
副反応報告の概要リスト  
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286  40  男  平成21年10月24日  アレルギー   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25日  軽快   

287  40  女  平成21年10月24日  発赤   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

288  50  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24日  軽快   

289  50  女  平成21年10月24日  無   全身の筋肉痛   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   

290  50  女  平成21年10月24日  頭痛、吐き気、動惇、ふらつき、倦怠   平成21年10月24日  
感  

非重篤  平成21年10月25日  回復   

291  50  女  平成21年10月24日  季節性インフルエンザワクチン接種   頭重感、胸苦感   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   

292  50  女  平成21年10月24日  全身倦怠感、熱感   平成21年10月25日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

重篤（自  

293  30  女  平成21年10月25日  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   宅で休  
養）   

294  50  女  平成21年10月25日  無   下痢   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

295  20  女  平成21年10月26日  エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性 インフルエンザワクチン  嘔気   平成21年10月26日  非重篤  平成21年†0月27日  回復   

296  20  男  平成21年10月26日  無   顔面頭部の腫脹、発赤疹   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   

297  20  女  平成21年10月26日  無   眠気、腫脹、発赤   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

298  20  女  平成21年10月26日  無   発熱39度   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

299  20  女  平成21年10月26日  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  不明 →重篤  

300  20  男  平成21年10月26日  無   390c以上の発熱   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年‖月2日  回復   

301  20  女  平成21年10月26日  無   発熱、筋肉痛   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  未回復   

302  20  男  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種にて2～3 日いつも全身怠感と熱感出  その他の異常反応   

倦現  平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

303  20  男  平成21年10月26日  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   

304  20  女  平成21年10月26日  無   発熱、嘔吐、発疹  平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

305  20  女  平成21年10月26日  有  無   頭痛   平成21年10月27日  非重篤  平成21年10月28日  回復   

306  20  男  平成21年10月26日  無   じん麻しん   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

307  20  男  平成21年10月26日  無   発熱、発赤   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年‖月2日  軽快   

308  20  女  平成21年10月26日  無   39℃以上の発熱   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

309  20  女  平成21年10月26日  無   両下肢発疹、左眼   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  

310  20  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   鼻風邪症状   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

311  20  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   胃痛、嘔気   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

312  20  女  平成21年10月26日  有  有り   発熱、鼻汁、咳   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  

313  20  女  平成21年10月26日  無   発熱   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   
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314  30  女  平成21年10月26日  無   下肢筋肉痛   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

315  30  女  平成21年10月26日  右手腕輪炎にて内服中、ひきつけ（一才ご  
ろ）   

嘔吐   平成21年10月26日  非重篤  平成21年10月26日  回復   

316  30  女  平成21年10月26日  有り   嘔吐、下痢、接種部位にじんましん  平成21年10月26日  関連有り  平成21年10月27日  軽快   

317  30  女  平成21年10月26日  無   発赤   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

318  30  女  平成21年10月26日  虫   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26日  回復   

319  30  女  平成21年10月26日  季節性インフル工ンザワクチン接種（10／20）  血管迷走反射   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

320  30  男  平成21年10月26日  有  無   発疹   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  

321  30  女  平成21年10月26日  無   膨張（硬結）、だるさ（筋肉痛のような   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  軽快   
感じ）  

322  30  女  平成21年10月26日  花粉症   頭痛、嘔気、口渇感   平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

10年前季節性インフル工ンザワクチンで高  
323  30  女  平成21年10月26日  熱、翌年も高熱出る。その為その後のワクチ  平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  

ン接種していない   

324  30  女  平成21年10月26日  無   じんましん   平成21年10月26日  

325  30  女  平成21年10月26日  無   じんましん以外の全身の発疹   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  軽快   

326  30  男  平成21年10月26日  アトピー性皮膚炎   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28日  軽快   

327  30  女  平成21年10月26日  サワシリンで下痢、発疹マクドナルドのハン バ 
ーガーで水痘様発疹   

平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月27日  回復   

328  30  男  平成21年10月26日  無   390c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  不明→回 復   

329  30  女  平成21年10月26日  咳喘息   発熱   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

330  30  女  平成21年10月26日  無   発熱   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  

331  30  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   血管迷走反射   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月26日  回復〔／   

