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研究報告

ASC-USと判定された標本におけるハイリスク
HPV感染陽性と陰性間での細胞所見の比較
―ASC-US判定の減少を目指して―
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はじめに

日本産婦人科医会では、子宮頸部細胞診の報告様式
をこれまでのパパニコロー・クラス分類からベセス
ダ・システムに2008年から変更した。１）また、わが国
の国民医療保険では、子宮頸がん検診でASC-US
（abnormal	 squamous	 cells	 with	 undetermined	 sig-
nificance、重要度不明の異常扁平上皮細胞）と判定さ
れた患者に、2010年から補助的検査としてハイリスク
HPV（Human	 Papilloma	Virus）検査に保険適用をつ
けた。Bethesda	 system １）２）で採用されたASC-USカ
テゴリーは、必ずしもすべての人間の同意を得るとは
いい難いユニークであいまいな基準である。３）ベセス
ダ・システムでは、ASCカテゴリーは個々の細胞で
はなく、標本全体を理解することによって選定するよ
うに開発されたと述べられている。４）ASC-USと判定
される頻度は、全細胞診検体中の ５％以内とされ、こ
の基準は1992年に開催されたアメリカNCIでのワーク
ショップ５）で合意された頻度に基づいている。また、
ASC-US検体の中で、ハイリスクHPV感染陽性の頻
度は約40～50％と報告されている。６）－ ８）したがって、
ASC-USカテゴリーはHPV陽性を示す基準である可能
性が高い。換言すれば、ASC-US判定の半分はHPV
陽性ではないところから、HPV検査に間違って誘導
されているといえないだろうか。
本論文の目的は、ASC-USと判定された細胞標本中
にハイリスクHPV感染を示す特異的シグナチャーが
存在するか否かを明らかにし、また不必要なHPV補
助検査を受ける患者を減らすことにある。

1 ．材料と方法

（1） 材料
神奈川県予防医学協会で実施された子宮頸がん一次
検診を受診した女性は、2010年 ４ 月と2013年 ３ 月の期
間で ７ 万3,011人だった。これらの中でASC-US、
ASC-Ｈならびに≧LSIL判定を受けた症例は、それぞ
れ905（1.24％）、24（0.03％）ならびに523（0.72％）だっ
た。検診プログラムは市町村あるいは事業所の基準ま
たは個人の応募によっている。ASC-US判定を受けた
婦人のうち、本論文の筆頭著者の二次検診外来を受診
し、インフォームドコンセントを受けてHPV検査を
受けたのは157人で、うちHPV陽性と陰性者はそれぞ
れ67人（42.68％）ならびに90人だった。これらの中で、
さらにコルポスコピー検査を受けたものは、それぞれ
56人と65人だった。
これらの症例に、標本保存状態が良好だった11人の
HPV陰性だがコルポ診を受けなかった者を加えたHPV
陽性者と陰性者、それぞれ56人と76人を ２ 群に分け
て、細胞所見を再検討した。それぞれの平均年齢と標
準偏差（Ｍ±SD）は38.4±11.4ならびに44.3±12.8歳
である。
①細胞診
細胞採取は綿棒（岡崎アプリケイター、岡崎メディ
カル（株）、名古屋）とCytobrush（Medscand	Medical	
and	Cooper	 Surgical	 Company,	Trumbull,	USA）を
併用した。子宮膣部をあらかじめ生理的食塩水で湿ら
せた綿棒で擦過し、頸管ではCytobrushを回転させて、
細胞採取した。採取した細胞は、それぞれを回転させ
ながら、スライドグラスのそれぞれ半分に塗抹し、素
早く95％エチール・アルコールに浸漬した。スライド
標本は細胞診センターでルーチンにしたがって、パパ
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ニコロー染色し細胞診断業務に供した。
細胞診断に当たっては、ベセスダ準拠日本産婦人科
医会分類を用いた。１）２）

②再検討した細胞所見
再検討した所見は、成熟あるいは萎縮性背景、炎症
性（細菌感染）背景、核異型を有するまたは有しない
koilocytes、核異型を伴うまたは伴わない錯角化細胞、
核異型を伴うまたは伴わない表層（SFT）／中層（IMT）
細胞、異型未熟扁平上皮化生細胞、泥状核を有する細
胞さらに核腫大を呈する多核細胞の有無である。
③HPV検査
ASC-US判定されてから ３ ヵ月以内にHPV検査を

