講演 1 子宮頸がん

─ HPV 感染を指標とした
子宮頸がん早期発見のための検査法 ─
現在，子宮頸がん検診には細胞診が用いられていますが，近年ではヒトパピロー
マウイルス
（HPV）感染を指標とした検査が注目されています．しかし，子宮頸
部発がんのリスク因子として指摘されるのは HPV持続感染であり，一過性感染
は健康な人にも認められることから，HPV 検査の運用法には課題があります．
そこで本講演では，HPV検査の臨床的意義および今後の子宮頸がんスクリーニ
ング検査の展望について概説します．

は子宮体部に侵入できないようになっています．さら
に，種々のサイトカインが放出されることで，免疫学
的にバクテリアを攻撃する場にもなっています．
けて通過しやすいように頸管粘液を分泌し，妊娠の

出血やおりものなどの症状は無かったのですが，検

成立に貢献するといった機能も持っています．そし

診で異常な細胞があるといわれて，この病変が見つ

て妊娠の成立以降は，閉じることにより流産・早産

かりました．
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2. 子宮頸がんに至るまで
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図 3 子宮頸部の前がん病変
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ふ じ い

です．赤い部分の中に少し白くなっている部分があ
りますが，これが前がん病変です．この患者さんは

ならず維持にも重要な役割を果たしているのです．

ヒトパピローマウイルス
（HPV）
，ハイリスク型，

図 3 は腟側から子宮頸部を露出した拡大鏡の写真

また子宮頸部は，排卵期には精子が子宮体部に向

を予防します．つまり，子宮頸部は妊娠の成立のみ

キーワード

るため，環境因子に含まれます．

子宮頸がんは正常な状態から突然がんになるわけ
ではなく，前がん病変の過程を経てがんに進展しま
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す．それには図 2 に示すようなステップがあり，い
くつかの因子が積み木のように重なって発がんに至
るのではないかと考えられています．HPV は排除さ
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れることもあるため，HPV 感染だけではがんになり
ませんが，期間をあけて再検査し，同じウイルスが
検出される HPV 持続感染は因子の一つになります．
図 4 はおりものが多く出血があって来院した患者

しにくい体質があり，HPV 持続感染を成立させてし

さんの子宮頸部です．浸潤腺がんでした．がんが進

まうため，これも因子の一つであるといえます．

行すると，子宮摘出以外にも放射線療法や化学療法

一方，喫煙やその他の環境因子も発がんに関係す

などの治療が必要になりますが，検診で見つかる異

今日，子宮頸部発がんは感染が引き金となること

治るため，早期に発見ができれば子宮を温存するこ

が分かっています．ヒトパピローマウイルス（HPV）

的に発がんと関係があるのではないかといわれてい

とが可能です．

図 2 子宮頸部の発がんへのステップ

図 4 子宮頸がん

医の焦点

子宮頸部

にしたことで，ノーベル医学生理学賞を受賞したツ

医の焦点

常は前がん病変が多く，病変部分だけを切除すれば

などのバクテリアによる子宮頸部の環境変化は疫学
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るといわれています．例えば，クラミジア［ P32参照 ］

［P32参照］感染と子宮頸部発がんの関わりを明らか
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1. 子宮頸部の機能

図 1 子宮の超音波画像

また，HLA［ P32参照 ］の型によっては HPV を排除

ア・ハウゼン博士［P32参照］は，その著書『 Infections
その他の環境因子

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

Causing Human Cancer 』で女性のがんの 10％は HPV
感染によって引き起こされると記しています．
図 1 左の子宮体部には妊娠初期の胎芽が写ってい
ますが，子宮頸部は図に示した部分に当たります．

