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海外にいても… 
大切にしたい私のカラダ 

 

近年アメリカで活躍する若い日本人女性が増えています。 
女性にとって２０～４０代は、仕事に恋愛、そして、 
結婚・出産までと女性として一番輝いている時期！ 
忙しい毎日を過ごす中で、「私は健康だし」と思い込み、 
ついつい自分のカラダのケア、特に女性の健康に特有なケア
を忘れてしまったり、後回しにしてしまったりしていません
か？もしくは異文化・言葉の壁を理由に、アメリカで安心し
て医療を受診できていなかったりしていませんか？ 
アメリカでイキイキと頑張っている若い女性だからこそ、 
今ひとつ大切にしたい「私のカラダ」のケアについて、 
一緒に見つめ直してみませんか？ 

若い日本の女性に急増中の子宮頸癌とは
(Cervical Cancer)？ 
ご存知でしたか？先進国でありながらも、現在日本では、
２０～３０代女性の子宮頸癌 (Cervical cancer)の発病
率が急上昇しています！ 
子宮頸癌とは、女性生殖器の癌の一種であり、子宮のす
ぐ下の頸部 (Cervix)と呼ばれる部位に発病する癌です。
主な原因は、性交時（膣性交、口膣性交、肛門性交を含
む）に感染するヒトパピローマウィルス (Human 
Papillomavirus; HPV)。HPVの種類は数多く、皮膚に
できるイボから、最も一般的な性感染症8を引き起こす
ウィルスでもあります。 
実は、HPVは多くのヒトが自然と持っているウイルスで
あり、大多数のHPVの種類は、通常の人体の免疫シス
テムが対処できるものなのです。しかし、一般的に子宮
頸癌を促す2種類のHPV、HPV16とHPV18は、ハイリ
スク型・発がん性のある種類で、人体が簡単に対処でき
るウィルスではありません。 
そして、HPVに感染していても、初期段階では自覚症状
がないことから、性行為をとおしてパートナーにHPVを
感染させてしまう恐れがあります。 



日本で急増中の子宮頸癌…なぜ？ 
 

近年、日本では、20～30代女性の子宮頸癌の発生率が上昇していると考えられます。 
そして、日本対がん協会1のデータによると、90年代半ばまで減少傾向にあった日本国
内の子宮頸癌による死亡者数は、近年では微増しています。2005年に比べ、2013年で
は子宮頸癌による死亡者数が12％も増加しました。 
なぜ日本では、若い女性の間を中心に子宮頸癌の発生率し、子宮頸癌による死亡者数が
上昇しているのでしょうか？そして、性交開始年齢が似た他の先進国では、発生率が急
上昇していないでしょうか？ 
その大きな鍵をにぎるのは、定期的な婦人検診の受診率です。他の先進国に比べ、日本
の婦人検診の受診率が非常に低いのが現状です。2011年のデータによると、日本の受診
率38％に比べ、アメリカの受診率はなんと85％6！ 
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実は、子宮頸癌は、５種類ある女性生殖器がかかる癌のうち、
定期的な婦人検診だけで最も予防可能な癌なのです！ 
ハイリスク・発がん性の高い種類のHPVは、ゆっくりと何年と
いう月日をかけて子宮頸部の正常な細胞をがん細胞に変えてい
きます。ゆっくりなペースだからこそ、定期検診で、前癌病変
を早期発見し、子宮頸癌を予防することができます！ 
そして、最近では、アメリカを含む数多くの先進国で、HPV予
防ワクチンの接種が勧められています。 

ご安心を！ 
定期的な婦人検診で予防しよう！ 
 



最初の頃は、誰でも婦人検診は、恥ずかしかったり不安な気持ちでいっぱい。 
でも、事前に検診のプロセスを勉強すれば準備万端で安心できます！ 
日本と同様、アメリカでも、定期的な婦人検診がすすめられています。 
アメリカでは、アメリカ疾病管理予防センター (Centers for Disease Control and 
Prevention; CDC)により21歳から65歳までの女性の定期的な検診（内診; Pelvic 
exam）と細胞診（Pap smear, Pap test)がすすめられています。様々なガイドライ
ンによって推奨されている頻度が異なりますが、30歳以下の場合は、一般的に毎年、
もしくは、1年おきに細胞診を行う事が勧められています。30歳以上の方は、過去の
連続する3回の細胞診が正常だった場合、2～3年おきの細胞診が勧められています。 
 

u  男性・女性医師、どちらにせよ、検診の際には、必ず女性看護師が付き添
うので、安心！もし、女性医師をご希望される場合は、クリニックで予約
を入れる際に、明確に希望を伝えましょう。 

u  医療を受診される際、コミュニケーションがとても重要になります。英語
より日本語の方が安心な方は、予約時に日本語の通訳の依頼もしておきま
しょう。 

u  検診中、痛みや不快を感じた際は、必ずすぐにその場で医師に知らせま
しょう。患者にはいつでも検診を中断する権利があります。そして、医師
は患者の安心と安全性を第一に考えています。 

u  HPV予防ワクチンを接種された方でも、定期的な検診が勧められています。 
①  問診（history): 月経の状況、性行為・妊娠・出産経験の有無、自覚症状の
有無などについて、医師と話し合います。 

