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　当院では、医師とともに、看護師や薬剤師、他科のスタッフがチームを組み、そ

れぞれの立場から乳がん患者さんのケアにあたっています。あなたは今、不安な気

持ちで一杯かもしれません。しかし、あなたと同じような乳房の治療を受けた患者

さんはたくさんいらっしゃいます。そして、その多くの方が健康な生活を取り戻し、

充実した人生を過ごされているのです。

　私たちスタッフも、あなたが少しでも早く病気をのりこえられ、日常生活に戻れ

るよう手助けできればと考えております。

　どうぞお気軽にご相談ください。
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当院における診療の流れ

・治療法の説明
・治療に必要な検査は
　外来で行います。

・家族歴のある方は、
　遺伝子カウンセリングを
　行います
　（ 遺伝子検査→
　　術式の決定）

診断法（外来） 乳がんと診断

術前化学療法（外来）

初診

精密検査

・問診・視診・触診
・超音波検査
・マンモグラフィ
・細胞診
・組織診
 　　コア針生検

 　　バコラ生検

 　　マンモトーム生検（ （

・MRI
・超音波検査

CT/PET-CT
骨シンチ（ （

（3～6ヶ月）

8p - 9p8p - 9p

33p - 36p

14p

術前内分泌療法（外来）

5

術前麻酔科診察（全身麻酔の場合）

手術療法（入院が主体）

摘出した
乳がん組織の検査

追加切除術　または

乳房切除術  ＋ / －  再建術

術後化学療法（外来）

放射線療法（外来）

内分泌療法（外来）

・腫瘍の大きさ
・ホルモン受容体
・HER2受容体
・核グレード
 ・腋窩リンパ節転移の有無

（3～6ヶ月）

（3～6週間・平日毎日）
1日約5分

・乳房部分切除術　・乳房切除術
・乳房再建術　・センチネルリンパ節生検　・腋窩郭清

★入院は手術前日です（当日のこともあります）
　ドレーンがない場合には約4日間の入院
　ドレーンが入った場合は抜去した翌日に退院可能
　（4～10日程度）

10p

18p

14p

11p

13p

12p

17p - 23p

 ・(多重遺伝子診断法)

（5 ～ 10年）
症状が安定したら連携クリ
ニック・紹介元クリニック
でフォローアップ
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乳がんとはどのようながんでしょう？

　現在の日本では年間約９万人をこえる人が乳がんにかかるといわれ、罹患率は

女性のがんの第１位になっています。女性のライフスタイルの変化や食生活の欧

米化などがその背景として考えられています。

　乳がんの発生・増殖には、特に女性ホルモン（エストロゲン）のバランスが関

係しているといわれています。年齢的には、40 歳代～ 50 歳代、閉経の前後にあ

る女性に一番多く、次いで 30 歳代、60 歳代に多く、少数ではありますが 20 歳

代の女性、70 歳代以上の女性、また男性にも発症がみられます。

　乳房はおもに母乳を分泌する乳腺組織と脂肪組織から形

作られています。乳がんはこの乳腺組織に発生する腫瘍で

す。母乳が作られる小葉からその通路となる乳管に移行す

る部位から発生し、増殖しながら乳管の内側を進展してい

きます。

　がんがこの乳管の内側にとどまっているものを非浸潤が
んといい、リンパ節や遠くの臓器に転移することはありま

せん。真の意味での早期がんです。この段階で見つかるの

は現在のところ乳がん全体の 10 ～ 20％です。

　一方、乳管の壁を壊し、がんが周りの組織（間質といいます）

にまでおよんだものを浸潤がんといい、リンパ節や遠隔臓

器に転移する可能性があります。非浸潤がんを放置すると、

多くは浸潤がんになっていくことがわかっています。

　手術前に針生検などで非浸潤がんと診断されても、それ

は病巣のごく一部をみて判断されたものであり、実際には

どこかに浸潤している部位があるかもしれません。そのた

め治療法を慎重に考える必要があります。

　また乳がんは、がん細胞の悪性度、発生部位、エストロゲン依存度の有無、治

療に対する反応、リンパ節および乳房以外への転移状況など、様々な要素により

分類されます。このような詳しい内容や分類は画像診断や生検、手術で摘出した

がん細胞の病理検査によって判定します。

　悪性腫瘍という言葉が使われることもあり、この中にはがんおよび肉腫と呼ば

れるものが含まれます。肉腫は頻度が少ないので、多くの場合悪性とがんは同じ

ものを指していると考えてよいでしょう。

正常

異型

非浸潤がん

浸潤がん

非浸潤がんから
浸潤がんへの変化

7

　リンパ系の一部で、全身に存在する豆のような形をした器官です。体内の組織の

あいだを流れるリンパ液を通過させ、老廃物や細菌、がん細胞などの異物をろ過す

る働きがあります。リンパ腺とも呼ばれ乳房の近くには、腋窩（わきの下）、鎖骨の

上下、胸骨の横にあります。リンパ節へのがんの転移の有無はその他の場所へのが

んの転移を予測、および治療方針を決定するために重要です。

　女性ホルモンのひとつで、主には卵巣で作られます。子宮の発育、子宮内膜の増殖、

乳腺組織の発育、月経、2 次性徴の発現などをおこす働きのあるホルモンです。閉

経した後もエストロゲンは体の中でつくられます。そこで重要な役割を果たしてい

るのは脂肪組織です。

■ リンパ節

■ エストロゲン

乳がんの発生小葉

乳がん

乳管 乳管内進展

間質への浸潤
（浸潤がん）

脂肪細胞
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乳がんの診断に使われる検査方法

　確実な診断のためには複数の検査が必要となります。主に、以下のような検査
が行われ、疑わしい部位の確認や病巣の広がりなどをチェックします。
　またしこりが発見された場合、触診だけでがんと診断することはできません。
そのしこりが乳がんであるか、良性のしこりであるかを、いくつかの検査により
調べる必要があります。

石灰化 マンモグラフィで発見することのできる所見で、形と分布で悪性か良性かを
判断します。乳管の中の細胞由来のカルシウムが沈着したものです。乳管を通る分

泌物の中にはカルシウムが含まれるため、良性であっても分泌物中の残りかすが石

灰化として現れる場合があります。検診などで検出される石灰化は良性のほうが多

いのですが、しこりの無い早期の乳がんを悪性石灰化として発見できる場合もあり

ます。

マンモグラフィと超音波検査はがんの性質などによって写りやすいものと写り
にくいものがあります。両方を併用することでより確実な診断を行います。

■ 超音波検査

　超音波を乳房にあてて、その反射を画像化します。放射線を使用しないため、妊

娠中の方でも検査が可能です。数ミリ程度の小さなしこりもみつけることができま

す。またのう胞（水のたまり）かどうかなどしこりの内部構造の鑑別が可能です。

■ 視・触診

　乳房を見て、あるいは手で触れて確かめます。

■ マンモグラフィ

　乳房専門の X 線撮影です。触診では分からないような、早期のがんや乳房内部の

がんを見つけるために欠かせない検査です。透明なプラスチック板で乳房を押しは

さんで撮影します。上下・左右から撮影することで、乳房の全体像をみることがで

きます。

■ 細胞診

　超音波検査などで腫瘍の位置を確認しながら、注射器の針を刺して細胞を吸引し、

良性か悪性かを調べます。診断が難しい場合は、太めの針を刺して腫瘍の組織を採

取する組織診が行われます。

9

■ PET-CT（陽電子放出断層撮影）

■ 組織診

　腫瘍に細胞診で使うものよりやや太めの針を刺して、組織の塊をくりぬくように

取り出して調べます（コア針生検）。やや太い針を使うために局所麻酔を使用します

が、外来で受けられます。

　また当院では、より多くの組織を採取できるマンモトーム生検、バコラ生検など

も適応を吟味して行っています。

■ MRI（磁気共鳴画像法）

　電磁波の照射によって体内の構造を画像化するものです。目的とする部位を選択

して撮影します。例えば乳房 MRI は乳房のみを観察します。

■ 骨シンチグラフィ

　がんに取り込まれる性質のある アイソトープ（放射線同位元素）を注射して撮影し、

がんが骨に転移していないかを調べます。術後の定期検査で用いることは現在あま

り意義がないとされています。

■ 腫瘍マーカー

がん細胞が体内に存在するときに血液中で増加する物質ですが、がんであっても数

値が上がらないこともあります。乳がんが再発したとき治療の効果をみるために使わ

れます。術後の定期検査で測定することは現在あまり意義がないとされています。

■ CT スキャン（コンピュータ断層撮影）

　コンピュータを用い、身体の断面を X 線撮影する検査です。さまざまな部位を同

時に評価することが可能です。主に、遠隔転移の評価のために行います。

がんの広がりや遠隔転移の有無などを調べる検査

　ブドウ糖に似た放射性薬品（18F-FDG）を体内に注射し、PET-CT装置で撮像します。

細胞の機能や臓器の形態が詳しくわかり、診断や治療に大変役立ちます。
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乳がんの治療