332  30  女  平成21年10月26日  副鼻腔炎   39度以上の熱   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

333  30  女  平成21年10月26日  アレルギー性鼻炎、薬疹   激しい悪寒、戦債、激しい頭痛、激し い吐  平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  軽快   
嘔  

334  30  女  平成21年10月26日  無   浮腫   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年11月3日  軽快   

335  30  女  平成21年10月26日  季節性インフル工ンザワクチン接種   37度8～38度代の熱発、頭痛   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   

336  40  女  平成21年10月26日  掌鍍臆病症、金属アレルギー、セフエム系抗 生アレル 
剤ギー   

平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  未回復   

337  40  女  平成21年10月26日  無   じんましん以外の発疹   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

338  40  女  平成21年10月26日  じんましん、喘息   発疹、痺み、微熱   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

339  40  女  平成21年10月26日  アトピー   局所異常 発赤、腫脹、熱感   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

340  40  女  平成21年10月26日  無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療  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29日  軽快   

341  40  女  平成21年10月26日  アトピー性皮膚炎、喘息   吐気、発熱、発疹   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   

342  40  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   口内炎   平成21年10月27日  非重篤  平成21年11月5日  軽快   

343  40  平成21年10月26日  さば、いわしアレルギー   腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、   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   
344  40  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   頭痛、めまい、嘔吐   平成21年10月27日  非重篤  平成21年10月30日  軽快   
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345  40  女  平成21年10月26日  多発単神経炎、気管支喘息   アナフィラキシー   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  未回復   

346  40  女  平成21年10月26日  無   舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛   平成21年10月26日  非重篤  平成21年10月27日  回復   

347  40  女  平成21年10月26日  ピリン系で発疹歴あり   その他の神経障害   平成21年11月2日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  

不整脈とアレルギー性じんましんあり（主治  
348  40  女  平成21年10月26日  医より接種の許可済み）、季節性インフル工  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   

ンザワクチン接種   

349  40  女  平成21年10月26日  薬疹   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  

350  40  女  平成21年10月26日  無   めまい、ふらつき   平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月26日  回復   

351  40  女  平成21年10月26日  無   頭重感、乾性咳敬、鼻閉感、注射部  
位の痛痔感、発赤   

非重篤  平成21年10月28日  回復   

352  40  男  平成21年10月28日  無   めまい、ふらつき、悪心   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

353  40  女  平成21年10月26日  無   療病、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感  平成21年10月27日  非重篤  回復   

354  40  女  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種   気分不快、食欲不振   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

355  40  女  平成21年10月26日  無   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26日  回復   

356  40  男  平成21年10月26日  季節性インフルエンザワクチン接種10／17  ショック   平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月27日  回復   

357  40  男  平成21年10月26日  無   全身倦怠感・頭痛・体熱感   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   

358  40  男  平成21年10月26日  高脂血症   発熱、インフルエンザ様症状   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  未回復   

359  40  女  平成21年10月26日  腫脹膨張   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

360  40  男  平成21年10月26日  39度異常の発熱、下痢   平成21年11月1日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  回復   

361  40  女  平成21年10月26日  無   発赤、腫脹、病症感、上肢が重い感  平成21年10月27日  関連有り  非重篤  回復   

362  40  女  平成21年10月26日  無   接種部の発赤、かゆみ   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  回復   

363  40  女  平成21年10月26日  サワシリンで下痢、発疹マクドナルドのハン バ 
ーガーで水痘様発疹   

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   

364  50  女  平成21年10月26日  無   下肢筋痛、浮動感   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

365  50  女  平成21年10月26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27日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

366  50  女  平成21年10月26日  無   頭重感、注射部：腫脹、発赤  関連有り  非重篤  回復   

367  50  男  平成21年10月26日  無   全身倦怠感   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

368  50  女  平成21年10月26日  薬物アレルギー   じんましん   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  

369  50  女  平成21年10月26日  無   咽のはれた感じ   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

370  50  男  平成21年10月26日  無   血尿   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  回復   

371  50  女  平成21年10月26日  喘息   気分不良   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

372  50  女  平成21年10月26日  無   発赤、腫脹   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   

