
　池田　患者さんも薬をのんでいるか
ら大丈夫と思わないで、やはりエクサ
サイズをきちんとやるということです
ね。
　岩本　問題点は日常の保険診療でそ
れが指導できないことです。我々の施
設も精力的に転倒予防のための運動療
法を行っていますが、病院が持ち出し
でスタッフを集めて行っているのが現
実です。
　池田　点数がついていないために、
いくら指導しても医療サイドにとって
はメリットが少ないのですね。
　岩本　その通りです。しかし、整形
外科で骨粗しょう症の骨折を防ぎたい
と真剣に活動されている医師は、患者
さんを集めて転倒予防教室を開いてお
られることは事実です。
　池田　でも、現実としてはその時間
も労力も難しいということがあります

ね。
　岩本　そうだと思います。
　池田　患者さんのほうがしっかり自
分の状態を把握し、薬だけに頼るので
はなく、食生活、日常生活、それとエ
クササイズを、ということですね。
　岩本　運動療法については、冊子を
用いて外来で患者さんに説明すること
は可能ですので、私の施設では、外来
で看護師が患者さんに指導しています。
　池田　患者さんの理解と啓発ですね。
　岩本　そうですね。そして、希望者
につきましては、４カ月の運動教室に
通っていただいています。
　池田　４カ月コースですか。だいぶ
長いですね。
　岩本　３カ月で結果が出そうなので、
少し延ばして４カ月で行っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

慶應義塾大学皮膚科特任助教
平　井　郁　子

（聞き手　池田志斈）

　乳房外パジェット病についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

乳房外パジェット病

　池田　平井先生、乳房外パジェット
病について質問が来ています。ちょっ
と耳慣れない言葉なのですが、どのよ
うな病気なのでしょうか。
　平井　乳房外パジェット病は主に高
齢者の方の外陰部や肛門周囲、わきな
どのアポクリン腺という腺組織に富ん
だ部位に生じる皮膚がんです。
　池田　乳房はアポクリン腺がありま
すよね。ということは、それ以外のア
ポクリン腺の多い部位にできる悪性腫
瘍という理解ですね。
　平井　はい。
　池田　どうして高齢者に起こるので
しょうか。
　平井　なぜ高齢者に多いかというの
はわかっていないのですが、統計を見
てみると、60代以降、70代の患者さん
が多いことがわかっています。
　池田　症状は例えば痛いとかかゆい

とかあるのでしょうか。
　平井　外陰部に多く生じる疾患で、
湿疹やかび（真菌感染症）として誤っ
て治療を受けている方がよくいるので
すが、自覚症状としていわゆる湿疹で
みられるような強いかゆみはみられな
いことが多いです。
　池田　症状がない場合はどういうと
きに見つかるのですか。
　平井　実際の診療の場で多いのは、
いわゆる股ずれとかインキンタムシと
間違われ、これに対する外用薬の治療
を受けていた中で、なかなか症状がよ
くならないことを主訴としていらっし
ゃる方が多いです。
　池田　外陰部は自分で見えにくいで
すよね。だから発見が遅れるのでしょ
うか。
　平井　そうですね。外陰部ですので、
人に見せたり相談することにちゅうちょ
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期の段階、まだほかの臓器に転移して
いない、表皮内にとどまっている段階
なのか、リンパ節やほかの臓器（多い
のが肝臓や肺、骨、脳などにも転移を
きたすことがあるのですが）、そうい
った臓器への転移がないかを画像検査
で調べます。
　池田　例えばステージ１、表皮内に
とどまっている場合はどういう治療を
されるのでしょうか。
　平井　そういった早期の段階であれ
ば手術療法、すなわち外科的に切除す
ることで根治、いわゆる治すことが期
待できます。
　池田　外陰部ですと肛門も近いです
し、尿道口も近いですよね。そういっ
た部位に関してはどういう配慮が必要
なのでしょうか。
　平井　排泄や排尿など、そういう重
要な機能をつかさどる部位と非常に近
い場所に生じる皮膚がんですので、病
変がどこまで進展しているか、広がっ
ているのかを見定める必要があります。
例えば肛門外科医や婦人科医、泌尿器
科医と一緒に、粘膜側にどこまで病変
が広がっているかを皮膚生検で確認し
て、病変の範囲を把握しておくことが
術前に大切だと思います。
　池田　どこまで切るべきかをまず決
めておくということですね。そういう
意味では、何カ所も生検をしたりする
のでしょうか。
　平井　はい。この乳房外パジェット

