
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  



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   

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  
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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  
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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   

10   



副反応報告の概要リスト  

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  

副反応発現日   因果関係  重篤度  転帰確認日  転帰内容   

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   

12  



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   

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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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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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  
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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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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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574  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（10／19）、 ビトで  動惇、血圧上昇   
クラッ薬疹  

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   

575  30  女  平成21年10月30日  生たまごでじんましん   上半身皮膚紅潮   平成21年10月30日  関連有リ  非重篤  平成21年10月30日  回復   

576  40  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11月3日  回復   

577  40  女  平成21年10月30日  季節性インフル工ンザワクチン接種   動悸   平成21年10月30日  関連有リ  非重篤  平成21年10月31日  回復   

578  40  女  平成21年10月30日  無   動惇、胸苦感   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   

579  40  女  平成2j年10月30日  異型狭心症、偏頭痛、咳喘息   嘔吐、頭痛、倦怠感   平成21年10月31日  関連有リ  非重篤  平成21年11月2日  乗回復   

580  40  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   けいれん、その他の神経症状   平成21年11月3日  評価不能  非重篤  平成21年11月3日  回復   

581  40  女  平成21年10月30日  虫   アナフィラキシー   平成21年10月30日  関連有リ  重篤  平成21年10月31日  回復   

582  40  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   じんましん   平成21年11月1日  関連有リ  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

583  40  女  平成21年10月30日  無   動悸、血圧上昇   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   

584  40  女  平成21年10月30日  無   頭痛、倦怠感   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   

585  40  男  平成21年10月30日  無   軟便   平成21年10月30日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

586  40  女  平成21年10月30日  卵の生食   口周囲病床感   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年10月31日  回復   

587  40  女  平成21年10月30日  くだものアレルギー、感冒薬で薬疹、季節性 ンフエンン  アナフィラキシー   
イルザワクチ接種  

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   

588  50  女  平成21年10月30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30日  関連有り  非重篤  平成21年10月31日  回復   

589  50  女  平成21年10月30日  無   血圧上昇   平成21年10月30日  非重篤  平成21年10月31日  回復   

590  50  女  平成21年10月30日  無   掻痔、発疹   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   

591  50  女  平成21年10月30日  じんましん（アスピリン不耐症）、喘息   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  回復   

592  50  女  平成21年10月30日  無   肝機能障害   平成21年11月1日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

593  50  男  平成21年10月30日  無   アナフィラキシー、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  軽快   

594  50  女  平成21年10月30日  有  無   右リンパ腺腫脹、嘔吐   平成21年10月30日  非重篤  平成21年11月6日  回復   

595  50  女  平成21年10月30日  無   高血圧、動悸など   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   

596  50  女  平成21年10月30日  薬や食品で皮膚に発疹（ケフラール）   施注部位の発赤、硬結   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   

597  5q  女  平成21年10月30日  高血圧症（内服中）   頸部発疹   平成21年10月30日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  回復   

598  50  女  平成21年10月30日  無   喉頭癌   平成21年10月31日  関連有り  非重篤  平成21年＝月6日  軽快   

599  60  女  平成21年10月30日  無   血管迷走反射   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   

600  70  男  平成21年10月30日  無   くしやみ多発、その後鼻汁あり   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   

601  70  男  平成21年10月30日  問質性肺炎、アスペルギルス症、肺脳胞症、 呼吸不全  問質性肺炎増悪   
器  

平成21年10月30日  関連有り  重篤  平成21年11月9日  乗回復   

602  20  女  平成21年10月31日  季節性インフル工ンザワクチン接種   じんましん、薬剤性アレルギー   平成21年10月31日  関連有リ  非重篤  平成21年11月1日  回復   

603  20  男  平成21年10月31日  咳蠍   平成21年10月31日  関連有り  

604  30  女  平成21年10月31日  無   頭痛、嘔気   平成21年10月31日  評価不能  非重篤  平成21年11月3日  回復   

605  30  女  平成21年10月31日  無   発熱   平成21年11月1日  非重篤  平成21年11月1日  回復   

606  30  女  平成21年10月31日  無   上腕全体の腫脹、発赤、微熱   平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月2日  回復   

607  40  女  平成21年10月31日  桃・メロン アレルギー   発熱   平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月2日  回復 
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608  40  女  平成21年10月31日  ピリン系   発熱、喉頭痛   平成21年11月1日  関連有り  

609  40  女  平成21年10月31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31日  関連有り  重篤  平成21年11月1日  軽快   

610  40  女  平成21年10月31日  季節性インフル工ンザ   アナフィラキシー   平成21年10月31日  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

611  50  女  平成21年10月31日  無   発熱、関節痛   平成21年11月1日  非重篤  平成21年11月2日  回復   

612  70  男  平成21年10月31日  降圧剤による中毒疹、季節性インフルエンザ   じんましん   
ワクチン接種（副作用無し）  

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

613  く10  女  平成21年11月2日  無   全身痛痔感   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

614  10  女  平成21年11月2日  神経芽腫   嘔吐、頭痛   平成21年11月2日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

615  20  女  平成21年11月2日  無   両下肢神経障害   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

616  20  女  平成21年11月2日  無   全身発疹   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

617  20  女  平成21年11月2日  多のう胞性卵巣症候群有り、インフルエンザ HA  めまい   
ワクチン接種  

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

618  20  女  平成21年11月2日  無   全身発疹   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   

619  20  女  平成21年11月2日  急性耳下線炎   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

620  20  男  平成21年11月2日  無   消化器症状など   平成21年＝月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

621  20  女  平成21年11月2日  無   アナフィラキシー様症状   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

622  30  女  平成21年11月2日  無   喘息、接種部発赤   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  乗回復   

623  30  女  平成21年11月2日  喘息   じんましん   平成21年11月3日  評価不能  非重篤  平成21年11月6日  回復   

624  30  女  平成21年11月2日  無  平成21年‖月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月7日  回復   

625  30  女  平成21年11月2日  無   その他通常ではみられない異常反  
平成21年11月2日  

回復  
応  

非重篤  平成21年11月3日   軽快   

626  30  女  平成21年11月2日  無   紫斑（アナフィラキシー）   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  軽快   

627  30  女  平成21年11月2日  自己赤血球免疫性紫斑病、10月26日季節性 ンフルエンザワチン  紫斑、意識障害、けいれん   
イク接種  

平成21年11月2日  関連有り  重篤  

628  30  女  平成21年11月2日  有  季節性インフルエンザワクチン接種   発熱、悪寒、倦怠感、頭痛、嘔気、  
下痢   

平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

629  30  女  平成21年11月2日  無   激しい頭痛   平成21年11月2日  評価不能  非重篤  平成21年‖月3日  回復   

630  30  女  平成21年11月2日  無   頭痛、嘔吐   平成21年11月2日  評価不能  平成21年11月3日  回復   

631  40  女  平成21年11月2日  無   アナフィラキシー   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

632  40  女  平成21年11月2日  無（気分悪くなった、注射部位のしびれかん：  
翌日には回復）  

平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月3日  回復   

633  40  女  平成21年11月2日  無   熟発   平成21年‖月16日  評価不能  非重篤  平成21年り月17日  軽快   

634  40  女  平成21年11月2日  じんましん   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

635  40  女  平成21年11月2日  季節性インフル工ンザワクチン接種、卵巣が  頭痛、嘔気、嘔吐、発熱、風邪症状   平成21年11月3日  評価不能  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

636  40  男  平成21年11月2日  無   じんましん   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  不明   

637  40  女  平成21年11月2日  ピリン系薬品で薬疹、造影剤でショック、季 インフルエンザワクチン  39度異常の発熱   
節性接種  

平成21年11月4日  評価不能  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

638  40  女  平成21年11月2日  季節性インフルエンザワクチン接種   喘息様発作   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  回復   
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639  40  女  平成21年11月2日  無   発熱、タンパク尿、心電図異常   平成21年11月3日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

640  40  女  平成21年11月2日  慢性じんましん   全身のほてり、胃部不快感、左顔面   平成21年11月2日  関連有リ  非重篤  平成21年11月4日  未回復   
から後頭部にビリピリ  

641  50  女  平成21年11月2日  無   発熱37．2℃、倦怠感有り   平成21年11月2日  非重篤  平成21年11月4日  回復   

642  50  女  平成21年11月2日  無   倦怠感、頭重感、右手指むくみ・痛   平成21年11月2日  評価不能  平成21年11月5日  軽快   

643  50  女  平成21年11月2日  無   感冒症状   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

644  50  女  平成21年11月2日  顔面紅潮、動惇尾、ふらつき、両上  
平成21年11月3日  評価不能  非重篤  平成21年11月3日  回復   

肢脱力しびれ感  
645  50  女  平成21年11月2日  アナフィラキシー   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月2日  未回復   

646  50  女  平成21年11月2日  無   気管支炎   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

647  50  女  平成21年11月2日  無   感冒症状   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

648  60  女  平成21年11月2日  無   気管支炎   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

649  60  女  平成21年11月2日  無   消化器症状   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  回復   

650  60  男  平成21年11月2日  糖尿病性腎症、血液透析施行中、陳旧性心   じんましん   
筋梗塞  

平成21年11月5日  非重篤  平成21年‖月9日  軽快   

651  60  男  平成21年11月2日  季節性インフルエンザワクチン接種   しびれ、筋肉緊張性療病   平成21年11月2日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  回復   

652  70  男  平成21年11月2日  糖尿病、高血圧、心筋梗塞、  平成21年11月2日  評価不能  重篤  平成21年11月2日  死亡   

多発性脳梗塞で10年前から起坐不能で臥  
653  80  男  平成21年11月2日  床。08年1月からえん下性肺炎を繰り返し入  平成21年11月14日  評価不能  重篤  平成21年11月14日  死亡   

院中だった   

654  80  女  平成21年11月2日  糖尿病   微熱   平成21年11月4日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

655  90  男  平成21年11月2日  無   じんましん   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

656  20  男  平成21年11月3日  無   アナフィラキシー   平成21年11月3日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  不明   

657  30  男  平成21年11月3日  既往：季節性インフルエンザワクチンにて過 去発熱の副反応1回  発熱   平成21年11月5日  非重篤  平成21年11月8日  回復   

658  20  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチン接種   嘔気、脱力感、集中力低下   平成21年11月4日  評価不能  平成21年11月6日  回復   

659  20  女  平成21年11月4日  無   じんましん（頸部のみ）   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

660  20  女  平成21年11月4日  無   接種部位の発赤療病   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

661  20  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチン接種   眼病、目の充血、脱力感、ぼーつと  平成21年11月4日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   
した感じ  

662  20  男  平成21年11月4日  無   じんましん   平成21年11月5日  関連有リ  非重篤  平成21年11月8日  軽快   

663  20  女  平成21年11月4日  無   居所（注射部位）の発赤、腫脹   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  回復   

664  20  女  平成21年11月4日  無   悪寒、頭痛   平成21年11月4日  非重篤  平成21年11月6日  回復   

665  20  女  平成21年11月4日  喘息   喘息発作   平成21年11月4日  非重篤  平成21年11月5日  回復   

housedustほか花粉に対するアL／ルギーあ   頭痛、吐き気   666  30  男  平成21年11月4日  
り  

平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  軽快   

667  30  女  平成21年11月4日  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   

関連有り  重篤  平成21年11月5日  回復   

668  30  女  平成21年11月4日  無   アナフィラキシー   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月4日  軽快   

669  30  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチン接種   全身の痛痺感   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  軽快   
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既往：気管支喘息：接種6ケ月異常服薬無し  

670  30  女  平成21年11月4日  疾患名：アレルギー性鼻炎：接種実施前－ケ  平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

月より服薬（抗ヒスタミン剤）中   

671  30  女  平成21年11月4日  アボカドによるじんましん既往：3歳頃に総   その他の神経障害   
胆管拡張症で手術  

平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

672  30  女  平成21年‖月4日  10年前季節性インフルエンザワクチンでアレ  
ルギー症状   

平成21年11月4日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  回復   

673  30  女  平成21年11月4日  海老アレルギー   発疹   平成21年11月4日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

674  30  女  平成21年11月4日  無   頭痛、嘔気   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

抗生剤ユナシン、ロキフィンにてかゆみ喉頭 
675  30  女  平成21年11月4日  浮腫、ネオファーゲンにてアナフィラキシー  平成21年11月4日  関連有り  重篤  平成21年11月4日  回復   

ショック   

676  30  女  平成21年11月4日  無   めまい、ふらつき、嘔気、動悸、悪  平成21年＝月4日  
寒、冷や汗、関節痛、痔み  

非重篤  平成21年11月6日  回復   

677  30  女  平成21年11月4日  無   発熱小、嘔吐   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月8日  回復   

678  30  女  平成21年11月4日  無   嘔気、嘔吐、水溶性下痢   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年＝月6日  軽快   

679  30  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチン接種、アレル  平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   
ギー性鼻炎   痛、頻脈、呼吸苦  

680  30  女  平成21年11月4日  無   嘔気   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  未回復   

681  30  女  平成21年11月4日  ダンリッチで膨瘡疹季節性インフルエンザ   その他の神経障害   
ワクチン接種  

平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  軽快   

682  40  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチンで発熱、季節 エン  アナフィラキシー   
性インフルンザワクチ接種  

平成21年11月4日  関連有り  非重篤  

683  40  女  平成21年11月4日  無   急性腸炎   平成21年11月4日  非重篤  平成21年‖月5日  回復   

684  40  女  平成21年11月4日  青魚、かに   局所の異常腫脹   平成21年11月6日  関連有リ  非重篤  

685  40  女  平成21年‖月4日  骨のついた鶏肉でじんましん   喉頭違和感、しやがれ声   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

686  50  女  平成21年11月4日  無   関節痛、めまい   平成21年11月4日  関連有り  ≡＝三喜  平成21年11月5日  軽快   

687  50  女  平成21年11月4日  無   嘔吐、発熱（最大37．5℃）下痢   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

688  50  女  平成21年11月4日  季節性インフル工ンザワクチン接種、アレル  
ギー性鼻炎   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

689  50  男  平成21年11月4日  無   発熱、発疹   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  未回復   

690  50  男  平成21年11月4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11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

1季節性インフルエンザワクチン接種、2基礎  
691  50  男  平成21年11月4日  疾患：糖尿病性腎症による腎不全で透析療  平成21年11月4日  関連有り  重篤  平成21年11月4日  軽快   

法中、3箋・食品でのアレルギー歴有り   

692  50  女  平成21年11月4日  季節性インフルエンザワクチン接種   頭痛   平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

693  60  女  平成21年11月4日  無   動惇、嘔気、左回転がした様な感じ  平成21年11月4日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

694  10  男  平成21年11月5日  ダウン症候群、急性骨髄性白血病治療終了 11  発熱   
年  

平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月8日  回復   
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695  20  女  平成21年11月5日  無   嘔吐、下痢   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  未回復   

696  20  女  平成21年11月5日  アトピー性皮膚炎、腎孟腎炎、尿路結石  顔と両上腕に発赤疹   平成21年11月6日  平成21年11月8日  回復   

697  20  女  平成21年11月5日  無   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   

698  20  女  平成21年11月5日  悪心、発熱   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

699  20  女  平成21年11月5日  有  既往：ボルタレン錠にてじんましん   じんましん   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  軽快   

700  20  女  平成21年11月5日  
性インフルエンザワクチン接種後発疹   アレルギー体質、アトピー、クローン病、季節   発熱（最大39．20c）、じんましん様症 状   平成21年11月6日  関連有リ  非重篤  平成21年11月‖日  回復 軽快   

アレルギー：ロキソニンで喘息出現、10／15季  
節性インフルエンザワクチン接種、10／28イン  

701  20  女  平成21年11月5日  フルエンザ陽性（6日間自宅療養）10／29内科  平成21年11月6日  非重篤  回復   
外来受診小児喘息有りでぜんそく薬を投与  
される  

7b2  30  女  平成21年11月5日  無   まぶたの浮腫   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

703  30  女  平成21年11月5日  虫   嘔気   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  不明   

704  30  男  平成21年11月5日  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   

705  30  女  平成21年11月5日  インフルエンザワクチン接種   じんましん   平成21年11月8日  評価不能  非重篤  平成21年11月11日  未回復   

706  30  女  平成21年11月5日  虫   発熱、関節痛   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

707  30  女  平成21年11月5日  ニューキノロン系薬剤（ジェニナック）   アナフィラキシーアレルギ一反応   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  回復   

708  30  女  平成21年11月5日  そば、メロン、ピリン   発疹（全身）、発赤、腫脹、かゆみ   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  

709  30  男  平成21年11月5日  無   気分不快   平成21年11月5日  重篤  平成21年11月6日  回復   

710  30  女  平成21年11月5日  無   左上肢しびれおよび痔痛   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月9日  回復   

711  30  女  平成21年11月5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11月5日  関連有り  重篤  平成21年11月6日  軽快   

712  30  女  平成21年11月5日  アトピー性皮膚炎   頻脈   2009年11月5日  関連有リ  非重篤  平成21年11月5日  回復   

713  30  女  平成21年11月5日  季節性インフル工ンザワクチン接種   発熱   平成21年‖月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

714  40  女  平成21年11月5日  無   高熱、倦怠感   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

気管支喘息治療中、コントロールは良好。以  
715  40  女  平成21年11月5日  前季節性インフルエンザ予防接種後、気管  平成21年11月5日  関連有り  重篤  平成21年11月7日  回復   

支喘息発作有り   
716  40  女  平成21年11月5日  無   全身脱力感、四肢関節痛   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年‖月9日  回復   

717  40  女  平成21年11月5日  血   発熱   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月9日  回復 軽快   

718  40  女  平成21年11月5日  全身性マリテマトーデス、腎不全、高血圧  左脳出血   平成21年＝月15日  評価不能  重篤  平成21年11月17日  未回復   

719  40  女  平成21年11月5日  無   じんましん   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月5日  回復   

720  40  女  平成21年11月5日  無   頭痛   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

721  40  女  平成21年11月5日  季節性インフルエンザワクチン接種   局所の発赤   平成21年11月5日  関連有り  非重篤  平成21年11月7日  軽快   

722  50  女  平成21年11月5日  無   下痢   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

723  50  女  平成21年11月5日  高血圧、高脂血症、慢性C型肝炎、深部静脈   発熱37．4℃、両下肢脱力感   
血栓症  

平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

724  50  女  平成21年11月5日  無   薬疹   平成21年11月5日  関連有リ  非重篤  平成21年11月5日  回復   

725  60  男  平成21年11月5日  無   発熱   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月9日  軽快   
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副反応報告の概要リスト  
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726  60  平成21年11月5日  無   血管迷走神経反射   平成21年11月5日  評価不能  非重篤  平成21年11月5日  回復   

727  10  男  平成21年‖月6日  気管支喘息   アナフィラキシー   平成21年11月6日  関連有リ  重篤  平成21年11月7日  回復   

728  20  女  平成21年11月6日  無   動悸、手の振戦、微熱   平成21年11月6日  非重篤  平成21年11月9日  回復   

729  20  男  平成21年11月6日  インフルエンザA陽性   平成21年11月8日  評価不能  

730  20  女  平成21年11月6E】  無   頭重感、めまい、全身倦怠感   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  

