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 ・全体の５～１０％程度 
  
 ・生まれつきがんになりやすい体質を持っている 
 
 ・体質は遺伝子によって決まる。 
  →生まれつき片方（父or母から受け継いだもの）の遺伝子に疾患を発症しやすく
なる遺伝子の変化（病的バリアント）があることでうまく機能していない 
 
 ・若年発症 
 
 ・血縁者内で同じがん、関連がんの家族歴が見られる 
 
 ・１人で複数のがんを発症する（多重がん） 
 
 ・同じ臓器に何度もがんが発症する（多発がん） 

遺伝性腫瘍 



年齢を重ねるにつれて後天的に生じた遺伝子の変化（体細胞変異）が積み重なって生じる 

がん細胞に限局した遺伝子の変異 
遺伝子の変異が次世代に受け継がれることはない 

〈正常細胞〉 

加齢によって遺伝子の変異が蓄積 

（メチル化などのエピジェネティック
な変化も含む） 

〈がん細胞〉 

がん抑制遺伝子の働きで、 
遺伝子の変異が生じても 
修復してくれる 

散発性のがん 



がん抑制遺伝子の一方のアレルに生まれつき変化（生殖細胞系列バリアント）がある
ことが原因でがんを発症しやすい 

すべての細胞に生まれつき遺伝子の病的バリアントがある 
病的バリアントの情報は50%の確率で次世代へと受け継がれる 

〈がん細胞〉 〈正常細胞〉 

がん抑制遺伝子 

両方のがん抑制
遺伝子が機能しな
くなる 

一方のがん抑制
遺伝子は生まれつ
き機能していない 

遺伝性のがん 



散発性のがん 

〈正常細胞〉 〈がん細胞〉 

〈がん細胞〉 〈正常細胞〉 

遺伝性のがん 

《遺伝性のがんの特徴》 
・若年発症 
・多重がん 
・多発がん 
・両側性がん 
・家族内集積性 

散発性のがんと遺伝性のがんの違い 
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５０％の確率で次世代への体質が受け継がれる 
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疾患 原因遺伝子 腫瘍の種類 

遺伝性乳がん卵巣がん
症候群（HBOC） 

BRCA1 
BRCA2 

乳がん、卵巣がん、膵臓がん、
前立腺がん 

リ・フラウメニ症候群 TP53 
乳がん、軟部組織肉腫、副腎皮
質がん、脳腫瘍、白血病 

カウデン症候群 PTEN 
乳がん、甲状腺がん、腎細胞が
ん、子宮内膜がん、結腸直腸が
ん 

遺伝性びまん性胃がん CDH1 乳がん、びまん性胃がん 

ポイツ・イェガース症候群 STK11 

乳がん、消化器がん、卵巣がん、
子宮頸部がん、子宮体がん、膵
がん、精巣セルトリ細胞腫、肺が
ん 

Gene Reviews Japan より一部抜粋 

遺伝性乳がん 



Case1 46歳女性 

【現病歴】 
検診希望にて前医受診 
自覚症状なし  
 
MMG:左FAD C3 
US:左AC部不整形腫瘤 
FNA:ClassV 
精査加療目的で当科紹介 

【家族歴】 
父：75歳前立腺癌        母：46歳乳癌51歳で死亡 
父方祖父：食道癌77歳死亡  母方祖父：胃癌61歳死亡 
父方祖母：肝臓癌73歳死亡  母方祖母：膵臓癌77歳死亡 
                    母方叔父：膵臓癌54歳死亡 
                    母方叔母：白血病、肝硬変43歳死亡 



初診時MMG 



初診時US 

針生検結果： 
 IDC,sci.,Grade II (3/2/1),ER+(90%以上),PGR+(90%以上), HER2 1+, KI67:10-20%程度 
 
左MMK cT1N0M0 StageⅠ 



 

Q1-1． この患者の治療方針は？ 
 
  
Q1-2．遺伝性腫瘍高リスク患者に対して手術術式を考慮しますか？ 
 



初診時US 

左C 領域: 0.0時M  
腫瘤径:  12.0mm（横） x 12.8mm （頭尾） x  
9.8mm（深さ） 
形状: 不整形  
性状: 充実性  
境界部: 不明瞭（halo-） 
エコーレベル: 低  
後方エコー: 不変減弱  
カテゴリー: 5 
血流（+）PI：1.78 RI：0.96 

針生検結果： 
 IDC,sci.,Grade II (3/2/1),ER+(90%以上),PGR+(90%以上), HER2 1+, KI67:10-20%程度 
 
左MMK cT1N0M0 StageⅠ 



 

