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「子宮頚がん」 と 「HPV ワクチン」 の話 

 子宮頚がんは女性の子宮の入り口にできるがんで、日本では毎年 9000 人から 1 万人の女性がか

かり、約 3000 人が命を落としています。また命は助かったものの妊娠できなくなる 20 代 30 代の女

性が毎年約 1200 人います。子宮頚がんは予防可能ながんです。正しい知識で予防していきましょ

う。 

 

子宮頚がん対策は「ワクチン接種」と「子宮がん検診」です。 

HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチンは予防接種法に基づく定期接種で、小学 6 年生から高校 1

年生まで公費負担があり、無料で接種できます。ただし、「積極的勧奨の中止」という一見意味不明

の通知がだされており、大半の自治体からは接種対象者に何の連絡も出されません。最近、国では

予防接種は自治体が実施するものであり、この通知に拘束力はないと軌道修正をしてきています。 

ワクチンの有効性と接種後に起こりうる事象に関してよく理解した上で接種をご検討ください。 

 

子宮頚がんにかかる年代が若年化しており、妊娠とがんの発症のピークが一致してきています。 

子宮頚がんにかかる前にワクチンで予防し、子宮頚がん検診で早期発見と早期治療を心がけまし

ょう。 

 

子宮頚がんはどんな病気ですか？ 

子宮頚がんの初期はほとんど自覚症状がありません。進行すると次のような症状が現れます。 

１． 性交渉の時に出血する 

２． 月経に関係のない出血がある 

３． 茶色のおりものが増え、悪臭がする 

４． 下腹部痛や腰痛が出てくる 

 早期に発見されれば子宮頚部円錐切除術などで子宮の温存が可能な場合もありますが、その
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後妊娠しにくくなったり、妊娠時に流早産になりやすくなったりして、将来の妊娠・出産に影響してき

ます。 

また早期発見された場合でも実際にはかなり進行して広範囲の子宮摘出や放射線治療が必要

なこともあり、また命を落としかねないほど進行していることもあります。 

子宮癌術後では排尿障害、下肢のリンパ浮腫などの後遺症で日常生活に影響がでます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 若い女性に発生するがんであり、西欧では母親を殺す（マザー・キラー）病気と言われます。 

 

 

 

子宮頚がんの原因は？ 

外陰がん、腟がん、子宮頚が

んの多くは HPV が関係してお

り HPV ワクチンで予防が期待

される 

 

子宮体がん、卵管がん、卵巣

がんは HPV との関係はなく、

加齢や女性ホルモンその他の

要因で発生する 
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 子宮頚がんのほとんどはヒトパピローマウイルス HPV の感染が原因であることがわかっていま

す。HPV は性交渉によって感染するので、性交渉の経験がある女性は誰でも子宮頚がんになる可能

性があります。HPV に感染しても多くのウイルスは自然に消滅しますが、感染が繰り返されたり続い

たりすると前がん病変（がんになる手前）になり、さらにその一部ががんになります。 

 

    子宮頚がんの予防は？ 

⚫ HPV は 100 種類以上ありますが、そのうち子宮頚がんの発症に関係するのは約 13 種類あり

ます。最も発がん性が問題になるのは 16 型でその次に 18 型です。 

⚫ この二つのウイルス感染はワクチンでほぼ１００％予防できます。この効果は 16 型、18 型に

未感染の場合の効果であり、すでに感染しているウイルスに対して効果はありませんが、接

種しても特に副反応の面で問題になることはありません。 

⚫ この 2 種類以外にも原因となるウイルスがいるため、全体としては約６５％の予防効果となり

ます。 

⚫ 思春期以降の女性に接種しても、16 型、18 型に未感染の場合は効果があります。 

⚫ 導入後 3～4 年で集団免疫効果が現れます。 
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HPV の感染経路 

１． 性的接触が感染の原因になります。（性交渉、口と性器） 

      コンドームを適切に使用しても感染を完全には防げません。 

２．母子感染 

       出産時に母体から新生児に感染します。報告は 6 型、11 型が多く、新生児は咽頭  乳

頭種という良性の腫瘍ができ、時に気道の狭窄を生じます。 

 

    

接種後に起こるかもしれない有害事象 （ 因果関係は問わない ） 

時々起こること 注射部位の痛み、腫れ、赤み、かゆみ。 

疲れた感じ、頭痛、筋肉や関節の痛み、じんま疹、めまい 

まれに起こること 

（5－10 回／１０万接種） 

緊張や不安などをきっかけに気を失う 

ごくまれに 

起こること 

（1－2 回／100 万接種） 

アナフィラキシー      （0.1／10 万接種） 

ギラン･バレー症候群   (0.06／10 万接種) 