731  20  男  平成21年11月6日  季節性インフルエンザワクチン接種   全身の皮疹、かゆみ   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

732  20  女  平成21年11月6日  無   中毒疹（紅斑）   平成21年11月7日  非重篤  

733  20  女  平成21年11月6日  季節性インフル工ンザワクチン接種   発熱（最大390c）   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  不明   

734  20  女  平成21年11月6日  無   じんましん、微熱   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

735  20  女  平成21年11月6日  無   嘔気   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  回復   

736  20  女  平成21年11月6日  10月7日ビームゲン接種、21日季節性インフ ルエンザワクチン接  嘔気、ふわふわ感   
種  平成21年11月6日  評価不能  非重篤  

737  30  女  平成21年11月6日  無   腹痛、下痢、嘔吐、発熱   平成21年11月8日  評価不能  非重篤  平成21年‖月10日  軽快   

738  30  女  平成21年11月6日  ブタ・牛肉アレルギー、季節性インフルエン ザワクチン接種  めまい、嘔吐、皮膚発赤   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  

739  30  女  平成21年11月6日  季節性インフルエンザワクチン接種時、腫れ 経験あり  発疹   平成21年11月7日  関連有り  非重篤  平成21年11月13日  軽快   

740  30  女  平成21年11月6日  薬、食品で発疹、体調不良記憶   じんましん   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月6日  回復   

741  30  男  平成21年11月6日  じんましん（ゴーヤの疑い）、HBワクチン （ビ 
ームゲン）接種：一回目   

平成21年11月9日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  乗回復   

742  30  勇  平成21年11月6日  無   皮疹   平成21年11月7日  関連有り  非重篤  平成21年11月13日  軽快   

743  30  女  平成21年11月6日  接触アレルギーあり   アナフィラキシー   平成21年‖月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

744  30  女  平成21年11月6日  無   胸部圧迫感   平成21年11月6日  関連有リ  非重篤  平成21年11月6日  回復   

745  40  女  平成21年11月6日  季節性インフル工ンザワクチン接種   発熱、関節痛   平成21年11月7日  非重篤  平成21年11月9日  軽快   

746  40  女  平成21年11月6日  とくに病気ないが、下痢あり   発熱、咽、喉頭腫脹、出血   平成21年11月7日  関連有リ  非重篤  平成21年11月10日  回復   

747  40  女  平成21年11月6日    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（記憶不明確）  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   

回復（発  

アレルギー（＋）（アレルゲン、卵、エビ、そば など約30種類）  アナフィラキシー、発熱、腋嵩腫瘡   
熟など）、  

748  40  女  平成21年11月6日  平成21年11月6日  関連有り  重篤  平成21年11月13日    軽快（痛  
痔）、未回  
復（腫癌）   

749  40  女  平成21年11月6日  喘息様気管支炎   発熱、頭痛、倦怠感   平成21年11月8日  軽快   

750  50  女  平成21年11月6日  アレルギー性鼻炎、季節性インフルエンザワ ン  じんましん   
クテ接種  

平成21年11月8日  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

751  50  女  平成21年11月6日  そばアレルギー、腸チフスリ〈ラチフスの予 防接種でむくみ  注射部位の発赤、かゆみ   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  軽快   

752  50  女  平成21年11月6日  季節性インフルエンザワクチン接種   軽度の心季元迫   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月6日  回復   

753  50  女  平成21年11月6日  無   頭痛、眼圧感   平成21年11月6日  非重篤  平成21年11月8日  回復   

754  50  女  平成21年11月6日  無   感冒症状、消化器症状   平成21年‖月9日  評価不能  非重篤  平成21年11月11日  回復   

755  50  女  平成21年11月6日  無   頭痛、吐気   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月7日  回復   
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756  50  女  平成21年11月6日  無   じんましん   平成21年11月6日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

757  50  女  平成21年11月6日  局所麻酔薬アレルギー   アナフィラキシー   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年‖月6日  軽快   

758  60  女  平成21年11月6日  発熱、全身倦怠感   平成21年11月6日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

759  く10  女  平成21年11月7日  気管支鳴息あり、季節性インフル工ンザワク 1  じんましん   
テン回目接種  

平成21年11月8日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

760  10  男  平成21年11月7日  気管支喘息あり、季節性インフルエンザワク ン  じんましん   
テ接種  

平成21年11月8日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

781  20  女  平成21年11月7日  無   発熱   平成21年11月7日  関連有り  非重篤  平成21年11月8日  回復   

762  30  男  平成21年11月7日  無   発熱（37．50c）、全身倦怠感   平成21年11月7日  関連有り  非重篤  平成21年11月9日  回復   

763  30  女  平成21年11月7日  一正   発熱   平成21年11月9日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  未回復   

764  50  女  平成21年11月7日  喘息、花粉症、慢性じんましん   気分不良、口渇、胸内苦悶   平成21年11月7日  関連有り  非重篤  平成21年11月7日  回復   

765  〈10  男  平成21年11月9日  ウエスト症候群にて治療中   局所の腫脹   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  

766  く10  女  平成21年11月9日  無   発熱   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  回復   

767  20  女  平成21年11月9日  無   その他の通常では見られない異常  
平成21年11月9日  関連有り  

反応  
平成21年11月10日  回復   

768  20  女  平成21年11月9日  季節性インフルエンザワクチン接種   発疹、息苦しさ   平成21年‖月9日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

769  20  女  平成21年11月9日  無   嘔気、めまい、手振戦   平成21年11月9日  関連有リ  非重篤  平成21年11月10日  回復   

770  20  女  平成21年11月9日  季節性インフル工ンザワクチン接種   関節痛、喉頭癌、発熱（390c前後）  平成21年11月10日  非重篤  平成21年11月11日  回復   

771  20  女  平成21年11月9日  10／19に外傷後、破傷風トキソイド筋注   急性扁桃腺炎   平成21年11月10日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  回復   

772  30  女  平成21年11月9日  無   血管迷走神経反射   平成21年11月9日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

773  30  女  平成21年11月9日  季節性インフルエンザワクチン接種   発赤、痛痔感   平成21年11月9日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

774  30  女  平成21年11月9日  喘息、花粉症、季節性インフルエンザワクチ ン  微熱、関節痛、筋肉痛、倦怠感   
接種  

平成21年11月9日  関連有り  非重篤  

775  30  女  平成21年11月9日  SしEにてプレドニゾロン5mg服用   肘を超える局所の異常腫脹   平成21年11月12日  関連有り  非重篤  

776  30  男，  平成21年11月9日  無   アナフィラキシー   平成21年11月9日  関連有り  非重篤  平成21年11月10日  回復   

777  30  女  平成21年11月9日  ロキソニン   じんましん   平成21年11月9日  評価不能  非重篤  平成21年＝月11日  回復   

778  30  女  平成21年11月9日  IgA腎症   じんましん   平成21年11月9日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  回復   

779  40  女  平成21年11月9日  湿疹   平成21年11月10日  評価不能  非重篤  

780  40  男  平成21年11月9日  有  ヨード過敏   腫れ、37℃の発熱、全身倦怠感、手 の  平成21年11月10日  
しぴれ  

非重篤  平成21年11月11日  回復   

781  50  女  平成21年11月9日  無   じんましん   平成21年11月9日  関連有り  乗回復   

782  50  女  平成21年11月9日  透析患者（慢性腎不全）   湿疹（発疹）   平成21年11月11日  非重篤  平成21年‖月14日  軽快   

783  60  男  平成21年11月9日  透析患者（慢性腎不全）   発熱、胸部不快   平成21年11月9日  評価不能  非重篤  平成21年11月10日  軽快   

784  60  男  平成21年11月9日  無   皮疹   平成21年11月10日  非重篤  不明   

785  く10  男  平成21年11月10日  盤   じんましん   平成21年11月10日  関連有リ  非重篤  平成21年11月10日  回復   

基礎疾患二気管支喘息、以前卵アレルギー  
786  く10  男  平成21年11月10日  、前年の季節性インフルエンザワクチンはア  平成21年11月12日  評価不能  非重篤  

レルギーなし   

787  く10  男  平成21年11月10日  気管支喘息   じんましん   平成21年11月10日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   
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788  く10  女  平成21年11月10日  季節性インフルエンザワクチン接種   発疹   平成21年11月10日  評価不能  非重篤  平成21年11月13日  回復   

789  20  女  平成21年11月10日  有り：アレルギー   発熱、左腋高リンパ節炎   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  

790  20  女  平成21年11月10日  有  アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、   じんましん   
扁桃炎  

平成21年11月13日  評価不能  非重篤  平成21年‖月13日  軽快   

791  20  女  平成21年11月10日  アトピー性皮膚炎   発熱   平成21年11月10日  評価不能  非重篤  平成21年11月16日  回復   

792  20  女  平成21年11月10日  季節性インフル工ンザワクチン接種   じんましん   平成21年＝月10日  評価不能  非重篤  平成21年11月13日  回復   

793  20  男  平成21年11月10日  無   アレルギー性発熱   平成21年11月10日  関連有り  非重篤  平成21年11月11日  回復   

794  20  女  平成21年11月10日  無   じんましん   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  

795  30  男  平成21年11月10日  季節性インフルエンザワクチン接種（異常な  
し）、アレルギー体質   

平成21年11月10日  関連有り  重篤  平成21年11月10日  回復   

796  40  女  平成21年11月10日  39．5℃の発熱   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月13日  回復   

797  40  男  平成21年11月10日  4歳の時にひきつけあり   発熱、関節痛、および頭痛   平成21年11月10日  非重篤  平成21年‖月12日  回復   

798  50  女  平成21年11月10日  基礎疾患：高血圧、アレルギー性鼻炎   発熱、接種部位の発赤・腫脹   平成21年11月10日  関連有り  平成21年11月14日  回復   

799  60  女  平成21年11月10日  気管支喘息：加療中、既往：薬剤アレル  
ギー、季節性インフル工ンザワクチン接種   

平成21年＝月11日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  回復   

800  70  女  平成21年11月10日  無   幻視   平成21年＝月10日  評価不能  非重篤  平成21年11月17日  未回復   

801  70  女  平成21年11月10日  無   後頭部痛、嘔気   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月17日  乗回復   

802  80  女  平成21年11月10日  10／27ニューモ／くックス接種   呼吸不全による死亡   平成21年11月＝日  評価不能  重篤  平成21年‖月11日  死亡   

803  く10  女  平成21年11月11日  390cの高熱   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  平成21年11月14日  回復   

804  く10  男  平成21年11月11日  喘息の基礎疾患あり。軽度の咳があった ■  発熱（390c）   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年＝月14日  回復   

805  20  女  平成21年11月11日  関節痛、微熱、のどの痛み、倦怠感  平成21年11月13日  評価不能  非重篤  平成21年11月14日  軽快   

806  20  女  平成21年11月11日  季節性インフル工ンザワクチン接種   じんましん   平成21年＝月11日  関連有り  非重篤  平成21年11月12日  回復   

807  30  女  平成21年11月11日  喘息   頭痛、嘔吐、発熱（37．8）   平成21年＝月11日  非重篤  平成21年11月12日  軽快   

808  30  女  平成21年11月11日  季節性インフルエンザワクチン接種   全身倦怠県、頭痛。翌日口唇とはぐ がに  平成21年11月11日  
き異常渇く  

809  30  女  平成21年11月11日  季節性インフルエンザワクチン接種   嘔気   平成21年11月12日  関連有リ  非重篤  平成21年11月18日  軽快   

810  30  女  平成2j年11月11日  季節性インフルエンザワクチン接種   発熱、、頭痛、倦怠感、注射部   平成21年11月11日  関連有り  準重篤  平成21年11月13日  回復   
位の痛み  

811  30  男  平成21年11月11日  無   発疹   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  

胃と食道の境あたりに熱感があり、  
812  40  女  平成21年11月11日  甲状腺キノウ低F症、鉄欠乏性貧血、高血  

圧、季節性インフルエンザワクチン接種   に移動。め 

813  40  女  平成21年11月11日  季節性インフルエンザワクチン接種   発赤、腫脹、、四肢ふるえ、発  
熟、   

814  40  女  平成21年11月11日  季節性インフルエンザワクチン接種   手足のしぴれ   平成21年11月11日  関連有り  非重篤  不明   

815  50  女  平成21年11月11日  無   発熱、悪寒、関節痛   平成21年11月11日  非重篤  

816  70  男  平成21年11月11日  無   肝機能障害   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月13日  不明   

817  70  男  平成21年11月11日  無   急性呼吸不全による死亡   平成21年11月12日  関連無し  重篤  平成21年11月12日  死亡   

818  70  女  平成21年11月11日  無   死亡   平成21年11月14日  評価不能  重篤  平成21年11月14日  死亡   

819  80  男  平成21年11月11日  肺気腫、脳梗塞、－二脂腸潰瘍  平成21年11月15日  評価不能  重篤  平成21年11月15日  死亡   
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副反応報告の概要リスト  
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820  80  女  平成21年11月11日  無   下顎けいれん   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  回復   

821  80  女  平成21年11月11日  膵炎で治療中   死亡   平成21年11月12日  評価不能  重篤  平成21年11月12日  死亡   

822  20  女  平成21年11月12日  無   胸部の発疹   平成21年11月12日  関連有り  非重篤  

823  30  女  平成21年11月12日  インフル工ンザHAワクチン接種   その他の通常ではみられない異常■   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  回復   
反応  

824  40  女  平成21年11月12日  その他の通常ではみられない異常   平成21年11月12日  評価不能  非重篤  平成21年11月12日  回復   高血圧、インフルエンザHAワクチン接種   反応  

825  く10  男  平成21年11月13日  卵白アレルギークラス3   じんましん   平成21年11月13日  関連有り  非重篤  平成21年11月13日  回復   

川崎病経過観察中（県立病院にて経過観  
826  く10  男  平成21年11月13日  察中。最優先対象者として今回予防接  平成21年11月13日  関連無し  非重篤  平成21年11月15日  回復   

種？？となっている   

827  10  男  平成21年11月13日  有り   じんましん   平成21年11月14日  関連有リ  非重篤  平成21年11月15日  軽快   

828  20  女  平成21年11月13日  食物依存症、運動誘発、アナフィラキシー  アナフィラキシー   平成21年11月13日  関連有り  平成21年11月13日  軽快   

829  20  女  平成21年11月13日  無   熱発   平成21年11月14日  評価不能  非重篤  平成21年11月18日  軽快   

830  20  女  平成21年11月13日  無   熱発   平成21年11月14日  評価不能  非重篤  平成21年11月16日  軽快   

831  30  女  平成21年11月13日  一週間前季節性インフルエンザ   めまい   2009年11月13日  関連有り  非重篤  

832  30  女  平成21年11月13日  ミノマイシンで皮疹が出たこと有り   じんましん   平成21年11月13日  関連有り  非重篤  平成21年11月15日  軽快   

833  40  女  平成21年11月13日  季節性インフルエンザワクチン接種（発熱あ  
り）、毎回インフルワクチン時に発熱有り   

平成21年11月14日  関連有り  非重篤  平成21年‖月14日  軽快   

834  40  女  平成21年11月13日  狭心症、季節性インフルエンザワクチン接種  めまい、嘔気、頭重感   平成21年11月14日  

835  40  女  平成21年11月13日  無   じんましん   平成21年11月13日  関連有り  非重篤  平成21年11月13日  回復   

836  40  女  平成21年11月13日  無   じんましん様症状   平成21年11月14日  評価不能  平成21年11月17日  軽快   

837  50  女  平成21年11月13日  喘息   じんましん   平成21年11月13日  関連有り  非重篤  平成21年11月15日  回復   

838  50  女  平成21年11月13日  田   発熱、嘔吐   平成21年11月15日  非重篤  平成21年11月16日  回復   

839  60  男  平成21年11月13日  無   腹腔内出血   平成21年11月15日  関連無し  重篤  平成21年11月15日  死亡   

840  20  女  平成21年11月14日  無   398c以上の発熱   平成21年‖月16日  関連有り  重篤  平成21年11月柑日  軽快   

841  70  男  平成21年11月14日  高血圧   390c以上の発熱   平成21年11月15日  評価不能  非重篤  平成21年11月16日  回復   

842  く10  男  平成21年11月15日  喘息   発熱   平成21年11月18日  評価不能  非重篤  

843  く10  女  平成21年11月16日  アレルギー性鼻炎、気管支喘息、季節性イ ンフルエンワン  発熱（390c以上）   
ザクチ接種  

平成21年11月16日  評価不能  非重篤  平成21年‖月17日  回復   

844  10  女  平成21年11月16日  基礎疾患二慢性脊髄鱒は血病医、骨髄移植   発熱   
後  

平成21年11月17日  評価不能  重篤  平成21年11月19日  軽快   

845  10  女  平成21年11月16日  気管支喘息   かぜ症状   平成21年11月16日  関連有り  非重篤  平成21年11月18日  回復   

846  10  男  平成21年11月16日  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  

847  20  女  平成21年11月16日  ピリン系でじんましん   嘔気   平成21年11月16日  評価不能  平成21年11月17日  回復   

848  30  女  平成21年11月16日  季節性インフルエンザワクチン接種   上肢脱力感、微熱、ふらつき   平成21年11月16日  関連有り  非重篤  

849  50  男  平成21年11月16日  慢性腎不全（透析中）、季節性インフルエン ワン  皮疹   
ザクチ接種  

平成21年11月17日  評価不能  非重篤  平成21年11月18日  軽快   
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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  

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   

850  60  女  平成21年11月16日  認知症にて、誤感性肺炎を反復しており絶 で  じんましん   
食中ある  

平成21年11月17日  関連有り  重篤  平成21年11月19日  回復   

851  70  女  平成21年11月16日  慢性閉塞性肺疾患、肺高血圧症   その他の通常ではみられない異常   平成21年11月18日  評価不能  重篤  
反応  

死亡   

852  80  女  平成21年11月16日  季節性インフルエンザワクチン接種   突然死   平成21年11月18日  評価不能  重篤  平成21年11月18日  死亡   

853  80  男  平成21年11月16日  季節性インフルエンザワクチン接種   発熱   平成21年11月16日  評価不能  非重篤  平成21年11月17日  回復 軽快   

854  80  男  平成21年‖月16日  慢性腎不全、心不全、消化管出血、季節性 インフル工ンザワクチン  血圧低下、意識障害、呼吸困難   
接種  

平成21年11月17日  関連無し  重篤  平成21年11月17日  死亡   

855  90  女  平成21年11月16日  一週間前季節性インフルエンザワクチン接   脳梗塞   
種  

平成21年11月17日  評価不能  重篤  

856  く10  女  平成21年11月17日  発熱   平成21年11月17日  関連有り  非重篤  平成21年11月18日  回復   

857  く10  女  平成21年11月17日  有り   頭痛   平成21年11月17日  評価不能  非重篤  平成21年11月18日  回復   

858  10  女  平成21年11月17日  
気管支喘息吸入スラロイド吸入中キュ バール  気分不快（アナフィラキシー様症状）  平成21年11月17日  関連有り  非重篤  平成21年11月17日  回復   

