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平成 26 年 7 月 16 日

各都道府県衛生主管部（局）

御中

厚生労働省健康局結核感染症課

子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療について

標記については、平成 25 年９月 27 日付け事務連絡「子宮頸がん
予防ワクチン接種後の痛みの診療について」及び平成 25 年 10 月 11
日付け事務連絡「子宮頸がん予防ワクチン接種後の痛みの診療に
ついて」により、情報提供させていただいたところです。
今般、平成 25 年９月 27 日付け事務連絡に関し、研究班の代表
者である牛田享宏教授から、新たに痛みセンター連絡協議会の所
属医療機関が８施設追加された旨、別紙のとおり連絡がありまし
たので、情報提供いたします。
つきましては、管内市町村（保健所を設置する市及び特別区を
含む 。）、関係医療機関等に対しても、情報提供いただきますよう
お願いいたします。

2014 年 7 月 15 日
子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）接種後の痛みの診療について
厚生労働省慢性の痛み対策研究事業
慢性の痛み診療の基盤となる情報の集約とより
高度な診療の為の医療システム構築に関する研究班

（痛みセンター連絡協議会）
代表： 牛田 享宏
昨年９月より 厚生労働省健康局と協議の上、HPV ワクチン接種後の副反応（主として痛み、しびれ、脱力など）
について被接種者とそのご家族に対して適切な医療を提供するための診療体制を整備して参りましたが、今年度よ
り新たに痛みセンター連絡協議会 所属医療機関を８施設増設いたしましたのでご案内申し上げます。
引き続き、ワクチン接種後の急性炎症が軽快せず、痛みやしびれ等の症状が持続（目安として 2～4 週間以内）し
ている被接種者におかれては、痛みセンター連絡協議会に所属する医療機関（下記）の受診をお薦めします。受診
の際は、これまでの検査結果や診療内容が記載されている医療機関からの診療情報提供書をご持参くださいます
ようお願いします。また、ワクチン被接種者を診療している医療機関におかれては、ワクチン接種から 2～4 週間程度
の期間で改善しない際は、痛みセンター連絡協議会の医療機関へ遠慮無くご紹介くださいますようお願いします。
【痛みセンター連絡協議会 所属医療機関】
● 札幌医科大学附属病院 整形外科・リハビリテーション科
● 福島県立医科大学附属病院 リハビリテーション＆痛みセンター（整形外科）
● 東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター、整形外科・脊椎外科
● 東京慈恵会医科大学附属病院 ペインクリニック
● 順天堂大学附属病院 ペインクリニック
● 愛知医科大学病院 痛みセンター
● 滋賀医科大学附属病院 ペインクリニック
● 大阪大学医学部附属病院 大阪大疼痛医療センター
● 岡山大学病院麻酔科蘇生科 ペインセンター
● 高知大学医学部附属病院痛み外来（麻酔科・整形外科）
● 九州大学病院 ペインクリニック
【平成 26 年度より 痛みセンター連絡協議会 所属医療機関】
● 山形済生病院 リハビリテーション科
● 新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科、総合リハビリテーションセンター
● 獨協医科大学病院 麻酔科
● 日本大学医学部附属板橋病院 痛みセンター
● 富山大学附属病院 整形外科
● 三重大学病院 整形外科
● 愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科（痛み外来）
● 山口大学医学部附属病院 整形外科

本文書に関する問合せ： 愛知医科大学学際的痛みセンター ０５６１－６２－５００４（TEL および FAX） 牛田まで

連携機関：
厚生労働研究“難治性神経因性疼痛の基礎疾患の解明と診断・治療精度を向上させるための研究”研究班
協力機関：NPO 法人 いたみ医学研究情報センター（いたみラボ）

【患者さん紹介の流れ】
痛みセンター連絡協議会所属医療機関での診察には、担当の医師からの紹介が必要となります。
以下の手順に従って、受診していただけますようお願い致します。
担当医
①痛みセンター連絡協議会所属医療機関宛の紹介状（診療情報提供書）作成
②各痛みセンター連絡協議会所属医療機関の地域連携室に予約をとってください。
（各診療施設に専用の診療情報提供書などがございますので詳細については下記ホームページでご確認ください。）

