
参考資料1  副反応報告の概要リスト  

年齢 ）  性別  接種日   
（代  

同時   基礎疾患（持病）、他の予防接種など  副反応の内容   
接種  

副反応発現日   因果関係  重篤度  転帰確認日  転帰内容   

20  女  平成21年10月19日  無   390c以上の発熱   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月23日  未回復   

2  20  女  平成21年10月19日  無   全身倦怠感、頭痛   平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月20日  軽快   

3  20  女  平成21年10月19日  無   全身発疹   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

4  20  男  平成21年10月19日  無   発熱、頭痛、嘔吐、下痢   平成21年10月19日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

5  30  女  平成21年10月19日  無   発熱37．60c   平成21年10月19日  評価不能  非重篤  平成21年10月20日  不明   

6  30  女  平成21年10月19日  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  関係有り  重篤  平成21年10月19日  軽快   

7   30  女  平成21年10月19日  気管支ぜんそく   非特異的アレルギー反応   平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月20日  回復   

8  30  女  平成21年10月19日  無   じんましん   平成21年10月19日  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

9  40  女  平成21年10月19日  狭心症、気管支喘息   アナフィラキシーショック   平成21年10月19日  関係有り  非重篤  平成21年10月19日  回復   

10  40  女  平成21年10月19日  無   動惇、気分不良、血圧上昇   平成21年10月19日  関係有リ  非重篤  平成21年10月19日  回復   

皿  40  男  平成21年10月19日  無   嘔炎、下痢   平成21年10月20日  関連有リ  非重篤  平成21年10月20日  回復   

12  40  女  平成21年10月19日  軟体甲殻類アレルギー、喘息   じんましん   平成21年10月20日  非重篤  平成21年10月23日  回復   

13  40  男  平成21年10月19日  小児喘息   局所の異常腫脹   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

14  40  女  平成21年10月19日  無   肝機能異常   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  未回復   

15  40  女  平成21年10月19日  季節性ワクチンで腫脹   肘を超える腫脹、発赤   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

16  40  女  平成21年10月19日  無   体の浮動感、不整脈が起きた感じ   平成21年10月19日  評価不能  非重篤  平成21年10月19日  回復   

17  40  男  平成21年10月19日  無   鼻汁、頭痛、関節痛、呼吸困難   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

18  40  女  平成21年10月19日  花粉症（スギ）   下肢脱力、めまい、ふらつき、思考 力低下  平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復 軽快   
19  40  女  平成21年10月19日  無   体の浮動感、貧血が起きた感じ   平成21年10月19日  評価不能  非重篤  平成21年10月19日  回復   

20  50  女  平成21年10月19日  季節性インフルエンザワクチン接種（北研 FBO14BlO27  アナフィラキシー様症状   
／接種）  

平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年11月2日  回復   

21  50  女  平成21年10月19日  有  アレルギー（湿疹）   頭痛   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

22  50  女  平成21年10月19日  ペニシリンアレルギー、慢性肝炎   下肢脱力、めまい、頭震感、健忘   平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復 i又組   

23  50  男  平成21年10月19日  無   発熱、嘔吐、局所発赤   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

24  60  女  平成21年10月19日  無   頭痛   平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

25  60  男  平成21年10月19日  鼻炎、毒麻疹   じんましん   平成21年10月20日  関係有リ  非重篤  平成21年10月20日  回復   

26  60  男  平成21年10月19日  貝アレルギー   めまい、下肢脱力、健忘   平成21年10月19日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

27  70  男  平成21年10月19日  薬剤アレルギー、肝障害（インフルエンザワ ン  急性肝障害   
クテ）  

平成21年10月25日  関連有り  重篤  平成21年10月28日  回復   

28  20  女  平成21年10月20日  無   じんましん   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月20日  回復   

29  20  男  平成21年10月20日  季節性インフル工ンザワクチン接種   頭痛、熟発   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10片22日  未回復   

30  20  女  平成21年10月20日  季節性インフル工ンザワクチン接種   喉頭癌、発熱38度9分（2日間続い  平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年‖月1日  回復   
た）  

31  20  女  平成21年10月20日  季節性インフルエンザワクチン接種   じんましん以外の発疹   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復  
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32  30  女  平成21年10月20日  ピリン系アレルギー   呼吸困難、SpO2低下   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月20日  回復   

