
重篤症例一覧（平成22年1月5日までの報告分）

NO.
年齢
（代）

性別 接種日 製造所名 ロット番号
同時
接種

基礎疾患（持病）、他の予防接種など 副反応の内容 副反応発生日
医療機関による
因果関係

重篤度 転帰日 転帰内容

1 30 女 平成21年10月19日 デンカ S2-A 無 さばアレルギー アナフィラキシーショック 平成21年10月19日 関連有り 重篤 平成21年10月19日 軽快

2 30 女 平成21年10月21日 デンカ S2-A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 10/9 アナフィラキシーショック 平成21年10月21日 関連有り 重篤 平成21年10月21日 軽快

3 20 女 平成21年10月21日 デンカ S2-A 無 バファリンで蕁麻疹 吐気 平成21年10月21日 関連有り 重篤 平成21年10月22日 軽快

4 40 女 平成21年10月21日 北里研 NB001 有 蕁麻疹の既往あり アナフィラキシー 平成21年10月21日 関連有り 重篤 平成21年10月22日 回復

5 60 女 平成21年10月20日 化血研 SL01A 無
ペンタジン、インダシン、ブスコパンの投与で発疹、呼吸苦、ショック
症状

アナフィラキシー 平成21年10月20日 関連有り 重篤 平成21年10月21日 軽快

6 20 女 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無
季節性インフルエンザワクチン接種、サワシリン、食物アレルギー
有り

39℃以上の発熱 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月26日 軽快

7 30 女 平成21年10月23日 化血研 SL01A 無 かぜが治まった所であった 発熱、発疹、肝機能異常 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年11月7日 軽快

8 30 女 平成21年10月23日 北里研 NB001 無 無 アナフィラキシー 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月23日 軽快

9 30 女 平成21年10月22日 化血研 SL01A 無 無 アナフィラキシー 平成21年10月22日 関連有り 重篤 平成21年10月23日 回復

10 40 女 平成21年10月23日 北里研 NB001 無 季節性インフルエンザワクチン接種 動悸 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月28日 回復

11 20 男 平成21年10月26日 化血研 SL01A 無 無 両上目瞼発赤腫脹、両下肢しびれ 平成21年10月26日 関連有り 重篤 平成21年10月27日 回復

12 30 女 平成21年10月25日 北里研 NB001 無 季節性インフルエンザワクチン接種 下痢、関節痛、倦怠感、頭痛 平成21年10月25日 評価不能 重篤 平成21年10月28日 軽快

13 20 女 平成21年10月23日 北里研 NB001 無 季節性インフルエンザワクチン接種 上腹部痛、下痢、倦怠感 平成21年10月23日 評価不能 重篤 平成21年10月27日 軽快

14 40 女 平成21年10月23日 北里研 NB001 無 高血圧、高コレステロール血栓 しびれ（両手～両肘下） 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月24日 回復

15 10 女 平成21年10月24日 デンカ S2-A 無 咽頭痛・発熱あるも予防接種 発熱39度 平成21年10月24日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 軽快

16 30 男 平成21年10月26日 化血研 SL01A 無 無 39℃以上の発熱、インフルA型 平成21年10月29日 関連有り 重篤 平成21年10月30日 回復

17 30 女 平成21年10月29日 化血研 SL01A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 アナフィラキシー様反応 平成21年10月29日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 軽快
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18 20 女 平成21年10月28日 デンカ S1-A 無 クローン病治療 アナフィラキシー 平成21年10月29日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 回復

19 30 女 平成21年10月29日 化血研 SL01A 無 無
嘔気、嘔吐、熱感、しびれ感、感覚鈍麻、表情筋け
いれん

平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年10月30日 軽快

20 20 女 平成21年10月23日 北里研 NB001 無 感冒時・発熱時の喘息 咳、頭痛、関節痛、息苦しさ、喘息 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月28日 回復

21 40 女 平成21年10月30日 化血研 SL02B 無 無 アナフィラキシー 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年10月31日 回復

22 70 男 平成21年10月19日 北里研 NB001 無 薬剤アレルギー、肝障害（インフルエンザワクチン） 急性肝障害 平成21年10月25日 関連有り 重篤 平成21年10月28日 回復

23 80 男 平成21年10月23日 デンカ S2-A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 発熱 平成21年10月23日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 回復

24 50 女 平成21年10月27日 デンカ S1-A 無 アレルギー性鼻炎 アナフィラキシーショック 平成21年10月27日 関連有り 重篤 平成21年10月30日 回復

25 50 女 平成21年10月28日 北里研 NB001 無 クラリシッド等抗菌剤等の薬剤アレルギーあり アナフィラキシー様症状 平成21年10月28日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 軽快

26 40 女 平成21年10月19日 化血研 SL01A 無 無 肝機能異常 平成21年10月23日 評価不能 重篤 平成21年10月29日 未回復

27 40 女 平成21年10月29日 化血研 SL01A 無 じんましん 血管迷走反射 平成21年10月29日 関連有り 重篤 平成21年10月30日 回復

28 20 女 平成21年10月28日 化血研 SL01A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 発熱 平成21年10月29日 評価不能 重篤 平成21年11月1日 回復

29 40 女 平成21年10月28日 デンカ S1-A 無 無 左上肢の痛みとしびれ 平成21年10月28日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 未回復

30 40 男 平成21年10月24日 不明 不明 無 無 末梢神経炎、筋炎 平成21年10月25日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 未回復

31 30 女 平成21年10月30日 微研会 HP01A 有 じんましん、口腔内しびれ感 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年10月31日 回復

