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乳がんとは、乳房の乳腺組織に発生する悪性腫瘍で、エストロゲンという女性ホ
ルモンの影響を受けて発生・増殖し、リンパ管や血管を介して転移していきま
す。乳がんが直径1cmほどの大きさになるには、およそ5～8年かかります。症
状としては、乳房にしこり、皮膚にえくぼのようなくぼみ、かゆみ、タダレ、血
性乳汁分泌などがみられます。乳房の近傍のリンパ節に転移をきたしやすく、リ
ンパ節が大きくなってくると、リンパ液の流れがせき止められて腕がむくんでき
たり、腕に向かう神経を圧迫して腕のしびれをきたしたりすることがあります。

患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

乳がん
治療最前線

本院で乳がんの治療を進めるにあたっては、外科・産婦人科の医師や乳がん看護認定看護師、放射線技師などのスタッフ
がタッグを組み、チーム医療で臨みます。また、マンモグラフィは女性技師が操作しますので安心です。何か不安なこと
がありましたら、一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。
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乳がんは女性がかかる最も頻度の高いがんです。60代後半に発症のピークを迎えますが40代後半にも多いの
が日本における乳がんの特徴で、乳がんに関する正しい知識の習得が必要です。そこで、本院外科の福島亘主
任部長に乳がん治療の最前線について解説してもらいました。

乳が ん治 療最前線

現在の乳がん治療は、がんを切除する「外科療法」、
放射線を照射してがんを死滅させる「放射線療

法」、抗がん剤、ホルモン剤や分子標的治療薬などの薬
剤を主体とした「薬物療法」が行われています。
以前は、周りの組織やリンパ節を含め広範囲に切除

することで予後が改善すると考えられていましたが、
近年では、比較的初期の段階からがん細胞の一部は全
身に広がるという考えが主流で、必要以上に大きな手
術はせず、それぞれに適した手術を行い、その病理結
果から全身療法（薬物療法）や局所治療（放射線療法、
追加手術）などを組み合わせて行うのが標準治療となっ
ています。

■ 外科療法

・乳房温存手術
乳頭、乳輪を残し、がんを周囲の正常乳腺を含めて
部分的に切除します。手術後に残っている乳腺に放射
線治療を行います。
・乳房全切除術（全摘出）
乳房全体を切除する術式で、乳房温存手術の適用に

ならない場合や、乳房内での再発が心配な場合、また、
乳房再建を希望する場合にも選択されます。
・腋窩リンパ節郭清、センチネルリンパ節生検
がん細胞は約40％の症例でわきの下にあるリンパ節

（腋窩リンパ節）に転移します。乳がんの切除と同時に
この腋窩リンパ節を切除する「腋窩リンパ節郭清」、明
らかな腋窩リンパ節への転移がない早期乳がんの場合
は、最初にがん細胞がたどり着くセンチネルリンパ節
のみ切除し、病理検査を行い、転移がなければリンパ
節郭清は省略します。

■ 放射線療法

主に手術後に行い、温存した乳房や乳房を切除した
後の胸壁、その周辺のリンパ節からの再発を防ぐため
に行われます。1日1回、1～2分で終了するため一般
的に外来治療で行います。

本院では7月に最新鋭の放射線治療装置（リニアッ
ク）を導入し、高精度の照射の実現により、副作用のリ
スクを軽減することが可能となりました。

■ 薬物療法

・化学療法（抗がん剤治療）
血管やリンパ管を通して全身に散らばってしまった

可能性のある微小ながん細胞を、薬で攻撃し転移や再
発を予防する全身療法です。抗がん剤は飲み薬と点滴
に分かれ、多くは1週間または3週間に1回を1サイク
ルとして外来通院治療で行われます。
・ホルモン療法
ホルモン療法は女性ホルモンのエストロゲンを取り
込んで増殖する乳がん（ホルモン受容体陽性乳がん）に
効果があります。手術後に行うことで、再発を予防す
る効果が期待でき、進行・再発乳がんでは進行を抑え
る効果が期待できます。
・分子標的治療（抗HER2療法）
がん細胞に特有の分子を狙いうちにする治療が「分
子標的治療」です。乳がんの増殖に深く関わる“HER2”
たんぱく質を標的とする抗HER2療法は、HER2陽性
乳がんのみに用います。代表的な抗HER2薬はトラス
ツズマブ（商品名ハーセプチン）で、術後に用いる場合、
抗がん剤と組み合わせて治療を行うことで再発する危
険性が半分近くに抑えられます。
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乳がん治 療 最前線

