
吉川 日本では、毎年約1万人もの女性
が新たに子宮頸がんを発症し、また子宮
頸がんによる死亡は年間約3500人に上
るとされています。子宮頸がんの原因が
ヒトパピローマウイルス（HPV）の持
続的感染によることが、ドイツの研究者
ハラルド・ツア・ハウゼン氏によって発
見されたのは1983年のことです。この
発見をきっかけに子宮頸がんの研究が進
み、予防ワクチンが開発されました。
　HPVワクチンには現在、2価ワクチン
と 4価ワクチン（ガーダシル®）がありま
すが、日本ではまず 2009年10月に 2 価
ワクチンが承認されました。さらに 4価
ワクチンについても、このたび国内で発
売されたわけです。これを機会に本座談
会では、日本における子宮頸がん予防の

現状について振り返るとともに、ガーダ
シル®に期待される効果などを話し合い
たいと思います。
　なお、ご出席いただいた東北大学の八
重樫伸生先生、福島県立医科大学の細矢
光亮先生におかれましては、宮城県、福
島県とそれぞれ東日本大震災の被災地で
診療にあたられておられます。大変な状
況のなか、本座談会にご協力いただきま
したことを初めに深謝いたします。では
始めさせていただきます。
　HPVワクチンが開発される以前は、
検診による早期発見が子宮頸がんの唯一
の予防策でした。八重樫先生、日本にお
ける子宮頸がん検診の現状についてお教
えいただけますか。
八重樫 日本で公費助成による子宮頸が
ん検診を受けている女性は、対象人口の
約24%とされていますが、任意（自費）で
の受診者を含めれば 4割程度だと思われ
ます。また日本では、同じ人が毎年受診

しているケースが多いため、検診を受け
ている人の中に占める初回受診者の数は
かなり少ないのが問題だと思います。さ
らに、もう1つ問題なのは、20代、30代
前半でがん検診を受ける人が非常に少な
いことです。一般的ながん検診の受診率
は 20代では 5%、30代前半でも 20%程
度といわれています。日本では、特に20
～30代の若い女性に子宮頸がんが急増
していますから、この年代の方たちが
もっと検診を受けてくれないと、早期発
見にはならないだろうと思います。欧米
先進国における子宮頸がんの検診受診率
は 7～ 8割といわれていますが、日本で
も受診率の向上を図る努力がもっと必要
でしょう。
吉川 検診受診率の低さに加えて、20～30
代では成長が早いがんや、がん検診で検
出しにくい腺がんが多いという問題もあ
ります。こうしたがん検診の弱点を補う
という意味でも、HPVワクチンの普及は

ガーダシルＲで広がる
子宮頸がん予防の
新たなステージ
子宮頸がんは、がんの中でも、検診による2次予防に加えて、
ワクチンによる1次予防が可能ながんと考えられている。
子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因である
ヒトパピローマウイルス（HPV）の感染を防ぐワクチンで、
日本では2009年に、子宮頸がんの原因として最も多いHPV16型と
18型の感染を防ぐ2価ワクチンが導入された。
さらにこのたび、HPV16型と18型に加えて、
尖圭コンジローマの原因となるHPV6型と11型の感染も防ぐ
4価ワクチン（ガーダシル®）が発売され、注目を集めている。
本座談会では、こうした日本における子宮頸がん予防の最近の動きと、
4価HPVワクチンに期待される効果などについて、
産婦人科および小児科の3人の専門家の先生にお話しいただいた。

20～30代の子宮頸がん予防が
重要な課題に
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重要と考えられます。またHPVワクチン
は、子宮頸がんの前がん病変や浸潤のな
い初期病変である上皮内がんも抑制する
ことが報告されています。前がん病変や
上皮内がんの場合、基本的に円錐切除術
が選択されますが、円錐切除術は流早産
の原因にもなります。ワクチン接種に
よって若い女性が生殖機能を失わずに済
み、また流早産も減ることで、生まれてく
る子どもが増えるのは喜ばしいことです。
八重樫 そうですね。妊孕性の高い 20～
30代前半で子宮頸がんやその前駆病変
を発症すると、経済的にも精神的にも問
題は大きいので、その予防に期待できる
HPVワクチンは社会全体に与えるイン
パクトも非常に強いと思います。

