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症　例

予防的卵巣卵管切除施行し，漿液性卵管上皮内癌を
認めた遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）の 1 症例
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要　　旨

　遺伝性乳癌卵巣癌症候群（ HBOC）は BRCA1 /2 遺伝子に生じた病的バリアントが原因で保
因者は 70 歳時点で 42-59 ％が乳癌，13-45 ％が卵巣癌と診断される．今回我々は 2020 年
4 月の保険適応後，当院で初めてとなる BRCA1 陽性患者の予防目的のリスク低減卵巣卵管摘
出術 (RRSO) を施行し，漿液性癌の前癌病変とされる漿液性卵管上皮内癌（ STIC）が偶発的
に発見された症例を経験した．
　患者は 39 歳．28 歳時に左乳癌，38 歳時に右乳癌と診断され，両側乳房切除術を施行された．
右乳癌診療時に BRCA1 バリアントを確定診断され，RRSO を希望された．術後病理結果で右
卵管上皮内癌と診断された．術後追加治療せず，現在外来で経過観察しているが，今後も長
期間にわたるサーベイランスが必要である．HBOC に関する遺伝子検査や治療が保険適用と
なり，本症例のように進行癌発症の予防につながることが期待される． 
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はじめに
　遺伝性乳癌卵巣癌症候群（ Hereditary Breast and 

Ovarian Cancer syndrome; HBOC）は BRCA1 /2 の生殖
細胞系列に病的バリアントが存在するため，乳癌，卵巣癌，
膵癌，前立腺癌などを発症しやすくなる遺伝腫瘍症候群で
ある 1 ）．常染色体優性の遺伝形式をとり，男女に関わら
ず 50 ％の確率で病的バリアントを受け継ぐ．HBOC 患者
は乳癌発症は 20 代から，卵巣癌発症は 40 代を過ぎてか
ら増加し（ 図 1 ）2 ），70 歳時点で 42-59 ％が乳癌，13-
45 ％が卵巣癌に罹患する 3 ）．従って若年乳癌や家族歴か
ら判明した HBOC 患者に対する予防目的のリスク低減卵
巣卵管摘出術（ Risk Reducing Salpingo-Oophorectomy; 

RRSO）が卵巣卵管癌発生リスクを 80 ％減少させること
が明らかとなっている 4 ）5 ）．今回我々は BRCA1 陽性患
者の予防的卵巣卵管摘出術および子宮全摘術を施行し，術
後病理検査で右卵管采の上皮内癌と診断された一例を経験
し，考察を加え報告する．

症　　例
39 歳．女性．1 妊 0 産（ 稽留流産 1 回）．
既往歴：
28 歳時，左乳癌に対し乳房部分切除およびセンチネルリ
ンパ節生検を施行し，病理診断は浸潤性乳管癌（ 硬癌）
T1cN0M0，エストロゲン受容体陰性（ ER-），プロゲス
テロン受容体陰性（ PR-），HER2 陰性（ HER2-）のト
リプルネガティブ乳癌であった．術後 TC（ パクリタキセ
ル・カルボプラチン）
療法 4 コース施行し，残存左乳房に放射線照射を施行さ
れた．
38 歳　トリプルネガティブ右乳癌（ 硬癌）を発症し，術
前化学療法として weekly パクリタキセル 12 回，ddEC（エ
ピルビシン・シクロフォスファミド）療法 4 コース施行
した上，右乳癌乳房切除センチネルリンパ節生検および左
温存乳房切除を施行された．術後病理診断では右乳房は病
理学的完全奏効し，左残存乳房も悪性所見なし．術後乳房
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全切除後は術後放射線療法 50Gy を施行し終了している．
家族歴：図 2 参照
現病歴：X 年 7 月，2 回目の右乳癌治療時に比較的若年で
両乳房に乳癌を発症していることから HBOC の可能性に
ついて医師より言及された．同年 9 月，遺伝カウンセリ
ングを施行し，BRCA 遺伝子検査を行った．結果は
BRCA1 遺伝子バリアント陽性であった．X ＋ 1 年 3 月に
RRSO の希望あり，当科紹介初診となった．過多月経あり，
子宮体部漿液性癌の発症率が増加することも心配され，同
年 5 月腹腔鏡下 RRSO および子宮全摘も追加して希望さ
れた．術前 MRI 検査では両側付属器，子宮に異常所見を

