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子宮頸
けい

がんは子宮の入口（頸部）にできるがんで、日本では毎年 1 万人が子宮頸がんにかかり、約

3 千人が亡くなっており、近年は若い世代で多くなっておりピークは 30 代です。20 代、30 代の女

性で子宮頸がんのために妊娠できなくなる女性が毎年 1200 人います。 

 

この妊娠・出産・子育ての時期に罹患
り か ん

してしまう子宮頸がんの殆どはヒトパピローマウイルス

（HPV）の感染が原因と言われており、特に 2 つのタイプによるものが子宮頸がん全体の 50～70％

を占めており、その HPV 感染を予防するワクチンが子宮頸がんワクチンなのです。 

 

子宮頸
けい

がんワクチンは 2013 年に定期接種となりましたが、その後副作用の可能性がマスコミで大々

的に報道され『積極的勧奨の中止』となっています。当時、子宮頸がんワクチンの副作用で歩けな

くなった・計算ができない・痙攣
けいれん

するなどの症状を訴える車いすの少女たちの衝撃的な映像が連日

マスコミにより報道されました。しかしその後、厚生労働省の調査の結果、マスコミで報道された

ような多様な症状の原因が子宮頸がんワクチンであるという科学的証拠がなく、子宮頸がんワクチ

ンとの関連は否定されています。 

 

世界を見渡せば 2007 年に世界で最初に子宮頸がんワクチン公費助成を導入したオーストラリアを

はじめ、接種費用を公費で助成する国は７０か国以上にのぼっています。ＷＨＯ（世界保健機関）

をはじめとする世界の主要な国際機関や政府機関は、子宮頸がん予防ワクチンに関し提供されてい

るあらゆる安全性情報を検証した上で、引き続き接種を推奨しています。実際に子宮頸がんワクチ

ンを導入した国（オーストラリアやアメリカ、イギリス等）では、すでに子宮頸部の前がん病変の

減少が認められています。ただ我が国では当初子宮頸がんワクチンの接種率は、70％以上でしたが、

『積極的勧奨の中止』によりその存在すら認識されなくなり、現在は接種率 1％未満となっていま

す。そして子宮頸がんワクチンを受けなかった世代が子宮頸がんを発症する年代となり、婦人科の

先生方は危機感を感じています。 

 

※副反応についての詳しい説明と WHO や学会の見解 

有害事象は国内外 890 万回接種で副反応疑いが 0.03%の 2584 人で、うち 186 人に通院を要する未

回復な状態があり、10 万回接種で 2 人になります。またフランス等で実施された再調査ではテレビ

等で報道されていた複合性局所疼痛
とうつう

症候群(CRPS)や体位性起立頻
ひん

拍
ぱく

症候群(POTS)、自己免疫疾患

の発生率は本ワクチン接種者と一般集団で差がみられないことが示されています。 

 

WHO は子宮頸癌ワクチンの『積極的接種勧奨の中止』により若い女性たちが本来予防可能な HPV

関連癌の危険にさらされたままになっており、不十分なエビデンスにもとづく政策決定は安全かつ

効果的なワクチン使用の欠如につながり真の被害をもたらす可能性があると意見しています。 



ワクチン接種開始後に日本で起きる混乱（辛坊治郎） 
令和３年２月７日（日曜日）月次祭         こうとくにんげん塾 #276 

 

私は基本的に「不安を煽
あお

ることで利益を得るような商売をしない」という鉄則に 則
のっと

って行動していますが、今回は結果的に皆さんの不安を煽
あお

ることになるかもしれま

せん。でも事実だから仕方ありません。ズバリ書きます。 

 

今年三月下旬から日本で高齢者へのワクチン接種が大規模に開始された後、ワクチ

ンを接種された高齢者が大勢死にます。これは断言できます。ここまでは 100%当た

る予測です。その結果、ワイドショー等を中心に強烈な反ワクチン運動が日本で起

きるかも知れません。下手をすると、その後、若年層へのワクチン接種が延期にな

ったり取りやめになったりする事が無いとは言えません。この後半の予測が当たる

かどうかは五分五分です。日本人の知恵が試される局面になるでしょう。 

 

