
埼玉医科大学総合医療センターブレストケア科教授
矢　形　　寛

（聞き手　山内俊一）

　モンドール病について、原因、治療、注意点などをご教示ください。
＜大阪府開業医＞

モンドール病

　山内　矢形先生、モンドール病とい
うのは、あまり耳慣れない病気ですが、
先生方にとってはよく見る病気なので
しょうか。
　矢形　乳腺科では、乳がんの手術後
に、わきの下から上腕内側にかけて１
本のスジが出てきて、痛みを訴える患
者さんがいらっしゃり、頻繁にみます。
　山内　わきの下の障害なのでしょう
か。
　矢形　本来、モンドール病はフラン
スの外科医のモンドール先生が最初に
記述したものです。通常は胸部から上
腹部にかけて表在の静脈に血栓が出て
きて、それがスジ状に見えてきたもの
をモンドール病と表現しているのがオ
リジナルということになります。
　山内　モンドール病もどき（ライク）
のようなものがけっこう出てくると見
てよろしいわけですね。

　矢形　通常、モンドール病自体はま
れなものなのですが、乳がんの術後は
手術の影響によって頻繁に出てきます。
モンドール病ライクのものとして、正
式名としてaxillary web syndromeとい
う英語表記名があります。これは日本
語訳をされていないので、腋窩網状症
候群のような仮の訳をして、一応呼ん
ではいます。
　山内　モンドール病自体も乳がんの
手術後に多いのでしょうか。
　矢形　いわゆるモンドール病ライク
のものは頻繁に出てきます。
　山内　そうしますと、モンドール病
自体は必ずしも乳がん手術後とは関係
ないと見てよいのでしょうか。
　矢形　そうですね。モンドール病自
体は必ずしも乳がんとは関係なく、頻
度としては女性のほうが多いといわれ
ていますが、時に男性にも出てくるこ

とがあります。
　山内　まず症状ですが、今、スジの
ようなものがというお話ですが、もう
少し詳しく教えていただけますか。
　矢形　通常は皮下のところですが、
表面にへこんだようなスジが直線状に
出てきます。長さが、短いときで５～ 
10㎝で、長いときは30㎝以上、場合に
よっては腋窩から上腕内側、前腕を通
って、手首まで延びることがあります。
通常は１本のへこんだような筋です。
　山内　へこみですか。盛り上がるほ
うではなくて。
　矢形　そうですね。
　山内　痛いのでしょうか。
　矢形　多くの場合、じっとしている
とあまり痛くないのですが、それが突
っ張るので、伸ばすと痛みがある。針
金のように固い感じがあるので、押さ
えると痛いことが多いです。
　山内　本体は血栓性の静脈炎という
理解でよろしいのでしょうか。
　矢形　一般的にモンドール病は血栓
性の静脈炎といわれていて、表在の静
脈に血栓をつくるというのが病態らし
いです。ただ、実際にそれを顕微鏡で
調べてみると、多くの場合はそうでも、
中にはリンパ管の塞栓が観察されたと
いう例もあるようです。
　山内　いろいろな種類があるかもし
れないのですね。
　矢形　そうですね。
　山内　普通、血栓性静脈炎というと、

そこそこの痛みとともに、赤く腫れ上
がったりするイメージがあるのですが、
激しい症状はあまりない、おとなしい
ものなのでしょうか。
　矢形　静脈炎という表現もされてい
るのですけれども、本体はあまり強い
炎症というのはなくて、いわゆる血栓
が形成されることによって起こる病態
と考えたほうがいいかもしれません。
強い炎症を起こすことはほとんどない
です。赤みを帯びたりとか、そういう
こともほとんどないです。
　山内　そうしますと、診断ですが、
今お話にありました特徴的な所見がむ
しろカギになるのでしょうか。
　矢形　そのとおりです。この診断は
ほとんど臨床的に確定がついてしまい
ます。なので、画像診断、例えば超音
波検査とかCTとかMRIをやっても、ほ
とんどわからないです。逆に臨床的に
そういうへこんだ筋を見れば、まず間
違いないので、それでほぼ確定診断が
つくと思われます。
　山内　特に血栓ができやすい人、例
えば足に血栓ができている人などによ
く見られるというしろものでもないの
ですね。
　矢形　起こりやすい人の特徴という
のはあまりいわれていないのですが、
あえていうと、例えば乳がんの術後に
起こる人などでは、傾向としてどちら
かというと若い人に多い。もう一つは、
どちらかというとやせた人に多いとい
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われています。確かに思い返してみる
と、何となくそういう人に多いような
気がします。
　山内　血栓といえば、発生部位がよ
く問題になりますが、この場合はどこ
がオリジンになるのでしょうか。
　矢形　静脈の塞栓がメインだとはい
われているのですけれども、乳がんの
術後の場合は必ずしもそうではないよ
うで、表在の静脈の血栓のこともあれ
ば、リンパ管の塞栓のこともあるとい
うことが論文上は報告されています。
ただ、たくさんのデータがなく、さら
にこれは自然に治ってしまいますので、
例えば手術で取るとか、そういうこと
はほとんど行われません。
　山内　自然に治ってしまうのですか。
　矢形　そうです。ほとんどの場合は
約１カ月で治ってしまいますので、少
し様子を見ておくだけで通常はいいと
いうことになります。
　山内　何年もというのはないという
感じですか。
　矢形　そうですね。教科書的には３
カ月以内とされています。私が経験し
た例では半年以上続いた人が１名いま
したけれども、その方も半年過ぎて
徐々に改善してきたので、１年、２年、
３年と続くような人は今まで私は見た
ことがないです。
　山内　逆にいうと、非常に長く続く
場合には別の病気を考えたほうがいい
ということになりますか。

