
○ ○ 札幌医科大学附属病院 リハビリテーション科
医療連携福祉センター
TEL:011-611-2111（内線31320） FAX:011-621-2233

○ 北海道大学病院 婦人科 TEL:011-706-4330 FAX:011-706-7963

○ 八戸市立市民病院 小児科、神経内科
地域医療連携室
TEL:0178-72-5111（内線1240） FAX:0178-72-5222

○ 弘前大学医学部附属病院 産科婦人科
総合患者支援センター
TEL:0172-39-5337 FAX:0172-39-5448

岩手県 ○ 岩手医科大学附属病院 産婦人科 TEL:019-613-7111 FAX:019-907-7819

○ 東北大学病院 婦人科 TEL:022-717-7745 FAX:022-717-8790

○ 仙台ペインクリニック 麻酔科・ペインクリニック TEL:022-236-1310 FAX:022-236-1315

秋田県 ○ 秋田大学医学部附属病院 産科婦人科 TEL:018-884-6035 FAX:018-884-6560

山形県 ○ 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 リハビリテーション科 TEL/FAX:0120-232-658

○ ○ 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 整形外科
医療機関 TEL:024-547-1111
患者（総合受付紹介患者受付窓口）
TEL:024-547-1074 FAX:024-547-1075

○ 公益財団法人 星総合病院 慢性疼痛センター TEL:024-983-5511

○ 筑波大学附属病院 医療連携患者相談センター TEL:029-853-3900

○ 水戸赤十字病院 代表 TEL:029-221-5177

○ 自治医科大学附属病院 産婦人科、小児科 TEL:0285-44-2111（代表） FAX:0285-40-6016

○ ○ 獨協医科大学病院 麻酔科、産科婦人科
医療連携部門
TEL:0282-87-2383 FAX:0282-86-5446

○ 群馬大学医学部附属病院 麻酔・集中治療科 TEL:027-220-7111（代表） FAX:027-220-8470

○ 善衆会病院 整形外科・リハビリテーション科 TEL:027-261-5410

○ 自治医科大学附属さいたま医療センター 産婦人科
外来予約受付
TEL:048-788-2788

○ 埼玉医科大学病院 総合診療内科 TEL:049-276-1121（医務部） FAX:049-294-8222

○ 脳神経内科

○ 整形外科

○ 東京大学医学部附属病院 地域医療連携センター、緩和ケア診療部（麻酔科）
地域医療機関 TEL:03-5800-9101
患者 TEL:03-5800-8630

○ ○ 東京慈恵会医科大学附属病院 ペインクリニック
医療連携室
TEL:03-5400-1202 FAX:03-5401-1879

○ ○ 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ペインクリニック

医療機関受付窓口：地域医療連携室
TEL:03-5802-1576（直通） FAX:0120-03-3946
患者受付窓口：外来担当
TEL:03-3813-3111（大代表）

