
平成２９年度「子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立と情報提供に

ついての研究」について

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.

　厚生労働省では、ＨＰＶワクチンを接種した後に生じた「運動障害」や「慢性の痛み」などの症状について、被接種者とその家族に対して、「適切な医療を提供す

る」ことに資することを目的として、厚生労働科学研究事業として、平成25年度から、信州大学医学部の池田修一氏を研究代表者とする研究班※（以下「池田

班」という。）を設置し、研究を進めてきました。

※　平成29年度の研究課題名

　　：「子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立と情報提供についての研究」

　平成28年３月16日、地域において適切な医療を提供するという観点から、池田班の研究の成果（主に治療成果）を、協力医療機関等の医師に対して情報提供

を行うため、成果発表会を開催しました。この発表会における、池田氏の研究発表の内容について、一部報道よりねつ造の指摘がありました。これに対し、池田

修一教授（以下「池田氏」という。）が所属する信州大学が、外部有識者による調査委員会を設置して調査を行いました。調査の結果、池田班の研究内容に不正

行為は認められなかったものの、結果として、国民の皆様に対し、研究内容の一部について誤解を招く事態が生じたとの結論が出ました。

　こうした事態に際し、厚生労働省は、科学的な観点から適切な情報提供を行うことが求められる成果発表会において、池田氏の不適切な研究発表があり、国

民の皆様の誤解を招いた池田氏の社会的責任は大きく遺憾であり、国民の皆様に生じた誤解を訂正し、正しい理解を得ていただく必要があると判断し、以下の

見解を公表しました。

平成28年３月16日の成果発表会における池田修一氏の発表内容に関する厚生労働省の見解について

　厚生労働科学研究費補助金は、「厚生労働科学研究の振興を促し、もって、国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、行政施策の科学的な

推進を確保し、技術水準の向上を図ること」を目的とし、厚生労働省は、池田班の研究に対し、予防接種政策の推進に資することを目的とし、研究費を補助して

おります。

　厚生労働科学研究については、毎年度、評価を行っておりますが、厚生労働省が池田班に対し引き続き研究費を補助するにあたっては、池田班がこのような

目的を達成できるかどうか、池田班が国民の皆様の誤解を招くことなく適正に研究を遂行し、適切に研究成果の公表がなされるかどうか、について精査する必

要があると考え、評価委員会において科学的な評価を行いました。

　つきましては、平成28年１月18日に実施された評価委員会の評価結果について以下のとおり広くお示しすることで、国民の皆様に池田班の研究内容を正しくご

理解いただきたいと考えております。

　池田班の研究内容、評価委員会による評価結果等については、以下のとおりです。

○　平成29年度の池田班の研究内容の詳細（ 研究計画書 [84KB]）

○　「平成28年度　新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業　中間・事後評価委員会」の評価

（評価点数、評価結果）

　　 　24点/40点。

　継続可。

　ただし、「新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業（３年計画１年目）」の評価点数は、24点/40点から32点/40点の間に分布しているが、池田班の評

価点数は24点/40点であったため、平成29年度の池田班の補助金交付額については、平成28年度の450万円から364.5万円に減額。　

※　評価の過程については、 平成28年度　新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業　中間・事後評価委員会議事要旨（池田班に関するものに限

る。） [133KB]　をご覧ください。

（参考）　平成28年度の池田班に関して実施された信州大学が設置した調査委員会（第三者委員会）の報告書と信州大学学長のコメントについては、以下をご

覧ください。

　　　 調査委員会報告書　概要 [157KB]　　　 信州大学学長コメント [26KB]
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平成28年３月16日の成果発表会における池田修一氏の発表内容に関する厚生労働省の見

解について

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話：03-5253-1111（代表）
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　厚生労働省では、ＨＰＶワクチンを接種した後に生じた「運動障害」や「慢性の痛み」などの症状について、被接種者とその家族に対して、「適切な医療を提供す

