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症 例 報 告

乳腺扇平上皮癌の 1例
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要 旨

患者は67歳,女性.集Etr検診のマンモグラブイで左乳房 U領域に局所性非対称性陰影を認

め,カテゴリ-3と判定 され,精査目的に当科を受診 した,左乳房 C領域に 1.5cm大の腫癌を,

左膝席に小 リンパ節を1個触知 した.超音波検査所見は,左乳房 C領域に 1.5cm大の境界明瞭

粗造な多角形の低エコー腫癌を認め,充実性で,一部嚢胞様構造を伴っていた.腫癌から乳頭方

向に不整な管状の低エコ-が延びていた.針生検で低分化型扇平上皮癌を認めた.左乳腺原発

扇平上皮癌と診断 した.超音波検査所見から乳管内進展ないし多発腫癌の可能性を否定できな

いと考え,左乳房全摘術,臓商 リンパ節部活術を施行した.切除標本所見は,腫癌は境界明瞭で,

内部は白色詞,充実性で,粥状で,広範な乳管内進展を認めた.病理組織所見は,角化を伴う核

翼型高度の腫癌細胞を認め,低分化型扇平上皮癌と診断 した.リンパ節転移は陽性で,T2NIMO

で病期はIIBであった.エス トロゲンレセプター陰性,プロゲステロンレセプタ-陰性,HER2

タンパク過剰発現陽性であった.術後補助化学療法を施行し,術後 4年 7ケ月経過し,無再発生

存中である.乳腺原発扇平上皮癌は全乳癌の0.1%以下と稀であり,一般に腫癌径が大きく,餐

胞状構造を伴 う充実性限局性腫癌を呈し,乳房切除の適応となることが多い.部分切除を選択
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池田他 :乳腺扇乎上皮癌の 且例

する際には,乳管内進展を念頭に置き,超音波検査を含めた十分な精査を要する.症例数が少なく,

確立された治療や予後についての現在--魔 の見解は得られておらず,今後更なる検討を要する.

キーワ- ド :扇平上皮癌,乳腺,嚢胞

緒 言

乳腺扇乎上皮癌は浸潤癌の特殊型に分類 され,

全乳嬢の 0.1%以下 と稀である 1).我々は稀な混

合型乳腺扇平上皮癌の 且切除例を経験 し,その発

育形態や治療における問題点につき考察したので

報告する.
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症 例

症 例.167!乱 女性.

主 訴 :なし.

既往歴 :高血圧症で内服加療軋

現病歴 :集団検診のマンモグラブイで左乳房 U

領域に局所性非対称性陰影 を認め,カテゴリ-3

と判定された.精査 目的に当科を受診 した.

図 1 マンモグラブイ所見

左乳房 U領域に局所性非対称性陰影を認めた く矢印).石灰化は認めなかっ

た.カテゴリ-3と判定された.
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図2 超音波検査所見

左乳房C領域に 1.5cm太の境界明瞭粗造な多角形の低エコー漉癌を認めた

沌三).充実性で, -̂部嚢胞様構造を伴っていた.腰痛から乳頭方向に不整な管

状の低エコ-が延びていた (右).

現 症 :左乳 居 C神 勅 二1.5cllト大の球形で境

界明瞭,辺縁整,吋勅使良好 な弾性硬の艦癌を触

知 した.皮膚に異常所見は認めなかった.左腹蘭

に弾性軟,可動性良好な刃､リンパ節を1個触知 し

た.

血液検査所見 :検血生化学所見に異常は認めな

かった.術前の腫癌マ-め-は,CEAO.8mg/ml,

CA15-34.4U/1111.TPA43.3I_.T/1といずれもLl:.棉

範囲内であった,SCCは未榛であった,

マンモグラブイ所見 :左乳房 U領域に局所性

非対称性陰影を認めた.石灰化は認めなかった.

カテゴT)-3と判定された (図 1).

超音波検査所見 :左乳房 C領域に 1.5cm太の

境界明瞭粗造な多角形の低 エ コ一膝 癌 を認 めた

(図2左).充実性で,一部嚢胞様構造 を伴 ってい

た.腰痛から乳頭方向に不整な管状の低エコ-が

延びていた (図2右上

針生検雑織所見 :角化傾向を有 し,榛が腫来し

核小体が目立ち細胞異型を有する低分化型扇乎上

皮癌を認めた.

CT検査所見 :左乳璃AC領域に 1.9× 1.4cnl

大の.掛泡様構造を伴う腫癌を認めた (図3上 左脈

篠 リンパ節腫太を認めた.遠隔転移は認めなかっ

た.

噛医学検査所見 :全身骨シンチグラフィ-で異

常集積は認めなかった.



池用他 :乳腺扇平上皮癌の 旦例

図3 CT検査所見

左乳房AC領域に 1.9×1.4cm太の嚢胞様構造を伴う

艦癖を認めた (矢印).

図4 切除標本所見

腺癌は境界明瞭で,内部は白色調,充実性で,粥状であった く矢印),

広範な乳管内進展を認めた (点線).
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図5A 病理組織所見

角化を伴う核異型高度の腫癌細胞を認めた (A :HEX50).

図5B 病理組織所見

腺癌との移行像を認めた.多形性の核と,好酸性の細胞質を有 し,核分裂

像を伴 うが,細胞間橋は認めなかった (B:HEX200).