A1-1． この患者の治療方針は？ 
 
40歳台後半でサブタイプもLuminal typeであり、散発癌と考えれば十分
温存手術可能な症例である。標準治療としてはBp+SLNB、術後内分泌
療法となるが、家族歴の濃厚さには着目すべきである。 
手術前に遺伝学的検査についての言及は必要であろう。 



がんの単一遺伝疾患と原因遺伝子 

主な腫瘍 遺伝性腫瘍の病名 その他にできやすいがんの例 原因遺伝子 

大腸がん 

リンチ症候群 
（遺伝性非ポリポーシス大腸がん） 

子宮体がん、卵巣がん、胃がん、 
小腸がん、腎盂・尿管がん 

MLH1, MSH2, 
MSH6, PMS2 

家族性大腸ポリポーシス 
（家族性大腸腺腫症）  

胃がん、十二指腸がん、デスモイド
腫瘍 

APC 

乳がん、 
卵巣がん 

遺伝性乳がん卵巣がん症候群 前立腺がん、膵臓がん BRCA1, BRCA2 

骨軟部肉腫 
 

リー・フラウメニ症候群 乳がん、急性白血病、脳腫瘍など TP53 

皮膚がん 
 

遺伝性黒色腫 膵がん P16 

泌尿器がん 
ウィルムス腫瘍（腎芽腫）   WT1 

遺伝性乳頭状腎細胞がん   MET 

脳腫瘍 フォン・ヒッペル−リンドウ病 
網膜血管腫、小脳・延髄・脊髄の血
管芽細胞腫、腎・膵・肝・副腎等の
のう胞・腫瘍 

VHL 

眼のがん 
 

網膜芽細胞腫 骨肉腫、肉腫 RB 

内分泌系の腫瘍 

多発性内分泌腫瘍症（MEN）1型 
下垂体・膵ランゲルハンス島・副甲
状腺腫瘍または過形成 

MEN 

多発性内分泌腫瘍症（MEN）2型 
甲状腺髄様がん、副甲状腺機能亢進
症、褐色細胞腫 

RET 



遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）とは？ 

・遺伝性乳がん卵巣がん症候群  Hereditary Breast and Ovarian Cancer = HBOC 
 
・BRCA1遺伝子もしくはBRCA2遺伝子の病的変異が原因 
 
・常染色体優性遺伝 
 
・乳がん全体の約５～１０％ 
 

散発性の乳がん 
家族歴/家族集積性の
見られる乳がん 

遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）で
発症する乳がん 

青：    家族歴が見られる 
緑：    家族歴が見られない 
オレンジ：BRCA1/2遺伝子に変異があるが 
      乳がん未発症 



遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）の特徴 

・若年（４０歳以下）での乳がんを発症する 
 
・トリプルネガティブタイプの乳がんが多い（特にBRCA1）が、 
 一般的な乳がんと特徴が似ているものも（比較的高齢and/orホルモン陽性）（特にBRCA2） 
 
・両側、あるいは片側の乳房に、同時に複数の乳癌、あるいは異時性に別の乳癌が発症する 
 
・男性乳癌を発症する 
 
・乳癌だけではなく、卵巣癌も発症する 
 
・他の関連臓器（膵臓、前立腺）に癌が発症することがある 
 
・家族に乳癌患者が複数人いる 

                              ※必ず全てが当てはまるわけではない 



がんの種類 一般集団のリスク 

悪性腫瘍のリスク 

BRCA1遺伝子 BRCA2遺伝子 

乳がん 9％ ４６～８７％ ３８～８４％ 

卵巣がん １％ ３９～６３％ １６．５～２７％ 

男性乳がん ０．１％ １．２％ 最大で８．９％ 

前立腺がん ６９歳にまでに６％ 
６５歳までに 

８．６％ 
６５歳までに１５％ 

生涯で２０％ 

膵がん ０．５％ １～３％ ２～７％ 

HBOCにおける乳癌・卵巣癌の発症リスク 



HBOCにおける乳癌・卵巣癌の発症リスク 



BRCA1/2 変異陽性例における乳癌の組織型 

Nakamura S,et al.;  Breast Cancer 2015;22(5):462-8 



乳癌 
卵巣癌 

乳癌 
卵巣癌 
膵臓癌 
前立腺癌 
男性乳癌 

BRCA1/2 変異陽性例における関連癌 

Nakamura S,et al.;  Breast Cancer 2015;22(5):462-8 





BRCA1/2 変異の種類 

Momozawa Y,  et al.;Nat Commun. 2018 Oct 4;9(1):4083.改  



無作為に選択した患者群では 
BRCA1＜BRCA2 
約2倍 

Momozawa Y, et al. 
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家族歴・既往歴に乳がんなし：５０％ 

京都大学バイオバンクのデータ(2018年) 
 無作為な患者選択＝拾い上げなし 

 