急性散在性脳脊髄膜炎 （0.04／10 万接種） 

HPV ワクチンで最後に残った重篤な副反応とされていたギラン･バレー症候群は英国での膨大な

調査により非接種者との差が無いことが証明されています。 

 

 

 

HPV ワクチンと接種後に報告されている症状は関係が認められず 

― 名古屋市 7 万人調査が論文として世界に発信 ― 

名古屋市が名古屋市立大学公衆衛生学の鈴木貞夫教授に、接種した女子と接種し

なかった女子で現れる症状を比較した調査を依頼しました。その結果をまとめた論文

が、ネット上にも報告され、また HPV 研究の専門誌に掲載されています。 

「月経不順」「関節や体が痛む」「身体がだるい」など、接種後に現れるとされている 24

の症状について起こりやすさを比較したところ、いずれも統計的に意味のある差は見られ

ず、「HPV ワクチンと有害な症状との因果関係がないことを示唆している」と結論づけてい

ます。  http://kanagawacc.jp/vaccine-jp/226/ 

調査結果は下の表の通り。 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405852117300708
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405852117300708
http://kanagawacc.jp/vaccine-jp/226/
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  HPV ワクチンの接種は 

HPV ワクチンは 9 歳以上の女性なら誰でも接種できます。より効果が期待できるのは性交渉を行

う前（つまりまだ HPV 感染していない時期）です。接種を希望する場合は、かかりつけ医又は近くの

医療機関に問い合わせてください。 

2013 年 4 月から定期接種対象者は無料（公費）で接種ができます。定期接種の年齢を過ぎると費

用は自費になり、1 回が 1 万数千円かかります。年齢の上限ははっきりとは示されていませんが、お

およそ 40 代くらいとされています。 

 

定期接種対象者  

１） 対象者は小学 6 年生から高校 1 年生の女子 

２） 接種回数は 3 回。 

３） 2 種類のワクチンのいずれか同じ種類で接種します。                             

2 価ワクチンは０，１，６ヶ月。4 価ワクチンは１，２，６ヶ月。 

 

海外では 9 価ワクチンの接種、また男性への接種も 

 海外ではより有効性の高い９価ワクチンが接種されています。国内では個人輸入して個人の責任と

自費による接種になります。接種医療機関はネットで出ています。 

 また男性の接種も中咽頭がんや肛門がんなどの予防、集団免疫効果などで十数カ国が実施してい

ます。 

 

＊＊＊ 数十年後には地球上から子宮頚がんを排除する目標が掲げられています。 

“子宮頸がんを歴史的書物の疾病にする“ 
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HPV の情報 

１） 子宮頸がんと HPV ワクチンに関する正しい理解のために 

日本産婦人科学会 HP 2019 年 12 月 9 日 NEW 

  http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=4 

 

２） 日本産婦人科医会：石渡勇 2019 年 7 月 10 日 - HPV ワクチン積極的接種勧奨再開. にブレー

キとなっている要因 

www.jaog.or.jp/wp/wp-content/.../07/20190723131726.pdf 

 

３） 9 価ワクチン接種可能医療機関：予防医療普及協会 

 https://yobolife.jp/column/715 

 

４） 子宮頸がんワクチンで議連 自民、接種積極勧奨目指す 

三原じゅんこ氏は自分の子宮頚癌を通してワクチン普及のために国会へ 

https://www.m3.com/news/general/713060 

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-giren?bfsource=relatedmanual 

 

５） HPV ワクチン、自治体は国の勧告に従って積極的に勧奨してはいけない？  政府見解は...    

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-kankoku-touben 

 

６） HPV ワクチン「積極的勧奨再開の議論を始めるべき時」 厚労省検討会で複数の委員から初の

意見· Nov. 22, 2019  

www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-kentoubukai 

 

７） 「国の動きを待っていられない」 HPV ワクチンの情報を自治体が独自に周知 日本産科婦人

科学会が支持する声明 Nov. 5, 2019 

https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/hpvv-kentoubukai 

 

８） HPV ワクチン 厚労省はいつ積極的勧奨を再開するのですか？  

厚労省の担当官だった元健康課長になぜ厚労省は積極的勧奨を再開しないのか聞きました。 

 https://www.buzzfeed.com/jp/naokoiwanaga/shoubayashi-3 
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