
全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会会員アンケート

調査期間：令和２年　８月９日～８月２０日

集計結果：令和２年　１０月１３日　作成　（１０月２３日改訂）

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会神奈川県支部



神奈川 東京 北海道 大阪 愛知 埼玉 沖縄 福岡 兵庫
19 5 4 4 4 4 3 3 3
福島 静岡 千葉 三重 富山 山梨 福井 愛媛 岡山
2 2 2 2 1 1 1 1 1

群馬 鹿児島 栃木 長崎 京都
1 1 1 1 1

①    HPV(子宮頸がん)ワクチン接種年月及び種類についてご記入ください（初回接種年度のみ集計）

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3 39 21 1 1 1 0 0 0

2019 2020 未記入

0 0 1

（ ）

（ ）

（ ）

学生 就労 その他

21 13 3

②現在も症状がある・ない　　

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会アンケート調査　　集計表　　回答６７通

回答者の居住都道府県名　（２３都道府県）　　　　　　　　　　

サーバリックス ガーダシル

52 14

未記入

1

③    ②であると答えた方　それはどんな症状ですか？具体的にご記入ください

別表１参照

④    ②であると答えた方

それは後遺症であると診断を　　　受けている・受けていない

受けている 受けていない 未記入

ある ほぼない ない
61 2 4

57 6 4

⑥    ⑤で受けていると答えた方
それはどんな治療で、どこで行っていますか？具体的にご記入ください。

通院のみの方も病院名を、また、診断名があればご記入ください。

51 11 5

⑤    ②であると答えた方

現在も治療（通院も含む）は　　　受けている・受けていない

受けている 受けていない 未記入

3 20
パート・アルバイト

11

学生・パートやアルバイト・就労・家事手伝い・自宅療養・その他

家事手伝い 自宅療養

別表２、別表３、別表４参照

⑦    ⑤で受けていないと答えた方
それはなぜですか？治療を受けていない又は通院していない理由をお書きください。

別表５参照

⑧    現在のご状況をお教えください（複数回答あり）

1



（ ）

良い 普通 悪い 未記入

5 33 27 1

未記入
1

（ ）

⑩    ⑨で持っていると答えた方（複数回答あり、申請中も含む）

その手帳はどんな手帳ですか？　　　　精神障害・愛の手帳・身体障害

精神障害 愛の手帳 身体障害 難病指定

⑨    障害者手帳は持っていますか？（複数回答あり）

　障害者手帳を　　　　持っている・持っていない・返却した

持っている 持っていない 返却した

34 32 1

受けている 受けていない

52 15

⑫    ⑪で受けていないと答えた方
受けていない理由をご記入ください

13 0 27 2

⑪    副反応被害救済制度（PMDAや自治体の救済も含む）は受けられていますか？

　　　　　　受けている・受けていない

親の介護を　　　　　している・していない

している していない

21 46

⑮    連絡会の活動について質問いたします

別表６参照

⑬    保護者の方に質問いたします。

現在の体調は　　　　　良い・普通・悪い

普通とも悪いとも言えない

1

⑭    保護者の方に質問いたします

6

⑯ 現在困っていることや国や自治体、連絡会への希望などご自由な意見をご記入ください

別表７参照
（自由記載）

これからも連絡会の活動は　　　必要だと思う・必要ではないと思う

必要だと思う 必要ではないと思う

60 1
どちらとも言えない・わからない

2
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別表　1

不全麻痺

神経症状

計算障害
学習障害
記憶障害、記憶力の低下、物忘れ
高次脳機能障害

認知機能障害
精神障害・症状、不安障害、不安発作、うつ症状、混乱、パニック、不穏、徘徊

見当識障害
感覚障害・異常、臭覚異常、味覚異常

意識障害、意識喪失、解離
食欲不振、過食、吐き気、嘔吐、胃の不調
眼球運動障害、眼瞼下垂
羞明
視力障害、視覚障害、視野狭窄、色覚異常、視野欠損、閃輝暗点
胃腸障害、排便排尿困難、過敏性腸症候群、夜尿、頻尿、下痢、便秘、膨満感

不整脈、頻脈、動悸、心臓違和感、呼吸困難、過呼吸、息苦しさ、呼吸停止（一時的な心肺停止）

貧血

せん妄

血圧の低下、低血圧、POTS、起立性調節障害

癲癇の疑い
相貌失認
半側空間無視
抗GluR抗体陽性高値
脳血流低下
brain fag syndrome(脳神経衰弱症)
CFS/ME（筋痛性脳脊髄炎）

筋力低下、握力低下
脱力、体勢保持困難、四肢・下肢体幹機能失調、重症筋無力症

皮膚炎、発疹、皮むけ、肌荒れ、痒み、変色
身体の動きにくさ、動きの悪さ、運動障害、運動失調
不眠、過睡眠、起床困難、異常な眠気、睡眠障害、悪夢、レム睡眠異常

月経困難症、生理不順、生理痛、多嚢胞性卵巣、PMS(月経前症候群)

痺れ
聴覚異常、耳鳴り
右足機能全廃、両下肢機能障害・異常、歩行困難、歩行障害、歩行失調

症状や障害
痛み〔四肢、関節（関節の腫れ・炎症）、筋肉、胸、腰、腹、眼、全身、神経、心臓、心窩〕、線維筋痛症

頭痛
アロディニア、CRPS
倦怠感、易疲労、異常なだるさや重さ、慢性疲労
目眩、たちくらみ、ふらつき
不随意運動、痙攣、振戦、眼瞼痙攣、眼振、震え、筋痙攣
ジストニア、手足の硬直、内反足、全身の凝り、肩こり
ミオクローヌス
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別表　２

