
①「子宮頸がんワクチン接種なし」と答えた方のご意見等

1 花粉症で１年中鼻汁あり。（●をのむ）（特にイネ科）

2
腹痛が多い。月に2日ぐらい来て日数も8日ぐらい。量も多い日が続く。終わったと思ったら又来て病
院へ行き検査したら大丈夫でした。

3 鼻血が1回出ると、止まらない（でも20分～1ｈぐらい）

4

現在中3です。中2の終わり頃から発熱が始まり、半年間程続き、中3、2学期頃からなくなりました。受
診しましたが血液検査は異常なしで、「ホルモンなどの影響でしょう。そのうちなくなります。」とDr。そ
の通り、半年でおちつきました。発熱のみで、他症状はありませんでした。下熱内服剤●で解熱した
ので内服のみで対処。発熱しても、元気にしてました。

5 ⑨朝の光（あさひ）がまぶしい⑭眠ると長時間ねている⑮冷え性？
6 先天性の障害があります。（二分脊椎症）。
7 肺が苦しい。
8 生理痛がひどい
9 月経がきていない。

10 25)カンジタ皮膚炎になりやすく、小5～小6で通院していました。免疫力が低いといわれています。

11 時々、何もないのに流れ星みたいなものが見える

12
平成24年2月に「特発性視神経炎」を発病し毎年春ごろ入院しています。現在左目視力が0.01であ
り、視野の欠けもあります。原因は不明です

13
①～24)予防接種（子宮頸がん）を受けていたら、このような症状が出るのですね・・・・物覚えが悪い、
計算が出来ない、普通に歩けない･･･日常生活が出来なくなる接種を推奨するのは、恐ろしく感じま
す。安心出来るまで、接種はしません。

14
3才～自閉症診断を受けており、知的重度もあるため、日常会話、オウム返し、本人の意思表示等分
かりませんので、母の見て分かる部分のみチェックさせてもらいました。分からない所は未記入です。
統計の参考になるのかな？ですがとりあえず返信しました。

15
ADHD等の生活の困難を抱えてきたことによるものも多い。ADHDと予防接種は関連性が考えられる
のか?今回は子宮頸ガンだがアスペルガーやADHD、発達障害などどんどん診断者が増えている。
予防接種により異常を与えるのか？とも思えた。

16
25)以外に3才の時、外斜視で両眼を手術しています。斜視自体は0才9ヶ月ごろから受診してました。
小学3年生（H22頃)経過観察して、今は強度近視以外の症状はありません。

17 自分の体がたる脇やお腹にすね肉が弾けるように内側の跡、自分が好きじゃない
18 てんかんがあるので、発作と思われる症状あり（1年に1度又は、2年に一度軽い発作）
19 愛護1度のAの障害のため、本人の感じる症状は、不明。
20 知的障害児のため、しゃべれないため、ほとんどの回答が出来ません。
21 低体温。〈特に、朝起きてすぐ。〉
22 月経痛が強くなった。H25年頃～

23
近たまにしっかりつかんだと思ったものを手から落とすことがある。ケータイとかシャープペンとか。

でも、もう1度にぎり直すと、何もなかったようにその動作を続けられる。
24 冬になると、異常に手が冷たくなり、まっ赤になる。
25 手足が少し寒いととても冷たくなる。

26
生理痛がとてもひどかった。今、毎回生理期になったら、小腹とこしが痛くて、体がだるくて、ときどき
頭も痛い。記憶力が低くなって、反応も遅くなった。あしが張る。

27
会話中、簡単な言葉が出てこないことが、時々ある。小学6年生頃から、手洗いが長くなり、今は、強
迫性障害で受診中（漢方を服用）。小学3年生の時アレルギー性紫斑病をやった。現在はない

28 25　歩いているといきなり腰に激痛が走り力が入らなくなり歩けなくなる。5分程したらなおる。

29
「あり」にチェックのあるものは、鉄欠乏性貧血との診断があるため、こちらのアンケートに対しては、
「なし」に該当するかもしれません。

30 交通事故にあってから病院には通院している。高次脳機能障害。

31
③～⑥や⑩～⑫は常に感じているようですが、特定疾患を患っているので、その為ではないかと思い
ます。

32
成長する過程でしたので（食生活が偏食の為、このような症状がでやすいのかもと思っています）
色々な症状が体に出ましたが、皮膚の耳の後ろ、皮膚の色とか黒ずんだり、（めまい、耳鳴りの為、緩
和する為、点滴を受けたり、視力の低下で、眼鏡を作ったりしました）12才～14才頃まで続きました。

33 階段をかけ上がって行くときに、たまに、急に筋肉がはって、重くなって足が上がらなくなる。

34
⑮肌あれがひどい！かわいそうです！ぜったい薬のせいだと思う！多少かんそうはあったけど、今現
在もかわいそうなくらいひどくなっています。ぜったい予防接種がかんけいしていると思う。他の兄姉
はそんな皮フ炎はない！体全体にアトピーぽくなっている！

質問２　身体の症状に関する質問　その他の症状について



35
あるいている時に右半身に電気が走ったかのようにビリビリッとなることが多々ある。平成26年12月頃
から

36 群発頭痛H27.7/19～より不定期に。緊急外来、眼科、脳神経科受診済

37
子宮頸がんワクチンは不妊の原因となるから受けない方がいいと助言され、接種を止めました。今と
なっては本当によかったと思っています。

38 25起立性調節障害で加療（中1・H25頃～）。26不登校（過敏性大腸炎）H26～受診中
39 小さい頂に打ったワクチンでアトピーになった様な気がします。
40 腹痛(月経痛）、貧血を起こす事が有ります。腰痛(月経痛）
41 吐き気がかなりヒドかったです。神経的な原因から…と思いますが。

42 26常に頭が痛い。時々痛みが強くなる。

43 足がよく疲れる。やる気がでない。
44 いつ頃から症状が始まったのはすべて不明です。出る時と出ないときもありますので。
45 21、22小学校6年生以前から障害者の為。（各種の予防接種の影響ではありません。）
46 てんかん持病、現在も継続治療中
47 立つとき、目が見えなくなるときがある。口から飲む水をよくこぼすになった。

48
年数を記入した物の中には小学校6年生よりも前に症状が出た物を、そのまま書いてしまっていま
す。平成19年よりも前は、19年からのカウントでお願いします。申しわけありません。

49

㉕痛みどめの薬を飲まないと仕事ができなくなる程痛い。㉖頭痛、眠気、下腹部の痛み、微熱、全身
のだるさ、ひどい肩こり、集中力の低下（月によって症状は様々でないときはあるが年1回くらいで、毎
回の生理前は何かしらの症状あり）娘は細かい年月は書いてないんですが、子宮けいガンの予防接
種は受けてないのでその副作用ではないと思います。ただの体調不良だと思います。

50 高校受検後から半年くらい止まってます。部活とかかわったからだと思っていたのですが…

51 こしのあたりがキンキンといたむ時がある。朝おしっこをした時必ずぼうこうがいたむ。（1回目だけ）

52
H25.4ごろからやや摂食障害の様になり、小食になり、かなり体重が落ちました。H25.8に通院し、9月
ごろには回復しました。

53 25カエルの声みたいな低くて変な音が突然なることがよくある。
54 ひんけつぎみ。
55 ㉕手指専門医にてMRI検査・・・・炎症の所見あり、切除し培養検査済、経過観察
56 ㉕水や汗に反応して、じん麻疹がでる。
57 はきけ、頭痛、食欲がない、血圧が低くなる。

58

小学6年生に初潮あり、今現在中学3年生（●）です。毎月生理ありますが、極端に多かったリ、少な
かったりです。今年、月末～月初めにかけて5～6日間ありますが、6月は生理なく体温38.0°～
39.0°と発熱、嘔吐と腹痛があり、体力点滴受けました、7月、8月は生理あり、同様の症状にて欠席、
及び早退←嘔吐と腹痛しています。婦人科クリニック受診しましたが、エコー検査はできませんせし
た。（本人が嫌がった為）

59 接種後は必ず下痢。
60 とにかく刺された場所がひどく痛み腕を上げるのが困難だった。今はとくになにも感じない。

61
急にめまいして倒れることがあります。でも多分それはてんかんだからだと思います。生理不順なのは
きっと精神的なものなのかなと思います。

62 たまにですけど胃が痛くなります。子をうんでからまだ生理がきてないです。
63 立ちくらみから気をうしなうことが時々ある。
64 ①⑭受験ストレスによるものなので理由が明確です。普段はありません。
65 知的障害のため⑱⑲は答えられません。

66
症状/なし・あり、始まり、病院受診、現在も症状が、27、のぼせ、あり、25年、いいえ、ときどきある。
28、震え、あり、24年、いいえ、ときどきある。29、吐け、あり、26年、いいえ、ときどきある。30、うつ病、
あり、20年、はい、いつもある

67
25と26についてではないですが年数や月を正確に覚えていないので、覚えている所しか書けません
でした。わたしは小6の時に予防接種を行いましたが、小6から今までの間に病院に行って原因不明
と言われた事がとても沢山ありました。（←25など）

68

H25.4月頃、産婦人科に受診。中学3年（高校受験）のため10月頃、受診。主治医に相談をして、生
理のくる日を調節する薬を処方してもらい受験しました。その後も高校に入っても1年間生理痛がや
わらぐので処方してもらいました。もともとアレルギーもあり花粉症も年中あり、アトピー性皮膚炎でも
悩んでいます。生理病は、もう、予定日一週間ぐらい前からイライラ、腹痛、頭痛はあたりまえのように
あり。生理がはじまると薬を飲まなかったころは、微熱、腹痛、頭病で寝込んでしまうほどひどいので
す。薬にたよるしかない現実です。



69
呼吸の際、急に胸が痛くなることが高校生の頃から時々あります。特に深呼吸で、すっと息を吸った
時に。激痛という程ではないですが、チクチクとした痛みがあります。呼吸を浅くして安静にしている
と、一分経たないかというくらいでおさまります。

70

中学1年冬から、人の目が恐わくなり、登校できなくなった。友人関係の悩みなど有ったが1番の原因
は男性クラブ顧問の対応にあった様子。我が子が弱かっただけかもしれないが、耐えきれず学校を
休むようになった。男性が恐くなり、先生も恐くなり、学校を休みがちになった事で　クラスや友達の目
が恐くなり、知り合いの目が恐くなり、2年生になった頃には、ほとんど学校に行けなくなった。外出す
る事も恐いようだった。リストカットをしてみたり、部屋にこもって、布団をかぶり通常生活が成り立たな
くなった。当時の担任の説得で少しの行事には参加できたが　2、3年はほとんど平日は家にこもって
いた。3年生になって女性担任になり少し前向きになってきたものの、ほとんど登校できず、病院を受
診。昼夜逆転の生活で睡眠障害となり、2件目の受診で女性医師の元で投薬治療を受ける。自力で
勉強をし、昼間定時制の学校に入学したが、ちょっとした事で恐怖心が戻り、投薬を増やしたが、自
分を責めて、嘆き悲しみ、不安定な精神状態で登校できなく抗不安薬と睡眠導入剤を服用、現在退
学を決めた。

71 立ちくらみが時々あります。
72 生理周期が生理開始時より、通常より早いことから貧血、めまいを起こし通院したことがある
73 もともと障害があり、水頭症のため体幹機能障害あり。
74 近になって、秒単位ではあるが、片頭痛がするようになった。

75

26下痢に関しては、腎盂腎炎でした。⑮に関しては、皮膚科に一度見てもらいました。21に関して
は、理由はまだわからないが、ヘルニアの可能性があります。私は、生活習慣がくずれている事が多
く、月経不順やめまいなどが、多い方です。今回、自分に異常があるか知りたくて、受けたいと思いま
した。

76 月経痛の薬は常備している。尿もれは症状が軽くなったので薬は服用せずパットを当てている

77 H25.7頃からうつ病になり、薬を飲んでます。

78
中2、中3、高1半年くらいの間隔で発作がおきている。中3の時にてんかんと診断されました。現在
は、薬を服用し、定期的に病院へ通っています。

79 血が流れてる感じがなく、ふらふらして気をぬいたら倒れそうな気がした。（10／3）
80 鼻血が出やすい。

81

（25）小学6年生の時から、少しずつ生理痛で下腹部の痛みの症状が出て来ました。お薬は、●の鎮
痛薬のお薬を飲んでいました。中学1年頃から、少しずつ生理痛が凄く痛くなってしまって学校を休
んでしまっています。中学１年の間は、●のお薬を飲んでいます。中学1年生の時から、進級会議で
進級させて頂きました。中学2年の夏頃に●の先生に診察して頂きました。生理痛で動けなくなるぐら
いの生理痛で、前兆痛と生理痛と後痛で月に5日～7日間休んでいます。中学2年の時にも進級会議
で進級させて頂いています。特に中学3年は凄く酷い生理痛で、下腹部だけでなくて、腰回り全体が
痛いため月に5日～7日間休んでしまっています。（26）小学校の頃から、すぐにお腹をこわしてしまっ
ていました。小学校の高学年の時から、消化を助けるお薬と●を毎日飲んでいます。

82 頭位目眩症という診断でした。

83
現在、高校1年生です。生理は今年ですが、むしろ生理が小学校の時にきていたら、ワクチンをもっと
早くしたかもしれません。接種していなくてよかったですが、このことでこれから臆病になりそうです。



