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1. 実施団体 (学⽣団体 Vcan) について 

「若者が HPV ワクチンに対して主体的に考えられる環境を作る」
「若者の⼒で HPV ワクチンを取り巻く社会を変える」というミッシ
ョンのもと、関⻄の医学⽣を中⼼に活動する⾃主プロジェクト。HPV
ワクチンについての正しい情報をもとに、⾃分で接種するかどうか判
断できる社会を⽬指し、現役産婦⼈科医にアドバイザーについていた
だきながら精⼒的に活動中。 
ホームページ： https://vcan-hpv.studio.site/ 

    Instagram： https://www.instagram.com/vcan_official_/ 
Twitter： https://twitter.com/OfficialVcan 

 

 

2. 調査⽬的 

8 ⽉ 26 ⽇に⾏われた「HPV ワクチンの積極的勧奨再開を⽬指す議員
連盟」の会⾒で、国に「積極的接種勧奨の再開」を要求することが発
表された。これを受け、キャッチアップ接種（⼩ 6〜⾼ 1 の間に接種
しそびれた⼈が無料で接種できるようにすること）を求める声を含め
た、HPV ワクチンに対する学⽣の⽣の声を届けることを⽬的として
この調査を実施した。 
今の⼤学⽣の世代は、⾃治体からのお知らせが届かず、無料で接種で
きる期間に HPV ワクチンの存在⾃体も知らなかった⼈が多い。しか
し、⾃費で接種する場合 5万円〜10万円程度の費⽤かかり、⼤学⽣
にとって負担が⼤きい。そのためキャッチアップ接種を必要とする⼤
学⽣は多いと Vcan は考えている。 

 

 



3. 調査⼿法 

全国の⼩学 6 年⽣以上の年代を対象にインターネットアンケートを実
施。形式はGoogle フォーム。Vcan の公式 Twitterや Instagram、メ
ンバーの各SNSを通して拡散した。 
【実施⽇時】 
2021 年 8 ⽉ 28 ⽇（⼟）13:30〜2021 年 8 ⽉ 29 ⽇（⽇）19:00 
【アンケート URL】 
https://forms.gle/5WJG12Gq4PLSi1U99 
（現在は回答受付を終了しているため、〈参考資料 3〉に実際のアン
ケートページの画像を添付する） 

【調査項⽬】 

・学年（選択式、「その他」あり） 

・性別（選択式、「無回答」あり） 

・無料で HPV ワクチンを接種できるなら、したいか（選択式） 

・HPV ワクチンに関する意⾒（⾃由記述） 

 

4. 調査結果 

433件の回答を得た。 
現在の⼩学 6 年⽣から⾼校 1 年⽣の⼥性を「定期接種対象者⼥性」、⾼
校 2 年⽣から⼤学 4 年⽣の⼥性を「キャッチアップ世代⼥性」、すべて
の男性を「男性」、それ以外を「その他」としてまとめた。（グラフ表⽰
の都合上、性別「無回答」は「その他」に分類） 
より詳細な調査結果は、〈参考資料 1〉を参照。 



 
 

 

5. ⾃由記⼊欄に寄せられた声（抜粋、原⽂ママ） 

寄せられた声の⼀部を抜粋した。全ての回答については、〈参考資料 2〉
を参照。 
 
・ちょうどワクチンに関する副反応が取りざたされ、推奨接種期間に
接種できなかった世代です。⾃費で打つには⾼すぎます！接種が補助
される年齢を、⼀時的にでも構いませんから伸ばしていただきたいで
す。お願いします。 
・周りに打ちたいけど、⾼いからなかなか受けれないと⾔う⼈も多い
です。 
・⾃分が接種対象の頃には親の反対で接種できなかったので、今とて
も後悔しています。 機を逃した年代にも無料で接種させてもらえたら
いいのにと思っています。 
・なぜ無料でないのかわからない 