32 20 女 平成21年10月26日 デンカ S1-A 無 季節性インフルエンザワクチン接種(10/30) 上肢の筋力低下、痛み 平成21年10月27日 関連有り 重篤 平成21年12月25日 軽快

33 30 女 平成21年11月2日 デンカ S1-A 無 無 紫斑（アナフィラキシー） 平成21年11月2日 関連有り 重篤 平成21年11月2日 軽快

34 30 女 平成21年10月28日 微研会 HP01A 無 季節性インフルエンザワクチン接種、抗生物質でショック症状あり アナフィラキシーショック 平成21年10月28日 関連有り 重篤 平成21年10月28日 回復

35 70 男 平成21年10月30日 化血研 SL01A 無
間質性肺炎、アスペルギルス症、肺脳胞症、呼吸器不全、高血圧
症、高尿酸血症

間質性肺炎増悪 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年11月9日 未回復

36 40 女 平成21年10月30日 北里研 NB001 無
くだものアレルギー、感冒薬で薬疹、季節性インフルエンザワクチ
ン接種

アナフィラキシー 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年10月30日 回復
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37 30 女 平成21年11月2日 化血研 S1-A 無
自己赤血球免疫性紫斑病、10月26日季節性インフルエンザワクチ
ン接種

紫斑、意識障害、けいれん 平成21年11月2日 関連有り 重篤 不明 不明

38 40 女 平成21年10月22日 化血研 SL01A 無 甲状腺機能亢進症 アナフィラキシー 平成21年10月22日 関連有り 重篤 平成21年10月22日 回復

39 20 女 平成21年10月30日 化血研 SL02A 無 2年前のインフルエンザ予防接種にて、30分後に息苦しくなった 頭痛、めまい 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年11月4日 軽快

40 40 女 平成21年10月30日 微研会 HP01A 無 食物アレルギー（しいたけ） けいれん、その他の神経症状 平成21年11月3日 評価不能 重篤 平成21年11月3日 回復

41 30 女 平成21年11月4日 化血研 SL02A 無
抗生剤ユナシン、ロキフィンにてかゆみ喉頭浮腫、ネオファーゲン
にてアナフィラキシーショック

じんましん、喉頭浮腫、呼吸苦 平成21年11月4日 関連有り 重篤 平成21年11月4日 回復

42 30 女 平成21年10月29日 デンカ S2-A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 嘔気、血圧低下、腰・下肢痛 平成21年10月29日 評価不能 重篤 平成21年11月7日 回復

43 40 女 平成21年11月5日 化血研 SL02B 無
気管支喘息治療中、コントロールは良好。以前季節性インフルエン
ザ予防接種後、気管支喘息発作有り

気管支喘息発作 平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月7日 回復

44 50 男 平成21年11月4日 化血研 SL02B 無
1季節性インフルエンザワクチン接種、2基礎疾患：糖尿病性腎症
による腎不全で透析療法中、3薬・食品でのアレルギー歴有り、

アナフィラキシー 平成21年11月4日 関連有り 重篤 平成21年11月4日 軽快

45 30 女 平成21年11月5日 デンカ S1-B 無 季節性インフルエンザワクチン接種 アナフィラキシー 平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月6日 軽快

46 40 女 平成21年10月31日 微研会 HP01A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 アナフィラキシー 平成21年10月31日 関連有り 重篤 平成21年11月1日 軽快

47 20 女 平成21年11月5日 化血研 SL01A 無 無 頭痛、嘔気、嘔吐、下痢、微熱 平成21年11月5日 評価不能 重篤 平成21年11月10日 回復

48 10 男 平成21年11月6日 化血研 SL02A 無 気管支喘息 アナフィラキシー 平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月7日 回復

49 30 男 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無 無 気分不快 平成21年11月5日 不明 重篤 平成21年11月6日 回復

50 30 男 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無 無 血管迷走神経反射 平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月6日 回復

51 40 女 平成21年10月31日 微研会 HP01A 無 季節性インフルエンザ アナフィラキシー 平成21年10月31日 不明 重篤 平成21年11月6日 軽快

52 30 女 平成21年11月4日 化血研 SL02A 無 以前インフルエンザワクチン接種で体調不良になった　既往：喘息 アナフィラキシー 関連有り 重篤 平成21年11月5日 回復

53 40 女 平成21年11月6日 化血研 SL02A 無
気管支喘息、既往：20数年前のワクチン接種で軽い皮疹出現（記

急性アレルギー性皮膚炎 平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月9日 回復53 40 女 平成21年11月6日 化血研 SL02A 無
気管支喘息、既往 数年前のワクチン接種で軽い皮疹出現（記
憶不明確）

急性アレルギー性皮膚炎 平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月9日 回復

54 50 女 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無 甲状腺桟能亢進、僧帽弁逆流 左の眼球　ブドウ膜炎 平成21年10月26日 評価不能 重篤 平成21年11月11日 未回復

55 30 男 平成21年11月6日 デンカ S2-B 無 食品による蕁麻疹 両上下肢しびれ感、筋力低下 平成21年11月9日 評価不能 重篤 平成21年12月10日 軽快

56 30 女 平成21年11月10日 デンカ S1-A 無 季節性インフルエンザワクチン接種（異常なし）、アレルギー体質 じんましん 平成21年11月10日 関連有り 重篤 平成21年11月10日 回復

57 30 女 平成21年11月6日 微研会 HP01A 無 帯状疱疹、過敏症、接触アレルギーあり
アナフィラキシー、倦怠感、蕁麻疹、頭痛、悪心、浮
動性めまい、口腔咽頭痛、眼瞼浮腫