②「子宮頸がんワクチン接種あり」と答えた方のご意見等

1 子宮頸がんの予防接種2回目を受けた時から現在までずっと症状が続いている。

2
25、4月～6月（3ヶ月間）。環境の変化？震災の影響？病院の(内科、心療科)薬はきかないと判断し、
鍼灸院へ2年通院（週1）。回復

3 甲状腺機能低下症の為、色々な症状が出ます。短距離も走れないなど…。

4
接種直後のことについて　他のワクチンに比べて、接種後の痛みがひどく、接種翌日まで腫れが続き
ました。

5 手がふるえて、文字がかきづらい。悪寒。
6 わきがビリビリする。子宮道がたまに痛い（昔から）。おりものが毎日たくさん出る。
7 25、子宮けいがんの注射した方の腕が麻酔をしたような感覚（3日間くらい）。
8 注射のあとがはれた。

9
慢性的に腹痛・膨満感がある。受診しようと思うが、なかなか時間がとれないため難しい。（いかなくて
もそのうち治るだろうと思っていたら、ズルズル今まできてしまった。）また、精神的なものと言われると
治らないのでは？と思ってしまう。

10 25、発症以来、2～3回/週程度。現在まで続いており、投薬あり。
11 はきけがつづいてる。手のふるえ有。
12 喘息になった。
13 登校中、突然倒れて救急車で運ばれたが、特に原因がわからなかった。
14 度々の腰痛を訴える。受診するが特に異常みられず。
15 子宮頚がんワクチン接種後、半年間生理が止まってしまった。治療して正常となる。

16

体温の調整異常、多汗、腹痛、息苦しい、目の奥の痛み、頭の中がモヤモヤした感じ、微熱（3ケ月
以上継続、現在もときどきある）下痢、耳の痛み、リンパの痛みとはれ、立ちくらみ、せき、爪の変色、
声枯れ、のどの痛み、口びるのひび割れ、アトピー、ふけ、心臓の痛み、ひざをカナヅチでたたかて
いるような痛み、鼻炎、目のかゆみ、のどのかゆみ、臭覚過敏、酸化臭

17
3回目の子宮頚がんワクチンを接種した後、2週間後に右手（手首から指先）が小刻みにふるえる事が
ありました。一週間くらいつづきました。

18

過呼吸、首、かた～うでのけいれん、右足のももからつり、暑さに弱くなり、たおれることが多くなる、た
おれて気付いた時に右うで～右手指先までからしびれがあり、病院へ。（H26.6）接骨院→整形外科
→●病院へ。CRPSとはんだん。もう治らないかもしれないと言われたが、よくなりました。が、右肩の使
用に注意しないと、手、指先が、ポンポンにはれあがることがある。

19

右肩に1回めをうってもらったら、それから1週間いたくて（刺したところ）右を下にねれなかったと、えん
ぴつをもつのも、たいへんだった。1週間でいたみはとれて、2回（左）3回めは（右）大丈夫だった。今
まで予防接種でこんなに痛かったことはなく、まだ副作用とかTVで言われて無かった頃なので、ただ
痛く（つよい）くすりなのかと思った。

20
子宮頚がん予防接種前後から、朝起きる事ができなくなり、病院を何度か受診した結果、起立性調節
障害と判明。注射の影響かどうかは不明。

21 そばアレルギーあります。アトピー

22
冬の雪のような寒さになると肌がかゆくなる。平成22年の頃で今はおちつきました。受診へ行きまし
た。

23
頭が痛くなり気持ちが悪くなり、嘔吐が止まらない。頭痛がおきると嘔吐も有。何度も続いた為病院に
受診。原因はわからず。点滴をしてもらい落ち着いた。

24
24年の夏までは、カにさされても、ほとんど目立たなかったのが、かいてしまうとカにさされた所が、直
径3～10㎝ほど赤くなり、熱も持つようになった。

25
お弁当をたべていて、パーキンソン病のようにふるえがとまらず、おさえてもどうしようもないことがあっ
た。力ははいるのにふるえがおきる。そのころ寝不足で、食事もままならなかったので、生活習慣病の
1部かもしれないが。

26 持病を持っていました。
27 接種した方のうでがそうとうだるかった。
28 ④の”ひどく頭が痛い”について、注射を受けた後、しばらく頭痛が続いて辛かった。
29 現在パニック障害と診断されました。（H27.6月に診断されました）
30 接種した直後はかなり腕がいたいと言っていた。

31
1回目（H24.8.24）左うで・2回目（H24.10.30)右うで・3回目（H25.3.19）右うで。接種後2週間程うでに
痛みがあった。とりあえず今のところは症状はありません。

32 後頭部の下の方の髪がある時期から縮毛（平成23年頃～）

33
けいれんの箇所・・顔面、まぶたと目の外側（目じりの外側）足のふくらはぎ、うで、二の腕。湿疹は手
の小指に出る、皮がむける。

質問２　身体の症状に関する質問　その他の症状について



34
甲じょうせん数値異常（こうしんの1カ月後に低下）、頭の半分がはたらかない感じ、ＩｇG値たかい、離
人症、うつ症状

35

声がでなくなる。さけぼうと思ったら、全く声が出ず、小さな声も全く出せなくて「あ一」とやっても息だ
けで、大変だった時なのでとても困りました。数分後やっと出せるようになりました。たまになるときが今
でもあります。それ以外にも思う通りに体が動かなかったり、寝ている間に勝手に自分が歩いて別の
部屋で目を覚ましたことがありました。母は私がブツブツ話しながら歩いて行ったと言っていました。

36
排卵時期に少量の出血（生理）があります。鮮血ではないですが、つかれた時などは、2、3日続くか
らもあります。（受診すべきか今、考えています）

37 接種した部位が腫れて、一時的に接種した腕がだるく重く感じた。

38
急にはき気がする。胃が気持ちわるい。ゲリと便秘をくりかえす。3食ほとんど食べられない時もあっ
た。

39 原因不明の手、足の痛みがあります。知的障害があります（4度）

40
生理痛が重い。生理前や生理中に体調が毎回悪くなる。生理は終わったのに、ほぼ毎日出血してい
る状態が平成25年くらいから続いている。おりものの量が多い。生理の血が茶色～真っ黒なことがほ
ぼ毎日。←生理が初まってから数年後くらいから始まった。→平成21～22年くらいから。

41

高一年の夏頃より体調をくずし頭痛、腹痛、じんましん結果的には、高二年の11月頃にＩｇｇアレルギ
の検査を受けた所、食物アレルギ卵、牛乳と判りレベルが高く、除去をする事になり、その時は、学校
に行けなくなるほどでした、この事はワクチンによっての引き金になている事はないでしょうか？現在
は、とても元気ですが食べる事を少しずつ始めています。以上です。ワクチンによって体しつが変る
事もあるのでしょうか？Ｉｇｇとは遅延アレルギーです。

42

子宮頸がんの予防接種を受けて手が上がらなくなり痛くて髪の毛を洗えず3回とも親が1週間程シャ
ンプーをした。3回とも接種したあと、痛い痛いを訴え病院にTELしたが様子をみて下さいとの回答で
した。1回目で余りに痛かったので、2回目、3回目の接種を嫌がったが、まだその時は、生涯にかか
る、症状が残る事になんて思ってもいなかったので説得して受けさせてしまいニュースをみる為に娘
に申し訳なかったと思う日々があります。

43

25、子宮頸がんワクチンを打った腕が痛む
1回目（左肩）　　弱　・・・　　2日ほど腕が痛む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　真上までは痛くてあがらないが、腕はあがる。
2回目（右肩）　　痛み
3回目（左肩）　　強　・・・　　1週間ほど腕が痛む。
　　　　　　　　　　　　　　　　　3日ほど、肩から上に腕があがらない。

44 時々、動悸で一気に疲れて動けなくなるPMSで本当に悪すぎて死にたくなります。

45
生理になった朝、今までにない下腹部痛（＋）冷や汗（＋）。その後嘔吐、●内服後安静にて改善。
その後嘔吐するまでの激痛はないが、下腹部痛で生理1日、2日位に鎮痛剤を内服する時がある。
（ワクチン接種との関係はわからないが、ワクチン接種前に内服する程の痛みはなかった）

46
1回目を接種したその晩から、食欲不振（気持ちが悪い）接種した方の手が赤く腫れあがり（かなり目
立って）その手が上に上がらない、風があたっただけで痛いと苦痛のようでした。1週間後に治ってき
ました。2回目、3回目の接種は1回目より軽かったです。

47

因果関係は不明だが接種後数ヶ月～じんましんが出始める（月1回程度）その半年後には常にじんま
しんが出て、その後、くり返す発熱が下がらず関節痛により歩行困難になり、病院を複数受診。大学
病院でこうげん病の一つ、成人スティル病と診断され、1ヶ月半ほど入院、退院してからも自宅療養そ
の間3～4ヶ月学校には通えませんでした。（高校は何とか卒業）現在、投薬を受け、何とか大学に入
学し、通学してる、（もともとじんましんは出来た事はありませんでした）

48

全身に湿疹が出てワクチンを接種したかかりつけ医と皮フ科に相談したが、湿疹はワクチンと関係な
いだろうと言われました。しかし皮フ科の薬で治療しても4ヶ月以上完治せず親の判断で2回目の接
種を中止した。すると、このまま治らないかと思われたほど酷かった湿疹は、皮フ科の薬で少しづつ
ひいていき、約半年で元通りになった。当時中学2年生だった私は、それまでに体に湿疹が出るなど
経験したこともなく、見苦しくなった自分の手足、背中などを見るたび苦痛だった。体育の授業では他
の生徒が半袖、半パンツに衣替えしたにもかかわらず、自分だけ長袖、長いズボンのジャージを着て
いた。それでも校則で強制的に半袖半パンツで受けさせられた身体測定では、一生懸命測定の記
録表で腕や太ももを隠していたことが強く記憶に残っている。

49
①の月経不順ですが今は完全に生理が止まってしまってます。26自分で尿を出せなくなり毎回導尿
しています。

50
25突然、おへそ左横にこぶ（1～2ｃｍ）が出て来た。痛みがあるため病院（皮膚科）で看てもらうと、
「粉瘤」と判明。手術を予定していたが3か月後には“何もせずに“なくなっていた。自然消滅したよう
だ。先生も不思議がっていた。袋らしきものが残っているように見えるが、現状特に再発していない。

51
ホルモン異常女性ホルモンの数値が低い2ヶ月以上生理がつづいた。不正出血で今でも病院に通っ
ている



52 ㉖朝起き上がるとフラフラする、立ってられない、頭に血が昇ってない感じ
53 ホルモンの乱れで軽度のうつにおちいった。
54 月経不順はストレスが原因かもしれないと診断

55
㉕ 初の頃は貧血かわからなかったですが、めまい、立ちくらみ、動悸のようなもの、発汗して、冬で
も汗がとまらなかったです。症状を検索して同じような症状だったので貧血かなと思います。

56
子宮頸がんワクチンの1回目の接種後、気持ち悪くなり、一瞬意識がなくなり倒れました。看護師さん
が血圧を測定したら、とても低くなっていました。

57
予防接種を受けて以降、体の抵抗力が落ち、貧血症状で何度か救急車で運ばれ、入院や、風邪か
らの入院、生理の度に大量の鼻血がでることが増えました。（H．24．11～12月）また、インフルエンザ
で入院することもありました。（Ｈ．26．3月）

58 ㉕子宮頸がん予防接種を受けた次の日に出た。
59 高3の頃に大学受験のストレスで一時的に身体に支障がでた。

60

⑬怖い夢をたくさん見ました。25)死にたくなった。心療内科でカウンセリングを1年近く受ける。絶望
感がすごい！(今も)先日「●」の相談窓口にFAXで相談したところ、●大学の●先生から紹介状をい
ただき、これからワクチンの副反応かどうかの診察を受けることになりました。23年8月から症状が出て
いたのに、持病として以前から起立性調節障害があったので気づくのが遅くなりました。今年体調不
良が2ヶ月以上続いていてとてもつらい思いをしています。

61
全身性エリテマトーデスの疑いにて通院中。IｇM腎症の疑いあり。腎生検を行い、16日間検査入院を
する。

62 食欲不振・腹痛・胃部不快・立ちくらみ・吐気
63 接種場所が結構腫れた。確か2回目と3回目接種場所は接種後普通の注射より重く感じた。

64
27)片頭痛がたまにある→頭の右や左に痛みが偏る。28）突然かゆくなる→おもに左うで。みみずば
れのようなものができていたがゆい。29)うでや足に虫が止まった感じがする→何かいるかと思うが実
際おらず、虫が止まっていたり歩いてたりするような感覚。

65
1回目のガーダシルの接種後すぐには、問題なかったが、一ヶ月くらい経ってから、接種部位に1～
2cmのしこりがでてきて痛んだ。接種をうけたクリニックを受診して●をもらって塗布。しばらくすると痛
みはなくなった。二回目・三回目の接種後は問題なかった。

66

3回目の子宮けいがんワクチンを打った後、股関節が痛くなり整形に受診した所、水がたまっていると
の事。まだ副作用など報道される前で部活もハードで足を使いすぎの為と診断されたが、今ふりかえ
るとひょっとしたら・・・副作用だったかも？すぐに夏休みになり部活も引退だった為、休み中、安静に
して9月には歩ける様になっていた。

67 膠原病のため、現在も月に1回通院しています。

68
25)薬を毎日飲んでいるので症状が悪化することはなくなったが2～3ヶ月に一度、定期受診に行って
いる。H26,8～開始していて、2年間つづける予定。何も身体に悪影響がなければ、定期受診も終え
る。

