
重篤症例一覧（平成22年2月8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11月12日 回復

2 30 女 平成21年10月21日 デンカ S2-A 無
慢性膵炎 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22日 回復

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、虫垂炎、子宮外妊娠、骨関節炎 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、高脂血
症、一過性脳虚血発作

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11月2日 回復

6 20 女 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無
アモキシシリン、コーヒー、チョコレートで蕁麻疹 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27日 回復

7 30 女 平成21年10月23日 化血研 SL01A 無

精神科通院中（バルプロ酸ナトリウム、クロミプラミン塩酸塩、ミアンセリン塩酸
塩、ゾルピデム酒石酸塩服用中。二回の入院歴有り）

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
無 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 両上眼瞼発赤腫脹、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
無 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
無 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症 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
無  発熱39度以上の高熱

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、インフルエンザ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

無 アナフィラキシー様反応
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17 30 女 平成21年10月29日 化血研 SL01A 無
無 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

18 20 女 平成21年10月28日 デンカ S1-A 無
クローン病（プレドニゾロン15mg/日服用） アナフィラキシー反応

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 顔面感覚鈍麻

平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年11月10日 回復

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 軽快

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 軽快

23 80歳以上 男 平成21年10月23日 デンカ S2-A 無
大腸癌 高熱

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反応

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11月6日 回復

27 40 女 平成21年10月29日 化血研 SL01A 無
機械性じんましん 血管迷走反射疑い

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
無 発熱、食欲減退

平成21年10月29日 評価不能 重篤 平成21年11月1日 軽快

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12月3日 軽快

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
無 じんましん（胸部）、神経障害（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
無 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
血管性紫斑病 有痛性紫斑病

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
抗生物質でショック症状あり、季節性アレルギー 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（プレドニゾロン、抗真菌剤を服用中。在宅酸素
療法を導入し近日退院予定であった。）COPD、肺膿疱症、慢性呼吸不全、高血
圧、高尿酸血症、肺炎、気胸

間質性肺炎増悪、発熱

平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 軽快
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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

37 30 女 平成21年11月2日 デンカ S1-A 無
自己赤血球免疫性紫斑病 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、食物アレルギー 頭痛、めまい、悪心

平成21年10月30日 関連有り 重篤 平成21年11月2日 回復

40 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

41 30 女 平成21年10月29日 デンカ S2-A 無
無 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

42 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

43 50 男 平成21年11月4日 化血研 SL02B 無
糖尿病性腎症による腎不全で透析療法中、植物・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

44 30 女 平成21年11月5日 デンカ S1-B 無
無 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

45 40 女 平成21年10月31日 微研会 HP01A 無
無 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

46 20 女 平成21年11月5日 化血研 SL01A 無
心室中隔欠損症 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

47 10 男 平成21年11月6日 化血研 SL02A 無
気管支喘息加療中 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

48 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

49 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

50 40 女 平成21年10月31日 微研会 HP01A 無
無 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

51 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

52 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（20年ほど前） 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 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

54 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54 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

55 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 アナフィラキシー反応、倦怠感、蕁麻疹、頭痛、悪心、浮動性め

まい、口腔咽頭痛、目瞼浮腫 平成21年11月6日 関連有り 重篤 平成21年11月11日 回復

56 50 女 平成21年10月28日 デンカ 不明 無
ぶどう膜炎（両眼）、B型肝炎ワクチンにて全身倦怠感の発現あり、頭痛 両眼のぶどう膜炎

平成21年11月4日 関連有り 重篤 平成21年12月24日 未回復

57 40 女 平成21年11月6日 化血研 SL01A 無
食物アレルギー（卵、エビ、そばなど約30種類）、化学物質アレルギー、アレル
ギー性鼻炎

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

58 30 女 平成21年10月27日 微研会 HP01A 無
高脂血症 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

