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子 宮 頸
がん検診

６〜７面 リレー・フォー・ライフ2011
が開幕へ

８面 日・ロ小児がんシンポ

HPVテストの併用に向けて勧告

日本産婦人科医会がん
対策委員会
（委員長＝岩成
治・島根県立中央病院母性
小児診療部長）
は、
「子宮頸
がん検診リコメンデーショ
ン～HPV-DNA検査併用
検診に向けて～」
をまとめ、
現時点で細胞診とH P V DNA検査
（HPVテスト）
を
併用する際の最も適切な方
法を示した。
（２、
３面に関
連記事）
子宮頸がんを起こす高リ
スク型のヒトパピローマウ
イルス
（HPV）
を検出でき
るHPV-DNA検査という
新しい診断技術の開発・導
入で子宮頸がん検診が
「大
きな変革の時を迎えてい
る」
と述べ、細胞診との併
用のメリットとして、①高
度病変
（CIN2以上）
の検出
精度が飛躍的に向上するこ
とが期待される②両検査と
も陰性の場合は検診間隔が
延長でき費用対効果も優れ
ていると考えられる−の
２点を挙げている。

産婦人科医会
がん対策委員会

リコメン
細胞診とHPV−DNA検査併用による子宮頸がん検診のポイント
デーション
（
「子宮頸がん検診リコメンデーション」より抜粋）
は
「細胞診単
検査の標準方法 ハイブリッドキャプチャー２（HC２）法
独による子
検診の開始年齢 30歳以上
宮頸がん検
検診の受診間隔 両方とも陰性の場合は３年後
診」
と「細胞
検診の終了年齢 65歳以上 過去10年異常がないなどの条件付き
診と H P V る。これら13種類の遺伝
診とHPV-DNA検査がと
DNA検査併用による子宮
もに陰性の
「30歳以上の低
頸がん検診」
の２部構成。 子型を判定できるジェノタ
イピング検査も、検診に使
リスクの女性」
では３年後
人間ドックなどの任意型検
うことに世界的なコンセ
の受診を推奨している。
診について付記している。
HPV-DNA検査の方法
ンサスは得られていないう
◇
として、国内で承認されて
え、コストも高いという問
日本産婦人科医会がん対
いる３種類を解説した。
題点を指摘した。
策委員会が、子宮頸がん検
1 3 種類の高リスク型
この中で米食品医薬品局
診リコメンデーションを出
に承認されている
したのは、併用検診が一部
H P V群を調べるハイブリ （FDA）
自治体の住民検診や、人間
ッドキャプチャー2（HC2） のはH C2法、とも記して
ドックなどの任意型検診で
法 と P C R 法 に つ い て 、 いる。
併用検診の開始年齢は、 導入されつつあるうえ、さ
H C2が「C I N2以上の病変
検出に高い感度を有するこ 「 3 0歳以上」
を推奨した。 らに普及が予想できるから
とが確認され」
、臨床検査
3 0 歳未満は高リスク型
だ。強制力はないものの、
として標準化されていると
H P Vの感染率が高く、自
内外の論文などを調査し、
説明している。
然に排除されることが多い
現時点で最も適切と考えら
PCR法は、
「検診におい
ので、
「臨床的に意味のな
れる運用方法を提示するこ
い」
陽性が増えるため。30
とで、野放図な検査の広が
て有用性を示すエビデンス
歳未満には
「細胞診単独検
りに一定の枠をはめること
はまだ十分でなく」
、現時
診」
を推奨している。
につながると期待される。
点では臨床検査として標準
検診の受診間隔は、細胞
化されていないとしてい