33  30  女  平成21年10月20日  季節性インフル工ンザワクチン接種10／10  意識消失、吐気   平成21年10月20日  関連無し  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

34  30  女  平成21年10月20日  無   局部発赤腫   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

35  30  女  平成21年10月20日  無   発疹   平成21年10月20日  関係有リ  非重篤  平成21年10月21日  回復   

36  30  女  平成21年10月20日  無   全身症状   平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

37  30  女  平成21年10月20日  ぜんそく、卵アレルギー、予防接種で毒麻疹 あり  じんましん様発疹、めまい   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

38  30  男  平成21年10月20日  無   胸部違和感   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  回復   

39  30   女  平成21年10月20日  アレルギー   局所発赤、腫れ   平成21年10月20日  関連有リ  非重篤  平成21年10月23日  回復   

40  30  男  平成21年10月20日  無   じんましん   平成21年10月20E】  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

41  30  女  平成21年10月20日  甲状腺乳頭癌   嘔吐、発熱   平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

42  30  女  平成21年10月20日  無   発熱、頭痛、嘔気   平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

43  30  男  平成21年10月20日  無   めまい   平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

44  30  男  平成21年10月20日  無   下痢、嘔吐、倦怠感、悪寒、微熱   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  未回復   

45  40  女  平成21年10月20日 無   インフルエンザ様症状   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

46  40  女  平成21年10月20日  無   頭痛、冷や汗、吐気、四肢しびれ感  平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月20日  回復   

47  40  女  平成21年10月20日  無   じんましん   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

48  40  女  平成21年10月20日  無   湿疹   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月20日  未回復   

49■  40  女  平成21年10月20日  無   体熱感   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

50  40  女  平成21年10月20日  喘息   じんましん   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

51  40  女  平成21年10月20日  無   発赤、腫脹、熱感   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

52  40  女  平成21年10月20日  季節性ワクチンで局所腫脹   全身の発疹   平成21年10月20日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

53  40  男  平成21年10月20日  有  無   緊張型頭痛   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

今まで内服薬で嘔吐経戟あり・眼瞼浮腫5  
54  40  女  平成21年10月20日  年前インフルエンザワクチン接種で39度の  平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

発熱ほか。全身症状みられ三日間で回復   

55  40  女  平成21年10月20日  無   緊張型頭痛   平成21年10月21日  関連有リ  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

56  40  女  平成21年10月20日  無   高熱   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  未回復   

57  40  女  平成21年10月20日  無   局所発赤、腫れ   平成21年10月20日  関連有リ  非重篤  平成21年10月24日  回復   

58  40  男  平成21年10月20日  無   ぜんそく様発作   平成21年10月21日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

59  50  女  平成21年10月20日  無   アナフィラキシー   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月20日  回復   

60  50  女  平成21年10月20日  無   湿疹、吐気、腹痛、下痢   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

61  50  女  平成21年10月20日  無   発熱39．1℃   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  

62  50  女  平成21年10月20日  無   寒気、くしやみ、咽頭痛、軽度の頭痛  平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

63  50  男  平成21年10月20日  無   顔面紅潮、ほてり   平成21年10月20日  関連有り  非重篤  平成21年10月20日  回復  
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64  50  女  平成21年10月20日  無   湿疹   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

65  50  女  平成21年10月20日  無   右手手関節痔痛腫脹   平成21年10月20日  関係有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

66  60  女  平成21年10月20日  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   

67  20  男  平成21年10月21日  喘息   喘息発作誘発   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  回復   

68  20  女  平成21年10月21日  無   下痢、腹痛、食欲低下   平成21年10月22日  非重篤  平成21年10月25日  回復   

69  20  女  平成21年10月21日  腫れ、かゆみ、めまい   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

70  20  女  平成21年10月21日  無   発熱（390c以上）、口内炎   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年11月16日  軽快   

71  20  女  平成21年10月21日  季節性インフルエンザワクチン接種   嘔吐症   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

72  20  女  平成21年10月21日  無   気分不良、めまい   平成21年10月22日  非重篤  平成21年10月25日  回復   

73  20  女  平成21年10月21日  腫れ、かゆみ   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