認めなかった．術中所見は，腸間膜に白色の腫瘍が複数個
所あり，生検した．そのほか両側付属器，子宮，骨盤底，
ダグラス窩に肉眼的な病変は認めなかった（ 図 3 ）．洗浄
腹水細胞診を施行し，腫瘍細胞は検出されなかった．術後
経過は良好であり，手術後 3 日目に退院となった．
病理結果：両側付属器には肉眼的な腫瘤は認めなかったが，
HBOC 手術検体の病理検索のための指針である SEE-Fim

（ Sectioning and Extensively Examining the Fimbriated 

end）プロトコール（ 図 4 ）に準じて詳細な標本が作製さ
れ，組織学的に右卵管采の上皮に異型細胞の増殖を認めた

（ 図 5 ）．核腫大と明確な核小体を持つ異型上皮が核の偽

図 1　BRCA1/2 遺伝子変異がある 20 歳がん未発症女性における 70 歳までのがん発症リスク．
乳癌発症年齢の立ち上がりが 30 代から始まるのに対し，卵巣癌は BRCA1 変異保因者で 40 代，
BRCA2 変異保因者で 50 代となっていることがわかる．

「HBOC BOOK」ツール集．株式会社ファルコバイオシステムズ．2016 年 10 月改訂より抜粋．

図 2　家系図．斜線は死亡，黒塗りは癌罹患者を示す．BRCA 検査は当事者である P と
その姉のみ施行し，当事者は陽性，姉は陰性であった．
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重層を伴う密な増殖を示しており，免疫組織学的に異型上
皮に一致して p53 が陽性であった（ 図 5 ）．以上の所見
から漿液性卵管上皮内癌（ Serous Tubal Intraepithelial 

Carcinoma; STIC）で Ic 期相当と診断された．腸間膜の
結節は線維化した成熟脂肪細胞であり，腫瘍性増殖の所見
はみられなかった．術後補助化学療法は望まれず，現在外
来にて再発なく経過観察中である．

考　　察
　BRCA1 /2 遺伝子検査は治療薬の選定を目的としたコン
パニオン検査として 2018 年 7 月に再発乳癌，2019 年 6
月に進行卵巣癌に対して保険適用になった．さらに 2020
年 4 月には HBOC 診断目的に条件を満たす患者に対し保
険適応で施行できるようになった（ 表 1 ）．これにより，
BRCA1 /2 病的バリアント陽性確定者の予防的乳腺摘出術

（ RRM; Risk-Reducing Mastectomy），および RRSO は保
険で行うことが可能となり，対象者が増加することが見込
まれている．早期発見が困難で，死亡率の高い卵巣卵管癌
では，RRSO により BRCA1 /2 バリアント保因者の卵巣卵
管癌，腹膜癌の発症リスクは 80 ％減少し 4 ）5 ），全死亡
リスクは 77 ％減少することがわかっており 5 ），予防的治
療として推奨されている．
　本症例は HBOC と診断されている未発症者に対する当
院初めての RRSO 例であった．HBOC 診療のガイドライ
ンでは，一般的に 35 ～ 40 歳で出産が終了し次第 RRSO

を施行することが推奨されており 1 ），本症例は挙児希望
がなかったため推奨時期に手術を実施することができた．
乳癌に対する化学療法で実質閉経状態となっていたが，子
宮温存時の漿液性癌発症率が BRCA1 /2 バリアント陽性者
では高くなる 3 ）ことを心配され，過多月経の治療として
子宮全摘術も同時に希望された．

