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乳がん特集／乳腺外科

腋窩リンパ節郭清
　腋窩リンパ節転移があるかないか、あった場合に転移個数が多いほど再発する可能性が高くなるため、術後療法の方針を決
める上で重要な情報となります。術前の検査（超音波、CT、細胞診など）で腋窩リンパ節に転移が認められた場合、腋窩リンパ
節郭清（腋のリンパ節を全て切除すること）を行います。しかし郭清を行った場合、手術した側の腕の運動障害や知覚異常、腕
のむくみ（リンパ浮腫）が起こることがあります。このため、転移がない場合に不必要な郭清を省くための研究が行われ、“セン
チネルリンパ節生検”という方法が見い出されました。

センチネル（見張り）リンパ節生検
　術前検査でリンパ節転移が明らかでない方が対象となります。センチネルリンパ節とは「見張りリンパ節」ともいい、腋窩リン
パ節の中でがん細胞が最初にたどり着くリンパ節のことです。手術中にリンパ管に入りやすい色素を乳輪に注射して、最初に染
まったリンパ節（これがセンチネルリンパ節）を摘出し、術中に顕微鏡で調べます（術中迅速病理診断）。センチネルリンパ節にが
ん細胞が転移していなければ、他のリンパ節にも転移がないと判断できますので、転移のない方への不必要なリンパ節郭清を
省略することが可能です。

乳がんのリスクについて
　乳がんの約2/3にはエストロゲンが関与しています。初潮が早い、閉経が遅い、初産年齢が遅い、未産など、エストロゲンに長
く曝されることがリスクとして挙げられます（妊娠・授乳期にはエストロゲンの分泌が減少するため、リスクが下がります）。閉
経後は卵巣からのエストロゲン分泌が止まりますが、脂肪組織でエストロゲンが作られますので肥満もリスクになります。もとも
と欧米に多かった乳がんが日本で増えているのは、食生活の欧米化ならびに肥満が大きく影響していると考えられています。
　喫煙（受動喫煙も含む）はほぼ確実にリスクを高めることが分かっていますので極力控えるようにしていきましょう。

薬物療法について
　転移や再発を防ぐためには、手術や放射線療法による局所療法に、全身に散らばったがん細胞を治療する薬物療法を加え
た総合的な治療が必要です。また、薬物療法は、手術前に行った方が薬物療法の効果を確認しやすく、大きめのがんでも小さ
くすれば乳房温存術が可能になることなどから、手術前に行うことが多くなっています。同じ乳がんであっても、性質は患者さ
まによって違います。薬物療法には下に紹介する３つがあり、組織を詳しく調べ、効果のある薬物療法を行います。

▪化学療法
　化学療法は抗がん剤を投与する方法で、がん細胞に直接作用して死滅させることを狙いとしています。複数の薬を組み合わ
せて、決まった投与量や間隔で行います。支持療法の進歩により抗がん剤の副作用が軽減したことで、患者さまの生活の質を
維持しながら化学療法を計画通りに行えています。

▪内分泌療法
　乳がんには、約2/3を占める女性ホルモン（エストロゲン）に反応して増殖するタイプと、約1/3の女性ホルモンに関係なく増殖
するタイプがあります。ホルモン依存性は、採取したがん細胞がホルモン受容体を持っているかどうかで診断します。ホルモン
療法は乳がんの増殖を促すエストロゲンが体内で作られるのを抑えたり、エストロゲンががん細胞に働くのを阻害して増殖を
抑制する治療法で、副作用が比較的少なく長期間行えます。閉経前後ではエストロゲンの作られる場所が異なるため、閉経状
況でホルモン療法の治療計画を立てます。

▪分子標的治療
　特定の遺伝子が異常に働いている乳がんに対して、その遺伝子から作られる増殖に関わる因子（ハーツーなどの分子）を
狙って攻撃する薬を分子標的治療薬といいます。従来の抗がん剤とは違い、特定の因子が発現していない細胞には影響を与え
ないため、がん細胞を狙い撃ちできるようになり、乳がんの薬物療法を大きく飛躍させました。

乳腺外科部長

勝木  健文
・日本外科学会専門医
・日本乳癌学会乳腺専門医・指導医
・日本内分泌外科学会専門医
・マンモグラフィ検診精度管理中央委員会マンモグラフィ読影認定医
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はじめに
　日本人女性の場合、乳がんは30歳代から増加しはじめ、毎年約9万人の方が新たに乳がんを発症しています。約11人にひと
りが生涯で乳がんにかかると推定されています。
　女性がかかるがんの中で最も多く、死亡率も増加の一途をたどっているのが現状です。
誰にでも乳がんにかかる可能性がある中、当科での乳がん治療に対する取り組みを紹介致します。

