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シリーズ｢人体における内視鏡の世界｣

6.乳腺における内祝鋳･乳管内視鏡について
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教育ノート

はじめに

近年の画像診断の進歩により,微少な乳管内隆

起性病変を確認することができるようになった｡

以前はこのような病変に対しては,局所麻酔下

に生検(針生検を含む)もしくは乳房分節切除術

による病理診断が行われて

きた｡しかしこの方法では放少な病変にもかかわ

らず,患者への侵襲･負担は少なくなかった｡

乳癌はそのほとんどが乳管上皮より発生するた

め,乳管内腔の観察をすることができれば,乳管

内乳癌の肉眼的な観察ができるだけでなく,より

早い段階での診断が可能となる｡

近年,内視鏡機器の発達に伴って内視鏡径はよ

り細くなり,乳管内病変を直接観察する方法とし

て乳管内視鐘が開発された｡本邦においては

年の難波ら1)の報吾に始まる｡検査自体は非皮襲

的であり,より俊聾の少ない検査として庄冒さ

れ,機器の発展に伴いさらに外径は編くなり,よ

り微少な乳癌の発見を可能にしている｡

本稿においては検査手技,所見を文献的に紹介

するとともに今後の課題について述べる｡

上　適　応

乳汁以外の乳頭異常分泌を認める症例のすべて

が対象となり得る｡内視鏡検査を行う前にマンモ

グラフィー,乳管造影,超音波検査,マンモテッ

ク(乳汁中CEA測定),乳汁編抱診が行われてい

ることが好ましい｡これらにより病変の位置や大

きさ等を把握しておく｡

2.内視鏡機器

オリ　ンパス,ソニー,フジクラ

各社より軟性鐘,硬性鏡が提供されて

いる　｡内視鏡径は　　　　　　｡画素数は

写真　　　　｡

3.検査手技

1)乳衰貢部を中心にマスキン水,ジアミトールに

より消毒した後,滅菌四角巾,穴あき等を使い

滅菌操作とする｡

2)局所麻酔の方法は大きく分けて2種楽ある｡

乳頭部にキシロカインゼリー⑪を塗布する方法

と　　　　　キシロカイン⑪を乳管内に置接庄

入する方法である｡エビネフリン入りキシロカ

イン⑧の使用は匪痛軽減と止血効果においてよ
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隣
写貢　　　　　フジクラ社製乳管内視鏡　　　　　　モニター,光源,内視鏡より成る.