何故、ワクチン接種後に高齢者が続々死ぬと断言できるのか？種を明かすと、もの

すごく単純な話です。皆さん、日本でいったい一年間に何人の高齢者が亡くなって

いるか知っていますか？高齢化の進展とともに毎年ものすごい勢いで日本の死者数

が増え続け、ついに一昨年、2019 年の日本の年間死者は 137 万人を越えました。勿

論、この数字の中には若年層の自殺者や交通事故死者も含まれていますが、その大

半が高齢者であることは間違いありません。 

 

ところが昨年は新型コロナウイルスの感染が広がったために、逆にこの数字を下回

りそうなんです。死者が減った理由は不明ですが、一説によると、「様々な対策によ

って新型コロナウイルス以外の感染症が予防できたため」だそうです。意地の悪い

人の中には、「高齢者が医者に通わなくなり、医療現場での感染や薬の過剰摂取が抑

制されたから」なんて事を言う人もいますが、私はそこまでは主張しません（笑）。 

 

最終的な昨年の日本の死者数はこのメルマガを書いている時点では判明していませ

んが、去年末の統計を見ると、昨年の日本の死者数が一昨年を下回るのは確実です。

過去数十年間、日本の死者数は毎年右肩上がりで増え続けてきましたから、これが

前年を下回るのは異常事態です。この一事をもってしても、新型コロナウイルス感

染症が日本社会にとってどんな病気なのか分かるでしょう。 



今でも、「新型コロナウイルスが怖くて昨年病院に行かなかった高齢者が、今後、癌

などで死ぬリスクが上がる」なんて事を言う人がいます。これについては今のとこ

ろ何とも言えません。私は、その可能性を否定しませんが、統計上の数字を左右す

るほどにはならないだろうと思っています。それより、昨年の巣ごもりによって若

い男女の出会いが制限されたことの影響で少子化が進むほうが可能性がありそうで

す。社会的には、高齢者が癌で死ぬリスクが多少上がるより脅威です。 

 

さて話を元に戻しましょう。「今年三月以降、新型コロナウイルスワクチンを接種し

た高齢者が続々死ぬ」と何故予測できるのか？先に種明かしをすると、実は新型コ

ロナウイルスワクチンを打たなくても「続々死ぬ」からです。日本で一年間に亡く

なる人の数は過去十年、毎年 130 万人を越えています。ざっくり毎月１０万人以上

の高齢者が亡くなっているのです。一日平均 3000 人以上です。春先は季節の変わり

目ですから、一時的にもう少し上昇するかも知れません。何もしなくてもこれだけ

の高齢者が毎日日本のどこかで亡くなっている状況で、高齢者を対象に三か月とい

う短期間に新型コロナウイルスワクチンを全員に接種したら何が起きるか？ 

 

当然、ワクチン接種直後に脳梗塞や心筋梗塞などを発症して亡くなる人が続出しま

すよね。社会が冷静なら、個々のケースにおいての死因の分析が行われるでしょう

が、一か月に 10 万人以上の高齢者が死ぬ状況下でそれが果たしてどれほど可能か疑

問です。遺族の中には必ず「ワクチン接種で親が死んだ」と主張して損害賠償請求

などを行うケースも出るでしょう。死因とワクチン接種の因果関係を立証するのは

難しいでしょうが、「接種直後に死んだ」という事実があれば、訴えを起こすこと自

体は困難ではありません。 

 

またどんなワクチンにもつきものの、意図的に起こされる「反ワクチン運動」がそ

の現象を利用することは十分考えられます。「ワクチン接種で大量死者」と煽ること

で視聴率を稼ぎたい一部のワイドショーなどが、「死者数」を大声で報じることで社

会的混乱が起きる事を、私は今とても強く懸念しています。 

 

そもそも、現在マスコミが報じる「コロナ死者」自体に同じことが起きています。

昨年のいわゆる「第一波」の後、厚生労働省は、それまでばらばらだった「コロナ

死の定義」について統一見解を全国の自治体に発しました。この見解により日本で



は、「直接の死因がなんであれ、死んだときに新型コロナウイルスの感染が確認され

た場合、コロナ死とする」と定義されたんです。極端な話、自殺者が新型コロナウ

イルスに感染していたら、それは統計上「コロナ死」になるんです。この通達が出

た日に埼玉県は、それまでコロナ死にカウントしていなかった死者をコロナ死に計

上したため、特定の一日だけ統計上の死者が激増したことがありました。 

 