病の特徴として病変部と正常部の境界
が非常に不明瞭であったり、また時に、
非連続性に病変が存在することがあり
ますので、外側方向に関してもどこま
で病変があるのかを事前に把握するこ
とが難しく、かつ重要となります。そ
の工夫の一つとしてマッピング生検と
いうのですが、術前に肉眼的にここま
でが病変だろうと思われる部位の辺縁、
外側に関して複数箇所、パンチ生検を
行って、そこに腫瘍細胞がいるかどう
かをあらかじめ組織学的に確認してお
くことがあります。
　池田　それである程度確定しておい
て切除部位を決めていくということで
すね。
　平井　はい。
　池田　根治できればいいのですが、
進行していく場合はどういう治療をす
るのでしょうか。
　平井　例えば、診断がついた時点で
すでに臓器への転移がある場合や、手
術で取り切ることができないような段
階であれば、殺細胞性の抗がん剤によ
る化学療法が主軸となります。
　池田　どのようなものを使うのです
か。
　平井　日本のガイドラインですと、
例えばタキサン系の抗がん剤、ドセタ
キセルなどですね。あとはプラチナ製
剤などを用いた化学療法のレジメンな
どが記載されています。
　池田　ざっくりいって、どの程度効

してしまう部位でもありますから、医
療機関への受診や相談が遅れてしまっ
て早期の治療、診断に行き着かないと
いうケースも見られます。
　池田　診断までに時間がかかるし、
あるいはインキンタムシという診断で
違う薬をつけていて時間がたってしま
うのですね。
　平井　そうですね。非常にまれな病
気ではありますが、こういう皮膚がん
があるということを知っておくことが
医師、また患者さんにとっても大切だ
と思っています。
　池田　皮膚病変というのはどんな症
状になるのでしょうか。
　平井　主に外陰部ですとか肛門の周
囲などに一見、湿疹と見間違われるよ
うな赤い斑状の病変、すなわち紅斑を
生じたり、また、紅斑内にじくじくと
した皮めくれ、びらんを生じたりしま
す。紅斑のほかに色素の沈着や、脱出
などを呈することもあり、いずれもそ
ういった皮膚表面の変化から始まるこ
とが多いです。
　池田　平らなのですね。
　平井　乳房外パジェット病はもとも
と上皮内腺がんとして始まるので、初
期の段階ですと病変は平らな性状であ
ることが多いです。
　池田　進行すると盛り上がったりす
るのですか。
　平井　進行しますと、盛り上がって
結節や腫瘤を形成することがあります。

　池田　そうなると、ちょっとおかし
いということになるのですね。理想的
にはごく早期で見つけたほうがいいの
ですね。
　平井　はい。
　池田　生検をしてみると、先ほど表
皮内の腺がんという話でしたが、どの
ような病理になるのでしょうか。
　平井　組織学的には大型の明るい胞
体を持つ腫瘍細胞、これをパジェット
細胞と呼ぶのですが、こういった腫瘍
細胞が表皮内で増殖するのが特徴です。
　池田　大きな胞体ですね。というこ
とは、ほかに病理学的鑑別としては黒
色腫とか、あるいはボウエン病とか、
そういうものがあるのでしょうか。
　平井　例えば悪性黒色腫（メラノー
マ）などでも表皮内で、表皮角化細胞
とは異なる腫瘍細胞が大型の明るい細
胞というかたちで増殖してくるパター
ンもあるので、組織学的には似通って
いるケースがあります。
　池田　そういった病理を見たら、パ
ジェット病だけではなくて、メラノー
マなども考えなければいけないという
ことですね。非常に大切な場所かと思
います。それから、なかなか早期診断
が難しいという話ですが、治療はどの
ように行われるのでしょうか。
　平井　この疾患は皮膚の生検で確定
診断をすることができるので、診断が
ついた時点でどの段階（病期）なのか、
ステージングを行います。すなわち早
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期の段階、まだほかの臓器に転移して
いない、表皮内にとどまっている段階
なのか、リンパ節やほかの臓器（多い
のが肝臓や肺、骨、脳などにも転移を
きたすことがあるのですが）、そうい
った臓器への転移がないかを画像検査
で調べます。
　池田　例えばステージ１、表皮内に
とどまっている場合はどういう治療を
されるのでしょうか。
　平井　そういった早期の段階であれ
ば手術療法、すなわち外科的に切除す
ることで根治、いわゆる治すことが期
待できます。
　池田　外陰部ですと肛門も近いです
し、尿道口も近いですよね。そういっ
た部位に関してはどういう配慮が必要
なのでしょうか。
　平井　排泄や排尿など、そういう重
要な機能をつかさどる部位と非常に近
い場所に生じる皮膚がんですので、病
変がどこまで進展しているか、広がっ
ているのかを見定める必要があります。
例えば肛門外科医や婦人科医、泌尿器
科医と一緒に、粘膜側にどこまで病変
が広がっているかを皮膚生検で確認し
て、病変の範囲を把握しておくことが
術前に大切だと思います。
　池田　どこまで切るべきかをまず決
めておくということですね。そういう
意味では、何カ所も生検をしたりする
のでしょうか。
　平井　はい。この乳房外パジェット

