
医療機関からの報告

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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日
ワクチンと副反応との因
果関係（報告医評価）

重篤度 転帰日 転帰内容

1 10歳未満 女 平成22年10月1日 北里研 FB022A 無 無 アナフィラキシー 平成22年10月1日 評価不能 重篤 平成22年10月2日 回復
2 10歳未満 男 平成22年10月1日 化血研 L41A 無 不明 蜂窩織炎 平成22年10月1日 関連有り 重篤 平成22年10月19日 回復

3 10 男 平成22年10月1日 微研会 HA099A 無
HHE(hypotonic-hyporeｓponsive 
episode)

平成22年10月1日 重篤 平成22年10月4日 回復

4 20 女 平成22年10月6日 北里研 FB024B 無 アトピー性皮膚炎 頭痛、低血圧 平成22年10月6日 関連有り 重篤 平成22年10月10日 軽快

5 60 女 平成22年10月8日 北里研 FC031A 無

接種時は特段の疾病なしだった
が、イヌ、ネコ、雑草などのアレ
ルギーがあり、入院時の検査で
IgG 666IU/mLと高値であった。
高脂血症、不眠症、胃腸炎、骨
粗鬆症、アレルギー性鼻炎

肝機能異常、間質性肺炎 平成22年10月9日 関連有り 重篤 平成22年10月29日 回復

6 60 男 平成22年10月8日 微研会 HA100A 無 無
発疹、胸部不快感、眼瞼浮腫、
悪心

平成22年10月12日 評価不能 重篤 平成22年11月18日 軽快

7 10歳未満 男 平成22年10月12日 微研会 HA099B 無 無 発熱、腫脹 平成22年10月13日 関連有り 重篤 平成22年11月2日 回復
8 10 女 平成22年10月13日 化血研 L47A 無 無 意識消失 平成22年10月13日 関連有り 重篤 平成22年10月21日 回復

9 10歳未満 女 平成22年10月13日 微研会 HA100A 無
無
（抗核抗体陽性、今のところ抗
SS-A抗体が±なだけ）

血小板減少性紫斑病 平成22年10月27日 関連有り 重篤 未回復

10 10 男 平成22年10月14日 化血研 L43B 無 喘息 急性散在性脳脊髄炎（ＡＤＥＭ） 平成22年12月14日 評価不能 重篤 平成23年1月12日 軽快
11 10歳未満 女 平成22年10月15日 北里研 FM009D 無 あり アナフィラキシー 平成22年10月16日 関連有り 重篤 平成22年10月18日 回復
12 30 男 平成22年10月16日 北里研 FC031B 無 無 ギランバレー症候群 平成22年10月28日 評価不能 重篤 未回復
13 30 女 平成22年10月16日 北里研 FB024A 無 無 急性散在性脳脊髄炎 平成22年11月1日 関連有り 重篤 平成22年12月8日 軽快
14 10歳未満 男 平成22年10月18日 化血研 L46B 有 プレベナー7V じんましん以外の全身の発疹 平成22年10月19日 関連有り 重篤 平成22年10月22日 回復

15 70 女 平成22年10月18日 北里研 FB022D 有

高血圧（内服にて安定している）
接種前の患者の状態：体温は
36.2°のどが痛かった。熱がな
かったのでワクチンを接種した。

発熱（気管支肺炎） 平成22年10月20日 関連有り 重篤 平成22年10月25日 軽快

16 80 女 平成22年10月18日 化血研 L45A 無 無 アナフィラキシー反応 平成22年10月19日 評価不能 重篤 平成22年10月29日 回復
17 10歳未満 男 平成22年10月19日 デンカ 403-A 無 無 左上肢腫脹、湿疹 平成22年10月20日 関連有り 重篤 平成22年10月25日 回復
18 10歳未満 男 平成22年10月19日 デンカ 403-A 無 左上腕腫脹 平成22年10月20日 重篤 平成22年10月25日 回復

19 40 男 平成22年10月20日 デンカ 398-B 無

基礎疾患としてうつ病ありデプ
ロメール服用中。また、過去に
ワクチン接種時の状況はこのよ
うな状況になったことはない。
ただし、抗生剤の注射で時々今
回の様なことは起こっていたそ
うだ。血圧低下などの症状で5-
10分休んでいると回復したとの
こと。

迷走神経反射 平成22年10月20日 関連有り 重篤 平成22年10月21日 回復

20 10 女 平成22年10月21日 微研会 HA099B 無 無
その他の通常の接種では見ら
れない異常反応
（血圧低下、嘔吐、冷汗、蒼白）

平成22年10月21日 関連有り 重篤 平成22年10月21日 回復

21 80 男 平成22年10月21日 北里研 FM010 無

胆嚢胆石症手術、不安定狭心
症ステント留置
10年以上前より、高血圧、虚血
性心疾患、発作性心房細動、高
脂血症

薬剤性間質性肺炎 平成22年10月24日 関連有り 重篤 平成22年11月2日 軽快

重篤症例一覧
（平成２３年１月３１日までの報告分）
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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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日
ワクチンと副反応との因
果関係（報告医評価）