遺伝学的リスク評価 

《既発症者》 
・既知の遺伝子変異を有する家系の一員 
 

・５０歳以下の乳がん 
 

・６０歳以下のトリプルネガティブ乳がん 
 

・両側、同側多発乳がん（異時、同時） 
 

・乳がん（年齢を問わず） 
 －近親者に５０歳以下の乳がん患者 
 －近親者に卵巣がん患者（年齢不問） 
 －近親者に２人以上の乳がん、前立腺がんもしくは 
   膵臓がん（年齢不問） 
 －膵臓がんの既往歴 
 －リスクの高い民族出身者 
 

・自身を含めて近親者に３名以上の、乳がん、膵臓がん、 
 前立腺がん、黒色腫、肉腫、副腎皮質がん、脳腫瘍、 
 白血病、びまん性胃がん、結腸がん、子宮内膜がん、 
 甲状腺がん、腎がん、巨頭症 
 

・浸潤性卵巣がん 
 

・男性乳がん 
 

・転移性前立腺がん 

《未発症者》 
・近親者が以下のいずれかに該当する 
 －家系内で既知の遺伝子変異が判明 
 －両側、同側多発乳がん（異時、同時） 
 －父・母方いずれかに２名以上の乳がん患者が 
   いて、そのうち1名は５０歳以下で診断された 
 －卵巣がん 
 －男性乳がん 
 
・第１、２近親者に４５歳以下の乳がん 
 
・自身を含めて近親者に３名以上の乳がん、膵臓がん、 
 前立腺がん、黒色腫、肉腫、副腎皮質がん、脳腫瘍、 
 白血病、びまん性胃がん、結腸がん、子宮内膜がん、 
 甲状腺がん、腎がん、巨頭症 

NCCN Guidelines Version 1. 2019 



年齢問わず以下のいずれか
の診断 

乳がん診断＋以下のいずれかに 
該当 

左記の基準以外で1~2親等が 
次のいずれか 

 卵巣がん 
 膵臓がん 
 転移性前立腺がん 
 Ashkenazi Jewish ancestry

の乳がん または  
 高悪性度前立腺がん 

 乳がん診断≦50歳 
 TNBC＋診断≦60歳 
 2つの原発性乳がん 
 乳がん(any age)＋次に当てはま

る血縁者がいる場合 
• 50歳以下で乳がん(1人以上) 
• 浸潤性卵巣がん (1人以上) 
• 男性乳がん(1人以上) 
• 膵臓がん(1人以上) 
• 高悪性度(GS≧7)or転移性前立

腺がん(1人以上) 
• 乳がん (2人以上) 

 乳がん診断≦45歳   
 卵巣がん 
 男性乳がん   
 膵臓がん  
 転移性前立腺がん  
 1人に2つ以上の原発性乳癌 
 父方か母方どちらかに≧2人

の乳がん(少なくとも1人は
≦50歳) 

キーワード：50歳以下、 TNBC、多発乳がん、卵巣がん、膵臓がん、前立腺がん 

ハイリスク者同定基準 



患者：問診票への記載 

看護師：家族歴の聴取 

医師・CGC：家族歴の確認 

遺伝カウンセリングの案内 

遺伝カウンセリング実施へ 

繰り返し 
案内する 

 乳腺外科の初診患者全員に家族の癌家族歴聴取 
 看護師・医師・認定遺伝カウンセラーによる多段階のチェック 

苦労点：家族歴の情報量
が乏しいことが多い 

術後フォローでの来院の度に家族歴を繰り返し聴取すること。家族歴は変わる！ 

ハイリスク者同定の工夫 



 

A1-2．遺伝性腫瘍高リスク患者に対して手術術式を考慮しますか？ 
 

遺伝性腫瘍を想定した場合は、温存手術＋放射線治療は絶対禁忌で
はないものの、積極的には勧められない。従って、この症例は手術ま
でに術式決定の為にも遺伝カウンセリングを勧め、遺伝学的検査につ
いて検討することが望ましい。 
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①拾い上げ 

②遺伝カウンセリング 

③遺伝学的検査 

④management 

遺伝性乳癌の診療の大まかな流れ 



遺伝カウンセリングとは？ 

《遺伝カウンセリングの定義（米国遺伝カウンセラー学会）》 

遺伝カウンセリングとは、疾患に対する遺伝学的な関与について、当事者が
その医学的、心理的、および家族への影響を理解し、それに適応していくこと
を支援するプロセスである。 