69 実習中、記録に集中できず、異常に眠ってしまい、精神的に疲れてしまい実習を中止した。

70
射った方の腕が痛くて挙げることが辛そうでしたが全っく挙げれなかったわけでないので様子見。1W
間以内に落ちついていました。

71
暗い部屋を好むようになった。コンビニなどの明るい店に入ると、まぶしいといって嫌がる。すぐに店
からでる。

72
27)浮腫、28)痺れ、29)頻脈、30)下痢、31)起立性低血圧、32）白血増加、33)脱毛、34)動悸、35)内出
血、36)震え、37)ヘルペス、38)耳鳴り、39)急なほてり、40）吐き気→つねに：
27)29)30)31)33)34)36)38)39)40）ときどき：28)32）35)37)

73
④頭痛　頭痛、おう吐で救急外来受診、点滴、CT、その後もしばらく、ひどい頭痛が続いた。現在は
時々になる

74
閃輝暗点がおこった後に横たわることがある。吐き気や光のまぶしさがおこる。毎日薬を持参してい
る。

75 何の前兆もなく突然痛くなる。背中を丸めて息を止めると治まる。一日に何回か痛くなる事がある。
76 原因不明の微熱が時々あり。
77 25)歯のいたみ、歯根が溶け始めている（原因不明）
78 特に異常なしです。

79
25)頭の中で小さな石のようなものが動いている感覚がある。歩いているとその小さな石が動いてカチ
カチという音がする。自分にしか聞こえない。

80
子宮頸がん予防接種後、1、2ヶ月程、咳が続き病院では（受診後）風邪とのこと。でも風邪症状は咳
だけだったが現在はぜんぜんない。いつもと違うが咳が出なくなり健康にも害はなくすんだ。

81 症状があったかもしれませんが、期間があきすぎて分からないのですべて「なし」としました。
82 25)足のつめがへん・まき、づめ。おもたい歩きかたが多い
83 生理痛がひどくなった。虫に刺されると発疹が異様に広がるようになった。



84 H23.4月もやもや病の発症・現在も進行中

85
小さい頃から集中力はあまりなく、物を覚えることも得意ではありません。i-podやPCを使うようになっ
て視力が急に落ちたようです。部活を引退して疲れやすくなったと言います。

86 注射を打ってすぐ筋肉痛みたいな痛みがちょっと続いた。

87
子宮頸がんの予防接種をした次の日、うでが筋肉痛のようになり、あがらなくなりました。2日ほどたて
ば治りました。そのため病院に行かなかったが学校の体育を欠席したりしました。

88 自閉症の為の症状があります。

89

ワクチン接種後、音や人の言葉に敏感になって、ささいなことで落ち込むことが増えた。性格が変
わってきたのか思春期のせいか、判別はつかないが、常に体調が良くなくて、朝、起きにくくなり（そ
れまでそういったことはなかった）学校へ行きたくないと言い出し、自傷行為をくりかえすようになっ
た。メンタルクリニックには1年弱通っているが、適性障害、解離性障害と診断されている。良くなった
り悪くなったりをくりかえしている。本人は自分はうつ病ではないかと言ったりする。ここ2年の間に骨折
や体育の時間にケガをするなど、これも以前には全くなかったことなので心配である。

90
25)指が動かなくなる→知らぬまに気を失って倒れたため、気がついたら床に寝ころがっていたことが
1回ある

91 腹痛が強く学校に行けない又は、歩く事が出きない

92
眠れないのは予防をうける前から。好きなことしたり、喜んだり、興奮したりすると体が勝手にうごく。動
くときは自覚がない。

93

サーバリックスの接種、2回目までは、全く副作用がなく、安心して3回目（ワクチン不足の為、期間が
あき、新しいワクチンになった）を接種したが、接種後2～3時間で、頭痛、吐き気、発熱で起き上がる
のも困難な状態になり、●の救急外来を受診。でも、前例がなくてわからないと言われ、風邪薬と下
熱剤を処方され帰宅。翌日、身体のだるさは残るが熱は下がった。以降、生理痛、吐き気、頭痛に毎
月、悩むようになった。（鎮痛剤を服用）ひどい時は学校を欠席する事がある。

94 ほこり、ダニ　アレルギーがある。

95
16才のとき（平成22年10月ごろ）1か月間38～39度の熱が続くことがあった。●病院で検査を行ったが
脳や心臓に異常はなく、原因不明であった。しかし、1か月後に熱は自然に下がりはじめた。

96 症状の始まり時期は、わかりません。しびれるひんどが短くなってきました。回数が多くなってきた。

97
H23.9月～左ほほにしびれで、10月に1週間検査入院。MRIで脳に影が見られ、特に治療はせず退
院（多発性硬化症の疑い）毎年MRIを撮り、時々顔、手がしびれるのでその度にMRI。ワクチンとの関
係を聞いたが、断定は出来ないとの事。本人は将来、動けなくなるのではないかと不安がっている。

98 H27.8.17、会社を退職●睡眠科、H27.9.7入院、過睡症
99 注射を受けた翌日42°以上の高熱が2日間続きました。
100 接種後注射を打ったところが赤くはれた。
101 うつ状態、甲状線異常発症

102
中１～中2にかけて、時々体中にじんましんが出た。（中1の12月、中2の1月と7月に子宮けいがんワク
チンを接種）アレルギー検査をしたが、アレルギーではなかった。体のいたみ（当時）などはなく、今
は健康にすごしている。

103 朝、起きられない、情緒不安定
104 学校の帰り、電車の中で足の震えが止まらなくなり、立っているのが困難だった、1度のみ

105
もともと血圧が低く頭痛、めまいがよくありましたが、高校以降どんどん調子の悪い日が多くなってきま
した。しかし、それと予防接種が関係するかどうかはわかりません。 近は特に生理前後1週間のめま
いがひどい状態です。

106 心臓がしめつけられる感じがあった。

107
㉕サーバリックス接種後、翌日に注射をうった反対側の耳がしびれた。症状は2日程で治まった。麻
酔をうった時のように耳の感覚がなくなった。1ヶ月後2回目の接種の際、医師に相談した。

108
㉔で、左手をパーにする時、右手に比べてとてもしずらくなった。㉖のあとに、㉔になった。㉖は、病
院ではホルモンバランスが乱れていると診断された。

109 予防接種をうけてから数ヶ月の間、腕にいたみがあり、腕を上げる時に特に痛かった

110
25たちくらみ・・・H26．12月頃たちくらみしたと思ったら倒れて20分ぐらい意識がなくなった。それ以
来、気を失うことはない。

111 筋肉が痛くて、うでが上げにくかった。

112
接種した箇所が、接種当日に腫れ、腕が上がらない程痛かった。次の日は部活ができないほど体が
だるかった。これは私だけでなく、周りの友達も皆そうだった。今まで受けてきた予防接種の中で一番
怖い予防接種だった。

113

1回目の接種直後（すぐ、5分後くらい）に吐き気がして、トイレにこもりました。しばらくしたら、おさまり
ましたが、それまで気分が悪くなることは一度もなかったので、恐ろしくなって、2回目は接種しません
でした。その後、TV等で後遺症の事を知り、ほんとに、やめておいて良かったと思いました。ぞっとし
ます。



114
H25.8頃から、全身皮膚が黒くなりカサカサ：乳輪、乳頭が真っ赤に晴れ上がり膿がタラタラと出っぱ
なし。膿が出る頃は真っ赤から黒く変色。27.3月頃まで続いていました。会話が理解出来ない時が良
くある。

115 痛みにて意識消失あり、約2分程自宅にてあり（生理中）H24.3月

116

手etcの腫れ、全身の痛みに子宮けいがんのワクチンを打ってから苦しめられており、 近（ここ1年半
位前から）から少しずつ悪化して来た。●で検査しても、リウマチ因子が少し高いだけで、リウマチの
時に高くなるCRPは正常のまま。医者にも関節リウマチ？と言われ、とりあえず、●を使う事に。●代と
医者での料金月々4万円。先の見えない治療費で、家の生活費が圧迫されていて、困っている。高
校生なんだから、何とか補償してくれ。

117 よく頭痛がするといって頭痛薬を飲んでいることがあります。

118

子宮頸がん予防接種終了後、中3の秋ごろに、拒食症になり入院しました。かなり精神的に不安定に
なり、リストカットも何度か有りました。今は外でバイトに出掛けたり、学校に通ったりしていますが、スト
レスが、大きなショックが有ると外出先で、目の前が真暗になり、音が聞こえなくなり、力がぬけて、
立っていられなくなり、動けません。

119
①②月経不順、月経量の異常については産婦人科にて、まだ年齢的に生理の回数、量が定まりにく
いとのこと。低容量ピルの服薬で6ヶ月の経過観察中。⑭についても思春期的なもの。⑮は皮フ科に
てアトピーと年齢的なニキビが混合している状態とのこと。ぬり薬にて対応中

120
22年9月から症状が出はじめ、23年1月～3月まで入院治療（特定医療疾患に認定）。27年2～3月入
院治療。現在●に通院中。

121 25左側のみ

122
25便秘と下痢を3～4日毎に繰り返す。原因不明、病明不明だが、過敏性腸症候群ではないか、との
こと。半年近く、まともに学校に行けなかった

123

中学生の頃位から毎朝起きれず、いつもギリギリまで寝てます。そのため欠席したり遅刻することが
時々ありました。学校がお休みの日は、夕方位まで1日中寝てる時があります。一度起きても、2度寝3
度寝してそのままずっと寝ています。夜更かしする事も多いですが、早く寝ても、遅く寝ても、起きれ
ないのは同じみたいです。本人言わく、寝ても寝ても寝たりないみたいです。こんな生活が何年も続
いているので就職など将来が心配でたまりません。

124 生理の時におう吐してしまうことがある。
125 生理痛ではなく、常に食後お腹がはる。

126

子宮けいがん予防接種の2回目を接種した1週間後に学校の授業中、椅子に座っていたのですが、
気分が急に悪くなり、意識を失い、そのまま倒れてしまった事がありました。頭を打ったので、レントゲ
ンはとりましたが、その後、元気だったので、受診はしていません。今年になってから、生理が止まっ
てしまい、現在、治療中です。

127

平成25年（高校入学同時）に左ふくらはぎに扁平母斑（茶あざ）が出来ました。気付いたらできてた。
形が変わっています。イラストあり←足（後）。皮膚科に行ってみたもの原因は不明。また同じ年の7～
11月（？）約半年もの間月経が来ませんでした。今年も5～8月くらいの間もきませんでした。1ヶ月こな
いくらいはいつもあり、月経はきても4～5日ですぐ終わります。

128 中3の時、あまりの頭痛、疲労感、脱力感、めまいで総合病院受診

129
ワクチン接種と関係があるか分かりませんが、頭が震えたり、精神的に自分を追い込むようになりまし
た。

130
精神的な（2015.3～）問題が生じたので、因果関係があるかどうか、記入は、2013.3以前、覚えている
範囲です

131 25、ひどい腹痛

132

偶然かどうかわかりませんが、12-13才の間に発作を起こしました。何だかわからず受診したところ、て
んかんの一種ではと診断され、驚きましたが、1ヶ月後に再受診し、薬を少量から服用しはじめ、通院
し続けました。親としても、家族に1人も同病気の者がおらず、何故そうなったのか納得がいかないま
ま26年12月まで薬を飲み続けました。（実際には量を少しずつ減らしていき、症状が出ず、脳波の異
常が出なかったため、12月できれてからは様子をみて、定期検査のみ受けています。）ニュースなど
を見て、いろいろな副作用があるときき、もしかして、このことも因果関係があるのではと思っておりま
す。物覚えも急に悪くなったのも、集中力がなくなったのも、偶然ではないのではないかとも思ってい
ます。

133 物をよく落とす。

134
平成23年11月、24年3月に突然意識を失い、倒れ、けいれん、口から泡。救急車で運ばれましたが、
とりあえず、今は症状は出ていません。

135
子宮頸癌ワクチン接種後、免疫系統もおかしくなり、ひどい鼻炎から始まり、アトピーの重症化で、あ
ちこちに通院しました。なかなかよくならず、H25に1ヶ月半程学校をお休みし、進級も危ぶまれる程
でした。今も治療中です。母



136
長引く頭痛により、現在漢方薬にて治療中。激しい頭痛にともなう嘔吐により、CT、血液検査も受けま
した。

137 H26.9に交通事故にあいました。
138 生理がH25.12～H26.７止まり、受診。ホルモン剤を飲み、生理が再開

139

母記入。H23.1.14、1回目。2.28、2回目。7.26、3回目子宮頸がん予防接種。予防接種を受けた冬か
ら調査が悪く、極度に寒がる。自分なりの防寒対策を試みたものの平熱35°台。外に出ると34°台に
なる。（この年が初めて。）原因不明のまま、いくつも病院を回り、甲状腺低体温症と診断される。いつ
も通りの生活を送るが、除々にやせ、激やせ状態になる(20～30kg)。骨と皮に…。どうして良いか分か
らず、とにかく食べれる物を作り、甲状腺治療の薬だけがたよりで。今は甲状腺薬3錠を飲み続け、正
常に近い状態で維持中。現在は、少しづつ体重もふえ、回復していると思いたいが、40kgないと思わ
れます。（本人は体重をかくしているので。）

140 二の腕から指先にかけてしびれる。平成25年頃からでいつもある。

141
下を向いて注意しながら歩いていても、ふみはずしたりつまづいたりしそうで1回はとまってしまう。怖
い。

142
月経痛（月経前痛）が年々ひどくなっていく。ひどい時は学校を休まなければならない程である。以
前はそんなにひどくなかった。

143 生理が4カ月ぐらい止まった。
144 H25からじんましんが出ている。H27．4月から皮フ科で薬をもらって飲んでいる。
145 耳なりとめまいがひどかったのですが、現在はほどんどなく、薬も通院もしていません。
146 睡眠に関しては昔から（幼少期）からの病気なので分かりません。