り有効である｡しかし　　　以下の純径内視

鏡を使用する場合は局所麻酔をしなくても,検

査に差し支えることはまずない｡

3)乳頭部,もしくは乳房を搾ることによる液体

の分泌により乳管開口部の確認をした後

径の　　　　　涙管消息子を使い,

乳管開口部の拡張を行う｡

の往射器と戻嚢針により,乳管開口

部より生理食塩液　　　　　づっで,数回,

乳管内の洗浄を行う｡このとき,洗浄綿胞診を

同時に行ってもよい｡

5)濠嚢針より空気を達人し,乳管内腔を拡張さ

せる｡

6)ファイバ-スコープの挿入により乳管内の観

察をする｡

7)術後,抗生剤の内服し,検査当日の入浴を避

ける｡

4.内視轟所見

観察できる乳管の範囲は,内視鏡の外径により

異なる｡岡崎ら4)の報吾によると局所麻酔なしで

挿入可能な内視鏡径は,外径　　　　では約90%

の患者に挿入可能であるのに対して,外径

mmでは約30%の患者にしか内視鏡の挿入ができ

一　2

なかったとしているが,観案可能である場合,乳

頭部より乎均して　　　　　最大約　　　まで

観察することができる　｡より綿径の機器の方

がより未櫓まで観察可能であるが,細径にするこ

とにより画素数が落ち,画質が悪くなることもあ

り,内視鏡機器の外径の選択は目的により使い分

けるべきである｡乳管の分岐は多岐にわたるた

め,事前に乳管造影を施行し,乳頭部から病変ま

での距離を測ることによる位置の確認をしておく

と,病変の確認がしやすい｡

常所見(写真

内視鏡を乳管開口部より挿入すると,まず乳頭

部乳管においては縦走するひだを認める｡さらに

内視鏡を挿入すると主乳管以降は輪状のひだが認

められる｡乳管内腔は白色で,時に毛綿血管が透

見される｡乳管も他の臓器同様二分岐を繰り返し

ながら未櫓へと進む｡

2)乳癌所見

乳癌の多くほ乳管上皮から発生するため,種々

の内視鏡所見を呈する｡

隆起性病変:不ILEな隆起性病変を認めた場合,

ほば乳癌であると診断できる｡また,癌であっ

た場合,出血を伴っていることも少なくない｡乳

癌の場合,色調は淡紅色や灰白色を皇する(写真
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写貢2　正常乳管の内腔所見

蓋本的に正常乳管は二分岐を繰り返し抹
消へ向かう｡

写貢3　乳癌の内視鐘所見
乳管壁に沿って禾整な隆起性病変として

確認される｡出血を伴うこともある｡

表面の平滑な腫癌の場合や,まれに多発

する小結節を認めることがあり,乳管内乳頭腫

(写貢　　との鑑別が必要になる場合がある｡癌

であることが確認できれば,乳癌浸潤先進部とし

て,手術時の切除範囲決定に役立っ｡

乳管壁の発赤,出血:良性疾患においては出血

を来すことが少なく,管内壁よりの出血は,病変

の確認ができなくても癌細胞の存在を考慮する必

要がある｡また,観察不能な未櫓乳管よりの出血

3

写貢4　乳管内乳頭腫の内視鏡所見
表面平滑な隆起性病変として乳管内腔に

確認される｡

を確認できれば,これも,より末櫓に乳癌の存在

を疑う必要がある｡

その他の異常所見:粘液の存在や,線維性の膜

用所見を認める場合もあり達意が必要である｡

5.内視鋳所見と手術術式について

乳癌ほ乳管に沿って浸潤する傾向があり,その

先進部が乳管内視鏡により確認されるならば,切

除範囲決定の憂要な所見になる｡乳頭異常血性分

泌により乳管内視鏡検査施行された患者の約7. 4

一　　　に癌が発見され,その多くが腫魔径1.0

cm以下の非触知乳癌であり,非浸潤癌である

可能性は　　　　　　　　と高い　｡このこと

からも可能な限り乳房温存療法の可能性を検討し

たい｡

しかしながら乳管内視鏡により発見される乳癌

は主乳管(乳管開口部より　　　位まで)に存在

することが多く,必ずしも乳頭の温存手術が適応

となるとは限らないのが現状であるが,積極的に

乳癌の進展範囲決定に応用されっっある

おわUに

内視鏡機器の発達により,乳管内視鏡を使うこ

とによる乳管内腔の観察だけでなく,内腔貯溜液

の採取をしたり,内祝鏡下に生検し診断-応用し

たり　　　　　照射する事により治療-の応用
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もされるようになってきている2)｡しかしながら

現在の乳管内視鏡検査の画像所見は, -般に行わ

れている消化器の内視鏡所見(41万画素)に比べる

と極端に悪い　　　　　　画素　｡内視鏡径

の細さもそのI--つ司ではあるが,診断精度の向上の

ためにはさらに内視鏡機器の精度の向上が望まれ

る｡精度の向上により,乳癌の診断だけでなく,

乳腺良性疾患に対する診断率の向上により,良性

病変への過大な皮嚢を避けることにもっながる｡

本邦において塊段階でほ乳管内視鏡の普及は未

だ十分とはいえず,症例の積み重ねも十分とはい

えない｡そのため内視鏡所見のみによる確定診

断はできるだけ避け,他の検蚕(マンモグラ

フィー,乳管造影,超音波,マンモテック,乳

汁細胞診)との比較による総合的な診断が必要で

ある｡
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