・親からワクチン接種を妨害されたら、知識がなく打てない可能性が
あるため、⼤学⽣ぐらいの年齢までに⾏うと接種を無償にして欲しい。 
私達の世代は全く情報が得られず接種ができなかったため、腹⽴たし
い上に悲しいです。 
・お⾦がない家庭で現在⼤学に通い奨学⾦とバイトで⽣活しています。 
今現在ワクチンを打ちたいと思っていますが、⽣活で精⼀杯で HPV ワ
クチンを打つためのお⾦がありません。 無料接種なら必ず打ちたいと
いう⼈が友⼈でも複数いるので、積極接種対象外になってしまった⼥
性の中での希望者は無料接種にしてほしいです。 お⾦がない⼥性が将
来⼦宮頸がんになる可能性が⾼いのを⾒て⾒ぬ振りをする現状を変え
ていただきたいです。 
・今こそ国が動き、HPV ワクチン接種普及に全⼒をあげるべきだと思
います。マスコミの過度な報道もあり、⽇本は世界的にも摂取率が最
低であり、今まで国もメディアもこの事実から⽬を背け続けてきまし
たが、今回⽬を向けられないようならば本当に⼿遅れになります。そ
れぐらい⼤事なタイミングでかつラストチャンスだと考えております。
コロナ禍で⼤変な情勢ではありますが、これからの⽇本の若者のため
にも⽬を背けずに真剣に向き合ってほしいと思います。 
 

6. まとめ 

調査の結果、属性に問わず「無料であるなら接種したい」との声が多
く聞かれた。対象者を絞らずに調査を実施した結果であるので、HPV
への国⺠の理解は⼗分に進んでいると⾔えるだろう。 
また、実際に打ち逃した⼈がキャッチアップ接種を求める声や男性へ
の定期接種化・接種費の補助を求める声も⾃由記⼊欄において多く⾒
られた。接種を希望しているが費⽤の壁が阻んでいる現状も浮き彫り
となった。 
これらの当事者の希望を検討できる段階に⽴つためにも、まずは早急
な積極的接種の勧奨の再開が必要不可⽋であると Vcan は考える。 



7. お問い合わせについて 

この調査結果についてのお問い合わせは以下にお願いいたします。 
Vcan 団体 Email: info@vcan-hpv.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 参考資料 

（資料 1） 
「無料で HPV ワクチンを接種できるなら、したいか」に対する全回答 

 

