
質問６　その他、ご意見等

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
子宮頸がんワクチンについて、問題になった時に、かかりつけ医に相談しましたが、その見解は報道
などとは違い、接種すべきで安全なものであるとのことでした。それでもTVなどで放送された、後遺症
の様子を考えると、どうしても接種に踏み切れません。

2 安全性が確立していないので接種は考えていない。

3
他人数とのSEXしないことが、一番だと思うのですが…。イコールワクチンはいらないと思うのです。そ
のかわり検診を年一回受診すること決定

4
もう高２です。接種が開始された場合公費で受けられる様、日脳のように接種期間の延長措置があり
ますよね？

5

ご苦労様です。わが娘は、悩んだ末ワクチンは接種していません。（高校２年）接種しないことのリスク
は、知っていますが、やはり副反応への不安があったためです。接種してたとえ今は副作用が出なく
ても、長い年月を経て影響が出ないとも言い切れない中、不安を抱えながら過ごすことは避けまし
た。従って、今の私同様、年1回の検診、そして何かあれば早期治療に努めていこうと思います。ちな
みに娘はまだ婦人科受診はしたことがありません。どうぞ定期接種になるからには、これまでに接種さ
れた方の継続的な健康調査を実施し、市民の皆様に安心して接種して頂けるよう配慮願います。

6 安全性の面から受けませんでした。無料だからと言って実験のような接種をさせないで下さい！
7 子宮頚がんで受けた後にある副作用が怖かったので打たなかった。

8
各種予防接種の副作用、その他社会問題の背景にある金銭の流れを明らかにして欲しいものです。
無料、勧奨の恐ろしさを学び、身を守りたい、と常々感じています。

9

2年前子宮頚がんワクチンの予防接種を受けようと予約しましたが、その日にテレビなどでワクチンの
副作用で障害を受けた子供さんの映像を見、こわくなりキヤンセルしました。それ以降も子宮頚がん
の市民講座等を親子で参加したりしましたが、若いこれからの子供がこのワクチン1回で（3回ですが
…）人生が変わってしまったら…と。どうしても考えてしまい、今もこわくて受けていない状態です。医
学的にはワクチンで子宮頚がんが予防できるステキなワクチンではありますが。またガン家系の私に
とっては真っ先に受けさせようと思っていましたが、原因がはっきりしていないので、受けようとはおも
いません

10
ワクチンに頼らず、予防のための食生活や日常でできる方法、副作用と思われる症状にも保障をつ
けるべき！！

11

子宮頚がんワクチンは、2種類あり、どちらがどうだという情報を、自分たちで調べないとわからず（ネッ
ト、ママ友からの情報）送られてきた資料だけではまず情報不足。そんな中、どちらをうけるか悩んで
いたら副作用の報道をみて、こわくてうけていません。無料だからといってうけれません。守りたい人
は有料でもうつので、子供が小さい時、水ぼうそう等今みたいに無料というか、補助がなかったけどう
けさせましたし子宮頚がんワクチン以外にも色々やるべき事はあるんではないでしょうか。

12
副作用の重さをニュースなどでみる度、今後改良されても接種する気（させる気）にならない。検診の
重要さを知らせた方が良いと思う

13

国や、自治体の接種勧奨では、全ての子宮頚がんに有効のようにとらえている人が多いと感じる。”
一部の型の感染症”とあるが、それを理解して、接種している人は少ないように感じる。又、接種勧奨
があまりにも早急であり、頻ぱんすぎる勧奨チラシに違和感を感じていた。厚生省と、薬品会社の癒
着？等疑念を持った。接種が始まった当初（現在は知らない）程？全て？輸入のワクチンとの認識
だったため、この点でも接種はひかえるべきと考えていた。国や自治体が積極的に働きかけると、ほと
んどの人は疑わないし、考慮しない。この点も踏まえて勧奨チラシは作るべきだと思う。副反応の訴え
があった方の早急な救済をすべき。

14
子宮頚がんワクチンは「みだらな遊びをしていなければ、接種しなくてよい」と言われ接種しませんで
した。

15 子供が子宮頚がんの接種をする前に、副作用の事例を知ったので打つのをやめました。

16
今回のような新しいワクチンは、副作用がよくわからないので、打つのが恐いと思いました。何件かの
病院に大丈夫か聞きましたが、厚生省が認めているのでと言う返事しかなく信じることが出来ません
でした。

17 副反応のないワクチンを、早く作って欲しいです。

18
子宮頚がんのワクチンは、受けるつもりはありません。親の判断で受けさせて、テレビで見るような副
反応がでてしまったら、と思うと怖くて接種できません。

19
生理痛がひどく、月経も安定しないのに予防注射はさせようと思いません。副作用がひどくTVで見て
そこまでしても予防注射はいいかなと。安心してできる時に検討してみます。

20
子宮頚がんワクチンは色々悩んでやめました。副作用で悩んでいる方々を観て、本当につらい日々
を送ってみえて、そこまでして本当にワクチンが必要なのでしょうか？やはり安全性をもってからの接
種をして欲しいです。



21
未来を確実にさせたいので絶対に受けさせない。被害者にさせたくない、ニュースなどで被害者に対
しケアがされていない。

22
本人（娘）が中学生の時に子宮頚がんワクチンを接種するかどうか相談受け、副作用が何年か後に
出るといけないからと接種させませんでした。今この様に全国で苦しんでいる子たちを見て、あの時の
選択によってうちの娘も同じ様な事になっていたかもと思うととても怖いです。

23
今中3ですが、まだ子宮頚がんワクチンは接種していません。接種した方がいいのか迷っています。
早く原因がわかってくれたらと思っています。

24

事前に副作用の情報が入り、接種しない事に決めました。調べたところ、取扱い注意の“猛毒”との事
で恐しくなりました。今はやめて良かった～！！と思っています。ワクチンの必要性を感じない（必要
でない為）、自分の子のは接種させない医者もいると聞きました。乳幼児の時期から始まるワクチン接
種、疑問を感じます。子宮頚がんワクチンの副作用の事がある前は予防接種はして当たり前だと思っ
ていたので、これからは、予防接種しないのが当たり前にしたいと思っています。

25
副作用が心配だったので子宮頚がんワクチンを見送っていますが、状況を見て接種を考えていま
す。

26
母の妹が子宮けいがんになったため、上の娘は名古屋市が導入してからすぐに接種しました。問題
なかったですが、その後いろいろな報道がありましたので、この娘の接種は見合わせています。

27

子供たちは、子宮頚がんのワクチンを接種するつもりでいたのですが、多方面の医療関係者の方々
から、テストで始まった様なワクチンを受けるよりも、自分で定期的に健診を受けたりして、自分の身を
守りなさいと数名の医者から言われました。先生方の意見を聞いて良かったと親子共々おもっており
ます。

28

子宮頚がんのワクチンは受けた方がいいとは思いますが、少数とはいえ副反応で何年も苦しんでい
る女の子をニュースで見ました。娘がもしあんな風になったらと思うと、なかなかふみきれません。どう
して副反応が出てしまったのか、原因がしっかり解明されたら、そしてワクチンの安全性がしっかり証
明されたら、接種させたいとは思っています。（母親）

29

子宮頚がんは性的接触がなければ発症することはないと聞いています。しかし予防接種時までには
わからないので、接種のリスクと、ウィルスに感染するリスクをはかるための資料を提供してほしいで
す。私自身、 近まで、子宮頚がんは、ウィルスによるもので、接触がなければならないということを知
りませんでした。（母）

30 姉は受けましたが、その後話題になり不安になりましたので、受けませんでした。

31
子宮頚がんワクチンは姉の同級生が（3つ上）重度の副反応が出てTVでもとり上げられたので、ワクチ
ン接種をやめています。

32

子宮頚がんワクチンで後遺症が出るのがコワイです。重症、軽症全ての後遺症で悩まれたり苦しんで
いる方々のことを思うと、気の毒でなりません。体質とかの関係でしょうか。このワクチンでのみなって
しまったということは、このワクチンに原因があると思われます。日本人に合わないワクチンなのでは？
日本人用の開発をお願します。

33 アメリカに滞在していたため、たくさん接種してきています。

34
子宮頚がんワクチンの接種をしていないので、考えています。接種した方がいいと思いますが、副作
用が心配

35 副作用がこわくて予防接種をすべてうけていません。子供はとっても元気です。

36

私は（親）予防接種の重要性を理解しているので、これまで、すべての予防接種を受けさせてきまし
た。ですから、子宮頚がんワクチンも受けさせるつもりで準備もしておりました。しかし、子が、すでにワ
クチン接種をした学校のお友達の話をしはじめ、それを聞いた私が不安になり準備を保留しました。
保留した理由は・受けた子たちが、注射が、かなり痛い（インフルエンザより）とのこと・注射を受けた後
も、かなり痛みが続く・受けた後、副作用から、学校を休む子が多いなど、複数の子からの話があった
ことです。親の私の方が不安になり保留していたら、テレビで報道されるようになり、結局、接種はしま
せんでした。1本の注射が命をすくうこともあります。しかし1本の注射が未来ある子どもの人生を狂わ
すこともあります。安全がまだわからない物を使うより、若い時から受診しやすい婦人科を作り、（男性
の医師では子は嫌がります）検診を毎回、回数を多く受けることの方がよいかと思います。子どもたち
には、たくさんの未来があります。その未来が、たった1本の注射により、人生が狂い、未来をあきらめ
ることは、おかしいです。子どもたちが幸せに育つことが、すべての母親の思いです。母より

37 副作用がこわくて打たせれないです。

38
副作用の報道やネットなどを見て、子宮頚がんのワクチンを1度もしてません。このまま、しなくてもい
いのか、思い切って、やってみるか、今だに検討中です。

39
子宮頚がんすべてが予防できるわけでもなく、本当に安全なのか信ぴょう性が低かったので、はじめ
から子宮頚がんワクチン接種はうけませんでした。有料でも無料でも判断は同じ、今後も受けない（接
種しない）と思います。

40
受けようかと受診したが、ワクチン2種類の説明と、そのどちらにするか？副作用の例があるが、本当
にうけるのか？は、親の判断といわれ、とても困り、結局うけさせることをやめた。専問知識のない親へ
の責任は困るので、しっかり対応してほしい！



41
子宮頚がんワクチンは副作用が気にかかり接種をしていません。また必要性、そして副作用の説明を
してほしい。

42
月1の生理が終わったはずなのに、2週間後にまた始まったりします。出たりはしませんが尿の時な
ど、ティシュで拭いた時に気づく感じです。月経不順だと思って病院には行っていないですが、心配
になりました。

43
子宮頚がんワクチンは副反応と将来不妊になるとネットで読み、病院で1回目の予約をしましたキャン
セルしました。

44
子供達に子宮頚がんワクチンを接種させなくて、ほんとに良かったと思っています。これから、子供を
産まなければいけない子供達におそろしい薬を使って国はどう責任をとるつもりなのか。体調が悪い
子供達が、かわいそうでしかたない。

45
子宮頚がんワクチンを接種させなくて、ほんとに良かったと思っています。国が積極的に接種し
ろ！！と言っていたのだから、元気な体にもどるまで責任をもって、治療してほしい。しなければなら
ない。

46
接種後、日本脳炎の予防接種が中止になり、不安を感じた、予防接種はできる限りうけないようにした
いと思いました。頚がんワクチンもうつつもりはない。

47

子宮頚がんワクチンはかかりつけの内科に予防接種のお知らせが届いた時に、受けた方がよいのか
尋ねたところ、積極的にすすめないと言われました。その後、数年たっていますが、受けた方がいい
のか、受けなくてもいいのか、情報がなかなか手に入らず、どうしたものかと思っています。ワクチンの
安全性や接種時期などの情報をわかりやすく伝えてほしいです。中1で届いた接種券はいつまで有
効なのでしょうか？接種時期をすぎてしまったら。どうすればいいのでしょうか？教えてほしいです。
（現在娘は中3です。ワクチンは接種していません。）

48
子宮頚がんワクチンの副作用が怖くて、子どもに接種させなくて大正確でした。もっとしっかり調査し
た上で、接種勧奨すべきでしたね！！！とり返しがつかない様な事になってからでは遅いで
す！！！

49

子宮頚がんワクチンを子供に接種させようと、婦人科や内科の先生にも相談しました、ですが、副作
用の症状が酷いという報道をＴＶ・新聞等で観て躊躇しました。もっと、副作用がどうしたら出るのか、
接種しても安全なのかどうかきちんとした説明をしてもらわないことには、ワクチンを接種させようとは
思いません。費用の面や、手続等わからない事が多いです。

50
安全に接種できる様、原因が早く分かる事を願います。不幸な事が行らない、安全性が完全に認め
られたものを勧奨して頂きたいです。

51

ワクチン接種をしようと思った矢先に種々な副作用の報道があり、かかりつけの医院（複数）で接種を
していないと言われ、本人には将来検診をまめに受けるように勧めようと思っている。このような状況
で、本人の責任で接種を判断させるのは、行政は無責任だと考えます。将来、安全なものができた
ら、接種を考えますが、補助の対象年令を現在の対象者も含めてほしい。（中～高1にしぼらないで、
30才までとか、今、うけるのをためらっている子が将来に渡ってうけられるようしてほしい）　この欄は保
護者→本人にコメントを求めるのはおかしい→予防接種の際は保護者に印を押すことを求めている
のに保護者のコメント欄がなく本人に書くように求めるだけのアンケートは疑問？

52
姉が接種して、手が（腕）はれてしまい、かなり注射がいたいと言われていたので。そのあとニュース
等で問だいになったので接種をやめました。接種しておきたかったのですが怖くてうてませんでした。

53
子宮頚がんワクチンの副作用が不安で接種させていません。安全性が確認できるよう、名古屋市とし
ての独自の判断があってもいいと思います。

54
病気の為、子宮頸がんワクチンを受けれません。受けても良いかもしれませんが、もしもの時に、TV
でやっている、障害がでたら、と心配なので受けていません。（医師からは、受けるのを相談してからと
言われてます。）

55
予防接種は相談する医者によってすすめられたりやめた方がいいといわれたり、どちらでもといわれ
たり、一般人としては自己責任といわれても大変難しいです。インフルエンザ、日脳、B肝などでも同
じことがいえます。

56
子宮頚がんワクチンの怖しさについては、ずいぶん前から新聞で取り上げられていたので、接種を控
えていました。それなのに病院ではただで受けられるうちに受けておいた方がいいよ一と気軽にすす
めていたので、ホントに大丈夫～？？？と懐疑的でした。役所は対応がおそいですよね！

57
現状では、恐ろしくて子宮頚がん予防接種を受けさせる事が出来ません。早急な情況確認と、対策を
求めます。

58
目の病気（白内障等）関係で●を小2から毎日飲んでいる。そのため、病院から「子宮けいがんのワク
チンは、受けれません。」と断られ、眼科の先生にも止められてしまった。本当は、受けたいです。友
人が子宮けいがんになってしまい、私自身もとっても不安です。

59
心も体も、子供から大人に変化する思春期に、人工的に負荷を与えることは不必要。というより危険。
危険性を知らせた上で、予防接種をうける選択をさせてほしい。

60 子宮頚がんワクチンを受けなくて、良かったと思っています。



61
うちの子供は、たまたま接種前にSNSでワクチンの危険性を知り、受けずに済みましたが、その後たく
さんの方が、副作用で苦しんでいます。速やかにワクチン接種を中止すべきだと思います。

62
予防接種は途中中止となどあり接種ができなかったものがある、保護者のサインをもとめられほんとう
に接種することがよいのか心配でなかなかふみきることができない。もっと内容についてや、接種方法
についても分かりやすくしてほしい。

63 副作用が心配で子宮けいがんワクチンは接種しなかった。（姉が副作用がひどかったから）

64

生れつき障害がある子供には、このアンケートがあてはまらないものがあるし、答えにくいこともある。
どうして接種しなかったのかとかの問いがないのはおかしい。本当は接種させたかったのに、色々報
道がありこれ以上身体に異常ができたら、どうなるかわからないから、必要なことならはやく原因を調
べてほしい。

65

子どもが赤ちゃんの頃は言われるがまま当たり前のように予防接種を受けていました。子宮頸がんの
予防接種の話がにわかに出た時、直感的に打たせませんでした。国や専門家が結論を出せないの
を理由にせず、独自に市が調査を行う姿勢は良いと思います。他国で副作用が出たため中止にした
予防接種を国が知らぬ顔で国民に勧めているとの情報もあります。何が本当なのかわからないです
が、専門家と言っても医師会も製薬会社も政治家も利益のためには殺さぬ程度に国民を適当に扱う
ところがあるように思います。団体、部署、個人、小さな単位で身を守るためによくよく考えることが必
要と思います。できることできないことありますが、大切なことは忘れず生きていきたいものです。頑
張ってください！！

66
子宮頸がんのワクチンは調べた結果、リスクゼロではないらしいことがわかり、受けないことに決めまし
たが、知識がなく、無料でガンのリスクを減らせるとなれば、接種する人も多いはず、税金が正しく広く
公平に使われることを希望します。

67
親類から副作用があるからワクチンを受けないように言われました。受けなくて本当に良かったと思い
ます。不確かなものを受けさせようとするなんてひどいです。

68

せっかく子宮けいがんの予防接種ができたことを喜び、接種させようとしたところへ副反応のニュース
を見て受けることをやめています。22才になる長女が中3だった頃スタートしたと思いますが本人の意
思で受けなかったのですが、もし副反応がひどかった時のことを思うと受けなくて良かったと思いま
す。

69

テレビ、新聞等の報道を見ていると、万が一うちの娘もと思うとこの先も受けないとおもいます。接種料
金の高い予防接種を無料でと 初の報道を見た時は、接種予定でした。国でもきちんと調査してから
決定してほしかったと思います。予防の為のワクチンで副作用がでてしまったお子様の回復を願うとと
もに、その御家族に対してきちんと十分な保障をしてほしいと思います。

70

子宮頸がんの原因のヒトパピローマウイルスの感染を受けないようどういう時にウイルスに感染をおこ
すかを勉強させることの方が大切だと思う。ワクチンが一部の型の感染を予防するだけだと知り、予防
接種を受けるリスクとメリットを天びんにかけた時私は受けない方を選択し、無料で受けれるとは知っ
ていたが、娘2人とも受けさせなかった。今は本当に良かったと思っている。一部の型しかきかないワ
クチンを打つ必要があるのか?全く理解出来ない。

71
子供が中学3年生になりますが、どうすればいいのかなやんでいます。中止なら中止と言ってもらえる
とスッキリします。

72
子宮頸がんの予防接種は出来ることなら接種したいと思ってますがやはり不安な面があります。今回
の結果をきちんと公表していただきたいと思います。

73

子宮頸がんのワクチンは、副作用の報道を見て、打ったが為に娘も同じ目に合うくらいなら子宮頸が
んにならない確立を選択してしまっています。自身は45歳になりますが、子宮頸がんの事も知りませ
んでしたし、幸い健康状態なので、打たない方向で良いのではないかと思っています。病気にならな
いとは限らないのは重々わかりますが、リスクがあるなら、と踏みきれません。安全なものと確信してか
ら考えます。

74
ワクチンを受ける受けないが変ることがありよくわからなくなっている！！まだ17才くらいに1回受け残
がある！

75

子宮頸がんワクチンについて、インターネットで調べ、副作用について知ったので接種をしませんで
した。市民でも簡単に得られる情報でありながら、情報について市が慎重に検討できなかったものか
と思います。接種するかどうかに迷い、保健所に電話した時は、強くすすめられました。それに従わ
ず、本当によかったと思います。

76

子宮頸がんワクチンの案内を頂いていた頃に、副作用の事を耳にし、自分なりにネット等で調べ色々
迷った事を思い出しました。接種しないと決めてから、ニュース番組で、接種後ひどい副作用で体が
ご不自由になられたお子様を拝見し、大変申し訳なくも以前接種しないと決めた事は正しかったんだ
と思いました。今後、そのような悲劇を起こさないようご考慮下さい。

77 子宮頸がんワクチン接種を受けるべきか、止めるべきか、早期に情報が欲しい。

78
予防接種はほとんど受けていません。その事で非難されたり、就学前検診を 後にされたりと色々
あった。だが、この様な事態が生じると自分の選択は間違ってなかったと思う。また、被害に遭われた
方々には手厚く補障をするべきだと思う。その責任が国にはあるはずだ。



79
安全性が100％確立された予防接種のワクチンは存在しないでしょうが、この内容は、報道を見て恐
しい事だと思いました。子宮頸がんの予防摂種の安全性を高めていただくと共に、安易な性交渉の
危険さ、性の本来の大切さという内的な教育を大人が責任を持たなければいけないと痛感しました。

80 副作用がこわくて接種できません

81
テレビ等で副反応の報道を見て接種するのを止めました。今でも結果がはっきり分からないので今回
色々な情報が少しでもわかると良いと思います。

82
子宮頸がんワクチンは副作用があり、とても我が子に接種することができませんでした。安心なもので
あれば接種します。今の状況では、とても案心は出来ません。

83

長女（現在高1）の友人が子宮頸がんワクチンを接種した数ヶ月後から副反応ではないか？と心配す
る症状（過呼吸や腕が使えず長期間三角巾で通学していた。）がありました。友人と保護者は全く気
づいてない様子なのでこちらからは何も言えませんでした。このアンケートがきっかけでご本人と保護
者が少しでも気にしていただければいいと思います。

84
子宮頸がんワクチンの無料を受けたいと思いましたが副作用のニュースが流れ、怖くて受けれません
でした。ほんとうに大丈夫なワクチンならもう一度無料で受けさせて下さい（本人が判断できる年齢に
なったら）

85

子宮頸がんワクチンについては、いろいろ報道やうわさ、レポートなどありますが何がどうなっているの
かわからず不安で打てません。1つ1つ（インターネット上で多くの人が信じている、話していることも含
め）まとめ、反証したり考察したものをまとめて責任ある信頼性のあるところから発表してほしいです。
今のところ、うちの娘はたぶん成人するまでは打ちません。

86
いつ接種に行くか悩んでいた時に、副作用について騒がれ始めたので、結局、こわいので接種せず
にいます。絶対安全といわれるワクチンが出来れば接種したいです。

87
副反応が出た方には、打った際、生理中だったか、初潮をむかえていたか、アレルギー体質か、等々
既に調査されていることとは思いますが、詳細に調べて頂き、今後この様なことが起きない様に、原因
を究明して頂きたいとおもいます。

88

今春、大阪より転入致しました。中3の娘ですが、子宮頸がんワクチンを接種していません。仕方のな
いこととはいえ、余りにも情報は、不確かで、親として責任を感じますが、未だ接種には至っていませ
ん。注射嫌いの娘の副反応を恐れてということもありますが一日も早く、何らかの方向性を見い出して
いただきたく存じます。このような調査に感謝致します。

89
頸がんワクチンを接種後、強い副反応があるなどＴＶで放映されているのを見て本当に大丈夫なのか
不安です。頸がん予防のために受けさせたいと思いながらなかなか決心がつきません。迷っていま
す。

90
母の考えで受けなかった子宮頸がんワクチン、自費なら1回3万位と医師から聞いても受けなかった。
母に感謝、感謝、感謝！

91

無料で接種の案内がきたので、医療機関に接種の予約をしました。副反応が心配だったことは覚え
ています。予約した医院が時間指定だったので、学校の都合で受けれませんでした。受けなくて良
かったと思っています、（新聞に載っていた方は娘と同学年の方々でした）子宮頸がん検診はちゃん
と受けるように言っています。

92 報道ニュースで副作用の出た女の子達を見て、接種がこわくなったのでやめた。

93
「子宮頸がんワクチン」を接種する予定でしたが、接種中止になり受けれていません。3歳年上の姉は
接種済です。再開を希望します。

94
危険性がわかっているワクチンでしたので接種させませんでした。公費助成をやめ、副作用の被害を
受けている方にサポートをお願いしたく思います。

95
子宮頸がんのワクチンを受けるのが遅れて、受けようと思った時には副作用の報道がされはじめた
為、受けるのをやめました。のちに、子供の友達に副作用で高熱がつづいた人と、手がはれて動か
せなくなった人がいました。受けなくて良かったと思いました。

96
子宮頸がんは大変気になっており、予防接種で回避できるならそれが理想です。しかし、安全性の
高さが得られない状況では接種にふみきることはできないというのが本音です。

97

アトピーなどがある為、頸がんワクチン接種は何となく親として不安があり、すごく迷っていました。
ずっと考えてまわりの様子を見て（だんだん打つ人が増えた）やっと、受けようと思った時に、副作用
の件を知りました。やめて本当に良かったと思います。タミフルの飛びおりなどの副作用も含め、副作
用が出る人はいると思います。新聞で知った様な女の子が、心因性とか（気持ち、恐怖などの）問題と
か・・は絶対に思えません。予防注射は助かる人もいる人、副作用の出てしまう人も少数ながらいると
思います、あの女の子達を心因性、他の要因などとせず、早く公的にたすけてあげて下さい。そし
て、早く治療法を見つけて下さい。

98
子宮頸がんは副反応の報道を見てまだ1度も接種していません、子宮頸がんが安心して接種できる
ようになったら接種したいと思っています。期間がもうすぐ切れてしまうので接種年齢をのばしてほし
いです。

99 副反応が恐いので接種しませんでした。
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アンケート対応の子どもは、子宮頸がんワクチンの副作用がかなり問題になっていたためにとりやめま
した。H5年生まれの長女は、高2の時に接種しましたが（サーバリックス）副作用は、幸いにもおこりま
せんでした。長女の周囲では、接種後、副作用のあった人は、いませんでした。全員、サーバリックス
を接種しました。（保護者記入）

101

子宮頸がんワクチンは当初から副反応があることが気になり、助成が出ても様子をみていました。副
反応が多かったので2つ目の別の薬剤が導入されてもしばらく打ちませんでした。助成期日が迫り、
何人かの医療機関にもお尋ねしましたが、あいまいなお返事だったので結局接種をやめました。まわ
りはほとんどの方が接種済で、今後娘の将来の健康に不安は持ちますが、やめておいてよかったと
思っています。何の疑問も持たず、乳児期からの予防接種と同様に無料というだけで接種をして体調
を悪くされた方は本当にお気の毒だと思います。

102 子宮頸がんの安全性等についての情報がわかりづらく、接種した方が良いのか、わからない。

103
ワクチンの副反応の実例を知ってからは、子宮頸がんワクチンを含めすべてのワクチンの接種を控え
ております。

104
子宮頸がんワクチンを接種した同級生に「まだ？」と言われ、娘は受けたがりましたが、副反応の深刻
さが少しずつ問題になっていたので受ける受けない両方のリスクを話し、また、いつでも受けられるか
らしばらく様子を見ようと説明して接種していません。

105

子宮頸がんワクチンは高額なので補助のある内に接種したいのですが接種して、もし歩行出来なく
なったら等、考えると、接種したくても出来ません。それなら接種せずに、なるかならないかわからない
子宮頸がんなので、接種せずにいた方がいいという結論になりました。うてば絶対にならないというの
なら考えますが。

106
子宮頸がんのワクチン接種を今は副反応があるとこわいので、やめています。早く安全性が高い事が
証明されることを希望します。

107 子宮頸がんワクチンは副作用が疑われるうちは接種させたくありません。（母記入）
108 ①のワクチンへの不安が大きい。なにが危ないのか教えてほしい

109

接種予定でTELした所、品切れ状態でした。丁度、その時、詳しい友達から、接種は考えた方がよい
と教えてもらい、保留にしました。（私も調べた上で）友達にも伝えましたが、無料だからみんなうって
るから、と答えられました。　娘の友だちは高熱が一週間続き、中学校からさぼっているように思われ
て、悲しい思いをされていました。（とても痛かったうえ・・・）

110 麻しん、風しん以外のものももっとうけやすくしてほしい。

111

人口を3分の1にする目的を早く叶えたいのはわかりますが、病人や身体異常者を増やして結局、国
庫負担が大変というのはいかがなものでしょう。時間はかかるかもしれませんが、今の若い子は結婚
や育児に夢を持っていませんから、心配しなくても早晩3分の1になります。ワクチンを受けなければ
元気にすごせる子たちはそのまま見逃してあげていただけませんか？せめてものお願いです。

112

接種するかしないか非常に迷ったうえで、結果しなかった。医師に相談した時もあまりていねいな説
明がなされず不安に感じた。サーバリックスとガーダシルの違いについても説明不足であり、まわりに
は選ぶことなく接種されている人もいて大変不安に思えた。一連の報道もあり、たぶん今後も受けな
いと思う。本人も同じ考え。

113
子宮頸がんワクチンをはじめ、日本脳炎、インフルエンザ…安心して接種できないものがあり、 近は
控えています。予防のために死んでしまったり、後遺症に苦しむくらいなら、その病気になって死んだ
方がましです。

114
受けた人の話ではたおれた、熱が出たなどあった。大切な子供達が実験台になってしまって、怖いの
で、受けません。無料検診など、に変えてほしいです。年に一回検査した方がよっぽど良いとＴＶで、
専門の先生がおっしゃっていました。

115 副反応が異常という情報があったのでワクチンは接種していません。

116
子宮頸がんワクチンは、接種を予定していた日にニュースを見て、医師と相談して接種をやめまし
た。その後は接種しておりません。

117 安全な子宮頸がんワクチンを切望します。

118
子宮頸がんワクチンの接種する年ごろでしたが、本人が小柄な事もあり様子を見ていた所、副作用問
題があり、そのまま接種していません。

119
子宮頸がんワクチンは親世代にはなかったものなのでしばらく様子を見て、そろそろ接種しようかと
思っていた時、副作用のことを報道で知りました。接種しなくて本当に良かったと思っています。

120
接種させたかったですが、副作用にまつわるニュースが連日流れたことがあり、様子をうかがっている
うちに予防接種に必要な書類等をなくしてしまいました。

121 子宮頸がんワクチンは、こわいので、受ける予定は、ありません。

122
ワクチンは、第1～3回のどれをかけばいいのか分からなかったので3or2回目の日付を書きました。
（ジフテリア、風しん、麻しん等）

123
転居しているため、予防接種のお知らせが届いたり、届かなかったりするので、記憶があいまいに
なっています。子宮頸がんワクチンは、接種していません。
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わが家は積極的な接種勧奨されていた時にも必要性や安全性に疑問と不安があったため、あえて接
種しないことを選択しました。娘と同じ年頃の子どもたちが接種後にいろいろな症状に悩んでいるとい
う話をＴＶなどや本で見ると心がとても痛みます。きちんと調査してもらい何が起きたのか、原因を知り
たいです。

125 絶対やめるべきだと思う。

126

子宮頸がんワクチンは、回りでもすでに打っている友達がいたので迷いましたが、ニュースや新聞で
副反応について報道されていたので、重いリスクをしょってまで、打つ必要はないと考え、娘には打ち
ませんでした。その子の人生が180°変わってしまうことに、大変ショックを受け、同じことが2度とおこ
らないよう、願うばかりです。

127
テレビで報道さている副作用のニュースを見ると不安になり接種させれません。病院でも親の判断で
と言われるともし何か副作用があった時に親の責任なのだと感じます。

128

子宮頸がんワクチンは、人口抑制のために添加物の入っているものがあると聞いたことがあるので、ワ
クチンが誰が作り、何の成分ででき、どういう人たちに推奨され、誰が関わっているかをよく調べて、ワ
クチン会社関連の金の動きも調べ表面的な思惑で国が動くことなく、安全安心なものだけ使うようにし
てもらいたい。おそらくワクチンを作った人の奥さんや娘は使用していないと思う。

129
子宮頸がんワクチンは、まだ年令も低いうちに無料接種が始まり、適令になるまで待とうと思っていた
ら、副作用の問題が出てきました。無料という言葉で、無差別にどんな、ワクチンが理解せず、受けた
方が多かったのでは？

130
子宮頸がんワクチンの安全性には疑問があり、また、その後の国の対応も、あまりに不親切でとても受
けられなかった。

131
子宮けいがんワクチンを接種を受けてないのでいつ頃受けたらいいのかわからないですし、ワクチン
を受って副作用が出たらこわいのでどうしたらいいのかわからないです

132
子宮頸がんワクチン（をふせぎたい気持ちと、副作用のリスクとで、娘に受けさせるかどうか迷いま
す。）を受けようとしていた矢先、副作用のニュースが色々出てきて受けるのをギリギリのところでとりや
めました。その後、副作用問題がどうなったのか気にはなっていました。

133
子宮頸がんワクチンを接種して、体調が悪くなったと言う、お子さんがいると聞いて、接種するのをや
めました。（熱・頭痛がひどくて、学校に行けない状態が多くなった）

134
ワクチンは、そもそも私達の考え及び体質に合わない為一切受けておりません。特に子宮頸がんワク
チンに関しては安全性への疑念が大きくなぜ勧めているのかわかりません。

135
子宮頸がんの副作用が強く出る人がいることがわかってからは接種していません。その後どのように
なっているのか知りたい。

136

子宮頸がんワクチンを接種しようと考えていましたが、22年ごろから受けた子供、お母さんから、痛い
とか、赤くはれて、打った夜から手が上がりにくくなったとか、不安になる言葉を聞き、もう少し様子を
みてから打っても大丈夫かもと思っていました。しかし、その後も不安になる報道もかさなり、見送って
います。小5、6と立ちくらみ、頭痛が出はじめ、低血圧走立性調節障害と診断された、ため健康の子
と比べるとリスクが有ると考え、接種をやめました。すべてのガンに効力があるなら……しかし。体に一
度入れてしまったら、どうすることもできない。賭けごとのように娘の体をワクチンにたくすは、できませ
んから。まだまだ歴史が浅い薬、リスクの大きさがこわいです。副作用を一生背負うと思えば．．．安易
には．．．．。

137
足が冷たかったり眠りが浅いなどもっと小さい時から時々ありましたし、それによって学校を休むので
はなく眠れず体力が低下し他の病気になって学校を休むという事がありました。なので、どうゆう風に
チェックをして良いのかいまいちわかりずらかったです。

138
アメリカでは、子宮頸がんワクチンを接種する時は、好きな男性が出来た時だそうです。副作用も聞き
ましたが、日本程ではありませんでした。接種する方もあまりいない様です。日本も早く安全なワクチ
ンを作ってほしいです。

139
副作用が明確にならず、安全性が確立されていないワクチンの接種を自治体が奨励することは控え
ていただきたいです。

140 初めから受ける予定はしていませんでした。

141

（母より）名古屋市が国に先がけてワクチン接種を無料にして下さったので、ありがたく思っていまし
た。しかし、いざ接種となると、副反応の報道が出て、とても未来のある子供に受けさせられるもので
はないと思いました。自分なりに調べてみると、①ワクチンではガンの原因となるすべてのウイルスに
対応できていない。（全てを予防できない）②ワクチンを打ったとしても、定期的にがん検診は必要と
いうことがわかりました。結局検診は必要ですし、ワクチンが全てのウイルスに効くわけではないので、
リスクの高いワクチンは打たせないことにしました。

142 子宮頸がんワクチンは副反応がはっきりしていないため、今後受けるつもりはありません。
143 子宮頸がんワクチンは未接種ですが、今後も受けるつもりはありません。



144

子宮頸がんワクチンができた時、とても良いと思い、娘も是非！と思いました。しかし数年前の数々の
情報を目にし、いざワクチン接種の年令になっても、怖い気がします。まわりの友人もほとんど接種し
てないと聞きました。今までほとんどのワクチンをきちっと受けてきましたが・・・・安心して接種すること
はできません。

145
「どうして、子宮けいがん予防接種を受けなかったか」という質問は無いですね。もし名古屋市に副反
応と思われる女性がいるのならば、国の結論を待っているまででもなく、医療費を無料にしてあげて
下さい。「因果関係はわからない」という結論にならないでほしいと思います。

146

テレビ、新聞等で子宮頸がんワクチンを接種したのち、はげしい痛みにおそわれたり、歩けなくなった
りして今も苦しんでいる子どもやその家族の姿を見ています。確定はしないものの、ほぼワクチンと副
作用と考えられます。その方たちへ手厚い補償やワクチンと副作用の関係についての研究をしっかり
やっていただきたいと思います。

147
子宮頸がんのワクチンは副作用があると聞き、知り合いのお友達の子が車イス生活になったと聞いた
ので怖くて接種していません。

148
接種をしようかどうか迷いましたが、やはり副作用がこわかったのでやめました。自分自身、接種して
ないのでしなくても大丈夫かと思いました。

149
子宮頸がんワクチンの安全性が不安で接種を見合わせています。なるべく早くその安全性が確認さ
れることを願います。

150

無料にする前に安全性の確認を正しく行って下さい。安全性に？が付いてから任意接種とするのは
いかがなものか。子宮頸がんワクチンや、耳鼻科や皮膚科等で接種し、副作用が出現した場合、医
師は対応できるのか?接種指定の判断はされているのか。市民の安全性は本当に守られています
か？

151
小学校卒業式のとき、受けるようにしましょうとプリントをいただき、早めに行こうと思ってました。でも過
去に予防接種のとき、熱を出し、少し怖い思いをしたので、ちょっと躊躇ったところ、ニュースで問題に
なっているの見てゾッとしました。

152

子宮頸がんワクチン接種について、婦人科の医師に問い合わせしたところ、接種をすすめられました
が、その時の説明の中に「接種をしても20才になったら1年に1回はがん検診を受けることをすすめま
す」と言われたので、接種を受けるのはやめました。痛い接種を3回も受けても全く受けなくても、子宮
頸がんに対すがん検診が必要なら、接種は不要と判断しました。

153
健康でいたいために、時間やお金をかけて予防接種をするのに、注射をしたために副作用がでて苦
しんだり、ひどいときには後遺症まで残ったりするのはおかしいと思う。ちゃんと安全なものを提供して
ほしい。

154
子宮頸がんワクチンが接種勧奨された時、周囲のほとんどの方は受けていましたが、我が家では夫
がインターネットでの情報などで副作用を心配し、やめました。そもそも若い女性（学生）が性交渉を
しなければかからないわけで、その点の広報の対応にも疑問を感じました。

155

今現在も接種についてとても迷っています。テレビ等でみた様な副反応が出現するリスクを考えると
親としては積極的に実施できません。実施させもしものことがあったら、きっと、その親は自分を責め
続けてしまうでしょう。そのため、このような調査をまとめて頂くということは、とてもありがたく思います。
是非この結果について大きく（全国的に実施できるよう）マスコミも取り込み私達の様な親達にもわか
るよう伝えて欲しいと思います。

156

今回、解答しましたのは次女になります。長女（20才）が重度のアレルギーがあった為以前よりワクチ
ン接種をひかえてきました。その為次女にもいろいろ調べ考えワクチン接種を控えさせてきました（次
女の方がアレルギー値が高かった為）子宮頸がんワクチンも同じ理由（アレルギー有）で接種しな
かったのですが当時学校で接種してない子どもに手を挙げさせ、クラスで接種してない子は2人だけ
でした。その2人にむかって先生が理由も聞かずに「接種させない親はひどい」と言われたと言って
帰って来ました。もう少しいろいろな意味でワクチンに関して学ぶ機会を増やすべきだと思っておりま
す。

157

子宮頸がん予防接種を接種するつもりでおりましたが、今のところ受けておりません。とてもありがた
い制度だと思いますが、あまりにも多くの副作用らしきニュースを見ますと、不安です。因果関係の有
無が、わかった上で（副作用も）親として判断させていただきたいと思っております。予防接種に対す
る日頃からの活動に感謝しております。ありがとうございます。

158
1回目の接種を考えた時、H25年頃、病院が積極的でなかったので1度も受けたことがありません。別
の病院で無理にでも受けておいた方が良かったのか不安です。

159

日本脳炎・DT・MRの追加接種が済んだら子宮頸がんワクチンも受ける予定でいましたが、その頃ちょ
うどニュースで副反応の方の話を見て、見送りました。今後、受けた方が良いか心配しています。受け
ると不妊になるとも聞きました。それは数十年後にしか結果が分からないことなので、どちらにしても大
変不安です。今回の調査で、少しでも目に見えて比較できると良いと思うので調査して頂いて良かっ
たです。大変な作業だと思いますが、頑張って下さい！！

160 副反応の報道を見て、万が一娘が受けてそういう風になったら恐いので受けられないでいます。



161
この予防接種を機に苦しい毎日を送っている女の子たちがいる事を思うと、調査するのがとても遅い
と思います。苦しい時間を食送っている子たちに少しでも早く支援や救済をして下さい。行政機関や
大人がどう対応するのか見ています。お願いします。

162
子宮頸がんワクチンで重い後遺症で苦しんでおられる方がいらっしゃいます。国は安全性のあるもの
かどうかしっかり判断をして接種を促していただきたい。全てのワクチン接種について慎重に考えて
いただきたいです。この様の事（後遺症の問題）があったので私は娘に受けさせていません。

163
私には、多くの医師の友人がいます。その方々がいなければ接種を受けさせていたと思います。医
療の現場では分かっていた事と思います。これは、大変な問題です。やめるべきです。

164
姉は平成10年産まれで子宮頸がんワクチンを接種しています。何ともありませんでしたが、妹の平成
13年産まれの子はまだです。どうしたら良いのか、本当にこまります。いろいろなTVでの情報で接種
をためらっています。

165
ワクチンで癌が予防できるのなら（たとえ100%でなくとも）これほどよい事は無いと思います。副作用は
薬・ワクチンにはつき物ですが、子供には、病気になってほしくないですし、副作用もこわいです。早
く安全なワクチンが使用できる様になればよいと思っております。

166
子宮頸がんワクチンの安全性が確信できたら早目に接種させたいと考えています。いつ頃、確信が
すむのでしょうか？

167

身近に子宮頸がんワクチン接種直後から、歩けない、体に力が入らない、突然持っていたカバンを落
としてしまう等の症状が出て苦しんでいる方がいるので、今回の調査が実施され本格的にワクチンと
副作用の因果関係をつきとめようとする国の姿勢には協力したい思いを強くもちました。娘には国が
ある程度の見解を出し、副作用があるとしてから、リスクを考慮した上で接種させるかどうかを決めた
いと思います。

168
どんなワクチンにも副作用が起こるリスクがある。予防接種を受けるたびに心配だ。たぶん今後も子宮
頸がんワクチンは受けないと思う

169

母：子供は周りの友達が、ほぼ100%といっていい程、子宮頸がんワクチンを接種していたので、うたな
い不安が大きく「打ちたい」まで言いましたが、私がいろんな情報を子供に伝え、本人に決めさせまし
た。当時は接種すればいいのか、接種しない方がいいのか両方でしたが、今では接種しなくて良
かったと思っています。本人も、接種しなくて良かったと思っています。メディアの情報にまどわされる
事なく、自分の考えをもつこと、真剣に自分の体を考える事などよい機会だったと思っています。

170
子宮頸がんワクチンについては、接種を迷いましたが、副作用がこわいため、受けませんでした。副
作用の理由が早く分かるとよいです。

171
H15生まれの弟はジフテリア・破傷風（2期）と日本脳炎（2期）の案内が来て接種しているが、H12生ま
れの姉は、この2つ（2期のみ）をうけてない。よいものか？子宮頸がんワクチンの副作用が気になる。
受けなくていいものか?以上2点がよくわかりません

172

中1で子宮ワクチンを受けようと、時期を見測らっていたら、新聞ニュースでポツポツとワクチンを受っ
た女の子たちが歩けなくなるという話を聞き、一旦、様子を見ようと、子宮ワクチンは受っていない。そ
の後ニュース・新聞でどんどん報道がされるにしたがい、ますますこわくなり、中1で無料接種だったが
高1の現在も、副作用がこわくて打てていない。接種するべきかどうかわからずとても困っている。本
当に副作用で歩けなくなったり、記憶がなくなったりするのかハッキリ調べてほしい

173 子宮頸がんワクチンは接種予定でしたが、やめました。
174 副作用のことがでてきたので上の子は打てたけど怖くて打てなくなった。

175
私は2000年6月から海外に移住し2010年に帰国しました。海外でのワクチン接種は一切受けていま
せん。

176

定期接種になる前にから海外の副作用事例等、気になってましたので、私自身も打った事ないし、不
安材料のあるワクチンを自分の娘の体内に入れても良いのか？と疑問だったので、子宮頸がんワク
チン接種を見送りました。学校からの手紙やTV、CM、（すごかった）その時期にかかった医者に「な
ぜ打たないの??」「この時期逃がすと有料だよ」としつこく言われ、この状況異様だなとさえ思っていま
した。私は専門科ではないので詳しい事、分かりませんが、今となれば、何の根拠もない自分の勘を
信じて良かったと思っています。国は本当にこれからの社会を担う女の子たちの身体のことを思って
接種を奨めているのかな？どなたかたちの利害のための定期接種かな？と感じます。副作用で苦し
む方、1日でも早く良くなってほしいなと思うと同時に、母親としての責任の重さを痛感した出来事の
中の1つです。

177
子宮頸がんのワクチンの無料が高1までとなっていますが、今のワクチンの情況を考えると、接種はこ
わくて、できません。本人も接種した子から痛すぎて、失神してしまったときいたりしてうたないと言っ
ています。もうすこしこのワクチンについての情報を公開してほしいです。

178

病気が神経に起こるものなので、主治医の先生からは、神経に関連する副作用が起こる例のある子
宮頸がんワクチンB型肝炎の接種は見合わせた方が良いと言われており、未だ接種しておりません。
持病の原因もわからず、疲れると神経痛のようなピリピリした痛みを訴えることもあり、こういう性質(た
ち）なのだと思うので、病気を誘発するのでは、という懸念があります。「子宮頸がん」も怖いですが。



179
質問４の②日本脳炎について。1期初回・1期追加は小さい時にありましたが、2期を受けるように言わ
れ、受けました。確か学校からプリントが来たと思います。

180 受診しようとしたが、副反応問題が起こり、不安になり控えている。今後、どうすればよいのか考案中。

181

子宮頸がん接種による副反応の因果関係がはっきりしないかぎり、不安で接種出来ません。子宮頸
がんよりも接種した事による副反応の後遺症の方が怖いです。まだ、学生であり、勉強もしなければ
なりません。（後遺症のある方が日常生活が困難で×、÷の計算も出来なくなったと聞きました。）副
反応のないように接種出来るのであれば、接種したいと思います。より良いワクチンを研究してほしい
と思っております。（副反応の無い）

182 100%接種の安全が確認できれば接種をしたい。

183
現段階では「子宮頸がん」のワクチンは恐くて接種させようと思いません。因果関係が明確になること
を期待します。

184
本を読んだりして自分でも調べましたが、子宮頸がん予防接種は、まったく意味のない、むしろ、大き
なリスクが伴うだけのものだと思います。このようなワクチンを推奨する自治体の気がしれません。

185 子宮頸がんワクチンは本当に安全性が確かになってから接種したいと考えています。
186 子供達に安全なワクチンをお願いしたいです。

187
子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのかどうかわからず、何人かの医師にお伺いしたが、それぞ
れ意見が異なり私の考え方がまとまらず、接種していない現状です。

188
予防接種は積極的に受けていますが、子宮頸がんワクチンだけは、副作用が気になり受けていませ
ん。

189
どの予防接種でも副反応が全くないものはないとしても、あれだけ報道されているのを見ると、やはり
心配になり考えている間に年が過ぎてしまった。早く何らかの答えがはっきり出るといいと思う。

190

副反応の報道をみて接種しないことにしました。報道があったのは娘が中学1年生の6月、丁度、予防
接種対象年齢になった年でした。副反応の症状を知り、感染を予防するワクチンで、その後の人生を
台無しにされる様な選択はしたくないと思いました。接種年齢を中学1年～高校1年に設定してみえま
すが、その年齢が本当に適切なのでしょうか？各個人の性に対する意識の差があると思います。あえ
てこの低年齢で公的補助を限定するのではなく、大学生まで広げ、それぞれに接種時期の選択がで
きる様にして頂きたいと思います。何故、ヒトパピローマウイルスに感染するのか、知識をつけた上で
選択接種(補助あり）できるのが良いと思います。※年齢により副反応の出現率が違うのかを知りたい
です。

191 私は特に副作用など体に異常は現れませんでした。

192

6年生の時、子宮頸がんワクチンを娘の友人達が受け始めていたのですが、子宮頸がんワクチンを
受った後、何年かたった後に、ちゃんと妊娠できるかわからない、とかデータがないというウワサをきい
て、又、10台前半で男性と性交する人が子宮頸がんになる、なりやすいときき、娘と話し合い、娘には
必要ないワクチンだと判断して接種しませんでした。女子に受けさせるよりヒトパピローマウイルスを女
子に感染させる男子全員に受たせて、ヒトパピローマウイルスをなくさせるのが本当だろう妥当だろうと
思います。

193
何でも国にすすめられるまま、アメリカにすすめられるまま、臨床のないまま「予防接取」という名の下
に激薬を子どもに打つから、こういう事故が多発。受けて後遺症が残った子ども達に対し、どう責任を
とるのか。

194
1、副反応（副作用）の報道を見て心配になって、接種は1度もしませんでした。2、ワクチンが2種あり、
どちらを接種するかは「接種する側が選択してください。」と医師から言われ迷いもあり、接種しません
でした。

195

子宮頸がんワクチンを受けるメリットよりもデメリットの方が大きいと思う。それなのに、デメリットについ
ては自分で調べなくてはいけないのはおかしい。無料で受けてくださいという手紙（学校から）や広報
なごやを読んだ人は、疑うことなく受けてしまうと思う。きちんとメリット。デメリットを表記してほしい。こ
の種のウイルスに感染するのを防ぐなら、性教育をきちんとするべき。

196

ある型の子宮頸がんウイルスにしか効果がなく、早くから海外ではその副作用や危険性が取りざたさ
れていたのに、「無料」をうたって大々的に宣伝までして施行したのは早計ではなかったのか。確立さ
れていない安全性、誰も責任を取らない構図、そこに「ワクチン利権」はなかったのか。まだ因果関係
不明とはいえ、行政側が「知らなかった」では済まない事だ。異変がこれだけ起きたことももっと周知
すべきだ。

197
生命に関わる病気を予防できるのであれば接種させたいとは思いますが。報道等を見る限り安全性
に問題がある様に感じます。思い副作用により日常生活にまで支障がでてはワクチンを接種する意
味がなんなのか親としては、よくわからなくなってきます。

198 子宮頸がんワクチンを接種すると何か副作用が出ると思ったので接種は一度もさせなかったです。
199 子宮頸がんワクチンは怖い物だと思い接種しませんでした。
200 子宮頸がんワクチンの必要性は感じますが恐くて受けさせられません。



201
ワクチンを接種させたいという思いもあるが、副作用で生活に支障が出ている子達がいるので、控え
ている。しっかり究明していただきたい。予防接種による障害は、親として本当にいたたまれない・・・

202

予防接種の知らせが届いた時、任意なので、考えました。本人が注射が嫌いということもあり、全て見
送りました。元気ですが、もしも注射の後のことも考えると予想できなかったと思います。冬になる10月
（2ヵ月前）～インフルエンザ予防のため、冬はマスクと紅茶でブロックします。副反応で私自身小学時
代打った後、気分が悪くなったことからです。参考までに書きました。以上

203
注射を接種するにも病院につれていくだけでも大変ですし、3、4人で押さえて接種なのでうちの場合
は症状も口答で言えないのでとても接種はできませんし、考えておりません。

204
子宮頸がんワクチンを打たせたいと思う反面、副作用のニュースを観て、もしあのようになったら・・・と
思うと怖くて打たせる事が出来ないです。同級生の母親達と集まるとその話は出ます。皆、悩んでい
ます。

205 安全性の確立はどうなっているのか。受けさせたいが情報がないため保留中。

206

社会の授業で「スクラップノート」というノートを書いているのですが、それで中3の私でも新聞を読むこ
とが多くなり、この記事を見つけました。病気を防ごうとワクチンを受けたのに副作用が出て病気に
なってしまうのはとても苦しいです。自分と近い年齢の方がこのようなことになってしまっているので自
分自身と照らし合わせやすく、接種したくないなと思いました。

207 副作用が恐いため受けさせられません。
208 子宮頸がんワクチンは安全性が確定するまで、接種しない。

209

娘（対象者）も原因不明の病気持ちです。手術もしましたしずっと装具をつけて生活しています。原因
は不明だそうです。それでも父母としては「あのとき・・・だったら」「あのときのアレが原因だったら」と考
えてしまいます。幸い娘は体育は苦手なものの（何しろまがった背骨の持ち主（進行中）」友人に恵ま
れ、近所の大人や先生に恵まれ、前向きに「自分のできること」を目指しています。私は親として、そ
んな彼女を尊敬します。ご自身の愛する娘さんがある日突然身体に不可逆的な障害や疾病に類する
ものを得てしまい、その原因が「子宮頸がんワクチンの接種」かもしれない、と考えている皆様へ。お
気持の一部は心より同感します。しかし世間には「本当に原因不明？」と思いつつ、医療や行政に憤
りや限界を感じつつ、親の不徳に日々涙しつつ、この質問には、娘には少々重い内容がありました。
それでも彼女は協力しました。苦しんでいる人のために。この8ページが、どれほどの重みをもつか、
それをおうけとり下されば幸いです。ちなみに、私のおばは、戦後の混乱期に血液型不適合妊娠で
産まれ、脳に重い障害を得ました。私は大学を卒業するまで彼女と一緒にくらしました。彼女はすべ
ての権利を正当に使おうとする「ものいう当事者」で他界する寸前まで、色々な人に援助されながら自
宅でのひとりぐらしをつづけましたし、立派な 期（がんでした）をとげました。彼女の障害は「原因は
わかっている」けど「どうしようもなかった」ものです。それでも彼女は前向きに生き、くらし、旅立ちまし
た。彼女は誰も責めませんでした。ただ、よりよく生きようとしていました。そんな人もいるということも理
解して下さい（母）

210

母親の判断で娘に接種を受けさせませんでした。理由は私の娘時代にはなかったことでなくても健康
でくらしておりますので!!初めから何か不信感があり、娘には接種を受けさせませんでした。そのこと
が幸いして本当に良かったです。今後もしっかりと自分で考え選択していきたいと思っております。5
人の子どもを育てている母より

211
H9年生の娘は接種しており副反応は無く安堵したが、副反応の報道を見てからとても接種する気に
なれません。名古屋市の体制に協力したい。

212 子宮頸がんワクチンは副作用があろと聞いたので恐くてうけれません。

213
ワクチンの安全性が確認され次第、無料で受けられる期間を延長して、受てるようにして下さい。今の
ままではこわくて受けられません。

214
幸い、子宮頸がんワクチンを接種しなかったので、今、健康に過ごしていますが、もし接種していたら
と思うと、他人事ではないだけに本当に心を痛めています。できるだけ、解明し、助けてあげてほしい
と思います。健康を、元の身体を取り戻してほしいと思います。

215
子宮頸がんワクチンの安全性を明確にしてほしい。接種させたいが、今の現状では、接種しない方が
いいと思ってしまう。無料の期間を延長してほしいです。

216
TV等で副作用が出ていることを知り心配になり接種をやめました。まわりの方にも接種後はなんとなく
体がだるいという話をきいたりしたので、これからも接種するつもりはありません。

217
子宮頸がんワクチンはまだ認可されてから日も浅く、副作用などの報道を見て心配なので打たずに
様子を見ています。

218
すべての予防接種の副作用が心配です。どれだけ効果があるのかも、わかりません。インフルエンザ
など・・・。

219
もし可能ならば、接種回数を分母にしたデータだけでなく、接種者数を分母とした副反応発生報告者
数もデーターとして出していただきたく存じます。

220
子宮頸がんのワクチンを打った時は何も症状はでませんでしたが、とても心配です。ワクチンを打った
ことにより、子供が産めない（できにくい体）とかあるのか、知りたいです！！子供もやめておけばよ
かったと言っています！！



221

義母は、子宮頸がんワクチンを受けたか？と聞きました。義母は医療機関で長年勤めていたことと、
自分の弟が幼少期の高熱で耳が聞こえないので、予防接種は推進派です。私は、アンケートの子供
が3女です。長女が1才のころMMRワクチンがあり、3種混合は1回ですむ。という親のラクをしようという
考えで、打ちました。その後1年病気がちになり、たいへんでした。そのこともあり、私は予防接種に
は、慎重です。3女の友だちは今回のワクチンがすごく痛く、うでもはれたというし、新聞に載っている
副作用のこともあるので、私は今後もこのワクチンを打つ気はないと義母に伝えました。義母はその後
何も言いません。自分の目標達成までは何度も話しかけてくるのに、今回は何にも言わないということ
は、推進派の義母もこのワクチンはどうなのか？と思っているのでは、ないでしょうか。

222
上の子は受けていたので、受けないといけないと思いながら、時期をのがしていた。そのうち、受けた
方の後遺症が問題になりだし、こわくて受けられなくなった。

223
子宮頸がんワクチンを接種しようと思っていた時に　副反応の記事が新聞等に出はじめたので、接種
はやめました。

224
海外では以前より使用されていますが、副作用について公にされていないだけなのでしょうか？日本
との差は何でしょうか？

225 副反応が恐くて　頸がんワクチンの接種をすることができない。

226

子宮頸がんワクチンに関しては副作用について不安な声があがっていたにもかかわらず、自治体が
次々と無料化していた事に驚いていました。「唯一予防ができるがん」といわれていましたが、全ての
原因ウイルスにきくわけでもなく、10年後の保障もなく・・・。娘の友人も「無料だから急いで打った」と
いう人も多く、今後、副作用がでたら、「もっと強く打つのを止めればよかった」と悔やむことになるかも
しれないと思っています。「無料にする」＝「自治体が推進する」という意味を深く感じてほしいと思い
ます。

227
接種しようとした時、テレビで副作用のニュースを見て、子どもと相談し一生麻痺が残るか、将来ガン
のリスクを考えてやめる事に決めました。

228
子宮頸がんワクチンの接種をしようと思っていた時に副作用の報道をみて心配になり接種をしていま
せん。今後も接種をするのが心配です、接種をしないとダメなのでしょうか？

229
子宮頸がんワクチンを中学生になった頃接種を考えましたが、身近に副作用がでた例を聞き、接種
をやめました。ウイルスの感染が公衆トイレの使用による話もききますが（現在社会人？）原因がはっ
きりしてくるとよいと思います。

230
接種をすすめる前の調査不足により、被害を受けた接種者への責任は、しっかりとって頂きたい。娘
に接種をさせなくて、本当に良かったと思います。

231 子宮頸がんワクチンを受けても痛みなどもなく問題はありませんでした。
232 TVを見ていると、こわくて、子宮頸がんワクチンは受け入れられないです。

233
上の子にサーバリックス接種後に、高熱、だるさ、関節痛等の症状が出たため、接種はしていませ
ん。今後安全なワクチンができる事を待っています。このアンケートの結果等、正確な信頼できる情報
を公開してください。

234

子宮頸がんワクチンは、他の予防接種に比べて、副反応が出る確率が高いと新聞で知りました。ワク
チンとの因果関係がはっきりするまでは、接種を中止したほうがよいと思います。子宮頸がんについ
ては、ワクチンではなく、検診を勧奨したほうがよい。ワクチン製造会社は、ワクチンの安全性をきちん
と調査したのか、疑問が残る。対応が遅いです。新聞やテレビで副反応のことがとりあげられる前か
ら、口コミやネットなどで、ワクチンの危険性が話題になっていました。

235
今すぐ子宮頸がんワクチンを中止にして、25才位から2年に1度位検診（かんたんに出来る物にする）
をさせる。

236
このアンケートの内容では子宮けいガンワクチンについて、くわしい結果が出ないと思います。接種し
なかった人の意見を書くところがないからです。

237

娘は、インフルエンザやそれ以外の接種をした時に39度の熱が出たり、腕がしびれたりする事があっ
た為、子宮頸がんワクチンを接種する時に、多くの人が副作用で、悩まされている事を知り、万が一
接種して、一生悩まされるより、時期が来た時に（成人した時）に娘には、子宮がん検診をきちんと受
ける事を勧めようと思いました。名古屋市は色々な助成があり市民としては助かります。その分副作用
で苦しめられている人達の助成も充実すると、もっと良い市であると思います。

238
接種しようとした所、病院で、説明をうけ、中止にしました。今だに接種した方が良いのか？予防とし
て接種したいのに、どうすれば良いか？分からないまま。一度も接種してないので、これからも、ま
よってしまうしまうかも。

239
今のところ、子宮頸がんワクチンの接種は考えていません。もう少し安全というのが確実でないとまだ
まだ将来がある子供にワクチンを接種させたいとは思いません。

240
将来の為に、受けさせたいが、初期のワクチンでいろんな日常生活もままならず、受けたばかりに苦し
んでいる人が、1人2人ではないと知ると、怖くて受けさせられない。早く次の安全なワクチンを作って
欲しい。今高１なので時間もない



241

子宮頸ガンのワクチンの副作用報道が有り、接種を辞めました。安全が確定した時に無料接種期間
が終了するのではと、残念なのですが、やはり報道を見ると、不安で接種できません。日本脳炎の時
の様に対応して頂けると、有難いのですが。早く原因を知らせて、安心して接種させて欲しいと思い
ます。

242
海外で沢山のヒガイが出ているワクチンを打つ様にすすめるのは信じられない。ネットで確認して打
たないと決めましたが、打たなくてよかった。

243 子宮頸がんの予防接種は受けませんでした。

244

保護者です。副反応について、いろいろ出てきたあと、いつまでも接種を中止しない理由がわかりま
せん。健康を守るために打ったはずのワクチンで、いろいろな症状で日常生活をふつうに送ることが
できなくなってしまったたくさんの娘さんたちが、かわいそうで仕方ありません。とても、健康とは言えな
い現状を、国や行政はしっかりと見て、聞いて、責任をとってほしいと思います。娘をもつ親として、人
ごとではありません。1日も早い対応を願います。

245
子宮頸がん予防のワクチンを接種しましょうと、小学校よりプリントが届きましたが、思うところあり、子ど
もに受けさせなくてよかったと、思っています、副作用がでてしまった方々へ、早くに治療方法がみつ
かることを祈ります

246 インフルエンザも含め全てのワクチンを受けるつもりはない。怖い
247 副反応が怖く、打つ気にはなれません。

248

学校の同級生に、子宮頸がんワクチンを受けて、歩けなくなり、大学に進学できなくなった人がいる。
報道では、無関係だとハッキリ言っているが、身近にも被害者がいて、更に各地でも同じような副作用
が多発しているということもあり、本当に無関係なのか、それとも「副作用になる人より、ガンになる人の
方が多いために、ワクチンを受けるように言っているのか」真実をしっかりと伝えてほしい。よってワク
チンは、なぜ副作用がこんなにも多発したのかという原因がしっかり発表されるまでは受けるつもりは
ない。

249
受けた方が良いのか、悪いのかが分からず不安です。早く安心して、ワクチンを受けたいです。（副作
用のないワクチン）

250
子宮けいがんワクチンは病院にて予約を取ろうとしていた時期に、色々な問題がメディアで取り上げ
られ、打つのをやめました。私自身（母親）が子宮けいがん検査にて何度かひっかかり、娘には予防
をと考えましたが、今のところ、副作用の因果関係がはっきりしないので　打つ予定はありません。

251

子宮頸がんワクチンを接種しようとしたころに副作用の報道を見て、いろいろ考えすごくなやみ接種
することをやめました。今から楽しい人生をおくるであろう娘に、もし、副作用が出たらと思うとこわくて
できませんでした。もしかして何年後かに後悔しているかもしれません。でも、報道を何度もみると
やっぱり接種することはできませんでした。今でもどうしていいのかはわかりませんが・・・・娘と何回も
話し合って接種することをやめました。

252
予防のために打つはずのものにこのようなリスクがあることに納得できません。多少のリスクはわかって
いますが、割合が高すぎて不安です

253
始めから、副反応の心配があり、接種しない選択をしました。このワクチンに反対している団体や、意
見を知っていましたから。

254
子宮頸癌のワクチンを使用し重度の副作用で数年たった今でも療養している娘の友人がいます。娘
は子宮頸癌のワクチンはうっていません。どうしても射つ必要を感じないからです。必要性を感じず射
たないと決めてから、上記の様に友人の副作用を知り、家族でこの決断をして良かったと言いました。

255
予防接種をするしないを保護者の判断の任せるのは止めてほしい。予防接種で生じた副作用症状
は国が責任をもって対処してほしい。そうでないと、予防接種が必要であるとわかっていても安心して
受けられない。

256 質問2はこたえづらい。誰にでもある症状が多い。統計データに意味があるか疑問…。
257 子宮頸がんワクチンは、安全ですか？
258 副作用がこわくて接種できない。

259
副作用が打ってすぐ出るのではなく何年も（2年位）してから出る場合があると知り、打つのをやめまし
た。安全が確認できた場合は打たせたいとは思います。

260
副作用の件で不安に子どもも思い、1度も接種していません。結局、私達はどうしたら良いのか・・・。
そう思っているうちに無料の期間が終ってしまいます。ほんとどうしたら良いのか、教えてほしいで
す！！だいたいこんな状況で期限があるのもおかしいです！

261

部活動の仲間が3人接腫したが、「腕が上がらないことが1ケ月以上続いた」「頭痛がひどく1週間欠席
した」「体がだるくて部活動にしばらく参加できない」などの症状が起こり仲間内で接腫しないように、と
話し合っていました。娘はインフルエンザの予防接種でも中1の時、頭痛の副反応が出たのでそれ以
後、いっさい何の予防接腫も接腫していません。子宮頸がんワクチンについても早い時期に沢山の
副反応報告があったはずです。もっと早く中止すべきだったと噴りを感じています。このワクチン以
後、予防接腫に不信感を持っています。

262
現在16歳。子宮頸ガンワクチンの副作用がこわくて未接種のまま。結局、今後どのようにすればよい
のかわからない。



263
子宮頸がんワクチン接種はいずれ受けようと思っていたが、副作用を知り、現在は受ける気持ちはな
いです。

264
子宮頚がんワクチン助成金があったので、接種を予定していましたが、副作用のTV番組を見て、取り
止めました。筋肉注射で痛みを伴うのに安全性も確立されていない。国が接種を進めていることには
疑問を感じています。

265
今まで子供の健康を考え、予防接種を受けて来ました。しかし、子宮頸がんワクチンは接種前に副反
応問題が出、（国）積極的な接種勧奨を中止した為、接種を見合わせました。（親の積任で接種で副
反応がでた時の事を考えると、恐ろしく接種できませんでした）

266
たとえ少人数でも、明らかな異常が出た人がいるなら、危険性のあるワクチンをすすめるということは
止めて、予防や早期発見等に力を入れるべきだと思います。わが家ではインフルエンザも、返ってカ
ゼのような症状が出て、ひどくなったことがあったので、接種していません。

267

今回のワクチンの接種は、対象年齢でご案内が届いたが、疑問も感じて、接種には、様子を見てい
た。1番、疑問だったのは、2種類の製品を選択する方法のやり方だった。医師でもないのに、決める
やり方は、どうかと思った。また、初経も迎えていないのに、打っていいものか・・・とも、心配だった。身
体が変化しやすい思春期に、この注射の接種は、少し年齢が早いように感じた。そう様子を見ていた
ら、ニュースで話題になり始めたので、ビックリした。 近の子は、初経が早くなってると医師から聞い
た事があるが、そういうのも、今回の問題の影響になっているのか、知りたい。

268

約10,000人の人が頸がんにかかっているとのことですが、やはり10代の女の子が多いのですか？10
代の性交渉を経験する子が多くなり、頚がんが増えたと聞いたことがあります。それは関係ありません
か？ワクチンだけの問題ではないと思います。ワクチンでウイルスを予防するという簡単なものなのか
疑問です。国や名古屋市が接種を無料にし、すすめられた時、安全かどうか慎重に考えていました。
家族（とくに、おばあちゃん世代）には「まだ受けてないの？」と責められ、ごまかすのが大変でした
が、今は受けなくて良かったと思います。簡単にすすめるのはやめて下さい。

269
現在高2年生ですが、副反応が話題になり、接種勧奨をみあわせたので、無料対象年齢がすぎてし
まいました。いずれ接種させたいので無料対象年齢の拡大をお願い致します。

270
子宮頚ガンはうけてなかったです。良かったです。なんでも早く打てば良いと思いませんからね。マイ
ペースでいって良かったですよ

271 子宮頸がんの副作用が怖く接種するのを考えてしまいます。
272 今後接種は受けた方がよいのでしょうか。

273
副作用の可能性を考えると心配だし、かといって予防せずにがんになるのも怖いし・・・どちらを選択
すれば良いのか、悩みます。

274 子宮頸がんは副作用があるかもと思うと接種できません。
275 子宮頚がんワクチンの副作用が怖いので予防接種を受けるのをやめました。
276 姉は3回とも接種しましたが、次女のこの子は、副作用の報道を見て、こわくなり、接種していません。

277
子宮頸がんワクチンを現在中3の娘に接種させたいと以前は思っていたが、今はがんになる事よりも
副作用が恐くて受けたくないと思っていますし　娘もその様に考えています。

278

接種しない事を選択しました。中学校PTA主催の子宮頸がんワクチンに関する説明会に出席しまし
たが、接種ありきで勧奨する内容でした。一部で疑問視されているという事を事前に聞いたことがあ
り、質問すると、心配には及ばないということで、スッキリと納得出来る解答はありませんでした。また、
いくつかある型の一部の型にのみ有効である事（もちろん、その型ががんの原因となる確率が他の型
より高いという説明はありましたが）、接種しても完全に予防出来る訳でなく、健診も併用することが大
切という話もされました。総合して考えたところ、副反応についてのしっかりとした説明などが示されな
かったこと。健診で早期発見出来るものであるし、接種しても健診する必要があるのであれば、接種
のリスクを負ってまでする必要はないと判断しました。様々な考え方があるので、勧奨一筋に偏った情
報や説明の仕方でなくリスクについても（未確認な部分があれば、その点についても）情報を出してい
ただき、考えて選ぶことが出来るようにしていただきたいと思っています。

279
「無料だから、受けた方が良いよ」と周りの人たちに、すごく言われましたが、副作用について調べて
みたら、かなりあったので、受けさせませんでした。安全性を確かめてから、接種を決めるべきです。

280
子宮頸がんワクチンを接種した後、副作用が出た人のニュースを見ると怖くて接種できない。

281
日本脳炎を３回目新しいワクチンを接種した時発熱があり心配しました。それ以来、ワクチンを接種す
るのがこわくなりました。

282
うけようとしたときに、子宮頸がんが　もんだいになったのでうけていません。後い症がでると、こわいで
す

283
子宮頸がんの予防接種はリスクがあるかもしれないので接種していない。少しでも安全性に問題があ
るなら任意で良いのでは？原因を究明して早く患者さんを救済してあげて欲しい

284 副反応の報道を見て、怖くて接種を止めた
285 副作用があると聞いていたので接種しませんでした。卵アレルギーがある為接種は受けていません



286

副作用が多くの人に出ていて、不安になり、一度も接種していません。今後、副作用の出にくい新し
いワクチンを早く作ってほしい。重症になり、歩行も困難、手足のけいれんをしている同じ年頃の子の
姿をTVで見て、こわくなった。接種をすすめたご両親も、とても後悔されていて、医師のすすめや、親
の判断だけでは、とても決められないと思った。がんになるリスクより、若い時の人生を不自由にしてし
まうほうが、辛い。早急にワクチンの改良を願います。

287 製薬会社や医者の立場でなく、子供たちのことを考えて決定してください。
288 子宮頸癌ワクチンで様々症状が出ている方が多いようなので、今後、受ける予定はありません。

289
ワクチンができた頃接種しようと思いましたが、「できたてのワクチンがもし後になって副作用でもあっ
たら怖いと思い」接種をしませんでした。そして現在に至っています。一日も早く安全なワクチンがで
きること、安全が確認されることを願っています。

290
今、高校1年生なので安全ならば、接種したいのですが、副反応が怖くてうてません。早く安全な新薬
を出してほしいです。

291
まだ、H27.6に生理がきたばかりで、子宮頸がん接種は受けるつもりはありません。もう少し生理が安
定するまで待ってからにしようと思っています。

292
まだ、子宮頚がんの接種は検討中です。とりあえず、今のところは必要ないかと思い、本人が大学生
になってからにしようかと思っています。

293
親として、子宮頸がんワクチンは接種させたい気もちあります。が、後遺症あった事を聞き、みあわせ
ています。安全性がもっと解れば接種させたいと思います。

294
子宮頸がん予防接種後に、様々な症状がおきた事例が報道されていましたし、接種をしても確実に
防げるものではないとの報道もありましたので、子宮頸がんの予防接種はやめました。

295
子宮頸がんワクチンを有効だと思っており、接種したかったのですが、副作用？を心配して期間内に
接種することができませんでした。原因解明を願います。

296 このワクチンは不安でまだ接種する気になれません

297

私の娘には、子宮頸がん予防接種は、急遽やめさせました。家畜の牛や豚などにうつ、避妊の成分
が含まれていると聞き、クラスでうちの娘だけ接種しておりません。もう少し行政がきちんと成分のメリッ
ト、デメリットを、はっきり表示して分析していれば、このような措置にならなかったはずです。自分の子
どもが当事者だったらと考えると、恐ろしいです。接種して副作用反応してない人でも、妊娠できにく
い体になっている事は、間違いないでしょう。益々少子化になると感じます。

298

子宮頸がんワクチン接種しようと（中1）しましたが同じ体型の友達が（小がら）接種後腕が肩より上に
１ヵ月以上あがらなかったと聞き、うちの子は●でダンスをしていた為接種をやめました。その後TVな
どでいろいろみるようになり、久しぶりに（3年）3才年上のダンス仲間に会ったら杖や車いす、関節の
痛みetc症状が（高1から）出ていた為接種しません

299
TV・インターネットなどに出ている副作用の情報を見ると怖くて接種を受けさせられません。本当に必
要性があるのならもう少しきちんとした情報が欲しいと思います。

300 海外で子宮頸がんワクチン接種後、不妊や副作用の危険があると知り、接種を控えました。

301
副作用がこわいのでまだ接種はしていません。本当に安全なのかわからないので接種する事は考え
中です

302

20年程前にも、中止になったワクチンがあり、既に子どもに接種した後でしたので、大変不安になった
覚えがあります。それもあり、今回、子宮頸がんワクチンは見送りました。副作用が出てしまったお子さ
んも保護者の方も一生背負っていくのですし、ワクチン接種は慎重すぎる程の試験を重ねてから、決
定して頂きたいと思います。

303
2010年頃からサーバリックスは危険だと聞いていました。行政はもう少し世界的に諸外国はどうしてる
のか勉強してから接種にふみきってほしいです。今も害作用で苦しんでいる方がかわいそうで仕方あ
りません

304
子供達をモルモットの様な扱い方をする事はやめて下さい。子宮頸がんワクチンの危険性をもっと多
くの人に知らせてほしかった。

305
上の子の時は副作用の報道がなく接種したが、その后報道されることが多く接種することでリスクがあ
るのであれば、接種する気はない。もっと早く正しいことを報告する必要があると思う。

306

子宮頸がんワクチンの費用の助成対象期間ギリギリに接種する予定でしたが、友だちの中で、腕が
腫れたり、痛みが続く子がいることを聞き、副反応が心配で見合わせていたところ、接種勧奨が中止
になり、未接種となりました。予防接種の費用を助成していただけるのは、ありがたいと思いますが、
安全性を充分、確認した上で行っていただきたいと思います。

307 副作用は怖いので、今は、やはり受けさせたくないです。
308 接種しない理由も上記③です。早く原因をはっきりさせてもらいたいです。

309

子宮頸がんの予防接種を受けなかった理由は、まだ生理がはじまったばかりで体もまだ大人になり
きっていない中、子宮の予防接種を受けることにギモンという、全く素人の考えで受けられるギリギリの
年令で受けることを子供にも伝えてありました。その後、症状が出て人がニュースで多くとりあげられ、
受けないことを選びました。



310
3つ年上の姉は、サーバリックスのワクチンを接種しましたが、特に問題のある症状はありません。姉と
同じワクチンを接種させようと思いましたが、メディア等の情報により、安全面への不安があり、未接種
のままです。

311
質問2　頸がんワクチン接種後の症状の質問なら分かりますが必要ですか？副反応が多すぎるしワク
チン接種などやめればいいと思います。

312 子宮頸がんの予防接種は、現行の状況では、接種に大変不安ありです。

313
子宮頸がんワクチンを接種しようと考えていた頃、TVで（副反応）報道されるようになりました。様子を
見ていましたが、悪いニュースばかり流れ心配になり、まだ接種していません。どうしたらいいのかわ
かりません。もう、中3なので用紙の期限があと1年しかなく、困っています。

314

中1の時に子宮頸ガンワクチンの接種を知らせるプリントを学校からもらった時に婦人科に問い合わ
せました。その時、詳しい説明もなく、とにかく受けて、2種類もあるのにどちらでも良いぐらいの返事し
かなく、不信感を持ちました。そこで、インターネットで調べた所、副作用の事、全てのウイルスを防ぐ
訳ではない事、結局検診が大事な事等を知りました。海外では死亡例もある事を知り、接種を見お
くった所、一年後に副作用報道が始まりました。病院ではこのワクチンを既婚者にまで接種をすすめ
ていたり（意味がない）金もうけにしか思えず、受けなくて正解だったと思います。

315 副反応が出る様な予防接種を無料で大量に女子に打つなんて、本当にこわい。

316
自身でワクチンを2種あるうちの1種を選ぶことも不安があった。どちらがよいか説明を受けても迷う。そ
の間に副作用のニュースを知り、怖くて接種できず。特に必要性も感じず。若いうちに、人生台なしに
なる位なら、子宮頸がんになる確立の方が低い気がする。

317
安全性に心配のあるワクチンは受けたくない。危険だとわかっていてワクチンを受けることはできな
い。

318
子宮頸癌ワクチンが原因と思われる症状、出現確率等を公表して欲しい。自分の子供に接種するべ
きかどうか迷うが判断基準としたくてもする材料がなく、困っている。

319 日本脳炎の記入の仕方が不明。第1期1回目、2回目の標準的な接種年齢は9歳～13歳未満？

320
医療機関で「子宮頸がんワクチン」を推められましたが、その時娘に何の注射と尋ねられ、「異性との
性交渉で病気にかからない予防注射」と応えましたら、「じゃあ受けなくても良いね」と断られました。
応え方に問題があると思いますが、接種しなくて良かったかなと思っています。

321

私は子宮頸がんのワクチンの接種をしませんでしたが、予防接種があることを知らなかったからでは
なく、無料だし、接種することが勧奨していたから、むしろ受けようと思っていたけど、ニュース等で騒
がれるようになり、インターネットで調べていくうちに不安要素が高まったので、あえて受けるのをやめ
ました。中3の時、私の友達には受けたことで腕が上がらないや痛いなどマイナスな意見が多かった
のを覚えています。

322 接種を受けた人が、副反応かもしれない様々な重い症状をテレビで見て、接種を見送りました。

323
子宮頸がんワクチンは安全なのか、副作用の出る割合や年令、症状等、もっとくわしく調べていって
欲しいです。

324
私はワクチンを受けた記憶がありません。大きな病気もした事がありません。ワクチンはしないといけな
いのでしょうか。ワクチンのメリット、デメリットがよく分かりません。

325 副作用があるため、一切これまでに何の接種もしていません。結果として、良かったと思っています。

326
産まれつきの病気（先天性背柱側弯症）があり、持病がある子が特に副作用がでやすいのでは？と、
テレビでみてから心配になり見送っています。早く因果関係をはっきりさせてほしいし、無料で接種で
きる期間にうてれるかわからないので、のばすなど対応してほしい。

327

●さん等の書籍を読んだ以降、ワクチンは一切接種していません。色々な考え方がありますが、打
つ、打たないはこれからも自由選択で（あくまでも任意）あることを、たくさんの人に知ってほしいです。
行政もいかにも義務接種のような表現は慎んでほしいと思います。アンケート調査、ありがとうござい
ます。結果をいい方向に反映して頂けると幸いです。

328 日本脳炎13.9.17、13.10.17、追加14.10.21

329
子宮頸がんワクチンとの因果関係が少しでもはっきりして欲しいと思います。親としては正しい情報
（本当の情報）が公開される事を願っています。

330
子宮頸がんワクチンの副作用が心配です。家族の中では子宮がんなった人がいないので、今のとこ
ろはワクチンを接種するつもりがありません。

331 子宮頸がんワクチンは結局どうなるか知りたい。副作用も心配だが、接種もさせたい。
332 副作用がないようでしたら予防接種は受けたい。

333
予防接種の副作用のニュースなどを見てから、予防接種を子供にうけさせるのをやめました。インフ
ルエンザにかかっても、リレンザなどで、すぐ症状が良くなるので、予防接種をやめました。

334

3才違いの姉は何の疑問も持たず子宮頸がんワクチン（サーバリックス）を3回接種し、何も異常はな
かった。本人が接種時期を迎え、2種類あるワクチンどちらにするか検討していたところ、副反応が強
く出る場合があるという報道を目にして様子をみていた。安全性が確立されていないうちは接種しな
い方向で考えている。姉とは体質が違うので、姉が大丈夫だったから、とは思えない。



335
子宮頸がんのリスクも怖いが、ワクチンを接種して、娘の人生を棒にしてしまう方がもっと怖い。国がす
すめたワクチン接種で、副反応、副作用で辛い想いをされている方々が、本当にかわいそうだと思
う。これから、女性として輝く人生が送れたかもしれないのに…。

336
1年半前に、似たような症状で当時8才の妹が歩けなくなったことがあります。今は回復していますが、
いろいろな症状にびっくりしてしまいました。今回の予防接種の事とは関係ないですが…

337 子宮頸がんワクチンは、何年も迷った末、接種をやめました。報道をみて心配だったためです。

338
タイミングを見ていたら副反応の報道があり、接種をすること自体をやめた。同じ考えで接種を見送っ
た家庭が数件あった。その後の報道を見て、やめてよかったと思いました。問2の設問の意味が分か
らない。子宮頸がんワクチンを打っても打たなくても答えるのか。

339
子供のまわりでも、1回接種したら1週間熱が出たとか、しばらく体調がくずれて学校を休みがちになっ
たとか聞いたので、うちは接種させていません。

340 ワクチンの安全がしっかりしない限り接種しません。
341 怖いからやりませんでした。
342 副作用の問題があったため、こわくて接種をひかえました。

343
知人に頸がんワクチンの副作用と考えられる、全身症状がでて、学校に行けなくなった女性を知って
いる為に、子供には、打せない。具体的にはプライバーなので答えられない。

344
子宮頸がんワクチンを接種した方がいいのかもしれないけど、TVなどで副作用による症状がでている
事を知り、今だに迷っている…というか、打てない。

345

保護者です。名古屋市から子宮頸がんワクチン接種のお知らせをいただいた時、始まったばかりのワ
クチンで説明の書類を読んで、不安が少し（副作用など）残る内容だったので、接種は、少し様子を
見てからにしようと思いました。後日、副作用の報道を見た時、本当に接種しなくて良かったと感じま
した。副作用の出た方には、大変申し訳ない考えかもしれませんが、母親として正直な気持ちです。

346 テレビで副反応の状態を見たら、恐くて子宮頸がんのワクチンは接種できない。

347

全員が子宮けいがんワクチンを受けているという前提のアンケートですか？子宮がんワクチン調査で
あるなら、第一問にまず「子宮けいがんワクチンを受けましたか？はい、いいえ」があるべきでは？新
しいワクチンということの不安から接種させていません。医者に相談したとき「よいワクチンですからぜ
ひ受けて下さい」とすすめられても、我が娘には接種させませんでした。今となっては、自分のカンを
信じてよかったと思います。囲りにも、体の不調がワクチンのせいでは？と心配している方が複数居ら
れます。他人事ではありません。人生にかかわる問題とうけとめています。

348 副作用が問題となっているので、「子宮頸がんワクチン」を接種したくありません。
349 子宮頸がんワクチンについて必要かどうか迷っているので、正しい情報が欲しい。

350
子宮頸がんのワクチンは早くから後遺症についてのうわさがありました。危険を侵してまでの接種をす
すめていることに疑問を抱きます。

351
名古屋市からのお知らせで、子宮頸がんワクチンを接種予定していましたが、接種直前で、昨年度に
接種をした人々の副反応等の身体の異常があることを知り、急きょ取りやめました。もし知らずに接種
していたらと思うと、とても不安な気持ちになっていたと思います。

352

特に情報を得たというわけではないのですが、なんとなく安全性に疑問があった事、痛みが強いと言
われていた事もあり、少し様子を見てからにしようと思っていたら、あっという間に色々な症状がでてい
ると報道されて、娘に接種させなくてよかったなと思っています。ここ十年位の間にどんどん色々な予
防接種がでてきていて、良いのか悪いのか判断できません。予防という名のもとにむやみやたらに接
種する事が本当に良いのか疑問です。

353
子宮頸がんワクチンも接種しようと思っていましたが、他の予防接種も打っている間に、ワクチン接種
後に具合が悪くなったという報道を耳にし、こわくなって見合わせました。

354
現在高１の娘が中学生の時は受けさせようと思っていましたが、副作用の報道の多さを見て、受けさ
せない事に決めました。将来子宮頸がんにかかったら後悔するのかと心配ではあります。

355 副作用がこわいので受けさせられないです。（子宮頸ワクチン）（日本脳炎）

356
海外に滞在していた為、注射はスケジュールがちがっています。子宮頸がん予防接種の副作用で苦
しんでいるご家族の為にも、このアンケート結果が全国区の活動の役に立てる事を願っています。

357
副作用のニュースをきいてから、接種をためらっています。今回の調査結果をみて、接種するか考え
直す予定です。

358

子宮頸がんを受ける事に対し副作用の報道を見て一度も接種していません。中学1年生～高校1年
生までは無料ですが、歩けなくなったり痛みで学校に行けなくなったり学校生活に影響するのがこわ
いです。私達の友達も受けている人、受けていない人とバラバラです。安全性がはっきりするまで考
えたいと思います。又、前にくらべて情報が少なくなっています。強制接種から自己判断で接種に
変ったからでしょうか？かかりつけの病院の先生も答えに困っています。本当の所どうしたら良いので
しょうか、わかりません。

359 危険な副反応があるにも関わらず、国はなぜ積極的な勧奨をしたのでしょうか。



360

日本脳炎のワクチン接種後に子宮頸がんワクチンを接種しようと担当医と相談していたところに、たま
たまニュースの中のあるコーナーで話題にとり上げられたのを見ました。中学に入ってすぐ（平成23年
4月）名古屋市から接種する案内と無償のチケットをもらい準備していた失先のことでした。担当の先
生は「副作用はどのワクチンにもおこり得るので、本人やご家庭の判断で。医者としては何とも言えな
い」とのことでしたので、様子をみました。けれど、娘の友達は接種後体育の授業に参加できない子も
いたようで…。将来のことを親として考えての接種で、いくつかの事例のようなことがおきてしまうこと…
とても気の毒で悲しいことです。接種せずにいても…またちがう不安もあることを…接種啓発の運動を
きいてしまっただけにぬぐいきれない（あきらめきれないこと）ことを、忘れないでください。

361 副反応が心配で接種できないです。

362
危険かもしれない予防接種よりも直接産婦人科へ行く「子宮頸がん検診」の補助をして欲しい。若い
うちから気軽に産婦人科へ行く事が出来るのは、自分の体を知る上でも良い事だと思うからです。

363 子宮頸がんワクチンは、まだ安全なのかどうかわからないので受けるのが不安です。

364
副作用がここまで報道されていなかったので、2度接種しましたが、運良く何もなく良かったと思って
おります。ただ、接種後しばらくの間、うでが痛く、手を上げるのもためらう程でした。普通の（小さい頃
から受けていた）とは違うなと思いました。

365
これからという若い子を対象にワクチンを打つのであれば、もっと慎重に副反応を調べるべきかと思い
ます。医者の子は、危ないので打たないと当時はっきり聞きました（医者の奥様から）。自分たちの子
さえ良ければ、いいのでしょうか……

366
予防接種の効果及び副作用をはっきりさせ、接種をするかしないかの判断ができるようにして欲し
い。

367
部活で激しい運動をしていたので、月経が2ヶ月程こなかったり、1～2日で出血が止まったりしてい
た。引退すると急に量が増えて貧血ぎみになった。

368
副反応がこわい。このワクチンの予防接種が始まってすぐ報道を見て、他の予防接種に対しても（下
の子たちの）医師より言われなければ進んで申込まなくなった。

369

子宮頸がんワクチンの予防接種案内をもらった直後に見なおしになり、病院からも見おくりを言われ
ています。子供には受けさせるつもりでいました。接種後のリスクも承知した上です。副作用の強く出
たお子さん、親続の方には、大変だとは思います。でも副作用もある事も、ご存知だったはず。副作
用の内容、発症率等を明確にした上で、早く再開してほしいと思っています。

370
子宮頸がんのリスクが大きく報道され未だ副作用の原因がはっきりしないのになぜ予防接種を受けな
ければならないのでしょうか。子宮頸がんにかかるリスクの方が低い（身内にいない）なら受けない方
を選択する。