　乳がんには、有効な治療法がさまざまあります。がんの性質や進行度に合わせ
て治療法を選択し、組み合わせています。安心して治療に取り組むためにも、ど
のような治療が、どうして行われるのか、よく知っておくとよいでしょう。
　大きく局所治療と全身治療に分けることができます。乳がんでは手術で完全に
がんが取りきれたと思われても、再発することがあります。とくに浸潤がんでは、
検査で見つけられないようながん細胞の小さなかたまりが体のどこかに散らばっ
ている（微小転移）ことがあります。これらは手術や放射線療法のような局所的
な治療だけで治すことはできません。全身的な治療をあわせて行っていくことが
重要となります。

局所治療

■ 手術療法

　乳房に存在するがんを切除して取り除き、その部位での進

行を極力防ぎます。

　乳房切除術と乳房部分切除術があります。乳房再建術を行

うこともあります。

　非浸潤がんでは全身に転移を起こしていないため、手術に

よって 100％近く治すことができ、もっとも重要な治療とな

ります。

　乳がんは腋窩（わきの下）リンパ節に転移することがもっ

とも多く、浸潤がんのおよそ 1/3 は既にリンパ節転移を起こ

していることが知られています。一方で、リンパ節を広範囲

切除する（郭清）することでリンパ浮腫などの合併症のリス

クが高まることも事実です。そこでセンチネルリンパ節生検

（p20）を行って転移の有無を確認し腋窩リンパ節郭清が必

要かどうかを判断しています。

乳房

腋窩リンパ節
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■ 放射線療法

全身治療

腋窩

胸壁

鎖骨上窩

　乳房部分切除術を行った後、温存した乳腺に放射線をあて、乳房内の再発を予防

します。乳房切除術を行った場合、原則放

射線療法の必要はありませんが、リンパ節

転移が発見された際には、胸壁や腋窩、鎖骨

上窩などへ放射線をあてることにより再発

予防を図ることがあります。

　放射線療法は、通常、手術後４～６週目

ころから始めて、３～６週間ほど行います。

平日に毎日通院していただきます。当院地下１階放射線腫瘍科において、専門の放

射線腫瘍医が担当します。毎日の通院が大変な場合は医療連携室を通して、ご自宅

の近くの病院をご紹介することも行っています。１回の照射時間は、５分程度です。

毎日少しずつ行うのは、がん細胞を破壊しつつ、正常細胞への影響を最小限にとど

めるためです。これを少量分割法といいます。

　放射線の影響で、皮膚が日焼けしたように赤くなったり、色素沈着や脱色、乳房

が熱感をもつなどの副作用がみられることがあります。終了後徐々に改善してきま

す。皮膚症状が強い場合は外用薬などで対応します。脱毛や吐気は通常ありません。

● 化学療法（抗がん剤治療）
　一般に抗がん剤を点滴で投与します。薬剤が血液とともに全身に広く行きわたり、

体内に潜んでいるかもしれないがん細胞を死滅させようという治療です。化学療法

の有効性（再発予防、生存率向上）は多くの臨床試験で確認されています。乳がん

の治療において極めて重要な方法です。副作用対策も進歩しており、基本的に外来

通院で治療を行うことが可能です。

● 内分泌療法（ホルモン療法）
　多くの乳がんは女性ホルモンの刺激を受けて増殖します。そこで内分泌療法によっ

て女性ホルモンの分泌を抑制したり、がん細胞がもつホルモン受容体をブロックし

たりすることによってがん細胞の増殖、転移を防止しようという治療です。

● 分子標的薬
　病気の細胞（がん細胞など）の表面にあるたんぱく質や遺伝子をターゲットとし

て効率よく攻撃する薬です。HER2たんぱくに対するハーセプチン®（トラスツズマ

ブ）が代表的な薬剤です。
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全身治療の指標

　生検や手術で摘出した組織は顕微鏡で、がん組織があるか、またそのがん組織に

はどのような性質があるかを調べます（病理検査）。全身治療は、年齢や閉経の状況、

健康状態などに加えて、この病理検査の結果を重要な指標として適応を判断します。

●  組織型（非浸潤性乳管がん、通常型浸潤性乳管がん、特殊型(粘液がん、小葉がんなど)）
　通常型浸潤がんは乳頭腺管がん、充実腺管がん、硬がんに分類されますが、治療

方針を決める上ではそれほど重要ではありません。

●  腫瘍の大きさ
がんが浸潤している部位の大きさを測定します。非浸潤がん部分は評価に含みません。

●  核グレード
がん細胞の核の形態と核分裂の程度を評価して 3 段階に分類します。

●  腋窩リンパ節の転移状況

●  エストロゲン受容体（ER）、プロゲステロン受容体（PgR）の有無
　乳がん細胞にエストロゲンやプロゲステロンに反応する受容体があるかどうかを

調べます。ER/PgR がある場合は、女性ホルモンの影響を大きく受けて成長するタイ

プの乳がんであることを意味します。受容体陽性の場合は内分泌療法の効果が期待

できます。

●  HER2（ハーツー）タンパクの発現
　HER2 タンパクは乳がん細胞の表面に発現し、がん細胞の増殖を促す作用を示すと
言われています。近年、この HER2 タンパクの作用を抑制する ハーセプチンという
薬が開発され、広く使われるようになりました。ハーセプチンは HER2 タンパクを多
く発散しているがん細胞のみを標的に効果を示すため、一般の抗がん剤に比べて副
作用が軽度です。免疫染色検査で強陽性（3+）の場合、ハーセプチンの適応となります。
2+ の場合は DNA 検査（FISH 法）を追加して判定することがあります。

●  多重遺伝子診断法（オンコタイプDXなど）
　乳がんの再発リスクを調べる検査法です。手術で採取した乳がん組織を使って、が
ん細胞に含まれる遺伝子を調べます。再発リスクだけでなく、化学療法の適応となる
かの判断に迷う場合に用いることがあります。日本で保険適応外のため、自費診療と
なります。

