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子宮全摘術後も腟断端部より異形成細胞を認めた
子宮頸部上皮内がんの一例
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Cervical Carcinoma in situ (CIS) with Dysplastic Cells on the Vaginal Stump
after Total Hysterectomy: Case Report
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Recently, there has been an increase in the number of patients with cervical intraepithelial neoplasia grade 3
(CIN3), corresponding to human papillomavirus (HPV) infection. Long-term HPV infection before surgery impacts
recurrence at the cervical margin and vaginal stump, because HPV infection persists postoperatively. However,
host immunocompetence also plays a role. In particular, elderly women have an immunodepleted local vaginal
environment since depuration declines with hormonal dysfunction. A 77-year-old woman underwent simple total
hysterectomy for severe dysplasia. High-risk HPV type 51 was identiﬁed prior to surgery. Pathological ﬁndings
of the uterine sample were consistent with CIS. Four months later, atypical squamous cells were detected in the
vaginal stump and the cytological report was “atypical squamous cells, cannot exclude HSIL (ASC-H)”, although
the margin had been clear at hysterectomy. HPV type 51 was also detected in the vaginal stump. Cytological
abnormalities are likely to inﬂuence high-risk HPV with long-term exposure and broad involvement from the
cervix to the vagina.
Key words: human papillomavirus, carcinoma in situ, severe dysplasia
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要旨

本症例は子宮頸部高度異形成の術前診断であっ

たが，年齢と根治性を考え子宮全摘術を行った．病理診
断は子宮頸部上皮内がんで切除断端は陰性であった．し

かし術後 4 か月目に腟断端部に異型細胞を認めた．その
原因には術前から長期間認めていたハイリスク型ヒトパ

ピローマウィルス human papillomavirus (HPV) 感染が強
く考えられ，術後の定期的なエストリオール錠の腟内投

与にて異型細胞が著明に減少した．

epithelial neoplasia grade 3 (CIN3) では，妊孕性を考え子
宮頸部円錐切除術を行い，子宮を温存することを優先し
ている．しかし手術治療を行うことは HPV を完全除去
することではないため，術後子宮頸部に異型細胞が再び
認められることは少なくない．今回，CIN2 の経過観察
中に CIN3 に進行したため，子宮全摘術を施行し病巣は
完全除去したが，術後 4 か月目腟断端部に異型細胞を認
めた症例を経験したので考察を加えて報告する．

Ⅰ．症

はじめに
近年若年女性の子宮頸がんの罹患率が増加傾向にあ
る背景には，性行為感染が原因であると指摘されてい

る HPV が深くその発生に関与していると言われてい

る．子宮頸部の高度異形成および上皮内がん carcinoma
in situ (CIS)，すなわち子宮頸部上皮内腫瘍 cervical intra-

例

患者；77 歳女性

主訴；区検診で細胞診異常の指摘
既往歴；60 歳

高血圧

狭心症のため内服管理

妊娠分娩歴；2 経妊 2 経産

閉経 42 歳

現病歴；67 歳時，近医にて子宮頸部細胞診異常 class

本論文の要旨は，第 54 回日本臨床細胞学会総会春季大会において発表した．
受付：2013 年 10 月 23 日，受理：2013 年 12 月 20 日
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Fig. 1 HSIL suggested CIN3 showing parabasal cells with large
nuclei and coarse granular chromatin. (Papanicolaou staining,
×40)
Fig. 3 Colposcopic ﬁndings before surgery. The entire vaginal
mucosa shows atrophic vaginitis in with leukoplakia (white
arrow), “UCF-b”.