371 1回目接種直前で中止しました。

372

子宮頸がんワクチンは、かなり早い段階で危険だとうわさがありました（名古屋市でも無料になった
頃）。その為インターネットで自分（母親）が調べ、迷っていました。知人の小児科医と内科医に聞い
てみましたが、2人とも学会で危険な副作用の話はないと言っていました。 初に体が不自由になっ
た女の子の話がニュースで出た時、「注射の痛みによるショック症状」だという見解に驚き、やはり厚生
労働省は信用できないと確心して、子宮頸がんワクチンは娘に受けさせず、将来たとえ高額でも安全
なワクチンが開発されてからにしようと決めました。今までも薬害問題はたくさんあります。もっと早く中
止していれば被害者が減っていたと思うと、かわいそうでなりません。一般人の私が情報を持ってい
たのに、国も名古屋市も危険だと知っていた人はいなかったのでしょうか…。今後同じ事をくりかえす
のではないかと、他のワクチン（インフルエンザなど）も不安です。

373 副作用について、報道をみたため、予防接種をみあわせた。

374
子宮頸がんのワクチンは、情報が少なく、本当に必要なものなのかが分からないので、接種していま
せん。どんなリスクがあり、それは、他の予防接種と比較してどんな程度なのか。一目で分かる情報が
欲しいです。

375 副作用が怖くて接種できない。

376
後遺症が出ると言う危険性があるとニュースで流れていたので受けておりません。結局のところいか
がなのでしょうか。

377 子宮頸がんについて、接種後の症状について怖くて受けさせていません。

378
初接種しようとした時は、ワクチンがないという事でしたので接種できず、接種させようと気づいた時

は、無料の日が1日すぎていました。電話してたのんだのですが、ことわられ実費でとう事でした。実
費は高かったので、少し悩んでいました。

379 子宮頸がんの予防接種の副作用を知ると、恐くて子どもに打たせられない。

380
副作用との因果関係が明確にならないうちは、接種は控えたいと考えてます。何かあった場合を考え
るととても受ける気にはなれません。今後、きちんとした情報提供を希望します。



381

娘の中学の時から子宮頸がんワクチンが無料化され、受けるにあたりネットでいろ々と調べたところ、
海外の医学博士の反対論や副作用、日本でも反対する専門医師等がいる事がわかりました。不妊に
なる恐れもあったり、ワクチンの成分に殺虫剤と同じ様な薬が入っている事など指摘してあり、子供を
生まなくてはいけない大切な子宮に何かあってはいけないとの思いで接種を止めました。高額なワク
チンなので辺りの方は受けていましたが、今私が心配していた事が起きていて残念でなりません。専
門科の反対を真摯に受け取めて、今後の方針を検討していって頂きたいと願っています。

382
3歳のH13.5.15に日本脳炎の1回目の接種後、ウイルス性の熱が続き、肝臓の数値が下がって入院
する。原因は分からないと言われたが日本脳炎の副作用としか考えられないのでその後は受けてい
ません。予防接種は命とりになる事を忘れてはいけないと思います。

383
質問2の問いは生理中のものなのか、いつもの様子なのか分かりにくかったです。回答の「いつ頃か」
は生まれてから「いつ頃」なのか6年生以降の「いつ頃なのか」どちらを回答するのか分かりにくかった
です。担当の方はぜひ●を読んでください。

384
子どもたちが接種時期に副作用が大変取りざたされていたので、接種していない。持病もあり、予防
接種は 低限度しか接種したくない。

385
何の予防接種も大きな不安の中で受けていました。子宮頸がんワクチンについては、効果が納得で
きず受けませんでした。

386 子宮頸がんワクチンは、副作用がこわいので、今のところ接種の予定はありません。

387
以前より子宮頸ガンの接種を受けた子の親より、接種後の副作用がひどい話を問題になる前から聞
いていた為、我が家では接種しないと決めています。

388
子宮頸がんワクチンを受けようと思っていた頃に、肺炎にかかり入院したりしたことで時期を逃してい
たところ、副反応の報道があり止めました。

389

子宮頸がんのワクチンについては、当時国や高校、インターネットで打つように言われ、大変迷いまし
た。小さい頃から予防接種をするたびに体調が悪くなり、化学物質により過敏に反応するのではない
かと疑うようになりました。小学6年生の時、インフルエンザの接種をしてからさらに悪くなり、学校を1ヶ
月程休みました。医師や保健所に相談してもすすめられましたが、私の判断で子供には受けさせま
せんでした。

390
以前より、子宮頸ガンの接種をした子の親より、副作用がひどい事を問題になる前から知っていたの
で我が家では接種しないと決めています。

391

中学生に子宮頸がんのワクチンは必要なのかと思っていました。今の年令だけお金がかからないと言
われたらみんなあわてて受けると思う。私はワクチンが大丈夫か不安だったし、一生免疫ができるわ
けでもないから受けなかった。みんな本当に必要かあまり考えないまま接種したと思う。私も区役所に
電話をしてワクチンの説明を聞いたことがあったけど、不安だったのでやめました。やめておいて良
かった。体調が悪くなった子供たちが早く良くなってほしい。

392
子宮頸がんワクチンの重篤な副作用で苦しんでいる方たちを助ける方法はないのでしょうか？他人
事とは思えません。

393
原因をしっかりつきとめて。娘はとってもつらい思いをしてます。ぜったい予防接種のせいだと思う。
時期的にいっても！

394 子宮頸ガンワクチンは使用禁止するべきだ。
395 子宮頸がんワクチンは使用禁止すべきだ。

396
子宮頸がんの予防接種は、副反応について適切な情報が得られないので接種をさせる予定はありま
せん。今後の調査結果等を冷静に対応したいと思う。

397
公費化する以前から海外での副作用例で重いものがあったようなので、様子見をしていたところの中
止でした。今後、他の予防接種も含めて、安全性とリスクとの慎重な判断をお願いしたいです。（保護
者より）

398 子宮頸がんのワクチンは打たないと決めている。副作用の報道を見たから。
399 子宮頸がんのワクチンが怖くて接種させられません。

400
アトピー等アレルギーが有り、予防接種は検査したら受けることが出来ませんでした。今、にんしん
中。子宮頸がんの検査をしましたが大丈夫でした。

401
子宮頸がんワクチンは、名古屋市が無料になったと聞いて受けさせようと思いましたが、受ける前に、
ニュースでワクチンを受けた方に副作用が出た方がいるとの事を聞いて怖くなりやめました。今後も今
の状態では受けさせないです。（母）

402
子宮頸がんワクチンは以前より副作用が強いと聞いていました。家庭における純潔教育が整ってい
れば、必要のないワクチンであると思います。国の税金を必要な所で使って欲しいです！

403
娘は、次の命を産み育てていってくれると思い大切に育ててきました。どうかその気持ちをわかってい
ただきたいです。

404
いとこがワクチンを受ってから、発疹、肩が痛い、うでが痛い等、今思えば、何か影響があったかも？
という事があり、こわくて子供にはワクチンを受たせなかった。（いとこは現在17才。１年～半年症状が
続いた）。病院に行っても原因不明、ストレスと言われた。現在は症状なく元気ではあるが…

405
子宮頸がんワクチン予防接種は、副作用の報道が多いので受けていません。その場合の処置など、
何も言われていないので、今後どうしたらいいのかを公表してほしいです。



406 副作用がこわいので接種の予定は今後ありません。安全が確認されれば検討します。

407

娘が小児科の先生に接種を強くすすめられましたが、副作用が心配で接種させませんでしたが、受
けなくて本当によかったと思います。もし接種して副作用が出ていたかと思うとゾッとします。娘の一生
を台無しにされた方を、本当にお気の毒だと思います。予防接種に限らず●の言いなりにならずに、
もっと国民の健康・命のことを考えてほしいと思います。

408

そもそも 初は接種させるつもりでした。サーバリックスかガーダシルを選ぶために調べました。もしも
サーバリックスだけの時代でしたら調べることもなく接種していたかもしれません。けいガンワクチンに
ついて効用を素人ながら調べましたが、けいガンの形(タイプ)が多数ある中（サーバリックスを受けて
も欧州に多い16、18型のみ、ガーダシルでも米国に多い52、53型のみにしかききめがでないようなの
で、それ以外の形にかかった時や、）日本人に多いサーバリックスでもガーダシルでも防げない型(タ
イプ)にかかった時の効果のバリューと、副反応の恐しさやその確率がみあわないものだと思い、家族
で相談の結果接種をみおくっています。実現はむずかしいでしょうが、それよりも男性から原因がもた
らされるのなら男性の側でウイルスをおさえられる方法を用いてほしいという意見もありました。（子供
談）

409
接種させたいけど副反応が心配で接種してません。ワクチンも2種類あることも知らなかったです。ど
ちらが安全なのか、どちらも副反応があるのか、どのような副反応なのか詳しく教えて下さい。

410
子宮頸がんワクチンは副作用の事を聞いて、接種をやめました。病院でも今は全く受ける人はいない
と言われて…。本当は受けたい気持ちもありますが、どうしたらよいかわからないままです。国からもう
少し情報や指針があればいいと思います。

411 TVなどで接種した人の後遺症を見ていると、恐くてとても接種する気になれません。

412

子宮頸がんワクチンを導入することになった時に本当に大丈夫なのか？とても不信感を持ちました。
主治医に相談に行きましたが国が許可している点やがん予防できるワクチンの素ばらしさを説明され
ました。何となく納得が行かず、自分自身に置きかえて考えても子宮頸がん検診を30代より受けてい
るので、それで良いのではと思い娘の接種は見送りました。その後、副作用のニュースを聞いて学校
にも行くことができない子もいらっしゃるとのこと。一番楽しいはずの青春時代をたった1～2度の注射
で奮われてしまうのは本当に悲しいことです。親御さんの気持ちを思うといたたまれません。今後は
もっと時間をかけて本当に安全性に問題のないものだけを取り入れて下さい。

413

子宮頸がんワクチンの効果が 長８年しか確認されていないものをなぜ摂取するのか！！？不妊症
になる確率が高くなるものをなぜ大切な成長期にうたなければいけないのか！！あなたたちは、大切
な子供達の人生を台無しにするおつもりですか！！海外の国とどんなとりひきをして子宮頸がんワク
チンの接種を推奨されたのですか！！子供達の未来とひきかえに！！

414
報道にて、副反応についての事で心配になり現在、接種を見合わせている所存です。親としては、少
しでもがんのリスクを下げたいと思いますが…。今の状況では安心して接種する事にとても踏み切れ
ません。

415 子宮頸がんワクチンを接種しなかった理由。副反応の報道をみて心配になったから。

416
子宮頸がんワクチンを接種しようと思いました一週間前に他の同級生が接種後、体調くずしている様
子をうかがい接種を取り止めました。取り止めて本当に良かったと思っております。娘が子宮頸がんワ
クチンは、殺人ワクチンだとうわさになっている事も聞きびっくり致しました。

417

子宮頸ガンワクチンについて―国で接種が始まった初年度に対象となりました（娘が）。海外での症
例など調べた所、不妊等の原因の1つという情報があったため接種をしないことを決めました。周囲で
は、無料なんだから打つという子供が多かったのがとても気になりました。将来、もし不妊になった時、
原因の1つとして考えられることがワクチンだということを考えてしまうと、親として、とりかえしのきかな
いことをしてしまったと思うと考えました。接種された方も、こんなに不安のあるものだと知らなかった。
今何もなくても将来が不安という親がいます。関東ですがワクチンの後、知りあいの娘さんが、今だに
はいずって生活しています。気のどくでなりません。

418

子宮頸がんワクチンにつきまして、かかりつけの小児科の看護士さんに、2種類のうちどちらかよいか
お尋ねし、保護者が、その有効性（すべてのウイルスに効果的ではない）とともに選択を悩んでいる
中、その副作用が問題となりました。看護士（ベテランの方）さんも、自分のご意見として承認が早い、
「サーバリックス」の方が、副作用報告が少しでもわかっているので安心ではないかと言ってみえまし
た。副作用のある方の、末永い救済とともに、原因の解明の程どうぞよろしくお願い申し上げます。乱
筆すみませんでした。

419 日本脳炎を受けたらほっしんがでてぜんそくになった。接種は新薬だから受けたくない。
420 予防接種は新薬です。日本脳炎を受けたらほっしんがでてぜんそくになりました。
421 子宮頸ガンワクチンは接種を見送ろうと考えています。
422 副作用の話を聞き、アレルギー体しつでもある為、接種を止めた。

423
子宮頸がんワクチンの案内を送付されましたが、接種による副作用の例を知り、母親の判断で接種を
見送りました。

424 副作用の原因がはっきりするまで子宮頸がんワクチンは接種させません。
425 副作用がこわくて、出来ない。



426
周りの意見に流されず、正しい知識をもっていてよかったと思います。予防接種イコール正しい物、
誤りのないものというふうに思っていましたが、100％正しいことはないとわかり接種することをやめまし
た。がんのリスクもこわいですが、今大切な娘を苦しめるようになることはできませんので。

427
子宮頸がんワクチン未接種です。副作用が心配なため、接種を見合わせています。安全なワクチン
の提供をお願いしたいと思います。

428 子宮頸がんワクチンの安全が世の中で認められたら接種したいが…
429 あれだけ重症な被害者がでているのに、いまだに接種をやめないことが理解できない。
430 まだ子宮頸がんワクチンをどうしようか迷っています。

431
子宮頸がんワクチンは副作用が出ると知識があった人達は接種していないので、もっとはやく中止す
るべきだったと思います。医者の娘さんに自分の娘は接種させないと聞き、副作用のことをネットで調
べ接種することをやめました。正しい情報を知りたいと思います。

432
子宮けいがんワクチンには反対です。●で、ためしてないものを、日本の女子にうつのはどうかしてま
せんか？実さいに打って、歩けない子を見ました。前日までふつうの子だったのに…。やめて下さ
い！！

433
子宮頸がんが恐しい病気であることは認識していますが、TVなどでなぞの副反応が出ている事例を
見ると、こわくて接種できない。今もできていない。どうすれば良いのかわからない。

434

日本脳炎の予防接種も病院に行ったら接種時期が延期になったと言われた事があるような…。接種
はなしに印をつけましたが母子手帳の「日本脳炎第１期初回第１回目」の半切れがあります。2回や3
回に分けて接種するものは途中で中止になる場合が多かったと思います。（風しんも予定の日にちは
書いてあるがワクチンシールがはっていないのは病院で中止を言われたものかと思われます。）子宮
けいがんのワクチンについては部活（運動部）があったためワクチンをどちらにするか決めていたとこ
ろに問題がおきたため無理に接種するのはやめました。親としては接種しろとは言えません。

435
調査結果がでたら必ずその回答結果を公表してください。見落としてました…。ありがとうございます。
必ず見ます。

436

子宮頸ガンワクチンはできれば接種させたいと思っていますが、身近にもいらっしゃいますが多くの
副作用に悩んでいる方がいると思うとそのリスクを負ってまで、将来かかるかわからないがんのために
現在犠牲をはらわせることはできません。予防に関してもそうですが、実際障害者になってしまった方
にもきっちり保障を考えてあげるべきだと思います。(重要)自分の子供がそうなったらどうするかをよく
考えてください。お願いします。

437

子宮頸がんワクチンの接種がはじまったすぐから、外国では危険なワクチンとしてさわがれていたワク
チンで、とっても危険でまだどの様な害があるかわかっていない様なおそろしいワクチンなのに名古
屋市はすぐに無料にして、「危険なのでもう少し調べて下さい！」という手紙を●の●のポストに入れ
ておきましたがだれも調べなかった様ですね。学校へ保健所の方が来てみんなに打つように進め
て、まったくひどい話だと思います。あんなに大量のアルミニュウムが入っているワクチンなんて安全
なわけないじゃないですか！！赤ちゃんのワクチンも危険なので、強制的にすすめる事はやめて下
さい。特にB型肝炎のワクチンも危ないのにわざわざ無料化にしないで下さい。ワクチンを無理に進め
ないで下さい。

438

子宮頸がんワクチンの副作用らしきものと、ワクチンによってえられる免疫等のメリットとのどちらが重
要なのかが、わからない。ワクチン以外での予防法もあるのではないだろうか？性交により感染するの
であれば低年齢での性交をよしとしているのではないか？また女子のみに感染予防をしいるのでは
なく、男子にもそれなりの教育などをしていくべきではないのか？

439
子宮頸がんのワクチンは、安全性がきちんと発表されるまで、がんへの効果があると言われていても
副作用がこわいので接種させたくありません。

440

19才の娘の保護者です。0才～15才までに接種しなければならないワクチンについて質問する意味
がわかりません。子宮頸がんワクチンについての副反応についての調査なのにどうしてでしょうか。ま
た0才児の時に接種したものは保護者でなければわからないと思うのですが、“わからない”を記入し
てどういう意味があるのかよくわからない質問かと思います。

441

保護者です。あの頃副作用についてほとんど説明が無かったのでネットで調べてみたところ少数で
あっても欧米では死者も出ていると知り怖くなって止めました。止めた事も正直健康に関わる事なの
で迷いましたが、ワクチンで健康被害が出たとニュースで知った時は止めて正解だったと思いまし
た。副作用についてきちんと国から説明があったなら被害もある程度防げたのではないかと思いま
す。被害にあわれた娘さん達の一日も早い回復をお祈りいたしております。

442
6年生までにジフテリア破傷風混合、日本脳炎のワクチンを終えています。副作用が出ている子宮頸
がんワクチンは心配なので受けていません。

443 子宮頸ガンワクチンは接種させません。問題が多すぎる。●を観たので全くうける気がしません。
444 薬の副作用をTVで観て、接種するか迷っている。



445

頸がんワクチンは余りにリスクが大きく全面中止が妥当です。添加物のアルミニウム、ホルマリン等のリ
スク。それ以前に遺伝子組換えワクチンです。遺伝子治療が、ことごとく治癒後がんになる。という臨
床結果もあります。娘には遺伝子組換えワクチンと言うだけで絶対に打たせたくない。と考えました。
その後、調べれば調べる程絶対に製造もしてはいけない。と思いました。何しろ。打っても4～7割のウ
イルスにしか、効果がないのですから。残りのウイルスに感染した場合発がんプロモータになる可能
性さえあります。インフルエンザも効果がないのに打っているし、とにかく利益 優先の恐ろしいワク
チン。今すぐ製造中止をお願い致します。ついでに、インフルエンザも。 後に。利権のために、なん
の罪もない少女達の未来が奪われてしまったことに、悲しみを禁じえません。良かれと思って接取さ
れただけに、お気の毒でなりません。一日も早い回復を願っています。名古屋市さんは素晴らしい行
政なので少女達へのお力添え宜しくお願い致します。

446 新予防接種はデータが出るまですぐには受けないようにしています。怖いので…
447 子宮頸がんワクチンは必要ない。副作用のリスクが高すぎる。

448
子宮頸がんワクチンを打たせたい気持ちと、ニュース等で副作用を訴える症状の女の子達の姿から
ためらう気持ちとで迷っています。

449
予防接種による副反応がこわくて接種しないままです。しかし、産婦人科で副反応がおこるのはごく
一部なので接種をすすめられました。ごく一部というのがどの程度なのか、不安なままでは、接種に
ふみきれません。

450
接種による副反応が心配で接種していません。子宮頸がんで亡くなる方が多い中で接種をしたほう
がいいのではとも思いますが、副反応のことを思うと、思いとどまってしまいます。もっと安心して接種
できるようなデータ、もしくは新しいワクチンについて知らせて欲しいです。

451 子宮頸がんワクチンは、医者と製薬会社の金もうけと言われる薬剤師もいる。不信感がある。

452
子宮頸がんワクチンの副作用について海外では当時重症化するケースもあり不安もあったため医師
に相談。うつことをすすめられたが、歴史も浅いため、周囲の同級生は無料のうちにうっている子も多
かったが、我が子はうたないことに決めた。

453 子宮頸がんワクチンは副作用が怖くて接種できませんでした。

454

上の娘(現大学3年）の時は、無料接種がはじまったばかりで、その流れにのってあまり考えずに接種
してしまいました。幸いたいした副反応はでませんでしたが、その後の様々な報道を目にするにつ
れ、娘にも同じ様なことが起こっていたかもしれないと思うと、とてもこわくなりました。しばらくして、下
の娘にも接種券が送られてきましたが、今のこと状況ではとても受けさせる気になりません。1日もはや
く調査が進み、何らかの施針がでることを期待しております。

455 安全なワクチンであればすぐにでも接種させたいです。
456 副作用はないのですか。あるのなら心配なので接種するのはこわいです。

457
子宮頸がんワクチンは打って良いという結果を聞かないので、副作用が強く怖くて、予防接種を受け
る気もありません。

458

（20才の娘の母親より）娘がワクチンを打たなかった理由は、長男が「ネットでワクチンを接種した女の
子が、今言われている症状が出て、大変な事になっている」と言い、絶対にうってはいけない！！と
強く言ったからです。国・県・市等が認める時には、ネットも含め十分調査をしてほしいと思います。安
全が確認できるまでは直ちに中止すべきです！！

459
子宮頸がんのワクチンをすすめられた時に、新種のワクチンでもあって、少し不安でした。家系にが
んの発症例もなかったこともあって、子供に子宮頸がんワクチンの接種をさせてません。副反応の報
道などを見て、接種しなくて良かったと思う。

460 ●で受ける前日にワクチン自体が中止になったため。

461

我が家では子宮がんのワクチンを接種しませんでした。まわりの子達はほとんど接種した様ですが、
痛がったり、腫れたりしてたのを耳にしたので親子で話してあえて未接種にしました。幸い重い副作
用の子はいなかったようですが、ワクチンよりも、２０歳を過ぎたら会社や学校など無料で気軽に定期
検診に行けるような制度ができることを望みます。

462 子宮頸がんワクチンは接種させたいと思ってましたが、副作用の報道を見て心配になり見送りました。

463
子宮頸がんワクチンについて医師に相談した時に筋肉注射だと説明を受けました。日頃スポーツをし
ていたので接種する時期を考えていて結局接種はしていませんでした。もっと安全性が確立されて
から接種をしたいと思います。今の段階では予防接種は考えられません。

464
子宮けいがんのワクチンは受けさせたくないと思いました。以前、テレビで副作用で日常の生活に困
難がみられる方の番組です。もちろん、けいがんにもかかってほしくないので、悩むとこですが…。正
直不安でワクチン接種は見合わせてます。大切なのは、わかっていますが…。

465 副反応が心配なので今後も予定していない
466 副作用がこわくて受けていません。本人の意志にまかせようと思っています。
467 子宮頸がんワクチンは、いろいろ安全か確かめられてから、自費でもいいから受けるつもりです。

468
ＨＰＶが原因とわかっているなら、ＨＰＶを保有している人の治療、予防法はないのでしょうか？（保護
者）



469
昔の時代に比べ、予防接種の数が増えていることに不安をおぼえる。ワクチンに対しての人間の反
応は、１人１人違うと考えるため、できれば 少限のものにとどめたいと思います。

470
子宮頸がんワクチンはなぜ2種類あるのですか？個人でどちらか選択して下さいと言われどちらが良
いか迷っている間に、問題が起り結局接種しませんでした。子どもの将来を考えると、がんのリスクを
少しでも下げる為に接種した方が良いと思いますので安全なワクチンを用意して下さい。

471

個人的な考えですが、子宮頸がんはウイルスに因るので、性交経験がなければ何も心配する事はな
いという点からワクチン接種に関しては否定的な考えを持っておりました。但しウイルスは男性側に原
因が有ります。将来好きな人が出来て、結婚した相手との運も有ります。娘とは、その点を話し合い接
種を止めましたが、数々の報道を観て、その判断は間違ってはいなかったと安堵致して折ます。（患
者さんには申し分けないです）。病気や死というのは、基本的には運命も有りますので何とも言えませ
んが、うちの娘の様にアトピーでなかなか接種ができない子もいます。打てる予防接種、打てない接
種含めて元気な子もいれば、罹患して病気と戦う事も運命だと思います。

472 子宮頸がんワクチンの副作用がこわくて受けていません。

473

子宮頸がんの予防接種についてはニュースなどて様々な症状が副反応として出ている様な事を知
り、心配もあり、今のところ接種をしていません。現在ではメディアなどからもその後の情報を知る機会
は少なく、しばらくは頭から離れていました。今回こういったアンケートを記入しながら、いまだ接種勧
奨されていないという事はやはり何らかの因果関係があるのかとますます心配になりました。調査結
果もぜひこういった形（アンケートの様に）で個別に郵送してもらった方が必ず知る事ができると思い
ます。

474
子宮頸がんの副作用？で体がおかしくなった子を見て、自分の子に打ってよいのか不安で打つこと
ができない！

475 子宮頸がんワクチンは副作用が心配で受けていません。

476
子宮頸ガンワクチンは接種していません。完ぜんに安全が保障できない現状では受たせたくないか
らです。

477 初から、副作用の可能性もゼロではないと聞いていたので、必要ないと思い受けなかった。

478

娘にはワクチン接種を受けさせませんでした。時期がきたら接種させようと思いインターネットで調べ
た所、当時でも海外での記憶、歩行障害などの副作用の事が紹介され、日本の学者の人たちの副作
用の危険を指摘する意見もありました。いろいろと考えてメリットよりも副作用の危険が大きいと思い、
接種は見送りました。しかし、その後、マスコミでたびたびワクチンの有効性が取り上げられ、ワクチン
を接種しない方がおかしいというような意見を聞くたびに心がゆれ動き、法定接種になったら受けさせ
ようかなどと思っていました。日本での副作用に苦しんでいる子供たちの報道を見るたびに胸が痛み
ます。あれは自分の娘の姿だったかもしれないと思います。心因性のものであのような障害になること
はありえないと思います。行政はワクチン接種を推進してきた責任を重く受け取め、副作用に苦しん
でいる人たちに手厚い救済の手を差し伸べてあげて欲しいと思います。

479 副作用
480 副作用がこわいので、子宮頸がんワクチンは受けていません。
481 ワクチン接種に疑問を抱きます。

482
対応が遅い。副作用を訴えている人に対して誠実に対応すればすむ話。日本が混乱するほどの人
数ですか？

483 副作用の報道で心配になったので接種しませんでした。

484
日本脳炎や子宮頸がんのワクチンは中止されたり自己責任（保護者の判断）となったがその後の方
針や指導等がないので不安である。専門知識のない保護者の判断に委ねるのではなく、専門科によ
る判断と国・名古屋市による明確な指導を望んでいる。

485 副作用の報道を見て心配になりました。

486
子宮頸がんワクチンのニュースを見て、ワクチン接種を中止しました。日本脳炎の時もそうでしたが、
不安になります。薬害などのニュースも、もし自分がそうなったら…と不安になります。

487
ジフテリア、百日ぜき、破傷風は、H12.12,H13.1,H13.3,及び第１期追加接種としてH14.6に打ってい
ます。麻しんは2回、日本脳炎は、H15.5,H15.6,H16.7に打っています。さらに第2期H21.10さらに
H24.8に打っています。それらの情報をアンケート用紙に上手く記入できたのか？不安でした。

488 子宮頸がんワクチンで苦しんでいる子供達を行政担当者は、真剣に逃げずに救ってください！！

489
H25の3月に、子宮頸がんワクチンを娘に接種させようと、予約を入れてあったのですが、接種予定日
の数日前に初めて新聞で副反応が出るかもしれないという記事を読み、直前でキャンセルしました。
副反応の原因が早くはっきりするといいですね。

490
子宮頸がんワクチンを接種したいとは思いません。がんに対しての効果はあるかもしれませんが、副
作用の心配があります。

491
平成23年から不登校で心療内科に通院しており、体調不良のため子宮頸がんワクチンは受けていま
せん。統合失調症の薬を服用しています。

492 接種するか、まよいます。どうしたらよいでしょう。



493

結局、このワクチンは、薬品業者が儲かるためのものであり効果は期待出来ません。期待出来ないど
ころか、副作用の影響が高く、良いことは１つもありません。オレオレ詐欺でしたら、金を失うだけです
が、このワクチンは、健康を失います。インフルエンザワクチンについても全く効果はなく、逆にインフ
ルエンザになりやすくなるものです。では、どうしてこのような害になるものを政府は勧めるのでしょう
か。それは、利権が絡むからです。今回も●の議員の夫が薬品会社関係者である事もわかっていま
す。AIDS問題や、 近の高血圧剤の事件のように要は患者は、どうなってもいいのです。天下り先の
確保、関係者も自分達が潤えばいいのです。もう、常識となっていますが、これを読まれた方が参考
になればと思い、書かせて頂きます。インフルエンザワクチンは、なぜ全く効果がないかですが、ウイ
ルスでも変形するタイプとしないタイプがあります。しないタイプのワクチンは、有効ですが、インフル
は変形します。薬品会社は、この形になるだろうと予測して、卵を使って培養します。半年以上前かに
予測して作ったワクチンが、変形したワクチンに一致する事はありません。では、効目がないという事
を医者も知っていて、何故するのでしょうか。それは、予防接種を１人すると数千円の収入が医者に
入る為黙認しているのです。私の会社でもワクチンをした人に限って、インフルで休んでいます。何故
かというとワクチンを接種すると逆に体が無防備の状態となり、抵抗力がなくなるのです。昔は、みん
なだまされていましたが、現在は、素人でもインターネットで調べる事が出きます。日本の医療制度で
は、開業医一日60人の患者をみないと採算あわず多忙を極め、 新の医療知識は乏しいです。たま
に病院に行く私の方が、詳しいケースが多いです。連日医療費増大いわれていますが、こんなの調
査するまでないでしょう。

494
子宮頸がんワクチン接種を考えている時に、副反応の情報が報道され子どもと相談し、ワクチン接種
を見送りました。又日本脳炎も3回目を接種しようとしたら副反応の報道があり、2回までしか接種して
いません。

495
娘のためにとワクチン接種を予定していましたが副作用のリスクが高く感じ未接種のままです。女性の
体を守るためには必要な重要なワクチンだと思っています。副作用の少ないワクチンの開発を強く求
めます。

496
子宮頸がんワクチンに関しては当初接種するつもりでおりましたが、ニュースなどで副作用などとりだ
たされており接種する不安がつのり接種自体見合わせているところです。

497
子宮けいがんワクチンの期限が切れてワクチンは受けていないが、4歳下の妹とはワクチンを受けた
（2回）で3回目の時に報道があったので止めた（18才）

498
現時点で子宮頸がんワクチン接種を見合わせている状況ですが、早く副作用がなくなる安心な新ワ
クチンが出来ないか、心待ちしてます。がんリスクが少しでもなくなるのであれば早急にワクチン改繕
して頂きたいです。

499
早い段階で、海外での死亡例や失神などの情報があったのでしばらく様子をみてからと思い、接種を
見送っていました。

500
子供に子宮頸がんワクチン接種をさせたいと思っているのですが、報道で副作用のことを知り、まだ、
一度も接種させていません。どの様にするのが 善なのか、早く知りたいと思っています。

501 安全性が確認されたら、接種させたいと思う。（母）

502
自分はまだ子宮頸がんワクチンを受けていないのですが、やはり受ったほうがいいのかがよく分かりま
せん。ワクチンの副作用が気になるので、まだうってはいません。母

503
副反応の報道が出る前に、ネットでワクチンの副反応の注意書きが見れたので初めから接種するつ
もりはありませんでした。外国のワクチンを日本人に人体実験されるみたいでとても不愉快です。

504

●です。娘のワクチン接種は予定していましたが、直前に接種による事故報道がなされ、接種を中止
しました。運が良かったとさえ思っています。国の調査会は、体の不調は心身の問題、と言っていま
すが、明らかに、接種が原因でしょう。国と製薬会社のからみがあっての解答でしょう。早期に事故に
あわれた娘さん。ご家族に、保障をして上げてください。これは公害問題と同じですよ！

505 調査頑張ってください！このアンケートが有効に活用されることを願っています！

506
子宮頸がんは検診で防ぐことができると聞いています。安全性に不安があるのならば接種の推奨は
控えるべきだと思います。いくら副作用の救済制度があっても、そこで人生の夢は断たれてしまいま
す。

507 副作用の原因が分からないうちは接種予定なし。（今後）

508
副作用が恐ろしいので接種はしません。復数の異性との接触がなければ発症の危険性が無いような
ので予防接種をすすめるより倫理教育を強化した方が良いと思います。

509
ワクチン接種は、必要 小限にしています。入学（小学校）前接種のみワクチン接種の副作用にして
存じております。任意にすべきだと思います。全てのワクチン接種に関して任意を求めます。接種後
不自由になられた方が気の毒だけでは済まされない筈です。

510
予防接種を受けるか受けないか、親が判断するのは難しい。副作用を考えると、必要なのだけ受けさ
せたい。なかなか信頼できる医りょう機関もない。国を信用できない。

511 はっきりした安全がない限り接種は、考えられません！安全な事をはっきりさせて下さい。
512 子宮頸がんワクチン接種しようか迷っています。



513

子宮頸がんは、問題があるとの事で、接種しておりません。何もなく育っている子供にワクチンにより
障害が出て、学業はもちろん、社会に出ることが出来なくなったお子さんもいるとの事各報道をみて
知り、とても怖くなりました。また、障害が出ても、ワクチンによるものか因果関係がわからないと、補償
されていないとも報道されていて、ワクチンを接種する気持ちがなくなりました。

514 子宮頸がんワクチンは、この先も接種させるつもりはないです。
515 判断するのに本当に困ります。

516

性交渉を経験したこともないような10才くらいの年令から、さも良いことのようにワクチン接種を推奨さ
れても、保護者として何が本当に良いことなのか不明な点が多過ぎると思います。周囲では小学生の
うちにワクチンを接種された家庭もありましたが、私は自分なりに勉強をしてあえて娘には接種を選び
ませんでした。その時点では現在ほど副作用について報道されていませんでしたが、ワクチン接種あ
りきでは無く、原因・予防・検診についてもっと家庭でも学校でも（保護者も本人も）きちんと勉強して
理解を深めることの方が重要だと思います。

517
子宮頸がんワクチン接種について副作用で苦しまれている方がいるのをニュース等で知り、ワクチン
接種に低抗があります。

518
子宮頸がんワクチン無料接種が始まった時には、すでに、ネットに副反応のこととかたくさん出てまし
た。接種推しょうする前に本当に安全なものかきちんと調査したのか疑問です。

519
子宮頸がんワクチンを受けさせたかったが、副反応の報道を見て、予約をとりけした。今でもそれが正
しいかどうかわからない。

520 副反応もおきず、予防することのできるワクチンができることを望みます。

521

私はサーバリックス、ガーダシル共に海外で重篤な副反応が出ているのを知っていましたので、娘に
聞かれても接種させませんでした。これを打ったからといって絶対に子宮頸がんにならないという保証
はありません。製薬会社のデータを丸ごと信じてよく検討もせず無償化に踏み切ったのは間違いで
す。役所から連絡が来ると義務のように感じてしまう人が多いのです。万が一、副反応が出て大変な
ことになっても因果関係の証明はものすごく難しいのです。被害に遭われた方にこれからの生活の支
援をして上げてください。

522
子宮頸がんワクチンを接種したら必ずがんにならないのですか？ならないのであれば是非接種した
いです。

523

子宮頸がんワクチンは絶対に受けさせません。必要ありません。毎年、定期的に検査（検診）を受け
れば、ほとんど防ぐことが出来ると思います。私自身50代ですが、子宮頸がんにはなっていません。
そのワクチンを接種した為に、様々な副反応で苦しんでいる若い女の子（女性）達が気の毒でなりま
せん。周りの、10代の女の子をお持ちのお母さん達にも、受けさせてはいけないと伝えています。母

524

現在高1、中学の時、学校でパンフレットを頂いたので、接種するべきとの認識でした。平成24年日本
脳炎等接種の後どちらのワクチンにするか調べていた頃、このワクチンが原因で？の報道を広く見る
事になり、不安になり、娘と相談し接種をやめました。中学までは医療費無料でしたので、たいへん
有難く思います。現在は、医療を負担し、 近6,000円程の支払いで出費が増えました。このワクチン
が原因かもしれず、調査中かもしれませんが、つらい思いをしている母娘がいると思うととても心が痛
みます。精神的に、経済的に援助出来る機関が早く整いますように。9月30日までの返送でしたの
で、いそぐことなく遅くなり失礼しました。アンケートが生かされて皆さんがすごしやすい環境でありま
すように深くお願いします。どうぞよろしくお願い致します。

525
もう少しすっきりと答えやすいアンケートにした方が回答率が上がるのではないかと思われます。特に
ワクチン接種を受けた時期など答えにくかったです。

526 子宮頸がんワクチンは副作用が恐ろしくて、受けさせられない。

527
子宮頸がんワクチンは安全性に疑いがあったため、接種していません。（副反応の話を聞くようになる
前から）子宮頸がんになるリスクより接種した場合の副反応のリスクの方が大きいと感じます。

528
子宮頸がん予防接種に不安があります。予防接種で予防できるなら打ちたいが、打った事で後悔す
ることになるのも不安です。安全性は絶対あるのでしょうか？

529
子宮頸がんワクチンは、接種した人が皆すごく痛かったと言っていたので、本人が嫌がっていて、接
種しようか迷っているうちに問題（副作用の）が出てきたので、接種しなくて良かったと思っています。

530
中1の時、クラスの友達が受けたら、受けた後、吐き気と痛み（腹）、立っていられなくなった（1回のみ
でやめた）病院で休んで帰ったときいたり、みんな注射が痛いと言ってたので怖くれて受ちたくなかっ
た。

531
子宮頸がんも心配ですが、副反応問題に一定の道すじが出来ないと、やはりこわくて予防接種を受
けさせれません。調査の結果の取りまとめだけでも大変かと思いますがどうぞよろしくお願い致しま
す。

532
副作用がこわくて、受けていません。予防接種が、どんどん増える事がこわいです。大切な子供達だ
からこそ、もっと考えてください‼

533 子宮頸がんワクチン予防接種は、本当にいさみ足でした。リスクをきちんと説明すべきです。



534

本人が高校生の時、名古屋市は無料で子宮頸ガンワクチンを接種できるとお知らせを受け、一度は
住まいの近くの婦人科をたずねましたが、ワクチンが無いと断られ、結局無料のワクチン接種は受け
ずじまい。その後、後遺症が出たお子さんが少なからずいらしゃるとニュースで見て「こわい‼」と思い
ました。今、親である私が49才～子宮頸ガン検診でひっかかり以来3ヵ月ごとに婦人科での検査を続
けており1年半程になります。定期的な検査の方が安全という点から見ればより良いのでしょうね。

535
平成2年、平成10年生まれの娘が2人いますが、子宮頸がんワクチンを打たせなかった事を、安心し
ております。早く、副作用にかかった人達の補助を確立してください！

536

子宮頸がんワクチンにつきましては、予め、インターネットでの情報で気になる内容（まさに、今回の
質問2の項目にある症状を訴える方々のツイッターでした。）を目にしたため周りのお友達が次々に受
けていく中、我が家だけ受けない事に不安を感じながらも、受けさせなかった次第です。普段、そのよ
うな情報の真ぴょう性を疑っていますが、それらをうまく利用し、自分で決定し、責任を持つことの重
要性を感じます。

537 ワクチンを受けるか、受けないか3年考えています。日本脳炎も同様です。どうしたものでしょうか？

538
平成12年生まれですが、日本脳炎第1期追加接種がなくなったと思います。その後、第2期接種用
（20才までに）というものが届いています。子宮頸がんは接種したいと思っています。

539
どのようなワクチンも今後受けさせるつもりはない。何が入っているかよくわからないものを健康な子供
にわざわざ接種させたくない。

540
今後ワクチンを接種させるつもりはない。正直言って国は信用できない。インターネットで情報を入れ
て、親が真剣に考えることだと思う。副反応の子供達の事を思うと本当に心が痛む。

541

疑わしいことがある限り、接種を中止してほしいと思います。何十万何百万人に一人の副反応でも、
親としては、心配です。子宮頸がんのウイルスの一部に対しての効果しかないことを知らない保護者
の方、重篤な副反応が出ることを知らない方がたくさんいらしゃいます。どうか、安全かどうか、じっくり
検討していただきたいです。決して急いで結論を出さないでだけるようお願いします。

542

接種を受ける前に副作用の報道を見て打つのを止めました…現在もそのワクチンが安全なのか打て
れるのか分からず病院でたずねた所、ガンになりやすい細胞の種類は13個近く有りその中の2つに対
してのワクチンと聞きました。それ以外のウィルスには効かない様なら（インフルエンザ）と同じで型が
違ったら何のためのワクチンかと…予防の為と分かっていますが副作用のこわさを知ったら迷いま
す。それなら若い時期から定期的検査を受けさせようと思います。

543
子宮けいがんワクチン、日本脳炎は新しいワクチンなので接種を見あわせていました。様子を見てい
る間に報道などがあり接種させなくて本当に良かったと思いました。自分の身は自分で守らなければ
なりません。国は信用できません。

544
子宮頸がんの予防接種は受けたいと思います。でも後遺症は怖いです。安全なワクチンを接種した
いです。

545
接種の予定をたてていましたが、副反応があるとの報道を受け、自分たちなりに情報を集めて接種を
見送りました。娘のクラスに副反応が原因（？）で学校に来られない子がいます。今後も接種するつも
りはありません。どうか苦しんでいる子どもたちを救ってください。

546 調査をすすめて頂き早く回答を頂きたいです。子宮頸がん接種は今だ迷っております。

547

子宮頸がんの接種について、受けるべきかどうかはっきりと示して下さい。受けない場合にどれだけ
のリスクがあるかどうか…。その他の予防接種についても同様だとは思いますが。実際、一部のもの
は、かかった人はめったに聞きませんので必要性がどの程度かは不明です。又、仮に接種をしな
かった場合で病気になった時治療することが無理だったり、困難なことがあるのでしょうか。

548
4才年上の姉は子宮頸がんの予防接種を受けましたが、（副作用なし）副反応の報道を見て、当人は
予防接種を見合わせています。自分（親）も含めて、周囲も「接種するのは（副反応が）不安。しない
のも（ガンが）不安。」と言う状態です。

549 子宮頸がん（ガーダシル）ワクチン2回注射しました。子宮頸がんなる確率有りますか！

550

初報道でワクチンができたと聞いた時、母に「今はモルモット段階だからやめておけ」と言われ、そ
の後副作用で辛い思いをしている人たちをみたとき、しなくて良かったと思った。もしかしたら今のよう
に結婚できなかったかもしれない事、妊娠できなかったかもしれない事を考えると本当に 後くらいに
行くくらいがベストだなと思いました。

551
子宮頸がんが確実に予防できる訳ではないので、予防接種ではなく、20才から子宮がんと共に2つの
検査をするように、呼びかけた方が、良いと思います。

552
このアンケートの質問のし方が子宮頸がん予防接種と関係？があるとは思えない。この調査は何の目
的ですか

553
子宮頸がんのわくちんを接種したいと考えていましたが色々と問題が起こるので、今は、考え中で
す。この先、安全であるとわかれば良いのですが、どうなるのでしょうか？

554
子宮頸がんワクチンはしません。子宮頸がんになるより、ワクチンをうけて副作用をうける確率の方が
高いのではないですか。子宮頸がんワクチンをうけて、子宮頸がんにならないという確率も保証できま
せん。日本人と米国とは違います。ここにお金を使うよりも、もっと必要とするところへ使ってください。

555 姉は3回ワクチン接種し、注射が痛かったこと、副反応の心配があり、下の娘は見合わせた。



556 子宮頚がんワクチン接種を反対します
557 子宮頚がんワクチンは、させません
558 受けたほうがいいのかわからない。副作用が心配で受けられない。
559 副反応の事例と予防接種との因果関係が分かればうけたい。それまでは不安です。
560 アンケート回答者に●とか配ってほしいです。

561
早期に安全な子宮頚がん予防接種を受けさせたいと考えています。どうかこのアンケートがお役に立
ちます様に。

562

子宮頚がんワクチンについては、接種をかなり迷いました。副作用の報道を何度も目にしたからで
す。ワクチン2種類のどちらかを親に選択させるのも、｢全て親の責任」という感じで怖いと思いました。
判断材料も示されていませんでしたし。今回のアンケート実施は評価します。結果を興味深く拝見し
たいと思います。

563 子宮頚がんワクチンは、ひどい副作用の実態があるので、やるべきではないと思います。

564
姉2人は接種しましたが、不安でできません。でも中には先生に聞くと接種したほうがいいですといわ
れます。

565
インフルエンザワクチン接種にて、腕が異常に腫れるため、テレビの放送を見て、万が一を考えて子
宮接種を諦めました。

566

無料のうちに受けようと思っていたら、いろんなこと勉強している人から、子宮頚がんのワクチンを受け
ると将来、妊娠できなくなるよと聞いて、迷っているうちに副作用の問題がでてきて、受けなくてよかっ
たと思いました。なんの根拠でこのようなうわさが出たのかわかりませんが、しっかり調べてほしいと思
います。

567

副反応がこわくて本人が拒否しています。長女は、副作用の事を知らず子宮頚がんワクチンを終了し
ています。姉妹でも受けている子と受けていない子がいる事に親は不安を感じています。将来の事を
考えれば接種させたいと思います。アンケートの結果をしっかりまとねて有意義に使って結論をだし
て欲しいです。

568
子宮頚がんの公費負担が終わったてしまう前に受けたかったのですが、副作用のことを考えると見送
るしかありません。姉2人は受けてなんともなかったのですが、テレビなど報道を見て本人も怖がって
いるので、がんになることのリスクと天秤にかけてもやはり無理に受けさせられません。

569

ワクチンで予防する事よりも、定期健診を受ける事や若いうちから、不特定多数の異性と性的な関係
を持つ事の愚かをしっかりと啓蒙して行くべきだと思うます。延いては、それが一番の予防になると考
えています。逆を言えば、ワクチンを受けているので大丈夫だと思い、みだらに安易に性交渉を助長
しかねない。このワクチンが登場した当初よりそのように思っておりました。この様なワクチンは推奨さ
れるべきではありません。

570
子宮頚がんワクチンは、必要な接種ワクチンと思っていますが、安全が確認できないと接種するのは
不安です。

571
子宮頚がんワクチンは副作用が怖すぎて、受けさせられませんが、近くの病院でも接種しないと言わ
れました。（接種をすすめられない）

572

子宮頚がんワクチンが始まった時、まわりの母親達は「いつ接種させようかな」と、接種を当然のように
話していました。皆、子どもをガンから守りたいと願う、一途な思いのためです。私も子どもの健康を願
う気持ちは同じです。が、同時に新しいワクチンへの副作用も良く知らないまま、我が子に接種させる
のもいやでした。今、子宮頚がんワクチンが原因とされる健康被害がマスコミで取り上げられ、我が子
に接種させなくて、良かったと思っています。今回の調査を元に、ワクチンが原因で健康被害や障が
いなどおこしたご家庭には、一日も早く、医療費手当など、社会をあげての支援をしていただけます
よう、心よりお願い致します。また、それと同時に、新しいワクチンに対しては、完全な、安全性の確保
につとめていただきたいと強くお願いを致します。子どもには、ワクチン接種ではなく、定期的な健康
診断、検診をと、説明をし、理解をえております。

573

筋肉痛等の症状なら改善できますが、ケイレン、脳症もしくは脳炎その後の機能障害に対する副作
用等の報告が確立するまで、安心して接種できません。副作用発生の報告及び可逆、不可逆的な変
化の報告お願いします。その他●以外に対する効果の評価報告お願いいたします。副作用が作用
を上まる予防接種は臨床的意義、もしくは公共衛生上意義なし。医療費のムダ使いとなりますので御
遠慮下さい。妻に頚がんワクチン接種してありますが、子供に主に副作用発生しておりますので、年
齢別の副作用発生頻度、病状について発表して下さい。可能ならメカニズムお願い致します。

574 子宮頚がんワクチンは副作用がこわいので、接種するのは、迷うというか、まだ、したくありません。

575
子宮頸がんワクチンは副作用があると聞いていました。医師の意見も分かれているという情報を得て
いましたので、子供には、接種させませんでした。

576
今はまだ子宮頸がんワクチンは接種していませんが、がんになるリスクが少しでも軽減できるならば、
接種したいと思っています。アンケート調査の結果で、接種時期を考えたいと思います。

577
特にありません。データ集計ご苦労様です。色々な因果関係がデータより明らかになって、今、苦し
んでいる方のお役に立つとよいですね。



578

娘の友人が中学2年生の時に、頭の病気で4～5ヶ月学校を休みました。ちょうど子宮頸がんの予防
接種をした後の出来事であったため、大変心配しましたが、現在は元気になり高校へも通っていま
す。因果関係があるかもしれません。しっかりと調査お願い致します。娘は副作用の心配があるため
予防接種は受けていませんでした。

579
私は報道を見て、とてもこわくなり、娘に予防接種をする事をやめました。副作用が原因だと思われる
人が、たくさんいると思います。はやく認め、せめて、医療費の全額補助など、してあげてほしいで
す。名古屋市はさすが違うな！と思われる対応の実現を期待しています。

580
副反応の報道を見て接種していません。今後、安全なワクチンが開発されても、無料接種は出来な
いのでしょうか？

581

今回の調査は重要であると思います。これをきっかけに不必要なワクチン接種による被害がなくなる
ように望んでいます。我が家では、子宮頸がんワクチンについては誰が推進してきたのか、また、裏に
どんな思惑があるか、どのように宣伝してきたのか、誰が関わっているのか、わかる範囲ですが調べ
て、国の将来を考え、知人には接種しないようにお話してきました。今現在苦しんでおられる方がいら

582
子宮頸がんワクチンの副作用が怖くて高1までに接種できませんでした。現在も悩んでいます。予防
接種の次に有効な予防策を周知してもらえるとありがたいです。

583 子宮頸がんワクチンを打つより、検診の無料化に移行してほしい

584
ワクチン全般について接種するかどうかの 終的な判断を保護者にゆだねられることに非常に不安
を感じます。

585
子宮頸がんワクチンですが副反応（テレビを見てこわくなってしまい）がこわくて受けて良い物なの
か？悩んでおります。

586
予防接種は全廃すべきと思います。難しいのであれば、自己責任として、被害をもっと広く伝えて下
さい。「タバコ」の様に…。ましてや推奨するのはやめて下さい。

587
予防接種は全廃すべきと思います。それが難しいなら、せめて、自由接種、強く推奨するのをやめて
下さい。何かあっても責任を取らないのに、被害の広報がなさすぎます。

588 子宮頚がんワクチンを接種した方がいいのかどうか判断できません。

589

同世代の子を持つお母さんから「子宮頚がんワクチン予防接種は痛いらしい」と聞き、わが子への接
種は見合せました。知的障害があり、痛みに耐えれないと考えたからです。その後、接種後に手足の
まひ、記憶障害がおこったケースがあると報道で知り、ますます、見合わせる気持ちが強くなっていま
す。

590

予防接種は廃止すべきです。自己責任というのであれば、もっと広く被害、後遺症を告知して下さ
い。子宮けいガンワクチンなど、すでに海外で被害が報告されていたのに。異常なほどの推奨ぶり
で、おかしくないですか？「ワクチン」についてもっと検証すべき、もしくは、被害を広く告知すべきで
す！

591 副反応が恐いので、子宮頚がんワクチンは接種させていません。

592

テレビ等ニュースで子宮頚がんワクチンの副作用を知り、発がん率を下げるメリット以上に背負うリスク
の方が不安だった（自分が薬アレルギーがあるのも考えて）ので、ワクチン受けていません。年もギリ
ギリなのでもう無理なのかもしれませんが、本当に必要、安全であれば娘の為のも受けさせたかったと
今でも思っています。

593

本当は子宮頚がんワクチンを接種させようと思っていました。でもニュースで障害が出ている子がいる
と言うのを見て迷った結果、接種をあきらめました。子宮頚がんになる事は可能性として高くなるかも
知れない、でも、まだ10代の子供に万が一でも障害が残るような事があったらと考えあきらめたので
す。私以外にも同じように考えた親はたくさんいると思います。ワクチンの安全性、副作用について
もっと、考慮して公表していただきたいと思います。

594
これだけ副作用の報道がされているとなると、こわくて子宮頚がんワクチンは接種できませんでした。
しかし、このままで良いのかどうかも不安が募るばかりです。はっきりして欲しい。

595 接種を考えましたが、副作用の報道を見て受けていません。
596 副反応が　こわいので　本人が　受けたくないと　いってます。

597

子宮頸がんがワクチンで予防できる様になったと聞き、さらに無料でできるということで、必ず接種つ
もりでいましたが、テレビなどの報道で、信じられないような副作用の出た子供達が何人も現れ、耳を
疑いました。全員に副作用がでるわけではないけれど、その数少ない不幸な子供になるのがこわくて
とても打つことができません。もちろん子ども自身も「あんな風になったらこわいからイヤだ」といい、同
じ意見の友達も何人もいます。ぜひ、さらにに研究を重ねていただき、今とは異なった、恐ろしい副作
用が極力少なくて安心のできるワクチンをぜひ開発していただき、又無料で打てるチャンスを下され
ば、喜んで接種させてやりたいと思っています。そして、副作用の一日でも早い原因究明と苦しんで
いる方々のご快復を願っています。

598
子宮頸がんの予防接種受けたいと思ったけど、テレビなどで副作用が出ると知りました。そして予防
接種を受けるのがこわくなり、諦めたので、早く安全なワクチンを作ってほしいです。



599

子宮頸がんワクチンには重とくな副反応がある情報を得ていたためあえて受けさせませんでした。個
人でも得られる情報であったにもかかわらず、市が確認できなかったのでしょうか。実際まわりにも学
校からの案内がくるので、なんの疑問も持たずに接種させている親御さんがたくさんいらっしゃいまし
た。無料、定期接種と言われると打たない決断をするのは勇気がいるものです。もっと尊い子供達の
安全を考えていただきたいです。

600
子宮頸ガンの予防にワクチンが有効なのは、理解しています。ワクチンの安全性をしっかり調べてほ
しいと思います。

601 報道を見て、接種はしませんでした。

602
子宮頸がんのワクチンをうてば100％子宮頸がんにならないのか？違うならどのくらいふせげるのかを
知りたい。もっと知識がほしい。

603 子宮頸がんワクチンはしませんが去年、妊娠を機に検査はしています。

604
子宮頸がんワクチンを接種しようと思った矢先に、副作用が問題になり、接種を見送っています。少し
でも早く国の方針が決定し、ワクチン接種で子宮頸がんを防ぐことができたらよいと思います。

605

娘は子供の時からアレルギー体質があり、ぜんそくや原因不明のじんましんで薬をのんでおります。
てんかんの症状もありました。ですから、他の予防接種は受けておりましたが子宮けいがんの注射は
ネットでまだ研究段階との情報があり高校の時様子をみていました。その後打った人が血管がいたい
とか車いすになったとかいう記事を見ますと絶対うちたくないと思います。子宮ガン検診をうけるように
します。打ったとしても100％けいガンにならないとは限らない他の型もあるしとか雑誌で読んだ気がし
ます。思い返すと娘が高校1年の終りに通っていた高校の保健の先生から電話がありました。「みんな
受けているが、どうして受けないんですか？理由は？」と聞かれ「しばらく様子を見ます」と答えまし
た。「どれくらい見るのか？」心苦しい思いをしました。打った方がいいのかすごく迷いましたが、小児
科の先生は、任意だからと言ってくれました。今思うと打たなくてよかったと思います。

606

母（私）が「サーバリックス」を3回受けました。接種後3回とも膀胱炎になりました。現在の症状は、身体
がつねにだるい。すぐ疲れる。光をまぶしく感じる。めまいがする。（これは現在は落ちついています）
長く寝る。物覚えが悪い。簡単な計算がすぐにできない。簡単な漢字が出てこない。例えば「顔」とい
う字の左側「彦」が左か、右か分からない時があり、しばらくしたら思い出せた。という感じです。43才な
のですが、接種したのは数年前、出はじめてすぐです。接種してから膀胱炎になり、現在は全くなら
ないです。年のせいもあるかもしれませんが、子どもに接種させなくて、ほんとうに良かったと思ってい
ます。私は病院勤務（リハビリ助手）で、看護婦さんたちみなさんサーバリックスを接種していて「打っ
た方がいいよね」と打つ方が自然な雰囲気でした。迷わず打ちましたが、まさかこわい結果になるとは
思わず、もう少し世間の様子を見てからにすれば良かったと後悔しています。勤めている病院で打ち
ました。（料金は支払いました。）

607

母が副作用が心配だから、ワクチン（子宮頸がんの）は打つつもりないといってたのですが、実際のと
ころ、副作用ががおこるのはごく一部の人だけだから、やはり子宮頸がんの予防のために打ったほう
がよいのか悩んでいます。でももうすぐ対象の年齢からはずれてしまうので、どうしたらよいでしょうか
…。

608 副作用の報道を見て心配で受けなかった。

609
子宮頸がんワクチンの接種が開始されたとき、周りの医療関係従事者の友人達は皆、まだ副作用が
心配だから接種しないとの判断でした。自分も含めてです。

610
3才上の長女は子宮頸がんワクチンを近所の内科で接種したので、同じ病院で予約しようと電話した
ら、もう子宮頸がんはやっていないと断られました。理由を聞くと、今は接種する人が少ないのでと言
われた。迷いましたが結局止めました。

611 ワクチンの認可はしんちょうにお願いします。（特に子供に関するもの）

612

子宮けいがんワクチンを接種しようと、かかり付けのお医者さん（内科）に相談したら、丁度副作用で
問題になっていた頃だったので、お医者さんは「知的障害の子には副作用が強く出るかもしれないか
ら」と言われた。でも友達は大丈夫の子もいます。でも婦人科ではそんな事は言われていないがどう
なんでしょうか？もう年齢的にもムリですが早く教えてほしいです。

613 副作用が心配で1度も接種しておりません。1日でも早く安心して接種できる様にして頂きたいです。

614
子宮けいがんワクチンはH12.4～ 13.4月生まれの子は名古屋市内で何人くらい接種しているかしりた
い。

615
子宮頸がんワクチンを娘に接種したいと思っておりますが、副作用の問題とワクチンが2種類あり、そ
れを知識のない親が選択しなくてはならないという問題があり踏み込めません。もう少し丁寧に教えて
いただきたいです。

616 もし接種したらどれくらいワクチンの有効果が得られるのか（期間）数年なのか、一生なのか？

617
今後の方向性は？？今の段階ではどのような状況になっているのか　よく分からない。書面での情報
がほしい。インターネットばかりではなく、ちゃんとした書面で。

618 子宮頸がんワクチンの副作用の報道を見てワクチンの接種をさせませんでした。（保護者より）



619
副反応がおこる可能性が高いので接種をやめました。安全だと十分理解できたら、本当なら接種をと
てもしたいです。早く安全な接種ができるといいと思います。私（本人の母親）は子宮頸がんで、今、
通院中です。

620
小学校から反抗期。学校では多少は反抗有か、むしろ無しに等しい。しかし、私（母）には、究極常に
イライラし、カッターを投げつけ、包丁を付きつけて収まりましたが、ワクチンなど以前の話という状況
です。退学し、自分の思いのままです。あまり参考には、ならず申し分けありません。

621
日本脳炎の予防接種を3才で1回目を接種したら熱性けいれんを起こし2日間入院しました。以降日
本脳炎は接種するのをやめました。

622 安全性が確認でき、無料で接種できる日を望みます。
623 副作用の原因が、よくわからない為、恐くて接種していない。

624
なぜ女性だけが接種しなければいけないのでしょうか。男性も接種をうながした方がより良いと思って
います。

625
母親と4才で死別。父親1人で子供3人、祖父母2人の面倒があり、ワクチンまで気がまわらなかった。
子宮頸がんワクチンは、1個上の姉もうたなかったので、やめた。

626
子宮頸がんの予防接種は受けるかどうか迷っている。子宮頸がんになる可能性と、副作用（重度）の
リスクを考えると親として決断できない。

627 副作用が怖くて接種できません。

628
定期予防接種になり無料で接種していただける事になりましたのに、接種の勧奨がされなくなり、接
種をした方がよいと思いながら、不安もあり、接種できていません。一刻も早く勧奨していただき、定期
予防接種の時期を少し延長していただきたいです。

629
子宮頸がんワクチンについては、同級生のお姉ちゃんが接種した時に、ひどく痛かったらしく顔色も
青くなってひどく気分が悪くなったというのを聞いたり、新聞NEWSなどでの副作用の報道を見て、接
種させるのがとても怖くなったので受けさせてはいません。

630 現状での子宮頸がんのワクチンの接種には、反対です。

631
友人の子どもが受けた後、調子が悪いと聞いたので、接種を見合わせました。その後一年程して、
ニュースになりました。対策遅い！

632
子宮頸がんワクチン、副反応がこわく接種をさせていません。副反応がどうして起こるのか、どのような
状態の時に起こりやすいのかくわしく知りたいです。

633
副作用がでるとニュースとかでやってたのでやめました。でも、実際受けた方がいいのかわかりませ
ん。そんな簡単に子宮頸がんなるのかが心配です。

634 3人の娘がいますが子宮頸がんの予防注射をうけさせるつもりは、今のところまったく無い。
635 子宮頸がんワクチンは副作用がこわく接種が出来ずにいます。

636
無料で接種をうけられる制度が始まった時点では、娘が対象年齢になったら接種しようと思っておりま
したが、それまでの期間に副反応の報道をよく見るようになりとても心配になりました。迷っているうち
に積極的な接種勧奨を一時的に中止ということで、接種しないことに決めました。

637
子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのか？又は接種しなくても良いのか？わからない。接種した
場合、副作用がこわい。現状、接種するつもりがない。

638
H.8生まれの姉には受けさせましたが、その後の情報でリスクが大きすぎる為、下の子には受けさせま
せんでした。

639 子宮頸がんワクチンの副反応がこわいので打つ予定はありません。
640 副作用が心配で、子宮頸がんワクチンを接種できません。

641
現状において、まだまだ保障の面や、ワクチンの疑念など納得いかない点があるので、がん唯一の予
防接種ではあるが、受けさせたいとは思わない。

642 安全性のエビデンスが不十分であると感じるので今のところ打つ予定はありません。

643
副反応が怖いので接種をたためらっています。接種を本人、保護者に任せるというのは判断し辛い
です。公的には、指導いただけないのでしょうか

644 子宮頸ガンワクチン、日本脳炎ワクチンの副作用の報告を聞くと恐ろしくて、打つ事がで出来ません。

645
子宮頸がんの予防接種を受けに行こうと思っていたやさきの、副作用のことが問題になって　その副
作用の様子をテレビで報道されているのを見た娘はこわがってしまって接種していません。親としても
万が一大変な副反応が出たら・・・と思うと安全と言われても接種させようとは思いません。

646 報道をみて心配だったので子宮頸がんワクチンは接種をやめました。
647 副作用がありそうなので、子宮頸がんの接種をやめました。

648
ワクチン接種に病院へ行き、そこで接種するかどうか判断する、というほどギリギリラインの学年の子
で、同級生で接種済みの子もいます。できれば接種したかったが、やはりリスクを考えると恐くてでき
ませんでした。早く安心して接種できる時が来てほしいです。

649
接種後、日常生活を普通に送れない状態の子がいる現状では、娘に接種をすすめることは親として
出来ません。安心できるワクチンを希望します。

650 子宮頸がんのワクチンは、副作用の報道がこわいので、受けるのをやめました。



651
私や、その近い人たちは、あまり接種に積極的ではありませんでした。突然、国から接種をすすめら
れても、何か別の利権が働いているとしか思えず、うさんくさかったからです。

652 ワクチン（子宮頸がんに限らず）危険性を知り、受けないことにしました。

653
子宮けいがんはこわくてうてない。途中でなくなったりした日本脳炎、１期のみうったが効果あるのかし
りたい。このアンケートと子宮けいがん予防接種との関わりをきかせてほしい

654 子宮頸がんのワクチンは先進国で副作用のため接種が中止されているのに日本は続けるのですか
655 ワクチンに問題があるとか、良くないとか色々な事を聞くのでまだ打っていません。
656 子宮かいがんのワクチン接種はさせたいが、まだこわくて受けさせるのは無理

657
子宮けいがんのワクチンを接種しようと思いましたが副作用の事がテレビで見てこわくなり接種しませ
んでしたがどうしてよいか迷っています。

658
子宮けいがんのワクチンを接種しようと思いましたが副作用の事がテレビで見てこわくなり接種しませ
んでしたら、どうしたらよいか迷っています

659
子宮頸がんの予防接種は筋肉注射のため、接種時に神経を傷つけたのが　副作用、後遺症の原因
ではないかときいたことがあります。テレビで後遺症に苦しむ女性の姿を見ておそろしくなり、娘には
受けさせたくないと思いました。

660 子宮頸がんワクチンは、打った方が良いのか、打たない方が良いのか、はっきりさせて欲しいです。

661

副作用の報道を見て不安になり、子宮頸がんワクチンを接種してません。それ以前は、ひんぱんに
CMやTV番組で接種するよう宣伝してたので、娘に受けさせるつもりでしたので、受けない選択をしま
したが病気への不安もあります。海外のワクチンでそこでも多数の副作用による問題が出ていたと記
事で読みました。なぜ、問題のあるワクチンを日本で実施したのか、疑念をもちます。

662 副作用の報道を見て、こわくて接種していない。
663 必要以上のワクチンは不要ではないのか？
664 子宮頸がんワクチンより男女共に性教育をきちんとすればーと思います。

665
うちの子は子宮頸がんワクチンを受けさせていません。副反応が怖くて、とても打たせる気になれませ
ん。早く原因をつきとめていただき、副反応で苦しんでいる方に、治る方法を見つけてあげてほしい
です。新しいワクチンが出ても、うちは受けさせないと思います

666
子宮頸がんワクチンは、接種させて何かあったらと心配でしていません、本当に接種させた方が良い
のでしょうか？

667
子宮頸がんワクチンは迷いながらも接種していません。安全なものができるのを期待しております。
（今も安全かもしれませんが）

668

ワクチン接種をすすめておきながら、副反応を思われる状態がでたら、それを心因反応だと言い切る
所が国に有るのは恐い事だと思います。製薬会社とのやりとりや、医師会との関連で、誰かが利益を
得ているのではないかと素人でも感じます。若い女の子が背負ってしまった障害に真摯に向き合い
補償して欲しいと思います。また、原因をはっきりさせ、公表し改善して欲しいと思います。

669 接種しようと思いましたが、副反応の報道を見てこわくなり、接種をやめました。

670
子宮頸ガンワクチンについては、まだ研究が足りないと思っていて、沢山の症例を得てから、接種を
すすめるべきだと思っています。安全性をもっと高めてほしいです。

671
子宮頸がんはこわいですが、ワクチンの副作用が出たらと思うと、接種する気にはなりません、子供は
アレルギー体質なので特にそう思います、もしも…と考えてしまいます。

672

子宮頸がんワクチンは、他のワクチンに比べて副作用が出る確率が高く、症状もひどいと聞きます。
以前は子宮頸がんを予防できるワクチンなら受けさせたいと思っていましたが、副作用のことを聞き、
受けることをやめています。大丈夫だということが、はっきりすれば、受けさせたいです。推奨するのか
中止にするか、はっきりしてほしいです。

673
子宮頸がんの接種は因果関係が証明されていないとはいえリスクが高いので今のところ接種するつ
もりはありません。

674
子宮頸がワクチンは、副作用の報道があったので未接種ですが、今後どうすればよいのかわからな
いので困ります。

675
子宮頸がんワクチンの副作用の確率や症状が断定できるまでは安心して子供に接種はできません。
早期の実態解明を強く望みます。

676

任意と定期の違いが良く分かりません。任意でも推薦されてるのが不思議です。注射しなくても、なら
ない、なるというのは分かりますが注射を促す文ばかりでもう少し接種しなくてもこうですよという安心
する文が欲しいです。又、統計等発表して欲しいと思います。（例えば何％接種してどれくらい発症し
て、接種せず　どれくらい発症したとか　乱文失礼致しました。

677
日本脳炎も、1度接種を中止する事があったので、その時も、接種してません。子宮けいがんは、上の
子がすごく痛がっていたし、問題となったので接種しませんでした。予防できるのは喜ばしいですが。
リスクを負うのは嫌です。活動に制限されていまうと困る。やりたい事があるみたいなので。

678
中2か、中3の時に、ニュースで、体調をくずした人の話を見て、予防接種を受けるのをやめました。
（中2ごろから、片頭痛のような症状が出るようになったので、受験に体調不良で支障をきたすといけ
ないと思い）



679
接種後の症状をみると軽いものから重いものまでありますが、接種後そうなるかもしれないのならこわ
くて接種できません。子宮頸がんは予防できるかもしれないけど、普通に生活できないならイヤです。

680
子宮頸がんワクチン接種には副作用が心配で結局接種していませんが、これでよかったのか、逆に
心配にもなっています。もっと早く現状を知りたかったです。母

681
子宮頸がんワクチンにて苦しんでるお子様を助けてあげてください。国は認めるべきです。母親の顔
がわからなくなる・・・・そんな現実を受け止めてあげて下さい。私は保護者の立場で副作用が出る事
を考え接種をすることを様子見てました。

682
子宮頸がんのワクチン接種は、全く必要ないと思う。接種しても、がんにならない確立が100％になる
わけでもないし、毎年、がん検診を受けていれば、早期発見できる可能性も高く問題ないと思う。子
宮頸がんのワクチン接種に予算をまわすよりも、本当に生活に困っている方々を、助成してほしい。

683 子宮頸がんワクチンを接種した方がよいのか、しない方がよいのか　判断がつかず迷っています。
684 長い。

685
子宮頸がんワクチンの副作用に苦しんでいる人達に早急に対応してほしい。子宮頸がんワクチンは
必要ない。製薬会社が利権がほしいだけではないかとおもいます。このような副作用に苦しむ人を困
らせるようなアンケートも不愉快。税金の無駄遣い。

686

質問4の②日本脳炎に関しては、第1回接種時に本人の体調がすぐれず受けていませんでした。そ
の後、ワクチン接種のリスクと効果を考え合わせた上で接種を受けるかどうかを選択するようになりまし
たので①の子宮頸がん、⑦インフルエンザ（高校受験時のみ接種）⑧その他のワクチンについては、
親からの推奨はしておりません。元来口や呼吸器等を経て入ってくるウイルスを（弱めているとはい
え）直接血管や筋肉にうつということについては慎重に考えたいと思っております（保護者より）

687
子宮頸がんワクチンを受ける（接種）為に予約をしましたが、それによって　体に異常が出たという
ニュースをみたので、予約を取りやめました。小さい頃より病気がちで予防接種をするとその影響で
体調が悪くなる（特にインフルエンザ）事がよくあったので、今後も受けないようにしようと思います。

688
子宮頸がんワクチンはワクチンが開発されればよい方へ行くのか頸がんをワクチンで予防しようとする
事がすでに問題なのかまったくわからないです

689 予防接種は怖いです。

690
子宮頸がんワクチンはずっと迷っています。副作用が現実としてある以上、ガン予防とは理解してい
ても接種できないのが事実です。〝万が一〟の事を考えてしまいます。すごく悩みますし、迷いま
す。今現在は一度も接種していません。

691 姉が子宮けいがん予防とインフルエンザ接種直後突発性縦隔気腫になったので妹はやめた。

692
子宮頸がんワクチンはとっても大事と聞いていましたが、テレビ・ニュースなどで副作用もたくさんの人
が出たと聞き、今でもとっても迷っています。今後、注射をしても大丈夫と報道をたくさん聞いたりした
ら後押しされ、カクゴが出ると思うのでそういった違うワクチンが出来たらとてもうれしく思います。

693

接種対象年齢ですが、副作用の報道と、その後の政府の心ない対応を見て心配になり、ワクチンを
接種しておりません。今回名古屋市の英断でこうした調査が行われることを、市民として誇りに思うと
同時に、現在副作用で苦しんでいらっしゃる方々への救済措置策定に結びつきますよう願っておりま
す。

694
たとえ少数とはいえ、接種後に体に異常が起こったという例があるのは、親として悪い可能性を考え
ないわけにはいけません。0．000・・・・・1％でも、異常がでた子の親の気もちをもっと真剣に考えて下
さい。その子の将来が．．．誰が責任をとれるというのかおしえて下さい。

695
ワクチンをリスクありと思いうけませんでした。リスクをかくして、薬をうるのはあたりまえでありそうゆうひ
がい者はへらない。

696

まだ子宮頸がんワクチンは受けていないのですが、受けた方が将来に良いのでしょうか。なぜなら母
が子宮頸がんの初期段階で手術を受けておりわか家は祖父母も含めがん家系なので心配です。姉
はワクチンを受けており安全性は分かっているのですが、マスコミ等での話や映像によって接種する
のをためらっております。本当に良いのか、悪いのか、お知らせ下されば、ありがたいです。

697
母親が5才の時に、死別。父親1人で子供3人、祖父母2人の面倒を見ており、ワクチン等まで気がま
わらなった。子宮頸がんワクチンは本人と相談して、うたない事にした。

698
2才の時に母親が亡くなり、父親が子供3人、祖父母2人とくらし、ワクチンまで気がまわらなかった。子
宮頸がんワクチンは、姉2人もうってないので、うたない予定です。

699
子宮頸がんワクチンの接種直後は、今まで受けたどのワクチンとも比べものならないほどうでがいた
く、上がらなかったようです。（しばらく続く）幸い現在は何ともありませんが、やはり安全性が保証され
ないと次女には受けさせていません。

700
受けさせたい気持ちはとてもあるのですが、安全性が保証されないと不安で受けさせていません安全
性が保証された時点で自費でもかまわないので受けさせます。

701 子宮頸がんワクチンは副作用がこわく、接種させる意志がありません。



702
既に副作用の件が話題になっていたので、子宮けいがんのワクチンは接種するつもりは全くなかっ
た。調査票の記入はめんどうですが、必要な調査だと思うので、名古屋市ガンバレと心の中で応援し
ています。

703
承認されるまでの期間が、あまりにも早い気がして、接種を見あわせていたら、こういう事態でびっくり
している。原因究明や、治療法ができるようにがんばってほしい

704
子宮頸がんワクチンについては接種がはじまるまえから危険性がについて、ネットでは話題になって
いました。その為接種自体はじめからするつもりはありませんでした。

705
子宮頸がんのワクチンを受けさせたいが、現状では非常に不安である。安全なワクチンの開発と早期
に正確な判断を示してほしい。専門知識のない保護者だけの判断は難しい。

706 子宮頸がんワクチンは本当に大丈夫なのですか？

707
副作用がこわくていまだ子宮頸がんのワクチンを接種していないが迷っております。接種年齢をもう
少しのばしてほしいです。

708

かんが予防できるなんてうれしい。とてもありがたいとおもいました。娘を守りたいでからね。ですが、
テレビ等で接種後、副作用が出て、日常生活が困難になったり、学校に通えなくなった子供さんに多
かったのが「アレルギーを持っていた」と言うのを聞いて　我娘もアレルギーを持っている、急に怖くな
りました。現在、何人の方が接種して、副作用が出て辛い思いをしている方が何人いるのかもわから
ず…　打てばがんにならないかもしれないが、打ったことで日常生活が困難になったり、たとえ軽い副
作用でも常に気になる様なことが残るとしたら、親も子も後悔します。本当に安心安全でなければ健
康であるための予防にはならないと思います。まだ打てずにいます。

709

母から、副作用がかなり出ているみたいなので接種をしなかってよかったと思っています、体になにも
ふじゆうがないのにワクチンをうってしょうがいが出たら子どもも保護者も家族全員がとてもたいへんな
思いをしなければいけなくなると思うと…がんになるかくりつとしょうがいをかかえるかもという思いどち
らをえらべばいいのか病院でけんさをさせるというせんたくと今はしたいと思います。

710
子宮頸がんのワクチンが少女達に悪影響を与えたのは、間違いありません。行政が非を認め、彼女
や家族の負担を軽くしてあげて下さい。このアンケートが有意義に使って頂ける行政であって下さい。

711
子宮頸がんワクチン接種を検討していた時に副作用の報道があったので接種を見送っていた、ワク
チンの影響をはっきりさせて接種の事を考えて欲しいが、こんなにいろいろ副反応の報道（情報）があ
るともう不安で接種することは心配です。

712
子宮頸がんワクチンを安心して接種できる様になるまでどれくらいかかるのでしょうか？今のままでは
恐くて接種させられません。又、無料で受けられる制度の延長も望みます。早急に新しいワクチンの
開発が原因究明を望みます。

713
子宮頸がんワクチンを接種すればがんの発生率が低くはなるが必ず発生しない訳ではないにも係わ
らず、死亡や障害者になる可能性もあるのならば接種しない方が安全に生きられると思うので今後接
種するつもりもない。

714
子宮頸がんワクチンは接種していませんが、副作用の報道を見て、とても不安になりました。もし、自
分の子供がなったらどうしようと思うとリスクが大きすぎて、接種しようと思えません。

715

子宮頸がんワクチンは、今のような問題が出てくる以前に、親の判断で、何故うつ必要があるのか?ワ
クチンは身体に害があるかもと感じ、接種していません。本当に接種しなくて良かったです。今後も接
種するつもりは100％ありません。その他のワクチンについても、子供の頃（幼児）本当に必要なものし
か接種していません。そのおかげか、特に病気もせず今まで来ていますが、ワクチンには、疑問が多
いので、接種していないものも多々あります。

716
婦人科の先生に相談したら絶対にワクチンを接種した方が良いと言われましたが、副反応がこわく、
未だ接種していません。もしも自分の子に副反応がでたらと思うと接種できません。でも子宮頸ガンも
こわいです。。。

717
子宮頸がんのワクチンを接種する予定は今のところありません。副作用の内容が怖いです。子宮頸が
んの副作用が大丈夫ってなってから考えます。

718
注射を極度に嫌がる、（痛い・怖い）インフルエンザワクチン・採血時。父子家庭の為知識が少なく、横
のつながり（他の父母とのつきあい）も少なく不安です。

719
同世代の娘を持つ身として、副反応（かも）というかたの苦しんでいる姿を見ると心が痛みます集計も
大変かと思いますが頑張って下さい。

720
子宮頸がんワクチンについて接種しようとしたが、いろいろ世間をさわがせていたので、やめました。
本当に効果があるかどうかも含め、はっきりしてほしい。

721 子宮頸がんワクチンを接種させたいと思いますが、副反応が怖く娘に接種をすすめられません。

722
子宮頸がんワクチン接種したいのですが、不安な情報ばかりでふみきれません。調査の経過をもっと
きちんとした形で公開して頂きたいです。

723
子宮頸がんワクチンについて、子供は接種を希望していますが、親である私たちが、こわくて接種さ
せられません、はやく、安心して接種ができる様になればと思っています、私たちも、子どもの為に接
種がさせたいのですが…不安です。

724 副反応がこわくて接種はしません。同時に検診の推進に力を入れて下さい。



725 今年20才になりますが、接種を受けられずにいます。どうしたら良いのか結論が出せずにいます。

726
子宮頸がんワクチンは接種した友だちから、熱が出たとか、痛いとか腕が腫れた、部活の時期に腕が
上がらないとか聞いたので本人の意志で打ちませんでした。

727
予防接種は受ける派だったので子宮頸がんも接種予定でしたが、さすがに怖くて接種をためらって
いるうちにこのような状態になりました。ほぼ安全だと信じられない間は接種可能ななっても受けさせ
たくありません。

728
本人も親も副作用が出た女の子の映像をT.Vで見たので、こわくて接種するは止めようと話し合って
決めました。

729
今までの予防接種で副反応が起きた事がなかったのに一回目で激しい頭痛、めまい、はき気、ふる
えが起きましたが、主じ医から受けた方がいいとのことだったので2回目以降は医院の中で様子を見
る時間を長くして頂き3回受けました。後からリスクの高い接種ときいてこわくなりました

730
接種するか迷っている所でした。この結果で決めようと思います。早急に発表して下さい。現在高1で
す、補助期間を延長してもらえると助かります。

731
現在高2の娘の母ですが子宮頸がんワクチンの副作用がこわくて接種してません。本当は無料で受
けたかったです。安全となりましたら接種したいと思います。早めにお願い致します

732
子宮頸がんワクチンの副作用が心配（マヒとか、若い頃にあったら、その後の人生にかかわるから）大
人になって、自分で考えて判断すればいい、必要と思えばお金を出しても接種すると思う。

733 MRワクチンだけ打ちそびれてしまい、そのままになっているのが気がかりです。

734
引越後、母子手帳が見つからないのでワクチンの接種が受けてないのもあるがどれだったのか覚え
がない。ワクチンの接種は、何年か前にも問題があった事があるので受けなくなってしまいました。

735
子宮頸がんワクチンを接種後された方で、重い症状がある方はもちろんのこと、軽い症状の方たちに
も救済の手をさしのべることを願います。あれほど推奨していたのに、知らないふりは許せません。健
康を守るはずのワクチンに人生を台なしにされた娘たちがいる事を重く受け取めるべきです。

736 子宮頸がんワクチン、副作用が怖くて受けていないです。
737 上記、予防接種は●・●在住中で受けており、名古屋市での接種はありません。

738
子宮頸がんワクチンの副反応がでたら心配なので接種させたいが納得してからと思っています。この
アンケート結果を参考にさせてもらいます。

739
無責任な接種奨励はすべきでない。我が家は自分の判断で接種せず、結果助かったが、当時、接
種しない判断も勇気がいった。副反応で苦しんでいる子達の話を聞くと、本当に胸が痛む。

740
妹が子宮けいがんを打ち体調がおかしいです。回答を求めるなら学生の時に学校でアンケートを書
く時間を作ってほしかったです。一秒でも早く妹が元の元気な身体に戻れる様こちらからも協力して
いただきたいです。一早く治療法を！！

741 子宮頸がんワクチンを接種して、副作用が人生が変わったら、恐いですね！

742

姉が子宮けいがんワクチンを打ってから体がおかしくなってます。姉が普通の生活を出来ずにいま
す。進路も変更し今はバイトを少ししてますが親は病院代の為に多くの仕事を遅くまで働いていま
す。なのにお金がない。助けて下さい、お願いします。このままでは自分も進学するお金を親にたの
めないです。

743 月経無ですのでアンケート記入できないのでよろしくお願いします。

744
子宮頸がんワクチンの副作用が心配で、接種させていません。長女（21才）は、半年に1回、定期検
診を受けています。

745

ワクチンを打たれた方は、予防への意識が高く、子供を思って親としてできることをしてあげたいという
気持ちのある方々だと思います。今回、ワクチンの安全性が揺らいでいる中、国はしっかりとした状況
を判断していただきたいと思います。私も（親です）、かかりつけ医から“すごくいいワクチンができまし
た”と子供にすすめられましたが、他の友人から副反応が強いらしいとたまたま聞いていたことや、定
期検診をしっかり受けることで早期発見は可能ということなどから、数年は見送り、接種状況を把握し
てリスクを見てからでも遅くはないかなと思い打ちませんでした。副反応や、予防％など、具体的な医
師からの説明はしっかりされる必要があると思います。（接種すると決めてませんでしたが、私には医
師からはそのような話はなく、いいワクチン、と言われただけでした。）

746 副作用のニュースを見て接種をやめました。
747 安全性（原因）が確認（特定）できれば接種を検討したい。

748
子宮頸がんワクチンは子供と話し合い接種をしない事にしました。理由は、軽い副反応（はれるなど）
が友人等に多くあり、報道などの重い副反応がでている為。

749 めんどくさい。いちいち覚えてるわけないでしょ。もう回答したくない。

750
娘は先天性心疾患があります。子宮頸がんワクチンに、心臓病であった子が亡くなったという記事（小
さい記事でした。）をネットでみたので、娘と話し合い、もっと大きくなってから、接種をしようという事に
しました。その後、副反応の報道が増えてきました。

751
副作用報道をうけて、迷っているうちに無料接種期間がおわってしまいました。いろいろな事がはっき
りして、安全が確認されたら、救済措置で、また無料接種期間をもうけてほしいです。よろしくお願いし
ます。



752
子宮頸がんのワクチンは2つの理由、①新しいワクチンで、接種に強い不安を感じた（報道を見る前
から）②接種しても100％防ぐわけでなく、検診を受ければよいと思った。特に①の理由で接種を無料
になった後もひかえました。

753
危険とわかっていてうつことは出来ません。うとうとしていた頃に副作用が発覚してよかったと思ってい
ます。

754

娘はアレルギーがあるため、子宮頸がんワクチンの接種をしませんでしたが、ニュースを見たりツイッ
タ―などを見ると、ひどい副反応で苦しんでいるお子さんがいて、他人事ながら心苦しくなります。薬
の副作用は、多かれ少なかれあるものと思いますが、現実に起こっていることを否定することのないよ
う、手立てを打っていただけたらいいなあと思います。

755

国からの補助が出てすぐの学年でした。親はすぐに接種しよと進めましたが娘が嫌がりました（痛いの
が嫌）まあ急がずとも良いや…と思っていた所、インターネットで数々の副作用の報告を見て接種をと
りやめました。まだ、騒がれる前です、この病気はキャリアもしくはキャリアとの性行為によって移される
と聞くので正しい性教育（コンドームの着用）が効果的だと思います、何故、こんな副作用で多くの女
の子達が被害を受ける事になったのでしょう。外国の製薬会社の圧力か利権がらみかと憤りをおぼえ
ます。●の時の様にしっかりとした責任、断罪を求めます。日本をこれから背負っていく母となる女の
子達は本当に不幸です！！！

756 子きゅうガンワクチンは、こわくて受けさせれない。本人もこわいから受けないと言っています．．．

757
原因がはっきりするまで接種をしない。一種類のがんにしか有効的ではない物をリスクを背おって接
種はしないです。

758
子宮頸がんの予防は、したいですが、後遺症の事を考えると、接種することが不安でしていないのが
現状です。

759 まだ将来があるので怖いです。安全性を確かめてからにしてほしいです。

760
現状のままでは、接種をするのか、しないのか、判断ができません。一日でも早く、全ての対象者が
安心して接種できるように改善策を取ってほしい。

761 子宮頸がんワクチンは副作用の報道を聞き接種をやめました。

762
接種させる前に一時期中止なってしまったので、接種していないが、実際必要な予防接種なのかどう
か、受けるにしてもなん歳までに受けたらよいか教えてほしい。

763
もう少し具体的に接種した時の症状がでる原因を知りたい。よくわからないまま推奨されても不安で受
けれない。

764
子宮頸がんワクチンの安全性に不安がある為接種は、見送っています。日本脳炎の追加接種の時
も、接種後異常のあった男児があったので、わが子の接種を見送りました。ワクチン接種はとても不安
です。

765
上の子は接種（副作用など何も説明や、副作用が表に出ていない時だったこともあると知らずに接種
していて今思うとこわいです。）して何もなくすんだが下の子は安心できないので接種したくない。

766
対象年齢（期間）がのこり1年となりました。現在中3で受験なので副作用を考えると、とても、子宮けい
がんワクチンの接種は考えられません。どうしたらよいか困っています。

767
途中迄は色々まじめにうけていましたが、子宮けいがんは、ワクチンをうけなかった時のリスクとうけた
際のリスクを検討して、子宮頸がんワクチンは娘2人ともやめました。あまりに、びんかんすぎるとおも
います。予防は普段の生活習慣とたべもの、心が大切だとおもいます。

768
いちばん、いい時をすごすべき少女達の苦悩をテレビ共で見て同じ年頃の子を持つ親として、子宮
頸ガンのワクチンを接種できない、（原因でなくても）もう少し、慎重に進めてもよかった気がします。た
ぶん、この先、うける事ないです。

769

子宮頸がんワクチンについては、副作用の問題があり信頼性が低く、接種を受けることに抵抗感があ
ります。このアンケートへの回答率が低いのは、質問項目が多く、一時的な症状は含めないなど、判
断が難しかったり、回答するのに時間がかかる人がいるためだとおもいます。このような意見でお役に
立てるなら、と思い返送することに致します。

770
このような調査大変有意義ですが、遅いような気がします、当時学校からものすごい量のパンフをもら
い、“今なら無料です！”というように書いてありました。国の責任を追及してほしい。

771
子宮頸がんを予防接種で感染を予防できるため、副反応と予防接種の因果関係が早くわかって予
防接種が無料で早く接種できるようになって欲しい。安心、安全に行えるようお願いします。

772

子宮頸がんワクチンは親子で話し合い接種しませんでした、理由は海外での接種後の死亡事例等
があるにもかかわらず、問題点を伏せて国があまりに大々的な接種キャンペーンを行っていたので、
懐疑的になったからです。又、新しいワクチンで接種後の長期に渡る健康調査がないものを、育ちざ
かりの中学生にうつ事に非常に抵抗を感じました

773

この調査を実施して下さり、ありがたく思います。女の子を持つ親として、子宮頸がんは怖くワクチンで
予防できるなら．．．と思っておりましたが、副反応の強さに、接種はやめておこうと思っています。が、
この調査等で原因が明らかになり、副反応に苦しんでいる人たちも救われることを願うし、ワクチンの
安全性が進むことを願っています。保護者