●  Ki-67
　Ki-67は細胞の増殖能を示しています。ホルモン陽性乳がんの参考に用います。

31

内分泌療法

薬剤名

LH-RH アゴニスト
ゴセレリン

（商品名： ゾラデックス）
リュープロレリン

（商品名：リュープリン）

作用・特徴

• 卵巣でつくられるエストロゲ
ンの分泌を低下させ、がん細
胞の発育を抑える。

• 卵巣機能が働いている閉経前
の人に適応される。

投与方法

下腹部への皮下注
１ヶ月または３ヶ月または６ヶ
月に１回

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

薬剤名

抗エストロゲン剤
タモキシフェン

（商品名： ノルバデックス）
トレミフェン

（商品名：フェアストン）

＊ジェネリックもあります

作用・特徴

• がん細胞にあるエストロゲン受
容体（ER）を阻害してエスト
ロゲンが結合するのを防ぐこと
で乳がんの発育を抑える。

• 閉経前の人にも閉経後の人に
も使用できる。生理が止まる
ことは少ない（5％未満）。

注）卵巣を抑制する薬剤ではあ
りません。

投与方法

1 日 1 回服用

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

• 下り物が多い
• 子宮体がんのリスクがごくわ

ずか上昇。子宮体部の定期的
な検診は勧められていません。
少量の不正出血が 1-2 週間以
上続くようなら放置せず婦人
科を受診してください。

薬剤名

アロマターゼ阻害剤
アナストロゾール

（商品名： アリミデックス）
エキセメスタン

（商品名：アロマシン）

＊全てジェネリックもあります

レトロゾール
（商品名：フェマーラ）

作用・特徴

• 脂肪細胞を原料にエストロゲン
を作る際に必要なアロマターゼ
という酵素の動きを抑制するこ
とでエストロゲンの分泌を低下
させる。

• 卵巣機能が停止して閉経後の人
に適応される。

投与方法

1 日 1 回服用

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

• 関節痛（特に朝の手のこわば
り）

• 骨そしょう症

　乳がん細胞には女性ホルモン（エストロゲン）の影響を受けて増殖するものがあ

ります。内分泌療法（ホルモン療法）はこのような女性ホルモン（エストロゲン）

の影響を受けるタイプのがんに対して行われる治療法です。

　内分泌療法は化学療法よりも作用はマイルドですが、比較的副作用が少ないとい

う特徴があります。手術後、長期間（5 ～ 10年）継続して使用することで、再発予防

効果が期待できます。
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内分泌療法

薬剤名

LH-RH アゴニスト
ゴセレリン

（商品名： ゾラデックス）
リュープロレリン

（商品名：リュープリン）

作用・特徴

• 卵巣でつくられるエストロゲ
ンの分泌を低下させ、がん細
胞の発育を抑える。

• 卵巣機能が働いている閉経前
の人に適応される。

投与方法

下腹部への皮下注
１ヶ月または３ヶ月または６ヶ
月に１回

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

薬剤名

抗エストロゲン剤
タモキシフェン

（商品名： ノルバデックス）
トレミフェン

（商品名：フェアストン）

＊ジェネリックもあります

作用・特徴

• がん細胞にあるエストロゲン受
容体（ER）を阻害してエスト
ロゲンが結合するのを防ぐこと
で乳がんの発育を抑える。

• 閉経前の人にも閉経後の人に
も使用できる。生理が止まる
ことは少ない（5％未満）。

注）卵巣を抑制する薬剤ではあ
りません。

投与方法

1 日 1 回服用

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

• 下り物が多い
• 子宮体がんのリスクがごくわ

ずか上昇。子宮体部の定期的
な検診は勧められていません。
少量の不正出血が 1-2 週間以
上続くようなら放置せず婦人
科を受診してください。

薬剤名

アロマターゼ阻害剤
アナストロゾール

（商品名： アリミデックス）
エキセメスタン

（商品名：アロマシン）

＊全てジェネリックもあります

レトロゾール
（商品名：フェマーラ）

作用・特徴

• 脂肪細胞を原料にエストロゲン
を作る際に必要なアロマターゼ
という酵素の動きを抑制するこ
とでエストロゲンの分泌を低下
させる。

• 卵巣機能が停止して閉経後の人
に適応される。

投与方法

1 日 1 回服用

副作用

• 更年期症状に似たような症状
( ほてり、熱感、肩こり等）

• 関節痛（特に朝の手のこわば
り）

• 骨そしょう症

　乳がん細胞には女性ホルモン（エストロゲン）の影響を受けて増殖するものがあ

ります。内分泌療法（ホルモン療法）はこのような女性ホルモン（エストロゲン）

の影響を受けるタイプのがんに対して行われる治療法です。

　内分泌療法は化学療法よりも作用はマイルドですが、比較的副作用が少ないとい

う特徴があります。手術後、長期間（5 ～ 10年）継続して使用することで、再発予防

効果が期待できます。



　   14

化学療法

化学療法は抗がん剤を投与して、がん細胞を攻撃して死滅させる治療法です。手
術や放射線治療が体の一部だけにはたらきかける『局所治療』であるのに対して、
抗がん剤は『全身にはたらく治療』といえます。化学療法では、検査では発見でき
ないほどの小さな転移の芽（微小転移巣）に対する治療効果を期待できます。一方、
正常な細胞にも一時的に影響を与えるためにそれが副作用となって現れます。近年
は副作用対策も向上していますので、できる限り副作用を軽減して、治療に臨める
ように配慮しています。抗がん剤の利益（ベネフィット）と副作用・危険性（リスク）
をよく考えて、治療を行うことが大切です。

■ １. 術前化学療法
　手術前に行う化学療法のことです。この治療法のメリットとしては以下のような

ものがあります。

• 腫瘍を縮小させることによって乳房温存療法の適応が拡大し、温存率が向上す

る、あるいは切除不可能な大きさのがんを切除可能な大きさにすることができ

る。（効果があっても必ず温存療法が可能となるわけではありません。）

• 化学療法の効果を直接確認することができる。

• 効果のある薬剤の目安がつけられる。

化学療法の効果がない場合や逆に腫瘍が増大する場合は、早めに薬剤を変更するか、

治療を中止して手術をくり上げることで対応します。

■ ２. 術後化学療法
　手術後に行う化学療法のことです。12 Ｐに示したような指標を参考にしたり、本

人の希望を勘案して化学療法の適応を決めます。

スケジュール

　通常 3 週間毎に通院してもらい、約 2 時間の点滴を 4 ～ 8 回（3 ～ 6 ヶ月）行います。

抗がん剤の種類により 1 週間毎に通院して行うこともあります。

使用する薬剤やスケジュールについては治療開始前のオリエンテーションで詳しく
ご説明します。

51

化学療法の副作用

　代表的なものは骨髄抑制（主に白血球減少）、脱毛、吐き気、胃腸などの消化器粘

膜への影響（口内炎や下痢）、などがあります。これらの副作用の程度には個人差が

あります。

■ 代表的な副作用

　抗がん剤の治療を開始して 2 週間目頃に髪の毛が一気に抜けます。

これは髪の毛をつくる細胞（毛母細胞）が細胞分裂の活発なところで

あるために、抗がん剤の作用を受けやすく、結果として髪の毛が抜け

てしまいます。脱毛は抗がん剤の治療による一時的な副作用で、治療

が終了すると徐々に生え始めてきます。治療後に髪質が変化したり、

生え揃わない部分が残ることがあります。

　血液の中には白血球・赤血球・血小板の 3 つの成分があります。こ

れらの成分はすべて骨髄で作られます。抗がん剤の影響で骨髄機能が

低下することを、骨髄抑制と言います。白血球の数が少なくなると感

染しやすくなったり、感染が重症化したりします。手洗いやうがい、

マスク着用などの感染予防で対応していただきます。感染症状（発熱

など）に対しては抗生剤投与などを行います。

　抗がん剤によっては吐き気が出現することがあります。抗がん剤投

与前に吐き気を強力に抑える予防薬を使います。予防薬により、吐き

気をまったく感じない人もいます。さらに帰宅後に服用できるよう内

服の予防薬も処方します。詳細はパンフレットを御覧ください。

　化学療法は通常外来通院で行います。化学療法を行っていく上でできる限り副作

用を軽減させて日常生活を平常に近い状態に保つことは極めて重要です。バランス

の良い食事や適度な運動、趣味の活動などでストレスが少ない状態で過ごせるよう

心がけましょう。

脱毛

骨髄抑制

吐き気
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化学療法を安全に受けるために患者さん自身にも協力して頂きたいこと

• こまめに手洗い、うがいをする。
• お風呂やシャワーで身体を清潔に保つ
• 虫歯、巻き爪、吹き出物の化膿などは感染の原因になりやすいので、

化学療法を開始する前に早急に治療をしておく

　化学療法を開始するときには薬剤師、看護師により改めてオリエンテーショ
ンを行います。

オンコロジーセンター
での治療風景

ウィッグを使うのでしたら、
普段できないオシャレを楽
しんでみませんか。

71

手術の種類

　手術は乳房と腋窩リンパ節に対して行われます。これらはがんの広がり、位置、
乳房のサイズやバランス、リンパ節転移の有無など考慮して決定されます。

乳房の手術

■ 乳房部分切除術

　がんの広がりを厳密に評価して、乳腺を部分的に切除します。皮膚の切開線はが

んの部位や大きさなどにより異なり、手術時に決定します。手術前に超音波検査や

マンモグラフィを再度行い、がんの広がりと考えられる部位を同定し、皮膚の上に

マジックで印をつける（マッピング）ことがあります。切除する範囲が広いほど温

存した乳房の変形する度合いが強くなります。乳房はもと通りになるわけではなく、

大きさが変わることもあります。術後にドレーン（排液管：貯留した体液を体外に

排出するためのチューブ）を挿入することもあります。術後は温存した乳房へ放射

線療法を行います。手術時、小さなチタン製の金属クリップを乳房内につけますが、

これは放射線治療時の位置決めに重要なものです。クリップが入っていても MRI へ

の影響はありません。治療終了後も取り除くことはありません。

※病変は正常乳腺に包み込むように切除するため、手術時乳がんそのものをみること
はできません。切除したものは後日病理検査で調べます。その結果、温存した乳房に
がん細胞の取り残しがあると考えられる場合には、再度追加手術をお勧めすることが
あります。取り残しの程度によって部分切除にするか、乳房切除術にした方がよいか
を判断します。乳房切除術後でも追加切除が必要になる場合がまれにあります。

( ドレーン )

切開部摘出範囲



　   16

化学療法を安全に受けるために患者さん自身にも協力して頂きたいこと

• こまめに手洗い、うがいをする。
• お風呂やシャワーで身体を清潔に保つ
• 虫歯、巻き爪、吹き出物の化膿などは感染の原因になりやすいので、

化学療法を開始する前に早急に治療をしておく

　化学療法を開始するときには薬剤師、看護師により改めてオリエンテーショ
ンを行います。

オンコロジーセンター
での治療風景

ウィッグを使うのでしたら、
普段できないオシャレを楽
しんでみませんか。

71

手術の種類

　手術は乳房と腋窩リンパ節に対して行われます。これらはがんの広がり、位置、
乳房のサイズやバランス、リンパ節転移の有無など考慮して決定されます。

乳房の手術

■ 乳房部分切除術

　がんの広がりを厳密に評価して、乳腺を部分的に切除します。皮膚の切開線はが

んの部位や大きさなどにより異なり、手術時に決定します。手術前に超音波検査や

マンモグラフィを再度行い、がんの広がりと考えられる部位を同定し、皮膚の上に

マジックで印をつける（マッピング）ことがあります。切除する範囲が広いほど温

存した乳房の変形する度合いが強くなります。乳房はもと通りになるわけではなく、

大きさが変わることもあります。術後にドレーン（排液管：貯留した体液を体外に

排出するためのチューブ）を挿入することもあります。術後は温存した乳房へ放射

線療法を行います。手術時、小さなチタン製の金属クリップを乳房内につけますが、

これは放射線治療時の位置決めに重要なものです。クリップが入っていても MRI へ

の影響はありません。治療終了後も取り除くことはありません。

※病変は正常乳腺に包み込むように切除するため、手術時乳がんそのものをみること
はできません。切除したものは後日病理検査で調べます。その結果、温存した乳房に
がん細胞の取り残しがあると考えられる場合には、再度追加手術をお勧めすることが
あります。取り残しの程度によって部分切除にするか、乳房切除術にした方がよいか
を判断します。乳房切除術後でも追加切除が必要になる場合がまれにあります。

( ドレーン )