Fig. 2 Enlarged atypical cells with irregular nuclear contours
and distinct nucleoli in an inﬂammatory background.
(Papanicolaou staining, ×40)

IIIa: mild dysplasia（日本母性保護産婦人科医会分類）を
指摘され，当院を紹介受診された．当院での細胞診断は
class IIIa : moderate dysplasia with koilocytosis，コルポス
コピー診（以下コルポ診）下での組織診断は moderate
dysplasia (CIN2) であった．萎縮性腟炎を伴うため，エ
ストリオール腟錠の局所投与によって定期的に細胞診を
行った．以後 10 年間，細胞診・組織診断は CIN2 以上
に進行することはなかった．経過観察中 5 年目に行った
HPV genotype は 51 型が陽性であった．
76 歳時の検診で，細胞診断は，high grade squamous
intraepithelial lesion (HSIL): moderate to severe dysplasia
（ベゼスダシステム 2011 準拠細胞診報告様式）であっ
た．その時の子宮腟部・頸部細胞診の特徴はシート状に
集塊した異型細胞を認め，濃染した核内クロマチンを
伴う高度異形成相当の所見であった (Fig. 1, 2)．コルポ
スコピー所見は，白斑を伴う Unsatisfactory Colposcopic
Findings with Abnormal Colposcopic Findings (UCF-b)，
すなわち異常所見を随伴する不適例 (Fig. 3) で，白斑

Fig. 4 Biopsy of cervix. CIN3; severe dysplasia. (HE staining,
×10)

Fig. 5 Histological ﬁndings obtained from total hysterectomy
were consisted with CIN3; CIS with partial glandular
involvement. (HE staining, ×20)
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Fig. 6 Cytological vaginal stump smear ﬁndings obtained 4
months after surgery treatment. Note atypical cell cluster with
enlarged nuclei and ﬁber-like shape, as well as high N/C ratio
in atrophic inﬂammatory background. (Papanicolaou staining,
×20)

cells: can not exclude HSIL (ASC-H) の診断であった．そ
の細胞所見は，萎縮性腟炎を背景に，オレンジ G 好染・
クロマチンが増量した異常角化細胞，ファイバー状細胞
等の異型細胞を認めた (Fig. 6)．コルポ診では腟断端部
の腟粘膜の萎縮所見のほか，明らかな異常所見を認めな
かった．萎縮性腟炎の治療のため，エストリオール腟錠
の定期的局所投与を行った．術後 7 か月目に行った腟
断端部の細胞診では炎症性背景は改善し，コイロサイ
トーシスを伴う Atypical squamous cells of undetermined
signiﬁcance (ASC-US) の所見であった (Fig. 7)．術後の
腟内の HPV genotype は 51 型で，術前に頸管内で認め
ていたものと同型であった．その後局所治療を継続し，
術後 11 か月目の細胞診で異型細胞を認めなくなった．

Ⅱ．考
一般的に

疾患の発症

察
の背景には，加齢による全

身的な免疫能の低下と共に，局所的な免疫能が低下する
ことが挙げられる．閉経後女性の腟上皮は，エストロゲ
ン分泌の低下により萎縮性腟炎となり，頸管粘液が減少
するため，口腔内や鼻腔内等と比べると腟内は自浄作用
が低下する．本症例は高齢女性で長期間のハイリスク

Fig. 7 Cytological vaginal stump smear ﬁndings after 7
months of hormonal treatment. Koilocytosis without atrophic
inﬂammatory background is observed. (Papanicolaou staining,
×40)

部 分 の 組 織 診 断 は severe dysplasia (HPV infection, high

grade SIL, CIN3) であった．頸部上皮は，基底膜は保た
れており上皮までの 3 分の 2 以上が異形成細胞で占めら
れている所見であった (Fig. 4)．一般的に CIN3 に対す
る治療としての頸部円錐切除術は，病変の全範囲がコル
ポ診で明瞭に確認でき，若年女性に限って行うことがで
きると産婦人科診療ガイドライン・婦人科外来編 2011
に記載されている1)．本症例は閉経後女性であり，頸部
円錐切除術による病巣の完全根治は手技的に困難である
と考え，腹式単純子宮全摘出手術の方針とした．摘出子
宮の最終病理診断は，上皮内にがん細胞を認めており
carcinoma in situ (CIS)，腟側の切除断端は陰性であった
(Fig. 5)．がん細胞は基底膜を超えている部分は全く存
在せず，腫瘍マーカー SCC 1.2 ng/ml と正常範囲であっ
た．手術による完全摘出と評価し，術後 4 か月目の診察
で腟断端部の細胞診を行ったところ，Atypical squamous