774
子宮頸がんワクチンは打つつもりでしたが打った後に気持ちが悪くなったという友達が複数いた為、
部活動を終えた頃打ちに行こうとしたら、何回か打たないといけないと言われ日にちが合わず打てま
せんでした。でも今、副反応の事を色々聞いているので打たなくて良かったと思っています。

775

親せきの者から、子宮頸ガンワクチンは危険だと聞いていましたし、子宮頸ガンのワクチンは、小さい
ころの予防接種よりも危険だと思い、やめることにしていました。この子の姉がじんましんが出て、ジフ
テリア、などの接種の相談に●病院に行った時には、予防接種をする危険をとるか、しない危険をと
るかは、親が決めて下さいと言われ、しない危険をとりました。

776
ニュースを見てこわくなり、注射の予約を病院にしに行こうとしていたが急きょやめました、ここまで成
長したのに副作用が出て一生不自由になるのはイヤなので止めました。

777 子宮頸がんワクチンを接種したいのですが、副反応の報道を見て心配になり、接種できません。

778
子宮頸がんのワクチンの副作用の報道を見て、心配になり一回も受けていないのですが、本当に大
丈夫なのでしょうか？ワクチン接種しなのも心配なので、ちゃんと安心したいです。

779
子宮頸がんは性交渉によりかかるので、純潔を守り親が子供に婚前交渉をしない様ワクチンをすす
めるよりも正しく教育することの方が大切だと思います。のでうちは接種しませんでした。

780
女子中高生に人生がかわってしまうような副反応が出るワクチンは受けさせたくありません。必要なも
のであれば“安心”とわかってから必須にしてほしかったです。（保護者）

781
子宮頸がんワクチンはまだ接種していません。副作用が他の予防接種より多くの人に出ているようで
恐いです。

782
予防接種は受けたいのですが、受けた後の副作用が怖くて受けられません、また、子宮頸がんのウィ
ルス全てに効果があるわけではないようでなので、受けるかどうか、悩んでいます。因果関係など、
はっきりされて頂きたいです。

783
日本脳炎と子宮頸がんの予防接種がさわがれたあとの安全性、必要性がよくわからないので接種し
ていない状態です。

784
小6か中1の時、子宮頸がんの予防接種の通知が来ましたので、病院に予約をしたところ、楽がきれて
いるという事で受けれませんでした。その後何の連絡もないままです。

785 必要の無い予防接種は受けさせるつもりはありません。

786
病院の先生には、接種する様、すすめられましたが不安で接種出来ていません。アンケートの結果、
正しく公表していただきたいです。

787

子宮頸がんの予防接種は 初は受けさせるつもりでした。受ける前に副作用などについて調べようと
思い調べたところ、接種したところでがんが防げる訳ではないこと、海外での死亡副作用などのワクチ
ンによる被害を知り絶対に受けさせるのはやめようと思いました。予防接種を推めるばかりで副作用に
ついて知らせないのは、無責任だと思いました。子供のためと思って予防接種を受けさせ、娘に副作
用が出た方には、行政がきちんと出来るだけのことをしてほしいです。原因をつきとめて、元の体調に
もどれるようにしてあげてほしいです。

788
この先、こんなおそろしいワクチンが再開されないことを望みます。我家は、当初から外国でもたくさん
の副作用で苦しんでいる方が出ていると聞いていましたので、接種は絶対しないと決めていました。
回りの方々何人か受けた様ですが、受けなくて良かったと心から思います。

789
子宮頸がん予防接種を受けようと思ったのですが、受けさせようと思ったのですが受付で今は皆さん
考えてもらっているので、と、でもその後、テレビの報道など見ているとやはり、受ける気になれず、止
めました。子宮頸がん発症した場合は運命だと思いその時にできる治療に頑張ろうと思います。

790
子宮頸がんワクチンはウィルスの1部の型の感染予防とのこと。打った方が良いだろうという程度のワク
チンならリスクを背おってまで娘に打たせたくないです、自己感染予防、定期検診など推奨すること
は他にもあります。

791 小6で月経不順はあたりまえだと思うのですが…。

792

このような調査が行われることは大変有意義だと思います。それにしても2年もたっているので、その
間苦しまれている方々にとって遅すぎると思うので、国の責任も含めて、しっかり（当時ものすごい量
の“無料”（今なら！という特典的な感じ）というパンフを学校からもらいました！！）追求して欲しい。
我が家は一切接種しませんでした、副作用等恐かったので。

793 DPT1回目H12.1、2回目H12.4、3回目H12.7、DPT追加H14.4

794

子宮頸がんワクチンを子どもに接種させしようとした直前に知人から、副作用のことで、接種したらい
けないと言われ、取りやめました。その数ヶ月後、マスコミで副作用についての報道があり、接種しなく
てよかった気がしますが、十分な副作用の説明を受けずに、後遺症が残ってしまったお子さんがいる
かと思うと、心が痛みます。少しでも情報が出ていたのであれば、報道が遅すぎたのではないかと思
います！本来は良いワクチンかもしれませんが・・・

795 副反応（副作用）が恐いので打てない。

796
子宮頸がんワクチンを、そろそろ接種しようと思っていた所で、副反応問題が出たので、とりあえず接
種しなくて良かったと思っています。今はまだ不安なので、接種する予定はありません。

797 まだ、後遺症が怖いので、接種してないので、データなどを公表して下さるとうれしいです。



798
子宮頸がんワクチンを接種したいが、後遺症が心配でできない。今、中3なので、接種可能な機会も
あと少し･･･。ですが、受験も控えており決断できず、母娘ともども悩んでいます。（母）

799
安全面で心配なので、受けていません。本当は受けさせたいのですが。せめて、高校3年生まで無料
で受けれる様にしてほしい。

800 子宮頸がんワクチンの副作用が心配で、とても受けさせることができません。

801

ワクチンの副作用があるかもしれないと、すぐに接種しないで良かった。10代で性交渉する前提のワ
クチン接種より、安易に性交渉しない、婚前交渉しないことも話していくことが大事だと思いました。ワ
クチンに副作用があっても、人の一生がかかる重大な障害が残るような副作用はないようにしてもらい
たいです。

802
3才の頃、ギランバレー症候郡になり、軽度で済んで心配はいらなかったのですが、以降、予防接種
には慎重になりました。予防接種で病気になったわけではないのですが、不要な接種（インフルエン
ザ等）はやめ、子宮頸がんワクチンも、接種を見合わせているところでした。

803
子宮頸がんワクチンは、紹介（副作用の状能や、リスクを知らせるべき）しても良いが、奨励するべきで
はない。責任とれないです。

804
予防接種と副反応の関係がはっきりしていないので、不安がある。親として、分からないものを子供に
接種しようとは思えない。

805
知人の娘さんで子宮頸がんワクチンを中学生のときに接種して、体調が悪くなり、学校生活を送れな
かった人がいます。きちんと調査してほしいです。予防接種を受けて、副作用が出て苦しんでいる人
がいることもきちんと公表してほしいです。

806

産まれてから、色々なワクチンを射つたびに発熱や発しん、体がだるいなどの症状が必ずあり、その
度にワクチンはこりごりと思っていました。かかりつけ医に相談しながら慎重に考えて射つ事が多かっ
たです。子宮頸がんワクチンについては、副作用、副反応の症例を待ち、（2～3年）娘と話し合いな
がら、無料の時期だからと言って急がずに、実費でも安心、安全なワクチンとなってから接種する事に
至りました。子供の頃からアレルギーがあり、同じ様なお子様のお母様達と相談しました。

807 副作用が心配でとても接取させる気になれません。

808
安全だと言う保障がないのに。まだ若い娘に安全じゃないワクチンは打てません。人体実験みたいな
ことしないで！！！

809
子宮頸がんワクチンについて、副作用や、接種直後に発熱などがあるときいていたので、親の判断で
接種しませんでした。当時、接種しなくてよかったと思っています。

810

無料の間に受けたいとは思いますが、安全でないのに親の責任で受けさせるわけにいきません。副
反応が怖いので受けさせられません。子供本人も、ニュースなどを見て怖いと言いますし。H12年生
れの子供には多いのではないでしょうか。受けていない子も多いのでH13年生れの子供達が安全に
受けれるようになった時、H12年生れの子にももう1度対応してもらいたいです。

811 副作用が心配で、受けさせることはできません。

812
子宮頸がんワクチンのこの型は、あまり日本人がならないガンだと聞きました。あと副作用があまりにも
リスクが高く接種するメリットがなさすぎです。もっと副作用のこと、日本人には、あまりかからない型の
ガンのワクチンだと言うことをみなさんは、しらなすぎるのできちんと説明すべきだと思います。

813

子宮頸がんワクチンを接種しなかった理由は、①猫などの不妊治りょうの薬にも使用される成分が含
まれる②●の古いワクチンを大量に買った（●が）③すべての子宮頸がんのウイルスに効くわけでは
ない④一生（長い期間）効かない・・・ということを知ったからです。苦しんでいる人がたくさんいます。
どうか何か支援して下さい！

814
子宮頸がんの発生は、性交渉で感染します。ワクチンで予防することより、そのような関係を早い時か
ら、また不特定多数もたないようにもっと自分を大切にするように、小さい時から教育していくことが大
切だと思います。

815

原因がわからないままでは、こわくて接種する気になれません。副作用が出た人のワクチンに不純物
が入ってたのでは？とか、注射する人がへたくそで神経がやられたのでは？とか、想像してしまいま
す。何もわかっていないのに、 近またすすめてくる医者がいて、不信感が増しています。いくらもう
かるの？

816 副反応が心配だったので、一回も受けませんでした。
817 副作用の可能性のあるものは、子供には、受けさせたくありません。

818

子宮頸がんが具体的にどのようなものか理解していませんが、ウイルス的なものがもとでなるんだと思
いますが、もし、精神的なもの（ストレス）などがもとで子宮頸がんになるとかいうようなことはあるんで
しょうか？（めんえき力が低下とかで･･･）　そのような場合、ワクチンをしても意味はあるのでしょうか？
あと、やっぱりワクチンをしても子宮頸がんになる可能性はありますか？子宮頸がんのワクチンは良く
ないと聞いたことがあり、どんなふうに良くないのか詳しく知りたいです。

819

子宮頸がんワクチンに関する重大な副作用のニュースがあまりにも多く、接種をひかえています。万
が一を考えると、娘の人生すべてがだいなしになってしまいそうで、悩みます。ワクチンの有効期間は
どのくらいなのか？打つのと打たないのとでは、どちらのリスクが高いのか？わからないことだらけで
す。



820
2才上の姉の副作用と思われる。月経停止と、ワクチンに対する情報などを受けて、ワクチン（子宮頸
がん）への信用が薄れ、怖さが強くなり、接種はやめました。

821

子宮頸がんに実際にかかると大変な病気だと知りました。けれど接種後のいろいろな諸症状につい
て、子宮頸がんワクチンのせいかどうか結論が出ていないのだからワクチンではなく検診を無料もしく
は安く受けられるといいと思います。将来、子宮頸がんにかかるかもしれない、すすめられた時期に
子宮頸がんワクチンを打っても副反応はでなかったかもしれないけれど、「打ったら、しばらく腕が上
がらないから剣道できないよ」という友人（先輩）の話をきいて、迷っているうちに報道が流れ、今に至
ります。ちなみにその先輩はその後痛みはなくなったそうです。今は打たなくてよかったと思ってま
す。今回のアンケートの結果の公表を正しく行って下さい。よろしくお願いします。

822

子宮頸がんワクチンを接種しない方のアンケートもとるべきだと思います。接種した後の副作用に大
なり小なりありますが、小さな副作用として接種部位がとても腫れ、筋肉痛がひどい。鉛筆が持てない
ほどだけでも、接種することにちゅうちょします。小6生はまだ腕も細く、そんな腕に筋肉注射はとても
痛くかわいそうです。わが子が接種したら、痛みで、貧血や、呼吸困難になりそうで、怖い予防接種だ
と思っています。接種年齢を18才以上にあげるべきだと思います。（性交渉の心配は個々家庭による
もの）

823

産婦人科のHPなどにも、接種すべきであるようなことが、書かれてありますが、重い症状のでておられ
る方が多くみえる現状において、とても、おそろしくて、子どもに接種させることはできません。ワクチン
の有効性を否定したいわけではありませんが、ウイルスの一部の型にしかきかないこと、副反応が重
いことを考えると、なぜ、今だに、病院等で、推奨され続けているのか、理解できません。このように、
アンケートをとっていただけること、とても、ありがたく思います。ありがとうございます。苦しむお子さん
が、これ以上、でられないことを願ってやみません。

824
子宮頸がんワクチンの副反応が恐く、今だに受けていない。受けないことによる影響（がんにかかりや
すくなる）を心配している。

825
1人目の娘に子宮頸がんの予防接種を受けさせましたが、その後のテレビでの副作用に不安があり、
2人目には受けませんでした。アレルギー体質のため、何かあっては困るので･･･1人目は何の副作用
もなく、良かったです。

826
本当は、子宮頸がんのワクチンを接種させたいが、もし副作用で障害がのこるような事があったら･･･
と思うと接種させるのが怖い。年齢的に、無料で接種できる期間がギリギリで、中1の時から、どうしよう
か悩んでいる間に、今日に致っています。安全だと分かれば、今すぐにでも接種させたい。

827
子宮頸がんワクチンについては、あまりにも普及させるスピードがはやかった為、怖かった。リスクにつ
いて何も情報がなく、よい話ばかりだったので。私は、子どもの性殖機能に、人工的に、手を加えるこ
とだけは、とても嫌だったのでワクチンの接種は、見送りました。

828 日本での接種前に既に欧米での危険性と効果が疑われていたので、接種しなかった。
829 日本での接種以前に、既に欧米で危険性と効果が疑われていたので、接種しなかった。

830

記入者の保護者です。子宮頸がんワクチンを無料で接種できるようになり、接種しようかかなり迷いま
したが、このワクチンの歴史が浅い為、副反応の事が気掛かりで、結果として接種をしませんでした。
接種を受けた事で、その後の生活が一変された方の事を思うと、同じ年頃の娘をもつ親として、胸が
痛みます。このアンケートは、辛い思いを抱える方々にとっても重要なアンケートだと思います。アン
ケート結果を是非、詳しく、広く公表し、今後に役立てて頂きたいと願っております。

831 接種前に副反応の報道を見ていたので、一度も接種しなかった。

832
子宮頸がんワクチンは、小児科ですぐ打つよう進められましたが、あわてて打たなくて良かったと思っ
ています。健康だった女の子が重い副反応に苦しんでいると思うとかわいそうでなりません。早く注射
との因果関係を調べてほしいと思います。

833
上の子の時は、副反応もなく特になにも異常はなかったが、 近になっての副反応が心配で今だに
接種することができない。

834 今後、子宮頸がんワクチンを接種した方が良いのでしょうか？
835 子宮頸がんワクチンを接種すべきか悩んでいます。

836
因果関係は、はっきりしていませんが、副反応が重大であるとのニュースを見て接種を控えました。道
徳的な教育の方が大切と考えております。

837
子宮頸がんワクチンをうけて副作用に苦しんでいる人たちを、救済してあげて下さい。副作用の件が
出はじめていたので、子宮頸がんの予防接種は受けていませんが、もし受けていたらと思うと、心配
でたまりません。

838
頚ガンワクチンの副作用がもし出たら・・・と思うとこわくて子供に接種を受けさせようかどうかなやみ、
今のところ接種していません。打たせたいのはやまやまですが・・。

839
子宮頸がんのリスク因子およびワクチンの効用年数から考えて、中学1年生～高校1年生という接種
年令が適切とは思えない。

840
子宮頸がんワクチンの副作用のことを考えると、接種することを決断できないため、親として、悩んで
います。



841
子宮頸がんワクチンは、様々な症状が出る事があると放送されたのを見こわくて接種していません。
安全が確認できたら接種したいです。

842 早く原因がわかるようにしてほしい。注射してからの効果もあるのか（本当に）

843

子宮頸がん予防接種が無料でうけられることになった時、子供に接種させるつもりでいました。ところ
が、副作用の報道が流れるようになり、心配になって接種することを見送ることにしました。はっきりとし
た結論がでていない現状で接種すべきかどうかとても迷っています。無料であるなら接種させたいと
いう思いでしたが、このように迷っているうちに期間もどんどんすぎていって、無料で受けられない年
齢になってしまったら、結局接種をやめるハメになりそうでなんとも複雑な気持ちです。

844 副反応で苦しんでいる方々の一助となれば幸いです。宜しくお願いいたします。

845
子宮頸がんワクチンは、副作用が怖くて、接種は今のところするつもりはありません。安定、安心しまし
たら接種はもちろんしたいと思っております。

846
どうするベきか本当に悩みます。守るものができたと喜んでいたら、守るものが一変してしまいます。し
かし、何もおきなければ将来を守れるもの、早く解明して下さい。

847 副作用の問題がクリアになるまでは接種させないでおこうと思う。
848 接種をした方が有益なのかわからない。このアンケート調査を受けてどうするか考えたい。
849 後遺症がある限り、そのワクチンは接種したくない。

850
副反応が出るということで、接種することを考えております。もう少し、くわしい説明など、あらゆる情報
を知らせてほしいと思います。

851
予防接種券は母子手帳に初めから添付ではなく、時期になったら郵送されてくる形の方が間違いも
なく接種をのがす事もないと思う。予防接種の意味、あり方を接種する子どもたちの身になり、もっと
考えてほしいと思う。保護者

852

子宮頸がん予防接種は我が子に受けさせるつもりは一切ありません。あのような症例を報道で見てし
まった以上、0.1％でも可能性として考えられる以上･･･到底打つことはできない。将来そう（頸がん）な
らないようにと打ったのに、一生取り返しのつかない痛を背負うことになるなんて・・・どうしてそんなワク
チンを考えたのか、本当に考えただけで怒りしかない！！娘は打ってなくても、本当に人事ではない
怒りを覚える！ワクチンで解決しようとか、ボタン一つで何でもできるようにと考える大人に本当に憤り
を感じる。”子宮頸がん”にならにようにはどうしたらいいのか、子供たちの心のケア、教育をしていくこ
とを考えるべきだと思う！大人たちはもっとしっかりするべきだ！！！子供たちの心の病は全て大人
の責任だ！本当に世の中どうかしてる！ワクチンを打って一生台無しにしてしまった子供たちの責任
を重く、重く、重く、重く受け止めろ！！！

853

予防できるなら予防したいという考えから、予防接種は時期をみて全て接種してきました。子宮頸が
んワクチンも接種しようとしていた矢先に様々な副反応による障害がたくさん報道され、不安に思い
ちゅうちょしている間に積極接種推奨が中止され、その後なんとなく接種しないままとなってしまいまし
た。様々な見解や報道がある中で判断がつかない状態です。かかりつけの医師からのお話で大丈夫
であろうと思いながらも、ばくぜんとした不安をふっしょくできず、という状態です。

854 体に悪いと言う事を聞きやめました。
855 まず大人が注射を打ってから子供達に打つべきでは・・・・。

856

子宮頸がんのリスクが抑えられるワクチンは、とてもすばらしいと思い娘にも接種する予定でした。でも
ニュースで娘と同じ位の子が副作用で思うように体が動かせなく、学校へも行けなくなって、その子の
お母さんが、すごく後悔しているのを見て、接種するのをやめました。（怖い）2年以上原因がわからな
い事も気になります。あのニュースで見た子達は今は回復しているのか？今でも副作用で苦しんでい
るのか？も分からない。この調査でいろいろ分かってくる事を願い、きちんと発表してほしいと思いま
す。

857

子宮頸がんの予防接種勧奨に対して大反対！！！やめるべきです。ほんの一部の型の感染を予防
できるだけなのに、（TVで専門家が話していた）無料で必ず接種しないといけないように書類等が届
き何もわからないままに接種して、副作用によって、苦しんでいる娘さん達の事を思うと本当にかわい
そうで気の毒でなりません。早く、副作用であることを認め、治療の援助等をしてあげ、元の元気な姿
に戻してあげて欲しいです。（外国の副作用の比率等も調べて下さい）

858 お仕事頑張って下さい

859
実際に子宮けいがんワクチンを接種した人がとても痛いというのを聞きうつのにためらう。TVで副作用
の方の番組をみた、100％安全なものではないと感じた。

860

接種しようと思った頃に副作用のことをきき、結局接種しないままになっています。接種で予防できる
のであれば接種したいと思っていますが、もし、報道されているようなことが、起こる可能性があるのな
ら、と迷っています。実費でもかまわないので、原因が解明され、はっきりした後、安心して接種したい
です。年齢のことを考えると早く結果を知りたいです。

861 平成25年に1回目を接種しようと思い病院に予約の電話をする頃、副反応の報道があり止めました。
862 予防接種をやるのでしたら、しっかりとした安全性があるものをお願いします。



863

子宮頸がんワクチンの数年後の効果についてデータもなく、副作用についても不充分過ぎる段階で
推しょうし、わが子と年のかわらない子ども達が、ひどい副作用にあっていることはとてもつらいです。
あと数ヵ月後には接種を考えていたところだったので、今考えると、もしも・・・と思うとゾッとします。日
本脳炎も問題がありました。もう、安全性をうたっても、我が子に接種させるつもりはありません。その
かわり検診を無償化、または補助するべきではないですか？

864 報道を見て、副作用が心配なので、接種することをためらいます。

865
子宮頸がんワクチンは接種を高校生になってからと考えていましたが、副反応の報道を見て止めまし
た。必要性と安全性の正しい情報が得られないので、今も接種は考えていません。

866 卵アレルギーがあるので予防接種は受けれませんでした。

867
子宮頸がんワクチン接種の予約を2回するも、都合が悪くなり受けなかった。その後、医者より、受ける
必要はないと言われ受けなかった。（性交によりうつるので、普通の子は受けなくてよいと言われたの
で）

868 安心して接種できるワクチンを作って下さい。副作用で苦しんでいる子供たちを救って下さい。

869
子宮頸がんワクチンを受けようとしたところ、病院側からオススメしない的に言われました。今はどうな
のでしょうか？親に判断を委ねられても、よくわかりません。

870
兄弟がいて上の子は予防接種をうけても、下の子の時は副作用が問題になり、一時的に中止になっ
たり、積極的にうつ感じでなくなったりして接種していないのがでてきている。副作用で、何かあるとわ
かってうつのはできずにいる。

871

子宮頸がんの予防接種について、無料で接種を受けられる制度を開始する際、十分な説明はしまし
たか？その必要性と、注意点、自治体などが開始する際に説明会など開きましたか？保健所でも、
説明会はしましたか？保護者と本人出席で、学校内で説明会を開きましたか？｢無料ならば受けよう」
と思うのは日常あり得ることです。病院へ行き、 後に保護者（本人）の自筆のサインで接種します。
副反応と言われるものに、医師の責任は問われない、これの承諾の為ですが、今も接種した後の体
の不調に悩んでいる方がいる中、まずその人たちへの対処を十分にして頂きたい。それもできないの
に、その後の進展も何もありません。本当に予防接種が必要なのでしょうか？年間3０００人の方が亡
くなっている中、年齢別に数字を見るとどうなのですか？検診の無料は聞いたことがありません。子宮
頸がんという病気の知識も十分に教育、指導はしていますか？子どもに｢知ってる？」と聞いたら｢知ら
ない」と答えました。子どもの成長期には個人差があり、体調の不良も子どもは気がつきにくいもので
す。知識不足を解決すべき方法を考えて下さい。私自身、子供が突然学校から接種の紙をもらって
きて、内容もよくわからない状態だったので、周りのお母様方に聞き、接種をどうしようか考えている途
中で、接種勧奨の手紙が来たので辞めました。ですが、考えている途中、再度、｢積極的な接種」の
用紙は届き、｢接種していない保護者様、お子様」迄に手紙が送られてこれば、人の心理として｢接種
した方が良いのかなあ？」と思います。自分の周りでは、保護者もワクチン接種に関する内容をよく知
らない人が多かったです。

872
日本脳炎接種後、主治医より｢次は子宮頸がんを」との指示がありましたが、報道で二の足を踏み、予
防接種自体ストップした状態になっています。がんは怖い、でも副作用も怖いという不安を解消できる
ような情報提供を望みます。

873
子宮頸がんのワクチンの安全性が未だはっきりしない為。ワクチン接種を迷っています。6才上の長
女の時は普通に接種して、何も問題も無かったので今となっては一安心ですが。現在は問題視され
ている為、下の子（H12年生まれ）は受けずに情報を待っている所です。

874 副作用やもしも？と考えてしまうので、ワクチン接種は打たない方向で考えている

875
メリットとばかりが報道されていますが、不自然です。必ずデメリットもあるはず。正しい判断、選択出
来る様開示すべきです。これからも“ワクチン”については疑問を持ち続けなければならないでしょう。
大切な命がかかっています。

876 質問（特に質問2）の内容がわかりにくく、答えづらかった。

877
子宮頸がんワクチンを接種しようとする時に、副作用の問題が話題になり子供がいやがった。その後
接種できるのか、できなのかよくわからない。できるならうけさせたい。

878 子宮頸がんワクチンは、有効性の確実性と副作用の確率を考え、接種しませんでした。
879 ちさいときに、にほんにいないから●でうまれてにほんではなし。ワクチンのかくにんができない。

880

子宮頸がんの予防接種を受けたいが副作用がこわいので受けていません。無料で受けられる期間で
接種が出来ればと思うのですが。それを過ぎてしまうと、負担額が大きいと思うので、安全に受けれる
様になったら、金額面も考慮していただけたらと思います。早く、安全に予防接種が受けられる様に
お願いします。

881
子宮ガン予防接種の副作用のことが問題になっていると知り、受けるのを止めました。しっかりと現状
報告と説明をして欲しいと思います。

882
質問5で、何故1回も受けていない人に質問が無いのか。どうして1回も受けないのか回答したい人は
どうすれば？副反応が心配になったから一度も受けていません。今でも、どちらが良いか迷っていま
す。



883
やはり副作用の報道を見て心配になりました。接種前、副作用が出るか出ないか簡易なテストがあれ
ば、子宮頸がんワクチンを接種したいと思います。

884
検討している内に報道があり良かったと思います。予防できるなら打たせたいと思うので結論を早く聞
きたいと思います。

885
現在中学3年生ですが、副反応の報道を見てから心配でまだ1度も子宮頸ガンのワクチンを接種して
いません。今からでも接種した方がいいのかなやみます。

886

名古屋市が無料で接種を受けられるようにする前から、ワクチンの安全性に疑問の声は多くあったと
記憶しています。娘は、家族で相談し接種しませんでしたが、知識のないまま無料になったから打っ
ておかないとと接種したお子さんが娘の周囲には沢山いたような気がします。名古屋市からの接種の
案内は説明が不十分だったと思います。子宮頸がんにならなくなるワクチンと言う前にどうして子宮頸
がんになってしまうのか全く知識のない人間が接種するのかしないのかを選択出来るような案内が必
要だったのでは、あの当時でも調べれば副反応の事例が沢山あり、名古屋市がなぜあの時期に無料
接種にしたのか疑問です。

887
中学以来部活、勉強と大変忙しい毎日だった為、ワクチンを打つ時間は元よりお友達から、痛くて腕
が上がらない、腫れるなどの症状が多々あると聞き接種は止めました。

888
予防接種のワクチンが、母子手帳に記載されているスケジュールとは変わっているので何をうけてい
なければいけないか、把握しづらいので、学校を通して、又は個別に定期的に一覧表を配布して頂
きたいです。

889
予防接種は副作用が怖いので、 低限のものにしています。日本脳炎は接種しようと思っていたの
ですが、再開してすぐに、大変な副作用が出た子がいて不安です。副作用のことなどかくさずに公表
していただいたり、新しいものは、前とはどこがちがうのかをしっかり説明したりしてほしいです。

890

安全であることが確認、もしくは接種後に起きた様々な症状の原因が解決されなければ積極的に接
種しない方が良いとかかりつけの医師も言っていました。本来であれば接種してもいい年齢ではあり
ますが、本人も怖いと言い接種はしないと・・・。何かあってからでは遅いですし、これから未来のある
子供に対して接種した後の体の異変があっては遅いです。早急に調査していただきたいです。

891
子宮頸がんワクチンを、接種したかしてないかをまず聞いてからのアンケートにしたらどうかと思う。接
種していない人には関係ないアンケートのようだ。

892 副反応の報道を見たので、合わない薬がある娘には、接種させる予定はありません。

893
今後、どういう方向になるのか？アンケート調査をしたのなら、結果だけではなく今後、将来どうなるの
か、ワクチンンは無料で接種できるのか？早急に対応をおねがいしたい。

894
姉（平成6年7月生）が、子宮頸がんワクチンを3回接種したが、1回目の時、10～15分位意識が無く
なったので今、思えば怖いです。その為この子は未接種です。

895

近、私の勤務する眼科に子宮頸がんワクチンを接種してから筋無力症になり、眼瞼下垂の為来院
した2０歳の女性がいらっしゃいました。娘の接種の予約をした直後でしたので、しばらくそっと様子を
見ていました。お母様に付き添われて弱々しい様子で歩いて帰っていかれました。手足もとても細く
て、怖くなって予約をキャンセルして接種はやめようと娘に話しました。現在、すべてのウィルスに効
果があるとも、何年有効かとも分かっていませんし、後遺症が出ても保障が不明で何より娘の体が一
番大事ですので。それなりの年頃になったら年に1度の検診を勧めます。

896
子宮けいがんワクチンの悪いイメージはなくなってほしいです。けいがんワクチンの安全性をきちんと
理解した上で、国民に呼びかけたり、声明をだしたりしてほしいです。

897
子宮頸がんワクチンは全ての人に有効なものではないですし、ここまで副反応の人が出てしまう前に
中止にはできなかったのかと思います。

898
子宮頸がんワクチンは副反応が問題になっているので、受けさせていません。ワクチンの副反応に関
して早く、明確な見解が出されることを望んでいます。

899

娘には、子宮頸がんワクチンをあえて打たせませんでした。主人がネットで調べた際に｢確かインドで
は死者がでているのに、日本は隠してすすめるのはおかしいと、打つべきではない」と判断したから
です。（主人は約3年前に亡くなったため、確認できません）娘と同じ年の姪は、打ったのですが、一
年後あたりから、目の調子が悪くなり、地元の病院だけではなく、京都の病院までかかりましたが原因
わからず、現在に至っています。眼科だけではなく、MRI（脳）も調べたようですが、大学受験に影響
がでており、かわいそうでなりません。

900 絶対受けるべきと思い、受けましたが、高熱を1日だが出してしまいました。

901
外国で副作用で危険とされているのに何故子宮頸ガンの予防接種を、学校を通してまで接種をすす
めるのですか？その副作用で、苦しみ、将来がある子の未来をまっ暗な将来にしてしまったことに対
して国はどうするのですか？本当のことをちゃんと国民に伝えるべきでは？？？

902 子宮頸がんワクチン接種の副作用がこわくて受ける勇気がでなくて受けませんでした。

903
子宮頸癌のワクチンを打とうと予約を考えていた所副作用が多いと聞き、アレルギーもあるので、予防
接種を受けるのを中断し、時期を考慮中であるので、正確な情報を知りたいです。

904
小学校6年生の時にサーバリックスを接種しました。1回目と2、3回目と病院がちがうので、1回目の日
はわかりませんが、2回目22年4月9日、3回目22年8月9日に接種しました。



905

子宮頸ガンの予防接種によるメリットがわからない。体にいいことをしているのか悪いことをしているの
かわからない。副作用の報道を見てから、他の予防接種を受けてもいいものかためらう。もう少しワク
チン自体の完成度を高めたり、人体実験や追跡調査などした方がいいと思います。副作用が出ない
人もいるなかどういう人が出ないかとかも知りたい。それによって受けたりする人がふえると思います。

906
子宮頸ガンワクチンの副作用が問題されており、原因究明されなければ無理に接種をする必要はな
いと考える。接種をしてもなるときはなるし、パーセントが低いというだけ。毎年の検診でいいのではな
いか。副作用で一生だめにするのはおそろしい事である。

907
ワクチンに副作用があるのは理解していますが、何分の1に娘がなるのが不安です。接種したほうが
いいとは思うのですが、安心、納得できる説明がほしいです。不安で正直ためらって接種する事がこ
わいです。

908
現状では、子宮頸がんワクチンは接種の予定はありません。副作用の問題が解決したら、再考したい
と思います。

909
安全でないワクチンを子供達に接種させることをやめて下さい。海外でも報告があるのに子宮頸がん
のワクチン接種をどうしてしたのですか？子供達をお守りください。

910
ワクチン接種は「効果がさだかでなく、危険性が高い、必要性がない、事前の説明が十分でない、税
金の無駄」であると●をネットで読み、今後も接種しようとは思いません。

911

子宮頸がんワクチン接種による副作用はたまたまネットで見て知りました。もともと予防接種というもの
に懐疑的であった為、娘には接種させませんでしたが、無料だからうけさせておこうと思うのは当然の
ことで、接種した方に非はないはずなのに理不尽な副作用で苦しんでいる方々が少なくないことが驚
きです。国の方針に従うばかりでなく、各自治体がそこに住む住民に本当に大切なことを選択するこ
とを考えていくべきではないかと思います。何の為の予防接種なのか、誰の為なのか、憤りを感じま
す。

912 子宮頸がんの予防接種は、まだ恐くて受けれないです。しっかりして下さい。
913 父です。娘は若い時に妊しん、出産しています。子は現地にいます。

914
ちょうど打つ時期、お知らせも届いて、ワクチン接種に連れて行こうと思っていた矢先に色々、報道が
出る様になり、危険だから接種の中止？のような流れで、ずっとそのまま、今に至りますが・・・一体どう
なるのでしょうか？打つべきか、打たざるべきなのか・・・報道も見なくなりましたしわかりません。

915
麻しん、風しん混合ワクチンオ受けた後に副反応で熱が出た事があり子宮頸がんワクチンの副反応
が気になり接種するのが怖い。

916 周りの方の接種後の体調不良を聞くにつけ、接種させたくないです。
917 安全な子宮頸がんワクチンが早くできることを望みます。

918
ワクチン接種による副作用のリスク、また、接種しないことで起こりうるリスクをしっかり知りたい。接種を
しないのなら、どんな方法でがんの予防が必要かなどを子供たち本人が理解をし、意識できる説明を
知りたい。（聞きたい）

919
今、娘は15才高1ですが接種しようと思った矢先に問題が発生してしまい、一回も接種していません。
できれば予防で接種したいと思います。早く問題を解決していただきたいです。

920 接種を受けようとしていた直前に、副作用があると報道があり、見合わせました。

921
子宮頸がんワクチンを接種したいと思っていましたが、副作用の報道を見て不安になり接種していま
せん。もし接種して副作用があるととりかえしがつかない為安全とわかったうえで接種したいと思って
います。

922
なぜ今さらなのでしょうか？私もテレビなどで見て一度は打たなくてはと思い考えましたがやはりやめ
てしまいました。すべての人がそうではないと思いますが、人に打つ前にもっともっと考えてからおこ
なった方がよかったと思います。その人たちは一生なのですから・・・

923
子宮頸がんワクチンを接種した方がよいのか悩んだが、接種してもし副反応が出たらと思うと接種す
る気持ちになれなかった。報道をみても政府の対応に疑問がふくらむばかりです。

924

物議をかもした際、自分なりに書籍、文献などを読み、日本人女性に過敏反応が出ることがわかった
ので、接種していない。そもそも、費用対効果の程は？サーバリックス、ガーダシルできくウイルスは
限られる。子宮ケイ癌の定期検診をすいしょうする方が、費用対効果もよいのでは？大切なわが子
を、病気でならともかく、予防接種で、後々に障害の残る可能性のあるものをやすやすと接種する気
にはどうしてもならない。行政はリスクとベネフィットをきちんと市民に公開すべきだと思います。

925
子供が予防接種（子宮頸がん）を受ける年れいになる前に副作用が出始め様子見で打たなかった。
いとこで子宮頸がんになった事があり、そのこわさもわかるが、副作用の方がこわいと思った。

926

意見させていただきます。この調査は「子宮頸がん予防接種調査」ですよね？でしたら質問の順番が
違うのではないですか？まず質問4を表紙に持ってくるべきではないでしょうか？子宮頸がんワクチン
を受けたことのない女子には、その他の質問は無駄ですし、答える必要の無いものだと思います。で
すから、その他の質問にはお答えいたしませんでした。

927
日本脳炎においては、幼稚園の頃に問題が起きたのもあって、第1期追加から接種していません。今
さら・・・とか思ったり、病院に言い出せなかったり・・・でそのままです。6年生か中1の頃にこのアン
ケートのようにチェックシステムのお手紙があってもよかったかも・・・



928
娘が小学校2年生の時母親が子宮筋腫で子宮を全摘しました。両方の祖母も筋腫があり、また両方
の親類に子宮ガンを患った者がおります。婦人科、小児科両方の医師に相談したところ「ワクチン接
種よりも対象年令に達したらリスクが高いことを話して定期検診を受けるように」と指導されました。

929
こうしたアンケートをぜひ有効に（被害者救済の為に）使っていただきたいと思います。高額な費用を
ワクチンの製造、販売会社に支払った事実は確かなわけで　その上に副作用があったとなれば行政
がしっかりと賠償金を請求して欲しいです。頑張って下さい。

930
姉は3回とも受けました　生後2ヶ月の時に川崎病にかかりました。その為ガンマグロブリン、アスピリン
の薬を使用しました　その影響はないのか心配です

931
子宮頸がんのワクチンを考えてましたが　副作用の報道を見て心配で、していません。やはりがんは
怖いので、防げるワクチンがあれば接種をしたいのですが、安全性が気になります。

932

子宮頸がんワクチン接種を無料で受けることができる期間の頃、すぐにワクチン接種の予約がとれな
かったため、行きそびれて、まあいいやという軽い気持ちで接種をやめてしまったが、当時もっと子宮
頸がんについての危険性やなりやすさなど、高校生（あるいは中学生）に分かりやすく教えてほしかっ
た。指導してほしかったぁと思う。

933
子宮頸がんワクチンが無料で接種を受けられる制度があった時、接種させようとした頃に、全身の痛
みなどの症状を訴える事例が報道され接種をやめました。安全性が確認されれば接種させたいと
思っています

934
母親からのメッセージ　子宮頸がんワクチンよりも、結婚前の性の乱れを抑制する教育に力を入れて
欲しいです。「結婚するまでSEXしない。自分と自分の子供を守るためにも。」と教育して欲しいです。
（幸せな人生を送るためにも）

935
子宮頸がんワクチンを接種した事で苦しい思いをされている方がかわいそうです。国はきっちりと保
償すべきです。安全が確認されるまで接種するつもりはありません。国のやる事が信用出来ないで
す。

936
子宮頸がんの予防接種は受けさせない・・・と考えています。もし我が子が、その全身痛に悩まされる
のでは？と考えただけでこわいので・・・・。子供にも伝えています。

937

子宮頸がんワクチンは、いろんな型があって、日本人の型にあっていないものが接種されているとの
情報も見ました。どうして、打ち急いだのか理解できません。しかも、性交渉もしていないような少女た
ちを　対象にしたのかも、理解できませんでした。今後、健康被害を考えて慎重に対応して下さる事
をお願いします。

938
副作用の心配が大きく、まだワクチンを接種することを控えています。安全であることを確認できるよう
に、今後の様子を見ていきたいと思います。

939 子宮頸がんワクチンは副作用の情報があったため接種しませんでした。
940 推奨するならば、しっかりデータをとってからにして欲しいと思います。

941

なぜ性交渉もしていないような少女たちに子宮頸がんワクチンを接種しようとしたのか理解できません
でした。しかも、そのワクチンは、日本人にはあっていない型のものだったとの情報も見ました。無料
にしてまで接種をすすめたのが理解できません。健康被害にあわれた方々に対しての補償をきちん
としていただきたいです。

942
あまりにも身体が小さかった為30㎏台だったので受けてないです（子宮頸がんのワクチン）今、大学1
年生でまだ50㎏にもなっていないですが・・・今から受けた方がいいのか考え中です。

943
子宮頸がんワクチンは本当に大丈夫なのでしょうか？一部の子供の体調が悪くなったニュースがあり
ましたが子供にはがいがないのか心配でまだ、接種していません。

944
副反応の報道を見て、子宮頸がんワクチン接種ができなくなりました。心配ですが、接種した方が良
いのでしょうか？

945

子宮頸がんワクチンを接種する年齢の少し前から、副作用の事が特にニュースになった気がします。
1つ上の学年の友達は受けたと聞き、どうしようか、随分悩みました。結局　、作用が心配でやめまし
た。報道はある一部の人達の副作用だとは思いますが、因果関係がわからないなら、もっと早く中止
して欲しいと思いました。親として判断をせまられるのは厳しかったです。

946
TV等で副作用の様子を見て、娘に問いましたところ、運動だけが取得の娘はあーなったら死んだ方
がましだと答えました。今のところ予約はしましたが受けるつもりはありません。安全なワクチンが出さ
れることを願っております

947
母親が子宮頸がん経験者であります。このワクチンができて娘に受けさせたいと思っていたが、これ
だけ副反応が強く身体に障害が出るのでは、とても受けさせる選択はできません！！リスクが大きす
ぎる。早く一刻も早く、リスクが減ったワクチンができるのを願ってやみません

948
子宮頸がんワクチンを接種した方がいいのか副作用の事があるので悩みます。そのことについて　皆
同じだと思うので知りたいです。

949

以前、インフルエンザの予防接種を長女（本人の姉）が受けた時、効きすぎて白血球数が異常に上が
り起き上がれない事があった。それ以降　予防接種が怖く、集団接種ではなく●病院にて個別で自
費にて受けた。子宮頸がんワクチンもイギリスで接種した子に問題が発生していたので、子供と相談
して接種を見送った。



950

子宮頸がんワクチンの接種による副作用で障害が残る可能性がありながら　あいまいにしていくのは
問題だと思います。大切な人の人生に賭けなど出来ないはず。障害が残ったら医療費で対応するな
どとするくらいなら、20才以上の女性が毎年検診を受けられるようにするなどの方向で是非考えてい
ただきたいと思います。このようなアンケートの機会を与えて下さったことに感謝いたします。

951
子宮頸がんワクチンは絶対反対です。一体誰が副作用で苦しむ娘さんや家族の方々につぐないを
出来るのですか。ワクチンの大義名分をもって人体実験をしているとしか思えません。

952
子宮頸がんの予防接種については色々副作用があるということで、結局、接種しないまま今に至って
いますが、接種するべきかどうか迷っています。市からきちんと説明があると有難いです。よろしくお
願いします。この調査も無駄にして欲しくありません。

953
子宮頸がんのワクチンを接種したいと思っていますが、副作用のことが気になってなかなか行けませ
ん。でも早く打たないと無料の時期をすぎてしまうので困っています。

954 アレルギーのためワクチン接種はしません。

955
子宮頸がんワクチン、たまたま受けていない時に情報を得れたので良かったが、もし、受けて悪い副
作用が出ていたらと思うと本当に恐ろしいです。対処方がないというのにどうしてすすめていたのか、
本当に恐ろしいです。

956 安全が確立されるまで、接種見あわせようと考えます。

957
効果等、考慮した上で、子宮頸がんワクチンの接種は、親の判断でやめました。報道で副反応の件
を見て、受けさせなくて良かったと思ってしまいました。怖いと思いました。

958
接種が再勧奨となった場合、公費接種期間が過ぎていたとしても、公費接種対照としてほしい。接種
させたいが副反応の心配が大きすぎる。

959 ウイルス対策なら、なぜ男子も接種しないのか、不思議です。

960
母子手帳が見つからず予防接種の時期がわかりません。子宮頸がんのワクチンをしていないので気
になっております。現在18才です。やらなきゃと思った時期に副作用などが問題になっていたの
で・・・・・

961 この先、子宮頸がんワクチンを接種してもいいのかわからない。

962
子宮頸がんワクチンは、下の子が接種した時に、1日中腹痛をうったえていたので上の子は接種をや
めました。

963 質問4を読みまちがえました。修正してあります。すみません。
964 ワクチンを受ける必要性がないと感じております
965 よくわからないです。

966
ワクチンをまだ接種していません。今後も費用の助成は有効ですか。安心してワクチンを接種できる
様に、副作用の原因究明をきちんとして欲しいと思います。

967
提出遅れてすみません。子宮頸がんワクチンに限らず、むやみなワクチン接種には疑問を大いに感
じます。本当に有効かつ安全で必要を訴えるならば、国の政策の一環として無償提供されるべき。

968

頸がん予防ということで、小学校卒業時に接種を考えていましたが、報道を見て止めました。ウイルス
の一部の型を予防というだけで、あまりに大きなリスクがあると思います。国が接種を義務化しても、私
は子供に受けさせません。そんな中途半端な予防ワクチンを受けるくらいなら、毎年検診して早期発
見、早期治療の方が適切と考えます。

969

娘が子宮頸がんワクチンを知った頃、新しいワクチンだった為、副作用が出たらと言うのと、急いで打
たなくてもいいのではと思い受験もあるし、先送りしてました。少し過ぎてまわりが異状もないので受け
ようと思っていたら、重い副作用のニュースが流れ、再び、心配になってますが、高校を卒業したら受
けた方がいいかなと思ってます。（保護者より）

970 子宮癌ワクチンは怖いので受けていません

971
子宮頸がんワクチンは打ちたい（打たせたい）気持ちと副作用が怖いので打ちたくない気持ちで迷っ
ている。はっきりと副作用の心配はないから打って欲しいと自信を持って勧めてほしい。その根拠が

972 副作用がこわくて、接種をためらっています。

973

母子手帳を紛失しており正確な正月を返答できずすいません。中学の頃、日本脳炎と麻・風しん混
合の追加接種だったと思いますが同時に接種されました。子どもは口びるが柴になる程、体調が急に
悪くなりました。子宮頸がんの接種は絶対しません。予防接種というものは2度というものは2度させる
つもりはありません。

974

上の娘の同級生が子宮頸ガンワクチンの副作用で、高校も休みがちで、大学受験も出来なかったの
を、目の当たりにして、家族で話し合い、下の娘はワクチン接種をやめました。（上の娘は、全く副作
用はありませんでしたが・・・)提出が大変遅くなり、又、母子手帳が現在出せれない場所にあるため、
ワクチン接種の時期が記入出来ず、誠に申し訳ありません。（ワクチンは全て接種しています）

975
予防接種も大切かと思いますが不特定多数の人との性交渉をしない教育をしていく様にする事も大
切かと思います。

976 子宮頸がんワクチンは副作用がこわいので接種できないです。



977
子宮頸がんの予防接種は、受けた方がいろいろな症状を訴えるという事例をテレビなどで耳にしたの
で　抵抗があり接種をうけておりません。接種するかどうか今後のためにも情報提供をよろしくお願い
します。回答が遅くなり申し訳ありません！

978 副作用がこわくて受けさせられない・・・（母より）
979 子宮頸がんワクチンの接種は副反応が怖い為、接種させたくありません。

980
子宮頸がんワクチンの危険性について、言われているのに、なぜ接種をすすめたのか。薬メーカーと
政府の関係に疑問。

981 予防接種を推奨する前に、もっと慎重な検討を。

982
子宮頸がんワクチンは副作用が心配で、結局受けていません。報道もすべてではないと思います
が、副作用についての情報は曖昧で、がんのリスクとの判断が難しいです。

983 子宮けいがんワクチンは、考え中です。上の娘は打ちましたが・・・。
984 子宮頸がんの接種をした方がいいかわからない
985 子宮頸がんワクチンが安全か分からない状態で接種を進められてるのが良くわからない。
986 ●でアレルギーになりました。

987

高い子宮頸がんワクチンが無料で接種できるということで、母親達が、しっかりと情報収集しないまま
予約に慌てていた。リーフレットにも、良い事ばかりが書かれていて、リスクについての事が何もなく、
接種するお医者様も、子宮頸がんワクチンがどういうメリットとリスクを持ったワクチンなのか？などとい
う事もしっかりと理解できていなかったと思います。当時はサーバリックスのワクチンで、ガンの型の２
つに対応するタイプが主で、この型から外れた型でガンになると、ワクチンを接種したものの、子宮頸
がんになる可能性が０でない事もお母さん達は知らない状態。公的なところからの、発信だったため
に親は安心してしまったのかもしれない。子どもを思う気持ちがこのワクチン接種について調べる事で
はなく、接種するを選択してしまった方が多かったし、情報が少なかったし、期限（接種）があった為、
慌てて接種されたお子さんが多かったのは・・・後悔されている方は沢山いらっしゃる様に感じていま
す。接種しなかった方の意見がわかる質問がないのは残念でした。我が家はリスクのところをしっかり
と子供と話し合い、接種しないという選択が出来て良かったと思っています。

988 ワクチンに関しては手元に母子手帳がない為記入が出来ませんでした。

989
これが、ワクチンのせいだとわかれば、これからどうすればすっきり治るのか教えてほしい。人生が
狂ってしまった。

990
接種させたいと思っていましたが、副作用のニュースを見て、怖くなり、まだ接種していません。安全
性が確認できてから、検討したいと思っています。

991 今後、確実な安全性が証明されない限り、接種は考えられません。
992 副作用は怖いので、よく調べてから接種にしてほしい。一生を左右する問題です。
993 子宮頸がんワクチンは注射が苦手で副反応が心配なので接種はしていない。

994
子宮頚がんワクチンを接種するつもりでおしましたが、副作用の割合のあまりの多さに心配となり、取
りやめる事にしました。不安を抱える中では接種は出来ません。はっきりとした因果関係も発表されぬ
中、このような調査がされる事を評価させていただいます。

995
副作用の話などがあり、気をもんでいます。早く安全性を、明確にして頂きたいです。また、どんな状
況だと副作用が出やすいのか、なども知りたいです。安全性がはっきりとしない間は接種するのが怖

996
私の所では子宮けいがんのワクチンを迷っています。できることなら接種はしないつもりです。やはり
副作用がすごく心配です。

997
副作用が恐くて、子宮けいがんワクチンを接種できずにます。どうしたら良いのか、今の悩んでいると
ころでした。就学や就労にさしさわりがあったらかわいそうと考えています。

998
子宮頚がんワクチンについては、お医者さんに聞いてもどうしたらよいのかはっきりせず、結局接種し
ないまま助成時期うを過ぎてしまいました。自己判断と言われても困るので、やる／やらないを国が
はっきり決定して欲しい。

999
今の学校は予防接種がないの為、やらなくていいと思っている。昔（昭和時代）は必ず学校で受ける
義務があった。予防接種の代金が1回につき5000円～3000円。高額すぎて接種できない。

1000 子宮頚がんワクチンは、とても不安を感じて接種しませんでした。
1001 副反応（副作用）が恐くてうけれません。

1002
〆切日寄りすぎてしまいましたが、もしもお役に立てるならと思いましてお送りさせて頂きます。お役に
立たぬ時は遅くなり、申し訳ありませんでした。

1003
子宮頚がんワクチンのリスクが高いと思い、接種させていません。副作用など、はっきりしていないの
に、無料接種を始めたのは国の責任である。

1004 子宮頚がんワクチンは副作用がこわくて接種させられません。
1005 関係ない事ですが、遅くなり申し訳ございません。



1006

娘は現在16才接種しようと考えていた頃にいろいろな話をニュースで聞き相談し受けない事にした。
しかし子宮頚がんにならない予防のものならば、接種したいとも思います。原因が少しでもわかればと
思います。一人の母として、今現在、症状がでてしまっている女性をどうぞ、助けてあげて下さい。よ
ろしくお願いします。

1007
これから、やりたい事やかなえたい夢がある若い女の子達が、諦めなければいけなかったり、後悔す
る様な副作用の出ない薬をお願いします。このままでは怖くて予防接種を受けれません。

1008
これからやりたい事やかなえたい夢がある若い女の子達が諦めなければいけなかったり、後悔するよ
うな副作用の出ない薬をお願いします。このままでは怖くて予防接種を受けられません。

1009
子宮頚がんワクチン・・・不安がなくなったら接種したいと思っています。今はまだ、さわがれてるってこ
とは不安です。今後、なんらかよい案がでるといいな・・・。

1010
子宮頚がんは、娘は接種させたいと考えておりましたが、色々な接種後の後遺症との関係の不明な
ニュース等を見て、現在まで悩んで接種出来ておりません。接種は、今後も悩んで進められないと思
いとても残念に思います。

1011
調子が悪かったので、子宮頚がんワクチンは受けませんでした。（受けた友人が、すごく調子が悪くな
るよと言っていたので）

1012

子宮頚がんワクチンに関しては、副反応の懸念から接種を控えております。推奨される産婦人科のド
クターもみえましたが、かかりつけの内科のドクターはご自身の娘さんの接種も3回完了せず終了して
しまったとのことでしたので、参考にさせていただきました。日脳のように、安心して接す出来る時期が
くるのであれば、措置期間を設けていただき、公費で接種できると嬉しく思います。

1013 しっかり調査して頂きたいと思います。

1014
子宮頸がんワクチン接種を考えた事もありましたが、その頃から色々と心配な事などを聞き、受けるの
をやめました。これから、どうなるのか関心があります。4人子供がいて3人女の子なので子宮頸がんに
ならなくて副作用もないのなら受けさせたいと思います。

1015
子宮頸がんワクチン、副作用の問題がニュースに取り上げられたこともあり、子供に接種させるべきか
今だに迷っています。

1016
子宮頸がんの予防接種公費助成に期限をもうけないで欲しい。（中3の今現在1度も受けていない）子
供が受けようと思った時に受けれる様にして欲しいです。

1017
姉は経がんワクチン無料、初年度実施→サーバリックス接種しています。妹（当人）は保留しています
（未接種）→接種迷っています。ワクチンを打って副作用の出る確率を打たないで子宮頸がんに罹患
する確率を公表してほしい。

1018

当時、接種をしないことで、ずい分、周りにも「どうしてうけないのか？」と言われましたが、本当に接種
をしないことにして良かったと思っています。製薬会社と金の癒着は、いい加減にしてもらいたいです
ね。所詮、薬は科学的に作られた「毒」以外の何ものでもありません。体内に異物を入れて、いい影響
が出る訳がありません。素晴らしい頭脳があるなら、人類救済、世界平和のためにぜひ、使って頂き
たいですね。

1019
副作用が恐ろしく、まだ受けていませんが気持ちとしては癌は怖いので受けたいです。副作用のない
ものをさがしてください。お願いします。

1020
②③④（質問4）については、保育所からの案内に従って、月齢で決められた時に接種しています。
母子手帳で確認をする時間がとれず、申し訳ありません。

1021
医師に子宮頸がんワクチンの接種を勧められましたが、副作用がこわかったので、接種するのをやめ
ました。

1022

ワクチン接種が勧奨されていた当初は、子宮頸がん予防のために接種を受けるつもりでいました。
しっかりとした原因究明がなされることを願っております。本来の子宮頸がんにかからないための 善
の予防方法が見いだされましたら、１日でも早く、予防処置を受けたいと思います。子宮頸がんにか
からないということが一番の願いです。

1023
子宮頸がんのワクチンが、子宮頸がんに100％有効ではないのに、全員接種は暴力！！まず、性教
育を男！！女して、20代から、検診で、十分だと思います。なので未接種にしました！！

1024

私の娘、現在高1です。大学2年の兄がおりますが、その同学年の女子の方の世代で、この子宮けい
がんワクチン接種による問題があがるようになりました。娘が接種時期に大きな問題になっていたた
め、知人の接種経験のお母さん方に自分なり、何人か意見を聞きました。当時、近所の小児科医の
先生にもおたずねわしました。しかしはっきりした副作用の返答はがありませんでした。「はれるのは、
はれるよね～」とおっしゃったのことを覚えております。娘は元々、アレルギー症状あるため（この他の
治療含め）よく考えて上で、子宮頸がんワクチン接種をしないことを決めました。しかし、ワクチン接種
よる病気を防ぐ効果もちろんわかっておりますので、決してすべてのワクチン接種を否定はしません。
国に対して充分な副作用の研究を望んでおります。このようなアンケートを実施された名古屋市に感
謝します。返信遅くなりすみません。

1025
子宮頸がんの予防接種は副作用がこわくて、親の判断で見合わせました。（親世代ではこのような予
防接種はなく、家族、周囲にもこの癌患者がいないため）もう少し安全性がしっかりしていたら打って
いたと思います。

1026 子宮頸がんワクチンをうけようとして、日にちを迷っていたらＴＶで報道があり、止めにした。



1027

Ｑ4の回答の際、別紙はあまり役立ちませんでした。母子手帳を参照しながら、記載するにも、小6が、
平成何年かすぐにわからず、少し苦労しました。何年生まれだと、小6は、平成○年以降接種といった
対照表があると良かったです。それと日本脳炎は推奨接種スケジュールと記入欄が合いませんけ
ど・・・？

1028 副作用が怖くて受けてません。受けた方がいいのかわからないです。

1029

新しいワクチンが出来た時は1年以上副反応の様子をみてから受けるようにしている。アレルギーもあ
るのでかなり慎重になる。両ワクチンの副反応を何度もネットで調べた。今回の子宮頸がんワクチン副
反応の特集を数々みているが、うやむやにされない様救済される事を望みます。運が悪いとか本人
のせいなどではすまされない。

1030
多くの特集記事やＴＶをみています。娘達と同じ年頃の子供達が大切な青春時代を奪われてしまっ
ている事にとても胸が痛みます。早期対応、解明、よい治療方法が見つかる事を祈ってます。未だ接
種が可能であることに疑問を感じます。国や製薬会社が利害を考えず早急に補償すべき。

1031
上の姉がワクチン接種あと体調不良となり保健所に相談に行きましたが相手にされませんでした。な
のに今更何でアンケートという思いが強く返信遅れました。

1032 子宮頸がんワクチンは、副作用があると聞いていたので接種しませんでした。
1033 子宮頸がんワクチンを受けた方がいいのか迷っています。

1034

子宮頸がんワクチンが「筋肉注射で痛い」と聞かされていたので、本人は嫌だと言って打つことはあり
ませんでした。その後、数々の問題が浮上したニュースを聞き、今では打たなくて良かったと思ってい
ます。娘の周りではほとんどの人が接種しました。後遺症も発症した人はいません。でも、今後も娘に
接種させる事は有りません。どちらかと言えば性教育をしたいと考えています。

1035
日本脳炎→1回目→H15.9 2回目→H15.10で接種したのですが、その頃副作用が問題になり、中断
しました。落ち着いた頃に追加接種をしようとしましたが、期間がかなり開いてしまったので、また1回
目・2回目（上記）と接種し直しました。なので合計5回接種しています。

1036
子宮頸がんワクチンにはまだ副反応が心配で接種させる勇気がありません。でも現在、私（母）が、子
宮頸がんのうたがいで、不安な日々を送っています接種すべきかとても悩みます。

1037
怖くて子宮頸がんのワクチンを受けさせられない。接種したら、色々な症状がもし出てしまったら取り
かえしがつかない。安全なワクチンが早くできる事を望みます。その際もひき続き無料で受ける事が
できる様願います。

1038
当時、父が医師だったので、早く子宮のワクチンを接種した方がいいと言っていた。それを思うと恐い
です。

1039
このアンケート結果を何らかの形で報告いただきたい。当該ワクチンの正しい情報をきちんと公開い
ただきたい。メディアでの不安になる情報しか入ってこないため非常に不安。

1040
子宮頸がんワクチン接種により障害が出る事例をいくつかテレビで見ると、とてもじゃないけど接種さ
せる気にはなれません。予防になるなら受けさせたいのはヤマヤマですが・・・・

1041 子宮頸がんワクチンは受けないつもりです。リスクを考えると受けるより受けない方が良いのでしょう

1042
子宮頸がんワクチンの副作用で苦しんでいる方の記事を目にするたび人ごととは思えず、なぜ接種
を推奨したのか行政に憤りを感じます。健康は戻りませんが 大限の補償をお願いいたします。

1043 受けた方が良いのかどうかなのかよくわかりません。はっきりわかると良いです。

1044

子宮頸がんのワクチンの副反応の報道を見てとても恐くなり予防接種は（はじめは受けさせるつもりで
したが）、受けさせておりません。数々の報道を見る限りとても子宮頸がんのワクチンとの因果関係は
無関係とは思えません。担当部所の方は決して他人事と思わず、自分におきかえて原因求明してい
ただき、100％安全が保障できるまでワクチン接種をしないでいただきたいです。

1045

一般的に接種を促されているものは、すべて決められた時期に接種を済ませてきたつもりです。子宮
頸がんワクチンもそのつもりで日程を考えていた頃、症状発生の報道があり、見合わせました。見合
わせて本当に良かったと思っています。外国での副作用は少なくても、現に日本人には突出した作
用が出ているのですから、他のワクチンと同様の安全性が発表されるまで、断固、接種は禁止すべき
です。同時に接種され副作用に苦しむ方の徹底した救済を心から望みます。

1046
子宮頸がんワクチンが危険だとの情報を新聞ｅｔｃで見て知ってからワクチンの対象年齢だったため、
事前によく考えることが出来、打たせなかった。そういう情報を得る前なら深く考打たせたかもしれな
い。現在被害にあわれている方には心より手厚い支援をしていただきたいと思っています。

1047
子宮頸がんワクチンによる副作用など海外でも問題になっている事を以前（国内での接種以前）より
耳にしていたので、中学校からの案内が来た時から接種させるつもりは、ありませんでした。

1048 何も問題なく健康です。

1049
新しい予防接種は何があるかわからないため、心配で様子を見ておりましたが、やはり打たなくて良
かったと思います。早く安心なワクチンができると良いです。

1050
どのワクチン接種がまだなのかはっきり分かりません。保健所へ母子手帳をもって行けば教えていた
だけますか？

1051
欧米では、副作用があるため、子宮ガンワクチンは接種されていないのに、なぜ日本では簡単に接
種をすすめるのか・・・・。不妊になり易いと聞いていますが。



1052

子宮頸がんワクチン、日本脳炎ワクチンともに、危険性がささやきかけた頃が接種時期でした。受けな
いと言うと病院でも友人からも非難を受けました。結局、そのあとすぐに日本脳炎も接種が止まりまし
た。新しい日本脳炎ワクチンも、まだ様子を見ています。正しい情報を早く出してもらえたら、被害も
もっと少なくなると思います。子宮頸がんワクチンについては、名古屋市は一生懸命対応してくださっ
ている事が見えるので嬉しく思います（母）。宜しくお願いします。

1053
子宮頸がんワクチンの重篤な副反応かはっきりせずとも、報道されている様な症状が副反応の可能
性があるうちは予防接種を中止した方が良いと思う。それより子宮がん検診をすすめてほしい。



①「子宮頚がんワクチン接種あり」と答えた方のご意見等

1 質問4のワクチンについての質問項目の⑧のその他が何を答えてほしい問なのかわからない。

2
HPVは副作用報告が重大なものが多すぎる。HBワクチンを男女共補助し接種した方が公益性がある
と思う。

3 原因がはっきりするまでは、引き続き接種勧奨中止すべきだと思います。
4 日本脳炎の第3期の接種案内は、この先届く予定があるのか、よく分からない。（現在高3）
5 3回目になるにつれて注射が痛かったです。
6 小学生までアレルギーなどが出たりしたので、予防接種は受けていないものが多いです。
7 腕が痛くなった。
8 副作用はありませんでした。

9
腫れと痛みがとても長引きつらかったです。副作用がひどいならあらかじめきちんと教えてほしかった
と思います。

10
近所の医者に風邪で行った時、なぜ接種しないのか、それでいいのかと言われた。こういう発言はど
うかと思う。市が積極的に接種するように指導していたのか？

11 うった所がはれて、数日間は腕を動かすのもつらいほど痛かった。
12 不安。

13
(2)は、16才でにんしんしたので急きょやめることになりました。いたみは、いつもとかわらないちゅう
しゃのいたみです！！

14 迷走反応で倒れました。
15 何も異常なし。
16 腫れが酷かった。（とても痛かった。何日も）腕が挙がらない。それ以外は特に問題なかった。

17
直接の関連性が明らかにならなくても実際に副作用と思われる症例が多くでている状況を見たら、親
としては絶対受けさせられません。

18
子宮頚がんワクチンについては、H24年当時副作用など調べて接種をしなくていいという判断を親は
しました。しかし、本人が強く希望したので受けました。その後いろいろ副反応が話題になり、家族で
話し合ったことを覚えています。

19

子宮頚がんワクチンを、3回接種した後、腕、腰などがかなり痛み、高熱が出て寝込みました。　あまり
動けない状態だったので、病院まで行って受診することも出来ず、2日間安静にして寝ていました。こ
わかったです。報道で副作用のことが出る、ほんの少し前のことだったので、そこまで心配もしていま
せんでしたので。学校を2日休みました。報道を後日見て、ゾッとしました。おそろしかったです。知ら
せてくれるのが遅いよ！こわいよと思いました。ちゃんと調べてください。

20 大変な副作用のお子様の事を考えると、人ごとではなく原因がわかることを祈ります。
21 下の子どもが中１(女）です。接種しようか迷っています

22
今回記入していて感じましたが、母子手帳の記録の年月日を、西暦か平成か統一していただけると、
助かります。保健所、病院がそれぞれ印だったりペンで記入だったりとても見にくいです。

23 うちの娘には、全く副反応が出ず良かったです。

24
接種後、テレビなどで副作用が問題となり、本人も気にかけている。インターネットなどで調べたりして
いるが、不妊になったり、障害を持ってうまれたりと、先々を心配している。

25
酷い症状が出ている娘さん達を沢山テレビで見ました。どうぞ国レベルで治療に全力を尽くして下さ
い。母達は国を信じて大半は予防接種を受けさせました。その責任は重いと思います。一日も早く１
人でも多くの方が治りますように。又将来を通して症状が出るのが不安です。将来をお願いします。

26 子宮頚ガンの注射は痛がっていました。

27
子宮頚がんワクチン（遺伝子組み換えワクチン）は、とても危険なワクチンです。絶対に接種再開はし
ないでほしいです。

28
１回目の注射が思いのほか痛かったこと。うったあと数時間気分が悪かったと本人が言っていました。
その理由もあり2回目の接種は病院を変えました。2回目以降痛くなかったし、気分も悪くなかったそう
です。

29
子宮頚がんワクチンの接種後、１週間程度その部位周辺に、筋肉痛のような痛みが続きましたが、そ
の後は大丈夫です。

30

子宮頚がんワクチン接種後はとてもはれが出て、少しふれるだけでも激痛でした。幸いにも報道でみ
るような副作用は出ませんでした。子宮頚がん発症のりスクと副作用のリスクと、どちらが高いのでしょ
う。めずらしいことかもしれませんが、私（母）のまわりでは子宮頚がんの方は今のところいません。先
日私（母）ががん検診に行きました。簡単に子宮頚がん、子宮体がんの検査が終わり、結果もすぐに
分かりました。検診を推しょうするのも重要ではないでしょうか。

質問６　その他、ご意見等
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水ぼうそうを高1の夏にかかり、高熱がつづき、発疹も全身にひどく顔にあとが残り、予防接種を受け
なかったことを反省しました。（有料だったし、そのうち幼稚園や学校でうつるとおもっていたため）ま
わりに水ぼうそうの子もなかったので、旅行や買い物に行った時にうつったと思います。大人になって
から重症化する感染症の、予防接種の声かけも、もっとしてもよいと思いました。

32
長女はワクチンを接種して何事もなくすごせていますが、次女は（H13年生まれ）は副作用の報道を
見て心配になってしまい、まだ受けさせていません。早く安心して受けれるように願います。

33
子宮頚がんワクチンは、3回受けてなんともありませんでした。しかし調子が悪くなられた方もいるの
で、安全で安心できるものであってほしいです。

34
予防できるのが特定の型のものだけである事。又数年間しか予防効果がないようなので副反応の危
険をおかしてまで接種する必要はないと思います。

35 うちの娘は、全く異常はなかったです。

36

学校から接種の用紙を持って来たので接種しました。副作用の心配があっのたで、一年くらい様子を
見ていました。前ページに記入した様に、手のふるえがありましたが、今思うととても恐ろしい事だと思
います。”学校から接種の用紙をもらって帰って来た”だれもどこも、副作用に対して責任を取らない
事は許せません。

37
子宮頚がんワクチンは、1回目接種より2回目接種の方が痛みがひどく、3回目接種は今までで一番
痛い予防接種でした

38 接種後、接種したところが他のどの予防接種よりいたかった。

39

子宮頚がん罹患率の高さは、多数の異性との性交渉に比例すると聞いています。学校での保健体育
での指導もあれと、娘から聞いていますが、生徒たちは事の重大さをあまり認識していないように思い
ます。ワクチンを受てば良いのでしょうか？娘はワクチンを接種し、多少の腕のだるさを感じたようです
が、副作用もなく、運が良かったと思っています。今はワクチン接種が本当に必要だったのか？と思う
ところです。

40 もし副作用など、今TVで言われるようになってからならばやらせていないと思います。
41 注射をうった後、すごく痛がって、心配になりました。
42 子宮頚がんを3回接種しましたが、今のところ後遺症はでていません。
43 うちの娘は、全く異常はなかったです。
44 接種後2～4週間程度、接種部に痛みあり
45 友達がサーバリックス接種後に異常にテンションが高くなっていました。

46
子宮頚がんワクチンを1回目接種した時、かなり副作用が出て、痛がり、大変でした。今になって後悔
しています。

47
関節痛は今も続いています。今後出産などの時に何か影響が出るのではと心配です。とてもつかれ
やすく、高校受験も大学受験も推薦入学を選ぶことになりました。何とか学校へは通っていますが、
家ではほとんど寝ています。就職はできるかのか心配です。

48 副作用で腕が上がらないのは困った。あれは生活にししょうがでて大変だった。

49
3回接種しました。その度に痛みを訴えましたが2～3日で消失。腕が上がらない等のことはない。筋
肉注射なのでこの位の痛みは残るのか？仕方ないと思って3回受けました。

50
3回目の接種の後、接種した側の腕が痛み、動かず学校を1日休んだ。次の日は軽い筋肉痛程度の
痛みになったので登校できた。

51
幸いに娘は何もなかったのでよかったですが、もっと慎重に進めるべきだったと思う。長女は、妹だけ
予防接種はだめだと思い、実費で予防接種をいっしょにしました。本当に何もなくてよかったです。考
えるととてもこわい事です。症状が出た方には補償をちゃんとしなくてはいけないと強く思います。

52
3回目のワクチンを打った1カ月後のあたりから胃の調子が悪くなり、体力がなくなるといった症状が出
ました。

53
3回目のサーバリックス本当は5月に受けるはずが、風邪気味だったのか？体調不良だったのか忘れ
てしまいましたが中止になり6月に受けています。早く原因を究明して大切な予防接種を受けられる
様になるといいです。

54 ワクチンの危険性について、もっと検査してほしかったです。

55

子宮頚がんワクチン1回目接種後、腕の痛み大きなしこりがありましたが３回受けさせなければと思い
痛がっていたのに2回目も受けました。その後ひどい果物アレルギーがでるようになったため3回目は
中止しました。今でもアレルギーに悩まされ、本人は不便を感じているようです。このワクチンの副作
用の全てを詳しく知りたいと存じます。

56
副作用が問題になる前に接種済で、問題なく接種できましたが、重い副作用が問題になっている現
在、二女には接種するのに抵抗があるのが現状です。

57
関節の痛みや下半身のだるさなどをうったえる時が、時々あります。副作用ではないかと心配になりま
す。高額なワクチンが無料ということでうってしまい、親として後悔しています。
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一瞬、意識を失くして、電車の中で転げるように倒れたことがあります。（座っていたのに）2カ月前のこ
とです。この年頃だとホルモンの関係だったり、何が原因なのか不明です。隣席に友人がいて、30秒
くらいで目を覚ませた感じだとのこと。すぐに病院へ行きましたが、低血圧だとか、色々言われて、不
明のままです。

59 注射を打った所が1週間ぐらい痛いといっていました。
60 腕が腫れて大変痛かった。（サーバリックスの後）

61

娘は生理前の中1の冬（子宮頚がんワクチン推奨され始めた頃）に3回接種しました。経過は良好で
す。3回とも筋肉注射のように固く腫れ、熱をもって数日痛みを感じておりました。2回目（1回目の1カ
月後）を接種後2～3時間たった頃、急に寒気を訴え、唇が青くなりガタガタ震えていた時は大変心配
になりました。数時間安静にしておりましところ、回復し先生にご連絡差し上げました。3回目（1回目
の6カ月後）は先生から多分大丈夫だろうと言うことで接種し、2回目のような症状もなく終了しました。
ワクチンの副反応なのかは不明ですが、ご報告申し上げます。

62
副反応が出た方の回復を心よりお祈りします。また、これから接種すべきかやめるべきか悩んでい
らっしゃる方がたくさんみえると思うので、適切な情報提供をよろしくお願いします。

63
子宮頚がんワクチンの副反応をよく耳にしましたが、ワクチン接種が解禁され、直ぐに当然だと考えて
接種を受けさせました。激しい部活動にも全く影響が出なかったので副反応の話を聞いて驚いたくら
いでした。個人差が大きいのかなと思います。

64 私の場合、平成25年に自律神経失調症になりました。
65 打つことでガンのリスクが減るのであれば、子供の体調を見ながら是非打ってあげるべきと思います。

66
質問4のような、毎回々長々と書かされるワクチン用紙をどこかわからないが提出してるんだから自分
達でチエック出来る項目をいちいち解答者に書かせないでほしい。

67
子宮頚がんワクチンの副反応の報道を見て、本人が非常に怖がり嫌がったため、接種を2回で止めま
した。次女が来年より対象者に入るので、このどうすればいいのだろうかという状況をなんとかしてほし
いです。

68

子宮頚がんワクチンは、副作用があるかもしれないという話をききますが、我娘のように異常がないお
子さんも多いと思います。副作用ががんになる可能性を低くするかとたずねられると難しい問題かもし
れませんが、親や本人が接種したいと希望するなら、接種させてあげてほしいと思います。私（母）は
娘に接種していただいてよかったと思っています。

69

子宮頚がんの予防接種については、医師をしている友人や周囲の保護者など沢山の方に意見を聞
いたり、情報を集めてから接種させましたが、赤ちゃんの頃から受けてきた沢山の予防接種の中では
一番不安を感じつつの接種でした。「これまでの経緯」を読み、このようなアンケートまで実施されてい
る現状を考えるとよけい心配です。他の予防接種は感染症に対する予防で我が子だけでなく社会に
対する感染症の拡大を防ぐという目的がありますがガンはかかる確率のそう高くない病気でしかも一
生免疫がつくわけでもありません。正直、国が接種を再び勧奨する必要を感じないのですが。

70 ワクチン接種後、腕が痛くなりました。これはどうなんでしょうか。
71 副反応が心配です（不妊等の）

72

麻しん、風しん（第4期）予防接種のお知らせが届かず、後日、知り合いから聞き｛H24年12月末時点
で未接種者への｝TELしたが（保健医療課へ）無料期間は先日終わったと言われ受けれなかった。受
けたければ「お金を払えば受けれる」と言われ郵送されていないのにダメだった。それ以後案内無し。
今も未接種です！！そちらのおちどなのに！！

73 1回目より2回目、2回目より3回目と、痛みが強くなっていった（うった所）はれもひどくなっていった

74

娘が接種後しばらくして副作用のニュースを見て驚いていました。わが子ももしかしたらそのような症
状が出ていたかもしれないと考えるととても恐ろしいです。よく研究してから接種を義務づけてほし
かったです。体内でなにが起こるかわかりません。病気にかかる前に予防接種で健康な身体をやら
れてしまうなんて、、、。とても悲しいです。もっともっと研究して下さい。これからの為に！！

75
私は幸い報道で流れているような事は全くなかったですが。中には子宮頚がんワクチンを接種して副
作用の反応が出て一生車イス生活になってしまった方のことを名古屋市の皆様方はなんにも対策な
どしていませんよね。どういうことですか？

76 注射後に肩の痛みが2～3日続いた。

77

私（保護者）はピアノ教室をしています。生徒さんで子宮頚がんワクチンを受けた日にピアノが弾けな
い（腕が上がらない）と言っていた子が2名いました。今まで他のワクチンではこのようなことは無かっ
たのでその時はびっくりしました。このようなことがあったので自分の娘にワクチンを受けさせようか迷
いましたが、娘には痛み等特に何もありませんでした。

78 ワクチン接種1期、2期、追加等で全て受けていると思うが記入方法がよくわからない。
79 知らなかったので、予防接種してしまった事が、ショックです。



80

友達の娘さんが子宮頚がんワクチンの注射を打って、家に戻ったら具合が悪くなったと、こんな事なら
30分位病院に言ればよかったと言ってました。病院で注射を打つ前にこの件を先生に話しをしたら、
何万人の中の1人だから、いつまでも病院に言うと待合室がいっぱいになるからと言われました。病院
がこのような事をいってもいいのですか？あの1言で、2度と病院にいくのをやめました（注射は3回打
ちましたけど）

81
病院の質問に対する説明が乱暴。（予防接種）子宮頚がんの注射が3回ともすごく痛かった。副作用
で熱が出た（尋常でなかった）

82
第1回接種の際、激しい痛みを訴え、帰りの車中で気分が悪くなりました。因果関係は分かりません
が、中学3年の春まで月経がありませんでした。入浴後体中に毎回湿疹が出ます。

83 留学、ボランティアが多いため、上記以外にA型肝炎、狂犬病、等も接種しています。

84
H24.2.14に注射した数日後、鎖骨あたりに赤い血の固まりの様なしこりができて、病院に行き、一週
間から二週間で消えた。

85
病院で射つ前に、先生の方から、こういう副作用が今出ていると言われてますが、ご存知ですか？と
言われたら、１回目も射たなくて済んだのに・・と思います。

86 特に副作用はありませんでした。

87

娘（長女）が子宮頚がんワクチンを接種した頃は、少し前に有料→無料になった時で副作用の情報も
あまり聞こえてきてはいませんでした。その為防げるものなら・・・と3回接種しました。腕のだるさ、しん
どさがあったようですが、幸いにも、副作用に値するような症状は出ず、安心しています。しかし副作
用の情報を耳にするたび、とてもこわく、二女には1回目も接種できていません。原因究明は大変難し
いことと思いますが、医療の知識が無い人間に決断はできません。安心できる予防接種であってほし
いものです。

88

子宮頚がんワクチン予防接種の開始の初年度でしたので、今思うと接種をかなり啓発しておりキャン
ペーンをくり返していました。正直なところ私（母）は、接種させたくない気持ちがあり、様子をみていた
のですが、学校の先生なども打ったかどうかのチェックをしており、結局しぶしぶ打ちました。うちの子
は、特に症状が出なかったのですが、もしこれで何らかの症状が出ていたら、親として後悔しきれませ
ん。もっと任意性を持たせていただきたかったです。今後の参考にして下さい。

89 少し注射をした所が赤く腫れましたが、1～2日でなくなりました。他は特に異常はありませんでした。
90 何も変化はありませんでした。

91
もともと注射は苦手だったが、特に子宮頚がんのワクチンを打った時は、いつもより接種した方の腕に
痛みがあった。他の注射の時は翌日には痛みがなくなっていたが、この時は2週間くらい痛みが残り、
腕を上げることが出来なくなっていた。微熱も2～3日あった。

92
子宮頚がんワクチンの接種の2回目、3回目は注射を打った方の腕が後にとても痛く、重くなり力が入
らず、次の日に部活動で支障が出る程だった。

93
打った後、うでがあがりにくくなる（痛みのため）・・本人談。副作用の報道を見てかなりこわくなりまし
た。無料になったからとすぐに行動した事、後悔しています。正直、今も心配しています。

94 患部が腫れた。

95
接種してしまったために娘がどこか痛いと言うとすぐこのせいではと思ってしまいます。今の所何の副
反応もなかったと信じています。

96

身体の症状としては何もなかったが、普通の予防接種よりも相当に痛がっていた。（うったあと数日
間）。なので3回接種を本当に嫌がっていた。たまたま副作用がでなかったからよかったものの、将来
子宮頚がんを予防できるならと思って接種させたが、今から考えると無理に接種させなくてもよかった
かなと思う。いろいろな事例を聞くと本当に気の毒になる。親としたらどうしてくれるのかと本当に腹が
たってくる。

97

あれだけ国で接種しなさいとCMまでガンガンしといて、副作用がでたらこのワクチンじゃないとかいっ
てしんじられんわ。本当に国はうそつきだわ。たくさんの女の子たちが、ひどい副作用で学校もいけれ
ない、ねたきりになったり、記憶障害になったり、その子たちの一生をめちゃくちゃにしといてなんの責
任もとらないで副作用がでてしまった子たちの補償をちゃんとみてほしい。国が責任をとってほしい！
その子たちの家族のフォローもみてもらいたい。テレビにみた時に本当にたいへんでなみだがでまし
た。ちゃんと国がなんとかしないとダメです。

98
2回接種後、止めましたが、（3回接種で効果が出るなら）2回しか打っていない事で良くない事がある
のかが心配です。

99 その他の予防接種のときより、腕がすごく腫れた。
100 今回の件は母子手帳を見乍ら書きました。
101 後々副反応が出るとも聞いているが、何年くらい先まで注意が必要か不安。
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娘は他のワクチンと同じ感覚で子宮頚がんのワクチんを市の指導に従って接種しました。1回目の接
種後はうでの痛みだけで済みましたが、2回目はめまいでしばらく動けなくなり、翌日には39℃を超え
る高熱がでました。知人の医師に相談して3度目は中止することに決めました。担当医に副反応のこ
とをTELで伝えましたが、風邪ではないかと言われました。その後、娘と同世代の女の子が副反応で
苦しんでいるのを見ていたたまれません。、中止したのは正解だったと思っています。病気を防ぐワク
チンのはずなのに一生彼女たちに辛い思いをうえつけてしまっています。今回の調査はきちんとデー
タを精査して頂いて（大きな都市ならではの数があるはず）少しでも苦しむ若い女の子のために生か
してほしいです。（母）

103
痛みなどに我慢強い娘が、サーバリックスのあまりの痛みに接種後ふらりとして、病院で横になり血圧
を測りました。2回目の接種もとても苦痛そうでしたが、当時は何も問題とされていなかったので受けさ
せました。痛みは1週間ほど続き、ピアノを騨くのも辛そうでした。

104

今まで予防接種で、副反応が出た事が全くなく、ガーダシル時のみ、気持ち悪いと言っていた。意識
が数分間なくなり、どうなるのかと思い、3回目の接種はやめました。学校に通えなくなる事はないが、
国がO、Kを出したからには、副作用がある人に対して、補償してあげてほしい。もっとしっかりやるべ
きではないのか！母

105
子宮頚がんワクチン接種直後から半日ほど腕が上がらない。私の場合は以記以外の副作用は出て
いません。

106
子宮頚がんワクチン3回目を接種した翌日、高熱が出た。病院の休診日だったので、受診せず、高熱
はそれほど長引かなかった。

107 いつも痛み止めを服用しておさえているため勉学等、生活するのに影響はないがストレスがたまる。

108

私自身はニュースでおこっている手足のしびれや、うまく歩けなくなったという症状は出ていません。
けれど、予防のためにと予防接種していた私と同じ年頃の女の子たちが苦しんでいる姿を見ると胸が
痛みます。今回のアンケートによって、苦痛の中にいる女の子たちが一刻も早く救われるように祈って
いたいと思います。

109
幸い娘には影響はありませんでしたが、原因がわからない症状になるリスクを考えるとまだ受けていな
い長女には接種はすすめません。

110

小児科の先生の勧めで接種しました。当時は少々の副作用はあったものの、痛みに弱い子が、ショッ
クで意識を失うなど、今言われているような様々の副作用情報はありませんでした。今だったら接種し
なかったと思います。たまたま副作用が出なかったのでよかったものの、副作用に苦しんで見えるお
子さんの今を思うと胸が痛みます。接種後すぐでない例もあるとか・・・。1回目は大丈夫でも2回目に
出るなど。遅れて出る例はどのくらいなのか？知らないことも多く、今だに不安に思うこともあります。
突然出たらどうしょう等考えてしまいます。究明できることを切に願います。

111

ワクチンの副作用で苦しんでいる子達をテレビで見ると、とても辛く感じます。一日も早く改善できる事
を心から願っています。娘が受けた頃は注射のあまりの痛さに気分が悪くなった等々、聞きました。
（娘は大丈夫でしたが）予防のために打ったワクチンで体に支障がでてくるしんでいる子が一日でも
早く良くなりますように。

112 注射した後、つぎの日体がだるかった。

113
同級生の女子に重度の副反応が出ました。→TVで報道の特集でもとりあげられました。大好きだった
バスケットもその子は出来なくなり、学校にも通うことがムズかしい様でした。

114 私は報道がある前に全ての接種を終えましたが、今改めて報道などを見ると不安になります。
115 接種した時異常に痛かった。

116
子宮頚がんワクチン接種後、全身湿疹がでて、インフルエンザも毎年異常なく接種できたが、副作用
がでるようになり、うてなくなった！成績もさがり、外に出て顔を他人に見せるのを嫌がるなど、つらい
日々をおくっている！

117
高校時代の友人が副作用で、普通に歩けなくなり、車いすでの生活となってしまいました。キケンなワ
クチンで驚きました。

118 子宮頚がんのワクチンを接種したあとのうでは、痛かったようです。うでがあがらないと言ってました。

119 ワクチンを受けたあと2日後くらい腕が痛く身体が少しダルイような気がしました。

120
子宮頚がんの注射のあと、よく腕が痛くてあがらないといっていた。いろいろな報道が出たのは、全部
3回とも接種がおわってからだった。（子宮頚がんの予防接種の）

121 とても痛かった。3回目の時に貧血をおこしてベッドで安静にした。（子宮けいがん）

122
子宮頚がんの注射のあとよく腕が痛くてあがらないと言っていた。いろいろ報道が出たのは、3回接種
したずっと後だった。（子宮頚がんの予防接種の）

123 子宮けいがんのワクチンは接種してはだめ
124 うちの娘は、何も症状はでませんでしたが、接種しなければ良かったと後悔しています。

125 妹もいますが、心配なので接種していません。安心して接種できるようにお願いします。



126

接種する前の説明会にも参加しました。海外では一般的に接種されていて、安全なワクチンだという
ふうに聞き、安全性を全く疑うことなく娘に接種させました。でも、そのワクチンが原因と思われる障害
をもつことになった娘さんが何人もいると知り、とても心が痛みます。どうしてこのようなことが起きてし
まったのか、本当に安全性が保障されていたのか調べていただきたいと、思いますし被害にあった方
の保障をしっかりしてあげてほしいと思います。

127
接種の痛みもあったが、うったところの腫脹もひどく両液窩のリンパ節がはれてうった方の腕が１W間
痛かった。

128 今までの中で腕の痛みが一番強かった。

129

子宮頚がん予防のために受けておいた方がいい「公費補助で無料だから」と接種させましたが、その
後学校生活も送れない深刻な症状の方がいると報道で知り、他人事ではない怖さを感じています。
我娘は17歳で受験勉強にがんばっていますが、深刻な症状の方やそのご家族の接種した12歳から
の時を思うと、言葉もなく、またこの先の見えない絶望感は想像を超えていると思います。今回の調査
を確実に行い、その結果をぜひこれからの患者救済に生かしてほしいです。また、名古屋市では、国
に先んじて無料接種した経緯とその正当性を振り返り、名古屋市の無料接種期間での患者さんへの
サポートができるようにしてほしいです。

130
たまたま副作用が出なくて良かったと思っています。たくさんの方が副作用で苦しまれ。とても大変な
ことだと思います。今後の調査で解明でき、心配なく使用できることになってほしいです。

131

子宮頚がんを無償で受ける事に決まった初めての年代だったので、新聞やニュースなどで安全性を
問題視されていることもあり、親として受けさせて本当に良いのか不安がありました。なので、すぐには
受けずに様子を見ていた所、学校（高校）の方から｢ワクチンをまだ受けていないようなら受けて下さ
い」との連絡があり、受けなくてはいけないのか？と疑心暗鬼になりながらも、受けました。が、その後
「体が動かなくなった」などのニュースを知り、やっぱり不確定なワクチンを受けさせない方がよかった
と後悔しました。現在日常生活に困る支障はありませんが、「受けない」選択肢を受けてもらえるような
状況が当時はなかったように感じ、国には不信感が残っています。

132

子宮頚がんワクチンは合計3回接種しました。中学生になると忙しいので、何かのタイミングで、ずれ
てしまうと3回接種することが難しくなると思い、慌てて予約して、順調に3回接種を終えることができま
した。でも、あとから、いろいろな副作用が出たとの情報を知ったときは、とてもおそろしかったです。
娘には何の症状も出ませんでしたが、それ以降、予防接種にはとても敏感になり、日本脳炎第2期の
接種も先月に打った（高3）ばかりです。中学生のときに市から案内が届きましたが、こわくてずっと様
子をみてました。