竹田総合病院
スピックサロン
北山クリニック
山王病院
聖仁会病院

帝京大学溝の口病院
横浜市立大学附属病院
静岡てんかん神経医療センター
堀田修クリニック
信州大学医学部付属病院
国立精神神経医療研究センター
オステオパシー・クリニックさかもと治療院
きはら心療クリニック
ベイサイドクリニック

病院名

フジ虎ノ門整形外科病院
伊勢赤十字病院
鹿児島大学病院
霞が関アーバンクリニック
千葉大学病院

低血糖

SLE(全身性エリテマトーデス)、蝶型紅斑、紫斑
大腿骨骨頭壊死

脳脊髄液減少症
体型異常（右肩下がり）

過敏症（音、臭い、光、化学物質等）、アレルギー症状
嚥下障害・困難
集中力の低下、無気力
体重増加
むくみ
首・喉周りの腫れ

プロラクチン高値、乳汁分泌

依存症

自律神経障害・異常、発汗異常、手足の冷感、白蝋化
更年期症状、顔面のほてり

発熱
神経障害による膀胱炎
粘膜の炎症（口腔、歯茎、眼、耳、鼻等）、口内炎
ムズムズ脚症候群
感情が抑えられない、暴言、暴力
幼児化

言葉の出にくさ、呂律不良、失語、失声、声のかすれ
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1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 1
5 1

自己免疫性脳炎・脳症 6 1
4 2
5 2
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
2 1
1

別表　３

内藤医院
名古屋第二赤十字病院

さつき会訪問看護
沖縄県立南部医療センター
平安病院

多摩北部医療センター
C&G銀座クリニック
川崎臨港病院
リセット整体院
北海道立子供医療療育センター
一ノ瀬脳神経外科病院
西岡第一病院
近畿医科大学付属病院
成育医療研究センター

市立函館病院
泉岡医院

ムズムズ脚症候群

富士市立中央病院
寺島クリニック
宮古島徳洲会病院
聖マリアンナ東横病院
愛媛大学附属病院
マリアクリニック
大橋ごう脳神経外科

東京慈恵医科大学付属病院
みやざわクリニック

HPVワクチン接種後脳症

CIDP(慢性炎症性脱随性多発神経炎）HANS
線維筋痛症

高次脳機能障害
SLE
POTS

副腎疲労

脳脊髄液減少症
低血糖症

起立性低血圧症
起立性調節障害
多発性硬化症

過眠

脳脊髄炎
子宮頸がんワクチン接種後（脳機能）障害

重症筋無力症

GBS(ギランバレー症候群)
多嚢胞性卵巣
予防接種後神経免疫疾患

病名（診断名） 病名（診断名）

解離
癲癇
CRPS

自律神経神経失調
抗GIuR抗体陽性高値
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36 2
2
3

6 1
5 1
4 1
5 1
4 1
4 1
3 1
1 1
5 1
2 1

別表　４

別表　５

・横浜の病院で診てくれていた時は月に1回通っていたが、遠くなり行くのに

は、1日かかるため体調が良くないと通えない。又、薬が飲めなかったので

外からのアプローチに変更し様子を見ている。

・コロナの影響と、妊娠中なので県をまたいでの受診に不安がある。

診てもらえる病院が県内にはない。
免疫吸着をうけようとしたら研修医が首から管を通し肺に穴があき、肺気胸。

その後医師らは病室に謝罪に来たものの、家族が帰宅した消灯後の夜間
病室に来て「本当は歩けるだろ？歩けよ！」と悪口などを言っていたのを同室の

方が証言していた。
・後遺症とは言われていないが、睡眠状態が良くなく昼夜逆転、不眠、過眠。

白血球数も高くかなり体が怠い。いろいろな病院へ行ったり施術を試して

みたりと、現在も良い治療がないか探している。

・薬を飲みきれないことと、ずっと症状があるわけではないため。
・治療もなく、今年に入ってからコロナの影響もあり、通院も少なくなると思う。

・意識障害等症状が出て、入退院を繰り返し突発性てんかんと診断治療
を受けている。副反応を認めて診断してくれる医師を探している。副反応に

ついては自宅治療を続けている。
・服薬は、めまい等には多少効果があるものの、薬を飲むと気持ち悪く
なるなど、マイナス面も多い。頭痛に関しては、効果的な薬は見つけられず