切開部摘出範囲



　   18

■ 乳房切除術

　胸筋を残し、皮膚を一部含めて乳腺を切除します。胸筋を切除する方法は現在ほ

とんど行われていません。術後は切除した部位にドレーンを挿入します。

■ 補整下着

　乳房切除後は乳房の変形を補うための人工乳房やパッド、専用の下着などが市販

されています。サイズ、かたち、材質、デザインなど、さまざまな種類があるので、

自分にフィットするものを選び、利用されるのも良いでしょう。

　パンフレットなども用意していますので看護師にお尋ねください。

切除範囲

ドレーン

皮膚切開線

91

■ 皮膚温存乳房切除術

　皮膚をできるだけ残して乳頭乳輪および乳腺を切除します。がんの広がりに応じ

て切除範囲を決めます。術後はドレーンを挿入します。

【皮膚温存乳房切除術】

■ 乳頭乳輪温存乳房切除術

【乳頭乳輪温存乳房切除】
　乳頭乳輪を残して乳腺を切除します。未だ安全性や長期成積の評価が不十分なの

で、適応は慎重に検討する必要があります。

ドレーン ドレーン

皮膚切開線

ドレーン

皮膚切開線

皮膚切開線

皮膚切開線



　   18
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腋窩リンパ節の手術

■ センチネルリンパ節生検

　乳がん手術の合併症に患側上肢のしびれや腫脹、腋窩（わきの下）にリンパ液が貯
留したりする場合があります。この多くは手術に際して腋窩リンパ節を郭清すること
に伴うものです。腋窩リンパ節を郭清することは、乳がん細胞が転移をしているかど
うかを調べるために非常に重要です。病期を判断し、全身治療の方針を決める際に大
きな影響を与えます。しかし、腫瘍が小さい場合などには、リンパ節を切除してもが
ん細胞がリンパ節に転移をしていない場合が多くあります。不要なリンパ節郭清をで
きるだけ防ぐために、触診や画像検査でリンパ節が腫れていない場合にセンチネルリ
ンパ節生検を行います。センチネルリンパ節とは、乳がんからリンパが最初に流れ着
くと想定されるリンパ節のことをいいます。センチネルリンパ節生検はこのセンチネ
ルリンパ節のみを切除して、がん細胞の転移がないかを調べる検査手術です。センチ
ネルリンパ節にがん細胞の転移がなければ、それ以外のリンパ節にはがん細胞の転移
はないと考え、センチネルリンパ節以外のリンパ節の切除は行いません。センチネル
リンパ節生検は 95 ～ 97% 正確に転移を見つけることができます。
　具体的な検査の方法は、手術前日の午後か当日の朝、地下 1 階の核医学検査室で放
射性同位元素（RI、アイソトープ）を乳房（乳輪近くの皮下）に注入し、確認のシン
チグラフィを撮影します。その後は、通常通り手
術室に入室し、麻酔後、RI 注入と同じ部位から
青い色素を注入します（術後しばらく青い尿が出
ます）。RI の反応と色素の染まりを見てセンチネ
ルリンパ節を同定し、摘出します。通常センチネ
ルリンパ節は 1 ～数個あります。センチネルリン

■ 腋窩郭清

　手術前の検査で明らかな転移のあった方、センチネルリンパ節生検で転移の見つ

かった方が適応となります。腋窩のリンパ節は脂肪組織の中に埋もれています。こ

れらを一塊にして決められた範囲まで切除することを郭清といいます。腋窩郭清後

はリンパ液が貯留するためドレーンを挿入します。

センチネルリンパ節

乳がん

領域リンパ節

リンパ管
パ節に転移がみられた場合には腋窩郭清を行うこ
とがあります。まれにセンチネルリンパ節を確認
できないこともあり、その場合には腋窩郭清を行
います。外来で局所麻酔下にて、乳房手術の前後
にセンチネルリンパ節生検を行うこともあります。

12

乳房再建術

　乳がんの手術によって失ってしまった乳房を、新たにつくりなおす手術です。人

工乳房を筋肉の下に埋め込む方法（人工乳房再建）と背中やお腹の脂肪や筋肉の一

部を胸に移植する方法（自家組織再建）の 2 種類があります。乳がん手術に引き続

き行うこともできます（一次再建）し、数ヶ月～数年後に改めて行うこともできま

す（二次再建）。

　再建をお考えであれば、主治医および形成外科医に希望を伝え、よく話し合って

おく必要があります。元の乳房と全く同じ状態になるわけではないことをご理解く

ださい。

■ １. 適応

　ステージ０～Ⅱ期、大胸筋が温存されている（人工乳房の場合）ことです。

※上記以外でも、状態、希望により合併症を説明のうえ施行する場合があります。

■ ２. 再建時期

● 一次再建：乳房切除術と同時

● 二次再建：乳房切除術後、時期をおいて行う（術後何年経過しても施行可能）

■ ３. 再建方法での相違点
人工乳房（インプラント法） 自家組織

手術侵襲 小さい 大きい
入院期間 日帰り～数日 ２週間程度
手術跡 乳房切除の傷 乳房切除と皮弁採取部位
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■ 人工乳房を用いる方法（人工乳房再建）

■ 自家組織を用いる方法（自家組織再建）

【広背筋皮弁】
背中の皮膚・脂肪・筋肉の一部を胸部に移

動します。ボリュームが小さいため乳房の

大きな方には向きません。

エキスパンダーを
大胸筋の下に挿入

【二次再建 】
乳房切除術

エキスパンダー挿入
徐々に皮膚を伸展

人工乳房へ入れ替え

乳頭形成・乳輪形成

広背筋

皮膚

　人工乳房を覆うだけ健康な大胸筋と十分な皮膚がある場合に行うことができます。
乳房切除術、または乳頭乳輪温存乳房切除術に引き続き、通常はエキスパンダーと
呼ばれるバッグを大胸筋の下に埋め込みます。これを一次再建といいます。乳房切
除を行って時間が経ってからエキスパンダーを挿入する方法を二次再建といいます。
術後傷の状態が落ち着いてから、バッグの中に定期的に生理食塩水を注入して徐々
に皮膚を伸展していきます。数ヶ月を経た後に、形成外科医によりバッグを取り出
し人工乳房（シリコンインプラント）を挿入します。乳頭乳輪を切除している場合
は、その後に乳頭乳輪再建を行います。
　乳房切除後の検査でリンパ節転移の個数が多かった場合には放射線治療の追加が
勧められています。放射線照射後の人工乳房再建は合併症の頻度が増えるので適応
や経過を慎重に判断します。
　人工乳房再建術後の晩期合併症として、ブレストインプラント関連未分化大細胞
型リンパ腫（BIA-ALCL）が知られてきております。まれな疾患ですが早期発見が重
要となりますので、自己検診と医療機関での定期検診の継続が必要です。

【一次再建 】
乳房切除術＋エキスパンダー挿入

少しずつ皮膚を伸展
（ 6 ヶ月～ 1 年）

人工乳房へ入れ替え

乳頭形成・乳輪形成

32

【腹直筋皮弁】
腹部の皮膚・脂肪・筋肉の一部を胸部に移

動します。大きなボリュームを移植するこ

とができます。

【遊離皮弁（血管吻合を伴う）】
腹部の皮膚・脂肪を胸部に移動します。筋

肉を残すため、腹部の合併症は少なくなり

ます。微少血管を吻合するため、高度な技

術を必要とします。

●自家組織再建で遊離皮弁（血管吻合を伴う）を行った場合の例
＜手術前日＞

• 持続点滴を始めます。手術中、血が固まりやすくなるのを防ぐ目的です。

＜手術当日＞
• 手術は全身麻酔で行います。手術時間は 6 ～ 10 時間程度です（術中所見により

異なります）。

＜手術の翌日から＞
• 手術の翌日から 1 週間程度はベッド上にて安静となります。吻合した血管の血

流を安定させるためです。その後 1 週間で歩行などのリハビリを行い退院とな

ります。

• 手術前に用意していただいた腹帯を手術後から使用していただきます。胸帯は

必要ありません。

• ブラジャーは退院時にはワイヤーのないタイプから、手術後3 、4 週目より通

常のものをつけます。腹帯は 1 ～ 2 ヶ月、その後は補強下着などで固定を行い

ます。3ヶ月くらいはある程度の固定が必要です。運動は術後1ヶ月目から、

軽いものより始めます。

腹直筋
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腹直筋
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入院前の準備

入院中の生活

■ 入院当日

手術を受けるにあたって

■ 術前検査

　手術に必要な検査は外来で行います。

　血液検査にて一般的な検査を行うと同時に、感染症の有無や血液型の確認を行い

ます。ほかに胸部レントゲンや心電図を行います。

努め、睡眠を十分とるようにしてください。

■ 手術前は気分を和らげ、十分な睡眠を

　手術前は気分が高まったり、逆に気が滅入ったりして落ち着かないかもしれませ

ん。どんな手術でも体の調子を整えておくことが大切です。気分を和らげるように

■ 下着について

　術後、歩行時などにブラジャーを着けて頂く場合がありますので、ご自分の合っ
たブラジャーをお持ちください。再建予定の方は下着のアドバイスをします。
＊その他、入院時準備するものについては、入院手続き時のパンフレットをご参照ください。