133
接種後に副作用報道があり、心配、不安になりました。副作用はでていませんが、接種前に報道を見
ていたら接種させていません。親として後悔する結果になったらと思うとゾッとしました。

134

確かに中1の7月にワクチン接種したのは早かったかな？と思った事がありました。生理もそろそろか
なと思っていましたが。1回目接種後、いかなり鮮血が出てびっくりしました。（そのあとは2、3ヶ月こな
かった、上の娘→今、高2）2回目はよくおぼえていませんが、3回目接種後生理が毎月近くくるように
なりました。強いワクチンなのかなと思いましたが、下の娘（今、中2）は接種してないのも心配です。

135

光がまぶしく感じるのは、予防接種が原因なのか？と始めて知りました。神経内科を受診し脳波の検
査を行い、異常がなく安心していましたが、このアンケートにより様々な症状がある事を知り、とても参
考になりました。平成5年生まれの上の子は、サーバリックス3回接種しましたが何ら異常を認めません
でした。平成23年～25年にかけて、複数の予防接種を受けているので、そのせいもあるのでしよう
か？

136
子宮頚がんワクチンは3回受けましたが、その時は副作用の件は知りませんでした。娘には何も異常
が見られないようですが、親としては大変心配になります。副作用で苦しんでいる方の手助けをして
あげて下さい。定期予防接種でなければ、うけなかったと思います。

137 副作用の影響が出るのか出ないのか、はっきり説明して欲しい。将来心配です。

138
注射をとても痛がっていました。その後赤みと痛みがしばらく続きました。接種の記入方法がよく分か
りませんでした。記入欄が少なすぎです。体調不良の方のケアや補償をしっかりとして欲しいです。

139 1回目接種した時に熱がでた。その後2回目、3回目は何もなかったです。
140 毎回接種した部位が半日～1日ほど痛かった。

141
何の異状もなかったので受けて良かったと思いました。その後いろいろな報道を見、聞きし、心配しま
したが、この子には何もなかったので安心しました。

142 熱心なおすすめの割にお粗末で不幸な結末にかなり不信感が残りました
143 腕が赤くはれて痛い症状が他の接種と違い長く（2週間ぐらい）続き心配しました。

144
今後、接種を勧奨するワクチンについては、副作用についてしっかりと説明することを学校などに義
務づけていただきたい。



145

伝染性の疾病を予防するための注射は、やはり受けさせるべきだと思いますが、そうでない種類の予
防接種に関しては自己責任となるのではないでしょうか。強制的に接種させようとするよりも、子供に
とって接種しなかった場合にかかるリスクをきちんと説明し、その上でも予防接種を拒否するのであれ
ば、もう親の責任下の事ですので、それは仕方ないのだと思います。

146
初回の接種後に強烈な腕の痛みを訴えたため再度病院を受診したが鎮痛剤の処方のみで様子をみ
るように言われた。このまま腕が動かなかったらととても不安に感じたが、数日をかけて徐々に痛みは
治まった。2，3回目は痛みはやはりあったが初回ほどではなかった。

147

子宮頚がんのワクチンを打った時、横になって受け、うったあとは30分くらいそのままベッドに横に
なっていて下さいと言われました。うったあとに体調が悪くなる人もいるので、念のためということでし
た。新聞とかで、注射をうってから体が痛くなるとかいろいろな症状が出た人がいると聞き、あの時、事
後の対応がよかったからなのかと思いました。

148 ワクチンの接種時期が何度かある場合、どれをかいたらいいのか分からなかった。

149
子宮頚がんワクチンを接種した時期は中1で、学業、部活と大変忙しい時期で生活の習慣が、全て変
わった頃でもありました。体調が悪くなりやすくかったのはその影響が大きいと思います。

150 子宮頚がんワクチンを接種した翌日、腕がだるい、重い感じがしたが、数日後には、治った。

151
子宮けいがんワクチンは、受けた方が良いと言われていました、が、1回目で、問題となりましたが、子
の姉（薬剤師、病院で婦人科に居る）からすすめられ、後の2回も受けました。別に異常はありません
でした。

152 ワクチンによる症状か、そうでないものか判断できない。

153

突然「接種して下さい」みたいな感じであった予防接種で、「早く受けて下さい」的なイメージがあり、
我が子も慌てて接種しましたが、たまたま副作用がでなかっただけで、副作用に合ってしまった子供
達が大勢おられることは、大変残念で悲しい予防接種です。元のように体が動けるようになられること
を願うのと、早急に原因解明して本当に良い予防接種になっていただけますよう、お祈り申し上げま
す。

154 子宮頚がんワクチンの悪影響があるかどうか、心配です。
155 ワクチンを接種した数日は、接種した場所がはれてかたくなりました。腕もだるかったようです。

156
日本脳炎とDTワクチンを一緒にうったら、気持ち悪くなった。肩こりが激しい。手足がベトベトする。体
がかゆくなる。情緒不安定。手に水ほうができる。整理整頓ができなくなった。予防接種制度をころこ
ろ変えないで欲しい。

157

「子宮ガンになって命を落とすより注射で防げるなら、市が無料でやってくれるなら自己負担もなくた
すかるし・・」と思って接種しましたが、こんなに副反応が出ると分かっていれば受けませんでした。幸
いにも我が子は何も症状は出ていませんが」、将来いつ起こっても不思議じゃないので、おそろしい
です。因果関係を早く追求して勧奨してきたことの責任をとってもらいたい。今苦しんでいる娘さんた
ちを救済してほしい。二度とこんなことないようにしてほしい。そしてガン予防のために、若年層に子
宮ガン、乳ガン検診を受けるように勧めるキャンペーンを行ってほしいと思います

158

ワクチンは追加をふくめすべて接種してあります。子宮けいがんのワクチンは痛みに強い？うちの子
でも、ものすごく痛くて、トラウマになりそうだったと言ってました。接種後も痛く（筋肉痛のはげしい感
じらしいです。）友達の中に2人ほど、痛さで病院で倒れた子が居たそうです。痛みに強くなければ１
回又は接種していなかったと思います。調子を崩されてしまったお子さんが早く良くなることを祈って
おります。

159
1回目は特に変わりませんが、2回目は熱が出ました、39℃位。1回目に熱がでていたら2回以降は止
めたかも・・？3回目は高熱はでなかったように思います。

160 行政不信になりました。

161
質問の意図がわかりにくいです。サーバリックスを打ってよかったのかどうか、しない方がいいのか問
題になっていますが各個人で決めたらいいと思います。私は打ってよかったと思っています。どんな
予防接種でも危険はあると思います。

162 接種後、腕の腫れ、発熱、頭痛がありました。再度受診する程酷かったように記憶しています。

163
子宮頚がんワクチンは、接種した所がかなりはれて痛がっていたのを覚えています。はれは１週間ぐ
らい続いていました。

164 因果関係はわからないが、H27.1月に卵巣のう腫（約7ｃｍ）が見つかり摘出手術を受けた。

165
子宮頚ワクチンを受けた直後呼吸が苦しくなり，身体がいたくしばらく30分間動けなくなりました。（●）
日本人にはあわないようです。その後因果関係はわかりませんが、肺炎になりました。

166
副反応がありました。嘔気、倦怠感、注射部位の異常な痛み→報告ずみ。安全がしっかり確認出来
てから使用してほしい。本当に怖かったです。

167
子宮けいがんワクチンの後は、接種の腕が腫れ上がりしばらくさわっても痛がりました。他のクラスメイ
トも赤く腫れたようです。

168
予防接種の為かはっきりはしませんが、いと子の21才には、体が硬直したり、体がだるかったりとまとも
な生活が送れません。国からの通達にて接種をしましたが、しっかりとした調査が足らなかったと云う
ことははっきりしています。随分時間（接種してから）はたったものの自分の体にも不安を覚えます。



169
接種した後、打った方のうでが痛かった。（2週間程）接種した場所が、しこりのように、かたくなってい
た。（けっこう長い間、一年くらいあった。いやだった！！）なにせ、痛かった！！毎回接種するのが
苦痛でした。1回で終れば良いのに…

170
娘の友人が子宮頚がんの予防接種の後遺症で苦しんでいます。医療費の助成など手厚い支援をお
願いしたいです。

171
このワクチンが原因なのかは分かりません。ですがワクチンを受けてから出たものばかり（頭痛など）な
ので、多分そうだと思います。子宮頚がんのワクチンを受けてから異常が出始めたりしました。今さっ
き聞いた事をすぐ忘れてしまったり、人の名前など・・。

172 子宮頚がん予防接種後、腕の痛みが強く腕が上にあがらない程だった。

173

1回目の接種後、めまいで病院に居る段階で倒れ、頭を強く打ちました。4～5分で気がつきましたが
死んでしまったのかと思ったぐらい怖かったです。その後の2回め、3回めの事を考えると悩みました
が3回打たなければ効果がないとの事、接種しなかった事によってもし、将来ガンになってしまった
ら・・・と思い2回、3回ともの凄い注意を払って打ちました。2回めを打ち終えた頃、副作用の報道を見
て、私も娘も子宮頚がんワクチンなんて打たない方が良かったんじゃないか「学校から用紙をもらって
くるから打つべき」という思いで打ってしまった事を悔しく思っています。副作用の報道がその頃から
出ているのに今頃（2年経って）になってからしか調査がこないのか。接種した医者はちゃんと報告す
べき機関に報告してくれているのだろうかと不審に思っています。（●医院）

174
接種3回終了した後に、副作用があると知っても、保護者といたしましても、不安、心配でなりません。
国はもっと副反応を調べてから、接種にふみきってほしいです。副作用は、接種してから何年くらいま
で「カノウセイ」があるのかも、知りたいです。

175
本人は接種後、とくに不調はなかったが、副作用の症状が重いことを知り、二回目以降の接種をみあ
わせた。本人は周りの友人にワクチン接種をした友人が一人もいないとのことで、うたなければよかっ
たと話していた。親としては１回だけうって放置している状況をきにはしている。

176

25年5月に2回目を接種し、25年6月～26年5月頃まで、原因不明の体調不良となり、検査入院、心療
内科等多数の医療機関を受診しました。今は学校にも通えていますが、時々だるさがあり、不安を感
じています。結局原因は不明でした。子宮けいがんワクチンが原因なのか不明ですが、申し出るべき
か迷います。相談できる機関があると良いと思います。どこに申し出るのかも知りたいです。

177 副反応の種類、どういった副反応に気をつけるべきかなど、公表の時に詳しく発表してほしい。
178 接種勧奨よりも副反応が表れた方への手厚い補償、対応をお願いします。
179 めんどくさい

180
接種した後、体に「けだるさ」を感じ、一日横になっていました。熱がでるわけでもなく、他に症状がで
るわけでもなく・・接種した場所は2～3日赤くはれあがっていました。

181
17才ですがまだ生理がありません。病院へ行こうと思っています。子宮頚がんの予防接種が関係して
いるのか心配です。

182
高いお金を投入して　副作用の強い注射をやるより、異性間の交際（性的関係をたやすくもたないよ
う）について中学、高校教育で教育した方がいいのではないでしょうか。保護者

183 接種後は腕が上がりづらかった（痛くて筋肉痛のようだった）

184

無料でガンが予防できると思い安易に接種をした事をすごく後悔しました。なぜなら、その後の副反
応の怖さをTVで知ったり、まず接種者が子供を産むにあたってのデーターがなかったからです。接
種した事で妊娠しにくい体になっていないだろうか、卵子そのものが異常になっていないか等、もしか
すると娘達がこのワクチンのせいで苦労するような事が将来沢山出てきてしまうのではないだろうかと
心配でたまりません。アンケート結果と一緒にこの様な不安がある事も取り上げて頂きたいです。又、
接種者の妊娠、出産の経緯データーも続けて調査してほしいです。安心したいです。

185
1回目の接種後、一週間近く痛みとハレがひどく、病院に行くか悩みました。（腕をあげるのも困難）そ
の後、症状が良くなったので安心しました。2回目以降は、同じ症状が出ませんでした。

186 何日も痛みが続いたが、報道されているような副反応は無かった。
187 子宮頸がんワクチンは、とても注射が痛かった。少し熱っぽくなっただけ。
188 子宮頸がんのワクチンを注射したか所が、今でも（3年経過しても）、しこりが残っています。
189 たまたま副作用が出なかったのでよかったが今後、予防接種は受けたくない

190

副作用で、日常生活が通常に送れなくなる可能性があるのは、とても心配であり不安です。既に接種
して、自分はたまたま大きな副反応は無かったのですが、事前に副反応のリスクを知っていたら、接
種（子宮頸がんワクチン）をやめていたかもしれません。自分の体をかけて、不安を持ちながらの予防
接種は、意味があまりないと思います。

191 接種した時、とても痛がり、うでが動かしにくい程だったことを覚えています。
192 副反応の症状を出してください。

193
保護者が約10年前に子宮頸がんにかかり、手術、再発、転移等大変な思いをしました。子宮頸がん
の予防接種は待望であり、娘が中学生になってすぐ、接種しました。今後は、副反応の出ない安全な
予防接種としてぜひ確立していってもらいたいと思います。保護者（母親）記入



194

子宮けいがんワクチン接種で体が動けなくなった方とかTVで見たり聞いたりしました、大変おそろし
い事と思います。本人、親が娘の為にと思い、何も疑いもせずワクチン接種したために障害者となっ
てしまうなんて大変くやしいし悲しい事と思います。本人のその時の体調にもよるのかどうか・・・ワクチ
ンはこわい病から守るものであるのに・・・世に出す前にしっかりとそのワクチンが大丈夫なのか調べて
から出してほしいです。今後悲しむ方が出ない様にいのりたいです。

195
うちの子は、麻しんの予防接種をした時、副反応があり、はしかにかかったようになりました。Drが、め
ずらしいため、写真をとっていました。手足口病から、ひどい無菌症・髄膜炎になり、大変でした。副
作用、本当に心配でしょう。はやく、何かしら、たすけてあげて下さい。

196
子宮頸がん予防接種を受けてその日夜～頭痛あり次の日には部活を休みました。→2回目中止依頼
（親）親としてはこわくてたまらなかった（親の職業看護師）もう嫌です。

197
今まで予防接種を受けて異常はなかったでもTV見てこわくてこわくてたまらなくなった。この年代の予
防接種は親の判断と責任、へんな予防接種を学校を通じてすすめるな！！（怒）

198
子宮頸がんワクチンによる副作用の情報がたくさんあります。（ニュース等で）実際、どうなんでしょう
か・・・悩んだ末結局うちました。

199
2回で止めたら、1回もうたなかった方と同じなんでしょうか?安全性が確認されたら、3回めを受けても
効果はあるのでしょうか？

200
副作用の話が出る前は、子宮頸がんワクチンの接種をするつもりでした。ワクチンを接種した方がい
いかどうか、早く結果が出ると良いと思います。

201
接種後、接種部位が１W間程度痛かった。そのため物を持ったりするのがなかなかできなかった。ま
た、接種後、月経が半年程度なかったり、月経痛が重くなったりと、月経に関する症状が強くなった。

202
新聞やTVで報道があり心配していた所病院の方からもtelあり、おすすめしませんと言われ本人と話
した結果1回目でやめてしまった。その後予防の為にもう一度うちたいが無料期間も終わってしまい、
副作用の事が気になっている中途のままでどうしていいか判らない。

203
1回目より、2回目、2回目より、3回目、回が増すごとに接種後に、関節の痛み、熱がでた。（１晩で完
治）

204
全部接種したが毎回うでがはれて、１週間ぐらいつづいた。接種した方がいいと思い、打ったが、これ
だけ副反応があるなら接種しない方がよかった。日本脳炎も中途半端になったので、わかるようにし
てほしい。

205 子宮頸がんワクチンはアメリカにて接種、特に副反応なし。

206
日本脳炎ですが私の母子手帳によると（第1期初回・1回①2回2、第1期追加③、第2期④）6ページの
表記は3回しかのってないので第2期を3回目としました。

207

接種1回目は、かなり注射を痛がり、頭痛があり、塾をやすませた、2回目やめようと本人に促したが、
受けておくとの意思があり結局3回接種した。2回目、3回目の接種では、特に症状なかった後で報道
などでワクチンの副作用で大変な状況を聞いたりすると、親として、よかったのかなあと不安な思いで
いる。

208

ニュースで知って、とても不安になっています。ネット上では、将来不妊になる、などといった事も書か
れていて、もし将来、娘が不妊に悩んだとしても、それがこの子宮頸がんワクチンのせいだったとした
ら、保障は、どうなるのでしょうか？このせいだと、気づかずに悩む事になりはしないかと、親として、受
けさてしまった事を悔やんでいます。国のすすめだから、何の迷いもなく、ありがたく受けた物なの
に．．．。もし、そんな事になったら私もでるとこ出ます！！親として許せません、！！

209
もうすこし慎重に、新しい事を実施する時は、検討していただきたいです。あの時障害が残っていた
かも・・・と思うと今でもおそろしいです。

210

今頃、副反応の調査を必要とするようでな予防接種だったかと思うと、とてもおそろしいです。因果関
係がないとしても、様々な意見がでる内容のものだと知っていたら接種しませんでした。医療知識の
無い私達は国が勧奨するものに不信、不安は抱きません。当然のように接種しましたが、娘に申し訳
なく思っています。がんの予防に役立ったと信じていますが、いろんなことが問題だと思います。

211 今のところ、副作用とみられる症状はありませんが、今後でてくるかも知れないと思うと心配です。
212 子宮頸がんのワクチンでどのような影響が出るのかよく分からないので、分かるようにしてほしい。
213 障害（重身）があり2/8～5/8は不明です。
214 早く問題が解決することを祈っています。がんばってください。

215
今回のこの調査は、子宮頸がんワクチンを接種した身としては、事後報告させれられているように感
じ、まるで実験台にさせられているように感じてしまいました。もう少し違う集計の仕方があったのでは
ないかと考えてしまいます。

216
接種時にすごく痛みがあり、皮膚内に金属のかたまりを入れられたような違和感が数年続いた。副作
用の報道後不安になったが、3回接種後だったため、様子見とした。今は痛みも消えたが、ワクチンの
成分が体内に残っていると思うと今後が不安だ。

217
この対象の子は3回接種しましたが、接種後は他の予防接種よりはれと痛みが強かった。同様に接種
した上の子には接種後高熱が出ました。



218

症状が出た時は、ワクチンによる副作用ではないと●で言われましたが、いろいろな報道で同じ様な
症状で苦しんでいる子がいることを知り、やっぱりワクチンのせいだと思いました。●区●の『●』を通
して、予防接種被害の申請を●に出していますが、まだ、認定されていません。進学も、就職も大きく
道を曲げられてしまって、残念です。現在も●の服用がやめられません。早く認定をお願いします。
自費で中3の時に受けさせた自分にも後悔しています．．．（根本的な治療薬の開発も宜しくお願いし
ます。）

219

子宮頸がんワクチンは受った方が良いと言われ、子供に受けさせました。今は話題になっている様な
副作用がない為、安心はしておりますが、いろいろな方に受ってどうだったと聞かれます。TVなどで
見て良いとも、悪いとも返事してあげられないので、実体を早く、皆に知らせていただける事を願って
います。

220
現在、健康に問題はないが、ワクチン接種後は、体がだるく微熱もあり、夜寝返りができない程、接種
部位が痛かった。

221 すべてのワクチン接種後、副反応もなく、元気に過ごしています。

222

中1で卵巣のう腫が見つかり、接種前にオペしました。幸い良性でしたが、やはり報道をみていると、
接種はとても不安でした。100％の確率で安全なものはないと分かっていても、やはり、わざわざ受け
たものが裏目に出てしまったりするのは怖いです。ススメる方も開発する方も、自分の身ではないから
簡単な判断なのかな、とかも思いました。

223
うちの子は特に異常もなく、接種時ニュースにはなっていたが、私自身が子宮頸がんで何度もひっか
かっているので接種をしました。接種後1時間病院にいなきゃいけませんでしたが、うけてよかったと
思っています。

224
接種後、痛みは少なかったが月経が1年間なくなり、産婦人科に受診しました。→開始の一番 初の
時だったので3回受けましたが。今も明らかに、月経等に変化があり（悪影響で）今から接種を迷って
いる人に相談された人には「やめたほうが良い」と言っています。私も今だったら接種しないです。

225
娘は高2（早生まれ）になりましたが3回目を受けた方がいいですか？テレビで副作用があるので、3回
目はいいかナと思いますが・・・。保健所に聞いてみます。

226 正しい情報を発信して欲しい
227 1回目を受けた後から腕にしこりが残っています。

228
注射後、注射した部分が直径5㎝程はれて、筋肉が固くなったように感じ、痛みが1週間程続く症状が
出ました。

229 接種後、腕はひどく痛みがありました、（１週間程度で改善）
230 子宮頸がんワクチンをうったときに、うでがはれて、だるかったです。
231 3回め接種後、その腕にじんましんがでました。

232
1回目接種直後、打った側の耳が聞こえなくなり、クラクラして目が見えなくなり、そのまましばらく気を
失いました。医者は、痛みによる迷走神経の異常だと言いましたが、血圧も下がり、とても怖い思いを
したので、2回目以降は受けませんでした。

233 安全なワクチンの開発をよろしくお願いします。
234 母子手帳が所在不明のため詳細がわかりません。
235 子宮頸がんを初めて接種した時。注射をして5分くらいに、めまいで倒れた。

236
今、副作用がかなり問題視されていますが、娘達が接種した頃は、その様な副作用は知りませんでし
た。今となっては、接種し、特に副作用も出ていませんが、もしその時、知っていたら接種しませんで
した。

237 サーバリックス接種による不妊症の有無を知りたい。

238
子宮頸がん全くうける気なかったのですが、強制の様な感じもあり、まわりも受けていたので、うけまし
た。なんだか後悔。

239 ワクチンを打った後の腕のだるさが大変でした。
240 子宮頸がんのワクチンのあと高熱、しっしんがすべての時にでました。

241

それまで予防接種で感じたことのないものすごい痛みをうったあとかなり長い時間うでに感じました。1
度よりも2度目、3度目の方がはるかに痛くて、もう打ちたくないとすごく思いました。そんなふうに思っ
たことは一度もないので、すごく覚えています。副作用が強くでてしまう人が多いのが、なんとなくわか
ります。母も今だったら絶対接種させなかったと言っています。私は、とりあえず、何もなかったのは、
本当にありがたいです、今からうとうかとおもう人には、すすめません。

242 打った後、腕が痛すぎて、体育ができませんでした。
243 別に痛くなかったです。

244
世間で副作用について騒がれる前だったので、深く考えず、接種券が届いたので、病院へ行って、
接種したが、何事もなく良かったです。下の妹については、副作用について、日々報道されていた時
期だったので、接種するか悩んだ末、接種しない選択をしました。

245
市の接種勧奨を100％信じて、子供に子宮頸がんの接種を受けさせたが後からこのような問題がおこ
り、自分の子は幸いにも何もなかったからよかったものの、何かあったらと思うと受けさせた私自身を
一生責めなければならなかっただろう。もっとよく調べてからすすめて下さい。子の母より。



246 腕が重い症状が続いた記憶があります。（周囲のお友達も）

247
当時、ガンの予防になると知り、娘に受けさせました。長女は自費（15,000×3回）で受けさせました。
しかし、うちの子はたまたま、副反応がありませんでしたが、副反応のあったお子様方は本当に、後悔
されていると思います。このようなことをなくしてほしいです。

248

アンケートの症状欄を見て不安を感じました。ワクチンが体のどの部分（脳？）に副反応を起こしてい
るのか、どの期間それが続くのか、導入の頃アメリカでは普通に接種されている安心だという情報が
あったのが、なぜ日本人には副反応が広く起きているのかという点について、広く新聞等で知らせて
ほしい。

249

アンケートをきっかけに自分の体の不調を、ワクチンの副反応と結びつけて考えてしまう子が出てくる
ことを心配しています。月経不順などは、年頃の娘は誰でもあることでは？と思います。体についての
十分な知識がない子どもが必要以上に不安になることを考慮して、アンケートの結果と共に報告をし
てほしい。

250
国や市の積極的な勧奨があり、良い事ばかりがアピールされ子供の将来のことを思い、接種を受けま
した。しかし　接種により様々な症状が出ていることを知り、大変驚きショックを受けました。症状が出
てしまった子供達に対して、国や市はしっかりとした対応して頂きたいと思います。

251
ワクチン1回目接種した次の日は、腕がすごくだるいと言っていた。娘は6日でおさまったが、友人のな
かには体がだるくて欠席（1日）してる子もいた。重篤な副反応があると知らなかったため、3回がん
ばって接種したが知っていたら受けませんでした。かわいそうでした。（毎回だるくなったので）

252 公表する時に回答した子ども達がわかりやすく、見やすく公表して頂けたらうれしいです。

253
子宮頸ガンワクチンに不安がありましたが婦人科の先生にすすめられて接種しました。しかし、現在
の体調を考えると受けなければ良かったと深く後悔しています。

254 4/8のその他の症状を参照。

255
「小学6年生以降に・・・」というくだりですが、質問4について質問の書き方に工夫が必要です。母子
手帳を見ながらすべての接種済のワクチンを記入するところでした。

256 子宮頸がんのワクチンの後遺症が今後でるのか不安である。

257
子宮頸がんワクチンについて副反応は報道されていますが、子宮頸がん罹患は報道されません。こ
のため判断を誤ってしまう人がいると思われます。無料の接種は是非続けてほしいです。

258 子宮頸がんワクチンを受けた人全員に健診券を出してほしい。

259

一部のお子様の後遺症で、このワクチン接種が消滅する事は望ましくありません。我が子はたまたま
幸いにも後遺症はありませんでしたが、ワクチンが身体に合わずにそのような事が起きた事には必ず
何らかの理由があるはずです。なる子とならなかった子ではなく、全ての子供が安全に確実にワクチ
ンを受ける事ができるような開発を願います。

260 娘は問題なく生活しています。

261

色んな副さようが出ていると聞き、心配しています。特に注射が（子宮けいがん）痛かったそうですの
でその後は、インフルエンザ等もひかえています。今後、子宮けいがんの予防接種による、害が多発
し、子供にも出産時期等に影響があった場合、団体でうったえれる機関をもうけて欲しいです。不安
です。

262
上の子（●）は子宮頸がんの予防接種は3回受けて無事でしたが、副反応でそれまで健康だった子
達が苦しんでいるニュース等を見て下の子は受けさせていません。

263 1回目で高熱が出ましたが2回目、3回目接種後は異常はありませんでした。

264
一緒に受けた子は、注射した時、痛みがすごくて、腕が上がらなくなる位だと言っていましたが、うち
は全くそのようなことはなく終わりました。

265

子宮頸がんワクチン2回目接種時に1回目の時の痛みと手先のしびれがあった事を医師にも伝えまし
たが「こんなものだよ」と言われ3回まで打ちました。今後この様な事があっては絶対にダメだと思いま
す。ありとあらゆる検査をしましたが数値に特別な異常が出ず体は健康と言われてしまいます。しか
し、神経は生きてると言われますが半身まひは治りません。この年齢で毎回導尿をし生理も止まり、
どーか助けて下さい！！1秒でも早く治療法を見つける力を貸して下さい。毎回地獄なんです。夢は
変える事になってしまったけど日々がんばってます。まだ諦めたくないです。皆と同じ生活を早くした
いです。よろしくお願いします。

266

1回目の接種で広い範囲が腫れて腕がおもく感じるなど副反応が出たが、公費負担の対象だったた
め、接種間隔を適切に実施した。しかし、体調が悪くなる等の本人の訴えはつづいていた。（友人も
同様だった。）その後、副反応の報道が出て、親子で、驚くとともに、親として、子供に悪い事をしたと
接種させたこと、後悔をした。幸い報道の様な大変な副反応はなく、現在は元気でいるが、今でも後
悔している。何を信じたら良いのか？今も苦しむ若い少女達、親たちの援助を望みます。

267 接種後、腕の筋肉痛のようなものが1日程度感じられた。
268 無料になるのをまって接種しましたが、報道でみる副反応があると知っていたら接種しませんでした。



269

子宮頸がんワクチンは、予防効果が高いという事だったので、親の奨めで、接種しました。注射自体
は痛かったですが、特に副作用は3回共ありませんでした。子どもの頃から、予防接種は必要だと思
われるものはほとんど受けてきました。接種の時に注意することは、体調の良し悪しで、親の話では、
体調の悪い時には接種を見合わせ、次の機会（体調の良い時）を待つことで、ほとんどの予防接種で
副作用の経験をせずに済みました。

270
子宮頸がんワクチンを1回目接種後はものすごく痛みがあり、しばらくうでが上がらなかった様です。
先生からは「針が長い為　筋肉の奥までささっているからと言われました。2回目以降はこんなものかと
気にせずに接種させていました。とにかく痛みがつよい様でした。（普段はあまり痛がりません）

271

注射後、何日が筋肉痛のような痛みが、腕にあったみたいだが、せっかくあと1回というところで、副作
用の恐ろしい報道があり、3回目はやめてしまった。予防接種は大事だと思うが、今のままでは3回目
の接種は恐ろしくてできないです。2回の接種でも十分なのか、また 初からやり直しになるのか、説
明してほしいし、安全なワクチンを提供して欲しい。

272 今後調子が悪くなったとき、それがワクチンの影響なのか別の原因なのかわからない。不安です。

273
海外の先進国ではかなり導入されているとニュースで見ましたが、他国においての副作用について
の情報は殆んど流されていないと思います。世界全体での、統計を知りたいです。下の娘（現在中2）
については、不安があってまだ接種させていません。

274 接種の2回目の時けいれんなど体調の不調を覚えた。

275

月経が不順なのが今、心配しています。中学時なのでまだ定期的にこなくてもしかたないと思ってい
ましたが、年に2～3回なので、婦人科に受診しようと思っています。ワクチンを接種した事で、とは
思っていませんが、少し心配です。今、小学6年生の娘もいるのですが、子宮頸がんのワクチンが安
心して接種できるといいなぁと思います。

276 ワクチン接種後1週間くらい、接種部分が痛くて腕が上がらなかったことを覚えています。

277

質問文があいまいでわかりにくかった。予防接種前と後の変化みたいなものを聞いてくれるのかなと
思ってました。ちなみに、私は子宮頸がんワクチンの接種の直後、少しめまいがして、歩くとフワフワし
た。その接種の月は月経不順があった（月1回のところ、2回起きた）こういった症状は質問2にはふく
めなくて良かったということなのか。いまいちわかりにくい気がした。

278 打つべきか否か、科学的に明言することが、求められます。

279

子宮頸がんワクチンの接種をしてから、急激に全身のむくみが出はじめ、今だにむくみで悩まされて
います。むくみからか、一気に体重も増加し、何をしても体重の増加がとまりません。今はむくみの治
療をして体調のバランスが崩れないようにしています。知り合いの子も、ワクチンの接種が済んでか
ら、同じく一気に体重増加し、大変な思いをしている人がいます。やっぱりホルモンに何らかの影響が
るのでしょうか？

280

小学校に入学する前から毎年インフルエンザの予防接種をさせています。子宮頸がんワクチンは、年
齢的に無料になる前から接種が解禁になってすぐ打ちました。1、2回は実費で、3回目だけ無料で受
けました。インフルエンザの予防接種と同様少し赤くはれた（うった所）程度で他に別にかわった所は
ありませんでした。受けてよかったと思っています。

281 接種を受ける用紙と共に、この調査表を送って頂いた方が良かったとおもいます。

282
副作用の報道を見て、1回目を接種してから辞めています。早く原因がわかり、安心して接種できるよ
うになってほしいです、そしてこのような理由で接種を中断しているので対象年齢から外れても無料
接種できるようにお願いいたします。

283 身近な人が副作用で車いすの生活になってしまいました。
284 安全なワクチンを開発されることを望みます。
285 3回目を受けてから39.5℃の熱がでました。

286
接種したぐらいから、時々片頭痛がある様な気がする。本人いわく手に力が入らない事が時々あるら
しいが、日常生活には問題はない。自己ホルモン注射でなれている子ですがひかく的痛みには強い
方だが、この予防注射は、かなり痛いらしいです。本人によると。

287

子宮頸がんの注射はかなり痛いと聞いていましたが、予防できるものならと、3回きちんと受けました。
自分の子供は何も異常がでなくてほっとしていますが、歩けなくなってしまったという子がいたと聞い
てゾッとしました。早く、何が原因なのがつきとめて、安心して受けられる様にしていただきたいです。
私もその話を聞いた後なら、打つのをやめていたと思います。

288
サーバリックス3回目接種したあと、半年位左うでが肩より上にあがらず痛みがありました。その後なく
なりました。

289
1回目の接種より2回目方が接種したうでが腫れて本人もしばらく（1～2日間くらい）痛がってはいまし
た。持病（こう原病）がある為、主治医にも接種をすすめられ、比較的早い時期に接種を受けましたが
腫れを痛がる以外は今のところ気になる症状はないようです。

290
接種する時は、副作用も心配しましたが、思いきって接種しました。結果的に接種前と後では　なん
の変化もなくよかったです。母より

291 副反応に苦しむ方々への支援を手厚くしてほしいです



292
確かに筋肉注射であるため、注射後の痛みはありましたが、我慢できるものでした。人によって痛み
の個人差はあると思うので、はっきりとは言えませんが、結局は本人の気の持ちようなのではないかと
思います。

293
腕が上がりにくい程痛かったと聞いて臨みましたが、注射も副反応の痛みもなく済んで良かったで
す。

294

我が子には副作用として、何が影響として出ているのかはわからないです。元気で生活しています。
しかし、子宮頸がんワクチンを無料で受けられるし、将来的にも、がんになるリスクが少なくなると信じ
痛みの強い予防接種を受けされました。他の方では重篤な副作用が出て、その後の生活を狂わされ
てしまったお子さんもいて、とても恐ろしいことであるし、そんな恐ろしいものを良いと信じ受けさせた
自分が恐いです。もっと、きちんと臨床試験など、出来なかったものなのでしょうか。あまりにも、ずさん
です。…母より

295 H22～26まで海外在住の為、子宮頸がんワクチン接種も海外です。

296
赤くはれあがって、痛かった。3回共、すべて、インフルエンザ予防注射もすぐ、その場で赤く痛みを
感じるけど、それ以上に赤くはれ痛みもひどかった。

297 このような恐ろしい副反応が出ることがあるワクチンを3回も接種したなんて、ゾッとします。

298
子宮頸癌ワクチンを悩んだ末、受けなかったら、高校に入ってから、保健体育の先生に、「信じられな
い」と言われ、受けることにしました。副作用が出なかったから良かったものの、これで何かあったら、
悔やんでも悔やみきれません。もっと安全を確認してから、ゴーサインを出して欲しいです。

299
子宮頸Kワクチンを、問診表を学校からうけとり次第すぐ接種しました。その際Ｄｒは副作用等の説明
はなく、3回無事終了でき、現在、問題となっているような副反応もなく本当に良かったとおもいます。
今なら接種は絶対しません。

300
予防接種の後遺症に悩む方々に心を痛めています。Ｈ27.12月に公表する予定とのことですが、結
果はこのアンケートのように各家庭に送付して欲しい。うちの子のめまいなども後遺症なのかとうた
がってしまいます

301
H.25.4.27　全身にけいれん症状が出て●へ救急でかかりました。この予防接種との関連はわかりま
せんが手の指のけいれんは2週間程続きました。現在は何ともありませんが、突然だったので驚きそ
の時の医師もけいがんの接種が関係ないとは言えないですとのことでした。

302

子宮頸がん予防接種が原因と疑われる副作用が出ていることについて、もっとくわしい情報を出して
ほしい。全体の接種者のうちどの程度の割合でそのような症状が出ているのかや、その症状が出てい
る方は2種類のワクチンのどちらを接種したのかなど、詳細を知りたい。今後接種対象の子供を持つ
親として接種するべきかしないべきかの判断材料がほしい。

303
接種後、腕全体がすごく痛く、動かせないほどだった。数日で痛みはとれたが、今、後遺症の話をき
き、とても怖いと思った。

304
子宮頸がんワクチン接種後、副作用が全くない為、翌日より、部活（バスケットボール）に参加し、その
後2回共同じように翌日からハードな運動部に参加してました。結果、歳の離れた妹にも躊躇なく接種
するつもりでいます。

305 子宮頸がんワクチンは受けるべきと思います。

306

接種を受ける頃はまだ副反応の報道などは公にでておらず、名古屋市が無料で受けられる制度を開
始したということで、疑いもなく、かかりつけの婦人科の先生も勧奨しておられましたので、受けまし
た。予防接種には副反応がありうるものですが、よかれと思っていたものも、今後の娘の人生に大きな
影を落とすことになるようなことがあるとしたら、いてもたってもいられません。

307 2002年生まれの妹は怖くて接種していません。安全性を早く確立して下さい。

308

2回目を受けた後、報道をみて心配になって2年近く3回目をうてませんでした。2回目まで接種してい
た小児科でもあまりうちたくない感じ…なので余計にうてませんでした。しかし、たまたま受診した産婦
人科ですすめられ、やっと3回目をうてる機会がもてました。もちろん接種した後はすごく痛みがあり、
かわいそうでしたが、ガンなどの予防になるなら接種できてよかったです

309

2回目を接種した頃から報道がよくするようになった事が原因か2回目まで接種していた小児科でもう
“接種する人がいない”とあまりうちでは受けてほしくない感がとてもあり、こちらも不安になってくるの
でうちづらくなり、しばらく様子をみていましたが、中3の時に産婦人科を受診する事があり、そこで3回
目を接種する事をすすめられて、接種する事ができました。報道などのためにこのように途中でやめ
てしまっている子がたくさんいると思いますので、1、2回と接種してたいして異常のない子（もちろんす
ごい痛いみたいですがうちもそうでした。）は接種した方がよいと思います。うちも接種を終えることが
できてよかったと思います。あと、あまりに色々な医療機関で接種できるのが問題では？婦人科のみ
で接種するとかにした方がよいと思いました（説明がしっかりしている）

310
子宮頸がんワクチンを3回接種しましたが、注射がすごく痛かったし、直径4㎝ほどのはれが、2週間く
らい続きました。

311 ワクチン番号1回目AHPVA143AA、2回目AHPVA143CA、3回目AHPVA161BA

312
接種を受けた直後は、特になんの異常もありませんでした。勉学への影響についてのアンケート部分
に、その他の項目がほしかったです。



313
うちの子どもは、何も症状が出ていませんが、たくさんの方が、後遺症に悩まされているとの事ですの
で早く、改善してあげて下さい。

314 私の名古屋市の知人が副反応で苦しんでいます。助けてください。
315 性同一障害で、男性ホルモンを射っているので、現在月経はありません。

316
3回受けましたが、薬がきつかったか、腕がしばらく間上へ上げる事が出来ず、つらそうでした。体も少
しだるそうにしていました。友人にも、体調がしばらく悪いような人がいたそうです。確実に大丈夫だと
いう薬を提供して欲しいです。

317

娘は質問2．の項目のような症状が特に出ていなが、3回接種後に副作用で苦しんでいる同じぐらい
の娘さんのニュースを見て主人と2人で言葉を失いました。お母さん達はネットが主となった今、ガン
で苦しんでいる遠くはなれた友人達を知り、「この予防接種はぜひ受けさせたい」と喜んでいた。その
くらい期待の高かった予防接種だった事もあり、わが家でも娘に受けさせたけれど、副作用のあった
娘さん達の親、そして接種した医者も後悔していると思う。彼女達にはなんの罪のないのだから。接
種に関してGOサインを出した人達、製薬会社には、苦しんでいる方達の生活の支えになる援助をし
てもらいたいです。

318 調査上関係あるかわかりませんがちなみに初潮は小学4年生と早かった方だと思います。

319
3回とも受けたが、家に帰ってからおなかがとても痛くなり、生理が来て、生理痛もいつもよりひどく、学
校を休むくらいひどかった。毎回でした

320

娘にとっては何の異常はなかったのですが、接種後はインフルエンザ時に比べるとかなり心配はして
ました。というのもかなり痛がったからです。一週間以上は痛がりました。水で冷やしたり、運動を控え
たり…と対処していました。あとからわかったのですが筋肉注射だから、少々痛みが強くあり、長びい
たりする、という事で納得しました。割と予防注射は接種してきましたが痛がりようは一番印象に残って
いました。

321
子宮ケイガンの副作用を知ってから今まで気楽に受けていた予防接種が受けられなくなりました。副
作用が悪くて。子供になんの副作用も出なくホッとしてます。

322

私は予防接種を受けても異常がないので受けてよかったと思うし、このまま健康でいられたら、この予
防接種に感謝すると思います。でもその一方で副作用をおこしている方がいるのはとても悲しく、自
分が健康でいられているのに、と複雑な気持ちでいっぱいです。私たちのための予防接種を無料で
受けさせてくれてありがとうございます。副作用を抑える薬がたくさん開発され、すべての皆さんの健
康が守られることを願います。

323
産婦人科で受けたら、30分程度は様子をみるために、院内にいるようにと言れて3回とも、いたのに、
他の病院などはすぐに帰ってもよいと言われていたそう…そこはしっかりやった方がいいと思う。

324 3回ともとても痛かったです
325 ワクチンの副反応について情報公開が遅かった。アンケートを実施するのも遅いと思う。

326
娘の高校の同級生は身体の右半分が不随となる副反応が出ました。これから先のことも大事ですが、
既に副反応に苦しんでいる子供たちの保障してあげてほしいです。もしかしたら自分の娘がそうなっ
た可能性もあると考えるととても怖いです。

327 何か、ワクチン接種で問題がある場合は速かに公表して欲しい。
328 アンケートが複雑すぎる。子宮頸がんのワクチンだけのアンケートにしてほしい。

329

副作用が出てしまった方は本当に気のどくでさぞつらい思いをして見えるでしょうね、我が子であった
らと思うと他人事ではありません。しかし予防接種の大切さもわかります。不幸な事故はあってはなら
ないと思いますがゼロになる性質の物でもないと思います。特に子宮頸がんワクチンでは不明な部分
が解明されていないのならば本人の選択に委ねるのが良いのではないでしょうか。

330 筋肉注射が痛くて2日位頭を洗うことや、手を動かす作業が大変だった。

331
子宮頸がん接種、初回22．10．30サーバックス、2回目22．12．2サーバックス、3回目23．6．4サー
バックス

332
副作用は無かったが、皆（私もふくめ）打った所はポンポンにはれてて、軽いボディタッチも痛いくらい
だった。（3日間ぐらいはれあがっていた）

333
子宮頸がんワクチンの初回接種後、頭痛がありました。副反応なのかは分かりませんが、普段頭痛が
なったので驚きました。2回目、3回目接種後は体調の変化はありませんでした。

334
接種後にTV等で副作用の事を伝えていて、見ていて怖かった。何も無く娘はすんだが、接種前に目
にしていたら接種しなかったと思う。

335
娘は副反応が出なくてワクチンを接種して病気が防げるという安心感が得られたが不幸にして　副作
用が出た方は大変お気の毒に思います。重篤な方がいるとTVで見ましたが、ワクチンの副作用が原
因なのか、究明して頂きたいです

336
何も異常なしワクチンをうった時は痛いとは言ってました。同じ高校の１つ上の先輩が接種したことで
車椅子になってしまいました。

337
子宮頸がんワクチン1回目接種した夜全身の痛みで夜が寝つくことができない状態でした。（次の朝
からは大丈夫でした。）2回目3回目は、何も副作用はありません。とても怖かった事を覚えています。

338 受けた後、患部がはれてすごく痛かった。



339

子どもの接種について非常に迷いがあった。任意とはいえほぼ強制的様の風潮があり、接種しなくて
もし将来何かあったら親の責任…かと思い、接種させた。が2回目を打ったあたりより副作用の報道が
出始め非常に不安の中3回終了、幸い我が子には何も出なかったがその後報道等により今中2の次
女は接種は全く考えられない。私（母）は認知症クリニックに勤務していて当クリニックに子宮頸がんワ
クチンの副作用とみられる女児が数人来院し治療した。重症な子どもは居なかったが倦怠感や記憶
障害が主で日常生活も困難である事からわざわざ遠方から来院。そういう事を目にすると今は何も起
きない接種した娘も何かしら罹患していないだろうかと大変不安である。（不妊等）

340
無料接種、年令以上の娘二人も実費で2回受けた後接種中止になり2回でも効果があるのか？無駄
なお金を払ったのか？知りたいです。副反応の様子などを見てからは接種させる勇気はありませんで
した。調査結果の公表をしっかりして下さい。

341

子宮頸がんワクチンを2回で止めたが効果があるかが気になる。新めて接種しようと思うとやっぱり母
親としては心配になる。どんな予防注射にも副作用はあるが自分の娘に副作用が出たらと思うとやっ
ぱり迷ってしまう。2回でも少しでも効果があるなら気持ち的には3回目は接種しないと思う。2回でも効
果はありますか？

342 副作用のこともあり、 も健康状態が良好な時に接種しました。（親の判断で、なんとなくです）
343 子宮頸がんワクチンは赤くはれ痛がりましたが、我慢できない程ではありませんでした。

344
子宮頸がんのワクチン接種時に痛みがあった。翌日から2～3日接種した腕が痛く、肩が上がらなかっ
た。（筋肉痛のような痛み。）

345

集中力、視力に関しては、そく湾症が原因と説明されています。生理、冷え、寝つけないことに関して
も思春期の問題ととらえて心配しておりませんでした。このアンケートで逆に今までの接種で何か？と
心配になりました。この症状は何が原因でどうしてこんなふうになるのか？質問の意図を知りたいで
す。子宮頸がんワクチンに関しては、身近な子供の友人の姉等で、3回済んでないうちに初体験を済
ませてしまい1～2回接種した意味がなかった等の話から、接種できる歳になりすぐに受けさせました。
ニュースなどで心配はありましたが。1・2・3回でもしも間をあけると効果がどうなるか？の説明も医師が
して下さいました。不妊だけが心配です。今の所は不順な時もありますが年相応なので…。リスクや効
果がわかりやすいと助かり安心します。

346 友人が子宮頸がんワクチンの接種後、体の痛みにより学校を休んだ。

347
1回目接種後うでが痛くうでが上がらず37.4℃の熱が出た、1週間後に症状が消失。接種をうけた病院
へ行くも、様子観察のみ、その後、2回目、3回目は、症状が現れず。

348 子宮頸がんワクチン3回接種しましたが、全く副作用はありませんでした。
349 2～3日、痛かった。はれた感じがあった。

350

国がすすめた予防接種を何の迷いもなく娘に受けさせました。幸い副作用は起きませんでしたが、接
種時に副作用が起きたとすると、その時点では大丈夫でも長い経過をへて何か副作用が出てくるの
では？という強い不安感を持っています。なぜこんなに長い間結論が得られないのでしょうか？副作
用で苦しむ方の救済と一日も早い結論が出せるよう努力していただきたいです。

351
子宮頸がんワクチンを接種した3回目の時接種後、2～3時間軽度のしびれありました。（接種した左
腕のみ）

352
1回目は全く痛みはなかった。（後日も）2日目と3回目が同様の痛みが3日間くらいつづいたのち引い
た。特に副作用は見られなかったと思う。

353 子宮頸がんとは関係ありませんが市長の汚い名古屋弁の使用をただちにやめていただきたいです。
354 アンケート等の対応が遅い。
355 記入が見づらくすみません。

356
1ヵ月後（2回目）からの味覚の変化があり、甘いものや油っこいものが食べれなくなりました。起立性
調節障害が悪化し休職しました。これから検査を受けます。

357 途中で止めなかったが、かなり腕がはれあがり、熱を持って痛かった。

358
接種時、接種後とても痛く辛ったです。普通の注射は痛いと感じた事がないのに激痛と言ってもいい
ほど痛かったです。当時は運転をしており、腕が痛く部活動やその他に支障が出ていたのでとてもい
やでした。何よりも筋肉に注射をするという事が怖かったです。

359
結局のところ、私の症状は子宮頸がんワクチンの副作用なのでしょうか？何故、こんな目にあわなけ
ればいけなかったのでしょうか？とても辛いです

360
副作用が酷かったです。腕が重い・腕が痛い・身体がだるい→3日間程。1回目接種後症状が酷かっ
た為病院受診。2回・3回が憂鬱でした（できるなら止めたかった）

361 返却用の封筒がもう少し大きいとよかったです。

362

接種の翌日から体調をくずし、主治医や他院を何件もまわり、症状を訴えたが、学校に行けないくら
い体調が悪く、食事もほとんどとれない日が4ヶ月以上続いたにもかかわらず、検査をしても明確な異
常が見当たらず「このワクチンでそのような副反応は報告されていない」と言われるばかり。でも絶対ワ
クチンの副反応だと確信しています。今でも疲れがたまったりするとこの時と同じような症状が現れま
す。ＴＶやネットでみる重症の人のようになるのではと、ドキドキします。



363
副反応というのは個人差もあると思いますが接種してからすぐ出るのか時間が経ってからも出るのか?
接種3回目は本人と話し合って検診をすれば良いという結論に至りその方が万が一のリスクを少ない
方で選び決定しました。

364
起立性調整障害で中1～高2の現在まで初春の時期1～3カ月頭痛・はきけ・めまい・腹痛などで学校
を休むようになっている。ワクチンと関係あるのか？！

365
質問2は非常に答えに困る質問です。なしとは書きますが、直接的原因ではないかもしれないからで
す。成長期なのでそれが症状かどうかわかりません。

366 アンケート用紙を封筒に入れにくかった
367 子宮頸がんを打った左腕の部分をたまに強くぶつけたりすると痛みが出ることがある。

368

子宮頸がんワクチンを接種した夜は腕がパンパンに赤く腫れ熱を帯びていました（上腕）本人はもの
すごく痛がり夜通し痛みで泣いており、眠れない程でした。眠れないのは一晩でしたが１週間位、腫
れ痛みは治まりませんでした。（以上1･2回目接種)3回目接種時はそれ程腫れませんでしたが、やは
り暫く痛がっていました。現在は元気に生活していますが副反応の症状に悩まされている方は本当に
お気の毒に感じます。なので私は接種に賛成できません。

369 子宮頸がんワクチン1回目接種後(5分後くらい）に嘔吐した。
370 苦しんでいる方々に一刻も早く手厚い援助を希望します
371 背中の痛みが特に強くありましたが、成長痛かもしれないと思ったり副作用かどうかは不明

372
少しでもはやく（すでに受けたものとしては）情報がほしかった。このアンケートも今さらの感がある。市
として国へも結論が出る方向へ要望を出して欲しい。

373 インフルエンザの予防接種を無料にしてほしいです。死んでからでは遅いです。

374

どうして子宮頸けいがんワクチンがあんなによいといわれていたのにこんなに、ひどく副作用がでるこ
とになったのかはっきりしてほしい→経緯を公表し責任を明確にし副作用で苦しむ人に一生責任を
とってほしい。副作用の％が他より高いかどうかつつみかくさず公表してほしい。ほんとうに3回めをう
たずによかったと思い自分の友人に感謝している。少子化、高齢初出産化にも影響する大問題だと
思う。

375
3回接種しましたが毎回調子が悪くなりました（頭痛・微熱・だるさなど）接種した。翌日はたいてい学
校を休みました。症状は1日ぐらいで良くなりましたし今現在、特に悪いところはありません。

376
子宮頸がんワクチンの接種はしましたが、本人や友達はかなり痛みと腕のだるさを口にしていました。
部活をやっていたので接種は定期テスト前の部活休みにしたのですが、腕がだるくてテスト勉強の字
が書きづらいと言っていました。特に副作用が長く続く事はありませんでした。

377 苦しんでいる子供達を助けてあげて下さい。
378 原因不明の手足のむくみ、関節痛（時には痛くて歩きにくいときもある)シップや●を使用するなど。
379 2回目の接種後、腕全体の痛みが3日以上つづきました。

380
(質問5-2）←この質問の意味がわからない。2回接種でいいんじゃないのか？そんなに何回もするも
のなのか？

381
本人が国内に居ないので詳しくはわかりませんが、ニュースで報道されたような副作用はみられませ
んでしたし、体調などの変化も特になかったと思います

382

子宮頸がんの予防接種開始の頃で接種しましたが、その後次々と予防接種を打った後に後遺症が
発表され幸い何事もありませんでしたが、怖いなと思いました。関係性をハッキリさせてもらいたいと思
います。子宮頸がん予防接種はかなり痛いと聞いていたので、打つ時はかなり緊張し、先生や看護
士さんの「リラックス」「力、入れない方がいいよ」と言葉をかけていただきました。確かにかなり痛かっ
たです。

383 子宮頸がんワクチン接種から原因不明の発熱、身体の痛みがよくある。

384
これまでのところ、特に副作用が無かったことをありがたいことだと思っております。接種直後は腕を
痛がっておりましたが、翌日には部活動（体育系）にも参加でてきておりました。

385
注射を接種すると痛くてきき手ではない方に打ってもらった。TVで副作用の話題をみる度、無事に注
射がうてたのと副作用がなかった安堵感があり、副作用のひどい子の話を見ると、他人事には思えな
い。安全安心でなければ注射を打つリスクが高すぎると思う

386

予防接種で、しかも中学生になって受けたのに、尋常ではない痛さで、当日、翌日も痛いと友人達も
口々に言っていたようです。ニュースなどで接種された後、震えや色々の症状で、日常生活に、支障
がでているのを、見て、恐しかったです。因果関係が証明されてないという事ですが、親としてもとて
も、それでは、終わらないです。誰が症状にでるか、わからない感じで、見ていて気の毒です。どうか
手厚いフォローをしてあげてほしいです。

387
子宮頸がん注射は、1回目が思ったより痛く、痛みも1週間くらい続きました。2･3回目は痛くなかった。
もし副反応の報道を見ていたら、2.3回は接種しなかったでしょう。周りの友人は1回であきらめた人が
多かった。

388 姉がハンズです。自分も出るか不安です。



389

二人娘がいますが、案内があった時は当然、他の予防接種同様、接種しなければならないと思い、
当たり前の様に接種しましたが、いろいろ後遺症をTVなどで知り、打たなければよかったと後悔して
います。今のところ、幸いにも目立った症状はないのですが。国としてすすめる以上きちんと検証して
リスクも知らせた上で案内してほしいです。母親として!!

390
娘二人共、何の疑問もなく接種してしまいましたが、今、もし戻れるなら絶対接種しませんでした。た
またま、うちの子にも目立った症状はありませんが、ニュースなどで目にすると、本当に他人事ではな
いように感じます。国として推める以上責任をもってお検証してほしいです（母親より）

391
強い副反応（他覚的に判別できないもの）があるケースは、親に強制されたりなど精神的に影響が大
きいなどの背景は無かったのでしょうか?ご検証を。当ワクチンの対象となる疾患の特殊性や感染経
路など、性行動とも無関係ではないので、どうなのかな？と思いましたので。

392 私はHANS症候群で県外で治療しています

393

迷った末に1度目の接種、直後に副反応の報道が出ました。必ず3回接種するよう言われていきまし
たが、とてもじゃないですか?恐ろしくてできません。1度打った事も後悔しています。どうか副反応に
苦しんでいる少女達を助けてあげて下さい。たまたま我が子はそういった事にならなかっただけで、
人事ではありません。どうぞよろしくお願いします。

394 3回目の子宮頸がんの予防接種をやっていないので将来にわたり、心配があります

395

初潮が中3の秋でかなり遅かった為、小児科と婦人科を受診した（中2の頃）以降、生理不順(過多月
経が高2以降）がずっと続いており、PMS様の症状もかなり強い。近々再度受診予定である。子宮ガン
ワクチンの接種後の痛み（腕）はかなり長く続いたので当時心配はした。父母共にガン家系の為、接
種したが、そうでなかったなら、していなかったかもしれない。

396 子宮頸がんワクチンの副作用は現在なければ心配ないのか？将来的なことも含め心配です。

397

一時、ひどい頭痛、体の痛み、だるいで朝起きられず、●病院でMRIや特殊な筋肉の病気を調べる
血液検査をしましたが、異常は認められず。体の痛みは日替わりで場所が異なり、ぼんやりしがちで
学校で要注意視されかけたことも。H26.12～H27.4。病院での検査後、副作用の事をニュースで見て
知りました。血縁者にガンで亡くなる率が高いだけでなく、予防接種の副作用の末、いとこが死んだの
で残念です。

398
ワクチンの副反応については大変心配しています。OKが出ても、周りの様子を見ながらの接種だと
思います。無理して受けないかも・・・・。

399

2回目の注射をした後に、熱っぽさ、だるさ、頭痛の症状が出た。当時副作用について重要視されて
なかったから、私は注射をしてから体の変化を感じていたのに誰からも軽視された。副作用の重症者
のニュースが出てから「あの時のは・・・」って話になったがワクチンをやる前にもっともっと説明が欲し
かったし、安全性も十分確認してからやってほしかった。私の知人はこのワクチンで人生が狂った人
もいる。本当に怖かった。

400
他の予防接種では何も出なかったのですが、サーバリックスは赤くはれ、腕がだるい、痛いとは毎回
言っていました。

401 子宮頸がんを打ったあと、筋肉痛の様な痛みがしばらく（何ヶ月）続きました。
402 子宮頸がんワクチンを接種したから、しばらくの間だるさが続いた。
403 予防接種の中で一番痛かった。

404

子宮頸がんワクチンの副作用と思われる症状で苦しんでいる人のニュースを見る度、気の毒に思うと
ともに、もし我が子がそうなっていたら・・・・と想像するだけでゾッとします。何も知らず3回予防接種を
して何ともなく今まで過ごしておりますが、ただ運がよかっただけなのではないかと思いますし、副作
用のことを知っていたら接種はしませんでした。予防接種にはもちろん多少のリスクがあることは承知
していますが、ひどい例が出ているからこそ、このような調査をするのでしょうし、ぜひとも原因をつきと
めていただきたいです。今も苦しんでいる人たちの症状が少しでもよくなりますように祈っています。

405

姉妹で接種しましたが長女はサーバリックス、2年下の次女はガーダシルになってしまい、2年下の姉
は接種後倒れました。副反応の報道を見る度に不安な不審な気分になっています。親は子供が将来
子宮頸がんにかかる可能性が回避できるのなら・・・という思いで接種させます。こんな副反応の報道
がもう少し早く出ていたらもっと慎重になれていたと思います。

406

副作用の報道前に接種を受けたが注射は異常に痛く毎回数日寝込んでいた。とても耐え難い様子
であった。接種対象が始まったばかりで途中ワクチンが足りなくなったりしているうちに娘は対象学年
から外れ、自己負担で接種後に再び対象（無料）に含まれることになり、とても憤りを感じた記憶が
残っています。

407

3回接種しましたが、2回目のときは体調がわるくなりました。微熱が出て気持ち悪くなりました。（上の
子・3回はだいじょうぶでした）2、3回でよくなった気がしましたので下の子にも今年接種しましたが1回
目は、よかったのですが、2回目の時は注射がかなりいたかったといっていたら微勢2週間つづいて、
頭がいたくてクラクラするといっていました。3回目を考え中です。(接種した日からよくなるまで部活動
は休ませてました。）



408

以前より疲れやすくなったり、頭が痛いと言う時もありますが、それがワクチン接種の影響なのか成長
に伴うものなのか、判断が付きません。しかしながら2回接種した後、副作用の恐れがあるとの報道を
観て、3回目を受けませんでした。その事で将来子宮頸がんが発病してしまう事も怖いです。正しい
見解を確実に報道していただきたいと願っております。

409 毎日横になると腰が痛い。うつ伏せができません。

410

接種勧奨があるがままに接種をしました。この接種が正しかったのかが不安です。娘には副反応が出
なかったのですが、たまたまかもしれないという点が恐ろしいことです。報道のように副反応の出たお
子さん医療機関はどう責任を取るのですかと問いたい。国の方針はいつになったら出るのでしょう
か？名古屋市の体制には協力したい。

411 接種後、他の予防接種と違い、1週間くらい腕が痛くて上げられなかった。
412 私の場合は、腕があがらなくなるくらいで特にはありませんでした。
413 とても痛い注射だった。しばらく微熱がつづいて、体がだるかった。（子宮頸がんワクチン）

414

同封のワクチン種類一覧には、子宮頸がんワクチンは平成23年8月以前は「サーバリックス」となって
いますが、うちは初回接種が平成23年10月でワクチンは「サーバリックス」です。サーバリックスとガー
ダールで結果の違いや他に受けているワクチン接種と因果関係があるのか検証してほしいと思って
います。また、幼少期からの病歴やワクチン予防接種とも関係があるのかも調べてほしいと思います。

415

3回とも接種しましたが注射直後～次の日まで接種部位の痛みはありました。他のワクチンの量より液
の量が多く感じました。痛みがそれであったと思います。接種してから今（高3）までに生理不順は
時々ありますが、学校生活で定期テストとかで夜遅くまで勉強しているのでそういう事も関係している
と思いますが副作用もあると思うとこれからが心配です。ワクチン打った事でがんになりにくいという安
心はありますが逆に妊娠できるのか？ワクチンの副作用で流産しやすいのではないか？という心配も
あります。

416 子宮頸がん予防接種、接種済証いただいています

417
今思えば頭痛めまいは副作用？日付を見たら接種時期と同じなので・・・・それまではいたって普通
でした。この頃から不調です。

418 接種後、1、2日は腕が痛く、部活を休みたいと訴えてしました。
419 痛みが強く痛みが引くまでに1週間かかった。2･3日腫れた。

420

子宮頸がんワクチンの効果も6～7年位で、きれるという話もきき、中学で受けると、20代前半にはきれ
ることになり、それでは意味がないと思うと同時に、副作用で後遺症の残った人が、出てきた話もき
き、2回目からはやめました、横着で中学くらいから、異性交遊している女子は、このワクチンが必要か
もしれないが、ある程度、分別のつく女子なら、必要ないとも、ききました。どの情報が正しく、どの情
報が間違っているのか、わかりませんが、6～7年で効果がなくなるおそれがあるなら、そういうことも、
報道してほしかったです。そうすれば、きちんと子育てをしているお宅なら、打つ必要もなく、重篤な
副作用に苦しむ子供も、もっと減ったのでは･･･と、悔やまれます。

421
子宮頸がんワクチン接種の2回目接種後、ふらつきがあり院内で30分程休んで帰宅しました。全員が
接種するようにということで、我慢させて3回目も接種しています。ニュースで中止になった時、娘に我
慢させ接種させた自分に対し後悔しています。

422 疲労が大きかった（接種当日からしばらくの日数)接種箇所が固くなっていた。痛かった。
423 本人曰く、注射（子宮頸ガンワクチン）は他の予防接種より痛く感じたらしいです。
424 腫れてすごく痛かったです。
425 3回接種しました。特に副反応はありませんでした。現在大学1年生です。
426 子宮頸がんワクチン接種後より下肢の冷え、痛みが増え、歩行困難になり入院

427
サーバリックスを3回受けましたが幸い副作用が無くすごしてしますが、報道を見て心配になりました。
因果関係の究明を早急にして欲しいです。

428 接種後（子宮頸がんワクチン)腕に筋肉痛のような痛みが数日続き「痛い」と言ってました。

429
子宮頸がんワクチンを受けた日から3日間、4日間とうでがはれあがり、寝られないぐらい痛く、アイスマ
クラで冷やして過ごしました。

430
子宮頸がんワクチン（1回目）の接種を受けた直後から（20分以内）発熱（38℃以上）と頭痛、全身の痛
みがあり、すぐに接種した病院に連絡、再受診した。その時副作用かどうかの判断はできなかった。
接種前は36℃代の熱で、普通の状態だった。2回目の接種は親と医師の判断で中止した。

431
ワクチンの副反応の情報公開について、もう少し早くしてほしかった。アンケート自体も遅いと思う。子
宮頸がんワクチンの接種後、医療機関を受診した場合、その場の医師が副反応の可能性を考慮した
診察ができるよう医療機関との連係をはかるべき。

432
ワクチンの安全性（危険性）と、娘の感染可能性の現実味を考えて「打たない」という選択をした。ワク
チン行政は、昔の道路族に代わるワクチン族を生んだと感じている。国民の命を守るといいながら幼
い命に十分な説明の無いまま大変な十字架を負わせたと感じる。

433
接種後、腕が固く上にあげられなかった。結局大人になったら効力が効れるので、もう少し後での接
種にして欲しかった。中学生では早すぎると思う。

434 初回接種後に高熱（39.5℃）が出ましたが、翌日には下がりました。



435

1回目の接種後、1週間ずっと腕が赤くはれていて痛かった。ずっと熱を持っていて保冷剤や湿布を
使ってもおさまらなかった。2回目の接種後は5日間程度、3回目の接種後は3日間程度、同じ症状が
出た。先日、子宮頸がんワクチンによって通学不可能になった高校生のドキュメンタリーを見て、とて
も怖く感じている。

436
母子手帳で確認したところ、平成23年度は、6/10に麻しん・風しん（第3期）と、9/17、11/18にガーダ
シルそして12/2にインフルエンザと予防接種が多い年になっていました。医師から問題無いとの指導
があり、結果的に何事も無かったのでよかったのですが、一応報告しておきます。

437
テレビなどで注射をうったことによって、体に異変がでてしまったということをみて、すごく不安な気持
ちになりました。注射をうった後、吐き気が私はあったのですが、それ以降は注射の影響でということ
はないと思うのですが、数年何もなかったら、もう注射の影響はこれからでないのでしょうか。

438
子宮頸がんや日本脳炎は何回も受けるのが大変なので1回で済むようにしてほしい。乳・幼児期の予
防接種は病院に行くのも大変なので数種類のワクチンをまとめて受けられるようにしてほしかった。

439 接種後、腕にしこりが出来てしばらく痛がっていました。今はしこりはありません。

440
娘は副作用はでませんでしたが、その後ひどく射った所が痛み手が上がらなくなりました。シップを貼
るよう先生に言われたので貼ったら2日ぐらいで痛みや手は治まりました。

441 接種後1日くらい腕が痛いと言ってましたが、それ以外の副作用は有りませんでした。

442
子宮頸がんワクチン接種後に様々な症状を訴える方がいる事をもっと早く伝えてほしかった。また、現
時点では症状が出ていなくても将来的に発生するか心配がある。今回の調査は住民票を基にされて
いるが、せめて希望者にはその後の調査結果がしっかりと伝わる様にしていただきたい。

443

H25.6.15●の記事に「子宮頸がん接種勧めず」の見出しで厚労省からの記事があり、ちょうどその時
期に3回目の接種を控えていた頃で記事の内容に疑問や不安があったので、予防接種の専門医に
相談して、接種してよいか見極め、保護者責任の下で3回目の接種に踏切りました。先生の見解は病
気を防ぐ為にも接種した方がよいと言われました。難しい選択でしたが今現在娘は高校一年生です
が元気に過ごしております。ワクチンの良い悪いは素人なのでわかりませんが不安に感じた時は専門
医に相談するといいかもしれません。

444
中学1年までアメリカに滞在していたため現地で接種しました。小学校5年生で2回接種しました。接種
後はシートベルトをするのも痛いくらいでしたが、次の日にはだいぶ治まりました。打った箇所は3回
ほど固かったです。

445
接種した腕が痛く1週間位続きました。（ピアノをやっていますが弾けないくらい痛くて力が入らなかっ
た）

446
調査お疲れ様です。子宮頸がんのリスクが少なくなるような予防接種は必要かと思いますが不安が少
ない方がいいと思うので調査は有効と思います。

447
思った以上に接種後の腕の痛みがあり、2回目以降は翌日学校や部活のない日に接種しました。少
し動かすだけでも激痛が走っていたようです。

448
接種後、夜も眠れないぐらいヒザが痛くて、ヒザの専門医に詳しく診てもらったが、どこにも異常がな
く、ワクチンによる副反応だと考えられる。また、手足のしびれも、日によってしびれる場所が変わって
いくのも、他の人の副反応の症状と一緒だった。

449
質問がこまかい。いつごろから症状といわれてもわからない。なんとなく程度なのか重症なのか記入し
ていいレベルがわからない。

450 ワクチンでの予防も大切だが、大人になってから無料で健診できると良い。

451
騒がれて社会問題になる前に接種できて良かったと思う。副反応因果関係の調査結果を興味深く待
ちたいです。

452
2回目の接種時に、高熱、全身のだるさを感じました。今までの受けた予診票予防接種では経験した
ことのない程でした。

453
具体的に、どのような症状が、いつごろ（接種後）いつまで出てくると、この予防接種の副作用と考えら
れるのかを、様々なメディアで正確な情報を多く公表してほしい。「質問2」で数個該当したので、かな
り不安であるため。

454
子宮頸がんワクチンに1回目接種後あまりにも痛くて気分が悪くなったが病院で休んでいると治った。
ワクチンの影響かどうかわからないが現在も生理不順。

455
疑問と言うか質問なんですけど、私は身体的には影響はないのですが、精神的には、かなり変化が
ありました。情緒不安定になったり、うつ状態になりました。時期がたまたまなだけかもしれません

456 ワクチンを接種したことで症状がでたことはないと思います。

457
知識がないのでわからないが接種した後数年経過しましたが大きな副作用はありませんが、今後はど
うなのか知りたいです。

458 副作用の少ない安全なワクチン提供をお願いします。
459 すごく注射を痛がっていました
460 子宮頸がんは早期発見が大切。ワクチンではなく定期健診をうけるべきだと思います。



461

子宮頸がんワクチン時は腕がぱんぱんにはれ熱も出ました。注射の時もどの注射より痛かったと言っ
てました。回りの子達も同じでした。熱はでなくても、腕がはれているのがひどかったのを覚えていま
す。様々な後遺症が関係が不明と言われてますが、全く納得できません。偶々、後遺症がなかっただ
け。同じ年頃の娘を持つものとして本当に悲しいです。医療補助など接種を検討する以前にこのこと
を検討してほしいと思います。

462

副作用の報道が出て、やめようかと迷いました。でも1回目でなんの問題もなく過ぎたので、そのまま
接種しました。今は何もありません。報道するのは事実を伝えるためでしょうが、なんだかこわがらせる
だけになってしまっていたと思います。どんな薬でも副作用はつきものだと思いますが、予防接種に
関してはどこかで安心なものとしてとらえています。（他の薬や注射と違って）もう少し副作用もあるか
もしれないとの説明が病院でしっかりされると良いのでは・・・今はさらっと読んでサインするだけです
から・・・

463

子宮頸がんの接種を受けたほとんどの子供たちが、全身の痛みをうったえていた。災いに数日後に
痛みがなくなったので、良かったが、副作用が出ていたらと思うとぞっとする。でも、これから出産を迎
えるにあたって大丈夫なのかという不安はある。政府はきちんと原因をつきとめる責任がある。副作用
が出た子供たちにきちんと保障してあげてほしい。

464
2回目接種頃に報道が多くなり3回目接種を迷ったが残り1回接種しないことで効果がなくなるのはどう
かと思い接種した。副作用もなく接種を受けて良かったと思う。生涯でもう1度受けなくてはならなく
なったとしても受けさせると思う。

465 昔の事すぎて忘れてしまってます。質5の（2）は親・子ともに覚えていません。

466

将来子宮頸がんにかからないように（唯一予防接種ができるがんだから）、という親心から娘に接種さ
せたのに思いもかけず体に障害が残るなんて本当に可哀想で胸がしめつけられます。（親も子もきょ
うだいも)自分のところはたまたまそうならなかったが、運悪く該当してしまった家庭には相応の手当を
望みます。そして早急に真相の究明がなされますように！安全なものなら引き続き受けさせたいと
思っています。

467
受けた後にやはり少しつらかった様で家で寝て居りました。一度接種だけだと効果なしと言う事でしょ
うか？

468 子宮頸がんワクチン3回うちましたが、受けた後かなりはれたり痛みがあった様です。

469
娘は高3で、朝から晩まで一生懸命勉強しています。それなのに、9月に入って学校が始まり、一層忙
しくなった時に、こんなに細かいアンケートを、1ヶ月以内に提出しろとは、無謀です。だから、細かい
ことまではわかりません。もう少し対象者のことを考えてほしいです。

470 高1のときに子宮頸がんワクチンをしましたが①②どちらかはわかりません。
471 ワクチンを打った3回とも腕がすっごく痛いと言った事、筋肉痛のひどい痛み

472

娘と同じ様な症状の方が多くいらっしゃると聞いています。人生の中でも楽しい思い出を作る学生時
代を充分に楽しめることができなくなっていますが、少しでもこのような方が減るよう予防接種との因果
関係が少しでも解明できるよう願っています。原因がわからない体調不良が続いていますが、薬を飲
んでも良くならず、何か所の病院へ行ったか・・・どうすることもできず、途方に暮れています。（本人が
一番つらいと思います、なのでこのアンケートのことは伝えていません）

473 全ての予防注射をしていると思いますが、今まで何も変わりなく生活しています。
474 大変だった。

475
子宮頸がんは報道が気になり、一回でやめましたが、確実に大丈夫だと立証されれば、途中の子も
期間が終わっても対応していただきたい。

476 接種後、数日腕が腫れましたが、現在は何もありません。

477
子宮頸がんワクチンを接種後、生理痛がとてもひどくなり、量も多くなりました。関係があるのか気に
なってました。正確な回答がでればいいな。と思っています。よろしくお願いします。

478

正直実験台にされた気分です。副作用についてはあまり重篤なものは伝わってこなかったので様子
見をしてうけましたが、あのような副作用がある予防接種とわかっていたら受けなかったと思います。
娘は何ともなく健康に過ごしていますが、一歩間違えば一生を台無しにしていたかと思うとぞっとしま
す。アメリカでは一般的な予防接種というのも受けたきっかけです。日本人に安全なワクチンをぜひ
今後の方々に安心して受けていただけることを望みます。

479 面倒くさい。

480
子宮頸がんワクチン接種後、病院で15分休んだ後帰宅。1･2回目肩が痛く、ぐったりして休む。3回目
高熱が出たが一晩で回復

481
子宮頸がんワクチンを受けたからかはわからないが、月経は今だ不順です。あと、本当にこのワクチン
に効果があるのか、わからないことが不安です。きちんと調べてから公表してください。

482
接種時（1回目）の痛みがかなり強い様子でしたので、今までの予防接種とは少し違うなと感じました。
後にテレビや新聞報道の体の不調を訴える女の子がいることを知り、もし我が子の接種前に、それを
知っていたなら、接種はしませんでした。とてもこわいなと思いました。

483 娘の接種前に、副作用の報道を見ていたなら、接種はしなかったと思います。



484

接種を受ける時、医師から「副作用が心配という人もいるがワクチンには必ず副作用あり、それより子
宮ガンになる確率の方が高く命を落としてしまう事を考えれば、自分の子供なら接種させる」と言わ
れ、心配だったが受けさせた。その後2回目の予約を取っていたので受けようと思ったが、主人からこ
れだけ副作用が問題になっているから接種はやめるべきだと言われ2回目の接種をキャンセルしまし
た。

485
今まで受けた予防接種の中でもっとも痛みが強く、特に1回目は気分が悪くなり、接種後、しばらく横
になっていました。2回目、3回目も、少し気分が悪くなっていました。

486
注射をうつ際、やはり後の事が心配である。多分、大丈夫だと思うが、もし高齢になった時に何かあっ
たら困るのでしっかりと対策をしてから注射をさせたい。（昔、私たちが子供の頃なかったので、どんな
症状が出るかわからない）

487
予防接種後に、いろいろな症状がでてきたので関係があるのでは？と思う。少しでも危険があると
知っていたら接種さえなかったのにとくやまれる。将来が心配。

488 子宮頸がんの予防接種を受け、今までにない腕の腫れがあり、1週間ほど痛んでいました。

489
持病のてんかんをもっていますが、子宮頸がんワクチンは別に異常がなかったので安心しました。今
までのワクチンで異常は一度も見られなかったので安心はあります。

490

子宮けいがんワクチンについて。テレビでCMを流したり、学校からも接種をすすめるプリントが配布さ
れたり。｢接種しなければいけない物!!」という感じになって、娘に接種させました。（医師に副作用に
ついて質問しましたが、安全なワクチンです。と言われて。）しかし、その後、副作用が問題になり、
ニュース等で見る様になり、親としてとても不安になりました。なぜ、そんな後になってから、重大な副
作用が出る可能性についてわからなかった(発表しなかった？）のでしょう。娘は今は元気ですが、何
年か経って何らかの不調が出た時に、それがワクチンの副作用なのか否か、誰が判断できるのでしょ
うか?下にも娘がおりますが、接種はさせません。もっと、詳しい情報を発信するべきではないですか?
後になって「ワクチンを接種したからといって、子宮けいがんが防げる訳ではない」と知り、そんな事は
もっと早くに公表すべき事ではないのか？と怒りすら覚えました。

491 3回接種しましたが、子宮頸がんには絶対にならないのでしょうか？

492
2回目を受けた後にたくさんの副反応の報道を見て、とてもとても心配になり、保健所や病院へ電話を
して説明を受けて、恐る恐る3回目を受けました。今のところ特に異常はみられませんが、今後生理不
順や、不妊など体に悪い影響が出ないか、心配になります。

493 無償で受けることが出来、子宮頸がんはよくある病気だったので良かったと思います。

494
特に何の考えもなしに、政府が推し進められて安全だと思い、接種致しましたが多数の方が体調を崩
し青春を謳歌できずに苦しんでいると知り、我が子でなくて良かったと思う反面、もし我が子であった
なら・・・早い解決を切に望みます。

495 接種前に副反応の報道を見ていたら接種はしなかったと思います。しっかり調査して下さい。

496
子宮頸がんワクチン接種後、注射を打った腕の痛みがひどかった。腕全体が痛く、翌日まで続いた。
また、接種当日の夜は、打った方の腕が痛すぎて何も使えず、腕を下にして眠ることも痛みのために
できなかった。翌日、体育の授業が受けられなかった。

497
子宮頸がんワクチン接種後注射を打った腕の痛みがひどかった。腕の痛みで全体が痛く、翌日まで
つづき、体育の授業が受けれない、接種当日の夜は打った方の腕を下にして眠る事ができなかっ
た。

498
サーバリックス接種時、娘はインフルエンザよりも痛くなかったと言っており痛みについても感じなかっ
た。

499 このワクチンは大変危険です。娘の苦しむ姿は普通ではありませんでした。毒です。保護者より

500
いつ症状が出たなんて覚えていません。覚えている人は少ないと思います。正確さはかなり低いか
と。

501
接種後の腕のはれが、回数を重ねるごとにひどくはれる。熱感もあり1週間位続いていたので、かわい
そうだった。

502
3回接種をしましたが、副作用報道が先になったら考えてました。受けて正解がどうかはわかりませ
ん。注射嫌いの娘にとって大さわぎでした。

503 体への異常は何もありませんでした。

504

子宮けいがんの予防接種は選挙の時、●さん「我が党が無料接種にした」と演説され、市からも学校
を通して、接種のすすめがあった為、接種する事にした。でも子宮けいがんを発生する経緯やワクチ
ン接種した場合のガン発生のパーセントをきいても、あまり必要性を感じなかった。公的機関からのす
すめでも、自分自身でもう一度考える事の重要性を考えるきっかけになりました。何事もなかった我が
子ではありますが、ワクチン接種で苦しんでいるお子さんをもつ親の気持ちはよく分かります。他人事
ではありません。このワクチンで苦しんでいる子が早く通常の生活に戻れる様、心から願うばかりで
す。

505
子宮頸がんワクチン、受けましたが、今は「受けなくても良かったな」と少し反省している。副作用のリ
スクを考え、予防接種は慎重にせねばと思っている

506 うちの子供は接種しても問題はなかった



507

体調が悪く、ねつきにくく朝、起きられないという状態が1年半ほどつづいていて、自傷行為が止まら
ないのが一番心配です。小学校6年生までは、そういった問題は全くなかったし、性格も明るかったの
に、どうしてこういう状況なのか、本人にも親にもわからないです。アンケートの結果をくわしく知りたい
と思ってます。

508

予防接種は薬を売りたい製薬会社の営業活動とは切り離して、子どもにとって確実に安心と判断した
もののみに限定すべきではないでしょうか。ここまで被害が出ている場合、因果関係は立証できなくて
も、勧奨再開すべきではないと考えます。水俣病や放射能の晩発性障害も何十年も経て因果がわ
かってきたものですし・・・

509 子宮頸がんワクチンを接種した翌日、接種した方の腕の痛みでの痛みと発熱がみられた

510

毎回子宮頸がんワクチンを受けた後、ところを中心に、腕の痛みでの強い痛みが1ヶ月以上続いたの
で、とても心配でした。今でも、月経不順が続いているので、この先何か悪い影響が出ないか、危惧
しています。子宮頸がんワクチンの副反応や効果をしっかりと把握せずに、接種勧奨を行った国に強
い憤りを感じます。しっかりと責任を取ってほしいです。

511 子宮頸がんワクチンを打った2～3日は体調が良くありませんでした。

512

子宮頸がんワクチンを接種するかどうかかなり迷いやめました。これまでに何年も経過していて、問題
の起こってないワクチンであれば受けさせたと思うのですが、娘の年から接種が始まり何が起きるかわ
からないと思い受けさせませんでした。接種を受け身体に障害が起きている娘と同年代の子どもさん
がかわいそうでなりません。希望に満ちた将来があったはずなのに・・・一日も早い症状の回復。そし
て今後のワクチンの安全性を願います。

513
たぶん１回目だったと思いますがワクチンを打って（子宮頸がんワクチン）すぐに気分が悪くなり病院
のベッドで横になりました。ものの何分かで良くなり後は何もありませんでした。

514 受けるのめんどい

515
質問4で小学校6年生以降だと明記されておりますのに間違えてしまい申し訳ありません。訂正はい
たしましたが見にくいことだろうと存じます。失礼しました。

516
長女はけいがんのワクチンを接種しましたが、それ以来副作用の報道を見てから心配になり、二女の
接種をためらっています。今日まで健康に育てた娘達をあのような姿にしたくありません。

517
子宮頸ガンのワクチン3度しましたが、打った後はれと痛みがひどく、次の日以降数日、体育の授業も
苦痛な程のようでした。

518

子宮頸がんワクチンの効果を期待することと、問診時の先生より副作用の可能性は低いと言われたの
で3回とも接種した。報道等心配ではあったが、ショック状態ではなかったため受けた。初回接種時に
腕があがらなくなったり痛みが出るという副作用があることは説明されたが、接種後3日目にかけて
徐々に腕に痛みが出はじめ、3日をすぎた頃には痛みが全身に広がり、起きあがれなくなった。その
日は学校を欠席し、翌日以降も数日にわたり、部活を欠席。2回目の接種時、2日ほど経過してから痛
みが出た。初回ほどではないものの学校に行くのがやっとだった。3回目になると、痛みは軽くなって
いたものの、やはり、腕の痛みはあった。接種病院では、数日たってからの激しい症状のため関係な
いであろうと言われたが、他に原因がなかったためワクチン接種の副作用と思っています。

519 前半の症状ありについては、予防接種とは関係ないかもしれません。

520
ワクチンが痛かった。疼痛が1週間弱残り、何度も打つには苦痛が伴った。また、ワクチンを打った
後、倦怠感があり、学校生活に影響が出た。

521
外国での使用を取り辞め安価で在庫処分をするために正式な手順を踏まず賄賂を受け取っていた
ために無料接種させたなど噂されていますがそれについて詳しく説明されていないように感じます。
そういった責任や補償をもっと確りと行うべきではないでしょうか。

522 接種後、軽重の差はあっても筋肉痛に皆なっている様でした。腕が暫く上がらない子もいました。
523 接種した後、ものすごく打った所が赤くはれて痛かった。（１週間ぐらい）特に2、3回目の接種の時

524
たまたま娘は副反応がありませんでしたが、同世代で苦しい思いをしている方がいる事に心が痛みま
す。厚労省などもやっと動き始めているようですが、名古屋市の関係する機関でも、痛みを訴える方
への丁寧な対応をして下さるよう、また、このアンケートが有効に利用されるよう願います。

525

今まで国から受けた方がよいと言われた予防接種は安全と思っていたので　普通にこのワクチンも勧
奨され受けましたが、副反応が1回目で直後出たので恐くなり2回目、3回目はやめました。他のワクチ
ンは今まで保健所を通しても何もなかったので本当にびっくりしました。その後、直後報道で娘よりひ
どい副作用で苦しんでいる人がいると知って本当に簡単に国が信じられません。子供のことなので、
本当に辛い事です。

526
因果はわかりませんが、高校生になった頃から月経時の痛みは強くなりましたし、1週間前後のバラつ
きなどが起こるようになりました。

527
子宮頸がんワクチン3回目接種後当日の夜、接種側の腕が腫れと急激な痛みのため動かせなくなっ
た。医師に相談の上、様子を見、1週間程かけて痛みも次第になくなり、腕も動かせるようになった。

528 接種後、接種部位が痛かった。（時間、期間覚えてない。）

529
サーバリックス接種1回目のみ。腕がだるい、痛いと言ってベッドで一日横になってました。2回目、3
回目はなにもなかったです。他のワクチンでは今までそのようなことはなかったです。



530 2才～6才、中１～中3の2度タイで暮らしていたため、標準より早めに接種したものあります。

531
思ったより強い痛みと後遺的な筋肉痛が広範囲（腕）にみられ、副反応の大きさと、報道された後遺
症の方の様子、症状の重さに接種の危険性を感じている。

532
子宮けいがんについての調査を発表をきちんと詳しくしてほしい。どの症状が多いか、今後の見通し
等

533 接種後１～2日接種した部分がものすごく痛かった。

534
サーバリックス1回目の覚え書きはないが、2回目「頭がボーッとする、勉強する気がおきない。」3回
目、打った夜中に「手がけいれん、痛い痛いと言ってる」と書いてある。いずれも1日でおさまったと記
憶しています

535
副反応で辛い思いをしている全ての方々が、（本人や家族の方や）納得できる対応をして下さるよう、
その手助けに少しでもなればと思い協力させて頂きました。どうか有意義な使い方を、宜しくお願いし
ます。

536
手のふるえが出て、2回目で接種をやめました。熱も出て学校も休みました。同時期にテレビ報道を
見てこわくなって3回目はやめました。他のワクチン接種も、もうこわくて出きないです。

537
3回子宮頸がんワクチン接種しましたが、接種後10日間くらいは、すごく痛がっていました。あきらか
に、他のワクチン接種時とは痛さがちがうと、本人が言っておりました。

538 本人はすごく将来を悲観しています。無記名ではなく　個別にしっかり調査してほしいです。

539

アレルギー（花粉症、アトピー性ヒフ炎）もあるで副反応のリスクとワクチンの効果を比べ接種をやめる
決断をしました。ワクチンでも100％子宮頸がんを予防できないと聞き、リスクを冒すより定期的に検診
を受けた方がよいと考えました。複数の医師に相談したが、接種すべきか明確な答えはもらえません
でした。

540 先生からの説明で接種後に腕が痛くなると言われていました。接種後は腕がとても痛くなりました。

541
対象年齢で接種しました。（間違いなく3回）母子手帳に記載がなく、詳しくわからずすみません。幸
い、特に問題はないです。（母）この予防接種で病気が予防できるのならできるだけ接種できた方がと
思いますが、副作用が問題になってきているので、原因の究明が待たれます。

542
情報がなさすぎる。副作用のある予防接種を、個人の判断にまかせていいのだろうかという疑問があ
る。

543
今回のアンケートを見て正直驚きました。接種後のこの4年間での原因不明、病名がつかないと診断
された様々な症状はワクチンの副反応だったとわかりました。しかるべき対応を願います。出来れば
通院当時に、解りたかったです。

544

サーバリックスの3回めの接種時、高熱、関節の痛み、全身のだるさ（力が抜ける感じで動けない）等
の症状が出ました。幸い2、3日で症状は治りましたが　その後も頭痛だるさと訴えることがあります。因
果関係を証明するのは難しいと聞いているので、この先、他の症状が出ないか又日常生活に支障が
出るくらい症状が重くならないか不安です。

545
●にある●にて、注射をひどく痛がっていました。ワクチン接種をしたため、子宮頸がんに100％なりま
せんか？

546
症状が出なかったので、良かったが、知っていたら、受けなかった。効果ばかり、前面に出し、射って
症状が出た方は、本当に気の毒。

547 3回目の接種後、数日間、痛みが打った方の腕があり、肩より上に挙げようとすると、だるさを感じた。

548
現在は何も症状は無いように思いますが、今後心配はないものなのか…。注意するべき症状などを、
きちんと知っておきたいです。

549
接種後の足の痛みは、ワクチン（子宮頸がん）とは、全く無関係だったかもしれませんが、この先も何
か症状が出ないか心配です。

550 子宮頸がんワクチンを打った箇所が少しの間痛いと言っていた。（筋肉注射だから？）

551
子宮けいがん2回目の接種後に発熱、原因が予防接種によるものかどうかは不明。3回とも注射したと
ころが赤くはれ、だるい感じがあった。

552
娘の健康を思って予防接種を受けましたが。他の若い女の子達が障害を持って苦しまれている姿を
見ると大変つらいです。未来ある若い女性の為にも医療費等を支援して下さい。そして早く元気にな
られることを願います。