乳腺の構造・がん発生と進展について
　母乳を分泌する小葉と、作られた母乳を運ぶ乳管と
が、腺葉というブドウの房のような単位を作っています。
このような腺葉が15~20個集まって一つの乳腺を形成し
ています（図1）
　乳がんはこの乳管や小葉の上皮細胞から発生し、乳管
内を増殖していきます。がん細胞が乳管や小葉の中にと
どまっているものを「非浸潤がん」、乳管や小葉を包む膜
を破って外の間質に進展しているものを 「浸潤がん」と
いい、この他に非浸潤がんが乳頭に達して湿疹様病変
が発生する「パジェット病」というまれな乳がんもありま
す。多くのがんは浸潤がんになっており、リンパ管や血管
にがん細胞が侵入してリンパ節や骨、肺、肝臓などの臓
器へ転移する可能性があります。がんの進行度（臨床病
期）は、「しこりの大きさ」、「リンパ節への転移」、「他の臓
器への転移」の3つの条件によって決まり、大きく病期０
～４の５段階に分類されます。（図2）

手術について
　基本となる治療は手術で、乳腺に発生したがんを消し
去るには一番確実な方法です。薬物療法や放射線療法で
は、今のところ乳腺のがんを消滅させることは困難です。
手術の方法は、乳房部分切除術(温存術）と乳房切除術

（全摘術）との２つに分けられます。

▪乳房部分切除術(温存術)
　乳腺をすべて取り除くのではなく、がんに周囲の乳腺組織を付けて部分的に切除し、乳房のふくらみや乳頭乳輪を温存する方法
です。温存術の長所は“自分の乳房が残せる”こと。短所は、温存した正常乳腺内に再びがんができる「局所再発（乳房内再発）」の
危険性があることです。温存術ができる条件は、しこりが１個だけで３cm以下、がんが乳管の中を広がっていない、放射線があて
られる（皮膚の病気がないこと）などが挙げられます。しこりが大きく温存術が難しい場合は、先に薬物療法でがんを小さくしてか
ら手術する場合もあります（術前化学療法）。

▪乳房切除術(全摘術)
　乳房切除術とは、乳頭乳輪を含めたすべての乳腺を切除する方法です。乳頭のない平らな胸となりますが、長所は乳房内再
発の可能性をなくせることと、多くの方で術後の放射線治療を行わなくてよいことです。がんがすべて摘出された場合、温存術
でも全摘術でも予後（見通し）には差がないことが分かっています。
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病期4（ステージIV） 乳房から離れたところに転移しているもの

鎖骨下リンパ節や鎖骨上リンパ節に転移が拡がっているもの
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乳房再建手術の手術法
　再建手術は大きく分けて2種類に分けられます。

【自家組織を使って再建する方法】
患者さん自身の背中（広背筋）やおなか（腹直筋）の筋皮弁（血流

のある皮膚・脂肪組織・筋肉）を移植する方法です。
腹部・背部の皮膚・脂肪に血管をつけて採取し、皮膚や・脂肪
を血流がある状態で胸部に移植することができる再建法です。あ
くまでも自分の体の一部を用いているため、良好な形態の乳房再
建を行える。

長所：感染に強い
　　　人工物と比較してメンテナンスの必要性が少ない自然な柔
　　　らかさと、仰向けや動いた際に自然な乳房の動き
短所：腹部もしくは背部に切開するため傷跡が残る
　　　手術時間・入院期間が長くなる
　　　移植した皮弁が壊死する可能性あり、壊死が広範囲の場
　　　合は良好な乳房形態の再建が困難

【エキスパンダー/シリコインプラント法】
　まず1回目の手術で胸の中(大胸筋下層)にエキスパンダー（図1）
と呼ばれる袋を挿入し、術後、袋の中に生理食塩水を徐々に加え
皮膚と筋肉を十分に拡張していく。
約半年で皮膚と胸筋が拡張した後、新しいシリコンインプラント

（図2）に入れ替えて再建を行う。

長所：自己組織による再建よりも整容性が高いことが多い　　
　　　(見た目がいいこと)
　　　手術時間・入院期間が短い
　　　手術侵襲が少ないため肉体的負担が少ない
短所：最低でも２回手術を受ける必要性がある
　　　エキスパンダー挿入中はMRI撮影ができない
　　　触るとやや硬く、仰向けや動いた際に乳房に自然な動きが
　　　ない