にいる。常時服薬する事への抵抗感も大きい。

治療方法 治療方法
点滴、注射、投薬、服薬 鍼・灸
IAPP(免疫吸着)、血漿交換 リーディング整体
血液浄化療法 自由診療の漢方・漢方療法

免疫抑制剤の服用 デトックス治療

EAT（Bスポット療法） 光線療法
ブラッドパッチ・エアーパッチ 認知行動療法
オステオパシー療法 ブロック注射

サプリメント摂取 訪問看護

カウンセリング 遺伝子治療
ビワ温灸

・治療しても改善する気がせず、勤務に支障が出る治療は本人が希望
しなかった。又、副作用があるであろう薬に頼るほど症状は辛くはなかった。

・通院していた国の協力機関の琉球大学病院で診療拒否された。入院中
医師や研修医からのドクターハラスメント、通院中は主治医、各診療科医師からの

ドクターハラスメント。最終的には診察中に「お前のどこが副反応だ！
別の病院に行け！来るな‼」と車いすの娘にいきなりの罵声を浴びせられた。

リハビリ
グロブリン点滴 整体操法

マッサージ

11

対処療法

ステロイドパルス AKA療法（関節運動学的アプローチ）

6



別表　６

別表　７

・被害者や家族にとっては大きな負担ですが、ワクチン接種勧奨に向けて
動きが大きくなっている。今だからこそ全国各地で同時にそれぞれの自治体

に向けた働きかけをしていくことが、流れを変えられる一つの手段だと思う。

そのためにも連絡会の存在は大きい。
・今回のアンケートによる治療内容やその結果、後遺症や生活状況など

・PMDA救済は受けている。しかし、障害年金手続きは、担当医から〝身体

欠損の人が先″と言うことで保留のままにされている。
・申請したが「判定不能」で不支給となったため。
・体調が回復傾向にあったため。
・PMDA意見陳述もしたが認められなかった。
・以前は受けていたが、現在は病院も行っていないため。
・PMDA判定不能による
・PMDA判定待ち。
・病院ではない外からのアプローチ（枇杷温灸・整体操法）にお金をかけて

いる為対象ではないと思い、申請していない。

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会へ
・活動の継続はいろいろと大変だと思いますがよろしくお願いします。
・自主的活動な方だけでも継続が必要。
・日々の生活や介護（子供や親）等に追われていることは皆同じ。しかし、

意見を出すことは皆可能ではないかと思う。今コロナの事で連絡会の活動も

分岐点であると感じている。
・連絡会の活動は必要と思うが、担い手がボランティアで行っている状況は

少人数の人たちへの負担がとても大きく現状を杞憂している。
・いつも情報の配信をありがとうございます。HPVワクチンの被害を被った

娘たちは、まさに時代の先駆けだったのだと話している。現在Zoomでの
ミーティングなどが進んでいるが、Zoom以外で同様のことはできないのか？

・頭痛疼痛発熱は受理されたが、精神症状は認められず。精神症状は
破瓜型統合失調症と判別できないとされPMDA医療費・医療手当の
不支給通知が届き現在不服申し立て中である。
・指定難病の為、国からの助成がある。
・救済対象の要件に該当しないため。
・PMDAからの判定不能という返答。不服申し立てをしたが覆らなかった。

・医療費・医療手当は支給。障害年金は不支給決定。自治体の救済は
障害年金決定されないと出してもらえない。
・申請を棄却されたため。

・副反応被害救済制度（PMDAや、自治体の救済）に該当しない。
・二度申請したが認定されなかった。
・ワクチン副反応と気付いてから年月が経っていた。手続きが大変なわりに

認められないと聞いた。手続きに時間をかけるより目前の娘への対応で
いっぱいいっぱいだった。
・入院相当ではないので適用外だった。

7



・裁判原告団とそうでない被害者とは歩調が別になっている感がある。他の被害者

さんと知り合うこともなく、ネット上で個人的に探して連絡を取るとかになると被害者

には負担と不安がある。連絡会にはネット活動ではなく、内部での横のつながりを

強くし、支部単位での閉鎖的でない支援を求めていき、特に重要な治療情報を全国

・陳情や情報発信などしていただきありがとう。
・原告となり裁判をしているが、被害者と言う目線の連絡会は形はどうなろうとも必要。

・連絡会活動ありがとう。費用的体力的なことからなかなか参加できない事

を心苦しく思っている。原告団の活動に主を置いていることに理解して欲しい。

・原告に入っていない被害者もいるのでこれからも活動は必要。活動して

いる人が限られていて負担が大きく心苦しい。
・いつも活動ありがとう。出席や発言も出来ず申し訳ない。
・連絡会は情報共有や独立した生活では心の寄りどころ。
・連絡会は絶対に頑張ってほしい。孤立していた私は連絡会の池田市議に

・連絡会HPから全国の会員が誰でも気軽にコメントできる交流広場
を作ってほしい。
・今もほとんど家で横になって過ごしているが、自分のことは自分で出来ている。

治療方法など教えていただいたお陰で少しずつ良くなっているように思う。

・連絡会代表で活動している皆様、池田さんにはいつも感謝している。毎回

活動している被害者、被害者家族が同じ方が多く沢山負担をかけている
事を申し訳なく思っている。私たち家族も微力ながら頑張ります。いつも

貴重な情報をいただき感謝。これからもよろしくお願いします。
・いろいろなことに参加できず申し訳ない。

あの時、池田さんが救いの手を差し伸べてくれ、お世話になっている病院の先生方、

自治体、支援団体、被害者の皆と繋がり、多くの励ましを頂いたおかげ。
被害に遭って辛い事ばかりだが、沢山の優しさにも触れることも出来た。
感謝してもしつくしたりない。今もまだ治療方法が確立されず不安は拭いきれない

が、被害者全員の回復を心から願い、これからも共に頑張っていきたい。

・接種当時を思い起こすだけで悔しい気持ちはあるが、連絡会が存在
していることで、ここまでこれたと思い感謝している。
・お陰様で今は元気に過ごしています。接種直後から連絡会の方にはお世話