平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 回復

58 50 女 平成21年10月28日 デンカ S1-A 無 ぶどう膜炎（両眼）、B型肝炎ワクチンにて全身倦怠感 ぶどう膜炎 平成21年11月4日 関連有り 重篤 平成21年11月13日 未回復

59 40 女 平成21年11月6日 化血研 SL01A 無 アレルギー（＋）（アレルゲン、卵、エビ、そばなど約30種類） アナフィラキシー、発熱、腋窩腫瘤 平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月13日
回復（発熱など）
軽快（痛痒）
未回復（腫瘤）

60 30 女 平成21年10月27日 微研会 HP01A 無 無
ギランバレー症候群もしくはその他の神経障害（異
常感、感覚鈍麻、浮動性めまい、関節痛）

平成21年10月27日 関連有り 重篤 平成21年11月16日
軽快
後遺症（感覚鈍
麻）

61 90 女 平成21年11月16日 化血研 SL02A 無 高血圧、心不全、一週間前季節性インフルエンザワクチン接種 脳梗塞 平成21年11月17日 評価不能 重篤 平成21年11月17日 不明

62 40 女 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無
全身性マリテマトーデス、腎不全、高血圧、皮膚潰瘍、逆流性食道
炎、ネフローゼ症候群、高カリウム血症、貧血、甲状腺機能低下
症、高尿酸血症、膀胱結核

左脳出血 平成21年11月15日 評価不能 重篤 平成21年11月17日 未回復

63 30 男 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無 アルコール性肝疾患 肝機能異常 平成21年10月26日 不明 重篤 不明 未回復

64 70 女 平成21年11月10日 化血研 SL02A 無 無 腸閉塞 平成21年11月18日 評価不能 重篤 平成21年11月30日 軽快

65 20 女 平成21年11月14日 化血研 SL02B 不明 無 39℃以上の発熱 平成21年11月16日 関連有り 重篤 平成21年11月18日 軽快

66 60 女 平成21年11月16日 化血研 SL02B 無 認知症にて、誤嚥性肺炎を反復しており絶食中である じんましん 平成21年11月17日 関連有り 重篤 平成21年11月19日 回復

67 80 女 平成21年11月18日 微研会 HP02D 無
胃潰瘍、慢性心不全、大動脈瘤、高血圧、心房細動、やや風邪気
味だった 過換気症候群、けいれん、血圧上昇、発熱 平成21年11月18日 評価不能 重篤 平成21年11月22日 軽快
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68 10 女 平成21年11月16日 化血研 SL03B 無 基礎疾患：慢性脊髄性は血病医、骨髄移植後 発熱 平成21年11月17日 評価不能 重篤 平成21年11月19日 軽快

69 20 女 平成21年11月17日 化血研 SL04B 無 無 ショック（血圧低下） 平成21年11月17日 関連有り 重篤 平成21年11月17日 回復

70 20 女 平成21年11月17日 北里研 NM001B 無 無 接種部位の腫脹と痒み、その他部位の発赤、痒み 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月26日 不明

71 10 男 平成21年11月16日 化血研 SL01A 無
基礎疾患としてCharcot-Marie-Tooth病の疑い。過去のワクチン接
種後に副反応。

アナフィラキシーショック 平成21年11月16日 関連有り 重篤 不明 不明

72 70 女 平成21年11月19日 化血研 SL02A 無 大腸がん術後再発、結腸癌、腹膜転移、化学療法 倦怠感、意識障害 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月20日 回復

73 80 女 平成21年11月17日 化血研 SL04B 無
気管支喘息、慢性気管支炎に伴う慢性呼吸不全。慢性心不全、糖
尿病、発作性心房細動、インスリン治療、アルツハイマー型認知症

脳出血 平成21年11月17日 関連無し 重篤 平成21年11月19日 不明

74 20 女 平成21年11月11日 北里研 NM001A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 臍帯過捻転（胎児死亡） 平成21年11月18日 関連無し 重篤 平成21年11月18日 未回復

75 10 女 平成21年11月20日 化血研 SL03A 無 気管支喘息 アナフィラキシー疑い 平成21年11月20日 評価不能 重篤 平成21年11月20日 回復

76 20 女 平成21年11月9日 化血研 SL02B 無 無 フィッシャー症候群（ギランバレー症候群） 平成21年11月14日 関連有り 重篤 平成21年11月24日 未回復

7710歳未満 男 平成21年11月10日 化血研 SL02B 無 ネフローゼ症候群、季節性インフルエンザワクチン接種 発熱、じんましん、ネフローゼ悪化 平成21年11月10日 関連有り 重篤 平成21年11月24日 軽快

78 60 男 平成21年11月20日 微研会 HP02A 無 慢性心不全憎悪により、11/17まで入院加療 喀血、呼吸困難 平成21年11月20日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 回復

79 30 女 平成21年11月19日 化血研 SL04B 無 関節リウマチ、小学生時親子丼食べてじんましんあり 血管迷走神経反射 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月21日 回復

8010歳未満 男 平成21年11月17日 微研会 HP02C 無 卵アレルギー：医師の承諾有り けいれん 平成21年11月17日 評価不能 重篤 平成21年11月24日 回復

8110歳未満 男 平成21年11月18日 化血研 SL02B 無 季節性インフルエンザワクチン接種 熱性けいれん重積、急性脳症 平成21年11月19日 評価不能 重篤 平成21年11月28日 回復

82 40 女 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無 卵アレルギー アナフィラキシー（軽度） 平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月9日 軽快