女性 男性

小学6年生 はい 3 小学6年生 はい 1

いいえ 0 いいえ 0

わからない 0 わからない 0

中学校1年生 はい 5 中学校1年生 はい 0

いいえ 0 いいえ 0

わからない 0 わからない 0

中学校2年生 はい 8 中学校2年生 はい 0

いいえ 3 いいえ 0

わからない 1 わからない 5

中学校3年生 はい 3 中学校3年生 はい 2

いいえ 0 いいえ 0

わからない 1 わからない 1

高校1年生 はい 3 高校1年生 はい 2

いいえ 2 いいえ 1

わからない 1 わからない 0

高校2年生 はい 9 高校2年生 はい 1

いいえ 5 いいえ 0

わからない 1 わからない 1

高校3年生 はい 15 高校3年生 はい 0

いいえ 4 いいえ 4

わからない 2 わからない 1

大学1年生 はい 25 大学1年生 はい 12

いいえ 3 いいえ 1

わからない 3 わからない 4

大学2年生 はい 66 大学2年生 はい 19

いいえ 6 いいえ 2

わからない 9 わからない 6

大学3年生 はい 44 大学3年生 はい 31

いいえ 12 いいえ 3

わからない 2 わからない 4

大学4年生 はい 12 大学4年生 はい 6

いいえ 2 いいえ 0

わからない 1 わからない 1

その他 はい 39 その他 はい 24

いいえ 7 いいえ 0

わからない 1 わからない 0

総数 はい 232 総数 はい 98

いいえ 44 いいえ 11

わからない 22 わからない 23

性別無回答 はい 1

わからない 2



（資料 2） 
⾃由記⼊欄に対する全回答（原⽂ママ） 
男性接種について 
男性も⼥性も平等に受けられるので有れば、ぜひ国全体のワクチン接種を積極

的に進めて欲しいと思う。 

男性も必須にして欲しい。罹患は⼥性だが、媒介は多くの場合男性である 

男⼦も定期接種にしてほしい 

男性も助成対象にしてほしい。 

⼥性だけでなく男性も対象に。 

9 価ワクチンを男性にも無料で接種できるようにして欲しい。 ヒトパピロー

マウイルスの感染経路は性感染であり、⼥性には男性からの感染が想定され

る。 また、男性では肛⾨癌や中咽頭癌などの予防効果も報告されており、ガン

をワクチンで予防できれば治療費を削減でき、医療資源の節約も⾒込まれる。 

男⼥問わず受ける⽅が良いと聞いたので⼥⼦だけでなく男⼦も受けられるよ

うにしてほしい。 

男性のガンにも有効と聞きました。なぜ⼥性だけ無料なのでしょうか。男性も

無料で打てるようになってほしいです。 

親から聞くまで存在を知りませんでした。⾼ 1 まで無料なのに⾼ 1 が知らない

ってヘンなのと思いました。あと、男⼦も無料にしてほしいです。 

私⾃⾝は昨年⾃費で 9 価を夫婦で接種しました ⼦供が居ますが対象年齢にな

ったら打たせたいと思ってます 今後男児も接種無料になったらいいなと思い

ます 

なぜ、⼥⼦だけですか❔ 男⼦にも接種してほしいです。 

男性にも⼥性にももっと周知されてほしい。 

接種機会を逃した世代のキャッチアップ接種の実施と男⼦への接種拡⼤ 

男性が受けるメリットがあるかわかりませんが、害がなく無料なら受けてもい

いかもと考えます。 

 

９価ワクチンについて 



早急に 9価ワクチンを定期接種にして欲しい 

公費負担のワクチンが２価や４価であった場合、差額は個⼈で負担して、９価

のワクチンが打てるようにしていただきたいです。 

 

積極的勧奨の差し控えによる影響、キャッチアップ接種の意義 
中⾼⽣のころ積極的接種が推奨されていたら受けたかった 

無料で打てる期間に打てなかったのを、本当に悔やんでいます。 

打ちたいと思っている。値段が⾼くて困る。無料接種できる時に打つことがで

きれば良かったと思う。 

キャッチアップ接種がぜひ実現してほしいと願っています。 

政府からの接種再開のお知らせを⾸を⻑くして待っていた⾼校 2 年⽣の娘を

持ついち保護者です。お知らせは来ていないが無料で受けられるなんてことも

知らなかったです。活動してくださっているみんパピ！先⽣⽅に感謝。該当年

齢を過ぎてしまった⼈へのキャッチアップはもちろん、⾃費で接種した⽅々へ

の救済も同様に考えてほしいですね。この活動している学⽣さん？も応援して

いますよ！君たちの未来は明るい 

ちょうどワクチンに関する副反応が取りざたされ、推奨接種期間に接種できな

かった世代です。⾃費で打つには⾼すぎます！接種が補助される年齢を、⼀時

的にでも構いませんから伸ばしていただきたいです。お願いします。 

娘が⼤学１年⽣で、お知らせがなく無料接種の機会を逃してしまいました。⾃

費だと⾼額ですし、接種推奨期間を過ぎても効果があるらしいので、出来れば

お知らせが来なかった世代も無料の対象にしてもらいたいです。 

娘は⾼ 1 なので、7 ⽉頃⾃治体から公費負担が今年までになるという葉書が届

きました。 副反応のこともあり、周りの⼥の⼦を持つお⺟さん⽅に聞きまし

たが、みんな接種していませんでした。 私も散々悩みましたが、来週娘に接種

させることにしました。 葉書が何こなければワクチンの事など忘れていたと

思います。積極的推奨ではないにしろ、もう少し早くに情報が欲しかったなと

思います。 （ワクチンの効果、副反応含めて) 

