
５阻害薬＋抗コリン薬であろうと思い
ます。
　池脇　この２つの作用機序が違うと
いうことは、考えようによっては併用
してもいいのではないかと考えますが。
　後藤　大丈夫だと思います。ただ、
ガイドラインでは併用のエビデンスは
ありますと書かれているのですが、ま
だエビデンスが少ないので、いきなり
投与すると多分査定をされると思いま
す。なので、抗コリン薬を使って、そ
れでも不十分な場合にはβ3アドレナリ
ン作動薬をかぶせるということであれ
ば、査定されるかどうかはともかくと
して、科学的には根拠のある治療法に
なると思います。
　池脇　抗コリン薬も、私から見ると
非常にたくさんありまして、どう違う
のか。例えば、イミダフェナシンは、
尿の産生も抑えるというデータもある
ようですけれども、特徴はあるのでし
ょうか。
　後藤　こういった抗コリン薬が夜間
の尿量を抑えることに関しては、まだ
十分な比較データがあるわけではない
のです。ただ、イシダフェナシンに関
しては非常に多くの臨床データがある
のは夜間頻尿に関してです。半減期と
いいまして、血中から薬がなくなるの
がイシダフェナシンは比較的短いとい
うことです。なので、夜間のむことに
よって夜間だけ効かせることができま
すし、様々な臨床試験によってイシダ

フェナシンが夜間頻尿に非常にいい、
患者さんのQOLもよくするというデー
タがありますので、そういう意味では
一つの特徴かと思います。
　池脇　たしかイシダフェナシンは１
日２回の薬ですので、場合によっては
夜間頻尿を抑えるために、夜間、寝る
前あたりにのむ方法もあるということ
ですか。
　後藤　それも非常にいい使い方だと
思います。
　池脇　β3アドレナリン作動薬は、今
のところ１つだけということでしょう
か。
　後藤　β3アドレナリン作動薬は１つ
だけです。
　池脇　それを使うとなると、自動的
に今あるミラベグロンになりますけれ
ども、これに関しては新しい薬は今、
開発中なのでしょうか。
　後藤　２番目に日本で使えるだろう
β3アドレナリン作動薬として、新しい
薬の治験が始まったところですので、
おそらく何年かあとには使えるように
なると思います。
　池脇　最後に、β3アドレナリン作動薬
に関して注意するべき点はありますか。
　後藤　基本的には非常に副作用の少
ない薬なので、安全に使えるのですが、
例えばほかの不整脈薬を使っていると
か、あるいは生殖能力のある若い女性
には慎重投与となっています。
　池脇　ありがとうございました。

　池田　武井先生、乳がん治療の最近
の話題、どのように聞いていくのがい
いか、ちょっとわかりづらいのですけ
れども、最近の手術の方法、部分切除、
これは乳房温存だと思うのですけれど
も、あるいは全体の切除、乳頭温存の
切除、幾つかあります。これの術式と、
例えば非浸潤がん、浸潤がん、パジェ
ット病、この関係についてうかがって
よいでしょうか。
　武井　まず術式に関しては、乳がん
の乳房内の広がりが一番問題になって
きます。乳房の中での、乳腺内での広
がりが少なくて、部分的な手術で乳が
ん病巣が完全に切除できると判断され
れば、乳房温存術の適応になります。
もちろん、患者さんの希望もあるわけ
ですけれども、病理学的に切除断端が
陰性化することから、温存手術が可能
になります。非浸潤がん、すなわち乳

管内がんは転移はしないのですけれど
も、乳管内を比較的広い範囲で進展し
ている場合もありますから、非浸潤が
んだから温存術ができるというわけで
もなくて、非浸潤がんであっても乳房
切除術になる場合もあります。
　それからパジェット病ですけれども、
乳頭、乳輪にびらんが広がっていく病
気です。乳管内の進展を伴うことがか
なりありますので、原則は全摘手術が
勧められます。
　池田　がんの種類とか部位にもよる
のですけれども、乳管を通じて乳房全
体にどれだけ広がっているかで術式も
異なってくるのですね。
　武井　そうですね。
　池田　乳房温存切除はどのようなパ
ターンになるのでしょうか。
　武井　一般的に乳房温存術、乳房部
分切除術といった場合は、乳頭、乳輪、