乳輪乳頭再建
　これまでに述べた乳房再建手術では乳輪と乳頭は再建されません。
乳房再建手術が終了ししばらくして希望があれば乳輪乳頭の再建が可能です。
再建方法は手術や刺青のほか、シリコン製の人工乳頭などがあります。

乳房再建手術
　「乳房再建手術」は乳がん手術により損なわれた乳房を取り戻すために行う形成外科分野の手術です。
手術法は1つではなく手術時期についても患者さんに選択肢があります。
　当科では、乳房再建術を良い点・悪い点をご説明しながら、患者様のいままでと変わらない生活スタイルを送っていきた
いという希望に寄り添い、提案を実施しています。自分の体型にあった洋服を着て、旅行にいったり、温泉に入ったり、スポー
ツをしたりと希望があるかと思います。ひとりで悩まず、ぜひ当院形成外科医に相談してください。

乳房再建手術の時期
　再建手術の時期で分類すると2つに分かれます。

【一次再建】乳房の手術と同時に再建手術を行います。
　　長所：乳房の喪失感が少ない
　　　　　手術回数が少なく経済的・身体的負担が少ない
　　短所：乳房再建について熟考する時間がない

【二次再建】乳がん手術後に一定期間を経て患者さんの希望時に再建手術を行います。
　　長所：まずは乳がん治療に専念できる
　　　　　乳房再建について熟考の時間がある
　　短所：手術回数・経済的負担が多くなる

乳がん特集／形成外科

・日本形成外科学会専門医
・日本熱傷学会専門医
・日本形成外科学会皮膚腫瘍外科指導専門医
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形成外科部長

吉牟田  浩一郎

エキスパンダー（図1） シリコンインプラント（図2）

手術回数

一期再建

二期再建

メリット

デメリット

乳がん手術と同時に行う
【一次再建】

乳がん手術後、一定期間をおいてから行う
【二次再建】

1回の手術で完成させる場合
”一次一期再建”という

1回の手術で完成させる場合
”二次一期再建”という

エクスパンダー使用後に完成させる場合
”一次二期再建”という

エクスパンダー使用後に完成させる場合
”二次二期再建”という

・乳房の喪失感がない
・入院期間が短く、経済的・身体的負担が少ない
・一次二期再建では、エクスパンダー挿入中に
  再建方法に熟考する時間がある

・まず、がん治療に専念できる
・再建手術についての情報収集と熟考できる時間がある
・乳がん手術とは別の施設で再建を行うこともできる

・一次一期再建では手術について熟考する時間が短い ・再建手術の回数が増える(最低でも2回)
・入院手術費用が増える
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15～25cm
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　乳がんの初期症状の1つである石灰化を映し出すことが
可能となります。
　また、乳がんにも種類が多くあり、触っても判断が難し
い早期の乳がんや、しこりを作らない乳がんなどを発見す
ることも容易となります。

　昨今、放射線機器もレントゲン、CT、MRIなど多くの機器
があり、用途は多岐にわたります。その中でも、マンモグラ
フィは乳房専用のレントゲン機器です。
　放射線量も少ないため、安全に乳がん検出が出来るのが
特徴です。

　乳房を挟みながら圧迫を行い、ブラインドエリア(撮影で入
らない乳房の範囲)を補うために、当院は上下方向(CC)及び
左右方向(MLO)の2方向より撮影を行っています。

マンモグラフィ検査について
マンモグラフィって？

なにがわかるの？

どうやって撮影するの？

　乳房を圧迫するのは、乳房を薄く均等に広げることによっ
て、乳腺の重なりを少なくし、乳房の組織や病変を詳細に
写すためです。また、圧迫することにより、より少ない放射
線量で撮影を行うことができます。

なぜ乳房を圧迫するの？

・当院は日本乳がん検診精度管理中央機構による「マンモグ
ラフィ検診施設画像認定施設」です。
・マンモグラフィ検査は、専用の検査室や更衣室があり、「検
診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師」の資格を有する
女性放射線技師が検査を行っております。
・撮影後の画像は「検診マンモグラフィ読影認定医師」の資
格を有する放射線科読影医や乳腺外科医が読影を行い、迅
速に解析結果を判定しております。

マンモグラフィ検査における当院の特色

放射線科で受付後、検査室前でお待ちいただき、順番
が来たら撮影室内に設置している　　
更衣室にて専用の検査着に着替えていただきます。
検査は着替えを含めて15分程度で終了します。
撮影は通常の検査では、片方の乳房につき2方向、計4
回撮影を行います。
1回の撮影における乳房の圧迫時間は1分程度となります。
※症状に応じて追加で撮影を行う場合もあります。

