
新型インフルエンザ感染者　死亡例まとめ　 平成２１年１１月４日時点
新型インフルエンザ対策推進本部事務局

公表
日

死亡
日

自治体名 年齢 性別
※※急性
　脳炎

1 8/15 8/15 沖縄県 50歳代 男 あり
心筋梗塞治療歴あり

慢性腎不全のため透析中
なし

2 8/18 8/18 神戸市 70歳代 男 あり
肺気腫・糖尿病・高血圧

糖尿病による腎不全で週３日の腎透析
なし

3 8/19 8/19 名古屋市 80歳代 女 あり 多発性骨髄腫・心不全 なし

4 8/26 8/25 名古屋市 70歳代 女 あり あり なし

5 8/27 8/27 長野市 30歳代 男 あり
慢性心不全・糖尿病・気管支喘息
アトピー性皮膚炎　（肥満）

なし

6 8/29 8/29 鹿児島県 60歳代 女 あり 消化器がん術後・肺転移 なし

7 8/29 8/29 兵庫県 30歳代 女 あり てんかん なし

8 8/31 8/30 北海道 40歳代 女 あり 高血圧症 なし

9 9/2 9/2 京都府 60歳代 男 あり 慢性呼吸器疾患・慢性心疾患 なし

10 9/2 9/1 高知県 70歳代 男 あり
慢性閉塞性肺疾患（在宅酸素療法中）

糖尿病
なし

11 9/7 9/6 宮城県 90歳代 男 あり 非結核性抗酸菌症 なし

12 9/9 9/9 大阪府 40歳代 男 なし ― なし

13 9/11 9/10 青森県 90歳代 男 あり
脳梗塞後遺症

誤嚥性肺炎の既往
なし

14 9/15 9/15 沖縄県 24 女 なし ― なし

15 9/17 9/17 横浜市 12 男 あり 気管支喘息既往 なし

16 9/20 9/20 久留米市 66 女 あり
喘息

慢性閉塞性肺疾患
なし

17 9/20 9/20 神戸市 60歳代 女 あり 乳がんからの全身転移 なし

18 9/22 9/21 滋賀県 7 男 あり 既往歴　周期性発熱症候群の疑い あり

19 9/23 9/23 大阪府 70歳代 女 あり 糖尿病・高血圧・白血病 なし

20 10/1 9/30 北九州市 49 男 なし ― なし

基礎疾患等

　　　※　　　記載事項は自治体の公表内容からの抜粋
　　　※※　急性脳炎：感染症法に基づく急性脳炎としての届出のあったもの



平成２１年１１月４日時点
新型インフルエンザ対策推進本部事務局

公表
日

死亡
日

自治体名 年齢 性別
※※急性
　脳炎基礎疾患等

21 10/6 10/4 堺市 40歳代 女 あり 高血圧症 なし

22 10/8 10/6 東京都 5 男 なし ― あり

23 10/9 10/9 旭川市 20歳代 男 あり あり なし

24 10/14 10/13 東京都 4 男 なし ― あり

25 10/14 10/14 名古屋市 16 男 あり 気管支喘息 あり

26 10/14 10/14 西宮市 8 女 なし ― あり

27 10/15 10/15 横浜市 5 男 なし ― なし

28 10/19 10/18 川崎市 36 女 あり 糖尿病・喘息 なし

29 10/22 10/20 東京都 3 男 なし ― なし

30 10/23 10/23 福井県 50歳代 男 あり 糖尿病・高血圧・脳梗塞 なし

31 10/23 10/22 埼玉県 67 女 あり
糖尿病・高血圧・高脂血症

脳梗塞後遺症
なし

32 10/23 10/20 神奈川県 50歳代 女 なし ― なし

33 10/26 10/25 埼玉県 13 女 なし ― なし

34 10/26 10/26 奈良県 80歳代 男 あり 糖尿病 なし

35 10/26 10/26 大阪府 80歳代 女 あり 慢性腎不全 なし

36 10/28 10/28 宮城県 50歳代 男 あり 糖尿病・慢性腎不全 なし

37 10/29 10/27 東京都 63 女 あり 心疾患 なし

38 10/30 10/29 熊本県 20歳代 男 不明 不明 なし

39 10/30 10/29 堺市 6 女 あり あり なし

40 10/30 10/30 大阪府 46 男 なし ― なし

　　　※　　　記載事項は自治体の公表内容からの抜粋
　　　※※　急性脳炎：感染症法に基づく急性脳炎としての届出のあったもの



平成２１年１１月４日時点
新型インフルエンザ対策推進本部事務局

公表
日

死亡
日

自治体名 年齢 性別
※※急性
　脳炎基礎疾患等

41 11/1 11/1 京都市 30歳代 女 調査中 調査中 なし

42 11/1 11/1 兵庫県 8 女 なし ― なし

43 11/1 11/1 盛岡市 2 女 なし 熱性けいれんの既往 なし

44 11/2 10/30 神戸市 30歳代 男 あり 悪性リンパ腫（免疫抑制剤内服中） なし

45 11/2 10/31 東京都 72 女 あり 肝硬変 なし

46 11/2 11/1 兵庫県 80歳代 男 あり 糖尿病・脳梗塞後遺症 なし

47 11/3 11/1 名古屋市 60歳代 女 あり
慢性心不全・慢性腎不全

糖尿病・脳梗塞
なし

32 急性脳炎の届出数 5合計 基礎疾患あり

　　　※　　　記載事項は自治体の公表内容からの抜粋
　　　※※　急性脳炎：感染症法に基づく急性脳炎としての届出のあったもの