859  20  女  平成21年11月17日  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   

860  20  女  平成21年11月17日  無   接種部位の腫脹と痔み、その他部 の 
位発赤、痔み   

861  40  女  平成21年11月17日  無   じんましん 平成21年11月17日  関連有り  非重篤  平成21年11月17日  回復   

862  70  女  平成21年‖月17日  慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー  アナフィラキシー   平成21年11月17日  評価不能  非重篤  平成21年11月17日  軽快   

863  70  男  平成21年‖月17日  慢性腎不全   ふらつき   平成21年11月18日  評価不能  非重篤  平成21年11月18日  回復   

10／18転倒し、恥骨骨折10／19－21380cの  
864  80  女  平成21年11月17日  発熱あり10／31～11／337℃～350c発熱あり  平成21年11月17日  評価不能  非重篤  不明   

（膀胱系）   

865  く10  男  平成21年11月18日  基礎疾患：ネフローゼ、ステロイド投与中  アナフィラキシー   平成21年11月18日  関連有り  非重篤  平成21年11月18El  回復   

866  10  女  平成21年11月18日  喘息、コントロールは良好   アナフィラキシー   平成21年11月18日  関連有り  非重篤  平成21年‖月18日  回復   

867  20  女  平成21年11月18日  気管支喘息にて加療中   嘔吐   平成21年11月18日  関連有り  非重篤  平成21年11月18日  軽快   

868  20  女  平成21年11月18日  無   発疹   平成21年11月18日  関連有り  非重篤  平成21年11月18日  回復   

869  30  男  平成21年11月18日  無   湿疹   平成21年‖月18日  関連有り  非重篤  

870  40  女  平成21年11月18日  全身性エリテマトーデスにて当院治療中ア レル 
ギー歴なし   

平成21年11月18日  評価不能  非重篤  

871  70  女  平成21年11月18日  薬、食品でのじんましん   嘔気、気分不快   平成21年11月18日  評価不能  非重篤  平成21年11月柑日  回復   

872  70  女  平成21年11月18日  基礎疾患：狭心症。季節性インフルエンザワ クテン接種  動機   平成21年11月18日  関連有り  非重篤  平成21年11月19日  回復   

873  80  女  平成21年11月18日  湿疹発作   平成21年11月18日  

874  80  女  平成21年11月18日  やや風邪気味だった  平成21年11月18日  評価不能  重篤  

875  90  男  平成21年11月18日  脳出血後遺症   嘔吐   平成21年11月18日  評価不能  重篤  平成21年‖月19日  死亡   

876  50  女  平成21年11月19日  少し風邪気味   息苦しさ、発汗、ふるえ   平成21年11月19日  関連有り  非重篤  平成21年11月19日  回復   

877  80  男  平成21年11月19日  糖尿病、糖尿病性腎症   高血圧性脳症   平成21年11月19日  非重篤  平成21年11月19日  軽快   

L彗   
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参考資料2   

外国において新型インフルエンザワクチンとの関連  

で報告されている死亡例  

国   承認製品   情報   

【11月12日（Lakemedelsverket＝MedicalProductsAgency）】これまで210万  

スウェーデ  
回分供給。当局は、医療専門家からの副反応報告約600件、消費者からの  

ン   
Pandemrix  報告約900件を受付。ワクチン接種後に死亡した事例が8件報告されている  

が、全例において心血管疾患等慢性疾患の既往歴があった。検死の結果4  

例は関連性が否定的で、残り4例は調査中である。   

【ll月15日Times】sinovacを1200万人に接種。これまでl，235例の副反応  

中国   Sinovac等      報告。2例のワクチン接種後の死亡事例が報告されており、1例は高校教師  

で運動中の心臓発作で接種と関係がないとされており、もう1例は調査中。   

【10月20日BudapestTimes】これまで130万回分供給。前の週に64歳女  

ハンガリー  不明  性が接種から2日後に死亡。なお、この女性は検死で新型ウイルスの感染  

が判明し、また、程度は軽いが慢性の心臓疾患を有していた。   

【11月17日ノルウェー医薬品庁】これまで99万回分供給。副反応報告は94  

ノルウェー  Pandemrix  例で、重症は35例、死亡4例。死亡事例についてワクチンとの関連性は認  

められていない。   

カナダ   
【11月7日サーベイランス週報】これまで660万回分供給。634例の副反応  

Arepanrix  
報告があり、重症例は36例で、うち1例死亡で原因調査中。  



参考資料 3  

副反応への対応の体制について（概要）  

合同検討会（専門家による評価体制）  

応  反
 
 

な
 
篤
 
 
 

・重  

新型インフルエンザワクチン接種事業の  

継続の是非等について検討を行う。  

・報告された副反応等について、迅速に  
助言・提言が行われるよう機動的に  

開催できるようにする必要がある。  

書門家評価   
薬食書  

書門家評価   
健正局  ♂   

調査結果等を報告  

初期2万例コホート調査  厚生労働科学研究  

初期2万例における中等度以上の副反応についてす  

べてを報告してもらい、迅速で精度の高い副反応発  

現割合を把握する。  

国内外の副反応のベースラインデータの収集等を行  

う。  



」   



1． 副反応発現割合（頻度）の情報を短期間で把握し、重大な副反   
応や発生頻度の変化に対応できる体制を構築。  
一 初期2万例での有害事象の迅速な把握。  

一 初期数十万供給段階での低頻度（ギランバレ一等）の副反応の発現状況の確認。  

－ 2週間毎に副反応報告／接種人数（供給量）による副反応発現割合の把握し、以  
降も数十、数百万人等の段階毎に発現状況を確認。  

2． 合同検討会の専門家が定期及び適  副作用発現情報を公表し、  
時に評価。  

－1の副作用発現割合と自然発生等のベースラインを比較して評価。  

一 安全対策（情報提供等）と接種事業の継続の可否の判断を行う。  

3．別途、研究班を設置し、外国のモニタリング体制の情報を含めた  
副反応の収集一評価体制のあり方の研究、副反応評価のための  
ベースラインデータを収集する。  
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接種対象毎開始時期 累積接種ドーズ（回分）  

0．5mLシリンジの使用を想定  

′∵Ⅴこ  

合同検討委員会 lO月下旬までの確定  
11月上旬までの速報   

L＿＿＿＿＿－、＿■」⊥■∴⊥∴＿⊥＿⊥＿＿＿＿＿⊥＿＿⊥」＿＿＿」＿ 

合同検討委員会 

＿＿＿＿＿＿＿●＿●＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿†＿＿， 

後も頻度痛報ゐ評価 

1月  2，155  

；1 －1   
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0薬事法に基づくワクチン接種の副作用報告件数およぴ、定期の予防接種における   
副反応報告件数は以下のとおり  

区分  三＝ 2005年産   20明年虔   2007年度   2008年度   

後遺症あり掛椚  症例   4抑   魯（5）   5ほ）   5（現  

内赦  

死亡華ヰ‡   
症例   

薬事法に基  
封伽   5（0）   射朋   2（0）  

づく  
別件用報告敢  

副作用報告  
症例   柑2   10了   122   律1  

件数僻1：■  

推定使用暮  万本舗引   l．g32   1．8了了   2．25了   2．451  

く皐考ユ  

推定接種人数如二l  
万人   3．了55   3．55乱   ヰ．164   4，740   

捷種音数  万人   1．293   1．306   1．ヰ80   1，553  

予防接穐後  
副反応報告  Å   田   空転   朋   5．5  
制度に基づ  ■  
く件数報削  

内数   死亡寮5）  人   0  2   2   

某1）資料・r匡纂晶■臣♯■●等安全性憎乱臣薬品匡糠積書経含桝．Hれ2加．鵬2哺．相成札Mo絹1  
業2）貧窮一千防搾檀鎌判定応報轡暮」書生労併胴長緒繚感染症課  
業封インフルエンザワクチン書■榛針金〔書生労購医薬量島鳥）雫個－ほ醐糾Fイ㌢フルエシザワクチンの需辛に闇ナる研丸より引用  
楽ヰ）撞■丘あり、死亡如うち．く二1内の人数はワクチン樟積との色黒那僑が替玉で卓ないとされたもの  
＃6）馴反応鐘例数壮成果縞餓の有■にかかわらない甘食捧散  
逸圧‖1扉バイ丁≠  
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新型インフル工ンザワクチン副反応報告基準  

接種後症状発生までの時間  臨  床  症  状   

間
 
 

鴨
柑
柑
柑
柑
柑
柑
柑
柑
柑
柑
柑
扮
＊
＊
 
 

（1）アナフィラキシー  

（2）急性散在性脳脊髄炎（ADEM）  

（3）その他の脳炎・脳症  

（4）けいれん  

（5）ギランバレー症候群  

（6）その他の神経障害  

（7）39．00c度以上の発熱  
（8）血小板減少性紫斑病  

（9）肝機能異常  

（10）肘を超える局所の異常腫脹  

（11）じんましん  

（12）じんましん以外の全身の発疹  

（15）血管迷走神経反射  

（16）その他の通常の接種では見られない異常反応  

（17）上記症状に伴う後遺症  

2
 
2
 
 

2
 
 

2
 
2
 
 

3
 
 

注1表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当すると判断されるものは報告すること。  

（1）死亡したもの  

（2）臨床症状の重篤なもの  

（3）後遺症を残す可能性のあるもの  

注2 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目（＊）についての考え方  

（1）後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れたものは含まれないこと。  

（2）その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種と医学的に関連があるか、又は時間的に密接な関連があると判断される  

ものであること。  

注3本基準は予防接種後に‾定の症状が現れた者の報告基準であり、予防接種との因果関係や副作用等の被害救済と直接結びつく≒   のではない。   



l  

（参考）新型インフルエンザワクチンの報告体制と従来の季節   

性インフルエンザワクチンの報告体制の違いについて  

○ 新型インフルエンザワクチンは、接種医療機関に対して副反応報告を   
直接国に行うことを契約で求めている。  

○ 通常の薬事法による季節性インフルエンザワクチンの報告においては、   

「当該品目の副作用その他の事由によると疑われる疾病」が報告対象   

である。今回の接種事業では、疑いの如何にかかわらず、接種後の死   
亡、臨床症状の重篤なものは報告対象としている。  

○ 基礎疾患を有する患者を優先接種対象としており、基礎疾患の死亡者   
数からみても、ワクチン接種後に、基礎疾患によって死亡した患者が報   

告されている可能性が大きい。（季節性インフルエンザワクチンでは、   
特段優先していない。）   



初期2万例コホートの副反応調査  

（接種事業開始2週間の重大状況の有無の把握）  
i i 

国立病院機構病院で実施  

（目的）ワクチン接種事業開始後の早期の段階で、迅速かつ精度の高い副反   
応発現割合等の状況の把握を行うとともに、健康成人の副反応発生動向の   

ペースラインとする。安全対策及び接種事業の継続可否の判断の参考情報   

とする。  

（事務局）国立病院機構本部  

（目標症例）参加施設は国病機構67病院。2万例程度の協力を目標とする。  

（調査期間）平成21年10月下旬から11月上旬。目標症例数に達し次第終了。  

（実施方法）被接種者の任意の協力により、同意を得て、副反応の有無の確認   
及び副反応が発現した場合の様式（重篤な副反応については予防接種後副   

反応報告の様式に準拠。局所反応等の軽微副反応も収集）への記入により、   
被接種者の母数における副反応の発現頻度をモニターする。  

9   



新型インフルエンザワクチンの  

先天異常モニタリング体制について  

合同開催  10   



妊娠と薬情報センター事業   



参考資料4  

新型インフルエンザ予防接種実施要領及び  

新型インフル工ンザ予防接種業務委託契約書   



♂、′  

厚生労働省発健1013第4号  

平成21年10月13日  

都道府県知事  

各 政令市市長  殿  

特別 区区長  

厚生労働事務次  

「受託医療機関等における新型インフルエンザ（A／HINl）  

ワクチン接種実施要領」の策定について   

今般の新型インフルエンザワクチン接種事業が円滑に行われるよう、接種を  

実施する医療機関において遵守すべき事項等について、別添のとおり「受託医  

療機関における新型インフルエンザ（A旧INl）ワクチン接種実施要領」を康定し  

たので通知する。   

ついては、貴管内の関係機関及び市町村へ周知徹底を図るとともに、その実  

施に遺漏なきを期するようお願いしたい。  

一卜   



（別添）  

受託医療機関における新型インフルエンザ（A／HINl）   

ワクチン接種実施要領  
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1 目的  

2 本実施要領の位置付け  

3 優先接種対象者等   

（1）優先接種対象者等   

（2）優先接種対象者等の選択  

4 接種の場所   

（1）接種の場所   

（2）受託医療機関以外の場で行う予防接種  

5 接種の時期及び期間  

6 予防接種の実施   

（1）接秤の予約等   

（2）対象者の確認   

（3）予診並びに予防接種不適当者及び予防接種要注意者   

（4）予防接椰後副反応等に関する説明   

（5）接種意思の確認   

（6）他の予防接種との関係   

（7）按排時の注意   

（8）予防接種後の措置  

7 受託医療機関以外の場で行う予防接種の留意事項   

（1）実施計画の策定   

（2）接種場所   

（3）接種用具等の準備   

（4）予防接種の実施に従事する者   

（5）安全基準の遵守   

（6）予防接椰を受けることが適当でない状態の者への注意事項   

（7）市町村に対する報告   

（8）その他  

8 副反応の報告  

9 接種押用の徴収  

10 予防接種の実施の報告  

11その他  
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1 目的  

新型インフルエンザ（A／HINl）については、①感染力は強いが、多くの感  

染者は軽症のまま回復しており、②抗インフルエンザウイルス薬の治療が有効  

であるなど、季節性インフルエンザと類似する点が多い。しかしながら、基礎  

疾患を有する者等において重症化する可能性が高いこと、国民の大多数に免疫  

がないことから、今後秋冬に向けて、季節性のインフルエンザの感染者を大き   

く上回る感染者が発生し、医療を始め、我が国の社会経済に深刻な影轡を与え   

るおそれがある。   

このため、今回のウイルスの特徴等も踏まえ、政府の基本的対処方針におい  

て、新型インフルエンザ対策の目標を①国民生活や経済への影轡を最′ト限に抑  

えつつ、感染拡大を防ぐとともに、②基礎疾患を有する者等を守る、とし、様々  

な対策を講じている。この「基礎疾患を有する者等を守る」とは、すなわち直  

接的、間接的に死亡や重症化を防ぐことを意味する。   

インフルエンザワクチンは、一般的には、正症化予防、死亡数減少を主な目  

的として使用されており、今回の新型インフルエンザに対する予防接椰も、死  

亡者やj琵症者の発生をできる限り減らすこと及びそのために必要な医療を確保  

することをその目的とする。  

2 本実施要領の位作付け  

「新型インフルエンザ（A／f－11Nl）ワクチンの接種に関する二項：業実施要  

細 山二生労仙省発址1013第3片平成21年10月13日付けけ生労働叫務次官  

通知。以下「：車業実施要綱」という。）は、新型インフルエンザのワクチンの確  

保、流通、按椰等に係る・Ji：業が円滑に行われるよう、国、都道府り．㌔及び市町村  

等に求められる小こ務を規定したものであるが、本実施要触は、上記1のような   

目的の下実施される今般の新型インフルエンザワクチン技師！ji：業が円測■に行わ  

れるよう、受託医癖機関において、 ワクチンを按排する医師のために接種対負  

者や接種場所、副反応等に関する報告、その他実施に係る留意点などについて  

定めるものである。  

3 船先按椰対象者等  

新型インフルエンザのワクチンを鰹先的に接椰する対像者及びその他の者  

（以下「鮭先接椰対象者等」という。）は、次に掲げるとおりである。  

（1）優先接柿対象者等   

ア 優先接種対象者   

① インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者（救急隊員を含む。  
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以下同じ。）   

O「新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者」の範囲は、   

原則として、医業をなす病院又は診療所において新型インフルエンザ患者  

の診療に直接従事する医療従事者とする。また、診療科及び職種について  

は、次のとおりとする。   

・診療科は、内科、小児科、救急科等、新型インフルエンザ患者の診療を  

行う診療科を基本とするが、その他の診療科であっても、新型インフル  

エンザ患者の診療を行う場合は、対象として差し支えない。   

・職種は、医師、看護師、准看護師等、新型インフルエンザ患者の診療に  

直接従事する職種を基本とするが、その他の職種であっても、新型イン  

フルエンザ患者の診療を行う場合は、対象として差し支えない。  

②基礎疾患を有する者  

基礎疾患を有する者とは、別紙1「新型インフルエンザワクチンの優先接椰の   

対象とする基礎疾患の基準手引き」に示す疾患・状態に当てはまり、当該疾病・   

状態で入院中又は通院中の者をいう。その中でも、「1歳～小学校3年生に相当す   

る年齢の者」の接桃を最似先する。次いで上記の手引きに記，liEした「最優先対象   

基準」に当てはまる者を似先し、最終的に優先接稚の対象とする基礎疾患に当て   

はまる者すべてに接秘する。  

③妊如  

（彰1歳から小学校3年生に相当する年齢までの者  

⑤1歳末満の小児の保護者及び似先接抑対象者のうち、身体的な理由により   

予防接種が受けられない者の保逓者等  

イ その他の者  

①小学校4年生から6年生まで、中学生、高校生に相当する年齢の者  

②65歳以上の者  

（2）似先接相対象者等の選択  

ア 受託医療機関は、国と委託契約を締結したことをもって、すべての優先接   

椰対象者等に対する接稚を行うことが求められるわけではなく、その判断に   

おいて、接稚を行う優先接椰対象者等の経囲を選択することができる。  

イ 受託医療機関は、選択する接椰の範囲によって、以下の4つに分類される   

ものと考えられる。  
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受託医凍機関  受託医凍機関  受託医凍機関  受託医療機関  

パターン1   パターン2   パターン3   パターン4   

医療従事者   ○   ○   ○   ○   

自院に入院す  
×   ○   ○   ○   

る者  

自院に通院す  
×   ×   ○   ○   

る者  

上記以外の者   ×   ×   ×   ○   

ノ ウ 妊婦や基礎疾患を有する着に対しては、その体質や症状等を正條に把握し  
接椰の可否を適切に判断でき、かつ、接椰後も体調の変化を見守りやすい主  

治医において、接椰を行うことが望ましい。  

ェ 自院に入院又は通院している者に対しワクチンのは椰を行わないこととし   

た受託医痛機関（パターン1及びパターン2）については、これらの者がワ  

クチンの接種を希望した場合には、周辺の受託医療機関を紹介することとす   

る。なお、紹介の際には、受託医療機関同士で連絡を取り合い、ワクチンの   

在柵状況等を碓認するものとする。  

4 接種の場所   

（1）接種の喝所  

新型インフルエンザの予防接種の実施については、油正かつ円椚な予防接   

椰叫業を推進するため、・拝業実施要糾に基づき、捏生労例大臣と新彗■！インフ   

ルエンザワクチンの接抑に係る接種等の契約を締結した医痛機関で行う個  

別接種を原則とする。  

（2）受託医痛機関以外の喝で行う予防接郁   

ア 受託医娠機関以外の堀において予防按抑を実施する場合は、予防接抑を   

実施する際の部故防止対策及び副反応対策等、一定の安全牲の要件を満たす   

必要がある。  

イ 受託医娠機関以外の喝で予防接帥を行う場合は、「7 受託医療機関以外   

の場で行う予防接種の留意弔項」に基づき実施する。   

ウ 保他所又は保健センター等で接種を行う場合にあっても、「7 受託医療  
機関以外の場で行う予防接碓の留意事項」に基づき実施する。  

5 按椰の時期及び期間  
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受託医療機関は、都道府県が、国において示す優先接種対象者等ごとの開  