吉川 ところで、このたび発売された
ガーダシル®は、HPV16 型、18型に加
えて、HPV6型、11型の感染も防ぎます。
子宮頸がん以外にも、外陰上皮内腫瘍、
膣上皮内腫瘍、尖圭コンジローマなどに
も適応があるようですが、実際にどのよ
うな効果が期待できるでしょうか（表1）。
八重樫 ガーダシル®も、子宮頸がんの主
な原因となるHPV16型、18型の感染を
ほぼ 100%近く防ぎますので、子宮頸が
んの 6～ 7割はカバーします。外陰がん
や腟がんの発症数は子宮頸がんの 1～ 2
割とそれほど多くはありませんが、外陰
上皮内腫瘍、膣上皮内腫瘍はもっと頻度
が高くなります。そのため、これらに高

んどが、ワクチンに100%の有効率を求
めます。HPVワクチンを接種すれば子宮
頸がんには絶対にならないと誤解される
と、結果として検診受診率の低下が危惧
されます。ですから接種時には、データ
に基づいたワクチンの有効率を、しっか
りお伝えする心がけがまず大切だと考え
ています。
吉川 HPVワクチンがヒブワクチンや小
児肺炎球菌用ワクチンと並んで、承認後
早期の公費助成が決まったことは、日本
のワクチン行政の歴史における画期的な
出来事だったと思います。しかし、この公
費助成は現状では2010年度と2011 年度
の時限プログラムです。こうした状況を
先生方はどのように感じておられますか。
八重樫 ワクチン接種プログラムは公衆
衛生としての取り組みですので、やはり
国の主導による助成の継続が必要だと思
います。HPVワクチンが定着すれば子

い予防効果のあるガーダシル ®で適応が
広がったことはよいことだと思います
（表2）。また、尖圭コンジローマの原因
のほとんどは HPV6型と11型と報告さ
れています。尖圭コンジローマはがんで
はありませんが、カリフラワー状の病変
が外陰に増殖するため、精神的苦痛を強
いられます。日本でも20代に高頻度に
みられ、国内の発症数は男女ほぼ同等で、
合わせて年間約4万人が発症すると報告
されています。子宮頸がんに比べて明ら
かに発生数も多く、HPV感染に起因する
ものとしては最も多い疾患だと思いま
す。ですからガーダシル ®の導入でこの
疾患を抑制できることは、大きな恩恵だ
と思います（表3）。
吉川 尖圭コンジローマは母子感染も認
められ、2歳未満の HPV6 型、11 型の
感染はほぼ間違いなく母子感染です。尖
圭コンジローマ合併妊娠の妊婦さんは平
均22～ 23歳ですので、年齢の若い妊婦
さんには特に注意が必要ですね。

吉川 ガーダシル ®は 3 回接種の不活化
ワクチンですが、どの程度効果が持続す
るのでしょうか。また国際的な評価はい
かがでしょうか。
八重樫 最近、EUROGIN（欧州生殖器
感染・腫瘍学会）で報告されたガーダシ
ル®の海外第Ⅲ相試験の延長試験結果で
は、接種7年後あたりまで効果が持続す
ることが示されています。ガーダシル®