乳がん治療の最近の話題

日本医科大学乳腺外科教授
武　井　寛　幸

（聞き手　池田志斈）

　乳がん治療の最近の話題についてご教示ください。
＜群馬県開業医＞
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乳腺、および皮膚を温存する、つまり
乳がん病巣だけを切除する手術になり
ます。残存乳房への放射線治療が併用
されます。乳頭乳輪温存・乳房全切除
術という術式もありまして、これはア
ンジェリーナ・ジョリーさんが予防的
な乳房切除術を受けたのと同じような
パターンなのですが、皮膚および乳頭、
乳輪はすべて残して、中の乳腺だけを
ほぼ全摘出する。その後に２期的乳房
再建のためのエキスパンダーを入れて、
全切除された乳腺をそこで補うという
方法です。
　池田　かなり症例が限られるのです
ね。
　武井　そうですね。乳頭、乳輪にが
んが進展していないことが条件になり
ます。それと、広がりが比較的広く、
乳房温存術が適さないということです。
　池田　なかなかそれは難しい条件で
すね。
　武井　そうですね。
　池田　先ほどお話に出ました乳房再
建術ですけれども、今のお話ですと、
エキスパンダーを入れて、ある程度待
って、それから再建していくのでしょ
うか。
　武井　そうです、エキスパンダーを
入れる場所としては、皮膚の直下だと、
どうしても目立ってしまうことから、
大胸筋下にエキスパンダーを入れ、対
側の乳房との整容性を保ちながら、拡
張していき、だいたい６カ月間くらい

拡張したままにします。それでポケッ
トを十分つくったうえで、その後に人
工乳房、シリコン製のインプラントを
入れたり、または自家組織、例えば広
背筋皮弁とか腹直筋皮弁、またはDIEP
（Deep Inferior Epigastric Perforator）
フラップといって、下腹部から遊離皮
弁を持ってきて、血管を吻合してつく
ることもあります。
　池田　これは保険適用になっている
のでしょうか。
　武井　エキスパンダーによる乳房再
建術は2013年に保険適用になりまして、
受ける方が非常に増えてきています。
　池田　乳腺科の先生が行われるので
しょうか。
　武井　多くの場合、乳房を切除する
ところまでは乳腺外科医が担当させて
いただき、その後、形成外科医に引き
継ぐことが多いです。エキスパンダー
を入れるまで乳腺外科医が担当するこ
ともあるのですが、多くの施設では乳
房切除術終了の段階で形成外科の先生
にバトンタッチしていることが多いと
思います。
　池田　術後、よく放射線療法が行わ
れるとうかがったのですけれども、ど
のような感じで行われるのでしょうか。
　武井　放射線治療の意義としては、
手術によって乳がんが完全に切除でき
たと思われても、顕微鏡レベルで乳房
に遺残している可能性もあると思いま
す。そのような遺残したがんを放射線

によって、特に乳房温存術の場合は残
存乳房に放射線を当てることによって、
遺残したかもしれないがんを消失させ
ることが目的になります。または、乳
房切除術でも、リンパ節転移が陽性の
症例では皮下のリンパ管を伝わってが
ん細胞がリンパ節に到達していますか
ら、胸壁照射といいまして、乳房がな
くても、皮膚および皮下組織に対し照
射を行っています。
　池田　あくまで治療的ではなくて、
補助療法というかたちなのでしょうか。
　武井　そうです。局所再発を予防す
る補助療法ということになります。
　池田　最近ですと、重粒子線とかを
使ってやっているような話もあります
けれども、まだエビデンスがない状態
なのでしょうか。
　武井　まだ有効性、安全性のエビデ
ンスがないものですから、実地臨床で
用いられるのはまだ先のことになるか
と思います。
　池田　例えば骨転移とか脳転移では
放射線治療は行われるのでしょうか。
　武井　骨転移で放射線治療の適応と
なるのは、特に脊椎転移、そのほかの
転移でもそうなのですが、骨折の危険
性があったり、神経の圧迫症状が出そ
うな転移に関しては、予防的に放射線
治療を行っています。それから、疼痛
に関しても放射線治療が有効であるこ
とがわかっていますので、施行する場
合があります。

