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１．	 本年度の研究成果	 

（1）	 神奈川県悪性新生物登録よりみた子宮頸がん罹患および死亡の動向に関す

る検討	 	 

神奈川県内における子宮頸がんによる罹患および死亡の動向状況を把握し、神奈川県の

子宮頸がんの罹患および死亡の詳細な実態の調査を行うため、神奈川県悪性新生物登録（以

下地域がん登録）のデータから 1985-2010 年の子宮頸がん患者データを利用し、罹患患者

報告数・診断時年齢・死亡時年齢について収集調査されたデータを利用し分析を行った。

対象期間に登録された症例数は 15,055 例（上皮内がん 4,518 例，浸潤がん 10,537 例）で

あった。1985-1989 年に 2,717 例（0 期 567 例）であった新規罹患報告数は 2005-2009 年に

は 3,278 例（0 期 1,173 例）となり増加していた。死亡報告症例は 1985 年の 28 例から 2008

年には 163 例と増加していた。また、1985-1989 年の浸潤がん罹患数は 20 代、30 代で各々

28 例、310 例であったが、2005～2009 年には 51 例、375 例と増加していた。近年問題とな

っている子宮頸がんの若年化について、神奈川県産科婦人科医会調査との比較検討を行い

ながら現在さらに詳細に分析を行っている。	 

（2）神奈川県内 33 市町村の平成 23 年度の子宮頸がん検診に関する施策の検証	 

神奈川県内の自治体が行う住民基本検診による子宮頸がん検診の受診率は、平成 21 年度

の結果で 11％-37％と 3 倍以上の差が認められている。本年度は市町村の検診管理実態を

把握するため、神奈川県内 33 市町村の検診担当部署に対し平成 23 年度の子宮頸がん検診

に関する施策について郵送にてアンケート調査を行った。アンケート回収率は 29 市町村

（88％）であった。無料クーポン券事業による検診未受診者の再勧奨施行率は 45％であっ

たが、通常検診未受診者の再勧奨施行率は 0％であった。再勧奨していない理由として予

算の不足が 52％、人手不足が 55％、台帳リストの未整備が 24％であげられ、また少数で

はあるものの広報誌またはホームページで再勧奨を奨めているとの意見もあった。検診対

象者の台帳作成率は 55％であった。また HPV 検査の検診導入の議論をふまえ、将来検診の

受診間隔が個人別になった場合に準備期間があれば対応可能であると答えた自治体は

38％に留まっていた。今回のアンケート調査で市町村によっては検診対象者の把握が徹底

できていないこと、台帳の作成が未整備なこと、予算および人材の不足により受診率向上

につながる個別勧奨および未受診者に対する再勧奨が現実的には問題点があることが浮き

彫りになった。	 

（3）	 政令指定都市「横浜市」と「相模原市」における子宮頸がん予防対策とその



アウトカムについての検討	 

	 神奈川県内の政令指定都市の横浜市と相模原市の子宮頸癌予防対策の詳細について調査

しアウトカムを比較検討した。子宮頸がん検診無料クーポン券利用状況の比較では、平成

23 年度の相模原市の無料クーポン券の全体の利用率 17.6％、横浜市は 23.7％であった。

相模原市では20歳使用率 6.6％、25歳使用率 14.5％に対し、横浜市では各々11.6％、20.3％

と差が認められた。現在、クーポン券使用促進に関する広報の手法等、特に若年者のクー

ポン利用率に影響を及ぼす因子についての検討を行っている。HPV ワクチン公費助成によ

る接種体制は、開始時期や対象学年が異なっている。平成 24 年 9 月までの接種率では、両

市とも今年度より接種の対象となった現在の中学 1 年生の接種率が 60％台と低く、現在の

高校 3 年生では 80％を超える高い接種率と共通の傾向ある。しかし現在の高校 2 年生の接

種率は、横浜市が 70％台に対し相模原市が 50％台と対象学年設定の差が反映されている。	 

（4）	 横浜市立市民病院検診センターの土曜検診実施の効果の検証	 

若年者の検診を容易にすることを目的に平成 17 年 11 月より開始された土曜検診の有用

性について検討した。述べ 16,619 人の検診受診者全体の内訳は平日 95.9％、土曜日 4.1％

であったが、20-49 歳では平日 25.0％、土曜日 67.9％と土曜日の方が高率であった。細胞

診異常による要精検率は平日 2.2％に対し土曜日 4.4％、頸がん発見率も平日 0.1％に対し

土曜日 0.4％といずれも土曜日の方が高率であった。若年層ががん検診を受診しやすいよ

うに土曜検診の実施などの環境整備をすることの重要性が示唆された。	 

（5）大学新入女子学生の頸がん予防意識医と行動調査に関する研究	 

