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１、機構法と予防接種法による救済制度の違い 

同じ HPV ワクチン接種でありながら接種時期の違いにより年金における救済額の違い 

 予防接種法 

（A 類定期接種） 

機構法 

（任意接種） 

障害児養育年金 1 級（年額）1,524,000 円 

2 級 （年額）1,220,400 円 

 

1 級（年額）847,200 円 

2 級 （年額）678,000 円 

障害年金 1 級 （年額）4,897,200 円 

2 級 （年額） 3,915,600 円 

3 級 （年額） 2,937,600 円 

1 級 （年額）2,720,400 円 

2 級 （年額） 2 ,175 ,600 円 

介護加算 1 級 （年額）836,200 円 

2 級 （年額）5557,400 円 

 

      なし 

＊障害認定基準も要介護４，５の様な状態でなければ認定されない。 

２、恒久的サービスの必要性 

１） 症状が良くなったり、悪くなったりしながら日内変動も激しく長期間にわたり変化継続して

いる。 

２） 症状発症者の多くは子供であり、生涯にわたる不安が大きい。 

３） 健康被害救済制度における医療費・医療手当申請にかかる労力、時間、経費が多大であると

共に医師の理解不足があり、困難を極めている。 

４） 医療費・医療手当申請が任意接種と、定期接種では申請手続きに違いがあり医師、患者、行

政窓口などにも混乱を招いている。 

５） スモン手帳、血友病薬害被害者手帳 

スモン手帳 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp130604-01.h

tml 

血友病薬害被害者手帳 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp160302-01.h

tml 

６） 指定難病 

医療費助成の対象とする疾患で、①発病の機序が明らかでなく、②治療方法が確立していな

い、③希少な疾患であって、④長期の療養を必要とするもの、⑤患者数が奔放において一定

の人数（人口の約 0.1％程度）に達しないこと、⑥客観的な診断基準（またはそれに準ずる

ものとし、重症度分類で一定程度異以上）が成立していること。選定は厚生労働省指定難病

検討委員会で討議。厚生科学審議会疾病対策部会で承認。 

都道府県、市で独自の指定もあり。（例） 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.files/t

otan2801.pdf 

http://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/tokuteiiryouhi1.html 

https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/nanbyo/documents/handbook2605.pdf 

http://web.pref.hyogo.jp/hw12/hw12_000000091.html 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp160302-01.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp160302-01.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.files/totan2801.pdf
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/nanbyo/nk_shien/n_josei/seidoannai.files/totan2801.pdf
http://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/tokuteiiryouhi1.html
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-420a/nanbyo/documents/handbook2605.pdf
http://web.pref.hyogo.jp/hw12/hw12_000000091.html
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https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html 

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000008607.html 

３、産婦人科学会と製薬企業のマーケティング、海外の状況について 

１） 産婦人科学会と製薬企業は現在認可されているサーバリックスとガーダシルのHPVワクチ

ンにかかわる問題点（因果関係、原因究明、治療方法など）の解決が出来ていないにもかか

わらず、ガーダシル推進のための講演や説明会などマーケティングに動いている。 

 

第 68 回日本産婦人科学会学術講演会 

 http://jsog.umin.ac.jp/68/index68.html   

平成 28 年 4 月 23 日ランチョンセミナー１５  

共催：MSD 株式会社 

『日本の女性の健康と HPV ワクチン、今どう考るべきか』 

  ワクチン接種行動の規定要因を考える  

演者：大阪大学 上田豊（子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の評価に関する疫学研究研

究分担研究者）*当日講演は東大、川名医師が代役を務めている 

日本産婦人科学会 HPV ワクチン接種勧奨再開を求める声明 

http://www.jsog.or.jp/statement/statement_150829.html 

    

平成 29 年 4 月 15 日ランチョンセミナー22 共催:MSD 株式会社 

   『HPV ワクチン再普及～それですべてが解決されるのか～』 

   演者：大阪大学 上田豊  

   