373  50  女  平成21年10月26日  膨張   平成21年10月27日  非重篤  平成21年11月4日  回復   

374  50  女  平成21年10月26日  無   嘔気、嘔吐   平成21年10月26日  評価不能  平成21年10月27日  回復   

375  50  女  平成21年10月26日  季節性インフル工ンザワクチン接種   アナフィラキシーー 平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  回復   

376  50  女  平成21年10月26日  無   じんましん様   平成21年10月26日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   
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377  50  女  平成21年10月26日  無   発熱、左半身の疫病   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   

378  50  女  平成21年10月26日  無   発熱（関節痛）   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

379  50  女  平成21年10月26日  無   頭重感、体熱感、接種部位の痛痔  
感、鼻閉   

非重篤  平成21年11月3日  未回復   

380  50  女  平成21年10月26日  花粉症（スギ）   水痘   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  未回復   

381  50  女  平成21年10月26日  接種部のかゆみ、軽度発赤   平成21年10月30日  非重篤  回復   

382  60  男  平成21年10月26日  無   急性下痢症   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月26日  軽快   

383  60  男  平成21年10月26日  無   神経障害   平成21年10月26日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

384  60  女  平成21年10月26日  ／くファリン   ねむけ、関節痛   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   

385  60  女  平成21年10月26日  ボンタールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫  下腿・前腕筋痛（両側）   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  未回復→ 回復   

386  60  男  平成21年10月26日  無   血管迷走神経反射   平成21年10月26日  関連有リ  非重篤  平成21年10月26日  回復   

387  10  女  平成21年10月27日  咽頭痛・発熱あるも予防接種   接触部位が赤くなりはれた   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月29日  回復   

388  20  女  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種   390c以上の発熱   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  回復   

389  20  男  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種、気管支   390c以上の発熱   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  回復   
喘息  

390  20  女  平成21年10月27日  ロキタンスキー症候群   頭痛、嘔吐、顔のこわばり、顎の痛  平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月27日  回復   

391  20  女  平成21年10月27日  無   皮疹   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  

392  20  男  平成21年10月27日  無   腫脹、発熱   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  

393  20  女  平成21年10月27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28日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  回復   

394  20  女  平成21年10月27日  無   ねむけ   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

395  20  女  平成21年10月27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28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

396  20  女  平成21年10月27日  アレルギー性鼻炎   アレルギー   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

397  20  女  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種、既往： ストマ＋ 
ア、卵アレルギー＋   

平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

398  30  男  平成21年10月27日  無   左腕けいれん   平成21年‖月1日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  回復   

399  30  女  平成21年10月27日  有  無   じんましん以外の全身の発疹   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  未回復   

400  30  女  平成21年10月27日  無   発熱、関節痛、眼瞼・口唇腫脹   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  回復   

401  30  女  平成21年10月27日  無   発熱、嘔気、嘔吐   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

402  30  女  平成21年10月27日  気管支喘息薬や薬品でじんましん発生や   下痢   
体調不良経験あり  

平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

403  30  女  平成21年10月27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27日  関連無し  非重篤  平成21年10月27日  軽快   

404  30  女  平成21年10月27日  無   嘔吐   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月27日  回復   

405  30  女  平成21年10月27日  無   頭痛   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  回復   

406  30  女  平成21年10月27日  シブロキサンで薬疹（3、4年前）   皮膚発赤   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年11月  回復   

407  30  男  平成21年10月27日  ピリン系、ロルフエナミン   半眠気   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

408  30  女  平成21年10月27日  頭痛   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

409  30  女  平成21年10月27日  無   頭痛（激痛）   平成21年10月2ナ日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

410  30  男  平成21年10月27日  無   発熱   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   
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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   

411  30  女  平成21年10月27日  
生じること多い   慢性じんましん、毎年の接種で膨張と微熱を   倦怠感、熱感、顔面紅潮   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月28日  軽快   

412  30  女  平成21年10月27日  無   発赤   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

413  30  女  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種   頭痛、全身倦怠感   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

414  30  女  平成21年10月27日  無   手指のしびれ、胸部締め付け感、耳 圧迫 
感、むかつき   

415  30  女  平成21年10月27日  無   5か6   平成21年10月27日  関連有り  重革  平成21年11月16日  未回復   

416  30  女  平成21年10月27El  有  季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢 反応あり  咽頭違和感、呼吸狭窄   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年11月3日  軽快   

