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症例報告

術前化学療法により壁が菲薄化し組織学的寛解（pCR）となった
巨大嚢胞内乳癌の１例
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A 31‑year-old woman presented to our hospital because of a lump 5 cm in diameter in her right breast.
Ultrasonography revealed a multilocular cystic mass with partial thickening of the wall and the septum. Core needle
biopsy (CNB) of the septum confirmed invasive ductal carcinoma. The patient was administered neoadjuvant
chemotherapy consisting of 12 cycles of weekly paclitaxel followed by 4 cycles of FEC (5FU, Epilubicin and
cyclophosphamide). While the thickness of the wall and septum became thinner, the tumor size did not change in
diameter. She underwent right mastectomy and sentinel node biopsy. Post-surgical histopathological findings showed
a pathological complete response (pCR).
We report a rare case of invasive ductal carcinoma presenting a multilobular phenotype which showed pCR by
neoadjuvant chemotherapy despite no size reduction of the tumor.
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緒

ーンを呈する症例が出てきた．

言

今回，我々は浸潤癌を合併した嚢胞内乳癌に術前化学療

術前化学療法は当初，局所進行乳癌や炎症性乳癌の手術

法を施行し，触診上，腫瘍径は変化しなかったものの，画

根治性を高めるために行われてきたが，現在は乳房温存率

像上，充実部分である嚢胞壁が菲薄化し，術後病理組織学

の向上や，抗癌剤の感受性をみる目的として施行されてい

的所見で完全奏功していた症例を経験した．このような腫

る．術前化学療法による腫瘍縮小パターンは腫瘍の辺縁か

瘍縮小パターンの報告は例がないため，若干の文献的考察

ら中心に向かって縮小していく限局縮小パターンと，腫瘍

を加えて報告する．

細胞が樹枝状に遺残しながら縮小するパターンの大きく２

症

つに分類される1)と報告されてきた．しかし近年，術前化
学療法の増加により上記２つに分類できない腫瘍縮小パタ

患
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アルコール歴：なし．

嚢胞性腫瘤あり．内部は不整形の充実性成分あり．充実部

出産歴：なし．

分は dynamic MRI では rapid-plateau な造影パターンで，

初潮年齢：10歳．

悪性腫瘍が考えられた．腫瘍の形態上，膿瘍も考えられた．

月

穿刺吸引細胞診所見：嚢胞部分の穿刺にて約15

経：順調．

程度の褐

現病歴：２ヵ月前に右乳房腫瘤を自覚し，増大傾向を認め

色，漿液性の液体が吸引された．明らかな膿や血液ではな

たため，平成22年５月近医受診し，乳癌の疑いにて当科紹

く壊死成分を疑った．結果は classⅣで腺癌を強く疑う異型

介となった．

細胞を認めるが，細胞量少なく，細胞診での確定診断は困

現

難であった．

症：右 AC 領域に５㎝大の腫瘤を触知，境界明瞭で緊

満した印象，可動性不良，圧痛があった．皮膚には発赤，

針生検所見（図２）
：腫瘍内部の液体成分を吸引後，腫瘍の

熱感を認めず，わずかに dimpling を認めた．

隔壁様の充実部分よりエコー下針生検施行した．腫瘍は高

血液検査所見：WBC 8,800／ﾖと軽度上昇．その他正常範

度な核異型を有する乳管癌細胞が乳管壁外に浸潤している

囲内：CRP 0.03㎎／dl．腫瘍マーカー CEA 1.03ﾍ／

浸潤性乳管癌で，
大小の充実胞巣を形成して増殖しており，

CA15-3 9.9Ｕ／

充実腺管癌が示唆された．組織学的グレード分類３（腺管

．

マンモグラフィー所見：両側 dense breast．右は腫瘤が巨

形成スコア３，核異型スコア３，核分裂像スコア３）であ

大で圧迫できず判定困難．左はカテゴリー１．

り，間質には慢性炎症も付随していた．

乳腺超音波所見（図１ａ）
：右乳房に長径５㎝大，楕円形，

免疫染色では，ER：１〜10%，PgR：１〜10%，HER-2：

境界明瞭平滑な腫瘤影あり．内部エコーが極低の嚢胞性腫

score１＋，Ki67：80%以上陽性（図２）で増殖能の高い腫

瘤で隔壁を有し，腫瘤壁，隔壁とも肥厚していた．一部，

瘍と考えられた．

内部エコー高く，膿，血液の貯留が疑われた．エコー上は

術前診断：以上より浸潤性乳管癌 T3N0M0 stageIIB と診

壊死を伴った充実腺管癌，乳腺膿瘍が鑑別にあがった．リ

断された．

ンパ節の腫脹はみられなかった．

経

造影 MRI 所見（図１ａ）：右乳房 AC 領域に長径５㎝大の

／㎡）12回→FEC（5-FU, epirubicin, cyclophosphamide）

ａ. 初診時

過：術前化学療法は weekly paclitaxel（PTX）（80㎎

ｂ. PTX 終了後
図１ 上段：乳腺エコー，下段：乳腺 MRI
腫瘍全体のサイズは変わらないが，充実性部分が次第に薄くなっている．
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ｃ. FEC 終了後