 言わせて！yomiDr.  https://yomidr.yomiuri.co.jp/column/iwasete/ 

【子宮頸がんワクチン特集】HPV ワクチンをめぐる最近の動向 

第 1 弾 HPV ワクチンをめぐる最近の動向 

妊産婦や子宮頸がん患者を診る立場から  

新潟大学大学院医歯学総合研究科産婦人科学教授  榎本隆之 

第 2 弾 ワクチンで防げる悲劇を見過ごしていいの？ 

子どもにワクチンを打つ小児科医の立場から  

長崎大学小児科学教室主任教授（感染症学）  森内浩幸 

第 3 弾 HPV ワクチンを打った後、長引く心身の不調を訴える患者さんの診療  

HPV ワクチン接種後の不調を治療する立場から  

愛知医科大学学際的痛みセンター長（教授）  牛田享
たか

宏
ひろ

   

慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究 

慢性の痛みと HPV ワクチン接種後の痛みについて（平成 28 年 3 月 16 日発表） 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000116635.pdf 

読売新聞「治療を受けた 160 人のうち、4 分の 3 の約 120 人で改善が見られた。」と言う記載記事に関し、患者

による厚生労働省や愛知医大への問い合わせ結果 

Ⅰ 29 年度予算が出ているにも関わらず、受診には予約を取らなければならずしかも一年先でなければ受診が

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0705/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html
http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000008607.html
http://www.jsog.or.jp/statement/statement_150829.html
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できないと言われる。 

Ⅱ 治療内容や、改善内容など詳しい情報は厚生労働省は把握していない。 

Ⅲ 研究費は痛み研究の中に組み込まれ、HPV ワクチン接種後の治療研究としてではなく慢性疼痛の痛み研究

のための費用として使われている。新聞発表記事による 160 名中 120 名改善についても HPV ワクチン接種後患

者だけでなく慢性疼痛患者も含まれている可能性が高い。→改善者数の捏造？ 

Ⅳ HPV ワクチン接種後症状に関する論文の所在不明→29 年 4 月厚生労働省に確認中 

参考資料 

http://ameblo.jp/3fujiko/entry-12264097510.html  （アメブロ みかりんのささやき） 

 読売新聞医療ルネッサンス 子宮頸がんワクチン〈３〉様々な治療法模索続く 

http://premium.yomiuri.co.jp/pc/#!/news_20170327-118-OYTPT50409/list_IRYORENAISSANCE%2509%25

E5%25AD%2590%25E5%25AE%25AE%25E9%25A0%25B8%25E3%2581%258C%25E3%2582%2593%25E3

%2583%25AF%25E3%2582%25AF%25E3%2583%2581%25E3%2583%25B3_0 

２）海外においても被害報告はされており、日本と同じように患者会が出来ている。 

＊R.E.G.R.E.T Support Group 

アイルランド http://www.regret.ie/ 

 

＊Gardasil Awareness New Zealand (GANZ) 

ニュージーランド http://www.ga-nz.com/ 

 

＊Nuestra AsociaciónAAVP 

スペイン http://asociacion.aavp.es/ 

 

＊Canadian Gardasil Awareness Network | A wordpress site for information on Gardasil 

カナダ https://cangardawareness.wordpress.com/ 

 

＊UK Association of HPV Vaccine Injured Daughters (AHVID) 

イギリス http://www.efvv.eu/images/pdfs/AHVID.pdf 

＊SaneVax, Inc. - Safe, Affordable, Necessary & Effective Vaccines and Vaccination Practices 

アメリカ http://sanevax.org/ 

４、 子供たちの成長による支援の変化と必要性 

2009 年から始まった HPV ワクチン接種であり早い方では症状発症から 4，5 年経過している。

小学 6 年生～高校 1 年生までが公費助成されていたこともあり、自費で接種している方もいるが

HPV ワクチンの接種者の多くは、中高生であった。 

昨年 11 月 2 日、厚生労働省と文部科学省が合同で HPV ワクチン接種後症状発症者に対しての

配慮や、自治体相談窓口設置の説明会を開催後、自治体や高校などでの対応は改善されつつある。 

しかし、現在子供たちは成長し進学、就職する時期となっているが、公的な支援も受けられない

ため、社会人として働くことも難しく、学生生活を送ることも難しい状態となっている人が多くい

る。 

社会とのつながりをもって自立した生活をすることは、多くの子供たちの望みであるが全く支援

の受けられない現状では実現が困難な状態である。 

http://sanevax.org/
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社会とつながりを持った生活を続けていくためには、新たな支援方法を模索する必要もあるので