宮頸がんの前がん病変なども減るはずで
すから、がん検診も2 年おきではなく、
3年か5年に1度で済むようになるかも
しれません。また、検診の初回受診者を
増やすことが現状の課題ですから、受診
者と未受診者を判別できる対象人口の
データベースも必要だと思います。おそ
らく、子宮頸がんも含めたあらゆる検診
記録を住民台帳に加えるシステムがよい
と思うのですが、私どもの地域の自治体
は被災して住民台帳も消失しました。し
かし幸いにも、東北大学と宮城県が共同
で、保健行政を立ち上げるプロジェクト
を開始したと聞いております。できれば
それが、HPVワクチンに対する公費助
成の継続を後押しするような、全国のモ
デルともなるシステムになることを願っ
ています。
細矢 我々小児科医は、ヒブワクチンと
小児用肺炎球菌ワクチンの有効性を明ら

は、既に世界120以上の国や地域で承認
されており、現在、世界で使われている
HPVワクチンの 7 ～ 8割を占めていま
す。安全性についても、明らかに因果関
係のある重篤な副反応による中止例は報
告されておりませんし、通常の注射でも
起こる局所反応や全身反応が主で、最近
話題となっている失神に関しても接種1
万回に 1人未満の割合で起こる程度だと
いわれています。
吉川 ガーダシル®も 2 価ワクチンも、
どちらも忍容性は良好といえます。

吉川 最後に公費助成についてですが、
2010年、国はHPVワクチン、ヒブ（イン
フルエンザ菌b型）ワクチン、小児用肺
炎球菌ワクチンの 3つのワクチンに対す
る公費助成を決定し、多くの地域で無料
接種が開始されました。HPVワクチン
も、接種委託医は産婦人科医、小児科医、
内科医、耳鼻科医と幅広い領域に及んで
いますが、小児科領域ではこれをどのよ
うに受け止めているのか、細矢先生にお
伺いできますか。
細矢 HPVワクチンは、思春期の女性を
対象とする初のがん予防ワクチンです。
小児科領域では長年、ワクチンは小児の
感染症予防というスタンスでしたので、
HPVワクチンを接種する際に求められる
被接種者やその家族に対する説明に、不
慣れな小児科医も少なくないと思いま
す。特に、小児科領域では保護者のほと

かにするために、1道 8県において髄膜
炎の全例調査を開始していますが、
HPVワクチンについても、日本のデー
タを蓄積する必要があると思います。た
だ、HPVワクチンの真の効果を明らか
にするためには、少なくとも 10～ 20年
は必要でしょう。さらに、子宮頸がんの
抑制には、継続的に70～ 80%以上の接
種率を維持する必要がありますので、公
費助成はぜひとも継続していただきたい
と思います。
吉川 東日本大震災のような非常時に
は、緊急性のある医療が優先されるのは
当然ですが、こういうときこそ予防医療
のあり方についても、我々医療者は考え
るべきだと思います。ガーダシル®が、
日本の予防医療の進展に貢献することを
願いながら、本日の座談会を終了したい
と思います。貴重なお話をありがとうご
ざいました。

ガーダシル は子宮頸がんと
ほかのHPV関連疾患にも効果

世界120以上の国や地域で
承認されているガーダシル

有効性確認のためにも
公費助成の継続が必要

表2●CIN2、3およびAISに対するガーダシルＲの有効性（海外データ）

表3●尖圭コンジローマ、VIN、VaINに対するガーダシルＲの有効性 （海外データ）

試験
評価項目 ガーダシルＲ群 プラセボ群 有効率

（%） 95%CI
HPV6、11、16、18型関連 n 症状 n 症状

013試験 尖圭コンジローマ　 2,261 0 2,279 58 100 93.5-100

007、013、015 
試験

VIN2、3 7,900 0 7,902 13 100 67.2-100

VaIN2、3 7,900 0 7,902 10 100 55.4-100

試験
評価項目 ガーダシルＲ群 プラセボ群 有効率

（%） 95%CI
HPV6、11、16、18型関連 n 症状 n 症状

013 試験 HPV6、11、16、18型関連
CIN1、2、3またはAIS 2,241 0 2,258 77 100 95.1-100

015 試験 HPV16、18型関連
CIN2、3またはAIS 5,306 2 5,262 63 96.9 88.2-99.6

第Ⅱ相臨床試験 第Ⅲ相臨床試験
試験名 007試験 013試験 015試験
対象 16〜24歳女性 16〜24歳女性 16〜26歳女性

無作為割付例数 1,106 5,455 12,167
ワクチン 6、11、16、18型 6、11、16、18型 6、11、16、18型
観察期間 36カ月 48カ月 48カ月