553 子宮けいがんのちゅーしゃ、副作用でるってきいて恐いんですけど大丈夫なんですか―？？泣
554 H24年8月、5日間原因不明の発熱（高熱）

555
副作用に苦しんでいる方の為、因果関係の解明と安全なワクチン開発を望みます。この様なアンケー
トはとても良いと思いますが、もっと早い時期に行った方がさらに良かったのではないでしょうか。

556
うちの子は子宮頸がんワクチンを接種しても大丈夫だったけど、この先に、何らかの副作用が出ない
かと、不安です。大丈夫でしょうか？

557
注射はかなり痛がり接種の時は泣き叫んでいました。またしばらくの間、腕がはれあがって腕を上に
上げる事が困難な状態になり毎日さすってあげていました。その他の身体的症状は、ワクチン接種後
というより以前から、そういった傾向があったように思います。



558

本当でしたら、あと2回受けなくてはいけないのですが、1回目を受けたすぐ後に副反応の報道で、と
ても不安で迷っています。昔は受けなくてよかったかもしれませんが、今は、子宮頸がんで、亡くなる
方が年配の方でも、身近にいらしたので、1回受けてほっといていいものか？同じ1回目受けた病院で
なら、あと2回受けてもよいのかなとも思っていますが、未だ迷ってます。

559 集計おつかれさまです。
560 腕がはれ、手、うでが上がらなくなった。

561
2回目の予防注射の4日後くらいに熱がでました。（軽い熱でした。）普段、ほとんど熱はでないので覚
えていました。予防接種に関係あるかはわかりません。

562
接種後2～3日「はれ」がひかず体調をくずした。違う病気を発症した。甲状線機能抗進症（治癒不
能）

563
毎回接種後（子宮頸がん）、腕が痛くなっていたようです。他の予防接種では、あまり痛がりませんが
…。しばらくの間。だいたい1週間ぐらい続いていたようです。中1の娘がいますが、子宮頸がんの接
種を、やった方がいいのか、悩んでいます。この結果次第で考えようと思ってます。

564

欧米では、子宮頸がんワクチンは受け入れられており、接種した方がよいとも聞きます。知り合いの娘
さんも、無料で受けることができるし、将来子宮頸がんにならないのなら受けた方がいいということで、
1回受けました。その直後に、ニュースで副作用が大きく報道され、2回目を受けるのをためらい、今に
至っていますが、年間10000人がかかり、約3000人が死亡するときくと、ワクチン接種はした方がよい
のかとも思います。欧米人と日本人の体質の違いはどうなのか。なぜ副作用が起きるのか。どういう体
質の人に起こりやすいのか、ワクチン接種の利点など詳しく説明した方がよいのではないかと思いま
す。

565
副作用の反応が出た方々が多数いる為にアンケートを取り始めた割には、接種後のアンケート部分
が、とても雑で少ないと思います。あまり意味のないアンケートだと思います。保護者

566
親の意見です。子宮頸がんワクチンは他の注射よりとても痛かったようで、2回目、3回目の接種時は
すごく嫌がっていました。それでも絶対受けなければいけないものと親が思ってしまっていたので、受
けさせましたが、 近の副作用の報道を見ると、今なら受けさせないと思います。

567

本ワクチンに関しては思春期の娘が接種を嫌がっていたのに、無理に受けさせてしまった後にこのよ
うなニュース（副作用）が流れ、大変当惑しています。「専門家」の方はもっと真面目に調べてから市
民に勧めて頂きたいと思います。今でも「受験」にひびいたのではないかと思いたくなります。（時間に
開きがあるので違うとは思いますが・・・）

568 注射がとても痛く、1週間以上、痛みがとれませんでした。

569
子宮頸がんワクチン接種1回目…両腕痛（2日間程）、2回目…翌日39℃を越える発熱＋全身痛→病
院に連絡→学校欠席→3日後回復、3回目…特に症状無し

570
お姉ちゃんはサーバリックスでした。ガーダシルを打った妹はかなり腕が痛かったようで打ちたくない
とかなり渋りました。

571 滑膜を取る手術もしたが、原因わからず、毎日、痛み続けてます。
572 本当はうちたくないです。
573 しっかり集計して、結果は、しっかりと公表して下さい。
574 副作用がこわくて、3回目が受けられない。
575 子宮頸がんの予防接種は他の予防接種より痛く、とてもはれた。数日ではれはひいた。
576 直径2㎝ほどのしこりができた。
577 注射が本当にいたかったです。
578 3回目の接種後、発熱。
579 サーバリックスを3回とも接種しましたが、副作用は軽く、腕の腫れが少しみられる程度でした。
580 インフルエンザワクチンより痛くて、寝返りがうてなかった。
581 流産を2回連続でしました
582 接種後とても痛みが強かった。
583 安全な予防接種をお願いします。
584 接種はオランダに住んでいたときにしました。
585 今まで受けたワクチンの中で、いちばん痛く、何日も痛みが残った。

586

子宮頸がんワクチンを接種した後、毎回熱が出た。3回接種後に副反応の報道を見て、とても心配に
なった。関係があるかどうかは分からないが、現在、生理の症状が安定しないので、ワクチンの影響が
あるのか？と、このアンケートにより、更に心配になった。小学生から生理が始まり、そろそろ安定した
周期になってもいい年齢かなと思うので、ワクチンとの関係が知りたいです。

587
脳性マヒがある子供（身障１級・愛護１度）なので、あまり変化はわかりませんが、生理不順や肌あれな
どは続いています。

588 麻しんは、8年2月にかかる。



589

3回接種してしまった後で、深刻な副反応が問題となっていることを報道で知り、たいへんショックを受
けました。疑わしい事例が判明した時、すぐに公表してほしかったと思いました。接種してしまったも
のは今更どうにもなりませんし、今のところ娘の身体に大きな影響は出ていないように見えます。しか
し、将来の妊娠、出産に際し、もし何らかの問題が起きたら、接種させたことを親としても心苦しく思う
ことでしょう。今は将来も無事でありますように祈るばかりです。 後になりましたが、重い副作用に苦
しんでいる方々は本当にお気の毒で胸がいたむばかりです。人生の方向がすっかり変わってしまっ
た方もいらっしゃるのではないでしょうか。せめて救済はしっかりとして差し上げてください。

590 接種後、注射部位を中心に腫れた。直径15㎝位。1週間位、その部位の腫れと痛みが続いた。
591 異常のあった人達へきちんと対応してあげて下さい。

592
子どもが大きくなってからは母子手帳を持っていっていないこともあり、記入もれがあるかもしれませ
ん

593

当時、テレビ広告や印刷物などでさかんに国が勧奨していました。接種するのが当たり前と思い受け
させましたが、副作用を報道で知り、がく然としました。副作用が出たお子様は本当に気の毒です。
何とか救済していただきたい。本来なら充実した学生生活を送れただろうに・・・自分の娘も副反応が
出たかもしてないと思うと胸がざわつきます。国がだめでもまず自治体から手をさしのべてあげて下さ
い！

594 筋肉注射であったため、接種後に腫れは見られたが、体調や身体に変化は見られなかった。

595

子宮頸ガンワクチン接種後、30分待合室で様子観察のため休んだが、何もなかったので帰宅した。
2009に外国から帰国したが、その外国に居た頃、外国人の友人たちから、すでに米国、ヨーロッパで
ワクチン接種始まっているようなので接種した方が良いと聞いていた。日本より数年早く始まっていた
その外国では副作用の出かたはどうなのか、日本での報道はなかったと思う。人種が違うのでいろい
ろ違いはあるとよく知っているが、日本での情報報道にもの足りなさを感じている。

596 うちの子供はまだ、性交渉もないのに、うつ意味があったのだろうか？

597

子宮頸がんワクチン接種の1回目のあと、発熱とふるえがありました。接種時、後、うでが痛かったで
す。今まで予防接種を受けて、このようなことはおこらなかったので、とても心配しました。熱は38度近
くまで出て、1回でおさまりました。接種した病院に通院しました。1回目で副作用がありましたが、2
回、3回は発熱などの症状はありませんでした。

598 がんばって下さい。
599 通常の副作用なのかもしれませんが、接種後3日ほど腕があがらなくなるほどの筋肉痛がありました。

600

接種した時は今回の接種の痛み（うでの）が一番と言っていました。その後は何も異常なしです。痛み
に対しての体の準備が必要と感じています。昔と違って痛みに対しての経験が少ないので、急に接
種したりすると体が受け入れられないのかもです。それぞれの個人の体調、性格が多々なので接種
する時にはそれなりの心構え必要かと（素人考えですみません）

601 子宮頸がんのワクチンを2回接種しました。2回ともねつがでました

602
1回目で今までの予防接種にはない経験をしました。怖くて続けられずにいたら、様々な報道が始ま
りました。ある程度、報道は事実だと思います。

603

お母さん（医療機関に勤務）の目の前で、接種後すぐに、けいれんを起こした女の子がいたそうで
す。怖くてご自身の娘さんの3回目の接種は止められたとおっしゃっていました。副反応が出てしまっ
たお嬢様たちを見ると、我が子もああなっていたかと思い、涙が出ます。早急に何とかしてあげて下さ
い。

604

全身の関節の痛みや腫れに悩み苦しんでいます。匿名のアンケートで何を補償して頂けるのです
か？今、●に掛かり始めて3カ月経ちましたが、医者も多分、関節リウマチ？と悩んでいる検査結果で
す。強く補償を願います。毎月薬代と医療費で4万円です。高額医療すら4万円位では、役に立ちま
せん。高校生も医療費無料にして

605

受けた当日に倦怠感がひどく、その夜にひどいじんましんが顔と体に出ましたので、じんましんを抑え
る薬を1週間程服用（うち3日は学校に行けませんでした）。現在中3ですが、昨年あたりから、立ちくら
みがたびたびあった為、貧血も疑い血液検査をしましたが、貧血ではなく、起立性調節障害と診断。
けいがんワクチンの副作用が、思春期特有か判らず不安です。未だ初潮も来ず、心配ですが、高校
入学するまで様子を見ます。

606 虫に刺されると広範囲に赤く腫れることがある。（一週間ぐらい続く）

607

第1回目の子宮頸がんワクチンの接種の直後（2時間くらい後）に38℃台の高熱が出ました。第2回目
の接種を医師に相談に行くと、副作用の報告はほとんどないとのことで、2回目の接種も問題ないとの
医師の見解にて行いました。その後3回目も接種して副反応らしき症状はなかったと思っています
が、後に様々な話をきくようになり、心配になりました。 近とても疲れやすく常に体がだるいのです
が、後々になって副反応が出てくるということはないのでしょうか？

608 子宮頸がんワクチンを接種したあと腕が上げられないほどの痛みが２～３日続きました。



609

注射した後うでが痛くてあげられなかった。1週間以内でその痛みはなくなったが、少し心配な時も
あった。筋肉注射なのでしかたがないと思ってその時は過ごしていた。本人、痛がっていましたが他
の保護者の人に聞いても同様の感想だったし、名古屋市の予防接種だから3回接種した方がよいと
思いました。後から副作用の報道を見て驚きました。

610

接種する、しない、を判断する材料が少なく、保健所や産婦人科医、内科医へ直接意見をききに行き
ました。多国での接種状況、ガン患者数など具体的な数値を示してほしいと思いました。被害報告だ
けではなく、接種後のガン患者数の減少のことも載せてほしいと思いました。被害報告だけでは、こわ
くて接種できなくなって当然だと思います。

611
＜本人＞注射がすごく痛かった思い出あります。＜母　＞子供に良かれと3回も接種し、後で副反応
がひどい方がいらっしゃると聞き、とても不安になりました。

612
1回うってしまったことで、これから何も起こらないのか心配しています。1回うってしまったことで、何か
あったら親の判断でうったのですごく後悔すると思う。予防接種はうってあたり前と思っていました
が・・・・。勉強不足もありますが行政への不信感はあります。

613 今思うと子宮頸がんワクチンを打った事は怖い事だったと思います。

614
子宮頸ガンの予防接種の副作用がとてもおそろしいものでびっくりしている（接種時は知らなかっ
た）。もし打つ前に副作用を聞いていたら多分打たなかったと思う

615 この注射をするとずっとこの病気にならないの？3回とも注射のあとは、すごく痛かったです。
616 思ったより痛かった。1週間程痛かった
617 注射は思ったより痛かった。痛みは1週間ほど続いた。

618

このアンケートの娘は、3回接種して、何もなくて良かったです。この娘より、4歳年上の娘は、アレル
ギーがありましたので、心配でしたが、同時期接種の予約はしてあったのですが、副作用がこわくて、
キャンセルしました。今思うと万が一と言う事もあったので、キャンセルして良かったです。そのかわ
り、子宮ガン検診をちゃんと受けなければいけないと思います。－母ー

619 副反応の報道を見て、2回接種してやめました。こわい注射を打ってしまったと思いました。

620
どうして異常のでるワクチンを接種させたのかが、わからない。もしこれが原因で、将来に影響がでた
らどうしてくれるんですか？

621 １週間ほどで治ったが、打ったところがはれ、痛くて腕があがらなかった。

622
からだの具合が悪くなられたお子さん達と、ワクチンとの関係をぜひ明らかにしていただき、無関係と
いう結果がでましたら、子供達の将来の為にワクチン接種をどんどんすすめていただきたいと思いま
す。

623
子宮けいがんワクチンはうでがまっ赤にパンパンにはれ　数日はえんぴつをもつのも大変でした。び
ねつもあり、体に負担が大きかったと思いますが、３回受けさせました。

624

質問２．④ひどく頭が痛い・・・・小学校５～６年頃　ひんぱんに痛みがあり小児科に相談していて、い
つも●を常備していました。痛かったらがまんせすに薬は飲んでいたので、安心して、飲めば治ると
いう精神的なものだったと思います。1～2度救急にもかかった事がありますが、現在（15才）は頭痛は
減りました。

625
目の異常の原因がわからず、現在も通院中です。子宮頸がんワクチンとの因果関係はあるのでしょう
か？

626 注射した後　うでが何日も痛かった。
627 3度うけたが、発熱とうでが上がらないことが2～3日続いた。（2度）

628

当時、いろいろな方にすすめられ注射をしましたが、年子の姉も3回（しかも有料！！）ニュースをきい
てとても恐いと感じました。注射をうってなんともなかったから良かったですが、子宮頚がん予防となっ
た事は確かですよね。良かったと言えることを信じております。不幸にして副作用がでられた方にでき
るかぎりのことをお願いします。

629
質問5でのいろいろなワクチンがあると今知りました。なぜでしょう。ワクチン統一と（必ず予防接種する
様）家庭では無理な事もあるので学校教育の一環として行ってはどうでしょう。

630 3回共全く副作用がなかったため、後で問題になったことに驚きました。

631

子宮頸がん予防接種3回目の次の日熱が出たため病院を受診する。平成24年1月に3回目をして、秋
に急に興奮状態が続き、1週間1時間しか寝られない時が続きました。異常な興奮状態で翌年心療内
科を受診しました。秋に（11月）インフルエンザの予防接種をしました。寝られない状態が続いたの
は、インフルエンザの前か後かは忘れましたが。興奮状態は急な事で、理由がわからないですが、後
になってTVで子宮頸がんの副作用を見ると、もしかして関係があるのか？と今でも思っています。

632
1回のみ接種しました。ワクチンの効果はないですか？それともありますか？今から2回目をうてるので
すか？1回で中止している者は今後変な作用がおきますか？途中で止めた（現在やむなく止めてい
る）者に対しての情報をおしらせ下さい。

633 子宮頸がんワクチンの3回目をうった翌日に高熱ではないが、熱がでた。
634 1回目が痛かった
635 とくに子宮頸がんワクチンのせいで体調はくずれませんでした。



636

子宮頸がんワクチン接種後の症状をくわしくアンケートしないと意味がないのでは？質問2に関して
は、人間ふつうに生きているだけで何かしら症状はあります。税金を使い、やる調査です。中身をもっ
と考えて送るべきですね。サーバリックスを受けた日は接種されたうでが重だるく感じたようです。その
他は何もなし。1度2度と受けた後大丈夫だったので恐怖心を与えないよう、余計な情報（体が動かな
くなった子の例など）を知らせず3度目を受けました。3回受けないと意味のないワクチンを途中で放キ
することのもったいなさと、子宮頚がんワクチンを受けられる年令に受けないといけないわけですか
ら、がんをそれで防げるのなら、多少の痛みはガマンさせた方が良いとの母親判断で3度も受けまし
た。

637 子宮頸がんワクチンの2回目の接種後、脳貧血になりましたが、すぐに回復しました。

638
日本脳炎、第2期、3期、ジフテリア破傷風第2期と接種していませんが、今からでも接種OKなのか？
と。その場合、無料で接種できるか？など、くわしく教えてほしいです。日本脳炎も接種後、死亡した
子がいて中止となっていますが、毎年何を接種できます的な連絡が欲しいです。

639
副反応が出てしまった方に、共通する事など、何か分かっている事はないのでしょうか？例えば、生
理中に接種を受けた、アレルギーやぜんそくを持っている・・・など。親の判断で子供に何かあると困
るので、不安を少しでもやわらげてもらいたいと願っています。宜しくお願い申し上げます。

640
私どもの娘は現在、何の症状も出ず元気に生活しております。接種を受けて様々な症状が出た方々
が早く元の様に元気になられますよう願っております

641
子宮頚がんワクチンの接種（1回目）をした翌日から1週間程度、10分に1回のペースで下痢になりまし
た。恐らく副反応だと思われます。それ以来　子宮頚がんワクチンは接種しておりません。

642
もしも娘に副反応が出ていたら・・・と思うと恐ろしいです。将来、何か体に異変が出ないか等、不安は
つきません。原因の解明を期待します。

643
特に第１回接種後「体がだるい、重い」とかなりしんどかった。１週間ぐらい続いた。他の予防接種で
は、このような状態になったことがない。

644
2回目を接種する時に、TVのニュースですごく大きくとりあげられ、不安に思いましたが、１回目で副
作用がなくドクターにも相談しましたが、副作用は極まれで、大丈夫だと言われたから3回行ないまし
た。2種類のうちどちらがリスクがあるのとか、詳しい情報は、知りたいと思いました。

645
子宮頸がんワクチン１回目の際に血圧低下とチアノーゼ発症（30分程で改善）。2回目、3回目は大丈
夫でした。

646
国のワクチン接種に対する方針が曖昧なままで、3回目の接種のタイミングを逃してしまった状況で
す。当初、副作用が想定されなかったとは思いますが、途中から急に自己判断でしなさいとなり、戸
惑いを感じます。

647

子宮頸がんワクチンを受けた時は、サーバリックスしかありませんでした。日本で、接種が始まる前に
海外ニュースでイギリスでは13才（12？）になったら、この接種を行なっていると知り、日本もなぜやら
ないのだろうと思ってました。ただ、そのニュースは、接種した人の中で、死亡したというニュースで、
因果関係はわからないというニュースでした。日本ばかりでなく、海外の事例をひきあいにしてほしい
です。なぜ、遅れて参加した日本なのに、副作用が問題になるのか、それ以外の国ではなかったの
かどうかということです。

648

第１回目を接種した翌日はすごく痛みがあり、38.8℃の発熱がありました。土曜日の午後だったので
接種した医院に電話しましたが「様子をみてください」という指示だけでした。その後熱も下がりました
が、後遺症がでてなくて本当によかったと思っています。接種する前に医師へ「本当にワクチンをうっ
て後遺症や妊娠に影響はありませんか？」と問い合わせましたが、笑ってあしらわれました。今になる
と不信感を抱いた時点でやめればよかったと思います。

649
接種1回めの注射では、とても痛みがあったことを覚えています。2回め以降は特別痛くはありません
でした。

650 十分な安全性を確認の上、定期接種を奨励して欲しい。

651

6年ほど家族全員インフルエンザの予防接種をしていませんが全くかかりません。周りも予防接種をし
たから、かかりにくいとか軽いというような感じは受けません。子宮頚がんワクチンのニュースのこともあ
り、本当に予防接種を受ける必要があるのが疑問です。市の計画にそってまじめに受けさせてきまし
たが、今後インフルエンザも子宮頚がんのワクチンの予防接種も受けるつもりはありません。予防接種
の効能をもっとしっかり調べてほしいと思います。（保護者より）

652
標準的な接種年齢にある人すべてを対象としていたなら、このワクチンによる副反応が出た時点で国
がもっと積極的に実態調査をしていただろうなと感じます。アメリカ等では男性にも接種を勧奨してい
る所もあるようですね。

653

受ける時は、もう副作用問題が出てて悩みましたが、姉は、←サーバリックス、既にうけていて、大丈
夫だったので、受けました。やはり、不安があったので、この年はインフルエンザの予防接種は受けま
せんでした。素人考えですが、体の負担を減らしたかったので。あとから出たガーダシルをえらんで、
接種しました。

654
接種を受けた時点では副作用がそれほど問題になってなかったので接種したが、知っていたら接種
しなかったと思います。



655

幸い、娘は今までワクチン接種で大きな副反応が出たことはありません。（多少の腕のはれ等は有）し
かし、今回は多くの人が副反応で苦しんでいる実状を見聞きして、怖くて２回目以降を控えざるをえま
せんでした。確実に安全性が高いとわかるまでは、安易に国、地方自治体で推奨しないで頂きたい
です。

656
注射後2週間～1ヶ月くらい、はれと痛みがひどく部活を休んでいました。腕が上がりませんでした。月
経不順（まだ安定していないこともあり）が時々あることが気にはなっています。

657

重い副作用がある（しかも多数）と分かっていたら受けなかった。運よく自分はなかったが、健康で
あったのに副作用で普通の生活ができなくなるなんて気の毒すぎると思う。後に友達が知り合いの医
者から受けない方が良いと言われたから“私は受けない”と言っているのを聞いた。TVのCMでもどん
どん“受けましょう！”と言っていたし、DMも送られてくるしで受けるのが良いことだと思っていた。やめ
れば良かった。

658
今回、何事もなく済んだので良かったのですが、情報が少ない中で新しいワクチンを接種するのは、
怖いと思いました。１年後だったら100％受けていません。何らかの副作用で苦しんでいる人たちが少
しでも救われるような救済制度が整うことを願っています。

659 子宮頸がんワクチンを接種して、軽い筋肉痛が打った所に出ました。
660 子宮頸がんワクチン接種後は、腕の腫れがひどく、上に上げることも痛みを感じた。
661 １回目、うった後に、気分が悪くなった。ひんけつになったが、30分後におちついた
662 視力低下は　受験勉強のせいと思われる（1.0→0.3）
663 注射がほんとに痛かったです。5日間くらいはれてました。

664
知り合いに子宮頸がんワクチンの副作用が出てしまった人がいて、学校生活にも大きな影響が出てと
ても大変そうだったし、治療費もたくさんかかっていたと思うので、名古屋市の副作用が出てしまった
24人の方の負担を少しでも減らすことができると良いと思います。

665 質問項目が難しい。（質問2）

666
子宮頸がんワクチンを接種して1回、2回目はその後すごく体がだるくて動くのがつらそうで、3回目を
接種した後で、38℃以上の熱が出ました。

667 打った後、2日間くらい腕が肩より上に上がらない。

668

今のところ副反応と思われる症状は、特にないが、接種後、何年か経ってから現れる事もあるのか。と
ても気になっています。早急に原因をつきとめてほしいと思います。また、今、現在、症状がなくても、
いずれ妊娠、出産となった場合、何か支障があったりしないか・・・など、相当、長期間にわたる調査
が必要なのではないかと思います。

669 3回目を受けた後もすごい頭痛があった。今思うと何事にもならなくてよかった。
670 副作用で必ず熱が出たが、3回とも受けた。だが、その後は副作用はなかった。

671
子宮頸がんワクチンの影響かどうかは？だが両親の体質とは異なるところがあり、この先不安である。
たとえば冷え性とか、めまい等

672 今後どのような後い症が出るか不安

673
ヒトパピローマウイルスと聞くとこんなイメージ。（イラストあり）。てっけんせーさい！！予防接種時/後
イメージ（イラストあり）

674
子宮頸がんワクチンを打ったすぐはうでがしばらく重たくて痛みもあり、１週間くらいは楽器を持てず部
活を休んだ。

675

保護者です。子宮頸がんワクチンの副反応について、いろいろと、出てきたあと、いつまでも接種を中
止させてなかったのはどうしてなのでしょうか？国、行政がすすめて来た予防のためのワクチンで、全
てではないものの、重篤な症状で苦しんでいる、もともとは健康であった娘さんたちが、かわいそうで
仕方ありません。健康を維持させるために打ったワクチンで、未来をうばわれてしまっている現状を、
国として、行政として責任をとってほしいと思います。娘をもつ親として、人ごとではありません。1日も
早い対応をお願いします。 後に、この調査が、副反応に苦しんでいる娘さんたちの明るい未来に役
立てていただけることを切に望みます。

676

副反応については接種が始まった頃より心配しておりました。娘については接種をやめようと思って
おりましたが、娘の接種期限が延長されたこともあり、受けることにしました。国が推奨し、TVCM等広
告も多く、受けないといけないという雰囲気になっていたと思います。今回、娘は何事もなく過ごして
おりますが、受けなければ良かったと後悔しています。（母　記入）

677
頭痛、物覚えの悪さが副作用か原因が大変気になり中3の時受診しました。原因が特定できず、未だ
に不安です。治療費無料で再度検診してほしいです。

678 ウイルスを持っているかどうかを調べる事ができればよいのではないか。
679 注射後の腕の痛みが強かった。

680
ガーダシルは打った時は痛かったが、あとは全く痛みも問題もなかった（本人）。この時期に接種する
ことにより子宮頸がんを、ほぼ9割予防できるワクチンなので、是非多くの子に打ってほしいと思う。報
道であまりに恐怖を与えるような経験談があるので、娘の友達や親も怖くて打てないという方が多い。



681
名古屋市補助が出るのを心待ちにして接種した覚えがある。数年後の様々な症状のニュースを見る
たびに、当事者の方には申し訳ないが、うちの子でなくて本当に良かったと思いました。ただ副反応
に苦しんでいる方々には本当にお見舞い申し上げます。この調査結果、皆さんの意見を聞きたい。

682
子宮頸がんワクチンを接種した翌日から筋肉痛のようないたみが2日間ほどつづいた。そのせいで部
活動の練習が思うようにできなかった。

683
H.23.10月頃　膠原病（全身性エリテマトーデス）の診断を受ける～現在治療中。子宮ガンワクチンと
の因果関係は不明

684 初回接種後（子宮頸癌）に高熱（39℃前後）が出た。

685
子宮頸がんワクチンは3回とも受けましたが、それぞれ接種後、体が痛いとしばらく言っていました。報
道後はやはりこわくなりました。

686 本人は今留学中なので、わかる範囲で答えています
687 ガーダシル1回目接種の後、発熱し、2日後に下がりました。

688

高1で頸がんワクチン接種。高3夏から排卵前後、生理中、後に全身倦怠感、頭痛がひどく、学校を休
むことが多くなりました。婦人科受診、●を内服開始。１年後、上記症状がかわらずあるため、漢方薬
●を内服中です。現在大学2年生、やはり排卵前後、生理中の頭痛・だるさは、軽い症状としてありま
す。

689 子宮頸がんワクチンは本当に痛いと娘が言っておりました。

690
中途半端に一度打ってしまい後悔しています。いっそ打たなければよかったです。今後どうしたらよ
いのかとても迷っています。早急に今後の方針発表を望みます。

691 症状が出てしまった方に充分な手助けをしてあげて下さい。
692 我家は子宮けいがんのワクチン接種後特に変わりなかった。

693
3回目受けずに時間がたち、助成もなくなりました。できれば3回目を受け、助成をもらいたいと思って
います。

694 このｱﾝｹｰﾄの意味がわからない。副作用がでた子供達にケアをしてあげて欲しい
695 うつを発症した
696 子宮頸がんワクチンを接種したが、特に異常ありません。

697
ワクチンの接種したうでが痛くてしばらく（3～4日）は使えなかった。はし、ボールペンも使えなかっ
た。しこりのようなものができた。痛みは1か月ほど続いた

698
副作用の報道があってから、この調査票までかなりの時間がかかっている。対応としては遅すぎる。
人の命にかかわる事なのでもっと迅速な対応をすべき。この遅さは一市民として残念です。

699
長女はH11年生れでサーバリックスを接種させ、副反応みられず。次女はH13年生れですが、報道を
受け接種をみ合わせています。実際の所どうなのか？調査頂け今後につなげれるなら、結果を早く
知りたいです。予防接種で防げるなら、親として、接種させたい意向のため。

700

本人は痛い為、かなり嫌がりましたが、3回受けなくてはいけないと思い、その頃は副作用のことも差
程言われていなかったため、3回目も受けました。その後報道を見て心配や心あたりがあり、今は、
「やめておけばよかった。」「なぜこんな予防接種を強くすすめたのか。」と責めたい気持ちにもなって
います。

701 接種後、患部がはれて痛かった。接種する度に痛みが増した。少し触れられるだけで激痛がした。

702

娘が子宮頸がんワクチンを接種した頃は、副作用の件（TVで放送されたような事）は、知らなかったの
で、正直、子供に、その症状が出なかった事に、ホッとしています。娘たちの頃は、接種を受けた方が
良いとされる時。友達ママと、タダのうちに接種しようと話をしていました。副作用がある娘さんの事例
を知った時、タダのうちに…と考えていた母としての想いが、バカらしくなりました。普通の健康体で、
いられる事ができなくなってしまった方が、一日も早く回復されます様に。

703
このような被害がたくさんあるので心配で受けさせない方がよかったと思います。非常に心配で腹立
たしい気持ちでいっぱいです。厚生労働省はもう少し安全だとわかってから実施してほしかった。受
けたことを後悔しています。これからの妊娠出産に影響はないのでしょうか。

704

子宮頸ガンはワクチンで予防できますが、あれほど急に接種をすいしょうしたのはどうしてでしょうか？
致死率は高いと思いますが、他の接種対象の疾病に対して、それほど他の人にうつるのでしょうか？
副反応に対して効果はどれほどあるのか？と感じます。（バランスが悪い！）副反応で苦しんでらっ
しゃる方々への早急な対応を願います。なぜなら、一般の私たちはまさか副反応がここまで出現する
とは考えませんでしたし、そのことを予測するのは不可能だからです。

705 3回受けましたが、かなりはれて痛みもひどかったです。

706
公費で子宮頸ガンワクチンを接種でき、ありがたいと思う。30代、40代の友人が3人も子宮頸ガンにか
かり、子育てをしながらの治療はとても大変だと感じています。ワクチンで予防できるものであれば、
もっと早くからこのような制度があれば、大変な思いをする人が少なくなったのかもしれません。

707
子宮ガンワクチン接取の際、しばらく病院のベットで横になっているように言われた。他の予防注射で
は同様のことを言われたことはなかった。医療関係者はこのワクチンには副作用が起こりがちなことを
知っていたのなら、言っておいてほしかった。副作用のことを知っていたら受けなかった。



708

1回めの注射でかなり腕が痛くなり、接種部はかなりはれました。腕があがらないくらい痛がっていまし
た。その後2、3日は一番ひどく、痛みも長く続きました。その後、規定の回数を接種しました。その頃、
よく、手に力が入らない。ペンを握るときも、力が入らないと言っていました。その時は疲れてるから
じゃない？と思っていましたが、今考えるとワクチンの副作用だったのでは？とも思えます。頭痛もし
たりと大変な時期もありましたが、今は気にすることも少なくなりました。無料だったので、制度のあるう
ちにと利用しましたが、（安全だと信じていたので）、結果はともかく副作用のこわさをその時知ってい
たらやめていたと思います。健康な体に症状が出て、その後の人生が変わってしまった方が少しでも
救われますようにと、お祈りすると共に、医療、行政の手当てをお願いします。

709

思ったより注射が痛かったではすまされないほど痛かった。筋肉注射なので、筋肉がある方が痛いと
医者には話われたが、そんなの関係なく、注射を打っていて1/3ぐらい中の液体がはいったぐらいか
ら、筋肉をぎゅーっと強くだれかににぎられたようにいたく、終るといったんおさまるが、歩くとまた誰か
ににぎられたようにいたくなった。もう二度とうけたくないと思ったが、しょうがないので 後までうけた。
この痛みはうけた人にしかわからないけど、私の周りで子宮頸がんワクチンをうけたという人が1人もい
なくて、ちょっとショックだけど、本当に、その後なにも影響がなかったのはよかったと思う。あと、いろ
いろ知りたいのはわかるが、もっとコンパクトにまとめるか、紙一枚にしたほうが良いと思う。見たしゅん
かんめんどくさいと思ったから。

710 副反応の報道を見て、こわかったです。娘に副反応が出なくてよかったと思いました。

711
注射は痛かったが、3回とも接種した。副作用もなく、接種した安心感はある。将来、100％でないにし
ろ子宮頸がんに対する不安は少なくなっている。(母）

712
日常生活の中で、体調を崩す原因がみあたらず、唯一ワクチン接種したことが心当たりだったので初
回のみで止めました。学校を休む程ではなかったのですが、から咳が1ヶ月程続いていた記憶です。

713 子宮頸がんワクチン接種後、2～3日、腫れていました。

714
ADHDの診断がH26.4で、今回のアンケート目的がワクチン接種後の症状と同様が多く、判断しずら
い所が多々ありましたので、正確な返答をできません。

715 私は運良く、副作用がなかったが、副作用で苦しんでいる人を助けて欲しい。
716 質問4の、時期の欄は、西暦でも書いて良い書式にしてほしい。

717
2才上の姉も子宮頸ワクチンを接種してますが、その子達は大丈夫なのでしょうか？（副作用とアン
ケート）。回答、アンケート結果は？広報名古屋又は、何かの形で、お知らせ下さい。

718 注射が痛すぎる。友達で副作用が出た子などがいて、怖い。3回ともうけてしまって大丈夫か心配。
719 子宮頸がんワクチンを打ったところが、けっこう長い間はれていたかったのを覚えています。
720 ワクチンで苦しんでいる子どもたちが、早くよくなるように願ってます。
721 接種後の接種部位のはれ、痛みが強かった。

722
3回とも接種後、貧血をおこして、たおれた。しばらく休んだら、回復した。（子宮頸がんのワクチン接
種時のみ）

723 接種後は接種部位のはれ、痛みが3日程続きました。

724

今思えば、娘の症状は、子宮頸がんワクチンによる副作用だったのでは…と思います。当時は、副作
用についての報道はほとんどなく、疑いもしませんでしたが、大学病院での様々な検査でも、原因は
わからず、ひょっとして子宮頸がんワクチンの影響か？と医師に尋ねたら否定されましたので、それ以
上追求することもなく、よくわからないまま今にいたっています。娘の意識が戻らないのでは…という恐
怖は、本当に悲しく、こわく、つらいものでした。

725
無料で受けれるからと思い国を信頼して受けましたが、副反応で大変な思いをされている方がたくさ
んみえるのを知って、もっと慎重に考えて様子をみないと怖いと思いました。今後の方達の為に適正
な判断で安全な接種をお願いします。

726
良かれと思いうけましだ。今副作用に苦しんでいる人がいると思うと、たまたま自分は運がよかっただ
けです。どうか副作用がある方を救済してあげてほしいと思います。

727
学力の著しい低下もあり、ワクチンの副作用かもという疑惑が確信に変わりつつあります。ワクチンの
数が足りないからと、急かされ、受けましたが、こんな副作用のある恐い予防接種だと知っていれば受
けさせませんでした。悔まれます。早急な解明と対応をお願い致します。2015(H27)9.　母

728 3回目の接取後、生理不順・過多月経になった。通院しているが未だ改善していない。不安です。
729 H26.4（高1）から学校に行かなくなり、退学した。
730 子宮頸がんの注射は痛いときいていたが、うちの娘は一度も痛がらなかった。
731 子宮頸がんワクチンを打った時に、吐き気と腹痛の副作用があらわれた。

732
子宮頚癌ワクチンは、注射した部位の強い痛みはあり、2回目以後接種をいやがっていましたが、3回
接種後も特に問題はありませんでした。月経に共う症状は、時々あるそうです。

733 受けた後に報道が出て、しばらく心配になりました。



734

これまで、何種類かの予防接種を受けてきましたが、一度も副作用が出たことはありませんでした。学
校からの勧めもあり、何のためらいもなく、娘に子宮頸がんワクチンを受けさせました。しかし、翌日か
ら調子が悪くなり、この症状がいつまで続くのかと、とても不安になりました。幸い1週間ほどで症状は
なくなりましたが、これから接種を考えている方は、よく相談されてから接種された方が良いと思いま
す。

735

子宮頸がんワクチンについては女の子をもつ親であれば万が一を考え接種しなければ…という考え
になるのが当然と思います。幸い私の娘は異常はありませんが、後からこういう状況になるのはとても
不安です。又、なぜ既に過去のものとなったワクチンのことまで調べるのか…。そのことと子宮けいが
んワクチンでの異常との因果関係があるのですか？もっと研究してからにして頂きたい。なぜ期待し
て異常な症状を発症することになるのか…。残念です。

736 アンケートの質問内容が答えづらい点が多く見られました。特に質問2が答えづらかったです。
737 結局、2回目で途中になった形になり、このワクチンの効力はどうなのか心配です。

738
子宮頸がんの予防接種の副作用（？）でいろいろな症状がでた方をTVで見たことがあります。1日も
早く解明され、今後の接種に検討されればと思います。このアンケートが少しでもお役に立てますよう
に。

739
子宮頸がんワクチンが無料で接種でき、大変ありがたく思っています。ただ重い副作用のかたもいる
そうで、お気の毒に思います。早く安全に接種できるようになることを希望しています。

740

これだけ子宮頸がんワクチン接種後の副作用の報道されているにもかかわらず、接種の呼び掛けを
中止しただけで、接種自体を中止しないことがおかしいと思う。子供は接種直後は身体中が筋肉痛
のように痛いと言っていた。その頃は副作用の報道がされていなかった。知っていれば接種しなかっ
た。

741 とても注射が痛かった。

742

当時新聞やメディアなどで子宮頸がん予防接種のニュースを沢山取り上げていて、うちも早く子ども
に接種したい。早く名古屋市も補助を出してくれないかと心待ちにしておりました。接種時子どもはと
ても痛がりました。インフルエンザの時と比べものにならないほどの痛みのうったえに、この予防接種
は大丈夫か？と思う気もちもありました。幸いニュースになるほどの様々な症状はなかったので、ほっ
としています。

743 あんなにひどい副作用があると知っていたら受けさせませんでした。

744
小6以降というアンケートでしたが、生まれてからわかっているワクチンの年月日を記入したのですが、
副作用で苦しまれているお子様もいる中、我子はおかげさまで元気に学校に通学しており、少しで
も、このアンケートが今後接種される方々の参考になれば幸いに思います。

745
水痘とおたふくの予防接種を2才になる前受けましたが、大学の健康診断で抗体不十分との診断を
受けた為、再度接種する予定です。

746

現在19才の娘ですが、中2の秋より、3回接種しました。先に打った友人達が、痛くて手が上がらなく
なったという話を聞き、本人は、部活動に支障のないテスト週間をわざわざ選んで接種し、やはり、痛
くて、腕が持ち上がらない、という経験をしました。当時、4～5万もするワクチンがただで…ということ
で、母親達も喜んで、子どもに打たせましたが、その後の報道を知るたび、何事もなく無事に終って
良かったと、胸をなでおろしたと同時に、安易に飛びついてしまった自分を反省しました。（母より）

747
ワクチンの種類が3回目に受けたH24.1分が何なのかわかりません。Lot.No AHPVA148CBと記入あり
ました。

748
他に受け忘れたワクチンがあれば接種希望します。（３回引越しているので日本脳炎を許可している
病院と、許可していない病院があり、そのままになっているのです。）

749

TVで副作用が出たおじょうさんのことを知りました。活発な女の子が注射で歩けなくなったのに、行政
は知らんぷり。医者は、「注射が痛いと思っているから強く症状が出た」とかそういうふうなことを言って
て、同じ年頃の女の子の親として腹がえぐられるような痛み？を感じました。気のせいではないでしょ
う！？「副作用があると知ってたなら、受けなかった」と娘は言ってました。痛みがなんらかの形で残っ
ている子には、通院費や雑費のフォローを国はすべきだと思います。

750
今回は、上の子のみ接種したが、下の子も接種すべきか悩んでいます。早く行政の対応や結論を出
して欲しいです。

751
子宮頸がんワクチン（サーバリックス）の1回目を接種した日に、腕が動かせない位痛みがひどく、2～
3日痛みが続いた。2回目以降は何ともなかった。

752
特に、心配な事はありません。ただ母親（現在57歳）がH26.9.5に子宮頸がん検診で見つかりステー
ジ1でしたが、子宮、卵巣、その他付属物一切、全摘手術を受けました。1年経ちましたが、特に今の
ところ、転移もなく、異常なしです。

753
子宮頸がんの報道をみると不安になります。接種した初期の頃は副作用のことはほどんど表に出ず、
とにかく接種した方がいいという推奨することばかりきいていました。流れに乗って接種して後悔して
います。（母）

754
子宮頸がんのワクチンは、接種後に聞いていなかった症状(副作用）が出て、体への影響を心配でし
た。必要なものとはわかりますが、新しいものはもう少し細かい情報が欲しいです。



755
子宮頸がんのワクチンの副作用と思われる症状により、大変な生活を送っていらっしゃる私と同年代
の方々をテレビで拝見し、衝撃を受けました。苦労されている方々に対して、ぜひ支援してください。
（苦労されている方々が納得できる）。

756 1回目の夜熱が（39度）出ました。
757 3回受けたけど、けっこう腫れた。

758
サーバリックス接種。2年後に生理が止まってしまう（それまでは順調）。何か関係が有るのかとても心
配です。

759
特に副反応などなかったが、知らずに受けて、症状がでていたら、悔やんでも悔やみきれないと思う。
調子が悪くなった方々に対して本当に気の毒でなりません。義務の様な感じで接種したが、安全に
十分配慮した上で接種を勧めてほしいと思います。

760 接種後翌日かなり痛かった。

761
子宮頸がんワクチンを１回目打った１週間後くらいに、少し体調が悪くなった。（カゼを引いた時の様
な症状。）体がだるかった。

762
予防接種は全て受けています。（小学校、中学校で追加があったものも。）インフルエンザは、受験の
時は2度（1シーズン）受けています。

763

たまたま自身の子供に副作用は出ていませんが、今回のような重い副作用のでる危険性のあるワク
チンを無料接種できるとだけ告知は無責任。接種後ニュース報道等で知った、他の子供さんが、副
作用で苦しんでいる様子は、他人事ではありません。自身の子供が、その様な反応に苦しんでいる
事を想像するだけで、怒りがこみ上げます。救済は責任を持ってしっかり行って欲しいです。

764 毎回接種後にうでが痛く、赤くはれた。
765 毎回、接種後は痛く、腫れが数日続いた。

766
子宮頸がんワクチンを接種した時、自分の前に接種した子が接種後すぐ失神した。先生に‘大丈夫
なのか’と尋ねたら、“精神的なもの”と言われたが、自分の接種時とても不安だった。友達にも副反応
が出た子がいる。接種と副反応の因果関係をしっかり調べてほしいです。

767
注射が痛すぎる。3回目打ったあと、病院内で顔が真っ青になり吐き気がした。血圧が下がったけど、
20～30分で回復した。

768
3回目は接種しなくて良いのですか？（2回目から2年経過してますが。）再開された場合、無料で接
種できるのですか？又、3回接種となりますか？

769 注射後は腕が痛く、腕を上げることができなかった。

770
光をまぶしく感じるなどの症状があるため、バセドウ病の疑いがあるということで、MRI検査、血液検査
などを受けました。検査結果はバセドウ病については違うという結果でした。症状は直らないので、こ
れからまた精密検査を受ける予定です。

771
子宮頸がんワクチン、3回目接種した後すぐに副作用の報道が出てしまったので今後の影響が心配。
もっと早くから気付かなかったのかと思った。もし副作用がおきたらしっかりと対応できるようにしてほし
い。

772
娘にも娘のお友達にも副作用を発症した子はいないので、予防接種で防ぐことができるがんなので、
接種してよかったと思います。

773
幸いにも副反応はありませんでした。“幸いにも”と感じてしまいます。インフルエンザ－タミフル同様、
症状でている人がいるのは不安と思います。

774
子宮頸がんワクチンの接種は思っていた以上に注射が痛く、接種後は熱をもって腫れていた。実際
に効果がなかったり強い副作用があるのなら接種したくないと思った。（接種した当時は副作用がある
ことなど知らなかった。）

775 サーバリック3回目を接種したすぐ後に気を失い、しばらく病院で休み回復。その後何もなし。

776
日本脳炎の追加がやっていいのかいけないのかわからなくて、そのままになっている。保健婦さんに
も判断できないといわれ、素人にはどうしていいのかわからなかったが…。

777

(ここのみ母が記入しています。)サーバリックスを3回接種したあとで、ガーダシルが開始になったの
で、とても複雑な気持ちでした。サーバリックスも、当初は対象年齢が2歳分しかなかったので、“期間
限定セール”かのごとく、非常に急がされてあせらなければという雰囲気になった記憶があります。今
から思えば、何かいやな感覚があります。たまたま今のところ異常らしきものがない（気付いていない）
だけで、今後、将来にわたり、何か問題があるかもと、とても心配です。母として、娘によかれと思い接
種させましたが、今は後悔しています。とても後悔しています。こういった調査は、ぜひとも今後もご検
討ください。ネット回答でも返答したいと思います。よろしくお願いします！！！

778

重い副反応があると知っていれば娘には受けさせなかった。情報が、なさすぎです。国も、医師も、
CMでも(学校でも。)、推奨をあれだけしていたら、受けた方がいいと思ってしまうのではないでしょう
か。何か、体調が悪いと、頸がんワクチンのせいなのでは？と、不安になります。本当に、受けなけれ
ばよかったと、後悔でいっぱいです。副反応の情報も、もっと、公開するべきです。

779
子宮頸がんワクチンを聞いた時は、がんのリスクがへるならと迷わず受けさせましたが、その後の
ニュースにはもし我が子ならと思うと胸が痛みます。良い方向へむかっていくことを願っています。



780
副反応かどうかは不明。突然のけいれん、手足の不随意運動、たちくらみ、憂うつ。症状が出て通学
できなくなり退学。脳神経外科で異常なし。心療内科へ。

781
これだけ副作用があることがわかっていたら、接種はやめていたかもしれません。実際、学校のお友
達が副作用で体がおかしくなり、学校をやめざるを得ないのを見ていると、とても怖いです。きちんと
副作用を調査した上での接種すすめをしてほしいものです。

782
「これまで接種したワクチンについて」質問4　規定が変わったのに、その個人ケースに対応する書き
方・記入になってないので、回答しずらかった。

783 めんどくさいです。書いた人に●ぐらいください。（笑）

784
完全に安全な予防接種は無いと思うが、もっと安全性をしっかり確認すべき。“国”がすすめるというこ
とは、“安全”だと国民が信じます。

785
子宮頸ガン予防接種を受けた翌日、38℃台の熱が3回とも出た。翌々日には下がった。（3回とも）。そ
の後の体調不良はない。

786
自閉症（知的障害あり）の娘ですが、子宮頸がんワクチンを接種後は、「痛い！痛い！」と泣いて大変
でした。

787
子宮頸がんについてはものすごく痛いと言って半泣きで打っていました。副作用が出た方は本当に
お気毒です。しかし出ていないからと言え、同じ注射を打っているので、今後、彼女の身体に変化が
あったら…と心配ではあります。

788
生後から指示どおり予防接種を受けてきました。子宮けいがんワクチンも、何の疑いもなく早々に接
種しました。幸い副作用もなく過ごしていますが、まれに副作用でつらい思いをしている娘と同年令の
方のニュースを耳にすると、心がいたみます。どうか、原因追究に役立てて下さい。

789
1回目の接種後、1週間ほど手があがらないほど痛かった。その後は、普通になった。2回目以降は、
そんなに痛くなかった。

790

子宮頸がんワクチン3回目を打った直後、高熱が出た（39.0℃台）。土曜日の午後だったので休日診
療所で解熱剤をもらった。月曜日にワクチンを打ってもらったクリニックへ報告したら「熱がさがってい
るならいいんじゃないですか」と受付の人に言われた。子宮頸がんに限らず、予防接種の副反応への
対応や、データなんていいかげんなものかと思った。

791
子宮頸がんのワクチンの接種をした時、接種した場所が大きくはれた。かなり痛かった様です。しばら
く（1～2日）たって少しずつひいてはいきましたが…。

792

子宮頸がんにかかるリスクが少なくなるなら、多少の副作用があっても接種した方がよいのではない
かと思い、3回接種を迷いながらも受けました。今後、子宮頸がんにかかった人のワクチンの有無を公
表していただきたいです。症例はまだ少ないとは思いますが、現段階での状況もできれば知りたいで
す。

793
子宮頸がんワクチンの副作用の報道を見て、とてもうたせる気もちがなくなりました。それも1回接種し
たと言う中途半端でどうしてくれるんですか？もっと調べてから発表してください！！他人の子供はど
うなってもかまわないのですか？

794 子宮頸がん3回目の接種で、次の日熱が出ました。

795

国が方針を示さない中、名古屋市が動き始めてくださったこと大変うれしく思います。テレビ報道で
は、注射後すぐに（病院にいる間に）変な症状がでているのに因果関係がないとの対応を国がしてい
るように思います。納得できません。まずは治療費補助をすべきです。同年代の娘を持つ親として、
副作用の出た方々の救災・保護を強く求めます。お願いします。

796
予防の為と思って娘に接種させましたが、3回とも接種部が大きくはれ、うでがあがらない（あげると痛
い）状態が2～3週間続きました。

797
母（妹）が子宮ケイガンになったので、ワクチン接種させました。娘には異常なかったですが、その後
いろいろ報告されるようになり、下の子の接種は見合わせています。

798
今は治っているが、高校２～３年にかけて、うつ的な症状がひどく、全身がだるいとか原因不明のこと
をよく言っていたので、当時は子宮頸がんの副作用ではないかと疑っていました。実際に病院で診て
もらった訳ではないですが、副作用だったのでは？と思います。

799
ガーダシル接種後、接種部周辺硬結、筋肉痛、疼痛、握力が入りにくい、肩が上がらない、等症状が
ありました。しばらくしたら（1週間位…）症状が改善のため病院等受診なし。発熱なし。

800 これまでの接種は保護者が記入しました。母子手帳を参考にしましたのですみません。

801
3回目のワクチンを打つ直前位に、TVで副作用の報道が有り、とても迷いましたが、今まで、乳時期
から色々な予防接種を受けさせてきて、何の問題もありませんでしたし、体調も良かったので、打つ決
断をしました。娘に自病やアレルギーなどがあったら、2回目で止めていたと思います。

802 すごく痛かったので、あの痛みをどうにかしてもらいたい。
803 今までの注射の中で一番痛かった。
804 注射後、ひざに痛み。30日～半年ほど。原因は不明。
805 副反応の報道を見たら接種するのが心配になった。



806
子宮頸がんワクチン接種後、翌朝身体が全く動かなくなりました。高熱で、とのことでしたが副作用だ
ろうと医者から言われました。その後、後遺症等なく動けるようになりましたが、そこまでの反応がでる
とは思いもよらずただ驚きでした。もうあんなこわい思いはしたくないです。

807
頚がんワクチン接種後、他のワクチンに比べて、非常に痛かったし、（他のワクチンは２‐３日後腫れは
収まっていくが）、1週間位、腫れはつづき、痛みも続いた。

808

親の意見…この回答をした娘は長女で、予防接種もまめに行っておりました。しかし子育ての間に（3
人子育てしております。長女と下の子の間は9年間あいております）予防接種のワクチンやうち方、長
女の時は打っていたのに、次女や長男の時は見合わせる…など、大きくいろいろ変化したので、予防
接種にいつ行けば、いつまでに、どの種が必要なのか…が把握しきれなくなりました。なので次女、
長男は、2期や追加接種があまり行けなかったのが現状です。わかりやすく通知文など、変化のある
時の対応があると良いと思います。

809

副作用についてほどんど情報がない時期だったので、子宮頸がんワクチンを接種したが、仮に今、接
種するかと聞かれると、不安に思い、止めるかもしれません。重い副作用はありませんでしたが、接種
した腕は1週間程動かすと痛み、これまでの予防接種とはあきらかに違っていました。より安全なワク
チンが作られるとよいと思います。

810
子宮頸がんワクチン接種後は、数日、からだがだるく、熱っぽく、筋肉痛のような感じがした。まわりの
友人も、同じ症状だった。

811 推奨されていた時期だったので、適齢期になったらすぐ頸がんワクチンをうけました。
812 接種後、腕が腫れ（二の腕全体）、1週間ほど痛みが続きました。
813 接種した所がさわると痛くて2、3日しこりの様になってしまった。
814 注射をうたれた後は、2～3日腕があがらずはれ、痛みは相当あったようです。

815
子宮頸がんワクチンは、注射はとても痛かった様です。うってから1週間ぐらいは、うでがはれて痛がり
ました。

816 ワクチン接種により苦しんでいる方を早く救済してください。

817
サーバリックス接種。2回、3回目は局所の疼痛も他の予防接種より強く訴えた。また2、3回目接種後、
1週間くらいに38度前後の発熱があり受診したが、副反応とは考えにくいと医師に説明された。その後
は特に異常はないが、当時は、不安だった。

818 少し痛みがあった。
819 受けたあと、少しはれた。数日間痛みが続いた。

820
発達障がいがあるため、質問について、よくわからない事や、症状が本来のものか、予防接種による
ものなのか不明であったりする。

821 打った後、２日間位、常に痛かった。

822

アンケートに答えてもらうのなら、もっと適切な書式を作ることが正しいデータをとるには必要ではない
でしょうか。答える側は古いデータを出してきたり、この為に時間をとっているということを忘れないで
下さい。形ばかりのアンケートは無意味です。年度によって接種の方法が変更しておりこの書式では
非常に書きにくい！！もっと適切なアンケート用紙を作成し、データをまとめるのにふさわしいものに
するのがお願いする側の礼儀です！！通常の予防接種の副作用が長期にわたったのち現われると
いうことはないかと思います。今回子宮ガンの予防接種はなぜこのようなことになったのか、不安がい
つまでもぬぐいきれません。責任の所在及びもっと安全性を確かめた後接種の推奨をして下さい。

823

子宮頸がんの2回目の予防接種時に、腕がすごく痛かった様で、３回目の接種をためらう程でした。
娘の友達には、接種後の痛みにより、学校を休んだ子もいた様でした。1回目の接種時に、どこの病
院に連絡しても、ワクチンがないと断られ（接種の手紙が届いた直後なのに）10以上の病院に連絡
し、やっと接種してもらえました。もう少し計画的に実施してほしいとその時思いました。

824
何回目かは覚えてないのですが、子宮頸がんワクチンを接種した後、熱と体の痛みで病院にかかっ
たことがあります。

825 副作用はありません。
826 母子手帳を見ながら書きました。

827
月経不順については、婦人科の先生より子宮頸がんとは関係はないと聞いています。又、本人の意
見を含めて、月経不順については婦人科の先生に相談し、現在、様子見しています。

828
強制的な宣伝はやめてほしい。副反応のない接種をお願いしたい。他国で影響のなかった薬剤を
使ってほしい。認可はきびしくてよい。

829
早めに予防接種をし、接種が終わってから副反応の事を報道などで知り、とても不安。病院にはずっ
と通院していて、これがいつ終わるのか心配。接種した事を後悔しないようになれれば良いのです

830 帯状疱疹と子宮頸がんワクチンの因果関係はわからない。医者は2回目以降の接取を勧めてきた。

831
今、思い返してみると、接種した次の日に頭が痛いと言っていました。すぐに治まりましたが、少し気
になっていました。

832 こんな恐い注射はやめてください。

833
現在も通院中。薬の服用が欠かせない。原因が不明なため、月経困難症とされた。（以前は痛みも生
理痛も感じないレベルだった。）

834 子宮頸がんワクチンによる痛みは出ませんでした。



835
長く続く症状が出なかった事は幸いですが、接種した後、何日間も手が上がらなかった様で、心配に
なりました。

836 いつでも何時間でもねむれるのと、起きてもすっきりしないのはワクチン接種が原因なんでしょうか

837
ワクチンを接種してからいろいろと問題があることをTVや新聞で知りました。知っていたら怖わくて接
種しなかったと思います。

838
国がやっている事なので安全と思い接種し、幸い何もなかったが、TVなどで知り、三女はアレルギー
体質のため、接種をやめました。

839 接種後、1週間ぐらいは、接種したところが異常にはれて痛かった。

840

保護者です。子宮頸がんワクチン接種当時、娘の為に打たない方が正しいような空気でした。副作用
の確率なんて、インフルエンザ以下だったのに。インフルエンザが打てないお子さんが、子宮頸がん
は、異常なかったよ。ときいて、娘の接種を決めました。正しいデータをわかりやすく提示して、早期
再開を期待します。

841

予防接種は必要であればできるだけ早めにうつようにしていましたが、娘の年代でもし予防接種で防
げるのであればと思い接種したすぐあとに副作用の問題が大きくとりあげられました。その後の2年くら
いは非常に不安な毎日でした。ましてや今現在同じような年の子どもが副作用で何の保障もなく過し
ていると思うと、大変つらくなります。早く解決させてほしいと思います。

842
痛かったのですが我慢できる範囲でした。1ヶ月近く発赤・腫脹・熱感（刺入部）ありました。（他の予防
接種より格段に強く反応しました。）

843

子宮頸がんワクチンを接種後、娘が非常に痛がっていたことを覚えている。幸い何もなく3回目の接種
まで終了したが、多くの問題が出ている今の状態であれば、接種をしなかったと思う。親は、病気にな
らないようにと接種するのであって、、そのワクチンが原因で病気になることなどあってはならないし、
悲しいことだ。実態調査はとても良いことだと思うが、遅い気がする。予防接種を行うにあたっての調
査や研究が本当に確実にされてきたのかが疑問だ。因果関係、本人の体調等難しい問題だと思う
が、この調査のように実態を把握し対応していただけることを強く望みます。

844
子宮頸がんワクチンは、娘の中2ぐらいの時に始まりました。その時は副作用のことは何もなかったの
で、何も考ず打ちましたが、他の予防接種より痛みが残ると言っていました。又、友人の中には倒れ
た子もあり、うちの娘は痛み以外何もなくてよかったと思います。

845 子宮頸ガンワクチンを接種した後も、変わったことはありませんでした。
846 無料の予防接種は、必ず、行ってました。

847
3回目の接種直後から腕がすごく痛かった。痛みとは別で腕が上がらなくなり着がえが困難になった。
（2週間くらい）

848 年が正確なものかわかりません。すべて中2のときです。（インフルエンザは中3のとき）
849 2、3日痛かった。（接種後）と言っていました。

850
現在高1の妹がいます。無料期間が終わる年で、今、1回目を接種しないと有料になってしまいます。
接種はしたいが怖さも強いです。もう少し様子をみたいので無料期間の延長を強く希望します。

851

子宮頸がんワクチンを接種した後の方が月経痛が強くなった様に思います。（3回全て終了後から）。
ただ月経がきちんと毎月来る様になったのが6年生の中頃で、中学1年でサーバリックスを接種したの
でワクチンが影響しているかどうか…。現在中学3年ですが、鎮痛剤（1～2回／1周期）の服用で日常
生活を送っています。

852 途中で接種を止めてしまったが、その後の影響はあるのか？再度、接種する必要性はあるのか？
853 無料でうけることが出来ましたが。早くハッキリしたことがわかるといいと思います。

854
副作用が出るとしたら、接種後どれくらいで出るか知りたい。中学の同級生が、副作用がひどくて、自
分も出てしまうのか、すごく不安。

855 注射はとても痛かった。副反応は心配だったが無料だし子宮頸ガンの予防になるので接種しました。

856
早めに接種したので、1、2回目は有料にてうけました。何だかちゃんと接種した人が有料もおかしい
ですね。後で返金してくださると良かったです。ついでに、今は接種しない人の方が多いと…。何か
考えさせられますね。

857
記入ミス、すみません。子宮頸がんのワクチン接種後、腕が重く感じることが何日かありましたが、周
囲の人より軽い症状だったように思います。ですのでどう記入してよいのか分かりませんでした。他
は、特に何もありませんでした。

858
ちょうど副作用のニュースの報道と同時期に1回目2回目と接種していたため、不安になり止めてし
まったが、3回接種しなければ意味がないのか、0回よりも打っている方が良いのか、そのあたりの報
せがないのでわからないままである。広報に情報をのせてほしい。

859
注射がことのほか痛く、気持ち悪さを感じたので接種をやめました。不気味な感じだったようです。予
防接種にも良い悪しがあり、自ら調べることが必要だと感じました。副作用が出た方は本当に気の毒
です、二度とこんなことがおこらないで欲しいです。

860
接種により、妊娠しにくくなる（流産しやすくなる）と、後で聞いたことがあります。多少の不安もあるの
で明らかにして頂きたいです。国が安全とうたっていたので信用し、娘の将来を思い接種しました。必
ず答えて頂きたいと思っております。



861
子宮頸がんワクチンを一度のみで止めてしまったけれど、効果はどうなのか？今後どうしたら良いの
かがわからない。

862

サーバリックスが出てすぐ接種したが、その時には副作用がそれほど強く出るとは思わなかった。後
にひどい症状が報道されゾッとしました。副作用が出なくて…はラッキーなだけで、安易にすぐ接種し
た事を後悔しました。後遺症が出たお子さんは本当にお気毒です。医療費の救済拡大の記事を見て
少しだけ安心しましたが、多くの被害者の方が対象として救済されることを願います。

863
注射接種後、本人が気にするような皮フの痛みがあったのを覚えています。そのご、特には問題はあ
りませんでした。

864
４才下に弟がいます。日本脳炎の予防接種も途中で止めてしまいました。外国に行く際には、やっぱ
り接種した方が良いのでしょうか？

865
月経不順があり今現在も産婦人科に通院しておりますが、この予防接種を受けたために月経不順に
なっているのでしょうか？食事も、バランスよい食事をとらしておりますし、以前から産婦人科にもどう
してか？と問いただしておりますが、このアンケートで不安になってきました。

866 3回接種して、3回身体がだるかったが、1日でおさまりました。
867 今1年生です。残り2回は開始後何才であろうと無料で接種できますか？
868 接種後、腕が腫れ上がり、かなり痛かった様です。数日間、腫れと痛みが続きました。
869 腕に激しい痛みがあった（打った直後、腕が上がらなかった。）

870
子宮頸ガンの副反応について何ら進展がない事に疑問を感じます。10才の娘がおりますが、接種す
るかどうか悩んでおります。しかし、今のままですと接種しない方がよいのかもと思います。

871
2回接種したのですが、3回目接種した方がいいですか？2回でも効果はありますか？ガーダシルは
副作用は大丈夫ですか？

872

学校の先輩がワクチンの副作用で苦しんでいます。大切な大切な先輩で大好きな先輩です。この調
査票のこと、もっともっと色んな人に広めてほしいです。少しでも先輩が苦しんでいることを色んな人
に知ってほしいです。また副作用で苦しんでいる人たちを色んな人に知ってほしいです。少しでも先
輩や苦しんでいる方たちの力になれるように祈っています。

873

副作用の報道のあと、インターネットに「あのワクチンは●では危険なので使用されなくなったものが
大量に余ったので日本が押しつけられた」「本来動物に使用する薬剤」「あのワクチンを打つと不妊に
なり日本人の人口を減少させ乗っ取る●からの意図で●が政府や省庁に入りこんで決めた事｣等不
安をあおる書き込みが多数あり、それに対し「怪しいワクチンだから受けさせなかった」等のレスポンス
が多くあったため不安になりました。

874
接種1回目～3回目、どの時も注射は他の予防接種よりも痛く、痛みも長く続いた。たまに足が痛い時
があるが、次の日には治っている、ということが時々ある。不妊になるのではないか心配！！はっきり
と教えてほしいし、知りたい。

875 今の副作用の情報があったら接種しなかった。当時は情報がなかった。
876 注射を打った後の腕の痛みが長かった。

877
友人は、腕が痛すぎて腕を全く上げることができないという子もいれば、片までは上げることができると
いう子もいました。私は腕が痛くなることはありませんでした。個人差が大きいと思いました。

878
おかげさまでどんな予防接種をしても、副反応があったことは一度もありませんでした。子ども3人おり
ますが、3人とも副反応は一度もありませんでした。今年21才になる子の母より。

879 接種部位が腫れ、痛みが1週間程あった。1回目、2回目の接種した翌日に頭痛があった。
880 生理不順がひどいのは、頸がんワクチンを接種したからなのでしょうか？？

881
子宮頸がんワクチンは良いと思って接種したが…。障害等の悪影響の報道を見ると心配になる。今、
何も無ければ、安心出来るのでしょうか？又は、将来支障が出てくる事も有るのでしょうか？不安にな
る様な報道ばかりでは困る。

882
子宮頸がんワクチン接種後は、腕が上がらなかったとのこと。麻しん・風しん混合接種の後は発熱し、
かかりつけ医に行きましたが、「接種のせいではない」と言われた。でもその後はワクチン接種に抵抗
を感じるようになり、日本脳炎（第２期）はうけていない。

883
１度目の接種後、めまいのような症状があり、足もとがフラフラして転びそうになったので病院でしばら
く様子を見てから帰宅しました。その後は、体調に変化はありませんでした。

884

娘が子宮頸がんワクチンを接種する頃、18型は日本で発症している人があまりいないと聞いたため複
数あるガーダシルを選択しました。同級生の子たちはサーバリックスを接種したのかすごく痛く、腫れ
たと聞き、そんなに痛くなく、腫れもそこまでひどくなかったのでガーダシルを接種して良かったと思い
ました。

885
子宮頸がんのワクチンだけ、異常にワクチンをうったカ所がはれて、痛みがあった為、テニスの試合な
どに影響があるので制限内の接種を守ることができなかった。

886 接種後、頭痛と腕がものすごく痛かった。
887 因果関係の証明がしづらく、難しい調査研究だと思いますが、進展があることをお祈り申し上げます。



888

当時は副作用の報告もなく何の疑問も持たずに、ひとつでも予防できるのならと思い娘に接種を受け
させました。今の状況でしたら、受けていないと思います。接種の推進に疑問を持たずにはいられま
せん。副作用（副反応）のリスクと将来の子宮頸がん発症のリスクがてんびんにかけられた様な状態で
無責任に娘の命を左右するような選択を委ねられるのはとても恐しい事です。

889
2回目を接種するか、とても不安でした。今まで接種した方や、病院の先生、知り合いのナースさんに
聞いたけど、どの方も大丈夫と言われました。 終的には親の判断に任せますと言われ、もしうちの
子が障害が出たらと思うと不安で、1回だけ接種して止めました。

890
接種時から腕の痛みが強く、腫れもかたくなり、とても痛そうでした。ひどいとき、（2回目くらい）腕を上
下させるだけでも痛がっていました。（母）

891

子宮頸がんワクチンは、3回接種しました。特に副作用はなく、腕が筋肉痛のように痛んだのみでし
た。1回めは23年の8月29日、2回めは23年10月3日、3回めは24年3月14日で、3回共に同じ内科で接
種をしました。内科までは家から徒歩5分で、歩いて内科に向かい、歩いて家に帰りました。部活は文
化部で特に運動を毎日していたのではありません。少しでも参考になることがあればいいなと思いま
す。よろしくお願いいたします。

892

出来るだけ早く接種した方が良いと言われた子宮頸がんワクチン。中１になってすぐに受けさせまし
たが、後になって後遺症が多く報告され、今のところ何ともないことにホッとしています。予防の為に受
けた物でそれ以上の症状に悩まされるなんて、あってはならないことだと思います。もっと確実に調べ
てから、国として推奨すべきではないでしょうか？

893
何年も前のことなので身体の症状に関しての質問は答えづらかった。日常生活の中でも起きる症状
なので、ひどくない限りはそのままにしてしまっていると少し不安もある。副作用はすぐ症状としてあら
われるものなのか、時間がたってからあらわれるものかよくわからない。安全なものだけを受けたい。

894
近所の●から「●が、がんばって無料で受けられるようにしてあげたんだから」と何度も強くすすめら
れ接種しましたが、やめておけばよかったと思っています。今は元気にすごしていますが、今後のこと
が不安です。副作用で苦しんでおられる方々を1日もはやく元気な姿に戻してあげて下さい。

895 手帳に記入されてある接種年月日が西歴と和歴とまざっていたので分かりにくいです。

896

今まで色々な予防接種をしましたが特に異状がなく、子宮頸がんワクチン2回目の時、接種直後に意
識を失いすぐに気がつきましたがとても恐かったです。その後は特に後遺症のようなものはみられて
いませんが、3回目を打つ気持ちにはとてもなれませんでした。しっかりと危険性を調べていただきた
いです。

897

質問5（2）に書いたように医師におたずねした際、一応、受けさせるつもりで医院に行ったのだが、
（報道では、副作用の話を知っていたが、積極的にストップする状況ではなかった頃だったと思う）1回
目で大丈夫でも次回どうなるかわからない、など丁寧に説明していただき有難かった。しかし、姉の際
には、同じ医師の方は3回普通に接種されていたし、本人が1回目の時も…と思うと、複雑な気持だ。

898
予防接種としてのリスクは覚悟していたが、予防の効果優先で受けさせました。当時、本人も友人も
啓発のパンフレットなどで、受けるのが普通という認識だったと思います。

899 子宮頸がんワクチン。2回目と3回目に熱がでて学校休んだ。

900

多くの方が副作用に苦しんでいると子宮頸がんのワクチンを3回接種した後に知りました。又、子宮頸
がんのワクチンに関しては、効きめが一生続くわけでなく、又接種する必要があると聞きましたが、20
歳の娘が早い時期に副作用があるかもしれないという危険をおかしてまで受ける必要があったので
しょうか？非常に疑問です。

901
子宮頸がんワクチンは10年程度しかききめがないと聞いた事があります。今後は産婦人科で検診を
受けた方が良いのでしょうか？出産する頃には効力が無くなっていると思われます。今後副作用が出
る事はありますか？

902
今後、何か症状が出ないか？とても心配です。受けなければ良かったと後悔しています。長女に関し
ては自費で受けてしまいました。

903
予防接種には副反応がでるおそれがあることは承知しております。子宮頸がんワクチンは他の予防
接種よりも副反応のみとめられる率は多いのでしょうか？確かに他の注射より痛い為、年頃の女の子
達がこわがり、気を失うということもあるとは聞きます。後遺症のでた方の率を知りたいです。

904 接種後、二の腕全体が腫れ、10日間ほど痛みが続きました。
905 今の副作用の情報があったら接種しなかった。当時は出始めで情報がなかった。
906 サーバリックス接種後、腫れと痛みが強く出ました。うでが上がらない（数日）。
907 接種後の腕の痛みが長かった。

908

質問が答えにくいです。ワクチンに限らず体調を崩してしまう原因は多数あるわけで、体調を崩した
原因としてワクチンの可能性があると思うかどうかと聞かれても何とも言えません。あと調査するのが遅
すぎると思います。過去のことになればなるほど誤った回答が増えると思うので。準備に時間を要する
ということは理解できますが、それにしても人命に関わることなのに遅いと思います。

909
この調査をもとに、現在副反応により体調不良をおこしていらっしゃるお嬢様の手助けができればと
思います。思春期の素晴らしい時期に、思いかげない体の変化にご家族の方も辛い日々を送られて
いるかと思うと心痛いです。少しでも早く回復される事を強く願っています。頑張て下さい。



910
親ですが昔は学校で予防接種をやっていたのになぜ個人で接種しに行くようになったのでしょう？や
はり働いていると忘れてしまったり、ついつい先のばしにしてしまったり…。子供を守るために接種し
た子宮頸ガンの副作用のニュースを見ると悲しくなります。

911 親せきで副作用がでて困っています。本人が副作用が出たらどうしたらいいか不安です。

912
母より。53才ですが、ワクチン接種した方がいいのか、安全性、（かかる）確率などの情報が欲しいで
す。

913
こんなあぶないワクチンを接種できますか？！2回受けましたがとてもおそろしいです。行政不信で
す。

914

子宮頸がんワクチンに限らず、予防接種には必ず副作用のリスクが伴います。これは予防接種に
限ったことではなく、全ての医療にいえることだと思います。現実に副作用が強く出てしまい、その後
の人生に大きな影響を受けてしまった方は、本当にお気毒だと思います。が、数パーセントのリスクの
為に、残りのベネフィットを捨ててしまうのは、決してやってはいけないと思います。リスクを負ってし
まった方のケアも含めての施策をしっかり行って、こういった予防接種は推し進めるべきです。私は、
子宮頸ガンワクチンの副作用に苦しむ女の子と、そのお母様の取材をしたニュースを見ました。本当
にお気の毒でした。もし、自分の娘に同じ事が起こったらと考えると、言葉もありませんでした。このお
母様は、はっきりと「こんな予防接種はやめるべき！！」とおっしゃっていましたが、それはまちがいだ
と思います。それよりも、女性だけが負う病気の原因は男性にもあること、そういった事をきちんと男性
にも理解をさせる取り組みなどをするも大切だと思います。国や公も本当にこの予防接種ワクチンに
自信があるのだから（きちんとしたデーターをもっているのでしょ！？）予防接種を推し進めたので
しょ！？それとも、他に利益があって（製薬会社と国の利益）その為の施策だったのでしょうか？何
か、少し問題が起きると、すぐに体制を変えると、ついつい疑いたくなります。やると決めたら、自信を
持ってやって下さい。皆さんを信じている人が大多数です。

915

1回目のワクチンを受けた後から体調が悪くなり、数ヶ月してから、高熱が出続けました。病院でも原
因不足で、1ヶ月程寝込みました。恐ろしくて、2回目は受けられませんでした。接種してから数ヶ月後
のこと（＝1ヶ月寝込んだ時期が）だったので直接ワクチンに結びつけることが、できませんでしたが、
今では、やはりワクチンが原因だったと思えています。

916
子宮がんになりにくいとのすすめで受けたのに、あれだけニュースなどで副作用の報道が流れるとと
ても心配になり、これなら2回共受けなければ良かったと思ってます。我が家は副作用ありませんが2
回接種した事で、1度も接種してない子と比べ今後副作用が出てこないかと今でも心配です。

917

子宮頸がんの予防接種で重い副反応に苦しんでおられるお子さんが心配です。市からの無料接種
の案内がきたときは今のように問題が取り上げられておらず、防げるガンとして予防接種が無料で受
けられることをありがたく思いました。ただ接種にあたり2種の選択（サーバリクスかガーダシル）もよく
分からなかったのでネットで調べていたところ、様々な不安要因や海外ではすすめていない、防げる
ガン（型・タイプ）が限られるなどの情報があり、知人、薬剤師、ドクターにも色々聞いて納得した上、
結局、3回接種し、幸い副反応もありませんでした。そのわずか3ヵ月後に副反応の問題が大きくとりあ
げられ、大変おどろきおそろしく思いました。子供に将来何が起こるか分からない、まだ歴史が浅いの
もこわく、親として接種をもっと考えるべきだったと反省しました。女性、子供、しいては出産において
何らかの影響が出ないとも限りませんので早急に原因をつきとめて頂ければと思います。（市による調
査を実施して頂き感謝致します。）母

918 生理不順で困っています。子宮頸がんワクチンの影響はありませんか？

919
インフルエンザも接種した方がよい物なら無料で接種できたら、小さなお子さんの親はたすかると思
います。子供をそだてやすい名古屋になる為の一歩ではないでしょうか。

920
3人の子供（女子）がいますが姉1人のみ受けました。（子宮頸がんワクチン）。次の日に元気でしたが
熱が出てしまい、次の子供にはうてずにいます。このようにアンケートをして下さると助かります。

921 親せきに副反応が出ました。本人に副作用が出現しないか心配です。

922

接種後2時間後くらいに顔も青白くなり、唇も白くなり意識がもうろうとしてしまい、すぐに病院に電話を
し診察を受けました。病院に到着した時には、発熱もあり、ぐったりとした様子で、娘のあの様な全身
がまっ白な状態を見て、このまま死ぬのではないかと思いました。1回目接種後は痛いとしばらく言っ
ていましたが、具合が悪くなる事はなかったので、2回目を受けましたが、受けなければ良かったと思
いました。医者からは痛みによるショックではないかと言われましたが、私にはサーバリックスが原因だ
としか思えません。TV等で、副作用で、日常生活がまともに送れなくなっている子を見ると、気の毒で
なりません。予防するためのワクチンで、具合が悪くなるのは有り得ない事です…。

923
3回目のサーバリックスを医者からすすめられたが、報道を聞いたので、2回接種させてしまったことを
本当に後悔している。今後何かあれば必ず裁判等公的手段を取りたい。副作用を公表せず、医療機
関に無償で提供した愚行を役所は反省すべきだと思う。

924 3回分、接種をしましたが、領収証が1、2回分しかありません。2回分の接種費用は、補助が出ません
925 子宮けいがんワクチンを3回受けたとキオクしていましたが、母子手帳への記入は、2回のみでした。

926
友人が副反応（副作用）が出たらしく、高校を中退しました。原因を見つけてそのような人が減ることを
願っています。



927
今の年になって、子宮頸がんの調査を出すのは、国としては、とても遅くないですか？なぜ、もっと、
早く、調べないのですか？今までに、接種を受け、症状が出て、困っている方も、みえると、思いま
す。子供達には、未来があります。

928 今まで経験した予防接種の中で、注射している時の痛みが1番ひどかった。

929
子宮頸がんワクチンは女の子対象ですが男の子にも有効なワクチン接種お願いします。我が家には
高1の娘と中１の息子がいます。とても心配です。

930
通知が来たので子宮頸癌の接種を受けた覚えはあるが（病院名も）2回までは記憶にあっても3回目
は記憶にないです。日本脳炎も、中学の時受けた気もします。

931 もう、うちません。あとが恐わいです。

932

子宮頸がんワクチンは2・3回目はうでが少々はれました。問題点（ワクチンの）などテレビや新聞で
やっていたので幼い頃からのかかりつけのお医者さんと相談しながらやりました。接種後30分以上は
病院で安静にしてやりましたが、3回とも特に気になるような副作用はありませんでした。色んな意見あ
ると思いますが、うちは親、本人、医師とよく話し合い考えた結果です。何でも禁止ではなく、個々、
家々考えれる選択でもいいと思います。（ある程度自己責任になりますが）

933 注射が痛かったと言ってましたことを記憶してます。

934
これほどの副作用があるのであれば受けなくても良かったと思った。（娘の場合は、まったく副作用
は、ありませんでしたが。）

935 予防接種の後、体がだるいと言って部活を休みましたが、2、3日で元に戻りました。

936
接種後にとても痛がり、しばらくの間、痛みが引くことはありませんでした。その後副作用の報道があ
り、大変心配になりました。下の娘は接種しない意向です。

937
3回とも接種後全身のつらい痛みがあり翌日は学校を休みました。痛みは2～3日で引きましたが今考
えるとちょっと恐いです。

938
高一からの月経不順が、ワクチンと影響しているのではないかと心配しております。普通にあった生
理が、ワクチン接種後だんだんとなくなり、今は薬をのまないとこない状態です。因果関係が知りたい
です。ワクチンをうったあと、手が上がりませんでした。ワクチンをうったことを後悔しております。

939 3回目接種後、腫れがひかずしこりのようになって痛みもずっと続いていました。（現在は大丈夫です）
940 無料ということで受けた。副作用が心配。これから先…。今の所なにもないが、今後の対応など…。

941
毎回射ってもらうたびに寝返りがうてない程痛かったのを覚えていますが、その他に症状は出ません
でした。

942
1回目23年8月25日、2回目23年9月22日、3回目24年2月16日に接種しています。病院の証明書には
Lot．№AHPVA１２９CA、AHPVA 146BA、AHPVA１４８BAと記入されています。

943

子宮頸がんワクチン接種後、体のだるさを訴え、次の日は一日中寝ており、とても心配しました。副作
用の報道が出てから心配になり調べましたが４価ワクチンには余り副作用が出ていないことを知り安
心しましたが、副作用の事をもっと調べてから接種勧奨をしてほしいと思います。副作用の出てしまっ
たお子さんには国がきちんとフォローしてあげて下さい。健康な身体に戻る様に！

944 子宮頸がん注射接種後、腕が上がらないくらい痛くなった。

945
たまたま我が子にはいまのところ副作用らしき症状はありませんが、重大な症状が出てしまったお子
様のことを思うと、いてもたってもいられません。どうか、その方たちが少しでもより良い生活が出来る
ように、全力を尽くしていただけたらと思います。

946
当時は特に問題にされていなかったので、ワクチンを受けた後に非常にイタイとうったえてはいたが、
それがあたり前と思いがまんさせていました。今思えば、ちゃんと医師に伝えればよかったと思ってい
ます。

947
接種後、微熱がでる程度でしたが、TVでみるような後遺症がでると知っていたなら、子宮頸がんワク
チンは接種しませんでした。娘には何もでなくて安心しています。

948
子どものためと思い急いで子宮けいガンワクチンを接種しました。副反応もなく終わりよかったと思っ
ています。しかし、表面上は何事もなくみえても、注意すべきことがあるならば、どんな小さなことでも
発表して下さい。必ずお願いします。

949
子宮頸がんのワクチンを受けた後、具合が悪くなって、うった腕がはれて、微熱を出して、2日ほど、し
んどそうでした。

950
ワクチン3回接種しましたが異常はなく安心していますが、今後も注意はしていないといけないのか心
配です。

951
2回接種後、副作用がこわくてやめましたが、後1回で免疫ができると思い迷いました。結果は、やめ
ました。

952

3回めを打った後に腕に激痛があり、続いたので総合病院を2ヶ所受診しました。2～3ヶ月程度(？)原
因不明で腫れと激痛で学校にも支障があり、子宮けいがんワクチンの副作用かと思いました。リンパ
を流すようマッサージ（自己流）で段々とよくなり完治しました。病院でも子宮けいがん副作用が疑わ
れましたが、確信は持てず痛み止めに“●”を処方されました。

953 腕がはれてとても痛がっていました。



954

サーバリックス2回目接種の翌日の朝、ひどい頭痛と吐き気で起きられず1日学校（中学2年時）を休
んだ。接種した医院を受診したら「低髄液性頭痛」と診断された。しかし、それまで一度もそんなひど
い頭痛は無かったのでサーバリックスの副作用だと思っている。又、その後、成績が下がったので、
気になっている（副作用ではないかと）。しかし、簡単な計算ができないとか、そのようなことはなく、成
績が学年1位をずっととっていたのが、サーバリックスを打った半年後から学年8位ぐらいになってし
まった。それぐらい大した事ではないと思われるかもしれないが、もの忘れも増え、うっかりミスも多く
なったと思う。

955
当時は、かかりつけ医者から打つように促されていました。今年無料になると言われて飛び込みで
打った世代です。何事も無かったので良かったのですが、やはり不安になりました。医者がよいと言
えば信用します。どうぞ調査を生かして、納得できる報告をいただきますようお願いします。

956

予防の為、接種を受けましたが、これにより体の不調が出て来ている様に思われます。日頃の些細な
不調でも生活に支障をきたし、それがワクチンによる物が作用しているかもと考えると接種を止めれば
よかったと後悔しています。あらゆる面で安易な考えで物事を進めてはいけないと思います。何事に
も慎重に実行するべきです。

957
子宮頸がんワクチンは回を重ねるごとに痛みが強まっていた。3回目の後は、2-3日接種した方の腕
が上がらずとても痛がっていた。

958

原因不明の症状が次々と出て、病院（市内）では、心因性・思春期特有のストレスと言われ、失神して
1時間意識が戻らず、救急車を呼んでも、医師には「この子は心因性だから救急車で来てもやる事が
ない」と言われ、それ以降、市内の病院では、なかなか親身になって診ていただけない。県外の病院
に片道1～3時間かけて通う日々が続いています。交通費だけでもかなりの金額ですし、通院するた
めに親も仕事を休まなければならず、金銭面でもとても負担が大きくなっています。安心してかかれる
病院や治療体制を1日も早く整えてください。

959 筋肉が数日痛く、固くなった。今は異常なし。

960
上記（前項）の接種ワクチンにつきまして、誕生以降全ての物を記入してしまいました。小6以降となり
ますと上記のうちの、子宮頸がん、MR、DPT、Ｂ型肝炎、髄膜炎菌、インフルエンザの6種類となりま
す。

961
経験したことのある注射の中で一番痛く、その後一週間ほど筋肉痛のような状態になりました。字を書
くのが少しつらかったので勉強はしにくかったです。

962 2006.12月～2011.1月末まで米国に転勤のため行きましたので多くの予防接種を受けています。

963

子宮けいガンワクチン、うけさせるのではなかったと思いました。実は私自身、ワクチンをうたないで大
人になり絶対子供には、きちんとうけさせなくては、と思っていたのですが、くやしいです。子宮けいが
んワクチンのせいではないともおもえるし、統合失調症といわれ苦しいです。ただ、何が原因なのか
わからない苦しいだけです。何度か精神科でもいってみたのですが｢スルー｣されました。

964

1回目のあとひどく腕が痛くて翌日学校を休んだ。しかし、3回目まで打った。このアンケートの項目で
は、3回目まで接種した人で副反応が出た人が書くところがない。3回打って出た人は“その他”にわ
ざわざ書くしかないのなら正確なアンケートにもならないし、副反応を詳しく聞くアンケートもないなら
無意味！！

965 接種後にTV報道を見て、将来の娘の体がとても心配です。大変になった子供さんがお気の毒です。

966
2回接種済みですがワクチンはきいているのでしょうか？もし接種が再開された場合、残りの1回を接
種すればよいのか？中途半端でとても困っています。早急の回答をお願いします。気になりずっと不
安で仕方ありません。

967

子宮頸がん予防接種直後は、気になる症状は出なかったが、今後子宮に関する何か異常が出るの
ではないかと、不安である。何か異常があっても、予防接種との因果関係が証明できないとの事で、
国も名古屋市も責任はとってくれないのだろう。これからの人生をこんな気持ちで過すことになるなん
て、国も名古屋市もとんだ罪つくりをしたものだと思う。接種前に何度も名古屋市に安全性を問い合
わせたのに、接種した者は、単なる人体実験だったようだ。

968

今、娘が苦しんでいる動悸、息切れ、胸が苦しいという症状が子宮頸がんワクチンによるものだったら
許せない！訴訟起こすつもりでいます。中3という受験生の大事な時期に病気と戦って頑張っていま
す。代われるものなら私が代わってあげたい。中1の2月まで幸せな日々が続いていたのに返してほし
い！！世の中ではもっと苦しんでいる人がいっぱいいるはずです。ワクチンによるものなのかしっかり
と調査してメディアに公表して下さい。

969 ワクチン接種後に起きている症状を、事実を、きちんと把握し一刻も早い対応を望みます。
970 不安にさせないで下さい。母

971
接種後一時的にでしたが体調を崩しました。ちょうど、試験前で部活がお休みのこの時にと思ったの
ですが…。3回めは確かに接種したと思いますが、日にちの控がみつかりませんでした。

972 早めに結論を出して欲しい。



973

重篤な症状が出た人がどんどん増え、実際3回目の接種の時には長い時間病院にとどまり様子を見
るよう指導を受けたりして、接種をしたものの、何かあると怖い、と思いながら途中で止める事にも迷い
があり、窓口で「どうしますか？」と聞かれることに、とても違和感を覚えました。国が推奨しておきなが
ら、問題が起きはじめたら自己責任なのか？！と思うと納得も出来ませんし、何かあった後では後悔
しきれません。身近にも学校を退学せざるを得なかった方がいます。娘はこれの副作用とは違うかも
しれませんが、疲れやすく、体の重いことがよくあります。副作用なのかを調べる事が出来るのか、ど
こで調べれば良いのか、そうだった場合、改善する方法はあるのか？などHPや医療機関、保健所等
でPRが必要だと思います。費用も負担して下さい！！同じ様に不安を抱えている人はたくさんいま
す。やりっ放し、ほかりっ放しは国の無責任と感じます。

974
いつ接種したのかなど中学何年生だったのかもおぼえていないので記名式にして病院名を記入して
そちらで調べてほしい。サーバリックスかガーダシルかもわからないので、あいまいな回答になってし
まう。

975
1回目接種後に副反応が大きな問題になりましたが、母親が子宮頸がん高度異形成で手術をしてい
るので、子供もリスクが高いと考えて接種しました。

976 注射が痛かったことと、しばらく腕が筋肉痛ではないが数日ほど上にあげられなかった事。

977
欧米ですでに問題になっていたにもかかわらず、安く買付したからと、流布した姿勢がわかりません。
娘の同級生は後遺症でしばらく登校できなかったそうです。母親より。

978
子宮頸がん予防接種を受けた事によって、子供ができない身体になっていないか不安です。大丈夫
なのでしょうか？副作用があると知ったのは受けてからの事でしたので…。不安と怒り、疑う心しかな
いです。きちんとした説明解答をして下さい。有耶無耶はなしでお願い致します。