74  20  女  平成21年10月21日  バファリンで毒麻疹   吐気   平成21年10月21日  関係有り  重篤  平成21年10月22日  軽快   

75  20  女  平成21年10月21日  季節性インフルエンザワクチン接種により、 39の3  じんましん   
度発熱あり（年前）  

平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

76  20  女  平成21年10月21日  季節性インフル工ンザワクチン、接種サワシ リン 
、食物アレルギー有り   

平成21年10月23日  関連有リ  重篤  平成21年10月26日  軽快   

77  20  男  平成21年10月21日  虫   熱39度   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

78  20  女  平成21年10月21日  無   かゆみ   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

79  30  女  平成21年10月21日  無   じんましん   平成21年10月21日  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

80  30  男  平成21年10月21日  抗生物質、NSAIDアレルギー   皮膚紅斑、掻痔感   平成21年10月21日  関係有り  非重篤  平成21年10月20日  回復   

81  30  女  平成21年10月21日  無   頚部リンパ節腫大、噴下痛   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

82  30  女  平成21年10月21日  無   直後に目が回るような感覚   平成21年10月21日  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

83  30  女  平成21年10月21日  有  鎮痛剤で毒麻疹   アナフィラキシー   平成21年10月21日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

84  30  男  平成21年10月21日  有  無   肘を超える局所の異常腫脹   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

85  30  女  平成21年10月21日  無   じんましん以外の全身の発疹   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

86  30  女  平成21年10月21日  季節性インフルエンザで発流あリ   肘を超える局所の異常反応   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  未回復   

87  30  女  平成21年10月21日  田   頭がぼんやり、やや呼吸苦   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

88  30  男  平成21年10月21日  HAワクチン投与   発熱、頭痛、嘔吐   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

89  30  女  平成21年10月21日  有  無   発熱39度   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

90  30  女  平成21年10月21日  無   接種日夜に咳止まらず。激しい頭痛  平成21年10月21日  非重篤  平成21年10月22日  回復   

91  30  女  平成21年10月21日  無   悪心、発熱   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  軽快  

92  30  女  平成21年10月21日  腫れ、かゆみ   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

93  30  女  平成21年10月21日  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  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

94  30  女  平成21年10月21日  無   神経障害   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

95  30  女  平成21年10月21日  無   発疹、かゆみ   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復  
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96  30  女  平成21年10月21日  無   乾性咳   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

97  30  女  平成21年10月21日  発疹   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

98  30  女  平成21年10月21日  無   微熱、倦怠感、頭痛、関節痛   平成21年10月22日  非重篤  平成21年10月25日  回復   

99  30  女  平成21年10月21日  無   頭痛、耳鳴り   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

100  30  男  平成21年10月21日  有  無   頭痛、筋肉痛、倦怠感   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

101  30  女  平成21年10月21日  無   胸部圧迫感、両手しびれ、脱力感   平成21年10月21日  

102  30  女  平成21年10月21日  無   血尿、微熱、倦怠感   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

103  30  女  平成21年10月21日  嘔吐   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

104  30  男  平成21年10月21日  無   肝機能異常   平成21年10月26日  重篤  乗回復   

105  30  女  平成21年10月21日  薬剤アレルギーあり   全身浮腫、じんましん   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

106  40  女  平成21年10月21日  季節性ワクチンにて接種部位発赤膀胱炎   アナフィラキシー様反応   
にてクラビット服用中  

平成21年10月21日  関係有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

107  40  女  平成21年10月21日  無   のどの違和感、顔面体幹発赤   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

108  40  女  平成21年10月21日  アレルギー性鼻炎   倦怠感   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

109  40  女  平成21年10月21日  季節性インフルエンザワクチン接種   アレルギー反応   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

110  40  女  平成21年10月21日  無   休灼熱感   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

＝1  40  女  平成21年10月21日  アレルギー   じんましん   平成21年10月21日  関係有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

112  40  女  平成21年10月21日  有  毒麻疹の既往あり   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   

113  40  男  平成21年10月21日  無   政の火照り、全身倦怠   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

114  40  女  平成21年10月21日  高血圧症   嘔気、嘔吐   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

115  40  女  平成21年10月21日  有  無   著名な頭痛   平成21年10月21日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

116  40  女  平成21年10月21日  無   吐気   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  回復   

117  40  女  平成21年10月21日  無   発熱   平成21年10月22日  関連有リ  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

118  40  男  平成21年10月21日  無   発赤   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

