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研究成果の概要（和文）：　若年女性における子宮頸がん検診受診率や子宮頸がん発症の推移とその要因の前向き調査
を行うために、２つの異なる出生コホートに参加した妊婦を対象とし、妊娠初期の子宮頸がん検診の結果を比較した。
BOSHIコホート対象者におけるパパニコロウ分類での要精検率は、20-24歳 3.2%、25-29歳1.0%、30-34歳0.8%、35-39歳
1.0％であり、エコチル調査宮城ユニットセンター対象者コホート1899人分のデータでのベセスタ分類に基づく要精検
率は20-24歳 8.9%、25-29歳2.7%、30-34歳3.1%、35-39歳3.8％であった。

研究成果の概要（英文）：We observed the results of cervix cancer screening among young pregnant women in t
wo different birth cohort in order to study Factors and changes of response rate and incidence rate to cer
vix cancer among young women. Percentages of close examination required using Papanicolaou classification 
among women registered BOSHI study were 3.2% (20-24y), 1.0% (25-29y), 0.8% (30-24y) and 1.0% (35-39y), res
pectively. Percentages of close examination required using with Bethesda system among woman registered JEC
S study in Miyagi Prefecture were 8.9% (20-24y), 2.7% (25-29y), 3.1% (30-24y) and 3.8% (35-39y), respectiv
ely.
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科研費の分科・細目：

医歯薬学

キーワード： 子宮頸がん　HPV　がん検診　遺伝環境要因

社会医学・公衆衛生学・健康科学



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 

子宮頸がんは妊娠期間中に最も良く見ら

れる悪性腫瘍であり子宮頸がんの約 3%は妊

娠中に診断される。20～40 代女性における子

宮がん罹患率は 10万人あたり 30人と報告さ

れており、妊婦でもほぼ同様の罹患率が想定

されている。我々の過去の検討では、1993 年

から 2002 年までの 10年間に宮城県内を含む

10 施設で行われた 28,616 例の妊婦における

要精密検査率は、20－24 歳 1.80%、25－29 歳

0.96%、30－34 歳 0.94%、35－39 歳 1.04%、

と各年代を通して高値であり、全体では

1.12%と、2001 年に行われた宮城県における

集団検診での要精検率 0.84%に比較して有意

に高値であった。 

子宮頸がんのリスク因子は疫学的にも HPV

感染と関連の強い因子であることが知られ

ており、HPV ワクチンの開発・臨床応用され

てきた。本邦においても二価ワクチンが上市

され、若年者における子宮頸がん罹患は以前

に比して著しく減少してくることが予想さ

れている。しかしながら、現在の 20～40 代

女性におけるHPVワクチンの効果は大きくな

く、これからも子宮頸がん検診の定期的な受

診が極めて重要と考えられている。しかし、

一方で、子宮頸がん検診の受診率は 20%台と

低迷し、受診率の高い宮城県においても 30%

台にとどまっているのが現状であり（2007 年、

国民生活基礎調査）、特に 20～40 代女性にお

ける受診率の向上が急務であると考えられ

る。 

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンが

本邦でも上市され、子宮頸がん予防の時代に

なったがHPV感染と強く関連する交絡要因以

外のリスク因子は未だ十分に明らかとされ

ていない。一方、20～40 代女性においては、

子宮頸がんの予防に対し、HPV ワクチン接種

より子宮頸がん検診受診が有効とされてい

るが、検診受診率は 20%台と低く、受診率の

向上が課題である。 

 

２．研究の目的 

本研究では、遺伝・環境要因を捉えうる 2

つの異なる妊婦集団のコホートを用い、子宮

頸がん検診の受診率の推移と、受診率に関連

する要因の検討を行うとともに、子宮頸がん

ならびに前がん病変発症への要因を疫学的

に検討する。 

 

３．研究の方法 

本研究では「BOSHI 研究」の対象集団 1500

人を対象に、出産後の子宮がん検診受診動向

を調査する。20～40 代の出産後女性における

子宮がん検診受診率に関連している促進要

因と阻害要因を明らかにし、20～40 代の女性

をターゲットにした子宮がん検診受診率向

上へ向けた基礎的データにする。また、「エ

コチル調査宮城ユニットセンター」に登録さ

れた妊婦 9000 人の子宮がん検診情報をデー

タベース化し、遺伝・環境・生活習慣要因と

全がん病変も含めた検診結果との関連を明

らかにする。 

 

