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ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンについて

ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンについて
 

       
 

 HPVワクチンが積極的勧奨を控えてから２年以上が過ぎました。CRPS(複合性局所疼痛症候群)
との関連が報道されて、医療機関も消極的になっています。
 本院も現在では実施していません。
このような⽇本の状況を海外では名指しで⾮難し、早期のHPVワクチンの再開をするようにと警
告しています。

 今回の論⽂は４価のHPVワクチンの効果に関するものです。
 １４〜１９歳では、４価に対応するHPVの感染頻度はワクチンの接種により12%から4%に減少

し、その減少率は64%です。
 性交渉の経過がすでにある事が想定される２０〜２４歳でも、19%から12%への減少でした。

 また、性交渉の活発な群では特にワクチンの効果がありました。

        

      上のグラフの4vHPVが４価に相当するパピローマウイルスです。
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      セックスパートナーが３⼈以上いる群を活発としています。

 以下に現在の⽇本での専⾨家の⾒解を掲載いたします。
⼀つは本ワクチンとCRDSは関連性がないとする論⽂で、もう⼀つは、副反応の頻度は極少数だ
が、未だに再開するには⼗分なデータの集積がなく、研究のモデル化も決まっていないとする慎
重派の論⽂です。

私⾒）
 早くの再開を期待します。
 「じゃ、お前の娘にどうするのか。」と聞かれれば、若いうちは痛みにも耐⽤がある事を期待
して、先に⽣⾷で筋⾁注射を⾏い、注射に対する恐怖をなくしてから、更にキシロカインパッチ
を貼って、介護施設の３階から⾶び降りる覚悟で⾏います。
 「じゃ、おれの娘もそうしてくれ。」と⾔われたら、そのような⼿順で、１階から⾶び降りる
覚悟で、何事も無い事を祈って接種します。

 
     Prevalence of HPV.pdf

    ＨＰＶワクチンの医学的真実.pdf

    HPVワクチン再開「具体的な時期⽰せる状態にない」｜2016年臨床医学｜ニュース｜
Medical Tribune.pdf

【婦⼈科の最新記事】
フィッツ・ヒュー・カーティス症候群
急性妊娠脂肪肝
妊娠初期での超⾳波検査と⾃閉症との関係
妊娠中のアセトアミノフェン服⽤の危険性︖..
閉経後のhot flushの症状はエクサ..

posted by 斎賀⼀ at 15:11| Comment(1) | 婦⼈科

この記事へのコメント

お疲れ様です...。

先⽣、オチをつけましたね!!

私の時は、せめて⼆階位からでお願いしますm(__)m

これからも、期待しております!(^^)!

Posted by at 2016年03⽉06⽇ 00:37
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