関連

がないものも含まれ得ます。 

・副反応：予防接種後に発生した病気や症状のうち、予防接種との因果関係が否定で

きないものです。 

・因果関係の評価：国内外の科学的知見等をもとに、外部専門家と連携し、個々の副

反応疑い報告事例について、ワクチン接種との関連の評価を行います。さらに、因

果関係の評価結果を踏まえ、厚生労働省の審議会※で、ワクチン接種の安全性を評

価します。 

※厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事・食品衛生審議会薬事分科会医

薬品等安全対策部会安全対策調査会 

 

 

ワクチン接種後には、様々な反応が生じます。この副反応疑い報告は、国がワクチ

ンの安全性の評価を行うために、ワクチン接種によるものではない偶発的な症状も含

めて、広く収集しているものです。本プレスリリースは、使用見合わせの対象ロットで

複数の死亡の報告を受けたことから、ワクチン接種との関係は不明ですが、副反応疑

い報告制度の透明性の向上等のため、公表することとしたものです。 

今後、厚生労働省では、専門家によるワクチン接種との因果関係の評価や審議会

での検討を行い、ワクチン接種の安全性を評価することとしています。 
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（参考）ワクチン接種後に生じる様々な事象について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワクチン接種後に生じる様々な事象について

○ ワクチン接種は、体内に異物を投与し免疫反応を誘導し、感染症に対する免疫を付与すること目的として行

われるため、効果とともに、副反応が生じうる。

○ ワクチン接種後には、接種と因果関係のない偶発的な事象も生じるが、因果関係が不明な場合も含めて、副

反応を疑う事例として広く収集し、評価の対象としている。

感染症に対す免疫を付与
感染予防効果・発症予防効果・重症化予防効果 等

＜接種による効果＞

＜接種と因果関係のない
偶発的な事象＞

例）・接種翌日に歩行中、自転車と接触し怪我をした。
・接種翌日に料理中に、包丁で指を切った。

例）・アナフィラキシーを起こした。
・接種部位が赤く腫れ上がった。

＜接種による副反応＞

被接種者に生じた、
あらゆる好ましく
ない病気や症状
（Adverse Event:AE）

例）
・接種翌日に発熱した
・ワクチン接種翌日に急病になった
・ワクチン接種日の夜に持病が悪化
し、死亡した

※偶発的か因果関係があるかが分からな
い事例や、直ちに判断できない事例

副
反
応
疑
い
報
告

の
対
象

（
報
告
対
象
は
基
準
に
基
づ
く
）

ワクチン
接種

出典：第51回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和２年度第11回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会
安全対策調査会（合同開催）資料３
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令和３年８月 28日 

 

新型コロナワクチンの使用見合わせロット接種後の 

死亡事例の報告概要 

 

報告の概要は以下のとおりです。 

※詳細は調査中です。 

 

事例１ 

(1) 概要 

･38歳の男性。基礎疾患及びアレルギー歴：無 

･接種日：1回目 7月 18日（日）、2回目 8月 15日（日） 

･死亡日：8月 18日（水） 

･報告日：8月 21日（土） 

･経緯：  

8月 16日 発熱（38.5℃） 

8月 17日 解熱 

8月 18日 自宅で死亡を確認。 

･死因：報告者によると、解剖施行し、死因探索中とされています。 

 

(2) 接種されたワクチンについて 

 １回目：COVID-19ワクチンモデルナ筋注 ロット番号：3004228 

２回目：COVID-19ワクチンモデルナ筋注 ロット番号：3004734 

 

(3) ワクチン接種との因果関係（報告者の評価） 

報告者は、現時点では評価不能と報告しています。 

 

事例２ 

(1) 事例 

･30歳の男性。基礎疾患及びアレルギー歴：無 

･接種日：1回目 7月 18日（日）、2回目 8月 22日（日） 
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･死亡日：8月 25日（水） 

･都道府県からの一報：8月 27日（金） 

･経緯： 

8月 23日 発熱し、仕事を休む。 

8月 24日 回復し、出勤。帰宅後就寝。 

8月 25日朝 死亡を確認。 

･死因：情報収集中 

 

(2) 接種されたワクチンについて 

 １回目：COVID-19ワクチンモデルナ筋注 ロット番号：3003657 

２回目：COVID-19ワクチンモデルナ筋注 ロット番号：3004734 

 

(3) ワクチン接種との因果関係 

情報収集中 

 

専門家の意見 

○森尾友宏 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会長 

使用見合わせの対象ロットのワクチンを接種して数日以内に亡くなられた事例が

２例報告された。これらの死亡例が偶然に生じた可能性もあり、現時点では、ワク

チン接種との関係は不明である。 

今後、これらの症例に関する情報や、使用見合わせの対象ロットの接種後の副反

応疑い報告の状況、混入された異物の性質や身体への影響の可能性等について、情

報収集に努めていきたい。その上で、今後の審議会で慎重に評価を行っていく必要

がある。 

○岡明 薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会長 

新型コロナワクチンへの異物混入については、副反応疑い報告制度での報告を

慎重に観察検討する必要があると思われる。今回、因果関係は現時点では不明だ

が、本制度を通じて死亡が報告された 2例については、今後十分な情報を集めた後

に因果関係について専門家により検討する必要がある。今後、異物混入が確認され

たロットについても副反応疑い報告を慎重に見守る必要がある。 
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報道関係者 各位 

 
 
 
 
 

沖縄県における新型コロナウイルスワクチンの一部ロットの接種中止について 

（販売名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注） 

 
 
 

