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年間 3000人弱が命を落とし、とくに 20～30 代の女性が罹患するがんの第 1 位になっている子宮頸がん。
しかし、主要ながんの中でも、推奨される予防と検診をきちんと行うことで非常に高い確率で発症を防げ
るがんの一つでもある。HPV（ヒトパピローマウイルス）ワクチン接種による予防策が確立したのは朗報
だが、副反応という問題が起きたことも事実。そこで、あらためて HPV ワクチンによる予防の最新情報、
また治療研究について話をうかがった。
現在使用されている子宮頸がん予防のための HPV

（CRPS）などがあります。これらの原因も十分にはわ

ワクチンは、原因となる HPV の感染を防ぐべく世界

かっていませんが、一種の自己免疫疾患だと考えられ

中で使用されているものです。WHO が発表してい

ています。

るように、ウイルスに感染しなければ、子宮頸がんに

ワクチンには必ず副反応がある

かかるリスクは、ほとんどなくなります。だからこそ、
リスク ベネフィット、つまり利益と万が一の場合の

ワクチン接種の場合、傷付けられた組織とアジュバ

危険度に鑑み、WHO が推奨し、わが国でも導入さ

ントが共存するわけで、自己免疫疾患を誘発する可能

れたのです。

性があります。HPV ワクチンがインフルエンザ・ワ

海外でも同じように副反応の報告はありますが、こ

クチンなどに比べ副反応が多いとの報道もありますが、

れだけ反響の大きいのは日本だけではないかという思

対象年齢などを含めた厳密な比較と、因果関係が深い

いもあります。全てのワクチンには、病原体の構成成

副反応症例の頻度と重篤度を科学的に評価・公表する

分に、免疫反応を強めるためのアジュバント
（補助剤）

ことが急務です。将来的にはどのような人に重篤な副

が添加されています。ワクチン接種後の後遺症が問題

反応が起きやす

となる重篤な副反応にはギラン・バレー症候群や急性

いかを予測でき

散在性脳脊髄炎（ ADEM）
、複合性局所疼痛症候群

■図1 HPV16型の構造
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二重環状の構造をした HPV。偶然に
E6 や E7 を含む領域がちぎれてヒト
の細胞の遺伝子に取り込まれ、がん
化のきっかけとなる。

基底細胞において、本来は発現の低い E6、E7 の遺伝子が、何らかの原因でいったん増加すると、
その細胞は、がん化に導く多くのステップを一度に獲得することになる。そのため平均的には十数
年の期間を要するものの、時には、数カ月でがん化することもある。

■図2 HPVによる子宮頸がんの発生機構
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型や 18 型でもすでに感染してし
まった人には全く効果がありませ
ん。他方、HPV に感染しなけれ
ば絶対に子宮頸がんを発症しませ