59 80歳以上 女 平成21年11月16日 化血研 SL02A 無
高血圧、心不全にて通院中 脳梗塞

平成21年11月17日 評価不能 重篤 平成21年12月8日 後遺症（症状）

60 40 女 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無

全身性エリテマトーデス、指尖潰瘍（ベラプロストナトリウム投与中）、逆流性食道
炎、腎不全、ネフローゼ（ジピリダモール投与中）、高カリウム血症、貧血、甲状
腺機能低下症、高血圧症、高尿酸血症、膀胱結核、ワクチン接種約1ヶ月前に入
院。

左脳出血

平成21年11月15日 評価不能 重篤 平成22年1月8日 軽快

61 30 男 平成21年10月21日 化血研 SL01A 無
ワクチン接種5ヶ月前、アルコール性肝疾患を発症 肝機能 異常障害

平成21年10月26日 不明 重篤 不明 未回復

62 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

63 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

64 80歳以上 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 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

65 10 女 平成21年11月16日 化血研 SL03B 無
慢性骨髄性白血病（骨髄移植後）、気管支喘息 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

66 10歳未満 男 平成21年11月18日 化血研 SL03A 無
基礎疾患：ネフローゼ、ステロイド投与中、インフルエンザ アナフィラキシー

平成21年11月18日 関連有り 重篤 平成21年11月18日 回復

67 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

68 20 女 平成21年11月17日 北里研 NM001B 無
無 腫脹、発赤、注射部位そう痒感、全身性そう痒感

平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月26日 不明

69 10 男 平成21年11月16日 化血研 SL01A 無

Charcot-Marie-Tooth病（シャルコー・マリー・トゥース病）の疑い。ジフテリア破傷
風混合トキソイドワクチン接種後に嘔吐認めたが、すぐに軽快（6年前）、腓骨部
筋萎縮症、腎尿細管性アシドーシス、難聴

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 平成21年11月19日 回復

70 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、腎不全 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
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71 80歳以上 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

72 20 女 平成21年11月11日 北里研 NM001A 無
無 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

73 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

74 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30日 軽快

75 10歳未満 男 平成21年11月10日 化血研 SL02B 無
昨年、季節性インフルエンザワクチン接種で発疹、発熱あり。食物アレルギーな
し、ネフローゼ症候群でステロイド内服中（1-3mg/kg/日、隔日投与中）。

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

76 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、関節リウマチ、高血圧、心房細動 心不全、肺炎

平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年12月1日 回復

77 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歴2回 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

78 10歳未満 男 平成21年11月17日 微研会 HP02C 無
卵アレルギー：小児科主治医の承諾有り 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

79 10歳未満 男 平成21年11月18日 化血研 SL02B 無
無 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

80 40 女 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無
卵アレルギー アナフィラキシーショック

平成21年11月5日 関連有り 重篤 平成21年11月9日 軽快

81 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

82 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 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

83 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

84 10歳未満 女 平成21年11月16日 デンカ S1-B 無
無 脳症

平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年12月2日 回復

85 40 女 平成21年11月16日 化血研 SL04B 無
喘息 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

86 80歳以上 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、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

87 80歳以上 男 平成21年11月14日 微研会 HP02D 無
脳梗塞、アルツハイマー型認知症、腰ヘルニア 急性呼吸不全、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

88 10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

89 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で在宅酸素療法中、本態性高
血圧症、骨粗鬆症、不眠症、心身症、肝炎ウイルスキャリアー、栄養障害、胸椎
骨折

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

90 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

91 60 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 無
胃癌の補助療法中（シスプラチン、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配
合剤服用中）、副作用で口内炎続く、髄膜炎

発熱
平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年11月30日 回復

92 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（インスリンコントロール
中）、高血圧、高脂血症、動脈硬化（血栓と大量のプラークあり）

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

93 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、プレドニ
ゾロン服用中

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

94 80歳以上 男 平成21年11月17日 微研会 HP02B 無
うっ血性心不全、腎不全 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 回復

95 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

96 10歳未満 男 平成21年11月26日 デンカ S1-B 無
1～2歳時にけいれんあり 顎、舌の不随意運動

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

97 70 女 平成21年11月13日 化血研 SL02B 無
リンデロン（ステロイド）内服中、糖尿病、類天疱瘡、直腸結腸癌手術 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

98 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、呼吸浅薄）、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18日 軽快