はないだろうか？ 

５、 医療体制の不備とデーター共有の必要性 

事例１：意識喪失、呼吸困難など症状発症し診療にかかる協力医療機関（東海大学附属病院）

救急搬送され、点滴による処置を受けていた最中に医師より「横浜の先生に診てもらって！」

と言われ点滴を抜去される。 

事例２：協力医療機関（大阪大学）柴田政彦医師（子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の

評価に関する疫学研究分担研究者）より「痛みは気のせいだ。患者が安心するから薬は出す

が効果はない。病院は CT などの検査をするだけで何万円も儲かる。検査入院をして病理解

剖で組織を切り取り、その部分の痛みに耐え、感染症の心配をするか？副作用なんてない。」

など体調の悪く辛い中暴言を吐かれる。 

事例３：多くの協力医療機関に診察の問い合わせや受診申し込みをすると「国が勝手に決め

た事、来られても何もできないから来てもらっては困る。」と言われる。 

協力医療機関が全国に指定されてはいるが、実際に丁寧な検査や治療などが受けられ緊急

時に対応していただける病院は全国でも 4~5 か所しかない。指定協力医療機関がいくつあ

っても病態に理解のある医師がいないことと、厚生労働省が発表した「心身の反応」「機能

性身体症状」という言葉だけで判断され実際に起こっている症状を診ていただけないと多く

の HPV ワクチン接種後症状を発症している患者が感じている。 

６、 全国市長会加入の予防接種事故賠償補償保険使用実績ほぼ無しの現状      

平成 22 年度より全国市長会等で加入している予防接種事故賠償保障保険が現在に至るま

で横浜市、前橋市、杉並区においては使用実績がなく、補償された人がいない。（平成 28

年 4 月情報公開請求行い確認済）また、自治体担当者も保険の詳細についてわからず手続き

もできないことが、被害者連絡会会員からの自治体への働きかけで判明。（HPV ワクチンで

の保障：東村山市、広島市、宮崎市、名古屋市） 

子宮頸がんワクチン後に身体障害、名古屋市が初の補償：朝日新聞デジタル 2017/02/28 

www.asahi.com/articles/ASK2X4F1WK2XOIPE00C.html 

 

名古屋市は、子宮頸（けい）がんワクチンの接種後に体の障害を訴えた女性１人について、２１６０万円を支払

うことを決めた。２０１６年度補正予算案に補償費を計上し、開会中の２月市議会に提出した。 

 この女性は１０～１１年度、市の助成を受け任意の予防接種を３回受け、予防接種法に定める身体障害３級相

当の障害が残ったという。このほか数人が補償を求めているという。 

 市が加入する全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度を利用する。予防接種と健康被害との因果関係が認め

られた場合、国や製薬会社の過失の有無に関わらず金銭的な補償をする制度。名古屋市がこの制度を使って救済

するのは初めて。市によると、広島市、宮崎市に同様の支給例があるという。 

 

予防接種事故賠償保障保険が多くの自治体で活用できていない可能性があり、毎年税金が

投入されることも問題なのではないだろうか？ 

 

 

 

http://www.asahi.com/articles/ASK2X4F1WK2XOIPE00C.html
http://www.asahi.com/topics/word/名古屋市.html
http://www.asahi.com/topics/word/子宮頸がんワクチン.html
http://www.asahi.com/topics/word/補正予算.html
http://www.asahi.com/topics/word/予防接種法.html
http://www.asahi.com/topics/word/全国市長会.html
http://www.asahi.com/topics/word/名古屋市.html
http://www.asahi.com/topics/word/広島市.html
http://www.asahi.com/topics/word/宮崎市.html
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７、 各自治体アンケート 