がんホットライン

月〜日 午前10時〜午後6時

03−3562−7830

日本対がん協会は、看護師や社会福祉士が、がん
の不安や生活の悩みの相談に電話で応じる「がんホ
ットライン」を開設しています。祝日を除く毎日午
前10時から午後６時。相談時間は20分までで予約は
不要です。このほか、事前の予約制で、専門医によ
る電話や面接の無料相談も実施中です。予約やお問
い合わせは月〜金の午前10時から午後５時までに、
03−3562−8015（予約専用電話）へ。
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細胞診・HPVテストともに「陰性」は……
細胞診「陰性」・HPVテスト「陽性」だと……
子宮頸がん検診で、細胞
診とHPV-DNA検査
（HPV
テスト）
を併用した検診を
行った場合、結果とその後
の対応について、日本産婦
人科医会がん対策委員会の
リコメンデーションは、下
記のような運用を推奨して
いる。
まず、細胞診とHPVテ
ストの両方ともに
「陰性」
の
とき、次の検診を受けるの
は
「３年後」
としている。と
もに陰性だと、少なくと
も、それから３年間にCIN
２以上の病変が生じる確率
が非常に低いと考えられる
からだ。
細胞診が
「陰性」
でH P V
テストが
「陽性」
の場合は、

６～12カ月後に細胞診と
H P Vテストによる再検査
を受けることが勧められ
ている。再検査まで６～
1 2カ月としているのは、
H P Vテストが陽性でも、
細胞診が陰性だと、CIN２
以上の病変が生じている可
能性はとても低いからだ。
再検査の結果、両方とも
陰性の場合は次に検診を受
けるのは
「３年後で良い」
と
している。どちらかが陽性
だった場合はコルポ診を行
う。
リコメンデーションは、
細胞診が陰性でHPVテス
トが陽性の場合について、
フランスの研究を紹介して
いる。平均６カ月のフォ

2012年12月1日

検診の結果を受けた流れを提示
産婦人科医会がん対策委

ローアップで６割がH P V
とが推奨されている。
テスト陰性になったとい
◇
う。つまり、細胞診が陰性
リコメンデーションは、
でHPVテストが陽性の多 「併用」
の場合の検診の終了
くは一過性の感染と考えら
年齢にも触れている。
れた。CIN２以上の病変が
過去10年以内に細胞診
あるリスクは、細胞診が
異常がなく、連続３回以上
A S Cの場合より低く、そ
細胞診が陰性だった
「65歳
うしたことから、６～12
以上」
の女性は、細胞診と
カ月後の再検査で十分だと
H P Vテストともに陰性で
している。
あれば
「検診を終了するこ
細胞診がA S C - U Sの場
とができる」
としている。
合、HPVテストが陰性な
子宮頸がん検診に関す
ら１年後に細胞診の再検査
る国の指針では、
「検診の
を、HPVテストが陽性だ
終了年齢」
には定めがない。
とコルポ診を実施すること
また、今回のリコメンデー
を勧めている。
ションでも、細胞診単独の
細胞診が陽性の場合は、 場合には、終了年齢に関し
H P Vテストの結果にかか
て言及されていない。
わらず、コルポ診を行うこ

細胞診＋HPV-DNA検査

細胞診（−）
HPV（−）

細胞診（−）
HPV（＋）

細胞診ASC-US
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細胞診ASC-US
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細胞診（＋）

細胞診＋HPV
（３年後）

細胞診＋HPV
（６〜12ヵ月後）

細胞診＋HPV
（12ヵ月後）

コルポ診
（精密検査）

コルポ診
（精密検査）

細胞診（−）
HPV（−）

細胞診（−）
HPV（＋）

細胞診（＋）

細胞診＋HPV
（３年後）

コルポ診
（精密検査）

コルポ診
（精密検査）

＋：陽性

細胞診とHPV-DNA検査併用による子宮頸がん検診−結果と運用

−：陰性
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細胞診単独の検診は…
日本産婦人科医会がん対
策委員会の「子宮頸がん検
診リコメンデーション～
HPV-DNA検査併用検診
に向けて～」は、現在の標
準検診である細胞診単独検
診についても触れている。
従来の「直接塗抹法」と
ともに、採取した子宮頸部
の細胞を特殊な液体に入れ
る「液状化検体細胞診」も
子宮頸がん検診に適してい
る、と判断した。
検診の開始年齢は、現在
の国の指針と同様に「20
歳から開始すべき」とした
うえで「性交未経験の女性
は除く」と付した。
子宮頸がんの原因となる
H P Vは主に性交渉により
感染することから、性交未
経験の女性に子宮頸がんが
起きることはまずない、と
考えられ、無用な検査をし
なくてすむように配慮して
いる。
検診の受診間隔につい
て、国の指針は２年に１回
としているが、リコメンデ
ーションは「20歳代の女
性」には毎年の受診を推
奨している。
「２年毎」は、
30歳以上で、
「細胞診が３
回連続で正常」だった女
性、としている。
若い世代で子宮頸がんが
増えていることや、20代
の高リスク型HPV感染率
が比較的高いことなどを考
え、効果的に子宮頸がんの
予防・早期発見ができるよ
うに配慮されている。
結果の報告様式は、ベセ
スダシステム2001に準拠
したものを求めている。
◇
リコメンデーションは、