既に報じられているように、日本における新型コロナウイルス死者の６割は８０歳

以上です。その中には「老衰で死んだ男性から新型コロナウイルスが検出された」

というケースもある訳です。私が懸念しているのはここからです。同じ様に例えば

「ワクチン接種後一週間以内に死んだ人はワクチンの副反応死とする」なんてこと

になったらどうなるか？流石にそんな定義は厚生労働省でもやらないでしょうが、

一部の意図的なマスコミや団体が、そのようにデータを解釈して騒ぐ事態は十分考

えられます。 

 

ほら、こうして考えると、「ワクチン接種後、大勢の高齢者が死ぬ」という事態が確

実に起きるのは理解できますよね。既にノルウェーで、数万人規模の高齢者への接

種で、直後に３０人程が死んだと報じられています。ノルウェー社会はこの数字を

冷静に受け止めているようですが、日本社会で「３０００万人にワクチンを打った

三か月間に３０万人が亡くなった」という事態に耐えられるのか？ 

 

私は気温や湿度の上昇と紫外線量の増加、生活習慣や免疫力の状況などによる「感

染リスクの高いグループ」への感染拡大と収束の影響などで、これから春に向けて

新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いて行くと見ていますが、ワクチン接種開

始後に日本で起きる混乱を想像すると頭が痛くなります。こういう時こそ、まとも

な専門家と良質なマスコミの出番なんですが、、、。 

 

出典：辛坊治郎メールマガジン第 515 号（2021 年 1 月 29 日） 

 

 

 

 

 

｢コロナ死 4000 人 vs.肺炎死 10 万人｣という数字をどう読むべきか 

 

今 後 の 予 定 

祈 年 祭   ２月２１日（日曜日） 正 午 

月 次 祭   ３月 ７日（日曜日） 正 午 

 

★鴻徳神社お知らせメール（月２回配信・無料）★ 

最新の行事予定などをお知らせします。ホームページより登録して下さい。 

https://kotoku-jinja.jp/mm 



コロナはどれくらい怖い病気なのか（抜粋） 
和田 秀樹（国際医療福祉大学大学院教授） 

2021 年 1 月 17 日 https://president.jp/articles/-/42438 

 

医師が「2 度目の緊急事態宣言」に違和感を覚えた理由 
死のリスクを常に抱える高齢者を専門とする医師である私は、政府が 2 度目の宣言を出したことに

若干違和感を覚えた。まだワクチンも打てず薬もないコロナという得体のしれない感染症に対する

恐怖心は私にもある。コロナ陽性者が入院できないまま自宅で亡くなるといったニュースを心から

残念に思う。だが、批判を覚悟で言えば、いささか怖がりすぎではないのか。 

 

そう考える理由のひとつは、コロナ感染者数が累計約 30 万人まで増えながらも、コロナの死者数は

現状、例年の季節性インフルエンザのそれと規模的にはそれほど大きく変わらないということがあ

る。インフルエンザの年間の平均推定感染者数は約 1000 万人で 2019 年のインフル死者数は 3575

人（厚生労働省）。いっぽう、コロナ死者数は 2021 年 1 月 15 日時点で 4059 人だ。 

 

コロナ死 4000 人 vs.例年のインフルエンザ関連死 1 万人、肺炎死 10 万人 
インフルエンザの死者は、医師が死因をインフルエンザと認めた数であり、肺炎を併発したり、イ

ンフルエンザによって持病が悪化したりして亡くなった数は含まれない。インフルエンザに関連す

る死亡者数は年間約 1 万人と推計されている（関連死亡者数には、インフルエンザが直接的に引き

起こす脳症や肺炎のほか、2 次的に起こる細菌性の肺炎、また、呼吸器疾患や心疾患といった持病

の悪化など、間接的な影響によって死亡した人の数も含まれる）。 

 

それに対してコロナの場合、持病があるほど重症化しやすいとされており、全数とは言わないまで

もコロナ感染で持病が悪化して亡くなった数も、「コロナ死」にカウントされていると思われる。そ

う考えるとインフルエンザのほうがコロナよりむしろ死者数は多いといえる。例年、インフルエン

ザで 3000 人から 1 万人（持病の悪化も含む）亡くなることを知っている人であれば、もしくは、

通常の肺炎で毎年 10 万人の命が奪われると知っている人であれば、コロナをここまで怖い病気と思

わなかったかもしれない。 

 