83 50 女 平成21年10月30日 化血研 SL01A 無 無 急性散在性脳症(ADEM) 平成21年11月7日 評価不能 重篤 平成21年11月18日 軽快

84 50 女 平成21年11月16日 微研会 HP02D 不明
2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、季節性インフルエンザワクチン
接種

発熱 平成21年11月18日 評価不能 重篤 平成21年11月24日 回復

85 50 男 平成21年11月20日 微研会 HP02D 無 胃癌 発熱、白血球数増加、肝機能異常 平成21年11月20日 評価不能 重篤 平成21年11月24日 軽快

8610歳未満 女 平成21年11月16日 デンカ S1-B 無 脳症（けいれん） 平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年12月2日 回復

87 40 女 平成21年11月16日 化血研 SL04B 無 喘息、季節性インフルエンザワクチン接種 発熱 平成21年11月17日 関連有り 重篤 平成21年11月18日 軽快

88 80 女 平成21年11月17日 微研会 HP02D 無 慢性心不全疑い、虫垂炎、高血圧、骨粗鬆症 急性呼吸不全と熱発 平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 未回復

89 90 男 平成21年11月14日 微研会 HP02D 無 脳梗塞、認知症、腰ヘルニア 急性呼吸不全と熱発 平成21年11月16日 関連有り 重篤 平成21年11月23日 未回復

9010歳未満 女 平成21年11月19日 化血研 SL02A 無 急性リンパ性白血病 けいれん 平成21年11月19日 評価不能 重篤 平成21年11月20日 軽快

91 70 女 平成21年11月19日 デンカ S1-B 無 陳旧性肺結核（右上葉切除）による慢性呼吸不全 アナフィラキシー 平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年11月21日 軽快

92 60 女 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無 無 肝機能異常 平成21年11月4日 不明 重篤 平成22年1月4日 未回復

93 60 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 無 胃癌 発熱 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月24日 回復

94 50 男 平成21年11月20日 化血研 SL03A 無
外傷性くも膜下出血による不眠等の精神症状、糖尿病、高血圧、
高脂血症、動脈硬化

心筋梗塞 平成21年11月24日 関連無し 重篤 平成21年12月4日 未回復

95 60 女 平成21年11月25日 化血研 SL03B 無
好酸球増多症候群、好酸球性副鼻腔炎、中耳炎、高脂血症、高血
圧

喘息発作 平成21年11月25日 関連有り 重篤 平成21年12月1日 回復

96 80 男 平成21年11月17日 微研会 HP02B 無 うっ血性心不全、腎不全　季節性インフルエンザワクチン接種 39℃以上の発熱 平成21年11月18日 評価不能 重篤 平成21年11月20日 軽快

97 40 男 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無 糖尿病 じんましん 平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月6日 回復

9810歳未満 男 平成21年11月26日 デンカ S1-B 無
季節性インフルエンザワクチン接種（2回目：副反応無し）、けいれ
ん

顎、下の不随意運動 平成21年11月26日 関連有り 重篤 平成21年12月17日 未回復

99 70 女 平成21年11月13日 化血研 SL02B 無
季節性インフルエンザワクチン接種、リンデロン（ステロイド）内服
中、糖尿病、類天疱瘡、結腸直腸癌

急性散在性脳脊髄炎 平成21年11月18日 関連有り 重篤 平成21年12月11日 回復

100 40 女 平成21年11月11日 デンカ S2-A 無 アレルギー、喘息、過敏症 喘息発作（嘔気、呼吸浅く）、じんましん 平成21年11月11日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 軽快

101 80 男 平成21年11月16日 微研会 HP02C 無 基礎疾患：肺気腫、関節リウマチ、高血圧症、胸腹部大動脈瘤 発熱、低ナトリウム血症 平成21年11月16日 評価不能 重篤 平成21年11月25日 回復
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102 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL03B 無 膵腫瘍、糖尿病 敗血症が起こった 平成21年11月27日 評価不能 重篤 平成21年12月4日 回復

103 40 女 平成21年11月20日 化血研 SL02A 無
アレルギー：ケラフールで発疹　実子：ムンプスの予防接種で発疹
（一ヶ月以内で子供が新型インフルエンザに罹患、　当日の本人の
症状：36.7℃鼻汁、咳少し

全身性けいれん、意識障害 平成21年11月25日 評価不能 重篤 不明 不明

104 20 男 平成21年11月25日 微研会 HP02C 無 脳性マヒ、経管栄養中、夜間のみC-PAP使用中 発熱 平成21年11月26日 関連無し 重篤 平成21年11月27日 未回復

105 60 女 平成21年11月20日 化血研 SL02A 無
慢性閉茎性呼吸器疾患（慢性呼吸不全）、慢性心不全　季節性イ
ンフルエンザワクチン接種

慢性心不全増悪、慢性呼吸不全急性憎悪 平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年11月27日 軽快

106 30 女 平成21年11月30日 化血研 SL02B 無 季節性インフルエンザワクチン接種、アレルギー：モチ米 アナフィラキシー 平成21年11月30日 関連有り 重篤 平成21年12月1日 回復

10710歳未満 男 平成21年11月27日 微研会 HP02B 無 季節性インフルエンザワクチン接種 けいれん発作 平成21年11月28日 評価不能 重篤 平成21年11月28日 回復

10810歳未満 男 平成21年11月18日 化血研 SL03B 無 てんかん：テグレトール内服中（10/15内服開始） じんましん 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年12月8日 軽快