始時期の目安等を参考にして、新型インフルエンザワクチンの流通状況等を  

踏まえ決定した開始時期及び接種期間に従い、接種を行う。  

6 予防接種の実施  

受託医療機関における新型インフルエンザの予防接種を実施する場合は、   

次に掲げる事項に基づき実施する。  

（1）接種の予約等  

受託医療機関においては、インフルエンザ患者も多数通院していることが   

予想されることから、接種を行う場合は予約制とし、ワクチン接種を行う時   

間と他の患者の診療時間とを別にすることやパーテーション等により他の患   

者と空間的に分離することなどにより、優先接種対象者等の感染リスクの軽   

減を図る。  

（2）対象者の確認   

ア 受託医療機関は、接種前に、新型インフルエンザの予防接種の優先接種  

対象者等であることを、髄先接種対象者等ごとに次に掲げる公的な書類等  

により確実に確認する。なお、年齢は接種時点のものとする。   

（D基礎疾患を有する者：俊先接種対壕者証明書（別紙様式1）  

※かかりつけ医が接種する場合はこの限りではない。   

②妊婦：母子健康手帳   

③1歳から小学校3年生に相当する年齢の小児：母子健康手帳又は被保険者  

証等年齢を確認できる書類   

④1歳末満の小児の保誠者：母子健康手帳、被保険者証又は住民票等、1歳  

未満の小児と同一世帯であることを確認できる書類   

⑤優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない者の  

保．進者等：優先接種対象者証明寺†ミニ（別紙様式1）及び被保険者証、住民票  

等、俊先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない  

者と同一世帯であることを確認できる書類   

⑥小学校4年生以上、中学生、高校生に相当する年齢の者：被保険者証、学  

生証又は住民票等、年齢を確認できる書類   

⑦65歳以上の者：被保険者証、運転免許証又は住民票等、年齢を確認でき  

る書類  

イ 受託医療機関は、都道府県が優先接種対象者等ごとに定めた接種開始時   

期より前には、当該優先接種対象者等以外の者に接種しない。  
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ウ 受託医療機関は、都道府県が優先接種対象者等ごとに設定した接種時期   

の開始前に、他の髄先接種対象者等が接種を希望した場合は、当該優先接   

種対象者の接種時期まで接種を待つよう説明する。  

エ 受託医療機関は、都道府貼が優先按排対象者等ごとに設定した接種期間   

の経過後に、当該優先接椰対象者等が接椰を希望した場合は按椰する。  

オ 基礎疾患を有する者のかかりつけ医療機関は、受託医療機関とならなか   

った喝合、又は受託医療機関であるが基礎疾患を有する者に対し按柿を行   

わない場合において、基礎疾患を有する者が他の受託医痛機関で接種を希   

望した場合は、別紙様式1の「優先接種対象者証明こ1チ」を交付する。  

（3）予診並びに予防接種不適当者及び予防接椰要注意者   

ア 予診   

（ア）受託医療機関は、別紙様式2から4の「新型インフルエンザや防接種予  

診禦」（以下「予診ジ割 という。）をあらかじめ似先接種対象者等ごとの  

区分に応じて配付し、各項目について記入を求める。   

視診、帖診 
（イ）受託l姐臨機閲の医l師は、刷．診、検温、等の診察を按椰前に行  

い、新型インフルエンザの予l妨抜抑を受けることが適当でない者又は新  

型インフルエンザの予防接椰の判断を行うに際して注意を要する者に該  

当するか否かを碓認する（以下「予診」という。）。   

（ウ）受託医楯機関は、接種後に予診票を回収し、適正に守雄1巨保存する。  

なお、受託医痛機関は、予．診柴を新興インフルエンザの予防接種の実施  

後5年間保存する。   

（ェ）ll■Ji校生に相当する年齢の動こ対する按抑においては、必要に応じて保誰  

者に連絡するなどして、油切な予診を行う。  

イ 予防接帥を受けることが過当でない者   

受託医症機偶の医師は、予診の結果、下記のような、新型インフルエンザ   

の予防按抑を受けることが過当でない者に該当すると判断した場合は、その   

優先按椰対象者等に対して、新型インフルエンザの予防接椰を行ってはなら   

ない。  

（∋明らかな発熱を呈している者   

②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者   

③当該疾病に係る予防按排の接椰液の成分によってアナフィラキシーを呈  

したことがあることが明らかな者   

④①から③までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状櫨に  

5  
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ある者  

ウ 予防接種要注意者  

（ア）新型インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者について  

は、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、慎重に新型インフルエンザ  

の予防接種の適否を判断するとともに、接種を行うに際しては、接種を  

希望する意思を確認した上で、説明に基づく同意を確実に得る。その際、  

積極的な接種勧奨にわたることのないよう、特に留意する。  

（イ）心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ  

れる程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能  

に日常生活がはとんど不可能な程度の障害を有する者については、新型  

インフルエンザの予防接種を行うに際して注意を要する者として、主治  

医及び専門性の高い医療機関の医師に対し、必要に応じて、接種の適否  

について意見を求め、接秤の適否を慎重に判断する。  

エ 基礎疾患を有する者  

基礎疾患を有する者のかかりつけ医療機関以外の受託医療機関について   

は、健先接椰対象者証明・書により基礎疾患である疾病を有することを確認し   

た上で十分な予診を行うとともに、必要に応じて、基礎疾患を有する者のか   

かりつけ医療機関に確認する等、接種の適否を慎重に判断する。  

オ 妊婦  

妊婦に対する接種について、これまで季節性インフルエンザワクチンの接   

不引こより先天異常の発生頻度増加等は知られていないが、バイアル製剤には、   

保存剤（チメロサール0．004～0．008mg／mL又は2，フエノキシエタノール   

0．0045mL／mL）が使用されている。なお、チメロサールはエチル水銀に由来   

する防腐剤であるが、過去に指摘された発達障害との関連性について、最近   

の疫学研究では関連性は示されていない。  

一方、今回接種可能となるワクチンのうち、プレフィルドシリンジ製剤－：■）   

には、保存剤の添加は行われていないことから、保存剤の添加されていない   

ワクチン接種を希望する妊婦には、プレフィルドシリンジ製剤が使用できる   

よう、流通等において配慮を行うこととしているので留意されたい。  

なお、諸外国の状況や日本産科婦人科学会の提言も踏まえ、今般の新型イ   

ンフルエンザワクチンの接種に当たっては、妊婦を優先接種の対象としてい   

る。今後、添付文書においても当該措置と整合を図る予定である。  

※）あらかじめ注射器に注射液が充填されている製剤（11月上旬以降に出荷が開始  

される予定）  
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（4）予防接種後副反応等に関する説明  

予診の際は、新型インフルエンザワクチンの効果や限界、リスク、製品特   

性（製造法、アジュバントの有無、チメロサール等防腐剤の含有の有無等、   

新型インフルエンザの予防接称後の通常起こり得る反応及びまれに生じる  

重い副反応並びに触康被害救済制度について、似先接種対壕者等又はその保  

識者がその内容を理解し得るよう、別紙2「新型インフルエンザワクチンの  

接稚に当たって」を月］いて適切な説明を行う。  

（5）接種意思の確認   

ア 保誰者の同伴要件  

■16歳未満の者又は成年被後見人の船先接種対象者等については、原則、保   

．掛骨（親碓を行う者又は後見人をいう。以‾F一同じ。）の同伴が必要である。  

イ 接種する意思の碓認  

（ア）受託医療機l消は、新型インフルエンザの予防接椰を行うに際し、艇先按  

排対象者等又はその保誰者が自らの 意思で按排を希望する旨の同芯をし  

たことを別紙様式2から4の予診票により認められる場合に限り接種を  

行う。  

（イ）帖先按榔対象者等又はその保誰者の意思を碓認できない場合は、接柿し  

てはならない。  

（6）他の予防接榔との関係   

ア 新型インフルエンザの予防接種の実施前に、生ワクチンの接種を受けた   

者については、接種した口から27日以上、不括化ワクチン又はトキソイド   

の接種を受けた者については、原則として、接種した日から6日以上の間隔   

を罠いてから新型インフルエンザの予防凄種を行う。  

イ 新型インフルエンザの予防接柾に併せて、他の】～l妨抜帥を同‖寺に同一の   

似先接椰対象者等に対して実施する場合は、医師が年別こ必要と認めた場合に   

限り行うことができる。  

ウ 新型インフルエンザの予防按椰後、他の予防按排を行う場合は、当該ワ  

クチンの添付文i引こ基づき、適切な問瞞を躍く。  

（7）接種時の注意   

ア 遵守事項  

受託医療機関は、新型インフルエンザの予防接柾を行うに当たっては、次  
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に掲げる事項を遵守する。  

（ア）優先接種対象者等の感染リスクを防止するため、他の患者と分離する等   

の措置を講じる。  

（イ）予防接種に従事する者は、手指を消毒する。  

（ウ）接種液   

① 接種液は、薬事法（昭和35年法律第145号）第43条第1項に規定  

する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働  

大臣の定める基準に現に適合している新型インフルエンザワクチンの  

接種液を用いなければならない。   

② 接種液の使用に当たっては、新型インフルエンザワクチンであること、  

有効期限内であること及び異常な混濁、着色、異物の混入その他の異  

常がない等均質であることを確認する。   

③ 接種液の貯蔵は、生物学的製剤基準の定めるところによるほか、適切  

な温度管理がなされることが確認できた冷蔵庫等を使用する。   

④ バイアル入りの接種液は、栓及びその周囲をアルコール消毒した後、  

栓を取り外さないで吸引する。特に、10mlバイアルの管理には十分留  

意する。  

（9 接椰後に、余った接節液入りのバイアルは、その場に放置せず、冷蔵  

碓等に適切に保管すること。特に、10mlバイアルの管理には十分留意  

する。   

⑥ 余った按柿液入りのバイアルは、最初の吸引から24時間を経過した  

場合は使用せず、適切に廃棄する。牛引こ、10mlバイアルの管理には十  

分留意する。  

（カ バイアル製剤は裡数回の投与が可能であり、有効利用に努める。ただ  

し、医療安全の観点から、汚染や不適切な管理があった場合、若しく  

はそのおそれがある場合には使用せず、適切に廃棄する。特に小児の  

接稀に当たっては、1本のバイアルからの接柿回数が多くなることか  

ら、医療事故が生じないよう、その管理及び使用には十分留意する。  

（ェ）接椰用具の滅菌   

① 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又は  

コバルト60から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければな  

らない。   

②注射筒及び注射針は、被接粍者ごとに取り換えなければならない。  

（オ）受託医療機関において、新型インフルエンザの優先接種対象者等が他の   

患者から感染を受けることのないよう、十分配慮する。  

イ 接種の方法  

（ア）新型インフルエンザの予防接種は、A型インフルエンザHAワクチン（H  

8  
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1Nl株）を1回、又は7日以上の間隔をおいて2回注射するものとし、  

接種最は当該ワクチンの添付文書による。   

※）接種回数については、臨床試験を行い、専門家による検討の結果、1回による  

按柾の可能性もある。  

（イ）国内産ワクチンを接椰する場合は、原則として、上腕仲側に皮下接種に   

より行う。  

（ウ）按排前には按排部位をアルコール消毒し、接椰に際しては、注射針の先   

端が血管内に入っていないことを碓認する。  

（ェ）同一部位へ反復しての接種は避ける。  

ウ 受託医痛機関の医師は、被接椰者又はその保誰者に対して、次に掲げる  

事項を要請する。  

（ア）接種後は、接椰部位を暗君引こ保ち、按椰当日は過激な運動を避けるよ  

う注意し、又は注意させる。  

（イ）按柚後、接種部位の異常反応や体制変化を訴える場合は、速やかに医   

師の診察を受け、又は受けさせる。  

エ 受託医症機関には、予防接椎‡写さ1二彼の副反応の発生等に対応するために必   

安な粟■品及び用炎・′等を備える。  

（8）予防接椰後の措躍   

ア 予防接種に関する記録及び予防ほ種済証の交付  

（ア）新型インフルエンザのサ防接椰を行ったl襟は、別紙様式5の「新型イ  

ンフルエンザ予防抜抑済託」を交付する。  

（イ）予防接抑を行った際、母子健康手帳に係る幼児については、当該手帳に、予防  

按抑の椰類、接珊年月日等、新型インフルエンザ予防按抑済証の記成コjj：こ項を当該  

母子他用手帳に記賊することができる場合は、当路冊子触廉手帳に記哉すること  

をもって、新型インフルエンザ予防接帥済証の交付に代えることができる。なお、  

当該母子健康手帳に新型インフルエンザ予防接相済証の〕j．i二項を記瞞することが  

できない場合は、新型インフルエンザ予防按椰済証を交付し、母子健康手帳に貼  

付するよう説明する。  

イ 被按椰者に対する按椰が1回目の接種の場合は、受託医療機関の医師は、  

1週間から4週間（4週間おくことが望ましい。）の間隔をおいて2回目の接  

種を行うよう、説明する。また、1回目の接種の記録が示されている「新型  

インフルエンザ予防接種済証」を持参することを説明する。  

－12－  
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※）接種回数については、臨床試験を行い、専門家による検討の結果、1回による  

接種の可能性もある。  

ウ 2回目の接種は、1回目の接種した受託医療機関と同一の機関で実施する   

ことが望ましい。  

7 受託医療機関以外の場で行う予防接種の留意事項   

（1）実施計画の策定   

ア 受託医療機関は、受託医療機関以外の場で接種を行う場合は、関係機関と   

の協議の上、あらかじめ、優先接種対象者数、接種場所、接種日時等につい   

ての実施計画を策定する。  

イ 予防接種の実施計画の策定に当たっては、接種を受けることが適当でない  

者を確実に把握するため、十分な予診の時間を確保する。  

（2）接種場所  

ア 冷蔵庫等の接種液の貯蔵設備を有するか、又は接種液の貯橋場所から短時   

間で搬入できる位置にあることを確保する。  

イ 新型インフルエンザワクチン以外の予防接種を同時に行う場合は、それぞ  

れの接種場所が明瞭に区別され、適正な実施が確保されるよう配慮する。  

（3）接種用具等の準備  

ア 接種用具等、特に注射針及び体温計等は、受託医療機関が準備する。  

イ 注射器は、2c c以下のものを使用する。  

（4）予防接種の実施に従事する者  

ア 新型インフルエンザの予防接種を行う者は、受託医療機関の医師とする。  

イ 予防接種を行う際は、予診を行う医師1名及び接種を行う医師1名を中心   

とし、これに看護師、保健師等の補助者2名以上及び事務従事者若干名を配   

して班を編制し、各班員が行う業務の範囲をあらかじめ明確に定めておく。  

ウ 班の中心となる医師は、あらかじめ班員の分担する事務について必要な指  

示及び注意を行い、各班員はこれを遵守する。  
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（5）安全基準の遵守   

受託医療機関は、被接種者に副反応が起こった際に適切な応急対応が行える  

よう、次に掲げる安全基準を確実に遵守する。  

ア 経過観察措置   

受託医療機関は、接種が終了した後、短時間のうちに、被接種者の体調に  

異変が起きた場合においても、その場で応急治療等の迅速な対応ができるよ   

う、被接種者の身体を落ち着かせ、受託医療機関の医師等が被按排者の身体  

の症状を観察できるように、接種後一定時間、接種場所に留まらせる。  

イ 応急治療指揮   

受託医療機関は、接椰後、被接柾者にアナフィラキシーショックやけいれ  

ん等の脂篤な副反応が見られた喝合においても、応急治療等の迅速な対応が   

できるよう、救急処躍物品（血圧計、静脈路確保用品、・愉液、エビネプリン・  

抗ヒスタミン剤・抗けいれん剤・副腎皮質ステロイド剤等の薬液、喉頭鏡、  

気管チューブ、蘇生バッグ等）を準備する。  

ウ 救急搬送相打   

受託医癖機関は、被接種者に重篤な副反応が見られた場合、速やかに医蛎  

機1う引こおいて油切な治療が受けられるよう、医痛機関への搬送手段を確保す  

るため、接種場所の管理者が保有する車両を活用するか、■寸輔吊こ緊急車両を  

保有する消防署及び近隣医療機関等と接種期日等に関する情報を共有するこ   
と等、十分な連携を図る。  

（6）予防按柚を受けることが適当でない状態の者への注意事項  

予診を行う際は、接椰場所に予防按椰を受けることが過当でない状態等の   

注意事項を掲示し、又は印刷物を配布して、優先按称対象者等又はその保誰   

着から似先按排対象者等の址康状態、既往症等の申出をさせる等の措躍をと   

り、接椰を受けることが不滅当な者の発見を柵実に行う。  

（7）市町村に対する報告  

受託医療機関は、受託医療機関以外の場で按椰を行った場合は、実施日時、   

場所、船先接椰対象者等の純囲及び人数、安全防止対策等について、別紙様   

式6の「受託医蛎機関以外の場での新型インフルエンザの予防接種の実施に   

ついて」により速やかに市町村に届け出る。  

（8）その他  

その他受託医療機関以外の場での接種を実施する場合においては、受託医  

11  
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療機関で行う接種に準じて適正に実施する。  

8 副反応の報告   

（1）受託医療機関における副反応の報告  

受託医療機関は、別紙様式7の「新型インフルエンザワクチン予防接種後   

副反応報告書」に併せて示す「副反応報告基準」に該当する予防接種後の副   

反応を診断した場合、同報告書を用い、速やかに厚生労働省（フリーダイヤ   

ルFAX番号0120－510－355）に報告する。  

（2）受託医療機関以外の医療機関での副反応の報告  

受託医療機関以外の医療機関においても、上記（1）と同様の副反応を診   

断した場合は、同様に厚生労働省に報告する。また、各都道府県及び市町村   

は、受託医療機関以外の医療機関に対しても、本実施要領の周知に努め、予   

防接種後副反応報告に協力を求める。  

（3）薬頬法に基づく医療機関報告との関係  

上記（1）、（2）に基づいて報告された予防接秤後副反応報告については、   

厚生労働省において、薬事法第77条の4の2第2項の報告とみなして取り   

扱うこととするため、同条同項に基づいて二重の報告を行う必要はない。  

（4）製造販売業者への情報提供及び受託医療構閏等への晴雄収集への協力  

堤生労肋省において、安全対策のため、予防接純後副反応托告を新型イン   

フルエンザワクチンの製造販売業者等に対し情報提供することがある。医療   

機関においては、薬事法第77条の3第1項に基づき、製造願売業者等から   

副反応等に関する情報収集の協力依鵬がなされた際には、同条第2項に基づ   

き、製造販売業者の当該情報収集の協力に努める。  

（5）厚生労仙省等による副反応事例等の調査  

上記（4）のほか、厚生労働省自ら、又は厚生労働省の依頼を受けた専門   

家等により、調査を実施する場合があるので、その際には、予防接種後副反   

応報告を行った医療機関等においては協力する。  

9 接種費用の徴収   

（1）実押の徴収  

受託医療機関は、被接種者又はその保護者から、実費を徴収する。  

（2）費用負担の軽減等  
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市町村が経済的理由により接種費用を負担することができない、又は困難  