メリカなどは国民にもリスク ベネフィットの認識が浸透

ん。もちろん前がん病変すらできません。検診は、

している一方、副反応によって個々人が被る不利益は、

HPV に感染し、前がん病変を呈している人を早期に

国なり地方自治体なりがフォローするという表明があ

見つけてフォローアップし、がんになりそうだったら、

ります。対象となる人たちにはきちんと周知し、ひと

治療しようというものです。その意味でも、子宮頸が

り一人がリスク ベネフィットを判断して接種するとい

んの対策は、ワクチンと検診の二本立てが現時点では

うのが、あるべき姿だとは思います。

ベストな方法なのです。

子宮頸がんの原因となっている主な HPV には 15 種
の型があり、現在使用されているワクチンは、その中

何も処置しなければ50%ががんになる

で感染の割合の多い 16 型、18 型の感染を予防するこ

子宮頸がんを起こす可能性のある HPV 自体は、8

とができます。しかし、日本ではそれ以外に 52 型と

割の人が、生涯に一度は感染するようなありふれたウ

58 型の感染が比較的多く見られるため、ワクチンに

イルスです。1 回の感染を継続的に観察すると、感染

よって予防できる子宮頸がんを欧米より低く見積もる

した 9 割で、ウイルスは免疫によって排除され自然消

ようなことも見受けられます。他方、若年層には 16 型、

滅してしまいます。残りの 1 割が持続感染して、いわ

18 型の子宮頸がんが多いという報告もあります。現

ゆる前がん病変を形成することがあります。子宮頸が

在使用されているワクチンは、世界的なレベルでは

んの検診が発達していない国では、生涯罹患率が 5%

70% 以上の子宮頸がんを予防できるとされています。

ほどなので、そこから考えると、前がん病変からその

また、子宮頸がんは感染してからがんになるまでの

まま何も処置しなかった場合、2 人に 1 人が子宮頸が

期間が長いとされ、専門家の中ですら、感染しても
「が

んになるとも考えられます。

んになるまでに何年もかかる」と誤解している人がい

しかし、そのメカニズムは、ウイルスの E6 と E7 と

ます。疫学的に、感染してからがん化まで平均して

いう遺伝子がキーになっていることを始め、かなりの

15 〜 20 年という数値は正しいのですが、子宮頸がん

部分が解明されています。図 2 のように、まず、HPV

の原因となるウイルス遺伝子の組み込みが起きる可能

が、傷などによって子宮頸部の扁平重層上皮の基底細

性は常にあります。その仕組みは後述しますが、論理

胞に感染します。HPV に感染した基底部の細胞の核

的にも現実的にも、HPV に感染してほんのわずかな

内ではウイルスが 50 から 100 個程度に増殖します。

期間で進行がんになってしまうということもあるので

がん細胞はこの基底細胞から出現しますが、がん化の

す。10 代、20 代でも子宮頸がんを発症した人がいる

原因となる E6 と E7 という遺伝子はほとんど発現せず、

という事実がそれを証明しています。感染しても十数

発現しなければ理論上、感染がどれほど長くともがん

年経たないとがんにはならないから、5 年に 1 回位検

化もしません。

診を受ければ安心だろうという考えは、
間違っています。

ところが、E6 と E7 というのは何らかの原因で、そ
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の細胞で高発現するような
状態になることがあり、そ
の状態にあると、途端にが

基底細胞は分裂すると、一つは基底細胞層にとどまり、一つは第 2 層に押し上げられる。こうした動作を繰
り返して、細胞は最終的に表皮や粘膜からはがれ落ちることとなる。そのため、HPV が病変を維持するには、
基底細胞に感染する必要がある。E6、E7 遺伝子が染色体に組み込まれると同遺伝子の発現量も爆発的に増え、
遺伝子変異が蓄積されてがん化に至る。

■図3 HPVの生活環とがん化
1.HPV感染
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んに近いような前がん状態
の細胞に変身します。高発
現する原因には、環状ゲノ
ム構造である HPV がちぎ
れて、たまたまヒトの染色
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子宮頸がん

なく、細胞が持つ修復機構がちぎれた HPV を認識し

のワクチンは、がんを起こすほとんどのタイプの

て
「修復」
してしまうなどといったことが起きているの

HPV を予防できることが動物実験などで証明されて

だろうと思われます。

います。ただし、現在起きている副反応は恐らく抗原

遺伝子の組み込みはランダムに起こっていますが、

とは関係ありませんので、この新しいワクチンが導入

取り込まれる時、E2 という、E6、E7 遺伝子の発現を

されれば、問題が解消されるかといえば、それは考え

抑える遺伝子が偶然にも欠損した状態で取り込まれた

にくいといわざるを得ません。

場合、特に高発現の大きな要素になります。

前がん病変を治療するワクチン
図 3 に示したのは、E6 と E7 遺伝子ががん化に向け
て働きかける分子です。多くのがんで最も共通して異

もう一つ、新薬の開発ということではありませんが、
ワクチンの接種回数についても、検討されていくので
はないかと思います。現在は 3 回接種が推奨されてい
ますが、2 回、あるいは 1 回でも効果があるという論
文が最近発表されています。

常が起きている、がん抑制遺伝子と呼ばれる p53、Rb

さらに、現在、感染予防ではなく前がん病変を治療

系を不活化したり、テロメラーゼを活性化させたりし

するワクチンが開発されているところです。子宮頸が

ます。この 3 点だけでがん細胞に非常に近くなります

ん の 前 が ん 病 変 に は CIN（Cervical Intraepithelial

が、最近では、がん抑制経路であるヒポ経路を不活化

Neoplasia ＝子宮頸部上皮内腫瘍）があり、1、2、3 と

する可能性を示唆する研究もありました。そのために、

レベルがあるのですが、数十名の単位ではありますが、

高発現するまではただの感染細胞だったものが高発現

CIN3 の人にそのワクチンを投与して、CIN2 にまで

した途端に限りなくがんに近い前がん細胞になってし

戻ったというデータが得られています。このワクチン

まうのです。子宮頸がんはウイルス性のがんの中でも、

は、乳酸菌に作らせた E7 タンパクを抗原にした経口

まさにウイルスの遺伝子が強力ながん遺伝子として、

ワクチンですから、進行がんにならないように前がん

がんになるまで、そしてがんになってからも機能して

病変を切除するような手術を回避できるようになる可

いるという点で、
かなり特殊なものなのです。

能性が高く、患者さんの負担も劇的に少なくなります。

現在使用されている基本的なワクチン抗原は、L1

このワクチンの機構には、腸管免疫が関与している

タンパクからできているのですが、次世代ワクチンで

と考えています。CIN3 程度になると、E6 と E7 遺伝

は、一部に L2 タンパクを抗原としたものが開発され、

子が相当量発現しています。本来、E6 や E7 は生体に

製造法も確立されています。すでに臨床試験に向けて

とって異物ですから、免疫で排除されるのですが、ス

準備が進められているところです。この L2 タンパク

テージが進行する人には、なぜか、E6 や E7 を攻撃す
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る CTL 細胞（Cytotoxic T Ly