119  50  女  平成21年10月21日  季節性ワクチン毒麻疹（15年前）   じんましん   平成21年10月22日  関係有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

120  50  女  平成21年10月21日  甲状腺桟能冗進、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  乗回復   

121  50  女  平成21年10月21日  無   ジベル型薬疹の疑い   平成21年10月23日  非重篤  軽快   

122  50  男  平成21年10月21日  無   発疹、かゆみ   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  回復   

123  50  女  平成21年10月21日  無   発疹、かゆみ、悪寒   平成21年10月21日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  未回復   

124  50  男  平成21年10月21日  無   じんましん   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

125  50  女  平成21年10月21日  腫れ、かゆみ、倦怠感、頭重感   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

126  50  男  平成21年10月21日  無   じんましん   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

127  50  女  平成21年10月21日  無   じんましん   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

128  50  ・女  平成21年10月21日  無   嘔吐、下痢   平成21年10月21日  評価不能  非重篤  平成21年10月21日  回復  
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129  50  男  平成21年10月21日  無   右下肢筋肉痛   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

130  60  男  平成21年10月21日  筋肉痛としぴれ   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  未回復   

131  80  男  平成21年10月21日  靂旺  平成21年10月24日  評価不能  重篤  平成21年11月14日  死亡   

132  女  平成21年10月21日  無   体灼熱感   平成21年10月21日  関連有り  非重篤  平成21年10月21日  軽快   

133  20  女  平成21年10月22日  無   吐気、嘔吐、熱感   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月25日  回復   

134  20  女  平成21年10月22日  無   アナフィラキシー   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

4後遺症  

135  20  女  平成21年10月22日  有り   耳鳴り、頚部リンパ節腫脹   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日   （症状持  
続）   

136  20  女  平成21年10月22日  季節性インフルエンザワクチン接種   じんましん   平成21年10月24日  関連有リ  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

137  20  男  平成21年10月22日  無   39度以上の発熱   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  回復   

138  20  女  平成21年10月22日  有  無   発熱390c   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

139  20  女  平成21年10月22日  無   頭痛・消化器症状   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

140  20  女  平成21年10月22日  季節性インフル工ンザワクチン接種   血管迷走神経反射、局所腫脹   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

141  20  男  平成21年10月22日  無   頭痛、倦怠感   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月22日  軽快   

142  20  女  平成21年10月22日  有   めまい、ふらつき、寒気   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

143  20  女  平成21年10月22日  季節性インフルエンザワクチン接種   消化器症状   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

144  20  女  平成21年10月22日  無   かゆみ   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

145  30  男  平成21年10月22日  無   神経障害   平成21年10月22日  関連有り  平成21年11月5日  回復   

146  30  女  平成21年10月22日  無   発赤、かゆみ   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

147  30  女  平成21年10月22日  発赤、かゆみ   平成21年10月26日  関連有り．  非重篤  平成21年10月29日  回復   

148  30  女  平成21年10月22日  無   じんましん以外の発疹、浮腫   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

149  30  女  平成21年10月22日  無   呼吸苦   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

150  30  女  平成21年10月22日  卵白アレルギー   じんましん   平成21年10月22日  関係有リ  非重篤  平成21年10月22日  回復   

151  30  女  平成21年10月22日  甲状腺機能こう道症 投薬は受けていない  発熱390c以上   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  回復   

152  30  女  平成21年10月22日  かゆみ   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

153  30  女  平成21年10月22日  無   じんましん  関連有り  非重篤  平成21年11月16日  軽快   

154  30  女  平成21年10月22日  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   

155  30  女  平成21年10月22日  無   発熱、じんましん   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

156  30  女  平成21年10月22日  無   消化器症状   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

157  30  男  平成21年10月22日  無   頭痛、体が重い   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

158  30  女  平成21年10月22日  果物アレルギー、花粉症   じんましん   平成21年10月22日  関係有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

159  30  女  平成21年10月22日  アレルギー性鼻炎   頭痛、発汗、顔面蒼白   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

160  30  女  平成21年10月22日  無   じんましん   平成21年10月22日  関係有り  非重篤  平成21年10月22日  回復   

161  30  女  平成21年10月22日  子宮体がん術後、異所性内膜症治療中  肝機能異常   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