重篤度 転帰日 転帰内容

22 70 男 平成22年10月22日 デンカ 399-A 無

間質性肺炎（状態は落ち着いて
いた）
今までワクチン接種時の異常の
有無：インフルエンザワクチンを
以前に4回接種しているがこの
ようなことは初めてだった。

39.0℃以上の発熱、間質性肺
疾患

平成22年10月24日 評価不能 重篤 平成22年11月2日 不明

23 20 男 平成22年10月23日 デンカ 398-B 無 てんかん、痙攣 てんかん発作 平成22年10月24日 関連無し 重篤 平成22年10月28日 回復
24 70 女 平成22年10月25日 微研会 HA101B 無 被爆症、脳梗塞、認知症 歩行不能、気管支炎 平成22年10月26日 関連有り 重篤 平成22年10月30日 回復
25 30 男 平成22年10月25日 化血研 L43C 無 無 無菌性髄膜炎 平成22年11月8日 評価不能 重篤 平成22年11月22日 軽快
26 10歳未満 男 平成22年10月25日 化血研 L48B 無 急性散在性脳脊髄炎 平成22年12月6日 関連有り 重篤 平成22年12月30日 軽快
27 30 女 平成22年10月25日田薬品工業 406-B 無 無 末梢神経障害 平成22年10月26日 関連有り 重篤 平成23年1月27日 未回復

28 50 女 平成22年10月26日 北里研 FB026A 無
アレルギー；麻酔薬・整形外科
のヘルニアの薬

アナフィラキシー 平成22年10月26日 関連有り 重篤 平成22年10月26日 回復

29 80 女 平成22年10月26日 化血研 L48C 無
高血圧、脂質異常症、逆流性食
道炎

皮疹 平成22年10月27日 関連有り 重篤 平成22年11月9日 軽快

30 80 女 平成22年10月27日 化血研 L43C

約20年前、虚血性心疾患の疑
いで他院循環器科にて心カテ検
査、この時不整脈を指摘され
た、平成17年11月～小脳梗塞
（左小脳半球～虫部）、平成19
年10月～狭心症（上室性不整
脈）、平成20年6月～左胸膜炎
（胸水）、平成22年3月～高コレ
ステロール血症

脳梗塞 平成22年10月27日 評価不能 重篤 平成22年11月24日 軽快

31 10 女 平成22年10月27日 化血研 L47A 無 無 白血球減少、肝機能障害 平成22年10月27日 関連有り 重篤 平成22年11月11日 回復

32 70 男 平成22年10月28日 化血研 L46B 無
高血圧、慢性腎不全、高脂血
症、良性前立腺肥大症

ギラン・バレー症候群 平成22年11月10日 重篤 不明

33 10歳未満 女 平成22年10月28日 化血研 L44B 無 無
ギランバレー症候群、
Bickerstaff脳幹脳炎、高血圧

平成22年11月10日 関連有り 重篤 平成23年1月7日 軽快

34 20 女 平成22年10月29日 化血研 L49A 無 無 頭痛、めまい、嘔吐 平成22年10月29日 関連有り 重篤 平成22年10月31日 軽快
35 80 男 平成22年10月29日 化血研 L45A 無 無 38℃～39℃発熱 平成22年10月29日 評価不能 重篤 平成22年11月29日 回復

36 60 男 平成22年10月30日 北里研 FB024C
アレルギー性鼻炎、高血圧で加
療中、扁桃摘出

ショック、意識消失 平成22年10月30日 関連有り 重篤 平成22年10月30日 回復

37 50 男 平成22年10月30日 化血研 L45A 無
高脂血症、高尿酸血症、ラクナ
梗塞　で加療中

リンパ節腫大、白血球増加及び
血小板減少

平成22年11月14日 関連有り 重篤 不明

38 30 女 平成22年11月1日 北里研 FB025B 無

基礎疾患：小4より甲状腺機能
亢進症（バセドー氏病）（四国が
んセンター）（20歳のころより通
院なし。薬も飲んでいない）
片頭痛あり。（ロキソニン服用す
るも妊娠に気がついてからは服
用なし）
本剤以外に服用薬：カロナール
（Ｈ22/9/11）酸化マグネシウム
（Ｈ22/9/25）紫胡桂枝湯（Ｈ
22/10/19）イソジンガーグル
副作用歴：なし
ワクチン歴：なし
アレルギー歴：なし
妊娠歴：2007年1月中絶