10910歳未満 男 平成21年11月29日 化血研 SL03B 無
気管支喘息加療中　アレルギー：卵白PAST（陽性）だが、明らかな
食物アレルギーなし

じんましん 平成21年11月29日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 軽快

11010歳未満 女 平成21年11月25日 微研会 HP02C 無
食物アレルギー、気管支喘息、季節性インフルエンザワクチン接
種

発熱、喘息発作、頭痛 平成21年11月25日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 回復

111 70 女 平成21年11月25日 化血研 SL04B 無
高血圧症、弁膜症、皮膚に薬・食品で発疹・じんましんがでたり、体
調が悪くなったことあり、喘息

鼻咽頭炎、喘息、発熱、心不全 平成21年11月26日 評価不能 重篤 平成21年12月4日 軽快

112 60 女 平成21年11月26日 化血研 SL03A 無 気管支喘息、高血圧 アナフィラキシー 平成21年11月26日 関連有り 重篤 平成21年11月27日 回復

11310歳未満 男 平成21年11月30日 デンカ S2-A 無 喘息、心疾患手術している 頭痛、嘔吐 平成21年11月30日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 回復

114 30 女 平成21年11月16日 化血研 SL02A 無 喘息 発熱 平成21年11月16日 関連有り 重篤 平成21年11月17日 回復

115 80 男 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無 疾患：パーキンソン症候群、褥瘡　既往：脳梗塞 PT延長（ワーファリン作用増強） 関連有り 重篤 不明 回復

116 70 男 平成21年11月25日 化血研 SL02B 無 肺気腫、てんかん、不眠症、便秘、胃炎 発熱、炎症反応高値 平成21年11月26日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 回復

117 70 男 平成21年12月3日 化血研 SL04B 無 じん肺、高血圧 血圧低下、冷汗（アナフィラキシーショック） 平成21年12月3日 関連有り 重篤 平成21年12月4日 回復

118 40 女 平成21年10月30日 化血研 SL01A 無 季節性インフルエンザワクチン接種 動悸、頻脈 平成21年10月30日 評価不能 重篤 平成21年10月30日 回復

119 50 女 平成21年11月26日 化血研 SL02B 無 気管支喘息 気管支喘息発作 平成21年12月2日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 軽快

120 40 女 平成21年11月19日 微研会 HP02C 無 喘息、B型肝炎 喘息発作（入院加療）、筋骨格硬直 平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 軽快

12110歳未満 男 平成21年12月2日 化血研 SL04B 無 喘息：フルタイド吸入（1日1回）一年間発作無し、シングレア内服中 発熱、インフルエンザA型 平成21年12月3日 関連有り 重篤 平成21年12月5日 軽快

122 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL02B 無
季節性インフルエンザワクチン接種、前立腺癌：カソデックス（80
㎎）1T分1で内服中

両下肢の筋痛、脱力 平成21年11月29日 評価不能 重篤 平成21年12月11日 軽快

123 30 男 平成21年12月1日 化血研 SL04B 無
既往：頭部外傷による症候性てんかん　季節性インフルエンザワク
チン接種

けいれん重積 平成21年12月1日 評価不能 重篤 平成21年12月3日 軽快

124 70 女 平成21年12月1日 化血研 SL03B 無
心原性脳梗塞、糖尿病（インスリン投与中）、洞不全症候群（ペー
スメーカー植込み）

急性心筋梗塞 平成21年12月2日 関連無し 重篤 平成21年12月9日 軽快

125 60 男 平成21年11月26日 化血研 SL02A 無
心原性脳梗塞、糖尿病、洞不全症候群、季節性インフルエンザワ
クチン接種

急性呼吸循環不全、発熱、低血糖、肝機能障害、
白血球・血小板減少

平成21年11月27日 関連有り 重篤 平成21年12月4日 軽快

126 40 女 平成21年11月28日 化血研 SL03A 無 喘息 喘息発作 平成21年11月29日 関連有り 重篤 平成21年12月14日 軽快

127 20 女 平成21年11月24日 化血研 SL04B 無 分子標的治癒薬（スーテント）内服中 発熱、全身発疹 平成21年11月27日 評価不能 重篤 平成21年11月30日 未回復

128 50 女 平成21年12月4日 デンカ S2-B 無 無 ADEM疑い 平成21年12月4日 関連有り 重篤 平成21年12月5日 不明

129 40 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 無 無 紫斑（四肢、躯幹） 平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年12月5日 軽快

130 30 女 平成21年11月9日 化血研 SLO1A 無 無 肝機能障害 平成21年11月9日 評価不能 重篤 平成21年12月18日 回復

13110歳未満 女 平成21年12月2日 化血研 SL04A 無 てんかん、発育遅延 けいれん 平成21年12月3日 評価不能 重篤 平成21年12月3日 軽快

132 60 男 平成21年11月20日 化血研 SL04A 無

基礎疾患：2型糖尿病（インスリン治療）、心臓バイパス術後、下肢
動脈閉塞による人工血管バイパス術（両側）後で当院通院中だっ
た、高血圧、逆流性食道炎、糖尿病性腎症、不眠症、高脂血症、C
型肝炎、心筋梗塞

ギランバレー症候群 平成21年12月5日 関連有り 重篤 平成21年21月8日 軽快

133 70 男 平成21年11月21日 化血研 SL03A 無 造影剤アレルギー、完全病室ブロック　DDDペースメーカ留置後 肺炎 平成21年11月24日 評価不能 重篤 平成21年12月5日 軽快