であると認めた者に対し接種珊用の減免措置を行う場合、受託医療機関は、  

被接種者又はその保護者から、その軽減後の額を徴収するか、又は接種費用  

を徴収しない。   

また、受託医療機関に従事する優先接種対象者である医療従事者及び受託  

医療機関以外の場所でワクチンの接種を行った場合においては、実理相当額  

を徴収しないことができる。  

10 予防接伴の実施の報告   

（1）市町村への報告  

受託医療機関は、新型インフルエンザの予防抜椰を行った毎月初白から末   

日までの分（10月分については、按郁を別始した日から末日までとする。以   

下同じ。）を取りまとめ、翌月10日（当該日が土曜日、日曜日又は祝日にあ   

たる場合は、その翌平日とする。以下同じ。）までに、別紙様式8の「新型イ   

ンフルエンザワクチン接種者数報告こ11：（医療機関用）」を当該受託医療機1うりの   

所在地を管怖する市町村へ提出する。  

（2）都道府り．㌔への棚告  

市町村は、行内の受託医療機関における新型インフルエンザの予防接椛を   

行った毎月初日から末日までの分について、翌月17 日までに、別紙様式9   

の「新型インフルエンザワクチン接椰者数報告．1宇（市町村用）」により榔道府   

県に投出する。  

（3）厚生労肋省への報告  

都道府牌は、管内の市町村における新型インフルエンザの予防接種を行っ   

た毎月初日から末日までの分について、翌月24日までに、別紙様式10の新   

型インフルエンザワクチン按排者数報告二苦（都道府県用）」により厚生労仙省   

に提出する。  

11 その他  

新型インフルエンザワクチンについて、新しい知見が得られた場合、外国   

から愉入されたワクチンを使用する場合については、当該実施要領を見直す。  

13  
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（別紙1）  

新型インフルエンザウクチンの優先  

接種の対象とする基礎疾患の基準  

手引き  

’－18－  
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優先接種の対象とする基礎疾患の基準について  

○ 国内外の事例においては、基礎疾患を有する者について入院数や重症   

化率、死亡率が高いことが確認されており、新型インフルエンザのリ   

スクが高いことが示唆されている。WHOl）、CDC2）等において報   

告されているハイリスクグループおよび国内で発症した患者の基礎   

疾患等総合的に勘案し、下記の疾患・状態で入院中又は通院中の考量   

新型インフルエンザワケテンの優先接種の対象とする。  

1．  慢性呼吸器疾患※1  

2． 慢性心疾患※2  

3． 慢性腎疾患※3  

4． 慢性肝疾患※4  

5． 神経疾患・神経筋疾患※5  

6．  血液疾患※6  

7．  糖尿病※7  

8． 疾患や治療に伴う免疫抑制状態※8  

9． 小児科領域の慢性疾患※9  

※1   気管支喘息やCOPD、気道分泌物の誤榛のリスクのある者（脳性麻痺、認知機能障害、精神運動発達  

陣容等）を含む。  

※2  血行動態に障害がある者を対象とする。ただし、高血圧を除く。  

※3  透析中の者、腎移植後の者を含む。  

※4  慢性肝炎を除く。  

※5   免疫異常状態、あるいは呼吸障害等の身体脆弱状態を生じた疾患・状態を対象とする。  

※6  鉄欠乏性貧血、免疫抑制療法を受けていない特発性血小板減少性紫斑病と溶血性貧血を除〈。  

※7  妊婦・小児、併発症のある者。又はインスリン及び経口糖尿病薬による治療を必要とする者。  

※8  悪性腫瘍、関節リウマチ・膠原病、内分泌疾患、消化器疾患、H川感染症等を含む。  

※9  染色体異常症、重症心身障害児・者を含む。  

○ ワクチンの供給量が限られており、これらのすべての者が同時にワク   

チン接種を行うことは困難なため、最優先して接種する者の基準を型  
添のように示す。  

○ この基準を参考に、こうした者の診療に当たっている医師が、優先す  

る接種対象者について適切に判断されたい。  
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別添：優先接種対象とする基礎疾患のうち、特に優先する  

最優先対象者の基準  

1．  慢性呼吸器疾患  

2．  慢性心疾患  

3．  慢性腎疾患  

4．  慢性肝疾患  

5．  神経疾患・神経筋疾患  

6．  血液疾患  

7．  糖尿病  

8．  疾患や治療に伴う免疫抑制状態   

8－1   悪性腫癌   

8－2   関節リウマチ・膠原病   

8－3   内分泌疾患（肥満を含む。）   

8－4   消化器疾患   

8－5   HIV感染症・その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態  

9．  小児科領域の慢性疾患  

－20－  
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1．慢性呼吸器疾患  

最優先対象基準  

ロ 以下の①、②、③のいずれかに該当する者。  

① 気管支喘息患者とCOI，D（肺気腫、慢性気管支炎）を有し、継続して治療   

を受けているか、治療を受けていなくとも経過観察のために定期的に受診し   

ている者  

② 陳旧性を含む肺結核、非結核性抗酸菌症、気管支拡張症、ぴまん性汎細気   

管支炎、問質性肺炎、塵肺症等のうち、Hugh－Jones分類で、Ⅲ以上（Ⅲ，   

Ⅳ、Ⅴ）の者  

③ 過去1年以内に誤瞭性肺炎の既往がある者  

（脳性麻痔、認知機能障害、精神運動発達障害等を含む）  

（参考）Hugh－Jones分類  

Ⅰ 同年齢の健康者と同様の労作ができ、歩行、階段昇降も健康者並にできる   

‖ 同年齢の健康者と同様に歩行できるが、坂道・階段は健康者並には出来ない   

IlI平地でも健康者並に歩けないが、自分のペースなら1マイル（1．6km）以上歩ける   

IV 休み休みでなければ50m以上歩けない   

V 会話・着替えにも息切れがする。息切れの為外出できない。  

海外のデータでは慢性呼吸器疾患はインフルエンザのハイリスク者とし  

て報告されている。1）2）そのうち、「治療並びに綿密な経過観察を必要と  

するものであり、特に呼吸機能の低下している者」は特に重症化するこ  

とが予想されるため、ワクチン接種の優先対象者とする。  

○ 気道分泌物の誤瞭のリスクのある患者に関しては、重症化しやすいとい  

う報告3）があり、特に接種が望まれる者に関しては優先接種対象者とする。  

（日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本神経学会の御意見を参考に作成）  
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2．慢性心疾患  

最優先対象基準  

慢性心疾患患者 （m分類‖度以上）   

※ 小児心疾患は小児疾患参照  

（参考）  

NYHA分類（日本循環器学会 急性心不全治療ガイドライン（2006年改訂版））  

Ⅰ度  心疾患はあるが身体活動に制限はない。  

日常的な身体活動では著しい疲労、動惇、呼吸困難あるいは狭心痛  

を生じない。   

Ⅱ度  軽度の身体活動の制限がある。安静時には無症状。日常的な身体活  

動で疲労、動惇、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。   

Ⅲ度  高度な身体活動の制限がある。安静時には無症状。日常的な身体活  

動以下の労作で疲労、動惇、呼吸困難あるいは狭心痛を生じる。   

Ⅳ度  心疾患のためいかなる身体活動も制限される。  

心不全症状や狭心痛が安静時にも存在する。わずかな労作でこれら  

の症状は増悪する。   

（付） Ⅱs度：身体活動に軽度制限のある場合  

Ⅱm度：身体活動に中等度制限のある場合  

○ 慢性心疾患は、インフルエンザのハイリスク者として報告されている1）  

2）。そのうち、特に重症化しやすいと考えられるNYHA分類ⅠⅠ度以上  

の者を優先接種対象者とする。  

＜注釈＞   

○ 心不全のみならず、虚血性心疾患（狭心症）患者も対象とする。慢性心  

疾患という言葉は両方を含んでおり、NYHA分類も両方の病態に対応し  

ている。  

（日本循環器学会の御意見を参考に作成）  
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3．慢性腎疾患  

最優先対象基準  ロ 以下の①から⑤のいずれかに該当する者  

（D慢性維持透析患者（CKDステージ5D）  

②透析導入間近の慢性腎不全患者   

（eGFRく15mI／min／1．73m2，CKDステージ5）  

③腎移植後患者  

④ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、血管炎、自己免疫疾患等で副腎皮質   

ステロイドや免疫抑制薬の投与を受けている者  

⑤ 腎機能高度低下患者（15くeGFR く30ml／min／1．73m2，CKDステージ4）  

このうち、免疫能低下（糖尿病性腎症等）や他の重症化因子である慢性呼吸  

器疾患、心疾患等を合併する患者は特に接種が推奨される。  

○ 海外のデータから、腎疾患はインフルエンザのハイリスク者と報告されて  

いる1）2） 。腎疾患のうち特に重症化しやすいものは、透析患者、透析導入  

の間近い患者、腎移植患者、ステロイド・免疫抑制薬の投与を受けている  

者、腎疾患と他の合併症を有する者、と考えられ、優先接種者と考えられ  

る。  

○ ワクチンの有効性として、季節性インフルエンザワクチンについては、CKD  

患者では全入院で－13％、死亡－34％の減少が米国で報告されている。一方、  

上記c、dに該当する場合、免疫抑制薬服用によってワクチン接種後の抗体  

獲得効率低下は懸念されるものの、米国の腎臓移植ハンドブックでは、腎  

移植患者において重症化リスク軽減効果が期待されるため積極的接種を推  

奨している。USRDデータにおいても移植患者でのワクチン接種率は経年的  

に上昇しており2007年では全体で40％、65歳以上では60％弱となっている。  

4）5）6）  

（日本腎臓学会、日本透析医学会の御意見を参考に作成）  
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4．慢性肝疾患  

最優先対象基準  

○ 肝硬変患者のうち、CbⅡd－Pugb訂adeB又はC  

O 自己免疫性肝疾患等で免疫抑制薬又は副腎皮質ステロイドホルモンを継続  

して使用中の者 （「8－4．消化器疾患」参照）  

Child・Pughスコアシステム  

スコア   2   3   

脳 症   なし   1－2度   3－4度   

腹 水   なし   軽度，利尿薬でコン  

トロール可能   

総ビリルビン（mg／dり   〈2   2－3   〉3   

（胆汁うっ滞性肝疾患の場合）   （く4）   （4－10）   （〉10）   

アルブミン（g／dり   〉3．5   2．8－3．5   く2．8   

PT時間延長（秒）   く4   4－6   〉6   

（川Rの場合）   
（く1．7）   （1．7－2．3）   （〉2．3  

O Grade A：スコア合計5あるいは6   

0 Grade B：スコア合計7－9   

0 Grade C：スコア合計10－15  

※脳症の判定は，ト2度を軽度．3－4度を時々昏睡と読み替えて判定することも可能。  

専景   

○ 肝疾患とインフルエンザに関する文献は国内外共にほとんどないが、米  

国から肝硬変患者がインフルエンザ感染を契機に重症化した3例が報告  

されている7）  

○ 日常の診療では、進行した肝硬変患者では、発熱などを契機に意識障害  

の出現、肝機能の悪化等がしばしばみられる。したがって、進行した肝  

硬変患者には優先的な新型インフルエンザワクチン接種が望まれる。  

（日本肝臓学会の御意見を参考に作成）  
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5．神経疾患・神経筋疾患  

最優先対象基準  □ 以下の（D、②、（卦のいずれかに該当する者  

① 下記の免疫異常性疾患のうち、いずれかを有する者   

・多発性硬化症   

・重症筋無力症，ランバート・イートン症候群   

・慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー  

（CIDP、多巣性運動ニューロパチーを含む）  

・クロウ・フカセ症候群   

・HTLV－1関連脊髄症（HAM）  

・多発性筋炎   

・皮膚筋炎  

・アレルギー性肉芽旺性血管炎  

② 下記のうち、呼吸障害等の身体脆弱性をきたした者   

・筋萎縮性側索硬化症   

・脊髄性筋萎縮症   

・球脊髄性筋萎縮症   

・進行性筋ジストロフィー症  

㌧パーキンソン病，進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症   

・多系統萎縮症  

■脊髄小脳変性症  

り＼ンテントン舞踏病，その他の舞踏病を含む   

・家族性アミロイドーシス，その他の重症末梢神経障害  

・脊髄損傷  

③ 過去1年以内に誤噴性肺炎の既往がある者（「1＿慢性呼吸器疾患」参照）  

（脳性麻痩、認知機能障害、精神運動発達障害等を含む）  

免疫異常性の神経疾患は、疾患そのものと免疫抑制治療の両者による免  ○  

疫学的脆弱性があり、優先順位は高いと考えられる。  

○ また、筋萎縮性側索硬化症などの神経難病は，特に進行期で呼吸障害な  

ど身体的に脆弱な状態にある場合は考慮が必要である。  

（日本神経学会、日本呼吸器学会の御意見を参考に作成）  
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6．血液疾患  

最優先対象基準  

□ 以下の①から⑤のいずれかに該当する者  

① 急性白血病、慢性骨髄性白血病、悪性リンパ腫、慢性リンパ性白血病、  

多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群に対する治療中または治療終了後5年以  

内の患者  

② 再生不良性貧血患者  

③ 造血幹細胞移植後半年以降の患者  

④ 小児の原発性免疫不全症候群患者  

⑤ 免疫抑制療法を受けている溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病の患者  

○造血器腫癌患者は原疾患及び治療によって著しい免疫不全状態に陥る。し   

たがって、すべての造血器腫癌患者は新型インフルエンザワクチンを優先   

的に接種する対象となりうる。  

○原疾患あるいは治療により免疫能の低下した患者においてはワクチンを   

接種しても免疫が獲得されない可能性も高い。したがって、各患者におい   

て接種時期を慎重に考慮する必要がある。例えば、造血幹細胞移植を受け   

た患者では通常移植後6ケ月以内のワクチン接種は効果がなく、6ケ月以   

後のワクチン接種が推奨されている  

○血液疾患は全身疾患であり、同一疾患であっても病型や病期、全身状態、   

や予後、合併症の程度などが大きく異なる。したがって、個々の症例に即   

して新型インフルエンザワクチンのリスクとベネフィットを検討し、接種   

の判断を行うことが望まれる。  

（日本血液学会の御意見を参考に作成）  
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7．糖尿病  

最優先対象基準  

ロ 以下の①、（診、③のうち、いずれかに該当する糖尿病患者  

① 糖尿病患者で併発疾患※1を有している者及び糖尿病合併妊婦※2。各々の併   

発疾患を有する者のワクチン接種基準等は、本指針で定める基準に従うも  

のとする。  

②1歳から高校生に相当する年齢の者までの糖尿病患者。  

③ 上記①、②に該当しないインスリン療法を必要とする者。  

※1 慢性心疾患、慢性腎不全、喘息やCOPDを含む慢性呼吸器疾患、免疫不全又はそれを引き起こ  

す治療（ステロイド、化学療法など）を受けているもの、H川感染者、関節リウマチ、など本  

手引きで定義されているすべての疾患   

※2 日本産科婦人科学会の推奨基準に従う。  

口 上記の優先患者の次に接種対象者となる糖尿病患者の基準を以下に示す。  

○ 上記以外の糖尿病患者のうち、経口糖尿病薬による治療を必要とする者。  

○ 一般に、血糖コントロールが不良な状態では、免疫能の低下などにより易感染性で  

あり、また、感染により血糖コントロール等の代謝状態は悪化する。新型インフル  

エンザ（H川1）感染においても、海外では重症化した症例における糖尿病の合併率が  

比較的高い（10－15％）ことが報告されている8）9）10）11）。したがって、新型インフルエン  

ザに関しては、すべての糖尿病患者において、手洗いなどの予防措置の励行に加え、  

適切な食事療法・運動療法・薬物療法による血糖コントロールの改善・維持が発症  

や重症化の予防に最も重要である。  

○ それに加えて、新型インフルエンザウイルスワクチンが季節性インフルエンザウイ  

ルスワクチンと同等程度の重症化予防効果が期待できるとすれば、本来希望する全  

糖尿病患者に接種することが望ましい。  

○ しかしながら、接種開始当初はワクチンの供給量が限られており、全糖尿病患者に  

同時にワクチン接種を行うことは困難なため、感染による重症化の危険性の大きさ、  

感染による血糖コントロールの悪化の恐れの大きさ、患者や診療現場の混乱を最小  

化することなどを考慮して、上記のような優先度に従ってワクチン接種を行うこと  

とする。  

（日本糖尿病学会の御意見を参考に作成）  
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8．疾患や治療に伴う免疫抑制状態  

8－1．悪性腫癌  

最優先対象基準  

□ 下記のいずれかに該当する者  

○造血幹細胞移植予定者あるいは移植後半年以降の患者  

○ 白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群などの造血器腫   

瘍患者。ただし、治療終了5年以上経過し治療により治癒したと判断され   

る患者を除く  

○免疫抑制を伴う抗がん薬治療を受けているもしくは受ける予定の患者  

白血球減少を伴う抗がん薬治療（アルキル化剤、アントラサイクリン、  

白金製剤、代謝括抗剤、トポイソメラーゼ阻害薬、タキサン、ビンカア  

ルカロイド、一部の分子標的薬※1など）を受けている患者  

※1 スニチニブ、ゲムツズマフオゾガマイシン、イマテニブ、ニロチニブ  

口 上記の優先患者の次に接種対象者となる悪性腫癌患者の基準を以下に示す。  

○ 免疫抑制を伴わない抗がん薬治療を受けている患者  

白血球減少および免疫抑制を伴わない抗がん薬治療（ホルモン薬、分子  

標的薬※2 、インターフェロン、インターロイキン）を受けている患者  

○ 担がん状態の固形がん患者（ただし、早期がん患者を除く。）  

※2 ゲフィチニブ、工ルロチニブ、ソラフェニプ、ダサチニブ、ラバチニブ、ペパシズマフ、  

セツキシマフ、トラツズマフ  

□ 原則として接種対象者とはならない悪性腫疾患者の基準を以下に示す。  

○ 全身状態が著しく不良でワクチン接種が困難な患者  

○ 免疫不全状態でワクチン接種の効果が期待できない患者  

（例）リッキシマブ、イブリツモマブチウキセタン、ボルテゾミブ、プリ  

ンアナログ、プレドニン≧20－30mg／日の投与を受けている患者  

○ 一般的に通常の季節性インフルエンザでは、がん患者がインフルエンザに  

感染した場合の死亡率は高いとされ、がん患者は、CDC、WHOなどで重症化  
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のハイリスクとされる12）13）。  