mphocyte ＝細胞傷害性 T 細
胞）が少ないというのが分
かっています。ところが、

E7 を抗原としたワクチンを
取り入れることで、それらの

とができ、CIN3 を CIN2 に
落とすことができたのです。
ちなみに CIN2 の細胞では、

E6 と E7 の発現が低いため、
CTL の攻撃を誘導できず、

ウイルス感染した正常細胞が浸潤がんになるには、いくつもの段階を経なければならない。つまり、
それぞれの段階で適切な処置を施せば、浸潤がんまでには至らないということになる。

■図4 子宮頸がんの予防・治療戦略
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完全に感染病変を消失させられないこともまた分かっ

では E6 と E7 の遺伝子の発現はごくわずかですが、す

ているのですが、少なくとも CIN3 から CIN2 という、

でにいくつかのがん抑制遺伝子を不活化し、わずかに

がんになりにくい病変に戻すことはできるだろうとい

病変が作られます。そして E6、E7 の遺伝子の発現量

う目処が立っている治療です。

が段々増すごとに CIN1、2、3 とステージが上がって

そしてその先の研究として、CIN2 を治療する薬も

きます。ただし、CIN2 時点では、大部分の細胞には

開発中です。HPV に感染しても、9 割は自然消失す

染色体への組み込みが起きていないことも知られてい

るのですが、それは恐らく E6、E7 とは異なる、他の

ますが、CIN3 になるとかなりの頻度で染色体への組

ウイルスタンパクに対する CTL が誘導されて、感染

み込みが見られるという報告があります。遺伝子の組

細胞を攻撃し、感染病変を消失させているのではない

み込みが起こっている状態がイコール、CIN3 という

か、と考えられます。

定義は成り立ちませんが、がんに至る過程では染色体

浸潤がんであっても治療できる可能性

への組み込みと、E6、E7 遺伝子の安定的な高発現が

今、がんの治療薬は分子標的薬が主流ですが、そも

理由でも E6、E7 の発現が CIN1 より高くなっている

そもどの分子を標的にするかが分かっていないがんも

起きるようになります。CIN2 では、組み込み以外の
ことも特徴です。

少なくない現状において、子宮頸がんの場合は、E6、

それぞれの段階の治療としては、感染防御は現行の

E7 というターゲットがはっきりしています。例えば、
HeLa 細胞＊ 1 において、E6 と E7 の発現をやめると、

L1 ワクチンから、L2 ワクチンになることで完全に予

このがん細胞は増殖をやめて死んでしまうことが知ら

活薬などで免疫機構を活性化して E6、E7 が発現して

れています。それは、E6 と E7 の発現を完全に抑える

いる細胞を攻撃する CTL を誘導するのが有効です。

ことができれば子宮頸がんを治癒できるということを

さらに、E6 と E7 に対する RNA 干渉法が成功すれば、

＊2

示しています。培養皿の中では、RNA 干渉法

防できるかもしれません。また治療としては、免疫賦

によっ

新しい治療法が確立されるでしょう。また低分子化合

て 100% がん細胞を駆逐できるのですが、生体では、

物での E6、E7 阻害薬というアイデアもあります。ま

がん細胞に取り込ませることができずにいます。その

だ難しい点もありますが、実現すれば浸潤がんであっ

ドラッグデリバリーシステムが確立されれば、あっと

ても治療できるだろうと考えています。このように子

いう間に治療法に結びつく可能性もあります。

宮頸がんは、1983 年に HPV が原因であることが発見

図 4 に、全体像を示しています。まず子宮頸がんの
起源細胞である基底細胞に HPV が感染します。ここ

されて以来、予防、治療において画期的な方法が成立
しつつある疾患となっているのです。

＊1
HeLa 細胞 子宮頸がん由来の継代培養ヒト細胞株。18 型 HPV がこの細胞の遺伝子に組
み込まれている。組織培養として樹立されてから 50 年以上経つが、いまだに E6、E7 遺伝
子の発現はこれに依存している。
＊2
RNA 干渉法 二本鎖 RNA が特定の遺伝子の発現を抑える現象を利用した手法。

23

