甲窮

'ろ

号証 92

獣
本論 文 には以下 の タイ トル の編集者 コメ ン トが Drug Safetyに 掲載 され て い る。
Safety concerns wtth]肛 PV vaccines cOntinue to lingeri are current vaccine

pharmacovigユ ance practices suf〔 icient?

HPVフ クチ ン に関す る安全性懸念 は引続 き残 つ てい る :現 状 の ワクチ ン市販 後
安全性調 査 状況 は十分 な のか ?

Robecca E.Chandler(口 ベ ッカ・ E・ チ ャ ン ドラー )
Drug Saf 40巻 、1167‐ 1170ペ ー ジ、2017年
要旨
1瑞 碍iフ クチンの市販徒発針銅醒款韮[瑕 盤がある。副反応の警部まフクチ翔
鰯坂
癖 躍弐差例縣告等から拾う。そして下定数の座例を分析して、予期していた内容と:鶏 襲鏃
されている状況を対比することで原因仮説を立てるが、この仮説を立証するためには大規模な
疫学緋罐渤輝
ある。
過 去数年間に渡 つて ヒ トパ ピローマ ウイルス (HPV)フ クチ ンの安全性につ
ぃて、複合性局所疼痛症侯群 (CRPS)、 体位変換性頻脈症侯群 (POTS)、 慢
性疲労症候群 (CFS)の 発現 を含 めて論議 が されてい る。こ うした警告 は国民の
健康安全 を担 う権威者に とって挑発的である。 とい うのは通常の市販後安全性
調査では、この定義が不明確で、病態 も十分理解 されていない有害事象 を理解す
るこ とが困難 であるか らである。
HPVフ クチンの市販後安全性についてより深 く理解す るためには、画期的な
アプ ロー チを必要 としてい る。本号では尾澤 らが HPVフ クチ ン接種 との関連 が
疑われ、複数 の症状を呈 してい る一連 の 日本人女児を している。その中でフクチ
ン接種 と症状発現の時間的経緯 を有効な分析法で解明 している。

2,HPVフ クチ ンの症例 :2013年 以来、HPVフ クチン接種後 の副反応 が疑われ
る一連 の症例に関して、異なる国か ら多数 の報告 が出ている。最初 の報告は米国
から POTSを 呈 した 6例 であ り、次 いで 日本 か らの一連 の CRPS症 例、オラン
ダか らの CFS症 例、デ ンマー クからの起立性調節障害 と POTSの 症例である。
頚似な症例 の報告はその後、イタ リア、メキシコ、コロンビアか らもなされてい
る。それぞれの報告 では頭痛、俗怠感、めまい、疼痛、高次脳機能障害、睡眠障
害な どの複数 の症状が記載 されてお り、さらに四肢 の運動感覚障害 と同様に、腹
部症状 と皮膚 の湿疹 も記載 されてい る。 それぞれの報告者 による異なった段階
の診断基準が述べ られてい るが、全ての報告に共通 して記述 されてい るのが 自
律神経系 の障害である。

:尾 澤 らは特別に認定 された施設を受診 した HPVフ ク
チ ン接種後副反応疑いの一連 の患者 を評価 してい る。 163名 の患者 を自覚症状、

3.日 本 か らの新 たな報告

客観 的所見、除外基準等で検討 して、72名 を HPVフ クチン接種後副反応例 と
認識 している。主な症状 は持続す る俗怠感、慢性頭痛、身体 の広範 な痛み、四肢
の振 え、自律神経障害、四肢 の運動感覚障害、睡眠障害、および高次脳機能障害
である。客観的な所見 としては起立性調節障害 (70.8%)、 指尖容積脈波 の平坦
監 (70.2%)、 脳血流 の局所的異常 (75%)で あった。著者 らは HPVフ クチ ン
イ
接種後発現 した症状を CRPS、 自律神経障害、高次脳機能障害の組み合わせで説
明できるとしてい る。
4.慣習的 なフクチ ンの市販後調査、国の健康安全当局へ の報告