【試験の概要】

CIN: 子宮頸部上皮内腫瘍　AIS: 上皮内腺がん

VIN: 外陰上皮内腫瘍　VaIN: 腟上皮内腫瘍

表2、表3：申請時評価資料

【試験】無作為化プラセボ対照二重盲検試験
【対象・方法】ガーダシル®またはプラセボを 0、2、6カ月で 3 回
接種し、初回接種時から 3 回接種 1カ月後までガーダシル®に
含まれる各 HPV型に未感染でプロトコール違反がない被験者を
有効性解析対象とした。

（Per-Protocol Efficacy:PPE 解析）

表1●ガーダシルＲの特徴

HPVタイプ 抗原発現系 アジュバント 投与方法 接種対象者

酵母6、11、
16、18型

アルミニウム
ヒドロキシホスフェイト

硫酸塩
筋肉内注射

（0、2、6カ月目） 
9歳以上の

女性

適応症

HPV6、11、16および18型の感染に
起因する以下の疾患の予防
● 子宮頸がん
　（扁平上皮細胞がん、腺がん）
● 子宮頸部前駆病変
 ・子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）1、2、3
 ・上皮内腺がん（AIS）
●外陰上皮内腫瘍（VIN）1、2、3
●腟上皮内腫瘍（VaIN）1、2、3
●尖圭コンジローマ

ガーダシルＲ添付文書より
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重要と考えられます。またHPVワクチン
は、子宮頸がんの前がん病変や浸潤のな
い初期病変である上皮内がんも抑制する
ことが報告されています。前がん病変や
上皮内がんの場合、基本的に円錐切除術
が選択されますが、円錐切除術は流早産
の原因にもなります。ワクチン接種に
よって若い女性が生殖機能を失わずに済
み、また流早産も減ることで、生まれてく
る子どもが増えるのは喜ばしいことです。
八重樫 そうですね。妊孕性の高い 20～
30代前半で子宮頸がんやその前駆病変
を発症すると、経済的にも精神的にも問
題は大きいので、その予防に期待できる
HPVワクチンは社会全体に与えるイン
パクトも非常に強いと思います。

吉川 ところで、このたび発売された
ガーダシル®は、HPV16 型、18型に加
えて、HPV6型、11型の感染も防ぎます。
子宮頸がん以外にも、外陰上皮内腫瘍、
膣上皮内腫瘍、尖圭コンジローマなどに
も適応があるようですが、実際にどのよ
うな効果が期待できるでしょうか（表1）。
八重樫 ガーダシル®も、子宮頸がんの主
な原因となるHPV16型、18型の感染を
ほぼ 100%近く防ぎますので、子宮頸が
んの 6～ 7割はカバーします。外陰がん
や腟がんの発症数は子宮頸がんの 1～ 2
割とそれほど多くはありませんが、外陰
上皮内腫瘍、膣上皮内腫瘍はもっと頻度
が高くなります。そのため、これらに高

んどが、ワクチンに100%の有効率を求
めます。HPVワクチンを接種すれば子宮
頸がんには絶対にならないと誤解される
と、結果として検診受診率の低下が危惧
されます。ですから接種時には、データ
に基づいたワクチンの有効率を、しっか
りお伝えする心がけがまず大切だと考え
ています。
吉川 HPVワクチンがヒブワクチンや小
児肺炎球菌用ワクチンと並んで、承認後
早期の公費助成が決まったことは、日本
のワクチン行政の歴史における画期的な
出来事だったと思います。しかし、この公
費助成は現状では2010年度と2011 年度
の時限プログラムです。こうした状況を
先生方はどのように感じておられますか。
八重樫 ワクチン接種プログラムは公衆
衛生としての取り組みですので、やはり
国の主導による助成の継続が必要だと思
います。HPVワクチンが定着すれば子