162  40  女  平成21年10月22日  季節性インフルエンザワクチン接種   顔面紅潮、眼球充血、体熱感   平成21年10月22日  関連有リ  非重篤  平成21年10月23日  回復   

163  40  女  平成21年10月22日  甲状腺機能元進症   アナフィラキシー   平成21年10月22日  関連有リ  重篤  平成21年10月22日  回復  
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164  40  女  平成21年10月22日  無   薬疹   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

165  40  女  平成21年10月22日  有  アレルギー性鼻炎有り   動悸発作   平成21年10月22日  非重篤  平成21年10月23日  回復   

166  40  女  平成21年10月22日  無   発赤、腫脹   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

167  40  女  平成21年10月22日  無   体熱惑、動機、めまい   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

168  40  女  平成21年10月22日  季節性インフル工ンザワクチン接種   じんましん様湿疹   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

169  40  女  平成21年10月22日  季節性インフルエンザワクチン接種   血管迷走反射、胃痛、嘔気、間接  平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  軽快   
痛、下痢、腹痛  

170  40  男  平成21年10月22日  発疹、かゆみ   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

171  40  女  平成21年10月22日  じんましん   じんましん、下痢   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月25日  回復   

172  40  女  平成21年10月22日  無   じんましん   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

173  40  女  平成21年10月22日  神経性サルコイドーシス、下垂体機能低下  
症、中枢性尿崩症  

平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

174  50  女  平成21年10月22日  無   じんましん以外・前進発疹   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  未回復   

175  50  男  平成21年10月22日  無   じんましん以外の全身発疹   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  乗回復   

176  50  女  平成21年10月22日  有  喘息、薬剤アレルギー（タリビット）   振戦（ふるえ）   平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月22日  回復   

177  50  女  平成21年10月22日  高血圧・高脂血症10月3日に季節性インフ エ 
ルンザワクチン接種でじんましん（－）   

平成21年10月22日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

178  50  女  平成21年10月22日  無   咽頭痛・息苦しさ・嘆声   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

179  50  女  平成21年10月22日  アレルギー性鼻炎   アナフィラキシー様症状   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

180  50  女  平成21年10月22日  無   熟発   平成21年10月22日  関連有り  平成21年10月23日  回復   

181  50  男  平成21年10月22日  無   局所症状   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

182  50  女  平成21年10月22日  無   39℃以上の発熱   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

183  60  女  平成21年10月22日  無   感冒症状   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

184  60  男  平成21年10月22日  無   全身倦怠感、頭痛   平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

185  60  男  平成21年10月22日  無   全身倦怠感、悪寒、発熱（37度9  
分）、頭痛   

平成21年10月22日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

186  20  女  平成21年10月23日  無   
1：顔面じんましん、2：顔面アレル  
ギー性浮腫   2：平成21年10月26日   

187  20  女  平成21年10月23日  無   局所及び全身のリンパ節腫脹  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

188  20  女  平成21年10月23日  無   体がふわふわした   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

189  20  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年11月16日  軽快   

重篤（仕  
190  20  女  平成21年10月23日  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   事を休ん  

だ）   

191  20  女・  平成21年10月23日  無   吐気   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

192  20  女  平成21年10月23日  無   吐気、嘔吐、顔面紅潮、悪寒   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

193  20  女  平成21年10月23日  感冒時・発熱時の喘息   咳、頭痛、関節痛、息苦しさ、鳴息  平成21年10月23日  関連有り  重篤  平成21年10月28日  軽快   

194  20  女  平成21年10月23日  無   頭痛   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

195  20  男  平成21年10月23日  無   390c以上の発熱   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  不明  
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196  20  女  平成21年10月23日  既往にじんましんあり   じんましん   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

197  20  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種   紫斑様皮疹   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  回復   

198  20  女  平成21年10月23日  有  アトピー性皮膚炎、ペニシリンアレルギー  じんましん   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

199  20  女  平成21年10月23日  糸球体硬化症（腎疾患）、喘息有り、H21．7外   感冒、喘息   
食時じんましん  

平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  回復   

200  20  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

201  20  女  平成21年10月23日  無   頭痛   平成21年10月24日  関連有リ  非重篤  平成21年10月24日  回復   

202  20  男  平成21年10月23日  季節性インフルエンザ   関節痛、喉頭癌   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

203  20  女  平成21年10月23日  花粉症、既住の気管支ぜんそく   全身のかゆみ、胸部発赤   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  未回復   