147
サーバリックス接種後、首のリンパがはれ、発熱を伴う。一端治ったようにみえたが、1～2週間後、
39.5℃の高熱が3週間。リンパのはれも大きくなり、白血球の低下で、2週間の入院。原因は不明。

148 車酔いをするようになった。乗り物全てに酔う。
149 2回目の子宮頸がんワクチン接種後、発熱しました。

150
排卵期位に定期的な頭痛だったので、ホルモンバランスのせいだと思い病院は行かず。2～3年で症
状はおちつきました。

151
血尿については、検査したけれど理由は分からなかったです。部活のつかれかも。という事になって
ます。

152 子宮頸がん予防接種後、4～5日は腕が痛く上げられなかったようです。

153
注射を打ってから3～4日、うでがものすごく痛く、日常生活にも支障があるくらいだった。数cm動かす
だけで痛かった。痛いというよりか、動かないくらいだった。打った時、毎回。H23.1.17 H23.2.14

154
発達障がいとかにかんれんする症状の中で、とくに悪化したと思われるもののみ記入しましたが、本
人がわかっているかいないか不明な所もあり、親のみためもはいっている

155
予防接種後、帯状疱疹になり、1ヶ月ほどで治癒。しかし、上記のチェックした箇所の症状が2年近く
続いた。

156
月経が始まる前にワクチンを接種したのですが、それが原因かはわかりませんが、月経が今でもきま
せん。今、婦人科に通っています。ホルモン剤を飲むとその時は月経がきますが、自然にはこないの
で、病院で治りょうしています。今、18才です。

157
H24月経が始まりましたが不順でした。H25 不順がひどく、婦人科を受診。今でも不順がなおらず通
院中です。初潮がくる前に、ワクチンを受けました。何か関係があるのでしょうか？？

158

子宮頸がんワクチンを接種してから少して、右の足のうらに違和感を感じるようになりました。 初は
原因が分らなく、さまざまな病院で知らべてもらいましたが、原因が分かりませんでした。左の足と右
の足とじゃ、感覚が違く、右の足のうらの違和感は、今もまだとれません。サポーターで足をしめたりし
たら、少し楽になりますが、もう3年もこの状態でつらいです。よくなりたいですが原因が分らないし、で
も子宮頸がんワクチンをした直後に足がおかしくなりました。治したいです。つらいです。どうしたらい
いですか？？

159
関係ないと思いますが、中3の秋あたりから腹痛やめまいの症状が出始めました。高校入学後、検査
をすると潰瘍性大腸炎と診断され、今も症状で悩まされています。

160 多少痛みはあったが、次第に消えた。

161

子宮けいがんワクチンを3回接種した後、月経不順が続き心配になり、病院へ行きました。生理はきて
いるけど、排卵していないと言われました(おばあちゃんぐらい…)。その後、1年間毎日薬を飲み続け
ましたが、止める事にしました。もう少し大人になってから考えようと思いました。薬を飲み続けるという
事にも少し抵抗がありました。ワクチンを接種したから？！なのかは、わかりません。

162
子宮けいがんワクチンの3回の接種は3回とも針をさした部分（うで）を中心に筋肉痛や体が痛むような
症状が出てしばらく「うでが上がらない」と言っていました。副作用の一部ならとてもこわいと思いまし
た。もっと安全なワクチンはないのかと思いました。

163 とにかく手が上にあがらないほど痛かった。2回目、3回目を打つのが怖い感じがした。
164 ガーダシル3回目接種当日夜から発熱。39度程発熱が3日間続いた。



165 ①、⑦、⑬、⑭受験ストレスだと思います。
166 視野がぼやけその後頭痛、吐き気がひどかった。

167
③について、腰痛、股関節痛で病院を受診。現在も、時々症状が出ます。スポーツ等、運動系の部
活はしたことがありません。

168
子宮頸がんワクチン接種後、しばらくしてから以前より持病であったてんかん発作が増えた。関係ある
かどうかはわからないといわれた。薬を増やしてからは約2年たつが発作はおこしていない。疲れや
すい。

169 立ちくらみが多くなった
170 接種後1週間位腕が上がらなかった。はれがあり、赤くしこりが残った。

171
集中力の低下や、物忘れの激しい事など、思春期に有りがちな事かもしれませんが、親として心配に
なる時があるほど症状が強いことがあります。子宮頸ワクチンが原因では無いと本人にも言い聞かせ
ながらも、接種した事を深く後悔している次第です。

172 1、マクラに2～3本抜けている。2、手でいらう（さわる…）と（とぐと）3～4本抜けてくる

173
関係はないと思いますが、中2から精神的に不安定になり現在自宅療養中。生理も重く、精神的にも
波がでるので病院にてピルをもらっている。

174

予防接種との関係はわからないが、H22春に接種した頃から色々と体調、特に精神不安定、自律神
経系の不調が始まったように思う。当時は副反応はとりあげられず、すばらしいワクチンでうつべきだ
とTVでとりあげ、婦人科の医師に相談したらぜひうたせてあげてねと言われた。なので色々症状が出
ても予防接種と関連づけることもなく医者に相談することもなかった。数年後、マスコミで副反応が問
題視されてもしかしたら…と思う所はあるが、今となっては思春期にある精神疾患なのか、副反応な
のかはわからない。しかし症状は治らず、2年前より自律神経失調で通院している。

175
生後8ヶ月頃よりアトピーと診断され、ゼンソクも発症したが現在は大丈夫です。湿疹は有、食物アレ
ルギーは卵、ピーナッツなど有ります。

176

小さい頃から勉強がよくでき成績がよかったがH25年12月ごろから、頭痛になることが多く、成績が落
ちた。H25年の4月と5月にサーバリックス接種して、5月（2回目）の翌日朝、ひどい頭痛になり吐き気
もあり、学校を休んで、接種した医院(内科）を受診したところ「低髄液性頭痛」だと診断を受けたが前
日にサーバリックス2回目を接種したのが原因だと私は思う。それまで、そんなひどい頭痛はなかった
ので。その後は、そこまでの頭痛は無いが、成績が落ちたので、副作用ではないかと思っている。

177
貧血は、鉄剤服用して一時的に正常値に戻ってもまたすぐ悪くなる。記憶障害では、一時期、自分
の名前や家族の事、住んでいる所もわからなくなった。ボケのような症状は毎日のようにあります。痛
みがひどく、SCS手術までしましたが０にはなりません。

178
25 歩いている時などに急に痛くなったりする。平成23年頃で、月日はわからない。ひどいときは、歩
きたくなくなる。寝れない。いつかわからないが、1回、歩けなかったことがある。

179

現在、精神科に通院し、手帳もらい年金（もらえなくなるのがこまります）も申請しようと考えています。
ので書いてよいのかわかりませんが、注射をうった時後「すごくいたく気が遠くなった」「おかあさん授
業中手がふるえる」高校の時「いままで、自律神経の不調で異常にさむがりだったのが注射後異常の
脇汗がひどくなった」　何度かあった様です。しらなかったので「ふ～ん」ときいておりましたが、現在、
学校もやめる事になり、あ、もしかしたらと思う事もあります。現在生活もおかしく困っています。

180

H26.3月頃から動悸、息切れ、胸が苦しいと言い始めかかりつけの内科を受診し、心電図や脈拍など
の検査をしたが、異状なしと言われたがその後も時々同じ症状があるため受診したが、神経性のもの
だと言われ神経科を紹介され、受診したが、精神的なものと言われ、安定剤を出され服用した。その
後、月2回ペースで通院し、同じ薬を処方され症状は変わらず。H26.12月に症状は良くなり、通院も
薬もなくなったが、H27.5月にまた同じ症状が出始め通院し、現在も通院し薬を服用中。もし、この症
状が子宮頸がん予防接種（H25.4.27に1回目のみ接種）による副作用によるものだったら訴訟を起こ
したい。ちなみに接種後は、腕が痛いと言っていただけで主な副作用はみられなかった。

181

平成25年3月15日に円形脱毛に気づき、10日程で全頭脱毛症になりました。脱毛に気づく前まで
は、不眠、だるさ、貧血等の症状がありました。脱毛で大学病院等の皮膚科を受診しましたが、「スト
レス」という診断を受けました。その後、他の病院を受診しSADBE治療を受けることになり、完全完治
までに約2年程かかりました。ワクチン接種（3回目）から、約3ヶ月程で脱毛がはじまった様です。私
は、普段と違う娘の様子を見て、ワクチンを接種した副作用ではないかと申し出しましたが、大学病院
の医師からは、「ありえない」「娘さんの気持ちを考えて」と叱られました。その後は、その病院は受診
していません。

182 内科・外科受診も、現因は不明。痛み止めも効かない。痛み所が神経系で伝って広がってくる。
183 接種当日は3回ともはき気、食欲不振がみられ動くことが難しいようでした。



184

吐き気、26年11月～12月今はなし。精神的な症状（特に不安感。学校へ行きたいのに行けなくなっ
た）解離的症状（無意識に動く。覚えていない）26年6月、7月今はなし。幻聴、幻覚　26年6月、7月頃
今はなし。　パソコン、スマホ、TVが見られない、26年6月今はなし。　微熱が出る、肩が異常にこる→
接種直後からと思います。人混みに行けない、TV、映画のこわい場面に異常に反応する、すごくお
びえる→今までは全くない反応です。今はだいぶ良くなりました。

185
子宮頸がん予防接種を受ける前は、生理痛がほとんどありませんでしたが、接種した後あたりから、
毎回生理痛がひどく薬を手離せなくなりました。

186
痛みを長くともなった時に、病院でMR、CTの診さつをうけたが、結果はいじょうなし。今だに、うでの
かんせつの痛みと、重たいものをもつと力が自然とぬけてものを落としたりしてしまう。

187
右手が時々指の力が入らず、重いもの（お茶などペットボトル程度）が持ちづらい時がある。ひねった
りするのに力が入りにくい。

188
⑧⑨⑩眼科に行っても原因がわからない。脳内科をすすめられたので行ったが原因わからず。⑪⑯
で救急車にて病院へ、原因わからず。

189 毎月生理痛がひどく、腹痛や腰痛があり。
190 接種後は筋肉の痛みがあったが、その後もとにもどった（1、2週間程度）

191
しびれ、動悸、息切れ、食欲不振（時々）、吐き気（時々）、失神（歩いている時など突然に意識消
失）、失神（入浴時に痛みが増した時に）、発汗異常(手の平と足裏からしか汗が出ない）、ホットフラッ
シュ、心臓痛

192 ワクチン接種後２日間、腕がはれ、上がらなかった。

193

①～⑳について、保護者から見て、著しく異状を感じることは特になし。（但し視力低下、肌あれな
ど、年令的に異状とは思えない程度の変化はあり）。25 発熱について、2012．3 サーバリックス3回め
の接種後、24時間以内に発熱。母親の記憶によると、金曜日の夜の診察で接種。次の日のお昼過ぎ
からぐったりし、夕方に38℃位の熱を出した。（病院が休みの為受診せず）。その後24時間以内に改
善したため、特に対処しなかった。

194 小6で生理が始まってから高１までに生理が数回しか来ない。今年はまだ一度も来てません。

195
25、下痢の症状が今も続いています。少し良くなっても、またすぐにおきます。⑮うでを曲げるところの
湿疹が長引いています。

196 小学6年生の終わりから、中学1年生の終わりまでの約1年間、生理がこなかった。
197 元気いっぱい、部活をしています！
198 歩いたりなどするとき、視界が急にまっしろになるのと、耳なりになる。
199 接種後、1回目は特になにもなかったが2回目、3回目目と接種して10日後に意識を無くし倒れた。
200 原因不明ですが、膝が痛いというかだるい感じがするときがあります。寝ると次の朝は治っています。
201 頭痛のため受診したところ脳波異常が見られました。現在も脳波に異常がみられています。

202
中1の頃より、鼓動が激しくなることがひんぱんにあり、病院を受診しました。（特に学校を休んだり、動
けなくなるほど重大なことにはなっていませんが、念のため受診しました。）心電図をとり、検査しまし
た。中3まで続きましたが、今はほとんどなくなりました。

203
夜、眠る時に、手と足がだるく重たく眠る事が出来ない。手と足を冷やしたり、シップをはって、2～3時
間すると、少し楽になり眠る事が出来る。今迄（ちゅうしゃを打ってから）10回程ある。

204 左肩と、左のおしりらへんにときどきしびれがあった。

205
これは、関係あるかわかりませんが、寝る前にベッドの中でけいれんというか、体がビクッとなることが
あります。自分の中では、体が眠りに入る前に脱力するからかなと思っていますが…。あまりはっきりし
ていませんが、26年の冬頃からありましたかね。

206
平成26年の4月頃より以前はなかった食物アレルギーの症状が出るようになりました。現在も症状があ
るかどうかは摂取していないので分かりませんが発症以来2、3度バナナを食べると同じ症状が出たこ
とがあります。

207
色々の症状がでて産婦人科の先生に相談したら予防接種のせいではないと言われました。予防接
種をした病院の先生は精神科に行きなさいと言いました。

208 子宮頸がんワクチン接種、翌日、発熱し、2～3日学校を休んだ。1回目、2回目共。

209
病院を受診し温熱性蕁麻疹と言われました。予防接種のかかわりがあるかどうかはわかりませんが、こ
こ数年前からの症状です。夏の時期は出ません。冬期に症状がでます。一応記入させていただきま
した。

210
腰（内部）のすこし上に痛みが出るため、H27.6に病院で検査をしました。（原因不明）エコー、CT、レ
ントゲン、尿、検査結果は、でませんでした。その後も痛みが出るため、通院中