サイズ変化を伴わず pCR となった嚢胞内乳癌：今田孝子，他９名

100 ４回施行した．PTX 終了後，触診上は変化を認めなか

たが，術前化学療法により触診，画像上腫瘍径に大きな変

った．エコー（図１ｂ）では触診所見と同様，腫瘤径には

化はないものの腫瘍内部から壊死に伴う嚢胞様構造が出現

変化ないが，腫瘤壁や内部隔壁部は一部薄くなった．MRI

し，術後組織学的所見で Grade２の効果と判定された．2009

（図１ｂ）でもエコー所見と同様，腫瘤径は変わらないも

年中川らも，術前化学療法で触診上の腫瘍径は増大したも

のの，腫瘤壁を構成する充実部分は薄くなっていた．FEC

のの，実際は内部が壊死に陥っており，組織学的治療効果

終了後，エコー（図１ｃ）では明らかに腫瘤を形成する壁

は Grade２ａであった症例を２例報告している5)．

が薄くなり嚢胞様構造として描出された．MRI（図１ｃ）

ともに，中村らが報告した縮小パターンには分類できな

では全体的な腫瘤径は若干縮小し，壁を構成する充実成分

い症例で，病理組織学的には壊死による嚢胞形成を伴う縮

は明らかに縮小していた．また壁の造影効果も認めなくな

小パターンである．これは，触診や画像上は腫瘍径が縮小

った．

しないまたは増加する傾向にあり，術後組織学的所見で初

受診から６ヵ月後，乳房全摘術＋センチネルリンパ節生

めて抗癌剤の効果が確認できるものである．実際，中川ら

検，二次再建のためのティッシュエキスパンダー挿入を施

の症例は術前化学療法の経過中には，SD〜PD と判定され

行した．

化学療法を完遂せずに手術に移行せざるを得なかった．

術後病理所見：摘出標本（図３）では腫瘍部は暗血性の壊

本症例も術後病理所見で壊死に陥った跡と思われる所見

死物を含む嚢胞となっていた．HE 染色（図４）では25㎜

はあった．しかし病理学的に嚢胞壁が非常に平滑であった

を越える，単房性の嚢胞状病変が存在し，内腔には少量の

ことより腫瘍内部が壊死に陥り形成された嚢胞というより

蛋白様物質ないし，細胞が壊死に陥った跡ともみられる物

はもともと巨大嚢胞があったと推測された．そして巨大嚢

質が少量と，泡沫状組織球が介在していた．核破砕物はな

胞の充実部分より針生検で浸潤癌が診断されていることか

く，定型的な凝固壊死像は認めなかった．嚢胞壁は１㎜程

ら，巨大な嚢胞内乳癌に浸潤癌が存在し，術前化学療法に

度の被膜状を示し，肉芽組織変化，ヘモジデリン沈着，泡

よって嚢胞壁を形成している浸潤癌が菲薄化し縮小してい

沫状組織球の介在を含む線維性組織からなっていた．その

ったという点で，壊死による嚢胞形成を伴う縮小パターン

周囲には萎縮した乳腺実質があり，小嚢胞や乳管拡張症が

にも分類できず，今回初めての報告となる腫瘍縮小パター

わずかに付随していた．嚢胞壁には上皮を認めず，乳管内

ンと考える．

癌成分を含め腫瘍成分も認めず，Grade３の治療効果と考

ところで嚢胞内乳癌は乳癌取扱い規約では非浸潤性乳管

えられた．また，リンパ節にも転移を認めなかった（０/２）
．

癌の中に含まれ，
病巣が嚢胞内に限局して見られるときに，

考

非浸潤性嚢胞内癌と呼ぶ．しかし臨床的には，肉眼的に嚢

察

胞を形成しその壁に主として癌が存在する場合も含めて嚢

術前化学療法は当初，局所進行乳癌や炎症性乳癌の手術

胞内乳癌と呼ぶことが多く，純粋に癌が嚢胞壁内にとどま

根治性を高めるために行われてきたが，大規模なランダム

っているものもあれば嚢胞壁外に微小浸潤や乳管内進展を

化比較試験，NSABP B-182)により化学療法の術前実施と術

伴うものも存在する．櫻井ら6)や兼松7)らの症例報告でもそ

後実施で，無病生存期間（DFS）
，全生存期間（OS）とも