204  20  女  平成21年10月23日  アーモンドアレルギー   全身倦怠感、咽頭違和感   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

205  20  女  平成21年10月23日  無   腫脹、発赤、しびれ、痔痛   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  

206  20  女  平成21年10月23日  タミフルアレルギー、山芋アナフィラキシー  掻痔感、吐気、めまい、血圧低下   平成21年10月23日  非重篤  平成21年10月24日  回復   

207  20  女  平成21年10月23日  中毒疹   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年11月18日  軽快   

208  30  女  平成21年10月23日  無   めまい   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

209  30  女  平成21年10月23日  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   

210  30  女  平成21年10月23日  奴   嘔気、食欲不振   平成21年10月25日  評価不能  平成21年10月25日  回復   

211   30  女  平成21年10月23日  乳幼児期の予防接種で発熱   全身掻痺   平成21年10月23日  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

212  30  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月23日  非重篤  平成21年10月30日  回復   

213  30  女  平成21年10月23日  無   吐気、倦怠感、冷や汗   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

214  30  女  平成21年10月23日  無   嘔気   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

215  30  女  平成21年10月23日  有   頭痛、嘔気   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

216  30  女  平成21年10月23日  無   筋肉痛   平成21年10月25日  非重篤  平成21年10月25日  軽快   

217  30  女  平成21年10月23日  無   頭痛、嘔気   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

218  30  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月24日  関連有リ  非重篤  平成21年10月31日  回復   

219  30  女  平成21年10月23日  無   発疹、発熱、嘔吐   平成21年10月29日  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

220  30  女  平成21年10月23日  無   血管迷走神経反射、復視   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

221  30  女  平成21年10月23日  無   頭痛   平成21年10月25日  関連有リ  非重篤  平成21年10月27日  回復   

222  30  女  平成21年10月23日  無   アナフィラキシー   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  軽快   

イソジン、造影剤、抗生剤にて7日前に季  
223  30  女  平成21年10月23日  節性インフルエンザにて発疹出現有り／抗生  平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

使用HT．SLE   

224  30  女  平成21年10月23日  季節性インフル工ンザワクチン接種   アナフィラキシー、皮膚アレルギー  平成21年10月23日  関連有り  非重篤  軽快   

225  30  女  平成21年10月23日  無   胃のむかむか、下痢   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

226  30  女  平成21年10月23日  季節性インフル工ンザワクチン接種   嘔吐、嘔気   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復  



副反応報告の概要リスト  

年齢 （代）  性別  接種日   同時 接種  基礎疾患（持病）、他の予防接種など  副反応の内容   副反応発現日   因果関係  重篤度  転帰確認日  転帰内容   

227  30  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種   じんましん   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

228  40  女  平成21年10月23日  無   軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感  平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

229  40  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種10／6  軽い吐き気、ぼーつとする、軽い立  平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

230  40  女  平成21年10月23日  基礎疾患：SLE、プレドニゾロン5mg内服中  じんましん   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月2了日  回復   

231  40  女  平成21年10月23日  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   

232  40  女  平成21年10月23日  無   局所の異常腫脹、療病、腋蕎リンパ   平成21年10月22日  
節腫脹  

非重篤  平成21年10月26日  回復   

233  40  女  平成21年10月23日  無   右上腕の発赤   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

234  40  女  平成21年10月23日  ときどき咳敵あり   発熱、倦怠感   平成21年10月25日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

235  40  女  平成21年10月23日  無   発疹   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  

236  40  女  平成21年10月23日  有り   軽度の発疹、かゆみ   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

237  40  女  平成21年10月23日  季節性インフル工ンザワクチン接種   発赤、痛み、しびれ   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

238  40  男  平成21年10月23日  無   幻覚   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

239  40  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種   発熱   平成21年10月25日  評価不能  非重篤  平成21年10月25日  回復   

240  40  女  平成21年10月23日  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   

241  40  女  平成21年10月23日  アレルギー：キシロカイン、発熱・下痢にて内   アナフィラキシー   
服服用中  

平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

242  40  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種   脱力感、倦怠感、頭痛   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

243  40  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  軽快   

244  40  女  平成21年10月23日  発疹、かゆみ   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

245  40  女  平成21年10月23日  無   喉頭癌、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  軽快   
怠感  