（第三種郵便物認可）

ジとして、コルポ診を行
ったり、６カ月後に細胞
診を実施したりするより、

ASC-USの場合、コルポ診
後のトリアージにHPVテ
ストを推奨している。
A S C - U S中のC I N２以
上の病変は9.7%、C I N３
リコメンデーションに
以上は4.3%とされる。こ
は、人間ドックなど任意型
れらを対象にHPVテスト
検診で細胞診とHPVテス
を実施した場合は、「陽
トを併用する場合の運用に
性」の中でC I N２以上は
ついても付記されている。
21.3%、CIN３以上は9.7%
任意型検診は「受診者個
なのに対し、
「陰性」では
人のがんの罹患や死亡リス
それぞれ1.3%、0.3%とさ
クの減少」が目的で、対象
れる。ASC-USでHPVテ
集団の死亡率減少を目的に
ストが陰性の場合、高度扁 「公共的な予防対策とし行
われる」対策型検診とは異
平上皮内病変
（HSIL）
の可
能性は低い。
なる、と指摘。子宮頸がん
リコメンデーションは、 の場合は、CIN２、CIN３
ASC-USに対するトリアー
の前がん段階を発見するこ
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H P Vテストのほうが効率
的だと結論づけている。

人間ドックでは…
とによってがんを予防する
ことが目的になる、とし、
そのリスクが認められた場
合は、
「精密検査が望まし
い」と記している。
運用に関して、たとえ
ば、細胞診が陰性でH P V
テストが陽性だった場合に
希望に応じてコルポ診を実
施するといったように、対
策型検診でのものを踏襲し
ながらも一部で選択の幅を
広げるなどの対応をとって
いる。

目立った子宮頸がんワクチン（HPVワクチン）への問い合わせ
がん相談ホットライン2010年度の年報をまとめる

日本対がん協会は、
2010年度に「がん相談ホ
ットライン」に寄せられた
相談を年報にまとめた。相
談件数は8844件で、2009
年度より2007件の増加と
なった。４～９月はひと月
当たりおおむね500～700
件だったが、10月３日か
ら日曜日の相談も始めた結
果、相談が増え、10月～
2011年２月は800～900件
になった。ただ３月は東日
本大震災の影響で受付時間
を短縮したこともあって
756件と少なくなった。
目立ったのは、2009年
10月に承認された子宮頸
がんワクチン
（HPVワクチ
ン）
や子宮頸がんに関する
相談。
「性交渉が未経験でな
いと効果はないのか」
「年齢
が高いと接種できないか」

といった相談や、
「ワクチ
ンを接種すれば子宮頸がん
を発症しない」と、ワクチ
ンが「万能薬」のように誤
解しているものもあり、正
しい情報が普及していない
ことがうかがえた。
また子宮頸がんについ
て、
「セックスパートナー
が多い」とか、
「性交渉の
年齢が早い」から発症す
る、という誤った情報を耳
にして心を痛めている相談
も少なくなかった。
このほか、がん一般につ
いて、治療法の開発が進
み、選択肢が多様化したと
いうメリットがある半面、
どれを選べばいいのかわか
らないという悩みも多かっ
た。さらに地方の在住者か
ら「東京のほうが良い治療
を受けられるのか」という