る」ことに資することを目的として、平成２５年度から、厚生労働科学研究事業で２つの研究班、「子宮頸がんワクチン接種後の神経障害に関する治療法の確立

と情報提供についての研究（代表：信州大学医学部 池田修一教授）（以下、池田班）」※と、「慢性の痛み診療・教育の基盤となるシステム構築に関する研究（代

表：愛知医科大学学際的痛みセンター 牛田享宏教授）（以下、牛田班）」※を設置して研究を進めてきました。

※　研究課題名は平成２８年度のもの

　平成２８年３月１６日、地域において適切な医療を提供するという観点から、池田班、牛田班の研究の成果（主に治療成果）を、協力医療機関等の医師に対し

て情報提供を行うために成果発表会を開催したところ、池田班より、ＨＰＶ ワクチンを接種したマウスのみに自己抗体の沈着を示す陽性反応があった、との報告

がありました。これに対して、一部報道よりねつ造の指摘があり、また池田修一教授が所属する信州大学が外部有識者による調査委員会を設置して調査しまし

た。

　この度、信州大学の調査が終了し、以下の内容が公表されました。

　厚生労働省としては、厚生労働科学研究費補助金という国の研究費を用いて科学的観点から安全・安心な国民生活を実現するために、池田班へ研究費を補

助しましたが、池田氏の不適切な発表により、国民に対して誤解を招く事態となったことについての池田氏の社会的責任は大きく、大変遺憾に思っております。

　また、厚生労働省は、この度の池田班の研究結果では、HPVワクチン接種後に生じた症状がＨＰＶワクチンによって生じたかどうかについては何も証明されて

いない、と考えております。

マウス実験は、各ワクチン１匹のマウスを用いた予備的なものであった。

予備的な実験であったため、結果の公表に際しては特段の配慮がなされるべきであった。

池田氏が発表で用いたスライドには、マウス実験結果を断定的に表現した記述や、自己抗体の沈着、といった不適切な表現が含まれていた。

前述より、マウス実験の結果が科学的に証明されたような情報として社会に広まってしまったことは否定できない。

池田氏に対し、混乱を招いたことについて猛省を求める。
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「子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の確立と情報提供についての 

研究」に関する研究計画 

○ 平成 28 年度  

 Ⅰ．具体的な研究計画及び方法 

   ・ ＨＰＶワクチン副反応に関しては、現在までに診療した全国の患者データーを

信州大学に集めて全て登録する。さらに、診察希望のある患者をできるだけ速や

かに診療して、個々の症状の頻度と発生機序を検討する（目標患者数 300 名）。 

・ 特に脳症状がある患者では高次脳機能検査（WAIS-Ⅲ、TMT 試験）、脳 SPECT を

行い、発生機序を検討する。 

・ 同時に薬物療法、血液浄化療法に代表される免疫調整療法の治療効果を検討す

る。 

・ さらに現状では説明することが困難な奇異な四肢麻痺、意欲低下・うつ状態に

対して大脳磁気刺激療法の導入を検討する。 

   ・ 成因に関しては自己免疫性の観点から血清中の種々なガングリオシド抗体を測

定する。 

・ また疾患感受性遺伝子の一候補として HLA の多型性を検索する。 

・ また本病態の詳細を解析するための疾患モデルとして、NF-KBp50 欠損マウスに

対してＨＰＶ、B型肝炎、インフルエンザのワクチンをそれぞれ個別に接種して、

３ヶ月、６ヶ月後に屠殺。血清中の自己抗体の検出と脳・末梢神経を病理組織学

的、免疫化学的に検索する。 

   ・ 最終的には脳症状の責任病巣と発生機序を解明して、有効な治療法を見出す。

さらに、患者の追跡調査を行い、手足の疼痛・麻痺症状ならび高次脳機能障害の

推移を明らかにする。さらに復学・社会活動性を含めた長期予後を解明して、同

時にＨＰＶワクチン再開時の注意点を提唱する。 

 

Ⅱ. 研究計画を遂行するための研究体制 

 ・ 自己免疫性末梢神経疾患の原因となる抗ガングリオシド抗体を測定できる国内

で数少ない施設を研究班内で有しており、HLA geno-typing については HLA-class

Ⅰと classⅡ遺伝子の網羅的解析を行い、相関を示す HLA allele を検索する。 

・ 相関を示す HLA allele については、超解像解析法を用いてアリル全領域の構造

的相違を分析して、本病態の疾患感受性に相関する HLA 抗原の分子機構を明らか

にする。この検索法は確立済みである。 

・ また NF-KBp50 欠損マウスを用いた動物実験は既に preliminary data を得てい

る。 



Ⅲ. 研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等 

・ ＨＰＶワクチン副反応、特に重症脳症に対する血液浄化療法は班員の施設で既

に 20 例余へ施行しており、本治療法は他施設でも導入可能である。大脳磁気刺

激療法は共同研究者が中心となって行う。同病院には治療器機が整っている。 

 

Ⅳ. 年次計画 

i)平成 28 年度 

・ 四肢の末梢性交感神経障害の病態変化を検討する。具体的には手指・足趾の皮

膚温と指尖容積脈派の経年的変化を検討する。 

・ 脳症の責任病巣を明らかにし、同時に低髄液圧症候群等の他疾患との異同を明

確にする。全施設から患者の血液試料を信州大学へ集めて、HLA geno-typing を

行い、罹患女児の HLA type に一定の傾向があるかどうかを明らかにする。 

・ 疾患モデルマウスの作成を進める中で、マウス血清中に出現している自己抗体

の同定を行う。 

ii)平成 29〜30 年度 

・ 四肢の CRPS 類似症状、脳症状の経時的変化の観察、薬物療法、血液浄化療法

等有効性を客観的に検討する。HLA geno-typing と疾患モデルマウスを用いた病

態解析を継続する。 

・ 平成 30 年度末には子宮頸がんワクチン接種後副反応に対する診療・治療ガイド

ラインの作成、HLA geno-typing 等を用いた本障害の予知法開発を目指す。 

 