99 80歳以上 男 平成21年11月16日 微研会 HP02C 無
肺気腫、関節リウマチ、高血圧症、胸部大動脈瘤術後にて全身状態良好で通院
中

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20日 回復

100 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL03B 無
膵腫瘍（慢性膵炎の嚢胞形成に対し膵全摘出）、糖尿病 敗血症性ショック

平成21年11月27日 評価不能 重篤 平成21年12月4日 回復

101 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、尿路結石、子宮筋腫（貧血あり） 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

102 20 男 平成21年11月25日 微研会 HP02C 無
脳性マヒ、経管栄養中、夜間のみ持続陽圧呼吸療法使用中 発熱

平成21年11月26日 関連無し 重篤 平成21年11月27日 軽快

103 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、在宅酸素療法・非侵襲
的換気療法（NIPPV）施行

慢性呼吸不全急性増悪、慢性心不全増悪

平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年11月27日 軽快

104 30 女 平成21年11月30日 化血研 SL02B 無
アレルギー：モチ米 アナフィラキシー反応

平成21年11月30日 関連有り 重篤 平成21年12月1日 回復
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105 10歳未満 男 平成21年11月27日 微研会 HP02B 無
無 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

106 10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（ワクチン接種約1ヶ月前より内服開始） 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

107 10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

108 10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 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

109 70 女 平成21年11月25日 化血研 SL04B 無
高血圧症、僧帽弁狭窄症、気管支喘息、弁膜症、医薬品・食品による発疹・体調
不良等の既往あり、アスピリン喘息あるが市販風邪薬服用中

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

110 30 女 平成21年10月26日 化血研 SL01A 無
SLE、橋本病（自己免疫性甲状腺炎）、シェーグレン症候群 バセドウ病

平成21年11月8日 評価不能 重篤 平成22年1月6日 軽快

111 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

112 10歳未満 男 平成21年11月30日 デンカ S2-A 無
喘息、心疾患手術の既往あり 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

113 30 女 平成21年11月16日 化血研 SL02A 無
喘息  発熱　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 平成21年11月17日 回復

114 80歳以上 男 平成21年11月5日 化血研 SL02A 無

パーキンソン症候群、褥瘡性潰瘍、脳梗塞（再発予防のため、ワルファリンを本
ワクチン接種1.5ヶ月前より内服開始）

プロトロンビン時間延長（ワルファリン作用増強）

平成21年12月2日 関連有り 重篤 平成21年12月3日 回復

115 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、C-反応性蛋白増加、白血球数増加

平成21年11月26日 関連有り 重篤 平成21年12月2日 回復

116 70 男 平成21年12月3日 化血研 SL04B 無
じん肺（テオフィリン製剤、去痰剤服用中。呼吸状態は安定）、高血圧 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

117 40 女 平成21年10月30日 化血研 SL01A 無
無 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

118 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

119 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

120 10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

121 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL02B 無
前立腺癌：ビカルタミド（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

既往：頭部外傷による症候性てんかん、身体障害、精神障害があり意志の疎通 けいれん重積
122 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、身体障害、精神障害があり意志の疎通
が困難。嚥下に問題はなく、経口接種可能であり、リハビリテーション病院に入院
中。

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

123 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

124 60 男 平成21年11月26日 化血研 SL02A 無

統合失調症、慢性うっ血性心不全、嚥下性肺炎の既往あり 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

循環虚脱、低
血糖症：回復、
血小板減少
症：軽快

125 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1月8日 回復

126 20 女 平成21年11月24日 化血研 SL04B 無
左腎細胞癌リンパ節転移（リンゴ酸スニチニブ服用中だが、ワクチン接種4日前
より休薬中）

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

127 50 女 平成21年12月4日 デンカ S2-B 無
糖尿病、高血圧、高脂血症 感覚鈍麻

平成21年12月4日 関連有り 重篤 平成21年12月5日 不明

128 40 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 無
糖尿病、心筋梗塞、高脂血症 中毒性皮疹

平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成21年12月5日 未回復

129 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

130 10歳未満 女 平成21年12月2日 化血研 SL04A 無
てんかん、運動発達遅延 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