■ 麻酔科外来

　入院前に外来で麻酔科医の診察をお受けいただきます。

　病棟看護師より説明がありますので、心配なことがあればお尋ねください。
・センチネルリンパ節生検を受けられる方は、手術前日午後または当日朝に必要な

注射と検査を行います。検査の時間は病棟の担当看護師がお知らせします。
・手術前に超音波検査やマンモグラフィを行って病変部位を確認し、乳房皮膚の上

にマジックで印をつける場合があります。また、安全対策の面から左右確認のた
め乳房皮膚にマジックで印をつけます。（マジックは消えないようにしてください）

・前夜のうちに入浴をすませ身体を清潔にしておいてください。爪を切り、マニュ
キュアを落としておいてください。
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■ 手術当日

• 手術は全身麻酔あるいは局所麻酔で行います。局所麻酔の場合も眠くなるよう

薬を使い、苦痛や不安を最小限にとどめるよう配慮しています。手術時間は 2 

時間程度です（術式等により異なります）。手術前には麻酔の準備があり、また

手術後にはしばらく回復室で体の状態を観察しますので、病室へ戻るまでの時

間はさらに 2 時間ほど長くなります。

• 病院で用意した手術着に着替えます。身につけているものはすべて外し、貴重

品はご本人で管理してください。

• 前日に入室の予定時間をお知らせしますので、ご家族の方にお伝えください。

• 乳房切除術やリンパ節郭清を行った場合は、手術部位の近くにドレーンが入り

ます。術後、排液量が少なくなったら抜去します。

• 手術後の痛みに対しては、痛み止めを使用します。我慢しないで看護師にお申

し出ください。

■ 手術の翌日から

腕の点滴
酸素マスク

わきの下からの管

尿の管

・  病室に戻って２時間後から飲水が可能になります。

・  食事や歩行は手術後の状況によって異なります。

　はじめは腕を動かしにくいかと思いますが、徐々に回復していきます。焦らず身
の回りのことなどを行い、動かせる範囲を広げていきましょう。

＊スケジュールは術式等によって変わります。詳しいスケジュールについては、入
院診療計画書をご参照ください。
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退院後の生活および日常生活の Q&A

Ｑ＆Ａ

退院後の生活

　退院時には身の回りのことはほぼできるようになりますが、まったくもと通りと
いうわけではありません。無理はせずに少しずつ調子を取り戻していくようにしま
しょう。術後の経過が順調であれば、術後２～３ヶ月で軽い運動ができるまで回復
します。

Q2    退院後手術した部位が腫れてきたのですが？

Ａ：多くの場合は手術による反応性の滲出液が貯留したためで心配はいりません。腫れや赤
みが強かったり熱感がある時は創部に感染を起こしている可能性があります。傷の状態が気
になる場合はブレストセンター（夜間・休日は救急外来）に電話して、指示を受けてください。

Q3    脇の下や上腕の内側部に違和感があるのですが？

Ａ：腋窩郭清を行うと周囲の皮膚に違和感が出てきます。通常１年ほどで気にならなくなり
ます。センチネルリンパ節生検のみで終了したときにも同様の感覚が起きることがあります。

Q1    お風呂はいつ頃から入れますか？

Ａ：ドレーンが入っていない場合には、翌日からシャワー
浴が可能となります。ドレーンが入っている場合でも、ド
レーン挿入部が濡れないようにして下半身のシャワー浴が
可能です。ドレーンの抜去当日夕方から全身のシャワー浴
が可能となります。ゆっくり湯船につかるのは退院後の診
察で許可が出てからにしましょう。創部は石けんをつけた
指でやさしく洗ってください。乾かす時は押さえて水分を
とるようにしてください。

Ａ：術後から１年くらいまで腋の下から上腕内側に線状のつっぱりと痛みが出てくることが
あります。これは皮下の静脈に炎症が起きたもので、通常１～３か月で改善します。その間
は上肢のリハビリを無理のない程度に続けてください。乳がんの再発とは関係ありません。

Q4    上腕内側の線状の硬いすじと痛みについて
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Q6    手術した部位がとても硬いのですが？

Ａ：手術をすると、その部位が硬くなりますが、これは傷が治って
いく過程です。１年ほどすると固さが徐々にとれていきます。
しかし数年経っても硬さが一部残ってしまうことがあります。

Q5    手術した部分の皮膚に感覚がないのですが？

Ａ：皮膚の下を手術することによって感覚神経が切除されます。数か月かけて徐々に戻っ
てきますが、元通りの感覚にはならないことが多いです。

Q8    性生活、妊娠はどうでしょう？

Ａ：術後２週間くらいは控えましょう。治療中は妊娠を避けなければなりません。内分泌
療法中などで月経が止まっている場合でも、確実な避妊が必要です。避妊薬剤の使用は避
けましょう。スタッフに相談してください。

Q9    健康食品など代替療法を行いたいのですが？

Ａ：特別に必要な健康食品等はありません。ほとんどの健康食品はその効果は医学的には
注目されていません。非常に高価なものもありますので、誇大広告等に惑わされないよう
注意してください。化学療法など薬物治療を受けている間は治療薬と代替療法を併用する
と治療効果が損なわれる事がありますので、特に注意が必要です。大豆製品など植物エス
トロゲンを含む食品は摂取しても問題ありません。牛乳や肉をとっても構いません。使用
を検討する際は、内容の詳細をお持ちになってスタッフにご相談ください。

Q7    趣味、仕事、旅行はしても良いのでしょうか？

Ａ：術後２週間くらいは術後出血のリスクがありますので、
注意深く生活しましょう。アルコールも控えましょう。激し
い運動は手術後しばらく控えた方がよいでしょう。スタッフ
と相談してください。
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　乳房の手術をすると、手術した後の痛みや拘縮（こわばり）のために、手術した

側の腕が重だるくなったり上がりにくくなることがあります。この拘縮は肩関節の

運動を行わず、じっとしていると次第に増強していきます。

　これらの症状を回復させるためには、手術後のリハビリテーションが必要です。

乳房再建を行った方は、形成外科の先生の指示に従ってください。

■ 1.  手術翌日から

　手術翌日からは歩行や食事が可能となり、徐々

に体力も回復していきます。最初は無理をせず

肘や手の運動から始めましょう。

■ 2.  術後 1 週間目以降

　徐々にリハビリテーションを開始していきます。ドレーンが挿入された方は抜去

後から始めましょう。

　各運動ともはじめは 5 回程度、慣れてきたら 10 回程度まで回数を増やしていきま

す。1 セット 10 ～ 20 回ずつ、1 日に 2 ～ 3 回おこないます。

　前方に 90 度以上上がるようになれば、リハビリテーションの第一段階は成功です。

120 度以上上げられるようになれば、身の回りのことはほとんどできます。

座って肘を曲げる運動
・ボール握り
・手首を回す　など

A まず背中をまっすぐ
に伸ばし、腰に手を
おく

B 次にその手を肩に置
きかえる

A 椅子に腰掛けて両手
を伸ばし、前で組み
合わせる

B 身体は動かさないで、
健康な腕の方へ手術
側の腕を引くように
する

A 両手を肩の高さまで水平に広げる

B その手をできるだけ中に寄せて
交差させる

　この時、肘を曲げないこと

A
A

B

B

A B

リハビリテーション
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■ 3.  術後 2 週間目以降

　本格的にリハビリテーションを行っていきます。特に壁を使った運動（壁登り運動）

が有効です。

入浴が許可されたら、入浴後に行うとより効果が上がります。

日常生活のなかでも、リハビリテーションになる運動があります。

たとえば、

　腕は一度上がるようになってもリハビリテーションを怠ると再び上がりにくく

なってきます。術後 1 年程度は続けましょう。1 ヶ月を経ても腕が上がりにくい場

合はスタッフに相談してください。また時に肩関節そのものの痛みが出現し、関節

炎を起こしていることがあります。その場合には無理をせず整形外科で診察を受け

ましょう。

A まず背中をまっすぐに伸ばし、
腰に手をおく

C 壁に対して横を向いて行う

B 壁に沿ってゆっくりと指先を動
かし、できるだけ上まで伸ばす

　目盛りを貼り、目安にする

A B

何 cm?