○ 平成 29 年度 

 Ⅰ．具体的な研究計画及び方法 

   ・ ＨＰＶワクチン副反応に関しては、現在までに診療した全国の患者データーを

信州大学に集めて全て登録する。さらに、診察希望のある患者をできるだけ速や

かに診療して、個々の症状の頻度と発生機序を検討する（目標患者数 300 名）。特

に脳症状がある患者では高次脳機能検査（WAIS-Ⅲ、TMT 試験）、脳 SPECT を行い、

発生機序を検討する。 

   ・ 平成 29 年度には、各施設を受診して１年以上経ている女児を対象にアンケート

方式で症状の回復度、社会生活の適合度などを中心とする現状調査を行う。これ

らの結果を基に本ワクチン副反応の長期予後を明らかにし、同時に症状の重症度

分類を作成する。 

・ 新規治療である免疫吸着と脊髄硬膜外酸素注入療法に関しては引き続き継続し、

これらの治療の効果を客観的指標で評価する。同時に両治療の適応を明確化する。



さらに、四肢麻痺に対するリハビリテーション・プログラムを作成する。 

   ・ 成因に関しては自己免疫性の観点から血清中の種々なガングリオシド抗体を測

定する。また疾患感受性遺伝子の一候補として HLA geno-type と臨床像との対比

検索を継続する。 

・ 本病態の詳細を解析するための疾患モデルとして、信州大学において NF-KBp50

欠損マウスに対してＨＰＶ、B 型肝炎、インフルエンザのワクチンをそれぞれ個

別に接種して、血清中の自己抗体の検出と脳・末梢神経を病理組織学的、免疫化

学的に検索することを計画していた。現在、この領域の専門家が参加してくれる

かどうか、打診中である。 

 

Ⅱ．研究計画を遂行するための研究体制 

・ 自己免疫性末梢神経疾患の原因となる抗ガングリオシド抗体を測定できる国内

で数少ない施設を研究班内で有しており、HLA geno-typing については HLA-class

Ⅰと classⅡ遺伝子の網羅的解析を行い、相関を示す HLA allele を検索する。 

・ 相関を示す HLA allele については、超解像解析法を用いてアリル全領域の構造

的相違を分析して、本病態の疾患感受性に相関する HLA 抗原の分子機構を明らか

にする。この検索法は共同研究者が確立済みである。 

 

 Ⅲ．研究施設・研究資料・研究フィールドの確保等 

   ・ ＨＰＶワクチン副反応、特に重症脳症に対する免疫吸着は既に治療法を実施し

ており、他施設からの患者受け入れが可能である。・ 

 

 Ⅳ．年次計画 

  平成 30 年度 

   ・ 最終年度には神経障害の発生機序を解明して、症状の重症度に対応した適切な

治療法を確立する。同時にＨＰＶワクチン再開時の注意点を提唱する。 



平成 28年度 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業 

中間・事後評価委員会 議事要旨（池田班に関するもの） 

 

○ 日時 平成 29年１月 18日（水） 17:15～19:15 

 

○ 評価委員 

  委員長  倉根 一郎 国立感染症研究所 所長 

  副委員長 遠藤 弘良 聖路加国際大学公衆衛生大学院設置準備室長 

  委員   後藤 元  結核予防会複十字病院 院長 

       中西 好子 葛飾区保健所 所長 

       野田 公俊 千葉大学大学院医学研究院病原細菌制御学 教授  

 

○ 研究課題名 子宮頸がんワクチン接種後に生じた症状に関する治療法の 

確立と情報提供についての研究 

 

○ 研究代表者 池田修一 信州大学 特任教授 

 

○ 研究期間 平成 28年４月１日から平成 30年３月 31日 

 

○ 議事要旨 

池田氏の研究発表については、国民に対し誤解を与えたことから、書面

審査だけではなく、ヒアリングによる評価を実施。 

 

◆ 評価委員からのコメント 

 （研究の進め方などについて） 

 例えば１匹で、ｎ＝１だとか、発表の仕方というのはいろいろあるの

だと思うが、発表の仕方を含めた、研究そのものの進め方を十分考え

てやるべきである。 

 

（倫理指針の遵守について） 

 研究実施に必要な倫理的な手続きが事前に取られているかどうか確

認すべき。 

 動物実験等の実施に関する基本指針についても十分考慮すること。 

  

 



（その他） 

 全国の神経内科医から構成される診療ネットワークの研究班体制を

組んで、治療法の開発に繋げようとしている点は評価出来る。 

 

 研究不正があった訳ではないことや、もともと３年間での研究計画を

たてていたため、科学的な評価を行うためにも、もう一年は研究の経

過を見るのがよいのではないか。 

 

 












