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乳癌で命を落とさないために；乳癌検診に対する考え方について

文責 内科 大塚伸昭

平成 26 年 8 月から 1 年間大分市内の大分東部病院健診センター長として勤務した経験から乳癌検診を解説。
東部病院健診センターは 30～40 人/日（年間約 1 万人）の健診者が受診していた。エコー、マンモグラフィー
（以下マンモと略す）及び希望する場合には乳房触診が行われていた。乳腺外科医の専門医から触診を指導さ
れ、私自身も 1 日 5 名程度は触診を行なった（触診単独だけの健診は無く、エコーやマンモを受けた人で更に希望す
る場合のみ）
。マンモは放射線科医が読影、判定する。エコーは資格を持った検査技師が検査をして、判定は健
診医が行う。エコー、マンモの画像も数多く見る事が出来たので、その経験を踏まえて解説を行う。

乳房の基礎的解剖、組織について
乳房は①脂肪や結合組
織②乳腺③乳管などで
構成

①脂肪や結合組織

②乳腺

小さな④乳腺小葉が集ま
って⑤乳腺葉となる。乳
腺葉は 15～25（片側）
ある。

③乳管

大
胸
筋

結合組織

右図は乳腺小葉の顕微鏡写真だ
が成人女性でも非妊娠時には乳
腺細胞は小さく活動しない。
一つ一つの乳腺細胞が幾つか集
まった集団を腺房と呼ぶ。右図
黄色楕円で囲まれた部分が腺房
である。

成人女性

右図は妊娠中の乳腺小葉の顕微
鏡写真だが、非妊娠時と比較し
て乳腺細胞の増加が見られる。
腺房が発達している。

④乳腺小葉
⑤乳腺葉
結合組織の一部は
⑥クーパー靱帯と
呼ばれワイヤーの
ような役目をする

妊娠中
⑥クーパー靱帯

加齢で結合組織、クーパー靱帯
の萎縮、断裂などで乳房が下垂
する事になる。

結合組織

妊娠中

乳房触診の方法について
乳房触診には手掌全体で触診する①手掌法や②指腹法などがあるが、臥位による手掌法は優れているので
紹介する（乳腺外科医から指導を受けた）
。ただし、触診による乳癌の早期発見は困難。
両方の手で乳房を挟む方法は腫瘤があっても両手から逃げる可能性がある。
臥位にして硬い胸郭（肋骨）に乳房を押さえつける方が腫瘤発見するのに理
にかなっている。手は左写真のようにまっすぐ伸ばし手掌や指全体を使う。
※腋窩リンパ節転移が無いか腋窩も両側触れる（腋窩で触れたら進行癌だが、
、
、
。
）
触診は生理終了一週間程度が乳腺変化が少なくやりやすい（エストロゲン分泌は乳腺
細胞を増大させるため）
。月一回程度を習慣付けると良い。 腫瘤は 5mm 以下は触知
困難。1cm 程度でも腫瘤の硬さによっては触知困難なこともある。

手をまっすぐ伸ばして胸骨を押さえつける感じで少しずつ上下に動
かしながら圧迫していく（①）
。乳房内側の上から下まで移動させ
る。乳頭方向へ順次、上から下へ圧迫していく（②）
。

①
外
側

内
側

上、外、下側から同様に順次乳頭に向けて圧迫していく。

②
この方法以外でも指腹法や視診など
を併用する事を推奨する。
指腹法は第 2～第 4 指で螺旋状、ののじ
形などで触知する

乳頭付近の腫瘤を見逃さないために乳頭付近では
両方の手で上下、左右、斜め方向などから乳頭を
圧迫する。この時分泌物（血性分泌物など）が無
いかも確認する。
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マンモグラフィーについて

マンモは胸部レントゲン写真などと同じ放射線を使った検査である。左写真のような検査
器械であるが、乳房を挟んで検査する。出来るだけ乳房を薄くした方が綺麗な写真が撮影
できるので痛い。痛みのために失神する人もいて大分東部病院健診センター勤務時には放
射線科に緊急呼び出しを受けたこともある。
若い人では高濃度乳腺のためマンモでは白く写り、腫瘤発
見が困難な事もある。40 才以下では 10％程度見られると
する報告もある。後述する石灰化は高濃度でも確認できる