○ 白血病、悪性リンパ腫などの造血器腫癌の患者、化学療法施行中のがん患  

者、骨髄移植などの造血幹細胞移植を受けた患者はインフルエンザ感染重  

症化の危険性が極めて高いと考えられる14）15）。  

○ ただし、骨髄移植後6カ月問は、ワクチン接種の効果が見込めないためにワ   

クチン接種の対象とはならない16）。  

○ また、抗がん剤治療は、患者のインフルエンザワクチン接種後の抗体価の  

上昇を低下させる可能性があるとの指摘はあるが、抗がん剤治療中の患者  

に対するインフルエンザワクチン接種後の抗体価の上昇は、がんのない群  

と同等に達するとの報告も複数あり、固形がん辱者についてはある程度の  

抗体価の上昇は期待できる17）18）。  

○ 固形がん術後の非担がん患者および早期がん患者では、免疫能低下は通常  

認められないため、優先接種対象者とはならない。  

○ 全身状態不良患者に対するインフルエンザワクチン接種の有効性曽安全性  

は確立していないため、ワクチン接種対象者とはならない。  

○ リッキシマブ（抗CD20抗体）治療を受けた患者では、ワクチンを接種し  

ても新規抗原に対する抗体は産生されない19）20）。また、プリンアナログやレ  

ミケイド、イブリツモマブチウキセタン、ボルテゾミブ、プレドニン≧  

20－30mg／日などを投与されている患者でもワクチンの効果が得られない可  

能性がある。  

（日本臨床腫疫学会の御意見を参考に作成）  
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8－2．関節リウマチ・膠原病  

最優先対象基準  

○関節リウマチ及びその他の膠原病患者（注）で、ステロイド削 、免疫抑制案   

＃2、生物学的製剤※3のいずれかを使用中の者  

※1プレドニゾロン換算で5壷／日以上を継続して使用中の患者  

※2 シクロフォスファミド、アザチオブリン， メトトレキサート、シクロスポリン、タクロリム  

ス、ミゾリビン、ミコフェノール酸モフェチル等  

※3 インフリキシマフ、エタネルセプト、アダリムマブ、トシリズマブ等  

（注）  

全身性エリテマトーデス、全身性梗イヒ症備皮症）、多発性筋炎、皮膚筋炎、血管炎症候群（結節性  

多発動脈炎、顕微鏡的血管炎、ウェゲナー肉芽腫症、アレルギー性肉芽睦性血管炎、側頭動脈炎、  

高安病など）、悪性関節リウマチ、混合性結合組織病、シェーグレン症候群、ベーチェット病、成人  

ステイル病、リウマチ性多発筋病症等  

関節リウマチ患者の多くは抗リウマチ薬、ステロイド、生物学的製剤を  

使用し、また、全身性エリテマトーデスを始めとする膠原病患者の多く  
はステロイド、免疫抑制薬を服用しており、いずれも免疫力低下が懸念  

される。そのため、特に上記の者は新型インフルエンザに感染した時に  

重症化するおそれが高いことから、優先対象とする。  

○  

（日本リウマチ学会の御意見を参考に厚生労働省で作成）  
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8－3．内分泌疾患（肥満を含む）  

最優先対象基準  

□ 下記の（丑から⑥のいずれかに該当する者  

①副腎皮質機能低下症  

②クッシング症候群のうち、未治療および治療後でもステロイド合成阻害剤等   

の薬物治療中にもかかわらず高コルチゾール血症が持続する者、あるいは副   

腎皮質機能低下症を併発している者。  

③下記の疾患に伴う二次性肥満症のうち糖尿病を合併している者   

・プラダーウィリー症候群   

・先端巨大症   

・クッシング症候群  

（先端巨大症、クッシング症候群で治療後の者は原則優先対象とならない  

が糖尿病が継続する場合は優先対象とする。）  

④内分泌臓器の悪性疾患  

内分泌臓器の悪性疾患にて放射線療法、あるいは化学療法中でその結果  

ホルモン産生能が低下した症例は優先される。例えば、下垂体機能不全、  

甲状腺機能低下症、副腎皮質機能低下症等を示す症例では特に優先対象  

となる。  

⑤ 甲状腺機能が正常化していない甲状腺機能低下症（橋本病等）  

⑥ BMl＞30又は腹部内臓脂肪面積が100cm2以上で慢性疾患（睡眠時無呼  

吸症候群、慢性心不全、慢性呼吸器疾患、慢性腎不全等）を合併する者  

口 上記の優先患者の次に接種対象者となる基準を以下に示す。  

O BMI＞25で慢性疾患（睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全、慢性呼吸器疾患、  

慢性腎不全等）を合併する者  

副腎皮質機能低下症はインフルエンザ感染で重篤な副腎不全を起こすの  

で、未治療、治療中にかかわらず優先対象とする。  

○   

○ クッシング症候群は未治療患者ならびに治療後でも薬物等で高コルチゾ  

ール血症が持続する症例は易感染性であり、優先対象とする。  

○ 内分泌性の二次性肥満症では糖尿病を併発し易く、易感染性を示す。こ  
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のような症例では例え血糖が正常でも急激な悪化が予想されるため優先  

対象とする。  

○ 甲状腺機能が正常化していない甲状腺機能低下症は感染を契機に  

Myxedema Coma（粘液水腫昏睡）に陥る可能性があるため、優先対象と  

する。  

（参考）  

ロ 副腎皮質機能低下症の分類  

Å 原発性副腎不全   

（1）先天性  

先天性副腎皮質過形成：COngenitaladrenalhyperplasia（副腎性器  

症候群：adrenogenitalsyndrome）  

先天性副腎皮質低形成：COngenitaIadrenalhypoplasia  

AC丁目不応症   

（2）後天性  

Addison病：Addison’s disease  

（原因分類：特発性Addison病、結核、梅毒、真菌症、癌転移、  

悪性リンパ腫、白血病、サルコイドーシス、アミロイドーシス、AIDS）  

副腎嫡出、外傷、放射線照射、出血、梗塞  

薬物（メチラボン、ミトタン、アミノグルテチミド等）  

B 続発性副腎不全   

（1）下垂体性副腎不全  

下垂体腫瘍（非機能性腺腫、癌の転移性腫瘍等）、その術後、放射線照射後  

下垂体卒中  

下垂体出血、梗塞、血栓症（Sheehan症候群、DIC、ショック、海綿静脈洞血栓症  

等）  

下垂体感染症（髄膜炎、例えば、結核、梅毒、真菌性等）  

特発性（リンパ球性）下垂体炎（AC丁目単独欠損症）  

肉芽腫（サルコイドーシス、Hand－SchuIler－Christian病等）  

その他（empty sella syndrome、ヘモクロマトーシス）   

（2）視床下部性副腎不全  

視床下部腫瘍  

肉芽腫  

外傷、放射線照射、手術  

脳炎  
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C その他  

ステロイド治療後（withdrawalsyndrcme）  

Cushing症候群術後  

原発性グルココルチコイド不応症  

ロ クッシング症候群の分類  

（1）ACTH依存性Cushing症候群二  

a．下垂体性クッシング病  

b．異所性ACT＝産生症候群（異所性CRH症候群）  

（2）ACTH非依存性Cushing症候群：  

a．副腎皮質腺腫  

b．癌腫  

c．ACTH 非依存性大結節性過形成（ACTH－independent macronoduLar adrenal  

hyperplasia：AIMAH）  

d．原発性副腎皮質小結節性異型性（primary pigrnented noduJar adrenocortical  

disease：PPNAD）  

e．McCune－A［bright症候群  

f．食事依存性（Gastricinhibitory polypeptide依存性）  

g．その他の病変  

（3）偽性Cushing症候群：  

a．アルコール性  

b．鬱病   

（4）医源性Cushing症候群：  

a．グルココルチコイド内服  

b．ACTH投与  

（日本内分泌学会の御意見を参考に作成）  
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8－4．消化器疾患（肝硬変を除く）  

最優先対象基準  □ 下記の①から③のいずれかに該当する者  

① 消化器癌の担癌患者および切除後の患者のうち、現在免疫抑制を伴う抗癌  

剤治療を受けているもしくは受ける予定の者（8－1．悪性腫瘍を参照）  

② 炎症性腸疾患患者（潰瘍性大腸炎、クローン病）のうち、免疫抑制を伴う  

治療（免疫抑制剤、副腎皮質ステロイドホルモン、分子標的薬、白血球除  

去療法）を受けているもしくは受ける予定の者  

③ 自己免疫性肝疾患や膵臓疾患で免疫抑制薬又は副腎皮質ステロイドホ  

ルモンを継続して使用中の者  

ただし、全身状態が著しく不良でワクチン接種が困難な者や、免疫不全状態  

でワクチン接種の効果が期待できない者はワクチン接種対象者とならない。  

（注）肝硬変に関しては、「4．肝機能障害」参照。  

口 上記の優先患者の次に接種対象者となる消化器疾患の基準を以下に示す。  

○ 免疫抑制を伴わない抗癌剤治療を受けている消化器癌患者  

○ 消化器癌の担癌患者及び切除後の非担癌患者  

（ただし、早期がん患者を除く）  

○ 炎症性腸疾患患者  

○ 慢性膵炎患者  

背東  

○ 新型インフルエンザ（HINIFlu：SwineFlu）感染により、重症化が懸念され  

るハイリスク者として、米国CDCでは薬剤に起因するものを含む免疫抑制状  

態など、WHOでは免疫抑制状態および悪性腫癌など、をあげている。  

○ 消化器疾患のうち、消化器悪性腫癌患者は担癌状態による免疫抑制のみな  

らず抗がん薬などの影響により、免疫力が低下する。また、炎症性腸疾患  

患者では、病勢コントロールのため免疫抑制剤あるいはステロイドが投与  

されており、免疫力が低下している場合がある。したがって、免疫力が低  

下しているもしくは低下が予測される消化器悪性腫癌患者及び炎症性腸疾  

患患者については、新型インフルエンザワクチンを優先的に接種する対象  

とする。  

（日本消化器病学会の御意見を参考に作成）  
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8－5 HIV感染症・その他の疾患や治療に伴う  

免疫抑制状態  

最優先対象基準  

以下のいずれかに該当する者  

○ 原発性・後天性の免疫不全疾患（HIV感染症を含む。）  

○ 免疫抑制薬又は副腎皮質ステロイドホルモン※1を継続して使用中の者  

○ その他、免疫抑制状態と医師が判断する者（臓器移構後患者を含む。）  

※1 成人の場合、プレドニゾロン換算で5mg／day以上を目安とする。  

○ 原発性一後天性の免疫不全疾患（HIV感染症を含む）は、免疫低下を起こ  

す病気であり、インフルエンザ感染後の合併症を起こしやすい可能性があ  

るため1）2）、原則として、全例優先接種対象者とする。  

○ 臓器移植後患者については、原則優先接種対象者とするが、免疫抑制薬等  

の使用による免疫不全状態の程度を勘案し、接種の適応について判断する。  

（日本感染症学会・日本リウマチ学会等の御意見を参考に作成）  
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9．小児科領域の慢性疾患  

最優先対象基準  

□ 以下の疾患及びそれらに準ずると医師が判断する疾患を有する児又は者  

①慢性呼吸器疾患（気管支鳴息児、慢性呼吸器疾患）  

②慢性心疾患  

③慢性腎疾患（慢性腎疾患、末期腎不全患者、腎移植患者）  

④神経・筋疾患（脳性麻痔、重症心身障害児・者、染色体異常症、難治性てん   

かん）  

（9血液疾患  

⑥糖尿病・代謝性疾患（アミノ酸・尿素サイクル異常・有機酸代謝異常・脂肪   

酸代謝異常）  

（D悪性腫痩（小児がんなど）  

⑧関節リウマチ・膠原病（自己免疫疾患■・リウマチ性疾患）  

⑨内分泌疾患（下垂体機能不全など）  

⑩消化器疾患・肝疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病t胆道閉鎖症葛西術後・肝   

移植術後など）  

⑪HIV感染症・その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態（免疫抑制状態にある   

児）  

⑫その他の小児疾患（1歳以上の長期入院児、重症感染症後のフォローアップ   

中の患児）  

（注）一部成人を含む。  

どの分野にかかわらず、小児慢性特定疾患受給者証を持参している方。特定疾  

患対策事業の対象疾患受給者証を持参している方。  

○ 通常の季節性インフルエンザワクチンでは、0歳児の接種は有効性を示す確   

証は認められないとされており、1歳以上の小児が接種対象と考えられる21）。  
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1．慢性呼吸器疾患  

○ 原則として「小児慢性特定疾患、難病医療対象特定疾患の医療証受給者」  

を対象とする。  

○ 気管支嶋息   

● 喘息として軽症の場合でも、重症肺炎やインフルエンザ脳症の発症も報  

告されている。そのため、主治医の判断で、気管支喘息で継続して治療  

を受けているか、治療を受けていなくても経過観察のために定期的に受  

診している患者、現在は寛解状態にあるが5年以内に喘息で治療を1年  

以上定期的に受けた既往のある患者を優先する。  

○ 慢性呼吸器疾患を有する児（気管支鳴息を除く。）   

● 慢性呼吸器疾患（慢性肺疾患，神経筋疾患、先天性肺疾患，問質性肺  

炎、気管狭窄，肺低形成などを含む）と診断された児で生後12ケ月以  

上が経過しており、現在も何らかの治療（酸素吸入や人工換気療法・利  

尿剤など）を必要としているか、誘因や悪化要因である疾患での過去1  

年以内の入院歴がある児。  

● 1歳以上5歳未満の早産児の慢性肺疾患患児。  

○ 先天性心疾患  

● 有症状の先天性心疾患児。  

● 症状のない先天性心疾患児で染色体異常や奇形症候群を伴う児。  

● 症状のない先天性心疾患児であるが新型インフルエンザに罷患すると  

重症化すると考えられる場合（例：心以外の合併症を有する児。）  

● 後天性心疾患に伴う心不全、重篤な不整脈・心筋疾患で症状を有しなん  

らかの治療を行っている児。  

j喧仕由疾貞  

○ 慢性腎疾患、末期腎不全患者（血液透析、腹膜透析患者）、腎移埴患者（免  

疫抑制療法下）  
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＜慢性腎不全＞ 小児CKDステージ分頬で3以上の患児（エビデンスに  

基づく CJD診療ガイドライン2009を参照）。先天性腎低形成・異形成、  

巣状分節性糸球体硬化症などの原病については問わない。  

＜ネフローゼ症候群＞ 小児ネフローゼ症候群でステロイド、シクロス  

ポリンなどの免疫抑制療法を受けている患児。原病としては、微少変化  

群、巣状糸球体硬化症、増殖性糸球体腎炎等。  

＜tgA腎症＞ 血尿、蛋白尿を呈し、腎生検にてIgA腎症と診断され、  

ステロイド、ブレディニン、シクロスポリンなどの免疫抑制療法を受け  

ている児。  

＜紫斑病性腎炎＞ 血尿、蛋白尿を呈し、腎生検にて紫斑病性腎炎と診  

断され、ステロイド、プレディニン、シクロスポリンなどの免疫抑制療   

● 

● 

●  

法を受けている児。  

● ＜末期腎不全患者・腎移植患者＞ 全例。  

4．神経疾患一神経筋疾患  

○ 脳性麻痔（特に、慢性肺疾患を持つ患児）  

● 歩行不可能な運動機能低下、瞭下障害、摂食障害のある児全例。  

● 身体障害者手帳1級、2級保持者。  

○ 難治性てんかん・神経疾患  

● ＜難治性てんかん＞ 発作が毎日ある、もしくは起こすと容易に群発、  

重積となり30分以上意識が戻らない可能性がある患児。  

● ＜末梢神経障害＞ 四肢の障害または単一麻痩でも呼吸機能低下を伴  

う児。  

● ＜脊髄性筋萎縮症＞ 脊髄性筋萎縮症など進行性の経過をたどる運動  

機能低下を示す児。  

● ＜筋ジストロフィー＞ 先天性筋ジストロフィー、その他の呼吸筋低下  

あるいは心筋症を伴う筋ジストロフィーの患児。  

● ＜先天性ミオパテー＞ 呼吸筋低下あるいは心筋症を伴うミオパテ一  

恵児。  

○ 染色体異常症（15歳まで）  

● ＜染色体異常症、多発奇形＞ 染色体検査で異常のある児で成長障害が  

あり、運動機能、呼吸／循環機能が不良の患児、もしくは大奇形を伴う  
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患児。また過去に易感染性の既往のある患児。  

○ 重症心身障害児・者  

● ＜重症心身障害児一者＞身体障害者手帳1級、2級保持者。  

5．血液疾患  

● 急性リンパ性白血病、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リン   

パ腫、ランゲルハンス細胞性組織球症、血球貴食症候群、慢性骨髄性白   

血病、など化学療法の必要な疾患に羅患のため治療中及び治療終了後の  

患児く注〉  

● 再生不良性貧血、先天性好中球減少症など骨髄形成不全症の患児  

● 造血幹細胞移植後半年以降の患児  

● 小児の原発性免疫不全症候群の患児  

● 免疫抑制療法を受けている溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病など  

の患児  

＜注＞治療終了後にあっても18歳未満まで、また、18歳以上であっても治療終了  

後5年以内のすべての患児を対象とする。  

病・代謝性疾患  

○ 糖尿病（特にインスリン使用中又は経口糖尿病薬服用中の児）  

●1歳から高校生に相当する年齢の者までの糖尿病患者。  

○ アミノ酸・尿素サイクル異常・有機酸代謝異常・脂肪酸代謝異常  

● ＜アミノ酸・尿素サイクル異常＞ アミノ酸又はアンモニア増加をきた  

す疾患で急性増悪のおそれのある患児。  

● ＜有機酸代謝異常＞有機酸またはアンモニア増加をきたす疾患で急性  

増悪のおそれのある患児。  

● ＜脂肪酸代謝異常＞アシルカルニテン増加をきたす疾患で急性増悪の  

おそれのある患児。  

● ＜糖代謝異常＞炭水化物代謝異常をきたす疾患で食事療法又は薬物療  

法を行っている患児。  

● ＜ミトコンドリア異常＞ 筋力低下や中枢神経症状、臓器不全をきたす  

疾患で乳酸値の上昇を認めることがある患児。  
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● ＜リソゾーム病＞ リソゾーム酵素の活性低下や組織におけるリソゾ   