131 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

132 70 男 平成21年11月21日 化血研 SL03A 無
造影剤アレルギー、完全房室ブロック　DDDペースメーカ留置後、高血圧、冠動
脈硬化症、腎機能障害、胃潰瘍

肺炎
平成21年11月26日 評価不能 重篤 平成21年12月5日 回復

133 20 男 平成21年11月16日 化血研 SL02B 無
全身性リンパ管腫（胸郭変形あり）、拘束性呼吸障害（気管切開、夜間は人工呼
吸器BiPAP使用）

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

134 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

135 60 男 平成21年11月24日 化血研 SL02A 無
腎盂腎炎 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

136 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
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137 70 男 平成21年11月26日 化血研 SL03B 無
気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患のため加療中（フルチカゾン・キシナホ酸サロメ
テロール合剤2吸入/日）、2型糖尿病（グルメピリド、ピオグリタゾン、メトホルミン
内服）

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

138 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

139 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

140 50 女 平成21年12月5日 微研会 HP0 - B 無
気管支喘息：加療中 アナフィラキシー疑い、動悸、呼吸困難、喘息

平成21年12月5日 評価不能 重篤 平成21年12月6日 回復

141 10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）、マイコプラズマ性肺炎 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

142 80歳以上 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、深部静脈血栓症、神経因
性膀胱、尿路感染、リハビリテーション療法、脳血管発作

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

143 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

144 80歳以上 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 関連無し 重篤 平成22年1月22日 回復

145 80歳以上 女 平成21年12月9日 微研会 HP04C 無
慢性心不全、心房細動、慢性腎不全等 心室細動

平成21年12月9日 評価不能 重篤 不明 不明

146 60 女 平成21年12月7日 微研会 HP04D 無

バセドウ病 無力症、筋痙縮

平成21年12月7日 評価不能 重篤 不明 不明

147 10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

148 80歳以上 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。

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

149 80歳以上 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

肺炎
平成21年12月10日 評価不能 重篤 平成21年12月15日 回復

150 80歳以上 女 平成21年12月7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、気管支喘息 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 回復

151 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）、骨髄異形成症
候群

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

152 20 女 平成21年11月20日 北里研 NM001A 無
無 痙攣（嘔吐ともなう）、異常感、嘔吐

平成21年11月21日 評価不能 重篤 平成21年11月21日 回復月 月 月 復

153 80歳以上 女 平成21年11月26日 化血研 SL02A 無
誤嚥性肺炎、喘息で入院、抗生剤で治療し改善中 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）

154 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、慢性腎不全 急性呼吸不全

平成21年12月10日 評価不能 重篤 不明 軽快

155 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）、薬物過敏
症、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

156 10歳未満 男 平成21年11月27日 化血研 SL01A 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、正常値を下回
る身長、胎児循環遺残、細菌性腹膜炎

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 後遺症（症状）

157 70 女 平成21年11月18日 デンカ S1-B 無
気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、肺性心 発熱、浮動性めまい

平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年11月22日 軽快

158 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 回転性めまい

平成21年12月2日 評価不能 重篤 平成21年12月14日 回復

159 10歳未満 男 平成21年12月11日 微研会 HP02C 無
気管支炎、乳アレルギー、食物アレルギー（ゴマ）、卵アレルギーなし、動物アレ
ルギー、家塵アレルギー

ぜい鳴、腹痛、嘔吐、アナフィラキシー反応、全身紅斑、呼吸困
難、悪心、蒼白 平成21年12月11日 関連有り 重篤 平成21年12月12日 回復

160 10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）、先天性多発奇形症候群、鎖肛、精神運動機能障害

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15日 回復

161 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

162 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

163 10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 脳炎、脳症

平成21年12月10日 評価不能 重篤 平成21年12月22日 軽快

164 10歳未満 男 平成21年12月1日 微研会 HP02B 無
喘息様気管支炎(ブデゾニド服用） 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 回復・見込み

