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第26回京滋乳癌研究会

日 時 ：平成5年 7月24日（土）

場 所平安会館

当番世話人大津赤十字病院外科小川博揮

一般演題
座長小川博聞

1）巨大繊維腺腫の 2例

大津赤十字病院外科

杉山昌生，小川博晦

下郷 司，泉 冬樹

井田 純，森 章

田村 淳，小切匡史

柳橋 健，馬場信雄

坂梨四郎

最近我々は，希に著しく大きな腫痴を形成する繊維

腺腫（巨大繊維腺腫）の 2症例を経験したので報告す

る．

2）乳腺分泌癌の一例

京都第二赤十字病院外科

山崎純也，竹中 温

徳田 一．三宅智子

岩田安司，松村博臣

小出一真，柿原直樹

近藤浩之，矢田裕一

井川 理，加藤 誠

泉 浩，藤井宏ニ

高橋 滋，松繁 洋

新畑 宰

京都第二赤十字病院病理部

加 藤 元 一

【症例 I)20歳，女性．右乳房の腫大，掻厚感，皮膚 乳腺分泌癌は，本邦で，17例，欧米で70数例の報告

の発赤出現にて来院吸引細胞診にて ClassII.超音 を見るに過ぎない稀な疾患である．今回我々は，乳腺

波， CTで悪性葉状肉腫の疑いあり，手術施行．腫癌 分泌癌の l例を経験したので若干の文献的考察を加え

は被膜を有し，容易に剥離可能で，乳腺腫癌摘出術を 報告する．

施行．腫癌は 14×14X14cm, 1390g で，組織的には， 【症例】 69歳，女性．人間ド ッグにて左乳腺に腫癒を

細長い管腔を作る手L管上皮と繊維性間質に富んだ像で 指摘され，理学的所見では， 1.6×1.4cm の弾性硬，

あった． 境界比較的明瞭な腫癒を認めた．超音波検査，マ ンモ

【症例 2)17歳，女性．右乳房腫癌増大にて来院．超 グラフィーで，境界一部不明瞭な楕円形の腫癒を認め

音波， CTで悪性所見なかったが，腫癒が巨大なため た．穿刺細胞診では，class3であったが，画像上悪性

乳腺腫癌摘出術を施行 12×9.5X3cm, 220gの平滑 が否定できないため，摘出生検を行った．病理組織で

な腫療で，乳管上皮と間質の繊維性増殖の像が認めら は異型細胞は甲状腺鴻胞類似の不規則な cysticpattern 

れ， 21711とも病理組織学的には巨大繊維腺腫であった をつくり， PAS 陽性ジアスターゼ消化試験陰性の分

巨大繊維腺腫は，比較的若年者に多く，時に多彩な病 泌物が認められ， secretorycarcinomaの診断に至った．

像を示し，葉状肉腫，悪性腫癒との鑑別が大切である 手術は Patey法で行った.(T2, nO, MO, stage 1）ホル

モンレセプターは，エストロゲン陽性，プロゲステロ

ン陰性であった

術後経過は良好で，化学療法施行し，現在再発もな

く外来通院中である．
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3）乳癌脊椎転移における MRI診断の