自治体名 調査実施期間 回収率(%) 症状継続者数 

1鎌倉市 2013.10.3~11.22 58.7 11 人（1.3％） 

2大和市 2013.10.21~11.8 44.1 15 人（1.4%） 

3寒川町 2013.11.27~12.31 54.5 7 人（3.5%） 

4合志市 2013.11.10~11.30 55.0 6 人（3.6％） 

5玉名市 2013.6 月頃 66.4 確認中 

6茅ケ崎市 2013.12.6~1.28 45.2 23 件（1.3%） 

7碧南市 未接種者含む 

(H10.4.2~H13.4.1 生) 

 

2013.12.9~12.27 

 

89.9 

 

1 人（0.5%） 

8 碧南市 (H6.4.2~H10.4.1

生) 

2013.12.9~1.16 50.4 4 人（2.1%） 

9藤沢市 2014.4.10~5.16 49.9 18 人（1.2%） 

10美唄市 2014.5.7~6.17 54.5 3 件 

11国立市 2014.6.27~9.18 42.3 3 人（1.7%） 

12武蔵野市 2015.3.31~7.1 44.6 7 人（2.5%） 

13宮古島市 2015.5.15~6.12 24.8 10 人（10.2%） 

14東村山市 2015.6.19~7.10 45.3 16 人（4.0%） 

15静岡市 2015.7.1~8.31 14.5 94 人（21.2%） 

16ふじみ野市 2015.8.24~11.4 32.0 41 人（10.9%） 

17今帰仁村 2015 夏頃 31.6 1 人（詳細不明） 

18名古屋市 未接種者含む 2015.9.1~11 月初旬 43.4 ＨＰ 

19秦野市 2015.9.11~11.30 72.5 49 人（6.6％） 

20沖縄県浦添市 2015.10.13~1.20 37.6 15 人（5.2％） 

21焼津市 2015.10.16~12.14 44.4 9 人（2.6%） 

22会津若松市 2015.10.22~11.16 38.1 29 人（6.4%） 

23豊見城市 2015.11.13~12.15 27.0 4 人（4.0％） 

24犬山市 2016.2.8~3.31 43.6 15 人（5.4％） 

25身延町 2016.2.17~3.18 49.2 8 人（11.6 %） 

26 埼玉県吉川市 未接種者

含む 

2016.2.29~3.11 41.3 3 人（2.2％ 治療中） 

27長泉町 2016.2~3 月 33.8 不明 

28富士川町 2016.618~9.30 64.4 17 件 

29太田市 2016.10.3~12.28 53.8 33 人（4.0％） 

30古賀市 2016.11.30~1.12 30.3 9 人（7.7％） 

31南部町 2017.2.1~3.15 58.7 10人（18.9％） 

32二宮町 2017.2.8~3.16 65.9 ３人（2.4％）確認中 

33名護市 2015   

34南風原町 2015   
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８、自治体での独自救済 