○ ○ 日本大学医学部附属板橋病院 痛みセンター
患者支援センター
TEL:03-3972-8111（内線3184） FAX:03-3972-0018

○ 慶應義塾大学病院 痛み診療センター TEL:03-3353-1211

○ 聖マリアンナ医科大学病院 産婦人科 TEL:044-977-8111（代表） FAX:044-977-9486

○ 昭和大学横浜市北部病院 産婦人科 TEL:045-949-7143（紹介予約直通）

○ 昭和大学藤が丘病院 産婦人科 TEL:045-971-1151

○ 横浜市立大学附属病院 産婦人科 TEL:045-787-8995 FAX:045-787-2866

○ 横浜市立大学附属市民総合医療センター ペインクリニック内科
地域連携担当
TEL:045-261-5656（代表）

○ 北里大学病院 麻酔科ペインクリニック・緩和ケア外来 TEL:042-778-8111（代表） FAX:042-778-9371

○ 東海大学医学部付属病院 麻酔科ペインクリニック外来 TEL:0463-93-1121（代） FAX:0463-94-9058

新潟県 ○ 新潟大学医歯学総合病院 産婦人科 TEL:025-227-0374 FAX:025-227-0984

○ 麻酔科

○ 痛みセンター

○ 金沢大学附属病院 小児科、産科婦人科 TEL:076-265-2000 FAX:076-234-4332

○ 金沢医科大学病院 麻酔科 TEL:076-286-3511 FAX:076-286-2372

○ 石川県立中央病院 麻酔科 TEL:076-237-8211 FAX:076-238-5366

福井県 ○ 福井大学附属病院 産科婦人科 TEL:0776-61-8392 FAX:0776-61-8117

山梨県 ○ 山梨大学医学部附属病院 産婦人科 TEL:055-273-9871

○ 信州大学医学部附属病院 脳神経内科
難病診療センター
TEL:0263-37-3148　FAX:0263-34－6589

○ JA長野厚生連　佐久総合病院 総合診療科（高校生以上）、小児科（中学生以下）

地域医連携室
TEL:0267-82-3131（内線3489） FAX:0267-81-1114
診療に関するお問い合わせ窓口
TEL:0267-82-3131（代表）
総合診療科外来（内線3299） 小児科外来（内線3227）

岐阜県 ○ 国立大学法人岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター TEL:058-230-6104　FAX:058-230-6120

○ 順天堂大学医学部附属静岡病院 産婦人科 TEL:055-948-3111　FAX:055-948-5088

○ 浜松医科大学医学部附属病院 産婦人科
地域連携室
TEL:053-435-2637

栃木県

群馬県

静岡県

TEL:043-222-7171（代表）
FAX:043-226-2720

神奈川県

富山県 富山大学附属病院
医療福祉サポートセンター
TEL:076-434-7798 FAX:076-434-5104

石川県

長野県

東京都

埼玉県

千葉県

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関及び
厚生労働行政推進調査事業研究班の所属医療機関（令和４年４月26日現在）

　HPVワクチン接種後に気になる症状が生じた際は、まずは接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談し、受診をご検討ください。協力医療機関の受診については、接種を行った医師またはかかりつ
けの医師にご相談ください。
　HPVワクチン接種後に生じた症状に関して、不安や疑問、困ったことがある方は、お住まいの都道府県に設置された相談窓口にご相談ください。
　そのほか、HPVワクチンの接種に関する一般的なご相談は、「感染症・予防接種相談窓口」にて受け付けております。（電話番号：03-5276-9337）

・　協力医療機関：HPVワクチン接種後の症状に対する診療を行うために都道府県ごとに設置されている医療機関です。
・　厚生労働行政推進調査事業研究班の所属医療機関：HPVワクチン接種後の症状に関する研究を行っている研究班の研究者が所属する医療機関です。

都道府県名 協力医療機関

厚生労働行政
推進調査事業

研究班の
所属医療機関

医療機関名 窓口診療科名 連絡先

北海道

青森県

宮城県

福島県

茨城県

千葉大学医学部附属病院



○ 名古屋大学医学部附属病院 小児科 TEL:052-744-2838 FAX:052-744-2880

○ ○ 愛知医科大学病院 疼痛緩和外科・いたみセンター TEL:0561-62-3311 FAX:0561-63-3208

○ 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 産婦人科 TEL:052-991-8121 　FAX:052-916-2038

○
愛知県厚生農業協同組合連合会
豊田厚生病院

神経内科 TEL:0565-43-5000 FAX:0565-43-5100

○ トヨタ記念病院 脳神経内科

医療機関：患者支援センター地域医療連携グループ
TEL:0565-424-7082 FAX:0565-29-8828
患者：予約センター
TEL:0120-489-587（脳神経内科予約）

○ 春日井市民病院 小児科 TEL:0568-57-0057 FAX:0568-57-0259

○ 小牧市民病院 産婦人科 TEL:0568-76-4131 FAX:0568-76-4145

○ 豊川市民病院 産婦人科 TEL:0533-86-1111 FAX:0533-84-1327

○ ○ 名古屋市立大学病院 いたみセンター
患者受付窓口
TEL:052-851-5511 FAX:052-851-4801

○ 産婦人科

○ 痛みセンター

○ 患者支援センター

○ 学際的痛み治療センター

○ 産婦人科

○ 疼痛・緩和ケア科（ペインクリニック）

○ ○ 大阪大学医学部附属病院 小児科、産科婦人科、疼痛医療センター
阪大病院患者包括サポートセンター
TEL:06-6879-5080（医療機関専用直通番号）
FAX:06-6879-5081（紹介・予約に関する直通）

○ 大阪医科薬科大学病院 総合診療科、麻酔科・ペインクリニック
広域医療連携センター（患者総合相談室）
TEL:072-683-1221 FAX:072-684-6250