211

予防接種をした前後に起こっていた。予防接種を打ったから症状が出たのかわからないが、目がチラ
ツキ、視界が狭くなり頭痛がして、はき気を催していた。今は、ほとんどないが、2年程、何度か、症状
が出た。病院へ受診し、眼科、小児科、神経科、救急外来も受診したが、原因がわからず、（CTも
撮った）へん頭痛と言われた。



212
急な高熱、40度が2～3日全く下がらない。意識もうろう、何がおきたのか！と思うほどの状態、一歩ま
ちがえたらあぶなかった。あとから色々な障害が出てゆるせないと思った。運がよかったではすまされ
ない。

213 甲状腺、手あせが多い
214 ⑦⑩⑬は受験に対するストレスなどからだと思うので”なし”でお願いします。申し訳ありません。

215
毎年夏場は3ヶ月ほど生理がない。今年は半年近くなく生理が始まったら、4日目くらいの月経量が
1ヶ月続いた。2回ほどあった。今は正常です。

216 接種後腕の腫れしこりが長い間ありました。

217

当時は予防接種を受けたせいとは思わなかったが中学に入ってから主に2年～片頭痛や吐き気があ
ることが度々あり、血液検査などしても特に異常なく様子見でした。体育を見学するなどはありました
が、学校を休むまではなかったです。あとから、予防接種での影響の話を聞き、もしかして…と考えた
りしていました。（本人にききながら母が代筆）

218
小さな時はなかったが、中学生以降虫にさされると大陸の様にはれ上がる様になった。皮フ科に行っ
た所アレルギーだと言われ薬服用するとおさまったが、蚊なのかダニなのか分からない。

219 ㉕注射を受ったところの腕が1週間ぐらい上げたりすると太い痛みがあった。

220
3年前、平成24年朝起きたら歩けないほどの腹痛があり、病院で検査をしたところ卵巣出血と言われ
ました。今でも月経の前にお腹に違和感を感じる。（右側）

221
㉕病院で待機中に貧血後は何も症状はありません。（もともと注射ぎらいなので）のみぐすりなどがよ
いなと感じました。

222 関節が痛むのは、ダンスをしているので。
223 甲状腺が腫れてしまった。

224
平成25年12月卵巣腫瘍茎捻転緊急手術、平成26年9月発熱、吐気、過呼吸
（9/19.24.25.26.29.30.10/1.2) 9月10月尿閉塞

225

㉕㉖共、子宮頸がんワクチンを打ったときのことで、㉕はワクチンが体内に入るときから痛みを感じ、
今まで打った注射にはない痛みだった。その後数日間痛みが消えず、日常生活にも支障が出た。2
回目、3回目の注射も同様の症状が出た。㉖はワクチンを打った後、貧血のような症状が出て、立ち
上がったときにめまいが起こって視界が白くなり、倒れた。病院のベッドで数十分安静にしていたらよ
くなった。これ以来他のワクチンでもこのようなことが起きるのではと恐くなった。今のところその症状は
このワクチン接種以降起きていない。

226
平熱が35.6℃だがよく37.0℃後半の熱が出る。生理前生理痛がひどい。唇や口のまわりがかぶれや
すい。

227

現在高１の次女（中１の時）が学校からプリントを持って来たのでワクチン接種しました。その時には副
作用の有無もあまり知らずに、ただ、お医者さんから「打った部位が痛くなるかも。副作用はどんな予
防接種のもあり得ることだから・・・」と説明。1、2、3回目とも注射部位の痛みは、回を増すごとにひど
かったようです。（今、考えると）3回目の数週後にいろんな関節が痛いと言っていたような気がしま
す。「インフルエンザとか、熱が出る前のような節々の痛さがある」と言っていました。その後、腰痛や
膝痛が。整形外科で腰は「足に扁平もあるから装具を…」と足底板を作りました。ずっと足底板は使っ
ていますが腰痛がなくなることはないようです。膝痛もリハビリなども通っていましたが未だに時々。市
販品のサポーターなど欠かせません。その間MRIなどで検査は数回してもらいましたが、異常はあり
ませんでした。小学校から中１、健康で、季節による風邪やインフルエンザ以外は病院にかかることな
どなかったのですが、（考えすぎかもしれませんが）腰や関節の痛みは予防接種後からです。姉がい
て、次女の一ヶ月遅れで自費でワクチン接種していたのですが、次女が3回目の接種をしてからすぐ
の頃テレビなどで「副作用が…」などの報道が頻繁に聞かれて結局こわくなって、長女は3回目はしま
せんでした。

228
㉗頭が重い、あり→平成23年9月、受診あり、いつもある。㉘動悸、あり→平成23年9月、受診あり、い
つもある。㉙しびれ、あり→平成23年9月、受診あり、ときどきある。

229
㉕腕のしびれ、子宮頸がんワクチン接種後、注射をした方の腕が2～3日しびれていた。腕をあげるの
もおっくうなほどで、風呂に入るのが少し困難であった。1～3回とも、全てそうであった。

230 ワクチン接種後、腕を上げられない程、腫れ、痛みを伴った。接種～2週間

231
子宮頸がんワクチンで色々な方が見えますが　私の娘は、はっきりと言える事は、ワクチン接種後、集
中力や行動力がなくなり睡眠が充分とれなくなりました。ワクチン接種が良かったのか悪かったのかは
解りません。

232
㉕今まで生理が長く続かなくて血もあまり出なかったが20歳になりいきなり増えた。㉖ほとんど泣かな
かったが今年に入り感動ではなく悲しくてよく泣けてしまう。

233
どの症状も原因は不明と言われる。ワクチンは関係ないと思うらしいが、何かあったらすぐ来て下さい
と言われている。

234 手汗をかく
235 詳細な時期については、不明ですが、3回目のワクチン以降に症状が現れ出しました。



236 H24.6ジンマシンが出て、受診、原因がわからず、何回か続きました。
237 月経時の腹痛がひどいように思う。

238

月経不順が続いています。特に、中学3年生頃から、大量出血を、繰り返しています。病院に受診
し、ピルを内服したこともありますが、すぐに症状は再発。今年に入り病院をかえたところ、無排卵性
月経とのことで、薬を内服し、様子をみています。大量出血は治まっていますが、月経がない時期が
続いています。ホルモンバランスのせいか、精神的にも不安定になりやすく、また、一度眠るとなかな
か起きられません。そして、太りやすくなりました。

239 些細なことにキレて、イライラしている。

240

㉕ワクチンを打ったせいではないかと思い当たるが物忘れの症状です。その他頭痛（吐き気、後頭部
の痛み）がひどく救急車で運ばれました。友人や親に若年性認知症ではないかといわれることが多く
なったが受診していない。大人になってからどうなるのか心配です。⑤⑯体のだるさや疲れが有り休
みの日は、昼まで横になっている。

241 重複障害児の為、回答できない項目があります。
242 ㉕2年前から急にぜんそくの症状が出ました。（関係性があるかはわかりません）
243 ㉕一時期顔を洗ったり、逆立つをしただけで、鼻血が出た。
244 心臓など全く問題なく入院して8年間チェックしてもらった。
245 手足が浮いている時に小刻みにふるえる。特に手が・・（箸、字を書くｅｔｃ）

246
初潮がくる前に子宮けいがんの接種をした事によって月経異常になってしまったのではないかと・・・・
思う事があります。

247

気圧が低くなると体調が悪くなる。みぞ落ちが痛くなる。手足が熱くなったり、ひえたりする。夏はクー
ラーをガンガンかけ、冬はエアコンをかけすぎ、咽頭が痛いと言う。体温調節が出来ない。夜、眠れな
いので、昼間寝てしまう。昼夜逆転している。食欲がないのでやせている。外へ出かけると、翌日は寝
込んでしまう。寝たきりになりたくないので、毎日そのくり返しで、頑張っている。

248

３才違いの姉も同じ頃ワクチンを受けたが以前はなかった、生理痛がひどくなり、薬を飲むこともある。
異常な痛みがある。生理が異常にながくなったり、終わってもすぐ来たりの不順がときどきある。生理
前は特に子宮がはった感じがする。肌がすごくあれ、ニキビなど出来なかった肌が顔全体に赤く湿疹
が出来るようになり、今はカンポウ薬常用している。

249
2回受診をしましたが今だに治らず色々試しましたが効果が出ず、手術をしないとと言われました。今
だに手汗せが酷く悩んでいます。

250
子宮頸癌ワクチン接種後は確かに「身体が痛い」と数日訴えていました。今も残る気になる症状は「光
を異常にまぶしく感じる」「手に力が入らない」ことです。だからといって生活に支障がある程ではあり
ません。

251 数学や理科が理解しにくくなった。（今思えばワクチンがキッカケ？？）
252 手足がけいれん（ビクッ）とする。特に朝方に多い様子。汁椀の汁がこぼれる程。
253 ㉕薬（カゼ薬等を飲んだ時、又、疲れている時手が小きざみにふるえる様になった。
254 脊髄空洞症発症

255
小学生の時は水泳も体操にも通っていた。体力はあるほうだと思っていたが、中学（接種後）からつか
れやすくよくねてしまうように感じる。

256

普通の人より見える視界が広く、正面を見ていても180度くらい常に見えている状態がなので、周囲の
情報を一度に取り込みすぎて思考が止まったり、動きが止まったりして、情報を処理することが困難な
ことが多い。㉑は人より視界が広いため、自分は正面を見て歩いていても、横を通る人や店の様子が
見に入るので、同時に視線を与えていることになり、横を通る人が「見られている」と気付きやすいこと
によって、今は横を人が通る時はなるべく反対側に顔を反らすし180°視野の区域外に自分の顔を
もってくるか、目をつぶるようにしないと歩くことができない。

257
ニキビができる（顔のほほにとくにできる）中1～ひどくなりなかなかなおりません。女性ホルモンバラン
スがくずれているのだろうか？

258
3回目を接種した後、高熱を出した。（たしか次の日に熱を出し病院へかかった）かぜの症状はなし、
原因不明だが、接種してすぐだったのでやはり関係があると考えられる。

259

①については月経がはじまったばかりなのでかと考えています。（25年12月開始）⑦㉓㉔について
は、高校入学直後に体調が悪くなりましたが、改善しました。⑪㉕は受診し、血液検査もし、異常なし
で、投薬もなしです。現在も時々ありますが、受診した頃ほどひどくなく、ふつうに日常生活を送って
います。

260
㉕子宮けいがんワクチン接種後、打った所が異常に痛がり、38度程の発熱も起こった。㉖子宮けいが
んワクチン接種後2か月後程してけいれん発作を起こした。その後も発作が起こり、現在は薬を服用
し、発作はおさえられている。発作は休日起こっていたので、学校では影響はなかった。

261 生理が異常で、頭痛、腰痛はもちろん、吐き気もあり、毎月吐いてしまう。
262 うでがすごい痛いのが続いた。
263 サーバリックスを受けた後、少し触れた後でも激痛。



264
症状があるの項目がいくつかあるが、予防接種とは関係ないと思う。（予防接種直後ではない）イン
ターネットを深夜までやっているので（睡眠不足だと思う）その影響ではないかと思うが、一応はいに
記入しました。

265
頭が痛いと言った事がなかったですが頭が割れる様に痛いと言い出し救急車で病院に行きました。
時々、頭痛があり学校を休む時ワクチンのせいではないかと心配になり接種しなければよかったと思
います。

266
接種した次の日、娘が、腕が痛いといいだしたので見てみると、真っ赤にはれて（接種した）きました。
かなりはれてきたので　様子を見ました。1週間くらいで痛みとはれは、ひきました。

267 ただの生理不順が始まった時にあっただけで何も異常なしです。

268

今年の夏暑い頃から異常に悪寒を感じるようになり真夏でも服を着込み夜は毛布まで着て寝ておりま
す。特に熱はありません。以上、ありと答えた事にかんしては、病院で頭部CT、MRI、血液検査、背
骨、けいついのMRIをとりましたが、一切異常がなく、治療もないと言われ、どういう事なのか、家族皆
で不思議であり不安です。

269 冷え症　手足先がいつも冷たくさむがることが多い。

270
高校生の頃接種後特に頭痛がひどく授業中に保健室で休んだことが毎度かあった。また手足のしび
れが時々ありなんでかなぁと言っていた頃も重なっていたと思います。

271
25通院、服薬中27年6月突然けいれんを起こし、意識不明、入院。脳波、MRIなどの検査異常なし。
その夜２回けいれん発作で入院。現在服薬しながら経過観察中

272
ワクチンをうってから大きなできものができて、排尿にもえいきょうができ、手術をしたが、原因不明のう
みがだらだらとでて、ライフ生活、学校にもえいきょうがでて、大変だった。それが２年半も続き、今
は、よくなった。

273 ①については月経が半年程来ないだけなので私生活に影響はない

274
今年に入って●で検査を受けたが脳に異常が見つからなかったのに　時々圧迫されるような痛みと。
耳にマクが張った様になる。

275
頭痛について、日頃から頭が痛いとよく言う。生理前などは特にひどい様子・・・今まで診察してもらっ
たことがないが・・・ 近は市販の薬を常に持っている。

276 全く健康です。

277
25．26以外云々ではないのですが、とにかく何でもすぐに忘れてしまうので、とてもこまっています。
治るのであれば何をされてもかまわないので、この文面に目を通していただけることをねがっていま
す