乳がんの画像診断の基本はマンモグラフィと超音
波（エコー）検査です。マンモグラフィとは、乳

腺専用のⅩ線撮影で、病変の位置や広がりを調べます。
視触診では発見しにくい石灰化病変も見つけられます。
超音波（エコー）検査は、乳房の表面に超音波を発生す
るプロープをあてて、超音波の反射の様子を画像で確
認します。マンモグラフィのように石灰化を見つける
ことは難しいですが、濃淡や形、境界の鮮明さから良
性腫瘍と乳がんを見分けることができます。
マンモグラフィや超音波検査でしこりや石灰化が見

乳房の画像診断は…

乳がんの
標準的な

手術は「乳房温存療法」「乳房全切除術
（全摘術）」がこれまでの主流でしたが、
2013年7月にインプラントによる乳
房再建が保険適用になってから、乳房
全切除術（全摘術）と乳房再建をセット

で行う患者さんが増加しています。本
院では乳がん手術と同時に行う一次再
建を実施しています。術式では自分の
組織を用いた自家組織再建術と、
ティッシュ・エキスパンダー（皮膚拡
張期）やシリコンを用いたインプラン
トによる人工乳房再建術があります。

乳房再建術

つかった場合は、乳房から細胞や組織を採取し顕微鏡
で確認する検査を行います。乳がんと確定されたら、
造影MRI、ヘリカルCTなどにより病変の広がりや遠
隔転移、リンパ節への転移の有無などを調べます。

診療はどんな流れですか?

　 外科の外来で問診後、診察を行います。その後、
マンモグラフィや超音波検査で症状の進行具合

を調べます。

何度も来院しなければならないのでしょ
うか?

　 いいえ。半日ほどで完結できる体制を整えてい
ます。診断までの時間が早いので、患者さんの

不安を少なくすることができます。また、各診療科の
連携を密に行っているので、診断の正確性が格段と上
がっています。

やはり恥ずかしい想いがあるのですが…

　 本院のマンモグラフィ検査は3人の女性技師が
対応していますのでご安心ください。

マンモグラフィ検査は小さな腫瘤も発見で
きます（白い矢印部分）

超音波検査で不整形の小低エコー病変を
発見（白い矢印部分）

乳がんは遺伝するのでしょうか?

　 遺伝性乳がんは全体の5～10％ほどと言われて
います。決して低い数値ではありません。ご家

族に乳がんや卵巣がんに罹患した方がいる場合は注意
を払う必要があります。また、男性の乳がんもあります。
女性の100分の1程度ですが、発症することは知って
おいた方が良いでしょう。

地域住民の方々に一言お願いします。

　定期的な検診受診と自己検診で、早期発見を心
がけてください。遺伝性乳がんの場合には、卵

巣がんが発症したりご家族の方が罹患することもあり
ます。決して自分自身の問題と捉えず、ご家族で話し
合う機会をつくってみてください。

© Aarrttuurr - Fotolia.com

教えて!　福島Dr.
乳がん診療のイロハ

外科

福
ふくしま
島  亘

わたる
 

主任部長
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月に1回、自己検診でチェックする習慣を!

乳がん看護認定看護師に聞きました!

どんな仕事を行っているのですか？

　乳がん看護認定看護師の役割としては、患者
さんや家族の方に向けた、病名告知後のサ

ポート、治療選択に対する意思決定のサポート、術
後の生活や乳房の変形にかかるアドバイスなど、治
療に伴う身体的・心理的・社会的な支援を幅広く行っ
ています。
乳がん患者は、様々な意思決定場面に繰り返し遭
遇します。手術治療の選択、化学療法の選択、遺伝
子検査の選択、積極的治療中止の是非などがありま
す。
私は、患者さんが抱えている疑問や不安の軽減を
図り、患者さんの考えや思いを整理しながら、意思
決定するための援助を行っています。