ーム蓄積物質の過剰を認める児。  

7．悪性腫瘍  

○ 小児がん  

● 小児固形腫瘍（脳腫瘍、神経芽腫、横紋筋肉腫、骨肉腫、肝芽腫等）、急性リンパ  

性白血病、急性骨髄性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、ランゲルハン  

ス細胞性組織球症、血球貴食症候群、慢性骨髄性白血病、など化学療法の必要な  

疾患に羅患のため治療中及び治療終了後の患児。く注〉   

＜注＞治療終了後にあっても18歳未満まで、また、18歳以上であっても治療終了後5  

年以内のすべての患児を対象とする。  

8．関節リウマチ・膠原病  

○ 自己免疫疾患－リウマチ性疾患  

● ＜自己免疫疾患・リウマチ性疾患＞副腎皮質ステロイド、免疫抑制剤、  

抗リウマチ薬、生物学的製剤のいずれか又はすべてを投与されている患  

児。  

9．内分泌疾患  

○ 内分泌疾患（下垂体機能不全など）  

● ＜下垂体機能不全（複合下垂体前葉機能不全または中枢性尿崩症を指  

す。）＞下垂体ホルモン（前葉ホルモン以外に抗利尿ホルモンを含む）  

のうち複数のホルモンの分泌不全を認め、1種類以上のホルモンの補充  

療法を受けている児。  

● ＜慢性副腎不全■先天性副腎皮質過形成症＞ 副腎皮質ホルモン薬服用  

中の児。  

● ＜甲状腺機能先進症＞ 初発・再発を問わず、機能先進状態又は機能正  

常化後6か月以内の児。  

／ハ  
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10．消化器疾患・肝疾患  

○ 消化管・栄養・肝臓疾患（潰瘍性大腸炎・クローン病・胆道閉鎖症葛西術  

後一肝移檀術後など）  

● ＜炎症性腸疾患（潰癌性大腸炎・クローン病）＞ 免疫抑制剤・免疫調  

整剤（副腎皮質ステロイド剤など）もしくは生物学的製剤を使っている  

場合、再燃を繰り返している、あるいは栄養不良の児。  

● ＜胆道閉鎖症葛西術後＞ 術後の全例  

● ＜肝移植・小腸移植術後＞ 免疫抑制剤を使用している患児。  

● ＜ウイルス性肝炎患＞ インターフェロン治療中の患児。  

ヽ   ● ＜自己免疫性肝炎■進行性硬化性胆管炎＞ 免疫抑制剤を使用している  

患児。  

● ＜肝硬変＞肝硬変は全例。  

11．HIV感染症・その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態  

○ 免疫抑制状態にある児  

● ＜原発性免疫不全症＞  原発性免疫不全症の1歳以上のすべての患児。  

● ＜後天性免疫不全症候群＞ HIV感染者の1歳以上のすべての患児。  

● ＜免疫不全状態の者の全般＞ 免疫機能に異常が認められ、インフルエ  

ンザの感染での重症化が予測される児（ステロイドや免疫抑制剤服用中  

を含む。）。  

12．その他の小児科領域の疾患  

01歳以上の長期入院児  

●1歳以上の幼児で6カ月以上NICUに入院中の児。  

● 在宅での医療を行っている1歳以上の児。  

○ 重症感染症後のフォローアップ中の患児  

● ＜重症感染症でフォローアップ中の患児＞ 急性脳炎、急性脳症、細菌  

性髄膜炎、敗血症、骨髄炎、重症肺炎などに羅患し、定期的に診療を継  

続している児。  

（日本小児科学会の御意見を参考に作成）  
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（別紙2）  

新型インフルエンザワクチンの接種に当たって  

インフルエンザワクチンについて   1．新型  

新型インフルエンザウイルス（A HINl）はこれまでの季節性インフルエンザウ  

イルスと異なり、国民の大多数が免疫を持っておりません。新型インフルエンザワクチ  

ンは、免疫をつけ死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的に接種するもの  

です。  

2．有効性・郷いて  

現在、国内で使用されている季節性インフルエンザワクチンの効果については、重症   

化や死亡の防止について一定の効果注1がありますが、感染防止に対しては効果が保証さ   

れるものではありません。また、極めてまれではありますが、重篤な副作用も起こり得   

ます。  

国産の新型インフルエンザワクチンは、季節性インフルエンザワクチンと同じ製造方   

法で作られており、同様の有効性・安全性が期待できます。  

輸入ワクチンについては、有効性は国産ワクチンと同程度期待されますが、国内で使   

用経験のないアジュバント（免疫補助剤）注2が使用されていることや細胞株を用いた塵   

胞培養による製造法注3が用いられていることなど、安全性については未知の要素があり   

ます。  

注1：ワクチンの有効性については、健常者のインフル工ンザの発病割合が70－90？も減少、一般高齢者の肺炎・インフル  

工ンザによる入院が30－70％減少、老人施設入所者のインフル工ンザによる死亡が80％減少した等の報告がある。  

注2：ワクチンと混合して投与することにより、目的とする免疫応答を増強する物質。これにより、同じワクチン畳で  

もより多くの者への接種が可能となる。一般的に、副反応の発生する確率が高いことが指摘されている。  

注3：ワクチンの製造方法の一種。鶏卵による培養よりも、生産効率は高いとされるがインフル工ンザワクチンではこ  

れまで世界で広く使用されるには至っていない。また、一部の海外ワクチンについては、製造に使用される細胞  

にがん原性は認められないものの、腫瘍源性があるとされており、使用等に当たっては、特に慎重を期すべきと  

の懸念も専門家から示されている。  

1．用法・用量・接種間隔lこついて：（国内産ワクチン）  

0．5mL（6歳から13歳未満には0，3nL、1歳から6歳未満には0．2mL、1歳未満には0．1mL）   

ずつ、皮下に2回（注）注射します。なお、接種間隔は免疫効果を考慮すると1週間から4   

週間（4週間おくことが望ましい。）と考えられています。  

他の生ワクチンの接種を受けた方は、通常、27日以上、また、他の不活化ワクチン（季   

節性インフルエンザワクチンを除く）の接種を受けた方は、通常、6日以上間隔を置い   

て本剤を接種してください。  

（注）接種回数については、臨床試験を行い、専門家による検討の結果、1回による接種の可能性はあります。  
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2．接種を控えるべき方冊  

次のいずれかに該当すると認められる場合には、接種が受けられないことになっ  

ています。  

（1）明らかな発熱を呈している方  

（2）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方   

（3）本剤の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな方   

（4）上記に掲げる方のほか、予防接種を行うことが不適当な状態であると医師に判断  

された方  

3．接種上の注意について  

次のいずれかに該当する方は、健康状態や体質等を担当の医師にしっかり伝え、よく   

相談したうえで接種を行ってください。   

（り 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害、気管支喘息等の基  

礎疾患を有する方   

（2）予防接種で接種後2日以内に副反応（発熱や全身性発疹等のアレルギー症状）を  

疑う症状がある方  

（3）過去にけいれんの既往のある方   

（4）過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がい  

る方  

（5）鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに対してアレルギーがある方   

ワクチン接種当日は過激な運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の体調  

管理をしっかり行い、局所の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、けいれん等の異常  

な症状を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けてください。  

4．副反応について  

副反応とはワクチン接種に伴い、ワクチン接種の目的である「免疫の付与」以外の反   

応が発生した場合、これを副反応と呼びます。季節性インフルエンザワクチンでは副反   

応として、局所反応（発赤、腫脹、痺痛等）、全身反応（発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、嘔   

吐等）がありますが、通常2－3日で消失します。そのほか、ショック、アナフィラキシ   

ー様症状、急性散在性脳脊髄炎、ギランバレー症候群等も重大な副反応としてまれに報   

告されます。なお、局所の異常反応や体調の変化、さらに、高熱、けいれん等の副反応   

を呈した場合には、速やかに医師の診察を受けてください。  

5．重篤な副反応発生時の救済制度について  

今回の新型インフルエンザワクチン接種を受けた方が、ワクチン接種によって重篤な   

副反応が発生した場合は医療費及び医療手当等、予防接種法の定期予防接種に準じた一   

定の給付を行う制度があります。  
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（別紙様式1）  

優 先 接 種 対 象者 証 明 書  

氏 名  

明治 昭和  

大正 平成  
年  月  日  生年月日  

現住所  

※以下の疾患のうち、該当するものの番号を○で囲んでください。  

慢性呼吸器疾患  

（気管支喘息やCOPD、気道分泌物の誤噂のリスクのある者（脳性麻痔、  
認知機能障害、精神運動発達障害等）を含む。）  

態に障害がある者を対象とする0ただし、高血圧を  
慢性心疾患這？㌘㌣  

慢性腎疾患（透析中の者、腎移植後の者を含む0）  

慢性肝疾患（慢性肝炎を除く0）  

神経疾患・神経筋疾患  

（免疫異常状態、あるいは呼吸障害等の身体脆弱状態を生じた疾患一状  
態を対象とする。）  

（鉄欠乏性貧血、免疫抑制療法を受けていない特発性血小板  
血液疾患 減少性紫斑病と溶血性貧血を除く。）  

はインスリンおよび経口糖  
糖尿病諾芸‘三笠望遠芸警慧芸空手雪盲チ『  

疾患や治療に伴う免疫抑制状態  

（悪性腫瘍、関節リウマチ・膠原病、内分泌疾患、消化器疾患、‖川感染  
症等を含む。）  

異常症、重症心身障害児■者を  
小児科領域の慢性疾患諾チ㌣  

基礎疾患名  

は「最優先対象者」を○で囲んでくださ；   最優先対象者・その他  ※上記のうち、最優先対象者である場合；    い。  特記事項1  

なし あり（  ）  特記事項2  アレルギー  

本人  保護者等  

※基礎疾患を有する者のうち、身体上の理由により予防接種が  
受けられない場合は保護者の覧に○をしてください。  

特記事項3  接種すべき者  

上記の者は、新型インフルエンザワクチンを優先的に接種すべき基礎疾患を有  
していることを証明します。  

平成  年  月  

（医療機関名）  

（住  所）  

（電話番号）  

（医 師 名）  

－46－  
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（別紙様式2）  

新型インフル工ンザ予防接種予診票  
〈医療従事者（救急隊員含む。）、妊婦、基礎疾患を有する者（高校生に相当する年齢の者以上）   

1歳未満の小児の保護者、身体的な理由により接種が受けられない者の保護者等、  
高校生に相当する年齢の者、65歳以上の者対象〉  

診察前の体温  度  分   

住所  

受ける人の氏名  
二年月日  

男  生年  
女  

保護者の氏名  
月日  

（満歳カ月）  

1．医療従事者（救急隊員含む。） 2．妊婦  3．基礎疾患を有する者  
優先接種対象者等分類        4．1歳未満の小児の両親及び身体的理由により接種が受けられない者の保護者等  

5．高校生に相当する年齢の者 6，65歳以上の者   

年齢区分   1．高校生に相当する年齢の者 2．高校卒業以上相当～65歳未満の者 3．65歳以上の者   

質 問 事 項   回答欄  医師記入欄   

現在、何か病気にかかっていますか   はい  

病名（  ）   

治療（投薬など）を受けていますか   はい   

その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいといわれましたか   はい  いいえ  

今日体に具合の悪いところがありますか   はい  いいえ  

具体的な症状を書いてください（  ）   

最近1ケ月以内に、家族や遊び仲間に、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ   
などの病気の方がいましたか   

はい  いいえ  

（病名  ）   

最近1ケ月以内に予防接種を受けましたか   

予防接種の種類（  
はい  いいえ  

）   

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか   はい  いいえ  

その際に具合が悪くなったことはありますか   はい  いいえ  

これまでにインフル工ンザ以外の予防接碓を受けて具合が悪くなったことはありますか   

予防接種の唖頬（  
はい  いいえ  

）   

ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか   はい  いいえ  

薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか   はい  いいえ  

ひきつけ（けいれん）をおこしたことがありますか  （ ）歳頃   はい  いいえ  

そのとき熱が出ましたか   はい  いいえ  

近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか   はい  いいえ  

今日の予防接種について質問がありますか   はい  いいえ  

医師の記入欄  

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は（ 可能 ・ 見合わせる ）  

保粗肴に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被富救済制度について、説明をした  

医師署名又は記名押印  

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性などについて理解した上で、  

接種を希望しますか（ 接種を希望します・接種を希望しません ）  

平成 年 月 日  本人自署  

ワクチンメーカー名、ロット番号   接種量   実施場所，医師名．接種年月日   

メーカー名  
実施場所  

皿      医師名  

LotNo．  接種年月日  平成  年  月  日   

一47－   



（別紙様式3）  

新型インフルエンザ予防接種予診票  
く基礎疾患を有する者（小学校6年生以下の者）、1歳から就学前の小児りト学生対象〉  

診察前の体温  度  分   

住所  

受ける人の氏名  
男  生年  

平成年月 日  

保護者の氏名  
女  月日  

（満  歳 カ月）  

1．基礎疾患を有する者 2．小児（1歳～就学前） 3．小学校1年生～小学校3年生  
優先接種対象者等分類       4．小学校4年生～小学校6年生   

年齢区分  1．小児（1歳～就学前）2．小学校1年生～小学校3年生 3．小学校4年生～小学稜6年生   

質 問 事 項   回答欄  医師記入欄   

あなたのお子さんの発育歴についておたずねします   

出生体重（  ）g  分娩時に異常がありましたか   あった  なかった  

出生後に異常がありましたか   あった  なかった   

乳幼児検診で異常があると言われたことがありますか   ある   ない   

生まれてから今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、脳神経、免疫不全症、その他の病気   
はい  いいえ  

にかかり、医師の治療（投薬など）を受けていますか   

病名（  ）   

その病気の主治医には、今日の予防接睡を受けてよいといわれましたか   はい  いいえ  

今日休に具合の悪いところがありますか   はい  いいえ  

具体的な症状を奮いてください（  ）   

巌近1ケ月以内に、家族や遊び仲間に、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ   
などの病気の方がいましたか   

はい  いいえ  

（病名  ）   

最近1ケ月以内に予防接榔を受けましたか   
はい  いいえ  

予防接種の種類（  ）   

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接撞を受けたことがありますか   はい  いいえ  

その際に具合が悪くなったことはありますか   はい  いいえ   

これまでにインフルエンザ以外の予防接種を受けて具合が悪くなったことはありますか   
はい  いいえ  

予防接種の種類（  ）   

ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか   はい  いいえ  

薬や食品で皮膚に発疹やじんましんが出たり、体の具合が悪くなったことがありますか   はい  いいえ  

ひきつけ（けいれん）をおこしたことがありますか  （ ）歳頃   はい  いいえ  

そのとき熱がでましたか   はい  いいえ  

近親者に予防接種を受けて具合が悪くなった方はいますか   はい  いいえ  

近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか   はい  いいえ  

今日の予防接種について質問がありますか   はい  いいえ  

医師の記入欄  

以上の問診及び診察の結果、今日の予防掛阻ま（ 可能・見合わせる ）  

保識者に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種恨康披苫救済制度について、説明をした  

医師署名文は記名押印  

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重篤な副反応の可能性などについて理解した上で、  

接種を希望しますか（接種を希望します・接種を希望しません）  

平成 年 月 日  保護者自署  

ワクチンメーカー名、ロット番号   接種量   実施場所．医師名．接種年月日   

メーカー名  
実施場所  

ml      医師名  

LotNo．  接種年月日  平成  年  月  日  

一  



（別紙様式4）  

新型インフルエンザ予防接種予診票  
〈基礎疾患を有する者（中学生）、中学生対象〉  

診察前の体温  度  

住所  

受ける人の氏名  
男  生年  

平成年月 日  

保護者の氏名  
女  月日  

（満  歳 カ月）  

質 問 事 項   回答欄  医師記入欄   

接種を受ける方の発育歴についておたずねします   

生まれたときの体重が少なかったり、出産時、出生後、乳幼児検診などで異常があると   あった  なかった  

いわれたことがありましたか   

生まれてから今までに先天性異常、心臓、腎臓、肝臓、脳神経、免疫不全症、その他の病気   
はい  いいえ  

にかかり、医師の治療（投薬など）を受けていますか   

病名（  ）   

その病気の主治医には、今日の予防接椎を受けてよいといわれましたか   はい  いいえ  

今日体に具合の悪いところがありますか   はい  いいえ  

具体的な症状を諾いてください（  ）   

撮近1ケ月以内に、家族や遊び仲間に、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ   
などの病気の方がいましたか   

はい  いいえ  

（病名  ）   

遠近1ケ月以内に予防接種を受けましたか   
はい  いいえ  

予防接柿の種類（  ）   

新型インフルエンザ又は季節性インフルエンザの予防接種を受けたことがありますか   はい  いいえ  

その際に具合が悲くなったことはありますか   はい  いいえ  

これまでにインフル工ンザ以外の予防接種を受けて具合が悲くなったことはありますか   
はい  いいえ  

予防接種の碓類（  ）   

らニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか   はい  いいえ  

薬や食品で皮跡こ発疹やじんましんが出たり、体の具合が恐くなったことがありますか   はい  いいえ  

ひきつけ（けいれん）をおこしたことがありますか  （ ）歳頃   はい  いいえ  

そのとき熱がでましたか   はい  いいえ  

近親者に予防接種を受けて具合が濃くなった方はいますか   はい  いいえ  

近親者に先天性免疫不全と診断されている方はいますか   はい  いいえ  

今日の予防接種について質問がありますか   はい  いいえ  

医師の記入欄  

以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は（ 可能 ・ 見合わせる ）  

保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び予防接種健康被害救済制度について、説明をした  

医師署名又は記名押印  

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や目的、重鵠な副反応の可能性などについて理解した上で、  

接種を希望しますか（接種を希望します・持碩を希望しません）  

平成 年 月 日  保誠者自署  

ワクチンメーカー名、ロット番号   ‡妾種墨   実施場所．医師名．接種年月日   

メーカー名  
実施場所  

ml      医師名  

LotNo．  接種年月日  平成  年  月  日   
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（別紙様式5）  

新型インフルエンザ予防接種済証  

被接種者の住所  

被接種者の氏名  

生 年 月 日  年  月  日生  

優先接種対象者等の範囲 ※該当する優先接種対象者等の範囲を○で囲んでください。  

医療従事者 ・ 基礎疾患を有する者 ・ 妊婦  

1歳～小学校3年生 ・1歳未満の小児の両親  

優先接種対象者のうち身体的な理由により予防接種が受けられない  

者の保護者等  小学4年生～6年生・ 中学生  

高校生の年齢に該当する者  ・ 65歳以上の者  

予防接種を行った年月日  

接種回数（1回目   2回目）※どちらかをrO」で囲んでください。  

接種年月日  平成  年  月   

ロット番号   

メーカー名  

平成  年  月   日  

受託医療機関名  

代表者氏名  

－50－  
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（別紙様式6）  

受託医療機関以外の場での新型インフルエンザの予防接種の実施について  

実施日   平成  年  月   日   

§  

実施場所の住所・名称  

優先接種対象者等の別  

接種者数  

接種を行った者の体制  医師  名、看護師  名、保健師  名、  

事務従事者  名、その他  名  計  名   

応急治療体制  

救急搬送体制  

副反応等の状況  

その他  

上記のとおり、受託医療機関以外の場での新型インフルエンザの予防接種を実施  

しましたので、届け出ます。  

市町村長 殿  

平成  年  月   日   

（受託医療機関名）  

（代表者氏名）  

（住  所）  

（電 話 番 号）  
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新型インフルエンザ予防接種後副反応報告書  （別紙様式7）  

