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家族性乳癌とは,,,
家族内に集まる乳癌あるいは
乳癌多発家系をいう

・遺伝的要因の強いいわゆる遺伝性乳癌
　　　　（狭義の家族性乳癌）
・高発がん性遺伝病に伴うもの
・環境要因の強い非遺伝性のもの
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当院での問診票・家族歴
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乳がん患者で、家族内にどの程度他の
乳がんの方がおられるのか？

第１度近親者の乳癌家族歴がある人
 米国では10-15%

 日本では約5%との報告もある
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100例でどうか
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家族性乳癌の定義
臨床的診断基準

A. 第１度近親者に発端者を含め●●●３人以上の乳癌患者がいる場合

B. 第１度近親者に発端者を含め●●２人以上の乳癌患者がおり、
　　いずれかの乳癌が次のいずれかを満たす場合
　　　1)40歳未満の若年者乳癌
　　　2)同時性あるいは異時性両側乳癌
　　　3)同時性あるいは異時性他臓器重複癌
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家族性乳癌の定義
臨床的診断基準

A. 第１度近親者に発端者を含め●●●３人以上の乳癌患者がいる場合
　　　　　　　　　　　　　　　　               ０人
B. 第１度近親者に発端者を含め●●２人以上の乳癌患者がおり、
　　いずれかの乳癌が次のいずれかを満たす場合
　　　1)40歳未満の若年者乳癌　　　　　  　０人
　　　2)同時性あるいは異時性両側乳癌　　   ２人（２％）
　　　3)同時性あるいは異時性他臓器重複癌　０人

近々の100例で検討
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・若年発症性乳癌（50歳以下が目安。浸潤性および非浸潤性乳管癌を含む）
・トリプルネガティブ乳癌（ER 陰性,PgR 陰性,HER2陰性）
・同一患者における２つの原発乳癌（両側性あるいは同側の明らかに別の複数の原発癌を
含む）
・年齢にかかわらず以下の乳癌患者
　1)50歳以下の乳癌に罹患した近親者（第1～3度近親者）が１人以上
　2)上皮性卵巣がんに罹患した近親者が１人以上
　3)乳癌および/あるいは膵癌の近親者が２人以上
・乳癌と以下の１つ以上の悪性疾患（特に若年発症）とを併発している家系員がいる
　乳癌患者：
　膵癌、前立腺癌（Gleason score 7以上）：肉腫、副腎皮質癌、脳腫瘍、子宮内膜癌、　　　
　白血病/リンパ腫：甲状腺癌、皮膚症状、大頭症、消化管の過誤種：びまん性胃がん
・卵巣癌/卵管癌/原発性腹膜癌
・男性乳癌

遺伝性乳癌家系である可能性を考慮すべき状況
（NCCNガイドライン）
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・若年発症性乳癌（50歳以下が目安。浸潤性および非浸潤性乳管癌を含む)       ２０
・トリプルネガティブ乳癌（ER 陰性,PgR 陰性,HER2陰性）　　　　　　　　　１８
・同一患者における２つの原発乳癌（両側性あるいは同側の明らかに別の複数の原発癌を
含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７
・年齢にかかわらず以下の乳癌患者
　1)50歳以下の乳癌に罹患した近親者（第1～3度近親者）が１人以上　　　　　 ？
　2)上皮性卵巣がんに罹患した近親者が１人以上　　　　　　　　　　　　　　   ０
　3)乳癌および/あるいは膵癌の近親者が２人以上　　　　　　　　　　　１（姉、祖父）
・乳癌と以下の１つ以上の悪性疾患（特に若年発症）とを併発している家系員がいる
　乳癌患者：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       ０
　膵癌、前立腺癌（Gleason score 7以上）：肉腫、副腎皮質癌、脳腫瘍、子宮内膜癌、　　　
　白血病/リンパ腫：甲状腺癌、皮膚症状、大頭症、消化管の過誤種：びまん性胃がん
・卵巣癌/卵管癌/原発性腹膜癌                                                                      ０
・男性乳癌                                                                                                  ０

遺伝性乳癌家系である可能性を考慮すべき状況
（NCCNガイドライン）近々の100例で検討

１００例中の症例数
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遺伝性乳がん
まめ知識！
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分類 臨床 原因遺伝子 染色体

　家
家族性乳癌/卵巣癌症候群 BRCA1 17q

家

　家
　族　狭
　性　義

家族性乳癌（早発性） BRCA2 13q

家
族

　性　義
　乳
　癌

家族性乳癌（晩発性） ESR 6q

族
性

　癌
家族性乳癌 BRCA3?