278
25年の夏は、体の冷えがひどく、それにより腹痛になる事も多かった、現在は、25年の夏程ではない
が、おなかまわりは特に冷える感じです。

279 ㉕小学校の頃からひどくなり、薬を飲まないとだめ。

280

㉕ただ、蚊にさされただけで、全身に湿疹ができるように、広まってしまったり、蚊だけでなく、他の虫
さされでも、何年も治らず、今もずっと痒みがある。ずっと受診しているが、薬も合う（治る）ものがなく、
今も困っている。足に（全体）キズが残ってしまっていて。㉖今までずっと、頭痛が続いていて、生理も
ずっと止まったままでした。産婦人科に通っていましたが、薬を飲んでもプロラクチンが（数値）下がら
ず、2ヶ月程、採血と薬を飲むことを続けていました。ですが、何も変わらずでした。今も、ずっと生理
が来ない状態が続いています。そして、MRI検査を先日行いました。すると、脳の下垂体に、腫瘍が
出きているのが判明しました。そして、11月に手術を行い摘出する予定です。頭痛は、今もずっと毎
日ように続いています。

281
今回は恐らく関係ないと思いますが、生理痛が以前と比べて重くなった気がします。金属バットで腹
部を強打されているような感じ。

282
中学生（2～3年）の時、部活でなのか分からないけど腰が痛くて、異常な痛みだった。どうしてなのか
理由や原因がわからず薬を飲んでいた事がある、今思うと、もしかして、副作用のが有ったのかと思っ
たりもした。時期的にも（注射が）同じぐらいだったのでとても心配だった。

283
めまいや睡眠の問題は思春期のホルモンの影響によってもおこります、一般的な症状として全く見ら
れないという状態ではありませんが異常な様子に感じるものではありません。

284

子宮頸がんの予防接種のせいで、アンケートで答えた症状がひどくなったり、その症状が出始めたの
かははっきりわかりませんが、重篤な副作用が出ていると聞くと、生理不順がひどくなったのは、予防
接種のせいではと思うのも否定できないと思います。国が推奨していると思って受けたが、今となって
は、受けないほうがよかったのではと時々考えてしまいます。保護者記入

285 目がおいわさん状態に腫れたり、じんましんが出たりするが、時々で、しかも理由がわからない。
286 注射を打ったあとから頭痛をうったえることがある。

287
子宮頸がん3回目11/18、インフルエンザ11/25、11/27胸が痛い、息切れ、11/28レントゲン、心電
図、11/29循環器、レントゲン、エコー、11/30呼吸器、レントゲン、エコー、CT、血液検査、突発性縦
隔気腫

288
注射をしたところが痛みはれたり注射した手の筋肉が痛みある一程以上上に手が上がらなかった。
首などが痛かったです。



289 激痛が走り、しばらくは体育の授業に影響が出る程でした。
290 接種した後、数日間は腕が腫れ、文字を書くのも辛い。熱は出なかった。腕のいたみのみあった。

291
⑮アレルギー、ジンマシン、何に反応しているか、分からないが、（多少調べた）突然、手、足、唇と、
いろいろな所が腫れる。

292 ㉕について、受診の結果「慢性腸症候群」と診断されました。

293

便秘になったり下痢になったりして、毎回トイレに10～20分以上とじこもる。激しい腹痛で動けなくな
り、救急へ行き、ガスがたまってると言われた。病院は一度のみ。以降も症状（腹痛あり）中2（Ｈ23）か
ら。怠くて起きられず、目覚ましも聞こえない。その前後に足首などの痛みが続く。口内炎が増え、一
度に数個（多い時は5個、 高15個位）でき、病院へ行くが、治ってすもすぐ出来てをくり返す症状に
ついては、Ｈ23～今に至るまで、継続してます。

294 接種した後（とくに1回目）肩が上がらないぐらいうでがいたく、腫れた（3日ぐらい）
295 突然ボーッとして、焦点が合わなくなる。腹痛がよくある。
296 まぶたのはれ26.8月、H26.3月ワクチン１回目の接種10分後意識がなくなる。1日入院
297 知的障害があるので本当のところはわかりません。空らんの部分はわかりません。

298
子宮頸がんワクチンを受けた後、卵巣の痛みが3度程あり、吐き気を伴った。3度目は痛みに断えられ
なくなり、救急搬送された。その後、MRIをとったが異常なしとのことだが、時々痛みを訴える。

299 ㉕しっかり眠っているのに、数分単位で眠気におそわれる。

300
ワクチンを受けた後は腕を上げることが出来ずにずっとだらんとしてた。1週間くらい経つとなくなっ
た。

301 いずれも強い症状ではありませんが気になる程度です。

302

中学二年頃（秋頃）から、あまり勉強に集中できなくなった。又は学校でも対人関係とかいろんな問題
も重なる時期であった。その頃から色んな症状を抱えるようになった。上記の症状があって、中学後
半はほとんど学校へ行けず今も、めまいや、体のだるさがひどく通院（心療内科）しています、精神的
にも波があります。原因はいろいろな事が考えられるのですが、特定する事ができていません。

303

㉕Ｈ25．5．13に子宮頸がんワクチン２回目を接種して数日後、激しい腹痛があった。夜中に急激に
痛くなったために救急病院を受診したが原因がわからず、●の薬を処方された。その後も数日、痛み
があり、かかりつけの病院を受診。原因がわからず様子を見ているうちに数日後に落ち着いた。その
後、何回か同様の症状が起きたが、今はほとんどない。

304
月経不順、量の異常は体脂肪減少の為、無理なダイエットの為、産婦人科で対応して頂いて現在は
異常なし

305
足（ふくらはぎ）突然こむら返りのような症状になり、ふくらはぎが2倍位に腫れあがり、固まったように
痛くなることがあったため痛院しました。MR検査などしたが原因がわからないままでした。現在は、回
数は減ったが、忘れた頃にこむら返りのような症状になる。

306 月経時に腹痛が急にひどくなり、出先から帰宅しなければならなくなったことがある

307
子宮頸がん予防接種を受けた後の約１ヶ月ぐらいは打った方のうでが上まで痛くて上げられないこと
があった。しかし、病院を受診し様子を見ていたら痛みは無くなり、問題なくなった。

308
偏頭痛発作かどうか分からないが、ひどい頭痛やはき気に見舞われたことが2回ほどあった。初回は
高校3年の時。

309
ひどい頭痛ではないが偏頭痛がよく起こる。薬（市販）をよく飲んでいる（1ヶ月に4、5回程度）。現在
高3（17才）、2、3年前くらいから症状が出ている。

310 突然、胸の奥が苦しくなり、動けなくなるが、痛みが続く時間はまちまちである。

311

補足、手足の痺れについては普通に立って歩いていてもしびれることがあります。特に左足に顕著に
でます。しばらくすればおさまりますが、一日のうちに何度があります。神経痛はもともと時々あったの
ですが去年あたりから頻発して、主に肋間神経痛です。医者でエコー検査したのですが異常は特に
ありませんでした。今年3月にアナフィラキシーを発症しました。医者に行きアレルギー検査をしました
が動物・植物の目立ったアレルギーはなく、まだ原因がわからず、、。●を常備していますが。それか
らは症状はありません。

312
㉕授業中にお腹が張り、痛みもあって、トイレに行ったり保健室へ行く、高校に入り特に冬になるとひ
どくなる。H25.2～通院している、ストレスによる、過敏性腸炎と言われ、服薬を続けている。

313
㉕が原因で病院受診後、検査の結果、てんかん疑いと診断され、薬による治療を開始H26の3月まで
受診し、薬を服薬。その後経済的理由により、受診できず、薬も飲んでいない。薬服薬中はてんかん
発作がなく、意識消失で倒れることはなく、薬を飲まなくなってからも今のところ、倒れることない。

314
子宮頸がん予防接種を受けた日に頭痛、はき気、体の熱っぽさ、だるさを感じましたが、翌日には、
治まっていました。

315

接種後よりアトピーの様な症状で困っている。受ける前はまったくなかった。病院で相談、血液検査を
したがアレルギー物質を特定できなくもっとこまかく調べないとわからないと言われ現在服用（かゆみ
止め）と塗り薬でがまんして過ごしています。こんな風になるならしなかったのに。まるで実験されたよ
うです。



316 階段を上がったり、運動をしたりすると、急に頭が痛くなることがある。
317 ●病院神経科へ通院中（自律神経失調症）低血圧
318 ㉕腫れは酷く、寝返りして患部に触るだけで痛かった。

319
昨年より、右ひじの痛みがあり数件の病院を受診したが原因が分からず現在はサポータを使用して
学校に通っている、加えて両下肢のしびれもある、午後より痛みがひどくなるため、帰りはほとんど迎
えに行っている、どこの病院を受診すれば良いか分からないため痛みを我慢している。

320

25・26？⑮についてですが局部にあったホクロが異常に大きくなり、下着にすれて痛がるようになり受
診。細胞母斑として切除手術をうけました。もともとアトピー体質でしたが、平成26年ごろより悪化。10
年振りの耳切れも復活してしっしんは現在も通院投薬中。乳汁のような乳首からの分泌物（汁）も多く
「じくじく」した状態になりやすい。

321 Log・Rest　Less症候群のような症状が月に数回ある。
322 子宮頸がんの予防接種で針を入れたところが長い間、皮フが中のほうまで硬い時期があった。

323
1日のうち3/4がベットの上です。たまに気分が良く、外出すると（4時間くらい）翌日は、ほとんど起きら
れません。食事も、食欲があっても、おいしく食べられません。だんだん食欲もなくなり、4年で5～6キ
ロ減りました。現在164㎝で39キロです。

324 ●を飲んでも効果がなく、ずっと腰痛と頭痛がする時はよくある。
325 1回目接種後次の日、頭痛微熱の為、学校欠席した。夜、貧血のような症状がでた。
326 てんかん発作あり、治療中。学習障害、発達障害があるため、保護者が記入。

327
それまで胃腸がとても丈夫で、胃が痛くなったり、下痢になったことは一度もありませんでした。しか
し、子宮けいがんの1回目のワクチンを打ってから、胃腸が弱くなり、（ 初の症状としては、とても気
持ちが悪くなった。）それ以降、ときどき胃痛を感じたり、下痢をするようになりました。

328 ㉕集会などでずっと立っていなくてはならないとき、足がふるえたり、フラフラすることがある。
329 風呂の中で寝てしまう。
330 道などの方向感覚がおかしくなったという事で心配しています。

331

注射後、ひどく手が痛みはれあがった。その後、毎朝のように手のけいれん等あり、食べる物を落とし
たり、手が勝手に動く症状があり、ある朝、意識不明になり、病院へ行く事になりました。その後は薬
を飲み落ち着いています、ただ、1年に1度MRや脳派をとったり、3ヶ月に一度受診しています、原因
究明してほしいです。

332
夜になると、足がもぞもぞそわそわする。天候が悪くなる（雨の前）と頭痛がひどくなる。なんでもない
道でよくつまずくる、転ぶ。月経痛（下腹部の痛み）がひどくなった．．．起きあがれなく寝込む。大き
な音やテレビの音がスピーカー音に聞こえる

333
月経不順、月経量の異常については、初潮がH22と遅かったため安定していなかったのもあると思わ
れます。精神的にも不安定なことがあり、受診しながら見守っていました。

334 注射を打った1時間以内に、頭痛がした。（1回目と2回目）3回受けてません。

335
㉕てんかんについて、接種後から手がゆれる不ずい意運動があったが気にしていなかった。その後
大きな発作があり「てんかん」と診断された。接種した小児科に子宮けいがんワクチンとの関係をたず
ねるも不定される。現在投薬中で発作をおさめている

336
㉖内科と耳鼻科を受診、38°～40°の熱が半年以上続いた。●の対症療法のみ。「亜急性壊死性リ
ンパ節炎症」の可能性があると言われた。

337

中学2年生になってから、頭がふらつくと時々、訴えるようになる。歩行していて斜めに行っていまう事
1回あり、夏休み中、エアコンをつけ、家の中にいたが、頭がふらつき、嘔吐もあり、歩くこともできず、
救急車にて大学病院搬送。一泊入院し症状落ちつく。検査するが、原因わからず。中学3年生に
なって、頭ふらつく訴え回数減るがあった。現在高校生になり、一度も症状です。

338
㉕注射を打った後、筋肉痛がひどく、長引いたため2回目の注射の際医師に相談したが、特に問題
ないとの判断だった。今では異常はない。しかし、当時はとても不安だった。

339
㉕2月中ば頃カゼの症状が出、内科にかかり、インフルは陰性、血液検査受け肝臓の数値が高く3度
血液検査をした。徐々に数値は下がっていったので、通院終了した。（アミラーゼが高かったりした。
A型肝炎ではない、とのことだった）

340
1年以上前に、うでのしこり発見。色々考えると、注射しか原因だ。時間がかかって、大きくなると病院
で言われました。本当に傷はのこるし（女の子です）、お金もかかるし、、、どうしてくれるの？

341
H26、6蚊にさされてもかゆみを感じない、複数さされてもなんともない。H25顔の吹き出物がひどく、
皮フ科でもよくわからない。

342
原因のわからないじんましんが毎日のように出て困っています。症状が出ないように薬を飲んで学校
に行っています。

343 高1（H25,3月）に潰瘍性大腸炎発症

344
上のような症状まではないですが、注射をした日から2～3日は、うけた方のうでがとても重かったと思
います。



345
皮フが乾燥し、頭皮にフケが異常に出る様になった。医療関係の人に相談したところ子宮頸がんワク
チンの影響かもしれないと言われました。そして生理の際に胃がすごく痛くなり、学業にも支障が出て
います。