厚生労働事務次官 殿   

イニシャル  性別   年齢   
口 

患  者  
歳 月妊娠（，   

（被接種者）  女  

住所   
都道  区市  

府県  町村   

氏名  

（名称）  1接種者  2主治医  3本人又は保護者  4その他（  
報告者  

）  

（作成者）                          施設名  

住所   
都道  区市  

府県  町村   

接種場所  施設名  住所  

接種日  平成  年  月  日  午前・午後  時  分  

製造所名  ロット番号  

ワクチン  

（本剤）  
接種部位   皮下・筋肉内  接種側  石・左  

接種畳   mL  接種回数＊  1回目・2回目  

同時接種  1なし 2あり（ワクチン名：  ）  

製造所名  ロット番号  

接種の状況  ワクチン  
（同時接種）  接種経路  皮下・筋肉内・その他  

接種側  石・左  

接種畳   mL  

接種前の体温  度  分  家族歴  

予診票での留意点（アレルギー・基礎疾患・発育・最近1カ月以内のワクチン接種や病気等）  

…：空こ〔  

副反応名  副反応報告組の粥 

〕   

発生時刻  平成  年  月  日  午前・午後  時  

）  

志望品針一関連有り2関連無し3評価不能他疾患等の可能性の有無三悪（  

副反応の  

概要  

き1死亡  2障害  3死亡につながるおそれ 4障害につながるおそれ  
口   ぎ5治療のために入院又は入院期間の延長  

；医師  

一重篤→≡〔雲慧名  
副反応の  

年 月。入院／平成 月。退院  

重篤度  
…6上記1～5に準じて重篤  

：7後世代における先天性の疾病又は異常  

〕  

2非重篤   

副反応の  転 帰 日   平成  年  月  日  

車云帰                   1回復 2軽快 3乗回復 4後遺症（症状  ）5死亡 6不明   

報告回数  1第1報  2第2報  3第3報以後   

厚生労働省記入欄  

平成  年  月  日  受理印  

－52－  
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この報告書は、予防接種後、別表のA型インフルエンザ（HINl）予防接種後副反応報告書報  
告基準に該当する場合又は該当する者を診断した場合に、必要事項を記載の上、直ちに厚生  
労働省に提出すること。  

＜記載上の注意＞  

1．用紙の大きさはA列4番にすること。  
2．算用数字は、該当するものを○で囲むこと。  
3．本報告書は予防接種後副反応報告として厚生労働省において予防接種事業の安全確保及びワクチンの安全  
対策に利用することとしています。当該報告については、薬事法第77条の4の2第2項の医療機関報告とみ  
なして取り扱うため、医療機関から二重の報告は不要です。  

4．報告された情報のうち重篤な症例については、原則として、厚生労働省から独立行政法人医薬品医療機器総   
合機構を通じて当該製品を供給する製造販売業者へ情報提供させていただきますので、当該業者から詳細調   
査のための連絡がいく場合があります。  

5．報告された情報について、安全対策の一環として広く情報を公表することがありますが、その場合には、施   
設名及び被接種者のプライバシー等に関する部分は除きます。  

6．患者住所は市区町村名までの記載で差し支えありません。  

7．「副反応報告基準の番号」欄は報告対象となる副反応の、別表報告基準の該当する番号を御記入ください。  
＊接種回数は、今シーズンの新型インフルエンザワクチンの接種回数として何回目か御記入ください。  

【別表】  

副反応報告基準  

臨  床  症  状  

（りアナフィラキシー  

（2）急性散在性脳脊髄炎（AD巨M）  

（3）その他の脳炎・脳症  

（4）けいれん  

（5）ギランバレー症候群  

（6）その他の神経障害  

（7）39．00c度以上の発熱  

（8）血小栃減少性紫斑病  

（9）肝機能異常  

（10）肘を超える局所の異常腫脹  

（11）じんましん  

（12）じんましん以外の全身の発疹  

（15）血管迷走神経反射  

（16）その他の通常の接種では見られない異常反  
（17）上記症状に伴う後遺症  

接種後症状発生までの時間  

時
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
分
 
 

2
4
封
7
7
2
1
7
7
2
8
2
8
7
3
3
3
0
＊
 
 

応
 
 

注1 表に定めるもののほか、予防接種後の状況が次に該当すると判断されるものは報告すること。  
（1）死亡したもの  

（2）臨床症状の重篤なもの  

（3）後遺症を残す可能性のあるもの  
注2 接種から症状の発生までの時間を特定しない項目（＊）についての考え方  

（1）後遺症は、急性期に呈した症状に係るものを意味しており、数ヶ月後から数年後に初めて症状が現れた  
ものは含まれないこと。  

（2）その他通常の接種ではみられない異常反応は、予防接種と医学的に関連があるか、又は時間的に密接な  
関連があると判断されるものであること。  

注3 本基準は予防接種後に一定の症状が現れた者の報告基準であり、予防接種との因果関係や副作用等の  
被害救済と直接結びつくものではない。  
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（別紙様式8）  

新型インフルエンザ接種者報告書（受託医療機関用）  

医療機関名  

報告期間   平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日   

接種者数  1回目   2回目   合計   

医療従事者   65歳未満の者  
■  

65歳以上の者  

計  

基礎疾患を有する者   1歳～小学校3年生  

小学校4年生～6年生  

中学生及び高校生の年  
齢該当者  

高校卒業以上相当～65  
歳未満の者  

65歳以上の者  

計  

妊婦  

1歳～小学校3年生  

1歳未満の小児の保油者及び優先接種対象者のうち身体上の理由によ  
り予防接種が受けられない者の保誠者等   

小学校4年生～6年生  

中学生  

高校生の年齢該当者  

65歳以上の者  

合計  

注）医療従事者、基礎疾患を有する者、妊婦に計上した者についてl    ま、それ以降の年齢区   

分に計上する必要はない。（例‥65歳以上の医療従事者は「医療従事者」欄にのみ言†上  
すればよい。）  

－54－  

r‾‾ 
fi＼   



（別紙様式9）  

新型インフルエンザ接種者報告書（市町村用）  

市町村名  

報告期間   平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日   

接種者数  1回目   2回目   合計   

医療従事者   65歳未満の者  

65歳以上の者  

計  

基礎疾患を有する者   1歳～小学校3年生  

小学校4年生～6年生  

中学生及び高校生の年  
齢該当者  

高校卒業以上相当～65  
歳未満の者  

65歳以上の者  

H  

計  

．妊婦  
1歳～小学校3年生  

1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由によ  
り予防接撞が受けられない者の保誰者等   

小学校4年生～6年生  

中学生  

高校生の年齢該当者  

65歳以上の者  

合計  

注）医療従事者、基礎疾患を有する者、妊婦に計上した者については、それ以降の年齢区分に計上  
する必要はない。（例：65歳以上の医療従事者は「医療従事者」欄にのみ計上すればばよい。）  
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新型インフルエンザ接種者報告書（市町村用）  

市町村名   

報告期間   平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日   

受託医療機関名   1回目（人）  2回目（人）  合計（人）  

計  
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（別紙様式10）  

新型インフルエンザ接種者報告書（都道府県用）  

都道府県名  

報告期間   平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日   

接種者数  1回目   2回目   合計   

医療従事者   65歳未満の者  

65歳以上の者  

計  

基礎疾患を有する者   

1歳～小学校3年生  

小学校4年生～6年生  

中学生及び高校生の年  
齢該当者  

高校卒業以上相当～65  
歳未満の者  

65歳以上の者  

計  

1歳～小学校3年生  
妊婦          H  

1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち身体上の理由によリ  
予防接種が受けられない者の保識者等   

小学校4年生～6年生  

中学生  

高校生の年齢該当者  

65歳以上の者  

合計  

注）医療従事者、基礎疾患を有する者、妊婦に計上した者については、それ以降の年齢区分に計上する必要  
はない。（例：65歳以上の医療従事者は「医療従事者」欄にのみ計上すればよい。）  
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別紙様式3   

【国と都道府県医師会とが代理契約を締結する場合】  

新型インフルエンザ予防接種業務委託契約書   

厚生労働大臣（以下「甲」という。）と医療機関（以下「乙」という。）との間に、  

次のとおり契約を締結する。  

（目的）  

第一条 平成21年4月28日に厚生労働大臣が発生を宣言した新型インフルエン   

ザ（A／HINl）について、甲が実施する、新型インフルエンザ（A／HINl）   

のワクチン（以下単に「ワクチン」という。）の確保、流通、接種等に係る事業（以   

下「新型インフルエンザ予防接種事業」という。）が円滑に行われるように、乙は   

医学的見地から協力するとともに、ワクチンの接種等の必要な業務を行い、我が国   

における新型インフルエンザ（A／HINl）による健康被害を最小限度のものと   

することを目的とする。  

（委託業務）  

第二条 甲は、新型インフルエンザ予防接種事業におけるワクチンの接種に係る業務   

の実施を乙に委託するものとし、乙はこれを受託するものとする。  

2 乙は、前項において受託した接種を行うに当たっては、甲が定める「新型インフ   

ルエンザ（A／HINl）ワクチンの接種に関する事業実施要綱」及び「受託医療   

機関における新型インフルエンザ（A／HINl）ワクチン接種実施要領」の規定   

を遵守するものとし、甲の指導の下に当該業務を行うものとする。  

3 乙は、本契約の締結における医療機関の名称及び開設者名又は管理者名につき変   

更があった場合には、速やかに甲に通知するものとする。  

（委託業務の範囲）  

第三条 前条の規定に基づいて、乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりと   

する。  

必要量のワクチンの購入  

優先接種対象者等であることの確認  

予防接種の説明  

予診  

優先接種対象者等に対するワクチンの接種  

二
 
三
 
四
 
五
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六 接種後の保健指導  

七 接種したワクチンのメーカー名、ロットナンバー及び接種年月日等の記録  

八 予防接種済証の交付  

九 ワクチンの管理  

十 医療機関の所在地を管轄する都道府県の要請に応じたワクチンの在庫量の定   

期的な報告  

十一 医療機関の所在地を管轄する市町村に対する被接種者の数及び年齢等の報  
』二  
仁コ  

十二 甲に対する重篤な副反応の発生に係る情報の報告  

十三 その他ワクチンの接種及び円滑かつ適正な流通のために必要な業務  

（ワクチンの利用目的の制限）  

第四条 乙は、ワクチンを、新型インフルエンザ予防接種事業以外に利用してはなら   

ない。  

（実費徴収）  

第五条 乙は、ワクチン接種を行った優先接種対象者等から、次の各号に掲げる場合   

に応じ、それぞれ当該各号に掲げる実費を徴収し、その収入とするものとする。   

一  一回目の接種の場合 3，600円   

二 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っている場合 2，550円   

三 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っていない場合 3，600円  

2 乙に従事する優先接種対象者である医療従事者に対するワクチン接種及び乙の   

医療機関以外の場所でワクチン接種を行った場合並びに市町村等において実費負   

担の軽減事業が実施され、市町村等から別に医療機関にその費用が支払われる場合   

には、前項の規定によらないことができる。  

（賠償責任）  

第六条 甲は、接種に関して被接種者の生命又は身体に損害が生じたときは、その損   

害が接種を担当した乙又は乙の従業員（医師又は看護師等を含む。以下同じ。）の   

故意又は過失による場合にも、国家賠償法の範囲内で、賠償責任を負うものとする。  

2 甲が接種に関して被接種者に対し、国家賠償法の範囲内で、賠償責任を負うこと   

となった場合、乙又は乙の従業員に故意又は重大な過失があった場合に限り、甲は、   

乙に対し求償することができる。  

（被接種者の個人情報等の取扱い）  

第七条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た被接種者の秘密を第三者に開示し又   

は漏らしてはならない。この契約が期間満了により終了し、又は解除された後にお   

いても、同様とする。ただし、乙が第三条第十二号に掲げる事項について報告を行  
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う場合は、この限りではない。  

2 乙は、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情  

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情   

報の保護に必要な事項を、乙の従業員に対して周知するものとする。  

（再委託の禁止）  

第八条 乙は、委託業務（優先接種対象者等であることの確認（医学的知見を要する   

ものを除く。）や予防接種済証の交付等を除く。）を自ら行うものとし、他の者へ、   

その実施を再委託することができない。ただし、甲と事前に協議しその了解を得て   

いる場合は、この限りではない。  

2 前項ただし書の規定において、業務の実施を再委託する場合は、当該再委託先に   

ついて、前条の規定を準用するものとする。  

（解除等）  

第九条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除す   

ることができる。   

一  乙がこの契約に違反したとき   

二 乙の委託業務の実施が不適当と甲が認めたとき   

三 乙がこの契約を履行することができない と甲が認めたとき  

2 前項第二号及び第三号に掲げる事由に該当したためこの契約が解除されたとき   

は、乙は、甲に、残余ワクチンの購入費用、得べかりし利益その他一切の補償を請   

求することができない。  

（関係法令の遵守）  

第十条 甲及び乙は、新型インフルエンザ予防接種事業の実施に係る業務を行うに当   

たっては、関係法令等を遵守するものとする。  

（信義則）  

第十一条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。  

（協議）  

第十二条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項につい   

ては、甲と乙とが協議して定めるものとする。  

（委託期間）  

第十三条 この契約による委託期間は、平成21年 月 日から甲が新型インフルエ   

ンザ予防接種事業を終了する旨通知するまでの期間とする。  
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この契約の締結を証するため、契約書を1適作成し、甲丙記名押印の上、更に同契  

約書の写しを1適作成する。契約書は、甲が保管するものとし、契約書の写し1通は、  

丙が保管するものとする。  

平成21年  月   日  

東京都千代田区霞が関1－2－2  

厚生労働大臣  

別紙に掲げる医療機関  乙  

乙の代理として、   丙  

ー6卜  



別紙様式4   

【国と受託医療機関とが直接契約を締結する場合】  

新型インフルエンザ予防接種業務委託契約書   

（以下「乙」という。）  厚生労働大臣（以下「甲」という。）と医療機関  

との間に、次のとおり契約を締結する。   

（目的）  

第一条 平成21年4月28日に厚生労働大臣が発生を宣言した新型インフルエン   

ザ（A／HINl）について、甲が実施する、新型インフルエンザ（A／HINl）   

のワクチン（以下単に「ワクチン」という。）の確保、流通、接種等に係る事業（以   

下「新型インフルエンザ予防接種事業」という。）が円滑に行われるように、乙は   

医学的見地から協力するとともに、ワクチンの接種等の必要な業務を行い、我が国   

における新型インフルエンザ（A／HINl）による健康被害を最小限度のものと   

することを目的とする。  

第二条 甲は、新型インフルエンザ予防接種事業におけるワクチンの接種に係る業務   

の実施を乙に委託するものとし、乙はこれを受託するものとする。  

2 乙は、前項において受託した接種を行うに当たっては、甲が定める「新型インフ   

ルエンザ（A／HINl）ワクチンの接種に関する事業実施要綱」及び「受託医療   

機関における新型インフルエンザ（A／HINl）ワクチン接種実施要領」の規定   

を遵守するものとし、甲の指導の下に当該業務を行うものとする。  

3 乙は、本契約の締結における医療機関の名称及び開設者名又は管理者名につき変   

更があった場合には、速やかに甲に通知するものとする。  

（委託業務の範囲）  

第三条 前条の規定に基づいて、乙が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりと   

する。  

必要量のワクチンの購入  

優先接種対象者等であることの確認  

予防接種の説明  

予診  

優先接種対象者等に対するワクチンの接種  

一
二
 
三
 
四
 
五
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六 接種後の保健指導  

七 接種したワクチンのメーカー名、ロットナンバー及び接種年月日等の記録  

八 予防接種済証の交付  

九 ワクチンの管理  

十 医療機関の所在地を管轄する都道府県の要請に応じたワクチンの在庫量の定   

期的な報告  

十一 医療機関の所在地を管轄する市町村に対する被接種者の数及び年齢等の報  

＿dニ  

ロ  

十二 甲に対する重篤な副反応の発生に係る情報の報告  

十三 その他ワクチンの接種及び円滑かつ適正な流通のために必要な業務  

（ワクチンの利用目的の制限）  

第四条 乙は、ワクチンを、新型インフルエンザ予防接種事業以外に利用してはなら   

ない。  

（実費徴収）  

第五条 乙は、ワクチン接種を行った優先接種対象者等から、次の各号に掲げる場合   

に応じ、それぞれ当該各号に掲げる実費を徴収し、その収入とするものとする。   

一 一回目の接種の場合 3，600円   

二 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っている場合 2，550円   

三 二回目の接種であって一回目の接種を乙が行っていない場合 3，600円  

2 乙に従事する優先接稀対象者である医療従事者に対するワクチン接種及び乙の   

医療機関以外の場所でワクチン接種を行った場合並びに市町村等において実費負   

担の軽減事業が実施され、市町村等から別に医療機関にその費用が支払われる場合   

には、前項の規定によらないことができる。  

（賠償責任）  

第六条 甲は、接種に関して被接種者の生命又は身体に損害が生じたときは、その損   

害が接種を担当した乙又は乙の従業員（医師又は看護師等を含む。以下同じ。）の   

故意又は過失による場合にも、国家賠償法の範囲内で、賠償責任を負うものとする。  

2 甲が接種に関して被接種者に対し、国家賠償法の範囲内で、賠償責任を負うこと   

となった場合、乙又は乙の従業員に故意又は重大な過失があった場合に限り、甲は、   

乙に対し求償することができる。  

（被接種者の個人情報等の取扱い）  

第七条 甲及び乙は、委託業務の遂行上知り得た被接種者の秘密を第三者に開示し又   

は漏らしてはならない。この契約が期間満了により終了し、又は解除された後にお   

いても、同様とする。ただし、乙が第三条第十二号に掲げる事項について報告を行  
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う場合は、この限りではない。  

2 乙は、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情   

報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情   

報の保護に必要な事項を、乙の従業員に対して周知するものとする。  

（再委託の禁止）  

第八条 乙は、委託業務（優先接種対象者等であることの確認（医学的知見を要する   

ものを除く。）や予防接種済証の交付等を除く。）を自ら行うものとし、他の者へ、   

その実施を再委託することができない。ただし、甲と事前に協議しその了解を得て   

いる場合は、この限りではない。  

2 前項ただし書の規定において、業務の実施を再委託する場合は、当該再委託先に   

ついて、前条の規定を準用するものとする。  

（解除等）  

第九条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしにこの契約を解除す   

ることができる。   

一  乙がこの契約に違反したとき   

二 乙の委託業務の実施が不適当と甲が認めたとき   

三 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき  

2 前項第二号及び第三号に掲げる事由に該当したためこの契約が解除されたとき   

は、乙は、甲に、残余ワクチンの購入費用、得べかりし利益その他一切の補償を請   

求することができない。  

（関係法令の遵守）  

第十条 甲及び乙は、新型インフルエンザ予防接種事業の実施に係る業務を行うに当   

たっては、関係法令等を遵守するものとする。  

（信義則）  

第十一条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。  

（協議）  

第十二条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた事項につい   

ては、甲と乙とが協議して定めるものとする。  

（委託期間）  

第十三条 この契約による委託期間は、平成21年 月 日から甲が新型インフルエ   

ンザ予防接種事業を終了する旨通知するまでの期間とする。  
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この契約の締結を証するため、契約書を1適作成し、甲乙記名押印の上、更に同契  

約書の写しを1適作成する。契約書は、甲が保管するものとし、契約書の写し1通は、  

乙が保管するものとする。  

平成21年  月   日  

甲  東京都千代田区霞が関1－2鵬2  

厚生労働大臣  

乙  
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