無料の期間を過ぎてしまったのが残念。コロナのワクチンを打ち終わり、期間



が空いたら是⾮打ちたい。 

定期接種を逃したので、今⾃費で 9価を受けています。全額とまでは⾏かなく

てもいくらか助成を出してほしいです。周りに打ちたいけど、⾼いからなかな

か受けれないと⾔う⼈も多いです。 

ワクチン接種で防げる病気は防ぎたい 

⾃分が接種対象の頃には親の反対で接種できなかったので、今とても後悔して

います。 機を逃した年代にも無料で接種させてもらえたらいいのにと思って

います。 

なぜ無料でないのかわからない 

9 価ワクチンを接触したいが⾼すぎる。反ワクチンは打ちたい⼈の権利を守っ

てほしい。 

私は⾼校⽣の時に⺟から HPV ワクチンを打つか確認されました。その時、重

症副反応があるような報道が盛んに⾏われており、当時看護師をしていた⺟も

あまり積極的でなく、私⾃⾝も性交経験あったこともあり、接種を希望しませ

んでした。その後多くの研究や調査の結果、HPV ワクチンの有効性安全性は

⾼く性交後でも適正年齢のうちは接種が有効であると認識しています。もしあ

の時に戻れるなら、あの時過度な否定的な報道ではなく科学的な情報が聞けて

いたら、違った選択が出来たのでは思います。そして、⾃分⾃⾝が結婚して⺟

となった現在でも接種したいと考えており、必ず近いうちに接種したいと思っ

ています。そして⾃分の⼦には間違いなく接種します。 

今接種中なのですが、⾦銭的に負担になる⽅が多いだろうと実際に感じまし

た。来⽉ 3回⽬の接種をする予定です。 

最初から接種対象ではない世代ですが、最近、知り合いに⼦宮頸がんになって

しまった⽅がいて、もし、最初の定期摂取の時に当時の 20 代も希望者も接種

出来ていたら、と思わずにはいられません。 

ワクチン接種を希望しているが、値段が⾼いため現在のところ接種できていま

せん。 

効果が薄まってしまうのもわかるが、親からワクチン接種を妨害されたら、知

識がなく打てない可能性があるため、⼤学⽣ぐらいの年齢までに⾏うと接種を



無償にして欲しい。 

私達の世代は全く情報が得られず接種ができなかったため、腹⽴たしい上に悲

しいです。 

無料摂取期間をもう少し伸ばしてほしいと感じる。 ⾃⾝で必要性を感じたの

で、⾃費で摂取予定です。 

⾼ 1 の時に IｇA 腎症と診断されて、接種を⾒合わせてくださいと⾔われ⾒送

ってたら無償期間が終わってしまってました。延⻑してもらえるなら接種した

いです 

お⾦がない家庭で現在⼤学に通い奨学⾦とバイトで⽣活しています。 今現在

ワクチンを打ちたいと思っていますが、⽣活で精⼀杯で HPV ワクチンを打つ

ためのお⾦がありません。 無料接種なら必ず打ちたいという⼈が友⼈でも複

数いるので、積極接種対象外になってしまった⼥性の中での希望者は無料接種

にしてほしいです。 お⾦がない⼥性が将来⼦宮頸がんになる可能性が⾼いの

を⾒て⾒ぬ振りをする現状を変えていただきたいです。 

かかる費⽤が⾼い 

⾼校 1 年⽣の 12 ⽉に初めて HPV ワクチンについての通知が来ましたが、す

でに 3回の無料摂取は不可能な時期でした。考える時間も欲しいので、やは

り早めの通知、または無料摂取期間を⻑くするなどしてほしいと感じまし

た。 

接種機会を逃した世代のキャッチアップ接種の実施と男⼦への接種拡⼤ 

僕も無料にすべきだと思いまーす 

報道のせいか話題になることがなく、対象年齢の間にワクチンの存在⾃体を

知ることが出来なかったことが悲しいです。 

無料摂取期間をもう少し伸ばしてほしいと感じる。 ⾃⾝で必要性を感じたの

で、⾃費で摂取予定です。 

 