喫煙

子宮体部

胎児は妊娠 3 カ月ごろになると，図 1 右のように頭
と胴体，へその緒の判別がつくようになります．



部は全てを伸ばすとテニスコート 1 面の広さに相当

子宮頸部は妊娠・出産に重要な場所ですが，その役

するともいわれており，バクテリアの侵入に対して構

割の一つとして子宮体部へのバクテリアの侵入を防

造的なハードルとなっています．また，粘着度の高

止する点が挙げられます．ひだのような構造の子宮頸

い粘液が分泌されているため，バクテリアが容易に
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が可能ではありますが，子宮摘出や放射線治療で妊

前がん病変に対しては，子宮頸部に円錐切除術を

が，日本，中国，韓国では 52 型と 58 型が検出され

娠する能力が失われてしまうことが大きな問題とな

行うことで子宮を温存することが可能ですが，妊娠・

ることが特徴です．約 120 種類の HPV の型からハイ

2005 年における女性の全年齢の部位別がん罹患率

るのです．

出産に影響を及ぼす可能性は否定できません．前述

リスク型と同定された 18 種類 3）のうち，予防ワクチ

図 5 年齢別子宮頸がん罹患率

のとおり子宮頸部は妊娠・出産に重要な場所である

ンが製品化されているのは 16 型と 18 型です．つまり，

年齢階級別罹患率ですが，1985 年に比べて 2005 年は

ため，妊娠しづらい，あるいは妊娠しても早産にな

現在製品化されている HPV 予防ワクチン［ P33参照 ］

50 歳以降の罹患率が減少しており，20 ～ 30 歳では

りやすいといったことが生じます．子宮頸がんは若

は一部の型をターゲットにしており，全ての型を網

増加していることが分かります．これに対し，罹患

年者に増加傾向であることが一つの特徴なので，こ

羅しているわけではありません．

数（図 6）は 1975 年から 2006 年まで年間 8,000 ～ 1 万

のようなことが身近に起こりうるということを，特に

日本人の子宮頸がん患者において 16 型と 18 型の

人で推移しています．罹患者の年齢構成は変化して

若い人たちに理解していただきたいと思っています．

年齢別感染頻度を調べた結果，20 代は 90.0％，30 代

では，子宮がんは第 5 位です．図 5 は子宮頸がんの

語句解説

は 75.9％でした 2）．HPVの型分布では 16 型と 18 型

いますが，全体の罹患数としての増減はありません．

4. HPV 感染

結婚というソーシャルイベントと重なっている点で

HPV は“ヒトパピローマウイルス”の名前の通り，

す．日本人女性の平均結婚年齢が 2007 年時点で 28.5

が全体の 64.9％しか網羅していなくても，20 ～ 30 代
で感染する HPV の 8 ～ 9 割が 16 型 と 18 型ということ
が分かっているため，中学生がこれらの予防ワクチ

ヒトに感染します．種特異性があるため，動物種を

ンを接種することには意味があると考えられていま

は 25 ～ 45 歳までが多くなっています．進学し就業

超えて感染することはありません．子宮頸がんの原

す．HPV 感染は決して特別なことではなく，18 ～ 20

後に結婚・出産しようと考える女性のライフスタイ

因といわれていますが，その他にも咽頭がん，喉頭

歳の米国女子大生を対象とした HPV 累積感染率の調

ルの変化により，出産のタイミングと子宮頸がんの

がん，腟がん，陰茎がん，肛門がんなど，男女にか

査では，5 年間で約 6 割が HPV 陽性になりました 4）．
月（中央値 8カ月）で検出できなくなることが分かっ
ています．これは一度目の検査から期間を経て再検

頭の声門付近にイボをつくる再発性呼吸器乳頭腫症

査をすると陰性になるということ，すなわち一過性

［ P33参照 ］などの良性の疾患の原因にもなります．

の感染であることを意味します．16 型に 3 ～ 5 年間

グループ化してがんと関係する型をハイリスク型，

持続感染すると，治療が必要な前がん病変への進展

良性疾患またはイボと関連する型をローリスク型と

は 40％のリスクがあると報告されています．また，

呼ぶことがあります．

現在多く行われている細胞診による検診では，18 型

現在，HPV は約 120 種類の型が報告されており，

検査と私
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また，HPV は尖圭コンジローマ［ P33参照 ］や，喉
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講演を
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図 6 子宮頸がん罹患数の推移