・疾患の発生や再発の可能性を評価するための家族歴及び病歴の解釈 
 
・遺伝、検査、マネジメント、予防、情報リソースや研究についての教育 
 
・インフォームド・チョイスとリスクや病態への適応を促すためのカウンセリング 



受診 

• 家族歴などから判断し、主治医より紹介 

• 治療薬選択のために紹介 

• 患者からの自発的な希望 

遺伝 

カウンセリング 

• 来談に至った経緯の確認 

• 家族歴の聴取 

• 疑われる遺伝性疾患についての説明 

• 遺伝学的検査について 

遺伝学的検査

の結果開示 

• 検査結果の説明 

• 今後の医学的対応について 

• 血縁者について 

遺伝カウンセリングの流れ 



 遺伝情報＝究極の個人情報 

 血縁者間で共有される 

 血縁者の遺伝型や表現型が予測できる 

 

 不適切に扱われた場合、被験者及び血縁者に社会的不利益が
もたらされる可能性がある 

保険加入、結婚、就職・・・ 
日本ではまだ整備が不十分 

発症前診断、出生前診断が可能 

遺伝情報における考慮すべき特性 



中等度易罹患性遺伝子 
ATM, BRIP1, CHEK2 NBS1,  
RAD50, RAD51B, RAD51C,  

RAD51D, PALB2, 
& XRCC2 

5% 

BRCA X 家系 
他の低度易罹患性遺伝子  

to identify 
51% 

高度易罹患性遺伝子 
CDH1, PTEN,  
STK11 & TP53 

5% 

高度易罹患性遺伝子 
BRCA1 & BRCA2 

25% 

低度易罹患性遺伝子 
これまでに67遺伝子が報告 

14%  

Human Genetics 
August 2013, Volume 132, Issue 8, pp 845-863 

家族性乳癌 ≠ HBOC 

遺伝子検査 



マルチ遺伝子検査 

それでも遺伝性乳癌を疑うときは 

中等度易罹患性遺伝子 
ATM, BRIP1, CHEK2 NBS1,  
RAD50, RAD51B, RAD51C,  

RAD51D, PALB2, 
& XRCC2 

5% 

BRCA X 家系 
他の低度易罹患性遺伝子  

to identify 
51% 

高度易罹患性遺伝子 
CDH1, PTEN,  
STK11 & TP53 

5% 

高度易罹患性遺伝子 
BRCA1 & BRCA2 

25% 

低度易罹患性遺伝子 
これまでに67遺伝子が報告 

14%  

Human Genetics 
August 2013, Volume 132, Issue 8, pp 845-863 
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《遺伝性疾患》 
 遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）を始めとした多くの疾患は、家族歴や発症年齢など 
による拾い上げから可能性の検討はできる。 
 しかし、確定診断には遺伝子を調べる必要がある。 
 
《遺伝学的検査》 
末梢血中の細胞からDNAを抽出しDNAの塩基配列を調べる。 
 
《遺伝情報》 
 ・一生涯変わらない情報 
 ・家族と一部共有している   
以上の特徴から、遺伝学的検査は十分に考えた上で行うことが望まれる。 
→遺伝カウンセリングでの情報提供の重要性 
 

2011年 日本医学会   「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」 参照 

再び遺伝カウンセリング 



《HBOCの遺伝学的検査》 
 家族歴からの拾い上げや患者の希望によって遺伝カウンセリングを行い、希望によって
BRCA1/2 遺伝子の検査を行う。 
HBOCについて理解し、血縁者への影響や今後の対応について考えた上で実施。 

 
《BRCA1/2遺伝子検査》 → コンパニオン診断 
 オラパリブ（分子標的薬）の適応条件としてBRCA 遺伝子変異陽性が盛り込まれたた
め、薬を使えるかどうか調べるためにBRCA1/2 遺伝子の検査を行う。 
 家族歴は重視せず、まずは治療薬が使えるかどうか。 
 HBOCに関連する検査結果が出た場合は、血縁者への対応まで必要になることを事前
に説明しておく必要がある。 

BRCA1/2 遺伝子検査 

内容は同じだが、検査の前提と目的が異なる！ 



検査費用：保険適応外 自己負担25万程度 
       保険適応  卵巣癌(全例)／乳癌(再発症例のみ) 保険３割負担で６万円程度 
 

遺伝学的検査を考慮する基準はNCCN指針などを参考 
• 各種予測モデルの利用(Myriad table, BRCAPRO, KOHCalなど)  
• 発端者検査：家系の中で最も病的バリアントが見つかりそうな人から 
 ＝がん既発症者(より若年で発症、両側発症、がん多発等) 
• 実施時期：術前を考慮。術後でも考慮。 
• がん患者がすでに死亡している場合： 

• 未発症者から検査する場合もある(NCCNに基準あり) 

• 未発症者から検査をする場合の限界：陰性の場合、そもそも家系内に遺伝子の病的
バリアントが存在しないのか、病的バリアントがあるがその人は受け継いでいないの
か（真の陰性）がわからない 

