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女性器の構造



子宮がんの罹患率と死亡率

資料：独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター
http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics02.html
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子宮頸がんのほとんどは

ヒトパピローマウイルスの感染に

よって起こります。

Human papilloma virus (HPV)



ヒトパピローマウイルス（HPV）とは

•皮膚および粘膜に感染します。

• 100以上の型があります（発見順に番号）。

•高リスク型と低リスク型に分けられます。

• おもに高リスク型が子宮頸がんの原因となります。
• 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66



子宮頸がんができるまで

• ヒトパピローマウイルスは性交渉によって感染します。

• 多くの人ではウイルスは自然にいなくなります。

• 一部の人でウイルスが粘膜表面に棲みつきます。

• さらに一部の人では、ウイルスが粘膜表面の細胞に入り

込み前がん病変ができます。

• 前がん病変ができた人のうち、さらに一部の人でがんが

できます（ウイルスが棲みついた人の1%未満）。



HPV感染

HPV消失

CIN1

CIN3

子宮がん

多くは
一過性感染

持続感染

半数以上

消失

高リスクHPV感染者の1%以下

性交渉による感染
（性行動のある女性の60-80%）

通常2-3ヵ月
（約90%は2年
以内に消失）

正常細胞

正常細胞

CIN2

前がん病変

CIN：Cervical intraepithelial lesion
（子宮頸部上皮内病変）



Ａさん
26歳。会社員。

最近「子宮がん検診」のクーポンが届き
ました。

以前にもクーポンが届いたことがありま
したが、なんとなく気が進まず受けませ
んでした。

しかし、今回は親しい友人が受けると
言っているし、調べたら近所の産婦人科
クリニックで受けられるということがわ
かったので、自分も受けてみることにし
ました。

Ａ



子宮

綿棒で粘液を
こすり取る

スライドガラスに
塗りつける

固定液*に入れて
病理検査室へ

腟

子宮がん検診の実際

産婦人科医

検査の結果が出るまで
少しお待ちくださいね。
だいたい1週間くらいです。

*固定液：塗りつけた細胞が乾いたり
腐ったりしないようにする液。通常
アルコールが用いられる。



ここからが病理診断です



●
●
●

細胞検査士
病理医（細胞診専門医）

病理検査室では・・・

染色

異常細胞あり。

ヒトパピローマウイルス
の感染がありますが、
とても軽い段階です。

異常な細胞がないか
顕微鏡で観察します



細胞診報告書

LSIL
Class 3a CIN1

ウイルス感染を示唆す
る細胞が観察されます。

ヒトパピローマウイルスの感染があるようです。

軽い前がん病変の可能性があるので、詳しい

検査*をします。軽いものであることが確認され

たら、定期的に様子を見ましょう。

産婦人科医

結果報告

*病理組織検査、HPVタイピング検査など



Ｂさん
35歳。主婦。

最近テレビ番組で、若い人の子宮頸が
んが増えているという特集を見ました。
会社勤めをしていた頃には、子宮がん
検診を毎年受けていましたが、最近は
受けていません。少し心配になったのと、
そろそろ子供も欲しいということもあって、
受けてみることにしました。

Ｂ



異常な細胞がないか顕微鏡で観察します

細胞検査士
病理医（細胞診専門医）

異常細胞あり。

前がん病変を思わせ
る細胞が観察されま
す。要注意です。

Bさんの子宮頸部から採取した細胞

B



細胞診報告書

HSIL
Class 3b CIN3

高度異形成を示唆す
る細胞が観察されます。

少し重いタイプの前がん病変です。

組織診で病気を確定してから*、病気の

部分だけを切り取る手術をしましょう。

産婦人科医

*通常、細胞診の後に、さらに詳しく顕微鏡検査（組織診）をします

結果報告



Bさんは、「子宮頸部円錐切除術」を受けることになりました

子宮頸部円錐切除術

病気の部分を円錐形に切り取ります

高度な前がん病変が見つかった場合の治療方針として円錐切除術が推奨されています。
日本婦人科腫瘍学会編「子宮頸癌治療ガイドライン 2011年版」



ここからが病理診断です



○
○
○
○

どこをみても前がん病変
までの病気です。

浸潤がんになったところ
はありません。

病気の部分は完全に取り
切れています

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○



病理組織診断報告書

Cervical intraepithelial 
neoplasia, Ⅲ

全体が高度異形成で
す。病変は完全切除さ
れています

切り取った部分を細かく観察しましたが、すべ

て前がん病変でした。病気の部分は完全に切

り取れていますから、子宮を取らなくても大丈

夫ですよ。

もちろん今後も定期的に見ていきましょうね。

産婦人科医

結果報告



Ｃさん
65歳。主婦。

最近、血の混じったおりものが時々下着
に付いていることに気づきました。心配
になったので近所の産婦人科クリニック
を受診しました。

Ｃ



子宮の入り口（頸部）に腫瘍がみられま

す。まずは病理検査（組織診）で病気を

確定してから治療方針を決めましょう。

産婦人科医

内診が終わって・・・



・・・病理診断中・・・

Ｃさんの腫瘍の一部をつま
み取って標本にしたもの



病理検査の結果は「扁平上皮癌」でした。

画像検査の結果なども考えると、子宮と

卵巣を取る手術がいちばん良いと思い

ます。

産婦人科医
病理組織診断報告書

Squamous cell 
carcinoma, biopsy

乳頭状増殖を示す扁
平上皮癌です。

結果報告



C

Ｃさんは子宮と卵巣、リンパ節を摘出する手術を
受けました

子宮頸部にとどまるがんの治療方針のひとつとして広汎全摘術が推奨されています。
日本婦人科腫瘍学会編「子宮頸癌治療ガイドライン 2011年版」



ここからが病理診断です



ホルマリン固定後、病気の部分を細かく切って観察し、必
要なところをプレパラート標本にします。

○
○
○
○
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子宮頸部に限局する扁平上皮癌です。

腟や子宮傍結合織（子宮の壁を超えたと
ころ）には及んでいません。がん細胞がリ
ンパ管や静脈の中に入り込む像はみら
れません。
リンパ節にがんの転移は認められません。



病理検査の結果、がんは子宮頸部だけなので、早期

の段階と言えます。リンパ節への転移もありませんで

したし、見通しは比較的明るいと思います。でも、再発

の危険がないわけではありません。今後は定期的に

きちんと見ていきましょう。

産婦人科医
病理組織診断報告書

Squamous cell carcinoma, 
radical hysterectomy

子宮頸部に限局する扁平
上皮癌です。・・・
・・・・

結果報告



子宮頸がんの診断や治療に
病理診断がどのように
役立っているか、

ご理解いただけましたか？



Ａ

Ｂ

Ｃ

検診で早いうちに見つかってラッキーでした。今後は
ちゃんと定期的に検査をして将来に備えようと思います。

病気が前がん病変だけかどうか、取り切れている
かどうかは、病理診断をしないとわからないのね。
取り切れているって聞いてとても安心したわ。

がんがどのくらい進んでいるのかとか、リン
パ節に転移しているかとか、病理診断でわ
かることって、とても多いのね

患者さんたちの声・・・



ご清聴
ありがとうございました