　矢形　そうですね。ただ、非常に典
型的なので、これで何か鑑別を要する
ようなものはないのではないかと思い
ます。
　それからもう一つ、ちょっと語弊が
あったらいけないのですが、先ほどへ
こみができるという話をしたのですが、
わきの下から手のほうに延びていくと
きに、わきの下のところはちょっと膨
らみというか、１本のスジが突っ張る
ように出てきます。それからちょっと
腕のほうがへこむような感じで出てく
るのですが、わきの下だけはふくらみ
が飛び出してくるようです。
　山内　痛みはそんなに強くないので、
治療に難渋することはないのかもしれ
ませんが、普通、血栓だの何だのとい
いますと、よくヘパリンなどで溶解し
ようというのが出てきますけれども、
これは治療はあまりなされないのでし
ょうか。
　矢形　非常に強い痛みというのはほ
とんどの場合はなく、じっとしている
とあまり痛くなくて、伸ばしたときの
突っ張り感と痛み、あと押したときの
痛みが少しあるぐらいです。それがど
うしても気になる方は抗炎症剤を出す
ぐらいで、ほとんど問題ないかと思わ
れます。
　山内　過去、ヘパリンなどを流され
たということはあるのでしょうか。
　矢形　ないですね。報告上はそうい
うのを試みたというのはあるようです

けれども、ただ、それがよりよい改善
に結びついたというデータは特にあり
ません。いわゆる深部血栓ではないの
で、例えば血栓が肺に飛んで危ないと
か、そういう懸念もないと思われます。
　山内　確かにそういうことが言えま
すね。まとめますと、これは治療とい
うよりも、むしろ診断できるかどうか
ということが極めて重要な印象を持ち
ますが、特に患者さんからしたら、か
なり心配して来られるわけですね。
　矢形　そうですね。例えば、手術も
何もしていないのに、乳房から胸部、
腹部にかけてスジが出てきて、それが
スジだと気づかないで、乳房が痛いと
言って来られる方がいらっしゃいます。
痛みがあると、患者さんはけっこう心
配されるのですが、超音波検査をして
も何も出てこないのです。ただ、そこ
にスジがあるとわかると、すぐにモン
ドール病ということがわかるので、そ
の判断さえつけば全然怖くない。自然
に治って、次また出ることはほとんど
ないので、知っておくことが一番大事
だと思います。
　山内　乳がんの手術後ですと、乳が
んに関連した何かではないかとか、手

術に関連した何かではないかとか、そ
ういった心配も出てくるわけですね。
　矢形　かなりあります。患者さんは、
そこに再発したのではないかとか、あ
るいはリンパ浮腫というものが出てき
たのではないかということで、心配さ
れてすぐ病院を訪れる方が多いのです
けれども、実際、見てモンドール病と
いうことがわかると、それとは基本的
には関係ないので、はっきりとそのこ
とをお話しすると安心されます。
　山内　最後に、こういう珍しいもの
を一般の医師が見た場合、一体これは
どこの科に相談したらいいのかわから
ないというケースがけっこう多いので
はないかと思われます。よく経験して
いる科はどこになりますか。
　矢形　体表とか、手の動きが悪くな
ったりする場合には、例えば整形外科
であるとか、あとは表面なので皮膚科
を訪れるケースがおそらく多いのでは
ないかと思います。ただ、乳房に関連
してくると乳腺科を訪れることがある
ので、その辺の科で、ある程度ベテラ
ンの先生であればわかる方が多いので
はないかと思います。
　山内　ありがとうございました。
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