
子宮頸がん死亡数 国立がん研究センターがん対策情報センターHPより

2016年 2,710人（全部位153,201人女性）



子宮頸がん罹患数 国立がん研究センターがん対策情報センターHPより

2013年 10,520人（全部位363,732人女性）
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（10万人あたり16.1人）

20-24歳 1.22人
25-29歳 9.99人

30-34歳 20.23人
35-39歳 25.79人
40-44歳 30.20人
45-49歳 27.07人
50-54歳 22.52人
55-59歳 17.50人
60-64歳 18.66人
65-69歳 18.22人
70-74歳 17.00人
75-79歳 16.35人
80-84歳 17.61人
85歳以上 18.28人
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がん 年齢階級別死亡率（2016年女性）
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子宮頸部
（10万人あたり4.2人）

20-24歳 0.07人
25-29歳 0.50人
30-34歳 1.39人
35-39歳 2.72人
40-44歳 3.94人
45-49歳 5.26人
50-54歳 6.55人
55-59歳 5.38人
60-64歳 4.85人
65-69歳 5.46人
70-74歳 6.48人
75-79歳 7.10人
80-84歳 7.90人

85歳以上 11.66人

HPV型別
頻度は？



累積死亡リスク※ある年齢までに、ある病気で死亡する、おおよその確率

（２０１6年データ）

子宮頸がん
累積死亡リスク0.3％（339人に1人）
累積罹患リスク1.0％（78人に1人）
死亡率10万人あたり4.2人
罹患率10万人あたり16.1人

早期発見・早期治療が可能ながん。
死亡率・罹患率は低く、予後の良いがん。

定期的な併用検診で
誰も「がん」にならない！

が、私は言いたい！

定期的な併用検診は、
がん発見の「がん検診」ではなく、
感染・前がん病変を発見する
「がん予防検診」！



はたともこ理論１ 「子宮頸がんワクチン有効の可能性は非常に低い」

Q.日本人の細胞診正常女性のHPV16型/18型の検出率は？

A.HPV16型の感染の割合は0.5％、18型は0.2％。※ファクトシートでは隠されていた数字

Q.HPVに感染しても90％以上は自然排出されるのか？

A.御指摘の通り。90％が2年以内に検出されなくなったという米国の報告がある。

Q.持続感染し、前がん病変の初期段階である軽度異形成になったとしても、90％は
自然治癒するのか？

A.イギリスの医学雑誌ランセットによる2004年の11月のデータによりますと、若い女
性の軽度異形成の90％が3年以内に消失するという報告がございます。

①日本人一般女性の16型・18型の感染率は0.7％。

②感染しても90％は自然排出。

③持続感染して、前がん病変の軽度異形成になっても90％は自然治癒する。
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2013.3.28参議院厚生労働委員会 矢島鉄也健康局長 答弁 / 5.20参議院決算委員会 矢島健康局長



「定期的な併用検診（細胞診+HPV-DNA検査）で

子宮頸がんは予防できる」

Q.軽度異形成の段階では経過観察を行い、中等度・高度異形成への進展の段階で治

療をすれば、大部分は治癒するのか？

A.中等度異形成の後、CIN3の段階、高度異形成や上皮内がんに相当する段階では、

病変部を取り除く子宮頸部円錐切除術が行われて、適切な治療が行われた場合には治

癒率はおおむね100％であると日本産婦人科腫瘍学会のガイドラインに示されている。

④検診により、HPVの感染、持続感染、軽度異形成が発見されれば、中等度・高度

異形成・前がん病変の段階で、適切な治療によって（経過観察も含む）100％治癒

2013.3.28参議院厚生労働委員会 矢島鉄也健康局長 答弁 / 5.20参議院決算委員会 矢島健康局長

はたともこ理論2



①日本人一般女性の16型・18型の感染率は0.7％。

②感染しても90％は自然排出。

③持続感染して、前がん病変の軽度異形成になっても90％は自然治癒。

したがって、

HPV16型・18型の「中等度・高度異形成」になる人は、

0.7％（0.5+0.2）×0.1×0.1＝0.007％（10万人に7人）

① ② ③

HPV16型・18型の「中等度・高度異形成」になる人は？



●日本産婦人科医会が厚生労働大臣あてに要望書提出（2012.5.14）

「子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用検診の普及に関する要望書」

●日本記者クラブ講演資料～日本産婦人科医会の鈴木光明氏（当時 自治医科大学教授）
（2012.9.12）

★併用によりお互いの欠点を補い精度の高い検診が可能となる

★前がん病変（中等度異形成以上）をほぼ確実に発見できる。

★細胞診・HPV-DNA検査共に陰性ならば3年間は安心！

※鈴木光明氏：現在は新百合ヶ丘総合病院がんセンターセンター長

「細胞診+HPV検査」併用検診を日本産婦人科医会も推奨

HPV検査
感度100％

ワクチン推進派の専門医も否定できないファクト①



「子宮頸がん検診のあり方」自治医科大学産婦人科学講座 鈴木光明氏
2012年9月12日 日本記者クラブ

日本産婦人科医会HPより



●子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用の有用性に関する研究
研究代表者・青木大輔慶大教授 H27年度研究進捗報告会（H27.12.7）資料には、