受けた者に限って登録した。
HPV検査法としてHybrid	 Capture	Ⅱ法を用いた。

Index	 score≧ １ を陽性と判定した。検査の実施はLSI
ラボラトリー（東京）に依頼し、検査手順は同ラボの基
準に従った。
④統計解析
統計解析はExel	 Statistics	 2010	 software	 for	Win-
dows®を用いた。HPV陽性者と陰性者の年齢は、
t-testを用いて計算し、平均値（Ｍ）±標準偏差（SD）で
表示した。両群の細胞所見の出現頻度については、
Fisher’s	 exact	 testを用いて比較し、Ｐ値＜0.05を統
計学的に有意と判定した。

2 ．結果

（1） 背景
SFTとIMTの出現頻度は、HPV陽性群と陰性群とで

はそれぞれ96.43％（n＝54）ならびに88.16％（n＝67）
で、互いに有意な差はなかった。しかし、萎縮性背景
ではそれぞれ3.57％（n＝2）ならびに11.84％（n＝9）を
示し、頻度は少ないもののHPV陰性例で有意に高かっ
た（P＝0.0498,	 1-sided	Fisher’s	 exact	 test、図－1）。
細菌感染については、それぞれ21.43％（n＝12）な
らびに25％（n＝19）で、有意な差を示さなかった。

（2） 異型未熟化生細胞
核異型を伴った未熟化生細胞は、過染性を伴う腫大
した円形核と少ない細胞質で高いN/C（核・細胞質）比
を呈する小型細胞と表現される。多くは核小体明瞭で
ある。この細胞は通常円形であるが、たまに変形して
いることがある。しばしば集塊として出現する（図－2）。
両者間の異型未熟化生細胞の出現頻度は、それぞれ
73.21％（n＝41）ならびに13.16％（n＝10）で、HPV陽性
者に有意に高頻度だった（P＝0.0000,	 2-sided	Fisher’
s	 exact	 test、図－3）。一方、核異型を伴わない未熟化
生細胞の出現頻度は、それぞれ ０ ％ならびに46.05％
（n＝35）を示し、有意にHPV陰性群に多かった（P＝
0.0000,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test）。

（3） SFT/IMT異型細胞
核異型を伴うSFT/IMT細胞は扁平上皮内病変（SIL）
の基準を質的・量的に十分に満たさないものである
（図－4）。
これらの出現頻度は、それぞれ41.07％（n＝23）なら
びに13.16％（n＝10）で、HPV陽性者に有意に高かっ
た（P＝0.0004,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test、図－5）。

図－1　萎縮性背景の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較
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*P=0.0498,	 1-sided	Fisher’s	 exact	 test.
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図－3　異型未熟化生細胞の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較

図－2

*P=0.0000,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test.

異型未熟化生細胞は過染した腫大円形核、乏しい細胞質と高いN/C比を有する細胞で、核小体明瞭である。細胞はしばし
ば密集した集塊として出現（ａ、ｂ）し、時にシート状（ｃ）あるいは疎な結合（ｄ）を呈する。
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Pap	 stain,	Objective	 x40.
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図－4

核腫大を伴ったSFT核異型細胞（ａ）とIMT核異型細胞（ｂ）。
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図－5　SFT/IMT核異型細胞の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較

*P=0.0004	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test.