検討

京都市立病院外科

岡村隆仁，向原純雄

竹内 恵，西鉢隆太

梁 純明，余 攻哲

中山裕行，片岡正人

横山 正，田中 満

野口雅滋，間嶋正徳

【目的】進行乳癌症例は全身病的性格を持ち，しばし

ば担癌状態で長期に経過する．特に，骨転移は頻度が

高く，激しい疹痛や病的骨折などをきたし患者の

quality of lifeを著しく損なうので，早期診断および治

療のための正確な局在診断を必要とする．今回我々は，

骨転移の中でも最も頻度が高く，また単純X線写真に

て診断の困難な脊椎転移症例に焦点を当て， MRI の

有用性と問題点を明らかにした．

【対象・方法】骨シンチグラムにて脊椎転移が疑われ

た 7例の MRI所見を骨シンチグラムおよび単純X線

所見と比較検討した．

【結果・考察】 7例の病変における MRI信号強度を

正常骨髄と比較すると， Tl 強調像では全例低信号を

呈したのに対し， T2 強調像では 4例で高信号， 3{?lJ 

で高低混在した信号強度を呈した．一般に Tl強調像

の方が T2強調像よりも多くの病変が早期に診断でき

る傾向にあった．また MRI，シンチグラム，単純X

線の 3検査の比較検討では， MRI とシンチグラムで

全例転移巣が摘出されたのに対し，単純X線では3例

検出されたに過ぎなかった．このようにシンチグラム

は MRIと同様病変検出能は高かったが，質的診断は

困難であった．一方， MRI は，任意の方向の断層像

が得られる上に，脊髄，椎間板，骨髄内などの軟部構

造が詳細に描出されることから局在診断に優れ，乳癌

脊椎転移の診断において非常に有用であると考えられた．

4）当施設におけるリンパ節転移陽性乳

癌症例の予後と術後補助療法

京都府立医科大学第二外科

谷口史洋，大坂芳夫

中井一郎，鈴木茂敏

安村忠樹，岡 隆宏

今回我々は，当施設におけるリンパ節転移陽性乳癌

症例99例について検討いたしました．現在術後さまざ

まな adjuvant治療が試みられているが， stageIの患

者においても再発する例がある．一般にリンパ節転移

陽性の場合再発する事が多く， n因子の程度が予後を

左右する．そこでリンパ節転移陽性症例の背景因子

adjuvantの組み合わせ，期間等について検討してみた．

さらにアドリアマイシンによる adjuvant療法の試み

についても検討した．

5）肺転移にて再発後，癌性胸・心嚢膜

炎を繰り返しながら11年 8ヶ月間長

期延命の得られた乳癌の 1例

京都警察病院外科

堀 泰祐，大垣和久

京都第二赤十字病院外科

藤井宏二，竹中 温

徳田

京都府立医科大学第一外科

津井清司

乳癌再発後10年以上長期生存する症例は少ない．我

々は肺転移にて再発後，予後不良といわれる胸・心嚢

膜炎を繰り返しながら再発後11年 8カ月間の長期生存

が得られた症例を経験したので報告する．

【症例】初発時36歳，未婚女性．既往歴，家族歴に特

記すべきものなし初診時所見は TlaNOMO，手術術

式は Br+Ax+Mj+Mn(R2），手術所見はtlnOmO，叫，

ER, PR 測定せず．術後 PS に •oco radiation 7000 rad, 

FAMTX5施行．その後， adjuvantは行わず経過をみ

ていたが，術後11年目，両肺（特に上葉）に微小結節

陰影と心陰影の拡大（心嚢液）を認めた.TAM 20 

mg/d, OK432 5KE/w, ADR 40 mg x 4にて右上葉小結

節以外の陰影の消失をみた．心嚢液は ClassIIで，

Steriod の投与にて減少した．以後 TAM 20mg/d, 

PSK 3.0 g/dの投与のみにて肺転移の進行は極めて緩

慢だった．術後17年目，左胸水を認めたため胸腔内

OK432+AIT療法を行い，細胞診 V→I，胸水の完全

消失が得られた. TAM 20 mg/d, OK432 5KE/wにて

経過を見ていたところ，術後20年目，心嚢液貯留を認

めたので，心嚢内 LTN+AIT療法を施行，細胞 V→［，

心嚢液の消失が得られた．術後22年目，肝転移を認め

たため， 5’DFUR+CY+ MPA投与等を行ったが，肺

転移の進行による呼吸不全のため，初回手術後22年9
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ヶ月，蹄転移後11年 8ヶ月で死亡された．

乳癌再発後長期生存の条件として，初発時50才以下，

臨床病期TI,T2, nlα 以下，無病期間 3年以上，再

発部位として軟部組織，骨転移あるいは初回治療によ

く反応する肺転移，早期に切除した局所再発，またホ

ノレモン療法によく反応するものなどがあげられている

が，本症例もこれらの条件のうちいくつかを満たして

いた．しかし，予後不良と考えられる癌性胸・心嚢膜

炎を併発したにもかかわらず AITを含む免疫療法が

著効を呈した点が注目される 再発乳癌に対してもあ

きらめることなし適切な治療が大切と思われた．最

後に， AIT 療法を実施していただいた京大第一外科

の菅典道先生をはじめ，第17研究室の諸先生に感謝し、

たします．

6）局所進行乳癌の動注免疫化学療法

京都大学第一外科

戸田古 典道，原田武尚

一ノ瀬庸，森口喜生

李 利，杉江知治

今村正之

吉川病院

佐藤剛平

乳腺クリーック児玉 外科

児玉 宏

1986年以後， StageIII 11例・ StageIV 9例計20例の

局所進行乳癌に術前治療として OK-432，化学療法剤，

培養自己リンパ球移入の併用による動注（鎖骨下また

は内胸動脈内）免疫化学療法を試みてきたのでその結

果を報告する．

【方法】既報のごとき投与順にて 2コース32日間の治

療を標準とし， StageIVの4例に 1-2コースの追加

治療を行レ， StageIVの一部ではその転移巣に対する

局所免疫療法を加えた．

【結果】 StageIVの8例，StageIIIの3例に50%以上

の麗蕩縮小が得られ，増大例は無く， StageIVの4例

で腫蕩が消失した．治療後50%生存期聞は Stage III 

25ヶ月 ・StageIV 56ヶ月，培養リ ンパ球への自己腫蕩

抗原添加例56ヶ月・非添加27ヶ月にて特に Stage IV 

症例に長期治療を加えた場合に有意義て、あった．更に

Stage IIIで胸筋温存乳房切除可能例が4例， StageIV 

で乳房非切除例が3例あり， QOLの観点からも有望

と考える．
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