• 血縁者の検査：（シングルサイト検査）２〜３万円 
• 検診やリスク低減開始年齢を超えた人、近い人を優先 
• 家系に検診開始年齢を超えている人がいれば出来れば早めに行う 
• 未成年者は原則として遺伝子検査は実施しない 

BRCA1/2 遺伝子検査 



１）一生涯結果は変化しない。 
 
２）変異が見つかれば遺伝性腫瘍の確定診断となる。 
 
３）変異が見つかれば被検者のみならず血縁者も同じ乳癌などに罹患しやすい体質を持って 
  いる可能性がある。 
 
４）変異が見つからなければ自らの乳癌はBRCA1 及びBRCA2 の病的バリアントに基づいて 
 発症した乳癌の可能性はほぼ否定されるが，遺伝的な要因を完全に否定できたわけではない。 
 
５）結果の解釈について。 
 病的バリアントが認められた(陽性），今回の解析では病的バリアントは認められなかった(陰性）， 
 の他に病的意味が不明なバリアント（variant of uncertain significance: VUS）が認められる可能 
 性とその臨床的な意味合いについて。 

検査前に説明しておくべきこと 

検査の目的は異なるが、同じ診断が得られる！ 



陽性 

・調べた遺伝子に病気の原因となる病的バリアントが見られた。 
・今後、新たな症状がでてくる可能性があるため定期検診が必要 
 → 早期発見・早期治療への期待 
・血縁者への影響 

オラパリブの適応 
他癌のサーベイランス、リスク低減手術 

血縁者にもがん発症の可能性 
心理的負担の増加？ 
適切にmanagementすることで血縁者の命を救える可能性 

BRCA1/2 遺伝子検査 



陰性 

・現状の科学技術では調べた遺伝子に病気の原因となるような 
 バリアントはなかった 
 → 一般頻度と同じがんの発症リスクと考えてよい 
・HBOCについて家族への影響は考えなくてもよい 
・調べていない遺伝子については不明なので、遺伝性疾患の完全な 
 否定はできない 

オラパリブを使った治療が受けられない 

血縁者のHBOCの心配をしなくてもよいい 

BRCA1/2 遺伝子検査 

・患者の病歴や家族歴などから遺伝性が強く疑われる場合、 
 他の遺伝子検索(パネル検査など)を積極的に考慮し、 
 専門施設への紹介 



病的意義不明 
（ＶＵＳ） 

・調べた遺伝子にバリアントは見られたが、その変化が病気の原因 
 かどうかは不明 
・遺伝性疾患の完全な否定もできないので、遺伝性疾患に準じた 
 フォローが必要 
・はっきりしない結果から、心理的な負担が増加する可能性 
・今後の研究次第で結果が陰性/陽性になる可能性もある 

陽性ではないのでオラパリブが使えない 

陰性かどうかもわからないのでHBOCの否定ができない 

BRCA1/2 遺伝子検査 

• 家族歴などの情報を中心に個別に、高・中・低リスクを判断し、
今後の方針を検討。 

• 将来、陽性か陰性に変更されることあり 

• 別のデータベースに照合することも有用 

 



遺伝性腫瘍に対して 

生殖細胞系列の遺伝子変異 

単一遺伝子の病的バリアント 

多くは常染色体優性遺伝 

若年性の発症 

関連癌に集中する 

一部保険診療 

 

癌組織の多数の遺伝子変異
をパネル検査で解析 

個別化治療薬を探索 

希少がんや末期がん 

最近、保険償還 

治療に結びつく確率は10% 

遺伝の有無を問わず 

癌細胞の遺伝子変異 

“がんに関連するゲノム医療”は、2種類ある 

【共通点】 
遺伝子の変異を見つけて個人の診療に利用する 



 遺伝学的検査にてBRCA2 陽性でした。 

Q1-3．治療方針は変わりますか？ 
 
 
Q1-4．対側乳房や他臓器への対応は？ 



トピックス 

１．遺伝性乳癌卵巣癌症候群 
 
２．遺伝カウンセリング 
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初発乳癌の治療 

・薬物治療 
 現時点では散発性乳癌と同様、サブタイプによって 
 内分泌療法、化学療法、抗ＨＥＲ２療法を組み合わせて施行 
 
・放射線治療 
 遺伝性乳癌患者には、放射線治療によるがんの再発リスク 
 
・外科的手術 
 





Pierce LJ et al.; J Clin Oncol. 2006;24:2437–43. 