417  30  女  平成21年10月27日  無   発疹   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

418  30  女  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種   気道閉塞感、倦怠感と接種部位の  
発赤・腫脹   

419  30  女  平成21年10月27日  季節性インフルエンザワクチン接種   口内炎   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

420  40  女  平成21年10月27日  無   熟発   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

421  40  女  平成21年10月27日  アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワ クテン  じんましん、発熱   
接種  

平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

422  40  女  平成21年10月27日  無   じんましん   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

423  40  男  平成21年10月27日  高血圧、高脂血症   関節痛、筋肉痛   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

424  40  女  平成21年10月27日  高脂血症、慢性副鼻腔炎   局所の紅斑   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

425  40  女  平成21年10月27日  無   腫れ、発疹、かゆみ   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

426  40  男  平成21年10月27日  花粉症軽度   インフルエンザ様症状   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  未回復   

427  40  女  平硬21年10月27日  アレルギー性鼻炎   全身病疫、体動による息切れ   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  未回復   

428  40  女  平成21年10月27日  そばアレルギー   じんましん   平成21年10月28日  評価不能  回復   

429  40  女  平成21年10月27日  ピリン系、花粉症、体調により食べ物でも湿 疹が出ること有り  微熱、頭痛   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

430  50  女  平成21年10月27日  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   

431  50  女  平成21年10月27日  アレルギー   全身掻痔感   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月27日  回復   

432  50  女  平成21年10月27日  無   筋肉痛   平成21年10月27日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

433  50  女  平成21年10月27日  ヨードアレルギー、季節性インフルエンザワ クテン接  接種後、3日ほどだるさあり   
種  

平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  回復   

434  50  女  平成21年10月27日  喘息   頭痛   平成21年10月27日  評価不能  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

435  60  男  平成21年10月27日  じんましん（薬疹）   平成21年10月27日  関連有リ  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

436  20  女  平成21年18月28日  無   両脚発疹、顔面浮腫   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

437  20  男  平成21年10月28日  無   発熱、嘔気、倦怠感   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  

438  20  男  平成21年10月28日  季節性インフル工ンザワクチン接種   発熱   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

439  20  女  平成21年10月28日  鳴息   気分不快、吐気、呼吸苦、頻脈、熟  
惑、痔痛、腫れ   

非重篤  平成21年10月29日  回復   

440  20  女  平成21年10月28日  無   じんましん   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

441  20  女  平成21年10月28日  8歳の頃ひきつけ既往あり、ひきつけ時に発 熟  カゼ様症状   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  未回復   

442  20  女  平成21年10月28月  季節性インフルエンザワクチン接種   下痢こ嘔気、頭痛、発熱   平成21年10月31日  評価不能  非重篤  平成21年11月2日  軽快   
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副反応報告の概要リスト  

年齢   性別  接種日   
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443  20  女  平成21年10月28日  嘔気、嘔吐   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  回復   

444  20  女  平成21年10月28日  無   じんましん以外の全身の発疹   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

445  20  女  平成21年10月28日  無   発熱   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

446  20  女  平成21年10月28日  無   血管迷走反射   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

447  20  男  平成21年10月28日  無   発熱、筋肉痛、倦怠感   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  乗回復   

448  20  男  平成21年10月28日  虫   発熱   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  軽快   

449  20  女  平成21年10月28日    花粉症、アルコール綿花、アトピー性皮膚炎  発赤、腫脹、熱感（接種部位）   平成21年相月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

450  20  女  平成21年10月28日  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   

451  20  女  平成21年10月28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29日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  回復   

452  20  女  平成21年10月28日  下垂体膨張   じんましん   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

453  30  女  平成21年10月28日  無   嘔吐   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

454  30  女  平成21年10月28日  無   嘔吐、発疹、四肢のしぴれ   平成21年10月28日  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

4後遺症  

455  30  女  平成21年10月28日  カニ、海老アレルギー   発熱   平成21年10月28日  非重篤  （症状  

456  30  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種   頭痛、風邪症状   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

457  30  女  平成21年10月28日  無   発熱   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

458  30  女  平成21年10月28日  無   血管迷走反射   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

459  30  女  平成21年10月28日  強皮症・局所性   眩曇、倦怠感、関節痛、頭痛   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