子宮内胎児死亡（妊娠15週0
日）

平成22年11月20日 評価不能 重篤 平成22年11月28日 軽快

39 90 女 平成22年11月2日 化血研 L49A 無 無 肺炎 平成22年11月3日 関連有り 重篤 平成22年11月9日 回復
40 30 女 平成22年11月2日 微研会 HA102C 十二指腸潰瘍 急性胃腸炎、咽頭浮腫 平成22年11月4日 重篤 平成22年11月15日 軽快



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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日
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41 10歳未満 男 平成22年11月4日 北里研 FC032B 有 プレベナー 顔面、眼瞼浮腫 平成22年11月5日 評価不能 重篤 平成22年11月11日 回復

42 50 女 平成22年11月4日 北里研 FB027D 無

原因不明の薬剤アレルギー（セ
レコックス）あり。同日高脂血
症、胃炎、頭肩腕症候群にてア
ルセチン（メバロチン）、ジノン、
セレコックス、ミオナール、カス
モチン内服（すべて以前より内
服している）、局所腫脹

気道浮腫による呼吸困難 平成22年11月4日 関連有り 重篤 平成22年11月5日 回復

43 50 女 平成22年11月4日 化血研 L47B 無 無 発熱39.5℃ 平成22年11月5日 関連有り 重篤 平成22年11月7日 回復

44 10歳未満 女 平成22年11月5日 北里研 FB028C 無 無 ショック 平成22年11月5日 関連有り 重篤 平成22年11月5日 回復

45 60 女 平成22年11月5日 デンカ 399-B
陳旧性心筋梗塞、狭心症、僧帽
弁閉鎖不全症、慢性心不全で
内服加療中

アナフィラキシー 平成22年11月5日 関連有り 重篤 平成22年11月11日 軽快

46 50 女 平成22年11月5日 化血研 L49A 無 無 発熱、肝機能異常、全身発疹 平成22年11月8日 関連有り 重篤 平成22年12月3日 回復

47 10歳未満 女 平成22年11月6日 北里研 FB026A 無 熱性痙攣、てんかん、痙攣 痙攣重積型脳症 平成22年11月7日 関連有り 重篤 平成22年11月18日

後遺症
（症状：高
度の認知
運動機能

障害）

48 50 女 平成22年11月6日 化血研 L42C 無 無
注射部位そう痒感、注射部位紅
斑、注射部位腫脹、注射部位
疼痛、筋力低下

平成22年11月6日 関連有り 重篤 平成22年12月 軽快

49 40 男 平成22年11月6日 北里研 FB024C 無 フォークト・小柳・原田症候群 フォークト・小柳・原田症候群 平成22年11月16日 関連有り 重篤 平成22年11月30日 未回復

50 70 女 平成22年11月8日 北里研 FB026C 無
糖尿病あり、他アレルギー等な
し、高コレステロール血症

軽度アナフィラキシー 平成22年11月8日 関連有り 重篤 平成22年11月9日 軽快

51 10歳未満 男 平成22年11月8日 化血研 L43A 無 無 膨隆疹 平成22年11月8日 関連有り 重篤 平成22年11月10日 軽快

52 10 男 平成22年11月8日 化血研 L46B 無

①平成14年よりネフローゼ症候
群で宮崎大学小児科で　　現
在、寛解中であった。②平成22
年10月23日より咳　と鼻汁、31
日発熱、喘息様気管支炎の診
断

肘をこえる局所の異常腫脹、蛋
白尿

平成22年11月9日 関連有り 重篤 平成22年11月23日 軽快

53 30 女 平成22年11月8日 北里研 FB024B 無 過呼吸症候群 39.0度以上の発熱 平成22年11月9日 関連有り 重篤 平成22年11月24日 回復
54 10歳未満 女 平成22年11月8日 化血研 L50A 無 アナフィラキシー 平成22年11月8日 関連有り 重篤 平成22年11月29日 回復

55 90 女 平成22年11月9日 化血研 L53B 無
高血圧、左心室肥大、神経炎、
逆流性食道炎、認知症

発熱、意識消失 平成22年11月10日 関連有り 重篤 平成22年11月16日 回復

56 80 男 平成22年11月9日 北里研 FB022A 無 良性前立腺肥大症、便秘、不眠
早発性左顔面神経マヒ（ベルマ
ヒ）

平成22年11月13日 評価不能 重篤 平成22年11月29日 未回復

57 20 女 平成22年11月9日 化血研 L52B 無 無 筋膜筋炎 平成22年11月13日 評価不能 重篤 平成22年12月8日 回復
58 60 女 平成22年11月10日 化血研 L43C 無 高血圧、腰痛・胆石症、てんか けいれん 平成22年11月11日 関連有り 重篤 平成22年11月12日 回復
59 10 女 平成22年11月10日 デンカ 414-B 無 無 ネフローゼ症候群 平成22年11月15日 関連無し 重篤 平成22年12月17日 軽快
60 40 男 平成22年11月11日 化血研 L52A 無 肺気腫、気胸 髄膜炎 平成22年11月11日 評価不能 重篤 平成22年11月22日 回復