検査終了後は再び更衣室で着替えをしていただき、マ
ンモグラフィの写真をお渡しいたしますので、検査室前
でお待ちください。
マンモグラフィの写真を受け取りましたら、外来へお戻
りください。

～当院での撮影の流れ～

•放射線を使用して撮影を行うため、妊娠中またはその可
能性がある方は、必ずお申し出ください。
•手術後(ペースメーカー、CVポートなど)の方、乳房におけ
る美容整形後(豊胸など)の方などは十分な圧迫ができな
いことなどにより撮影ができない場合がありますので、該
当する方はお申し出ください。
•授乳中の方は検査前に搾乳を行っていただくことがありま
すので、事前にお申し出ください。
☆ご不明な点や気になることがあれば、お気軽に担当の女
性放射線技師にお尋ねください。

検査時の注意事項

がん看護専門看護師 田村早苗

乳がんセルフチェック

当院は検診マンモグラフィ撮影認定を持った
専門の女性放射線技師が常駐しています！！

乳がんは早期発見が大切な病気なので、
これを機に当院へ受診されてはいかがでしょうか？

心よりお待ちしております。

❶

❷

❸

❹

セルフチェックの必要性
　乳がんは、自分で見つけやすいがんのひとつなので、乳が
ん検診と合わせてセルフチェックを行うことで早期発見す
ることができます。継続的にセルフチェックを行うと、いつも
と違う乳房の変化に気付きやすくなるので、乳がん検診の
対象になっていない40歳未満の方でも、１か月に１回はセ
ルフチェックを行いましょう。　

セルフチェックのタイミング
　閉経前の方は、排卵から月経終了までは乳房が張ってい
るため、セルフチェックは月経が終わってから１週間くらい
の間に行いましょう。閉経後の方は、月初めに、など自分で
日付を決めて行うと良いでしょう。

セルフチェックの方法
１．まずは鏡の前でよく見てチェック
・左右の乳房の大きさや
形の差、表面のくぼみや盛
り上がり、乳頭の湿疹やた
だれなどがないかチェック
しましょう。
・鏡に向かい、両腕を挙げ
た状態や下ろした状態な
ど色々な角度で見てみま
しょう。

２．次は鏡の前で
　  触ってチェック
・入浴時に手に石けんを
つけて行うと、滑りがよく
しこりに気付きやすいので
おすすめです。
・片手を挙げた姿勢で４
本の指の腹を使い、乳房に
うずを描くように外から内
へ手を動かして、しこりが
ないかをチェックします。
指の腹で適度に圧迫する
ようにゆっくりとなでていきます。

このとき、わきのしたにしこりがないかもチェックします。
・乳頭は軽く搾るようにつまみ、分泌物がでないかをチェッ
クします。

３．最後は寝ながらチェック
・あお向けに寝て、バスタオルや低めの枕を背中の下に入
れた姿勢で行います。こうすることで、乳房が全体的に広
がって、しこりを発見しやすくなります。
・まず左手を上に挙げて頭の下に入れ、左乳首の内側から
胸の中央部まで、右手の４本の指の腹を使ってしっかり滑
らせるようにして、しこりがないかチェックします。内側が終
わったら、左乳房の外側から左乳首の手前まで、同じように
チェックします。
・同じように、右手を挙げて頭の下に入れて、右乳房の
チェックも行います。

がんと診断された方やそのご家族へ
がんと診断された方やそのご家族は、突然の悪い知らせに
大きな衝撃や不安を抱くことがあります。がん看護専門看
護師は、がん患者さんとご家族の気持ちに寄り添ってお話
していく中で、出来るかぎり不安やつらさを和らげてその人
らしく過ごせるよう、心のケアや情報提供を行います。
乳がん治療中の方は、身体面では抗がん剤治療による脱毛
や爪の変化、乳房全摘出を選択した場合のスタイルの変
化、放射炎治療中の皮膚炎のケアなどを心配される方もい
らっしゃいます。ウィッグやヘアキャップ、術後用ソフトブラ
ジャーやパッド、爪や皮膚のケアに関する説明なども行って
いますので、ご希望時にはスタッフに声を掛けてお呼びだ
しください（他の患者さんの対応中にはお待ち頂く場合が
あります）。

CC
（頭尾方向）

MLC
（内外斜位方向）

縦方向で少し斜めに挟んで撮影します。
緑色の矢印の方向（内側・斜め上）から
圧迫を加えていきます。

上下方向で挟んで撮影します。
緑色の矢印の方向（上側）から
圧迫を加えていきます。


