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研究成果の概要（和文）：乳癌のほとんどは乳管内にとどまる非浸潤性乳管癌として発生し、多

くがやがて浸潤癌に進行すると考えられる。しかし、癌発生の前段階や浸潤癌への進展様式は

多彩であり、癌を早期に発見した際に個々の症例の特性を見極めて適切な治療戦略を立てる必

要がある。本研究では、非浸潤性乳管癌を病理学的に検討し、浸潤癌への進展様式の多彩性に

関する仮説を検証した。また、一部の癌には病理検査で確認可能な前癌段階があり得ることを

示し、病理細胞学的にそれらを把握するための診断学的基盤を提唱した。 
 
 
研究成果の概要（英文）：Most of breast cancers occur within the mammary duct, as ductal 
carcinoma in situ, and many cases will extend into invasive carcinoma in the future. 
However, precancerous stage as well as the way to advanced carcinoma may be variable. 
Thus, it is necessary to perform accurate pathological evaluation for individual patients, 
especially at the earlier stage, to predict the biological behavior for the appropriate therapy. 
In this research work, we pathologically examined ductal carcinoma in situ, and validated 
the hypothesis concerning the heterogeneity of the way to the development into invasive 
carcinoma. In addition, we showed that some ductal carcinoma in situ cases really have 
precancerous lesions detectable by pathological examination.        
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１． 研究開始当初の背景 
本邦女性の乳癌患者数は著しく増加し、年

間新規患者が4 万人超で、女性の20-25 人が
生涯のうちに乳癌を発症する時代になった。
特に、早期癌の代表であり、浸潤癌に至る最
終段階とも目される非浸潤癌、とりわけ非浸
潤性乳管癌の頻度が、乳癌全体の10%を超える
ようになり、早期発見・早期治療の必要性が
ますます重要になるものと考えられた。 
一方、病理診断の立場からは、乳癌の早期

診断は必ずしも容易でない。針生検など低侵
襲性の診断手法を含め、非浸潤癌を、より客
観的かつ的確に診断する必要性に迫られてい
た。 
さらに、癌に進展しつつある途中の段階に

相当する「前癌病変」あるいは「境界病変」
の疾患概念については、欧米を中心とした海
外では「異型乳管過形成」等が広く用いられ
る一方で、本邦ではその存在自体への疑義や
経験症例の少なさから、ほとんど研究が進ん
でいないのが実情であった 
そこで、非浸潤癌までを含めた前癌病変・

境界病変の病態を明らかにし、適切な病理診
断を行うためのツールを開発することと、そ
れら病変の生物学的な意義を検証することが
求められていた。 
 
２．研究の目的 
乳腺における前癌病変（非浸潤癌までを含

める）の存在を認識し、適切な病理診断を実
践するための基盤を作成することと、当該病
変の病理学的・臨床的特性を明らかにするこ
とを目的とし、研究を行った。 
 
３．研究の方法 
(1)非浸潤性乳管癌の病理形態学的多様性 
 非浸潤性乳管癌を亜分類し、免疫組織学的
手法を用いてその特徴を検討した。 
 
① 非浸潤性乳管癌について、浸潤性乳管癌

における内因性サブタイプ分類に準じて
亜分類を行い、浸潤癌との差を検討した。
また、基底細胞型乳癌のマーカー（CK5/6, 
CK14, EGFR）発現について検討を加えた。 
 

② ホルモンレセプター陽性、HER2陰性の非
浸潤性乳管癌症例について、免疫組織染
色ならびにレクチン染色を行って、各種
マーカーの発現の様子を観察した。 
 

(2)Mucocele-like lesionに関する検討 
 病理組織学的に mucocele-like lesion と
診断された症例について、併存する乳管内病
変の性状について病理組織学的に検討した。
またこの病変の臨床像を調査検討した。 
 

(3)平坦型異型に関する検討 
  生検で平坦型異型（flat epithelial 
atypia）と病理診断した症例について、非浸
潤性乳管癌と鑑別が可能か、穿刺吸引材料を
用いて、細胞形態学的な特徴についての検討
を行った。 
 
(4)乳管内乳頭状病変に対する病理組織診断
の普遍性に関する検討 
 乳管内乳頭状病変は、良性の乳管内乳頭腫、
悪性の非浸潤性乳管癌・乳頭型（嚢胞内乳頭
癌を含む）と病理組織診断の鑑別が極めて難
しいこと、良悪性境界病変の存在や疾患概念
が確立されていないことから、コンサルテー
ションの頻度も高い。病理医間の診断の差を
明らかにする目的で、バーチャルスライドを
用いたコンサルテーション実験を行った。 
  
４．研究成果 
(1)非浸潤性乳管癌の病理形態学的多様性 
 
① 非浸潤性乳管癌例の内因性サブタイプ 
 621 例についてホルモン受容体（エストロ
ゲンレセプター、プロゲステロンレセプター、
HER2に対する免疫組織染色を行ったところ、
下表の結果となった。Triple negative 乳癌
の頻度は浸潤癌の 1/2 ないしそれ以下で、こ
の型の乳癌は、非浸潤癌の時期を十分経ずに
早期に浸潤癌へと移行進展するものと推測
された。 
 

サブタイプ 基準 症例数(%) 
Luminal A HR+、HER2- 473（76.2） 

Luminal B HR+ HER2+ 57(9.2) 

HER2 HR-、HER2+ 61(9.8) 

Triple negative HR-、HER2- 30(4.8) 

合計  621 

  〔注〕(HR:ホルモン受容体;ER または PR)  
 