460  30  女  平成21年10月28日  喘息   嘔気、痔痛  ‾「   平成21年10月28日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  未回復   

461  30  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種   発熱、頭痛、インフルエンザ様症状  平成21年10月28日  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

462  30  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種   喉頭癌、関節痛   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  未回復   

463  30  男  平成21年10月28日  無   じんましん   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

464  30  女  平成21年10月28日  無   嘔吐、頭重感、関節痛   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年11月3日  回復   

465  30  女  平成21年10月28日  動惇、気分不良   平成21年10月28日  

466  30  女  平成21年10月28日  虫   アナフィラキシー   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

467  30  女  平成21年10月28日  虫   気分不快、吐き気、嘔吐   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

468  30  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種   喉頭癌、鼻閉感、関節痛   平成21年11月1日  評価不能  非重篤  未回復   

469  30  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種、抗生物   アナフィラキシーショック   
質でショック症状あり  

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

470  30  女  平成21年10月28日  無   発赤   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  回復   

471  30  女  平成21年10月28日  有  無   嘔気、嘔吐   平成21年10月29日  評価不能  

472  30  女  平成21年10月28日  無   嘔気、嘔吐、悪寒   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

473  30  女  平成21年10月28日  無   鼻汁、喉頭腫脹、嘆声   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  軽快   

474  40  女  平成21年10月28日  
今年春に顔面皮膚アレルギー症状有り、原 因不明IE陰性  全身の浮腫、のどの詰まった感じ   

g  

平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   
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475  40  女  平成21年10月28日  
気管支喘息、薬物アレルギー（シプロキサ ン）二じんましん 

、喉頭浮腫のI琵往あり   
平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

476  40  女  平成21年10月28日  気管支喘息、慢性気管支炎、僧帽弁閉鎖不  
全、季節性インフルエンザワクチン接種   

平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

鼻炎にてアレロワクオノン内服中、以前パン  
477  40  女  平成21年10月28日  スポリン内服により薬疹あり、季節性インフ  平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月29日  回復   

ルエンザワクチン接種   

478  40  女  平成21年10月28日  チクテクと感じる痛み   平成21年10月28日  

479  40  女  平成21年10月28日  無   吐気、頭痛   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

480  40  女  平成21年10月28日  無   ショック   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

481  40  女  平成21年10月28日  無   熱感   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

482  40  女  平成21年10月28日  有  無   じんましん、動惇   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月28日  回復   

483  40  平成21年10月28日  不整脈・季節性インフルエンザワクチン接種  顔面紅潮、嘔気   平成21年10月28日  評価不能  非重篤  平成21年10月28日  回復   

484  40  女  平成21年10月28日  無   軽いめまい、頭痛後に回転性めまい   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  
と両下肢脱力感  

回復   

485  40  女  平成21年10月28日  無   アナフィラキシー   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

486  40  女  平成21年10月28日  無   左上肢の痛みとしぴれ   平成21年10月28日  関連有り  重篤  平成21年11月‖日  乗回復   

487  50  女  平成21年10月28日  無   発疹   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  回復   

488  50  女  平成21年10月28日  クラリシッド等抗菌剤等の薬剤アレルギーあ  アナフィラキシー様症状   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

489  50  女  平成21年10月28日  季節性インフルエンザワクチン接種   局所腫脹、血管迷走神経反射   平成21年10月28日  関連無し  非重篤  平成21年10月28日  乗回復   

490  50  女  平成21年10月28日  無   発赤、腫脹、痛み   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

49ト  50  女  平成21年10月28日  ぶどう膜炎   2009年10月29日  関連有り  重篤  乗回復   

492  50  女  平成21年10月28日  有  無   上記症状に伴う後遺症   平成21年10月29日  非重篤  平成21年11月5日  回復   

493  50  女  平成21年10月28日  無   めまい、胸部圧迫感、嘔気、発熱   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

494  50  女  平成21年10月28日  無   5固か6回の下痢、腹部ニヤニヤ感   平成21年11月7日  評価不能  非重篤  平成21年＝月9日  軽快   

495  60  女  平成21年10月28日  無   頭重感、胸部不快、息苦しい   平成21年10月28日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

496  60  男  平成21年10月28日  無   じんましん   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