病の特徴として病変部と正常部の境界
が非常に不明瞭であったり、また時に、
非連続性に病変が存在することがあり
ますので、外側方向に関してもどこま
で病変があるのかを事前に把握するこ
とが難しく、かつ重要となります。そ
の工夫の一つとしてマッピング生検と
いうのですが、術前に肉眼的にここま
でが病変だろうと思われる部位の辺縁、
外側に関して複数箇所、パンチ生検を
行って、そこに腫瘍細胞がいるかどう
かをあらかじめ組織学的に確認してお
くことがあります。
　池田　それである程度確定しておい
て切除部位を決めていくということで
すね。
　平井　はい。
　池田　根治できればいいのですが、
進行していく場合はどういう治療をす
るのでしょうか。
　平井　例えば、診断がついた時点で
すでに臓器への転移がある場合や、手
術で取り切ることができないような段
階であれば、殺細胞性の抗がん剤によ
る化学療法が主軸となります。
　池田　どのようなものを使うのです
か。
　平井　日本のガイドラインですと、
例えばタキサン系の抗がん剤、ドセタ
キセルなどですね。あとはプラチナ製
剤などを用いた化学療法のレジメンな
どが記載されています。
　池田　ざっくりいって、どの程度効

してしまう部位でもありますから、医
療機関への受診や相談が遅れてしまっ
て早期の治療、診断に行き着かないと
いうケースも見られます。
　池田　診断までに時間がかかるし、
あるいはインキンタムシという診断で
違う薬をつけていて時間がたってしま
うのですね。
　平井　そうですね。非常にまれな病
気ではありますが、こういう皮膚がん
があるということを知っておくことが
医師、また患者さんにとっても大切だ
と思っています。
　池田　皮膚病変というのはどんな症
状になるのでしょうか。
　平井　主に外陰部ですとか肛門の周
囲などに一見、湿疹と見間違われるよ
うな赤い斑状の病変、すなわち紅斑を
生じたり、また、紅斑内にじくじくと
した皮めくれ、びらんを生じたりしま
す。紅斑のほかに色素の沈着や、脱出
などを呈することもあり、いずれもそ
ういった皮膚表面の変化から始まるこ
とが多いです。
　池田　平らなのですね。
　平井　乳房外パジェット病はもとも
と上皮内腺がんとして始まるので、初
期の段階ですと病変は平らな性状であ
ることが多いです。
　池田　進行すると盛り上がったりす
るのですか。
　平井　進行しますと、盛り上がって
結節や腫瘤を形成することがあります。

