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１．緒言

妊娠・出産経験は乳癌リスクに影響をもたら
すことが疫学研究から明らかになっている。し
かしながら、どのようなメカニズムで妊娠・出産
経験が乳癌リスクに及ぼすかは詳細には解明さ
れていない。近年の分子生物学や疫学研究から、
妊娠・出産経験による乳癌リスクの変化につい
て研究が盛んに行われている。本稿では妊娠・
出産経験による乳癌リスクとそのメカニズムにつ
いて我々が研究を行っている放射線リスクとの
関係を交えて紹介し、今後に期待される研究展
開について述べる。

２．妊娠・乳癌リスクの関係

妊娠と乳癌のリスクの関係は、古くは修道女
の乳癌のリスクが高いことから見いだされた1）。
その後様々な疫学研究や動物実験から妊娠・出
産経験と乳癌のリスクの関係が研究されてい
る。一般的に妊娠・出産経験は乳癌のリスクを
減少させることが報告されているが、詳細には、
妊娠期に一時的に乳癌のリスクが高くなり、出
産後数年から数十年かけてリスクが減少してい
く2）, 3）。その傾向は若い年齢の妊娠で顕著であ
り、20歳以下での妊娠・出産経験では、妊娠期
にわずかにリスクが上昇するものの、その後長
期に渡ってリスクの低下が観察される。一方、
35歳以降の妊娠・出産では妊娠期に乳癌のリス
クが上昇し、その後も乳癌のリスクは未経産の
場合よりも高いレベルを維持し、生涯を通じて

乳癌のリスクが高くなる。乳癌を高い確率で発
症するBRCA1/2の変異を持つ家系でも妊娠・
出産経験による乳癌のリスク低下が報告される4）

一方、BRCA2の変異をもつ女性は妊娠・出産
経験によって乳癌のリスクが減少しないこと、
BRCA1の変異を持つ女性は三回以上の出産経
験によって乳癌のリスクが減少することなどの
報告もあり、変異によって妊娠・出産経験によ
る乳癌のリスク変化が異なることが示唆されて
いる5）。放射線被ばくの乳癌の発がんリスクは、
原爆被爆者で妊娠・出産経験により減少するこ
とが報告されている6）, 7）。一方、小児の放射線
治療を受けた患者の追跡調査では、妊娠・出産
経験は乳癌のリスクを変化させないとの報告も
ある8）。家族性や放射線誘発乳癌は対象となる
集団のサイズが小さいためか、結論の方向性が
一定にならない傾向がある。

３．妊娠・出産関連因子と乳癌のサブタイプ

乳癌は、いくつかのサブタイプに分類され
ている。サブタイプの分類方法は常に更新さ
れ ているが9）、主に5つの 分 類 が 使 用され、
Luminal A｛Estrogen Receptor（ER）陽性また
はProgesterone Receptor（PR）陽性、HER2陰性、
Ki-67低値｝、Luminal B（ER陽性またはPR陽性、
HER2陽性またはKi-67高値）、HER2 過剰発現

（ER陰性、PR陰性、HER2陽性）、トリプルネガ
ティブ （ER陰性、PR陰性、HER2陰性）、Basal 
Like （ER陰性、PR陰性、HER2陰性、CK5/6陽性）
に分類されている。AndersonらやLambertiniら
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は、複数の文献をもとに統合的に妊娠・出産経
験に関わる因子とそれぞれの乳癌のサブタイプ
についてまとめている10）, 11）（表1）。妊娠経験は
ホルモン受容体陽性乳がん（ERまたはPR陽性、
HER2陰性）のリスクを減少させること、高齢
出産（30歳前後）はホルモン受容体陽性乳癌と
HER2過剰発現のリスクを上昇させる一方、トリ
プルネガティブ乳癌のリスクを変化させないこと
を報告している。授乳経験はホルモン受容体陽
性およびトリプルネガティブ乳癌のリスクを減少
させ、最近の研究でも授乳経験がBasal like タイ
プの乳癌を減少させると報告されている12）。放
射線関連乳癌のサブタイプについては、Yangら
はホルモン受容体陽性13）、OikawaらはHER2過
剰発現（遺伝子増幅）14）、Horstらはトリプルネ
ガティブ15）、BroeksらはBasal likeタイプ16）を
それぞれ放射線関連乳癌の特徴だと報告してい
る。しかしながら、放射線関連乳癌のサブタイ
プと妊娠・出産経験を直接的に調べた研究はま
だ行われていない。