61 10歳未満 女 平成22年11月11日 化血研 L41A 無
早産、妊娠週に比して小さい
児、心房中隔欠損症

血管迷走神経反射 平成22年11月11日 関連有り 重篤 平成22年11月11日 回復

62 40 男 平成22年11月11日 デンカ 405-B 無
感冒症状が1ヵ月前に有り　接
種２、３日前咽頭痛有り

急性脊髄炎 平成22年11月19日 評価不能 重篤 平成23年1月24日 回復

63 20 女 平成22年11月12日 北里研 FB028B 無 無
39度以上の発熱、肝機能異
常、じんま疹以外の全身の発
疹、下痢、唾液腺腫大

平成22年11月13日 評価不能 重篤 平成22年11月25日 不明

64 50 女 平成22年11月12日 化血研 L51C 無 有 全身蕁麻疹 平成22年11月15日 関連有り 重篤 平成22年11月22日 不明
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65 30 女 平成22年11月12日 微研会 HA099B 無
サワシリン、ロセフィン、フロモッ
クス、ロキソニン、メチコバール
などにアレルギーあり

アナフィラキシー 平成22年11月12日 関連有り 重篤 平成22年11月18日 軽快

66 10歳未満 男 平成22年11月12日 北里研 FB025B 無

BCGの副反応で抗結核薬内服
していた、H16年クラリシッドで
薬疹疑い、10月12日日本脳炎
ワクチン接種

ヘノッホ・シェーライン紫斑病 平成22年11月26日 評価不能 重篤 平成22年12月10日 回復

67 30 女 平成22年11月12日 化血研 L44C 無 無 子宮内胎児死亡（妊娠17週0 平成22年12月11日 評価不能 重篤 平成22年12月13日 軽快

68 60 女 平成22年11月13日 北里研 FM011A 無
高血圧、狭心症、成人T細胞リ
ンパ腫・白血病

アナフィラキシー様症状 平成22年11月13日 関連有り 重篤 平成22年11月14日 回復

69 80 女 平成22年11月13日 化血研 L53C 無

虚血性心疾患梗塞の既往ある
も　薬でコントロールされてい
る。１ヶ月以内の病気なし。脳梗
塞

基礎疾患：脳梗塞、虚血性心疾
患にて、11/13まで他院よりタナ
トリル、アーチスト、ラシックス、
リピトール、プロテカジンを処方
され服用していたが、11/13来
院時に服用薬が多いのでブロプ
レス8mg、バイアスピリンのみに
変更した。
ワクチン接種歴：有り。このよう
なことはなかった。

その他の脳炎、脳症の疑い 平成22年11月20日 評価不能 重篤 平成22年12月10日 未回復

70 30 女 平成22年11月15日 北里研 FC032A 無 無 アナフィラキシー 平成22年11月15日 関連有り 重篤 平成22年11月16日 回復

71 10歳未満 男 平成22年11月15日 微研会 HA102D
リンパ節炎、ミノマイシンにアレ
ルギー歴あり

頭痛、嘔気、気分不良 平成22年11月15日 重篤 平成22年11月16日 回復

72 10 男 平成22年11月15日 微研会 HA103D 無 無 アナフィラキシー 平成22年11月15日 関連有り 重篤 平成22年11月15日 回復

73 80 男 平成22年11月15日 化血研 L50A
被殻出血、高血圧、リハビリ
テーション療法、胃潰瘍、痔核、

気管支喘息、発熱 平成22年11月16日 関連有り 重篤 平成22年12月16日 軽快

74 60 男 平成22年11月15日 北里研 FM009E

基礎疾患：高血圧にてコディオ
配合錠EX服用
既往歴：発作性心房細動（特に
治療はしておらずコントロールし
ている）
アレルギー歴：なし
ワクチン接種歴：有　このような
ことはなかった。
接種前の全身状態：良好

アレルギー反応による頭頸部
浮腫、右手・右顔面のしびれ

平成22年11月15日 関連有り 重篤 平成22年11月15日 回復

75 70 女 平成22年11月15日 デンカ 399-A 無 無 気管支喘息重積発作 平成22年12月3日 関連有り 重篤 平成22年12月10日 回復

76 40 女 平成22年11月15日 化血研 L46C 無 無
（細菌性）髄膜炎、感染性心内
膜炎

平成22年11月26日 評価不能 重篤 平成23年1月20日 未回復

77 90 女 平成22年11月16日 デンカ 403-B 無 高血圧、アルツハイマー型認知 肺炎 平成22年11月16日 評価不能 重篤 平成22年12月1日 回復

