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はじめに
子宮頸癌は欧米では減少傾向にある。これは，子
宮頸癌検診の普及によると考えられている。しかし
ながら，本邦においては子宮頸癌検診の受診率が約
２０％と低く，特に若年者における子宮頸癌の増加傾
向が問題となっている。
その子宮頸癌の原因として，ヒトパピローマウイ

図１ HPV の構造
（http : //glaxosmithkline.co.jp/medical/ cervical / hpv 0101.
html より引用）

ルス（human papillomavirus : HPV）
感染が深く関与
していることは医療者のみならず，最近では一般に

ルス癌蛋白 E６，E７による癌抑制遺伝子の不活化

も広く知られはじめている（なお，子宮頸癌から

が HPV の発癌過程において重要とされている１）。

HPV を発見した zur Hausen 博 士 は２００８年 の ノ ー
ベル医学・生理学賞を受賞した）
。

現在，HPV には１００タイプ以上の型が同定されて
いる。子宮頸部，腟，肛門，陰茎，咽頭，喉頭など

米国ではすでに HPV 検査を併用した子宮頸癌検

感染部 位 は 多 岐 に わ た る が，感 染 部 位 に よ っ て

診が，感度が高い検査法として導入され，さらに，

HPV の 型 は 異 な っ て い る。例 え ば，尖 圭 コ ン ジ

日本以外の多くの国々ではこの HPV 感染の制御を

ローマの原因は６，１１型であり，子宮頸癌の原因は

目的とした予防ワクチン（HPV に感染していない女

１６，１８，３１，３３，５２，５８型等である。前者は癌化を

性に接種して HPV 感染を予防することによって子

誘導しないために低リスク型とよばれるのに対し，

宮頸癌の発症率の低下を目指す）
が臨床に導入され

後者は癌化を誘導するために高リスク型とよばれ

ている。

る。なお，高リスク型，低リスク型以外にも，リス

本稿では，この HPV とそれによって引き起こさ
れる婦人科癌（特に子宮頸癌）
や口腔癌，および今後
本邦でも実用化が待たれる HPV ワクチンについて
概説する。

クの程度の不明な型もいくつか存在する。

２．HPV と発癌−婦人科癌と口腔癌
＜婦人科癌（子宮頸癌）
＞
HPV の DNA は，子宮頸癌病変から極めて高率

１．HPV
（human papillomavirus）

に検出されることから，HPV 感染が子宮頸癌発症

ヒトパピローマウイルス（HPV）
は，正二十面体

の最大のリスクと考えられている。HPV が持続感

のキャプシドに包まれた小型ウイルスであり，ゲノ

染することによって初めて，軽度の子宮頸部上皮内

ムは約８０００塩基対の２本鎖 DNA である（図１）
。遺

腫瘍から，高度の子宮頸部上皮内腫瘍，そして浸潤

伝子は初期遺伝子群（ウイルス感染後に直ちに発

癌へと至る。

現；E１，E２，E４，E５，E６，E７）
と後期遺 伝

過度な不安や過剰な診療を招かないために理解が

子（ウイルス DNA の合成開始後に転写される；L

必要なのは，「HPV 感染」＝「子宮頸癌発症」では

１，L２）
とに分けられる。このうち，L１，L２遺

ない，ということである。感染のほとんどは「一過

伝子は，キャプシドの形成にかかわる。また，ウイ

性の感染」であり，自身の免疫力によりウイルスは
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排除される。実際に癌化の原因となるには「持続感

か ら は GardasilⓇ
（HPV６，１１，１６，１８型 に 対 す る

染」の存在が必要であるということである。それを

４価ワクチン）
が開発されている。二つのワクチン

裏付けるものとして，欧米では女子大学生の約４割

ともに第Ⅲ相臨床試験が終了しており，高い有効性

に新たな HPV 感染が認められたという報告があ

が確認されている３）４）。本邦での HPV ワクチンの現

る２）。

状（平成２１年５月時点）
は，二つのワクチンともに国

HPV 検査は現在，本邦 で は い ま だ 保 険 適 応 と

の認可を待っているところである。

なっていないが，従来の細胞診よりも異常検出感度

しかし，我が国における HPV ワクチン接種に関

が高いため有用だとする一方，一過性感染（初期感

しては，様々な課題点も存在する。まず，欧米と比

染）
症例の過剰診断・過剰治療を懸念する声もあ

べ性行為開始年齢が遅い日本での適切な接種開始年

り，今後どのような形で本邦に導入されるのかが課

齢の問題がある。また，現実的に接種をすることに

題となっている。

なると考えられる内科医や小児科医への啓蒙，自費
では５万円とも言われる接種の費用を公費とするの
か否か（ちなみにオーストラリアでは全額公費負担

＜口腔癌＞
前出の子宮頸癌に限らず，口腔癌などの頭頸部癌
や食道癌からも HPV の DNA が検出される。

である）
，欧米に比べて子宮頸癌からの HPV１６，１８
型の検出率が低いこと，逆に我が国で多いとされる

従来，口腔癌はタバコやアルコールが危険因子と
考えられているが，最近では，タバコやアルコール

５２，５８型への対応の問題，など解決すべき問題は少
なくない。

が原因の口腔癌と HPV が原因の口腔癌とは独立し

おわりに

たものであるとの報告もある５）６）。また，若年者と高
齢者との比較をした場合に，若年者の口腔癌では
HPV 感染が原因と考えられるものが増加しており，
７）

性行為の変化（oral sex）
の関与も指摘されている 。

以上述べたとおり，HPV 感染に関連した子宮頸
癌などは征服されうる癌であると言えるようになり
つつある。我々の研究も含めて今後の発展が期待さ
れる。

＜市川総合病院での取り組み＞
現在，市川総合病院では，歯科大学附属病院とい
う特長を生かして，産婦人科，口腔がんセンター，
歯科・口腔外科，臨床検査科病理の共同研究とし
て，「子宮頸部と口腔内のヒトパピローマウイルス
（HPV）
同時感染に関する研究」を進行中である。
同一患者の子宮頸部と口腔内の HPV 感染を検出
し，病変の有無との相関を調べることで，子宮頸部
病変と口腔内病変との関連を解析することを目的と
している。本研究を通して HPV に関する新たな知
見が得られることを期待している。

３．子宮頸癌に対する HPV ワクチン
現在，多くの国々で予防ワクチンが臨床導入され
ている。これらは，HPV の L１キャプシド蛋白に
類似したウイルス様粒子を抗原として誘導されたワ
クチンである。
グラクソ・スミスクライン社 か ら は CervarixⓇ
（HPV１６，１８型に対する２価ワクチン）
，メルク社
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