　乳がんは自分で見つけることができると聞い
たことがあります。どのような方法で見つけ

ることができますか？

　 乳がんは自分で見つけることができるがんの
ひとつです。乳がん検診と合わせて、自己検

診により乳房チェックを行うことも大切です。自己
検診で「しこり」「乳頭からの血性分泌物」「ひきつれ」
「えくぼ」がないか確認しましょう。

腕を上げ、反対側の
指の腹で“の”の字を
描くようにしこりを
チェックします。手に
石鹸をつけるとなめ
らかに行えます。

まずは月に1回、自己検診でチェックする習慣
を身につけてください。月経の1週間後あた

りが乳房に痛みや張りが少ないので自己検診を行う
のに最適です。

仰向けに寝て、背中に折ったタオルなどを敷き、
乳房を均一に広げます。腕を上げ、指を外から内
に滑らせ、しこりをチェックします。

看護部

蔭
かげうら
浦 瑞

み ず き
希

乳がん看護認定看護師

毎月1回の自己検診を継続的に行うことで、自分
の乳房の状態を知ることができ、いつもと違う変化
に気づきやすくなります。

乳がん看護専門外来

月・水 9:00～16:00
※看護専門外来の受診は、一般外来の受診後となります。

4 Heart● 2018.November



遺伝性乳がん・卵巣がんカウンセリング外来
がんは、遺伝要因（親から受け継いだ遺伝子の情報）と環境要因（食生活、生活習慣、生活環境など）が関係
しあって発症すると考えられていますが、乳がんと卵巣がんの5～10％は、遺伝的な要因が強く関与して
発症していると考えられています。その中で最も多くの割合を占めるのが、HBOCです。

HBOCとはどんな病気？

HBOC（Hereditary Breast and Ovarian Cancer：遺
伝性乳がん・卵巣がん症候群）は、発症と関連する2
種類の遺伝子（BRCA1遺伝子、BRCA2遺伝子）のど
ちらかに（生殖細胞系列／生まれつきの）病的変異が
見つかった場合に、乳がんや卵巣がんを高いリスク
で発症する遺伝性腫瘍のひとつです。

遺伝カウンセリング外来では
何をするの？
遺伝カウンセリング外来では「自分は遺伝性（家族
性）の乳がんや卵巣がんになりやすいのでは？」とい
う不安を持っている方やそのご家族に対して、がん
の既往歴や家族歴を詳しく聴取して、遺伝が関係す
るかどうかリスク評価を行います。

HBOCとはどんな病気？ 遺伝カウンセリング外来では
何をするの？
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外科

福島　亘
主任部長

産婦人科

山﨑 悠紀
部長

外科

薮下 和久
副院長

遺伝性乳がん・卵巣がんカウンセリング外来
また、BRCA1遺伝子、BRCA2遺伝子検査を受ける

ことを選択肢として考えるときも、遺伝子検査を受け
る意義、遺伝子検査で分かること・分からないこと、
遺伝子検査を受けることによる利益・不利益などにつ
いて時間をかけて説明します。検査を受けるか受けな
いかを決めるのは、検査を受ける方ご自身で、スタッ
フが検査を強要することはありません。
※富山県内で遺伝カウンセリング外来を行っている
病院は、高岡市民病院と富山大学附属病院の2か所の
みです。

遺伝子検査

HBOCであるかどうかを確定診断する検査で、一般
的な採血方法で採取した血液を用いて行います。血液
中に含まれる細胞（白血球）からDNAを取り出し、
BRCA1遺伝子やBRCA2遺伝子を調べます。検査結果
が出るまでにかかる日数は、受ける検査によって異な
ります。
検査の結果、HBOCと診断されても、その方が将来

必ず乳がんや卵巣がんを発症するというわけではあり
ません。結果を丁寧に説明し、がん発症のリスク（推測
値）や必要な医学的管理、予防法などについて詳しく
情報をお伝えします。

遺伝子検査

© koti - Fotolia.com

私たちが担当します !【お問い合わせ】

遺伝性乳がん・卵巣がん
カウンセリング外来

☎0766-23-0204（代表）まで
お電話にて「遺伝カウンセリングに
ついての相談」とお伝えください。
担当の者が対応いたします。

遺伝カウンセリング及び遺伝子検査費用

■遺伝カウンセリング料

初回 8,640円
2回目以降 6,480円
※料金は税込金額です。
遺伝子検査の料金は検査内容によって金額が異なります
ので、遺伝カウンセリングの中でご説明します。
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