「感染者数」で考えるべきか「死者数」で考えるべきか 
私が緊急事態宣言発出に違和感を覚える 2 つめの理由は、コロナの感染の危機を問題にしたり、非

常事態宣言や飲食店の時短要請をしたりする場合に「感染者数」を基に行うことが多いということ

だ。季節性インフルエンザの場合、その感染の危機を問題視するとき基本的には死者数を基に行う。

「今年は 3000 人の死者が出た」といった報道はされるが、感染者数を報じることはほとんどない。

ある行動をする際、「何に判断基準を置いて」それを実行するか。その基準によって人の判断は大き

く変わる。たとえば、心理学の用語に「フレーミング」がある。ノーベル経済学賞を受賞したダニ

エル・カーネマンは、著書『ファスト＆スロー』において、フレーミング効果とは、「問題の提示の

仕方が考えや選好に不合理な影響を及ぼす現象」と定義している。 



同じ現象でも「思考のフレーム」によって結論はがらりと変わる 
カーネマンが、医師に対して、A：「生存率」が 90％と提示した場合と、B：1 カ月後の「死亡率」

が 10％と提示した場合で、彼らが手術を選ぶか放射線治療を選ぶかを実験した。結局、A も B も同

じことを言っているが、A と言われて手術を選ぶ医師が 84％いたのに対して、B と言われるとそれ

が 50％に減ることがわかった。つまり、「生存率」というフレームで考えるか、「死亡率」というフ

レームで考えるか。命を預かる医師という専門職でさえ、判断ががらりと変わってしまうのだ。 

 

さらに、600 人の死が予想される伝染病について 2 つのプログラムのどちらを採用するかという問

題。A は 200 人が助かるプログラム、B は 600 人が助かる確率は 3 分の 1 で誰も助からない確率は

3 分の 2。A も B も助かる人数の期待値は 200 人なのだが、A を選ぶ人が 72％、B を選ぶ人はわず

か 28％だった。ところが、「死ぬ数」を強調して同じことを別の言い方に変えて聞いてみたら答え

はまったく違っていた。C は 400 人が死ぬプログラム。D は誰も死なない確率は 3 分の 1 で 600 人

が死ぬ確率は 3 分の 2。この選択だと C を選ぶ人はわずか 22％で D を選ぶ人は 78％もいたのだ。

助かることを強調するか、死ぬことを強調するかで、こんなに判断が変わってしまうということだ。 

 

コロナ対策を国が考える場合、その思考や判断の基準に「感染者数」を置いたら感染者数を減らす

ことが最大の目標になるし、そのためにはどんな市民の生活の制限もいとわないことになるだろう。

しかし、緊急事態宣言のような施策は影響力が極めて大きい。経済はもちろん、自殺者の増加や、

高齢者の運動・認知機能の低下、コロナに対応できる免疫機能の低下にもつながる問題も出てくる。

逆に、「感染者数」でなく「死者数」を減らせばいいという基準になれば、コロナ患者を入院させる

医療機関の充実や一般市民の免疫力を上げるための啓もうにもっと力を入れることになるだろう。 

 

一度できた思考のフレームを変えることが難しい 
厄介なのは、一度思考のフレームが出来上がってしまうと、別のフレームを与えられても、異なる

判断をする人がまずいないということだ。フレームの再構成（リフレーミング）には大変な努力と

エネルギーを要するので、私たちの大半は、意思決定問題を当初フレームされた通りに受け身的に

受け入れるということだ。一度できた思考のフレームはそれほど変わることが難しい。 

 

ワクチンというのは、インフルエンザワクチンの時によく言われるように、感染者を減らすことよ

り、感染した際に重症になりにくくするという効果が期待できるものだ。現在認可されているコロ

ナのワクチンは、コロナウイルスに暴露した際に、PCR 陽性率も下げることは報告されているだろ

うが、ゼロにはできないし、かなりの数の陽性者は残るだろう。 

 

ただ、ワクチンの普及によって、コロナが死を招くリスクは大きく下がる。ワクチンが普及し、死

者数が激減しても、感染者数を気にするフレーミングが続き、いつまで経っても市民生活に規制が

続くのではないか…。そんな私の不安が杞憂
き ゆ う

であってほしい。ついでにいうと、読者の皆さんには、

この機会に自分の判断のフレームワークをコロナ問題に限らず、誰かの受け売りではなく、自分の

頭で考え内省する習慣をもってもらえると幸いである。 