C

A 背 中 を 伸 ば し、
肩に手をおく

B そ の ま ま 肘 を 横
に開く

A B

肘上げ運動

後ろで帯・紐を結ぶ 丸首シャツ・T シャツ
の着脱

バックファスナーを
しめる

タオルで背中をふく
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　わきの下のリンパ節は、腕や乳房から心臓へと流れていくリンパ液の通り道であ

り、流れてきたリンパ液に含まれる老廃物を除去する働きをしています。それを切

除したことにより、腕や乳房から心臓へと流れていくリンパ液の流れが悪くなるこ

とがあります。腕にリンパ液がたまってくると、腕の浮腫が生じてきます。これを

リンパ浮腫といいます。

　手術で腋窩郭清をされた方は、術後数ヶ月～ 2 年くらいたって起こる場合があり

ます。なかには 10 年以上たっておこる場合もあります。

　リンパ浮腫を予防・改善するために日常生活の注意点があります。

（センチネルリンパ節生検だけしか行っていない方でも、軽度のリンパ浮腫をおこす

ことがわずかながらあります。それほど神経質になる必要はありませんが、生活上

の注意は同様に知っておいた方がよいでしょう）

日常生活上の留意点

　リンパ浮腫の症状について正しく理解し、日常的なセルフケアを基盤として無理

せずに、できることから取り入れることが望ましいです。とくに皮膚を傷つけない

ようにすることが必要です。

■ スキンケア

• 手術した側の上肢を清潔に保つ。

とくに、乾燥には気をつけ、必要時は保湿クリームなどで保湿をする。

汗をかいた後は、しっかり拭き取る。

• つめのお手入れをする。甘皮は無理にはがさないようにする。

深爪をしない。

• きつすぎる指輪や腕時計などで患肢を圧迫しないようにする。

• 使用する洗剤や化粧品は刺激の弱いものを選ぶ。

腋窩郭清をされた方へ

13

■ 衣類

• 身体を締めすぎないゆったりめのやわらかい下着を選ぶ（胸部や腋窩を締めつけ

ないアンダーや肩ひものブラジャー、レース幅の広い下着が望ましい）。

• 袖ぐりのゆったりしたものを選ぶ。

• 強い日差しや外的刺激から患肢を保護する（長袖の衣類、スリーブなど）。

■ 旅行・移動の際

• 長時間重い荷物をもつことを避ける。手荷物は、コンパクトにする。リュックサッ

クのような肩を締めつけるものは長時間使用しないようにする。

• 長時間の運転は避け、こまめに休憩する。

• サウナや長時間の入浴は避ける。

炎症を起こさないようにする

　リンパ節郭清をした側の腕は炎症を起こしやすくなっています。

リンパ節郭清をした側の腕については以下のような点を注意してください。

• 血圧測定・採血・注射は極力行わない。

• 鍼治療や強いマッサージを避ける。

• 怪我をしないよう心掛ける。小さな傷を負ってしまったらすぐ水洗いをし、消毒する。

浮腫の改善を図る

実際に浮腫が起きた場合には、次のようなことを実践すると良いでしょう。

• 就寝時、無理のないように、やわらかいクッションなどで患肢を少し高くあげて寝る。

• リンパドレナージを行う。

ドレナージとは排出、排液という意味です。患肢の皮膚を手のひら全体でずらす

ように動かすことにより、患肢にたまったリンパ液を皮下の毛細リンパ管から移

動させて浮腫を改善することです。正しい方法で行えるようにスタッフから指導

を受けるとよいでしょう。状況によっては専門の治療施設をご紹介することも可

能です。
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• 圧迫療法を行う。

十分なリンパドレナージができなくても、適切

な圧迫療法を行うことで浮腫の改善が図れま

す。弾性スリーブなどを利用し皮膚の外部から

十分に圧迫してリンパの流れを促します。

• 圧迫したうえで筋肉運動を行うと、さらに治療

効果があがります。

ゆっくり筋肉を使うように運動してください。

下図のような運動を行うと効果的です。

■ 上肢の運動
　皮膚と手のひらを密着させ、皮
膚の上で、手をすべらせる（さす
る、なでる）のではなく、皮膚全
体をずらすようにゆっくりと動か
します。
　指圧のように 1 点に力を集中さ
せないように、力を入れすぎない
ようにします。

手関節の運動

ボールを握りしめる運動 肩の上下運動

胸と手を同時に広げる

　以上のことはセラピストの対応が望
ましい場合もあります。
　必要時スタッフにご相談ください。

33

研究について

　聖路加国際病院ブレストセンターでは、患者さんによりよい乳がん治療を提供す
ることを目的に、がん治療の発展に向けた研究活動に取り組んでおります。
　そのためには、がんと診断された方について「どのような診療が行われ、その後
どのような経過をたどられたのか」を調査・集約することが欠かせません。

ブレストセンターでは患者さんのカルテを元に予後に関する情報を集めており
ます。一定期間当院への受診の無い方を対象に、経過の確認をさせていいただき
たく、ご理解とご協力をお願いいたします。

治験・臨床試験について
　新しい薬や治療法が多くの患者さんに使われるようなるためには、動物を
用いた研究からはじまり、健康なボランティアの方や患者さんの協力を得て
その効果や安全性を調べる試験を行う必要があります。このような試験のう
ち人間を対象とするものを ｢臨床試験｣ と言い、特に厚生労働省の承認を得
るための臨床試験を ｢治験｣ と呼びます。
　治験や臨床試験には、定期的な検査や詳細な症状の記録などのデータ収集
が欠かせません。聖路加国際病院ブレストセンターも様々な治験や臨床試験
に参加しています。対象となる可能性のある方にはお声をかけさせて頂きま
す。医師や治験コーディネーターの説明を十分にお聞きいただき、ご納得い
ただけた場合にはご協力をお願いいたします。

転院された方

転院先の医療機関へ経過をお問い合わせさせていただ

くことがあります。

当院で診療されていて通院の無い方

電話または文書で経過をお問い合わせさせていただく

ことがあります。

皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします
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遺伝性乳がん卵巣がん症候群について

　遺伝性乳がんについて知ることは、適切な予防と治療選択につながります。
　2020年４月より一定の条件にあてはまる方は、遺伝性乳がん卵巣がん症候
群（HBOC）かどうかを知るための検査（遺伝学的検査）や検診・予防的切除
が保険適応となりました。

●45才以下で乳がんになった方
●60才以下でトリプルネガティブ乳がんになった方
●両方の乳房にがんを発症した方
●男性乳がんの方
●すでに遺伝性のがんであることがわかっている血縁者がいる方
＊その他、家族歴から保険適応となる可能性もあります。主治医にお尋ねください。

現在１年間に乳がんと診断される患者の数
は、約９万人と言われています。乳がんに
なった人の約20％には、家族の中に同じ乳
がんの人がいるといわれています。

また乳がん患者のうち約５～10％は遺伝性
乳がん（先天的な遺伝子の変化が原因で発
症した乳がん）と考えられています。
（右の図で例えると乳がん患者さん10人のうち
約１人は遺伝性腫瘍だと考えられています。）

　がんの多くは遺伝と関係なく発生しますが、同じ家系の中である種のがんが多発
している場合は、同じ種類のがんにかかりやすい性質を受け継いでいることがあり
ます。乳がん、卵巣がんにおいても同様のことがいえます。
　遺伝性乳がん卵巣がん症候群の可能性がある方に対しては、そのリスクに応じた
予防や治療方針をとることが大切です。当院では遺伝診療部で、遺伝性のがんにつ
いてご相談をお受けしています。

　　　　　　　乳がんや卵巣がんの遺伝について、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の
可能性、予防的切除の選択肢について、遺伝子検査（遺伝学的検査）について　など
主な相談内容
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■遺伝性乳がん卵巣がん症候群の研究が進んでいる欧米で、その原因となる遺伝子
として、BRCA1とBRCA2という２つの遺伝子が発見されました。遺伝性乳がん卵巣
がん症候群と考えられる方の多くは、BRCA1とBRCA2という２種類の遺伝子のどち
らかに病的変異（病気の発症に関係する変化）をもっていることがわかりました。
■遺伝子の病的変異が見つかる確率は、本人およびその家族の乳がん、卵巣がんの
発症年齢や、発症者数などにより異なり、数％から80％まで幅がありますが、日本
人でも欧米と同じような割合で変異が検出されることがわかっています。
■欧米での研究から、BRCA遺伝子が陽性の場合の乳がん、卵巣がんの発症リスクは
以下のグラフのようになっています。温存手術後の乳房内の再発、および対側乳が
んの発症が高いというデータもあります。

■日本における遺伝性乳がん卵巣がん症候群とBRCA1、BRCA2との関連を調べる研
究も進みつつあり、欧米の研究成果と類似する成績もありますが、詳細な数値は、
今後さらに研究を重ね、正確な統計処理を加えなければならないと考えられていま
す。さらに、BRCA1とBRCA2だけですべての遺伝性乳がん・卵巣がんが説明できる
わけではありません。まだ解明されていないその他の（現在未知の）因子が存在す
ると考えられ、これらを明らかにする研究も進行中です。
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BRCA1、BRCA2遺伝子検査の意義

●あなた自身に対して
　あなたが遺伝子検査を受けてBRCA1、BRCA2遺伝子に病的変異がわかった場合、
温存手術後の乳房の再発、将来反対側の乳房にも乳がんが発生する可能性が高いた
め十分な注意が必要です。また、卵巣がんになる確率も高く（欧米の報告では
BRCA1に病的変異があると40％、BRCA2では20％）なると報告されています。
　このリスクを軽減するための予防的対応が重要となります。半年に一回のサーベ
イランス（マンモグラフィやMRIなどを使用して検診を行う）を行ったり、希望が
あればがん発症前に予防的乳房切除術を行うことも選択可能です。2020年４月から
こうした検診や予防的切除も条件を満たせば、保険適応となりました。

あなたの今回の乳がんの手術方
式についても十分に考慮して選
択する必要があります。BRCA1、
BRCA2遺伝子に病的変異を持っ
た方にどのような方針で検査を
行い、場合によっては予防方法
を考えるかはケースバイケース
です。担当医や看護師・遺伝カ
ウンセラーと相談しながら決め
ていきましょう。