4



NO.
年齢
（代）

性別 接種日 製造所名 ロット番号
同時
接種

基礎疾患（持病）、他の予防接種など 副反応の内容 副反応発生日
医療機関による
因果関係

重篤度 転帰日 転帰内容

134 20 男 平成21年11月16日 化血研 SL02B 無
全身性リンパ管腫、拘束性呼吸障害、季節性インフルエンザワク
チン接種

39℃以上の発熱 平成21年11月16日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 回復

135 60 男 平成21年11月16日 化血研 SL03B 不明 疾患：アルコール性肝硬変、糖尿病　既往：高血圧 めまい、耳鳴り、聴力障害 平成21年11月18日 評価不能 重篤 平成21年12月4日 未回復

136 60 男 平成21年11月24日 化血研 SL02A 無 39℃以上の発熱 平成21年11月26日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 回復

137 60 男 平成21年10月21日 デンカ S1-A 有 無 強い不安感 平成21年10月21日 関連有り 重篤 平成21年10月22日 回復

138 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL03B 無 気管支喘息加療中、ワクチン副作用歴無し 薬剤性間質性肺炎 平成21年12月2日 関連有り 重篤 平成21年12月8日 軽快

139 50 女 平成21年12月7日 化血研 SL04A 不明 発熱 平成21年12月7日 関連有り 重篤 平成21年12月9日 軽快

140 50 男 平成21年11月11日 化血研 SL02A 無 無 発熱、肝機能障害 平成21年11月14日 評価不能 重篤 平成21年11月30日 軽快

141 50 女 平成21年12月5日 微研会 HP0 - B 無 気管支喘息：加療中　季節性インフルエンザワクチン接種 アナフィラキシー疑い 平成21年12月5日 評価不能 重篤 平成21年12月6日 回復

14210歳未満 女 平成21年12月8日 化血研 SL03B 無
基礎疾患：気管支喘息（吸入ステロイドで加療中）、　ワクチン歴：
ワクチン後の副反応無し　マイコプラズマ性肺炎、肺炎

アナフィラキシー 平成21年12月8日 関連有り 重篤 平成21年12月9日 回復

143 80 男 平成21年11月30日 化血研 SL03A 無 脳出血後遺症、嚥下性気管支肺炎、症候性てんかん けいれん（てんかん発作） 平成21年11月30日 関連有り 重篤 平成21年12月9日 回復

144 40 女 平成21年11月27日 化血研 SL04B 無 ギランバレー症候群、ぜんそく 頭痛 平成21年11月27日 評価不能 重篤 平成21年12月8日 回復

145 80 女 平成21年12月4日 化血研 SL04B 無 糖尿病性腎症、閉塞性動脈硬化症 心不全 平成21年12月7日 評価不能 重篤 平成21年12月9日 不明

146 80 女 平成21年12月9日 微研会 HP04C 無 慢性心不全、心房細動、慢性腎不全 心室細動 平成21年12月9日 評価不能 重篤 不明 不明

147 60 女 平成21年12月7日 微研会 HP04D 無 バセドウ氏病、季節性インフルエンザワクチン接種 全身脱力 平成21年12月7日 評価不能 重篤 不明 不明

14810歳未満 男 平成21年12月9日 化血研 SL04B 有
アレルギー歴無し、川崎病（冠動脈疾患無し）でフォロー　　　　　。
他院で季節性インフルエンザワクチン接種：翌日朝より目の下の
腫れがあった

アナフィラキシー 平成21年12月9日 関連有り 重篤 平成21年12月10日 回復

149 90 女 平成21年12月7日 微研会 HP02B 無
非結核性抗酸菌症の化学療法後、再発夏症状は安定。Ⅱ型糖尿
病と高血圧症：内服薬でコントロール良好。　季節性インフルエン
ザワクチン接種

肺炎 平成21年12月9日 評価不能 重篤 平成21年12月16日 回復

150 80 男 平成21年12月9日 化血研 SL02B 無
気管支喘息、肺気腫(内服、吸入にて安定）、高血圧、良性前立腺
肥大症 大動脈瘤

高熱 平成21年12月10日 評価不能 重篤 平成21年12月15日 回復男
肥大症、大動脈瘤

151 80 女 平成21年12月9日 化血研 SL06B 無 アルツハイマー型認知症、リウマチ性多発筋痛症 アナフィラキシー 平成21年12月10日 関連有り 重篤 平成21年12月14日 未回復

152 70 男 平成21年12月4日 化血研 SL04A 無 血小板減少症を合併する慢性腎不全（食事療法で経過観察中） 皮下出血 平成21年12月5日 評価不能 重篤 平成21年12月21日 軽快

153 20 女 平成21年11月20日 北里研 NM001A 無 アレルギーなどは無し 痙攣（嘔吐ともなう）、異常感 平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年11月21日 回復

15410歳未満 男 平成21年11月27日 化血研 SL03B 無
錯感覚（後頭部の皮膚知覚異常）、錯感覚（右手の
知覚異常）

平成21年12月7日 評価不能 重篤 不明 軽快

155 90 女 平成21年11月26日 化血研 SL02A 無 誤嚥性肺炎、喘息 アナフィラキシーショック 平成21年11月26日 評価不能 重篤 平成21年11月27日
後遺症
（意識障害）

156 70 男 平成21年12月1日 化血研 SL03B 無 特発性肺線維症、糖尿病 急性呼吸不全 平成21年12月10日 評価不能 重篤 不明 不明

157 50 女 平成21年10月30日 化血研 SL01A 不明
アレルギー（鶏肉、鶏卵、その他食品による蕁麻疹等の既往歴あ
り）、高血圧にて投薬中

嘔吐、頭痛 平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年10月31日 回復

15810歳未満 男 平成21年11月27日 化血研 不明 不明 低腎形成、慢性腎不全（透析中）、腎性くる病、腎性貧血,腹膜炎 視力低下（両側視神経炎） 平成21年12月6日 関連有り 重篤 平成21年12月11日 不明