日本対がん協会

地域差の問題や、
「医師が
忙しそうで質問しにくい」
といった相談も相変わらず
多かった。
相談者は患者本人が
5 8 . 6 %で、娘1 1 . 5 %、妻
10.7%などと続いている。
相談の主な内容は、治療に
関するものが４分の１を占
め、不安などの心の問題が
15.5%、症状・副作用・後
遺症が14.6%、検診・検査
が9.1%などとなっている。
また相談者は女性が４分の
３を占め、相談の部位では
乳房が最も多くて26.9%、
肺11.5%、大腸10.2%など
となっている。
がん相談ホットラインは
2006年４月にスタートし
た。現在、看護師や社会福
祉士などの専任スタッフ
17人が相談を受けている。
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都道府県別のがん検診受診率（国民生活基礎調査より）
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研究者との交流で新企画、来年へ向けて一層の前進を

がん患者支援のリレー・フォー・ライフ2011が閉幕へ
春から全国で開かれてきた「リレー・フォー・ライフ2011」は、沖縄・北谷町での開催（12月10〜11日）を
最後に幕を閉じる。ボランティアの方たちが各地でつくる実行委員会は、議論を重ねながら企画や運
営に思いをこめ、地域色を生かした催しを展開。サバイバーや家族、医療者、学生、企業、行政、そ
して健康な人々が一体となって、がん患者の闘いを祝福し、病気にならないよう自覚を持とうなどと
呼びかけて、国内外の患者支援をめざした寄付を募ってきた。
2012年の開催はすぐそこで、来春には新シーズンが始まる。

●全国実行委員会は１年を通し奮闘
2011年は、全国27カ所
（神奈川・逗子の米軍横須賀
基地内フットボール場で行
われたリレー・フォー・ラ
イフは米国開催でカウン
ト）
でさまざまな取り組み
が繰り広げられた。リレ
ー・フォー・ライフは、チ
ームのメンバーが交代で夜
を徹して歩くイベントだ。
サバイバーを勇気づけるこ
となど以外にも、啓発や禁
煙の催しがテントで計画さ
れる。チャリティの演奏、
踊りに趣向を凝らし、勉強
になる医師や患者の話もた
くさんある。検診を受けて
早期に見つけることがなぜ
必要か、それが家族全体へ
の安心にもつながる、とい
った啓発を工夫する意識も
実行委員会の中で高まって
きた。
医療大学のグラウンドで
開いた北海道・いしかりの
ように参加者が150人前後
と小規模なところもあれ
ば、各ジャンルから5000
人が参加した大分のような
大規模なところもある。し
かし、どの会場もリレー・
フォー・ライフの趣旨を理
解したものだった。雨風に
見舞われた京都・亀岡、東
京・駒沢などは懸命にやり
遂げることを模索し、今年

が２回目、３回目になる会
場では、新企画で来場者の
喝さいを浴びた。
また、開催希望の問い合
わせがこのところ増えてき
た。実行委員の中には「家
事や働きながらのボランテ
ィアで、開催間際など時期
によっては気ぜわ
しいときもある。
けれども、準備途
中での人の輪と成
し遂げたあとの爽
快感を得ることが
うれしい。それ
が、自分がボラン
ティアを続ける理
由です」という意
見が多い。希望者
は人づてに、そう
した実感を知り、

魅力に誘われて集まってい
るようだ。
東日本大震災の被災地、
福島は桑折町の屋内体育館
で、宮城も比較的被害が少
なかった富谷町の会場で元
気に繰り広げた。こんな時
こそ集まろうという声は、

被災後まもなく自然に多く
なっていった。実行委員た
ちの強い思いが、実施にこ
ぎつける原動力だった。
人の手助けをもっとした
いという思いは、震災を契
機に全国に広がる。その機
運は、リレー・フォー・ラ
イフにも表れている。

＝大分

●最前線の研究者と交流、支援者への祝福も始まる
会場では、サバイバーを
大切にする交流サロンや医
療者、家族から闘病支援の
話を聞く講演企画、生保団
体など企業から見たがんの
現状報告など、ミニ企画が
多彩になってきた。これ
は、リレー・フォー・ライ
フ開催の大きな目的の一
つ、啓発の充実につながっ
ている。
日本開催が始まって以

来、全国から対がん協会に
寄せられる寄付をがん研究
の支援に使うことが懸案に
なっていた。それが、今年
は準備が整い、来年から実
現する見通しになった。
全国のがん研究を公募
し、ボランティアの代表者
も参加する審査会を経て研
究に助成して新薬開発など
に願いを託す「リレー・フ
ォー・ライフ プロジェク