感染することに注意する必要があります．

最近の研究 5）では，HPV の DNA は通常 6 ～ 18 カ
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えます．すなわち，子宮頸がんは早期であれば救命

かわらずがんの原因になります．つまり，男女間で
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歳に上昇しているのに対し，子宮頸がんの年齢分布

独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報
サービス（http://ganjoho.jp/pro/statistics/gdball.html?23% 2% 1）
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子宮頸がんの罹患年齢で問題となるのは，近年，

罹患年齢が重なることには注意する必要があると考

語句解説

3. 子宮頸がんの罹患年齢

感染による前がん病変は見つけにくいことも分かっ
ています．ですから，検診を受けていれば絶対にが

んセンターに送られ，新型と判明した場合，発見順

んにならないというわけではなく，若いうちに予防

に番号が付けられます．ですから，番号が近いから

ワクチンを接種して，その後早期発見のために検診

遺伝子も同じというわけではありません．例えば 16

をするということが推奨されているわけです．

医の焦点

医の焦点

世界中から新型と疑われるウイルス検体がドイツが

ており，16 型は，31，33，35，52，53，58 型とファ
ミリーをつくっているため，これを“16 ファミリー”

独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報サービス 地域がん登録全国推計によるがん罹患データ
（1975 年～ 2006 年）より 作図（http://ganjoho.jp/professional/statistics/statistics.html）
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5. 子宮頸がんの各分類と検査の流れ

と呼んでいます 1）．18 型は 45 型とファミリーを形成

正常から子宮頸がんになるまでの前がん病変は

しています．また，ウイルスの型によって細胞の形

異 形 成 に 相 当 し，cervical intraepithelial neoplasia

態に起こす変化も異なるといわれています．

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

型と 18 型ではウイルス遺伝子の DNA が少し異なっ

（CIN）と 呼 ば れ，軽 度 を CIN1，中 等 度 を CIN2，高

日本人の子宮頸がん組織における HPV の型分布

度の異形成から 0 期のがんまでを CIN3 と 3 段階に

は，16 型と 18 型を合わせて 64.9％を占めています 2）．

分類しています（図 7）．異形成が感染症か腫瘍かと

全世界では 70％以上を 16 型と 18 型が占めています

いった議論もあり，最近の見解では CIN1 は感染症，
2013 No.77



講演 1

子宮頸がん

─ HPV 感染を指標とした
子宮頸がん早期発見のための検査法 ─

図 7 子宮頸がん・前がん病変の分類

表 国内で承認されているハイリスク HPV-DNA 検査薬

図 8 HPV 検査の目的と種類

いとされており，ASC-US で
あれば必ず HPV 検査を行わ
なければならないというわけ
ではありません．
登録時に細胞診陰性だった
30 歳以上の人を対象に，10
語句解説

語句解説

年以上経過観察を行い，異形
成の発生状況，および異形成

スクリーニングの補助に用いられるハイリスク

積罹患率が 10％になり，18 型が陽性だった人は 27

研究 7）が行われました．CIN3 以上をエンドポイント
とすると，16 型が陽性の人は観察期間 15 カ月で累

HPV-DNA 検査薬で，現在国内で承認されているもの

カ月で 5%になりました．HPV 検査の中でも特に 16

と定義付けられています．

ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 で atypical squamous cells of