い予防効果のあるガーダシル ®で適応が
広がったことはよいことだと思います
（表2）。また、尖圭コンジローマの原因
のほとんどは HPV6型と11型と報告さ
れています。尖圭コンジローマはがんで
はありませんが、カリフラワー状の病変
が外陰に増殖するため、精神的苦痛を強
いられます。日本でも20代に高頻度に
みられ、国内の発症数は男女ほぼ同等で、
合わせて年間約4万人が発症すると報告
されています。子宮頸がんに比べて明ら
かに発生数も多く、HPV感染に起因する
ものとしては最も多い疾患だと思いま
す。ですからガーダシル ®の導入でこの
疾患を抑制できることは、大きな恩恵だ
と思います（表3）。
吉川 尖圭コンジローマは母子感染も認
められ、2歳未満の HPV6 型、11 型の
感染はほぼ間違いなく母子感染です。尖
圭コンジローマ合併妊娠の妊婦さんは平
均22～ 23歳ですので、年齢の若い妊婦
さんには特に注意が必要ですね。

吉川 ガーダシル ®は 3 回接種の不活化
ワクチンですが、どの程度効果が持続す
るのでしょうか。また国際的な評価はい
かがでしょうか。
八重樫 最近、EUROGIN（欧州生殖器
感染・腫瘍学会）で報告されたガーダシ
ル®の海外第Ⅲ相試験の延長試験結果で
は、接種7年後あたりまで効果が持続す
ることが示されています。ガーダシル®

宮頸がんの前がん病変なども減るはずで
すから、がん検診も2 年おきではなく、
3年か5年に1度で済むようになるかも
しれません。また、検診の初回受診者を
増やすことが現状の課題ですから、受診
者と未受診者を判別できる対象人口の
データベースも必要だと思います。おそ
らく、子宮頸がんも含めたあらゆる検診
記録を住民台帳に加えるシステムがよい
と思うのですが、私どもの地域の自治体
は被災して住民台帳も消失しました。し
かし幸いにも、東北大学と宮城県が共同
で、保健行政を立ち上げるプロジェクト
を開始したと聞いております。できれば
それが、HPVワクチンに対する公費助
成の継続を後押しするような、全国のモ
デルともなるシステムになることを願っ
ています。
細矢 我々小児科医は、ヒブワクチンと
小児用肺炎球菌ワクチンの有効性を明ら

は、既に世界120以上の国や地域で承認
されており、現在、世界で使われている
HPVワクチンの 7 ～ 8割を占めていま
す。安全性についても、明らかに因果関
係のある重篤な副反応による中止例は報
告されておりませんし、通常の注射でも
起こる局所反応や全身反応が主で、最近
話題となっている失神に関しても接種1
万回に 1人未満の割合で起こる程度だと
いわれています。

吉川 最後に公費助成についてですが、
2010年、国はHPVワクチン、ヒブ（イン
フルエンザ菌b型）ワクチン、小児用肺
炎球菌ワクチンの 3つのワクチンに対す
る公費助成を決定し、多くの地域で無料
接種が開始されました。HPVワクチン
も、接種委託医は産婦人科医、小児科医、
内科医、耳鼻科医と幅広い領域に及んで
いますが、小児科領域ではこれをどのよ
うに受け止めているのか、細矢先生にお
伺いできますか。
細矢 HPVワクチンは、思春期の女性を
対象とする初のがん予防ワクチンです。
小児科領域では長年、ワクチンは小児の
感染症予防というスタンスでしたので、
HPVワクチンを接種する際に求められる
被接種者やその家族に対する説明に、不
慣れな小児科医も少なくないと思いま
す。特に、小児科領域では保護者のほと