159 70 女 平成21年11月18日 デンカ S1-B 無
季節性インフルエンザワクチン接種、気管支喘息、慢性閉塞性肺
疾患、肺性心

発熱、めまい 平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年11月22日 軽快

160 50 女 平成21年12月1日 化血研 SL04B 無
基礎疾患：特発性血小板減少性紫斑病 あり。プレドニン１日１０mg
内服中

めまい 平成21年12月2日 評価不能 重篤 平成21年12月14日 回復

161 50 女 平成21年12月14日 化血研 SL04B 無 狭心症 筋力低下、異常感 平成21年12月14日 評価不能 重篤 平成21年12月14日 軽快

16210歳未満 男 平成21年12月11日 微研会 HP02C 無
卵アレルギーなし、、季節性インフルエンザワクチン接種：2回、新
型インフルエンザワクチン接種：1回

全身急性じんましん 平成21年12月11日 関連有り 重篤 平成21年12月12日 回復

16310歳未満 女 平成21年12月7日 化血研 SL02A 無
精神発達遅滞、アトピー性皮膚炎、卵アレルギー（食物アレル
ギー）、てんかん（抗精神病薬服用）

急性喉頭蓋炎（感染性クループ） 平成21年12月8日 評価不能 重篤 平成21年12月10日 回復

164 60 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 不明
原疾患：右LK下葉切除後、腎不全　既往：前立腺癌、脳挫傷、糖
尿病

間質性肺炎 平成21年11月25日 関連有り 重篤 平成21年12月9日 軽快
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165 70 女 平成21年12月7日 化血研 SL04A 無 僧帽弁狭窄症術後、心房細動有り、高脂血症 アナフィラキシー反応の疑い 平成21年12月7日 評価不能 重篤 平成21年12月7日 回復

16610歳未満 男 平成21年12月7日 微研会 HP04B 無 接触日：鼻水、1ヶ月以内カゼ、11/17季節性インフルエンザ 39℃以上の発熱、その他の脳炎、脳症のけいれん 平成21年12月10日 評価不能 重篤 平成21年12月24日 未回復

16710歳未満 男 平成21年12月1日 微研会 HP02B 無 喘息様気管支炎(パルミコート服用） 右顔面神経麻痺 平成21年12月14日 評価不能 重篤 平成21年12月24日 未回復

168 70 男 平成21年12月8日 化血研 SL03A 有 関節リウマチ 脳症 平成21年12月9日 評価不能 重篤 平成21年12月16日 回復

169 70 男 平成21年11月30日 不明 不明 無 糖尿病、季節性インフルエンザワクチン接種（11/20） 脳炎疑い 平成21年12月3日 評価不能 重篤 平成21年12月6日 回復

170 70 男 平成21年12月9日 化血研 SL06B 無 その他の脳炎・脳症 平成21年12月10日 関連有り 重篤 不明 不明

171 70 女 平成21年12月15日 デンカ S2-A 無
基礎疾患：気管支喘息、慢性気管支炎、心不全　既往歴：高血圧、
糖尿病

意識障害 平成21年12月15日 評価不能 重篤 平成21年12月16日 回復

172 60 女 平成21年11月27日 化血研 SL04A 無 喘息、好酸球性肺炎 Churg-Strauss症候群（疑） 平成21年11月30日 不明 重篤 不明 不明

173 50 女 平成21年11月7日 化血研 SL02B 不明 高血圧、アレルギー性鼻炎、喘息 Churg-Strauss症候群 平成21年11月22日 評価不能 重篤 平成21年12月18日 軽快

174 60 女 平成21年12月12日 北里研 NM002C 無 悪性リンパ腫 アナフィラキシー 平成21年12月12日 関連有り 重篤 平成21年12月16日 軽快

175 20 女 平成21年12月18日 北里研 NM002C 無 アナフィラキシー 平成21年12月18日 関連有り 重篤 平成21年12月19日 回復

17610歳未満 男 平成21年12月8日 化血研 SL02B 無 無 その他の脳炎・脳症 平成21年12月9日 関連無し 重篤 平成21年12月22日 未回復

177 70 男 平成21年12月17日 化血研 SL03A 無 無 39℃以上の発熱 平成21年12月17日 評価不能 重篤 平成21年12月18日 回復

178 70 男 平成21年12月12日 化血研 SL05A 無 以前に季節性ワクチンでの副反応無し 肝機能障害 平成21年12月15日 評価不能 重篤 平成21年12月28日 軽快

179 60 女 平成21年11月24日 化血研 SL04A 不明
シェーグレン症候群、橋本病、原発性胆汁性肝硬変、骨粗鬆症、
胆石、血小板数150000/μL

出血、血小板減少 平成21年12月3日 関連有り 重篤 平成21年12月24日 回復

18010歳未満 男 平成21年12月19日 化血研 SL05A 無
目の充血および眼瞼浮腫を伴う難治性の蕁麻疹（過去に2回）、食
物アレルギー、季節性アレルギー、家塵アレルギー、ラテックスア
レルギー

アナフィラキシー様反応（傾眠状態、目の充血） 平成21年12月19日 関連有り 重篤 平成21年12月21日 回復

181 50 女 平成21年11月17日 デンカ S1-B 無 多発性硬化症 多発性硬化症　（その他の神経障害） 平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年12月20日 軽快