れぞれ７㎜，１㎜の嚢胞壁外への浸潤があるものを嚢胞内

に差が認められなかったことで，根治性よりもむしろ温存

乳癌に分類しているように，嚢胞内乳癌は一般的に組織学

率の向上を目的として増加した．その後，NSABP B-27 で

的分類より肉眼的分類での名称である．

3)

術前化学療法を行い組織学的 CR が得られた症例ではそれ

したがって腫瘍の発育とともに嚢胞を伴い，嚢胞内乳癌

以外の症例に比較して DFS，OS とも有意に良好であった

との鑑別が困難になるものも存在する．こういった嚢胞を

ことより，根治性や温存率の向上にくわえ，抗癌剤の感受

伴う乳癌については，その発生様式から以下の３型が報告

性を見るという意味で，術前化学療法施行例が増加してき

されている8)．①乳癌の中心部が壊死に陥るなどして，最

た．術前化学療法施行による腫瘍縮小パターンについてわ

初は非嚢胞性乳癌であったが，二次的に嚢胞様変化をきた

が国では2001年，中村らが MRI を用いて①腫瘍の辺縁から

したもの，②乳癌と乳腺嚢胞症が合併しており，癌が進展

中心方向に向かって縮小する限局縮小パターン，②樹枝状

し乳腺嚢胞症に癌が波及するもの，③嚢胞壁から乳癌が発

に腫瘍が遺残して縮小するパターンの大きく２つに大別さ

生したものである．
③はいわゆる純型の嚢胞内乳癌である．

れると報告した ．

病理組織学的に中心壊死により嚢胞を形成したものと，

1)

その後2006年多根井らが，術前化学療法に伴う壊死によ

もともと嚢胞であったものとでは壁の平滑さから鑑別が可

り嚢胞様構造変化をきたして腫瘍が縮小した乳癌の１例を

能である．しかし癌がもともとあった嚢胞に進展したもの

報告した4)．この症例は，35×30㎜大の充実性腫瘤であっ

か，嚢胞壁から癌が発生したものかの鑑別は，経時的に観
245

図２ 針生検所見
左（HE）：右側は腫瘍が壊死している．左側は活動性の腫瘍部であるが腺管形成がなく（３
点），核の大小浮動，形態不整が目立ち（３点）核分裂像が目立つ（３点）こと組織学的グレ
ード分類は３と判定された．右（Ki67）：80%以上陽性である．

図３ 摘出標本
腫瘍は完全な嚢胞となっていた．嚢胞内の小結節状の構造は，多数のヘモジデリン貪食細胞と炎
症細胞を含む肉芽組織であった．また嚢胞内腔には少量の蛋白様物質が見られ，ヘモジデリン貪
食細胞と壊死に陥った跡と考えられる物質も存在したが，核破砕物はなく，定型的な凝固壊死は
認めなかった．

図４ HE 染色
左：右側は嚢胞内腔である．嚢胞壁は１㎜程度の被膜状を示し，上皮を認めず，乳管内癌成
分を含め腫瘍成分は認めなかった．その周囲にはやや萎縮状の乳腺実質があり，腫瘍に圧排
され，引き伸ばされたと推測される乳管組織があった．右：嚢胞壁は肉芽組織変化，ヘモジ
デリン沈着，泡沫状組織球介在を含む線維性組織からなっていた．膠原繊維が嚢胞壁の所々
に出てきている．
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サイズ変化を伴わず pCR となった嚢胞内乳癌：今田孝子，他９名

察 し た も の で な い 限 り 困 難 で あ る 9)．Rosemond ら 10)は

験したので，若干の文献的考察を加えて報告した．

3,000例の嚢胞を経時的に観察し３例（0.1％）の嚢胞内乳

謝

癌が発生したと報告している．これは嚢胞内乳癌の頻度が

辞

稿を終えるにあたり，病理組織学的診断に際しご助言を賜りました

全乳癌の0.07〜2.0％11)と報告されている諸家の報告と合

川崎医科大学病理学教授，森谷卓也先生に深く感謝致します．

致し，非常に稀であることがわかる．
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