になり大変ありがたく思っている。

・連絡会LINEについて反応が無い。聞かれていることに回答がないのは
やはり重要と思っていないのかなと思う。よって必要ではないと思う。

気になる点は他の方も同じではないか。一部でも報告して欲しい。
・必要だと思う反面、LINEの受診が負担。メールはありがたいので発信が

負担でなければお願いしたいがLINEは退会をしたい。
・自治体に予防接種全般のお話しをしに、定期的に行っている。個人的な

・連絡会の繋がりが無ければ、理解ある医師に出会うことも治療にありつけることも

若干、体力的に連絡会活動は控えている。
活動もあり、それを含め秘書や各部署とのやり取りに時間を使っているので

出来なかった。情報の共有はとても大事だし。何より孤立から免れる。6年前に

池田としえさんと初めて言葉を交わし、ともに涙を流したことは今でもはっきりと

覚えている。くらい長いトンネルから抜け出した瞬間だった。今、娘に笑顔があるのは

今後ともよろしくお願いします。

助けられた。池田市議のサポートはずっと続いていて親娘共々命までも
救われている。絶対に活動はやめて欲しくない。又孤立してしまう。
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的にやり取り共有できるようにしてほしい。推進派と呼ばれる人達の相手は罠で

そのエネルギーは不要。「患者会」は必須と考える。今後もよろしくお願いします。

・言いにくいが正直なところコロナに対する池田さんの意見には同意
しかねる。連絡会が出来、活動してきたことには大変感謝している。
・連絡会は存続して欲しい気持ちはあるが、いろいろな活動に参加で
きないのでその点について心苦しく感じている。
・状況が変化しているので同じ活動は必要ないかもしれない。いつどんな展開

になるのかわからない。心強いこともあるかもしれない。連絡会幹部の皆様

には長年に渡り負担も大きかったと思う。感謝しきれない。でも解散は
心細い。お陰様で娘は快復した。（一年前）苦労して苦しんで傷付いてボロボ

ロになったが復活した。皆様と連絡会でつながっていたので頑張れたと思う。

転機になったのは連絡会の発足を知り、娘と同様の不随意運動に苦しむ

を発症したが、かかりつけだった小児科のワクチン接種医からは親の育て
方のせいだと言われ続けられた。（現在はカルテ開示拒否し続けられている）

・連絡会には感謝。
・いつも助けていただいてありがとうございます。本当に長い間、連絡会

が無ければ具体的にどう動けば良いかもわからなかった。
・親子共々長い長い戦いはまだ続いて行く。連絡会の存在は大きな支え
で、これからもある事で安心するし、心強い味方でいて欲しい。勝手では

あるが存続していただければありがたい。
・連絡会に結びつき、情報をいただいている事に感謝している。
・連絡会会員の方へ。もっと積極的に活動に参加して欲しい。
・連絡会を発足、活動の継続に心より感謝。娘は、サーバリックス接種後脱

力発作、過呼吸、視力低下、発疹、認知力低下、精神症状など様々な症状

困っていることや要望等

治療について
・保険のきかない治療（少しでも良いと思う、楽になる事）をするとすぐに

大金になってしまう。今は親がいるから良いが、将来、勿論治っていて欲しい

が、この治療を続けていくとなると、娘の稼げる範囲で通えるのかが

・年会費（2000円以下位）を導入して、参加したい人に変え体制を整えた

ほうがいい気がしている。
・池田先生や山田さんの働きかけには感謝している。他の会員の方も皆さん

同じだと思う。でも協力ができず、本当に申し訳ない。
・娘の救済を求めるつもりは一切ないが、今も困っている方の為には必要

なのかもしれない。協力できることがあれば協力したいと思っている。
・救われない被害者が多い事に心が痛む。何をしてよいかわからずにいる

が、何か力になれることがあればといつも思っている。

方々の動画を見てから副作用を確信し、治療の為転居した。連絡会が
無かったら…・適切な治療も受けられずに悪化していただろうと考える
だけでゾッとする。

不安。通えなくて辛くなるとまた死を考えそうで怖い。
・ステロイドパルスは副作用が強く出て２回で終了。EATも塩化亜鉛により
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症状に合わせ薬を処方してもらっている。
・原因解明と治療方法確立に取り組んでいる医療機関は、全国に数か所

・鹿児島大学病院で3年前から対処療法になり、先生と話し合いながら体調

（体調の急激な悪化など）に受診ができない。移動費が高額等身体的、
経済的負担が大きい。また、現在では新型コロナウイルス感染拡大に
よる自粛が続いており、県外の病院への受診が制限されている。