患者さん

担当医に作成してもらった紹介状を持参し、予約日に来院する。

痛みセンター連絡協議会 所属医療機関
札幌医科大学附属病院 整形外科・リハビ
リテーション科

福島県立医科大学
附属病院
東京大学医学部
附属病院

リハビリテーショ
ン＆ 痛みセンタ
ー（整形外科）
麻酔科・痛みセン
ター、整形外科・
脊椎外科

東京慈恵会医科大学
附属病院

ペインクリニック

順天堂大学附属病院

ペインクリニック

愛知医科大学病院

痛みセンター

滋賀医科大学附属病院

ペインクリニック

大阪大学医学部
附属病院

疼痛医療センター

岡山大学病院

麻酔科蘇生科
ペインセンター

高知大学医学部
附属病院

痛み外来
（麻酔科・整形外
科）

九州大学病院

ペインクリニック

診療予約用連絡先
医療連携・総合相談センター
TEL：011-611-2111 (内線 3132)、 FAX：011-621-2233
ホームページ：
http://web.sapmed.ac.jp/hospital/medical/mumhv60000002zmz.
html
地域連携部（医療連携・相談室）
TEL：024-547-1074（直通）、FAX：024-547-1075
ホームページ：www.fmu.ac.jp/byoin/02renkei/
地域医療連携部
TEL：03-5800-9101（直通）、FAX：03-5800-9102
ホームページ：
http://www.h.u-tokyo.ac.jp/organization/introduce/index.ht
ml
医療連携部門
TEL：03-5400-1202（直通）、 FAX：03-5401-1879
ホームページ：
http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/letter.html
医療連携室
TEL：03-5802-1576（直通）、03-5802-1941（直通）
FAX：0120-03-3946 03-5802-3946
Email:irenkei@juntendo.ac.jp
ホームページ：http://www.juntendo.ac.jp/hospital/organi/
地域連携室
TEL：0561-65-0221（直通）、FAX： 0561-65-0225
ホームページ：www.aichi-med-u.ac.jp/hospital/sh11/sh1102/
患者支援センター
TEL：077-548-2515、FAX：077-548-2792
ホームページ：
http://www.shiga-med.ac.jp/hospital/doc/medical_institutio
n/steps.html
保健医療福祉ネットワーク部
TEL：06-6879-5080 FAX：06-6879-5081
ホームページ：
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/departments/network.html
地域医療連携室
TEL：086-235-7205（直通）、FAX：086-235-6761
ホームページ：www.okayama-u.ac.jp/user/hos/syoukai.html
地域医療連携室（予約センター）
TEL：088－880－2701、FAX：088－880－2773、
Email：ir10@kochi-u.ac.jp
ホームページ：www.kochi-ms.ac.jp/~chiki/
地域医療連携センター FAX：092-642-5155
ペインクリニック 092-642-5719
ホームページ：
www.hosp.kyushu-u.ac.jp/nyuin/menkai/index.html#dialin

【平成２６年度より】
痛みセンター連絡協議会 所属医療機関
山形済生病院
リハビリテーショ
ン科

新潟大学医歯学総合病
院

産科婦人科
痛み診療：
総合リハビリテー
ションセンター

獨協医科大学病院

麻酔科

日本大学医学部附属
板橋病院

痛みセンター

富山大学附属病院

整形外科、麻酔科

三重大学病院

整形外科

愛媛大学医学部附属病
院

痛みセンター

山口大学医学部附属病
院

整形外科

診療予約用連絡先
医療連携室
TEL・FAX 兼用：0120-232658
ホームページ：
http://www.ameria.org/medical_personnel/for_docter_system.
html
地域保健医療推進部 紹介予約担当
TEL：025-227-0374、 FAX：025-227-0984
ホームページ：
http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/institution/

地域医療連携センター 総合医療連携室
TEL：0282-87-2383、FAX：0282-86-5446
ホームページ：
http://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/iryou/855.html
医療連携センター
TEL：（大代表）03-3972-8111（内線）3184、FAX：03-3972-0018
ホームページ：
http://www.med.nihon-u.ac.jp/hospital/itabashi/renkei/inde
x.html
地域福祉サポートセンター
TEL：076-434-7798、FAX：076-434-5104
ホームページ：
http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/guide/medical/com-medicine.
html
医療福祉支援センター地域連携部門
TEL：059-231-5552（直通）、FAX：059-231-5541
ホームページ：
http://www.hosp.mie-u.ac.jp/medical/reserve/
総合医療サポートセンター
TEL：089-960-5322（直通）、FAX：089-960-5959
ホームページ：
http://www.hsp.ehime-u.ac.jp/local/style
診療連携室
医事課（事前予約窓口）
TEL：0836-22-2167、FAX：0836-22-2474
ホームページ：
http://www.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/about/introducer.html