ト未来研究助成」の仕組み
が2012年春にも具体化す
る。
その前段として、最前線
にいる研究者が最新事情を
話すミニ講演が今年から５
会場で始まった。初めて聞
く研究者の生の話に耳を傾
ける家族や若者の姿が多く
あり、研究者と患者・家族
との交流が深まった。10
月には日本癌学会でリレ
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ー・フォー・ライフとの協
力を強める段取りが固まる
など、本格始動に向けて準
備が進んでいる。
会場で研究者と患者・家
族が結び合う第一段階を経
て、リレー・フォー・ライ
フのみんなが力を合わせた
結晶に、新薬や新治療技術
誕生への望みをかける次へ
の歩みが今年踏み出された
ことになる。
医学、看護、検査などを
学ぶ、あるいは医療現場で
看護師、放射線技師などと
してすでに働く若者たちの
姿が実行委員やチームに多
く見られるようになったの
も今年の特徴だった。
看護福祉大学の若者自ら
が企画した熊本・玉名、患
者と接する中で芽生えた気
持ちを実現するために勤務
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の傍ら準備を
続けた東京・
駒沢などのほ
か、多くの会
場に若者が参
加するように
なってきた。
がんとの闘
いは患者一人
だけでは難し
い。家族や手
助けを続けて
きた周囲の人
の苦労、悩み
も大きい。リ
レー・フォ
ー・ライフの主役はサバイ
バーであることはもちろん
のことだが、国際的な潮流
として、ケアギバーを大切
にして称えようという機運
がある。国内でも、今年か
ら何カ所かで、ケアギバー

（第三種郵便物認可）

＝熊本

ズウォークが始まった。
たとえば、岡崎では閉会
式直前にサバイバーを先頭
にみんなで歩くラストウォ
ークが大きな拍手でゴール
したあと、両脇にサバイバ
ーたちが分かれて声援を送

●地域への呼びかけに課題も
「あなたの街でもリレ
ー・フォー・ライフを」と
いう標語が、国内開催では
よくいわれる。気軽に、負
担がないように、出来るこ
とを役割分担して地域での

開催をめざすものだが、リ
レー・フォー・ライフの存
在を知っていただく意味で
効果が上がっている。
そうした場合のキーワー
ドは、小規模開催。小さな
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態勢で準備も最小限にかま
えるのはよいが、地域への
呼びかけ、チーム作りが十
分にできないと仲間内の催
しになりかねない場合もあ
る。それはそれでリレー・

＝福島

る直線数十メートルを、家
族や支援者たちが涙と歓喜
の中で歩いた。会場に一体
感が漂う感動的な幕切れ
は、閉幕後もしばらくのあ
いだ余韻を残していた。

フォー・ライフだが、サバ
イバーに話をしてもらい体
験を役立てる、あるいはが
んに気をつけるよう呼びか
けるといった啓発面では不
十分になりがちだ。小規模
ながら、地域の幅広いジャ
ンルの方たちにチーム作り
を呼びかけて参加していた
だく工夫はいる。
必ずしも万全の準備がで
きたとは言えなかったり、
地域への働きかけが十分に
できなかったりした実行委
員会の中には、すでに次回
へ向けて行政を訪問し仲間
作りに着手したところもあ
る。絆や命を考える機会が
欲しいという思いが強い患
者・家族が、仲間を募り動
いている。プログラムの内
容を充実させながら、開
催数が増えることが望まし
い。
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低線量放射線の継続的な被ばくの影響は？
日本・ロシアの小児がんシンポ 千葉市で開催

チェルノブイリ原発事故の影響を報告するルミャンツェフ教授

東日本大震災で大きな事
故を起こした東京電力福島
第一原発の放射能の影響が
心配される中、旧ソ連・チ
ェルノブイリ原発事故の経
験に学んで小児がん対策を
考えようというシンポジウ
ムが10月18日、千葉市内
のホテルで開催された。ロ
シアの研究者から子どもた
ちの病気をいち早く見つ
け、対応するための検診の
重要性が指摘された。
日本・ロシア小児がん交
流シンポジウム千葉2011
「チェルノブイリと小児が