78 60 男 平成22年11月16日 微研会 HK06A 無

ペースメーカーあり、当日風邪
症状なし、発熱、高脂血症、下
垂体腫瘍、甲状腺機能亢進症
炎症後色素沈着変化

意識消失発作、発熱 平成22年11月17日 評価不能 重篤 平成22年11月25日 回復

79 30 女 平成22年11月16日 北里研 FB029D 無

11月13日に37℃台の微熱が１
日のみあったが、接種日は体調
良好であった、ネフローゼ症候
群、子宮癌

視神経炎 平成22年11月19日 評価不能 重篤 平成22年12月16日 回復

80 90 女 平成22年11月17日 デンカ 410-B 無
慢性関節リウマチ、変形性膝関
節症

アナフィラキシー疑い 平成22年11月17日 関連無し 重篤

81 20 男 平成22年11月18日 微研会 HK06B 無 アトピー性皮膚炎 アナフィラキシーショック 平成22年11月18日 関連有り 重篤 平成22年11月18日 回復
82 40 女 平成22年11月18日 微研会 HA102A 無 無 ギラン・バレー症候群 平成22年11月18日 関連有り 重篤 平成22年11月20日 軽快



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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日
ワクチンと副反応との因
果関係（報告医評価）

重篤度 転帰日 転帰内容

83 10歳未満 女 平成22年11月22日 デンカ 402-B 無 卵アレルギー、喘息 アナフィラキシー 平成22年11月22日 関連有り 重篤 平成22年12月8日 回復
84 20 男 平成22年11月22日 デンカ 414-B 無 無 接種側上肢全体の痛みしびれ 平成22年11月22日 関連有り 重篤 平成22年12月3日 軽快

85 80 男 平成22年11月24日 北里研 FB033B
そう痒症、損傷、胆石症、頭血
腫、骨盤骨折、胆嚢切除

間質性肺炎 平成22年11月28日 関連有り 重篤 平成22年12月6日 未回復

86 70 女 平成22年11月24日 微研会 HA103B 無
C型肝炎、裂肛、ケロイド瘢痕、
便秘

全身発疹、発熱、倦怠感、食欲
減退

平成22年11月25日 関連有り 重篤 平成22年12月15日 回復

87 70 女 平成22年11月25日 化血研 L47A 無 無 全身の多形紅斑 平成22年11月27日 関連有り 重篤 平成22年12月9日 軽快

88 10 女 平成22年11月25日 北里研 FC031B 無
H22年10月29日1回目インフル
エンザ予防接種施行。FC032A

急性散在性脳脊髄炎 平成22年11月26日 関連有り 重篤 平成22年12月14日 軽快

89 10歳未満 女 平成22年11月26日 化血研 L-56A 低血糖症 低血糖 平成22年11月27日 重篤 平成22年11月28日 回復

90 10歳未満 女 平成22年11月26日 デンカ 410-B 無
心房中隔欠損（主治医　予防接
種OKとのこと）、血管腫

視床出血 平成22年11月26日 評価不能 重篤 不明

91 10 男 平成22年11月27日 化血研 L41A 無 有 脳炎、脳症 平成22年12月1日 評価不能 重篤 平成22年12月7日 未回復

92 30 女 平成22年11月27日 デンカ 414-B 無

月経困難症で内服治療中（他院
でディナゲストをもらっている）１
０年前不整脈でカテーテルアブ
レーション

橈骨神経麻痺 平成22年11月27日 関連有り 重篤 平成22年12月13日 未回復

93 60 女 平成22年11月29日 北里研 FM012C 無

H14に脳出血→左マヒ、発語障
害で車イス生活。後遺症として
けいれんあり。抗けいれん薬２
剤(アレビアチンとエクセグラン)
服用中。最後の発作はH17年
だった。会話障害、脂質異常

てんかん発作 平成22年12月1日 評価不能 重篤 平成22年12月3日 回復

94 90 女 平成22年11月29日 化血研 L53C 無

ワクチン接種歴：あり（このよう
なことはなかった）
基礎疾患：認知症、高血圧、睡
眠障害にてオメプラール、バイ
アスピリン、リバロ、アムロジピ
ンOD、レザルタスHD、アリセプ
ト、マイスリー、フェジン注を使
用中。

39度以上の発熱 平成22年12月1日 関連有り 重篤 平成22年12月8日 回復

95 60 男 平成22年11月30日 微研会 HA105D 無
大腸癌にて抗癌剤投与
（11/26,27,28 アバスチン）、食
欲減退

心肺停止 平成22年11月30日 関連有り 重篤 平成22年11月30日 回復

96 10歳未満 女 平成22年11月30日 微研会 HA104D 熱性けいれん アナフィラキシー 平成22年11月30日 関連有り 重篤 平成22年11月30日 回復
97 20 男 平成22年11月30日 微研会 HA105B 無 無 アナフィラキシーショック 平成22年11月30日 関連有り 重篤 平成22年12月1日 回復