図 4　SEE-FIM プロトコール：卵管采は長軸方向に切
開を加え，残る卵巣及び卵管は 2-3mm 間隔で切片を
作成し評価を行うこととされる．

図 5　右卵管采上皮病理画像（40 倍）：（左）HE 染色
では核小体の明瞭化（図中↑）核腫大のある異型上皮
が偽重層を伴って密に増殖している．（右）p53 の免疫
染色では異型上皮に一致して染色されている．

図 3　術中所見：子宮，両側付属器，骨盤底，ダグラ
ス窩の様子．腹膜は平滑で肉眼的病変は認めなかった．

表 1　BRCA1/2 の遺伝学的検査が保険適応になる場合
（参考文献 9 参照し，自作したもの）

表 2　遺伝学的検査を提供することが推奨される場合
（参考文献 9 参照し，自作したもの）
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　今回の症例では RRSO 時に漿液性癌前癌病変とされる
卵管采に生じる微小な上皮内癌（ STIC）が見つかった。
BRCA バリアント保因者が RRSO を施行した際に，オカル
ト癌と呼ばれる浸潤性癌が見つかる確率は 0 .6-17 ％ 6 ），
前癌病変である STIC は 0 .9 -3 .5 ％の頻度で発見され
る 7 ）8 ）．今回の症例を浸潤癌と仮定すると Ic 期となり，
根治術である子宮全摘術、両側付属器切除術は施行済みで
あるため，術後化学療法を施行するかどうかが問題となっ
た．卵巣癌の Ic 期の場合は術後化学療法が推奨されるが，
STIC の場合はコンセンサスがない．卵巣癌患者では術後
白金製剤を用いた化学療法を選択されるが , その再発率は
18 .7 ％と高く，再発は RRSO から 17 .8-42 .6 か月と短
い期間内に発症している 6 ）．また RRSO 後も 1-4 .3 ％の
確率で腹膜癌が発生する 6 ）．腹膜癌発生の可能性は残る
が，洗浄腹水細胞診は陰性であり，STIC は上皮内にとど
まる前癌病変であるため，今回は化学療法を行わず外来経
過観察とした．
　未病のうちに患者を拾い上げ，予防的卵巣卵管切除を施
行するためには BRCA1 /2 病的遺伝子バリアント保有患者
の乳癌発症の時期が早いことを考慮し（ 図 1 ），若年乳が
ん患者の婦人科診察を行うことが重要である．今回の症例
も乳癌治療中の適切な情報提供と診療により HBOC であ
ることが判明し，RRSO を施行するに至った．最終的な遺
伝学的検査の決定権は患者本人にあるが，適切な情報提供
と遺伝カウンセリングにより予防可能な癌の発症の可能性
について患者本人および家族に情報提供することは有益で
ある．情報提供の際は，RRSO が BRCA1 /2 バリアント保
因者の卵巣癌発生率および予後を優位に改善することを伝
え，患者および家族がその後の診療に対する自己決定が納
得してできるようサポートすることが重要である．現実的
には RRSO を行う際に挙児希望の有無は重要な治療方針
決定因子となりうるため，患者のライフスケジュールに
沿った長期の診療が必要になり，遺伝カウンセリングおよ
び日常診療における十分なコミュニケーションが求められ
る．今後の課題として，患者本人だけでなく家族に対する
適切な情報提供も必要となることが予想される．今回の症
例では患者の姉は既に BRCA 遺伝子検査を施行している
が，妹や両親は検査が未実施であるため，家族内で適切な
情報共有ができるよう診療を継続していく．

おわりに
　HBOC 患者の RRSO を施行し，病理学的精査により
STIC が発見された一例を経験した．早期発見により高悪
性度漿液性癌への進行を回避できたが，今後も長期的な
サーベイランスを継続する必要がある．今後 HBOC の検
査，予防的手術の保険適応に伴い，HBOC 患者を診断し，

家族全体の健康管理を行っていくことが求められるであろ
う．

本論文に関わる著者の利益相反はない．
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