しかない。そのため、遠方の病院への通院や入院が必要であり、緊急時

通院している。コロナの影響で県またぎの通院リスクが心配で、電話で薬だ

け処方をしてもらっている。コロナ以前の様に通院ができない。

困難になり通院にて免疫吸着を行ってきた。現在（治療に対する）保険が
切られてしまい自費治療となるために治療ができない状態。身体に負担は

での効果を認めてくれているのに、今ではどこの病院も受け付けてくれない。

・まだまだ不十分な医療体制が不安。なんでも相談できる主治医が病院を出な

ければならない状況にあり急な体調変化が出た場合相談できずとても不安。

心強い。

自治体の介護サービスを受けられる状況にはあるが、悪化しても治療をして

もらえないのでは何の解決にもならない。壊れていく…と言う表現は適切で

はないかもしれないが、悪くなる娘を見ているだけしかできないことが苦しい。

・吸着などの治療ができない。
・フジ虎ノ門横田先生の治療が受けられなくなると聞き困っている。今は

・昨年末からPMDAや厚生労働省への書類提出をしようと考えて準備していたが、

コロナ渦で他県への移動が難しい。再診予定の待機や（コロナの）感染情報を

考えると、リスク持ちの娘を連れて行くのをためらったりと、全く書類作成が

進まないことが悩み。
・近くの医師からは病状の理解を得ることが難しく、診てくれる先生のところ

まで行くことの負担も身体と家計の両方にかかわる。医師から「この程度の

症状ならどの患者にもあり、とりわけワクチンの影響ではない！」と言われ

医師の無理解が辛く、この病気を全ての医師に認めてもらいたい。
・免疫吸着療法が効くという情報は連絡会から。9月で発症してから丸9年。

認知症と思える症状が現れたのは約3年前。複数の病院医師が免疫吸着

・治療方法がない。唯一効果のあった吸着療法が受けられなくなったことが残念。

・住んでいる県にはHPV副反応を診られる医師がいないので、神奈川県まで

症状が落ち着いてきているのも定期的な診療の中で日頃注意すべきことを

・未だに症状に無理解な病院スタッフ、ナースも多く発作誘発する過敏症の

症状があるのに病院でも安全性がなく、わがままみたいに言われて困る。

教えてくれ、娘も少しずつ自分の体力の限界を理解し休みながらなんとか

自立に向け頑張っている矢先だった。今後のことが心配。
・診てくれる先生が減っていくのが心配。いつも遠方で交通費もかかる。

地元で何故診てもらえないのか不思議に思う。
・通院ではコロナを心配している。症状は改善されない。

アレルギー反応（アナフィラキシー）がかなり酷く出たため断念。
最近は地元病院に通院しながら治療を行い、自宅療養。入院は症状が酷く

・地元には副反応を診ることができる医師がおらず、必要な治療も診断もして

もらえなかった。それでも今は地元で寄り添い診察対応してくれることは有難く

かかるが今唯一の治療。健康を取り戻すために（必要な）治療が受けられ、一刻も

早く病態の解明と治療方法の確立を望む。
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困難。
・フジ虎ノ門病院が受診できなくなり、アーバンクリニックに切り替えるつもり

だが、予約がいっぱいで緊急な場合等、どの病院を受診したら良いのか
不安。

全国各地に居る被害者が、地元で治療を受けられるように医療機関整備
をして欲しい。
・婦人科を受診したいが、事情（ワクチン副作用）を説明して受診するのが

しステロイドパルス療法を受け症状の安定をはかっている。
・国立精神神経医療研究センターの神経内科を中心に定期的に行っている。

(NCNP)又同病院の精神科にも通っている。低血糖の治療は千葉のマリア
クリニックで行っている。フジ虎ノ門病院でガンマグロブリンとステロイドパルス

を1回ずつ行ったが現在は行っていない。

支援がなくなると医療費負担が重く、生活が今以上に苦しくなる。
・症状の中には入院治療してもPMDAから救済除外されるものもある。

・体調が落ち着いているときは服薬のみだが、症状が酷い時は入院

ことが一因になっていると思われる。（原因不明・詐病）診断がつく前はどんなに

症状が重くてもまともに診てもらうことも出来ず、入院もかなわなかった。

診断されたころの娘は自宅で倒れ、呼吸停止（心肺停止・チアノーゼ）で救急搬送

・PMDA判定待ち。心療内科の受診をしたことから結果が難しいと思っている。

自治体の救済もないと言われている。
・身体の回復がこれ以上良くならないのではないかと言う不安が常にある。

・市の損害賠償保険も支払われず、（治療のための）交通費・宿泊費などの補助

も受けられていない。PMDA障害年金の認定がされなければ保険が下り
ないと言われた。精神的、経済的負担が大きく困難を極めている。
・PMDA障害年金、市の損害賠償保険が速やかに支払われることを望む。
（障害年金や損害保険が支払われたら）保険適用外のビタミン治療等も
受けさせたい。
・症状が重篤でも受けられるはずのしっかりとした救済がされていない方もいる。

皆平等に救済がされ少しでも安心して治療ができ元気になれるよう多方面からの

支援。
・ガーダシル9（シルガード）ワクチン接種により被害者がこれ以上出ない事、

苦しむ人がいなくなるように。
・治療方法の確立と症状が良くなった時の就労支援、再び悪化した時の
支援など。
・市議の先生方にご協力いただき、市長、保健センター等に働きかけを
しているが、基礎自治体が国の方針に逆らうのが難しいといつも言われる。

国（自治体）に望むことや救済制度について
・PMDA医療費・医療手当、リサーチセンター手当を受けているが、PMDA障害年金は

判定不能で却下された。自治体の損害保険についても以前から何度も話し合いは

していたが、未だに受けることができない。年金を受けることができる障害の

され一時は死の淵をさまよった。それでも入院はできなかった。その間の約4年間は

入院に値しないとPMDAでは認められずリサーチセンターからの支給となった。

状態であることは間違いないのに副反応の診断がつくまでに4年以上もかかった
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認めてくれたのになぜ国は認めないのか？理由を教えてもらいたい。国として

接種を認めた責任はおおきい。若い人たちの夢や希望を奪わないで欲しい。

・救済されない。
・居住自治体である県に診てくれる医師と治療出来る病院を作ってほしい。

を保険適用にしてほしい。
・協力指定病院である琉球大学病院で治療が受けられるようにしてほしい。

・国からの医療費救済を受けられていることはとてもありがたい。しかしそれ

だけでは娘の将来を支えていけない。市役所に行ったとき「誰か政
治家に頼むしかない。」と言われたが相談できる政治家はいない。
・もっと専門家医師らを入れてこの病気を研究し情報を開示して欲しい。

