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乳腺 Paget 病の１例
⎜ 微細石灰化を伴う乳腺症併存例 ⎜
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The patient was a 51-year-old female, who had been treated for eczema of the right nipple. Scrape
cytology of the nipple revealed class V,leading to the suspicion of Paget disease.The mammogram showed
microcalcification in the right breast tissue.However,neither ultrasonogram nor palpation could detect any
tumor there. It was diagnosed as non-invasive ductal carcinoma and modified mastectomy was performed.
Breast cancer was localized to the nipple and no malignant cells were revealed in the breast tissue pathologically. This means that the microcalcification was a lesion due to mastopathy, not non-invasive ductal
carcinoma. Shinshu Med J 47 : 513 ―517, 1999
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はじめに

ムで微細石灰化像を認めたため，乳管内に進展した
Paget 病と考えて手術を施行した。病理組織学的には

乳腺の Paget 病は乳頭・乳輪の表皮内浸潤を特徴と

石灰化巣は癌病巣ではなく，乳腺症の乳管外の組織中

する癌であり，乳管内進展がみられても多くは非浸潤

に存在したものであった。今回はこの症例を報告する

癌であって，たとえ間質浸潤が存在しても軽度なもの

とともに，乳腺の微細石灰化ならびに Paget 病の術式

に限られる 。したがって，乳腺内癌巣の管外浸潤が

について考察した。

著しく，乳頭や乳輪に癌細胞の進展を示す も の は
Paget 病とはせず，乳管内主病巣の組織型に分類し，
表皮内進展の存在を付記することになっている 。
われわれは乳頭部のびらん性病変の他にマンモグラ
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症

例

患者：51歳，女性，主婦。
既往歴：特記すべきことなし。
現病歴：1995年から右乳頭部に湿疹様病変が出現し，
皮膚科で治療を受けていた。1997年春頃から血性乳頭
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図１

右乳房（内外方向マンモグラム）
びまん性，大小不均一な石灰化

分泌も出現するようになった。1997年９月他施設を受
診し，乳頭部の擦過細胞診で class

と診断され，右

乳房の Paget 病として手術の目的で当科に紹介された。
局所所見：右乳頭の先端は一部が欠損してびらん状
を呈していた。両側乳房に腫瘤は触知しなかった。右
腋窩にやわらかいリンパ節を触知した。
マンモグラム所見：右乳房にびまん性に大小不同で
濃淡不均一の微細石灰化を５× 4cm の範囲に認めた。
石灰化巣は線状配列は示さず，集簇性と散在性の中間

図２ 病理組織所見

の像を呈していた（図１)。対側の左乳房には石灰化

乳頭表皮内に進展した乳管癌細胞，すなわち

は認められなかった。

Paget 細胞が腺腔形成を示す。(上 HE×4，下 HE×20)

超音波検査所見：両側とも豹紋状のまだらなエコー
像を示し，乳腺症のパターンと考えた。右乳頭直下に

て，胸筋温存乳房切除術（Auchincloss 法）を施行し

は乳管の拡張が認められた。

た。

擦過細胞診所見：比 的細胞質が広く，細胞質には

病理組織診断：Paget 細胞は乳頭の乳管内にとどま

メラニン顆粒があり，核がやや大きい悪性腫瘍細胞を

っていた（図２，3)。乳腺内には癌組織は認められ

認め，Paget 病と診断した。

ず，マンモグラフィ検査で認められた微細石灰化巣は

穿刺吸引細胞診：腫瘤を触知しなかったので，右乳
房のマンモグラムで石灰化が認められた領域を盲目的
に穿刺したが，判定に耐えうる細胞を吸引できなかっ
た。
血液検査所見：血清カルシウム値は正常範囲内であ
った。

乳管外組織に起きた乳腺症の石灰化であった（図４)。
考

察

乳腺の Paget 病の頻度を，坂元 は乳腺の約0.5％
と述べ，du Toit ら は1.06％と報告している。Paget
病は乳頭部の湿疹様病変，痂皮形成，びらんあるいは

腫瘍マ ー カ ー：NCC ST439，1U/ml(7＞)；BCA

潰瘍形成が特徴的な癌である。しかし，坂元 は乳頭

225，120U/ml(160＞)；CEA，0.5ng/ml(2.5＞)；

部の変化は同じであっても乳腺内癌巣の管外浸潤が著

CA15‑3，15.6U/ml(30＞)と正常域であった。

しいものを Pagetoid 病として Paget 病とは区別すべ

骨シンチグラム所見：胸骨柄にやや強い集積を認め
たが，病的とはいえなかった。
術前診断：乳管内進展部に微細石灰化を伴う Paget
病と診断した。
手術所見：1997年10月８日，Stewart の皮膚切開に