:HPVフ クチン

の安全懸念に対す る反応 では、国の健康安全当局は従来 の慣習的な フクチン市
販後調査規範 を重視 している。 しか し種 々な脱 階での風潮 に対 して一定 の見解
が 出てい ない。 ヨー ロッパ薬事委員会 (EMA)は 原因仮説を支持す るに十分 な
根拠 がないとして、CRPSや POTSに 関する疫学調査を推奨 してい ない。 フィ
ンラン ドの国立衛 生研究所 は HPVワ クチ ン導入前 の子供達における CRPS、
CFSの 発 生頻度 のデー ター を用意 している。英国 とノル ウェーは HPVフ クチ
ン接種 と CFSの 囚果関係 の疫学調査を行なったが、両国 ともポジテ ィブな結果
が得 られなかった。米国の FDAは POTSに 関 して、HPVワ クチ ン接種者 と非
接種者間において、その頻度 を比較す る必要があることを提唱 している。
5.我 々は今 、どこにいるのか ?、 慣習的なフクチ ンの市販後調査は十分なのか ?:

最近、我 々は自発的な報告 と HPVフ クチ ン接種 が 自律神経障害 を引き起こし う
るとい う一連 の患者デー ター の論文か ら警告 を得てい る。 しか しこの件 に関す
る慣習的なフクチンの市販後調査 の進展は立 ち止まってい る。 その理由は原因
仮説 を実証す るための患者 の定義付 けがな く、そ の結果、患者デー ターの見直 し
や診 断基準を作成す ることが出来ず、患者 の追跡 をす る疫学調査 も計画できな
い。さらに因果関係 を確証す るためには、本副反応 を引き起 こしている基礎的病
態 を十分理解す ることが必要であるが、それが出来ていない。
'質 習的 な フクチ ン市販後調査 の枠組み を適応 して、 この警告 を調査 しよ うと
した挑戦者達は、国の健康安全当局 との連携 を果たせず、不十分な結果に終わっ
てい る。国際的な患者支持団体 は国境 を超 えて、社会メデ ィア等を用 いて彼 らの
経験、フクチン接種後 の症状や治療法、医療機関がこ うした病態を認知 して くれ
ない こととへ の不満を訴 えている。多分、HPVフ クチ ンヘ の信頼性 は複数 の国
で低下 している。

6.前 進す るために我 々は ど うすべ きか ?

HPVフ クチ ンの信頼懸念 に対する重要な方向性 を示す ためには、ワクチン市販
後調 査に対す る奇抜なアプ ローチが要求 されてい る。全てのデー ター を引き続
き集 めて評価 していくことが因果関係 のよ り確 かな実証に繁 がる。 ス ウェーデ
ン・ ウプサ ラの監視センターでは VigiBase① を立ち上げて HPVワ クチ ンに関す
る全ての報告、POTS、 CRPS、 CFSを 含 むあらゆる症状を収集 して、本 ワクチ
ンの信頼性懸念 を評価 している。
尾澤達 は因果関係 を実証す るために新 しいアプ ローチを行なった。 それはフ
クチ ン接種 と症状発現までの経時的変化 の解明である。 しか し個 々の症例 の潜
伏期 間が大きく異なつてい ることがこの因果関係実証に反論 を呼ぶが、個 々の
患者 の病態 と表現型 の差異 がよ り複雑 で あることを考慮す ると、 こ うした反論
は必ず しも適切 でない。 この 日本 における研究ではワクチ ン接種 か ら症状発現
まで の潜伏期間が 1〜 1532日 と大きいが、被験者 の 52.8%は 三 回 目のフクチ ン
接種後 に症状が出ているのに対 して、16.7%は 初回接種後に症状を出 している。
さらにフクチ ン接種時期 のピー クと副反応 患者出現 のピー クが重複 してい るこ
とが証明 されてい る。
フクチン学 の中で adversomics(副 反応学)は 急速に台頭 している領域 である。
フクチンの副反応 は個人 ごとに変異 が大きい ものであ り、それは生来 の免疫反
応、細胞微小器官 の作用、免疫遺伝 の差異によつて規定 されるもので ある。HPYム
フクチ ン接種後副反応 を起 こしやす い一連 の集団が居そ うであることが示唆 さ
れてい る。米国の 2例 な らびにデ ンマー クの集団か らは β2ア ドレナ リン とム

2受 容体に対す る 自己抗体 が検出 されてい る。 こ うした 自己抗体が
POTSを 含 む起立性調節障害、CRPS、 CFSの 発現に関与 していることは員
元に知
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られてい る。これ らを考慮す ると遺伝的に症状を起 こしやす い個体 において、フ
クチ ン接種 が先 に述べ た 自己免疫機序を惹起 させてい る可能性がある。J貰 習的
なフクチ ン市販後調査は フクチ ンの信頼性 を得 るためにも、HPVフ クチ ン接種
と副反応 の因果関係 について、検索 を継続 してい く必要がある。