346
今回のアンケートで初めて気付きました。突然偏頭痛になり、何故なのか？と考えて居りましたが、こ
の関係もあるのかも？！と思います。ありがとうございました。

347 子宮頸がんワクチン後、生理痛がひどくなった。ワクチン後、イライラすることが多くなった。

348
通勤後1時間以内に目の辺りの腫れとかゆみなどの症状がでるようになった。その時点で原因はわか
らなかったが、ある日、体育の授業中に顔全体が腫れあがり病院を受診、検査の結果、小麦アレル
ギーだとわかる。（運動誘発性アレルギー）小麦除去食で対応する。現在は発症していたく、小麦も

349

25、部活でいつも練習で走っていたグランド3周が急に走れなくなり先生に報告を受けて病院を受
診、ヘモグロビンが5.1でした。入院か2日に1回点滴にくるように言われ1ヶ月半、点滴に通いました。
その間、体育の授業、部活など禁止になりました。登下校や階段の上り降りも気をつけるように言わ
れ、点滴終了時には数値は正常値になりましたが、鉄剤の内服薬は続けるように言われ半年間続け
ました。今ではほとんど症状はありません。

350
生理の時のPMSがだんだんひどくなる。とにかくいつも体がつかれている。体調がずっと悪い。中学
に途中から行けなくなった。今も働くこともできない。病院に行っても原因がわからない。

351 接種部位は腫れましたが、全身的な副反応はありませんでした。
352 1回めの接種後、熱が出た。
353 中学2年後半くらいから、生理痛がとてもひどく、1日は寝ている様になった。

354
子宮けいがんワクチン1回目をうって体調がわるくなり、2回目をうって3日後にⅠ型糖尿病ケトアーシ
スになり入院しました。ワクチンの影響があるのではないかと思います。調べて下さい。

355 物をよくなくす。片付けるのがおっくうになる。
356 中2頃より生理痛がとてもひどく、時々保健室を利用する様になった。

357
ガーダシル接種後、生理不順、貧血、足の痛み、手のひらの皮ふ異常乾燥があらわれ、婦人科を受
診、特にはっきりした原因も認められなかったので、診さつのみでした。余りに痛い時は●を飲ませ、
様子を見ていました。現在も、やわらいできましたが症状はあります。

358
1回目の接種後すぐに、足の指先から頭まで痛くなり、1時間程、病院で安静にしていました。身体を
動かせなくなり、歩く事もできませんでした。

359 子宮頸がんのワクチンを打って3日間ほど腕が上がらなかった。そのため部活にも少し影響が出た。

360
ずっと薬を飲み続けないと症状（関節のこわばり、痛み、足がむくむ、紅斑ができる　肺や心臓に水が
たまる。ループス腎炎の発症、少し運動すると激しい息切れなど）がおさえられない。現在は髪が抜
けるくらいでおさまっているが、視力が落ちてもどらない。

361

3回目の子宮頸がんのワクチンを打った後、帰宅後すぐにふるえ、高熱、おう吐が出て、救急車を呼
んだ。予防せっ種の際に交付される注意書きに急変は受診と書かれてあったにもかかわらず、救急
車で運ばれた病院では予防せっ種との関連をその場で否定され、不信感でいっぱいでした。（●病
院）数日は高熱がつづきました。その後も、体調が悪くなるたびに当該予防せっ種のせいではないか
と不安がぬぐえません。

362 リウマチの薬●服用中。

363
元々、アトピーではなかったのに、急に、今年入ってくらいから、首のうしろからかゆくなり、あれてし
まった。そして、今はうでや顔がかゆくなる。（特に夜）血が出るくらいまでかいてしまう。病院へ受診し
た所、パっと見て、「はい、アトピーです」と言われたのですが、納得いかず･･･です。

364 番号に○と書いてあるのは、統合失調症と区別がしにくいため。
365 ①②生理が3ヶ月続き、1、2週間止まり、また長く続く。（腹痛もあり）
366 腹痛、はきけ。
367 生理がこないため産婦人科でもらった薬●でこさせている。（高一から今も）
368 ③は、バスケ部のドリブルで痛めたのだと思います。⑦は、小学生低学年もずっとでした。

369
27、言葉がすぐに出て来ず、会話が続かない。 28、今迄、大丈夫だった抗生剤や食物に対して、ア
ナフィラキシーショックになってしまった。 29、忍耐力が無くなった。

370
平成23年、月経が止まりました。今現在も婦人科より処方されたホルモン剤にて毎月、月経を迎えて
います。子宮頸ガンワクチン接種と時期が重なっている為、心配しています。

371 ワクチンの影響か分かりませんが、接種した年はひどくヒステリックで情緒不安定でした。

372
⑮について、小さい時からアトピー湿疹があるが、大人になっても、全く改善されず、ひどくなった。25
について、下腹、子宮のあたりがいつも毎日のように痛いと言っている。

373
2回目の接種後の冬から、だるさ、疲れをうったえるようになり微熱が続き3回目接種しましたが、そこら
へんから、下痢、腹痛があり、病院を受診して、難病ということがわかりました。丁度時期的にあうの
で、影響があったのではと時々今でも考えてしまいます。



374
25、じっとしていても頭がグルグルと回るような感じになる。歩くのも不自由だし、座っていてもひっくり
返りそうになったりする。1ヵ月程続き、内科、耳鼻科を受診するも原因わからず。時々同じ症状が出る
が、処方された薬を飲むと2～3日で治っている。薬は精神安定剤等。

375 25、体温調節が困難。26、体内時計の調節ができず昼夜逆転生活
376 25、体温調節が困難（特に低体温になる時があります）。26、どうき、息切れ。
377 サーバリックス3回目接種後、死んだように長く眠りこんだことがある

378
子宮のう胞発症。2014年4月腹部の痛みを感じ、病院に行ったところ、腹部は腸炎と診断されました、
が、痛みこそなかった子宮に、不審な影が映っていて、詳しくしらべたら、子宮のうほう種で、2014年8
月手術しました。

379

子宮頸がんワクチン第1回接種直後に、ワクチン接種した左肩に、従来他のワクチン接種時には感じ
たことのない激痛があり、ワクチン接種した医者へ本人がすぐ伝えたところ、｢筋肉注射だから、従来
感じたことのない痛みがあったのでは？」と回答されたが一抹の不安は感じました。何かの参考にな
ればと思い綴りました。

380
頭痛は、片頭痛に診断され「月経とホルモンの関係があります」と言われました。月経不順は、不安と
ストレスにて、一時、ありましたが、経過観察にて改善しています。

381 H27.6～手足が急にかたまり、過呼吸になる事が多かった。今は（H27.9）は落ち着いている。

382
1の月経不順についてですが、生理が4年生で始まってから、遅れぎみで来ていたので、その頃は普
通だと思っていましたが、ここのところ、2年程生理が異常に早く、20日くらいで次の生理が始まってし
まいます。薬をもらって飲んでいますが、もしかしたら、ワクチンの副作用？とか思ってしまいました。

383

ワクチン接種後、今までは、ソフトボールチームに入って月ようから金ようは学校、土、日はソフトボー
ルクラブに入って元気だったのですが、とにかく体調不良が始まり、習い事もやめて、学校だけ、何と
か行っていたのですが、学校も行けなくなりました。親の私も精神的につかれてしまい、スクールカウ
ンセラーに、毎週、かよい、色々と相談してもらった事もありましす。1回目接種後→目がまぶしくなり、
頭痛の回数がふえる。2回目→とにかく体がだるくなる（体がふるえる、歩くのも長くまっすぐ歩けな
い、微熱、頭痛、はきけ）。3回目→微熱も長く続き、生理が止まったり（約3ヶ月間）長く続く（約1ヶ月
間）頭痛もひどくなり、腹痛も始まり、軟便が続く。病院での検査→頭痛で頭のCT検査。腹痛で大腸
の内視鏡検査。光がまぶしいので目の検査。熱と手、足の筋肉のいたみで血液検査

384 正確にはわかりませんが、近くで見ている限り、いつもと変わりないと思います。

385
紫外線で肌荒れしやすくなった。腰痛。生理前から終日までに頭痛、せん骨辺りにひどく痛みを感じ
る時がたまにある。

386
接種してから、月経が止まり、婦人科を受診し、医師から「子宮が小さい」と言われ、薬を服用して月
経が来るようにしました。集中力がなく、いつもイライラし、学力も、オール4から、オ-ル3に低下しまし
た。気持ちが落ち込みやすく、心配な日々が続いています。

387 テスト中や授業中寝てしまう、記憶がない時もある

388
右肘から手首まで2、3年前からときどき痛みがあり 近はときどきですがかなり痛く鎮痛剤を飲む事も
あります。これ以上ひどくなれば病院でみてもらおうと思っています。

389 平成27年5月手術。（質問25）

390
子宮頸がん予防接種後、1回目より2回目、2回目より3回目が一番症状が異常でした。貧血みたいな
症状になり、手足も、少ししびれ、3回目の時は、39.8℃の熱で大変でした。今は、改善され元気です
が、異常に長く寝たり疲れが顔にでていることが多い。

391 元々障害があるため参考にならないと思いますが、一応親からの判断で回答させて頂きます。

392
原因不明の腹痛を常に患らっております。病院へ行っても良くはならず、何も無かった様にふるまっ
て日々を送っている状況です（気にしすぎると通常生活が出来なくなると思い、そうさせております。

393
部活動中に数分（今何していたんだっけ？）と思う事がある。部活動中に（試合中）勝手に移動してい
てまわりが大丈夫？と声をかけられはっとする事がある。

394 頭が痛いのは月経の時、いつも症状が出ます。
395 高2の1月～5月位精身（心）的に不安定になり学校を休みがちになりました。
396 生理中の腹痛とはちがう強い痛みが半年の間に数回あった

397

子宮けいがんの注射をうった箇所と、うった側の腕が、重くなったような感じがあった。注射をうった腕
を高くあげることができなかった。注射をうってから、しんどくなったり、だるくなったりした。集中が続か
ないことも。体育の授業を欠席したり、テスト（2回目のとき）近くには、注射をうたないようにしていた。
どの症状も、1週間程で、もとのように良くなった。今も、何の問題もない。

398 平成21年3月頃に若年性関節リウマチを患い、関節が痛む症状があったため、3は曖昧です。

399
子宮頸がんのワクチン接種後、ボーッとして、気力がなくなった症状が10日程続いた。現在は、その
ような症状はないです。

400
25起立性調節障害と診断（H26.5～6月頃）。26夏の炎天下での活動が長続きできなくなった。周りの
人があつがったり、普通だと思う温度が極端にさむく感じるようになった。



401

21の症状は、テニスの部活をしていた事もあり、単なる筋肉疲労のために起きた症状と思っていまし
た。急に足（ひざより下ふくらはぎまで）が、硬直したようになり、歩きずらくなるが、少し時間がたつと
普通に歩けるといってました。今、改めて振り返ってみると③や⑥の症状も受験の疲れかと思いその
ままにしてきました。もしかしたら、子宮頸がんの予防接種の影響かもしれません。

402 注射をうった後数日、うった場所がはれて少しかたくなりました。

403
子宮頸がんの3回目接種後、体調がすぐれず・・・翌日の中学で頭痛の為早退しました。その後は、
その様な事はありませんが、その頃から呑気症が始まり、今も続いて困ってます。

404 月経痛の為、平成24年10月と25年2月に2度病院を受診しています。
405 ①月経不順については、初潮の時からまだ不順気味

406
⑧④について視力が落ち、視野が狭くなり、頭が割れそうに痛くなり、はき気、酷いときは嘔吐して動
けなくなります。内科でもらった頭痛薬は効かずです。大きな病院には行っていません

407 お腹が痛い、イライラする
408 生理がくる前は胸の方がぐーっと圧迫される感じで息苦しくなる。

409
平成24年10月にもちょの症状があて、病院に行てい、先生がすぐにしゅうづつをやらなくていので、
いしゅうかん病院に行ててんてき（とおくすり）をうつってしじをだされたです。また平成24年12月にも
ちょの症状があてしゅうづつをうけました。

410

子宮頸がんワクチン第3回接種後、翌日、高熱が出た。症状から、接種によるものと思ったため、ワク
チン接種医院に受診したが、3回目の接種であり、副作用がでるなら第1回目の時に出ている。接種と
は関係ない！と聞く耳持たない態度ではねのけられた。しかし、他に発熱する理由もなかったと思う
し、その時の状況から、接種による高熱と今でも思っている。

411
頸がんワクチンを打ってから8ヶ月ほど、腕がはれて手が上がりづらかった。学校の保健の先生に相
談したら、注射の液が血管にもれたのではないかと言われた。8ヶ月程で腕のはれがひいた。その後
半年程として、めまいのひどい突発性難聴にかかって耳なりは治らなかった。

412
打った日は筋肉がすごく痛くて、しばらく続いた。今迄の予防接種では無い経験だった。1回目の接
種より2回目はずいぶん楽だった。

413 息苦しくなる。特に身体の力がなくなる事がある。ひどい時は入院
414 3回接種したが、3回とも注射を打った後、腕が痛いと言っていた。（母解答）

415

アレルギーになりやすくなった。全身に異常な湿疹（隆起したようなもの）、かゆみ、痛みがでて、何個
も病院をまわった。血液検査のアレルギー数値も異常な数値になった。花粉やハウスダストなどのア
レルゲンにすぐ反応してしまい、免疫反応がおかしくなった。通っている皮膚科（アレルギー専門）の
先生にも、子宮頸がんワクチンの注射が原因だと言われた。（注射するまでは本当に普通のきれいな
肌だった。）約5年も苦しみつづけてうて、現在も症状がある。