165 10歳未満 男 平成21年12月14日 微研会 HP02A 無

無 けいれん、嘔吐、発熱

平成21年12月14日 関連有り 重篤 平成21年12月15日 回復

166 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

167 70 男 平成21年11月30日 不明 不明 無
糖尿病 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
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168 70 男 平成21年12月9日 化血研 SL06B 無
無 脳症

平成21年12月10日 関連有り 重篤 不明 不明

169 70 女 平成21年12月15日 デンカ S2-A 無
気管支喘息、慢性気管支炎、心不全、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

170 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

171 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19日 評価不能 重篤 平成21年12月18日 軽快

172 30 女 平成21年12月18日 北里研 NM001A 無

アレルギー性鼻炎 けいれん、意識消失、ほてり

平成21年12月18日 評価不能 重篤 平成21年12月18日

回復（けいれ
ん、意識消
失）、軽快（ほ
てり）

173 60 女 平成21年12月12日 北里研 NM002C 無
悪性リンパ腫 アナフィラキシー反応

平成21年12月12日 関連有り 重篤 平成21年12月16日 軽快

174 20 女 平成21年12月18日 北里研 NM002C 無
喘息、蕁麻疹 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

175 10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22年1月13日 軽快

176 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

177 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、胆石症、腎機能障害、高血圧、良性前
立腺肥大症、胃炎

肝障害
平成21年12月15日 評価不能 重篤 平成21年12月28日 軽快

178 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（鼻出血、歯肉出血、皮下出血）、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

179 10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
平成21年12月19日 関連有り 重篤 平成21年12月25日 回復

180 50 女 平成21年11月17日 デンカ S1-B 無
多発性硬化症、両下肢麻痺あり、骨粗鬆症 多発性硬化症　（その他の神経障害）再発

平成21年11月20日 関連有り 重篤 平成21年12月20日 軽快

181 80歳以上 女 平成21年12月18日 微研会 HP02A 無
高血圧症、骨粗鬆症、変形性膝関節症、めまい。季節性インフルエンザワクチン
接種、難聴傾向

上肢の震え
平成21年12月20日 関連無し 重篤 平成21年12月21日 回復

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）、過去にビ
タミンB1欠乏（ウェルニッケ脳症）による意識障害あり

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、二次性単腎、糖尿病性腎症、糖尿病、高血圧、網膜出
血、胃炎、卵巣病変部切除、右腎盂腎癌リンパ節転移、リンパ節腫大あり、化学
療法目的にて入院中、便秘、外科手術

39℃以上の発熱、肺炎
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 10歳未満 男 平成21年12月23日 微研会 HP05B 無
無し：これで気管支喘息と言われたことはない アナフィラキシー

平成21年12月23日 関連有り 重篤 平成21年12月23日 回復

186 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

187 10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） 激越、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（激越、発
熱、けいれ
ん）、軽快（マ
イコプラズマ
肺炎）

188 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

189 10歳未満 女 平成21年12月15日 化血研 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、眼運動障害、間代、チアノーゼ、呼吸抑制、意識変容状

態、脳波異常、嘔吐 平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成22年1月7日 軽快

190 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

191 30 女 平成21年10月28日 化血研 SL01A 無
無 アナフィラキシー反応

平成21年10月28日 関連有り 重篤 平成21年10月29日 回復

192 40 女 平成21年11月13日 化血研 SL02B 無
無 アナフィラキシー反応

平成21年11月13日 関連有り 重篤 平成21年11月18日 回復

193 50 男 平成21年11月14日 デンカ S2-B 無

発作性心室性細動で心停止、低酸素脳症の結果寝たきり、胃ろう けいれん、頻拍発作

平成21年11月15日 関連無し 重篤 平成21年12月22日
軽快（けいれ
ん）、回復（頻
拍発作）

194 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

195 80歳以上 男 平成21年12月22日 化血研 SL08B 無
前立腺肥大症、高尿酸血症、心不全等 右側顔面神経麻痺

平成21年12月25日 関連有り 重篤 平成22年1月14日 不明

196 10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22年1月6日 軽快
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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）,高CPK血症、肝機能障害。膝関節痛、下肢軽度
把握痛