　池田　そうなると、ちょっとおかし
いということになるのですね。理想的
にはごく早期で見つけたほうがいいの
ですね。
　平井　はい。
　池田　生検をしてみると、先ほど表
皮内の腺がんという話でしたが、どの
ような病理になるのでしょうか。
　平井　組織学的には大型の明るい胞
体を持つ腫瘍細胞、これをパジェット
細胞と呼ぶのですが、こういった腫瘍
細胞が表皮内で増殖するのが特徴です。
　池田　大きな胞体ですね。というこ
とは、ほかに病理学的鑑別としては黒
色腫とか、あるいはボウエン病とか、
そういうものがあるのでしょうか。
　平井　例えば悪性黒色腫（メラノー
マ）などでも表皮内で、表皮角化細胞
とは異なる腫瘍細胞が大型の明るい細
胞というかたちで増殖してくるパター
ンもあるので、組織学的には似通って
いるケースがあります。
　池田　そういった病理を見たら、パ
ジェット病だけではなくて、メラノー
マなども考えなければいけないという
ことですね。非常に大切な場所かと思
います。それから、なかなか早期診断
が難しいという話ですが、治療はどの
ように行われるのでしょうか。
　平井　この疾患は皮膚の生検で確定
診断をすることができるので、診断が
ついた時点でどの段階（病期）なのか、
ステージングを行います。すなわち早
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キサン系を使うということでしょうか。
　平井　はい。現在、HER２阻害薬で
あるトラスツズマブと、殺細胞性抗が
ん剤であるドセタキセルの２剤を併用
した化学療法の有効性と安全性を見る
第Ⅱ相臨床試験を実施しています。
　池田　ちょっと心配なのは、乳がん
の方に比べて年齢が高いですよね。
　平井　はい。継続中ではあるのです
が、この試験では、乳がんで投与され
るドセタキセルの投与量を乳房外パジ
ェット病の患者さんに使用しているの
ですが、やはり本疾患は高齢の方が多
いので、ドセタキセルによる血液毒性、
特に白血球減少、好中球減少の頻度が
高く見られます。

　池田　今後、またその研究を続けら
れると思うのですが、今後の問題は
HER２が陰性の方はどうするのかとい
うことでしょうか。
　平井　まだわかっていない点も多い
のですが、新しい論文などを見ますと、
HER２のほかに、これもまた乳がんと
似ているのですが、例えばエストロゲ
ンホルモンレセプターの発現が見られ
る症例も報告されています。もしかし
たらこういったタイプの方にはホルモ
ンレセプターに作用するような薬、そ
こに関連する分子に焦点を当てた薬が
効くのかもしれません。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

くかとか、そういうことはわかってい
るのでしょうか。
　平井　これらの抗がん剤の有効性、
有用性については、これまでに前向き
な試験はなされておらず、施設ごとに
使用する薬剤やレジメンにもばらつき
があります。そういった中で第一選択、
すなわち、一次治療として選択されや
すいのはドセタキセルを用いた化学療
法になります。後方視的な研究の論文
報告によると、３～６割の患者さんに
奏効したという報告がこれまでありま
す。
　池田　逆にいうと、４～７割はあま
り効かないということですかね。先生
は最近新しい治療の研究をされている
ということですが、そういった効かな
い方がターゲットになるのでしょうか。
　平井　もちろん、ドセタキセルやほ
かの化学療法で効かなくなった方も対
象としていますし、そもそも保険で認
められている抗がん剤がない領域です
ので、未治療の方も対象として新しい
化学療法の効果を評価する臨床試験を
行っています。
　池田　具体的にお話しいただけます
か。
　平井　乳房外パジェット病というの
は上皮内腺がんで始まると先ほど申し
ましたが、特に腺がんの中でも乳がん
と免疫組織学的にも分子的プロファイ
ルの似通っている点が非常に多い腫瘍
です。乳がんですでに知られている

HER２蛋白というものがあります。こ
れはどういったものかといいますと、
細胞表面の上皮成長因子受容体の一つ
で、細胞増殖にかかわるシグナル伝達
において重要な機能を持つチロシンキ
ナーゼなのですが、HER２遺伝子の増
幅が起きると、HER２蛋白の過剰発現
を引き起こし、細胞内の下流シグナル
伝達経路が恒常的に活性化されてしま
います。このHER２遺伝子はがん遺伝
子の一つとして知られています。例え
ば、乳がんや胃がんの一部では、HER
２遺伝子の増幅が見られる症例がある
ことがわかっていて、こういった症例
に対してはHER２蛋白の阻害薬、例え
ばトラスツズマブといった薬剤を用い
た化学療法が行われます。
　乳房外パジェット病においても同じ
ようにHER２の過剰発現を認める症例
が一定数あることがわかってきていま
す。これまで私どもの研究で進行期の
患者さんを調べてみたところ、４割弱
の方にHER２遺伝子の増幅が見られる
ことがわかりました。ですので、HER
２を標的とした治療が、乳房外パジェ
ット病の患者さんのうち、HER２陽性
の患者さんにとっては有用な治療にな
るのではないかと考えています。
　池田　ターゲットはHER２陽性の乳
房外パジェット病の方ということです
ね。
　平井　そうですね。
　池田　HER２に対する薬はプラスタ
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キサン系を使うということでしょうか。
　平井　はい。現在、HER２阻害薬で
あるトラスツズマブと、殺細胞性抗が
ん剤であるドセタキセルの２剤を併用
した化学療法の有効性と安全性を見る
第Ⅱ相臨床試験を実施しています。
　池田　ちょっと心配なのは、乳がん
の方に比べて年齢が高いですよね。
　平井　はい。継続中ではあるのです
が、この試験では、乳がんで投与され
るドセタキセルの投与量を乳房外パジ
ェット病の患者さんに使用しているの
ですが、やはり本疾患は高齢の方が多
いので、ドセタキセルによる血液毒性、
特に白血球減少、好中球減少の頻度が
高く見られます。