416

子宮頸がんワクチン接種後に月経開始。もともと身体が小柄であり、初潮もやや遅くはじまりました。
現在は、月経不順で、月経量もそれほど多くないまま、ずっと様子を見ています。現在高校3年生な
ので、大学受験が終わり進路が決定したら、一度、病院に受診する予定です。ワクチンの影響とは
これまで考えていませんでしたが、このようなアンケートの項目にあったことでかえって心配になりまし
た

417 元々持病のてんかんがある為予防接種の後遺症かどうかわからない物もある。

418
H23年11月に腰痛で受診し、側わん症との診断。それ以前は学校の検診でも何もなかった。（H23.8
月ぐらいから急に腰痛がひどくなった。）

419

平成24年9月上の症状以外に、じんましん、腹痛（下痢）、夜あつくなったり、さめたり、夜中にのどが
かわいて起きる→朝、起きられない。きもち悪く食欲なし、鼻血もあり、汗が異常に出る、うつのような
症状もあり→現在もときどきある。学校生活にも影響あった（→現在は通院して治療しているので症状
は、ほとんどない）

420 H25.2月に受けてから、今まで病院もあまり通うことのない娘が熱やかんせつ痛（足）で病院がよい。

421
子宮頸がんワクチンをうちはじめてから、すごく風邪をひきやすくなり、熱も出やすくなって以前より疲
れやすくなったように思う。

422

25：左手の小指と薬指から手のひらと甲にかけてのしびれがあり、感覚が鈍く力があまり入らないため
軽い物さえ落としてしまいます。病院でビタミン剤を投与され数ヶ月服用しましたが、症状は全く変わ
りません。26：何度も使用していた生理痛薬を服用したところある日突然激しい副反応をおこした（ア
ナフィラキシー）その後はもちろん使用していないが、何人もの薬剤師に聞いてみたが、今だに原因
不明である。

423

接種後より病院、自宅などで数回急に気を失って倒れる事があった。貧血がひどくなり親としては見
ているかぎり注射のせいだと思ってます。中学生で体に変化のある時期で判断に悩むが姉の子、友
人の子2人共まったく同じ症状があり、てんかん発作に似た症状と貧血を調べてほしいと思います。
年月が経つにつれ症状は良くなっているが　うちは1回しか接種していない・・・。でも3年経つ今もず
いぶん良くはなっているが続いている。下の子は接種しておらず、中学生だが成長を見る限り　姉の
方はやはりおかしい・・・・。



424 風邪をひきやすくなった。

425
音としては聞こえているが、内容、具体的な言葉を聞き取れない。相手が話しているという事は分かる
ので、聞き返す事が多くなった。複数の音源があると、1つの音に集中しても聞き取れない。

426
小6の時から線維筋痛症を発症しました。ワクチン接種時かなり痛かったようですが、以前に注射や採
血などの経験から我慢できたようです。

427 尿に血がまざる。痛い。

428
階段を昇る時に、自分の意思でイズム良く右足が出ないことがある。それが、子宮頸がん予防接種の
後におそらく起きた。予防接種を受けた後、熱が出て学校を一週間休んだ。

429
高熱が突然出て、3日位、下がらず内科を受診した。解熱剤を処方してもらい、飲んだら平熱に下
がったら、全身に蕁麻疹が出た。その後、ほぼ毎日、部分的に蕁麻疹が出るようになった。

430
生理がはじまる初日に体調が悪くなります（初日だけ）初日にH24.9～H27.9の期間3～4回（毎月で
はなく）痛みがひどい時は手足のしびれ、痙攣の訴えがありました。 近は少しましになったようで

431 25の肩と背中の痛みは異常なほど痛みがある。高校1年から今も続いています。
432 26病院の初診より、●現在も処方内服中
433 注射をした後、数時間は打った腕にズキズキとした痛みはあったが、長引くことはなかった。

434
2年前ほどから、気分が悪く、ふらつきやはき気をうったえる事が多く、日常生活においても不安定な
事が多くなった。病院で調べても特にわからず、自律神経の不調から、血圧や体温の低下で横に
なっていないとつらい時が多い。時々手のしびれや息苦しさを感じる。

435

H24.2/18右手力入らず足もつる感じ→近所整形外科へ行き、右手握力１．Drより大きい病院へと→
H24.2/20●にて神経内科受診→2/29神経電気生理・骨髄液の検査→翌日、試験に行き具合悪く救
急外来へ。2/28～頭痛がつづいていた。5月まで●へ行い原因わからず。足の痛み、右手握力もも
どり、たまに痛みがあるため、内服薬、はり薬、痛み止め続け、その後近所の整形外科に変わり、薬
だけ１年ほど飲んでいました。（足の痛みがなくなりましたので薬をやめました）

436 体の調子がわるくなる前は関節や筋肉に力が入らなくなる感覚があるそうです。

437

１回目接種後関節痛があちらこちらに出てきましたが、運動部の活動が厳しかったため、使いすぎで
関節を痛めたと、病院の先生も思っていた。まぶしかったり、ねている時に体がピクピクよく動くのも、
体がつかれているからと思っていました。関節の痛みが、病院でみてもらってもよくならず、血液検査
やMRIの結果、小児リウマチの診断を、H24.2月に受けました。現在も治療中です。TV報道などで、
子宮頸がんワクチンの被害を見て、もしかしたら娘もそうなのかもと感じていました。今回のアンケート
は、とても複雑な思いで、提出がおそくなり申し訳ありません

438 病院にて、過敏性腸症候群と診断され、ストレス軽減の為、部活動を退部しました。

439
初期は、親の顔もわからず記憶がすべてなくなり、過呼吸が1日に何度もあった。自分ひとりでは立つ
こともできす、自分がだれかもわからず、又、幼児のような反応をしたり、2ヶ月の入院を経て、日々くら
すことで親と認識をすることをくりかえし、でも、すべて記憶が継続していない。

440
中学2年生～3年生の時、めまい、耳なり、頭痛の症状があり、病院を受診しました。（平成24年～25
年）原因はストレス、寝不足、肩こりが原因（部活動・学校生活）とのこと、現在は症状なし。

441
腰痛、ガスがたまっている。胃の状態が悪い精神的なものではないか。病院に行く度に様々ですが、
解決せず。

442 感情の起伏が激しいことがあり、中学、高校のこの年令だからなのか、よくわかりません。

443
注射を接種して、2～3日腕が筋肉痛のようになった。2回目は1週間くらい。だから3回目はやめてお
いた。

444
娘は県外大学生、多忙につき母親には記入は無理。中学、高校6年間元気に通学。特に問題なく健
康でした。

445

平成23年4月頃より、学力がかなり低下した（集中できな、机に向かっていることが困難）平成24年2月
～身体がだるく、朝起きれない。高校を休むことが多くなる。甘いものの過剰摂取。平成24年8月不登
校が続き、過食と拒食を繰り返す。11月まで入院した（適応障害）平成25年4月以降、何とか高校を卒
業したが、予備校も3カ月で退校した。（集中できない、睡眠障害、摂食障害の症状あり）

446

良く足が痛くなる様になった。足がからむ良くこけて、たぼくやねんざが多くなる。学校で運動中先生
には、病院に行く様言われたが貧乏な為2/10くらいしか病院に行けません。生理が不定期、もう5年
以上生理はあるのに、記憶は、もの忘れが多く、トイカ、マナカ、鍵、携帯など色々紛失、性格的なの
か、おいた場所すら忘れる。とにかく疲れて、ずっと寝ている。起きれない事もある。正直、通院すらさ
せてくれないので、詳しくはわかりません。自力で治すのみなんで。



447

初は、目のキズだと思い眼科に行ってみたところ、キズだと言われ治療していたが、キズが無くなっ
てからも、目の違和感がとれず、眼科ではドライアイと診断され、他の病院にも行ってみたが、良くな
らず、京都の専門の先生を紹介してもらい、しばらく通院してみたが良くならず、今の医療ではこれが

善と言われたが、それでも目の違和感はとれず、頭痛もあて、学校も休まないといけないくらいにな
り、目の奥に何か出来ているのかと思い、脳外科に行ってMRIを撮ったが何もなく、ただ目の圧迫感
は常にあり、高3を迎え受験勉強をしなくてはいけないのですると、今までは、圧迫感だけだったの
が、物が二重に見え、とても集中して勉強できる状態ではないので、なんとか矯正しようといろいろ試
みたが治らず今に至っています。精神的にもおかしくなり　神経内科にも通って精神安定剤を処方す
てもらっています。今だに原因不明の症状が続いていて、本人も将来に不安をかかえています。副
作用なのでしょうか？

448 26年の8月頃に生理の出血の量がとても多く、入院した。

449

もともと、2才の頃からアレルギーがあり、肘や膝の裏側がアトピー性皮膚炎でしたが、接種した頃か
ら、耳、首、胸元、顔面、頭皮にもアトピーが広がり、滲出液がとまらずとにかく大変でした。体調も見
た目も 悪です。常にしんどい。心臓がバクバクしている（脈が早い）等もありました。当時中2の11月
から中3の受験にかけてだったので、ストレスかと思ったのですが、現在高3国立大学合格の為のカリ
キュラムをこなしていても、平気な様子を見ると受験のストレスではなかった様に思います。接種後か
ら約3年、今ではアトピー性皮膚炎も肘の裏側だけになりました。接種しなかったら、ここまで苦しむこ
とはなかったのかもと当時を振り返りながら思いました。娘に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

450 予防接種との因果関係はわからないが、数分前のことを忘れてしまう事が多く、心配です。
451 （25）一時字が書けなくなったが半年ぐらいで治った。



③　①②以外（未記入等）の方のご意見等

1
話すことが出来ない為わかりません。足が少し右に曲がっている為外開きでいつもあるいています。
いたい時も話す事が出来ない為がまんをしていると思います。又鼻が冬になるとよく出ます。多分チ
クノウショウだと思います。手術をするかまよっています。

2 むきりょく、むかんしん、よくうつ症に似ている、との診断、外出をこばむ。

3
白目をあけたまま、まぶたをとじれないままねむる、かたずけられない症候郡、気がみじかい、ズボ
ラ、ダラシナイよくうつ症に似ているといわれた

4

国民は、皆、国の適切な判断をその都度信じて、接種をしているのにもかかわらず、後遺症を起こし
てあたり前の生活が送れなくなった。接種をしたが為に元の元気な姿に戻ることは100%無理なんで
す。子女の責任をどうとりもどしてくれるのでしょうか?国民の1人として今後も健全な生活を送る為には
何を信用していけばいいのか、正直不安です。医療に関して日本は欧米よりこの様な問題を起こっ
ているなかで、構えすぎて前に進まない現状(①臓器移植・・・②医薬品の使用の制限･･･など欧米で
は認められているのに国内では治験を通るまでに時間がかかりすぎて）や矛盾している課題も多くあ
るので今一度国民が安心して受けられる医療についておえらい方々考え直して下さい。

5
㉕食事中に食器や納豆のパックを落とした。（⑳スマートフォンを持つ手がプルプルふるえた）スマー
トフォンを１日に１回は落とす。㉖以前は小さい一定の音の数値でイヤホンをきいていたが、現在では
その音量で満足できず、上げてしまう。

6
現在急性リンパ性白血病となり入院中（1月9日より）今年（2015年）全て白血病の病状となるためアン
ケートは記入せず。学校へも行けておらず、院内受験を受け合格するも、入学式のみしか出席できて
おりません。原因不明と言われておりますが、これが原因なのでしょうか？！解答したくありません。

7
注射をうった直後、１週間くらい、うでがいたく、体もだるくなり、運動ができなくなるくらいの症状がで
た。

8

子宮頸がんワクチンを接種後　腰痛が出ました。ＴＶを見て接種した内科へ診察に行き、●の痛み外
来を紹介していただき受診しました。それが原因かはわかりませんが2回程失神と痙れんもありまし
た。今は多分何もないとは思いますが、このアンケート内容にも少々疑問ありです。答えにくいです。
「痛みに弱い子が問題が起きやすい…」と言われましたが…本当に問題が起きてしまったお子様のこ
とを思うとその言葉では済まされないと思います。前向きにきちんと対応してほしいと思います。

9 ワクチン接種で具合が悪くなるような事は一切ありませんでした。

10
中1で生理がきて、中学、半年に１回しか生理こず、中3で接種して高1～生理2回（10月）バラバラにく
る時もある、高1から、生理痛や、イライラ、生理の量もひどくなる。

11
本当に時々なのですが、ふつうに立っている時や歩いている時にたまにですが生理痛と同じくらいの
痛みが突然おそってきます。でもその痛みはすぐにおさまります。

12 ガーダシル２回で2015年6月の3回目打っていません。足が冷たい、前からかもわからない。
13 接種した後から手が上がらなくなり、その後3日位続いた。

14
25について、誰かが何かをいった後に何をすればいいか、どうすればいいかすぐに頭が回転できな
いみたいなので、はははいつも不安です。26については、とくに1人でいる時はひとりごとをしゃべっ
ています。母はいつも注意をしているけどなかなかなおらないです。はははそれでも心配です。

15

娘が2人います。上の娘は2回接種していますが、●（下の娘）は1回のみです。上の娘は生理痛がひ
どくずいぶん前からなやんでいます。生理中は、集中力もなく動くのもつらくなり、1度学校のイベント
に出席できなかったこともありました。下の娘より2才上で19才です。薬もなかなか効きづらくなってき
ているようです。関係性はあるのでしょうか？下の娘もちょうど今回の生理の時に出血の量が多いの
におどろき、タンポンを使用しないと間に合わないほどになっています。こちらの関係性はどんなもん
なんでしょうか？

質問２　身体の症状に関する質問　その他の症状について


