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　わが国では毎年約8000人の子宮頸癌患者が発生している。子宮頸癌はほぼ100%がhuman
papillomavirus (HPV) 感染に起因するとされており，子宮頸部細胞診の報告様式は，2009年から全
国的に，HPV感染によるエビデンスを取り入れた内容に変更された。当院では細胞診と同時にHPV

遺伝子型の検討を行っている。検出率は高危険群の16・52・58型で高く，特に16型の検出率は癌で
高いことから頸癌との関連が深いことが示された。他に危険率不明群に属する型の単独感染により

癌化した症例も経験している。近年HPVワクチンによる予防の研究が進んでおり，本邦では2009年

10月に導入されたが，資金援助や運営面等様々な問題があり大きな課題が残されている。
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はじめに

　わが国では近年，毎年約8,000人の子宮頸癌患者が発

生し，約2,400人が死亡している1)。とくに年齢が20歳

代～30歳代の発症率が増加傾向にあり，この年齢層の

女性に発症するがんの中では子宮頸癌 (上皮内癌を含

む) は圧倒的に1位を占めている。乳癌の発症率も年齢

層20歳代から30歳代で増加傾向ではあるが，頸癌の発

症率の方がはるかに高くなっている (図1)。

子宮頸癌検診

　1970年代前半まで，子宮癌 (体癌と頸癌を含む) は，

がんによる女性の死亡数では胃癌に次いで2位を占めて

いた。しかし1968年から一部の地域での自由検診が開

始され，1983年老人保健法により国の事業として子宮

癌検診が全国的に施行されてからは，子宮癌による死

亡率は低下してきた。2003年人口動態統計では，婦人

科癌部位別年齢調整死亡率が1950年の31.0から2003年

には5.0と約1/6と低下した (図2)。一方，近年では卵巣

癌，乳癌による死亡率が上昇傾向にあり問題となって

いる。

　子宮癌検診には自由検診と行政検診がある。自由検

診とは受診希望者が自費で検診を受けることであり，

特徴として不正出血などの症状を認めてから受診する

人が多い。一方，行政検診とは，区，市，町，村が検

診の費用を公費で負担する検診であり，特徴として無

症状の人が大多数を占めていることである。1968年か

ら2004年までの子宮癌追跡結果では自由検診7,885人中

内訳は，上皮内癌23.9%，微小浸潤癌13.2%，浸潤癌

40.0%，腺癌15.1%であり，癌の発見数が多い。行政検

診4,427人中，上皮内癌43.6%，微小浸潤癌19.2%，浸潤

癌22.6%，腺癌11.6%であり，早期癌での発見数が多

い2)。

　29歳以下における検診受診者数に対する検出率の年

次別推移では，異形成が増加している2) (図3)。その結

果をふまえ，行政検診の対象年齢は2004年から20歳か

らの検診へと引き下げられた。

　子宮頸癌の5年生存率は，I期で83%，II期で63%，

III期で39%，IV期では13%3)であり，進行例では極めて

予後不良である。そのため早期発見，診断，治療が予

後に大きく関わってくる。癌検診により約70%も癌に

よる死亡率が低下したとWHOは報告しており，実際に

早期に診断し治療を行った結果，本邦でも頸癌による

死亡率は低下してきた。米国では子宮頸癌の検診受診

率が85%であるのに対し，日本の検診率は22%と低

く，他の先進諸国の受診率と比較すると圧倒的に低い

ことが指摘されている (図4)。
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図1.  子宮頸癌の発症推移

図2.  婦人科癌部位別年齢調整死亡率年次推移
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図3.  若年者 (29歳以下) における年次別推移

図4.  先進国の子宮頸癌検診受診率
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図5.  子宮頸癌への進展過程

図6.  頸癌の予防と早期発見

沼田　　彩，他
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図7.  日本人の一般女性におけるHPVの検出率