1 神奈川県横浜市 医療費、医療手当（約 50 名 約 34,000,000 円）27.10.31 受診分までで終了 

2 茨城県牛久市 医療費、医療手当（＋登校に対する改修や物品の購入） 

3 東京都武蔵野市 医療費、医療手当 

4 神奈川県 医療費、医療手当（29 名 24,387,241 円）27.10.31 受診分までで終了 

5 愛知県碧南市 医療費、医療手当（PMDA への申請が必要条件） 

6 愛知県知多市 医療費、医療手当 

7 愛知県刈谷市 医療費、医療手当 

8 埼玉県ふじみ野市 医療費、医療手当 

9 福岡県大川市 医療費、医療手当 

10 静岡県焼津市 医療費、医療手当 

11 愛知県犬山市 医療費、医療手当 

12 北海道恵庭市 医療費、医療手当＋自費診療分半額、上限 5 万円（＋学校改修） 

13 北海道美唄市 医療費、医療手当＋自費診療分半額、上限 5 万円 

14 沖縄県宮古島市 医療費、医療手当＋保護者分も含めた交通費、宿泊費 

15 徳島県三好市 医療費、医療手当＋保護者分も含めた交通費、宿泊費 

16 山梨県身延町 医療費、医療手当 

17 茨城県城里町 医療手当（障害者手帳 2 級あり） 

18 北海道下川町 医療費、医療手当 

19 栃木県栃木市 医療費、医療手当 

20 群馬県伊勢崎市 医療費、医療手当 

21 奈良県三郷町 医療費、医療手当＋移動支援のタクシーヘルパー派遣 

22 北海道石狩市 医療費、医療手当（国から認定を受けるまで） 

23 福島県会津若松市 医療費、医療手当（国から認定を受けるまで） 

24 群馬県太田市 見舞金（金額未定 H29.1 月）国の救済措置勘案して決定 

25 東京都八王子市 医療費、医療手当、障害の程度に応じた介護手当（国からの認定受ける

まで、非認定とされた場合は給付終了） 

26 高知県いの町 医療費、医療手当＋保護者分も含めた交通費、宿泊費 

27 千葉県浦安市 医療費、医療手当（国からの認定受けるまで又は平成 29 年 3 月 31 日ま

で） 

28 兵庫県多可町 初診に遡って給付 医療費（自己負担分の月上限 83,400 円）、医療手当

て（通院費や入院費補てんとして月上限 36,300 円） 

29 兵庫県西脇市 医療費、医療手当 

30 山梨県中巨摩郡昭

和町 

医療費、医療手当、（PMDA への申請が必要条件） 

31 福岡県大川市 医療費、医療手当 

32 北海道室蘭市 医療費、医療手当＋自費診療分半額、上限 5 万円 
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33 北海道岩見沢市 医療費、医療手当＋自費診療分半額、上限 5 万円 

34 岐阜県各務原市 医療費、医療手当 

35 沖縄県今帰仁村 医療費、医療手当＋保護者分も含めた交通費、宿泊費 

36 山梨県 29 年度子宮頸がん予防ワクチン接種後健康被害救済事業費として 

1,273 万円計上(PMDA 申請後不支給となった方で県の助成で接種し、

国の助成を受けていない方) 

37 栃木県足利市 医療費、医療手当（平成 29 年 5 月 1 日より予定） 

  

 

