子宮頚 がん 予防ワクチ ン (サ ー バ リックス③)を 接種 しま しょ う ノ
愛媛 生協病 院
子宮頚がん =マ ザーキラー
日本 では、 1年 間に約 15,000人 の女性 が子 官頚ガ ンを発症 し、毎年 3,500人 の女性 が亡 く
な つています。子宮頚 がんは、初期 の段 階 では 自覚症状がない ために治療 が遅れ る こ とが多
いの です 。特 に、これか ら結婚や 出産 を迎 える 20〜 30歳 代 の若 い女性 に発症 が急増 していて、
別名 「マザ ー キラー 」 と呼ばれ 、問題 とな っています。
発 がん性 ヒ トパ ピローマ ウイル ス

1983年 に子 官頚 がんの組織 中に ヒ トパ ピローマ ウイル ス (HPV)が 発見 され 、HPVが 子官頚
がんの原 因 ウイル ス であることが判 明 しま した。

HPVは 人類 と共存 してきた ウイルスで 、多 くの人 が感染す るウイル スであることが 明 らか
になつてきま した。HPVは 現在 120種 類以 上が分離 されてい ます が 、そ の 中の 15種 類 に発が
ん性 があ ります。発 がん性 HPVは 性交渉 によって感 染す るのです が 、9割 以 上は一過性 の感
染 で子 宮頚部 か らウイルス は消失 します。消失 して も繰 り返 し感 染 します。 一部 の人 に持 続
感染がお こ り、最終的 に 1,000人 に 1〜 2人 が子宮頚 がん を発症す ると考 え られて い ます。

HPVワ クチ ン
現在 の HPVワ クチ ンは、発 がん性 ウイル スの 中で も特 に頻度 が高 い HPVの 16型 と 18型 に
対応す る ワクチンです。日本人 の子官頚がん の約 6〜 7割 に この 2種 類 の ウイル スが検 出 され
ています。HPVフ クチ ンは発 がん性 HPVの 持続感染 を防 ぐことで、 10〜 20年 先 の子官頚がん
の発症 を防 ぐとい う重要な意味 があるのです。HPVは 人 の皮膚や粘膜面 に広 く分布す るので 、
子宮頸がん発症予防 の効果 は ワクチ ン と検診以外 には期待 できませ ん。 ワクチ ン効果 の持続
期 間 につい ては 20年 近 くと予想 されてい ますが、検討 の過程であ り、追加接種が必要 になる
可能性 もあ りますので 、今後 の情報 に留意 して くだ さい。
接種対象 と接種回数
接種対象 は 10歳 以上の女性 です。性交渉 での感染前 に接種す る方 が有効 なので、 日本産婦
人科学会等 は、第 一の接種推奨対象 を 11〜 14歳 の女児 、第 二の接種推奨対象 を 15〜 45歳 の
女性 として い ます。既 に性交 渉 で感染 した ことが ある方 に対 して も、今後 の感 染予防 の効果
が期待 できます。
接種 は筋肉注射で 3回 の接種 が必 要です。 (1回 目の後、1カ 月後 と 6ヵ 月後 の合計 3回 )

接種費用
輸入 ワクチ ンで 、現在 日本 では任意接種 となって い ます。 がん対策 の観 点 か らは、全 額 公
費負担 の制度 になるべ きだ と考 えます が 、残念 な ことに非常に高額 な費用がかか ります。
当院では、
組合員

14,000円

非組合員 15,000円

とな って い ます。

大切な女性特有がん検診
現行 の HPVワ クチ ンは、16型 。18型 の 2価 ワクチ ンです ので 、す べ ての発 がん性 HPVに 対
応す るわけではあ りませ ん。 ワクチ ン接種後 も 20歳 を過 ぎた ら、定期的 に子官頸がん検診 を
受診す る ことが必要です。 当院では、健診課 で子官ガ ン検診 を行 な つてお ります。
生協病院 での実施方法
成人 の方 は内科外来 で予約 を とって下 さい。
①予約 が必 要 です。10歳 代 の方 は小児科外来で 、
②電話 で予約す る場合 は、代表電話 (089‑976‑7001)で 、「子宮頸がん ワクチ ンの予約 の件で」
とお 申 し出 くだ さい。 10歳 代 の方 は小児科外来へ 、成人 の方 は内科外来 へ 取 り次 いで もら
つて下 さい。
電話予約 は、月曜 日〜 土曜 日の各科 の診療 時間内です。
お名前、年齢 、生年月 日、連絡先電話番号 をお知 らせ くだ さい。
③ ワクチ ン接種 に来 院 された ら
初診 の方 は総合受付 で受付 して下 さい。再診 の方 は、再来受付機 で受付 して 下 さい。

10歳 代 の方 は小児科外来で 、成人 の方 は内科外来で接種 します。
各科受付 で 「子官頸 がん ワクチン」 の接種 に来た とお伝 え くだ さい。
体温 を測定 し、説 明書 をお読み頂 き、予診票 に必要事項 を記入 して頂 きます。
説 明書は、「お子様 と保護者 の方へ 」「成人女性 の方 へ 」 と 2種 類 あ ります 。 よくお読み頂
・
くよ うお願 い致 します。
④医師 の 問診 と診察があ り、 フクチ ンの注射があ ります。注射 は上腕三角筋部 へ の筋 肉注射
´

です。
⑤次国 の接種 日程 につい て も、相談 させ て頂 きます。

⑥接種後はす ぐに帰宅せず、少 な くとも 30分 間は院 内で安静 に して経過 を見て くだ さい。
接種 当 日の入浴 は問題 あ りません。
接種後 24時 間は、激 しい運動 は控 えるよ うに して くだ さい。
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