図8.  世界における子宮頸癌に関連する発がん性HPVの遺伝子型
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子宮頸部細胞診報告様式の変化

　1983年に西ドイツのDurstらのグループによって子宮

頸部癌組織にhuman papillomavirus (HPV) 16型ゲノムが

高率に存在することが報告された4)。HPVはDNA型ウ

イルスでEpstine-Barrウイルスなどとともにヒトの癌発

生に関与するヒト腫瘍ウイルスであり，多くの基礎医

学研究によって子宮頸部癌の原因としてHPVによる発

癌機構が明らかにされた5)。現在HPVは100種類近くの

遺伝子型が発見され，性器から検出される型は40種類

以上に及ぶと報告されている6)。HPVの子宮頸部への

感染はほとんど性交渉によるもので，性交渉によって

頸部粘膜に微細な傷が生じ，そこから基底層にウイル

スが侵入し感染が起こる。生涯で性交経験のある約

80%の女性にHPVは感染するとされており，感染して

もほとんどの場合は一過性感染で，ウイルスは自然に

排除される。しかしウイルスが排除されず長期間感染

が続くと子宮頸部細胞が異形成を示すようになる。異

形成に変化しても多くは自然治癒していくが，一部進

行し数年～数十年かけて癌化していくと考えられてい

る7) (図5)。HPVの感染から子宮頸癌発症までには長い

期間を要するため，この間に子宮頸癌検診 (頸部の細胞

を採取し，評価する) で癌の前駆病変で発見することが

大切である。

　子宮頸部細胞診の報告は，1973年に日本母性保護医

協会で作成されたClass I～Vの5段階評価で行われてい

た。この分類はおおまかな推定病変と臨床的な取り扱

いの指針が示されており，Class III以上の場合は要精密

検査となる。臨床医が患者の管理に迷うことはないた

め，今日までの癌検診の報告様式として貢献してき

た。しかし感染や反応性病変と腫瘍性病変の区別がさ

れないことが問題点であった。近年，頸癌の原因はほ

ぼ100% HPVであるとされており，HPV感染によるエ

ビデンスを取り入れる報告様式，つまり標本の適正，

不適正を判断し，腫瘍性病変と炎症性・反応性病変を

区別し，推定病変を記述する分類 (HPV感染所見では頸

癌の前駆状態であり，腫瘍性病変に分類する。一方，

炎症による細胞変化は頸癌とは関連はなく，腫瘍性病

変とは別の分類をされ，陰性と評価する) が必要となっ

た8)。その分類によって腫瘍性病変と診断された場合に

対しては，組織検査などの精密検査を行い，適切な検

診，治療を行っていくことが可能となる。これにとも

ない日本では，2009年4月からベセスダシステム2001

に準拠した報告様式に変更され，現在の臨床に役立っ

ている。

HPVウイルスとHPVワクチン

　性器に感染するHPVウイルスは40種類程度の型があ

るが，特定の約13種類の型 (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,

52, 56, 58, 59, 68型など) が子宮頸癌関連HPVのハイリ

スクタイプとして知られており，癌症例で検出される

HPVタイプのうち70%を占める。最も高頻度に検出さ

れるのは16型で，次いで18型である9)。ハイリスク

HPVの陽性率は，軽度異形成で70～85%，中等度異形

成および高度異形成で80～100%，上皮内癌および浸潤

癌ではほぼ100%であると報告されている10)。頸癌の原

因がHPVウイルスであることが報告されてから，ウイ

ルスに対する治療法について検討されてきた。

　HPVワクチンにはHPV粒子を中和して感染を予防す

る予防的ワクチンとウイルスにすでに感染した細胞を

攻撃する治療ワクチンがある。治療ワクチンは現在研

究開発段階であり，臨床的な有効性は実証されていな

い。一方，予防ワクチンは現在，日本以外の105か国

で実用化されている。予防ワクチンは血清中和抗体を

誘導しHPVウイルスの子宮頸部細胞への感染を防御す

る。現在開発中のワクチンはHPV-DNA 16/18型に対す