979
痛みの強い注射だった様ですが、体調の良い時を選んで打ったこともあり、何も問題はなく終わりまし
た。

980 1回目接種後、腕(接種した方）が痛み、腕が上がらなかった（2～3日間位）
981 接種当日には、気分が悪くなり食事が取れませんでした。

982
第2回目に出た副作用の関係で3回目は受けられなかったのですが、大人になってから接種しても効
果は同じですか？また、副作用は出てしまいますか？

983 子宮頸がんのワクチンをうった時に広い範囲で腫れてしまい大変でした。

984

このアンケートをいただくまで、子宮頸がんワクチンの副反応とは思っていませんでしたが（ 初に
行ったどの病院でも否定された。2年位たっている為）アンケート用紙を答えるうちに副反応と確心し
ました。今まで健康で、勉強に運動に、友人と楽しく過していた学生生活が一変してしまい、全てが奪
われてしまいました。どの病院へ行ったらよいかもわからず、全国をまわりました。名古屋市だけでは
なく、全国レベルでこのアンケートを行い、実態を詳しく調べ、被害にあった子供達には、それなりの
保障をすべきです。この１年間の医療費、交通費はたいへんなものです。高卒資格もなくなってし
まったのですよ。私たち家族の心労もたいへんなものでした。私は仕事もやめました。

985
痛い予防接種を受けましたが、この子たちの受けた後にいろいろ問題がでて受けてよかったのか？と
思います。

986
サーバリックスの接種をした時、熱がでて頭が痛くなりとても心配しました。その時は、うつことが大切と
思い3回がんばってうつのみと親子で考えて、うちました。今考えるととても強い予防接種だと思いま
す。他の予防接種にはない体のしんどさがありました。

987 現在高校3年生ですが、まだ生理がない。
988 症状が現れた際、保健所に問い合わせたが関連を否定され、相手にされなかった（母）

989
子宮頚がんワクチンの目的を十分に理解して受ける必要があると思います。少なくとも納得してうけた
ワクチンならば精神的なダメージはうけないはずです。

990 子宮頸がんワクチンを接種して翌日から1週間ほど、腕が上げられないほどに痛くなりました。
991 子宮頸がんのワクチンを打ったあと、よくわからない病気にかかりやすくなった。
992 子宮頸がんワクチン接種において、もっと充分な検証が必要だったと思う。

993
しっかりと、副作用についてわからないうちに接種させ、この様になることはゆるされない！一生にか
かわることだから。

994 副反応が出てしまっている方への支援をお願い致します。
995 平成8年2月生まれで高校1年生のときに頸がんワクチンを接種した。
996 接種は 後までうちましたが、注射のあとの痛みはだいぶつらかった様です。

997

ワクチン接種翌日の体育教師（女性）の対応に親子共々腹ただしい思いをした。医師より、体育の授
業（バレーボール）の見学をすすめられ、本人も、うでの痛みのため、教師にその事を伝え（親からも
連絡したにもかかわらず）たところ、「そんな例は今まで1度も聞いた事がない！」と強い口調で言われ
たと…。体育の成績もその学期はガクンと落ちた。何年もたち、いろいろワクチンについて言われてい
る現在なら、あの先生は、もっと理解してくれる声をかけてくれるかどうか…？何もうたがう事なく無料
という事であわててうけさせた親としても反省があるが、学校の教師には、もっと勉強、思いやりがほし
かった。



998

1回目にサーバリックスを注射してから次までにとても年数が開くので、免疫効果がどうなるのか心配。
新たにガーダシルで接種したいが可能か、情報提供をしっかりしてほしい。明らかに予防接種が原因
で健康被害が出ていると思う。子どもの気分的なものではなく、神経免疫系に異常をきたす副反応が
あると思うのでしっかり医学的に原因究明してほしい。

999
報道のようなリスクがあるワクチンと早く分っていれば、接種させませんでした。今後症状が出てきたら
（詳しい症状は不理解）どうすれば良いか？

1000 接種はかなり痛いと聞いていたのですが、“え！？”というくらいなんともなく驚きました。

1001
副作用が心配で1回しか受けなかったので、効果はないのでしょうか？今後も積極的にすすめられな
いようなら、期限がきてワクチン無料は終了となってしまうのでしょうか？

1002

子宮頸がんワクチンの接種は当時無料接種がはじまったばかりで、何の疑いもなく、受けてしまいま
した。幸いなことに、少しの副反応だけで済み安心しておりますが、その後の様々な報道を目にし、も
し自分の娘に重い副反応が出たらと思うと、こわくなりました。下の妹にも接種券がおくられてきました
が、不安で接種を受けずにいます。１日も早く調査がすすみ、何らかの方針が出ることを期待しており
ます。

1003 何の異常もないです。
1004 2回接種しましたが、効き目はありますか？大人になりその続きをやれますか？

1005
いつ頃から又、始まるのですか？2回しか受けていませんが、いつかはやはり3回接種した方が良い
のですか？上の子2人は3回終って何にもありませんでした。あと1回が気になります。

1006 接種した側のうでが筋肉痛の様な痛みが出た。2～3日続いた。

1007
子供は全く元気です。学校で勉強を一生懸命していました。学校嫌いなお子さんが「異常が有る」と
言うと思ってます。（母）

1008 子宮頸がんワクチンを接種した所が赤く腫れて、痛痒かったです。

1009

我が家では、公費接種が受けられなかった7才上の姉にも実費でガーダシルワクチンを接種させまし
た。がんが予防できるならと思い、安全性を疑う事もなく2人の娘に受けさせた後、重い副作用がある
と報道され、娘2人には幸いにも何も副作用らしき症状は出ませんでしたが、とても人事とは思えませ
んでした。必ず原因を突きとめ、ワクチンとの因果関係があるのでしたら、明らかにして下さい。よろし
くお願い申し上げます。（母より）

1010

接種は推奨されていたこともあり3回受けましたが、子どもは注射がとても痛いと言っていました。その
後、副作用が大きな問題になり、とても恐く、心配しました。子宮頸がんそのものも、もちろん恐いもの
ですが、予防接種でその後の生活に大きな影響が出るのは本末転倒です。親として、そんな危険な
ものを子どもに受けさせてしまったと悔やむことになっては元も子もありません。しっかりした調査をお
願いしたいです。

1011
本人が記入後に、保護者が確認したため一部を青のボールペンで訂正しました。サーバリックスを3
回接種しました。接種後しばらく、注射した部分が痛いと言っていました。

1012

子宮頸がんワクチンの接種に関して、無料対象期間が短く受験期などタイミングも難しく、接種を予定
したら事故多発のため接種をすすめない時期になり、いろいろ相談しても適切な助言をしてもらえる
ところがなく、結果的に補助（金銭的）期間が終了してしまった。条件付けでも良いので高校２年生以
降も希望者は接種の補助が受けられるようにして欲しい。

1013
質問内容が理解しにくい。小学六年生以降に②の日本脳炎を1回しか受けてない人も“あり”になるの
かが不明瞭。

1014 注射後の痛み、はれは全くなかった。友人には症状を感じた人が多くいたが。

1015

幸い影響はありませんでしたが、普通の生活ができなくなった方々のニュースを聞いてほんとうにほ
んとうに恐しい思いをしました。受けたことを心から後悔しています。元々100％効果のあるものではあ
りません。そもそも男性に原因がある病気の予防になぜ女性に負担を強いるのでしょうか。男性全員
に錠剤でも飲ませることを義務化し、結婚前に証明書を提示させれば一般の女性には危険はないと
思います。

1016
接種後、腕の痛みが強く、腕が上がらず、体育の授業に参加できない程だった。とても辛そうな状態
が一週間位続いたので心配した。

1017
もっと副作用がないかどうか、検証してから、すすめてほしいと思った。（子宮頸がんワクチンに関し
て）

1018

年に何回か手足に力が入らなく起きられなくなるが、半日から1日で治る。医者へ行っても原因がわか
らず、子宮頸がんワクチンの副作用を疑うが、ここ半年ほど症状が出ないため、その専問医へかかっ
ていない。名古屋ではどこの病院に専問に相談にのってくれる科があるのか、一覧表などわかりやす
く知らせてほしい（何科にかかったらよいか、症状のない時にかかってもよいのか、わかなない）。

1019
インフルエンザとは違い、初めてのワクチンだったので、不安はありました。その時は、接種勧奨がす
ごかったので、将来の為と思い接種しました。うちは今のところ何もないのでよかったですが…。

1020
3回毎回子宮けいがんの予防注射うけていましたが、軽い副反応はみんな出ていると思います。私
は、普段うつ注射でも出てしまう方だったので、病院の先生からも注意するように言われました。あの
ときの痛みが無駄にならないことを祈っています。



1021 子宮頸がんワクチンに強い副作用が出ることがあると、知っていたら受けさせませんでした。
1022 サーバリックス注射後、1w、注射部位の疼痛、腫れ、発赤、肩が上がらない症状がありました。
1023 副作用がないかもっとしっかり検証してから奨励してほしい

1024
2回接種したが、2回とも今まで経験したことがないほど腕の打った場所が腫れ、痛みがとてもとても強
かった。腕が上に上げられなかった。服がすれるだけで激痛がはしっていた。もちろん、ふれたりたた
いたりしてもとてもとてもいたかった。1ヶ月くらいつづいた。

1025

初回で緊張はあったと思いますが、接種後1～2分で急に倒れ、近くに私がいたので支えることができ
ましたが、失神するなどの情報ない時期でしたのでおどろきました。（その接種後1週間？後くらいに
ニュースになりました）。本人は耳なりがして意識を失ったと言っております。病院の方は打たないほう
がいいよ…の雰囲気でしたのでそれ以降打ちませんでした。

1026

娘の将来の健康を思って接種をしましたが、後に副反応を起こされた方々がいることを知りとても怖く
なりました。幸い何も起こりませんでしたが、それは結果論で誰にでも起こりえたことだと思うと親として
の判断の責任の重さを感じざるを得ません。接種は任意でしたが、母親の中にはまだ新しいワクチン
は不安、とても信用できないとして接種していない方もいらっしゃいました。親は皆子どものためを
思って判断するのですから、どうか安全な物をと願っています。

1027 受けた後、数日間とても痛がっていました。その後は特に症状ありません。
1028 接種を１回だけ受けたあと、副作用が心配で中止しました。1回だけでも効果はありますか？

1029
子宮けいがんワクチンは今までで一番いたかったらしいです。でも熱もなく少しはれはありましたが大
丈夫でした。

1030 後遺症が出るようなワクチンはうてません。

1031
ひどい副作用があると聞いていたら接種しなかったと思います。何もありませんでしたがとても痛かっ
たと言っておりました。

1032
受けた予防接種のなかでは、子宮頸がんワクチンがいちばん痛かったです。数日痛みが残り腕が動
かし辛かったです。

1033 頭痛で困っています。副作用なのでしょうか。

1034
接種後、順調にあった月経がとまってしまい、しばらくして受診してみるとⅡ度無月経と診断された。
今後の人生に影響が及ぶと考えられるのでとても困っています。

1035
今まで色々な予防接種を打ちましたが、腕の痛みが完全に消えたなと思ったのは、だいたい１ヶ月位
たってからだと気憶しています。接種した後でいろいろニュースで騒がれるようになり、いつ服作用が
出るかと心配ですが、もう２年以上経ったので、安心しても良いのでしょうか？

1036 第1回目の子宮頸がんのワクチンを受けた直後に気絶した。
1037 途中接種（1回または2回）でやめてしまった後の体への影響を知りたい。
1038 何年か先に副作用が出るのかどうかが知りたい。

1039
次女は報道等で副反応の話題を見て接種を見合わせています。安全が証明されれば接種させたい
とは思っています。

1040
中学生の時に、無料で接種させて頂きました。（ありがとうございました。）サーバリックス接種時母子
手帳を忘れたので、接種日時を記載できずに、申し訳ありません。

1041
ワクチンの副作用があったと後日聞き、とてもこわかった。そのようなことがあるかもしれないとわかって
いればうけなかった。

1042
月経不順になったり学校へ2-3日行けなくなった事期は、ちょうど受験やクラスでの友人の悩みなどあ
り、精神不安定な時でしたので、あまり予防接種とかんけい無い気がします。学校の悩みがなくなった
ら、すぐに生理も来るようになりました。

1043
接種後、腕が痛いと1週間以上言っていた。周りの子も同じような感じだったので、そのようなワクチン
だと思ってしまいました。

1044
子宮頸がんワクチンの影響かどうか分りませんが、左手と左足に時々しびれが表れるので、不安を抱
いています。

1045
母子手帳の接種の記録の欄も小さいし、先生方の記入の仕方はマチマチだし、母子手帳の接種の
記録欄をもっとわかりやすく、正確に記入できるよう改善して下さい。先生方にも統一して記入しても
らうよう指導して下さい！

1046
子宮頸がんワクチンを接種して、筋肉痛の時みたいに腕が上がりにくくなり、少し腫れるくらいの軽い
副作用でよかった。歩けなくなったり、普通の生活が送れなくなったりということを聞いて、少し怖かっ
た。

1047 知的障害のある子なので症状が本人も私もよくつかめていません。

1048
子宮頸がんワクチンを接種したらひどく腫れ、痛みが何日も続いた。部活動でトロンボーンを吹いて
いたので、思うように演奏ができず周りのみんなに迷惑をかけた。自分もすごく大変だった。安全を
しっかり確かめてからにしてほしかった。

1049
子宮頸がんワクチン接種は、他の予防接種よりかなり痛かったと言っていました。テニス部でしたが特
に接種後２日はラケットが振れなくて休んでいました。その後は変化なしです。



1050
生理が来ないことを本当に心配に思っています。公表される結果に、今後どのようにしたらよいのかを
明記いただきたいです。病院では、ワクチンのせいではなく成長過程と言われましたが、初潮からず
いぶんとたってますので心配です。

1051
注射が平気だったのに、打った時に痛いといっていました。その後は痛くて、重くて、腕があがりにく
いと言っていました。

1052 3回目打つ時にＴＶで報道していて、副作用で動けなくなる人をみて3回目はやめました。

1053
他の注射にくらべ、かなり痛かった。打ったところも、かゆく、はれた。はれたところは、2～3週間はな
おらなかった。他の注射は、1週間もすれば、はれたところはなおります。

1054 子宮頸がんワクチンを接種した時、接種した時、大きくはれました。

1055
子宮頸がんを受けて3回目終了後1～2週間頃から全身あちこちに毎日じんましんが出て、検査をして
も原因不明でぬり薬と飲み薬を服用しています。初めの頃は背中全体じんましんでまっ赤になり痛み
もありました。顔以外に出ます。

1056

友人の妹が、子宮頸がんワクチン後に、足が不自由になったと聞きました。この事を聞くまで、安全な
ものだと思っていたので、知ってからとても不安になりました。知ったのは、自分がすでに子宮頸がん
ワクチン接種後だったので、自分には大きな症状が表れなかった事はよかったと思いつつも、今も苦
しんでいる人がいることを思うと子宮頸がんワクチンももっと見直しが必要だと思っていました。

1057

第1回目、うでがいたくて、いたみにたおれそうだった。3日学校を休む（体がだるくて力が入らないた
め）。病院にＴｅｌすると副反応でいたみがひどい人もあるがすぐおさまるとのことだった。第2回目うけ
て、家に帰る（10分後）までに気分がわるくなりたおれて、1週間学校を休んだ。2回目はもっとひど
かったのでＴｅｌしましたが、軽い副反応とのことで大丈夫といわれた。1週間で回復したが心配でし
た。

1058 注射が痛かった。周りの友達もすごく痛かったと言っていた。
1059 質問のきき方がわかりづらい。質問の意図がわからない。
1060 今の頃、体の異状はないです。

1061
報道等見聞きし親として心配しております。今現状、生理不順で悩んでおりますが、このワクチンの副
作用ではないかと心配です。

1062

本人が1回目の注射の後、他の予防接種より痛かったと言っていました。特に注射した腕の箇所が痛
いと言っていました。2回目の接種は痛いので嫌がっていましたが、接種した時期にはまだ副作用の
話はほとんどなく、将来のことを考えて接種させました。ただ現時点で接種年齢に達したのであれば
受けさせないでしょう。

1063 おそくなってすみません。
1064 何も異常ありませんでした
1065 すごく痛かった様です。
1066 当時、2回接種だったと記憶しているのですが、3回病院に行ったかもしれません。
1067 しばらく接種した腕が痛かった。
1068 生理がほんとうにふじゅんでこないことが多いですがこれも副反応になるのですか？
1069 子宮頸がんワクチン何回接種したか覚えていない。

1070

副作用の問題は知っていましたが上の2人の女の子が受けて、3人目の末っ子が受けないのもいかが
なものかと思い、悩んだ末に受けました。上の2人に何も起きなかったから、これも3人目が受ける要因
になったと思います。ただし、2人とも末っ子ではワクチンの接種が違った事に、今、気がつきました
が。

1071 接種後3日間程度は腕が重だるく、痛かった。
1072 とても痛かった。
1073 接種年は西暦でお願いします
1074 すごく痛かった覚えがあります。
1075 3回接種しましたが3回とも体調を悪くして、学校を2～3日休みました、

1076
接種後しばらく、気持ちが悪く、吐き気がしました。接種したところのはれがひどく、なかなかひかな
かった。

1077 子宮頸がんワクチンを1回または2回で止めた場合、効果はどうなるのかが知りたいです。
1078 子宮頸がんワクチン接種後に失神。
1079 子宮頸がんワクチンの注射は、かなり痛いです。痛みが1週間ほど続いた記憶があります。

1080
子宮頸がんワクチン接種後、毎回打ったところが腫れて、腕があがらなくなったり、寝返りがうてないほ
ど痛くなった。（数日で治った）

1081

質問4日本脳炎について（上手く書けなかったのでこちらにまとめました）第1期初回1回目平成15年4
月19日、2回目平成15年5月10日これらは小学校6年生より前です。第1期追加平成23年10月14日、
第2期平成24年10月30日うちはたまたま何も出なくてすみましたが、苦しんでいる女の子たちや親御
さんのことを思うと胸が痛くなります。どうか一日でも早く、彼女たちに救いの手がさしのべられるよう、
全力をつくしていただきますよう、強くお願いいたします。（母より）



1082

副反応が出た際の医療費を負担するとの報道をみましたが、そんな事よりも強い副反応が出ない薬
を早く作るべき！反応が出て対処されてても、接種しようとは思いません。安全なら、反応が一過性で
あるなら今まで受けてきたワクチン同様に接種します。今この現状で自分の娘に接種させるかどうか
考えたら分かる事と思います。負担なんて言葉にはだまされません！

1083
双子で2人共同時期に接種をしましたが、2人共に特に接種前後で変化はありませんでした。接種後
に副反応がある方の話しも聞き心配はしていました。

1084
安全性を確かめてから薬を使ってほしい。少しでも影響の出る薬は使わないでほしい。1つ上の姉は
まだ接種することが普及していなくて打たずに済んだ。新しい事をはじめる前は慎重にお願いした
い。

1085
予防接種を副作用によって廃止するというのは、もう受けてしまった者からしたらとても怖いしおかし
いと思います。

1086
子宮頸がんワクチンの2回目か3回目の接種後、待合室で休んでいる間、急に身体が震え出し気分
が悪くなった。しばらく休んでいたらおさまった。

1087
皮下注射なので腫れがひどく、痛みがなかなか治らなかった。TV報道などで副反応がひどいという
のを見て、2回目はいかがなものかと、思いました。他人言ではない！！今のところ当時の痛みと腫れ
のみだったので安心しています。母

1088
子宮頸がん、接種後、40度の高熱が1日だけ出ました。日本脳炎、第2期用の紙があります。中学の
時にもらいましたが　1度打たないようにと言われたので止めていましたがその後よくなり、まだ打って
いません。

1089 3回目の時問題が出て親としては、心配です。

1090
国はその責任を重く重く受け止めるべきです。今、症状がないからといって、この先もないとは限りま
せん。ワクチンを接種したからといって子宮頸がんにならない保証もありません。

1091
特に子宮けいがんで体調が悪いかどうかわからないですが、今となっては打たなければ良かったと後
悔しています。

1092
娘の友達が子宮頸がんの予防接種を受けての副作用で現在も専門の施設にいます。記憶力の低
下、下半身不随で車イスの生活です。突然のことで娘共々ショックを受けました。子宮頸がんは、心
配ですが、もう少し予防接種のついての情報が欲しいと思います。現在、3回目をどうしたらいいのか

1093
接種をした後は、1～2週間程腕を肩より上にあげることはできなかった。寝返りをうつことも出来ず、ま
ともに寝られなかった。

1094 痛くて、うでが上がらなかった。
1095 頭痛は頭痛薬のめば治りました。めむたいのは、ねぶそく？ねるのがすきだからです。

1096
子宮頸がんワクチンを接種する際の痛みがひどい。また、接種後の腫れも他のワクチンより大変でし
た。もっと改良してほしかったです。

1097 子宮頸がんの3回目を打つべきか、いつまでに接種すべきか？

1098
先生に説明を受けて、安心して接種できました。なぜ痛みが生じるのかを説明された上で、痛みの少
ない接種場所を探してくださったため、ほとんど痛みを感じませんでした。（未熟な接種技術による痛
みと神経系損傷による後遺症発生と説明）

1099

新聞、ニュース等でこの注射の副作用で通常の生活ができなくなった人たちを知りました。海外でこ
の接種の危険性を唱える事案があり中止していたにもかかわらず日本ではふつうに、注意喚起もなく
接種されていたことに憤りを感じます。よく安全性を検証した後で副作用のないワクチンをお願いした
いです。

1100

予防接種を受ける時、強い副作用があることも調べたので受けるかぎりぎりまで迷って受けさせまし
た。当時はテレビでもCMを流しており、無料で受けられると聞けば、それほど知識が無いので受けさ
せましたが影響がなく本当に良かったと思っていました。健康に関することなので、副作用の大きさも
もっと説明してほしかったです。

1101
子宮頸がんワクチン接種後（3回とも）腕が赤く腫れ、腕が動かず上がらずで受診し、様子をみるように
言われ1週間程かかり、痛み治まると同時に動かすことができるようになりましたが、他児より副作用、
後遺症強く出て不安でした。

1102 接種後、数日間は腕のだるさと身体のだるさがあった。
1103 接種後、接種した方の腕が痛くて動かすと痛い時がありました。

1104
子宮頸がんワクチンを接種して、1週間後ぐらいに3回とも頭痛と微熱、だるさがありました。（接種後は
安静にし、体育・部活動も1日休みました）

1105 副作用等原因がはやくわかり現在苦しんでいる方が辛い生活から解放される事を願っています。

1106
当時、娘は接種後すごく痛がってました。（体がだるい訴え有）特に変化がなく安心しましたが、後に
後遺症のニュースを知り、とても不安になりました。

1107
子宮頸がんワクチンの注射は、他のワクチン接種のものよりうでの腫れが一番ひどかったような気がし
ました。



1108
早く打った方がいいという話だったので、すぐに接種をしたのに、副作用が起きてしまって正直納得
がいかない。早く原因を明らかにして、このようなことが二度と起こらないように対策をしっかりしてほし
い。とりあえず早く解明してほしい。

1109
腕が2倍くらいに膨れ（はれ）上がり、肩全体に痛みがあり腕を上げられない状態になった。物凄くひ
どい筋肉痛、みたいな感じ。

1110
日本脳炎は3才で第1期第1回、2回、5歳で第1期追加分、中1で第2期を受けてます。上記の1回め2
回め3回めとはどのことをいうのですか。母子手帳を見てもよくわからない。小6以降で3回うけることは
あるのか。

1111
高校に入学した頃から、生理痛がひどくなり、市販の痛みどめが必要になりました。量も 初の3日間
がひどくて、夜間ナップキンではおいつかないくらいです。

1112

不定愁訴の一言で片付けられそうで、病院受診ができません。（新聞やテレビ報道されている程の強
い症状ではないため）学校からは、進路変更の話も出ており、予防接種を受けなければ、よかったと
大変、後悔しております。接種後なんとなく何かがおかしいと親は感じていますが、ワクチンによるの
かが、はっきりしないため、一日も早く原因究明していただきたいと思います。

1113
注射が痛い。体の具合いが悪い子をよくTVでみます。ちゃんとこの薬は大丈夫なのか確かめてから
実施してください。私はたまたま症状がでませんでしたが、他の方々は、その後の人生を変えられて
います。その事に責任をもって考えてください。

1114 子宮頸がんワクチン接種後は、上腕がいつもの予防接種より痛いと言っていました。

1115
子宮頸がんワクチン接種後は、他のこれまでに受けた予防接種の中で突出して腕が痛くなったと3人
の娘達が話していたことが印象的です。

1116
子宮頸がんワクチンを3回とも打って、全部打った後1週間ほど打ったところに７センチぐらいのしこり
ができて痛かった。でもその後、なくなっていつも通りになった。

1117
質問2の半分は当てはまっています。しかし、ワクチンとの関係はないと「なし」を選びましたが、こうい
う症状があるのかと思うと不安になります。

1118
担当してくださった産婦人科医の方は、接種後は日常生活より激しい運動は止めるように指示があり
ました。その頃水泳（競泳）をしていたので、必ず休むようにと指示がありました。結果良かったので
しょうか。接種直後は腕が上げられない程の痛みがありました。

1119
接種後、腕が筋肉痛のようにひどく痛がっていた。（1週間以上。3回とも）クラスや周りの接種した人も
皆痛がっていたということです。私の妹は自分の娘に接種させていません。信頼できなかったからだと
当時話していました。（正解だったかもしれません。）

1120 子宮頸がんワクチンは、まったく副反応はありませんでした。
1121 家の娘は注射は痛かったと言っていましたが、別に変化はなかったです。

1122
1回目にうったときは少し赤くなった程度でしたが、2回目の際は接種したその日～翌日まで37.5℃～
38℃ほどの高熱が出て少しつらし思いをしました。3回目も予定通りにうけたのですが、その時はこれ
といって目立った症状は出ていなかったと記憶しております。参考になれば幸いです。

1123
3回接種しましたが、とれも痛がり、腫れて、寝返ができなかったので、病院へかかり冷やしました。4
～5日で腫れがひいたので良かったです。

1124

当初、在庫不足ですぐには接種できず、入荷待ちをして接種した程でした。外国では普通に接種し
ていると聞き疑うこともなく接種してしまいました。打った時はかなり痛がり、しばらく腫れてしこりがあり
ましたが、今は何も副作用はなく本当に良かったと思います。ひどい副作用で後遺症が残った方が
気の毒でなりません。どうか迅速な原因究明、被害にあわれた方の保障、ケアなどの対応を心から
願っています。

1125 因果関係を早くしらべてほしい。
1126 勉強のやる気がでなくなった。ネガティブ思考

1127

いたって健康な娘でどのワクチンの接種も副作用がみられなかったので（多分何ら心配ないと考え
て）子宮頸がんワクチンもいわれるまま接種しました。一度目で何らかの症状がみられたら、二度目以
降止めようと思いましたが何ともなかったため、全て受けました。もし、薬に対して何らか思うところが
あったら接種はしなかったかもしれない・・・と思っています。乱筆で申し訳ありません。

1128
副作用の報道に恐怖を感じ止めました。止めて良かったです。辛い状況にある人達が多くいることを
知り、その人達への補償をしっかりしていただきたいと思います。今後同じ様な問題が起きないよう慎
重な政策を求めます。

1129 子宮頸がんワクチンが痛すぎてぶっ倒れそうになった。
1130 本人が海外へ留学中の為、母親が記入。全く健康に異常なし。

1131
安全が確認されていないワクチンを子供たちに打つのはやめて下さい。医療業界のお金もうけの疑
いもあると聞きます。国民を犠牲にせず副作用に苦しんでいる方に手厚く対応を望みます。

1132
名古屋市は、子宮頸がんワクチンの推奨をしていた様に憶えているが、行政として、責任の所在及
び、医療費の補助、助成金など今後どのような形をとるのか知りたい。

1133
思春期側弯症、変形性頸椎症、根本の原因は椎間板の水分量が少ないといわれました。関連はな
いかもしれませんが症状が出はじめたのは、ワクチン接種後です。



1134

子宮頸がんワクチンを接種後から急激に視力低下になり、部活、学校黒板の字が見えなくなる。眼鏡
又はコンタクトの着用が必要となる。両親、姉妹、祖父母と眼鏡必要としない。視力低下遺伝性はな
いと医師からいわれた。原因は不明。このワクチンを接種した後なのでなにか副作用かと思ってい
る。

1135
姉2名は中2までに受けましたが妹は今中1ですが接種するか悩んでいます。明確な政府の見解を早
く出して欲しいです。

1136
頸がんのワクチンを接種した後、10日間くらい今まで感じたことのない体の異常を感じました。カゼと
はちがうダルさで通常の生活が送れませんでした。そのため2回目の接種は医師と相談し、やめまし
た。原因は何だったんですか。

1137

保護者より。ガンを抑え、無料という事で痛いから嫌だと言う娘の3回目をすすめました。2回目接種後
腕が腫れあがり、日常生活に困難な日々がありました。幸い悪化する事なく数日で収まりましたが、3
回目をうつ時、不安を感じました。今のところ目立った異常はない様ですがニュース等で安易にすす
めた事を考えてしまう事があります。

1138
気がつけば医者の子女は接種率が非常に低い注射であり、不信感が募りました。ワクチンの有効期
間が長くないとか、有効な型でないと意味がないという理由からのようでした。国が勧める接種を何も
疑わない事がいけないという結果になり残念です。

1139
次女が3回目を接種後、報道で大きく　‟副反応か”について取り上げられたため自費で（1ヶ月遅れ
で）接種させていた長女は、3回目はやめました。

1140
副作用の症例がなく接種するのにとても悩みましたが周りの同級生の人達が接種した人達が多く　医
師も接種した方がいいようなニュアンスでしたので接種しましたがニュースで日常生活が困難な方た
ちがいる事も知り接種した事を後悔しました。将来子供が授かりにくい事にならないか心配です。

1141 注射を射った時貧血でになった。

1142

子宮頸がんワクチンを受けた後から、直接的な因果関係はわかりませんが睡眠障害などいろいろな
症状が出始め、中学校2年生頃から不登校気味になり、今現在高校2年生を休学中です。生活環境
や友人関係でいろいろ問題をかかえてきた事もあるので、このワクチンが原因だと言い切れません
が、とても気になっています。この調査をしていただき　くわしい事を知りたいのでよろしくお願いしま
す。

1143 3回目の接種当日の夜40度近い高熱。翌朝には熱は下がった。

1144
新聞などで副作用の記事を読むにつけ今回何もなかった事に安堵しております。しかし現在中学2
年生の娘に受けさせるべきかどうか考えさせられます。

1145

国が出すものは信用しているので、万全にしてほしい。今回こうして調査するのは評価できると思う。
情報を早く出してほしい。よろしくお願いします。報道を見てゾッとした。全容がはっきりしないが、副
作用はなかったけど、受けない方がよかったんじゃないかと思っている。今後、何か副作用が出るか
もと思うと心配はある。

1146

注射している時から痛みがあり、受けた後は手が上がらない程でした。（シャンプーをするのも困難な
程、手が上にあげられなかったです。）赤くはれた状態が数日続き心配しましたが3回接種しました。
今のような副反応の報道が当時されていたら途中で接種を中止していたかもしれません。とても不安
な気持ちでいっぱいでした。

1147 1回目の接種を受けたままになってしまい、今後どうすればよいのかわからない。

1148
打たれた部分、すごくいたい。と言っていました。そのいたみは3日ぐらい続きました。腕があがらない
と言っていました。2日間ぐらい腕があげられず、服を脱いだり着たりするのが大変でした。

1149
「副作用の無い薬は無い」の考えで、もっと慎重に接種を決めてほしい。「自分の子どもにすすめる
か」「自分の親にすすめられるのか」という目線で考えてほしい。責任をうやむやにするのはやめてほ
しい！

1150
腕は1日目、痛んたが、そのくらいの痛みでガンのリスクが落ちるなら予防接種を受けることができて
良かったと思う。ガンで命をおとすリスクには変えられないからだ。

1151

子宮頸がんワクチンを接種して、非常に後悔しています。当時は今の様に情報が無く、不安だったの
で調べましたが、良くない文言はみあたりませんでした。その後、副作用の出たお子さんの報道を見
て血の気が引きました。 初は気になる点がありましたが、現在は元気に暮らしていますが、今後何
が起きるのではないかと心配です。HPVワクチンは遺伝子組み換え技術を使っている事、ASO4という
強力なアジュバントが入っている事（日本人に打たれるのは初めて）も大変不安です。今回の調査で
終わるのではなく今後も追跡調査を10年、20年と続けてください。妊娠、出産、遺伝・・・娘の将来がと
ても心配です。

1152 何も副作用がないので、これでガンにならないのなら受けて良かったと思います。

1153
3回の接種はしましたが1回目の接種後は、接種した方の手が肩から上がらず数日間痛い日が続きま
した。2日目3回目と接種しましたが痛みは和らいでいきました。

1154
正確な時期やワクチンの種類はわかりません（忘れた）が、3回共接種しました。特に体の異常はあり
ません。



1155

サーバリックス接種において日常生活に支障を来したり表に見えるような副作用は今のところありませ
ん。しかし、今後何かあっては困るし不安です。時間の経過をしないとわからないこともあるでしょう。‟
夢のワクチン”のようなことを言われ無料での接種に直ちに娘と病院へ向かいました。詳しい接種と報
道されている副作用との関係を明らかにして欲しいです。

1156
このワクチン接種後針のさしたまわりをとても痛がりました。今まで接種したことのあるワクチンとは比べ
ものにはならないほど痛がりました。当時気になっていたので記入させて頂きます。

1157
子宮頸がんワクチンを接種した3回とも、接種した日から3日ほど接種部位を中心に赤く腫れ、だるく、
重く、体全体も脱力感を感じた。予防ワクチンを受けることは大切だと思うが、そのワクチンにより別の
症状がでることも恐ろしいと感じる。

1158
今までワクチン接種で痛みを感じる事は余りなかったが、子宮頸がんワクチンを受けた日から、うでが
あがらない程痛みがあり1ヶ月程続いた。ただ　同じ様にワクチンを受けた友達も、同じ状況だった事
を聞いていたので、1ヶ月程すれば治ると我まんしていた。3回受けるのがつらかった。

1159
副作用を知っていたら接種しませんでした。幸いにも娘は副反応が出ていませんが、症状が出られ
た方はお気の毒です。自治体で推奨されるがままに受け入れることは大変恐ろしいことだと実感して
います。早期に回復できる対策や援助の施策を望みます。助けてあげて下さい。

1160
接種直後、腕がはれて激しい痛みがあった。保護者は不安に思ったが、途中でやめるのもよくないと
思い、3回ともうちました。

1161
子宮頸がんの接種では、かなり痛みが強く、娘は「いつもの予防接種と違う」と訴えていました。 初
の2回をしたので、念のための3回めもうけさせましたが、ひどい副作用が起きたらと考えると今は、娘
に対して申し訳ない事をしたと思っています。

1162
子宮頸がんワクチンを1回→3回受けた時、3か月半ほどで接種してしまいました。（半年後に打つよう
になっています）詳しく教えていただきたいです。（体にどのような影響があるか…）

1163
とても痛がっていました。その翌日からもだるくて、体が思うようにうごかないと、2～3日ぐだぐだ寝てい
ました。後から報道を見て、娘の言っていることがオーバーではなかったのかと思ったくらいです。

1164
第1回目接種の頃には、もう重度の副作用の方の情報が出てきていました。その中でも続けて接種し
てよいか、又、接種後の腫れと痛みは説明にはありましたが、やはり不安なものでした。強制に近かっ
た為うけましたが、任意であったらうけたくありませんでした。

1165

接種が2回終わった後、副作用問題が出て、3回目の接種をどうすべきかと悩みました。テレビ報道を
見てとても怖かったです。先生と相談して、新しい注射で副反応問題が出る事は多いですが、注射を
する人が増えた事や、確率が低い事、（2回受って何もないので）有効性の話も聞いて3回目を接種し
ました。しかし、初めから副作用リスクが高いと知っていたら受けなかったと思います。

1166
今のところ体に異状はありませんが、今後体に不調が現れるんじゃないかと不安です。予防接種を受
けさせた親の責任を感じます。（母）

1167
受診後　頭痛、手のしびれを起こしました。手のけいれんも越こしました。暫く数か月続きました。現在
も少し症状があります。

1168
この様な恐ろしい副作用があるにもかかわらず、子宮頸がんワクチン接種が勧奨された事に、強い憤
りを感じます。

1169

保護者からとしての意見ですが、21才と18才の娘がいますので早めに子宮けいがんのワクチンを接
種させたいとは思いますが、18才の娘は2回まで接種して、副反応のニュースを見て3回目は受けて
いません。病院側は大丈夫と言いますが、テレビであのような映像を見るとこわくて受けさせられませ
ん。今後の娘たちのことが心配です。

1170 接種後患部の腫れ痛みが1週間程続いて心配でした。

1171
子宮頸がんワクチンですが、1回目は、なんにも反応しませんでしたが2回目に3日間位、熱が続き少
し心配でした。

1172

3回目接種前に報道があったため、保健所、かかりつけ医院にも電話をして報道後の接種状況や副
反応について尋ねてみましたが、やはり、詳しい情報が得られず、 終的には保護者の判断のよる
接種になると言われました。すでに2回接種済でしたが万が一のことを考えると心配だったので中止し
ました。報道で見たようなひどい症状は、何回目の接種後に出たものなのか、という情報が欲しかった
です。

1173 平成9年生まれの現在大学1年生ですが、中2の時にワクチン接種しました。

1174
去年、体調がとても悪くなり、学校を早退したり遅刻しておりました。扁頭痛持ちだったので、はじめは
それが原因だと思っておりましたが、もしかしたらこの注射が原因ではないかと思っています。1回接
種したあとに、ワクチンがあまり良くない話を聞き、その後は接種していません。

1175
うちは特に問題ありませんでしたが、副作用で苦しんでおられるお子さんもいるとお聞きしています。
原因は何か、このワクチンだけではない様に感じられるので究明して頂ければ今後の役に立てられる
と思います。



1176

子宮頸Caワクチンの接種後、（他の予防接種と比べ）はれや痛みが１W程度続いた。「他の接種より
痛みは続く」と聞いてはいたが、3回終了後になって副反応の重いケースのことを知り、正直なところ
接種を後悔した。インフルエンザは高齢家族のこともあり、接種しているが、2期日本脳炎や水ぼうそう
は接種ギリギリまで様子を見ている。具合が悪くなられたお子さんの回復を心よりお祈りします。同じ
世代の子の親として心が痛みます。どうか、支援を厚くお願い致します。

1177 子宮頸がんワクチン接種による副反応というのはありませんでした。

1178
子宮頸がんワクチンを、接種してから、勉強などの集中力、気力がなくなってしまったような気がしま
す。このアンケートが来たからそう思ったのではなく、この時を区切に、人が変わったようで、ずっと、
今も気がかりです。

1179 体のほとんどの部分にじんましんが出た。

1180
子宮頸がんワクチン接種後、しばらくはれがひかず、2週間くらい、病院にもう一度行こうかと迷うこと
がありました。（3回目）

1181
ワクチン接種をしても、後からこのようなアンケートなどを実施しなければいけないような事態になって
は、税金のムダのように思います。ワクチンの仕入れルートなど明確な対処が必要なのではないで
しょうか。人体実験に嫌気がさします。

1182
子宮頸ガンの予防接種後、注射した腕がすごく痛いと言っていました。少しずつ良くなったようですが
2～3日続きました。

1183
副作用がでた。（注射をうった方のうでが1週間くらい痛くて、上がらなかった。）海外での情報を見
て、いろいろ問題になっているのを知ったけど、国によって考え方がちがうのにおどろいた。

1184 身体に対する質問の返答は大変難しいと思います。

1185

ワクチンのせいか？と医師にきいても、たぶんちがう、ストレスじゃないか、とか言われた。本人は高校
生活も楽しく、何度も海外留学をしたりして、勉強も成果が出て、目標の大学にも合格圏内で、夢もあ
り、ストレスの自覚は全く無いと言っていた。受験前に鉛筆が持てないほど握力が低下し、手がふるえ
るようになった。いつもではないが、不定期に突然ふるえが来る。その都度急救で点滴をするが、原
因不明と言われ、様々な検査のため会社を休むことになる。いつも、たぶんワクチンではないと言わ
れる。

1186

報道の内容では、苦痛を訴える方々は、神経の痛み（異常）が多いように思われました。我が家の子
どもは、熱性けいれんをおこしたことがありますが、熱性けいれんをおこす子は比較的神経が敏感な
子が多い、と聞いたことがあり、「もしかすると他の子が大丈夫でも、神経が過敏なタイプの子はダメか
も」と、不安になり、中断しました。ガンも怖いですが、目の前の危険も、親としては避けたいのが心情
です。

1187 2回しか接種してない場合、免えきはつかないままなのですか？受けた意味はなくなりましたか？

1188
報道が過剰になるとワクチンを接種するのが怖くなります。上の子（高3）は、何もなかったのですが、
まだ、下の子（小4）の子がいるので、接種した方が良いのか悪いのか迷っています。

1189 子宮頸がんワクチン接種後の腫れ、痛みなど副作用は全くありませんでした。
1190 将来なにか症状が出ないか心配。

1191
国の保障の体制も不安だし、副作用＝リスクの説明の無いものを進められるのは何故なのか、これか
らは、自分の身は自分で守る時代なのだろうなと痛感しているが、効果とリスクの説明を少しはして欲
しい。

1192
母親の私は、子宮けいがんだったので、わざわざ娘に予防注射をしたのに、こんなひどいことになる
なんて・・・

1193 接種後、1週間程は腕の重み、腫れ、だるさなどつづきました。

1194
副作用の出てしまった方はお気の毒ですが、子宮頸ガン対策としては有効なワクチンです。このこと
によって命を落とす、もしくは子供授からない人がいなくなるよう接種は続けていってほしいです。

1195
接種がものすごく痛かったらしいのですが、無理やり3度も受けさせました。こんな事ならやめさせれ
ばよかったです。体調不良になってしまった女の子達を思うと人事ではありません。なんとかしてあげ
て下さい。

1196 子宮頸がんワクチンを接種しましたが、副作用は全然ありませんでした。
1197 貧血、生理痛がとてもひどく痛み止めがかかせません。

1198
他の予防接種でまれに小さく腫れることがあったが、子宮頸がんワクチンを接種した際には、その比
ではなく、腫れ痛みもあった。事前にお医者様から、その旨の説明もされていたが、それでも驚いてし
まいました。（腫れや痛みは、一時的なもので　2～3日でおさまりました。）

1199
生理が多く、鉄欠乏性貧血で入院をしました。また、卵巣に水泡が出来やすくなり、たまに病院で診
察をします。

1200
自分と同じ世代の女の子が重い副作用で苦しんでいる現実を知って驚きました。自分は運がよかっ
たと思うと同時に、今後何らかの影響が出てくる可能性も否定できないのは不安です。原因の究明を
よろしくお願いいたします。

1201
副作用の報道を見たのが、ワクチンを全部うちおわった後だったのですが、その場合は、どういった
対象方を取ってもらえるでしょうか？



1202 18才前後に無償で接種できる様にしてほしいと思います。

1203
「筋肉注射」というものを自体を他にうけたことがないので比較はできませんが、子宮頸がんの接種を
受けた際、腕が腫れ、押さえる（ぶつかると？）と痛い状態にはなりました。

1204 今まで、副作用はありませんが、今後年数がたっても何がでる可能性があるのでしょうか？

1205
いつも、痛みには強いのですが注射を打った時は、すごく、痛みを感じたようです。うでも上がらない
ようでした。今までの予防接種で、一番、たいへんでした。。

1206 子宮頸がんワクチン接種2回目の直後気分が悪くなった。少し休んでたらすぐ良くなった。
1207 子宮頸がんの注射が予想以上に痛かったのをよく覚えています。

1208

先に記入しましたが、人格的なものが変わってしまった様に思えます。後に子宮頸がんワクチン副作
用についてTVなどで知り、時期が合うので不安になりました。昨年、知能検査を行い軽度の知的障
害がある事が分かりました。この検査では。先天的なものか後天的なものか判別できないそうです。明
確にならないまま、悶々としております。早急に調査をして頂きたく思っております。

1209 テレビなどで副作用の放送があり、何事もなく3回打ち終えて良かったと安心しています。

1210

名古屋市独自で調査するという英断、賛同します。実態を把握してください。当時、副反応が気にな
り、ワクチンを接種するか否か悩みました。学校から接種をすすめる冊子をもらってきたり、数万円も
するワクチンが無料になったのだから、と周りでは接種することに前向きでした。結局娘に決めさせ、
接種しましたが、その後良くないニュースが報道されるたび今後のことも心配でなりません。保護者よ
り

1211 副作用で日常生活が困難な方をテレビで見ました。当時知っていたら、接種しませんでした。

1212
注射はすごく痛がり、接種後も痛みは強かったです。副反応で苦しんでいる人たちに、誠実な対応を
してほしいです。厚生労働省は、効果がないとわかっている予防接種（特にインフルエンザ）を推奨し
ています。そういった姿勢をなおしてほしいです。経済優先ではなく、個人の幸せを優先してほしい。

1213
子宮頸がん予防接種によって身体の不自由を感じている方もいるそうで、今後、ワクチンに対して慎
重になってほしい。また、接種に対して周囲は「接種しないと子宮頸がんになる」というような、過剰な
認職があったように思う。接種勧奨の方法も考えてほしい。

1214 3回目の接種時、翌日40℃ぐらいの熱が出ました。

1215

子宮けいがんのワクチンの大切さを聞き、うけさせましたが、1回目か2回目の後、アメリカですごい副
作用のため、このワクチンの接種が問題視されていると聞き心配でしたが3回目まで受けました。娘の
学校の友人のひとりは、学校に通えなくなくなるほど副作用に悩まされ、車いすになりました。下の娘
は受けさせることをやめました。

1216
接種1回目の後かなり長い間痛みがありつらい様子でした。2回目は本人が痛いから嫌と言いました
がテレビなどの報道前でこんな事になっているとは知らず受けました。名古屋市で無料となった初日
に1回目を受けたのでこんなにリスクがあるとは思ってもいなかったです。

1217
手元に母子健康手張がなく接種時期は、はっきりわかりません。子宮頸がんMRワクチンに関しては、
ぎりぎり接種できる年齢でしたので無料接種が受けられるようになってすぐに接種しました。

1218
2回目を接種してから少しして目の前がぼやけて、頭も痛くなってクラクラしました。なので2回目までし
かうけていないんですけど、3回目は接種した方がいいですか？

1219
ワクチン接種により、日常生活が困難になった方が気の毒です。無責任すぎると思います。2回受け
て止めた意味もよくわかりません。（中途半端な状態なので）

1220 早く、このワクチンの問題を解決してほしいです。

1221
日本脳炎の接種をしそびれてしまいました。ワクチンの安全性を考えると接種するのもしないのも心
配です。

1222
サーバリックスを打ったのですが、3回目の時にガーダシルを打たれそうになった。間違えて打たれて
いたらどうなっていたかと思うと怖いです。

1223
接種しておきたいけど不安で出来ない。一度受けて何ともないなら2回目・3回目を受けて良いでしょ
うか？

1224 アメリカ在住時に接種いたしました。

1225

当時、子宮頸がんワクチンの接種が始まるということで、医師から日本は遅れている。接種は海外で
は当たり前だと接極的に勧められました。その時は、安心して受けれるものだと何の心配もしていませ
んでした。しかし、因果関係は不明なものの副反応を訴える未来のある子どもたちがおおぜい発生し
てしまったことで、将来の夢がうばわれていることは大変心が痛みます。早い解決を望んでおります。

1226 注射は痛かったけどワクチンを打っておいてよかったと思います。

1227
接種した当時、1回目は何ともなく、普通の注射と同じだったけれど、2回目接種時に、痛かったと言っ
ていた。そして、筋肉痛の症状があり、部活を1日休んだように思います。

1228
接種後のワクチンによる副作用の報道には困惑しました。もう少ししっかりしてもらいたいと思います。
モルモットにされた気分です。



1229

いつも予防接種をしても痛がらない本人が、今回の予防接種は痛いといっていた。予防を受けた後
色々な報道が続々と出てきて不安を感じた。大変な思いをしている娘と同じくらいと年の子の事を考
えると人後他ではないと思っている。子宮ケイがんだけでなく他の予防接種も不安になる。大変な思
いをしている子ども達のこの先はだれが積任を。

1230
注射した時”ずん”と重く（体が）なった。2～3日したら子宮が痛くなり（生理とは異なる痛み）、我慢出
来るくらいで、数日で痛みがなくなる。

1231 よろしくお願いします。

1232
子宮頚がんの予防接種のみ控えがなく、時期等よくわからなくて申し訳ありません。無料接種の案内
をいただいた頃に接種しました。月経量の異常は、その後すぐです。固まりがドボドボと出ると数カ月
行っておりましたが、治まりました。

1233

●の姉の●はワクチンを3回（サーバリックス）を受けましたが、そのお友達の（同級生）●ちゃんはひ
どい副反応で高校中退し、体調不良で普通に生活できなくなりました。●ちゃんママからいろいろ話
を聞いて、●は1回で接種をやめました。●のもう1人の同級生の●さんも普通に歩けなくなりました。
危険なワクチンでこれ以上不幸な子が増えないように使用中止にして下さい。母より

1234
痛みが強かった（打ったとき）そのあと、うでの上半分がはれて、1か月位ずっと筋肉痛みたいに痛くて
動かすのがつらかった。夜寝る時は●で冷やしたりしてた。

1235
意見ではありませんが、娘の話ではかなり痛い注射だったようです。でもがんのリスクが減ることと無料
だったので、受けさせました。4つ上に姉がいますので高額だが、自費で接種を検討しているところで
の副作用の発覚でした。今は受けなくてよかっと思っています。

1236
ワクチン接種して少しづつ体調が悪くなってきたかもしれない！どんどん症状が酷くなっていったた
め、現在産科に相談して薬を飲んでいる。

1237
筋肉注射がものすごく痛かったから勘弁してほしい。注射以外の方法を考えてほしい。錠剤や飲み
薬のような形式で済ますこたができるようにしてほしい。とにかく注射はいや。

1238 子宮頚がんワクチンを接種したら、腕が上がらなくなった。（2日ほど）

1239

子宮頚がんワクチンの1回目を接種した後に副作用の報道があり（を知り）、2回目以降を接種すべき
かとても悩みました。医師に相談しても｢ 終的には親（保護者）の判断で。」と言われ悩みに悩んだ
末、3回目の接種を終えました。特に異常が見られなかったので良かったのですが、親としてはとても
不安でした。予防接種については、副作用等の研究をしっかりしていただき、安心して受けれるように
していただきたいです。よろしくお願いします。

1240
子宮頚がんワクチン3回目の接種後、頭痛が当日から2～3日続いて、不安になった。週末で病院も
やっていなかったので、鎮痛剤を飲ませてよいのか、迷いながら飲ませてしまった。その後、特に症
状はなかったので幸いですが、後遺症などもでていることを知り、大変不安になりました。

1241

娘は現在15才で、中2の頃2回の接種で身体が痛い、（筋肉痛）だるいなど、10日程訴えていたのを
覚えています。その頃、ちょうど学校に行けず下半身が動かない副作用の娘さんがいるとNHKで見て
怖くなり、医者と相談し3回目の接種をやめました。姉（3才上）の方は特に痛さは訴えませんでした
が、次女は平均の女子と比べ10ｃｍ身長が低く、体重もとても軽いです。なので負担がかかったのか
とも思います。

1242
いろいろな人と話しをしました。2回接種した後、子宮頚がんのこう果は、20年経ってからは出ていな
い、今、接種している子供は、どうゆうこう果が出るかモルモットと一緒、実験と同じと言われて3回打
つのをやめました。そしてこのアンケート、やはり実験だったと思います

1243
ガーダシルを2回しかうっていないが、今どういう体のじょうたいなのか、3回目はどうなるのかおしえて
ほしい

1244
ワクチンを打ち気はなかったのに、何度も手紙がきたので、リスクも公表されていないので姉と一緒に
打ちました。今は後悔しています。

1245
子宮頚がんの被害者の方がテレビに出ていると、娘もワクチンを打っているのでとても不安になりま
す。いつ頃、このような症状が」出るのか知りたいです。

1246
すごく痛かったので、ガンになったら 悪です。ニュースでよく後遺症になった方のやつを見るので、
体調が悪くなった時、後遺症になったのかな？と不安になります。

1247
子宮頚がんを接種し副作用が重い方は本当にお気の毒の思うとともに子どもに何もなく運がよかった
と思います。ワクチン不足で接種が遅くなったのでかえってよかったのですが、副作用がなるべく出な
いようなワクチンができるこたを願うばかりです。

1248 ガーダシルを接種後、腕が腫れ痛くなり上がらなくなるという症状が出ました。



1249

子宮頚がんワクチンは、日本で初めて接種という事もあり、受ける前に、どういうワクチンかわからない
ので、インターネットでたまたま調べたら、他の国では、やはり副反応が出ている事が、いくつか書い
てあり、自分の子供に受けさせて本当に大丈夫なのか？とても不安な気持ちで接種しました。自分の
子供は、たまたま大丈夫でしたが、日本ではじめて接種する事になり安全だと信用していたのに、と
ても残念な気持ちになりました。友人の子供さんも１回めで副反応が出て、こわいからと次は受けませ
んでした。とても怖い予防接種だと思いました。途中から無料になったのも皆に試す為という噂も出
て、とてもおそろしいです。子宮頚がんを予防するワクチンでもきちんと安全性を確立してから皆が安
全に接種できるものにしてほしいです。

1250 注射打ったときとても痛かった。

1251
種類がわかりません。（1回目、AHPVA122BA）（2回目、AHPVA123BA）（3回目、AHPVA143AA）と記
載してあります。

1252 副作用の報道が接種した時期より早ければ、接種させなかった。
1253 子宮頚がんの注射は、3回打ちました。普通の注射より痛かったです。

1254
まだ女の子供がいるので、早く一定の結論が出てほしいと思っています。今後その子に受けさせるべ
きなのか、どうか。

1255
先に接種した同級生から肩が上げずらいなど痛くなると聞いていたので、多少腕とか肩が痛くなった
ようですが、気になる程ではありませんでした。

1256

子宮頚がんワクチンを3回接種しました。1回目の後痛み（接種した腕）がとても強く、服の着がえもで
きず、横になれず、あまりにも痛がるので医療機関にTEL、このワクチンは痛みが強いとの回答があり
ました。壁にもたれて、ウトウトしたくらいで翌日学校へ行きました。その当時は、みんなが痛いと思っ
ていましたが、個人差があることや、あとあと副作用のことなどを聞き、本当に接種が良かったのか、ど
うか悩みました。本人は嫌がりましたが説得して、3回目まで受けました。無理矢理接種させたことを、
今では悪かったと思っています。副作用の報道を見て、当時はそのことを知らなかったので、親の意
志で接種してしまい、子供は痛みで不安が強かったのではないかと思っています。

1257
子宮頚がんのワクチン接種後、心臓が気持ち悪かった。吐き気と胸やけが一緒に来たような気持ち
悪さがあった。

1258
あの様な報道を見てしまうと、病気にかかる確率と副反応がおこる確率を考えたり、副反応が出た場
合、治る保障もなく、一番楽しく美しい年頃に、体に不自由があるのは、かわいそうに思ってふん切り
がつかないまま一回しか接種できていません。

1259 接種した部分がはれあがり、少しの間いたかった。

1260
アンケートですむ問題ではない！娘は今も苦しんでいます。このワクチンのせいかも？！と今も身内
で心配しています。度々おこる偏頭痛で4～5時間は動く事ができません！！調査の結果連絡はいた
だけますか？無意味です！！！

1261

上の子の子宮頸がんワクチン接種時、腕が痛い、体がダルいという症状がでましたが、それほど気に
はなりませんでした。でも、この子が接種した時、明らかに、おかしい症状でした。体が動かない、のど
がおかしくて、息がしずらい…結局、次の日には、ずい分良くなりましたが、とても怖かったです。その
数日後に、子宮頸がんの副作用報道があり、2回目は受けさせませんでした。1度受けた場合の今後
の再接種開始時の、詳しい説明は、あるのでしょうか。日本脳炎も同じく副作用報道があったため、第
2期を受け損ねています。

1262
子宮頸がんワクチンの接種1回目の時、腕の痛みがひどく、体調も良くなかった。次の日、学校も欠席
した。接種2回目以降は、1回目ほどはつらくなかったが、やはり、体がダルい感じがした。

1263 接種直後、日常生活が送れないほどの、重み、痛みがあった。

1264
頸がんワクチンは、他の接種より痛く、赤いしこりが長く残りました。途中で中止になると、上の娘は接
種済み、下の娘は未接種と予防接種の管理がしにくいです。副反応公表した上で任意無料接種など
ある程度親に責任を与えても良いのではないでしょうか。

1265
3回目接種日の夜のニュースで、副反応の報道があり、心配しましたが、娘に関しては、何も問題はあ
りませんでした。身体障害者は、介助者の手から感染する可能性もあると聞いていたので、無事に3
回接種できて、良かったと思っています。

1266
妊娠しにくいと聞いたのですが、どうでしょうか？少し心配です。思ったより注射は痛かった様です
が、3回接種しました。無料でできたので良かったです。

1267
子宮頸がんワクチンが騒がれる前に打って何事もなかったので、言えることなのかもしれませんが打
たないで病気にかかる怖さももっと広めるべきかも

1268 接種は2回でいいと思っていました。

1269
3回目の接種の後　数日後、頭が痛いと中学校を早退してきました。2月という時期もあり、風邪かと思
い病院に行き診察を受けた時、先生に「副作用の一つ」かもと言われました。

1270
1度目の接種時緊張の為か痛みでか失神しました。なんとか3回接種しましたが、副反応については
今も心配しています。



1271

他の受診をしたとき、医師からかなり強くすすめられた。副反応については用紙をもらって接種前によ
くよみ、不安だったので医師にたずねたが、心配はないと強く接種をすすめられた。今のところ心配
な症状はでていないものの、うけさせたことは親の責任なので、とても後悔しています。学校でも接種
をすすめる用紙をもらってきたので、あのときの国の方針は本当に正しかったのか、しっかり反省して
ほしい。

1272 子宮頸がんワクチンをH24年1月接種したあと、接種した左うでがしばらく痛いといっていた。
1273 ワクチンは●で受けてます。
1274 3回打ちましたが本人は痛いと言ってました。

1275

先に、報道されている様な副反応を知っていたら、どんなに勧奨されても予防接種を受けさせるという
選択はしていませんでした。娘は、たまたま何ともなかっただけで、その後の報道を見て本当に怖くて
ぞっとしました。様々な症状を訴えておられる方は、絶対に予防接種の副反応だと強く思います。検
討して下さる専門家の方々は、ある日突然ごく普通である事の幸せな日常を奪われた方々の心身の
痛みをしっかり見ていただきたいです。そして何も隠さず明らかにして、予防接種なら無料…だけで
はなく、検診にも費用の補助をしていただき、こまめに検診を受ける…など予防接種以外の選択もで
きる様にしていただきたいです。

1276 サーバリックスH22.11..24、H24．12．24、H23.7.22、3回接種しました

1277
3回接種をするも、3回目の接種後、接種側の肩関節があがらなくなり激痛がともない、診察して頂くも
原因がわからず、1カ月近く、痛みとあがらない状況が続きました。今はもんだいがないようです
が・・・。

1278 （子宮頚がんの）注射をうった日の夜は手（注射をうった手）が痛すぎて、全然眠れなかった。

1279

母子手帳で調べたりする必要があるので手間がかってしまう・・・。仕方がないのだが。だから調査協
力数が少ないのでは？⑩の「現在も症状がありますか」の解答に困った。いつも視力が急に低下する
訳がない。私の場合AA→CDに落ち、今もゆるやかに低下している。ちなみに視力が悪いのは家族
の中で私だけである。

1280

母子手帳をしまい込んでどこにあるかわからないので、正確なワクチン接種が書けませんでしたが、
ほとんどうけています。子宮頚がんワクチンについては、副作用がとりざたされていますので、気をつ
けて様子を見ています。今、気になるのは、生理不順であること、月経量が極端に少ないこと、生理
痛がひどいことです

1281

H24.9月に自費で１万以上でしたが、報道前で、3回打たないと効果がないと医者に言われ、本人を
せっとくしてうけた。とにかくうでが痛く、上がらない、辛い・・・と。スポーツもできずでも数日～10ヵ程
で治ったようです。とても自費で受けたのに報道が有り、くやしくて、そして心配しましたが、本当に効
果が有れば良いが、辛い状態の方々がかわいそう、娘のためと誰もが思ったのに・・。本人は特定さ
れない・・・・と書いてあるが、まだ回答がないとの手紙はどこかにナンバーが入ってるとしか思えませ
ん。どうなってるのか？なんだかこっそり見られてるような不安です。

1282
娘が接種した後に、知人の娘さんが子宮頚がんワクチン接種後に痛みと腕が上がらなくなり苦しんだ
という事を聞き怖くなりました。もし先に聞いていたら受けていないと思います。もっと安心、安全が立
証されるまで結論は忙がないでほしいと思います。

1283

ワクチンを受けた時点では、まだ生理が来ていなく、それでも受けていいものかと医師に相談して受
けやが、問題はなかったのか。その後生理が全く来ず、結局、中3の終わりに来たが、その後も量も少
なく、何カ月も来なかったりと今だに不順である事が心配。後、親しくしてもらっている友人の名前を
思い出せなくなる事がある。

1284
アンケートの結果を、知らせていただく時に、どこの病院にかかれば総合的に病気の原因を調べても
らえるのか教えていただきたいです。

1285
1、2回目とも何の心配もなく受けました。3回目を受けようと思ったのですが、3回目でひどい症状が出
た人もいると聞いて怖くなりました。3回受けなくては効果がないでしょうか？せっかく2回受けたのにと
いう気持ちもあります。早く、原因、今後の対策を打ち出してほしいです。

1286 私（親）が子宮頚がんになったので、安全であればH13生まれの妹にもワクチンを接種したいです。

1287

ガンになるリスクが少しでも低くなるならと将来のことを考え接種させました。当時高2だった長女も（無
償の対象の年齢ではない。）いっしょに接種しました。金額それなりに高かったです。接種してから年
数が経っているので、接種後すぐに体調の変化などささいなこと気づかず。又、忘れてしまっている
かもしれません。今、現在、2人とも健康です。ニュースになった後遺症のことの後だったら、接種を止
めていたと思います。

1288

①②月経はまだ来ていません。⑯過去吸は部活動の試合に2回なりました。④頭痛は、小学校3年生
の時から片頭痛のため、一応記入しました。子宮頚がんワクチン全部接種しました。直後は他のワク
チンと比べて少し腕が重いと感じました（1日くらいでなくなりました）同じように接種した友達で、数日
間腕が上がらなくなっていました。一日も早い原因究明をお願いします。

1289
学校の友人が予防接種（子宮頸がん）が原因で半身マヒになった子が身近でいたので怖いと思いま
した。原因を調べた上で全国民に分かりやすく説明してほしいと思いました。



1290
副反応の報道を見てから、子供が体調不良（頭痛ｅｔｃ）を訴えるたびに副作用ではないかと毎回不安
と恐怖を感じます。「これが一生続くのです！」

1291 子宮頚がんワクチン接種後しばらくの間見た目にも分かるぐらい腕がはれていた。
1292 （1）1回目はサーバリックスだと思いますが、2、3回目はわかりません。
1293 アンケート結果を是非役に立ててほしいです。安心してワクチンを打てるようにお願いします。

1294
義務と思って解答しましたが本当に必要な物でしょうか。調査結果は解答した人にだけ公表すればよ
いのでしょうか。答えない人は興味がないので公表しても見ないと思います。母子手帳を出して記入
するのは案外面倒なものですよ。

1295 子宮頚がんワクチンを受けた時、筋肉注射だったからか、3日ほど筋肉痛がした。
1296 子宮頚がんワクチンを受けてから特に生理痛（腹痛）がひどくなったように感じます。

1297
中2の時、起立性低血圧になって、学校を休みがちになり、中3の冬に子宮頸がんワクチンを接種し、
高1の夏に2度目の接種をした。状態がだんだん悪くなり、休みがちながら高校を卒業し、大学入学し
たが、今は休学している。（大学1年の秋から）

1298
接種後の副作用の現状をもっと詳しく公表して欲しい。どのような事例があるのかこのアンケートを配
布した人すべてに送ってください。

1299 子宮頸がんワクチンは本当に安全なのか知りたい。

1300
インフルエンザの接種を毎年していますが、こちらは痛くないみたいで平気な顔してるのに、子宮け
いがんの注射は痛かったらしく少しあばれました。（障害児で話す事も理解もむずかしく様子を見て
ですが…）

1301 タイミングが悪く行けなくなっていた時に報道が流れたので　必要性を感じなくなりました。

1302
母子手帳を見つけられなかったので、子宮頸がん以外の物を接種したかどうかがわかりません。申し
訳ありません。

1303
どのような副作用があるのか書面で示してからアンケートした方がよい。また副作用のうたがいがある
場合どこに相談するのか。

1304
子宮頸がんワクチンを接種した後は数日間かなり全身痛を訴えていました。接種した部位も赤く腫れ
上がり心配しました。

1305 受けた日から3,4日足の筋肉が痛くて　歩く事もできないくらいでした。

1306
接種後翌日からうでがあがらなかった。（2～3日続いた）うったところが赤くはれ熱をもっていた。両う
で

1307 打った後、すごく腫れて痛かった。体がだるくなった。
1308 質問内容が多い。時期が明確に思い出せない。

1309
今まで予防接種をしても何にも副反応を示したことはありません。でも、今回の様な事例を知っていた
ら、接種を控えると思います。

1310 腕が45度より上に上がらなかった。（ワクチン接種5日くらいまで）

1311

1回目を接種後、夜発熱がありました。医者に相談したところ多分大丈夫との事で、2回3回目と接種し
ましたが、後に副反応の問題が出てかなり不安になりました。結果として今の所、健康に問題なく生
活していますが、親にとっては一抹の不安が残っています。アメリカが接種しているからとか他国のま
ねでなく本当に将来を担う子供達の事を考えてほしいです。この娘の他にも6才年上の娘がいるので
同じ自分の娘に不公平がおきるのも…と考え自費で接種しましたが、この娘を育てている間に何度も
副反応などで接種が変更、中止となり、親として何を信用して良いのか判断出来ず大変でした。（母
子手帳の予防接種欄は訳がわからないほどになっています。）子供の健康を守る為なのか実験台と
してコロコロ変更しているのか？国のやり方に疑問を持っています。

1312
この子の上に姉が子宮頸がんワクチン打ちましたが何ともなく、この子も1回はうちましたが何ともな
く・・・その後2回めうつころにテレビ報道があり迷いましたがテレビを見た以上少し不安になり1回うっ
ただけでやめてしまいました。上の娘たちも特になにもないです。

1313
本人が気にする（心因性）といけないので今回は、保護者が記入しております。けいれんに対する措
置や副反応のケースがあれば、報告書で示して下さい。本人の友人もけいれん症状あるそうです。

1314

子宮頸がんワクチン接種後、接種した所が腫れて痛くて触れると激痛が走り、二週間程は、腕があが
らなくなった。娘が接種した頃は、副作用についての報道もなく、接種の時に担当医に症状を伝えて
も、注射には、よくある事ぐらいな感じでした。3回接種し終った頃に副作用の報道を知りすごくゾッと
しました。

1315
娘は何事もなくよかったのですが、皆さんの症状を聞くとおそろしいです。娘もそうなっていた可能性
もあったかと思うと、人事ではありません。ぜひ、原因を追求して下さい。また、被害にあわれた方々
への救済をのぞみなす。

1316 ワクチン接種した頃からずっと今も腰の痛みがあり子供がかわいそう。

1317
当時にも副作用を心配して期限いっぱいまで実施を悩みました。それでも将来実施しなかった事を
後悔したくないと思い、期日に押される様に実施しました。3年過ぎて特に副作用は出ていないと思い
ますが、これから先も心配です。



1318

22年11月1回目を受けた時に腫れて大変痛がった。でもそんなものかと2回目を受けた。その頃、突
然授業中に座っていられないほども背中の痛み、身体の痛みで早退をし、その後痛みの原因を探し
て病院を転々とした。授業も休み、体育も休み、学校のかばんが背おえず教科書を減らしてなんとか
中学を通った。大学病院も整体も原因がわからないといわれ、本人も家族もつらかった。高校に入っ
て部活に入りきたえたので痛いということも減ったが横になることも多い。接種が原因なのか他に原因
があるのかわからないが、国が定めた接種なので、体調の変化のあった人対象にきちんとした検査を
実施してほしい。娘の中学時代を痛みとの闘いで過ごしてしまって親として本当につらかった。接種
が原因なのかはわからないけど将来のためはっきりさせてほしい。

1319

一人一人個別に個体が違い差異があるので、一様な行政で統括しないでください。アレルギーテスト
などの事前テストをして緻密に行ってもらいたい。行政の無責任、責任を執れないのなら行わない方
が良いと思います。「私は知らない、関与していない。」では公務員でないと思います。日本の行政
は、不完全ですので慎重に対応する様、心掛けて下さい。頭が悪いと思います。ワクチン禍を起こさ
ないでください。行っている諸々の仕事は、大丈夫ですか？

1320

接種後、軽いパニックになったり、足に力が入らなくなったりした。高校入学して緊張もあったり、生理
前もあったが過呼吸みたいになり、右手のふるえが出て、意識がはっきりせず、入院して検査したが
異常なし。高校3年間、ストレスがかかると体に出やすくなり、身体表現性障害、解離性…に近い状態
と言われてきたが、元に戻るのが早くなり病名は、つけられないと言われたがてんかんの検査も何回
かしたが、違っていた。3年間●で診てもらっていたが今年4月より女性外来のある心療内科に通い始
めた。自分で体調コントロールするように指導。倒れたり意識があやふやになり、救急車で●に23年4
月より8回。ストレスからの体調不良、バランスがくずれての不良…。はっきりとした原因わからずでし
た。今は大学に通学。

1321

子宮頸がんワクチン接種後しこりができた（1回目より）。先輩からもそんな話を聞いた。1回目より2回
目以降しこりが大きくなった人もいたようだ。看護師さんもそういうケースが多いことを知っていた。同
級生は1回目接種後すぐに体調が悪くなり大変な思いをした。このワクチンを接種した際何らかの症
状が出たかどうかを尋ねるアンケートの設問がないのはどうしてですか？そのためのアンケートだと
思っていたのに！！受けた時期が書いてあればいいと思ったのですか？もっとわかりやすく接種との
関係があるかどうかのアンケートにしてほしかった！

1322

母親である私の姉が子宮頸がんで（初期）手術をしたこともあり、娘にワクチンをうたせましたが、他の
お子様には、絶対おすすめしません。なぜならアンケートにも書いたとおり、もしかしたら今の娘の眼
のつらい症状は、副反応かもと疑ってしまったからです。日常生活では一人で行動することができま
せん。人の集まるところには行けず、バスや電車に乗るとき、私が付き添います。スーパーなどの買い
物は、まっすぐ歩けず、いつも下を向いたままです。当然授業やテストを受けることはできませんの
で、大学受験も失敗し、4月から通信大学に行くことに進路変更し、希望をみつけました。唯一のたの
しみである、映画鑑賞は一番前列で鑑賞します。本は好きですが図書館では読めません。本人とし
ては将来自分の就く職業はあるのかと思案中ですが、自給自足を勧め、現在は畑で野菜作りを始
め、太陽光発電でガスも引かず暮らしております。大都会名古屋を離れ母親の私と2人で田舎ぐらし
をはじめました。高校のカウンセラーの先生（とても理解のある先生でした。）の紹介で月に一度名古
屋の病院に良くなる薬をもらいに通院しております。娘もとても信頼しております。田舎にきて症状は
かわりませんが、人の多い都会での不快感は少なくなり、前向きです。人生を変えるほどの症状では
ありますが、私達のように状況が少しでもかえられる環境にいられるのは幸せと思わなくてはなりませ
ん。いろいろな症状で悩んでいる娘のような若い女性がすこしでも楽になれるよう、周りの人たちがわ
かってもらえる環境があるといいと思っております。P.S.娘本人はこのワクチンの副反応かどうかは確
固たるものがないという感触です。この症状がでる前は性格はひょうきんで周りにいつも友だちがい
て、人を笑わせるのが得意な子ではありました。

1323 これからどんな症状が出てくるのかわからず不安です。これからも、追跡調査をして下さい。

1324
ワクチンを打ってから生理がくる、終わる直前に3ヶ月に1回程度おなかに激痛と（ずっと休みない激
痛）時々吐き気をもよおしはきつづける。

1325
次女（中1）も接種しなければならないが副作用が心配でふみ切れません！安全なワクチンを早急
に！！

1326 注射をした後に高熱がでたが、病院を受診する前にひいた。

1327
筋肉注射、痛かった。このアンケート、答えにくいです。もともとの身体の症状か←たぶんこっち、注射
かとか…

1328
質問2であてはまる症状がいくつかありましたが子宮頸がんワクチンとは関係ないと思います。それと
このワクチンに接種期間があるのに守らなかったので効果があるか分からないのでホームページとか
にくわしく書いてあるといいなと思いました。

1329

痛がる具合がひどすぎた為、奇異に感じ1回目でやめさせました。（母親）その後、一回でも効果があ
りと指針が出ていましたが、心配です。本人は肌あれがすると言って、病院に通っていますが、原因
が不明。局所的に症状が出ており、長びいております。今はまだ、学生ですが、（手の平に出ている
ので）家事などできないままになるのが不安です。



1330

（母）肌あれの症状は次第に変化し、しっしんから、じんましん状なものになり、一部→全身へ。今で
は見るも無惨なくらい顔がはれることが月1～2回起きていて、病院でも、不明です。（アレルギー検査
でも、原因ははっきりせず）これがもしのどがはれた時には命の危険もあるそうです。接種後（体も大き
くなって丈夫になった後）説明のつかない体質の変化・原因不明の症状が、とても心配で不安です。

1331 今後、痛みが出た時心配。
1332 子宮頸ガンワクチンは、16才頃アメリカ在住中に接種しました。

1333
接種を奨励する前にもっと慎重になるべきだったと思います。娘はたまたま副作用がでなかっただ
け。接種の際医師に、雑誌等で色々書いてあるが、大丈夫か確認したが、‟打つべき”と言われた。何
が根拠だったのか。疑問に思う。

1334
子宮頸がんワクチンを接種した直後、発熱しましたが、次の日くらいには下がり元気になりました。子
供の様子は、熱が出たことのみであとは特に何もありませんでした。

1335
生理不順が続いたのでH14.3月に産婦人科を受診しました。●と●を処方されました。その後は、特
に不順にはなっていません。

1336 2回目の子宮頸がんワクチン接種直後に倒れました。原因不明です。
1337 注射がすごく痛かった。
1338 今後、死（ガン）に対する不安や妊娠中や多胎に悪影響は、ありませんか？
1339 副反応として翌日37.5℃程度の発熱と腕の接種箇所の腫れと痛みあり。痛みは相当ひどそうでした。

1340
話題となっている後遺症が、子宮頸がんワクチン副作用であると証明されない限り子宮頸がんワクチ
ンの接種を続けるのがいいと思います。

1341
子宮頸がんワクチンを接種後、吐き気がありました。（何回目の接種かは忘れました）接種した医院に
連絡しましたが、「副作用はないはずだから様子見て」と言われました。翌日ごろは回復していまし
た。

1342
ワクチン後身体に異常がでてしまった方々が救済されることを協力する為に、アンケートを記入しまし
た。

1343
サーバリックス接種直後、2～3日接種した腕の筋肉痛がひどく、腕が上げにくい状態でした。平成12
年生まれ（1月）の弟が、日本脳炎を全く接種していません。どうしたらよいか悩んでいます。予防接種
の安全性を確立してほしいです。

1344 子宮けいがんワクチンの3回目の時に気持ちが悪くなりました。

1345

ワクチンの成分に問題がある（外国では認められていない薬とか、殺虫剤やネズミを殺す薬の成分が
入っているなど）との情報をインターネットやフェイスブックにのっていた記事を見てこわくなって下の
子には受けさせていません。上の子は3回接種時は症状は何も起こらなかったけど、ひどい副作用が
出た子の報道にはとても心が痛みます。詳しく調査してもらいたいです。

1346

回を重ねるごとに接種後の痛みが強く、今まで予防接種でそれほど痛くなったことはなかったので、
びっくりしましたし不安になりました。母は接種を止めればよかったねと言っていますが私は幸い副作
用〈反応）が長びかずおさまったので良かったです。このアンケートでは、なしにつけました。昔すぎて
よくしっかり覚えていないので、今は大丈夫ですし、もう少し早くアンケートをとってほしかったです。

1347 接種後、腕が腫れて、痛みが強く残った。1週間ぐらい痛かったのを覚えています。
1348 特にひどい副反応もなかったと記憶しています。今大学生で名古屋にいないため母が記入しました。
1349 副反応が接種後、何年まで出る可能性があるか知りたい。

1350
はじめから副作用は無いものとして対応していることに大変不信感を持っている。それだけに対応は
遅いし被害も拡大している。今度新しい予防接種をすすめられても（子宮頸がんワクチンに限らず）
警戒して接種しない傾向がひろがると大変なことになるということまで深く考えて対応してもらいたい。

1351 早く原因究明して下さい。
1352 サーバリックスは2,3日痛みがあった。体育の授業を受ける事が困難だった。

1353
接種（3回目）した日の夜に高熱（41℃超え）が出ました。その後長期間にわたり体調不良が続きまし
た。

1354

ワクチン接種歴が分かりにくいから、もっと見やすく分かりやすいように母子手帳を変えて欲しい。（一
目で分かるようにしてほしい）他国で重大な副反応の報告が出ていたのに、日本でもワクチン接種を
推めていったのは無責任だと思う。今後は安全をしっかり確認してから推めて行って欲しい。がんに
なるよりも重い後遺症をおって生活していくなど許されることではないと思う。私自身も注射を打った
当日は腕が痛くく動かすことができなかった。

1355
副反応の原因が、解明されてなく、接種してしまったことを親として後悔しています。特に、何も症状
がないのに、そう思ってしまうくらいで、同じ年頃の娘さんが苦しんでいると思うと、早く研究をすすめ
て、助けてあげてほしいと願います。

1356

（上の子と同じ内容を記入）子宮頸がんワクチンを接種する時、副作用については情報がなかった。
欧米ではすでに（日本よりもだいぶ前に）子宮頸がんワクチンが接種されているとは知っていたが、欧
米では重症の副作用はでていなかったのか今になって疑問に感じた。子供は副作用はでなかった
が、もし欧米でも日本の子供達の様に副作用がでていることを知っていたら、ワクチン接種はしなかっ
たと思う。（保護者）副作用の原因がはっきりするまで、接種はしない方がよいと思う。



1357

子宮頸がんワクチンを接種する時、副作用については情報がなかった。欧米ではすでに（日本よりも
だいぶ前に）子宮頸がんワクチンが接種されているとは知っていたが、欧米では重症の副作用はで
ていなかったのだろうか疑問に感じた。子供は副作用はでなかったが、もし欧米でも日本の子供達の
様に副作用がでることを知っていたら、ワクチン接種はしなかったと思う。（保護者）副作用の原因が
はっきりするまで、接種はしない方がよいと思う。

1358

種類は、わからないが2回用で接種しました。2回目は半年後（？）か期間が空いたので病院の催促
がなければ行くつもりはなかったが、報道もなかった時期で、病院側も（市の無料クーポン利用）「た
だだからやった方が良い、もったいない」と看護師からすすめられ接種。2回共に娘は、すごく痛い…
と話していました。接種後、はれたので、（ハチに刺されたよう）相当痛かったと思います。後遺症は何
年という判断で、保障はどの程度すすんでいるのでしょうか？娘は、赤ちゃんが産める体のままです
か？心配しています。

1359
接種をさせた親としていつも心配しています。何かあるたびに副作用ではないかと心配になります。
今は後悔ばかりです。

1360
子宮頸がんワクチンを接種して、ずい分と年数がすぎたが、まだ副反応の出る可能性があるのかない
のか知りたい。

1361 封筒が小さくて入れにくいので改善して欲しい

1362
思春期特有の症状なのか、子宮けいガンワクチンの影響が多少なりとも関係しているのか、ひっか
かっています。相談できる場所をしっかり作ってほしい。

1363

副作用で苦しんでいる方が多く、今後の対応等のためのアンケートという事は理解できる。我が子が
接種後も体調を崩す事なく過ごせているから言える事かもしれないが、子供は今、受験生です。学校
祭の準備とも重なり、とてもアンケートを記入してとは言えず、保護者の自分が分かる範囲で記入し
た。本人が記入する場合と回答がずれる事もあるかと思う。アンケートの時期も悪く、何より質問が複
雑で、わかりずらかった。もう少し回答のしやすい工夫が必要かと思う。回答の返信が少ないと新聞に
のっていたが、アンケートに答えたいと思っても正直、1ページめからやる気をなくす内容だったと思
う。

1364

予防接種をすすめた国はその後の副作用にも　対応するべきだと思う。副作用を心因反応と言う所
は誰が見てもおかしい。きちんと取り組もうとしない所は、何らかの力が働いているからではないかと
思ってしまう。今回の事件は正しく公表してほしい。そして　副作用の出た方への補償をきちんとして
あげて欲しい。同じ事が起きない事が望ましいが、副作用かなと思われる事には適切に対応するべき
だと思う。ワクチンを採用する者は、もっと慎重に導入し、副作用が出た当事者の事をよく考えなけれ
ばいけない。対応が‟ひとごと”で、思いやりがないと思う。

1365
国のすすめでうったのに、後から副作用の報道が出て、本当に後悔しています。どうしてそのようなも
のをすすめたのか…。二度とこのようなことが無いようにしてほしい。

1366 とても元気です。うけるワクチンはすべて接種させていただきました。
1367 子宮頸がんワクチンを受けてから、異常はなかった。痛みは強め…。
1368 よろしくお願いします。

1369
接種後（3回共）腕が肩より上がらない日が2～3日続きました。（同時に痛みもすこしあり）医師にその
事を伝えると、みなさん同じ事を言われるとのことでした。

1370

子宮頸がんワクチンを初めて打った時は帰ってからしばらく寝なくてはいけないほどの全身への影響
があったことを覚えている。自分自身は今のところ体に大きな影響はないが、ニュースなどで注射を
打ったことによる後遺症に苦しむ女性を見て、本当に悲しく思う。今後、自分の子どもにワクチンを打
たせるようなことがあったら、しばらく周りの様子をみてからにしようと考えるようになった。

1371

接種勧奨し無料で受けられるとの事で良いことだと思い積極的に受けさせました。接種する前に効果
や副反応が書いた紙をもらいました。しかしさっと読んだだけであまり深く考えず今までも何も問題が
なかったので気楽に受けました。接種した時は、少しはガンを予防できたと安心しました。でもその後
テレビ報道などで大変な症状がでている事を知りました。すごくびっくりしました。うちは重大な症状が
でてないので良かったのですが勧奨したり、中止したりもっとしっかり調べてからにしてほしい。この事
を知っていたら受けなかったかもしれない。

1372 もっと調査してからやってほしかった。

1373

接種ゴ、月経が約1年とまってしまいました。そのご、月経ももどったものの、とても不安になり、報道の
内容（妊娠できなくなる…）が追いつちをかけました。本人の拒みが強く、受診はしませんでしたが、
あと1ヶ月月経がなかったら無理にでも受診させる考えでした。安全性が不確かであるもの、絶対と言
える程のものでない限り推しょうは絶対にやめて欲しいです。

1374 「物すごく痛みが強い注射だったので嫌いだった。」と言っています。

1375
子宮頸がんワクチン接種後は、腕を痛がった為2回目からは接種する時は、翌日の授業で体育の授
業がない日を選んで接種しました。

1376 接種後に眠気におそわれた。腕がはれ、かゆみが出て、真っ赤になっていた。



1377

注射を打った直後1週間はずっと腕が腫れていて、痛みが続いていました。腕が上がらなくて、学校
での授業がつらかった覚えがあります。寝るのもつらく、しばらく泣きました。当時は心配しましたが、
その後副作用もなく今は接種させていただき、ありがたく思っています。接種時の体調が万全である
よう、注意しました。副作用に苦しむ娘達と同じ年頃の人の姿をテレビで見ますと、とても、他人事と思
えず、心が痛みます。“全ての人が安心して接種できる”と言う事は、無理な事なのでしょうか？今後イ
ンフルエンザ等の接種も不安になります。

1378
回答した月経不順の原因は摂食障害だと思います。ただ、「原因がはっきりしている一時的な症状は
『あり』に含めない」とあったため、症状が一時的ではないので『あり』と回答しました。

1379 副作用であるのなら、早期の原因究明願います。
1380 子宮頸がんワクチンを接種した後にしびれがおさまりましたけど、これは、大丈夫だったのかしら？

1381

サーバリックスを2回接種した後に副反応の報道が出て3回目を接種していません。主治医とも相談し
ましたが、親の考えで決めて下さいとのこと。2回目でも接種していれば0回の人よりは効き目はあるの
でしょうか？親族はガン死亡者が多いため娘にもワクチンをと思い接種しましたが…このままでは心
配です。もう少し情報がほしいです。

1382 接種したところを痛がった（数日？）赤く少しはれた。治った。

1383

SNS等で全世界的に問題になっているこのワクチンを何も知らずに学校から渡された案内をもとに全
接種。重とくな問題にならず良かったと安堵。しかし、現在も接種され重とくな副反応に苦しむSNSを
見かけます。なぜ国は中止をしないのでしょうか？薬事ビジネスでしょうか？これ以上の薬害問題に
発展しないよう対策を望みます。

1384
子宮頸ガンワクチンを接種した記憶があるのですが、母子手帳に記入がなく、もしかしたら受けてい
ないかもしれません。（保護者記入）

1385
普段の予防接種は何も言わないのに（小さい頃から）このワクチンだけは、打つ時も後も痛かったと
言っていた。

1386
子宮頚がんワクチン2回目接種直後病院から帰る途中、気分が悪くなり、歩くことができなくなった。3
回目の接種は悩んだが、半年期間があったので受けた。後遺症のことは、その時は知らなかった。

1387

当時はワクチンが現因とはまったく思っていなかったので頭痛や手足のしびれがあったことを思い出
すと、今後また何かの症状が出ないか心配です。不妊症や子宮の病気になる確率が高くなったので
はないかとも思います。母親としては娘に対して申し訳なく思う反面、日本の厚生労働省に怒りを感じ
ます。

1388 １才前後にはしかにかかり入院してから予防接種をほとんど接種していないが・・・。

1389

注射はかなり痛かったようですが副作用はありません。小児喘息で、小学校高学卒までは専門医治
療。中学に入り、体が女性として成長しだすと喘息とバトンタッチのようにアレルギー（主に鼻炎）がひ
どく、又、ストレスからか？片頭痛持ちとなってしまいました。食の細い子なので、とても小柄です。何
か統計から原因等が判明し、今後、皆さんが安心して予防接種出来る日が来るよう心より願っており
ます。

1390
娘は接種しても、特に異常はない様です。異常があった方はお気の毒です。早く治る方法が見つか
る事を祈っています。

1391
友達など周囲の子たちが接種する子がほとんどだったので、一緒に接種した。その当時は、副作用
の危険など考えもせず、がんにならないようにと思い、疑いもせず打たせた。

1392
子宮頸がんワクチンの副作用の原因追求をして副作用で苦しんでいる人を助けてあげてほしいで
す。決して「精神的なもの」と片付けないでください。

1393
私の子供は、子宮頸がんワクチンで何の異常も出なかったが、副作用の出た方には、ちゃんとした対
応をしてほしい。「心の病」「精神的なもの」で片付けられることではないと思う。

1394
もし、今の頭痛が副作用によるものだとすると納得がいかないので、副作用までしっかり調べてほしい
です。

1395
海外では当たり前のワクチンであった為、市の無料接種で飛びつくように受けました。現在副反応で
思い症状の方を見る度、一体なんだったのかと疑問が大きくなります。しっかり調べてほしいです。た
またま副反応がなかった（少なかった）者のひとりとして気になります。

1396 子宮頸がんワクチンを接種した後、1回目のときに腕がはれて熱が38度以上でました。

1397

看護師です。注射をうけて副作用がある人がでている人がいるにもかかわらず、予防接種で定期接
種にまたなったのでしょか？麻しん、肺炎球菌他で副作用がでた例があったとしても、予防のためな
ら考えて受けると思います。HPVに関しては他の方法でも子宮Kになるリスクは減らせると思うので、ど
ういう経過で、どういうエビデンスでまた定期Aになったのかと思ってしまいます。たぶん医療に関わっ
ている人の子供は受けている人が少ないのでは・・・？