○ 近畿大学病院 小児科・思春期科 TEL:072-366-0221（代表） FAX:072-365-7161

○ 大阪公立大学医学部附属病院 産婦人科 TEL:06-6645-2121（代表） FAX:06-6636-3539

○ 神戸大学医学部附属病院 麻酔科・精神科神経科
TEL:078-382-5111
FAX:078-382-5265（地域医療推進室・予約専用）

○ 兵庫県立尼崎総合医療センター 脳神経内科
地域医療連携センター
TEL:06-6480-7720 FAX:06-6480-7721

○ 兵庫医科大学病院 ペインクリニック部 TEL:0798-45-6819

○ 産婦人科

○ ペインセンター

○ 和歌山県立医科大学附属病院 産科婦人科 TEL:073-441-0807 FAX:073-441-0515

○ 日本赤十字社和歌山医療センター 小児科 TEL:073-422-4171

鳥取県 ○ 鳥取大学医学部附属病院 女性診療科 TEL:0859-38-6642 FAX:0859-38-6640

島根県 ○ 島根大学医学部附属病院 小児科 TEL:0853-20-2220

○ 産科婦人科 TEL:086-223-7151（代表） FAX:086-235-7636

○ 運動器疼痛センター TEL:086-235-7273

○ 川崎医科大学附属病院 産婦人科 TEL:086-462-1111

広島県 ○ 広島大学病院 産科婦人科、小児科
産科婦人科 TEL:082-257-5472 FAX:082-257-5489
小児科 TEL:082-257-5212 FAX:082-257-5214
患者支援センター TEL:082-257-5064 FAX:082-257-5489

○ 整形外科、脳神経内科

○ ペインセンター

徳島県 ○ 徳島大学病院 患者支援センター TEL:088-633-9107

○ 香川県立中央病院 産婦人科 TEL:087-811-3333

○ 高松赤十字病院 小児科（中学生まで） TEL:087-831-7101（代表） FAX:087-834-7809

○
香川大学医学部附属病院
（総合地域医療連携センター）

周産期科女性診療科
麻酔・ペインクリニック科

TEL:087-891-2363 FAX:087-891-5652

愛媛県 ○ ○ 愛媛大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科 TEL:089-960-5261 FAX:089-960-5918

高知県 ○ ○ 高知大学医学部附属病院 医事課医療支援係　予約センター TEL:088-880-2441 FAX:088-880-2774

○ ○ 九州大学病院 麻酔科・蘇生科 TEL:092-642-5719

○ 福岡市立こども病院 総合診療科 TEL:092-682-7000

○ 飯塚病院 小児科 TEL:0948-22-3800（内2208）

○ 久留米大学病院 婦人科 TEL:0942-35-3311

○ 産業医科大学病院 産婦人科（高校生以上） TEL:093-603-1611（産婦人科外来）

○ 産科婦人科 TEL:0952-34-2319

○ ペインクリニック・緩和ケア科 TEL:0952-34-2304

長崎県 ○ 長崎大学病院 産科婦人科
地域医療連携センター
TEL:095-819-7930 FAX:095-819-7305

○ 婦人科 TEL:096-373-5670

○ 麻酔科 TEL:096-373-5275

大分県 ○ 大分大学医学部附属病院 小児科（15歳以下）、産科婦人科（16歳以上） TEL:097-549-4411（代表） FAX:097-586-5439

宮崎県 ○ 宮崎大学医学部附属病院 産科・婦人科 TEL:0985-85-1225 FAX:0985-85-9186

鹿児島県 ○ 鹿児島大学病院 脳神経内科 TEL:099-275-5332 FAX:099-265-7164

○ 琉球大学病院 麻酔科 TEL:098-895-3331

○ 友愛会 豊見城中央病院 全人的痛みセンター TEL:098-851-0501

大阪府

兵庫県

熊本県 熊本大学病院

沖縄県

京都府 京都府立医科大学附属病院 TEL:075-251-5998

佐賀県 佐賀大学医学部附属病院

奈良県 奈良県立医科大学附属病院 TEL:0744-29-8877　 FAX:0744-23-6557

和歌山県

岡山県
岡山大学病院

山口県 山口大学医学部附属病院
患者支援センター
TEL:0836-22-2482 FAX:0836-22-2155

香川県

福岡県

愛知県

三重県 TEL:059-232-1111（代表）

滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院 TEL:077-548-2515 FAX:077-548-2792

三重大学医学部附属病院