98 60 男 平成22年11月30日 微研会 HA105D 無
直腸癌にて化学療法を定期使
用中

心肺停止 平成22年11月30日 関連有り 重篤 平成22年12月2日 回復

99 20 女 平成22年12月1日 化血研 L48A 無
左腎結石、ＥＳＷＬ治療後５日
目、尿管ステント留置中

じんましん、発熱 平成22年12月2日 評価不能 重篤 平成22年12月6日 回復

100 60 女 平成22年12月1日 デンカ HA415A 無 高血圧 皮膚粘膜眼症候群 平成22年12月3日 評価不能 重篤 平成22年12月25日 軽快

101 20 男 平成22年12月2日 デンカ 404-B 無

基礎疾患：なし
ワクチン歴：これまでに接種有る
が特段問題なかった。
アレルギー歴：なし

ショック状態 平成22年12月2日 関連有り 重篤 平成22年12月2日 回復

102 50 男 平成22年12月2日 北里研 FM012C 無 無 39℃以上の発熱、赤色膨隆疹 平成22年12月2日 評価不能 重篤 平成22年12月9日 軽快
103 10 男 平成22年12月4日 デンカ 413-A 無 無 発熱、けいれん 平成22年12月6日 評価不能 重篤 平成22年12月8日 回復

104 10歳未満 男 平成22年12月6日 デンカ 419-A 無

昨年インフルエンザワクチン接
種後、上腕部のみ２日間腫脹し
た

アレルギー検査：IgE 179IU/mL　
ハウスダスト・ダニ・卵白・卵黄・
牛乳・大豆・小麦全て0。好酸球
（-）。

多形紅斑、血管浮腫 平成22年12月7日 関連有り 重篤 平成22年12月22日 回復



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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日
ワクチンと副反応との因
果関係（報告医評価）

重篤度 転帰日 転帰内容

105 10歳未満 女 平成22年12月8日 化血研 L49A 無 白血球破砕性血管炎 急性散在性脳脊髄炎 平成22年12月9日 関連有り 重篤 平成23年1月6日 回復

106 50 男 平成22年12月17日 微研会 HA106B 無
アレルギー、喘息、花粉症、高
尿酸血症

ギランバレー症候群 平成22年12月31日 関連有り 重篤 平成23年1月24日 未回復

107 10 女 不明 無 右上肢CRPS 平成22年11月20日 重篤 平成22年12月21日 未回復

※死亡症例報告を除く



製造販売業者からの報告
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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日 転帰日 転帰内容

1 10歳未満 女 平成22年9月25日 北里研 FB022B アイカルディ症候群、熱性痙攣 脳症、肝機能異常 平成22年10月1日 平成22年10月8日 未回復
2 10 女 平成22年10月1日 微研会 HA099A 無 筋緊張低下-反応性低下発作 平成22年10月1日 平成22年10月2日 軽快
3 40 女 平成22年10月2日 北里研 FC031B 急性散在性脳脊髄炎、紫斑 平成22年10月4日 平成22年10月16日 軽快
4 70 平成22年10月4日 デンカ 無 胃癌、慢性閉塞性肺疾患 倦怠感、間質性肺疾患、多臓器不全 平成22年10月6日 平成23年1月13日 未回復
5 60 女 平成22年10月5日 北里研 FM009B 高脂血症、下痢 アナフィラキシー反応 平成22年10月5日 平成22年10月5日 回復
6 20 女 平成22年10月5日 北里研 FB025C ショック 平成22年10月5日 平成22年10月5日 回復
7 60 女 平成22年10月6日 北里 FB022D 脂質異常症、肝機能異常、肥満 注射部位腫脹、注射部位紅斑 平成22年10月8日 平成22年10月9日 軽快
8 30 女 平成22年10月12日 デンカ ギラン・バレー症候群 平成22年11月3日 平成22年12月3日 軽快
9 10歳未満 女 平成22年10月14日 北里研 FB022A 喘息、鼠径ヘルニア 第7脳神経麻痺 平成22年10月20日 未回復