・将来が不安。又体調不良となった場合のサポートをお願いしたい。

もらいたい。と同時に、これからの保障もしてもらえることを希望する。自治体は

リサーチセンターによる支援対象枠を広げて欲しい。
・HPV（子宮頸がん予防）ワクチン副反応を特例として、難病指定とし国や

市の保証制度を利用できるようにしてもらいたい。

・副反応に対する医療体制の整備と医師メディカルの理解促進。
・接種済みにも関わらず子宮頸癌に罹患してしまっているのか？副反応の

あった方の中で出産した方に何か問題が出現するのか？の長期調査を
実施する必要があると思う。又、未だに苦しんでいる子供へ医療の救済
（パフォーマンスの案内だけではなく）をして欲しい。どの予防接種でもいえる

事だと思うが最近特に国の対策は希薄だと感じている。
・自治体ではPMDA判定不能の為、救済が1年でストップした。医療費や治療の

ための遠方への交通費・宿泊費などがかさみ家計を圧迫している。
・特例として休業期間の延長、スクーリングの免除、単位を取り卒業出来るまで

通信大学に在籍する許可などの交渉をしてもらいたい。（法の理解希望）
・普通の日常生活を送ることができない状態。今後働いて収入を得ることは

大変難しい。一人で自立した生活ができる様に生活や介護支援など国からの

支援をしてもらいたい。
・補償制度はあるが当てはまらず困っているので助けて欲しい。又、遠方の

病院に通院する交通費負担を支援して欲しい。
確立した治療方法がないため症状が悪化している。試したい治療をどこの
病院でも受けられるようにしてほしい。又、自由診療の負担が大きいためPMDAや

・今まで受けてきた治療を、ワクチンの副反応（症状）として国と製薬会社に認めて

・車椅子を始め介護用品を購入するための費用を継続的に支援してほしい。

・早急に治療方法の確立をしてほしい。又、今有効だと言われている吸着療法

宿泊費を助成してくれている。又保健師から度々連絡があり自治体でできる

サポートをしていきたいと言われ大変ありがたく感謝している。自治体によって

ばらつきがあってはならない。他の自治体も見習って被害者に寄り添って欲しい。

・申請書類等手続きは複雑で補助してくれる人もいない。領収書で簡略化して欲しい。

被害者の中には時間とともに症状が悪化していく人もいるので、治療を
どんどん進めたい。しかし、これらの症状も認めてくれなければ医療費が

とにかくかかるので治療に踏み込めず大変困っている。
・副反応検討部会のメンバーには直接被害者を診ている先生方を置いてほしい。

でなければ救済は進まないし、被害は置き去りにされていくばかりだ。
・私たちの住む自治体は被害者に対して理解があり、寄り添う姿勢を
見せてくれる。離島であることから、県外への通院・入院のための渡航費
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・就活しても体調の面で落とされ、就職に結びつかない。少しでも保障
があれば助かる。親の負担も大きい。就労先の会社に助成金があれ

を受けることができたが、救われない被害者の方が多い事を思うと心が
痛む。
・接種から年数が経ち、娘の環境も変わってきた。症状は最悪の中学生の
時から比べたら別人のようだが、これから先、国には副反応をきちんと認めて

