
　5月16日〜19日、第26回日本乳癌学会学術総会
（会長 京都大学大学院医学研究科外科学講座
乳腺外科学 戸井雅和氏）が開催されました。国内
外から多くの専門家が参加し、発表や講演、シンポジ
ウムなどが行われました。そして最終日には、市民公開
講座が企画され、たくさんの人々が乳がんについての
理解を深めました。

日本乳癌学会学術総

会では、毎回開催地

近郊の市民の方を対

象に、乳がんの啓発

活動をしています。今回の主な内容は２つあり

ます。１つは、「敵を知り己を知れば百戦あや

うからず」。遺伝のことについてお話いただき

ます。もう１つは、「備えあれば憂いなし」。乳

がんは検診を受けて早期に発見できれば大事

に至らないがんです。今日の話を聞いて、検診

を受けていただければと思います。

京都乳癌研究ネットワー

クの先生方より、乳がん

を理解するためのレク

チャーが行われました。大阪赤十字病院乳腺外科・露

木茂氏「乳がんの疫学」、京都第一赤十字病院乳腺

外科・李哲柱氏「乳房の構造」、日本赤十字社和歌山

医療センター乳腺外科・芳林浩史氏「乳がんの診断」、

神鋼記念病院乳腺センター・山神和彦氏「乳がんの治

療」と、４つのテーマについて解説がされました。

2017年3月に乳がんの

手術を受け、治療を続け

ている女優の藤山直美

氏によるトークが行われました。がんと告知され

た時の驚き、そして手術や抗がん剤・放射線治

療についての実体験を語ってくださいました。

その明るく、前向きな言葉に、会場全体が勇気

づけられ、和やかなムードに包まれました。
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　乳がん検診は、1987年に法律