全身筋肉痛、脱力
平成21年12月26日 評価不能 重篤 平成22年1月5日 回復

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、Ⅱ型糖尿病 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、リウマチ 中毒性皮疹

平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成21年12月28日 回復

200 10歳未満 男 平成21年12月28日 微研会 HP01A 無
3日前まで下痢（軟便程度） 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

202 10歳未満 女 平成21年12月17日 微研会 HP03C 無
無 じんましん、発熱

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
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
高血圧、軽度のうっ血性心不全、甲状腺機能低下症、40年前子宮癌にて放射線
療法を受けその後の尿路感染症あり

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 平成22年1月14日

やや回復（ほ
ぼ不変）

205 80歳以上 女 平成22年1月4日 化血研 SL08A 無
絞扼性イレウスにて小腸切除 発熱、アナフィラキシー

平成22年1月4日 関連有り 重篤 平成22年1月10日 軽快

206 10歳未満 男 平成21年12月4日 微研会 HP02A 無
無 じんましん、中毒性表皮壊死融解症

平成21年12月4日 関連有り 重篤 平成21年12月26日 回復

207 10歳未満 男 平成21年12月4日 化血研 SL06A 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 平成22年1月19日 軽快

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 平成21年12月28日 軽快

209 50 女 平成21年12月2日 微研会 HP03C 無
原発性肝癌（C型肝硬変）、肝外側区肝細胞癌術後再発、食道静脈瘤、脾腫によ
る汎血球減少、総胆管結石除去後、胆嚢摘出後、心不全

貧血、熱感、動悸、呼吸困難
平成21年12月8日 関連無し 重篤 平成21年12月23日 軽快

210 10 男 平成22年1月5日 デンカ S4-A 無
健康であり、診察上問題なし。体重29㎏と小柄である アナフィラキシー

平成22年1月5日 関連有り 重篤 平成22年1月6日 回復

211 50 男 平成21年12月4日 化血研 SL04A 無
特発性間質性肺炎、肺線維症 間質性肺炎急性憎悪

平成21年12月6日 評価不能 重篤 平成22年1月7日 未回復

212 50 女 平成22年1月4日 化血研 SL06B 無
無 アナフィラキシー反応

平成22年1月4日 評価不能 重篤 平成22年1月5日 回復

213 40 女 平成21年12月13日 微研会 HP01A 無
薬、食品で皮膚に発疹、じんましんに回答あり、季節性アレルギー 末梢神経障害（多発性ニューロパチー）

平成21年12月14日 関連有り 重篤 平成22年1月19日 軽快

214 10歳未満 女 平成22年1月7日 微研会 HP03A 無
無 気分不良、呼吸苦、頭痛

平成22年1月7日 関連有り 重篤 平成22年1月8日 回復

215 60 男 平成21年12月23日 化血研 SL07A 無
糖尿病、慢性呼吸不全 喘息発作と熱発

平成21年12月25日 関連有り 重篤 平成22年1月8日 回復

216 10歳未満 女 平成21年12月7日 化血研 SL06A 無
無 急性散在性脳脊髄炎

平成22年1月5日 関連有り 重篤 平成22年1月20日 回復

217 10歳未満 男 平成21年12月19日 化血研 SL07B 無
無 腹痛、嘔吐

平成21年12月20日 評価不能 重篤 平成22年1月8日 回復

218 10歳未満 男 平成22年1月12日 化血研 SL07B 無
季節性インフルエンザ予防接種で局所の腫脹を経験している（接種時期不明） アナフィラキシー反応

平成22年1月12日 関連有り 重篤 平成22年1月13日 回復

219 60 女 平成21年12月7日 化血研 SL06B 無
糖尿病、高血圧症　治療中 小脳梗塞

平成21年12月8日 評価不能 重篤 平成22年1月14日 未回復

220 20 男 平成22年1月6日 微研会 HP02B 無
完全大血管転移症（手術後）で、発作性上室性頻拍、発作性心房細動などの既
往有り。心房内血流転換術、肺静脈狭窄

