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婦人科がん治療の進歩

　齊藤　婦人科がんということでうか
がいます。婦人科がんの状況、日本で
はどうなっているでしょうか。
　織田　婦人科のがんに関しては、ま
ず子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がん、
この３つが一番有名ながんといえます。
明らかに増えているのは子宮体がん、
あと卵巣がんも増えてきていることが
わかっています。
　昔は子宮がんというと、ほとんどが
子宮頸がんだったのですが、今では子
宮体がんが総数として子宮頸がんを追
い抜くぐらい増えてきていることから、
婦人科臓器のがんの中では非常に重要
なものと考えられています。
　ただ、子宮頸がんは一時、健診の普
及に伴って減少傾向にあったのですが、
最近また増加傾向に転じてきています。
　齊藤　今３つのがんが出ましたが、
年齢層はどうでしょうか。
　織田　婦人科のがんは比較的若年で
起こるという特徴があります。中でも
子宮頸がんについて発症年齢で最も高
頻度なのは30～40代ということがわか

っています。上皮内がんという浸潤が
んになる手前のごく初期のがんも含め
て考えると、一番多い世代は30代の前
半で、20代にも多く存在することが明
らかになっています。
　一方、子宮体がんはホルモンと関係
することがわかっていまして、ちょう
ど閉経間際から閉経後、50代に多いと
いう特徴があります。卵巣がんは50～ 
60代に多いという特徴があります。
　齊藤　年齢を背景に診断していくの
ですか。
　織田　診断については、子宮頸がん
は検診というかたちで子宮頸部から直
接細胞などを取って早期に診断できる
のが望ましいのですが、膣からの出血
を自覚されて診断される場合もありま
す。子宮体がんについても、子宮の中
から出血する症状から見つかる場合が
多いという特徴があります。
　齊藤　卵巣がんは難しいのですね。
　織田　卵巣がんに関しては、卵巣が
大きくなったとしても、出血をきたす
わけではないので、症状が出にくいの

が特徴です。例えば、卵巣が５㎝、10
㎝に腫れても、何の症状もなく普通に
生活できる場合が多いという特徴があ
るため、症状が出るころには、おなか
が苦しくなって、がんが広がっている
状態で見つかる場合もあります。検診
が難しいのが卵巣がんの課題といえる
と思います。
　齊藤　治療の概略はどうでしょうか。
　織田　子宮頸がんに関しては、放射
線の感受性が高いという特徴があるの
で、病気が子宮、あるいはその周り、
骨盤のリンパ節などにとどまっている
場合には、初期であれば手術、ある程
度広がっている場合には放射線をベー
スとした治療が標準治療として行われ

ています。局所にある病変を確実にし
っかりと取れる場合には手術が選択さ
れることが多く、手術で取るのがなか
なか厳しいような状況のときには放射
線をメインで考えることが、子宮頸が
んでは多いです。
　一方、子宮体がんに関しては、子宮
を摘出することが治療で一番高い効果
を示すことになるので、まず手術療法
が基本になります。そこからさらに再
発のリスクを考慮して、日本では手術
後に抗がん剤の治療を追加する場合が
多いです。
　一方、卵巣がんに関しては、もちろ
ん手術で腫れている卵巣を取ったり、
あるいはおなかの中に広がっているが

図１　子宮頸がんと子宮体がん：罹患者数の年次推移
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んを取るのが治療の原則として不可欠
になりますが、おなかに広がって、な
かなか手術だけで取り切るのが難しい
場合が多いので、手術と抗がん剤を組
み合わせる治療が広く行われています。
特に、一度の手術で取り切れない場合、
抗がん剤をある程度進めてから、抗が
ん剤と抗がん剤の間の途中の段階で手
術を行う方法が広く行われているのも、
進行卵巣がんの特徴といえると思いま
す。
　齊藤　最近の分子標的薬の進歩につ
いて、婦人科的にはどうなのでしょう
か。
　織田　婦人科がんでは、特定の遺伝
子の異常と結び付く分子標的薬がなか

なかなかったのですが、最近は血管新
生阻害薬であるVEGFの阻害剤が、卵
巣がんで2013年から、子宮頸がんでは
2016年から使えるようになってきてい
ます。
　がんというのは、酸欠、つまり酸素
が足りない、不足する状態になりやす
い。それによって新生血管をつくる。
そこから新たな栄養、酸素が供給され
るのですが、VEGFの阻害剤は新生血
管をブロックする作用を持っているの
で、抗がん剤と一緒に使うようにする
ことで、がんが大きくなるのを抑える
効果が期待されます。なので、より難
治性、治療抵抗性のような場合でも、
VEGFの阻害剤を併用することで治療