ん 命と絆を守る～ロシア
連邦立小児血液・腫瘍・免疫
研究センターからの報告
～」。この事故が子どもに
及ぼす影響を、長期にわた
って調べているロシア連邦
立小児血液・腫瘍・免疫研究
センター長のアレクサンド
ル・ルミャンツェフ教授が
講演した。
教授はまず、子どもの甲
状腺がんが事故後６年たっ
てから、それまでの約８倍
に増えて13年でピークを
迎え、22年が過ぎて事故
前のレベルに戻ったことを

報告。
「とくに被ばく時の年
齢が３歳以下と、15～18
歳にピークがあった」と述
べた。その他のがんに関し
ては事故の前後で変わって
はいない、と話した。
ただ教授は、事故時に胎
児だった子どもについて、
染色体の異常などが増えた
ことを明らかにし、内部被
ばくの影響が否定できない
とした。一方で、
「放射能
の副作用を決定する要因は
いろいろある。大学などの
研究機関と共同で分子レベ
ルでの解析を続けている」
と話した。
教授は、影響を受けた子
どものリハビリテーション
の指針を紹介。
「３カ月ほ
ど、汚染されていない地域
の機関に子どもたちを移し
たり、汚染されていない食
物やバランスのとれたビタ
ミン、微量元素を与えた
り、感染症などに気を付け

たりすると、状況が改善す
る」と語った。
事故後の対策として「非
常に重要なのは検診」と指
摘し、健康診断や甲状腺の
検査、がん専門医による検
診、血液検査などを定期的
に受けることを勧めた。
シンポジウムにはドイツ
の研究者も参加。小児がん
対策には登録し、治療後の
経過を追跡することや臨床
研究の重要性を指摘した。
一方で、
「患者数が少なく
企業の関心は低い。さらに
研究のために準備する書類
が増え、患者の治療に間に
合わなくなる恐れもある」
と課題を訴えた。
シンポジウムは、中川原
章・千葉県がんセンター長
がロシアの小児がんセンタ
ーである小児血液・腫瘍・免
疫研究センターの開所式典
に招かれ、交流したことを
きっかけに実現した。

JALグループと共同で子宮頸がんセミナー
日本対がん協会は10月 「子宮頸がん検診未受診者
から11月にかけて、日本
ゼロ」
を合言葉にまず、
首都
航空グループと共同で客室
圏の３カ所で開催した。
乗務員らを対象とした子宮
最初は10月25日に成田
頸がんセミナーを開催し
空港で開催した＝写真。藤
た。エフエム東京がスター
間病院
（埼玉県熊谷市）
の清
トさせた子宮頸がん予防啓
水謙院長
（産婦人科）
が子宮
発プロジェクト「ハロース
頸がんのこと、検診、ワク
マイル」
の一環。
女子大生リ
チンなどについて分かりや
ボンムーブメントの学生も
すく説明。リボンムーブメ
参加し、
「お姉さん、
お母さ
ントの学生たちが、自分た
ん、
お父さん」
にあたる世代
ちの活動を紹介しながら
に検診の大切さを訴えた。 「検診を受けて予防しよう」
このプロジェクトを後援
と呼びかけた。
する日本対がん協会が、ハ
エフエム東京の武内英
ロースマイルのオフィシャ
人・執行役員がハロースマ
ルエアラインであるJ A L
イルの意義などについて語
の健康保険組合と協議し、 った。

セミナーはその後、
東京・天王洲アイルの
J A L本社（11月４日）、
羽田空港
（11月10日）
で
開催。羽田では今野良・
自治医科大学さいたま
医療センター教授
（産婦
人科）
が講演した。本社で
のセミナーには執行役員の
江利川宗光人事本部長らも
参加、医師の話や学生たち
の活動紹介に熱心に耳を傾
けていた。
◇
日本対がん協会では今
後、さまざまな企業の健保
などに呼びかけ、がん検診
受診の大切さを訴えてい

く。子宮頸がんは2 0代、
30代で患う人が少なくな
い。乳がんは30代後半か
ら急増し、40代、50代に
最も多い。前がん病変
（子
宮頸がん）
やがんになって
も早期に見つけて適切な治
療を受ければ早く職場に戻
れるし、医療費も安くてす
むメリットがある。