(1) BOSHI コホート 

BOSHI コホートにおける登録者に対し既に

得られたアンケート調査の結果を用いプレ

リミナリーな解析を行い、出産後の子宮がん

検診受診の促進要因・阻害要因を単純に抽出

し、序列化する。また、対象者に対し、子宮

がん検診受診の促進要因・阻害要因を、勤務

形態・保険等の状態・同居の有無など、関連

すると考えられる交絡要因で層別化して解

析を行い、各個別集団に対して行いうる対策

を検討する。追跡調査の対象者に対して、子

宮がん検診受診の動向が変化したかどうか

検討する。 

 

(2) エコチル調査宮城ユニットセンター対

象者コホート 

エコチル調査では、平成 23 年 1 月から 3

年間にわたって 9000 名のリクルートを行っ

た。対象妊婦の妊娠初期検査時に施行される

子宮がん検診の結果をデータベース化する

とともに、現在までの子宮頸がん検診受診の

有無をカルテより転記しデータベース化し、

子宮頸がん検診受診の促進要因・阻害要因を

BOSHI コホートと比較できるようにする。 

子宮頸がんの前がん病変と環境要因・生活

習慣要因との関連の横断的な検討を行う。 

 

４．研究成果 

(1)BOSHI コホート 

BOSHI コホートでは、平成 23 年 10 月末まで

で 1576 人の妊婦をリクルートし新規リクル

ートメントを終了している。 婦人科疾患有

病・既往者は 495 人あり、うち子宮筋腫有病



者・既往者は 82 人であった。子宮頸がん検

診における細胞診の結果は 1412 人中、Class 

I 7 人(0.5%)、Class II 1412 人(98.3%)、Class 

IIIa 8 人(0.6%)、Class IIIb 7 人(0.5%)、

Class IV 0 人、Class V 0 人であった。ベセ

スダ分類における結果報告は 2009 年より開

始され、データの存在した 670 人中、NILM が

652 人(97.3%)、ASC-US が 17 人(2.2%)、LSIL

が 2 人(0.3%)、HSIL が 1 人(0.2%)であった。

本集団におけるパパニコロウ分類に基づく

要精検率は 1.2%と 2001 年に行われた宮城県

における集団検診での要精検率 0.8%に比較

して有意ではないものの高い傾向を示し

(p=0.1)、1993 年から 2002 年までの 10 年間

に宮城県内を含む 10 施設で行われた 28,616

例の妊婦における要精検率 1.1%と有意な差

を認めなかった(p=0.8)。また、各年代にお

ける要精検率は 20-24 歳 3.2%、25-29 歳 1.0%、

30-34 歳 0.8%、35-39 歳 1.0％であり、先行

研究(20-24 歳 1.8%、25-29 歳 1.0%、30-34

歳 0.9%、35-39 歳 1.0%)と同様の傾向を示し

た。 

(2) エコチル調査宮城ユニットセンター対

象者コホート 

平成24年度は、エコチル調査の宮城県対象

者を中心に登録を行い、宮城県内で平成23年

末までに6,712名の妊婦が参加した。平成26

年2月末までに9,181名の妊婦の参加があり、

平成26年3月末でリクルートを終了し、現在は

最終集計中である。 

本研究成果報告書作成時にコンピューター

に登録できたベースラインデータは5,939人

で、対象者の身長と分娩直前の体重の中央値

とその４分位範囲は158.0(154.0-162.0)cm、

63.7(58.4-70.0)kgであった。 

エコチル調査の宮城県での参加者の基礎特

性は先行研究の結果やの結果とほぼ同等であ

った。本研究では、子宮頸がん検診における

細胞診の結果はのべ1899人分を集積しており

、本対象者の平均年齢は30.6歳であった。平

成23年の人口動態総覧の第4表から、出産時の

母体年齢は30.7歳であるが、宮城県の同値は

30.2歳となっており、本分析結果の30.6歳は

この値とほぼ同値であった。また、調査自体

への同意率も説明者の85%と高く、年齢構成・

同意率の面から、対象地域の妊婦の代表性を

大幅には損ねていないものと考えられた。 

1899 人分の集積では、NILM 1818 人(95.7%)、

ASC-US 17 人(0.9%)、ASC-H 5 人(0.3%)、LSIL 

33 人(1.7%)、HSIL 26 人(1.4%)であり、べセ

スタ分類に基づく要精検率は 4.2%であった。

昨年度の結果は 896人中、NILM 866 人(96.7%)、

ASC-US 8 人(0.9%)、ASC-H 1 人(0.1%)、LSIL 

10 人(1.1%)、HSIL 11 人(1.2%)で、要精検率

は 3.3%であった。各年代におけるベセスタ分

類に基づく要精検率は 20-24 歳 8.9%、25-29

歳 2.7%、30-34 歳 3.1%、35-39 歳 3.8％であ

った。             
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