は HPV 核酸検出法 3 種類と，簡易ジェノタイプ判定

型と 18 型の判定を行える検査薬の有用性が明らかに

CIN1 から CIN2 にかけては，感染症であれば経過

undetermined significance（ASC -US）と 判定された

を同時に行える HPV 核酸検出法 2 種類の計 5 種類で，

なったのです．

観察になり，臨床的に腫瘍となれば治療対象となりま

場合，HPV 検査を行って陽性であれば生検による組

いずれも保険点数は 360 点です．HPV 核酸検出法の

ただし，細胞診陰性で HPV 陽性の場合は特にフォ
ローアップが必要となります．HPV が排除されれば
子宮頸がんになることはありませんが，HPV 感染が

象としていますが，日本では腫瘍ではないという立場

は精密検査を行うことになっていましたが，実際には

グループとして，いずれかの型があれば陽性，なけれ

持続すれば子宮頸がんに進展する可能性も考えられ

から経過観察になることが少なくありません．ただ，

精密検査に進まずに経過観察をしていることが多くあ

ば陰性と判定します．インベーダー Cervista HPV HR

るためです．ASCCP のガイドラインでは，HPV 陽

最近ではアメリカにならって治療する施設が徐々に増

りました．しかし，ASC-US と判定された場合に HPV

は 13 種類に 66 型を加えた 14 種類のグループ検査です．

性で特に 16 型か 18 型が陽性だった 30 歳以上の人の

えている傾向にあります．

検査を行うことで，実際には ASC-US で HPV 陰性も

コバス 4800HPV とアキュジーン m-HPV は 14 種類の

場合，コルポスコピーを実施し，陰性の場合は 1 年

子宮頸がん診断の検査の流れは，最初に細胞診で異

あるため，生検をする患者さんを 50％減らすことがで

グループ検査に加えて，
個別に 16 型と 18 型を簡易ジェ

後の細胞診と HPV 検査の併用でよいとされていま

常な細胞の有無をスクリーニングします．そこで異常

きます．つまり，スクリーニングの補助として HPV

ノタイプ判定することができます．表にそれぞれの特

す．2013 年（平成 25 年）7 月現在の対策型検診にお

があった場合，コルポスコピー［ P34参照 ］に進みます．

検査を用いることは，生検を行う患者さんを減らすこ

徴をまとめました．子宮頸がん検診の国際ガイドライ

いては細胞診単独による検査法が施行されており，

子宮頸部を拡大鏡で観察しながら，異常と思われる部

とにつながるため有用であるといわれています．

ンに適合しているタイプ，FDA に承認されているタ

HPV 検査 の併用検診が推奨されているわけではあり

イプなど，どれも甲乙つけがたいものがあります．

ません．自治体によっては実施しているケースがあ

一方で，ハイリスク患者の抽出は，どの型に感染し

HC2 法は 10 年以上の歴史がありますが，コバスは

のように活用するかが非常に重要となっています．

す．組織学的に異形成といわれている CIN1，CIN2 と

最近登場したものです．HC2 法の論文数は世界レベ

診断された後に，どのくらいの期間を置いて再検査を

ルで圧倒的に多く，標準検査試薬として評価の対象

るかもしれませんが，国としてはまだ検証する必要
があるという立場を取っています．

行えばよいのかというフォローアップの期間や，CIN2

となっており，有用性の報告や新しい検査薬との比

が長く続いている場合の治療のタイミングがこれまで

較に使われています．

日本の臨床現場で使用される HPV 検査は，スク

出することでがんに進展するリスクが評価できれば，

Pathology（ASCCP）のガイドラインでは，細胞診で

リーニングの補助とハイリスク患者の抽出という目

フォローアップをもっと短くしたり，早めに治療する

ASC-US と判定されたら，まず HPV 検査を行うのが

そのまま存続したり，CIN3 に進展することもありま

的別に使い分けられます（図 8）．

などの患者さんの管理が可能になります．また，正確

望ましいとされています．そして，HPV 陰性の場合は

すが，実際には自然に退縮することも少なくありま

スクリーニングの補助に用いられる HPV 検査は

な HPV の型判定は，型の違いによるがん化能力の違

3 年後に検診を受ければよく，HPV 陽性の場合はコル

せん．しかし，それがどの程度存在するかは分かっ

HPV 核酸検出法と，それと同時に簡易ジェノタイ

いの調査や予防ワクチンの効果のモニタリング，型ご

ポスコピーを行います．ただし，実際には HPV 検査

ておらず，CIN1 または CIN2 と判定された場合にど

プ判定を行えるものがあります．2011 年の産婦人科

との世界的な分布情報の掌握などの意義があります 6）．

を行わないで，1 年後に細胞診を実施することでもよ

のように管理すればよいかというガイドラインはあ
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8. ハイリスク患者の抽出に
用いられる HPV 検査