キャッチアップを待っていられないので９⽉にガーダシル１回⽬打ちたいと

思っています。総額 10万円は正直他のことに使いたいですが、この決断をし



てよかったと将来思いたいので打つことに決めました！もっと安かったらい

いのにーーー！！！ 

まずは積極的勧奨の再開を。続けてキャッチアップ接種を。 

私が HPV ワクチンについて知った時には既に無料で接種できる期間を過ぎて

おり、とても後悔しました。そのため、キャッチアップ接種が実現されたら

ぜひ打ちたいですし、政府による HPV ワクチンを積極的勧奨もできるだけ早

く実現してほしいです。そして、ゆくゆくは男性への HPV ワクチンの無料接

種もされるようになればいいなと思います。また、HPV ワクチン以外にも、

今後有効なワクチンや治療などが政府の早とちりで国⺠に届かなくなるよう

なことが無くなればいいなと思います。 

以前は怖い印象を抱いていたので打たなかった 

キャッチアップ接種を 1 ⽇も早く実現させてほしいです。最⼤に効果が得ら

れるようお願いします。時間が無いです！ 

 

接種経験者の声 
⾃治体から無料接種のお知らせがあり、3回注射をしました。肩のあたりに注

射するのに慣れていなくて少し怖かったのですが、注射による腫れや発熱は

特になく、何より将来のリスクを減らせるので安⼼です。 

接種済み ⼤学⽣になってから⾃費で接種しました。 無料接種対象である中

⾼⽣に積極的接種を呼びかけるとともに、⼤学⽣も無料で接種できることを

望みます。 

接種済み 私はちょうど無料接種ができた世代だったので、とても幸運だった

と思っています。 だからこそ、無料で打てなかった世代の⼦たちのことがあ

まりにも可哀想ですし、変えるべき、チャンスを与えるべきと強く思ってい

ます。 多くの国でワクチン接種が推奨され、それによって多くの⼥性たちの

命が救われている中で、それを周知せず、推進せず、副反応に対するフォロ

ーをしようとしないのは、政府の怠慢であり、⼥性たちの命の軽視です。 こ

れからの時代を⽣きる⼥性たちの命を守るために、また、性と⽣殖に関する

権利を守るために、キャッチアップ接種を推進すべきだと思います。 



HPV ワクチンを⺟が反対で中⾼で打てませんでしたが、友達に話を聞いて⺟

と話をして現在摂取中です。詳しい話をもっと早く知れていたらと思うので

ぜひ活動頑張ってください！応援しています！ 

接種済み 私は、公費で受けられる期間に、ワクチン接種が推奨されていなか

ったため、適切な情報を得られず、HPV ワクチンにより重⼤な副反応が起こ

ったわけではないと知った時には実費でしかワクチン接種ができず、出費が

かなり痛かったです。 無料でワクチン接種ができる⽇が来ることを祈ってい

ます。 

私は HPV ワクチンを中 2 のときに打つことができました。そのときはなんと

も思っていませんでしたが、今⾃分が HPV のことを学習した際に、とても怖

い病気だと感じました。ワクチンを打っていれば防げる病なのに、ワクチン

を打てずにかかってしまうのはとても⾟いです。今のコロナワクチンもそう

ですが、予防して防ぐことができる病、救える命は救われてほしいです。世

間の認識を変えることでもっと多くの命が救われると思います。 

⼦宮頸がんワクチンを接種中です。受ける前は不安でしたが、副作⽤はな

く、必ず受けた⽅が良いと感じました。間違った情報が広まることで、ワク

チンを接種しない選択をし、病気に感染する⼥性が減ることを願います。 

祖⺟が⼦宮がんでしたので、⾃分は毎年検診を受けているし、娘には公費で

ガーダシルを接種しました。ワクチン関連の仕事をしているので、周りのス

タッフや友達のお⼦さんに接種をオススメしています。やっとここまでこれ

たのを嬉しく思っています！みんぱぴの署名ももちろんしました。1 ⼈でも悲

しい想いをする⼈が減りますように。 

接種済み 私は HPV ワクチンを中 2 のときに打つことができました。そのと

きはなんとも思っていませんでしたが、今⾃分が HPV のことを学習した際

に、とても怖い病気だと感じました。ワクチンを打っていれば防げる病なの

に、ワクチンを打てずにかかってしまうのはとても⾟いです。今のコロナワ

クチンもそうですが、予防して防ぐことができる病、救える命は救われてほ

しいです。世間の認識を変えることでもっと多くの命が救われると思いま

す。 

 