一方、核異型の伴わない中等度成熟の扁平上皮化生細
胞では、 ０ ％ならびに36.84％（n＝28）を示し、HPV
陰性者に有意に高かった（P＝0.0000,	 Fisher’s	 exact	
test）。

（4） 異型錯角化細胞
異型角化細胞は中等度あるいは核異型を伴った小型
の角化細胞である（図－6）。
その出現頻度は、それぞれ26.79％（n＝15）ならび
に1.32％（n＝1）で、HPV陽性群に有意に高かった（P
＝0.0000,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test、図－7）。

（5） 泥状核

泥状核を有する細胞は暗く泥状に汚れた核を有する
ものである（図－8）。
HPV陽性と陰性両者の出現頻度の比較では、それ
ぞれ8.93％（n＝5）ならびに ０％で、HPV陽性群に有意
に高かった（P＝0.0123	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test、
図－9）。しかし、出現するのは稀である。

（6） 多核細胞
多核細胞では、しばしば核が腫大を呈している（図－

10）。
両者間の本所見の出現頻度は、それぞれ21.43％（n
＝12）ならびに5.26％（n＝4）と、前者に有意に高かっ
た（P＝0.0066,	2-sided	Fisher’s	exact	 test、図－11）。

Pap	 stain,	Objective	 x40.
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図－6

図－8

核異型を伴った小型の錯角化細胞が混んだ集塊（ａ、ｂ）を成している。
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*P=0.0000,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test.

図－7　異型錯角化細胞の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較

未熟化生細胞（ａ）と増大し変形した成熟化生細胞（ｂ）の強く染められた“泥状”核。

Pap	 stain,	Objective	 x40.

Pap	 stain,	Objective	 x40.
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HPV（+）（n=5/56） HPV（-）（n=0/76）
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図－9　泥状核を有する細胞の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較

*P=0.0123	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test.

図－10

角化細胞（ａ）と未熟化生細胞群（ｂ）中の核腫大を伴った多核細胞。

（7） Koilocytes
コイロサイトーシスを呈する細胞は淡明な細胞質と
分厚い細胞辺縁を有する細胞である。これらは核異型
を伴う場合と伴わないで出現することがある（図－12、
13）
核異型を伴うkoilocytesの出現頻度は、それぞれ
17.86％（n＝10）ならびに10.53％（n＝8）で、HPV陽性
群に高い傾向にあったが、両者で有意な差は認められ
なかった（図－14）。核異型を伴わないkoilocytesの場合
では、それぞれの出現頻度は、28.57％（n＝16）ならび
に18.42％（n＝14）で、HPV陽性群に高い傾向があっ
たものの、同様に有意な差異を示さなかった（図－15）。

3 ．考案

ASC-USの判定頻度は、当施設での同時期の全症例
の中では1.24％だった。そのうち今回のHPV陽性頻
度は42.68％だった。
本研究によって、ハイリスクHPV感染を予測する
シグナチャーは、異型未熟化生細胞、SFT/IMTの核
異型細胞、異型錯角化細胞、泥状核ならびに多核細胞
であることが明らかになった。一方、HPV陰性に多
く出現する細胞は、核異型を伴わない未熟化生細胞、
核異型を伴わない中等度に成熟した化生細胞ならびに
萎縮性背景だった。しかし、成熟したSFT/IMT背景、
細菌感染、またkoilocytesでは核異型を有するものと

Pap	 stain,	Objective	 x40.
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図－11　多核細胞の出現頻度：HPV感染陽性と陰性の比較

*P=0.0066,	 2-sided	Fisher’s	 exact	 test.

図－13

図－12

核異型を伴ったkoilocytesの集塊（ａ、ｂ）。

核異型を伴わないkoilocytes（ａ、ｂ）。核は幾分腫大傾向にあるが、クロマチンの増量は伴っていない（ｂ）。

Pap	 stain,	Objective	 x40.