　池田　今後、またその研究を続けら
れると思うのですが、今後の問題は
HER２が陰性の方はどうするのかとい
うことでしょうか。
　平井　まだわかっていない点も多い
のですが、新しい論文などを見ますと、
HER２のほかに、これもまた乳がんと
似ているのですが、例えばエストロゲ
ンホルモンレセプターの発現が見られ
る症例も報告されています。もしかし
たらこういったタイプの方にはホルモ
ンレセプターに作用するような薬、そ
こに関連する分子に焦点を当てた薬が
効くのかもしれません。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

くかとか、そういうことはわかってい
るのでしょうか。
　平井　これらの抗がん剤の有効性、
有用性については、これまでに前向き
な試験はなされておらず、施設ごとに
使用する薬剤やレジメンにもばらつき
があります。そういった中で第一選択、
すなわち、一次治療として選択されや
すいのはドセタキセルを用いた化学療
法になります。後方視的な研究の論文
報告によると、３～６割の患者さんに
奏効したという報告がこれまでありま
す。
　池田　逆にいうと、４～７割はあま
り効かないということですかね。先生
は最近新しい治療の研究をされている
ということですが、そういった効かな
い方がターゲットになるのでしょうか。
　平井　もちろん、ドセタキセルやほ
かの化学療法で効かなくなった方も対
象としていますし、そもそも保険で認
められている抗がん剤がない領域です
ので、未治療の方も対象として新しい
化学療法の効果を評価する臨床試験を
行っています。
　池田　具体的にお話しいただけます
か。
　平井　乳房外パジェット病というの
は上皮内腺がんで始まると先ほど申し
ましたが、特に腺がんの中でも乳がん
と免疫組織学的にも分子的プロファイ
ルの似通っている点が非常に多い腫瘍
です。乳がんですでに知られている

HER２蛋白というものがあります。こ
れはどういったものかといいますと、
細胞表面の上皮成長因子受容体の一つ
で、細胞増殖にかかわるシグナル伝達
において重要な機能を持つチロシンキ
ナーゼなのですが、HER２遺伝子の増
幅が起きると、HER２蛋白の過剰発現
を引き起こし、細胞内の下流シグナル
伝達経路が恒常的に活性化されてしま
います。このHER２遺伝子はがん遺伝
子の一つとして知られています。例え
ば、乳がんや胃がんの一部では、HER
２遺伝子の増幅が見られる症例がある
ことがわかっていて、こういった症例
に対してはHER２蛋白の阻害薬、例え
ばトラスツズマブといった薬剤を用い
た化学療法が行われます。
　乳房外パジェット病においても同じ
ようにHER２の過剰発現を認める症例
が一定数あることがわかってきていま
す。これまで私どもの研究で進行期の
患者さんを調べてみたところ、４割弱
の方にHER２遺伝子の増幅が見られる
ことがわかりました。ですので、HER
２を標的とした治療が、乳房外パジェ
ット病の患者さんのうち、HER２陽性
の患者さんにとっては有用な治療にな
るのではないかと考えています。
　池田　ターゲットはHER２陽性の乳
房外パジェット病の方ということです
ね。
　平井　そうですね。
　池田　HER２に対する薬はプラスタ

ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021） （129）  4948 （128） ドクターサロン65巻２月号（1 . 2021）

2102_HONBUN.indd   48-49 2021/01/12   10:43


	02-0022-2
	02-0023-1
	02-0023-2
	02-0024-1
	02-0024-2