10 10歳未満 女 平成22年10月18日 デンカ 無 注射部位腫脹 平成22年10月18日 平成22年10月23日 軽快
11 40 女 平成22年10月22日 デンカ 乾癬様皮膚炎 平成22年10月24日 未回復
12 10歳未満 女 平成22年10月24日 北里研 FB025A 上気道の炎症 アナフィラキシー反応 平成22年10月24日 平成22年10月26日 軽快
13 30 男 平成22年10月25日 化血研 Ｌ43Ｃ 髄膜炎 平成22年11月8日
14 80 女 平成22年10月25日 微研会 気管支炎 平成22年10月25日 平成22年10月28日 回復
15 80 女 平成22年10月26日 化血研 発疹 平成22年10月27日 不明
16 10歳未満 女 平成22年10月26日 北里研 FB024C 無 ムンプス 低血圧 平成22年10月26日 平成22年10月26日 回復
17 10歳未満 男 平成22年10月27日 北里研 FB024C 無 喘鳴、蕁麻疹 平成22年10月28日 平成22年11月5日 回復
18 10歳未満 女 平成22年10月28日 化血研 L44B ギラン・バレー症候群、脳幹脳炎 平成22年11月10日 平成23年1月7日 軽快
19 10 男 平成22年10月29日 化血研 無 肝障害 平成22年11月30日 未回復
20 50 女 平成22年10月29日 化血研 高血圧、発効食品アレルギー アナフィラキシー様反応 平成22年10月29日 平成22年10月29日 軽快
21 10歳未満 女 平成22年10月30日 化血研 L46A 発熱、心嚢液貯留 平成22年10月30日 未回復
22 80 女 平成22年10月30日 微研会 HA099B 無 痙攣、発熱 平成22年10月30日 平成22年10月30日 回復
23 10歳未満 男 平成22年10月 化血研 赤芽球ろう 平成22年10月 未回復
24 10歳未満 男 平成22年10月 化血研 急性散在性脳脊髄炎 平成22年12月6日 平成22年12月30日 軽快
25 40 女 平成22年10月 化血研 L46A 急性散在性脳脊髄炎 平成22年10月 不明
26 60 男 平成22年10月 化血研 L49B 良性前立腺肥大症、脳梗塞 第6脳神経麻痺、第7脳神経麻痺 平成22年11月10日 未回復
27 30 女 平成22年11月1日 化血研 蕁麻疹、呼吸困難 平成22年11月3日 平成22年11月9日 回復
28 40 男 平成22年11月1日 化血研 肺真菌症 ショック 平成22年11月2日 平成22年11月18日 回復
29 10 女 平成22年11月1日 化血研 L44C ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 平成22年11月1日 平成23年1月 回復

30 70 女 平成22年11月2日 化血研
頚動脈狭窄、高血圧、高コレステロール血症、白
内障、緑内障、静脈手術、骨粗鬆症

紅斑、発熱、鼻咽頭炎、失神、脳梗塞 平成22年11月3日 平成22年12月1日 未回復

31 10歳未満 女 平成22年11月2日 化血研 第7脳神経麻痺 平成22年11月3日 未回復
32 70 男 平成22年11月2日 化血研 L47C 慢性腎不全、心臓弁膜疾患、高血圧 ギラン・バレー症候群 平成22年11月28日 不明
33 10 女 平成22年11月4日 化血研 L41A 無 季節性アレルギー、食物アレルギー 異常感、浮動性めまい、多汗症 平成22年11月4日 平成22年11月5日 回復
34 10 男 平成22年11月4日 微研会 白血病、髄膜炎 発熱 平成22年11月4日 平成22年11月 軽快
35 50 女 平成22年11月5日 化血研 L49A 蕁麻疹、発熱 平成22年11月8日 平成22年11月26日 回復
36 80 男 平成22年11月5日 北里研 FC032B 慢性閉塞性肺疾患、心房細動、高尿酸血症、肺 アナフィラキシーショック 平成22年11月5日 平成22年11月5日 軽快
37 80 女 平成22年11月5日 北里研 FB025B 間質性肺疾患 平成22年11月9日 平成22年11月25日 回復
38 60 女 平成22年11月9日 デンカ 高血圧 悪心、意識変容状態 平成22年11月9日 未回復

39 70 男 平成22年11月9日 北里研 FB028C
認知症、糖尿病、C型肝炎、急性呼吸窮迫症候
群、播種性血管内凝固

急性呼吸窮迫症候群、播種性血管内凝固 平成22年11月10日 未回復

40 80 男 平成22年11月10日 北里研 腹部手術 横紋筋融解 平成22年11月13日 平成22年11月22日 軽快

41 60 女 平成22年11月11日 化血研 L43B
肺の悪性新生物、高コレステロール血症、薬物
過敏症

ショック 平成22年11月11日 平成22年11月11日 回復

42 70 男 平成22年11月11日 北里研 FB025B
脳出血、アルツハイマー型認知症、閉塞性動脈
硬化症、緊張性膀胱

平成22年11月15日 平成22年11月26日 回復

43 10 女 平成22年11月11日 微研会 HA099E 腎盂腎炎 特発性血小板減少性紫斑病 平成22年11月26日 平成23年1月5日 軽快
44 50 女 平成22年11月12日 微研会 HA101A 喘息、高脂血症、高血圧、2型糖尿病、緑内障 喘息、鼻咽頭炎、状態悪化 平成22年11月15日 平成22年11月27日 回復
45 40 男 平成22年11月12日 デンカ 急性散在性脳脊髄炎 平成22年12月17日 軽快
46 60 男 平成22年11月12日 デンカ 糖尿病 口腔内出血 平成22年11月12日 不明

