資料１５−１

第１３回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成２６年
度第９回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）
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資料１ 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（MR）の副反応報告状況
資料２ 乾燥弱毒生麻しんワクチンの副反応報告状況
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委員 各ワクチンの添付文書（委員のみ配布）

子宮頸がん予防ワクチン接種後の死亡症例一覧
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平成 27 年 1 月 19 日現在

No. ワクチン（ロット）
1

年齢・性別・
基礎疾患（持病）

接種日・経過

サーバリックス

10 歳代・女性

（AHPVA164AA、

ＦＵＳ遺伝子 P525L 接種

AHPVA164BB）

変異陽性

報告医評価

平成25 年10 月26 日3 回目 評価不能
接種 1 年 1 ヶ月後、呼吸不
全により死亡。
臨床診断：筋萎縮性側索硬
化症

1

調査の結果
調査中

報告日
調査会評価
平成 26 年 12 月 18 日
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第 14 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成２６年度第
12 回薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）
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不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）の副反応報告状況

資料６
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報告状況

資料７

沈降 7 価肺炎球菌結合型ワクチンの副反応報告状況
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沈降 13 価肺炎球菌結合型ワクチンの副反応報告状況
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Hib（ヒブ）ワクチンの副反応報告状況

資料１０

乾燥 BCG ワクチンの副反応報告状況

資料１１

日本脳炎ワクチンの副反応報告状況

資料１２

組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチン (酵母由来) の副反応報告状況

資料１３

経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンの副反応報告状況

資料１４

５価経口弱毒生ロタウイルスワクチンの副反応報告状況

資料１５

ロタウイルスワクチンに係る腸重積症に関する報告

資料１６
資料１７

インフルエンザワクチンの副反応報告状況
ワクチンに関する死亡報告一覧
（2 種類以上のワクチンが同時接種された症例について、その組み合わせがわかるよ
う資料 1～16 の各々に掲載されているものを再掲）

資料１８

予防接種副反応分析事業の概要

資料１９

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療
機関一覧

資料２０

平成24年度予防接種後健康状況調査・副反応報告書（案）

参考 各ワクチンの添付文書（委員のみ配布）

資料１９

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関（平成27年2月27日現在）
・ 一覧に記載した連絡先は、当該医療機関に受診する際の問合せ先です。
・ 子宮頸がん予防ワクチンの接種に関する一般的なご相談は、「HPVワクチン相談窓口」にお問い合わせください。
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

選定医療機関名

窓口診療科

札幌医科大学附属病院

リハビリテーション科

北海道大学病院
弘前大学医学部附属病院
岩手医科大学附属病院
東北大学病院
秋田大学医学部附属病院
山形済生病院
福島県立医科大学附属病院
筑波大学医学部附属病院
水戸赤十字病院
自治医科大学附属病院
獨協医科大学病院
群馬大学医学部附属病院

ＨＰＶワクチン副反応支援センター
小児科：中学生
神経内科：高校生以上
産婦人科
産婦人科
産婦人科
産科婦人科
リハビリテーション科
整形外科
麻酔科・ペインクリニック
神経内科
産科婦人科
産科婦人科
麻酔科蘇生科

自治医科大学さいたま医療センター

産婦人科

埼玉医科大学病院
千葉大学医学部附属病院
東京大学医学部附属病院
東京慈恵会医科大学附属病院

総合診療内科
整形外科
麻酔科・痛みセンター
ペインクリニック

順天堂大学医学部附属順天堂医院

麻酔科・ペインクリニック

八戸市立市民病院

日本大学医学部附属板橋病院
聖マリアンナ医科大学病院
昭和大学横浜市北部病院
昭和大学藤が丘病院
横浜市立大学附属病院
神奈川県
北里大学病院

痛みセンター（麻酔科）
産婦人科
ペインクリニック外来
産婦人科
小児科
麻酔科ペインクリニック・緩和ケア外来

北里大学東病院

精神神経科

東海大学医学部付属病院

麻酔科ペインクリニック外来

新潟県

新潟大学医歯学総合病院

産科婦人科

富山県

富山大学附属病院
金沢大学附属病院
金沢医科大学附属病院
石川県立中央病院
福井大学医学部附属病院

医療福祉サポートセンター
小児科
麻酔科
麻酔科
産婦人科

山梨大学医学部附属病院
信州大学医学部附属病院
佐久総合病院
岐阜大学医学部附属病院
順天堂大学医学部附属静岡病院
浜松医科大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院
愛知医科大学病院
三重大学医学部附属病院
滋賀医科大学医学部附属病院
京都府立医科大学附属病院
大阪大学医学部附属病院
神戸大学医学部附属病院
奈良県立医科大学附属病院
和歌山県立医科大学附属病院

産婦人科
神経内科
神経内科（高校生以上の方に限る）
生体支援センター
麻酔科
産科・婦人科
手の外科
痛みセンター
産科婦人科
患者支援センター
産婦人科
小児科（15歳以下）、婦人科（16歳以上）
麻酔科
産婦人科
産科婦人科