発作性上室性頻拍症
平成22年1月6日 関連有り 重篤 平成22年1月14日 回復

221 60 男 平成21年12月4日 微研会 HP02A 不明
肺非小細胞肺癌、間質性肺炎、糖尿病 間質性肺炎急性憎悪

平成21年12月17日 関連有り 重篤 平成21年12月29日 軽快

222 10歳未満 女 平成22年1月11日 化血研 SL11A 無
ワクチンによる副反応歴無し（季節型インフルエンザワクチンを含む） 蜂窩織炎（疑い）

平成22年1月11日 評価不能 重篤 平成22年1月20日 回復

223 10歳未満 男 平成22年1月8日 化血研 SL09A 不明
中耳炎、平熱が高値（37℃ 川崎病

平成22年1月10日 評価不能 重篤 平成22年1月15日 不明

224 70 女 平成22年1月15日 化血研 SL11A 無
無 39℃以上の発熱、悪寒

平成22年1月15日 関連有り 重篤 平成20年1月25日 回復

225 10歳未満 女 平成22年1月15日 北里研 NB002A 無
新型インフルエンザワクチン接種（1回目） けいれん疑い

平成22年1月16日 関連有り 重篤 平成22年1月16日 回復

226 10歳未満 男 平成22年1月16日 化血研 SL11A 無
無 神経原性ショック（迷走神経反射による）

平成22年1月16日 関連無し 重篤 平成22年1月16日 回復

227 70 男 平成22年1月8日 化血研 SL07A 無
急性肺炎、播種生血管内凝固症候群、慢性的な微熱、心原性脳梗塞、塞栓後右
麻痺、脳底動脈および大脳動脈につまり（塞栓か狭窄か未確認）、気管切開、誤
嚥性肺炎、呼吸不全

アナフィラキシー様
平成22年1月8日 関連有り 重篤 平成22年1月9日 回復

228 10歳未満 男 平成22年1月12日 化血研 SL07B 無
無 アナフィラキシー

平成22年1月12日 関連有り 重篤 平成22年1月13日 回復

229 40 男 平成21年11月18日 化血研 不明 不明
糖尿病、陳旧性心筋梗塞、高脂血症、飲酒/月数回 中毒疹（紫斑型）

平成21年11月19日 関連有り 重篤 平成22年1月20日 回復

230 10歳未満 女 平成22年1月18日 デンカ S4-B 無

11ヶ月前、号泣後、気分不良、痙攣様症状が出現。食物アレルギーなし。他ワク
チンにて異常歴なし。

ショック（血管迷走神経反射疑い）

平成22年1月18日 関連有り 重篤 平成22年1月18日 回復

7



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
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231 10歳未満 男 平成21年12月4日 微研会 HP03A 無
脳性麻痺、痙性四肢麻痺、症候性てんかん。発熱時など筋緊張亢進、高CK血症
を認め、セレン欠乏を疑われているが原因は不明、関節脱臼により筋緊張の既
往あり、低酸素脳症、精神遅滞