効果を高められるのではないかと考え
られます。
　齊藤　免疫チェックポイント阻害剤
はどうでしょう。
　織田　これも卵巣がんなどを中心に
臨床試験、治験が幅広く行われている
段階ですが、一つ注目されるのは、免
疫チェックポイント阻害剤と遺伝子変
異、がん特有の抗原との関係です。例
えばDNAに傷がついたりし、それをう
まく治せないような場合に、がんに特
有のペプチド、抗原ができることがわ
かっています。それによって、実は免
疫チェックポイント阻害剤が効きやす
いタイプは、遺伝子に変異が起こりや
すいようながん、ということがわかっ
てきています。そういった特徴を持っ
ているがんとして、大腸がん、あるい
は子宮体がんが挙げられます。大腸が
んや子宮体がんの一部（２～３割）は
ミスマッチ修復遺伝子（DNAを修復
する遺伝子）の異常を持っていること
がわかっています。
　こういった遺伝子に異常があると、
遺伝子に変異が起こりやすい。免疫チ
ェックポイント阻害剤が効きやすいこ
とがわかっていて、米国では特定の子
宮体がんも含めて免疫チェックポイン
ト阻害剤が、2017年５月に承認されま
した。今後、婦人科のがんでも免疫チ
ェックポイント阻害剤は間違いなく入
ってくるだろうと考えています。
　齊藤　さらに婦人科では薬があるの

ですね。
　織田　特に、卵巣がんにおけるPARP
（パープ）阻害剤は、お聞きになられ
ていない方が多いかもしれませんが、
特定の卵巣がん、具体的には遺伝性の
乳がん卵巣がん症候群、そういう特定
の遺伝子変異が原因で卵巣がんになっ
た方に関しては、非常によく効くこと
がわかっています。米国の有名女優は
遺伝性の乳がん、卵巣がんの原因遺伝
子であるBRCA１という遺伝子に変異
があるということで、予防的な乳房切
除であったり、予防的な卵巣・卵管の
摘出術を受けられています。
　ただ、こういった方が卵巣がんにな
った場合、PARP阻害剤が非常に有効
であることがわかっています。欧米で
はすでに卵巣がんで承認されています
し、日本でも早ければ来年には承認さ

図２　子宮頸がん（上皮内がんを含む）年齢階級別罹患率　2011年 図３　子宮頸部広汎摘出術による
　　　子宮体部の温存
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れるのではないかという状況にあり、
卵巣がんの患者さんでもこの薬を期待
して待たれている方もいるという状況
です。
　齊藤　薬は非常に進歩しているとい
うことですが、先ほど年齢層が若い患
者さんが多いことから、妊孕性を何と
か保ちたいという希望がありますね。
　織田　子宮頸がんに関しては、本来
であれば、がんにならないで、みんな
が予防できるようなかたちになればい
いのですけれども、現在、パピローマ
ウイルスの予防ワクチンも積極的な接
種勧奨が中止されているような状況で
すので、現段階では検診等で早期に見
つけていかなければなりません。
　検診でごく初期に見つかっている場
合には、例えば円錐切除というような、
より侵襲が軽い、負担が軽いようなか
たちで治療できるのですが、見つかっ
た時点で明らかな子宮頸がんだった場
合、通常の治療であれば子宮を取らな
ければいけない状況にある若年の女性
が数多くいる。20代、30代でそういっ
た方がたくさんいる。この人たちを何
とかできないか。がんの治療はしっか
りするけれども、何とか子宮あるいは
卵巣、卵管を温存できないかという声
から、広く行われつつあるのが広汎子
宮頸部摘出術という方法です。
　これは円錐切除ではちょっと取り切
れないような場合に、子宮頸部の病変
からその周囲の組織をしっかりと、き

ちんと取る。がんで標準的に取る部分
はきちんと取るけれども、子宮の本体
あるいは卵巣、卵管はしっかり残し、
子宮の本体と膣を再縫合して形成をす
ることによって、妊娠できるポテンシ
ャルを保持したまま、がんの治療を行
う方法です。これが今、広く行われる
ようになってきています。
　齊藤　そういう進歩があるのですね。
さらに、場合によっては子宮移植もあ
りうるのでしょうか。
　織田　より発展的な考え方からすれ
ば、例えば子宮体がんであるとか、子
宮の良性の病変も含めて、若年で子宮
を取らなければいけないという状況は、
子宮頸がん以外でも考えうるわけです。
そうしたときに、卵巣、自分の卵はつ
くることができるのだけれども、その
卵を育てるための子宮そのものがない、
こういった状況のときに、子宮移植と
いう考え方が実際にあります。技術的
に、これは可能であろうと考えられて
きています。
　移植した子宮であっても、中できち
んと育つことができる。それによって
生児を得ることができるということで、
研究レベルでは日本でも盛んに行われ
るようになってきています。
　齊藤　ただ、実地臨床としてはもう
少し時間がかかるのですね。
　織田　はい。どの子宮を移植するの
がよいのか。それが本当にうまくくっ
つく、生着してくれるのかも、技術的

な側面はもちろんまだ検証が必要でし
ょうし、どの子宮を持ってくるかに関
してのコンセンサスであるとか、倫理
的な面であるとか、いろいろ越えなけ
ればいけないハードルがあると思いま
す。ただ、技術としてしっかりと確立

されてきているというものがあれば、
そういったハードルもクリアしていっ
て、近い将来、日本でも子宮移植を用
いた妊娠、出産が現実的なものになっ
てくる可能性は十分あるかと思います。
　齊藤　ありがとうございました。
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