きであると述べている。Paget 病の多くは非浸潤癌か
微小浸潤癌であるので，ほぼ全例がリンパ節転移陰性
であり，極めて 予 後 は 良 好 で あ る。そ れ に 対 し て
Pagetoid 病は浸潤癌であるのでリンパ節転移が多く，
予後も不良であり，Paget 病とは臨床的に大きな違い
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図３

病理組織所見

乳管の一部が残り，非浸潤性乳管癌が認められる。(左 HE×2，右 HE×20)

図４

病理組織所見

乳腺内の石灰化。癌組織はない。(左 HE×4，右 HE×10)

がある 。
乳腺の病変には石灰化を伴うことがあるが，その発
生機序はいまだに解明されていない。石灰化の原因は

(PTHrP)が石灰化の発現に対し重要な働きをしてい
ると述べている。
乳癌の診断にはマンモグラフィーで描出された石灰

乳汁の濃縮されたものや分泌物，乳癌の壊死産物など

化とくに微細石灰化の読影が重要である。Sawyer と

であり，多くが乳管内に存在するものである 。寒原

Asbury は Paget 病17例中10例（59％）に微細石灰化

ら は石灰化と Parathyroid hormone‑related protein

を認めたと報告しているが，本邦では乳管内進展巣の
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石灰化は他の癌と変わらないといわれており，それほ

から，乳房切除をすすめている報告

ど多くないと考える。

である。Jamali ら は腫瘤を触知しなかったり，マ

までさまざま

われわれの症例は術前のマンモグラムで微細石灰化

ンモグラムに異常所見を認めない Paget 病に対しては

像を認めたが，その微細石灰化像は大小不同で，濃淡

乳頭・乳輪を含む区域切除と外部照射で十分であり，

不均一であった。乳頭に向かう線状配列を示さず，分

腋窩郭清は必要ないと主張している。一方，Dixon

布が広範囲で集簇性か散在性か判断に苦慮した。

ら は Paget 病に円錐形切除の術式は適当でないと反

Egan は悪性の石灰化の３基準として，① 比 的小さ

論している。日馬ら は微細石灰化を示す Paget 病で

く保たれている，② 測定できる範囲に限局している，

は広範囲に乳管内進展を示しているので，切除範囲を

③ 数えることができないほど多いことを挙げている。

拡大し適切な放射線内分泌療法を併用するなどの対処

また，深見ら はこの所見にさらに線状形態および線

が必要であると述べている。Jamali ら は石灰化を

状配列を加味して，良性および悪性病変における微細

伴う場合はその異常部に対して針生検を行い，その結

石灰化の発現頻度について検討した。乳癌 の う ち

果が多中心性癌病巣である時は乳房切除に切り換える

Egan の３基準を満たしているものは75％，線状形態

べきであると述べている。

および線状配列を示していたものは75.9％，両者を認

本症例に関しては，術中に石灰化部の生検を行って

めたものは57.4％であり，良性でも20〜30％は悪性の

おれば乳房切除ではなく乳頭部広範切除術に放射線療

石灰化像を示すものがあると述べている。

法の併用で十分であったと考える。Paget 病の予後に

藤光ら は微細石灰化を有する非触知乳癌のうち非

関しては多くの報告で Pagetoid 病を含んでいる可能

浸潤性乳癌の頻度は42％と極めて高く，非触知性乳癌

性があるので，報告された成績から Paget 病の治療法

の石灰化像は微細な割には densityの高いことを示し

を お し な べ て 論 ず る こ と は で き な い。今 後 は

ている。坂元ら はマンモグラムで悪性を疑われた微

Pagetoid 病を区別した成績の報告が望まれる。

細石灰化像を有する病変に対して，切除生検を行った

おわりに

症例のうち癌症例は30％にすぎず，残りの70％は良性
病変であったと報告している。以上のように微細石灰

乳腺の Paget 病に微細石化巣を伴った乳腺症を併存

化像の良悪性の鑑別は必ずしも容易ではないと考える。

した症例を経験したので報告した。Paget 病の際に認

しかし，以上の見解を参考にしてわれわれの症例の石

められる微細石灰化像は乳管の進展部のみならず良性

灰化を Paget 病の乳管内進展部の石灰化と考えた。

病変の場合があるので，まず石灰化巣部の生検を行い，

そこで本症例に対しては乳房切除術を施行した。
Paget 病の治療法については，放射線療法の報告

癌病巣の有無および乳管内進展の広がりを確認した上
で術式を選択すべきであることを強調したい。
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