HPV 感染状態にあり，CIN1 から CIN2 の組織診断の後，
約 10 年という長い経過で severe dysplasia (CIN3) に進展
した．コルポ診では，1 か所のみ白斑を伴う UCF-b の
所見から，severe dysplasia (CIN3) までしか生検組織診
断を得ることができず，頸管内部に存在する CIS の病
巣を術前に同定することができない臨床像であった．子
宮全摘術を行い病巣の完全根治を遂行したが，術後早期
から約 11 か月間，腟断端部の細胞異常が継続した奇異
な臨床経過であった背景には，年齢的な全身的・局所的
免疫の関与によって腟内に HPV 感染が存続していたこ
とが考えられる．
HPV は，現在 100 種類以上の遺伝子型が存在すると
言われている．性交経験があれば男女共に 50% 以上が
自然に感染を受けるとされているが局所の免疫応答に
よって多くは自然排除される．子宮頸がん患者から検出
される HPV を「high risk HPV」と称し，その genotype
として HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 66, 68
型 が 代 表 的 な 13 種 で あ る．HPV 陽 性 者 の CIN3 へ の
進展リスクについていくつかの報告がある．保坂は，
HPV 型別検査と CIN の管理方針について検討してお
り，7 種 (16, 18, 31, 33, 35, 52, 58) の high risk HPV 陽性
例 420 例のうち 141 例が CIN3 あるいは浸潤癌に進展
し，5 年累積進展率は 37% であったことを報告してい
る2)．Matsumoto ら は，HPV 型 別 検 査 と CIN に 関 す る
コホート研究のデータをまとめており，そのデータでは
HPV51 型による CIN2 から CIN3 になる進展リスクは 5
年以内で 16.7% と報告している3)．臨床管理方針につい
て川名の報告では，CIN2 に対し行う high risk HPV 型別
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検査は，治療の選択を決定する病巣の進展予知マーカー
として最も有用であるが，治療のタイミング決定に用い
るかどうかについてはまだ議論が必要と指摘している 4)．
本症例に確認された HPV51 型は子宮頸がん発症の high

risk HPV 型 13 種の一つであり，細胞異常を指摘されて

から 10 年の経過で CIN2 から CIN3 に進展した．51 型
は極めて高いリスクの型に属していない HPV であるた

め，CIN2 の段階で外科的治療を急がず，定期的な細胞

診・組織診断によって CIN3 に進展したタイミングで治
療しても予後に影響がないと言われている．産婦人科診

療ガイドライン・婦人科外来編 2011 では，CIN1 およ
び CIN2 患者の CIN3 への進展リスクは，HPV 陰性患者

を 1.0 として比較した場合，HPV51 型陽性患者では 4.0

倍程度としている5)．CIN 病巣の進展と HPV51 型のリ

スクの関連性を含めて，本症例は術前組織診断で severe

dysplasia (CIN3) で 術 後 最 終 病 理 診 断 は CIS (CIN3) で

あったことから，手術治療を行うタイミングを適切に判
断できたと考える．

CIN3 以 上 の 診 断 で 子 宮 摘 出 術 を 受 け， 切 除 断 端
陰性であった場合，術後の腟断端部細胞診を行う臨
床 的 意 義 に つ い て 様 々 な 意 見 が あ る6,7)．The National
Comprehensive Cancer Network (NCCN) のガイドライン
では，子宮頸部腫瘍の初期治療後 3–6 か月毎に細胞診
を行い，2 年間の経過管理を行うことを推奨している8)．
また秋元らは，子宮全摘術前に high risk HPV が陽性で
あった症例は，腟癌の前がん病変である腟上皮内腫瘍
vaginal intraepithelial neoplasia (VAIN) や腟の重複がんの
発生のリスクが高いと考察しており，術後細胞診の重要
性を報告している9)．本症例は，摘出子宮の切除断端陰
性を考えると臨床的に完全根治したと判断されるが，術
前に high risk HPV が陽性であったことを念頭に置いて，
腟断端部細胞診を術後早期に行う臨床的意義があると考
えて行った．
VAIN という疾患概念と本症例との鑑別点から考察
する．VAIN は多くは CIN や浸潤がんの既往歴を持ち，
閉経後の 50–60 歳代に好発すると言われている．また
HPV 感染によって惹起される病変であり，その頻度は
CIN の 1% 以下と非常に稀な疾患である．臨床経過上，
VAIN は子宮摘出後に時間をあけて発生することがあ
り，自覚症状がほとんどないため，細胞診を含めた管理
が重要とされている．文献的報告例をみると，CIN3 の
診断で全摘された子宮の切除断端が陰性で，術後腟断端
部に細胞診異常や VAIN が見られた例は本邦では少数で
あった10,11)．中には新たな腟断端部の腺がんの発症12) や
重複がん13) の報告もある．病態発生に HPV genotype と
の関連を示した報告は 4 例のみであった9,12)．
エストリオール (E3) は妊娠母体の肝臓と胎盤，胎児
の副腎を経て生成されるエストロゲンであり，通常非
妊娠女性には存在しない．その歴史的背景は 1930 年