1398 痛かったです。

1399

子宮頸がんの予防接種後に大変ひどい副反応に苦しむ少女達の事を思うと心が痛み、この予防接
種を完全に中止しない国に対しても怒りを覚えます。わずかでもこの様な副反応をおこす確率がある
のなら、それが当時わかっていれば絶対に娘に接種を受けさせる事はありませんでした。名古屋市で
も被害に苦しむ子供達への支援を早急に進めてほしいと市長にお願いしたいです。（保護者）



1400
報道で問題になったような、ひどい副作用はありませんでしたが、今まで受けた予防接種では経験し
たことのないような、身体のだるさ、発熱（37度くらい）、頭痛。接種した部位（腕）の痛みがありました。

1401 子宮頸ガン3回目の時に40度近い熱がでてビックリしました。接種しない方が良かったと思いました。

1402
副反応に苦しむ方の報道に触れ、何もなかった自分は運がよかったと思う。がんという苦しみを避け
るために　別の苦しみを受けることにはならない方がよい。研究が進むことを望みます。

1403
子宮頸がんワクチン接種後5分後に気分が悪くなり病院のベッドで休んでいた。30分ぐらいで回復し
ました。病歴・・・今年平成27年7月卵巣腫瘍で一部切除（良性）

1404

１回目受けた直後に気持ちが悪くなり、めまいがして倒れて（バタンと意識が失くなった）病院で横に
なった。（倒れた時は頭をぶつけなかった。）これからも何か副作用が起こる事があるんでしょうか？今
は18才ですが将来、子供ができにくいとか、年をとって更年期障害が重くなるとか、とても心配してい
ます。とにかく原因をあきらかにして欲しいです。

1405 なぜ副作用が起きたのですか？何もなかったので逆に怖いです。
1406 多発性硬化症を発病（H24.10）
1407 日本脳炎については接種時期がずれています。（米国でうまれ、その後札幌に引越したため）

1408
自分自身、体の痛み等の症状はでなかったが、身近な友人は体のしびれを感じるとワクチン接種後
に話していた。

1409 痛みなどの症状に苦しんでおられる方が、一日も早くよくなられますよう、祈っています。
1410 2回目3回目接種後少し脱力感があった。
1411 当てはまるところが多く、とても不安になりました。

1412
子宮けいがんワクチンを接種後の副作用についてもう少し訓しくわかっていれば接種させませんでし
た。娘は、いまのところ副作用はありませんが、こういう結果（何が原因かまだわかりませんが）になっ
て残念です。

1413 子宮頸がんワクチン接種後、10日程痛みが続いた。

1414
子宮頸がんワクチンの済証明だけで無く、どちらのワクチンかわかりません。副反応の報道を見て、妹
には（2才下）受けさせませんでした。

1415 子宮頸がんワクチンを接種した後、10日程痛みが続いた。

1416

当初から、失神する、不妊症になるなど、デメリットが流れていたので、ネットで調べまた医師にも相談
しました。数年経ち全く異なる副作用が出て驚きました。当時流されていた情報はネットのおもしろ半
分のものだったのかと、イヤになりました。あの時一笑して、うわさを否定し、接種してくれた医師に感
謝しています。被害にあわれたという方も、いつまでも心配せずに大丈夫ですと胸をたたいてくれる
医師がいたら精神的に安心し、「やる気が出ない」などという病気にならなかったんじゃないかと思い
ます。

1417 副反応が気になったので、3才下の妹はうけていない。

1418
子宮頸がんワクチンの無償化が段階的で第１回は実費だった。予算の都合もあろうが、分かりにくく
不親切だと思った。娘もワクチンをひどく痛がった。当時も「痛い注射」という話はあった。

1419
今、体調が悪く気力も湧かず学校休みがちですが　これがワクチンと関連があるのかどうかわかりませ
ん。本人は否定していますが、元気が出ず困っています。

1420 もっと調査してから、予防接種を推奨すべきである。もっと慎重になるべき。
1421 子宮頸がんワクチン3回目まで接種したが、副反応はまったく出なかった。
1422 ありがとうございました。

1423
子宮頸がんワクチンを接種した数時間後から、腕が上げられなくなったり（痛みにより）体のだるさが3
日ほど続きました。（3回とも）

1424
2回目の接種の時かなり痛かったようでしばらく痛みが続いたようです。接種後ニュース等で副作用の
でた子供が多数いた事を聞き　私なら今後は身内の接種は受けさせないと思います。

1425
頸がんワクチンを受けてしまった事を非常に後悔しています。なにかにつけ、ワクチンの為と考えてし
まう様になりました。

1426
子宮頸がんワクチンは、無料対象になったので接種させました。さいわい、副反応はでませんでし
た。この予防接種で、日常生活に支障がでた子供たちのことを思うと胸がいたみます。今だったら、接
種させていないと思います。

1427 受けた後、2日ぐらい腕が上がらなかった。
1428 子宮頸がんワクチンをうちましたが、何の痛みもありませんでした。

1429
一回目接種をしてそのままで大丈夫なのか心配です。二回目も接種して何も無いならうけたいです。
出来れば無料で受けたいです。

1430

子宮頸がんワクチンは他のワクチンと比較して、かなり痛がっていました。接種した方の腕は大きく膨
れて、夜は氷で冷やしてもなかなか眠ることができず泣いてしまうほどでした。現在いろいろな情報が
あり、三女の接種になかなか踏み切れないのが現状です。子宮頸がんの予防接種について正確な
データ・情報を希望します。

1431 妊娠ができにくいとあとから聞きました。親の私は、とても心配しております。



1432
娘は特に副作用、反応も何もなく良かったですが、後で色々な反応例を聞いたり、知る事で、ワクチ
ン接種がとても危険なものだったと思うと受けさせた事を後悔しました。

1433
子宮頸がんワクチン3回目接種後、39℃の発熱が2日間ありました。特に風邪症状もなく接種した、クリ
ニックへかかったところ、ワクチンの影響では？との事でした。

1434
名古屋市内では子宮頸癌ワクチン接種後重篤な副作用が出た人がいるのか？また、どのような副作
用が多く出たかを明確にして欲しいです。

1435 ものすごい痛みで失神するかと思ったと娘は言っていた。

1436

安全性が認められないのに、予防接種をおこなうのは、よくないと思います。保護者から意見させて
頂くと、娘は4年も前の事なので、あまり記憶に残ってないようですが…部活動が同じの友人が接種後
にひどい筋肉痛のような痛みが、出たと聞いて、娘がこわい注射だと言ってました、娘も接種後には、
体に痛みがあったような記憶が私にはあります。このワクチンで、娘の将来を台無しにしてしまったと
いう〝不安〟と〝自責の念〟をこれからも持ち続けていることを、市長さんや役所の方々に覚えてい
てほしいです。

1437
今は何もないですが、これから結婚しようとする時に身体の症状が出るかもしれないという心配はあり
ます。

1438

子宮頸がんワクチンが接種できるようになった中学１年に接種しました。幸い、うちの娘には、何らか
の副作用が出ているようには感じませんが、TVなどで重い副作用に苦しんでいる同世代の子を見る
と胸が痛みます。下の娘が今、小6なので、本当だったら来年接種する年になっています。予防接種
は、本来その病気にかからないようにするために受けるものが、そのために重い病に苦しむことがな
いよう、今後は、十分安全を確認した後、正しい情報もあわせての接種に向けて欲しいです。

1439
年れいの割に、生理周期が異常に短くなっていた時期があり（20間くらい）、そのことが心配でした。
今は28日位かとおもいます。手や足が痛いといつも言っていた時期がありました。本当に中学生かと
思えるほど何回もころびケガをしました。外科にも行きました。

1440
副反応の他に不娠になるとか妊娠しにくいなどという事も聞きました。あれ程勧奨しておいて副反応
がでたり・・・・と、とても心配です。予防接種によって子宮頸がんになるリスクが減るのはありがたい
が、これからもずっと心配です。

1441
一緒にお友達と3人で接種しましたが、強い筋肉痛が出る子とでない子と注射が痛い子、痛くない子
それぞれでした。（3回とも）それでも翌日は部活（バレーボール）を普通にやっていました。

1442 3回目のワクチンを打った後、副作用で気分が悪くなった。

1443

他の予防接種よりとても痛みが強く、できるなら止めたかったと本人は申しております。時間的、かけ
こみだったので本人の意思を確認せず接種させてしまった事、後悔しています。身体的より、痛みを
させてしまった事。報道をみて後遺症の為、つらい人達がいるという事への精神的な事、同年代の子
供さんが、苦しみから抜け出せずにいる現実もあり、予防できるのにと思う面もあり、複雑です。

1444
子宮頸がんワクチンは3回接種しました。3回とも、接種した腕（接種部分近辺）が腫れました。痛みも3
～4日続きました。

1445
接種したいと思うけど、副作用が起きたらと思うと接種できませんでした。報道等により私のように途中
で止めた20才位までの人に、無料で接種できるようにして欲しいです。

1446
接種した事に後悔していますが、子宮頸がんワクチンにより子供達が出産時に影響（副作用）などな
いといいですが、どうでしょうか。

1447 子宮頸がんワクチン接種後、接種部位が腫れる、気分が悪くなるという状態になった。
1448 医者にすすめられないと言われたから2回まで

1449
子宮頸がん予防できるなら良いですが、副作用のリスクを考えると打たない方が良いのかと思い、妹
は打っていません。

1450
高校生になってから激しい眠気におそわれて、前日しっかり睡眠をとっても授業中ねてしまい、辛い
です。理由がわからず、困っています。これも、もしかしたら副反応なのですか？

1451
良く、頭痛みが多く、病院に行ってました。じんましんが多くあった。はきけ。インフルエンザを注射を
打った時はかならず熱だして、やめた。

1452
子宮頸がんワクチン接種2回目か3回目の後で、数日後微熱や体の痛みが一週間ほど進いたが、受
診するほどではなかった。

1453
親の判断で接種して下さいといわれ止める事にしました。2回目も予約したのに、報道を見てこわく
なった

1454 普通のワクチンよりも、痛く、はれもあった。

1455
娘に、3回、子宮頸がんワクチンを接種させました。今の様に副作用が出る方もいらっしゃることを知っ
ていれば、3回の接種は、3回とも、やめていました。娘は、全く副作用もなくよかったですが、たとえ少
人数でも副作用で苦しまれていらっしゃる方を思うと、心が痛みます。

1456 自費で払った分を返してほしい
1457 この調査が問題解決につながるように祈っています。

1458
3回目を接種した当日の夜高熱がでました病院ではカゼと言われましたが、副作用ではないかと心配
しました。



1459 1回目の接種のあとに発熱があった。
1460 母子手帳がみあたらないので詳細書けませんでした。

1461
子宮頸がんワクチンを接種した日の夜、高熱が出て、ふるえが出たためその１年後くらいに、ニュース
で副作用のことを知りました。

1462 接種後接種したうでが腫れ1週間～10日間程うでが上に上がらなかった。（3回共）

1463
後の接種をしていません。（副作用の報道を見てから）やらないでいいのでしょうか？途中で止め

てしまった人は、たくさんいると思います。皆さんも同じ気持ちだと思います。
1464 ワクチンを打ってから出血多量になったのですが、何か関係はありますか？

1465
②痛すぎて心配してました　部活動（運動部）もできなくなったくらいです。③医者の友人に止めた方
がよいとアドバイスうけたから（副作用キケン）

1466
ワクチン接種後にいろいろと問題が浮上してきた、もっと早く何か情報が上がっていれば接種をとりや
めたのに、この差は大きい、不安につながっている、お腹の病いのも疑っているが本人が受診する気
にならないので手をやいている

1467

がん予防の為にもワクチンをしっかり接種したいと思っていますが、今の状況だと、ちゅうちょしてしま
います。2回で止めてしまった場合、ワクチンの効果を得る為には、もう一度１回目からやり直しで、有
料との事でした。一刻も早く安全性を確認して、もう一度みんなが平等にかつ、安心して接種できる
様にして欲しい。

1468
子宮頸がんワクチンの副作用はありませんでしたが、ニュースなどで、同じ世代のお子様が副作用で
苦しんでる姿をみると本当につらすぎます。安全であるものだと思い注射をうけてると思うので今後、
そんなことのないようにあってほしいです。

1469 かかったら死にいたる病気の予防ワクチンですから無料でできたし、ありがたかったです。
1470 そんなに詳しくかけません

1471
今まで一番痛かった。接種後2～3日は筋肉痛のような痛みがあったと記憶している。その他の予防
接種はすべて期間内に終了している。母子手帳が手元にないのでくわしい日付などがわからない。

1472
接種した直後は、うった腕の方が痛くて、力がでなかった。マヒしてるような感じもした。接種してから、
副作用の話が問題になり3回目をうつのを見送っていたが、医師から、うった方がいいというのと、説
明を聞き、うつ間かくがあいたが３回目を打った。

1473
子宮けいがんのサーバリックス接種後翌日から38℃以上の高熱が続きました。3回接種ごと全部で
す。こんなアメリカで中止になったワクチンを日本で行うなんて 悪な話です。娘2人接種後数年たち
あの報道を見て憤りを覚えます。

1474
子宮頸がんは1回目で副反応の報道と医師に相談してやめてしまいました。娘達の年令ではどのくら
いの接種率があったか知りたいです。今後は、どうしたらよいのでしょうか？接種年れいは高校１年生
までであと１年となります。

1475
明らかに接種直後に腕の異常を訴えました。その後治まり幸い重篤な副作用は残りませんでしたが、
同じ予防接種を受けて今も副作用で困っているお子さんを思うと憤りを感じます。「心因性」と決めつ
けずしっかり原因をはっきりさせ、対応していってほしいです。

1476

症状が発見されてから対応が遅いと感じました。また、きちんとした説明や情報提供がなかったので、
残念です。子宮頸がんワクチンをうつと不妊になると聞いたことがあったので、不安もあります。あれだ
けCMなどで一方的な情報を与えられていたこともあるので今回のことで信用を失ったと感じます。子
宮頸がんワクチン接種後、しばらく接種した部分周辺のしびれや痛みがありました。

1477
注射を打ったあとからよく頭痛をうったえます。頭痛外来に通院お薬をもらいました。まさか副反応が
あると思わなかったから注射のことはいわず頭痛薬を処方してもらいました。肘も痛いといいます。

1478
ワクチンに関係があるのか、わからないですが、怒りやすくなった。高１のころから、わがままがひどく
なっている。

1479 妹は接種しませんでした。
1480 無料でワクチンができて良かったです。
1481 接種の度に体調が悪くなりました

1482
副作用がひどい人がたくさん、みえたみたいですが、娘はあまりひどくなくて良かったと思いました。ワ
クチンを受たなければ良かったと思いました。国から受ける様定められたら受たざるえないのでしっか
り調査しほしいです。

1483
サーバリックス　1回目接種後当日、寒気、吐気をともなう39度の発熱。副反応と思われる。（次の日に
は平熱にもどった）2回目も接種。副反応がなかったため3回目も接種した。

1484

子宮頸がん発症すると重篤な場合が多いと聞き、2度とならないのならと接種を決めました。重い副作
用の方が何百にんもいると聞いて気の毒でなりません。早く原因をつきとめなければならないのでは
と思います。がんにならないためとはいえ代償が大きすぎるかも。子供の事ならなおさらです。予防接
種がかけになるなんて

1485
副反応のニュースを見るとき思うのですが、予防接種の体調（熱や、１週間以内に風邪を引いていな
かったか）や、アレルギーを持っていないか等も、明確にできないでしょうか。



1486
この時期の子は、予防接種が、あいまいな時期もあり、中途半端でした、日本脳炎も3回目はしており
ません。

1487 安全性が確定してから接種を。
1488 特に身体は元気です。

1489
予防接種を受けて何もなかったから良かったものの後遺症に悩まされている子ども達のTV報道を観
たりすると人ごとではならない

1490 １回目が名古屋で接種が無料になってすぐだったのでたぶんサーバリックスだと思います。
1491 こどもに接種する前にきちんと調べて、副作用がないようにしてほしい。

1492
娘はたまたま異常なく過ごしておりますが、副作用が出られた方が、早く治りますように願っておりま
す。

1493

子宮頸がんワクチン3回目の後、Ｈ24年8月8日「わーわー」と大泣きイライラ、次の時38度台まで熱が
上がり、病院で解熱薬をもらったこと事を記憶しています。たぶん、ほとんど熱を出さない子なので
びっくりした事をおぼえています。ワクチンの前後から月経も不順で半年以上来ないこともありH27.5
月受診し、服薬しはじめ、様子を見ている所です。ワクチンのせいなのか?心配しています。

1494 インフルエンザの注射より、痛みが長く残ったようだった。

1495

子宮頸がんワクチンを接種するにあたり、副作用があるのかどうか不安になり、無料接種できるぎりぎ
りまで様子を見ました、友達は、ほとんどしている。新聞の相談の欄には、大丈夫な事が医師の声で
書かれていた、でも不安で保健所に行って聞いてみました．．．十分な答えももらえずあいまいだっ
た、大丈夫なような事を言われ、結局接種しましたが（3回とも痛がり） 初の1回であまりにも痛がった
ので止めようと思ったが医師が皆さん痛がりますよと、2回、3回とだんだん痛みが強く一週間位は痛
がったので、副作用がでてきたんではないかとても不安でした。しばらくすると、報道で重症な人がい
ると聞きあまりにもあんいに接種してしまって後悔しています。ただ、接種する事を推進するのではな
く副作用の事を十分調査したうえで接種するよう呼びかけてもらいたい　お役所仕事は事ム的で何か
あってからでないと動かないので…信用でないとつくづく感じた。なぜ今頃なんですか？

1496
接種後、体がだるかったり、疲れやすくなったりしました。接種を受ける年齢がもう少し体格がしっかり
する高校生になってからでもよかったのではないでしょうか。

1497
上記のとおり　3回目は受けませんでしたが、1～2回は接種を受けています。今の段階で体の痛みや
歩行困難等の大きな症状がない場合、今後心配はないでしょうか？3回全部接種した場合との違い
を知りたいです。

1498
日常生活に支障が出るような、副作用はありませんでしたが、接種時と、その後、少しの期間は腕の
痛みを訴えていました。

1499 身体のだるさ等で受診しましたがとくに異常なく、問題ないと云われています。

1500
予防接種の日付の記入が病院によって平成だったり、西暦だったりと、バラバラで、できれば統一し
てほしいです。

1501 日本脳炎3回目が接種していませんでしたので、近日中に接種したいと思います。

1502
我が子は、副作用もなく、生活しております。報道等を見ていると、副作用の出てしまっている子供を
みるとかわいそうでなりません。早く、すくわれます様に。

1503

副作用の事例を、あまり明確にせず、予防接種を行ったのは何故か？しかも期限付の無料で…国と
しては、米国から購入させられた、ワクチンを、早く、使用してしまいたかったのか？どちらにしても、こ
れ程、大変な副作用のある予防接種は、国の信用も無くすことになり、生活に困難になってしまった
人に対しても多大なる責任があります。名古屋市の信用及不信感がつのる、しっかり責任をとってあ
げて下さい。許されない。

1504

子宮頸ガンのワクチン後、色々な症状が出だして、時間がたってからだったり、それほどひどいもので
はなかったけど本人が痛がったり、おかしいと思える事もあったので、病院に相談をしたけど、「原因
不明」で、漢方を出されたけど治らずで、とても不満でした。症状があると眼科、内科、整形など相談
しても不明で改善されず。視力もメガネが必要になり、視力低下が進み、眼科ではアリス症候群（まぶ
しい人が小さくみえるなど）で治ると言われて数年。整形も数回痛みで自転車が乗れないと言っても
原因不明。接種した産婦人科では「副反応はない」との対応。軽度な人でも、きちんと相談できるよう
対応してほしい。どこに相談して良いかわからない。

1505
注射と聞くと、子宮頸がんワクチンを受った時の強烈な痛みがよみがえり、体がかたくなるといってい
ます。

1506
3年も前の事なので、記録が定かではありません、各質問に対しても、不明ですが、なしという回答し
か出せない状況です、この調査は本当に活かせるのでしょうか疑問です、もう少し行政は、迅速に動
いてほしいと思います。

1507 （1回目）接種後体調が悪くなった。吐き気がして目が見えなくなった（一時的に）

1508
子宮頸がんのワクチンを受け終ってから、問題が浮上し、将来の妊娠への影響リスクも上げられたりし
ていたの不安を感じます。

1509
予防しきれないので接種よりも検診を重要にしてほしい。学生の頃から検診を受ける大切さを教えて
いって下さい。



1510
Ｈ26・6月、医師から、てんかんといわれ現在、薬を飲んでいる。●薬を飲んで、1年半近くになるが、1
週間の内、何度か発作（けいれん、硬直、手足のしびれ失神）がある。

1511

子宮頸がんワクチンの副反応のニュースは人事ではありませんでした。娘は特に副反応はなかった
ですが、動けなくなる人もいるようで心が痛いです。ガンにならない為の予防接種で10代の子供達が
学校にも行けなくなるような副反応に苦しむのはかわいそうです。海外ではよく接種されている物だと
ききました。なぜ日本では副反応がでてしまうのでしょう？原因が分かるといいのですが…。

1512

何らかの利権関係があり、ワクチン接種が始まったのかもしれませんが安全性は確立されていたので
しょうか？●の知り合い2人が体が不自由になり、若い一番良い時の健康を奪われました。許せませ
ん。一歩まちがえば、うちの娘2人も同じようになっていたのです。こんな危険なワクチンは即刻禁止
にして下さい。国の責任？市の責任？早く　不自由になってしまった子の救済を始めて下さい。母は
ネットの情報や、高い民間の薬に頼っています。動けなくなった●のお母さんにいろいろ話を聞いて
いてやるせない気持ちでいっぱいです。早く救ってあげて下さい。治療を始めてあげて下さい。

1513
子宮頸がんワクチンをうったから生理不順になったとは思っていませんが、もしそのような可能性があ
るならワクチンをうったことをとてもこうかいしています。もっと情報を公開してほしです。

1514
うちの子は運よく何ごともなく元気に過ごせているが、今も副反応に苦しんでいる子ども達は、本当に
気の毒です。国の善意ある対応を望みます（医療費の無料化、将来的な援助）

1515

接種してから1年半がすぎ症状もほとんどなくなりましたが、これから先もずっと症状がでないとは言い
きれないなか、とても不安です。接種前は、とても元気に毎日を過ごす普通の女の子でした。本当に
つらそうに毎日をすごすのを見てきました。本人は死んでしまいたいと言った事もあります。保護者の
責任で注射しました。保護者の心の痛みもこれから先ずっときえないでしょう。

1516
知的障害があるのでいいと思い接種させた後に、いろいろな報道があったので正直とまどっていま
す。

1517
子宮頸がんワクチンで、1回目2回目ではあまりの痛みに腕が上げられなくなりました。3回目では39℃
以上の熱がでて体調不良になりました。

1518
3回目をうけたあと、サーバリックスをあつかう会社の黒いウワサや、副作用のでた女の子の話、効果
に持続性が期待できないことがわかり、長女に対して申し訳ない気持ちでいっぱいです。接種すべき
ではなかった、と後悔しています。次女には接種していません。

1519
サーバりクスを1回目うった時はとてもうでがはれました。いつも、注射をうつとはれる子なので気にし
ませんでした。

1520
とても痛みがあり、注射した後も2～3日ほど痛みが続きました。いたみのあまり、腕が上がりませんで
した。生活にも影響したので、もう二度とやりたくないです。

1521 今でも病院に通いながら専門学校に通っています。

1522
母子手帳を出すのがめんどうなので記入しませんが予防接種はすべて適正な時期に打ってありま
す。

1523
知り合いの女性が副作用でとても苦しんでいます。早く原因が究明され、治療法・治療薬が開発され
ることを心から願います。国が積極的な接種勧奨をしたことは事実なのだから、副反応・副作用のある
方に国が手を差し伸べるのが当然だと思います。

1524

子宮頸がんワクチン接種の副作用かわかりませんが、高1から体調に様々な症状が出始め、病院で
診てもらうも、「年齢特有の、気持からくるもの…」とか原因不明の診断がされるだけです。もしかしてワ
クチンが原因なのでは…と疑っていますが、どこに相談して良いのか分かりません。そういった情報を
お願いします。よろしくお願いします。

1525
もし、このワクチンが原因で娘の体調不良の原因ならば、何とか助けてほしいです。普通の子供に
戻ってほしい　体のいたみなどはないものの、明らかに体調が悪くなりました。原因が特定する事が思
春期とも重なるため、どうしていいかわからないのです。

1526
テレビなどで副作用のニュースを見ると心配になってしまう。副反応は接種して何年後にでるとか聞
いたり不妊症になるとか聞いたのでくわしく知りたいです。

1527

子宮頸がんワクチンを娘が中2～中3時に打ちました。当時、自費だと5万ぐらいするものが名古屋市
が無料にするという事でお得な感じがしたし、社会全体で受けた方がいいという風潮でした、ところが

近のニュースでは、重度の副反応が出た方が映像として流れ、怖くなってきました。子宮頸がんは
若い時に性行為をしなければ防げるものです。定期接種ではなく任意にするべきだと思います。

1528
ワクチンを接種しました。副反応の事を知った時は、やはり、とても恐くなりました、接種しなければよ
かったと思いました。無事に何事もなく過ごしていますが、予防接種について、考えさせられました。
よろしくおねがいします。

1529 子宮頸がん無料しん談してほしい。

1530
母親の意見として、他の予防接種より注射の後の腫れはひどかったと思います、また腫れがひくのも
時間がかかり、ました、本人に大丈夫と聞くと「友達はもっと腫れている子もけっこういて痛いと言って
いる」と答えました、接種後、不安に思いながら様子を見ていたのを記憶しています。

1531
保護者より　子宮けいがんワクチン接種後、注射したところかがかなりひどくはれ、痛みがひどく当日
は塾を休むほどでした。はれ、痛みは一週間続きました。



1532
接種を受けた時（1回）受けたうでが、痛く上がらなかった。一週間、ベッドから起き上がれなかった。
（2週間ほど）普段のいたみとはあきらかに違う症状に、恐怖すら、感じました。症状は2週間ほで回ふ
くしましたが、2回目の接種は、受けませんでした。

1533 予防接種で副反応が出て後遺症で苦しんでいる方には救済措置をしてあげてほしいと思います。

1534

頸がんワクチン接種後、足のこむら返りのような症状は、3回目接種後の夏頃からはじまりました。当時
はサーバリックスの副作用だとは思わなかったですが、異常なほどのふくらはぎの硬直は病院を3ヶ所
受診しても原因不明といわれました。足より少し前くらいから頭痛がはじまりました。嘔吐するほどの激
しい頭痛で髄膜炎を疑われ入院したこともありました。その後も頭痛が続き何件か受診し、漢方薬療
法で嘔吐するほどではなくなりましたが、今でも疲れたり、天気の悪い日は頭痛があります。

1535 注射後、うでが痛すぎて動かせない状態が2日間ぐらいあった。

1536
子宮頸ガンワクチン1回目接種時　当時の昼頃から首が固くなり動かしずらくなった。症状は2～3日
程度で回復したが他の原因が見当たらず、接種の説明等にもあったので副反応ではないかと思われ
る。その他の症状は特になし。

1537 子宮けいがんワクチン3回目の接種後、微熱が出ました。

1538
副作用のことがとても心配です。現在、苦しんでいらっしゃる方が多数いらっしゃるとのこと、なぜ、こ
のような事態になってしまったのか検証していただき、二度とこのようなことが起こらないように、対処し
ていただきたいです。

1539 今のところ目立った症状は出ていませんがこの先も心配です。

1540

子宮頸がんワクチンは、他の予防接種よりも接種部位は2～3日痛みが続きましたがその後何事もなく
おわりました。副作用が出る子は、多分痛みでショックになると思います。それだけ痛かったようです。
痛みに弱い子はなりやすいと思います。副作用で苦しんでる子には気の毒と思いますが、接種でき
て良かったと思います。

1541
子宮頸がんワクチンを注射する病院によって、副作用が多かったり、痛みが極端に違っていたりする
という話を周りできいたので、そういううわさが立たないようにしてほしいと思いました。

1542 副作用の報道を見て怖くなり2回でやめてしまったがよかったのかどうか今まで不安です。

1543

実際、身近に子どもの友人がこのワクチンによって車イス生活を送っています。苦しい病状を聞いて
います。しっかり、原因不明をしてもらい国からの補助金、必要以上に病院代などかかっている事と思
います。援助を 後までして頂き彼女達の人生をムダにしないで下さい。姉も、この時期、自費で高
いお金を出して接種しました。平成5年生まれ。他の自費払いで接種した人のアンケートもした方がよ
いのではないかと思います。

1544
うちの娘は子宮頸がんワクチン接種の際、他の注射より痛いからイヤだと言っていましたが、特に何事
もなく、ふつうに生活しています。

1545 受けた後　しばらく筋肉痛（打った場所だけ）みたいになった。

1546
2回目のときに視界がまだらに暗くなり、のどがかわき、手足がしびれてきました。車いすでベットまで
はこばれ、30分あんせいしたらなおりました。

1547

同級生の方で、やはり副作用で、長期で学校をお休みされている方が見えました、人ごととは思えま
せん。健康で生まれて、接種のすすめに従って、しただけなのに、子供の人生が大きくかわってしま
う。親としては、やりきれないと思います、自分は1回だけで終わらせたこと、紙一重で救われたような
思いです。

1548
国のワクチン接種がはじまる前に急いで上の娘も接種しました。どちらも元気でホッとしております。
幼稚園や小学校の母親方と話す機会が多いですが、うたないつもりの方が多いです。がん検診をこ
まめにする方向が良いそうです。

1549 今のところ目立った症状は出ていませんがこの先も心配です。

1550
質問4、ありは①子宮頸がん平成23年7月、8月、平成24年1月。④麻しん、風しん平成24年5月。⑦イ
ンフルエンザほとんど毎年です、まちがえてしまい見にくくなってしまいました。申し訳ありません。

1551

子宮頸がんワクチンを接種し、特に副作用、副反応が出なかったが、現在、そのワクチン接種が問題
となり中止になった事実を考えると、もう少し、私自身も国も慎重になっても良かったのではない
か？！…と少し後かいもあります。親は、子供に対して、少しでも　良かれと思い接種しているのです
から、、、それによって重重の副作用、副反応が出るのは、どうかな？！と思います。

1552 もう少しアンケートを簡単にしてほしいです。

1553
注射が思ったより痛かった。また注射をした後、2，3日は注射をした周辺が痛かった。（注射をした周
辺に人や、ものがぶつかると痛かった）上記以外の副作用はとくにでなかった。

1554 現時点で症状が出ていないが、今後がとても不安、時間が経ってから症状が出ることがあるのか。
1555 液が尋常でなく痛く、腫れ方もひどかったです。
1556 3回目の接種後に腕が激しく痛み、習い事を休んだ。
1557 回数を重ねる度に筋肉痛が強くなる様でした。
1558 子宮頸がんワクチンはアメリカで接種。
1559 副反応が心配で接種できません。
1560 その後、2回目の接種が未だですが、そのまま保留すべきかわからない。



1561 痛いけど、がまんして接種しました。
1562 副反応が出た場合、とても重くなってしまうようなので、とても接種を進める事はできない。
1563 子宮頸がんの接種は、とても痛く感じ、うった後　数日は腕をあげる動作等に支障がありました。

1564
子宮頸ガンの予防接種の副作用が心配で今回の予防接種は、未だうけていない。早く原因が何なの
か？を調べてほしいです。

1565

せっかく高2生も接種できるということで接種した。その後の報道でおどろいた。接種後クラスでも痛く
て体育の授業に出られないこともあった。だるい、ねむい、すぐ疲れたと言っている事は多く、ワクチン
との関係は不明、理由は、なまけていると親が思いこんでいるからだが、影響しているならかわいそう
なことをした。

1566
子宮頸がんワクチンの副作用が出なくて良かった。こんな恐ろしいワクチンだとは思いませんでした。
今後、予防接種は受けたくないです。

1567
治療薬や治療方法など、私たちのような軽度の症状を持つ患者に対しても救済措置を検討願いた
い。また、実証が得られなかったからといって「終わったこと」にされるのはとても遺憾であるので、思
考を停止せず何かしらのカタチちゃんとこのアンケートの結果をいかしてもらいたい。

1568 安心して接種できるものになってほしいです。

1569
2回目の注射の時1ヵ月くらい接種した所を痛がっていました、娘も副作用が強ければ…と思うと恐し
いです。

1570
子宮頸癌ワクチン接種後、気を失った方がいらっしゃったようで、その病院では、接種後ベッドでしば
らく休んでから帰宅させるようにされていました。

1571 接種してから身体が疲れやすくなった。副作用に問題があるのなら接種したくなかった。

1572

もう少し副作用に慎重になって進めてほしかったです。もっと早い時点で副作用の情報がほしかった
です。病院では痛みがあっても異常ではないと説明がありましたが周りの子達もかなり接種後痛みが
あったと聞きました。予防接種でそんな痛みや腫れがある事もその頃から心配でした。接種させなけ
れば良かったと思っています。重症の子が気の毒です。

1573

副反応の報道を知り、娘のために良かれとおもい接種したのに不安でなりません。みなさん同じおも
いだとおもいます。1日も早く安心できるよう副反応から救っていただけるよう研究をお願いします。副
反応で苦しまれている方を助けて下さい。いつ自分の娘にも出るかもしれないと思うと不安でなりませ
ん。娘にこのアンケートを記入してもらうにあたり、不安にさせないように親としてどうすべきなのか、不
安でしかたありません。そもそもこのワクチンそのものも不安でなりません。副反応以前にもう１度安全
性を説明していただき、安心させて下さい。

1574
質問2回答に書いた症状はワクチンとは関係ないかもしれません。しかし、このワクチンによりあまりに
も多様な症状が出るとするなら、もしかするとこの症状は、と思われる方も多いと思います、わからない
まま抱えこんだまま終わってしまわないよう調査及び症例研究を続けていただけるとよいと思います。

1575
もし、副反応についてももっと早く報じられていれば接種をひかえる事ができたのに…0％なんてない
ことはわかっていますが、これほど重大なものも多いワクチンがすすめられたのはなぜなのでしょう
か？

1576
子宮頸がんワクチンを接種したあとは3回とも1週間ぐらいうでが上がらなかったです。その後は、なお
りました。

1577 注射後、腕がとても痛くて、にもつがもてなくなりました。副作用がより軽減されてほしいと思います。

1578
接種がギリギリになり、医者や看護士さんからしっかり嫌味を言われた。もっと安全性をしっかり確立し
てから実施に踏み切って下さい。今でも、副反応がでたたらと思うと背筋が凍る思いです。

1579 難しい問題ですが、私は接種を受けさせて良かったと思っています。

1580
3回目のサーバリックスのワクチンを打った後、39度5分以上の高熱で3日ほどねこみました。インフル
エンザではなく、病院ではカゼといわれましたが、熱以外の症状はいっさいなくワクチンを打つ前は
正常でした。

1581
痛かったです。1回目の接種の時には「気分が悪くなるかもしれない」などの情報がなかったにもかか
わらず、2回目以降はビラがくばられたりなどしたのは、どうかと思います。そういったテストをきちんとし
てから人々に接種するべきではないか。受ける身としては怖いし、信頼できません。

1582
子宮頸がんワクチンを3回受けましたが、身体に異常は起きてないです。恐いことが、将来的におきる
ことは受けたくないです。

1583
筋肉注射で注射した後に注射部をもんではいけないと聞いていましたが、受診したクリニックではもま
れたのでちょっとしたことなのですが気になっていました。そこのあたりどうだったのでしょうか。

1584
子宮頸がんワクチンは、通知の指示のとおり、接種しましたが、後になって、副作用の後遺症の事を
知り、たいへん驚きました。接種する前にもっとはやく、副作用のことを詳しく正確に通知して、ほし
かったと思います。

1585
この度、ワクチンを接種され、症状が出られた方々に心より御見舞申し上げます。娘と同じ年頃の
方々だと思うと心が痛みます。本当に悲しく思います。一日も早い御回復を心より願っております。国
や行政の皆様には、一日も早い原因究明をお願い申し上げます。保護者より

1586 注射を打った周り（腕）が少し腫れました。



1587 副作用がでた方に国がちゃんと医療費を払ってあげて下さい！

1588

娘には影響がなかったのですが、アンケートの結果を元に、未来の女の子たちにとってもより良いワク
チンができることを祈りつつ、そのことにたずさわって下さる方々に感謝しています。大変なお仕事と
思いますが、命や、人、一人一人の人生に関わる大切な調査かと思いますのでご尽力頂けることを希
望します。

1589

現在は大丈夫でも、将来、発症しないともかぎらない。とても不安です。妊娠、出産に影響はでない
のか、それをきっかけに体に異常がおこらないのか、不安です。不安です。打たせなければよかった
です。だれもたすけてはくれないのですから。母親として、娘に打っといたら“ただだから”と言って、
一生をだめにしたのなら、どうとりもどせばよいのでしょうか？教えてください。

1590

不眠、抑うつ状態が初回接種から1年、（ 終接種から3ヶ月）後より、おきている。精神科でカウンセリ
ングをうけ、高校を通信制にかわって改善しているが、まだ完治はしておらず、ワクチンとの関連はこ
れまで考えていなかったが、問診表をみると、関連があるのかどうか心配。普通のクリニックでは通り
いっぺんの答えしか得られずどこにかかればいいのか不安。

1591
ワクチン接種（サーバリックス）は、CMで推奨され、友人母同士でも、打った方が良い等と会話にな
り、打つことが当たり前みたいな風潮だった。今後年をとって副作用がでることがあるのか心配。

1592 子宮頸がんのワクチンを接種してから10年後くらいに副作用がでないか不安です。
1593 子宮頸がんワクチン補助がでてすぐに打ちました。今まで異状ありません。
1594 子宮頸がんワクチンを接種して、2、3日は痛みがあったみたいが、特にはれたりすることはなかった。
1595 めだった副作用はないですが、将来、子供が産めない体になってしまったんじゃないか心配です。

1596
子宮頸がんワクチンは他の予防接種よりも一番痛かったそうです。副反応も腕が赤く腫れて、1週間
以上は直りませんでした。重い副反応が出なくてよかったです。

1597
本来ならば、女性として大切である子宮を守るために、開発されたであろうワクチンによってこれから
の未来を生きていく少女たちが苦しんでいる現実に心を痛めています。同じ女性として、母親として、
怒りがこみあげます。このアンケートが原因究明の一端を担うことを願い提出します。

1598
当前、身体に危険のないよう充分な調査、研究をされた上で、接種の推奨を行政がしていると信じて
接種させましたので、今回の様な後手になった形での調査、非常に残念に思います。

1599
娘には、副反応がでなかったので、本当にホッとしましたが、2回接種を早めにしたところでの、テレビ
等の報道で、大変びっくりしました。そんなことは、2度とない様に、お願いします。

1600
ワクチンを接種後、帯状疱疹がでて、（顔、体）1週間点滴に通い、学校を休まざるを得なくなったた
め、3回目接種は様々な副反応をTVで見ることが多く、やめてしまった。後遺症で片方のみ頭痛がひ
どい。

1601

「接種年令に制限があるが、特例措置で期限内なら接種可能である。」とのことで、子どもに接種させ
ました。その後、様々な副作用の症状の報告が相次ぎ、怖い思いをしました。親としては、将来のリス
クに備えたつもりなのですが、今となっては「これで良かったのか」と思うこともあります。幸い、子ども
には何の症状もなく、元気に生活していることが、救いだと実感しています。

1602
子宮頸ガンワクチン接種後、ひどく痛がる娘を病院の先生の言いなりに2回目、3回目を接種させまし
た。今、思えば娘のためと思いながらひどいことをしたと思います。後遺症で苦しむ同じ年頃の娘さん
のことを思うと早く原因究明して解決してほしいと思います。

1603
今まで、数種類のワクチンを接種してきましたが、子宮頸ガンワクチン接種後、娘はいつまでも注射の
あとを痛がっていました。通常のワクチンと何か違うと感じました。

1604 接種した後、はれて、痛みがあった。4．5日ではれは、ひいて、痛みもおさまった。
1605 子宮頸がんが今後接種可になったとしてもさせることは絶対ありません。

1606
副作用のことは気にせず無料だからと接種しました　副作用の報道を見てから　娘に副作用がでなく
て本当によかったとホッとしました。

1607
現在、●病院の総合診療科で「慢性疲労症候群」と診断されています、症状の出た時期から、ワクチ
ンとの因果関係が深く考えられるとのことです、3/4くらい横になっており、親子でとても苦しいです。

1608
副作用がある方には、医療保証、追跡調査を 期までしてほしい。子宮頸がんワクチンを認めた責
任だ。症状の程度により、副作用のある方へ一生涯経済支援すべき。

1609
アンケート提出へのうながしのハガキもいただきましたが、それに代えて、提出した人への御礼状に
すると良いと思います。確実に返送してもらうために●などを返送後受けとるなどにすると返送する人
も増えるかと思いました。

1610
子宮頸がんは3回受けないと意味がないのか。今からうつことができるのか、もううつのはやめた方が
よいのか。

1611 報道を見て、心配になり、途中でうつのをやめたので、少しでも効果があるのか不安。
1612 副作用の確認をしっかり（安全を！）検証した上で、接種を奨励してほしい。

1613
因果関係がわからないのではっきりとは言えませんが、子宮頸がん予防ワクチンの1回目を接種した
すぐ後に脱毛が始まり、今も全頭脱毛のまま毎日ウィックを着けて生活しています。



1614

重度の知的障害とてんかん発作があります。現在21才です。当時、高校2年生まで受けることが可能
ということで、主治医ともよく相談し思い切って接種を受けました。副作用が問題になっていますが、
言葉の話せない子なので異変に気がつくのが遅れてしまいます。接種を受けてから数年経ちます
が、大丈夫なのでしょうか？もし接種する前に報道を見ていたら、受けなかったと思います。（障害の
ある方や体の弱い方などは、受けない方が良いかもしれませんね）健常者むけのアンケートなので質
問に答えれないです。障害のある方が接種した場合、もう少し細かくまたアフターケアも必要かとおも
います。

1615

子宮頸がんのワクチンを接種した後、頭痛、発熱、吐き気、食欲不振、起き上がれない、腕が上がら
ない、全身だるい痛い！！などの症状が出た。回数を重ねるごとにひどくなり、3回目の接種の後翌
日は38度を越える熱が出て、もしそれが平日だったら学校を欠席していたと思う。かかりつけの先生
に、連絡して、指示を仰ぎました。

1616
サーバリックス1回目接種直後に医院にて、貧血、失神、その後　その他、何も症状がなく、健康にて
現在にいたります。接種時、疲れていた。以上。

1617
不妊の可能性のあるワクチンを国が推奨した罪は大きいと思います、予防接種のエビデンスもあいま
いな為、今後は、自ら、調べてから、行動したいと思います。

1618

1回目の接種時、注射がとても痛く、発熱、頭痛の症状がありました。接種を受けた医院を受診しまし
たが、副作用ではないと言われました。しかし、本人は、報道が出る前から、あれは副作用だったと
言っていました、2回目の接種時には、その様な症状はありませんでした。現在、副反応と思われる症
状に苦しんでおられる方の報道を目にすると、娘は、軽い副反応でおさまったものの、続けて接種し
たことは良い判断だったのかと考えます。決して他人事ではありません！！

1619
〝インフルエンザワクチン〟をうつと毎年うった腕の方の脇下に結構大きめのしこりができます。1ヶ月
位たつとなくなりますが…今回の質問事項には関係ないと思いますが、お知らせさせていただきま
す。本人海外留学のため、親の覚えている範囲で書かせていただきました。

1620 接種した後、他のワクチンの時より痛みを感じ3回とも赤くはれた。
1621 妊娠、出産に今後、成人するにあたり影響がないか、心配。

1622

報道の前に2回接種していました。3回目をどうしようかすごく悩みました。かかりつけの病院の先生に
相談をし3回目の接種を決めました。自分の娘が．．．と思うと私ひとりで決められずにいたからです。
私自身が検査で異常があったばかりだったので娘には同じ思いをさせたくないのでワクチンを喜んだ
のも事実です。

1623

3回目の子宮頸がんワクチンをうった1週間後、手足にぶつぶつができパンパンにはれあがり、医者へ
行きました。飲み薬、塗り薬を処方されましたが、なかなか治らず、医者かえても薬をかえても治らず、
1ヵ月足のはれはひきませんでした。結局、病名はわからずじまいで、1ヵ月半でやっと完治？しまし
た。ワクチンの副作用では？と今頃思います。もっと早く気付いていれば、1ヵ月もの間、●を服用す
ることもなかったのにと後悔です。●服用にとても抵抗がありましたが、その時はどうしようもなく服用し
ました。今でもあの時の薬の副作用が心配で仕方ありません。

1624
子宮頸がんワクチンは、個人的には接種した方が良いと思うのですが、子どもに接種させようとする
と、周囲の人に反対されてしまいます。どんな予防接種にも副作用はあるので、早く接種勧奨してもら
えることを望んでいます。下の子にも受けさせたいです。

1625
もし、副作用があるかもしれないということだったら、予防注射はやめていました。もっとよく研究してか
ら認可すべきだと思います。（私の場合は副作用は、ありませんでしたが…）

1626

子宮頸がんのワクチン接種で副反応がでている方々をテレビで見てとてもこわくなりました。たまたま
何もなかったから良かったですが、接種後はれ上がってすごく痛かった様ですし、本当に何もなくて
良かった、（副反応のあった方々には申し分けないですが）もう少し状況をみてから接種すべきでし
た。姉がいますがまず無料接種という事で妹が受けましたが姉には受けさせるつもりは今はないで
す。接種しても一生効果があるとういうわけではないと後から知り、自分の不勉強も反省しました。

1627 12年11月頃に打ったインフルエンザワクチンで、接種部が赤くはれて熱を持った。

1628
無料で子宮けいがんワクチンを受けられる期限が決められていたので忘れないようにと思い急いで受
けに行った記憶がありましたがその後に副作用のニュースを見、聞きする機会があり、もっと慎重にす
るべきだと思いました。

1629

予防接種を受けた直後は、体に異常はあらわれなかったのですが、この後、数年、数字十年後にワク
チンの影響が何か体に問題があらわれないか心配です。無料で接種を受けられて、国が法律により
実施したものなので安心して接種をしましだ、今となっては娘の将来が不安です。きちんと原因究明
してほしいです。

1630
効果があるということで子宮頸がんの予防接種を子供にすすめ、1回目を打ったところで副作用が重
篤になる場合があるとの報道に子供が不安がるためやめました。今後どうすればいいのかきちんと説
明して欲しいです。

1631 今更おそいと思います。



1632

ニュース等で娘と同じ年頃の方が副作用で苦しまれてる様子を見てとても辛く、もしかして娘も同じよ
うに副作用が出ていたらと考えとても胸が痛いです。もし、もう一人　下に娘がいても絶対に接種はし
たくありません。どうぞ、副作用で苦しんでいる方達を全力で助けてあたり前の普通の生活ができるよ
うにしてあげて下さい。

1633 サーバリックスを接種後腕が相当に腫れ、発熱も有りまして、本人は相当辛い思いをしました。

1634
なかば強制的に指導されて、親として　良かれ思い接種させたものが後から問題があったといわれた
ことに国の無責任さと医療に対する不信感が強くなりました。

1635
2回痛く辛い思いをしたにもかかわらず、十分な予防策を得られず、受けさせたことも後悔している。2
回目から1年以上たっても接種し、効果はあるのか疑問。保ゴ者より

1636

一種類のウィルスにしか効果がないと後に知り、そんなことなら接種させなければよかったという気持
ちでいっぱいです。まるで実験ですね。その材料に娘を使ってしまった。と反省です。報道で、生活
に障害がでた娘さんを見て、人ごとではない、と思いました。ワクチンの開発にお金がかかることはわ
かりますが、だからといって、安全でないものは、認めてはいけません。予防なのか何なのかわかりま
せん。それなら、定期検査を勧めたらどうですか。娘はとてもガマン強い子で、大丈夫といっていまし
たが、とても心配でしたし、これからも心配です。病院側も、痛いから、とソファに座らせてくれ接種しま
した。痛みで倒れた例があったそうです。本当に接種を後悔しています。タダより怖いものはない。こ
のような形で意見が言えてよかったです。

1637
何かあった場合の補償はどうなるのでしょうか？大切な体を簡単に済まさないでほしいです。不信感
が強まり、将来に対する不安を感じています。

1638
接種をやめる程ではなかったが、注射がとても痛かった。とくに1回目は接種後数日間、痛みで腕が
上がらず、勉強の際、ペンを持つ手に力が入らなかった。

1639 子宮頸がんワクチンは相当痛かったと言ってました。

1640
接種する時もいろいろと副反応の話を聞いてとまどいました。たまたま何もなく2回接種する事ができ
たけど、こわくて3回目は止めてしまいました。（痛みもあった様なので）

1641
月経に関しては、年齢が上がるにつれてひどくなっていっています。今後がとても心配です。子どもを
産むときに影響が出ないことを願っています。

1642
ワクチン接種後は腕が重くて肩より上に腕が上がらなかった。当時、同級生も同じような症状が出てい
た者が多数。

1643 注射後、背中にニキビやカビが出来るようになった。
1644 注射後の痛みしこりが3ヶ月～半年つづき、とても心配だった。

1645
副作用として書いていいのかわかりませんが射ったあと2日間ほど筋肉痛のようないたみがありまし
た。

1646

●生まれの娘は、中学3年の時、平成24年秋頃に子宮頸ガンワクチン接種しました。事前に先に打っ
てた友達から「腕がすごく痛くなるよ」と聞いていて、こわがりの娘は、尻ごみしていましたが、当時の
かかりつけの内科医師の方が、「国が提唱して、高額なワクチンを無料で接種できるので、あなたの
将来のためよいと思いますよ」と好意的な説明をたくさん事前にしていて、娘は安心・信頼して接種し
ました。しかし、翌年には、娘より１才下の女の子がワクチン接種で下半身マヒに．．．。とても信じられ
ませんでした。わが子が…と思ったら、絶望の何ものでもないと思うと心が痛みます。ぜひしっかりと指
導してもらいたいです。

1647
こちらの理解不足もあったが、子宮頸がんワクチンを病院の指示で1ヶ月の間隔で3回接種されてい
まった。気がついたのは接種が3回とも終ったあとだった。今のところ娘に異常な反応は出ていないよ
うですが、心配です。

1648
子宮頸がんワクチンを接種して以降、生理が止まってしまいました。ワクチンの影響なのか、はっきり
とわからないため、ずっと悩んでおりました。同じ症状のある方が他にもおられるなら、知らせていただ
きたいです。

1649
子宮頸がん接種後、かなり腕がはれ、翌日は体育ができず、見学をさせました。他のお子さんも、そ
のような話をききました。

1650
3回目のワクチンを接種した時、うでが上がらないと言っていたので心配しましたが、2～3日でおさまり
ました。

1651

本当にワクチンを接種した事で、体に異常が出て、もしこのまま治る事も無く将来が奪われた子がい
るのだとしたら、もし自分がそんな事になったら本当に許せません。この先この不安を抱えながら生き
て行かなければならないのでしょうか。この予防接種が薬品会社や国の人体実験で無い事をいのりま
す

1652
子宮頸がんワクチンによる副作用は全くなかったです。ただ注射をうったときの痛みは長くつづいてま
した。

1653

子宮頸がんワクチンは打ってからしばらく打った方の手が思うように動かなくなるという友達が多数い
た。自分の子も！親や子どもたちの間では、試験前や部活の試合前、学校行事の前１ヵ月は打たな
い方がいいと言われていた。他の予防接種に比べ、かなり痛いし、その後副作用も大変と多数の子
が言っていた。安全性や子どもへの負担がないようにしてから実施して欲しい。



1654

副反応に苦しむ方を拝見すると　大変お気の毒で、一日も、早く元の体にもどっていただきたいと
願っています。いまのところ娘の体には副反応は出ていませんが将来どんな影響があるかわかりませ
ん。ワクチンを接種する以外に定期検診の必要性や女性特有の病についての教育をもっとしたほう
が良いとおもいます。

1655
娘はガーダシルを接種しましたが、特に副作用もなく、むしろ、子宮頸がんのリスクを減らせたことで、
安心しています。副作用のみについてだけでなく、効果についても広く公表し情報を開示して頂きた
いとおもいます。（母筆）

1656 1回目に接種したとき、気分が悪くなった。腕が上げれなかった。2、3回目は異常はなかった。

1657
軽いものから重いもの全ての副作用なのか原因を早く調べて治療の方法を見つけてほしいです。⑭
が気になり、 終接種時と発症がほぼ同時期なので副作用ではと心配しています。

1658
緑内障の疑いがワクチン接種後に判明し、視野等に関してもいわれたのですが、子宮頸がんのワク
チン接種関係ありますか？

1659
アンケートを送付するなら、なぜもっと早く送付しない。接種してから、かなり経過していて、わからな
い。

1660
特に問題なく普通に生活しております。ただ異常に長く寝る、風呂の中で朝まで寝るようになったの
はワクチン接種と関係あるのでしょうか。

1661
娘の同級生2人の方が同ワクチンの副作用と思われる症状に苦しんでいらっしゃいます。1人の方は
症状が重く、大学受験を見送られました。1日も早い原因の究明と治療法の確立、御回復を祈るばか
りです。

1662

予防のためと思い娘に接種を勧めましたが、大変トラブルが多く、生理がなくなってしまったこともあり
（現在はあります）接種を後悔しております。将来、子どもができにくくなる、子どもができなくなる産ま
れた子どもに影響があるのかも、という心配でいっぱいです。今現在の後遺症もですが、将来のお
産、又は産まれてくる赤ちゃんへの影響に関しては、かならずはっきり情報をお伝えいただきたいと
おもいます。

1663
1回目接種後はとにかく痛がり、翌日の体育は欠席した。かわいそうなほど痛がっていた。2回目接種
後の夜、高熱がでて大変恐い思いをし、心配した。あちこちの医療機関に電話をするなどし副反応の
報道を思い出し、もう2度と接種させたくないと思った。

1664
今まで、何の大病もなく生きてきたのに、突然に、このようになり、納得いかないです。はっきりと原因
をつきとめてほしいとねがいます。よかれと思い注射を受つ決心したのに、このようになり、何ともくや
しい思いでいっぱいです。

1665
1回目、2回目接種後1年半の間は特に副反応は出ていませんでした。3回目接種時、赤くはれて痛
がったので少し心配しましたが、病院に相談するが特に心配ないと言われました。しかし、半年後
色々な症状が出はじめています。！！

1666 ワクチン接種してからは生理痛があり、薬を飲むようになりましたが、何か関係があるのでしょうか？

1667

遅くなってすみません。「現時点では唯一予防できるがん。」と、大きく報じられていた記憶がありま
す。外国での10年程の接種後の経過観察もありますとの記事も新聞で読みました、たしかに、にわか
に耳に入ったワクチンの情報でしたが、他のワクチンと同様に、大きな病を避けられるなら、親として
接種させなくてはならないと思いました。国や市が民に全体に提唱するものは、十分な裏付けを取っ
た上でのことだろうと、信頼しました。不調の出た方とそのご家族も、接種時のお気持ちは、同様だっ
たのではないかと思います、でも、問題が出てきた以上、これからが大切だと思います。追跡調査や
不調の方の支援は大変だと思いますが、求めます。

1668

副作用に対して、親として、大丈夫かなと半信半疑でしたので、今、ワクチンを打たせた事後悔してい
ます。この先何かの症状が出てしまったら、娘の将来はどうなるのか大変心配してます。いつ、我が子
が、体調が崩れるか分からない生活を送っています。報道は、いつも何か問題がおきてからです。自
分の身は自分で守るしかないです。

1669
子宮頸ガンワクチン接種後3年経過し今の所何も症状（変化）がないですが今後何らかの症状が出る
事もあるんですか？

1670

子宮頸がんワクチンは1回目は非常に痛かったようで、気分が悪くなり、ベッドでしばらく寝させてもら
いましたが、2回目はそれほど痛みはなく、3回目は全く痛くなかったようです、いろいろ副作用の報道
がなされる前でしたので、3回受けました。それにしても、名古屋（愛知県）は子宮頸ガンワクチンをど
うして産婦人科でしか受けられなかった（ない）のですか？私達夫婦は●出身ですが、仕事のため、
●に7年程住んでいました。頭が固いというか、何でもそういう点で遅れている●は子供が小学校で
教育を受けると、そういう事がよくわかります、●に久し振りに引っ越して小学校に入学したら、軍隊養
生所のように感じました。●の友人に聞きましたら子宮頸がんワクチンは何科でも受けられるということ
でした。名古屋の友人達は産婦人科に中学生の娘を連れて行くのは嫌だとみんな言っていました。
そんなこと想像できないのでしょうか？文化不毛で、ブルーカラーの、軍隊養生所のような●はうんざ
り。



1671

3回接種した後に副反応の報道があり、しばらくはなにかあるのではないか？と心配していました。あ
の頃は大々的に接種を勧めるCM等があり、お金がかかる前に受けなければ。と急いで接種させまし
た。同世代の娘を持つ者として、障害のでたお子さん、親御さんがお気の毒でなりません。その方々
のために早く原因が究明され、症状が回復されること、また、適正な補償が受けられることを望みます

1672 次女に子宮頸ガンの予防接種を受けさせるか決めかねている

1673
なぜこのワクチンが定期接種になったのでしょうか、効果が見込めず副作用の危険性が高にもかかわ
らず。その認可が降りた経過が知りたいです、公表をお願いします。

1674
どんな予防接種（定期でも任意でも）でも、受けないデメリット（副作用）をもっとくわしく説明すべきで
す。

1675
1回目の接種直後にめまい、気分が悪くなり病院からでたところふらつき車に接触しケガをした、（後
方から走行してきた自動車にはねられた、運転主によると「フラフラして道路にとびだしてきた」とのこ
と）

1676
1回目の接種でうでにしびれ・だるさ・うでが上がらないなどの症状があり、心配になり2回目を受けま
せんでした、症状は、4日目以降、回復しはじめた。現在は問題なく生活している。注射がとても痛
かった。

1677
対応が遅い。何年もたっている。今度　何年、何十年後に何かあったら責任をとってくれるのか？子
どもがうめなくなったらどうするのか？調査票　わかりにくい、書きにくい。だから回答率が悪いんじゃ
ないか？今後、引越したらいろいろどうなるのか？

1678
頸ガンワクチンを3回打ちました。3回ともに接種した数日後からしばらく吐き気と食欲減退の副反応が
あり、吐き気止めの点滴をしました。

1679 副作用の出た方の救済を、きちんとして下さい
1680 めまい、吐き気、耳鳴り、頭痛が同時におこったので、休んだ。
1681 3回目は報道が怖くなったのでやめました。2回だけでも効果があるのか知りたい。

1682

子宮頸癌のワクチンを普通に受けると、6万以上お金がかかったと思いますが、市長は早々に補助し
ていただき　負担金がなかったと思います。副作用が出た方もみえますが　私個人は　市長の早急な
予防接種の補助には大変感謝しています。産婦人科の医師からはワクチン接種は有効だと云われて
います。

1683 アンケートはパソコンスマートホンで回答できるようにした方がたくさんの回答が集まったと思います。

1684

中学に入学してから毎年のように学校からの配布物として（子宮頸がんワクチン）接種を勧めるレター
をもらってきていたように思います。その時は副作用の件はあまりとりざたされておらず、（忘れないう
ちに早く接種を！）という考えから受けていたと思います。接種後（3回目）にＴＶなどで大きく（副作
用）について報道されました。親としては学校からの連絡は絶対的なものと思いがちなので、行政の
指導、指示の仕方に問題ありと思っています！

1685

友人のお子様が子宮頸がんワクチンを打ったらめまいがひどくて学校を1週間休んだそうで、その時
に今まで予防注射を打ってこんな症状が出た事がなかったので、すぐに●保健所に電話したそうで
すが、全然問題にせず、その時体調が悪かったのでは？で済まされそうです。今のように大問題にな
る少し前です。その時、ちゃんと報告事例として取り上げて下さることをなぜしてくれなかったのか疑
問です。その時に危ないんじゃないかと私達の間では話題になっていました。

1686
色々な事があるみたいなので、今は接種するのが恐ろしい気持ちです。ただ、頑張って2度打った娘
のことを思うとムダだったのかと思います。2回打ったのは完全にムダだったのか、少しでも効果がある
のか知りたいです。誰も教えてくれません。そこもお知らせしてほしいです。

1687 接種後手や足の痛みがありました。

1688
子宮頸がんワクチンは、とにかく痛みが強く、腕を動かす事が1週間程出来なかったと記憶してしま
す。日本脳炎ワクチンについては、よくわからなかったので全部書いておきました。

1689
サーバックス接種後、はれがひどく肩が上がりにくいなどの症状はあった。他のワクチンに比べて、明
らかに副反応は強く継続期間も長かった。現在日常生活に支障のある後遺症は出ていないが、報道
されているような症状の出ている子供達がふびんで仕方ない。なんとか、助けてあげてほしい。

1690
特に子宮頸がんワクチンの副作用は、打った翌日、腫れたり、腕が上がりにくい以外の症状はなかっ
たです。

1691
副反応はどの予防接種にもつきものですが、今回のワクチンの副反応は予想以上のものでした。打
つ前に報道を見ていたらもちろん接種することはなかったと思います。今、苦しんでいる人達に行政・
国の治療に対する救済の急務を願っています。

1692 2回の接種では効果がないのか、あるのか教えてほしい。

1693
日本脳炎の第3期をうけていません。接種の用紙もないのですが、どうしたらいいでしょうか。未接種
の人へ再度用紙を送って下さるとありがたいです。

1694
子宮頸がんワクチンは、とても痛みが強く、腕を動かす事が1週間出来なかったと記憶しています。日
本脳炎ワクチンについては、よくわからかったので　全部書いておきました。

1695 子宮頸がんワクチン接種しましたが、まったく異常なかったです。



1696
他のワクチンと同じ様な感覚で受けたが副作用の事例が明らかになり受けたことをとても後悔してい
る。下の子は途中接種てやめました。

1697
現在は副反応は出ていないが、何年か経過してから副反応が出ることがあるのか？また、出た事例
はあるのか？という情報を知りたいです。

1698 接種部位の腫れがありました。

1699
あんなに恐ろしい副作用があるものを先に知っていら打たせなかったかもしれません、本当にお気の
毒です。（母）

1700

子宮頸がんワクチンを中学生になるのを待ちに待って打ちましたがそれからしばらくして、ワクチンを
打たれた方がいろんな症状が出ていると知り打ったことをものすごく後悔しました。今だに報道を見聞
きするたびにぞっとします。もっと早く報道してくれていたらと思うほどです。症状の出ている方が回復
されることを心から願います。

1701
現在副作用が残っている状態です。注射あとに、しこりができ、今度オペで除きます、ありえません。
手術あとも残りますし、本当、どうでも良い予防接種をいい加減にして下さい！

1702
時々、生理が来なくて不順です。子宮頸がんワクチンとの関係は大丈夫でしょうか。次女は新聞で記
事が載ってから、不安になり、まだ接種してません。女の子なので将来、出産もあるでしょうし、安全な
ワクチンであってほしいです。

1703
質問5の子宮頸がんのワクチンの種類はわかりませんが、ロット番号（1回目）はＡＨＰＶＡ143ＣＡでし
た。質問4の③ですが、3種混合を1期、2期と計4回接種済です。

1704
子宮頸がんのワクチンを使用した前後で、自分の身体の変化に気づけていないことがあると思いま
す。貧血っぽい症状が多少ありましたが（めまい、ふらつき）これが子宮頸がんのせいかは私自身わ
かっていないです。このように自覚症状がない人はたくさんいると思います。

1705

日本での接種の前から海外では副作用が多く問題になっているという記事を●新聞で読んでいまし
たので、親としては接種を見合わせるつもりでした。が子の方が周りの友達が接種してるのを知り、皆
に合わせる様に接種しました。そもそも危険性の高いワクチンを公費補助するなんて製薬会社と一部
政治家が癒着していたのではとかんぐってしまいますし、その報道を事前にしなかった大手マスコミ
にも責任はあるとおもいます。薬害として、行政で副反応のでた方には補償してあげてほしいです。

1706 何の症状もなく元気に過ごしております。

1707
ワクチン接種后、うでが痛くてあがらなかった。クリニックにTel（その后受診）　にて問い合わせ様子み
となって1W程で治りました。

1708
ワクチンを打って腕があがらず部活（弓道部だったため）に一部影響はでたものの、同級生の女子は
みんなそうだったため特に困らなかった。それ以外の症状は何もおきなかった。

1709

娘は子宮頸がん接種の時に日本脳炎（第二期）も同時に接種しました。先生に中学生な忙しいからと
すすめられたとはいえ、今となってはとても恐ろしいことをしたとも思っております。接種後の夜は発
熱、次の日も熱は下がらずでした。娘にとっては中学生生活でこの1日だけ休んでしまい、とてもくや
んでおりました。

1710 安全がどうか不明確なため3回目は接種がこわくて出来ません。

1711
3回接種しました。色々な報道があり、周りには止める子もいましたが、3回接種しないと効果がないか
と思い、思い切って接種させました。ありがたい事に娘には副作用はありませんでした、まだ下に妹が
いるので、因果関係があるなら　早く結論が出ることを期待しています。

1712

娘が中一になった頃、国の推奨も有り、早い方が良いと思い接種させました、現在、娘に異常は有り
ませんが同じ学校の娘さんには報道されている症状が出ています。娘が接種する頃には報道も無く、
お友達を誘って接種した次第です。１～2年程、経過した頃に副作用で苦しんでいるお母さんと知り
合い、愕然としました。子供を育てていくうえで予防接種は必ず関わってきます。副作用のことも考え
て親は接種を決断するのです。それなのに今回の様に曖昧な対応しか出来ない状況ならば子宮頸
がんワクチンは、推めるべきではないと思います、自分の子が大丈夫だったからと思う親ばかりでは
有りません、もっと慎重に考えて欲しいです。

1713
子宮頸がんワクチンの接種を推進していたためさっそくお金を払って接種したが、その次の年から無
料で受けられるようになったため、損した気分だった。

1714
今回、私たちの子供には副作用と思われることが起きなかっただけで、もしかしたら自分の子供が何
かの副作用が出ていたら…と思うといたたまれません。もっと、人の命の重さを十分に考えて本当に
安全なものだけをご提供いただきたいと思います。でないと何を信じていいのか、わかりません。

1715 接種後1週間くらい接種した腕を痛がりました。

1716

●でH22頃、子宮頸がん予防接種の大切さを聞き、姉はワクチンを全3回接種しました。ただ、その
時、このワクチンの効果が確認されている期間は 新データーで約8年との話でした。そこに疑問が
あったものの、娘の健康を考え、接種しました。しかし、TV、新聞の報道で何人かの副反応を知り、妹
の時は、第2回目接種した後でしたが、3回目は接種しませんでした。

1717
副作用が問題になる前だったので、何の疑いもなく、子宮頸がんを受けました。何もなくてよかったで
す。



1718
対応が遅い。事前にどのくらいのリスクがどのくらいの可能性をもっているのか教えてほしかったで
す。ただ「副作用や後遺症が残る可能性もあるから同意書にサインしてください」だけじゃあとから後
悔します。書いた自分も事前によく調べなかったのも全部自分が悪かったと思ってます。

1719 奥深くにさす感じで普段より痛かったです。
1720 痛かったです。

1721
注しゃそのもの自体は、普通のインフルエンザなどの予防接種と違い、かなり痛くて、2～3日、痛みが
ひかなかったようです。

1722
ワクチンの安全性をもっと確かめてからにしてほしい。まじめに接種をして、TVを見てがくぜんとした。
健康に生まれてきているのに、予防接種で歩くのもままならないお子さんもいるのを見て1回目以降う
けていない。保障とかあるのですか！？

1723 ガーダシルを接種して、2日間ぐらいは、腕の力がぬけた感じや、だるいと言ってました。
1724 子宮頸がんワクチンはアメリカで接種したのでよくわかりません。（小学校6年生時）

1725
腰に痛みがでた時期と、子宮頸がん予防接種の副反応が出た事例が発生した時期が同じような時期
で不安です。何か症状がでた場合はどのような病院に行き、どのように説明したらよいのか教えて頂
けたらと思います。

1726 無事です。安心して下さい。

1727
接種後、ひどく腫れました。痛みも強く出ていました。筋肉痛に似た痛みの様子でした。一週間～10
日程で、痛みも腫れもおさまりました。

1728
子宮頸がんワクチン接種後、2日後発熱、インフルエンザBにかかってしまう。副作用かもと不安に
なった。症状が重くなる事を心配していましたが、大事にはいたらず、2、3回目接種できました。副作
用が大きなニュースになり、恐怖感を感じたのを今も覚えています。痛みは強かったようです。

1729 やけに痛かった記憶がある。

1730
幸いわが子には、子宮頸がんワクチンを接種した事による副作用はありませんでした。本人はニュー
スを見て、びっくりしていました。学校にも行けなくなってしまう程の痛みでしょうか。とてもかわいそう
ですね。1日も早く普通の生活が送れる様に治る事を祈ってます。

1731
わが子には、子宮頸がんワクチンを接種したことによって、困った事は全くありませんでした。ニュース
を見て、びっくりしてしまいました。せめて日常生活は支障なく過ごせるくらい、治るといいと思いま
す。

1732 接種した翌日は腕が痛くてあがりずらかった。大体2～3日くらい。

1733
子宮頸がんワクチンを高1の1月から3回受けました。1回目の副反応が腕が腫れて痛かったが、2回
目、3回目はさほど痛みも無かった。他には何の反応も無く、現在も元気である。

1734
体調の悪い事があり、内科で検査をしたところ鉄分欠乏症であるとわかり、2、3ヶ月前から鉄剤を飲ん
で治療中である。

1735 子宮頸がんワクチン痛かったですけど特に後遺症もなく、むしろ打てて良かったと思っています。
1736 右手接種した翌日に手が痛かった。

1737
子宮頸がんのワクチン1回目投与した翌日、学校で歩けない程の腹痛を訴え、嘔吐しました。2度目、
3度目の接種をためらいましたが、内科から産婦人科に病院を変え、接種しましたが、2回目以降は異
常はみられず、大丈夫でした。

1738

私が打たせてしまい、後悔してもしきれない。この子宮頸がんワクチンには、娘の人生を狂わされまし
た。そして、これ以上、苦しい思いをする方がいらっしゃるのが現実です。因果関係が、はっきり解明
され、辛い日々から救済される方々が笑顔になられるのを願っています。乱筆乱文、お許し下さいま
せ。この様に、調査を行って頂けた事に、深く感謝します。この回答が少しでも、お役に立てれば、幸
いです。有り難とうございました。

1739
注射が痛く、筋肉痛がわりと長く続いたが、皆もそういっていたので、こういうものだと思っていた。後
に副作用で重い障害が出た事が多くあったときき、心配だった。何らかの連絡を入れてほしかった！

1740 子宮頸がんの注射がとても痛かったため、2回目以降、接種するのに勇気がいった。
1741 子宮けいがんの注射は痛いと聞いていましたが、娘は2度とも痛みは感じなかったようでした。
1742 接種後、痛みが長く続いた。
1743 女子だけにしても無意味。むしろ20歳（18歳でも）以上の成人男性に接種したら良い。
1744 痛みが強く驚いたそうですが、接種後に気分不良等の不快な症状は何もなかったとのことでした。

1745
このワクチンを接種後に、計算力がおちたり、月経不順が始まったので、同じ症状が出てる方がいら
したら、間違いなく副作用によるものだと確信しております。このような危険なワクチン接種はただちに
やめるべきです。国も認め、副作用に苦しんでいられる方への補償を強く求めます。

1746 ワクチン名、H23.2.16、AHPVA122AA、H23.3.23、AHPVA123AA、H23.8.24、AHPVA123BC、●

1747

予防接種の副作用についてよく調査してほしいです。また接種前にも、体調をととのえて接種するよ
う、啓発活動にも力を入れて下さい。友人の娘さんが子宮頸がんワクチンを中学生の時、接種して、
学校生活を送れなくなりました。公的な予防接種を受けて、副作用が出てしまった。こういう人がいる
ことをきちんと公表して、原因も究明してほしいです。

1748 報道を見て控えた。



1749
副反応が他のワクチンに比べ、高いことは何か理由があるはずです。この調査をいかし、今后、安全
に、子宮頸がんのワクチンが受けられる様、結果、解答をまちたいと思います。

1750 子宮頸がんワクチンとの因果関係があるようなら知らせて欲しい。（公に公表して欲しい）

1751

（今回の子宮頸がんワクチンについて思うこと）その頃、たぶん7、8年前だが無料でワクチンが接種で
き、なおかつ不足がちで近くの内科から入荷したら接種をしたように記憶しているが、幸いにもうちの
娘には副反応がでていないが、副作用をおこしている方々には本当に気の毒でならない。また将来
的に自分の娘に対しても副反応がでるのでは？と不安に思うこともしばしばある。これを機に、また
近の日本社会にはまず信用せずに疑うこと、なぜに必要か？不要か？という自分の自主的判断をせ
ねばならないなあと自分自身のいましめにもしている。

1752
接種した時期、ワクチンの種類も覚えておらず、参考にならないかもしれません。幸い今のところ副作
用もないようです。ワクチン接種の効果は女性だけがワクチン接種をうけても、効果がないときいたこと
があります。男性にはないのですか？

1753 調査がんばってください。
1754 子宮頸がんワクチンを接種しても全く何もありませんでした。

1755
テレビのニュースなどで見る為、不安になり、これから妊娠、出産を控えた我が子に接種させて良かっ
たのか、この先何か症状が出たらと心配しています。ワクチンによる副作用があるのかどうか原因を早
急に追求、発表をお願いしたいです。そして安全なワクチンであることを切に願っています。

1756 子宮頸がんワクチンの接種後、腕のはれと痛みは、ほかの予防注射より、大きくなりました。
1757 娘が接種したワクチンが安全であることを切に願っております。

1758
ワクチンを接種したからといって100%ガンにならない事はないし、接種しなかったからといって100%ガ
ンになる理由ではない。この事実の中、一生続く副反応というリスクのあるワクチンを接種するべきで
は無いと思ったから。

1759
子宮頸がんワクチンで副作用の出る人と出ない人は、はっきりと分かれると思います。もう少し注射は
痛くない方が良いと思います･･･。私は我慢して3回接種しましたが、友達は注射が痛すぎて腕が腫
れ、学校のリュックを背負えないまでになってしまっていました。（一時的なものですが）

1760 近所の同世代の子供も受けましたが、髪の毛がバサバサ抜けたと言ってました。
1761 子宮頸がん予防接種による健康被害にあわれた方の原因解明と救済を切にお願い致します。

1762
子宮頸がんワクチン接種での異常はありませんでしたが、通常のワクチンよりも腕の痛みは、すごく強
かった様に思います。1週間程、字を書くのも、辛そうにしていて接種する度に心配した記憶がありま
す。

1763
任意接種の人も多数だと思います。その人たちは、なぜ接種を希望し、接種を受けたのか？接種後
の後遺症報道を知った前後では接種に対し考え方に変化があったのか？

1764

予防接種は無料でありがたいものでありますが、任意であり、親の判断によるものであるため、万が一
の副作用がいつも気がかりで、心配でした。ですから子供の接種日の体調には気をつけ、今もインフ
ルエンザの予防接種を受ける時は、鼻水一滴出ない、万全な時に、予約日接種ではなく、予約し、都
合の良い日に接種をしてくれる病院で、接種しています。子宮頸ガンワクチンの接種は、年齢的に体
調とスケジュールに合わせるのが大変でしたが、無事3回接種させていただき、とてもありがたく思って
おります。

1765
子宮頸がんワクチン接種後のはれ（注射したところ）は、回を重ねるごとにひどくなったし、一週間以
上はれがなおらなかった。積極的にワクチン接種が推進されていたため、接種したが、多くの人の副
反応が出ている状況を知り、早く因果関係がわかればいいなと思います。

1766
わが家の場合、異常が今のところ出ていないと思いますが・・・。副反応のうたがいで苦しんでいる方
の為、原因の解明や治療の方法が早くわかる事を願います。女の子をもつ親なら、良い事だと思い
接種させたと思うので・・・。よろしくお願いいたします。

1767 もともとアレルギーを持ってますが注射の後うった所がいじょうにはれた。

1768

3回目に接種した、子宮頸がんワクチンで、高熱が調べたら1週間出ました。1回目も2回目も特別な変
化はなかったので、3回目を接種した翌日の高熱。病院を婦人科から内科へ行く様に言われ行きまし
た。（ 初に接種した3回とも同院）内科へ行っても原因不明。子宮頸ワクチンが原因ではないかとの
こと。あんなに恐ろしい状態は初めてでした。高熱と頭痛全身の痛みで苦しんでいました。どうか、こ
のワクチンは中止して下さい。恐ろしいです。1回目や2回目でこの様なことになったなら3回目は接種
しません。今のところ特別変化はありませんが、普通に妊娠できるか、心配です。

1769

この子宮頸ガン予防接種は、任意とはいえ、名古屋市からの案内など、かなり推奨してたので、忘れ
ないうちに、3回すべて接種してしまいました。その後、副作用についてのニュースが飛びかい、とて
も心配しました。娘は、接種しおわってしまい、とても憤りを感じています。娘達は、実験台ではありま
せん。何かあってから辞められても、とりかえしがつかないのです。時々あるせきこみなどは、もともと
の娘の体質なのか何なのかわかりませんが、今、現在大丈夫であれば、接種してしまったからといっ
て、副作用が出てくることは今後ないと言い切れるでしょうか。その辺りの回答を明確にし、このような
ことは決してないようにして頂きたいです。



1770

子宮頸がんワクチンを接種すると不妊になると聞きました。ネコや犬の避妊に使われている成分が含
まれていて、欧米ではワクチン接種後不妊に悩むと聞きました。本当なら恐ろしい事です。3回目を接
種しない事にしたら医者に怒られました。誰が責任を持つのでしょうか。このワクチンをすすめる事に
なった本当の理由は何か、どこかが利益を得る為の物でしょうか？今後も調査を何十年にもわたって
するべきではないでしょうか。

1771

かかりつけの病院の医師にもすすめられましたし、公費でやってもらえるので、当然安全が確立され
ていると思って接種してもらいました。幸いな事に、3回接種後も、今のところ、特別な異常はありませ
んが、接種後いつ頃まで、副反応が表われるのかも知らされていないし、不安です。副反応がでるか
でないか、紙一重で、我子も半身マヒになっていたかしれません。必らず、元の体に戻してあげて下
さい。こんな事で人生の夢も希望も絶ち切られるのかと思うと、自分の事の様に辛くてたまりません。
治療も全額公費でまかなって下さい！それでも足りない！！それ以上に彼女たちや親御さんは辛く
悲しい思いをしていると思います！（母親、記）

1772
下腹、子宮のあたりが毎日のように痛いと言っている。診察はまだ受けたことはない。この様に大々的
に調査するなら、記名式で正確に情報をはあくしてほしい。記名式により適切な対応を望みます。

1773 子宮頸がんワクチン 後まで接種しましたが私は何の異状もなく終了いたしました。

1774
予防接種なので、進んで受けた結果、沢山の同年代のお嬢様が色々な障害にあわれている現状を
知って大変心が痛みます。この様なアンケートで少しでも原因が分かり後遺症の状態が良くなります
様、願っております。本当に悲しい事です･･･。

1775

副作用について、2回目、接種後、生理が3ヵ月ほど（4ヵ月過ぎた頃ありました。）、とまり、3回目接種
後、再びとまり半年以上、生理がとまって、婦人科へかかりました。個人的にサーバリックスの副作用
だと思いました。次女には、子宮頸がんワクチンを打たせるつもりはありません。長女の生理不順は、
この時だけです。こういった調査は必要だと思います。

1776

私は中学生の時に接種しましたが、当時テレビのコマーシャルや母からも聞いていたので迷わずワク
チンを接種しました。（接種年月日は忘れましたが）私は全く何ともなかったですが、1～2年後同じ年
頃の女の子が多くではありませんが、副作用の被害が大きく普通に生活できないケースをニュースで
見たりしてその症状がひどいのでびっくりしました。救済措置がとられていますが、その人達は全員元
通りに生活できるようになった（なる）のでしょうか？･･･とこのアンケートで思いました。

1777
ワクチンを打った後、腕でがはれあがって上がらなくなりました。痛かったです。それで体育を休んだ
ことがあります。

1778
子宮頸がんワクチンは3回接種しましたが、3回とも接種後に高熱（39℃以上）出て受診しました。接種
した医師に確認したところワクチンの副作用ではないと言われましたが、他に思いあたることはなく不
信に思っていたところ様々なニュースで副作用を知りました。複雑な思いでいっぱいです。

1779

多くの方が現在も苦しんでおられるのは、大変残念に思います。もし自分であったのならと考えるだけ
で恐ろしいことです。一日も早く原因究明をしていただき　このワクチンの安全を証明して下さい。もう
打ってしまった者としてそれを望みます。有耶無耶にしないで下さい。今も苦しみの中にいらっしゃる
方の一日も早い回復をお祈りいたします。

1780

娘の場合は、接種部位の疼痛が強かった程度でした。マスコミで取り上げられている様な事例が起
こっている事実があるのであれば、今後の接種について情報がほしいです。小3になる次女がいます
ので、気になっています。ワクチン接種により予防できるのであれば、子宮頸がんワクチンに限らず、
接種すべきだと考えています。

1781
接種前に、心配だったので、病院の方に相談しましたが、「まあ大丈夫だと思うよ･･･無料のうちに
やっとかないとネ」と･･･しか言えないのも分ってはいますが、体調不良はいろいろ出ていますので、
何が原因か特定するのは難しいかと思います。この世代が親になった頃が一番心配です。

1782
引越したばかりで母子手帳が見つからず予防接種の時期等がわからないので、すみません。子宮頸
がんワクチンの副作用で苦しんでいる方をテレビで見かけると同じ年頃の子供を持つ親として胸が痛
みます。一日も早く治癒と願います。

1783

ワクチンの2回目を接種しおえてから数ヶ月で体調を崩し難病となってしまい、子宮頸がんのワクチン
の影響があったのではと、早急に接種をさせてしまった自分を責めました。関係ないのかもしれませ
んが、副作用がほとんどないと思い安心してうけたので、うたがってしまいます。もしかしたら、頭痛、
体のしびれや、動きが出てしまう副作用以外にもあるのではないでしょうか。

1784
注射がかなり痛かったと他の人も言っていました。接種後、かなり汗をかいていたのを覚えている。
（そういうことは珍しかったので）何年もしてから副反応など出ないか心配。このような調査もして、結果
は詳しく発表するべきだと思います。

1785

筋肉注射であったため他のワクチンより痛みは後々まであったようですが、3日程でおさまったようで
す。まわりに子宮頸ガンのワクチン接種で調子が悪くなったという人のことをきいてなかったし、そのよ
うなことがおこっているとは知らないにせよ、原因を早くつきとめてほしいです。30年間ワクチンが効く
と聞いたことがあるので、接種した方が良いと思いしたのですが、補助がなく、接種料金がとても高
かったのを覚えています。



1786
子宮頸癌ワクチンは他のワクチンと違って筋肉注射で注射部位の痛みは、いつもよりあったと思いま
す。学校行事の予定表をみて、3回の接種を行ないました。副作用もなく、よかったと思いますが、多
くの方々が重い副作用で苦しんでいると思うと、早く原因を究明してほしいと思います。

1787
子宮けいがん接種した2日後ぐらいから、腕がかなりはれあがり痛みも伴いつらそうでした。体調は悪
くはならなかったが、「もうこりごり」という本人の感想です。

1788
3回子宮頸がんワクチンの接種を受けましたが、2回目の時に肌が痛くなって、40度近くの高熱が出ま
した。副作用として熱が出ることもあると書いてありましたが、副反応の報道を見て不安になったことは
あります。

1789
接種を2回で止めてしまった場合はどうなりますか？途中で止めた場合効果はありますか？安全性を
確認し、途中で止めた人にも有効なワクチンを考えて下さい。全く今後の事もわからないのは困りま
す（情報提供が少なすぎる）。

1790
どのような形で結果を公表するのか知らせてほしいです。できれば回答した個人に送付する等して欲
しいです。

1791
ニュースみて驚いてます。疲れやすく、物覚えが悪いのは、ワクチンの副作用なんですか？あの頃
は、ワクチンを是非受けて下さいと言っていたのに･･･

1792 頭痛をよく訴える。1回位へ／1week

1793
子宮頸がんの接種3回めに原因不明の高熱（40℃）が出、救急外来にかけ込みました。確か、翌日に
は下がりました。

1794

役所の推奨にのってしまった母親のせいです。家庭事情もあり、4～8万もする注射をあとから自費で
するのもむずかしく、それによって娘がガンになったらと思うと迷いもありましたがうたせてしまいまし
た。信じるべきでなかった。浅はかでした。とり返しのつかない事をしました。この先、子が子供を産む
時、その後ずっと影響はないか不安の中で生きていかなくてはなりません。私は責任があるので、そ
の仕打ちをうけるのは仕方ありませんが娘がかわいそうです。試しに推奨するのはやめてほしい。す
すめた人達はどうせ他人事、こんな統計も、形だけで終わるでしょう。やりましたというパフォーマンス
のように思えて仕方ない。どんどん時間はすぎていく。治らないまま、娘にそんな後遺症があるのも、
他に知られたくない。将来のことを考えると。保障もしてもらえないのに公の場に出ていくこともかわい
そうでできない。娘の出産などに（孫に）影響があったら、どうつぐなって良いか･･･。生きていてはい
けないくらいの責任を感じる。わからないですよね？わからないでしょう。

1795 注射を受った後にひんけつを起こした（痛すぎて）。
1796 特に異常は出ませんでしたが、1回目だけ、強烈に痛かったようです。

1797
接種してから、だいぶ時がたっているので、いつ症状があらわれたのか月日はおろか、年もおぼえて
いません。副作用などで、こまっている方がいるという報道を見たのは、だいぶ前のことです。なぜ、
もっと早くにこのようなアンケートを実施しなかったのか、とても不思議です。

1798 子宮頸がんワクチン接種後は、副反応で腕がはれてすごく痛がりました。

1799

やめればよかったです。大事に大事に育ててきた娘の体に親の判断で大変なことをしてしまいまし
た。この資料を書くことさえ申し訳なさから辛く、1日では書けませんでした。封筒を開けるのも辛く時
間がかかりました。今さら、という気持ちが強いです。書きながら体調が悪くなります。症状が注射のせ
いかも、とわかった時の体中の血が凍って逆流するような感覚は役所の方々にはわからないでしょう。
こんな統計をとってくださっても治りはしないです。何かと理由をつけて対象者からははずされるで
しょう。この先も一生不安を持ったまま生きていくんです。人の人生を何だと思っているんでしょう。元
に戻してほしい。私の命をかわりに取ってほしい。

1800
子宮頸がんワクチンの3回目接種後の痛み（下腹痛）が、かなりひどく2日程寝こんでいました。1回目
や2回目にこのような痛みがあったら、中止していたと思います。

1801 痛がらず、特に何もなかったので安心していたがアンケートをして、少し不安になっている。（母）
1802 子宮頸がんワクチンを接種した次の日発熱あり、うでも結構腫れました。

1803

現在、両手、左足の痛み、しびれ、腫れ等様々な症状で苦しんでいます。学校に行きたくても痛みが
強く休むことが多いです。内科、婦人科、整形外科、脳外科へ受診に行きましたが、どこも原因不明
で終わり、TV報道やインターネットで子宮頸がんワクチン接種後の副作用だと判明しました。早くもと
の元気な体にもどりたいです。助けて下さい。

1804
副作用がニュース等で報道され心配です。今後、子宮頸がんワクチンを接種した事で体に悪影響が
あるのではないかと不安です。接種しなければよかったと後悔しております。

1805 接種後1週間くらい接種した部分周辺が腫れてとても痛がりました。

1806
今のところ副作用は出ていないが、いつ急変して副作用が出てくるかもしれないと思うとすごく心配は
しています。このワクチンをうったことで、子供に申し訳けないと思っています。

1807 念のためワクチンＮｏ記載いたしますH22.11AHPVA100AA、H22.12AHPVA100AA、



1808

23年に子宮頸がんワクチンを受けた頃娘は、月経は始まっておらず（中学3）高校生になったら月経
が来ると思ってましたが高3になっても来ず、病院へ行き、ホルモン剤のおくすりを飲みました。その時
はすごくひどい月経になり2～3日寝たまま、動けませんでした。また、数ヵ月経って、高3の終り頃、病
院へ行きホルモン剤を出され飲みました。又、ひどい月経にあい今ではくすりはこわくなって飲めませ
ん。もちろん月経も来てません。もうすぐ20才です。ワクチンのせいだとすれば何かしていただけるの
でしょうか？いい方法はないでしょうか？