　脳に関しては、手術は有効性、安全
性からその適応が厳しいこともありま
すから、放射線治療、特に少数の転移
であればガンマナイフで治療していく
ことが多いです。
　池田　脳全体に照射するのではなく
て、ターゲットを絞ってガンマナイフ
で。
　武井　そうですね。個数が多かった
り、なかなかガンマナイフでの対処が
難しい場合に、全脳照射が行われてい
るという現状です。
　池田　薬物療法についてうかがいた
いのですけれども、例えばホルモン療
法、化学療法、それから最近、HER２
陽性細胞といったキーワードが出てく
るのですけれども、こういったものの
使い方、病理学的にホルモンレセプタ
ーであるとか、HER２蛋白とかの有無
で分けられるのでしょうか。
　武井　そうです。ホルモンレセプタ
ーは核に発現しているのですけれども、
エストロゲンレセプター、プロゲステ
ロンレセプター、その両者を見て、い
ずれかが陽性であれば、術後の再発予
防としてホルモン治療を行うことにな
ります。
　また、HER２蛋白が陽性と診断され
れば、術後の補助療法、再発予防とし
て、抗HER２療法の中で保険で承認さ
れているトラスツズマブという薬を約
１年間使うことになっています。
　池田　そのほかパクリタキセル、タ
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乳腺、および皮膚を温存する、つまり
乳がん病巣だけを切除する手術になり
ます。残存乳房への放射線治療が併用
されます。乳頭乳輪温存・乳房全切除
術という術式もありまして、これはア
ンジェリーナ・ジョリーさんが予防的
な乳房切除術を受けたのと同じような
パターンなのですが、皮膚および乳頭、
乳輪はすべて残して、中の乳腺だけを
ほぼ全摘出する。その後に２期的乳房
再建のためのエキスパンダーを入れて、
全切除された乳腺をそこで補うという
方法です。
　池田　かなり症例が限られるのです
ね。
　武井　そうですね。乳頭、乳輪にが
んが進展していないことが条件になり
ます。それと、広がりが比較的広く、
乳房温存術が適さないということです。
　池田　なかなかそれは難しい条件で
すね。
　武井　そうですね。
　池田　先ほどお話に出ました乳房再
建術ですけれども、今のお話ですと、
エキスパンダーを入れて、ある程度待
って、それから再建していくのでしょ
うか。
　武井　そうです、エキスパンダーを
入れる場所としては、皮膚の直下だと、
どうしても目立ってしまうことから、
大胸筋下にエキスパンダーを入れ、対
側の乳房との整容性を保ちながら、拡
張していき、だいたい６カ月間くらい

拡張したままにします。それでポケッ
トを十分つくったうえで、その後に人
工乳房、シリコン製のインプラントを
入れたり、または自家組織、例えば広
背筋皮弁とか腹直筋皮弁、またはDIEP
（Deep Inferior Epigastric Perforator）
フラップといって、下腹部から遊離皮
弁を持ってきて、血管を吻合してつく
ることもあります。
　池田　これは保険適用になっている
のでしょうか。
　武井　エキスパンダーによる乳房再
建術は2013年に保険適用になりまして、
受ける方が非常に増えてきています。
　池田　乳腺科の先生が行われるので
しょうか。
　武井　多くの場合、乳房を切除する
ところまでは乳腺外科医が担当させて
いただき、その後、形成外科医に引き
継ぐことが多いです。エキスパンダー
を入れるまで乳腺外科医が担当するこ
ともあるのですが、多くの施設では乳
房切除術終了の段階で形成外科の先生
にバトンタッチしていることが多いと
思います。
　池田　術後、よく放射線療法が行わ
れるとうかがったのですけれども、ど
のような感じで行われるのでしょうか。
　武井　放射線治療の意義としては、
手術によって乳がんが完全に切除でき
たと思われても、顕微鏡レベルで乳房
に遺残している可能性もあると思いま
す。そのような遺残したがんを放射線

によって、特に乳房温存術の場合は残
存乳房に放射線を当てることによって、
遺残したかもしれないがんを消失させ
ることが目的になります。または、乳
房切除術でも、リンパ節転移が陽性の
症例では皮下のリンパ管を伝わってが
ん細胞がリンパ節に到達していますか
ら、胸壁照射といいまして、乳房がな
くても、皮膚および皮下組織に対し照
射を行っています。
　池田　あくまで治療的ではなくて、
補助療法というかたちなのでしょうか。
　武井　そうです。局所再発を予防す
る補助療法ということになります。
　池田　最近ですと、重粒子線とかを
使ってやっているような話もあります
けれども、まだエビデンスがない状態
なのでしょうか。
　武井　まだ有効性、安全性のエビデ
ンスがないものですから、実地臨床で
用いられるのはまだ先のことになるか
と思います。
　池田　例えば骨転移とか脳転移では
放射線治療は行われるのでしょうか。
　武井　骨転移で放射線治療の適応と
なるのは、特に脊椎転移、そのほかの
転移でもそうなのですが、骨折の危険
性があったり、神経の圧迫症状が出そ
うな転移に関しては、予防的に放射線
治療を行っています。それから、疼痛
に関しても放射線治療が有効であるこ
とがわかっていますので、施行する場
合があります。