性
乳
癌

遺伝性乳癌 Li-Fraumeni症候群 p53 17q

癌
＊

　遺　そ
　伝　の

Cowden病 PTEN 10q

＊
広

　伝　の
　性　他
　乳　の

Peutz-Jeghers症候群 LKB1/STK11 19q

広
義

　乳　の
　癌　 ataxia-telangiectasis ATM 11q義

癌多発系における乳癌 HRAS1? 1q

非遺伝性乳癌（偶然性、環境暴露）非遺伝性乳癌（偶然性、環境暴露）
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狭義 臨床 原因遺伝子 染色体

　家
家族性乳癌/卵巣癌症候群 BRCA1 17q

　家
　族　
　性　

家族性乳癌（早発性） BRCA2 13q

　性　
　乳
　癌

家族性乳癌（晩発性） ESR 6q

　癌
家族性乳癌 BRCA3?
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家族性乳癌やそれに準じる乳癌家族歴陽性乳癌の約20-30%は、
BRCA1,BRCA2遺伝子の胚細胞変異によるものと推測される
日本でも全乳癌の約5%程度がBRCA遺伝子の変異陽性の
乳癌である可能性がある
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　　　　　　　　一般乳癌　　　　　家族性乳癌
平均年齢　　　　　50.4歳　　　　　　45.8歳
40歳未満の割合　　17.6%   　　　　　37.0%
                                    　　 (両側、一側多発の傾向）

家族性乳がんは、
若年発症である
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BRCA1 BRCA2

特徴

組織学的悪性度や
増殖能が高い

エストロゲン受容体の
陽性率が低い
予後不良

予後は散発性乳癌と差が
ない

浸透率

乳癌：
65%(44-78%)

卵巣がん：39%(18-54%)

(70歳までに発癌）

乳癌：
45%(31-56%)

卵巣がん：11%(2.4-19%)

(70歳までに発癌）
男性乳癌：6%

前立腺癌：8%

BRCA関連乳癌
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診断
•詳細な家族歴調査
•BRCA遺伝子診断（保険適応なし！）
•家族性腫瘍カウンセリング
•遺伝子診断をしても変異検出率は20-30%と低い
•異常が見つからなくても家族性乳癌は否定できない
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症例提示
家系１
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乳癌乳癌

膵癌

妹氏30歳代で
乳癌発症
死亡

家系１
50代男性
左乳腺腫瘤

乳頭直下に３cmの腫瘤
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超音波検査
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家系１発端者　CT
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家系１発端者　CT
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家系１発端者　CT
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左乳房切除術＋腋窩リンパ節廓清
浸潤性乳管癌（硬癌）、腫瘍の大きさ　2.5cm、
組織学的異型度３、リンパ節転移陽性（14個中
４個に転移）、ER+、PgR+、HER２（0+、-）

pT4bN2aM0　進行度ⅢB

家系１発端者　５０代男性　

術後化学療法、ホルモン療法施行
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乳癌乳癌

膵癌

妹氏30歳代で
乳癌発症
死亡

家系１

・遺伝子検査、カウンセリング勧めている。
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症例提示
家系２
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家系２
胃癌

乳癌

乳癌

乳癌
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家系２

50代乳癌

胃癌
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50代女性　200X年　左乳癌で手術

左乳房切除術＋腋窩リンパ節廓清

浸潤性乳管癌（硬癌） ER-PgR－

T2、リンパ節転移なし、進行度１　

家系２−症例１ 径４cm
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骨盤MRI検査
乳癌手術後　約５年

家系２−症例１
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60代 乳がん術後約５年
　 卵巣腫瘍で手術

　　腹式単純子宮全摘、両側付属器切除術を施行

　　　　　　　卵巣腫瘍　病理結果
　　Surface papillary serous adenocarcinoma
　　　　　　（原発性卵巣がん）

　　　　　　術後約5年で永眠された

家系２−症例１

13年9月24日火曜日



家系２
胃癌 60代

乳癌
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家系２−症例２
症例１の実姉

マンモグラフィ

径3cm
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家系２−症例２
症例１の実姉

CT
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家系２−症例２
症例１の実姉

CT
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家系２−症例２
症例１の実姉

CT
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左乳房切除術+腋窩リンパ節廓清
充実腺管癌、腫瘍の大きさ4×3×2.5cm、異型度３、