もらい、治療法や（健康）検診など対応していって欲しい。

病院と言う箱物だけを決めて医療体制が整っていると言わないで欲しい。

強制力はないので親娘できちんと含め安全に接種できるよう強制はしないでほしい。

・この先の生活支援窓口の設置が必要。
・二度と（薬害を、被害を）起こさないで欲しい。
・HPVワクチンにも副反応がある事を周知してもらい、医療を拒否せず検査等も

確りしてもらい全てを心因性にせず患者に向き合ってくれる医療機関を各
都道府県に増やしてほしい。現在保険適用外になっている免疫吸着療法を

保険適用にして治療をさせて欲しい。
・沖縄県は緊急促進事業の時に接種した子は学校から、接種していない子は

体育館に毎日のように呼び出された。子供は母親に呼び出されて接種しないと汚い

人扱いされるから接種したくないけどイジメられないかな？と心配し接種を急いだ。

・PMDAの障害年金に関係なくPMDAに届けを出している子には全国市長会
保険の適用をしてほしい。

サービスに匹敵する制度、ケアマネージャーの様な個々の生活や体調の状況を

サポートしてくれる人的支援を必要としている。
・自由診療や施術なども金額が高い。救済対象にいくつか入れてもらいたい。

・自治体や国が責任を持って補償や生活支援を積極的に行って欲しい。又身近で

ば良いのではないかと思う。
・我が家は発症が接種直後でそれを証明してくれる医師にも恵まれ、補償

治療が受けられる医療機関を設置して欲しい。普通の勤務で働くこと（5日間会社

へ出勤し、８時間仕事をすること）は難しく、障害者就職セミナーなどに参加し

情報収集する形をとっているが、親としては娘が一人でも生活していけることが

願いなので元気になるための治療、そして被害を受けたことによる賠償補償を

早急に対応してもらいたい。個人的に一番困っているのが自治体保険の件。以前

認定されている方々と同じ書類（認定されている）を提出するように保険会社

の言う通りにしても、因果関係が分からないと最近になって言われた。審査書類

提出後の5か月後になる。事故報告の調査から3年近くになる。こんなに時間

のかかる保険ってあるのだろうか？
・治療法の確立、恒久的な支援と救済を切望し、治療法の前進、医療機関が全国

何処でも近くで受けられることを望む。国の責任にて支援を行うのは当然であるが、

国・自治体の「責任？」とすると責任範疇を線引きして狭小化するので「副反応

後遺症」を一つの疾病として認めることと疾病として特定疾患や介護保険の様な

・良くなったり悪くなったりの繰り返し。こういう人が未だいるということを

確り世間に国や自治体が公表して欲しい。

欲しい。市長会の保険を理解して請求をスムーズに行って欲しい。
・将来的に受診可能な病院を設置して欲しい。

・国には被害者の為に早急に治療方法を見つけて欲しいし、因果関係が
否定できない症状を持つ人々の医療救済をお願いしたい。また、自治体
に対しては、このワクチンを安易に勧めないようにしっかりと勉強して
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・ワクチン接種してもうすぐ10年経つが娘はまだ沢山の症状に苦しんで
いる。体調が改善するような根本的治療方法を研究して欲しい。研究に
力を入れる事のできる様にもっと多くの予算をつけて欲しい。

・脳神経科、精神科が協力して治療できる体制の強化、研究費の確保。

・HPVワクチン副反応であると診断が受けられるまでに約5年がかかった。

HPVワクチンの被害を国は受け止め、予防接種副反応に対する診断治療
救済が早くできる様にして欲しい。シルガード9が承認されたことはショック。

できる様にして欲しい。今後娘が就労する際、特性を理解してもらうためにも

受給できないため。診断名によって障害者手帳、障害年金を受給できる
・障害者年金の認定基準の改定。現時点では、神経症は障害年金を

いるために認定されないことが多いのではないか？
・移動支援の範囲拡大。障害者手帳を取得しても、移動支援では学校や
職場までの移動は対象外の為自力で行わなければならない。（娘の場合
学校迄ヘルパー費用；往復1万円程度）
・全国へ障害者雇用企業の拡大。私たちが住んでいる地方には障害者の
一般企業への就職が定着していません。
・全国へジョブコーチ（職業適応支援者）の人材育成、そのための賃金
改定。障害者雇用をする企業への企業在籍型ジョブコーチの設置を義務化

訪問型、配置型ジョブコーチは兼任ではなく、専任にし長期的な支援が

・PMDA様のお陰で医療費は私が申請し助けて頂いているが、大半の苦痛を
支えるのは薬ではない。苦しみをごまかす物理的なものや励ましの声かけ。

兄弟も友もいない娘には親だけが頼り。国や自治体にはそのようなことも
配慮して頂き、ぜひとも今なお苦しむ被害者に、又、苦しんできた被害者

にも生活を支える給付金をお願いしたい。
・PMDA不服申し立て中、障害年金申請中で補償を受けられず経済的に困難。

チーム医療に取り組む協力医療機関を拡大して欲しい。

・早急なHPVワクチン被害認定と補償。
・医薬品副作用の審査をする認定医、専門性の開示。
・子宮頸がん予防対策としてワクチンではなく子宮頸がん検診の重要性
推奨。検診に行きやすいよう女性産婦人科医が増加する対策を強化し、
女性のがん専門看護師が子宮頸がん検診をできる様に育成。看護師の
待遇をあげる賃金の改善。
・全国へ協力医療機関の設置。副作用被害者の訴えを全て聴く。検査
結果の数値だけに囚われない理学的診察を丁寧に行う医師が在籍し、

可能性が一変している。HPVワクチン被害者も神経症の症状に類似して

お陰で病状と戦いながらも2年間通学ができた。
・自治体職員へHPVワクチン副作用についての正しい知識教育。飯能

専門的な援助ができるジョブコーチから多方面（家族、支援企業の担当
現場の職長、働く同僚など）に橋渡ししてもらうことが必要。
・主治医との連携のもと就労支援ができる体制。娘は日々変化します。
医師と就労する企業の担当が連携し、症状や治療状況、支援に対する
注意点、就労した際の問題点を相互理解してもらうことで自立できる。
・教員へHPVワクチンについての正しい知識教育。接種後の重篤な副作用
被害者は症状を理解してもらい、医師と連携した援助、環境の整備が
重要。娘は高校時代担任と医師が連携し、サポートを受け教室のそばに
保健室を設置してもらった。生徒達からも援助され、テストは別教室で受験
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なって来るのかと思うと本当に大丈夫なのか不安。時間の経過でかなり
落ち着いてきたが、たまにみられる月経不整、頭痛、こける動作を見ると
どこまでが？と思う自分がいる。時間が経過しても出現する症状があるのだ

ろうかと言う不安もある。接種した時期は周りは何を言っているのだろう？

と言う感じの時だった。気になる症状が思春期にはある事。そんなものと
相手にもされない感じもあった。メディアで取り上げられる以前から症状が

あったのも事実。一年ほど前にたまたま病名（疾病）について聞かれた薬剤

師と話すことがあり、症状について話をするとその方の娘さんも頭痛が激しく

・娘は一日をウトウトしているため家で過ごすことが多い。外出は車椅子

その他
・（親として）自分たちの体調不安が尽きない。主人は心筋梗塞で手術、ステントが

・接種以前の娘はいつも穏やかで喧嘩もなかったが、イライラと感情をコントロール

出来ず、見ていて悲しく辛い。一緒に泣き怒り喧嘩をしても、大変な中小さな幸せを見

つけられると心が温かくなる。そうやってストレスを発散させないとと思い頑張る日々。

・ワクチン接種から9年経過。未だに症状は消失していない。現在自宅
療養中で将来の目処が立たない。

・親が亡くなってからの生活の保障や就労についての不安がある。

・連絡会入会が非常に遅かったため、知らない情報も多いと思っている。

入っているが仕事を継続しないと生活ができない。私にも持病があるが、娘を支える

ため娘とともに頑張って必ず娘の健康を取り戻したいと思う。
・今現在は親の介護をしていないが数年前義父の介護をしていた。娘の闘病と
重なり大変だった。自分たちも親も高齢になり不安。子供は娘一人で兄弟がいない