高齢になるほど
乳腺が退化して
乳腺の白く写る
部分が無くなる。

※ちなみにマンモの資格には A,B,C,D と 4 段階があり、A,B ランクの人
のみが読影、診断できる（放射線科技師も資格取得が可能）
。

マンモ特有の検査所見に局所性非対称性陰影というのがある。左右の乳房の陰影が異なると
いうだけであり、乳癌が無くても当然左右差は起こる。これはカテゴリー3（良性でも悪性で
も無い）に分類され、精査となるが、多くの場合は心配不要。ちなみにカテゴリー3 全体では
精査で乳癌の診断を受けるのは 5％程度しか無い。
マンモ単独は乳癌発見が困難な点もある。疑わしい画像は精査に回す事が多い。マンモ＋エコーを
推奨する（3 頁参照）
。40 才以下は高濃度乳腺が多い事よりエコー単独でも可と個人的には考える。
米国では 2009 年に 40～49 才のマンモ推奨度を B（推奨利益は中程度）から C（推奨しない、実施
には考慮が必要）に引き下げて議論を呼んだ。我が国では推奨度 B のまま変更は無い。

マンモが得意とする乳癌の石灰化陰影は何故起こるのか？
図1

図2

乳癌による石灰化は殆どが乳管内に起こる。右図 1 は癌の壊死
により、死滅した組織にカルシウムが沈着するために起こる。
（壊死型石灰化）
。※肺結核による肺の壊死部分でも石灰化が起こる。
右図 1 のような不整形でスピキュラ（トゲトゲ） を伴う
石灰化は悪性を強く疑う。腫瘤でも不整形は悪性臭い。

石灰化
石灰化は良性のカテゴリー2～悪性の
カテゴリー5 迄ある。乳房全体に石灰
化が見られたり、規則性の無いバラバ
ラな石灰化は多くの場合良性。

右図 2 の場合は乳癌の乳管内にカルシウムを含んだ分泌物
が貯留した場合で分泌型石灰化と呼ばれる。
※乳管内にカルシウムが沈着する分泌型石灰化では乳頭を中心に楔型
になる場合や集簇して一カ所にある場合などに悪性が疑われる。

マンモの放射線被曝量はどの程度か？
放射線被曝量についてはグレイ（Gy)で記載されたり、シーベルト（SV)で記載されたりして理解しにくいので放射線
の基礎知識を以下に記載する。

グレイ（Gy)；放射線が物質に与えるエネルギー量の事。 1 キロの物質に 1 ジュールのエネルギーを与えれば
1 グレイ。1 ジュールのエネルギーとは 0.24 カロリー（20℃の水 1ｇを 0.24℃上昇させる）の事
シーベルト（SV)；放射線の影響は各臓器で異なり例えば肺、乳房は皮膚より影響を受けやすい。それぞれの
臓器で係数があり、グレイに係数をかけた数値がシーベルト。肺や乳房の係数は 0.12 だが、皮膚の係数は
0.01 と低い。肺や乳房に 1 グレイのエネルギーが当たると１×0.12＝0.12 シーベルトとなる。

胸写の放射線被曝量は 0.05～0.06mSV（0.3mGy～0.4mGy)だが、マンモは 6 倍の 0.3mSV(約 2mGy)。
mSV(ミリシーベルト）は 1/1000 シーベルト、mGy(ミリグレイ）は 1/1000 グレイの事。
※ちなみに胃透視は 3mSV(100mGy)と胸写の約 60 倍となる。診断能力も胃カメラに劣るので胃カメラを推奨する。
CT は各部位によって被爆が異なり頭部は腹部の約 2 倍となる。臓器によって 5～30mSV 程度の被曝量となる。