1809
サーバリックス3回目接種後、死んだように眠りこんでしまってかなり心配であった。知り合いの人に接
種後、1年位、うつ状態になった人がいるのでおそろしい。

1810
子宮頸がんワクチンの副作用がニュースになっていたのを覚えています。確実に安全だというものし
か、案内しないでください。うちの子にも打たせてしまい、後からすごく後悔しました。子宮のうほうも、
その副作用ではありませんか？

1811 子宮頸がんワクチン導入のきっかけをつくった●の責任を問いたい。

1812

このようなアンケートを出すような、ワクチンをどうして受けさせたのでしょう。もっと早い段階で接種を
中止すべきではないのでしょうか？この経費もすべて公費でやられていると思うと、すごく無駄が多い
のではないでしょうか？アンケートはまだですか？というハガキ（これ特に腹立たしい）もすべてに。公
費を使いすぎだと思います。ワクチンを無駄にした方が安くないですか？

1813 予防接種がしたいです。
1814 接種した後顔色が青くなり、気分が悪くなった。すぐ横になった。

1815
Ｈ25、てんかん発症しました。前記症状は、てんかんによるものと、同じようなものなので、あえてある
と答えてあります。てんかんとの因が関係は、ないのか知りたいです。病院の先生は、関係ないと言わ
れますが、症状が非常によく似ているので、なんだかもやもやした感がありますが・・・。

1816
このようなアンケートをすること事態が税金のムダだと思います。こうならない為にもワクチン接種は、
安易にしないことにしようと思います。人体実験ではありませんので！！

1817
我が子に”子宮頸がんワクチン”の目に見える重度の症状が出ることが無く、今のところは安心してい
ます。報道で重度被害症状のお子さんの存在を知り、人ごとではないと、心配です。

1818

このアンケートを書いていて、気になった事があります。高校生の頃より時々偏頭痛を訴えます。夜間
寝つきが悪く、本人も睡眠の質が悪いと気にしています。それも同時期くらいより。体力がないと思っ
ていましたが疲れやすさもあるようです。このワクチンを摂取した事と何か関係があるのではないかと
不安になりました。是非、しっかりと調査して頂き、因果関係について明らかにして下さい。そして治
療が必要とならば、保障して頂きたい。

1819

今回のワクチンは正直受けさせる前に副作用を心配しながら受けさせました。無料であるとともに案
内が自宅に届いたので接しゅしましたが重症な副作用が出た人がいていきどおりを感じます。近所の
医療機関ではたらいている人は子供には受けさせなかったみたいです。やはりワクチンは神様では
なく万能でもありません。これから、子供達がこのような場面にあったらじゅう分気をつけるように言い
ました。

1820

たまたま我が子は副作用が出ませんでしたが中には副作用でくるしんでいる方をテレビで等で拝見
しました。副作用が何が原因で出てしまうのか追究解明していただきだれでも安心してうけることがで
きるよう望んでいます。副作用がなくならなければいくらよいと言われても接種する人は多くならないと
思います。

1821
うちは、けっきょく受けましたがみんなすごくまよって考えてどうすればよいかわからなかったみたいで
す。

1822 接種した後に1回目、2回目は皮膚がはれていた。（1週間ぐらい）

1823
質問4で「小学校6年生以降に」とありますが6年生以前で受けたものも誤解して書いてしまいました。
ごめんなさい。

1824 接種後、めまい、生理不順、自律神経のみだれなど体調がわるくなった。
1825 友人で、ワクチンの影響で記憶障害になったお子さんが居ます。

1826
子宮頸がんの後遺症で苦しんでいる方に、少しでも協力できたらと思っております。治療方が見つか
り、健康をとりもどせるよう、祈っております。返信遅くなり、すみません。

1827
注射をうったその日に、腕が上がらなくなるほど痛くはれ上がりましたが2～3日で、ひいたし、まわりの
子ども達も同じ様子でした。本人は嫌がっていましたが、3回接種しました。

1828
子宮けいがんを接種したが、異常な事は何もありません。（接種した後、うでがだるく少し痛みがありま
した。）どんな、予防接種でも、反応はあるはずです。1番体調の良い時に、接種をして、少しでも予
防ができるようにしたいです。

1829 接種時期には他県在住でしたので、お知らせしておきます

1830
このような不安定な接種をさせてしまい、何もなかったからよかったようなものの、大変後悔していま
す。



1831

1度目の接種したその夜、激しい胃の痛みが起こり副作用かと心配になった。続けて接種しなければ
と思い、2度目以降接種を悩んだが接種をした。けれど副作用的な痛みはなかった。注射の痛み、そ
の後の副反応についてもっと知っておいてから接種すべきだったと思う。打った後に色々副反応につ
いて知りこわくなった。

1832 娘は、子宮頸がんワクチンを受けてよかったと言ってます。ありがとうございました。

1833
もし副作用がでていたとしたら、どんな症状なのか、いつ位から出るのか、全くわからず過ごしていま
す。情報が足りなさすぎです。

1834
子宮けいがん予防接種を本当に受けた方が良かったのか、どうか未だ疑問と不安があります！！義
務的に接種しましたが・・！

1835 すごく痛かった。一週間ぐらい腕が上がらなかった。

1836
体に異常があらわれてしまった子ども達が気の毒です。体調や体質でかわってくるものなのか不明で
すが回復してこれからの人生を楽しくすごしてほしいものです。アンケートが回復への道しるべになる
ことを祈っています。

1837
子宮頸がんワクチン（サーバリックス）注射する時は、痛みがあると言われてましたので、事前に説明
し、注射前後は、付き添いし観察し様子みてました。特に症状がなく、良かったです。

1838

中1の11月、12月と中2の6月の計3回、子宮頸がんワクチンを接種しましたが、もともと小学1年の頃よ
り花粉症などのアレルギーが出始め、それ以来、犬の毛、ホコリ、乳製品、他の色々なものにすぐに
反応してしまうタイプなので、子宮頸ガンワクチンを打ったから何か症状が出たか・・と言われると全く
見当もつかず、正直、分かりません。

1839
子宮頸がんワクチンの後遺症をテレビで見た時に、やらなければ良かったと思いました。過呼吸も、
後遺症じゃないのかな？と思ったりします。今年の夏は、急に手足が固まる事があり、今は落ち着い
てますが、今後とても心配です。

1840
接種後にじんましんが出て、かなり広範囲に、ひくのに3～4日かかりました。若干の微熱も。しかし、ワ
クチンとの関連があるのかわからず、自宅で安静にしてとくに医師にはかかりませんでした。わりと、ス
トレス等でもじんましんが出る時があるので

1841

TV報道を見てから2回目、3回目をワクチンを打つのを止めました。1回目を本人、13才になったお誕
生の頃うちました。1度打ってなにも異常がない人は2回目、3回目の接種をおすすめしてますか？そ
れ共、異常が出ていなくててもこれいじょうは中止、打たない方が正解なのですか？女性の体の為に
はやはり接種した方が良いのですか？その比別などはっきりと教えて欲しいです。よろしくおねがいし
ます。

1842
大学の友人が子宮頸がんワクチンを接種してから、体が悪くなったと言っています。大学には通って
いますが、車いすやつえを日常で使用している状たいです。その友人以外にワクチンのせいで、体
が悪くなったと言っている子はいませんが、心配です。自分も友人も。

1843
子宮頸がんワクチンを接種した際、とても痛がっていたのを憶えています。しばらく（数日）接種した腕
がだるそうでした。

1844
子宮頸がん予防接種をおこなった日は腕がいたく次の日はムラサキ色に変色をしていたので、3回も
うつことをためらいながらも接種した記憶があります。当時は副作用の話しもでなかった時なので、今
ならうたせなかったと思います。

1845
ワクチンには副反応がでてしまうことがあるのは当然だと思います。どんなワクチンにも大なり小なりあ
るかと・・。子宮頸がんだけとりざたされるのはよくわかりません。ワクチン接種で子宮頸がん発症がお
さえられています。接種は必要かと・・・

1846
幸いにも我が娘は何事もなく3回接種して現在に至りますが、副作用や後遺症で嘆き苦しんでいる同
世代の女の子が少しでも早く良くなる事を願っております。

1847

私の高校時代の知り合いがこの予防接種を受けて部活（バスケットボール）ができない体になってしま
いました。とても有能なプレーヤーだったのに・・・・・よく対戦していたのでその事実を知った時は本
当に悲しかったです。どうか彼女を含め一人でもこの後遺症に悩み苦しんでいる人達を助けてあげて
下さい。お願いします。

1848
私の娘は注射による異常はありませんでした。でも影響がでている方もみえるようなので、よく検討し
ていただきたいと思います。

1849 副作用について、もっと真剣に考えて下さい。こんなアンケート、無意味です。

1850

名古屋は無料で子宮頸がんワクチンが接種できると知り、早速うけましたが、こんなに副反応が重いと
は知らず、とても心配しました。我慢強い子なのにとても痛がり、身体もしんどそうでした。何とか学校
は休みませんでしたが、体に負担がとても多いのに驚きました。あとで知った有効年数も、中学で接
種するには短かく、意味あるのかと思いました。むやみに推奨するのではなく、もっとよく欠点を知らし
める必要があります！



1851

子宮頸がんワクチンは、他のワクチンに比べて副反応が強いと、知っていたら、また、無料でなかった
ら、人に勧められなかったら、受けていなかったかも知れません。実際、打った当日より2～3日痛みで
腕が上がらず、だるさが強く、今までのワクチンとあきらかに違うと思わされました。友人には学校を休
んだ子もいました。中学生でワクチンを受けても2～3年しか有効でないと知っていたら、受けなかった
と思います。CMでの啓もうではスポンサーの都合なのが、利点ばかり強調されていました。全てをうの
みにしていた私は恥かしく思いました。

1852

副作用の報道についても、実際のところ危険性が高いかどうかの明確な回答、結論がなく、自己判断
に任せるような無責任な行政の対応に信頼も何もありません。1，2回目接種後に、数々の報道があ
り、医師に相談しましたが”絶対安全”とは言えず、3回目も大丈夫だと保証はないので心配なら止め
る選択を親の判断に任せられました。そもそも安全性を確認された薬ではないのであれば、接種を推
奨するのはどうなのでしょうか。万人に大丈夫な薬はないのは仕方ないことなのでしょうか。素人判断
で、何もわかりませんが、安心して受けられるしくみを様々な面から検証いただき、他に替わる薬がで
きることを早く望みます。

1853 ジフテリアはDTではなく3種のDPT接種。H11.5.18/H11.6.11/H11.7.6./H12.8.3の4回です。

1854
定期日本脳炎の第2期接種用の用紙をもらっていますが、今年19才になるので、期限が近づいてる
ので、接種したほうが良いと思いますが、心配で、今日まできてしまってます。

1855 よろしくお願いします。

1856
子宮を頸がんワクチンを接種した後は、腫れて腕が上がらないため、習っていたスイミングを2、3日休
みました。周りでもその症状の人が多かった（スイミングスクールでの知り合い）

1857
回答された方が特定されることはないとかいておきながら、回答していなかったら、早く書いて下さい
といったはがきが届いたのは何故ですか？もうこの時点で特定されていますよね？

1858
現在、頭痛、だるさが強く、医者に通っている状態です。薬を処方してもらっていますがあまり変化は
みられません。これもなにかしらの影響によるものなのでしょうか？

1859 あいまいな回答もあり、申し訳ありません。お困りの方が良くなる事を願います。（母）

1860
4/8ページにも書きましたが、生理の異常が見られます。とても早い周期で生理がきます。薬を飲んで
もやめると元に戻ります。接種してから一年くらい経ってからの症状です。それまでは、40日くらいの
周期で、遅いくらいだったのに。ワクチンの影響を心配しています。

1861 1回だけでも副反応はでるのでしょうか？子どもが心配しています。後悔しています。

1862
この調査が、今後の予防接種のあり方について、役に立てばと思い協力しました。どんどん良い方法
を考え出してほしいと思います。

1863 子宮頸がんワクチンは、接種した後、1週間程、うでが痛いといっていました。
1864 すごく頭痛がし、吐き気、起きられる状態ではなかった。（1回目接種の時のみ）
1865 サーバリックス3回目接種の翌日、38℃の発熱がありました。

1866

H5年生まれの姉も自主的にサーバリックスを3回接種しました。H24.6に1回目の接種をしましたが、そ
の後原因不明の咳が数カ月にわたり続きました。かなり症状がひどく接種をして頂いたかかりつけ医
に診てもらいましたが、咳をおさえる薬を飲んでもなかなかよくなりませんでした。とくに大病をした事
もなく、ぜんそく等もない子でしたので、予防接種の副作用なのではないかと思っております。咳が完
全におさまるまでには、2,3ヶ月かかりました。接種時期、1回目H24.6、2回目H24.9、3回目H24.12

1867 記憶力がすごく落ちましたから、心配です！

1868

ワクチンを接種する時（3回目）微熱があったのだが、病院の先生（●）がこの位だったらOKとの事
だったのですが、それも何か関係があるのでしょうか？とにかくワクチン接種後、同じ子供なのに別人
の様な体質になってしまい将来不安でたまりません。元通りの元気な体になれば良いのですが、この
ままでは何らかの型で、子供を助けて下さい。

1869
早くにワクチンを打った子たちは、打った腕がだるくなる、力が入らなくなる、体がしんどいと言ってい
たので、あとから打つ子たちは、部活の試合やテストなどの時期をさけて打ちました。私も打ったあと
打った腕がおもくあがりにくくなりました。

1870

1回目をうけたあと、腕が痛くてあげられないと云い、下に降ろしたままの状態でいたら、水が留まった
ような状態で冷たくなり、ビックリしてマッサージで暖めた。2回目は少しマシダったが、やはり痛がっ
て、ビックリした覚えあり。 近になり、後い症のあるワクチンだと聞き、腕の痛みでおさまって良かった
と胸をなで下ろしている。

1871

行政（医師）から接種を半ば強要されて行っているにもかかわらず、副作用の為に苦しまなければな
らないのは納得できない。何を信じて何を疑っていけばいいのか・・・・。大切な子どもたちを一瞬のう
ちに苦痛の人生を送らせなければならなくなるのは親として本当に辛いことです。確定的な検査を
もって接種を勧めてほしい。

1872
質問2に関しては原因もはっきりせず、いつからか時期もはっきりしないものが多く、答えるのに困って
しまいました。ここで止まってしまい、なかなか提出できませんでした。

1873 留学中の為、母親記載

1874
副作用がある事はわかっていましたが、身近に（同年令の方に）症状が出た事は、とても恐ろしく感じ
ました。現在、副作用で苦しんでみえる方の回復を心より願っています



1875
産婦人科で接種した時、接種する腕はどちらでもよいと言われたが、他の人に聞くと左右交互だと聞
いた。大丈夫なのかと心配になった。

1876
｢積極的な接種はしないで下さい」という意味がわからない。副反応なのかさえわからない状況や、接
種後の重症患者が出ている状況を重くとらえるべきではないでしょうか。｢接種は中止」にするべきで
す。

1877
産婦人科で接種した時、接種する腕はどちらでもよいと言われたが、他の人に聞くと左右交互だと聞
いた。大丈夫なのかと心配になった。

1878

長女は子宮頸がんワクチンを接種して、今の所異常はないと思います。次女が今年中1になりワクチ
ンを接種してもいいのか迷っています。長女は早めにワクチンを接種したので、まだそのころは副反
応についてあまり問題にはなってないませんでしたが、現在は色々と問題になったままになってい
て、接種すべきか悩むとろこです。

1879
3回（23年4月、23年5月、23年12月）接種しましたが、接種より副作用があったようには、保護者として
見えません。

1880 報道された為（副作用）子供が恐がったから。

1881
受けた後に副作用の報道を知りました。たまたま今、副作用がでていませんが、この先どんな事にな
るか心配です。

1882
今のところ何の副作用もありませんが、今後のことが心配です。接種後、何か不安材料が見つかるよ
うでしたら、接種した人全員に知らせてください。よろしくお願いします。

1883
子宮頸がんワクチン接種後、失神してしまいました。怖くて、2回目を受ける気にはなれませんでし
た。また、痛みも長く続き、接種後、一週間以上、腕が上げられず、着替えを母に手伝ってもらい、体
育の授業も休みました。

1884 接種時、その後も問題なし。
1885 接種時、その後も問題なし。

1886
日本脳炎など接種途中で中止になったりすると、何を接種して、何を接種していないかわからなくな
るので義務教育の間は学校を通じて、もっと周知してほしいと思います。

1887
接種後、首～腕、背中に強い痛みだった。接種は全て行ったが、今は大丈夫かと思うが、今後何ら身
体に異常がでたときには、医療費を、名古屋市は助成してほしい。今でも、子供心配、テレビニュース
で観ていると心が痛む。母

1888 病気で免疫がなくなった為、再度予防接種を打ち直しました。

1889
接種した事に後悔していますが子宮頸がんワクチンにより、今後子供達が出産する時などに、副作用
（影響）なければよいと思いますが、どうでしょうか。

1890 子宮頸がん健診を受けたことがないので結果は今後どうなるのか。不安です。

1891
1回目の時に、副作用かどうかわかりませんが、倒れました。点滴をしました。しかし、2回目、3回目と
そのまま受けましたが、何も起きませんでした。

1892
意図はわかるが、このアンケートは色々と本人に確認しなければならなく、また、本人だけではわから
ない内容も多い。 初、協力しようとすぐにペンをとったが、難しくて遅くなってしまった。もう少し回答
しやすい内容にならなかったのかと思う。（母）

1893

娘は注射を打ってから、学力も落ち、精神的にもイライラする事が多くなりました。生理も半年以上無
く、婦人科に行ったら、子宮が小さいと言われました。赤ちゃんを授かれないのかと心配な日々です。
明らかに副作用がある危険な注射だと思います。正直、恨んでいます。薬害なので、即刻やめて頂き
たい。誰かが利益を得る為に、導入が早かったのでしょうか・・。少子化で｢子は宝」なのに、本当にヒ
ドイ薬害です。

1894

子宮頸がんの予防接種を当然のように、受けさせました。子宮頸がんの予防接種については、あまり
良いウワサがなく、娘は嫌がっていましたが、迷いながらも、病院からも高2の頃が一番良い時期を相
談し、子供の事を考えて3回全部接種しました。その後、娘は特に何も副作用が無く、現在に至って
いますが、テレビ等でニュースを観た時は、2人目の娘には受けさせる勇気がありませんでした。特
に、2人目はアレルギー体質のため、やめました。

1895

13歳までに日本脳炎の予防接種を受けていなく、医師に相談したら打った方が良いということになっ
たためH26と接種時期が遅くなってしまいました。3回目も近々接種予定です。子宮頸がんワクチンは
副反応が怖かったので本当は打ちたくなかったです。打った後何の副反応もなく過ごせているので
ホットしています。

1896
接種翌日、発熱、おう吐があった。病院では｢肩こりのせい、接種は関係ない」と言われたが、接種を
後悔している。

1897
現在、副作用的な症状は感じられないようですが、今現在症状がなければ、今後も副作用の心配は
ないのでしょうか？はっきり、知りたいです。

1898
副反応は、うちの娘には特にありませんでしたが、まだ、改善されず、苦しんでいる同じ年頃のお嬢さ
んを見ると、かわうそうだなと思います。どんな注射にもリスクはつきものですが、安全第一だと思いま
す。



1899
副作用と思われる原因でわが子と同じ年頃の女の子が苦しい思いをされている報道を見ますと人ご
ととは思えません。少しでも早く普通の生活に戻れる様、原因究明と、医療費や心のケアなど、手厚
い補償がうけられる事を望みます。

1900

とても面倒でした。でもこの子宮頸がんワクチンを接種し副作用で苦しんでいる方がいると知ったので
記入しました。ただ、紙に記入し回答して、返信するよりもネットのアンケートにするなど、もっといい方
法があると思いました。その方がアンケート回答率も上がると思います。紙の印刷代もかかり、税金の
無駄使いにもなりますしね！個人的にはアンケートに回答してくれた方に、何か小さなプレゼントでも
あると、ちゃんと答えようと思えます。

1901 接種した後、生理の時の腹の痛みが増えました。

1902
近髪がよく抜けてしまいます。予防接種を受けたにも関わらず風疹とムンプスの抗体値が異常な程

少なかったです。

1903
サーバリックス注射後の腕の痛みが異常だった。直後1週間は肩より上にあげられず、体育の授業や
部活動に支障をきたしていた。私1人だけではなく、周りの友人も口を揃えて同じことを言っていた。

1904

娘は無料で接種できる年齢だったし、国が薦める予防接種だった為、迷めず接種しました。その時は
「サーバリックス」で打ったすぐから腕が肩より上がらず、痛みが強く、一週間程腕が上がらず痛みもあ
りました。（腕が重いとも言ってました。）もう1人上に娘がおり（Ｈ5.8月生れ）同じ様に受けさせようと思
い、自費で3回接種しました。（①Ｈ24.9月②Ｈ24.11月③Ｈ25.3月）その時は「ガーダシル」で打った
後もその後もほとんど痛みはなく通常に生活できました。強い副作用があると知っていたら全体接種
させませんでした。国が薦めていたから接種しました。もし我が子だったらと思うと怖いです。是非とも
定期接種と同じ様に救済してあげて下さい。この先長い人生に希望が持てる様にしてあげて下さい。

1905 接種後、数日間、腕があがらない状態が続いた（子宮頸がん）

1906
全ての子宮頸がんに効くわけではない（インフルエンザのように）為、副作用を起こす確率、リスクを背
負いながらも摂取する必要性があるかを今後検討してゆくべきだと思う。

1907 すごく痛かった記憶があるようです。
1908 2度目の接種の後、激しい頭痛がして、気分が悪くなりました。

1909
子宮頸癌ワクチンを他の子（姉妹）に打たせていいのか悩みます。副作用があるなら早く中止して下
さい。

1910
突然無料接種の制度ができたことに違和感がありました。副作用の報道を見てとても怖いと感じ、ど
のような経緯で無料接種が決まったのか等くわしく知りたいという思いがあります。

1911
是非今後も追跡調査をお願いします。副作用と思われる症状がいつ出るかと、親子ともに心配してい
ます。又、子宮頸がんのワクチンに対する研究が進んで安心して接種できるようになるよう国にはたら
きかけて下さい。よろしくお願いします。　保護者

1912 1～3回目の副反応がひどかった。特に3回目接種後は、次の日に高熱がでた。
1913 接種後うでが痛くて字を書くのも辛く、試験の前は接種しないようにした。（2回目以降）

1914
子宮頸ガンワクチンはかなりはれて、うでが動かしにくいと娘が言っておりました。友達も、そういう子
が多かったそうです。

1915
子宮頸がんワクチン1回目を接種した後、意識がなくなり、少し横になって（10分位？）目がさめたの
でよかった。2回目、3回目は何事もなかったが、危険性があると知っていたら止めていたと思う。今思
えば怖いです。妹（平成12年生まれ）には接種していません。

1916
たまたま副作用が出なかっただけだと思うとぞっとします。発症された方が充分な補償を受けれる様
希望します。

1917 子宮頸がん接種後、3回とも固くはれて5日間程の痛みあり。

1918
子宮頸がんワクチンが不妊の原因になるetc、よくないことを聞きますが、実際のところ、どうなんでしょ
うか？

1919

接種後、影響が出て大変な思いをされている方々の報道を拝見すると、本当に他人ごとではないと
つらくなります。接種をうけた頃は、とてもすすめられていて、死に至る病の可能性を低くできるならと
いう思いと、この時代にこんなに大々的にうたうのなら副作用は大丈夫だろうという安易な考えで（信
用していたのですが）受けさせました。行政の「影響は思い込みだ」｢予防接種のせいではない」という
回答には、憤りを感じます。（ 近認めはじめたみたいですが）関わる方々はご自身の娘さんだったら
そういう結論を出せましたか？と問いたい。だれがそうなってもおかしくなかった。感情に流されるの
はおかしいですが、誠実に調査して下さい。よろしくお願いいたします。

1920 治療法が早く見つかることを願っています。

1921
これは子宮頸がんワクチンのアンケートの意味がありますか？副作用について調べているのではな
いですか？全く意味がないアンケートだと思います。

1922

副反応については、正直な情報を伝えていただきたいと思います。体に出ている症状について対処
することができると同時に、たとえ見通しがたたなくても気構えることができます。一番大切なことは、
何も情報がない、知らないことが 大の不安なのです。長年に渡って調査と情報告示を続けてほしい
と思います。



1923
サーバリックス、3回接種、内、3回とも、軽度の副反応があった。（インフルエンザワクチンを接種した
時と似たような反応、腕の痛み、腫れ、腕があがらなくなるなどの症状）途中で接種を止めなかったの
は”十分な予防効果を得るためには、3回の接種が必要”と案内を受けたため。

1924
知り合いの子で、ワクチンの影響で、車イス生活になってしまった子がいるので、しっかり国や県、市
で検討してほしいです。

1925
確かに接種した後は腕が痛くなったが、その他の異状はない。2～3回目も同じく。なので学校へ通え
ない、寝たきり、留年などの重い方の症状が個人により、どうしてここまで差が出るのか、私の用な症
状が出ない人と、徹底的に調べればいいと思います。

1926
子宮頸がんワクチンを3回接種後に生理不順が1年以上続いたので●保健所の予防接種課（？）に
電話相談をしたがそんな事例はないからと感じの悪い対応をされた。今さらこんなアンケートをされて
もムカつきます。

1927
接種してから、数年経ちますが、今後も副作用がおこる可能性があるのでしょうか？もし、症状が出た
場合、国が保障して下さいますか？

1928 子宮頸がんワクチン接種後、上腕が腫れ痛かった。注射をうつ時も痛かった。

1929
すいません。きちんとワクチンうつべき物はうってます。子宮頸がんワクチンは打ちましたが異状は今
のところはまったくありません。

1930 重度の心身障害児の為、参考になるかどうかわかりませんが、親の判断で回答させて頂きました。
1931 3回接種しましたが、とても痛かったらしく、直径4ｃｍほどの丸印が1週間近くはれていました。

1932
サーバリックス3回接種しましたが、とても痛くて、直径4ｃｍ近くの丸いはれが1週間近く引きませんで
した。

1933
これから何か体にしょうじょうが、あらわれるとしたら、どんな事が起こるのか、3回の所を2回でやめた
がそれは、大丈夫なのか。

1934
うちの子は現在、健康ですがこの後副作用が出ないかと不安になります。親の勝手で子宮頸がんワク
チンを打って本当によかったのかと思います。当時はワクチンが出てしばらく様子を見、副作用の情
報などを得ながら打つという判断をしましたが、その判断がよかったのかわかりません。

1935
こんな危険なものを国が推奨しないでほしい！！うちの娘は運良く、副作用はでていないようだが、
画面で、苦しめられている娘たちをみると生きた心地がしなかった。

1936 接種後から、患部が腫れかゆみと痛みを伴った。
1937 安心できるワクチンが出来てからきちんとしてほしい。このままでは子どもに打たせれない。

1938
国が勧奨する予防接種を、子どもの為にと思い、まじめに受けさせてきましたが、副作用の事を考え
ると、接種させた事を一生後悔します。子供は、身体的には動く事ができますが、その他の面で人生
において負の面を一生おうていくのでしょうか。

1939
ガーダシル3回接種しましたが、何の副反用も現れませんでした。姉（当事小学5年頃）が、インフルエ
ンザの時にタミフル接種した時、夜中に突然起き上がり、何か大きな声で叫んで、また何もなかったよ
うに寝むり込んだ事がありました。

1940
注射がとても痛いと聞いていましたが、「先生が、痛くない様にうってあげるから・・」と　、本当に痛くな
かったと言っていました。同時期に2才上の姉も実費で接種していますが、同様です。

1941 副作用は接種して何年後まで影響されるのか不安です。お知らせしていただけたら幸いです。

1942

学校からワクチンについてのお知らせの用紙をもらってくると接種しなければいけないと思い　子宮頸
がんのワクチンも接種させたが、それだけはやめておいた方が、本人にとっても良かったのかもと思う
日があり、身体のことを思うと接種させたことが良かったととても複雑です。本人にはワクチンのことは
ふれず、毎日普通の生活をさせています。自分は頭が悪いと悩んでいますが。

1943 平成15年頃に名古屋市へ転入している。

1944
必ず、この解答を今後の材料にして下さい。公表内容を個々に送って下さい！（解答した人のみでも
結構です）よろしくお願いします。

1945

入試に対しての緊張の為か、中3ではとにかく体調が良くなかったです。その後高校生になりました
が、ぜんそく気味、自律神経失調症とも主治医に言われていて、病院に通っています。生理はとにか
くずっと不順です。これらが、この予防接種を受けた事が関係しているかは分からないため、娘にも伝
えた事はなく、生理不順の件で病院に通ったりはしていません。高校を卒業して大人になっても調子
が悪ければ、本人に婦人科系の病院に行くようすすめようと思います。4つ下に妹がいますが、妹に
は、子宮頸が.んの予防接種は、今の所受けさせる予定はありません。

1946

1回目、高熱が出て学校を休みました。2回目、微熱が出ました。接種した所は強い筋肉痛のような痛
みで泣いていました。（2～3日）3回目のとき、接種後すぐに顔色がまっ白になりその場で倒れました。
アナフィラキーショックのような症状で、横になり30分ほど安静にしていました。本人の意識はもうろうと
していました。症状はその時だけだったので、良かったですが、本人は一瞬で血が下がったような感
じだったと言っていました

1947 子宮けいガンワクチンを受けてから、生理が2～3ヶ月止まった。その後は普段通りに戻っている。

1948
子宮頸がん予防のワクチンで予防できると思うがこの様に（テレビで）副作用があると受った後も少し
不安になります。早くベストなワクチンができるといいと思います。



1949
名古屋市民の人は子宮頸がんワクチンを無料で受けられる、という知らせが届いたので接種しまし
た。3回も受けた記憶がありません。（実は受けているのかもしれないですが）

1950 質問2の症状については、持病のものです。
1951 思っていたより痛くはなかった。

1952
今、娘に何の症状（副作用）がないから良かったですが、TVなどを見て心配になってしまいました。も
し自分の娘だったらと・・・副作用が出てしまった方達のケアをもっとしてあげてほしいです。

1953
ワクチンの副作用で、いろんな症状が出てしまっているお子さん達がいてもし娘に出ていたらと思うと
複雑な気持ちです。症状が出てしまっているお子さん達のケアをもっとしてあげてほしいです。

1954 とっても痛かった。もう接種はやりたくない
1955 リスクがあったのをもっと早く知りたかった。それを知っていたら受けていなかったと思う。
1956 子宮頸がんワクチンはものすごく痛くて、数日うでが使えませんでした。アンケートも手間でした。

1957
身体の症状については、いつごろからかは意識してないのでわかりません。この様な症状が出るかも
と、 初からわかっていれば気を付けていられると思いますが、目に見えての異常ではないので、
はっきりいってこのアンケートを見ておどろいています。（親）

1958 接種させるべきではなかったと思いました。
1959 まちがいを訂正するため一度封を開けてしまい、封筒が汚くなってしまいすみませんでした。

1960

子宮頸がんワクチンを接種したことにより、日常生活に困難が生じたお子さん達に深く同情しておりま
す。また、国側が、原因があきらかでないという理由で何ら手をさしのべていない現状に憤りを感じて
おります。私の娘に、異常は発生しておりません。が、娘さんの将来を突然うばわれたご家族の心情
を思うと、とても心がいたみます。1日も早く、よりよい対策をして頂ける事を願うばかりです。

1961
子宮頸がんワクチン接種後しばらくはうでが痛くてしびれるような感じがあったと話しておりましたが今
は大丈夫です。

1962
1度目に左腕に子宮頸がんのワクチンを接種したときに腕が2～3日あがらなくなるほど痛かったです。
2回目、3回目はそれほどでもなかったです。

1963

子宮頸がんワクチンが中3まで無料という情報だったので、高1だったので「あー無念・・・」と思ってい
た矢先に高1まで大丈夫という話を聞き、まわりのお母さんたちは、「これ幸い！」とけっこう急いで接
種したことを覚えています。3回も接種しなければ効果がないという事にちょっと”キツイかな・・・”と思
いましたが、早めに打たないと意味がない。無料。親として安心。過去、予防接種で問題はなかった。
で急いで病院へ行きました。副作用があるということを報道で知るのではなく、各病院で知りたかった
と強く思います。横につながっていく情報が遅すぎ！！

1964 子宮頸がんのワクチンをうって良かったのかよくわからない。
1965 途中で止めたため、このままで良いのか不安です。

1966

今、現在、てんかんの薬を処方されて飲んでいます。主治医の先生にも頸がんワクチンの副作用で
はないですか？と聞いた所（ちがいますね！）で終り、そのまま年1回の脳波検査と血液検査、2・3ヶ
月に1回の問診（親だけ）普段の様子を聞いて終了。納得いかないです。きちんと調べて下さる病院
名をお教えて下さい。

1967

親としては、接種しなくてもという思いでしたが、娘の意志で接種しました。友達が接種してるからと思
いますが、娘は、月経小5の秋からでした。毎月きちんと定まって、月経があり、中学3年後半に接種
致しました。不安定な時よりもという思いもありました。接種したその日は身体が一時的にだるさがあ
り、目もうつろでした。次の日はいつも通りと・・・ホッとしました。成長時期も関係があるのだろうかと感
じました。副作用の事でテレビとかの放送を見て、びっくりしましたが、又、接種して、本人も何もなく
良かったと言っています。

1968
2回受けたが、これから副作用が出る事はないのか？2回受けただけで、どれ位いの効力があるの
か？

1969

子供が接種したあと同級生のお母さんから「副作用があるから打たない」と聞かされ不安でショックで
した。集中力がなく連休（4日あったとして）1日中家で座ったまま終わっても1つの課題しか手をつけ
なかったり、眠いのにボーッとして毎日のように1時すぎ、時には4時頃まで（朝の）起きて、体内時間
が狂っていることや、視力が落ちたこと（0.1？）検索していてワクチンを接種した方がガンになりやす
いとか、日本人の型に合わないワクチンだとか、14才で打ったら早すぎたんじゃないか？と思うこと、
いろいろ心配しています。接種した子供を重点に調べて頂きたいと思います。

1970 3回目に打った時に、外出をしてしまったら、発熱してしまった。（特にかぜはひいてなかったのに）

1971

（保護者より）質問4の⑥風しんについては、母子手帳に記載がないので、確かではないのですが、
中学校の時に、接種の案内をいただいたような記憶があって、記入させていただきました。もし、当時
対象者ではなく、案内のプリントをいただいてなければ接種していません。よろしくどうぞお願いしま
す。返送が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

1972
子宮頸がんの予防接種のとき、とても痛がっていたのを覚えています。今までうけた予防接種とはけ
た違いでした。

1973 本人は、打った方の腕があがらないと言ってた。（1回め）



1974
ひどい副作用のニュースを聞き、恐くなった。何事もなくてよかったと、申し訳ないけれどホッとした。
姉は受けさせなかった。

1975
いろんな情報が耳に入って、すごくこわかった！！もう少し説明があっても良いと思いました。注射す
ごく痛かったです。

1976
どんな予防接種でも多かれ少なかれ副作用はつきもので、ほんの少数の原因不明？の症状のため
に今回の調査等、余分に税金を使うのはやめてほしい。

1977

H6.3月生まれの姉は実費で3回子宮頸がんワクチンを接種しました。副作用については当時あまり
（ほとんど）発表されていなかったように思います。強く推奨されていたのでわざわざ実費で接種した
ことを覚えています。後にたくさんの副作用の症例が紹介されたのでびっくりした記憶があります。姉
と同様に妹も接種をしましたが、無料だったので助かったと思っていました。ひとつしかない大切な命
なので、予防接種は安全性がしっかりと確認されてから実施すべきだと思いました。

1978 しきゅうけいがんの注射やった後、半分から上にうでがあがらなくてすごくいたかったです。
1979 遅くなり申し訳ございません。よろしくお願い致します。
1980 非常にはれて、痛かったので心配になった。
1981 3回打ちましたが、受けるのを忘れていて、1回目と2回目の間が半年ほどあいていました。

1982
痛みがひどく3回目を接種した後は体がぐったりしたので●に確認したら1週間は様子をみるように言
われた。翌日は正常だった。

1983 注射がメッチャ痛かったと言ってました
1984 接種後、指先が痛くなった。数日間痛みが続いた。

1985
今、初めて2種類のワクチンがある事をしりました。正直、何も疑う事なく受けさせたので、副作用の事
を聞いて驚いています。子供の事なのでもう少し慎重に接種していいか判断して欲しいです。

1986
サーバリックス1回目接種後、めちゃくちゃうでが痛くなり部活に支障がでた。数日痛んだ。2、3回目も
痛みがあったが1回目ほどではない。

1987
子宮頸がんワクチンが曖昧な対応で終わったので、受ける必要はなかったのではと後悔しています。
この子だけ接種し、上の子と下の子は接種するのが怖いので止めました。

1988
副反応が解決したら、再接種を希望します。1回目接種から期間があいてから、2回目接種の予約を
しようと思いましたが、病院から拒否されました。

1989 とにかく頭痛がひどい
1990 今のところ別に異常はありません。
1991 生理不順（無排卵）で本当にとても悩んでいます。因果関係はありますか？
1992 サーバリックスの接種後数日は筋肉痛のような痛みがあったようです。

1993
アンケートの症状の例があまりにも日常的な症状で、予防接種を受けてからの症状かなどわかりずら
い。例えば　皮膚が荒れるやからだが痛むなど、もともとあった気もするし、そうでない気もするし、た
だ日常生活に支障はない程度なので、なしの回答にしました

1994

接種してから3年経ちますが。テレビやニュースでこのワクチンの話になると大丈夫なのか気になって
しまいます。今回のアンケートをもとに、もっともっと調査の結果やワクチン接種に対して、国や厚生労
働省がきちんとした結果をもとにして、ワクチン接種を進めてほしい（母解答）（今まで予防接種で、日
本脳炎と水ぼうそうのワクチンで副反応が出たことがあります。子供3人の内2人に）

1995

子宮頸がんワクチンを接種後、午後から接種した腕が重くなり、腕が上がらなくなりました。2回目は1
回目ほどではありませんでしたが、少し同じ症状はありました。その後はいろいろな情報を知り、こわく
なり、3回目は接種をやめました。今もワクチン接種をしたことでつらい症状に苦しんでいる方のため、
どうかアンケートの結果を出して役に立てて下さい。

1996
子宮頸がんの後遺症への補助金を愛知県でも何都市かが配布していましたが、どうして、名古屋市
は補助金をださないのですか？

1997 子宮頸がんワクチン接種翌日は熱が出て学校を休んだことがありました

1998
子宮頸がんワクチン1回目を接種後、接種した所が大きく腫れて痛みがあり、数ヶ月間痛みとしこりの
ような物ができていた。痛みのひどい時は少し膨れただけでも痛く、激痛がありました。

1999

予防接種は体調の良い時に接種しました。又、接種後は自宅でゆっくりできるよう予定に気をつかい
ました。子宮頸がんワクチンについては、接種した医院も注意深い対応をしていたと感じました。①来
院30分前にTELで連絡する→ワクチンは冷凍保存されている為、常温に戻していたようです。急に冷
たいワクチンが体内に入る事により、びっくりしたり、ショックが出るのをふせぐ為。②接種後も30分は
院内で様子を見る。現代は親子ともども忙しく予防接種をきちんとうけるのはスケジュール調整と体調
管理がむずかしいと感じます。患者の皆様は不安な事でしょう。IPSで患者の皮膚から症状を再現し
原因をつきとめる事は出来ないのでしょうか？

2000
今回の調査に協力したい思いますが、中2頃より不登校、学校や家庭内での反抗、リストカット等ここ1
～2年は家族に姿も見せずに引きこもっており、身体の状況が把握できません。ワクチンとの因果関
係があるのか不明ですが、今、保護者のわかる範囲での解答しかできない事を恐縮する次第です。



2001
3回接種しましたが、娘の友達から思ったより注射が痛い等の情報を聞いていたので、娘も不安が大
きかったらしく、1回目の接種の時は、接種後、気分不良、血圧低下がありクリニックで休ませて頂きま
した。2回目接種するかどうかその時悩みました。

2002
報道をみて心配でしたが、接種した後、1週間程、腕が痛かったり、だるい程度で治ったので　3回とも
受けました。

2003
なぜ実家にこのアンケートが届かなかったのでしょうか。ハガキが届いて初めてこのアンケートの存在
を知りました。もっとしっかりと行ったほうがいいのでは？

2004
子宮頸がんワクチンを2回接種した時に、副作用の報道が出ました。接種を受けた小児科の先生に、
3回接種しないと意味がない。副作用はよっぽど大丈夫だと言われ3回目を接種しました。副作用は
今のところ出てないですが、今後副作用が出る事があるのか知りたいです。

2005 他のワクチンより　注射のあと（腕）を痛がっていた。

2006
本当に苦しんだので（今も苦しんでいる）きちんと原因をつきとめて、よくないのは確かなので何かしら
のきちんとした発表をしてほしい。

2007
子宮頸がんワクチン接種について接種後、部位がかなり痛くて不機嫌でした。一週間ほど続いたの
で打つのがいやだったようです。

2008
質問項目2のところに記載しました。現在、このアンケート対象の子供以外に、小学3年生の娘がいま
す。ワクチン接種の安全性が確立されるまでは接種できませんが、正しい情報の広報をよろしくお願
いいたします

2009
海外の接種者と同様全く、副作用を思わせる症状は認めませんでした。不幸にして何らかの症状、
後遺障害の生じられた方々の一刻も早い回復をお祈り申し上げると共に、ワクチンがより安全かつ着
実に実施され、海外と同じ疾病予防対策が確保される様、希望します。

2010

今回の名古屋市のアンケート、とても感謝しています。2回目の接種後すぐ白目をむいて失神しまし
た。幸い前方に倒れ医師が受けとめてくれたので、頭を打たずにすみました。2～3分後意識が戻り、
1時間程病院のベッドで休みました。今まで数多くの予防接種をしましたが、こんな事は始めてでし
た。癌での死亡率の方が副作用より高いと、3回目の接種を医師に勧められましたが、副作用の事が
報道された時期で、怖くて打たせられませんでした。国には早く原因を特定し、指針をはっきり示して
ほしいです。がん予防か副作用かの選択を何の知識もない親がしなければならないのは酷です。う
ちには下に中1の双子の女の子もいます。宙ぶらりんのまま、接種せずにいます。

2011 これから、どのように対応していけばよいか不安ですわかりやすい情報提供をお待ちしております。

2012 子宮頸癌ワクチンを受けた後の症状なのかどうかははっきりしない為、答えられません。

2013
名古屋市は無料だし、当たり前のように接種をしました。3回接種後、娘に副反応が出なくて、本当に
よかったと思います。時期が遅ければ連れて行ってないと思う。

2014
接種を迷っていた頃、担任から「未接種は良くない、早く受けなさい。」と言われたと子供から聞き、接
種しましたが、今となっては悔やまれます。このまま月経不順が続き、妊娠が難しくなったとしたら、治
療法はあるのでしょうか。どう救済措置をとるのでしょうか。

2015
3回とも接種を受けました。今は何も無くても、今後、何か起こる可能性はありますか？（特に妊娠、出
産時に）妊娠　出産に影響はないですか？

2016
今、思えば接種しなければよかったと思っています。副作用の事はわからないが予防できると病院か
ら進められたので接種してしまった

2017

3回接種した直後に、軽い手のしびれ、ふるえが半日程あった。すぐおさまったので受診はしなかっ
た。いろいろな不調があった事が、ワクチン接種と何らかの因果関係があったのかもしれないと考え
て、不安で恐ろしい気持ちになった。現在日常生活に無理はないが、少なからず影響があったと考え
られ、安易に接種してしまった事を後悔し、申し訳なく思う。

2018 子宮頸がんワクチン接種後は、他の予防接種よりも接種部位が腫れ、かなり痛みもあった様です。

2019

2回目接種後に勧奨が中止になり、3回と決められていた回数を打っていません。途中でやめてし
まったことで、なにか悪影響が出ないか心配です。また、もし再開された時は、どのように接種をしたら
いいのか　わからず不安です。2回でも効果はあるのでしょうか？今後は3回目として接種できるので
しょうか？途中接種だった人にも今後どのようにしたらいいのかをお知らせいただきたいです。よろし
くお願いします。

2020 子宮頸がんワクチンを初めてうった時、痛みで腕が1週間ほど上がりませんでした。

2021
子宮けいがんのワクチン接種後、3カ月して甲状腺の病気になった。家族にはだれも甲状腺の病気
の人がいない。大学病院で、私と同じような人がいると聞いた。子宮けいがんワクチン接種と甲状腺の
病気の関係を調べてほしい。

2022
ワクチンはしっかり臨床をおこなった上で実用にふみきるべきだと思う。補助金まで出して、積極的に
推奨したあげく、逆に不安を与えては、何も情報を得るすべのない市民には、何を信じていいか疑心
暗鬼になってしまう。



2023

注射は思った以上に「すごく痛くて嫌だ！」と言っていた。正直、痛みに強い（我慢する性格）娘から
の訴えに、毎回異状がないか娘のことをそれまでの予防注射の時よりも数倍気にして見守り続けてい
ました。幸い娘は普段通りの生活を送れていますが、今の情報を知ることができていれば、接種しま
せんでした。この時期は、ネットで調べても、保健所2か所に電話で問い合わせても、悪い情報は何
ひとつありませんでした。

2024

今回とても不安です。大きな症状はまだ出ておりませんが、めまいやおりもの、手足がつめたい、突
然視野が暗くなったりした経験があるなど、今後このような症状が進んでいくときまります。しっかりと調
査をして欲しい。そして必ず結果を正しく、うそがないよう全国民に報告をして下さい。私達で実験さ
せている様でとても不愉快です。

2025
私は特に何の症状も起きませんでしたが、2回、3回と回数を重ねるごとに注射を打った場所が3、4日
痛みました。腫れは接種1回目の時だけ起こったと思います。

2026

周りの子供さんが1回目受けた時に失神した子がいたので、受けるのかどうかは少し不安でしたが、1
回目は何事もなく、2回目は次の日に熱が出て、目眩があったりで、病院に通院したりしました。いろ
んな報道をみていると、子供も私も副作用で足が痛くなったのかも・・・と不安に思っている所もありま
す。国が推奨していただけに、今後のこともあるので、もっと安全性を明確にしてほしい。

2027
子宮頸がんワクチンの1回目が風疹などの予防接種に比べ、かなり痛みがあった。（泣きたくなるほど
だったと。）第2・3回目は1回目より痛みはなく自制内。

2028
娘は特に異常はなかったが、大変な状態になっている方がいるので国として安全な決定事項を案内
してほしい。

2029 子宮頸がんワクチンの注射が痛すぎた。

2030
ワクチン接種にはなかなかふみきれない。定期的に3回接種のうち、1回しか受けていないのであと何
回必要なのか、時間があいても効果があるかどうかとかわからないことも多い。検診+ワクチン接種の
必要性はわかっていても、副作用の怖さはある。

2031
子宮頸がんワクチンと関係があるかわかりませんが、接種後、胸にしこりができて、婦人科で診察を受
け、線維腺腫と診断されました。特に治療はしていません。（高3の時の話です）

2032

接種前に娘とかなり悩み話し合いました。信頼できる小児科医や婦人科医に相談したところ接種をす
すめられたので・・・・・しかし今は娘に接種させたことを後悔しています。接種後に娘におこった異常
がこのワクチンが原因であれば親として、とりかえしのつかない事をしてしまったと思い毎日不安で仕
方がない。医師に相談したところ、メンタル的な問題だと言われて、現在メンタルクリニックに半信半疑
で通院しているが、全く症状は変わらない。今後他の症状も出るのでは？との心配もしている。調査
結果だけでなく一日も早くこのワクチンについてはっきりと解明してほしい。

2033

周囲には、副反応で苦しんでおられる方は居ませんが、報道により、大変な状況になられている方が
多くおられ、予防接種との因果関係を早急に解明、対処していかねばいけません。また今後も、この
ようなことを繰り返すことのないよう、厚労省、健康、保健医療に関係する各所では、慎重にすすめて
いただきたい。農薬（残留）、添加物、薬剤、様々なことが心配で、「安心、安全な日本」などという言
葉は、幻想でしかないように感じています。

2034 子宮頸がんワクチンをうった後、2、3日接種した腕が痛かった。
2035 アンケートが分かりにくいです。
2036 痛くて腕が上がりませんでした。

2037
同じ年頃の子供を持つ親からすると、この件はとても心配しました。うちの子は何もなかったから良
かったと素直には思えません。どうか親子で大変な思いをされている方たちに、何かいい方法で支援
をしていただきたいです。

2038
子宮頸がんのワクチンを接種したのが5年程前になるので、同時期かわかりませんが、中学生の頃
倦怠感や朝が起きられない、頭痛、腹痛など症状があり通院したことがあります。その時は成長期に
伴う自律神経からくるものだとの診断でした。

2039 子宮頸がんワクチン接種時、海外（ドイツ、フランクフルト）在住だった為　現地で接種しています。
2040 3回目接種時に失神、痙攣が生じた。

2041
”副作用が全く出ない”または”副作用に気づいていない人”はいるのか少し心配になりました。
ニュースでは副作用の話が多いので・・・・。

2042 H6.9.21生で　名古屋市から無料の助成を受け3回接種しました。

2043
1回目の接種後も、友人の同級生が大変なことになったと聞き、迷ったが、期限から延長期間もあり、
あせって接種した。少しでも数が挙がればもっと早く報道してほしいと思った。男性の方にも注意をし
てほしい。

2044 ワクチン接種後、上腕（接種側の）がパンパンに腫れて、痛かったです。
2045 子宮頸がんワクチンを接種した後（特に2回目、3回目）に39℃前後の発熱をしたことがあります。

2046
子宮頸がんのワクチン接種後にTVなどで副作用の報道が連日ありましたが　うちの娘は副作用は出
ませんでした。

2047 背中、胸などの肌が荒れました。
2048 すごく痛くて何日もはれた。



2049
ワクチンを受けた部分にしこりを感じました。今はありませんが、当時は触れると少しだけ痛かったで
す。

2050

2種類あるのもしらなっかたし、説明もない。国からすすめたのだから、もっと、慎重にすすめてほし
かった。大勢の人が後遺症になっているのを聞いた時、親として何かあったら、どうしようと、不安に
なった。予防接種に対して本当に必要かどうか疑問に思ってしまい、国が進めたものに信用がなく
なった。

2051
生理痛が寝こむほどひどく出血も多いみたいですが、それも子宮頸がんワクチンの影響によるもの
か、しらべてもらえますか？

2052 痛かった。
2053 私は特に何も症状や痛みなく受けれました。
2054 筋肉痛になったが、2、3日したら治った。

2055
母・娘とも家を離れている為母子手帳がありませんが3回目だけ覚えています。公的な必要なワクチン
は期間を必要なだけあけてすべて受けています。

2056 体調不良のため、2回目でやめました。

2057
現在中１になる妹（次女）がいます。長女には、副作用がでませんでしたが、かなり注射は痛がってい
ました。副作用との因果関係がはっきりするまでは、次女への接種は、ためらわれます。対象者の無
料接種期間を延長することは、できないでしょうか。

2058

副作用の報道がある前に接種が終わっていたため、多少不安がありました。日々の様子をみている
範囲では、特に問題はありませんでした。又、上の子は3才違いですが、同じ時期に自費で子宮頸癌
のワクチンを接種させましたが、副作用の症状はありませんでした。回答が遅くなり、申し訳ありません
でした。

2059
2年前頃から、体調不良が続き、良く学校を休むようになった、朝起きる事ができず、夕方まで寝てい
る事もある。ワクチンが関係あるのか考えてしまう。何かわかれば教えて欲しいです

2060
体調が悪くなった事がワクチンの影響なのかと考えてしまいます。日常生活で大変困る事が多いのが
事実です。

2061

母親の私は小児科の看護師をしています。サーバリックス・ガーダシルどちらもですが、接種時の痛
みはかなりつらいようで中学生であっても悲鳴を上げるお子さんがほとんどでした。泣き出す子もあり
ました。こんなに痛みが強いワクチンは見たことがなかったので、逆に大丈夫なのかという思いもあり
ました。

2062 ソフトボール部だったが接種した腕がはれ、痛みがあり、休んだor見学した。
2063 子宮頸がんは、●クリニックで3回間違いなく接種済みです。今現在、変化はなく、異常なしです。
2064 遅くなりまして申し訳ありません。よろしくお願いします。

2065
この予防接種（サーバリックス）のあとは、まわりのみんながびっくりするぐらい接種部位が広範囲で腫
れ、本人も腫れている間、だいぶ痛がっていた

2066
母子手帳が現在出せれない所にある為、ワクチン接種の時期がわからず、申し訳ありません。大変提
出が遅くなり、申し訳ありません。

2067 痛すぎて2日ぐらい腕があがらなかった。
2068 かなり痛くてはれた記憶があります。

2069

郵送する気持ちが薄く、記入も適当にしていましたが、名古屋市が独自に調査されることを知り、その
取り組みに敬意をはらうべく、遅れましたが提出させていただきます。正直言って国のやることは信用
できない部分が多く、これは厚生省関連においても昔から度々感じて来ました。これからは各自治体
の負担が大きくなると思われますが、ぜひ安心して住める街、名古屋としての手腕を発揮してくださ
い。期待しています。

2070 我が子は現在までいたって健康そのもので　まったく異常なしです。
2071 接種後、痛みが続いてました。（うで）他の予防接種より、痛みが強かったと言ってました。

2072
接種した後、今まで経験したこともない程の激しい頭痛に襲われた。必ず打たなければならないと思
い、とても怖かったが3回とも接種した。

2073 次回接種が必要な時期が来るまでに、副作用についてはっきりさせてほしい。
2074 ワクチンをうったあと、他のワクチン（インフルエンザなど）よりとても痛かった覚えがあります。

2075

子宮頸がんワクチン1回目を接種して、数日後（はっきりと覚えていない）に、体がだるいと言ったこと
が１度あります。その時に足のひざが、ガクガクする感じがすると言っていました。我が家では、体調
が悪いと赤ちゃんのときから整体へ行っていて、その日も整体へ行き、その後は症状もなくなりまし
た。ワクチンとは、関係あるのか、ないのかは、わかりませんが、接種した日も近かったので、ずっと気
になっていました。今はとくに何も体調が悪いことはないのですが、こういうことがあったということだけ
報告しておきます。（病院もとくに行っていません）

2076
今ごろ？という印象です。まさか、このような事になると思っていないので、慎重に様子を見て来たわ
けではありません。見過ごしていることもあるかもしれないのに、今さらアンケートと言われても困ります
ね。



2077

子宮頸がんワクチン接種直後は、異常な症状は出ていないと思って生活していました。年が経過した
らテレビで、接種後の症状が出たとのことを見て、後から、もしかして、うちの子もそうだったのかな？と
思うようになった。小～中学～高校への生活環境の変化で体がついていってないと思っていたので
すが、今回のアンケートで、接種したから？と少し思いはじめてます。

2078
子宮がんにかからない為の予防として受けましたが、副作用はかなりショッキングではありました。確
かに有効とわかるのも、随分、先のことだろうと思うので「やってよかった」と笑える日がくるものであっ
てほしいです。

2079 子宮頸がんワクチンの副作用で、いろいろと報道され話題となってからは、いつも心配です。

2080
何の効果もない薬を時間をさいて、受けに行ったことが後悔ばかりです。学校や医者から強く言われ
しぶしぶやったのが、大変な目にあってる人がいるなんて、国の医療事業のことは一切聞くのをやめ
ることにします。無料ほど怖いことはないですね。

2081
筋肉注射でとても痛いようです。何か改善策があればと思います。重症症状が出てしまった方々への
早急な対応を望みます。娘が接種して、2、3日してから報道を観ました。血の気が引く思いです。他
人事とは思えません。

2082
注射が倒れそうになるほど痛かった。気分が悪くなるほど痛い。腕がパンパンにはれ、1週間ぐらい上
がらなかった。

2083
①～⑦（P6）の予防接種は、ほぼ全部受けていると思いますが、母子手帳が行方不明のため接種時
期がわかりません。申し訳ありません。

2084
3回目の子宮頸がん注射を受けた翌日に発熱（38.5℃位）しました。受診した所おそらく注射の副作
用でしょうと言われました。熱はすぐに下がり今も元気です。子宮頸がんワクチンを受けてよかったと
思っています。

2085
現在も通院、心理療法を継続中、いったいどこに相談をするのがよいか？入院中、現在もこのワクチ
ンの影響という検査などはあるのか？

2086 病院の診断⇒結節性紅班、再発するH24～今までに3回

2087
名古屋は無料接種なので助かりました。娘がもう一人いるので、副作用も気になりますが、無料なら
接種したい

2088
注射で3日間うでが上がらず、部活を休んだ。4日後は通常に生活できました。全ての子供達が副作
用で苦しまない事を願います。

2089 学校のみんなが痛い痛いと言ってたからこわかったけど、逆におどされていた分、痛くなかった。
2090 子宮頸がんワクチン接種後　うでがだるかった。うでがだるかった。2～3日間。

2091

子宮頸がんの予防接種（何回目かは覚えてませんが）を受けた翌日ぐらいに気分がわるくなり、吐き
気と腹痛で立てなくなるほどになった事がありました。その時は風邪だろうかと思って病院にも行きま
せんでしたが、今となってはあの時の予防接種が影響してたのではないかと心配です。そのあとも生
理不順で1～2年婦人科に通ったり（生理が何ヶ月も止まらなくなり）して、年頃の子には良くあると生
理を正常にする様に薬を処方してもらったりした時期がありました。今は月に1回くらいのペースでくる
ようになりましたが生理痛はかなりひどく生理前には口が血の味がするくらい気分悪くなると言ってま
す。

2092
子宮頸がんワクチンの2回目の接種の後、副反応の報道をみて3回目の接種を見合わせています。
その後、接種が再開されるようになった場合、3回目の接種のみでいいのかわからないので指針を示
していただきたく思います。

2093
ワクチンの説明をもっと丹念に見るべきだったと思っています。子宮頸がんワクチンを途中でやめた
事はよかったと思っています。

2094
19才秋頃から　体調がすぐれず（疲れやすい）、20才の4月に甲状腺亢進。バセドー病と診断されまし
た。現在も●を服用中です。

2095

1応3回は受けさせましたが、2回目を受けさせた後で1ヶ月位痛みが続いたらしく、3回目を受けようと
しないので、無料で接種できる時期を1ヶ月過ぎてから無理やり連れていって3回目を有料で受けさ
せたので、もし子供に何か障害が出てたら今頃ものすごく後悔していたと思う。ひとつまちがっていた
らウチの子供だったかもしれないと思うとぞっとする。

2096
接種後、上記のような様々な症状が出て、現在も続いている症状もある。医療費もかかっているの
で、国や自治体で負担するべきだと思う。リスクのあるようなワクチンの接種をなぜ勧めたのか？国や
自治体に責任がある。

2097
子宮頸がんワクチンの件ですが、母子手帳を見てもどこにも記載がありません。間にあわないので　こ
のまま提出させて頂きます。遅くなりすみません。

2098
ワクチンを接種してから時間がたっているので本人もよくわからない所があった。本人しかわからい症
状などがあるので、保護者だけでは書けないと思った。テストなどでなかなか時間が取れなかった。
遅くなって申し訳ありませんでした。

2099 子宮頚がんワクチンを接種したら、体が徐々にだるくなり、痛みも生じてきました。



2100
現在、娘には重い副反応はでておりませんが、将来何があるか不安です。子の件を取り扱った番組
も娘は恐ろしくなるのでみることはできません。国を信じて娘のためと思い痛い思いをして接種した結
果がこういった事態になったこたは非常に残念です。今後も何を信じていいかわからなくなりました。

2101
接種してから1週間から10日ぐらいだったと思いますが、注射をした所がひどく痛いと言っていて数日
は、親としては「はれているのか」と思った感じがあります。

2102
”インフルエンザの予防接種”2～3度受けたこたがありますが、隣人、妹はお風邪の症状になり、帰っ
て体調が悪くなるので、ここ数年接種していません。（全て●クリニックにて不備がありましたならお問
い合わせ下さい）

2103 副反応はありませんでしたが、本人があまりに痛がるので1回でやめました。

2104
子宮頚がんワクチンを受ける前に副作用がおこる時もある事をもっと説明すべきだったと思う。政府は
子宮頚がんの防止をという考えだったけど、親は危険なワクチン接種は望んでいない。

2105
本当に必要な接種なにかどうかと思いつつ、娘に接種させてしまいました。大変問題になっているこ
とを後日知り、娘に大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。下にもう1人娘がおりますが、接種を見合
わせるつもりでおります。散り返しのつかない作用がある以上、接種勧奨すべきではないと考えます。

2106

ちょうどそのころ学校にいけなくなり車で送り迎えをしました。ひどい時は学校にいけなかった。高3年
の9月で学校をやめてしまい途中から通信の自宅学習＋学校登校でかろうじて高校卒業した。ワクチ
ンが原因とは思いませんが、学校でいやな出来事が大きかったのだと思う。心の病院にも通ったが回
復せず学校に居づらくなった。

2107
子宮頚がんワクチンと関係あるでしょうか？今でも生理痛がひどいです。接種後は、1週間ほど、気持
ち悪さ、ダルさがありました。

2108
大学3年生（成人した子）の記録を記入するのはかなり難しかったです。（母子手帳に予防接種の記
録はあっても、病院によって和歴になっていたり、西暦になっていたりするので、接種年月日が、不明
なものが多々ありました。）

2109
子宮頚がんワクチン接種後、何週間か、頭痛や腕のダルさが続いた。その後、今現在は、普通に元
気です。

2110 3回目接種後（子宮頚がん）熱がでました。
2111 友人が2人、接種後、体調を崩してしまった。

2112
もし万が一の事があったら、今からずっと親に迷惑かけることになるので心配になった。安全性が高ま
れば（リスクに対する補償も含めて）接種したいと思います。

2113
とても残念です。1日も速く原因を解明していただきたいです。私の母も子宮頸がんで病院へ検査へ
行っています。遅くなり本当に申し訳有りませんでした。

2114

解答が遅くなり、申し訳ありません。子宮頚がんワクチンが開始された比較的初期の頃に接種し、副
作用の危険性に関する情報は知る限りでは全くなかったどころか、推奨されていました。そのため、何
の疑問も持たず、将来的に病気のリスクを下げるこたができるなら、という思いで娘に接種をすすめま
した。のちになって副作用のことが報道され、人ごとだはないという思いです。安易にワクチン接種す
ることは危険だという認識を今は持つようになり、今後はワクチンというものを避けたいと思います。

2115
当時はあまり情報がなく、娘のためと受けましたが、もし、今だったら怖くて受けないと思います。考え
てみれば私も受けていませんが、発病していないからです。

2116
兄姉が、アレルギーがあり、ほとんどのワクチンをうけず、乳幼児期をすごしてきため、元気に育てて
からワクチンは自費（泣）で接種した。

2117
返答が大変遅くなり、申し訳ありません。子宮頚がん予防接種との因果関係なのかはわかりません
が、時期的に、接種を受けた頃から高校への登校が困難になりました。身体的な症状と、精神的な症
状が現れたためです。調査の結果を待ちたいと思います。

2118

健康状態への配慮の為にワクチン接種を一時止めているというのは正しい判断かと思います。です
が将来的に自分の娘にも子宮頸がんの恐ろしさから少しでも守ってあげたいと思っております。医療
の発達は勿論、市の皆さんの協力も必要です。子宮頸がんワクチンをもっと気軽に接種できる未来に
期待をしています。

2119

子供の同じクラスの友人はサーバリックス接種後、神経系に異常が出て、名古屋、信州、仙台と病院
をたらい回しにされ、予防接種とは関係ないと認めてもらえず、学校生活にも影響が出ましたし、本人
も勉強や生活に意欲をなくし、母子関係も悪くなりひき込もりのような浪人生活を送っています。因果
関係はないと言われ続けたのにこのような大規模調査をいまさらされても、彼女の学生生活、これから
の人生を台なしにされたことは元にはもどりません。もっと、早期に実態を正確につかんでほしかった
です。そして体調だけでなく、生活そのもの又人生そのもの影響をうけた補償を今後検討していただ
きたいです。

2120 腕が腫れたが３回打ちました。

2121
十分な免疫をつけるために3回の接種が必要と書いてあり、名古屋市で進めていたので、3回目が部
活動の休みが無く、実費で支払ってまで、接種したのに、副作用の報道を見て・・・ワクチン代が必要
だったのか？回答をください。



2122

今回この接種で2種類の薬のうちで、サーバリックかガーダシルどちらで受けた方の人に体に悪い症
状がでたのかどちらが何％多いのか自分が受けた方の方はどうなのか心配です。（今でも受けたこと
が大丈夫だったのか心配しています。）（今回のアンケート結果で公表される時にどちらの方が体に
悪い症状がでたのかも教えてください。）

2123 今まで受けたワクチンの中で一番（腫れ感　だるさ）は有った（本人より）（サーバリックス）
2124 特に異常はなかったと思います。
2125 頭痛、だるさありました。アンケートが書きにくいのでもっと簡単にしてもらいたい。

2126

非常に強い行政からの絶対にワクチンを接種するようにという広報があったように記憶しています。そ
の後、名古屋でも、無料接種となり市長が接種を強く呼びかけていました。副反応の結果、後遺症を
患った女性を知り、驚きました。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞも効果がわからないままマスコミは接種を呼びかけていま
す。ワクチン接種というリスクがあるものを市長が呼びかけた結果、今はどう考えておられるのか知りた
いです。

2127

子宮頸がん任意予防接種については当初、新しいワクチンであるために慎重に対応して見合わせて
いましたが、副反応の報告もまだなかったので、それではと踏みきった矢先に各種事例から勧奨が中
止となり　とても複雑な心境になりました。‘無料‘のようなPR的政策、子どもの生涯を左右することにも
なるので、今後は十分に責任を持って取り組んで頂きたいです。回答が遅れて申し訳ありません。

2128

なにもわからないまま受けましたが、何も副作用や巷で言われる症状が起こらず良かったのですが、
ワクチンそのものには疑念が感じます。医療そのものの偏った見解や薬の意味を理解していない医
師が多すぎて人を守る医療が利権のために走りすぎ、元来の医療からかけ離れていて信用できませ
ん。長女には申し訳なかったが末女にはワクチンは打たせ薬も使いたくありません。後悔しています。

2129 接種時はまだ事例がなく、デメリットを考えていませんでした。副作用はありませんでした。

2130
受ける時はすでにいろいろな事例がでていたので心配でしたが、リスクとメリットを考え、医師と相談し
て接種しました。幸い副作用はありませんでした。

2131
予防接種を受けたのは4年前ですがその後、体の変化はありませんが大丈夫なのでしょうか？？TV
で接種をすすめる呼びかけ等があり、義務なのか？？と思う程でした。受けた人に対してその後はこ
のようなアンケートだけで終りにしてしまう国の対応に疑問を感じます。

2132 １回目がとても痛かったので、痛くない注射にしてもらえるとうれしいです。

2133
1回目に接種後、視野が暗くなった。少し休んでいたら、治ったが、2回目の接種の際の副反応がどう
でるのか、少し心配になった。2回目の接種後には、副反応は見られなかった。2回目の接種後副反
応が強くでていたら・・・と思うとこわいと思った。

2134
接種するのに名古屋市の補助が出るという事で接種を受けました。その後、安全面に問題があると言
われ、打ってしまった以上、不安はぬぐえません。不妊になると聞いた事もあり、この先心配です。

2135
予防接種、進められるまま接種してしましましたが大丈夫でしょうか。生理不順です。普通に妊娠でき
るのでしょうか。元気な赤ちゃんが産めるのでしょうか。安心できる情報をお願いします。不安、心配
です！！

2136
もともと、月経不順、月経量が少なめで不順が年齢があがって良くなってきた所で予防接種して、ま
たまた月経不順が悪くなった気がします。言われるまま打ってよかったのか・・・この後、心配です。予
防接種受けた女の子達が普通に妊娠、出産できているのか知りたいです。とても不安です。

2137 副作用がでた方が大変な状態である事を目にします。どうか完治するまで補償をしてあげて下さい。

2138

高額ワクチンなので、補助があるとわかった時は大変有難く思いました。市のおすすめでしたので、
何の疑いもなく、接種しました・・・。今、TV等で後遺症のある方々を見るたび、本当に恐ろしい・・・と
胸が痛いです。ひょっとしたら我が子もそうなっていたかも知れない。一生をだいなしにしてしまっ
た・・・国が！！何より日々、苦しむ我が子の姿を見ている親御さんはどんな気持ちでおられるのか。
自分を責めて、責めて悔やんでいるはずです。何故こんな不確かな予防接種を行政が推進していた
のでしょう？本当に疑問で、本当に恐ろしいです。後遺症の残っている方々に、手厚い補償を強く望
みます。

2139 副作用・・・痛みが強かった。

2140
母子手帳が見つからず、ワクチン日付がわかりませんが姉妹と同時期に受けたため、子宮頸がん、イ
ンフルエンザ等だけ日付記入しました。

2141 子宮頸がんのワクチンを接種後熱と腕の痛みがありました。熱は1日、腕は3日ほど続きました。
2142 子宮頸がんワクチン接種後、発熱（38℃程）
2143 接種後2～3日腕があがりませんでしたが特に副作用はでませんでした

2144

3回目を接種する前日に子宮頸がんワクチンの接種報道があり取りやめましたが、その後国（県）から
も何の連絡もなく、我が子は今のところ何の後遺症もないが、ある日突然、何らかの後遺症が出た場
合、責任の所在はどこにあるのか？3回受けて後遺症が出た人、2回で取りやめて、数年後に出た人
などさまざまな例があるのでしっかりと責任の出所を公表してほしい！！

2145
子宮頸がんワクチンを打っても副作用はなかった。押すと痛いという小さな痛みが続いたが、生活に
支障はなかった。



2146

子宮頸がんワクチン接種が無償化されたので、すぐに娘に接種させました。副作用については、全く
考えてもみませんでした。幸い、娘は、何も副作用が出ていませんが、同年代の娘さんに副作用が出
て、学校にも行けなくなったり、大変な事になってしまった様子をＴＶや新聞で見るたびに胸を痛めて
います。どうか、ワクチン接種で、副作用が出てしまった方達に、医療費等の助成をお願いします。

2147 特に副作用、反応などなく元気に過ごしています。

2148
サーバリックスを接種した後、毎回直径5～6㎝に赤く腫れた。普段インフルエンザ等でも腫れるので
あまり気にしなかったが、サーバリックスの場は1ヶ月程度腫れ、固くなった。後から思えば、副反応が
しっかりとでていたんだと思います。

2149 副作用かどうか？どこに問い合わせをしたらよいのでしょうか？

2150
特に後遺症はないのですが、調査をすることはとても重要だと思います。全国で初めてこの調査はと
ても評価します。

2151 四日市在中にすべての予防接種を受けているので種類が違うのかも知れません（DT→DPTでした）

2152
高校2～3年くらいより頭痛がひどく学校を休むことはありました。不登校だったので、言い訳なのかわ
かりません。

2153 痛み（副作用）が強かったです。

2154
接種後、今まで打ったものの中で一番痛いと騒いでいた記憶があります。2～3日腕があがらないと痛
がってました。

2155
回答が遅くなりすみません。届いて開封したものの、ワクチン接種の時期の記入が面倒で後回しにな
りました。「手元に母子手帳を用意すると記入が簡単」というような一言があればアンケートに答える人
も増えるのにと思いました。

2156 ワクチンをうけたが問題なしでした。

2157

1回目は、偶然土曜日に接種しましたが、接種部位の大きな腫れと体のだるさ、疲労でシャワーも浴
びることもできずに、寝込んでいました。翌日も丸一日同等でした。2回目の接種もすでに予約がとっ
てあり、副反応の件も伝え不安を伝えたのですが、接種しないことのリスクの方が高いと看護士に言
われて、接種しました。3回目からは予約はとらず放置しました。でも時期がきた頃に病院から電話が
あり看護士のすすめで結局接種しました。1回目からもすでに相当迷っていて、中学の先生に接種の
すすめのプリントを頂いて接種することにしてしまいました。普段からとても尊敬していた中学の先生
がすすめてくれたからです！！現在、将来の夢に向かって、彼氏もつくらないまま日々勉強に精進し
ております。接種は必要だったのか、今更だけどいろいろ考えさせられます。

2158 接種後、新聞テレビ等で副作用の症状を知りとても怖かったです。

2159

子宮頸がんワクチン後、2～3日体調がすぐれませんでした。友人の中には接種後失神した人もいて
接種することを迷いましたが唯一ワクチン接種で予防できるガンだと言われていたし母にも説得され
受けました。自分がなる可能性もあったかと思うと怖いです。副反応で苦しんでいる人をニュースで見
て良くなることを、きちんと治療が受けられることを願います。

2160 何も問題ありませんでした。

2161
子宮頸がんワクチンの副作用で苦しんでいる方の記事を目にするたび人ごととは思えず、行政に憤り
を感じます。健康は戻りませんが、 大限の補償をするべきだと思います。

2162
3回目接種後は、2、3日風邪のような症状があり、体がだるいと言っていました。ニュースで騒がれて
いた時期だったので、毎日、体の変化もチェックしていました。変化なしでした。（風邪をひいていた
のか、よくわかりませんが・・・）

2163
H23と記憶しています。公費で受けられる年に、指定回数分、受けました。一番 初の頃かと思うので
すが、記録がありません。少し腫れたように思いましたが、特に変わった症状はありませんでした。

2164

普段の予防接種でもいつも強めの反応が出ます。三種混合は大きく皮フがただれて　先生が保健所
に連絡するほどでした。それがあっての子宮ガン接種でした。やはり腕がおどろくほど腫れあがり、再
診しようか迷いました。数日過ぎるとおさまりました。その後、症例を聞いて、予防接種の怖さが認識
不足だったなとおもいました。

2165

生理痛が重すぎるため、起きていられない、または痛みで失神することがあった。市販の薬も過剰接
種気味であったので、その当時はいかなる市販の痛み止めはもはや効かなくなっていた。大学に
入ってから産婦人科を受診し、子宮後屈であることが発覚し、生理不順、生理時の出血量の異常も
含めて改善させるために低容量ピルを、今年の6月から服用。現在は上述した症状すべてが改善さ
れている。

2166

中3～高1にかけて、接種しました。すでにワクチンについて問題になっており、姉が接種した産婦人
科にいきましたが、接種を見合わせるようにいわれました。でも、ワクチンを調べて、ガーダシルに指
定して接種することにしました。子どものお友だちからワクチンを接種と、体がすごくいたいよといわれ
ましたが、何も副作用はありませんでした。



2167

子宮けいがんワクチン3回目接種後、腕に5㎝大のしこりができ、1ヶ月程、痛みが続きました。左腕
だったため、字を書いたりする事に支障はありませんでしたが、左側を下にしては寝ることができない
と言っていました。事前に接種をした病院より、しこりや痛みの副作用がでると言うパンフを頂いていま
したので、受診はしませんでしたが、症状はかなり酷かったため副作用の情報がなければ、受診して
いたと思います。友達の中には痛みで腕を上げる事もできない子もいて、とても不安になりました。

2168
中学生のうちに接種したいと思い、2回目は自費で接種しました。市の方からお金をはらってもらえる
といった制度を行うならば、打ちたい方が、打ちたい時期までに打てるようにしてほしかった。返金の
制度があったら・・・と思う。

2169
基本的に、予防接種は受けようと考えています。接種が取りやめになったり、再開したり・・・で我が子
はどれが未接種なのか、就職等で不利益にならないかなど不安です。親としてわかりません。



質問６　その他、ご意見等

③　①②以外（未記入等）の方のご意見等

1

平成27年6月末に米国●より祖父母の所へ、子の子として転入致しました。現在は入試の為（帰国生
枠での入試のため一般の高校卒業生より早い）●の女子寮にて１人暮らしをしています。住民票は祖
父母宅にあります。5才位で渡米。以上のため予防接種調査に答えれませんのでお許し下さい。祖
母記入

2
本当にこの調査だわかるものだすか？ついこの間も週刊誌にも子宮けいがんワクチンのことがのって
いなした。はっきりした回答がほしいです。

3
2回受けたところで、テレビの報道を見て中止しました。ガンも心配だし、副反応も怖いです。どうした
ら良いのか、迷っています。

4
接種後すぐに卒倒し、あごを縫う怪我をしてしまいました。子供の体を守る為に受けたはずが傷つけ
てしまいとてもショックです。

5 子宮頸がんワクチン受けさせたいのですがこわくてできません。
6 このワクチンは接種の必要がないと思います。
7 昔の事すぎて、質5の（2）は親・子共に覚えていません。

8
子宮頸ガンと日本脳炎の二期を打とうと思っていた矢先に副作用が騒がれ、接種をやめました。日本
脳炎はそれまでの分が済んでいるので、その後、打ってなければどうなるのか？詳しい事をわかるよ
うにしてほしいです。打つべきならば安心して打てるようにしてほしい。

9
娘は子宮頸がんワクチンを接種しなくて本当に良かったと思います。ですが接種されて大変な症状を
発症された方たちが今後どうなっていくかとても気がかりです。このような方たちにどのように対処して
いくのか明確な回答を国はしなければいけないのではないでしょうか。

10
子宮頸がんワクチン接種は反対です。これだけ副作用の反応が出て、苦しんでいる子供たちがいる
のに、中止しないのは、本当におかしいと思います。自分の子供には、接種させるつもりは、全くあり
ません。

11 副作用のあった方には、しっかりとした補償はしてほしい。
12 私は頸がんワクチンはインフルエンザワクチンよりも痛みはなかったです。

13
接種後、うでが3日ほどあがらなくて、熱が出た。2回目、3回目とだんだん症状は軽くなったが、おどろ
いた。

14
子宮頸がんになりました。（去年9月）接種は2回しか受けませんでした。副作用等の情報を耳にし途
中でやめましたが、しっかり受けとけばと後悔しています。

15
私（母親）が子宮頸がんになり全摘手術等受けている為、一刻も早い結論が欲しい。接種できる年齢
の頃問題となり接種出来ません。安心して受けさせる事が出来る事を望んでいます。

16
子宮頸がんのワクチンを打ったかどうかあいまいであるが、打った可能性の方が高い。テレビやネット
で後遺症がひどくでている方をみてとても不安になった。しっかりと原因をつきとめ、安全なワクチン
にしてほしいです。

17

副作用で苦しんでいる方がいらっしゃる事に本当に心が痛みます。我娘が(普通の生活）この様に
なったら自分をせめ、つらいと思います。このような事例があるワクチンを推奨してはならないと思いま
す。娘の場合はまだそれほど副作用のことが広く知られていなかったので、接種してしまいました。今
ならば絶対に、接種しません。ただただ副作用で苦しんでいらっしゃる方が、一日も早く好転され以
前の生活をとりもどされることをお祈りします。

18
娘は今20才ですが、身体障害者のため、月経はなく、意思のそつうがむずかしいので、質問に答える
ことができず、申しわけありません。

19
接種を受けて、色々な症状が出ている人達を、見たら、当然接種しようとは思いません。副反応で、
出たといっても何も対応してもらえない。治らないなんて腹立たしく思います。

20
2回接種して、特に何も変調がなかったのと、せっかく2回したので、もう1回で抗体ができるなら、又、
ガンを防げるなら、その方が良いと思い、3回全て接種しました。
報道で体が不自由になってしまった子等、怖いなとも思いました。

21

副反応に関して色々診ていただきたいとは思いますが、保健所へ連絡するよう裏面に記載があります
が、保健所は閉鎖的で不親切で相談したいとはいっさい思いません。また、医療機関へも子どもに恐
怖心があり、受診できません。公的に『一度受診してください』ということになれば、受診する人も増え
るのではないでしょうか。アンケートのみでは、正確な数値は出ませんよ。重い後遺症に苦しむ子ども
さんのことを聞くと他人事ではありません。

22
ワクチンを接種した後、すごくはれて痛かった。接種後2日目ではれも引きましたが、友人は全然はれ
ていなかったので心配になりました。その後は特に問題ありません。

23
副作用が一時的なものではなく、体力・知力に重大な影響をおよぼしているという現状を見るかぎり、
とてもおそろしくて接種させる気にはなりません。原因解明と、重い症状に苦しむ若い方々への手厚
い支援を期待します。



24

娘が接種しましたが、この予防接種は必要なのですか？学校からパンフレットを持ってきたり、院内で
チラシを見かけたり（MRワクチンや日本脳炎などは接種の必要ありだと思いますが）、○歳までが無
料だとか、ガンにならないだとか、良い事ばかりうたっている冊子などを見たら、「いいものができた」と
思い受けさせる保護者は多いはずです。大事に育ててきた娘だからこそ、受けさせたいと決めるんで
す。簡単な注意事項で済まされている副反応が出るかも知れませんという「まさかうちの子にはでない
でしょう」世間はそう思っていただろうし、こんな恐しいワクチンを知っていたら受けさせないです。

25
子供のためにと受けたのに子供に障害がのこるなんて少しおどろいてます。ホントに受けなくてよかっ
たです！！（たまたま子供が注射をいやがって）

26
身体はいたって健康です。ワクチンも（ほとんど）全て受けています。子宮頸ガンワクチンを2回受けた
ところでニュースになりましたが、3回目を受けても大丈夫でした。

27
身体はいたって健康です。ワクチンは子宮頸がん以外は全て接種しました。上の子はニュースになる
前だったので受けましたが、下の子は迷っています。

28
質問5(2)③の理由で、子宮頸がんワクチンは接種していません。一度も。もっと副反応が軽く、安全性
が高くなったら接種を考えるつもりです。

29
子宮頸がんワクチンを受けた後の副反応に対する対応がひどいと思う。早く副反応だということを認
めてほしい。

30 接種した後は必ず腕がはれて頭痛があった
31 子宮頸がんワクチン1回目接種後38℃以上の熱が出た。

32

ワクチン接種が無料となり、接種しようと思ったのですが、知人より、危険だと知らされ、ネット等で調べ
れれば調べるほど、こわくなって接種しませんでした。今は、ほんとうによかったと思っています。安全
性の確認（副作用等）をしっかりやって欲しいです。信用を裏切ってほしくはないです。これからの
様々な予防接種の接種率の低下が心配です。具合が悪くなった方々の保証をしっかりお願いしま
す。

33
特に1回目の接種後、接種部位の腫れが通常の予防接種より強くでました。ひじまで全体が腫れ、な
かなか治まらなかったと思います。2回目、3回目も1回目ほどではありませんがやはり腫れがひどかっ
たです。

34 子供とは関係ありませんが、４４才の時に私もワクチンを打ちました。大人も副反応はあるのでしょうか

35
今の所症状などありませんが、すぐに禁止（廃止）となる危険性のあるワクチンを子供に受たせた上、
上記のような詰問に答える人は余程のお人良しでしょうね。大変、不愉快です。しかもこんな事に税
金を使うのならこちらが手数料を頂きたい位です。

36

日本脳炎では、休止期間がありました。理由〈休止再かい〉はよく覚えていませんが？副作用の心配
等がありましたが、経過措置もあり再開後かなりたって接種しました。残すは、第2期のみとなりました。
（先のことで、忘れそうですが）接種済の方が少なく、流行しなければよいなと思います。今回の子宮
頸がんで、早く原因等がわかること、再開する時は経過措置をまたお願いします。再開されても、副
作用の心配等もありますので、様子を見て無料で接種の期間がなくなるまで、接種しないと思いま
す。定期（無料）予防接種は副作用のことを考えてしまい、無料期間ぎりぎりまで接種をするのを延ば
しているように思います。任意と 近の新種類　予防接種は、接種をしていません。やはり、副作用は
こわいです。遅くなりすいません。昔から続いているものは、安全と勝手に考えているところもありま
す。この機会にわかりにくくたくさん記入してごめんなさい。

37
子宮頸がんは性感染（多数の人との性交渉）と聞きました。ワクチンも必要ですが小中学校の保健の
学習に性感染の恐ろしさを話していくのも必要かなと思います。

38

上記アンケートにはお答えいたしません。が当ワクチンは接種していませんので、変わりなく生活して
います。このアンケートに「何故接種しなかったか？」と質問項目がないので、この欄で意見を述べた
いと思います。新しいワクチンで、副作用がどの程度の割合、どんな症状になるか国としての報告が
ハッキリしてないので、いくら無料であってもおそろしくて接種しませんでした。今では、その判断は正
しかったと思っています。ＴＶなどで報道されている、重とくな症状の女性たちの救済を速やかにして
あげてほしいと思います。

39 副反応の看者の方の力に少しでもなれたらと思います。よろしくお願い致します。

40
副作用なのか　あらためて心配になった。無料で受診費用を国がだすべき。そしてきちんと調べてか
らの調査票を調べるべきだと思う　こんなアンケート意味がない

41 1回目の接種の際、大変痛がった。翌日まで痛みが続いていた事を覚えています。

42
案内が来た年に１回だけ接種しましたが、子ども達の間で副反応がこわいという話が広がり2回「イヤ
ダ」と子どもが言ったので、接種しませんでした。

43
国からの無料の予防接種で上になぜ2回で止めたのですかとありましたが　2回打ってその後用紙が
送ってこなかったと思います。

44
危険なワクチンを接種するより、子宮頸がんにかからない為にはどうすべきかを男子・女子達に教育
したほうが良いのではとおもいます

45
子宮頸がんの予防接種は2回までの案内（無料）しか来てなかったし、3回打つものだとは知りません
でした。



46
知り合いの子共さんが、ワクチンの副作用の為、すごく苦しんでいます、又、学校にも行けません。国
はしっかりとした、支援をするべきです。

47 子宮頸がんワクチンについては副作用のことを考えると怖くて接種する気にはなれません。

48

我家は2人の娘がおります（22才と19才）が子宮頸がんワクチンは接種したことがありません。家庭で
娘達には純潔教育をしておりましたので、ワクチン接種の話がきても無視していました。娘達には思
春期前後の頃から、結婚のあり方を話しており、結婚するまでは絶対に性交渉してはいけないという
事を言い続けてきました。新聞によく高校保健の時間に保健の先生が避妊の方法やコンドームの使
い方などを指導している内容の文を読んで「何、今、高校では性交渉を推奨しよとしているのか？と
びっくりしました。性交渉を若いうちからしなければ子宮頸がんワクチンは必要なかったのではない
か？と思います。私は古い日本の人間だと思われるでしょうが、結婚するまで性交渉はしないという純
潔教育が今の学校では必要なのではないでしょうか？テレビで被害にあい学校も行けない、進学も
できない、日々苦しんでる少女を見ました。本当に気の毒です。ワクチンを使わなければならないとい
う誤ち。基本を見失っていたのではないでしょうか？保健の時間（中学・高校）避妊の方法や、コン
ドームの使い方を教えるよりも性行為を結婚するまで絶対しないという純潔教育をやるべきです。私
の意見は片よってとられるかもしれませんが青少年の も大事なことを書かせて頂きました。2人の娘
をもつ母親より。

49 3回で1セットと医者から言われ1～2回で止めたら打たない事と一緒と言われました。

50
娘に副作用が出なかったのは本当に運が良かっただけで、出てしまったお子さんを考えると気の毒
でならない。どうしてあんなに接種を勧めたもので、苦しむ人が多勢出てしまったのか、何度でも考え
てもらいたい。そして、苦しんでいる人には手厚く力を注いで下さい。

51
子宮頸がんの予防接種については、副作用が恐しく、接種は考えていません。重大な副作用が出た
場合の国の保障を確立してほしいです。

52

●から進学で●に娘が転居しています。行政の皆様には色々でお世話になっています。ありがとうご
ざいます。子宮頸ガンワクチンについてはネット上にもその危険性が語られており、信用できないもの
は接種しないと決め娘3名受けませんでした。その後もこれだけ副反応で苦しんでおられる方がいる
のに、”積極的にすすめない”という内容で、どうして判断できないのか疑問に思っています。市民に
近い行政である名古屋市では、独自に調査して頂け、実情が明らかになってくればありがたいと思い
ます。

53
任意の予防接種（水痘、おたふく）も接種してきましたが、子宮頸がんワクチンは接種していません。
報道を見て不安感が増してしまいました。副反応に対する恐怖心があります。

54 子宮頸がんワクチン接種していません。こわくて

55
副反応の報道を見て、接種をやめました。これから先も接種する事はないです。副反応で苦しむ女の
子達の医療の助成を望みます。

56
子宮頸がんワクチンの副作用の方のお話（テレビで）をきき、本当にショックを受けました。娘には絶
対にさせたくないと思いました。

57 副反応の報道があったので接種をためらっています

58
腹部の左側が痛む事が時々あり、病院へ行き検査もしましたが原因がわかりません。子宮頸がんワク
チンを接種した事と関係があるのではないかと不安です。

59 接種後、腕の痛みが1週間程続き、練習で走る時、腕振りに困った。
60 母子手帳が側にないのですみません。わかりませんが、3度（回）うちました
61 たま～にガンガンした痛みが頭にくることがある。