平成21年10月30日  
2009／11／5・・→  

497  20  女  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチン接種   アナフィラキシー  
乗回復→  

非重篤   2009／11／11  軽快   

498  20  男  平成21年10月29日  発疹、かゆみ   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

499  20  女  平成21年10月29日  無   関節痛、筋肉痛   平成21年10月29日  非重篤  平成21年11月5日  回復   

500  20  女  平成21年10月29日  無   発熱、腰痛   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  回復   

501  20  女  平成21年10月29日  無   発熱   平成21年10月29日  関連有り．  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

502  20  男  平成21年10月29日  かゆみ   平成21年10月29日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  回復   

503  20  女  平成21年10月29日  無   じんましん   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

504  30  女  平成21年10月29日  無   皮膚の発赤   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

505  30  女  平成21年10月29日  季節性インフル工ンザワクチン接種   頭痛   平成21年10月31日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  回復  



副反応幸艮告の概要リスト  

年齢 （代）  性別  接種日   
同時  

基礎疾患（持病）、他の予防接種など  副反応の内容   
接種  

副反応発葺完日   因果関係  重篤度  転帰確認日  転帰内容   

506  30  女  平成21年10月29日  無   嘔気、嘔吐、熱感、しびれ感、感覚  
鈍麻、表情筋けいれん   

507  30  女  平成21年10月29日  無   接種部位：発赤、腫脹、熱感接種  
側上肢：痔痛、感覚異常   

508  30  女  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチンで発熱   発熱、発疹   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

509  30  女  平成21年10月29日  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  不明   

510  30  女  平成21年10月29日  かゆみ   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

511  30  女  平成21年10月29日  腫れ、かゆみ   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31白  回復   

512  30  女  平成21年10月29日  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  関連有リ  重篤  平成21年10月29日  軽快   

513  30  女  平成21年10月29日  虫   頭痛、発熱、下痢   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年11月1日  軽快   

514  30  女  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチン接種   血管迷走反射   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

515  30  女  平成21年10月29日  無   感冒症状   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

516  30  女  平成21年10月29日  無   発赤、腫脹、倦怠感、喉頭癌、耳鳴  平成21年10月29日  非重篤  平成21年11月5日  回復   

517  30  女  平成21年10月29日  腫れ→かゆみ   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月3日  回復   

518  40  女  平成21年10月29日  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29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

519  40  女  平成21年10月29日  HT，HL   全身倦怠感、関節痛   平成21年10月29日  評価不能  平成21年11月5日  

520  40  女  平成21年10月29日  無   接種部位の腫脹   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月7日  軽快   

521  40  女  平成21年10月29日  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   

522  40  女  平成21年10月29日  花粉症   局所発赤、発熱   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

523  40  女  平成21年10月29日  腫れ、かゆみ   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

524  40  女  平成21年10月29日  季節性インフル工ンザワクチン接種   悪寒、発熱、鼻汁   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

525  40  女  平成21年10月29日  かゆみ   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

526  40  女  平成21年10月29日  アレルギー：ケフラール、リファンピシン（肝障 害）  倦怠感、眼周囲の腫れ、かゆみ   平成21年10月29日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  回復   

527  40  女  平成21年10月29日  喘息既往   頭痛、腹痛、下痢   平成21年10月29日  非重篤  平成21年10月31日  回復   

528  40  女  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチン接種   腫脹、熟発、全身倦怠感   平成21年10月29日  非重篤  平成21年10月31日  回復   

529  40  女  平成21年10月29日  腫れ、痛み   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

530  40  女  平成21年10月29日  高血圧、不整脈   頭痛、倦怠感   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

531  40  女  平成21年10月29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29日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

532  40  男  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチン接種（10／22）  頭痛、嘔気、全身倦怠感、食欲減 退、両眼鈍痛   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  軽快   

533  40  女  平成21年10月29日  甲状腺機能低下   舌しびれ   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

534  40  男  平成21年10月29日  季節性インフルエンザワクチン接種   腹満感、下痢   平成21年10月29日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  回復   

535  40  女  平成21年10月29日  アレルギー（花粉症）（ミノマイシン）   局所の発赤腫脹、全身症状   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  軽快   

536  50  女  平成21年10月29日  アレルギー   感冒様症状、顔面腫脹   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