平成23年および平成24年4月入学の横浜市内2大学女子学生（平成23年度630人、平成24年

度593人）を対象とし無記名自記式の質問票を用いて子宮頸がん予防に関する意識及び知識

を調査した。HPVワクチン接種率は平成23年度新入生5.4％に対して平成24年度新入生では

13.5％と有意に上昇していた。背景として、平成23年度に下級生に広く公費助成が開始さ

れたことから自費でのキャッチアップ接種を行った学生が増加したと考えられる。知識に

関する調査では、子宮頸がん罹患の若年化傾向や予防ワクチンの存在についての認知率は

高く、両年度とも95％を超えていた。一方で、子宮頸がん検診が子宮頸部からの細胞採取

で行われていることの知識は平成23年度新入生が57.6％、平成24年度新入生が49.3％とむ

しろ低下傾向であり、学校や家庭でのがん検診に関する話題提供がなされる必要がある。	 	 

（6）ソーシャルメディアを用いた子宮頸がん予防活動およびアンケート調査	 

本研究事業全体を	 “横浜•神奈川子宮頸がん予防プロジェクト”と位置付け、イメージ

キャラクターを用いたホームページ（http://kanagawacc.jp/）、Facebook、Twitter など

のソーシャルメディアを利用した告知を行っている。また、平成 24 年 7 月より、神奈川県

在住の 16 歳－35 歳女性に対して、オーストラリアの若年女性に対して行われた研究と同

様のソーシャル•ネットワーキング・サイトを利用した手法での「子宮頸がん予防」と「性

と生殖に関する健康」の意識調査を行っており、平成 24 年 10 月現在で約 100 名がアンケ

ートの回答を終了している（200 名を目標にリクルート継続中）。	 



	 

２．	 前年度までの研究成果	 

（１）	 各種データベースを用いた分析により、日本における	 20-40 代女性の子宮頸が

ん罹患率・死亡率が増加傾向であることを明らかにした。	 

（２）	 横浜市では平成 23 年 2 月より HPV ワクチン接種公費助成を開始した結果、対象

者では高い接種率を達成したことが明らかとなった。一方で、同年 4 月の新入女子

大学生の調査による HPV ワクチン接種率は約 5％であり、公費助成をはずれた年代

の若年女性の頸がん予防に課題が残ることが明らかになった。	 

（３）	 住民基本検診による頸がん検診についての神奈川県の市町村担当者アンケート

等の結果から、個別勧奨をはじめとした検診提供体制には自治体ごとに大きな差が

あるとともに、個別勧奨の整備の重要性が明らかになった。	 

（４）	 横浜市立大学附属病院で自費による HPV ワクチン接種を希望した医療関係者の

調査で、HPV ワクチン接種前の対象者の頸がん検診受診経験率は約 51.6％であり、

その中での定期検診受診者は 43.3％に留まっていた。ワクチン接種者のアンケー

ト調査から、HPV ワクチン公費助成対象年齢から検診対象年齢に至る女性への継続

的な啓発に加え、受診しやすい環境整備が検診の普及には必要不可欠である。	 

（５）	 本事業の一環として行った市民公開イベントの参加者分析から、若年女性をタ

ーゲットとした頸がん予防対策にはソーシャルメディア利用が有効である可能性

が示唆された。	 

	 

３．	 研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 本邦では若年者の頸がん検診受診率の低迷が子宮頸がん罹患の若年化の主因と考えら

れている。現在国および地方自治体は、検診無料クーポン券の配布や HPV ワクチン接種

への公費助成などを通じて子宮頸がん予防対策に取り組んでおり、その対策が若年女性

の意識や行動に及ぼす効果の実効性を検証する必要がある。また、HPV ワクチンの公費

助成対象外の 10 代後半以上の女性への接種について、本邦でも医療費や労働力損失抑制

効果の試算があり、HPV ワクチンの任意接種の動向も調査する必要がある。さらに本研

究事業では子宮頸がん予防対策に関与する公的ならびに任意団体との連携により、若年

女性の子宮頸がん予防行動に影響を及ぼす可能性がある施策についてソーシャルメディ

アの効果なども含めて動的に検証することで、将来の本邦の子宮頸がん予防施策へ反映

すべき結果を次年度の継続的な研究を通じて得ることができると考える。	 

	 

４．	 倫理面への配慮	 

	 厚生労働省の「疫学研究に関する倫理指針」に基づき、大学や研究機関での疫学臨床研

究として承認を受けアンケート調査を実施している。神奈川県悪性新生物登録資料につい

ては非公開データであるため、神奈川県立がんセンター神奈川県保健福祉局保健医療部に



研究的利用申請を行って利用許可を得ている。匿名希望の市町村名は暗号化して調査内容

を公表している。	 
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