横浜市、神奈川県は平成 27 年 10 月 31 日受診分までの申請受付、12 月 31 日で救済支援終了。（神

奈川県は平成 27 年 8 月制度開始以降、40 人が相談 34 人に申請案内、6 月から独自の支援事業を

行ってきた横浜市では平成 27 年 9 月末までで、41 名 2400 万円の支給決定。） 

http://www.kanaloco.jp/sp/article/130185  カナコロ記事 

上記自治体の中には PMDA、国からの認定後は支援金を自治体に返金することとなっていると

ころもある。 

（神奈川県予防接種研究会では、県で支援受けられても、PMDA や国からは認定受けられず医

療費・医療手当の支給されなかった方もいるという話も出ていた。） 

９、基礎自治体神奈川県から国への働きかけ 

 国の緊急事業で、基礎自治体が公費負担して行った事業で、多くの被害者が出ている。これは、

製薬会社などの報告からも、まだまだ、増加する可能性を秘めている。現実に、被害者連絡会への

問い合わせは、３０００件以上、登録会員５７０名を超えている。最近では病院や治療法等が機能

していないため、自治体が会への問い合わせを紹介する事態にまでなっている。これに伴い、基礎

自治体から、国への要望を提出する動きが出ている。具体的で実用性のある要望につなげるために、

被害者会との協力をしている。その結果、平成 28 年 6 月 17 日に横浜市の「子宮頸がん予防ワク

チン接種後に生じた症状に対する支援策の充実」についての提案・要望を提出に伴い、神奈川県二

宮町、厚木市、伊勢原市、相模原市の各 6 月議会において「HPV ワクチン接種後症状発症者に対

する救済支援の陳情と HPV ワクチン接種後症状に関する問題解決のための陳情」を被害者連絡会

神奈川県支部として行い、提出先自治体すべてにおいて採択されそれぞれの自治体から国に対して

「HPV ワクチン接種後症状に関する問題解決」の意見書が提出された。又、平成 28 年 9 月 30 日

には大磯町に対しての「HPV ワクチン接種後症状に関する問題解決のための陳情」大磯町から国

に対しての「HPV ワクチン接種後の症状発症者に対する救済支援の陳情」が趣旨採択された。 

 

 

10、横浜市からの厚生労働省への要望書 

平成 28 年 6 月 17 日に横浜市より「子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状に対する支援策

の充実」についての提案・要望を提出。 

 

 

【提案内容】 

１ 子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状に対する健康被害救済の支給決定の迅速化 

http://www.kanaloco.jp/sp/article/130185
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２ 医療機関における理解の促進 

【提案の背景・必要性】 

本市では、子宮頸がん予防ワクチン接種後に症状が生じた方について、独自に医療費及び医療手

当を給付するなどの支援策を講じ、また、１００名以上の方から寄せられた相談にもきめ細かく対

応し、接種後の症状で苦しむ方が直面する様々な課題を把握してきました。 

現在、国及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「PMDA」）による救済が行われてい

ますが、これまで、本市が把握した課題の解決や国による支援体制の更なる充実が必要です。 

地方自治体では衛生部門と教育部門に相談窓口を設置し、患者の学習支援や教育現場との連携、

患者の生活にかかわる問題が生じることから、症状で苦しむ方の現状を把握するとともに、将来の

課題も見据えた具体的な支援策に関する議論を国において、継続することが必要です。 

【提案内容の説明】 

１、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状に対する健康被害救済の支給決定の迅速化 

子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害救済においては、審査そのものが中断していたことや、

症状が多岐に渡り様々な医療機関で受診しているため、申請書の準備や審査機関による確認等が長

期化して、支給決定までに時間を要するという声が寄せられています。 

 そこで、①当面の間、子宮頸がん予防ワクチンによる健康被害救済を優先して対応すること、②

症状が多岐に渡る病態であることを踏まえて申請書類を簡素化すること、③PMDA や国における

処理期間を短縮すること、などにより、ワクチン接種後に生じた症状に対する健康被害救済の支給

決定を迅速に行うことについて、国に対し要望いたします。 

２、 医療機関における理解の促進 

子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状の治療においては、協力医療機関における診療体制の充実

や、一般の医療機関における患者の方への理解が必要です。また「子宮頸がん予防ワクチン接種と

の関連を疑って症状を訴える患者がいることを念頭に置いて診療する。」という基本的な姿勢も求

められます。 

そこで、日本医師会及びの本医学会から発刊されている「HPV ワクチン接種後に生じた症状に

対する診療の手引き」を改めて周知・徹底し、受診しやすい環境が整えられることを要望します。 

 

11、ワクチン接種時における禁忌事項（アレルギー）について 

ワクチンは「公衆衛生」であるとし、健康な人々に接種されている。しかし、ワクチンを接種す

ることにより健康であった方が副反応で必ず苦しむ被害が出る。必ず出る健康被害をいかに少なく

最小限にするかが大きな問題である。健康被害を出さないようにするためにワクチン接種には禁忌

事項があり、HPV ワクチンの禁忌事項はガーダシル「酵母アレルギー」とサーバリックス「ラッ

テクスアレルギー」であった。予防接種部会ワクチン評価に関する小委員会ヒトパピローマウイル

ス（HPV）ワクチン作業チームの『ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチン作業チーム報告書』