BRCA1/2変異保持乳癌で乳房温存手術を行った場合、散発性乳癌
に比べて乳房内再発のリスクが高まる可能性 

Contralateral breast Ipsilateral breast 



A1-3．治療方針は変わりますか？ 
 
前述のとおり、BRCA1/2 変異保持者の場合、乳房切除が弱く推奨される。
その場合も術式としては乳房全切除か皮下乳腺全摘か、乳頭乳輪の温
存の有無、再建希望の有無など、よく話し合う必要がある。対側乳房のこ
とも念頭におく必要がある。 





リスク低減乳房切除 Risk Reducing Mastectomy (RRM) 

 CRRM; 乳癌既発症者における対側のRRM 

 BRRM; 乳癌未発症者における両側のRRM  
• 自費診療：約40～300万円（片側or両側, 再建方法による） 

 

リスク低減卵巣卵管切除 Risk Reducing Salpingo-Oophorectomy (RRSO) 
• 自費診療：RRSO＋子宮摘出（開腹 約90万円 腹腔鏡 約110万円） 

   RRSOのみ     （開腹 約80万円 腹腔鏡 約85万円） 

Risk Reduction Surgery 

2017年度版 

2018年度版 



Heemskerk-Gerritsen BA et al.;Int J cancer,136:668-677,2015 

BRCA1/2変異保持乳癌既発症者に対してCRRMは生存率を改善 



Sarah L. Ingham et al.; Breast Cancer Res Treat (2013) 142:611–618 

BRCA1/2変異保持未発症者に対してRRS (BRM or RRSO)は生存率を改善 



source Study design No.   with  

mutation 

(Exposed) 

A Mean 

time 

follow-up 

surgery 

procedure 

recurrence 

Anne Warren  

Peled 

Prospective 

cohort 
23 4 years SSM 0 

Timothy.R. 

Rebbeck 

Prospective cohort 105 6.4 years Total mastectomy, 

Subcutaneous 

mastectomy 

2 (axillary    

lymph 

node,residual 

breast tissue) 

Susan M.Domchek Prospective cohort 247 3 years Not-mentioned 0 

Hanne Meijers-

Heijboer 

Prospective 

study 
76 3.0± 

1.5 
years 

Total mastectomy 0 

Lynn C.Hartmann Retrospective 

study 
214 14 years Total mastectomy, 

Subcutaneous 

mastectomy 

3(bone 

marrow,lateral side 

of chest 

wall,nipple) 

B.A.M.Heemskerk-

Gerritsen 

Prospective cohort 

 
212 8.5 years Not-mentioned 1(metastases in 

axillary lymph 

nodes,bone and 

liver) 

◆モンテカルロシュミレーションによる数理モデルでは、RRSO施行群においては 
 RRMとマンモグラフィー+ＭＲＩによるサーベイランスを比較すると同等の生存率 
 であったとの報告がある。 

(Allison W.Kurian.et.al. J Clin Oncolo 2010;28(2):222-231) 

◆いずれの研究においても、未発症BRCA変異保持者における両側乳房切除術 
   により乳癌発症のリスクは５％以下になることがしめされている。 

(Timothy R.Rebbeck.et.al.J Clin Oncol,2004;22:1055-1062)     
(Anne Warren Peled.et.al.Ann Surg.2014;21:37-41)   

(Susan M.Domchek.et.al.JAMA,2010;304 (9):967-975) など 

Bilateral prophylactic mastectomy 

 



Contralateral prophylactic mastectomy 

 

(Kelly Metcalfe.et.al.BMJ,2014;348:g226 doi:10.1136/bmj.g226) 

(Bernadette A.M.et.al.Int.J.Cancer,2015;136:668-677) 

source Study design No.   with  

mutation 

 

A Mean time 

follow-up from 

diagnosis 

Contralateral  

Breast cancer 

Mortality 

HR(95％CI) 

Bernadette Retrospective 

cohort 
583 11.4 years 2% 

(P＜0.001） 

0.49 

（0.29-0.82） 

Kelly  

Metcalfe 

Retrospective 

analysis 
390 14.3 years 0.6% 

(P＜10 to 4) 

0.52 

(0.29-0.93) 

 

◆follow-up期間が10年以上の研究において、反対側乳房予防切除術により   
 生存率は有意差をもって改善を認めた。 







Li et al.;Clin cancer Res,22:3971-3981,2016 

・BMMR 
 メタアナリシスで全死亡率の減少傾向 
 RRSOの影響の可能性 
  
・CMMR 
 メタアリシスで有意に全死亡率を減少 
 ただしRRSOの影響を完全には排除出 
 来ていない可能性 
 

BRRM 

CRRM 

BRCA1/2 変異保持者に対して
RRMは乳癌発症リスクを低減 



Li et al.;Clin cancer Res,22:3971-3981,2016 

BRCA1/2 mutation carriers 

BRCA1 mutation carriers 

BRCA2 mutation carriers 

BRCA1/2 変異保持者に対して
PBSOは乳癌発症リスクを低減 

リスク低減卵管卵巣摘出術 
 risk reducing bilateral salpingo-oophorectomy；RRSO 
=予防的卵管卵巣摘出術 
 prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy；PBSOとも称す 