コメド型の癌は非コメド型に比して有意

に HR 発現が低頻度、HER2過剰発現が高頻度
であった。HR発現は核異型度と逆相関、HER2
は正の相関を認めた。 
 次に、triple negative乳癌 29例をそれ以
外の型 207例と比較した。コメド型、および
核異型高度の症例は、有意に triple negative
型で高頻度であった。また、下表のように p53
陽性率発現例も有意に高頻度だが、Ki-67の
増殖能には差がなかった。 
 一方、triple negative型浸潤性乳癌の
80％程度に発現を認める基底細胞型マーカ
ーは、非浸潤癌の場合にはいずれも 6.9％の
症例にしか発現がみられなかった。乖離の理
由を検討する目的で細胞形態に着目すると、
20 例（69％）が好酸性胞体からなるアポクリ



ン分化を示しており、triple negative 型非
浸潤癌の lineageは浸潤癌のそれとは異なっ
ている可能性が示唆された。 
 

 TN 型 非 TN 型 p value 

症例数 29 例 207例  

Ki-67LI 11.7 10.6 0.484 

p53 11（38％） 39（19％） 0.019 

CK5/6 2（6.9％） 1（0.5％） 0.041 

CK14 2（6.9％） 0 0.015 

EGFR 2（6.9％） １（0.5％） 0.041 

 〔注〕（TN：triple negative） 
 
② 非浸潤性乳管癌のマーカー発現  
ホルモンレセプター陽性、HER2陰性の形質

を持つ Luminal A型の非浸潤性乳管癌 50例
について、免疫組織学的に検討した。年齢に
かかわらず癌細胞がアロマターゼを発現し
ていること、約 80％の症例がエストロゲンレ
セプターの発現にかかわる転写因子 GATA3お
よび FOXA1を、1/3 例が XBP1 を発現してい
ることを明らかにした。3つの転写因子は背
景の正常乳腺における発現が乏しいことを
確認しており、低異型度癌が発生する段階の
いずれかにおいて発現するものと推測され
た。 
レクチン染色は、36 種類について網羅的に

解析したところ、6 種類が正常乳腺では発現
がみられないが、Luminal A 型の非浸潤性乳
管癌において高発現を示していた。 
 

(2)Mucocele-like lesionに関する検討 
 Mucocele-like lesionと病理診断がなされ
た症例 55例を再検討した。病巣に付随する
上皮の異型度は良性 30例（54.5％）、核異型
を伴う境界悪性相当 10例（18.2％）、非浸潤
性乳管癌に付随するもの 15 例（27.3％）で、
半数近くの例に異型上皮以上の病巣が合併
していた。併存する非浸潤性乳管癌は 15例
中 14 例が低乳頭状、全例が核異型軽度、ホ
ルモンレセプター陽性、HER2 陰性（すなわち
Luminal A型）、非コメドであった。対側乳房
には粘液癌同時発生 1 例、上皮異型を伴う
mucocele-like lesion1例を認め、本病変が
低異型度癌の前癌病変の一つであることが
示唆された。 
 
(3)平坦型異型に関する検討 
 15例の穿刺吸引細胞像を再検討した。集塊
は軽度核重積性で、核密度が高く、一部はほ
つれて孤立性に散在していた。核には腫大傾
向があり、核形は長円〜類円形で軽度の核形
不整とクロマチン増量があり、明瞭な核小体
も認められた。細胞質は比較的広く、細顆粒
状を呈し、筋上皮との二相性は不明瞭な部が
主体を占めた。以上の所見は本症の組織像を
十分反映していたが、特異性は決して高くは

ないように思われた。 
 
(4)乳管内乳頭状病変に対する病理組織診断
の普遍性に関する検討 
 20症例の乳管内病変を抽出し、バーチャル
スライドを作成して、9 名の病理専門医に画
像の web 観察を依頼した。良性側ではアポク
リン化生が目立つ乳管腺腫が過剰評価を受
ける場合がみられた。癌では、微小浸潤の有
無に関して判断が分かれる症例があり、バー
チャルスライド観察の限界とも思われた。バ
ーチャルスライドによる病理診断では、Z 軸
の移動を含むフォーカス調整の問題、パソコ
ンを用いて診断すること自体への慣れの問
題があるが、この方式による病理診断・およ
びコンサルテーションは近い将来日常診療
に導入される可能性が十分考えられるため、
乳腺前癌病変・境界病変などを含む微妙な病
変の診断にも十分耐えうる機器の開発と病
理医の修練が必要と思われた。 
 
(5)総括 
 上記研究成果から以下の知見が得られた。 
 
① 浸潤性乳管癌に内因性サブタイプが存在

するのと同様に、非浸潤性乳管癌も亜分
類が可能である。しかし、その症例分布
は浸潤癌とは異なっており、非浸潤癌が
浸潤癌に移行する速さに依存している可
能性が示唆された。 
 

② トリプルネガティブ型の非浸潤性乳管癌
の性質はトリプルネガティブ型浸潤癌と
は一致しておらず、異なる lineage に位
置する癌と考えられた。 

 
③ Luminal A 型乳癌の前駆段階には、エス

トロゲンレセプター発現に関わる転写因
子の異常が関わっている可能性が示唆さ
れた。Mucocele-like lesion もこのタイ
プの癌の前癌の一つと考えられた。 

 
④ 乳管内腫瘍の研究を遂行するにあたり、

病理組織診断の標準化も同時に進めてゆ
くべきであることが強く印象づけられた。 

 
以上、乳癌の病理組織形態・生物学的特性は
多彩であり、その前駆病変も多彩な性質を有
していることが明らかになった。今後は、さ
らにパラメータを増やして解析を進めると
ともに、次のステップとして背景乳腺におけ
る異常の早期発見と、一方で浸潤癌への進展
のメカニズムについても検討が必要である
と考えられた。 
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