行政（政府、自治体）に対する要望 

ワクチンに対する報道などを通して、正しい情報が⼀般の⼈に分かりやすく

伝わる仕組み、取り締まり等を積極的に⾏っていただきたいです。 

⾃治体が積極的に通知を出すべき 

親から聞くまで存在を知りませんでした。⾼ 1 まで無料なのに⾼ 1 が知らな

いってヘンなのと思いました。あと、男⼦も無料にしてほしいです。 

コロナのワクチンですらも副反応があっても摂取を促しているのに、ガンを

予防できる可能性の⾼い HPV ワクチンは積極的な摂取を控えるのは不思議に

思いました。 中学⽣や⾼校⽣は「ワクチンを打ちたい」と⾃分の意⾒を持っ

ていたとしても、やっぱり親の「ワクチンを打つな」という⼒が強いと打て

ないという状況も⼗分に考えられます。 どうか、打てなかった⼈たちにもチ

ャンスを与えて欲しいですし、これから打つ可能性がある⼦たちに⼗分な情

報提供と⾏政的な⽀援をしてほしいです。 「HPV ワクチンを無料で打てる

ことを知らなかった」ことで命を落とす⼈が少しでも減ることを願っていま

す。 (すでに摂取済み) 

全員が安⼼して過ごせるよう、国からの補助があればと思います。 

これから打つ⼦供達のためにも安定した定期接種を希望します。 

Twitter でドクターの⽅々の意⾒に触れ、HPV ワクチンのことを知った。私

⾃⾝は学⽣時代が接種推奨の時代ではなかったので、今後⾃費での接種を検

討している。(費⽤についてはもう少し安価になると⼤変助かる)娘が 2 ⼈い

るので、将来的には必ず接種して欲しいと思っている。そのためにも積極的

接種の勧奨が再開されることを強く望む。 

性交経験があると効果がないと⾔う情報があったため接種をしなかったが、

性交後でも接種によって予防効果が得られるとのことだったので正しい知識

がもっと普及されてほしいです。 

今こそ国が動き、HPV ワクチン接種普及に全⼒をあげるべきだと思います。

マスコミの過度な報道もあり、⽇本は世界的にも摂取率が最低であり、今ま

で国もメディアもこの事実から⽬を背け続けてきましたが、今回⽬を向けら

れないようならば本当に⼿遅れになります。それぐらい⼤事なタイミングで



かつラストチャンスだと考えております。コロナ禍で⼤変な情勢ではありま

すが、これからの⽇本の若者のためにも⽬を背けずに真剣に向き合ってほし

いと思います。 

もっと⽇本と外国のワクチン接種率の差や、HPV ワクチンを打つ⼤切さが広

まってほしいと思います。 

必要なもの。きちんと皆に伝えて欲しい 

政府機関が主体となり、⺠間メディアを通さずに丁寧な情報発信を⾏なって

ほしい。 

 
疑問 
男性も受ける必要があるのか不勉強でわかっていません。 

男性がうつメリットはなんなのかわからない 

副反応について詳しく知りたい。 

H P V ワクチンが気絶する程痛く、倒れる⼥の⼦が多いという話を聞いたこ

とがあります。そのため、私は 2、3 年程前に家族と相談して、ワクチンを受

けないことを決めました。 それは、現段階は改善されているのでしょうか？ 

あまり安全な印象が無く、打たなくても⼤丈夫かと思ってしまっているの

で、正確で最新の情報を出来れば簡単に⼊⼿できれば嬉しいです。 

⼩児科の先⽣にワクチンの相談をすると、お勧めしませんと⾔われ、そのま

まです。どこに⾏けば打ってもらえるのか分かりません。 

病院の先⽣が奨励していないので、本当に接種して良いのか不安です 

副反応があれば少し抵抗があります 

まだわからないことが多すぎる。 

種類が多くて、どれを接種すれば良いのか分からない 

周りで打ってる⼈の話を聞いたことないです。。 

痛そうで怖い ⺟が反対して打たせてくれない 

 
その他 
摂取を推進すべき 



⾝内で受けた⽅がいますが体調が悪くなりました。少し怖いイメージがつい