る2価ワクチンと尖圭コンジローマの原因ウイルスであ

る6/11を加えた4価ワクチンである (図6)。2価ワクチン

は2007年以降に欧米などで承認され，4価ワクチンは

2006年6月以降に米国で承認され，以後100か国以上で

使用されている。

　HPV未感染者に対するワクチンの有効性として，4

価ワクチンはH P V 1 6 / 1 8型に関連した前癌病変を

100%，他の型を含むと95%防御可能である。2価ワク

チンではHPV16/18型の持続感染は100%，前癌病変以

上の予防効果は93%と報告されている。HPV-DNAの型

を考慮しない全ての前癌病変では予防効果は73%であ

り，31，45型HPVに対しても感染予防効果が得られた

ことから，アジア以外の欧米や米国では子宮頸癌の約

80%を予防できると期待されている11)。しかし現時点

ではワクチンにより前癌病変は防御できても実際に子

宮頸癌をどの程度予防できるかは不明である。現在の

治験段階ではワクチン接種に関して重篤な副作用はな

く，軽度みられる副作用は免疫活性を上げるためワク

チンに混入されているアジュバントによる反応による

もので，発熱，かゆみ，嘔気，接種部の軽い発赤，腫

脹である。

　米国ではHPVウイルス陽性率が高い年齢は10歳代前

半である。そのためワクチンの対象年齢は9～26歳で

あり11～12歳が投与の推奨年齢とされている。オース

トラリアは2007年から国策として12～26歳の女性全員

を対象にHPVワクチンの無料接種が始まり，英国では

2008年から12～13歳の女性に無料でHPVワクチン接種

を行っている。日本はHPVウイルスの検出率は15～19

歳に多いため12) (図7)，ワクチン投与は10歳代前半に投

与が必要であると考えられている。しかし，接種場所

をどこにするべきか，またどのようにインフォームド

コンセントを行い投与すべきか，経済的なことなど問

題点が多い。
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図9.  日本における子宮頸癌に関する発がん性HPVの遺伝子型

図10.  北里大学病院におけるハイリスクHPV遺伝子型の分布

　世界では頸癌に関連するHPVは16.18型が7～8割を占

める13) (図8)。しかし日本では16.18型の占める割合は6

割程度であり，52.58型によるものも多い14) (図9)。2004

年4月～2008年10月までの間に当院で検討したHPVウ

イルス型の検出率でも，16・52・58型の検出率が多

かった (図10)。さらに従来危険率不明群とされる62・

66・70・71・82型の単独感染により癌化した症例を経

験している。わが国でも今年の10月から16・18型ワク

チンが導入された。他のHPV型による子宮頸癌を予防

するためには，現状の子宮頸癌検診を継続する必要が

あり，今後の大きな課題が残されている。

ま  と  め

　子宮頸癌検診の進歩とともに子宮頸癌が早期発見さ

れ，死亡率の低下を認めるが，近年20歳～30歳代の罹

患が多い。

　子宮頸癌の原因はHPV感染であることが発見され，

検診の報告様式が変わった。

　HPVワクチンが開発され実用化されてきたが，投与

することへの心理的影響，教育問題，親の理解が得ら

れるか等の問題があり，どの年齢に投与すべきかが重

要である。

「第17回北里腫瘍フォーラム」HPV感染と子宮頸癌との関連性─HPVワクチンの展望について─
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　HPVワクチンは効果と安全性に優れているが，癌自

体の予防ではなく，その原因となるHPVの予防ワクチ

ンである。16，18型以外のハイリスクHPVに感染する

可能性もあり，ワクチンのみを行うだけでなく，子宮

頸癌検診を併用し早期発見，治療を行っていく必要が

ある。日本と欧米では発癌に関与するHPV遺伝子型が

一部異なること，資金援助や運営面等様々な問題があ

り大きな課題が残されている。
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