A1-4．対側乳房や他臓器への対応は？ 
 
BRCA1/2 変異保持者の場合は、CRRMやRRSOにて生存率の改善を認
める為、既乳癌治療と並行してRRSOについても相談する必要がある。特
にBRCA2 の場合サーベイランスの対象としては膵臓も考えればならない。
さらに家系員への情報提供も必要である。 



• 皮弁作成時に表在筋膜浅層で剥離し、TDLUを完全に切除することを意識した手術
を心がける。(特にNSM時) 

• 完全に乳腺組織を切除する確実性と整容性のバランスの問題がある。 
• 整容性の温存には脂肪注入なども考慮される。 

ＲＲＭの標準術式は？ 



 
【両側SSM（乳頭合併切除）+ tissue expander挿入術】 
 ・超音波ガイド下に乳房外縁に点墨し、腋窩等での乳腺組織の遺残を防止 
 ・その後expanderを両側大胸筋下に留置した。 
 

リスク低減両側乳房切除術 



【家族歴】 
父方叔母：52歳乳癌 

Case2 36歳女性 

【現病歴】 
左乳房しこり自覚し、前医受診。 
精査で左A乳癌と診断された。 
治療目的で当科紹介 

針生検結果： 
Matrix-producing ca, G3(3+2+3=8), S-100+, ER(-), PgR(-), HER2(0), Ki67(>30%) 



初診時US 

左SOL5：既知の粘液癌  
 A領域: 10.0時P 
 腫瘤径: 12.5mm (横) x 22.4mm (頭尾) x 14.3mm (深さ) 
 形状: 不整形    性状: 充実性 
 境界部: 明瞭粗ぞう（halo-） 
 均質性: 不均質   エコーレベル: 低エコー 
 高エコースポット: 有（微細点状） 
 後方エコー: 増強      カテゴリー: 5 
 
左SOL4：充実性病変 カテゴリー3 
右SOL1.2.3.4.5.6＆左SOL1.2.3：充実性病変 いずれもカテゴリー2 
 
右腋窩部：有意なLN（-） 
左腋窩部：類円形LN swelling3個ほど腫大 meta否定できず 

左腋窩LNは細胞診にて悪性。 
左Bおよび右は細胞診施行も、悪性所見みとめず。 



 

Q2-1． 対側乳房について、対応決定に必要な検査は？ 
 （画像診断以外に） 
 
 
Q2-2．挙児希望ありの場合に考慮すべき内容は？ 
 



 

A2-1． 対側乳房について、対応決定に必要な検査は？（画像診断以外） 
30歳代TNBC、家族歴もあることから、遺伝性乳癌の可能性を念頭に置く。 

遺伝性の場合は、温存手術は推奨はされないが、対側乳房の病変は今
のところ悪性所見を認めていない。経過観察のみでよしとするかどうか、
検討するためにも遺伝学的検査の提示はあってよいと考える。 
術前化学療法施行中にカウンセリングを検討できればよい。 
 
A2-2．挙児希望ありの場合に考慮すべき内容は？ 

術前化学療法が想定される症例である。妊孕性の提示は必要、更に遺
伝性であった場合の卵巣についての情報提供も忘れるべきではない。 
 



初診時CT 
左MMK cT1N1M0 StageⅡA 



 

Q2-3．手術術式および対側乳房への対応は？ 
 

 遺伝学的検査にてBRCA1/2 陰性でした。 

 遺伝学的検査にてBRCA1/2 陽性でした。 

Q2-4．手術術式および対側乳房への対応は？ 



 

A2-3．BRCA1 陽性 手術術式および対側乳房への対応は？ 
乳房切除を推奨。再建についても同時に実施するかはよく相談する必要がある。 
CRRMおよびRRSOも相談する必要があるが、挙児希望がある患者の対する 
ガイドラインの記述はない。癌発症年齢とリスクを十分説明して、個別に相談せ
ざるを得ない。 
 
A2-4． BRCA1/2 陰性 手術術式および対側乳房への対応は？ 
標準治療で対応。温存手術は可能。対側乳房も経過観察可能。 
 
 



• オカルト癌(2.5～9%)： 

• 病理診断方法(切り出し方法、病理医の協力) 

• リンパ節評価(全摘後のSNは困難) 

• 保険診療への切替えのタイミング 
 

• RRMの標準術式：Evidenceは少ない 

• NSMは美容的満足度が高い(98%)              (Br Ca 15(3):185-191, 2008） 

• 近年海外では、NSM＋同時再建が増加     (Lancet Oncology 6, 431-434, 2005） 

• RRM後の乳癌発症は7例/639例で認め、いずれもBtではなく subcutaneous 
mastectomyであった   

                (Hartmann LC et al. The New England Journal of Medicine 340(2):77-84, 1999) 