発熱、高CK血症
平成21年12月8日 評価不能 重篤 平成21年12月17日 軽快

232 80歳以上 男 平成21年11月18日 化血研 SL02A 無
肺気腫（無治療）、圧迫骨折（治療中：歩行には杖使用） 橈骨神経運動マヒ

平成21年11月21日 関連有り 重篤 平成22年1月22日 未回復

233 10歳未満 男 平成22年1月15日 デンカ SL11A 無
6年前、季節性インフルエンザワクチン接種でも腫脹あり 注射部位腫脹

平成22年1月15日 関連有り 重篤 平成22年1月20日 軽快

234 60 女 平成21年11月10日 デンカ S2-B 無
天疱瘡 原疾患の憎悪

平成22年11月12日 評価不能 重篤 平成22年1月27日 未回復

235 10歳未満 男 平成22年1月19日 化血研 SL11B 無
咳、鼻汁がある 発熱、けいれん

平成22年1月19日 評価不能 重篤 平成22年1月21日 回復

236 10 男 平成22年1月16日 微研会 HP05D 無
無 アナフィラキシー、けいれん

平成22年1月16日 関連有り 重篤 平成22年1月16日 軽快

237 10歳未満 男 平成22年1月21日 北里研 NB004A 無
無 無熱性痙攣

平成22年1月21日 不明 重篤 平成22年1月28日 不明

238 20 女 平成21年12月25日 北里研 NM002D 不明
C型肝炎（28才）：未治療、トリコモナス性外陰部膣炎、アレルギー性鼻炎 子宮内胎児死亡

平成22年1月22日 評価不能 重篤 年末～年始にかけて 不明

239 10 男 平成22年1月25日 微研会 HP02D 無
喘息、鼻炎 眠気、低体温

平成22年1月25日 関連有り 重篤 平成22年2月5日 回復

240 70 男 平成22年1月26日 北里研 NB004A 無
腎硬化症、慢性腎不全（血液透析中）、身体障害者1級 血圧低下

平成22年1月26日 評価不能 重篤 平成22年1月26日 回復

241 70 男 平成21年12月7日 化血研 SL02A 無
COPD、肺気腫（在宅酸素療法中）　2009年11月20日　季節性インフルエンザワ
クチン接種、細菌性肺炎による急性増悪で入院

急性呼吸急迫症候群（ARDS）
平成21年12月9日 評価不能 重篤 平成21年12月22日 回復

242 80歳以上 男 平成22年1月25日 化血研 SL08B 無
季節性インフルエンザワクチン接種、ひきつけの既往、てんかん、喉頭癌手術、
慢性硬膜血腫、薬物性肝機能障害、痙攣

アナフィラキシー
平成22年1月25日 関連有り 重篤 平成22年1月26日 回復

243 40 女 平成22年1月21日 化血研 SL09B 無
無 動悸・呼吸困難

平成22年1月23日 評価不能 重篤 不明 不明

244 70 男 平成22年1月7日 微研会 HP06D 無
糖尿病、糖尿病性腎症・末梢神経障害 ギランバレー症候群（フィッシャー症候群）

平成22年1月19日 関連有り 重篤 不明 未回復

245 60 女 平成22年1月20日 北里研 NB003D 無
高血圧（内服薬にてコントロール中） 嘔吐、じんましん、下痢

平成22年1月20日 関連有り 重篤 不明 不明

246 10歳未満 男 平成22年1月7日 化血研 SL11B 無
無 血小板減少性紫斑病

平成22年1月27日 評価不能 重篤 不明 不明

247 60 男 平成22年1月28日 デンカ S6-B 無
無 高熱

平成22年1月28日 関連有り 重篤 平成22年2月2日 回復

248 70 女 平成21年12月14日 化血研 SL04A 無
無 発疹、疲労感、眠気

平成21年12月14日 関連有り 重篤 平成22年2月1日 軽快

高血圧症 高脂血症薬物療法にてコントロ ル良好） 腹痛 ショック
249 70 女 平成22年1月22日 微研会 HP03B 無

高血圧症、高脂血症薬物療法にてコントロール良好） 腹痛　ショック
平成22年1月23日 関連有り 重篤 平成22年1月24日 軽快

250 80歳以上 女 平成22年1月28日 デンカ S10ｰA 無
栄養不良で入所したばかり。
37℃前後の微熱の日が多かった。腸炎、気管支炎になりやすい状態と考えられ
た。

発熱
平成22年1月28日 評価不能 重篤 平成22年2月4日 回復

251 80歳以上 男 平成21年12月21日 微研会 HP05A 不明
大腸癌手術 全身発赤、掻痒感

平成21年12月22日 不明 重篤 平成21年12月23日 回復

252 80歳以上 男 平成22年2月3日 北里研 NB004A 無
慢性副鼻腔炎、脳梗塞、狭心症等にて治療中。H21年11月30日季節性インフル
エンザワクチン接種。副作用等なし。

左突発性難聴
平成22年2月4日 評価不能 重篤 不明 不明

253 10歳未満 男 平成21年12月15日 化血研 SL05B 無
無 血小板減少性紫斑病

平成21年12月28日 評価不能 重篤 平成22年2月5日 軽快
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