●あなたの家族に対して
　BRCA1、BRCA2遺伝子に病的変異が見つかった場合、あなたの親、兄弟姉妹、お
子さんもこの遺伝子の病的変異を２分の１の確率（50％）で持つことになります。
家族の方も検査を受ければBRCA1あるいはBRCA2遺伝子にあなたと同じ病的変異が
あるかどうかは診断することができます。
　もし遺伝子の病的変異がわかった場合、「悩みはしないだろうか」あるいは「結婚、
就職、保険契約などで不当な差別を受けはしないだろうか」などの心配や不安が生
じることもあります。また、血縁者に検査を勧めるべきか、あるいは、何も知らせ
ずに放っておくべきか悩まれることになるかもしれません。ご家族の方には、自分
が将来乳がん、卵巣がんになりやすいかを知りたいと思う人もいるでしょうし、逆
に、知りたくない人もいると思います。そのため、BRCA1、BRCA2遺伝子の検査を
受けるかどうかをご検討いただく際には事前にご家族の方と十分ご相談ください。
遺伝カウンセリングではこのような不安や心配についても対応しています。

HBOCリスク軽減手段

73

一 人 で 悩 ま ず に 私 た ち に ご 相 談 を

遺伝診療部　受診のご案内

完全予約制：電話で遺伝診療部受付までご連絡ください。

電話：03-5550-2412 月曜～金曜  9:00 ～ 16:00

● 予約時にお名前、生年月日、住所、日中連絡先などをお伺いさせていただきます。

　当院の遺伝診療部では、乳がん患者さんに対して、ブレストセンターの担当医が
看護師・遺伝カウンセラーとともに対応させていただいています。検査を受ける方
のみでなく、検査をうけるか迷っている方、検査についてもっと知りたい方、遺伝
性乳がん、卵巣がんについて心配されている方、もっと知りたい方、是非一度ご相
談ください。

相談のながれ
・予約時間に遺伝診療部にご来院ください。わかる範囲で構いませんが、ご家族の

がんやその他の疾患の情報など、メモなどを持参されるとスムーズです。
・面談時間は、１時間くらいを予定しています。

費用
・遺伝カウンセリング（相談料）は条件に当てはまると保険適応になる場合があり

ます。自費で受けられる方は、院内の方3,000円（税別）、院外からのご紹介の方
は12,000円（税別）です。

・遺伝子検査（採血）にはいくつかの種類があります。どの検査にするかは、遺伝
カウンセリングでご相談いただけます。

・またご自身のがん罹患状況やご家族背景によっては、遺伝子検査が保険適応になる
場合と自費診療となる場合とがあります。詳しくはご予約の際にお問合せください。

★遺伝診療部ではみなさまの受診のデータを集団の統計データとして学会などで発
表させていただくことがあります。（例：受診者数や症例数など）。個人が特定さ
れるような情報を個人の許可なく公表することはありません。

　ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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術後の定期診察について

　乳がんは、術後数年たってから再発することがあります。術後 10 年間は安全確
認期間です。定期的な診察を受けてください。診察は問診、視診、触診を中心に
行われます。年に一度マンモグラフィ検査を受け、月に一度は手術部位の周囲や
反対側乳房の自己検診を行いましょう。異常を感じたときはスタッフに連絡して
相談し、必要に応じた検査を受けてください。

自己検診でチェックしたい項目

乳首（乳頭）から
透明、あるいは茶
色、または血液の
ような汁がでてい
ないかどうか

乳 首 が た だ れ て
いないかどうか

皮 膚 が ひ き つ れ
てないかどうか

皮 膚 の へ こ み が
ないかどうか赤 く は れ て い

ないかどうか

乳房の一部が盛り
上がっていないか

乳 首 が 陥 没 し て
いないかどうか

■正面から見てみましょう。 ■バンザイをしてみましょう。

93

自己検診

　月に一度は行いましょう。定期的に行うことで自分の乳房のふだんの様子を知る

ことができ、変化にいち早く気づくことができます。

全身のチェック

　遠隔転移（骨、肺、肝、脳など）の徴候として、腰痛、関節痛など骨と関連した痛み、咳、

全身倦怠感、食欲不振などがあります。吐き気やめまい、頭痛、麻痺なども要注意です。

一時的なもので改善してしまうような場合は心配ないでしょう。

　改善せず持続する場合、悪化する場合はスタッフに相談してください。

検査する側の腕を下げたまま、反対側の
手の指先で乳房全体を触ってみましょう。

親指と人差し指で乳首や乳輪をつまみ、乳
頭から透明や茶色の分泌物がないかチェッ
クしましょう。

検査する側の腕を上げて乳房全体を触り
ます。今までにない硬さを感じたり、硬
い部分が大きくなってくるようなら要注
意です。
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がんサバイバーシップサポートプログラム

■ 治療をしながら働くかたへ　『就労リング』

　仕事を通して経験する様々な問題について、グループでの学習や話し合い、参加者の

経験を共有しながら検討します。

■ 治療とお金のことを学びたい方へ　『おさいふリング』

　ソーシャルワーカー、ファイナンシャルプランナーと社会保険労務士をアドバイザーに

迎え、がんの治療とお金について学び「治療と人生のプラン」をグループで話し合います。

■ 治療による外見の変化が気になる方へ　『Beauty Ring』

　治療による髪や眉、肌や爪などの見た目の変化でお困りの方に、美容のスペシャリス

トがメイク、ウィッグアレンジや頭皮ケア、ネイルケアをレクチャーします。

■ 治療後の妊娠の可能性や影響を考えている方へ　『リプロダクション外来』

　がん治療前の方（特に化学療法）を行うことによる卵巣への影響、治療後の妊娠の

可能性や影響に関して、ご相談をお受けしています。

　サバイバーシップとは、がんを経験した方が、生活していく上で直面する課題を、家

族や医療関係者、他の経験者と共に乗り越えていくこと、そのサポートのことです。

　ブレストセンターでは、患者さんのニーズに合わせてさまざまなサポートプログラム

を行っております。いくつかをご紹介します。詳しい内容は各プログラムパンフレットを

ご覧ください。

14

■ 乳がん体験者の話を聞きたい方へ

『病院訪問ボランティアBreast Cancer Support Service』
　ボランティアとして適切に研修を受けた乳がん体験者の方が、入院中もしくは退院後

日の浅い患者さんを対象に、同じ体験者が相談に応じたり有用な情報を提供します。

『乳がん女性のためのサポートプログラム』
　乳がん体験者同士で、個々の体験を分かち合うためのグループでの話し合いや、医

療者を招き学習会を行います。

■ お子さんをお持ちの方へ　『チャイルド・ライフ・スペシャリスト：CLS』

　「子供にどのように病気の説明をしたらよいか、手術の傷をどのように見せたらよい

か」など子供に関する悩みを抱いている患者さんとそのお子さんをサポートします。

■ 妊娠中や子育て中に治療を受けている方へ　『マミキャンリング』

　妊娠中で治療を受けている方、治療を受けながら子育てや妊娠に関する想いや悩み

などを抱えている方々同士の話し合いを開催します。

■ 療養生活全般に渡る問題をお持ちの方へ　『医療社会事業科　SSD』

　療養生活の相談や、介護保険や高額医療費制度などの社会資源に関する心配ごとを

お持ちの方、ご家族のかたの相談・紹介などを行います。
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14

■ 乳がん体験者の話を聞きたい方へ
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全ての乳がん患者さんに最善の医療を提供するために

連携診療にご協力ください！

東京都医療連携手帳について

　聖路加国際病院ブレストセンターでは、年間800件以上の乳がん手術を実施していま

す。そして、治験や臨床試験などの最新医療にも積極的に取り組んでいます。こうした

私たちの医療は信頼できるパートナーとの連携で成り立っています。

　過去から現在、私たちは検診施設との連携を通じて、たくさんの患者さんを治療して

きました。そして今、乳がん治療の進歩により、術後の患者さんは増え続けています。

このことから、術後の患者さんを治療するためのクリニックが数多く誕生しています。私

たちは１人でも多くの患者さんの手術や治療をお受けしたい。そして、術後の患者さん

にも安心してもらいたい。そのために、信頼できる乳腺外科専門医のクリニック（かか

りつけ医）をご案内しています。

今後私たちと共にフォローアップしてくれる信頼できるクリニックを
お探しの際は、医療連携室（１階14番）にお問い合わせください。

　手術後の患者さんには、東京都医療連携手帳をお渡しして

います。乳腺外科専門医のクリニックで治療を受けるためお

準備として、手術記録や病理などを記載した手帳です。患者

さんは、この手帳にその後の検査や処方などを記入していき

ます。この手帳がクリニックとの連携診療に役立ちます。

　手帳の発行する際は、紹介元など、通院を予定する連携ク

リニックの名称が必要です。また、退院後１か月以内のお申

し込みが必要です。詳しくは、医療連携室（１階14番）にお

問い合わせください。

　１人でも多くの患者さんの手術や治療をお受けでき

るように、検診や術後の経過観察は専門クリニックと連

携します。

信頼できるクリニックをご案内します

　乳腺外科を標榜する専門クリニックは増えています。

私たちが信頼できるクリニックをご案内します。

34

Web サイトのご紹介

　ブレストセンターでは患者のみなさまに役立つ情報をご提供するため、Web
サイトを設けています。クリニカルパス（入院中の流れを示すもの）や各種書
類の見本をご覧いただけるほか、催しのご案内も掲載しています。