Pap	 stain,	Objective	 x40.
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有さないものともに、差異がなかった。
核異型を有する未熟化生細胞は、腫大し過染した円
形核に多くは核小体を有し、N/C比上昇して、しばし
ば集塊をなして出現する（図－2）。本細胞は、HPVウイ
ルスの格好の攻撃標的と思われる。これらの細胞中に
HPVウイルスが存在するかどうかについてはこれか
らの格好の研究テーマであろう。組織標本を用いての
同様の細胞がAIM（atypical	 immature	 metaplastic	
cells）と表記して報告されている。９）－12）AIMは円柱上
皮に隣接する移行帯域に薄い組織病変を構成し、11）in	
situ	 hybridization（ISH）法で陽性で、核内にびまん性
に局在する（episomal	 pattern）。一方、これに比べ、
CIN3病変では点状に陽性を示すという（integrated	
pattern）。12）Iaconisら10）はハイリスクとローリスク
HPVの陽性頻度は37例中それぞれ54％、 ３ ％と報告
し、またパラフィン包埋組織での検討では43％は陰性
だったとしている。古田ら12）は118例での経験から、
HPV陽性頻度は86.4％と報告している。AIMの形態
はわれわれの細胞診上で見つけたものと少し所見を異
にしているようである。彼女らは11）12）組織標本中での
AIMは、koilocytosisとは異なって、泥状核、不規則な
核辺縁、多核形成、異常分裂像を呈する。そこで、彼
女らはこれらの所見を一言でVDA（viro-degenerative	
atypia）と表現している。われわれの細胞診標本で見
つけた異型未熟化生細胞はAIMよりは一層限局した
所見を呈していると思われる。
SFT/IMT異型細胞はすでに発生しているLSIL（軽
度扁平上皮内病変）に由来するもので、もし典型的な

細胞が質的・量的に採取されていれば、これに判定さ
れたであろうと思われる。
泥状核はHPV感染のシグナチャーであるが、出現
頻度は8.97％と少なかった。泥状核を有する典型的な
異型細胞はSILに判定されているものと思われる。
核異型を有するものを含むコイロサイトーシスは、
HPV感染の典型的な印として定着しているが、今回の
われわれの成績では有意なハイリスクHPV感染のシグ
ナチャーとはいえなかった。おそらく、異型koilocytes
はローリスクHPV感染でも発生するのではなかろう
か。われわれは質的・量的に典型的なkoilocytesと判
断された症例で、コルポ診上で異常を認めないことを
時々経験している。しかし、このよく普及している所
見をASC－US基準から外すべきではないと考える。
そうでなければ、ASC-US中のHPV感染例のいくつ
かを見落としてしまう恐れが高いのではなかろうか。
一方、核異型を伴わないkoilocytesは無視すべきであ
ろう。そうでなければ、HPV感染に関係しない非特
異的変化を取り上げてしまうであろう。
これらのハイリスクHPV感染シグナチャーはSILや
悪性病変の進行を示すシグナルとはいえない。HPV
感染陽性者がどのように推移するかについては、次の
段階の研究テーマであろう。
核異型の伴わない、未熟や中等度に成熟した化生細
胞さらにはkoilocytesは、ハイリスクHPV感染シグナ
チャーではない。これらの結果は無用な補助的HPV
検査を減らすために有用であろう。

図－15　核異型を伴わないkoilocytesの出現頻度：
HPV感染陽性と陰性の比較

*ns（有意差無し）,	Fisher’s	 exact	 test.
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図－14　核異型を伴ったkoilocytesの出現頻度：
HPV感染陽性と陰性の比較

*ns（有意差無し）,	Fisher’s	 exact	 test.
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結語（要旨に代えて）

目的：ASC-US判定された標本でハイリスクHPV感
染を示す特異的シグナチャーを明らかにせんとし
た。

対象と方法：ASC-USと細胞診断された132例の細胞
診標本を用いた。内訳はHPV陽性と陰性、それぞ
れ陽性56例、陰性76例である。これら ２群の細胞像
を比較した。

結果：核異型を有する未熟化生細胞、異型SFT/IMT
細胞、異型錯角化細胞、泥状核ならびに腫大多核が
ハイリスクHPV陽性の特異的シグナチャーであ
る。一方、HPV（－）群では、異型の伴わない未熟
や中等度に成熟した化生細胞ならびに委縮性背景が
優位に高かった。細菌感染を有する炎症性背景、な
らびに核異型を有するあるいは有しないkoilocytes
ではともに、両者間で差を認めなかった。

結論：ハイリスクHPV感染が確認される特異的細胞
所見が明らかとなった。これらの結果はASC-USカ
テゴリーを少なくし、ひいては不必要なHPV検査
の減少に寄与するであろう。

（本著は論文：Kuramoto	H,	 et	 al.	 Comparison	 of	 cyto-
logic	 findings	 between	 specimens	 with	 and	 without	
high-risk	 HPV	 infection	 in	 those	 with	 ASC-US	 judge-
ment 13）の日本語訳である）
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