かにするために、1道 8県において髄膜
炎の全例調査を開始していますが、
HPVワクチンについても、日本のデー
タを蓄積する必要があると思います。た
だ、HPVワクチンの真の効果を明らか
にするためには、少なくとも 10～ 20年
は必要でしょう。さらに、子宮頸がんの
抑制には、継続的に70 ～ 80%以上の接
種率を維持する必要がありますので、公
費助成はぜひとも継続していただきたい
と思います。
吉川 東日本大震災のような非常時に
は、緊急性のある医療が優先されるのは
当然ですが、こういうときこそ予防医療
のあり方についても、我々医療者は考え
るべきだと思います。ガーダシル®が、
日本の予防医療の進展に貢献することを
願いながら、本日の座談会を終了したい
と思います。貴重なお話をありがとうご
ざいました。

ガーダシル は子宮頸がんと
ほかのHPV関連疾患にも効果

世界120以上の国や地域で
承認されているガーダシル

有効性確認のためにも
公費助成の継続が必要

表2●CIN2、3およびAISに対するガーダシルＲの有効性（海外データ）

表3●尖圭コンジローマ、VIN、VaINに対するガーダシルＲの有効性 （海外データ）

試験
評価項目 ガーダシルＲ群 プラセボ群 有効率

（%） 95%CI
HPV6、11、16、18型関連 n 症状 n 症状

013試験 尖圭コンジローマ　 2,261 0 2,279 58 100 93.5-100

007、013、015 
試験

VIN2、3 7,900 0 7,902 13 100 67.2-100

VaIN2、3 7,900 0 7,902 10 100 55.4-100

試験
評価項目 ガーダシルＲ群 プラセボ群 有効率

（%） 95%CI
HPV6、11、16、18型関連 n 症状 n 症状

013 試験 HPV6、11、16、18型関連
CIN1、2、3またはAIS 2,241 0 2,258 77 100 95.1-100

015 試験 HPV16、18型関連
CIN2、3またはAIS 5,306 2 5,262 63 96.9 88.2-99.6

第Ⅱ相臨床試験 第Ⅲ相臨床試験
試験名 007試験 013試験 015試験
対象 16〜24歳女性 16〜24歳女性 16〜26歳女性

無作為割付例数 1,106 5,455 12,167
ワクチン 6、11、16、18型 6、11、16、18型 6、11、16、18型
観察期間 36カ月 48カ月 48カ月

【試験の概要】

CIN: 子宮頸部上皮内腫瘍　AIS: 上皮内腺がん

VIN: 外陰上皮内腫瘍　VaIN: 腟上皮内腫瘍

表2、表3：申請時評価資料

【試験】無作為化プラセボ対照二重盲検試験
【対象・方法】ガーダシル®またはプラセボを 0、2、6カ月で 3 回
接種し、初回接種時から 3 回接種 1カ月後までガーダシル®に
含まれる各 HPV型に未感染でプロトコール違反がない被験者を
有効性解析対象とした。

（Per-Protocol Efficacy:PPE 解析）

表1●ガーダシルＲの特徴

HPVタイプ 抗原発現系 アジュバント 投与方法 接種対象者

酵母6、11、
16、18型

アルミニウム
ヒドロキシホスフェイト

硫酸塩
筋肉内注射

（0、2、6カ月目） 
9歳以上の

女性

適応症

HPV6、11、16および18型の感染に
起因する以下の疾患の予防
● 子宮頸がん
　（扁平上皮細胞がん、腺がん）
● 子宮頸部前駆病変
 ・子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）1、2、3
 ・上皮内腺がん（AIS）
●外陰上皮内腫瘍（VIN）1、2、3
●腟上皮内腫瘍（VaIN）1、2、3
●尖圭コンジローマ

ガーダシルＲ添付文書より
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