246  40  女  平成21年10月23日  季節性インフルエンザワクチン接種   掻痺惑   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  軽快   

247  48  女  平成21年10月23日  無   アナフィラキシー？   平成21年10月23日  非重篤  平成21年10月28日  回復   

248  40  女  平成21年10月23日  無   局所の異常   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

249  40  女  平成21年10月23日  無   嘔気   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

250  40  女  平成21年10月23日  無   吐気   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

251   40  女  平成21年10月23日  無   ふるえ、脱力   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

252  40  男  平成21年10月23日  無   全身倦怠感   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

253  50  女  平成21年10月23日  無   発熱、下痢、嘔吐   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

254  50  女  平成21年10月23日  無   嘔気、咽頭痛   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

255  50  女  平成21年10月23日  無   その他の神経障害   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

256  50  女  平成21年10月23日  薬、食品でじんましん、体調不良   めまい、ふらつき   平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

b   
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257  50  女  平成21年10月23日  無   両眼周囲の発赤、腫脹、痛み   平成21年10月25日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  回復   

258  50  女  平成21年10月23日  無   咳   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

259  50  女  平成21年10月23日  高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、本   嘔吐、嘔気   
能性高血圧  

平成21年10月23日  関連有り  非重篤  平成21年10月23日  回復   

260  50  女  平成21年10月23日  無   嘔気、頭痛、穿剰部発赤   平成21年10月23日  関連有リ  非重篤  平成21年10月25日  回復   

261  50  女  平成21年10月23日  無   ふらふら、吐き気、頭ぽ－とする   平成21年10月23日  評価不能  非重篤  平成21年10月23日  回復   

262  50  女  平成21年10月23日  有り   嘔気、頭重威、手足発疹   平成21年10月23日  関連有リ  非重篤  平成21年10月26日  回復   

263  60  女  平成21年10月23日  無   じんましん   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  軽快   

264  60  女  平成21年10月23日  気管支喘息   全身の発疹   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

265  60  女  平成21年10月23日  無   咳   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  回復   

266  60  男  平成21年10月23日  無   頭痛   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

267  60  女  平成21年10月23日  無   全身倦怠感   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

268  60  女  平成21年10月23日  原病 糖尿病   腹痛、頭痛、悪心、下痢   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

269  80  男  平成21年10月23日  無   眩章、吐気、全身倦怠感   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

270  80  男  平成21年10月23日  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  非重篤  平成21年10月29日  回復   

271  平成21年10月23日  

272  10  女  平成21年10月24日  咽頭痛一発熱あるも予防接種   発熱39度   平成21年10月24日  関連有リ  重篤の恐  れ  平成21年10月29日  軽快   

273  20  女  平成21年10月24日  無   じんましん   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

274  20  女  平成21年10月24日  無   じんましん   平成21年10月24日  関連有リ  非重篤  軽快   

275  20  女  平成21年10月24日  無   高熱、点桃腺海   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月24日  回復   

27（i  30  女  平成21年10月24日  抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり   嘔吐、動惇   平成21年10月24日  関連有リ  非重篤  平成21年10月24日  回復   

277  30  女  平成21年10月24日  無   嘔吐、下痢、頭痛   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

278  30  女  平成21年10月24日  無   倦怠感、頭痛   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月25日  回復   

279  30  女  平成21年10月24日  無   血管迷走神経反射  平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

280  40  女  平成21年10月24日  有  季節性インフル工ンザワクチン接種（北研 FCO28A）  動惇、吐気   平成21年10月24日  評価不能  非重篤  平成21年10月25日  回復   

281  40  男  平成21年10月24日  末梢神経炎、癒炎   無  平成21年10月25日  関連有リ  重篤  2009／11／2 →2009／11／11  乗回復   

282  40  女  平成21年10月24日  数年前インフルエンザワクチンで頭がぼ一つ   血管迷走反射   
とした  

平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月24日  回復   

283  40  女  平成21年10月24日  季節性インフル工ンザワクチン接種   頭重感、体熱感、咽頭痛   平成21年10月24日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

284  40  女  平成21年10月24日  無   頭痛、喉頭癌、倦怠感   平成21年10月25日  評価不能  平成21年10月26日  軽快   

285  40  女  平成21年10月24日  無   頭痛   平成21年10月25日  評価不能  平成21年10月26日  軽快  