重篤症例一覧
（平成２３年１月３１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、他の予防接種など 副反応名 副反応発生日 転帰日 転帰内容
47 10歳未満 男 平成22年11月13日 化血研 L52B アナフィラキシーショック 平成22年11月13日 平成22年11月14日 回復
48 10 女 平成22年11月13日 デンカ 髄膜炎 平成22年11月19日 平成22年11月27日 軽快
49 10歳未満 女 平成22年11月13日 デンカ 鉄欠乏性貧血、喘息 自己免疫性血小板減少症 平成22年11月30日 平成22年12月14日 軽快
50 40 女 平成22年11月15日 化血研 L51C 脊髄炎 平成22年11月17日

51 60 女 平成22年11月15日 微研会 HA101A
高脂血症、高尿酸血症、気管支炎、湿疹、過敏
症、高血圧、糖尿病、便秘

喘息 平成22年11月19日 平成22年11月24日 軽快

52 10歳未満 女 平成22年11月16日 化血研 L528 喘息 喘息 平成22年11月18日 平成22年10月21日 回復

53 80 女 平成22年11月16日 北里研
糖尿病、アルツハイマー型認知症、慢性閉塞性
肺疾患、鉄欠乏性貧血

発熱、呼吸困難、チアノーゼ 平成22年11月16日 平成22年11月17日 回復

54 10歳未満 男 平成22年11月18日 北里研 FB028B ヘノッホ・シェーンライン紫斑病、頭痛、関節痛 平成22年12月2日 平成22年12月5日 回復
55 40 男 平成22年11月18日 微研会 感覚鈍麻、麻痺 平成22年11月24日 不明

56 80 女 平成22年11月19日 化血研
頭蓋内動脈瘤、耐糖能障害、高血圧、脊髄炎、
白内症

関節痛 平成22年11月19日 平成22年12月6日 軽快

57 10歳未満 男 平成22年11月20日 北里研 FB031B 幻覚、発熱、腫脹、熱感 平成22年11月21日 平成22年12月3日 軽快
58 70 女 平成22年11月22日 微研会 HA102B 気管支拡張症 ブドウ膜炎 平成22年11月22日 未回復
59 80 女 平成22年11月24日 デンカ 無 不安障害、慢性甲状腺炎、高血圧、視床出血 意識変容状態 平成22年11月24日 平成22年11月24日 回復
60 70 女 平成22年11月24日 微研会 全身性皮疹、発熱 平成22年11月25日 未回復
61 10歳未満 男 平成22年11月24日 北里研 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 平成22年11月29日 未回復

62 60 女 平成22年11月25日 微研会 HA104A
子宮平滑筋腫、心房細動、脳梗塞、四肢動脈血
栓症、心不全、腎不全、下肢切断

痙攣 平成22年11月25日 平成22年11月25日 回復

63 10歳未満 男 平成22年11月26日 化血研 L52C 喘息 蕁麻疹 平成22年11月26日 平成22年11月26日 回復
64 70 女 平成22年11月29日 デンカ 関節リウマチ 平成22年12月3日 未回復
65 10歳未満 男 平成22年11月30日 微研会 HA104A そ径ヘルニア、蕁麻疹 点状出血、多形紅斑、蕁麻疹、発熱 平成22年12月1日 平成22年12月13日 回復
66 10 女 平成22年12月1日 北里研 FB027A 無 混合性結合組織病、強迫性障害、喘息、過敏症 神経炎 平成22年12月3日 平成22年12月15日 軽快
67 10歳未満 女 平成22年12月3日 化血研 L49B 無 ヘノッホ・シェーンライン紫斑病、末梢性浮腫、疼痛平成22年12月4日 不明
68 10歳未満 女 平成22年12月9日 化血研 L49A 急性散在性脳脊髄炎 平成22年12月9日 未回復
69 10 女 平成22年12月9日 微研会 HA104B てんかん 平成22年12月9日 不明
70 10 女 平成22年12月17日 北里研 FM012B アトピー アナフィラキシー反応 平成22年12月17日 平成22年12月17日 軽快
71 10 女 平成22年12月25日 微研会 HA105D アレルギー性鼻炎 意識消失、血圧低下、悪心 平成22年12月25日 平成22年12月26日 回復
72 60 女 不明 微研会 無 1型糖尿病 ケトアシドーシス
73 50 男 不明 微研会 高血圧 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
74 不明 デンカ 無 発熱、肝機能検査異常 平成22年1２月 不明
75 10歳未満 男 不明 化血研 蕁麻疹
76 50 女 不明 北里研 FB022A 倦怠感、発熱 平成22年11月10日 未回復

※死亡症例報告を除く
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