■ 聖路加国際病院ブレストセンター
>> http://www.luke-bc.net/

連携医療機関のご紹介
　専門的な知識を持った医師、看護師が診療にあたり、必要な場合はいつでも
聖路加国際病院で検査や診察を受けることができます。

>>
■ ブレストクリニック築地：乳がん術後専門クリニック
http://www.luke-bc.net/bctsukiji/

院長：猿丸修平
〒104-0044　東京都中央区明石町 11-6 加健築地ビル４F
Tel：03-3541-3551 / Fax：03-3541-3550

>>
■ 濱岡ブレストクリニック：東急田園都市線　桜新町すぐ
http://www.breast-clinic.com/

院長：濱岡　剛
〒154-0015　東京都世田谷区桜新町 2-9-6 　BLOSSOM 桜新町３F
Tel：03-5426-2848 / Fax：03-5426-2847

>>
院長：渡邊　糺

■ 渡辺病院：聖路加スタッフによる乳腺外来（水・土）
http://www.watanabe-hp.net

〒144-0043　東京都大田区羽田1-5-16
Tel：03-3741-0223

■ かかりつけ医のご案内
>> http://hospital.luke.ac.jp/medical-treatment/homedoctor/index.html
聖路加国際病院はかかりつけ医と協力した診療を行っています。登録医への
紹介をご希望の方は、総合医療相談室医療連携係にご相談ください。

■ 「Tokyo Breast Consortium」の下記サイトでは、地域の乳腺専
門クリニックを検索することができます。
>> http://breastcons.com/

女性スタッフによる乳腺専門クリニック　築地駅すぐ■ mammaria tsukiji：
>> http://mammaria.jp/
院長：尹　玲花
〒104-0045　東京都中央区築地 3-7-2　築地スカイビル５F
Tel：03-3545-0880 / Fax：03-3545-0881

マンマリア  　　　ツキジ



　   42

全ての乳がん患者さんに最善の医療を提供するために

連携診療にご協力ください！

東京都医療連携手帳について

　聖路加国際病院ブレストセンターでは、年間800件以上の乳がん手術を実施していま

す。そして、治験や臨床試験などの最新医療にも積極的に取り組んでいます。こうした

私たちの医療は信頼できるパートナーとの連携で成り立っています。

　過去から現在、私たちは検診施設との連携を通じて、たくさんの患者さんを治療して

きました。そして今、乳がん治療の進歩により、術後の患者さんは増え続けています。

このことから、術後の患者さんを治療するためのクリニックが数多く誕生しています。私

たちは１人でも多くの患者さんの手術や治療をお受けしたい。そして、術後の患者さん

にも安心してもらいたい。そのために、信頼できる乳腺外科専門医のクリニック（かか

りつけ医）をご案内しています。

今後私たちと共にフォローアップしてくれる信頼できるクリニックを
お探しの際は、医療連携室（１階14番）にお問い合わせください。

　手術後の患者さんには、東京都医療連携手帳をお渡しして

います。乳腺外科専門医のクリニックで治療を受けるためお

準備として、手術記録や病理などを記載した手帳です。患者

さんは、この手帳にその後の検査や処方などを記入していき

ます。この手帳がクリニックとの連携診療に役立ちます。

　手帳の発行する際は、紹介元など、通院を予定する連携ク

リニックの名称が必要です。また、退院後１か月以内のお申

し込みが必要です。詳しくは、医療連携室（１階14番）にお

問い合わせください。

　１人でも多くの患者さんの手術や治療をお受けでき

るように、検診や術後の経過観察は専門クリニックと連

携します。

信頼できるクリニックをご案内します

　乳腺外科を標榜する専門クリニックは増えています。

私たちが信頼できるクリニックをご案内します。

34

Web サイトのご紹介

　ブレストセンターでは患者のみなさまに役立つ情報をご提供するため、Web
サイトを設けています。クリニカルパス（入院中の流れを示すもの）や各種書
類の見本をご覧いただけるほか、催しのご案内も掲載しています。

■ 聖路加国際病院ブレストセンター
>> http://www.luke-bc.net/

連携医療機関のご紹介
　専門的な知識を持った医師、看護師が診療にあたり、必要な場合はいつでも
聖路加国際病院で検査や診察を受けることができます。

>>
■ ブレストクリニック築地：乳がん術後専門クリニック
http://www.luke-bc.net/bctsukiji/

院長：猿丸修平
〒104-0044　東京都中央区明石町 11-6 加健築地ビル４F
Tel：03-3541-3551 / Fax：03-3541-3550

>>
■ 濱岡ブレストクリニック：東急田園都市線　桜新町すぐ
http://www.breast-clinic.com/

院長：濱岡　剛
〒154-0015　東京都世田谷区桜新町 2-9-6 　BLOSSOM 桜新町３F
Tel：03-5426-2848 / Fax：03-5426-2847

>>
院長：渡邊　糺

■ 渡辺病院：聖路加スタッフによる乳腺外来（水・土）
http://www.watanabe-hp.net

〒144-0043　東京都大田区羽田1-5-16
Tel：03-3741-0223

■ かかりつけ医のご案内
>> http://hospital.luke.ac.jp/medical-treatment/homedoctor/index.html
聖路加国際病院はかかりつけ医と協力した診療を行っています。登録医への
紹介をご希望の方は、総合医療相談室医療連携係にご相談ください。

■ 「Tokyo Breast Consortium」の下記サイトでは、地域の乳腺専
門クリニックを検索することができます。
>> http://breastcons.com/

女性スタッフによる乳腺専門クリニック　築地駅すぐ■ mammaria tsukiji：
>> http://mammaria.jp/
院長：尹　玲花
〒104-0045　東京都中央区築地 3-7-2　築地スカイビル５F
Tel：03-3545-0880 / Fax：03-3545-0881

マンマリア  　　　ツキジ



　   44

ご自身の記録として活用してください

■ 術前に行った検査
日　付 検　査

■ 手術予定

手術日

術　式
乳房部分切除術　　乳房切除術（皮膚温存、乳頭乳輪温存を含む）
乳房再建（エキスパンダー法　筋皮弁法）　　腋窩郭清
センチネルリンパ節生検

■ 術前の評価
しこりの大きさ（浸潤がんの最大径） 　　　　　　　　　cm

リンパ節転移の有無

その他

■ 病理検査（術前）
組織型 　　　浸潤がん　　　　非浸潤がん

核グレード 　１　　　　　２　　　　　３

エストロゲン受容体 　＋　　　＋ / －　　　－　

プロゲステロン受容体 　＋　　　＋ / －　　　－　

HER2 タンパク（染色）
陰性 ( －　1 ＋ )　ほぼ陰性 (2 ＋ )　陽性 (3 ＋ )

FISH　　増幅なし　　増幅あり

Ki-67

54

ご自身の記録として活用してください

■ 病理検査（術後）　術前治療：　　有　　　無

しこりの大きさ（浸潤がんの最大径） 　　　　　　　　　cm

リンパ節転移の数

組織型 　　　浸潤がん　　　　非浸潤がん

核グレード 　１　　　　　２　　　　　３

エストロゲン受容体 　＋　　　　＋ / －　　　　－

プロゲステロン受容体 　＋　　　　＋ / －　　　　－

■ 病期 T (　 　　)　 　N(　　 　)　 　M (　　 　)　    　  (　　 　) 期

■  化学療法：　　有　　　無
使用する薬剤 投与日 期間

　　　回 ／　　週

　　　回 ／　　週

　　　回 ／　　週

■  内分泌療法：　　有　　　無
使用する薬剤 投与開始日 期間

■  放射線療法：　　有　　　無
（放射線腫瘍科のスタッフにお尋ねください）部位、回数、期間、ブースト照射の有無など

HER2 タンパク（染色）

Ki-67

陰性 ( －　1 ＋ )　ほぼ陰性 (2 ＋ )　陽性 (3 ＋ )

FISH　　増幅なし　　増幅あり
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ご自身の記録として活用してください
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説　明　用
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説　明　用
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発行：聖路加国際病院　乳腺外科
URL　http://www.luke-bc.net

● この冊子はウェブサイトからもダウンロードしていただけます ●
許可なく本冊子の内容を転載することを禁じます。

〒 104-8560　東京都中央区明石町 9-1
聖路加国際病院　ブレストセンター

Tel. 03-3541-5151（代表）

　   2

　当院では、医師とともに、看護師や薬剤師、他科のスタッフがチームを組み、そ

れぞれの立場から乳がん患者さんのケアにあたっています。あなたは今、不安な気

持ちで一杯かもしれません。しかし、あなたと同じような乳房の治療を受けた患者

さんはたくさんいらっしゃいます。そして、その多くの方が健康な生活を取り戻し、

充実した人生を過ごされているのです。

　私たちスタッフも、あなたが少しでも早く病気をのりこえられ、日常生活に戻れ

るよう手助けできればと考えております。

　どうぞお気軽にご相談ください。
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