ので娘が治るまでは何としても元気でいなければならないと思う。私の両親

にも心配をかけている。元気になった娘の姿を必ず見せたいと思う。

だが道路の状態と交通機関に問題があり一人での外出ができない。一人で

今後親の健康状態などにより、娘のサポート、経済面への不安しかない。

・全く就労ができない状態。障害年金だけで生活するには無理があり
先行きが心配。
・体調にムラがありアルバイトや就職ができない。光過敏の為車の免許が
取れない。生命保険、医療保険に加入できない。体調が悪く、外出や行動を

生活できるのか将来が不安。
・大学までは支援室などを通して支援していただいているが、社会に出て

からどれくらい理解してもらえるかが心配。
・娘が倒れてから実家に帰っていない。元気になった娘を連れて帰りたい。

ワクチン被害に遭っていなかったら、今頃は大学3年生。いつも娘に申し訳

制限される。将来に不安がある。

ないことをしたと自分を責める事しかできず苦しい。
・コロナ騒動の中ニュースでワクチンの話が聞かれており本格的再開と

市役所職員は、予防接種を促すだけで副作用に関しては、手続き方法、
協力医療機関について無知。
・高次脳機能障害、若年障害について熟知した職員、福祉相談員の設置。

職員が高次脳機能障害の知識不足の為、福祉サービス内容を理解
していない。
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まだまだ本人は疲労感や痛みは残っているので家に居る事しかできない。

障害年金も不支給決定だった。これからの生活のことが心配。自治体

親戚が経営しているところでお世話になり、働かせてもらっているが就労時間

も短く融通を利かせてもらっている。体調の優れない日は休みや遅刻も多い。

・21歳の娘だがやっと就労することができた。身体のこととなると結局

・正社員として働ける体力がなく収入が少なく将来的に不安。
・生命保険に加入できるのかわからずにいる。

何も変わらない現実と成人を過ぎても将来像を全く描けない事が二重に苦しい。

・娘の面倒をこれまではみることができたが、日々自分自身が歳を取って無理

がきかないことを感じる。一日もはやく娘の人間らしく自分らしく生きる姿をみたい。

・先月横田先生に「大丈夫、良くなりますよ。」と言われて嬉しかったが
・コロナワクチンや今後のワクチン接種強要への不安を感じる。

社員として落とされてしまう状況が2年続いた。なかなか体調が良いわけで

はないので落とされるのもわかる。
・今年の春から社会人となり、6月からは完全フルタイムで就労している。

帰宅後は倒れこむように寝てしまうこともあるが、ほとんど休むことなく
続けられている。全く元通りと言うことではないが、苦手な秋を乗り切れば

PMDAの障害年金も返上できると思う。

・現在大学4年。学んでいることを生かした仕事に就きたいと思っていても難しい状況

・主治医はとてもいい先生ですが、ワクチンの話はできない。今の関係が崩

れてしまうのが怖い。
・困っていることよりも不安でいっぱい。身体は治るのか？働けるのか？

・睡眠障害の為大学も行けたり行けなかったり。今後就職するにしろ
夜しか起きていない状態で仕事ができるのか不安。
・体がダルくて動かない。
・接種して10年経つが症状はあまり変わらない。
・高校3年時より通信制に転入し卒業はしたが希望の進学は困難だった。

気になっていて、「そうなんですよ。そうなんですよね。」と話していた姿が残っている。

何かおかしいと感じていてもどうしてよいのかわからずにいる方や、専門なのに

声を上げられない方も多いのではないか？症状があったあの時に詳しい検査

などをしておけばと言う思いもある。時間の経過で忘れられていく不安もある。

・（勧奨）接種再開で副反応が出ないことを祈る。
・来春就職予定。長時間（8時間程度）の就業は体力的にも不安。そのため

正社員として就職できるのか？自立することができるのか心配。なにより

・闘病生活に入って7年間、症状が良くなったら社会復帰できると頑張ってきたが

この症状がいつまで続くのか？治療方法はないのか考えると不安でたまらない。

からも見舞金は出なかった。

がカルテ開示拒否。（個人情報保護法に基づく本人からの請求を含め平成
27年6月~14回。保健所からの請求を促しても応じない。開示拒否理由は、
廃棄した、子宮頸がんワクチン副作用は認めない、私はうつ病だからなど
最終的には、廃棄した平成26年度カルテに紛れ込んでいる可能性があると
紛失届郵送された。）長崎保健所へ、医師法24条違法の為立ち入り調査事

・8月いっぱいで横田先生がフジ虎ノ門病院を退職される。今後が心配。
・主人も退職が近付き娘の心身の支えをいつまでやってあげられるか心配。

・集団訴訟に原告として加わりたい。
・カルテ開示拒否する医師の対応を知りたい。小児科医師（平成27年6月閉院）
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実確認を依頼したが拒否された。
・娘と交流する同世代の知人が欲しい。
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