リンパ節転移陽性（28個中1個に転移）、

ER陰性PgR陰性HER２（陰性、０＋）、

ｐT2N1a、進行度ⅡB

家系２−症例２
症例１の実姉

術後化学療法施行
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乳がん術後約１年

子宮脱、子宮筋腫で
腟式子宮全摘および両側付属器摘出術施行

病理　子宮筋腫、卵巣は老人性萎縮

家系２−症例２
症例１の実姉
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家系２
胃癌

40代

乳癌

家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘
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【初診時】　左乳癌；ABCDE　
　　　　（大きさ）8.5×7.8cm
　　　　　T3N3M０　進行度ⅢC

家系２−症例３　症例１の姪　症例２の娘

径8cm

13年9月24日火曜日



家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘

マンモグラフィ
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家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘

CT

13年9月24日火曜日



家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘

CT

13年9月24日火曜日



家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘

CT
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充実腺管癌、腫瘍の大きさ 7cm、異型度３、リンパ節転
移陽性（34個中27個に転移）、

ER陰性PgR陰性HER２（陰性、０＋）進行度Ⅲc

家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘

左乳房切除術+腋窩リンパ節廓清

術前化学療法施行

術後経口化学療法・放射線治療
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乳がん術後約２年

腟式子宮全摘および両側付属器摘出術施行

家系２−症例３
症例１の姪
症例２の娘
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家系２
胃癌•家系２では、３名の乳がんの家族内発症

•うち１名が原発性卵巣がんを発症し死亡
•他の２名も両側の予防的卵巣摘出を施行
•遺伝子検査・遺伝子カウンセリングを
　勧めている
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症例提示
家系３

13年9月24日火曜日



分類 臨床 原因遺伝子 染色体

　家
家族性乳癌/卵巣癌症候群 BRCA1 17q

家

　家
　族　狭
　性　義

家族性乳癌（早発性） BRCA2 13q

家
族

　性　義
　乳
　癌

家族性乳癌（晩発性） ESR 6q

族
性

　癌
家族性乳癌 BRCA3?

性
乳
癌

遺伝性乳癌 Li-Fraumeni症候群 p53 17q

癌
＊

　遺　そ
　伝　の

Cowden病 PTEN 10q
＊
広

　伝　の
　性　他
　乳　の

Peutz-Jeghers症候群 LKB1/STK11 19q

広
義

　乳　の
　癌　 ataxia-telangiectasis ATM 11q義

癌多発系における乳癌 HRAS1? 1q

非遺伝性乳癌（偶然性、環境暴露）非遺伝性乳癌（偶然性、環境暴露）
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60代女性
両側乳腺腫瘤、右上腕痛で

200X初診。
精査にて両側乳癌・多発性骨転移

（既往歴）30歳　甲状腺腫で手術。
（詳細不明）

家系３
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CT

家系３
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家系３ 頚部CT
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家系３　頭部MRI
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臨床的マネージメント
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乳がん発症者で、遺伝性乳がんの可能性が高い患者、
BRCA1/2変異が確認された患者

•手術　（問題点：手術前にBRCA1/2検査）
　　乳房手術の術式：
　　・患側乳房切除術、（患側乳房部分切除術？）
　　・対側乳房の予防的乳房切除術（保険適応が無い）
      ・乳房再建手術
•薬物治療：通常の乳がんと同様
•放射線治療：局所進行乳がん、（乳房温存手術後？）
•対側（同側）乳がんの厳重なスクリーニング
•卵巣がんに対するマネージメント、スクリーニング：
　　定期検診、予防的卵巣・卵管摘出術？
　（年齢、個々のリスク？）
•遺伝カウンセリングへの紹介
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•厳重な定期検診
•遺伝カウンセリング（遺伝子検査）への紹介
•乳腺手術　
　　・両側乳房の予防的乳房切除術？（保険適応が無い）
       ・乳房再建手術？（保険適応が無い）
•卵巣がんに対するマネージメント、スクリーニング：
　　定期検診、予防的卵巣・卵管摘出術？
　（年齢、個々のリスク？）
•化学予防？

乳がん未発症者で、遺伝性乳がんの可能性が高い患者、
BRCA1/2変異が確認された患者
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乳腺外来受診者

問診票で拾い上げ
遺伝性乳がんの疑い

乳がん 非乳がん

遺伝カウンセリング実施機関
へ紹介
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全国の遺伝カウンセリング・検査実施医療機関
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ご静聴有難うございました
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