池田他 :乳腺偏平上皮癌の 1例

以 上より,左乳腺原発扇平上皮癌 と診断 した.

超音波検査所見から乳管内進展ないし多発腫癌の

可能性を否定できないと考え,左乳房全摘術,膳

宿 リンパ節郭清術を施行 した.

切除標本所見 :腫癌は境界明瞭で,内部は自色

調,充実性で,粥状であった (図 4).広範な乳管

内進展を認めた.

病理組織所見 :角化を伴う核異型高度の腫癌細

胞を認めた (図 5A).腺癌 との移行像を認めた.

多形性の核 と,好酸性の細胞質を有 し,核分裂像

を伴 うが,細胞間橋は認めなかった (図 5B).癌

の大 きさは6× 1.5× 1.5cm,組織型は低分化型

扇平_I-･_皮癌,核グレー ドはGrade3,1yO,vO,リン

パ節転移は陽性 (乳癌取扱い規約第 17版による

レベル Ⅰ (1/13),Ⅱ (0/2)),T2NIMOで病期は

IIBであった.エス トロゲンレセプター陰性,プ

ロゲステロンレセプター陰性,HER2タンパク過

剰発現陽性であった.

術後経過は良好で,第 14病日退院 した.衝後補

助化学療法としてア ドリアマイシン,シクロホス

ファミド併用療法を4コース,パクリタキセル療

法を4コース施行 した.術後 4年 7ヶ月経過 し,

無再発生存中である.

考 察

乳腺扇平上皮癌は,扇平上皮化生 を伴 う癌で,

角化あるいは細胞間橋のみられるものとされる2).

南平上皮癌のみから成る純粋型と,腺癌と扇平上

皮癌とが混在 した混合型に分類 されるが,混合型

が多く,腺癌と扇平上皮癌が隣接 した移行例 もみ

られること,また純粋型でもER陽性例が存在す

ることから,腺癌が扇平上皮化生を起こしたもの

と考えるのが一般的である3).本症例では腺癌成

分と偏平上皮癌成分が隣接 し,乳管内進展もみら

れ,また全身検索で他臓器 ･組織に腫癌は認めな

かったため,乳腺原発の混合型扇平上皮癌と診断

した.

乳腺原発扇平上皮癌の特徴 として,腫癌径が

4cm以上と大きく,過半数の症例で嚢胞状構造を

有 していることが挙げられる4).この嚢胞形成は
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腫癌の急速増大に伴い腫壕の中心部が壊死を起こ

すが成因とされている5)6).壊死に伴い出血巣や

炎症性変化を伴 うこともある7).本症例ではUS,

CTで嚢胞状構造を認めた.乳管内進展部により

腫癌最大径は 6cmであったが,触診 ない しCT,

マンモグラブイ画像上,浸潤部としての腫癌を認

識できたのは2cm以下であった.扇平上皮癌の

嚢胞形成傾向が強いことがいえる.

医学中央雑誌で ｢乳腺扇平上皮癌｣｢嚢胞｣を

キーワー ドとして会議録を除き2000年-2013年

までの症例報告 を検索すると,19件の報告があ

る.腫癌径が大きいため,多くは乳房切除術が選

択 されていたが,乳房温存手術は 5例に行われて

いた 8ト 12).高齢ないしは患者希望により腫癌切

除のみを行った症例 もあった 8)9).3例 は中央に

嚢胞構造を有する充実性腫癌であり,切除断端は

陰性であった.本症例では,超音波検査で腫癌か

ら乳頭方向に不整な管状の低エコーが延びてお

り,乳管内進展を疑い乳房切除術を施行 した.嚢

胞を併存 した限局性病変が乳腺扇乎上皮癌の特徴

であるが,部分切除を選択する際には,通常乳癌

と同様に切除断端を確保するため乳管内進展の影

響を 卜分に考慮すべきと考えられた.

予後については,HennessyBTらは,stageII

の扇平上皮癌の疾患特異的 5年生存率が 0%,5

年全生存率が 39%と,通常の腺癌と比較 して悪

いと報告 している 13).腫癌径が大きく,急速に増

例の検討で早期発見治療 された症例では5年生存

率が90%と報告 し,腫疲径が小 さい うちに発見

されれば予後は良好 と報告 している 14).通常の

乳癌と同 stageで比較すると,その予後には差は

ないとする意見もある 15).治療はホルモンレセ

プター陰性例が多く,ホルモン療法は期待できな

いことが多い 11).また放射線照射にも抵抗性で

ある 13)16).本症例では リンパ節転移 も認めてお

り,通常乳癌に準 じて補助化学療法を施行 し,4

年 7ヶ月無再発生存中であるが,引き続 き慎重な

経過観察が必要と考えられる.
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結 語

稀な乳腺原発扇平上皮癌の 1例 を報告 した.一

般に腫癌径が大 きく,嚢胞状構造を伴 う充実性限

局性腫癌を呈 し,乳房切除の適応 となることが多

いが,部分切除を選択する際には,乳管内進展 を

念頭に置 き,超音波検査を含めた十分な精査を要

する.症例数が少なく,確立 された治療や予後に

ついての現在一定の見解は得 られておらず,今後

更なる検討を要する.
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