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

6. 子宮頸がんにおける HPV 検査
の役割

全く分かっていませんでした．HPV の特定の型を検

医の焦点

医の焦点

ているかを同定する HPV ジェノタイプ判定を用いま

検査と私

検査と私

HPV DNA「キアゲン」HCⅡ，アンプリコア HPV は，
ハイリスク型の 18 種類の HPV から選んだ 13 種類を

講演を
終えて

講演を
終えて

織検査を実施することを推奨する」と記載されていま
す．これまで，例えば細胞診でⅢa と判定された場合

講演 ３

講演 ３

す．ここで問題になるのが，
感染症と腫瘍の境界がはっ
きりしない CIN2 です．アメリカでは CIN2 は治療対

最近では，この一連の流れに加わった HPV 検査をど

講演 ２

講演 ２

診療ガイドラインには，
「子宮頸部の細胞診による

講演 １

講演 １

が発生した場合の HPV の型についてアメリカで臨床

CIN2 は感染症と腫瘍が混在したもの，CIN3 は腫瘍

位を生検鉗子で採取し，組織検査を行って診断します．



7. スクリーニングの補助に
用いられる HPV 検査

組織診断で CIN1 または CIN2 と判定された場合，
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講演 1

子宮頸がん

─ HPV 感染を指標とした
子宮頸がん早期発見のための検査法 ─

図 9 産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 2011 CQ205 & Answer4

図 10 HPVジェノタイプ法の誤った適応

HPV ジェノタイプ法はこのよ

この研究と同様に，Linear Array

うにハイリスク患者の抽出に有

でアメリカの男性の HPV 罹患率を

用ですが，一方で誤った使用法

調べた研究を紹介します．陰茎と陰

もみられます．一つは，予防ワ

嚢を擦過して細胞を採取し，Linear

クチン接種に当たって，16 型と

Array で 37 種類の HPV 検出をしま

18 型に陰性の場合のみにワクチ

した．結果，20 歳未満では約 50％，

産婦人科医会の『子宮頸がん予

20 ～ 24 歳 で 約 60 ％，25 ～ 29 歳 で
の危険性を増加させることになってしまいます．

防ワクチン（HPV ワクチン）接
種の手引き』では「ワクチン接
種 前に HPV DNA 検 査 や HPV

9. HPVジェノタイプ法の問題点

INNO-LiPA と multiplex PCR は HPV 予 防 ワ ク チ
ンの有効性をモニタリングする際に使用されていま

抗体のスクリーニングを行う必

HPV ジェノタイプ法は世界的なゴールドスタン

すが，感度や特異度が微妙に異なります．各メーカー

要はない」という回答がされて

ダードがいまだ無い状況です．つまり，検査薬によ

がそれぞれ別の方法で HPV 検査をしており，HPV

お り， ア メ リ カ CDC の『HPV

り判定できる HPV の型の数が異なっているなどで，

の型判定においても異なる製品を使っているため，

ワクチンに関するリコメンデー

検出率や検査感度，特異度などを比較することがで

現時点でワクチンの有効性を比較することは非常に

ション 2010』では「HPV ワクチ

きません．例えば，アメリカの 14 ～ 59 歳の女性を

困難です．

ン接種の妥当性を確証するため

対象として，Linear Array を使用した HPV 検査に
より罹患率を調べた結果，42.5％でした

DNA 検査，HPV タイピング検査，HPV 抗体検査）は，

Array は 37 種類のジェノタイプを判定できますが，

照 ］との一致率を比較したものが英語論文で公表され

どの年齢でも推奨されない」と記載されています．

スクリーニング補助で使用するハイリスク型 13 種類

ています 13）．最近では論文を発表していないものも

もう一つは，細胞診は異常であったものの，組織

に制限したグループでみてみると，検出率は 23％でし