182 70 男 平成21年12月18日 化血研 SL06A 無
心不全（内服治療下でNYHA分類Ⅰ度にいかない程度）、糖尿病、
脂質異常症、高血圧

ふらつき 平成21年12月18日 評価不能 重篤 平成21年12月19日 回復

183 60 男 平成21年12月21日 微研会 HP05A 無
肝硬変（C型）（肝性昏睡等の意識障害なし。アンモニア値データな
し）

意識低下（一過性） 平成21年12月21日 評価不能 重篤 平成21年12月22日 軽快

184 70 女 平成21年11月27日 化血研 SL04B 無 右腎孟癌の化学療法中。右腎盂腎癌リンパ節転移、リンパ節腫大 39℃以上の発熱 平成21年11月30日 関連有り 重篤 平成21年12月25日 回復

185 70 男 平成21年11月18日 化血研 SL03B 無
間質性肺炎、季節性インフルエンザ（接種日11/14)、ニューモシス
チス肺炎、特発性肺線維症

39℃以上の発熱、肝機能異常 平成21年11月20日 評価不能 重篤 平成21年12月14日 回復

18610歳未満 男 平成21年12月9日 微研会 HP03A 不明 上気道炎（軽度、発熱なし）
異常行動（興奮状態）、発熱、けいれん、マイコプラ
ズマ性肺炎

平成21年12月9日 関連有り 重篤 平成21年12月18日 回復

187 70 女 平成21年12月9日 化血研 SL05A 無 左肺扁平上皮癌術後、COPD（レベル中等度）、排尿障害 間質性肺炎（疑） 平成21年12月10日 評価不能 重篤 平成21年12月16日 回復

18810歳未満 女 平成21年12月15日 微研会 SL07A 無
無熱性けいれん3回（2歳頃）、扁桃炎がきかっけの熱性けいれん、
CHARGE連合

脳症 平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成21年12月24日 未回復

189 50 女 平成21年12月16日 化血研 SL03A 無 喘息 アナフィラキシー、じんましん 平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成21年12月18日 軽快

190 30 女 平成21年10月28日 化血研 SL01A 無 無 アナフィラキシー 平成21年10月28日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 回復

191 40 女 平成21年11月13日 化血研 SL02B 無 アナフィラキシー 平成21年11月13日 関連有り 重篤 平成21年11月18日 回復

192 50 男 平成21年11月14日 デンカ S2-B 無 無 けいれん、頻拍発作 平成21年11月15日 関連有り 重篤 平成21年12月22日 軽快

193 10 男 平成21年12月10日 化血研 SL05B 無 喘息、過敏症 左上肢振戦 平成21年12月11日 評価不能 重篤 平成21年12月14日 回復

194 80 男 平成21年12月22日 デンカ SL08B 無 無 右側顔面神経マヒ 平成21年12月25日 評価不能 重篤 不明 不明

195 70 男 平成21年11月19日 デンカ S2-A 無 間質性肺炎合併の小細胞肺癌 発熱、間質性肺炎の急性憎悪 平成21年11月21日 関連有り 重篤 平成21年12月18日 軽快

19610歳未満 男 平成21年12月7日 微研会 HP03A 無

無し。ただし予診票上では何も記載されていないが今回の副作用
と思われる。
症状出たとき詳しく発育歴をきいたところ、運動発達が遅れ気味で
あった印象。（Shuffling　babyか？）

歩行不能 平成21年12月15日 関連有り 重篤 平成21年12月26日 未回復

197 60 男 平成21年12月25日 微研会 HP05A 無 躁鬱病（抗精神病薬等投与中） 全身筋肉痛、脱力 平成21年12月26日 評価不能 重篤 平成21年12月28日 不明
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198 60 男 平成21年12月26日 化血研 SL07A 無 アレルギー：鶏肉　基礎疾患：肺気腫、糖尿病 頭痛、めまい、腹痛 平成21年12月26日 評価不能 重篤 平成21年12月28日 回復

199 70 女 平成21年12月15日 化血研 SL07B 無 筋骨格痛 中毒疹 平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成21年12月28日 回復

20010歳未満 男 平成21年12月28日 微研会 HP01A 無 3日前まで下痢 けいれん発作 平成21年12月28日 関連有り 重篤 平成21年12月28日 軽快

201 40 男 平成21年12月24日 化血研 SL08A 無 後天性免疫不全症候群 アナフィラキシー 平成21年12月24日 関連有り 重篤 平成21年12月26日 回復

20210歳未満 女 平成21年12月17日 微研会 HP03C 無 無 じんましん 平成21年12月18日 評価不能 重篤 平成21年12月23日 軽快

203 70 男 平成21年12月4日 化血研 SL03B 無 ギランバレー症候群 平成21年12月14日 関連有り 重篤 平成22年1月4日 不明

204 70 女 平成21年11月18日 化血研 SL04B 無 無 アナフィラクトイド紫斑病 平成21年11月19日 関連有り 重篤 不明 未回復

205 80 女 平成22年1月4日 化血研 SL08A 無 継続性イレウス 発熱、アナフィラキシー 平成22年1月4日 関連有り 重篤 不明 不明

20610歳未満 男 平成21年12月4日 微研会 HP02A 無 無 じんましん 平成21年12月4日 関連有り 重篤 平成21年12月26日 回復

20710歳未満 男 平成21年11月20日 化血研 SL02A 無 ネフローゼ症候群治療中、シクロスポリン60mg/日（）内服中 ネフローゼ症候群の再発 平成21年12月14日 関連有り 重篤 不明 不明

208 20 女 平成21年12月26日 北里研 NB003C 無 出産後2ヶ月 高熱 平成21年12月26日 関連有り 重篤 不明 軽快
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