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緒

言

乳腺線維腺膿は乳腺に比較的良くみられる良
性腹痛のひとつで、周囲との境界明瞭な球状孤
立性結節で間質結合織成分と上皮成分がさまざ
まな割合で混合し増生する疾患であり、エスト
ロゲンに対する局所的感受性増大に起因すると
考えられている。そのうちに乳癌の発生をみる
ことが、稀ながら報告されている。
今回,我々は病理組織標本にて乳管痛との鑑
別が問題となった乳腺線維腺膿の症例を経験し
たのでここに報告し、その組織亜型及び経年的
変化について文献的考察を加え報告する。
症

例

診、同日施行した超音波検査、臨床所見にて乳
腺線維腺膿と診断された。腹痛は4×3cmと
比較的大きく増大傾向が見られるため9月2日
腫癌摘出目的で入院となる。
入院時現症:身長158cm、体重49kg、脈拍84/分、
整、血圧124/70mmHg。左乳房C領域に直径約
4×3cm、表面平滑、弾性硬、境界明瞭の腫
痛を認める。版寓リンパ節は触知せず。
入院時検査:血液一般、生化学検査、尿検査に
異常をみとめず。
超音波検査(Fig. 1):直径約4 × 3cmの乳腺
より低エコーな卵円形腺腫を認め、辺縁は鮮明
かつ平滑であり内部エコーはところどころcys‑
ticな領域を認めた。
切除標本:灰白色、表面平滑、弾性硬の腫癌
で、割画では一部cysticな領域を認めた。

患 者:17歳 女性
主 訴:左乳房腫痛
既往歴:特記すべきことなし
家族歴:特記すべきことなし
現病歴:平成3年8月初旬、左乳房腫痛に気づ
いた。しだいに大きくなるため8月31日当院受

病理組織所見(Fig. 2, 3):腫傷のほとんどは
fibroadenomaの像であるが、所々腺鷹内を埋め
る上皮成分の増殖像がみられその形態はcribri‑
form patternを示し、又2層性配列を欠いてお
り乳管痛との鑑別が問題となったため、その鑑
別を癌研究所病理部‑依頼した。その報告によ
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Fig. 1. Ultrasound showing a well‑defined and hypoechoic ovoid mass.

Fig. 2. The glandular 】umen is filled by the proliferation of cells. (HE,×40)

Fig. 3. Histologic section of the fibroadenoma shows lack of myopepithelial cells and cribriform‑
like pattern. (HE,×100)

我喜屋
ると、細胞の核縁は厚くクロマチンは繊細であ
ること、 cribriform棟の部分も細胞配列が必ず
しも師の目に向かっての極性を示していないこ
と、線維腺腫に痛が発生するときには一般に小
葉痛であることにより、本症例は最近比較的よ
く見られる上皮成分の増生の強い線維腺膿であ
るとの報告であった。
術後経過.・術後一年目、臨床的にも超音波検
査にても異常所見を認めていない。
考

察

乳腺線維膿は乳腺に比較的良くみられる良性
腫癌のひとつであり、稀ではあるがその内に痛
が発生することがある1 3)。その頻度は、 Ozzel‑

亮 ほか

増えてきているが、実際的には線維腺腫にみら
れる上皮増生はまず良性であるという考えより
出発し、 over diagnosisとならないよう乳腺線
維腺腫の生物学的特徴を正しく認識することが
必要である6㌧
結

追加切除の必要性を検討したが、症例は17歳
の女性であり追加切除はかなりの心理的、身体
的負担となるため、その鑑別を痛研究所病理部

語

日本人女性のホルモン環境の変化は、乳腺線
維腺塵の組織像においても変化をもたらし,そ
の病理組織診断を難しいものにしている。
今回我々は乳管痛との鑑別が問題となった乳
腺線維腺腫の症例を経験したのでここに報告し
た。

文

lo and Gumpの報告では0.29%)、国立痛セン
ター集計による連続602例の線維腺腫症の症例
では、 2例(0.3%)に癌化巣を認めている5'。
今回我々の経験した症例は、患者の年齢、臨床
所見、超音波検査にて乳腺線維腺膿と診断され
腫痛摘出術のみ施行したが、最初の病理報告で
は非浸潤性乳管痛との鑑別が難しかったため、
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ABSTRACT

Fibroadenoma is a commonly found benign tumor of the breast; however carcinoma in a fibroade‑
noma is rarely encountered. In this paper we described a case of fibroadenoma difficult to differenti‑
ate from carcinoma. A 17‑year‑old woman visited our hospital complaining of a left breast lump.
Ultrasonography showed a welトdefined and hypoechoic ovoid mass. Excisional biopsy was done and
diagnosed as fibroadenoma; however it was difficult to differentiate histologically from carcinoma.
The features of fibroadenoma have been greatly changed by the transition of the hormonal environ‑
ments m Japanese women.