　脳に関しては、手術は有効性、安全
性からその適応が厳しいこともありま
すから、放射線治療、特に少数の転移
であればガンマナイフで治療していく
ことが多いです。
　池田　脳全体に照射するのではなく
て、ターゲットを絞ってガンマナイフ
で。
　武井　そうですね。個数が多かった
り、なかなかガンマナイフでの対処が
難しい場合に、全脳照射が行われてい
るという現状です。
　池田　薬物療法についてうかがいた
いのですけれども、例えばホルモン療
法、化学療法、それから最近、HER２
陽性細胞といったキーワードが出てく
るのですけれども、こういったものの
使い方、病理学的にホルモンレセプタ
ーであるとか、HER２蛋白とかの有無
で分けられるのでしょうか。
　武井　そうです。ホルモンレセプタ
ーは核に発現しているのですけれども、
エストロゲンレセプター、プロゲステ
ロンレセプター、その両者を見て、い
ずれかが陽性であれば、術後の再発予
防としてホルモン治療を行うことにな
ります。
　また、HER２蛋白が陽性と診断され
れば、術後の補助療法、再発予防とし
て、抗HER２療法の中で保険で承認さ
れているトラスツズマブという薬を約
１年間使うことになっています。
　池田　そのほかパクリタキセル、タ
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キサン系や、アンスラサイクリン系と
いう化学療法剤がありますが、どのよ
うに併用されるのでしょうか。
　武井　ホルモンレセプターが陽性の
乳がんでは、ホルモン療法だけで治癒
できるだろうと考えられるタイプもあ
ります。増殖能が低かったり、核グレ
ードが低かったり、再発の危険性が低
いタイプにはホルモン療法だけでもよ
いわけですが、再発の危険性が高いと
診断される、例えば遺伝子を調べて、
ルミナールBタイプともいわれるので
すが、そのような増殖能が高いタイプ
と分類されれば、化学療法も併用した
ほうがいいということになっています
ので、アンスラサイクリン、シクロフ
ォスファミド、さらにタキサン系の薬
剤を補助療法として使う場合がありま
す。
　池田　例えばホルモンレセプターも
発現されていなくてHER２蛋白がな
い場合は、そういったホルモン療法も
HER２に対する分子標的薬を使わない
で、化学療法だけになるのでしょうか。
　武井　そうですね。トリプルネガテ
ィブ乳がんといいまして、エストロゲ
ンレセプター、プロゲステロンレセプ
ター、HER２、すべてが陰性の乳がん
というのが20％くらいあるわけですけ
れども、その乳がんに対しては化学療
法のみが再発予防になります。トリプ
ルネガティブ乳がんの中にも、予後が
いい、転移しにくいタイプという特別

な組織型というのもあるのですけれど
も、一般の乳がんでトリプルネガティ
ブに分類されれば、化学療法を使用す
ることになります。
　池田　おそらく手術後等の補助療法
で、再発あるいは転移を抑制する方法
なのでしょうけれども、例えばいった
ん再発、転移が起こった場合にはどの
ような化学療法が選択されるのでしょ
うか。
　武井　手術後の補助療法として一般
的に認可されているものはアンスラサ
イクリン、シクロフォスファミド、フ
ルオロウラシル、タキサン系の薬剤に
なります。再発症例ではこれら以外の
薬剤が使われますが、もし、使われて
いなければ、もちろんこれらの薬剤か
ら使います。再発が認められて、これ
らの薬剤を使っているのであれば、エ
リブリン、ビノレルビン、ゲムシタビ
ン、経口のフルオロウラシル剤として
カペシタビンやテガフール・ギメラシ
ル・オテラシルカルシウム配合剤等を
使っていくことになります。
　あと、血管新生の阻害剤としてベバ
シズマブ、それをパクリタキセルと併
用して投与する場合もあります。これ
は特にターゲットがホルモンレセプタ
ーとかHER２というわけではなくて、
いずれの乳がんでも効果が期待されて
います。
　池田　周囲の血管の増殖を抑えるの
ですね。

　武井　そうです。
　池田　そして兵糧攻めにするという
かたちでしょうか。
　武井　そうですね。
　池田　先ほども出ましたけれども、
HER２が陽性であって再発、転移があ
った場合は、分子標的薬を使い続ける
のでしょうか。
　武井　そうです。実は今、抗HER２
療法としては、術後補助療法として認
可されているトラスツズマブ以外に、
再発または進行した症例においては、
ペルツズマブ、これはトラスツズマブ、
ドセタキセルと併用し、ラパチニブ、

これはカペシタビンと併用して投与し
ます。さらにトラスツズマブ エムタン
シン、これはT-DM１と略しますけれ
ども、トラスツズマブに抗がん剤を付
着させた薬剤があります。再発症例で
はこれらの薬剤を順次使っていくこと
になります。
　池田　最近の進歩によってたくさん
薬が出てきましたけれども、一つひと
つ、腫瘍の浸潤度、タイプによって使
い分けることで、かなり対応できるよ
うになってきたのですね。
　武井　そうですね。
　池田　ありがとうございました。
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