P9.11 行目「過敏症に十分注意を払うことはワクチン接種共通の課題であり、接種前には十分な問

診を行い、過去にワクチン接種で過敏症状を呈した既往のある場合は接種すべきではない。２価ワ

クチンではシリンジに天然ゴム（ラテックス）を使用しているため、ラッテクス過敏症がある場合

には厳重な注意が必要である。また４価ワクチンは酵母を使用して作製された薬剤であり、酵母過

敏症がある場合には厳重な注意がひつようである。」と記載されているが、ガーダシルの酵母アレ

ルギーについての禁忌事項は米国添付文書に記載はされているものの日本で発売されたガーダシ
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ル添付文書やサーバリックス添付文書にはラッテクスアレルギーについての禁忌事項記載がされ

ていなかった。 

接種医や接種自治体での「酵母やラッテクス」などに対するアレルギーの認識や注意喚起は全く

行われていなかった。花粉症等アレルギーや接種後の発熱などがあったとしても 2 回目、3 回目と

接種されている方がほとんどである。 

※サーバリックスは現在非ラッテクスシリンジになっている。 

厚生労働省発表資料「アレルギー疾患の現状等」 

www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku.../0000111693.pdf 

 

アレルギー対策で基本指針案提示 厚労省、協議会に  

www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H8Q_V10C16A9CR8000/  2016/9/15 20:50 

 厚生労働省は 15日、昨年 12月に施行したアレルギー疾患対策基本法に基づく「基本指針案」を有識者協議会に提示した。

アトピー性皮膚炎や花粉症などに苦しむ人を減らすため、専門的な治療が受けられる医療機関の整備に取り組むことなどを

示した。10月に指針をとりまとめ、12月から運用を開始する方針だ。 

 指針案では「国民の約２人に１人が何らかのアレルギー疾患に罹患（りかん）している」と対策の必要性を指摘。全国どこに

住んでいても専門的な治療が受けられるように拠点となる医療機関の整備を検討していくことを盛り込んだ。 

 また、指針案には、患者が科学的知見に基づかない治療を受けて、「症状が重症化する例が指摘されている」と記載した。厚

労省は関係学会などと連携し、正しい情報を提供する新たなウェブサイトを設けることを計画している。 

【PDF】B型肝炎ワクチンに関する Q&A 

www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000137554.pdf 

 

 

12、祖父江班 HPV ワクチン疫学研究 

第 23 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資料４ 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagak

uka/0000147016.pdf 

 

第 26 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資料４ 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagak

uka/0000161352.pdf 

 

Ⅰ 生データーを回収し終えてから解析方法を決定している。 

Ⅱ 2 次調査の調査票において後から都合の良い指標を調べている 

Ⅲ 多様な症状の判定基準がはっきりしていない（珍しくない疾患も含め日接種群の有症率をかさ

増し？）→接種群と非接種群では、症状の特性が全く違う。（平成 29 年４月 10 日厚生労働省検討部会に

て祖父江氏が症状の特性についての違いは判らないと認めた発言あり） 

Ⅳ 何のための疫学調査か？「子宮頸がんワクチンの有効性と安全性の評価に関する疫学研究」 

でありながら導き出した結論は『HPV ワクチン接種のない者においても、HPV ワクチン接種後に

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku.../0000111693.pdf
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG15H8Q_V10C16A9CR8000/
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000137554.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000147016.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000147016.pdf
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報告されている症状と同様の「多様な症状」を有する者が、一定数存在した。』（平成 29 年 4 月 10 日

厚生労働省検討部会にて「これ以上の結論は出すことができない。疫学調査の限界である」と祖父江氏発言あり） 

→実際に症状で苦しんでいる多くの患者にとって意味のない疫学調査と言える。 

Ⅴ 追加分析指示項目２症状の層分析結果では、接種者において明らかに優位な症状（疼痛及び感覚

の障害、運動障害、自律神経症状、認知機能の低下等）がある。 

 

薬害オンブズパースン隈本邦彦氏 HPV ワクチンをめぐる疫学調査の問題点 

http://www.yakugai.gr.jp/bulletin/rep.php?id=427 

 

 

 

 

 

 

≪全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会神奈川県支部は、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた

症状に関する健康被害についての問題点や解決に向けた働きかけを継続し議論していきます。≫ 