日本赤十字社和歌山医療センター

第一産婦人科

鳥取大学医学部附属病院
島根大学医学部附属病院

女性診療科
小児科

岡山大学医学部附属病院

産婦人科

石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県

川﨑医科大学附属病院

産婦人科

広島県

広島大学病院

産婦人科・小児科

山口県
徳島県

山口大学医学部附属病院
徳島大学病院

整形外科
産婦人科、整形外科、神経内科

香川県立中央病院

婦人科

高松赤十字病院

小児科

香川大学医学部附属病院

麻酔・ペインクリニック科

愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県

愛媛大学医学部附属病院
高知大学医学部附属病院
九州大学病院
佐賀大学医学部附属病院
長崎大学病院
熊本大学医学部附属病院
大分大学医学部附属病院

麻酔科蘇生科（痛みセンター）
通常の診療受付窓口
グローバル感染症センター
産科婦人科
産婦人科
婦人科
小児科

宮崎県

宮崎大学医学部附属病院

産婦人科

香川県

鹿児島県 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
沖縄県 琉球大学医学部附属病院

神経内科
麻酔科（ペインクリニック）
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電話番号 0263－37－2050

連絡先
医療連携･総合相談ｾﾝﾀｰ
TEL:011-611-2111(内線3132) FAX: 011-621-2233
TEL:011-706-5606 FAX:011-706-7627
TEL:0178-72-5111 FAX:0178-72-5115
TEL:0172-33-5111(内線6461) FAX:0172-39-5189
TEL:019-651-5111 FAX:019-622-1900
TEL:022-717-7252 FAX:022-717-7258
TEL:018-834-1111(代表) FAX:018-834-8619
TEL:023-682-1111 FAX:023-682-0138
TEL:024-547-1111
TEL:029-853-3900 FAX:029-853-3904
TEL:029-221-5177 FAX:029-227-0819
TEL:0285-44-2111（大代表） FAX:0285-40-6016
TEL:0282-86-1111 FAX:0282-86-4775
TEL:027-220-7111(代表) FAX:027-220-8473
患者受付 TEL:048-647-4898 FAX:048-648-5180
医療機関受付 TEL:048-648-5167 FAX:048-643-8113
TEL:049-276-1121(医務部) FAX:049-294-8222
TEL:043-222-7171 FAX:043-226-2720
TEL:03(5800)9101 FAX:03(5800)9102
TEL:03(3433)1111(代表)(内線3625) FAX:03(5400)1387
TEL:03(5802)1576(直通)､03(5802)1941(直通)
FAX:0120(03)3946､03(5802)3946
TEL:03(3972)8111(内線 3184) FAX:03(3972)0018
TEL:044-977-8111(代表) FAX:044-977-9486
TEL:045-949-7150(初診受付) FAX:045-949-7137
TEL:045-971-1151(代表) FAX:045-973-1019
TEL:045-787-2800 FAX:045-787-2931
TEL:042-778-8111（代表） FAX:042-778-9371
地域連携室
TEL:042-748-7605 FAX:042-748-7872
TEL:0463-93-1121(代) FAX:0463-94-9058
地域保健医療推進部 紹介予約担当
TEL:025-227-0374 FAX:025-227-0984
TEL:076-434-7798 FAX:076-434-5117
TEL:076-265-2000（内線7481） FAX:076-234-4332
TEL:076-286-3511 FAX:076-286-2372
TEL:076-237-8211 FAX:076-238-5366
TEL:0776-61-8392 FAX:0776-61-8117
TEL:055-273-9871 FAX:055-273-9879
TEL:0263-37-2755 FAX:0263-37-2854
TEL:0267-82-3131 FAX:0267-82-9638
TEL:058-230-6000 FAX:058-230-6020
TEL:055-948-3111 FAX:055-948-5088
TEL:053-435-2662 FAX:053-435-2178
TEL:052-744-2838(医事課) FAX:052-744-2880
TEL:0561-62-3311 FAX:0561-63-3208
TEL:059-232-1111 FAX:059-231-5202
TEL:077-548-2515 FAX:077-548-2792
TEL:075-251-5355 FAX:075-251-5356
TEL:06-6879-5206 FAX:06-6879-5207
TEL:078-382-5111 FAX:078-382-5265
TEL:0744-22-3051 FAX:0744-22-4121
TEL:073-441-0807 FAX:073-441-0515
TEL:073ｰ422ｰ4171（医事第一課：内線1111）
FAX:073ｰ426ｰ1168
TEL:0859-33-1111 FAX:0859-38-7029
TEL:0853-20-2068 FAX:0853-20-2063
TEL:086-235-7205（地域医療連携室）
FAX:086-235-6761
TEL:086-462-1111(内線23630) FAX:086-464-1048
患者支援センター（地域連携室）
TEL:082-257-5064 FAX:082-257-5489
TEL:0836-22-2167 FAX:0836-22-2474
TEL:088-631-3111 FAX:088-633-7009
地域医療連携課
TEL:087-802-1144 FAX:087-802-1160
087-831-7101(代表) 087-834-7809(代表)
地域連携室
TEL:087-891-2417 FAX:087-891-2412
TEL:089-960-5183(医事課) FAX:089-960-5134
TEL:088-880-2440 FAX:088-880-2449
TEL:092-641-1151
TEL:0952-31-6511(代表) FAX:0952-34-2011
TEL:095-819-7200 FAX:095-819-7215
TEL:096-373-5670 FAX:096-373-5670
TEL:097-586-5430、097-586-5431 FAX:097-586-5439
総合予約室
TEL:0985-85-1225 FAX:0985-85-9186
TEL:099-275-5145 FAX:099-275-6879
TEL:098-895-3331(内線3420) FAX:098-895-1482