②  問診が終わったら用意された指定のガウンに着替えます。 
③  検診（内診; pelvic exam): 付き添いの看護師の監視の下で、医師が膣鏡を
挿入し、子宮と子宮頸部の形、大きさ、位置、表面の状態、炎症の有無な
どを確認します。様々なサイズの膣鏡がありますので、すこし圧を感じる
ことはありますが、痛みはありません。もし痛みを感じる場合は、すぐに
医師に伝えましょう。 

u  日本と違って、アメリカでは、検診の際医師と患者を仕切るカーテ
ンを使用する習慣がありません。検診のプロセスをご覧になりたい
場合は、手鏡がご用意されることもあります。 

u  必要に応じ、子宮頸部をもっと詳しく確認する検査（colposcopy)
を行うこともあります。 

④  細胞診（pap smear, pap test): 柔らかい小さなブラシ、もしくは小さい
へらのような器具でやさしく子宮頸部から細胞を採取します。所有時間は、
ほんの数分！すこし出血することはありますが、痛みはありません。採取
した細胞は、臨床検査室（laboratory)へ送られます。 

⑤  これで検診終了！結果は後日届きます。 

 
 
 

でも、初めての婦人検診で不安がいっぱい… 
検診って一体どんなことをするの？ 

 



最近話題のHPV予防ワクチンって？ 
 
 

現在、アメリカでは3種類のHPV予防ワクチンが公認されています。 
まずは、各種についておさらいをしましょう。 
 

①  HPV2 (グラクソ・スミスクライン社；Bivalent HPV; Cervarix) 
u  ハイリスク型・発がん性の高いHPV16とHPV18を予防します。 
u  ワクチン接種対象者：10～25歳の女性のみ 

②  HPV4 (メルク社；Quadrivalent HPV; Gardasil) 
u  ハイリスク型・発がん性の高いHPV16とHPV18に加え、低リス
ク型のHPV6とHPV11も予防します。 

u  ワクチン接種対象者：9～26歳の男女 
③  HPV9 (メルク社；9-valent HPV; Gardasil 9) 

u  ハイリスク型・発がん性の高いHPV16とHPV18に加え、低リス
ク型7種も予防します。 

u  ワクチン接種対象者：9～26歳の男女 

 
 
 

全種類のワクチンは、不活化ワクチンであり、副作用が少なく、複数回接種が必要です。 
接種後10年以上の予防効果が予想されており，感染の機会を激減させ、子宮頸癌を減少 
すると考えられています。 
 
 
＜予防ワクチンの対象者＞ 
u 女性の場合：ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices)は、 11～12歳
の女性のHPV予防ワクチンの接種を勧めています。なお、医師の判断により、早くて9
歳からの接種も可能です。 

•  HPV予防ワクチンを接種していない13~26歳の女性の「catch-up 
vaccination（巻き返し接種）」も勧められています。 

•  接種が考慮される特別な場合： 
•  細胞診の結果が陽性である 
•  HPV DNAテストが陽性である 
•  授乳中の女性 
•  免疫抑制状態、免疫不全の方 

u 男性の場合 
•  女性と同様、ACIPは、 11～12歳の男性のHPV予防ワクチンの接種を勧めていま
す。 

•  HPV予防ワクチンを接種していない13~21歳の男性の「catch-up 
vaccination（巻き返し接種）」も勧められています。なお、22～26歳の男性も
ワクチン接種は可能です。 

•  HIV感染者を含む免疫不全の男性、そして同性と性行為を行う26歳までの男性の
ワクチン接種が勧められています。 



 

予防ワクチン接種方法 
 
筋注にて3回の複数回接種が必要です。接種スケジュールは下記のとおりです： 

①  開始：第一回目の接種 
②  1～2ヶ月後：第二回目の接種 
③  6ヶ月後：第三回目（最後）の接種 
 

※　何かしらの理由で途中で接種が中断された場合は、中断された時点
からワクチンの接種を続けます。また一から3回の複数回接種を打ち直す
必要はありません。 

u  日本の厚生労働省は、子宮頸癌予防ワクチンの接種を法律に基づい
て実施していますが、平成25年より子宮頸癌予防ワクチンの接種を
積極的に推奨していません。しかし、世界保健機関(WHO)は接種を
推奨しており、アメリカを含む数多くの先進国では安全性と有効性
が認められており、公的接種とされています。 

u  接種後の発熱・痛み・腫れを含む軽度の副反応は一定の低い頻度で
起こります。 

u  呼吸困難やじん麻疹、脳神経への影響を含む重度の副反応は、とて
も稀です。 

u  子宮頸癌ワクチンを接種することで得られるメリットとリスクを医
師とご相談の上、ご判断されることをお勧めします。 

予防ワクチンって安全なの？ 

予防ワクチン接種後も、婦人検診をお忘れなく！ 
	  

u  予防ワクチンを接種することにより、発癌のリスクを大幅にさげられます
が、数多くある全種類のHPVを予防することはできません。 

u  予防ワクチン接種後、21才以降は、定期的な婦人検診をお勧めします。 



21才から始めよう 
定期婦人検診！ 

u  現在、アメリカでは、21～65才の女性の定期的な婦人検診がすすめられて
います。 

u  医療保険・Medicare・Medicaidに加入している場合、無料、もしくは低価
格で定期的な婦人検診を受けることができます。 

u  学生の方は、大学キャンパス内にあるクリニックを問い合わせることもお
すすめします。大学により、学生のクリニックの受診が無料の場合もあり
ます。 

u  もしこのような補償がない場合は、アメリカ疾病管理予防センター 
（CDC）が実施している「全米乳癌・子宮頸癌早期発見プログラム 
(National Breast and Cervical Cancer Early Detection Program; 
NBCCEDP」を通して、無料、もしくは低価格な検診を受診しましょう。 

お問い合わせ：http://www.cdc.gov/cancer/nbccedp/ 
　　　　　　　       ☎︎　800-232-4636　 
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ネットで検索しても、まだまだ分からないことがたくさん… 
そんな時は、在米日本人医療従事者による情報発信サイト
「あめいろぐ」をとおして、お気軽にお問い合わせ下さい。 
 

http://ameilog.com/ 
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