乳腺エコーについて
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乳腺エコーは優れた検査方法である（但し、検査技師が優秀な場合）
。エコーは各部位によって資格
取得試験が行われる。乳腺外科専門医の指導を受け経験豊富な技師から検査を受ける事を推奨。
※エコーではマンモ資格（A～D)のようなランク付けは無い。
多くの乳腺外科或いは健診センターでは検査技師がエコーを行い､画像を医師に転送する。検査技師がコメント
に｢悪性を疑うので精査を希望します｣と記載してくる場合には原則精査となる。腫瘤画像を見て精査希望のコメ
ントが無い場合でも医師が判断して精査に回す場合もある。したがって、小さな腫瘤を的確に描出したり､乳腺
の悪性に伴う微妙な変化を描出する能力の無い技師では乳癌見逃しもありうる。
※大分東部病院の検査技師は乳腺外科医の指導を長期間受けていたので極めて優秀であった。良性嚢胞が片側だ
けで 10 個以上ある人もいるが､これらの一つ一つを昨年エコーと比較し､大きさや性状の変化を詳細にレポートし
てくるのには驚いた。気が短い私には出来ない仕事だ（笑）
。その点、循環器（心臓）のエコーは単純である。

乳腺エコーでは例えば腫瘤がどのような形態なら悪性を疑うのか？
乳腺エコーでよく見られるのが良性の嚢胞である。嚢胞は何故出来るのか、悪性の腫瘍との違い
などを解説する。その他の腫瘤以外の良性、悪性の鑑別は今回は紙面の都合で割愛する。

乳管

嚢胞

嚢胞は乳管に分泌された分泌物が貯留して拡張している状態
分泌物が貯留している（柔ら
かい）のでプローブで抑える
と扁平（横長）になる。
腫瘤は楕円形で不整も無く、
内部も均一。

嚢胞

プローブで抑えた時に乳癌は硬い事が多いの
で扁平化しにくく縦長になる傾向がある。
腫瘤周囲が不整で内部エコーが不均一、腫瘤
周囲の変化を伴う場合は悪性を疑う。石灰化
の有無も参考とする。

乳癌疑い
縦横比 0.7 以上は悪性を疑う所見の一つ

嚢胞

嚢胞のエコー画像
横長、周囲も整。

乳癌のエコー画像
腫瘤周囲が不整

結論！乳癌検診の見逃しを防ぐためには乳腺エコー＋マンモを推奨する。
国立研究開発法人｢日本医療研究開発機構｣が日本全国の約７万 6 千人を対象（2007 年～2011 年調査）にマンモ
単独と乳腺エコー＋マンモを比較調査して乳腺エコー＋マンモの優位性を報告しているので紹介する。
※この報告は 2015 年 11 月の Lancet 誌（電子版）に掲載されている。Lancet 記事は有料だが、内容の詳細
はネットでも日本語で見る事が出来る。興味のある人はネットで｢超音波検査による乳がん検診のランダム
化比較試験｣で検索すれば良い。調査した年齢はマンモ単独群が 44.5±3.0 才（平均±標準偏差）
、マンモ
＋エコー群が 44.4±3.0 才であった。
エコー群が
44.4±であった。
以下、その内容の一部を紹介する。
①マンモ単独よりマンモ＋エコーが早期乳癌発見率が約 1.5 倍になった。
②乳癌全体での発見率はマンモ単独が 0.09％、マンモ＋エコーが 0.2％と約 2 倍であった。
③乳癌発見の感度はマンモ単独 16.8％、エコー単独 30.2％、マンモ＋エコー47.4％とマンモ＋エコー
の感度が最も優れていた。また、エコー単独の方がマンモ単独より感度が高かった。
※感度というのは精査に回した時に１）実際に癌が見つかった真陽性と２）癌が見つからなかった擬陽
性を足したもの（感度＝真陽性＋擬陽性）
。感度が高くても擬陽性が多ければ問題だが、実際の乳癌発
見率も上記①②のようにマンモ＋エコーが優れているので真陽性率も高かったという事になる。