→NSMでは遺残乳腺組織での乳癌発症リスクに注意が必要 

ＲＲＭの問題点 



切除範囲は患者とよく相談して決定を 

RRMの今後の課題 



ＲＲＳＯの問題点 

• 卵巣癌のManagementとしてRRSO以外に有効な方法がない 

 →NCCN ガイドライン：RRSO推奨（ただし対象は「挙児希望なし」） 

• 理想的には35～40歳の出産終了時 

• 家系の最も早い卵巣癌発症年齢を考慮 

• gBRCA2mは40-45歳まで遅らせることも考慮可 

 

• オカルト癌 

• リンパ節の手術 

• 保険診療への切替えのタイミング 

 

 
当院にて：乳癌術後に挙児希望のためRRSOを施行せず経過観察中 
       卵巣癌を発症した1例を経験した。 
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サ－ベイランス：女性の場合① 

NCCN Clinical Practice Guidelines  
in Oncology: Genetic/Familial High  
Risk Assessment:  
Breast and Ovarian.  
Version 3.2019 







サ－ベイランス：女性の場合② 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High Risk 
Assessment: Breast and Ovarian. Version 3.2019 



サ－ベイランス：男性の場合 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Genetic/Familial High Risk 
Assessment: Breast and Ovarian. Version 3.2019 



Case3 21歳女性 

【現病歴】 
右乳房内側上部に1cm大のしこりを自覚し来院。 
 
MMG;US:ともにカテゴリー4 
 
針生検結果： 
ＩＤＣ, G3(3+2+3=8), ER(-), PgR(-), HER2(3+), Ki67(>30%) 
 
【家族歴】なし 
 
【既往歴】なし 
 



 

Q3-1． 術式決定の為に考慮すべき因子は？ 
 
 
Q3-2．術後のフォローアップはどうしますか？ 

最終診断；右MMK Ａ領域 
       cT1bN0M0 Stage Ⅰ HER2-enriched type 



 

A3-1． 術式決定の為に考慮すべき因子は？ 
超若年性乳癌である。家族歴はないが、HBOC以外にも遺伝性乳癌が

あることを知っておく必要がある。この症例ではリ・フラウメニ症候群の
可能性を想定する。 
手術術式決定目的で遺伝学的検査を提示するのもひとつである。 
 
A3-2．術後のフォローアップはどうしますか？ 
リ・フラウメニ症候群は放射線による二次発がんのリスクが高い為、 

放射線検査や放射線治療を避ける必要がある。右乳房温存手術後の
放射線療法によって、同側乳癌や食道癌のリスクを高める可能性があ
ることは、知っておくべきである。 



• LFS患者は、一般より若い年齢でがんを発症するリスクが高い。 

• LFS関連の悪性腫瘍の50％が30歳までに発症すると推定される。 

• LFS家系である可能性を評価する場合、診断時年齢が重要となる。 

• したがって、LFSの可能性がある家系を評価する場合は、がんの診断時

年齢が著しく低いことが悪性腫瘍の種類と同じくらい重要となる  

過度の若年性乳癌 



• リ・フラウメニ症候群は以下の疾患の発症に関連する 

 (これら中心的ながんはLFS関連腫瘍全体の約70％を占める) 

 軟部組織肉腫   骨肉腫 

 閉経前乳がん   脳腫瘍 

 副腎皮質がん（ACC） 

• LFS関連がんは小児期あるいは若年成人期に発生することが多く、 

  その生存者は多数の原発がんを生じるリスクを有する。 

• TP53遺伝子に病的変異がある場合、LFSに関連するがんの発症リスクは 

 30歳までに50%、60歳までに90%と推定されている。 

• 両親は遺伝子変異を持たず、患者本人だけが遺伝子変異を持っている場合が
7-20％と推定されている。 

Li-Fraumeni 症候群 



• 30歳未満で乳がんと診断され、病因となるBRCA 変異が見つからない女性の
約4～8%はTP53 変異を持つ可能性が高いと推定される 

→近年は31歳以下の乳がんではTP53 遺伝子変異も疑う 

• 30～39歳で乳がんと診断された女性も、TP53 変異を持つリスクがわずかに 
上昇する可能性がある 

 

治療選択（乳房温存or全摘）にも関わるため、 
             術前のリスク評価も重要!! 

若年で乳癌を発症したがBRCA1/2 変異が同定できない女性 



• 乳がんの場合は、二次がんの リスク低減と放射線治療の回避を目的として、
乳腺腫瘍摘出術よりも乳房切除術が推奨される 

• 放射線により誘発される二次性悪性腫瘍のリスクを低減するため、可能であれ
ば放射線治療を回避する（検診においても同様） 