※検診実施期間H25.9～H28.1 登録完了者20,000人（H27.11現在） 6年間にわたる追跡調査

「細胞診+HPV検査」併用検診の推奨が一番！

さらに「細胞診」について・・・

「細胞診による子宮頸がん検診は、

死亡率・罹患率の減少がすでに証明されている（80％の減少効果）」

専門医も否定できないファクト②

●子宮頸がん征圧をめざす専門家会議HP「子宮頸がんワクチンQ&A」
「細胞診にHPV検査を併用した検診を実施すると、

ほとんど見落とし・見逃しがなくなります」

ワクチン推進派の司令塔



子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用の有用性に関する研究
研究代表者・青木大輔慶大教授 H27年度研究進捗報告会（H27.12.7）資料

子宮頸がん検診における細胞診とHPV検査併用の有用性に関する研究班HPより



推進派は自ら、ワクチンが不要であることを証明
●子宮頸がんワクチン「サーバリックス」「ガーダシル」の添付文書には

「本剤の接種は定期的な子宮頸癌検診の代わりとなるものではない」

●ジャパンワクチン株式会社（GSK）のHP「よくある質問Q&A）には

「子宮頸がんを完全に防ぐためには、予防ワクチンの接種だけでなく、定期的な検診を受けること
が大切です。」

●子宮頸がんワクチン推進の中心人物・今野良自治医科大学教授（さいたま医療センター産婦人
科）は、2012.9「現代性教育研究ジャーナル」で

「子宮頸がん予防が一次予防であるワクチンと二次予防である検診によって完全に予防できる」

ハイリスクHPV型は
16型・18型だけではない。
52、51、35、31、33、45、

58、59、56、39、73、
68、66など

ワクチンで予防できるのは16・18型のみ。
→他の型は全て、「検診で完全に予防できる」と言っているのと同じ。
→ということは、「16・18型も検診で完全に予防できる」ということになる。



子宮頸がん予防が、一次予防であるワクチンと、二次予防である検診によって完全に予防できる

がんに進行する可能性 ： 軽度異形成 1％・中等度異形成 10％・高度異形成 20～30％

中等度異形成までは自然治癒することが多いので経過観察

高度異形成・上皮内がん（最も初期）→円錐切除術（子宮頸部の一部を切取る小さな手術）

2012.9 現代性教育研究ジャーナル 今野良自治医大教授

100％治癒・妊娠・出産可能

「定期的な併用検診で、
完全に予防できる」と
言っているに等しい。



政府が依然として
根拠とする数字

・HPV16型 0.5％
・HPV18型 0.2％

（ファクトシート琉球大学論文）
※全年齢

日本人一般女性の
感染率について

国立がん研究センターは、早急に「実数」を、とりまとめるべき！

ワクチン推進派の数字
20～25歳の約10％が

16または18に感染

子宮頸がん征圧をめざす専門家会議HPより



はたともこ理論2 定期的な併用検診で子宮頸がんは予防できる

東邦大学HPより
子宮頸がんへのプロセス

日本産婦人科学会HPより

今野良自治医大教授
「異形成は、軽度異形成、中等度異形成・高度異
形成の3つに分類され、がんに進行する可能性は
それぞれ1％、10％、20～30％である」

（２０１２．９「現在性教育ジャーナル」）

2016産婦人科学会では「長期経過観察の結果、CIN3の半数以上
が正常化」との報告もある。

・HPVに感染しても90％自然排出
・CIN1（軽度異形成）の90％自然治癒



•形態学的診断

• 特異度は高いが、感度には限界

•見逃しがある

•偽陽性が少ない。陽性であれば罹患している。

細胞診

• DNA診断

• 感度は高いが（100％）、特異度はやや劣る

• HPV感染≠がん、前がん病変

•偽陽性の可能性がある。

HPV検査

（一度の検体採取で、両方できる）

それぞれの検査の特徴

特異度：非罹患者の検査陰性者の割合
感度：感染者の検査陽性者の割合

これは、がん検診ではない！
がん予防検診

感度・特異度がともに高い「併用検査」を行えば、
「感染と前がん病変」の有無を判定できる



医療機器の明日を拓く「アイエスケー株式会社」HPより

「細胞診+HPV検査」併用キット
●厚労省推進がん検診●
胃がん・肺がん・乳がん
大腸がん・子宮頸がん

子宮頸がん検診は、
早期発見・早期治療というより、
前がん病変の異形成を発見し、
経過観察の上、がんになる前
に適切な治療で治癒。

がん予防の為の検診なので

「子宮頸がん予防検診」
と呼ぶべきです！


