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臨床医か知っておきたい最近の進歩,かん病理を中心に(最終回)

子宮頸がんとHPV感染
大部分の子宮頸がんが高りスク型ヒトパピローマウイルス(HPV)の

とHPVに既に感染した細胞を排除す

子宮頸部への持続感染によって発生することが明らかになり,その成
り立ちの理解は近年大きく深まってきました。子宮頸がんの診断は,

る治療ワクチンがありますこれま

での子宮頸がん予防は検診により行
われてきましたが, HPV感染を予防

子宮頸部細胞診,コルポスコピーおよび組織診により行われてきまし
たが,最近ではそれにHPV感染の有無, HPV型の種類も大切な惰報
になっていますそれに伴って,細胞診の報告様式や子宮頸部上皮内
腫癌の組織分類に,近年,大きな変更が行われていますまた,最近,
HPV感染を予防するワクチンが登場し,一次予防が現実のものとなっ
ています病理診断シリーズ最終回の今回は子宮頸がんとHPV感染に

するワクチンが実用化され.一次予
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<図 2> LBC(液状細胞診)からThmlay引標本まで

<図 1> HPVによる発がん機序
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