沖縄県の新型コロナウイルスワクチンの接種会場において、昨日28日に一部バイア

ル及びシリンジ内に異物が確認され、当該ロットの接種が中止された件について、本

日、武田薬品工業株式会社より調査結果を聴取したため、その内容についてお知らせ

します。 

調査結果によると、異物が発見されたバイアルは、いずれも穿刺前には異物が混入

していなかったことが確認されており、穿刺時のコアリング（別紙参照）等により異

物が混入した可能性が高いため、当該ロットのワクチンの品質に問題は無いと考えら

れます。 

また、報告された異物に関する詳細は下記のとおりです。 

 

記 

 

○製品情報及びロット番号 

一般的名称： コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2） 

販売名： COVID-19 ワクチンモデルナ筋注 

対象ロット： Lot 3005293 

 

  

令和３年８月２９日 

【照会先】 

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 

室  長  江野 英夫 （内線2760） 

課長補佐  山本 剛  （内線2763） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2436 

健康局健康課予防接種室 

室  長  林  修一郎 （内線2071） 

調 整 官  鶴田 真也  （内線8941） 

（直通電話）03(6812)7811 
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○ 発見された異物の詳細（計５本） 

No 発見日 発見場所 異物の外見 

１ ８月27日 充填済みシリンジ内 

黒い点状の異物 
２ 

８月28日 

穿刺後のバイアル内 

３ 

充填済みシリンジ内 ４ 

５ ピンク色の異物 

 

○ 上記５本は、全て穿刺前にバイアル内に異物がないことが確認されており、黒い点の異物はす

べて穿刺によるゴム栓由来（コアリング、別紙参照）、ピンク色の固形異物はその大きさからワ

クチンに由来するものではないと考えられ、当該ロットのワクチンの接種を差し控える必要は

ないと考えられる。 

 

○ 使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認し、異常を認めたも

のは使用しないよう、引き続き注意喚起を行う。 

 

○ なお、武田薬品工業株式会社からは、製造工程において、確率は非常に低いものの、ご

くまれに製品のゴム栓様の破片がバイアル内に混入する可能性があり、万が一、ゴム

栓破片が混入した場合でも、同一ロットの他のバイアルの有効性及び安全性に問題は

ないと報告されている。 

 

以上 
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「コアリング」の防止

参考:輸液製剤協議会ウェブサイト（ https://www.yueki.com/measure1）

 注射針の先端は、横から見ると斜めになっています。ゴム栓に対して斜めに針を刺すと、針のあご部でゴ
ム栓が削り取られてしまうことがあります。これを「コアリング」といいます。

 「コアリング」は、刺しながら針を回転させたりすることでも起こります。何度も穿刺する場合は、同じ
場所に針を刺すと前回刺した穴の側面を削り取ってしまい、「コアリング」の危険性が高まります。さら
に、ゴム栓の材質や形状、注射針の径や形状にも影響されます。

 注射針を正しくバイアルに穿刺するには、ガイドマーク(中心円)の内側に、針を垂直に押し込むことが大
切です。

コアリングと注射針の正しい刺し方

斜めに注射針を刺すと、
針のあご部によってゴム
栓が削り取られる。

第7回自治体説明会(2021.7.30)資料 抜粋
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報道関係者 各位 

 
 
 
 
 

群馬県における新型コロナウイルスワクチンの一部ロットの接種中止について 

（販売名：COVID-19 ワクチンモデルナ筋注） 

 
 
 

群馬県の新型コロナウイルスワクチンの接種会場において、昨日29日に１本の未穿

刺のバイアル内に異物が確認され、当該ロットの接種が中止された件について、本

日、武田薬品工業株式会社より調査結果を聴取したため、その内容についてお知らせ

します。 

調査結果によると、バイアルに混入した異物は、これまでに複数のロットでごくま

れに発見されている製品のゴム栓様の異物である可能性が高いと考えられ、同一ロッ

トの他のバイアルについては有効性及び安全性に問題はなく、当該ロットのワクチン

の接種を差し控える必要はないと考えられます。 

また、報告された異物に関する詳細は下記のとおりです。 

 

記 

 

○製品情報及びロット番号 

一般的名称： コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン（SARS-CoV-2） 

販売名： COVID-19 ワクチンモデルナ筋注 

対象ロット： Lot 3005236 

 

  

令和３年８月３０日 

【照会先】 

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 

室  長  江野 英夫 （内線2760） 

課長補佐  山本 剛  （内線2763） 

（代表電話）03(5253)1111 

（直通電話）03(3595)2436 

健康局健康課予防接種室 

室  長  林  修一郎 （内線2071） 

調 整 官  鶴田 真也  （内線8941） 

（直通電話）03(6812)7811 
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○ 発見された異物の詳細（計１本） 

No 接種会場所在地 発見場所 異物の外見 

１ 群馬県 穿刺前のバイアル内 黒い点状の異物 

 

○ 上記の製品は、穿刺前のバイアル内に異物が発見されたことから、製造工程において異物混入

が発生した可能性が高いと考えられる。これまでにも、確率は非常に低いものの、ごくまれに

製品のゴム栓様の破片がバイアル内に混入したと疑われる事例が国内外で報告されていること、

その場合でも同一ロットの他のバイアルの有効性及び安全性に問題はないことが報告されてお

り、今回報告された異物も同様の事例である可能性が高いことから、当該ロットのワクチンの

接種を差し控える必要はないと考えられる。 

 

○ なお、群馬県以外の接種施設において、同一ロットで穿刺後のバイアル内に異物が発見された

事例（４バイアル）が厚生労働省に報告されているが、穿刺前に異物が無いことが確認されて

おり、コアリングが原因と考えられる。 

 

○ 使用前にバイアルに変色、異物の混入その他の異常がないかを目視で確認し、異常を認めたも

のは使用しないよう、引き続き注意喚起を行う。 

 

以上 
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