537  50  女  平成21年10月29日  無   頸部～顔面の発疹   平成21年10月29日  関連有リ  非重篤  平成21年11月5日  回復   

538  50  男  平成21年10月29日  無   微熱、全身倦怠感   平成2】年10月29日  非重篤  平成21年11月2日  回復   

539  50  女  平成21年10月29日  無   注射部位周囲発赤   平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   

540  60  女  平成21年10月29日  高血圧症、プリンベランによるじんましん、季 インフルエンザワクチン  下痢、腹痛、嘔気   
節性接種  

平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月2日  軽快   
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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  
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541  60  女  平成21年10月29日  無   血圧症状、冷や汗、呼吸苦、倦怠  平成21年10月29日  関連有り  非重篤  平成21年10月29日  回復   
感、頚部発赤  

542  60  女  平成21年10月29日  無   発疹   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  

543  10  女  平成21年10月30日  季節性インフルエンザワクチン接種   熟発   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

544  20  女  平成21年10月30日  無   薬物アレルギー   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

545  20  女  平成21年10月30日  2年前のインフルエンザ予防接種にて、30分  
後に息苦し〈なった   

平成21年10月30日  関連有り  重篤  平成21年11月4日  軽快   

546  20  女  平成21年10月30日  無   全身発疹   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

547  20  女  平成21年10月30日  無   発熱（38．50c）、嘔吐、咳   平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

548  20  男  平成21年10月30日  無   肘を超える局所の異常   平成21年11月2日  非重篤  平成21年11月4日  回復   

549  20  女  平成21年10月30日  喘息、慢性じんましん、卵アレルギー   じんましん   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

550  20  女  平成21年10月30日  季節性インフルエシザワクチン接種   倦怠感、ふらつき、眠気   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

551  20  女  平成21年10月30日  有  喘息   喘息   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  回復   

552  20  女  平成21年10月30日  鶏の肉や卵アレルギー   両上腕全体に発疹   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

553  20  女  平成21年10月30日  薬疹   平成21年10月31日  関連無し  非重篤  軽快   

554  20  男  平成21年10月30日  無   発熱   平成21年11月1日  評価不能  非重篤  平成21年11月2日  回復   

555  30  女  平成21年10月30日  有  季節性インフルエンザワクチン接種（アステ ラスY51B）、8肝ワクチン接種歴  じんましん、口腔内しびれ感   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

556  30  女  平成21年10月30日  無   じんましん   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  軽快   

557  30  女  平成21年10月30日  無   じんましん   平成21年10月31日  評価不能  非重篤  平成21年11月11日  軽快   

558  30  女  平成21年10月30日  卵アレルギー   発熱   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

559  30  女  平成21年10月30日  じんましん   平成21年10月27日  非重篤  

560  30  女  平成21年10月30日  無   発熱   平成21年11月1日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  回復   

561  ・30  女  平成21年10月30日  アレルギー体質、エビカニアレルギー   じんましん   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

562  30  女  平成21年10月30日  季節性インフルエンザワクチン接種   不整脈   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月1日  回復   

563  30  女  平成21年10月30日  無   下痢、腹痛、頭痛   平成21年11月1日  評価不能  非重篤  平成21年11月2日  回復   

微熱：回  

564  30  女  平成21年10月30日  無   微熱、味覚障害   
復  

平成21年10月31日  評価不能  非重篤  平成21年11月4日    味覚：未  

回復   

565  30  女  平成21年10月30日  季節性インフルエンザワクチン接種   嘆声、喉頭癌   平成21年11月1日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

566  30  男  平成21年10月30日  季節性インフルエンザワクチン接種   掻痺感、上肢発疹   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年10月30日  回復   

567  30  女  平成21年10月30日  無   嘔気、下痢   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年‖月2日  回復   

568  30  女  平成21年10月30日  無   じんましん   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

569  30  女  平成21年10月30日  無   下痢、嘔吐   平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月3日  回復   

570  30  女  平成21年10月30日  無   アナフィラキシー様症状   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  回復   

571  30  女  平成21年10月30日  季節性インフルエンザワクチン接種   かぜ症状   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月3日  回復   

572  30  女  平成21年10月30日  鼻汁   脱力感、悪寒   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月30日  軽快   

573  30  女  平成21年10月30日  無   発熱   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   
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