日大医誌

Doisy および Marrian によって妊婦尿中から初めて単離
されたことにある14)．1956 年 Puck と Hübner は，E3 が
単なる無効排泄物ではなく子宮頸部・腟に対して強い作
用を示すことを解明し，婦人の子宮頸部・腟の諸疾患に
対し用い著明な臨床効果をあげた成績を報告した15)．非
妊娠女性のエストロゲン活性は主にエストラジオール
(E2) であるが，E3 は局所投与によって体内で E2 に転
換されず子宮頸部・腟に対し特異的に組織を増殖させ
る作用がある16)．よって E3 の持つ腟上皮細胞への選択
的な上皮化作用によって細胞が成熟し腟分泌物が増加す
るため，腟内の自浄作用が高められる効果がある．一方
E3 は E2 の子宮内膜増殖作用を抑制し，子宮出血等の副
作用を考慮する必要がないため，閉経後萎縮性腟炎，子
宮頸管炎に幅広く用いられている．その使用方法は，炎
症が強い場合 1 日 1 錠 (1 mg) の局所投与を 10 日間以
上，あるいは腟内環境の維持のため 1 週間に 2–3 回定
期的に使用する等様々である．細胞診断の見地では，閉
経後の腟細胞診，特に閉経後萎縮性腟炎を発症している
場合，採取された標本上の上皮細胞のほとんどが強く変
性しており，異型の有無を判定しにくいことがある．時
に異型細胞を見落とす場合も少なくない．このように判
断が困難な時には，E3 の腟内投与によって細胞を成熟
させ，再検することが望ましいとされている．その効果
により炎症性背景が改善し異型細胞の多くは成熟傾向を
示し，一方癌細胞はほとんど変化しないためより鑑別が
容易となる17,18)．
本症例は閉経後の高齢女性で，術前後長期にわたり
HPV 感染状態にあったが，子宮全摘出術後早期に腟断
端部に認められた扁平上皮由来の異型細胞の細胞診断お
よび，術前後に high risk HPV 51 型が認められた経過を
みると，腟断端部の細胞異常が出現している背景には，
子宮頸部のみならず術前から腟上皮にも長期に広範囲な
感染が関与していた可能性が示唆された．臨床的に術後
も閉経後萎縮性腟炎があったため，エストリオール腟錠
を使用し腟上皮細胞を成熟させた．それによって腟内の
自浄作用が高められ，ウィルスが自然排除され細胞異型
が改善したと考える．術後早期に細胞異常が認められこ
とおよび，約 7 か月という短い期間の E3 腟内投与にて
細胞異型が改善している臨床経過から，術後の細胞異常
の変化は一過性のものであり細胞診所見のみで VAIN と
診断する根拠は乏しい．術前の腟壁の細胞診・組織診が
なされていないが，このような術後の細胞診の経過よ
り，術前から子宮頸部の病変に VAIN が併発していた可
能性は否定できないと考える．

Ⅲ．結

語

子宮頸部での長期間の high risk HPV 感染が，年齢・

宿主の免疫能や局所の環境因子によって癌化のみなら
ず，術後も感染の持続によって腟断端部の細胞診異常を
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起こしうること念頭に置いて細胞像を追跡していく必要
がある．
文
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