が整備され、視触診での検診が始

まりました。2000年からは、50歳

以上にマンモグラフィが導入され、

2004年には、40歳以上を対象に、

2年に一度という国の方針になりま

した。これが現在の日本の検診のス

タンダードです。

　乳がんが見つかっても、非浸潤

の状態である０期で手術をすれば、

10年後の生存率はほぼ100％、リ

ンパ節に転移をしてない小さながん

であれば、10年後の生存率は95％

以上です。小さながんを早期に発

見できれば、入院費や治療に関す

る費用、入院外の費用が抑えられま

す。再発の危険性も非常に低いで

すが、ステージ３ぐらいのがんにな

りますと、入院費用もかかりますし、

お金のかかる治療をしても再発の

危険性は高いです。

　乳がん検診は死亡率の減少とい

う〝利益〟もありますが、〝不利益〟

もあります。検診で見逃されてしま

う危険性（偽陰性）や、がんと区別

がつきにくい良性のしこりが見つか

り、再検査を受ける（偽陽性）、成長

が遅く、命にはほとんど影響がない

がんまで見つけて手術をする（過剰

診断）などです。

　検診時に発見できず、次の検診が

来る前に自覚症状が出現して発見さ

れる「中間期がん」もあります。これ

は見えるものがあったのに、見落とし

たのではなく、先の検診では見えな

いがんもあるということです。マンモ

グラフィの検診では、50歳、60歳代

は90％近く発見できますが、39歳

~49歳に限ると、やや効果が弱くな

ります。原因は「高濃度乳房」です。

40歳代の若い人の画像では、白く

映る乳腺のなかに腫瘤が隠れてしま

い、見つけにくいのです。高濃度乳

房の場合、超音波検査を追加する研

究がすすめられています。

　早期発見に勝る予防はありませ

ん。乳がん検診を受けてください。

検診には、利益、不利益があり、マ

ンモグラフィも万能ではありませ

ん。検査結果を過信せずに異常を感

じたら、専門の施設で見てもらう柔

軟性も必要です。

今回は、乳がんに対する研究、診

療の問題の解明、そして新しい治

療の開発が進んでいることを実感

した学術総会となりました。どんな

臨床試験かについて患者さんに

参加してもらうミニシンポジウムも

行いました。これはまだ小さい動

きかもしれませんが、おそらく今後

大きくなると思います。Stand Up 

to Cancerという世界的な大き

な動きがあります。Stand Up to 

Breast Cancer、乳がんはなかな

か撲滅できる病気ではありません

が、制圧して行こうということにつ

ながる機会になったと思います。最

後までお付き合いいただき、ありが

とうございました。

　家族や親戚にがんの人が多い

と、「うちはがん家系」「がん体

質」と言ったりしますね。乳がんや

卵巣がんになりやすい遺伝子が

あることが分かってきています。

遺伝子とは体の設計図だと思って

ください。設計図が少し違ってい

ても何の影響も及ぼさないことも

ありますが、影響を及ぼす変異を

持っていることを「遺伝子変異が

陽性」と言ったりします。

　変異には、親から子へと引き継

がれる「生殖細胞系列の変異」

と、後天的な変異がある「体細胞

変異」の2種類があります。「生殖

細胞変異」の遺伝性の乳がん・卵

巣がんと関連する代表的な遺伝子

に、BRCAとBRCA2があります。

若い年齢で乳がんを発症する、両

方の乳房にがんが発症する、何回

も乳がんを発症する、乳がんと卵

巣がんの両方を発症するといった

特徴がみられます。

　親から子へと遺伝すると言うと、

「この遺伝子変異があったら、娘

も？」と心配になると思います。子

どもは父親と母親から1つずつ遺

伝子をもらうので、変異のある遺

伝子を持っている可能性は50％。

この遺伝子変異があると、卵巣が

ん、乳がんになるリスクは高くなり

ますので、若い年齢からの検診が

必要になります。

　予防的切除についても言われ

ています。乳がんを経験した人で、

遺伝子変異があり、再び乳がんの

リスクが高い方は、カウンセリン

グ体制の整備などを条件に、がん

でないほうの乳房の切除を強く推

奨すると乳癌学会のガイドライン

が改訂されました。とは言え、手

術に伴うリスクや心理的な負担も

あります。また、予防的乳房切除

で乳がんの再発が100％ないと

いうことではありません。ですから

決して、予防的切除をやらなけれ

ばならない、ということではありま

せん。各個人が十分に検討した上

で、そういった選択肢を選ぶこと

もできる体制を整えることが必要

だと考えています。

ーーー マンモグラフィは痛みを伴い
ます。マンモグラフィの機械の工夫
はされないのでしょうか？あのガラ
ス板はなんとかなりませんか？

鈴木氏 ガラス板の工夫は、少し角度

をつけるようにして圧力を逃がすな

ど頑張ってはいます。マンモグラフィ

は押さえつけることで、ぶれない写

真を撮ることができます。厚みも大切

です。5㎝を4㎝にできれば、撮影に

必要な放射線量を半分に減らすこと

ができ、被ばくを低減できます。いい

診断にはいい写真が必要なので、協

力してほしいと思います。

ーーー 経過観察をすることで治療
開始が遅れることは最も心配です。
一度は大丈夫と言われても定期的
に検査を受けた方がよいのでしょ
うか？

戸井氏 これもなかなか難しい質問

です。異常はないといわれ、経過観

察をしているなかで悪性の診断を受

けた人が多くおられます。

鈴木氏 経過観察の内容を確認する

ことが必要です。経過観察していた

のに、がんになったわけではないと思

います。経過観察しなければがんの

発見が遅れてしまいます。しかるべき

時に、しかるべき間隔で検査を受け

られるのがよろしいと思います。

ーーー 遺伝子検査を受けた方がい
いと言われた。したほうがいい条件
や状況は？遺伝子検査はどういう方
が受けるのかは専門家の間でも意
見がいろいろあるとのことですが。

戸井氏 ここからは、今日の後半に関

する質問です。トリプルネガティブ乳

がんと、50代前半で診断を受けた方

からの質問です。

山内氏 がん家系にもいろいろな遺

伝子があることが分かってきていま

す。どのようながんの方が多いか家

系図を書いてみれば、可能性のある

遺伝子をある程度想像できる場合が

あります。また、遺伝のカウンセリン

グに行くと、どういう可能性があるか

説明してくれます。女性のきょうだい

が少ない、親戚同士で病気について

オープンにする機会が少ないなど、

家族歴にもトリックがあります。親戚

が集まった機会に、聞いていただけ

たらと思います。

戸井氏 実際に診療をしていますと、

最初より、2回目にうかがったときの

方が、家族歴が増えることがありま

す。その情報は医療者に伝えていた

だけたらいろいろと助かることがある

と思います。

　次にガイドライン改訂について、

中村先生にうかがいたいのですが、

より予防的なリスクを下げる治療方

法が推奨される方向に行っているの

ではないかと思います。今後の見通

しはどうなのでしょうか？

中村氏 これまで日本の医療は早期

発見・早期治療で、がんを治すことに

焦点があてられていました。世界的

には、これからはがんになりやすい人

を見つけて、がんを発症させない、予

防することに舵が切られています。

がんになりやすい遺伝子を親からも

らっている人を見つける。その人に早

く、がんにならないような対策、予防

的切除もそのひとつですが、ほかに

も薬を早めに飲むことでがんになる

ことを防ぐといったことが、世界では

行われつつあります。

　また遺伝のようなものだけではな

く、がんになりやすい体質を調べる

研究も進んでいます。今後、5年、10

年のスパンで予防医療に力を入れ

ていくと思います。

鈴木 昭彦 氏
東北医科薬科大学 乳腺内分泌外科

早期発見に勝る

予防はなし

検診を理解して受診を

山内 英子 氏
聖路加国際病院 乳腺外科

遺伝的な

がんリスクの解明も

進んでいます
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