てしまいました。 

副作⽤がある疑いがあって、それによって家族や⼤切な⼈と意思疎通ができ

なくなったまま⽣きていく可能性が少しでもあるのならば接種したくない。

もしそれで癌になっても、死ぬまで周りの⼈と⼼を通じ合いたい。 

最初の副反応報道の印象が強い。⼥性に負担させるより、男の下半⾝をどう

にかしてほしい、⾵俗とか。 

副作⽤がちょっと⼼配なんかニュースなってたりしてたの 

正直な話、物⼼がついた時から副反応のマズさがずっと報道されていたので

いいイメージはないのですが、それでガンを防げるなら多少のリスクも側と

⽐べれば⼩さいかなと思います。 

もっと⽇本と外国のワクチン接種率の差や、HPV ワクチンを打つ⼤切さが広

まってほしいと思います。 

⾃分が過去に打っているのかわからない 

体調不良との因果関係が認められないとする⾒解が主流となっている以上、

積極的な推奨は⼥性と⼦どもの権利を保障するために必要なことだと思う。 

正直よくわかっていないですが、男性も受けて⽅が⾃⾝のためや、パートナ

ーの⼥性のためにも接種した⽅が良かったのではなかったかな？と思いま

す。(あまり情報を⾒かけない) ⼥性が摂取するか否かだけの問題にしない⽅

がもっと広く深く考えるきっかけになると思うので、全⼈類が考えるべき問

題として浮き上がってくることを願います。 

まず 1 つめ。 ⼈に害を与えることも助けることもある医療情報をその他の情

報と同様に扱っていることは危険ではないかと思う。 今の状況では視聴率や

ページビューを気にしているのか (これは偏⾒かもだけど)、センセーショナ

ルでキャッチーな情報ばかり出回って、正しく難しい(？)ことは 伝えられな

い。 国⺠の多くは当事者になったとき、まずはググると思うが そこには⾊

んな情報が溢れていて、それぞれの情報に量的な重みが偏っている(関連情報

が近くに表⽰されるから、など) 医療に携わっていない⼀般の⼈が正しい情

報を正しく 解釈できるかどうか疑問。 ある程度の統制(例えば⽇本医療情報



会社...みたいなものを つくって、そこを世間に出回る医療情報の拠点/根拠に

する とか もちろん反論とか訂正もしっかり掬い上げるような)は必要ではな

いだろうか。 2 つめ 現在の無料接種の対象は多くがまだ親元にいると思う。 

⼤学⽣ならばある程度⾃⽴して決められると思うが 中⾼⽣が受けたいと思っ

たとしても、接種までに壁が多い。 ・親の説得 接種後に具合の悪くなった

⼥性の報道を気にして｢⾃分の決断のせいでもう歩けなくなったら？｣など、

⼼配がつきない親もいるかもしれない。それを説得するのは難しいので

は。 ・予約とる(いらないとこもあるかも)、医療機関にいく ⼩児科なの

か、婦⼈科なのかに悩む。⼝コミを⾒て悩む。 ワクチンを受けたいですって

⾔えばいいのか？きっと少数派だから変な顔で⾒られないか⼼配だし婦⼈科

はいきづらいし (本当は気軽にいける関係が好ましいが)。など 3 つめ そも

そも婦⼈科にかかってない⼈が多い。 その理由が健康だから、ならば問題な

いが 多くが｢(⽣理痛など)我慢できるから｣｢いきづらいから｣ ｢お⾦かかるか

ら｣｢何が受診⽬安か分からないから｣ ｢まだ若いから｣といった理由ではない

かと思う。 結果としてググるしかなく、前述したような事態となる。 安⼼

して相談できる専⾨家が近くにいない。 4 つめ 社会的な関⼼が低い。 情報

は基本的に興味を持つ⼈が⼿にいれるもので、 ⼤々的な話題(興味の垣根を

越えるような)にならないと 情報が届かない。対象の多くはまだ若く、健康

情報に興味のある層は⽐較的少ないのでは。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



〈参考資料 3〉 
アンケート⽤紙 

 



 



 