製品化されていますが，検出検査としてクオリティー

39 カ月観察しました．その結果，16，18，31，33，

検査をしていない患者さんや，細胞診陰性の健康な

た．このように検出される HPV の型が異なると，検

を保つためには何らかの検証が必要であり，どの程

35，45，52，58 型 の 8 種 類 に 感 染 し て い る 人 が 5

人に型判定を行うことです（図 10）．海外の研究によ

出率が大きく異なります．Linear Array によれば，約

度のエビデンスがあり，どのように評価されている

年以内に CIN2 から CIN3 以上に進展するリスクは

ると，検診で細胞診陰性だった人の16型および 18型の

2 人に 1 人は HPV に感染していることが分かります

かを世界的に誰もが確認できるように情報が公開さ

40％でした．また，CIN1 または CIN2 が自然消失す

陽性率を調査した結果，それぞれベルギー約1～2％ ，

が，その全員ががんになるわけではなく，ローリスク

れていることは極めて重要であると考えます．

る期間は平均 46 カ月でした．自然消失までに約 4 年

コスタリカ約 1 ～ 2％ 10），デンマーク約 2 ～ 4％ 11） で

型を広く検出している点に注意する必要があります．

かかり，CIN3 に進展するリスクが 40％であること

した．要するに，健康で細胞診が陽性でなくても，16

から，CIN2 と判定された場合には早期から治療対象

型や 18 型が陽性の人は存在するのです．子宮頸がん

とすべきであるとも考えられます．

の発がんリスクとなるのは HPVの持続感染であって，

では，HPV の型による CIN1 または CIN2 が自然消

の CIN1 が治療対象となる CIN3 以上に 5 年以内に進

状で病気とは無関係です．それにもかかわらず，細胞

展するのは 2％であり，リスクとしては非常に低いた

診陰性や組織検査前に型判定をすると，無用な不安を

め，経過観察でよいと考えられます．

与えることになります．
「自分は HPV16 型に感染して

このコホート研究に基づいて，2011 年の産婦人科

いるから将来がんになるかもしれない．インターネッ

診療ガイドライン婦人科外来編の CQ205 の Answer4

トで調べても怖いことしか書いていない」と不安にな

では，CIN1 もしくは CIN2 の進展リスク評価に HPV

り病院に行きます．主治医も「そんなに不安だったら，

ジェノタイプ判定を用いることが可能なことと，ハ

あなたの希望どおりにしましょう」と，無用な治療を

イリスク患者を抽出しそれ以外の患者さんと分けて

行ってしまう可能性があります．その結果，妊娠しづ

管理することを勧める旨が記載されています（図 9）．

らくなる，妊娠しても流産や早産の確率が上がるなど
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略歴

藤井 多久磨

（ふじい

たくま）

徒然なる
ままに。

徒然なる
ままに。

一過性感染は本来であればほとんどの人は生涯無症

医の焦点

医の焦点

一方で，ローリスク HPV 感染もしくは HPV 陰性

検査と私

検査と私

9）

HPV の型判定は，ダイレクトシークエンス法［ P34参

講演を
終えて

講演を
終えて

失するまでの期間や CIN3 に進展するリスクを平均

12）

講演 ３

講演 ３

筑波大学の吉川裕之教授が行ったコホート研究 8）

．Linear

国内で販売されているクリニチップ HPV による

のワクチン接種前評価（Pap テスト，ハイリスク HPV

りませんでした．



HPV が検出されました．

講演 ２

講演 ２
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約 70％，30 歳代で 70％弱，45 ～ 70 歳で約 60％に
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講演 １
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