４．�妊娠・出産がもたらす乳癌抑制のメカニ
ズム

妊娠・出産経験による乳癌のリスクの低減は
ヒトだけではなく、マウスやラットなどの齧歯類
でも観察されている。そのメカニズムとして妊娠・
出産による乳腺の微小環境の変化、乳腺の分化、
乳腺幹細胞や前駆細胞の数が変化することなど
が考えられている17）。

未経産のラットに化学発癌剤のメチルニトロ
ソウレア（MNU）を投与して誘発した乳癌を未
経産および経産ラットに移植したところ、経産
ラットに移植した場合に腫瘍形成率が未経産と
比べて減少する18）。このことからホルモン環境

が重要なことが推測される。ホルモンの研究で
は、経産ラットでは成長ホルモン、エストラジオー
ル、プロラクチンの減少が報告されている19）, 20）。
一方、マウスの実験ではそれらのホルモンは妊
娠・出産経験によって変化は観察しないとの報
告がある21）。疫学研究では経産婦の血清中のプ
ロラクチンの減少が複数の研究から報告されて
いる22）, 23）。エストラジオールに関しては、経産
婦では減少しているとの報告があるが24）-26）、調
査した女性の年齢や性周期による変化も大きい
ため今後も継続的に研究の必要がある27）。

幹細胞の研究は、乳腺幹細胞についても造血
幹細胞と同様に研究が盛んに行われている。

乳腺は内腔細胞、基底細胞、内腔および基底
前駆細胞と幹細胞から形成されているが28）（図
1）、乳腺幹細胞を特定するマーカーは未だ見つ
かっていない。しかしながら、幹細胞を含む細
胞集団を分画することができるマーカーが同定
され29）, 30）、幹細胞の研究にそれらのマーカー
が用いられている。詳細については今岡らの稿
を参照して頂くとして、妊娠・出産経験による
乳腺幹細胞の数の変化は統一的な見解はなされ
ていない。Siwkoらは未経産および経産マウス
の乳腺からマンモスフィア（内腔細胞と基底細
胞により構成されている細胞塊）を作製し、乳
腺を除去したマウスにそれらのマンモスフィア
を移植することにより再生能を評価し、妊娠・
出産経験により幹細胞数が減少することを報告
している31）。一方、Brittらはフローサイトメ
トリーによりマウスの乳腺の幹細胞集団の単離

（CD49fHigh/CD24+Low/Sca1−）を 行 い、 細 胞 集
団の変化と移植実験による再生能の評価から妊
娠・出産経験による乳腺幹細胞とその前駆細胞
集団に変化がないことを明らかにしている32）。
Raafatらはマウスの乳腺の移植とフローサイト
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表 1 妊娠・出産関連因子とサブタイプごとの関連性 

修飾要因 ホルモン受容体陽性 HER2 過剰発現 トリプルネガティブ 

妊娠経験 ↓ → → 

高齢出産 ↑ ↑ ↓→ 

授乳経験 ↓ ↓→ ↓ 

文献 10 と 11 の結果をもとに作成。 矢印が 2つのものは文献で結果に相違がある。 

 

表1　妊娠・出産関連因子とサブタイプごとの関連性

　　  文献10と11の結果をもとに作成。矢印が2つのものは文献で結果に相違がある。
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メトリーにより乳腺の幹細胞集団（CD49fHigh/
CD24+Low/Sca1−）が妊娠・出産経験によって変
化しないが、ホルモン受容体陽性の内腔細胞が
妊娠・出産経験によって減少することを報告し
ている33）。ヒト乳腺では幹細胞を妊娠・出産経
験に関連して直接評価した研究はないが、内腔
前駆細胞（CD44+）、内腔細胞（CD24+）、基底細
胞（CD10+）の分布が大きく変化しないことが示
唆されている26）。これらの結果の矛盾は実験方
法による違いなどが考えられる。例えば、乳腺
は性周期によって幹細胞の数が変化するとの報
告があるため34）、今後の研究では統一された条
件化での検証が重要になる。また放射線と乳腺
の幹細胞に関係する研究はまだ盛んに行われて
いないが、発がんの観点から興味が持たれると
ころである。

遺伝子レベルの研究では、Medinaらは経産ラッ
トの乳腺のP53の発現が未経産ラットよりも高い
こと35）、P53ノックアウトマウスは妊娠・出産経
験による乳癌の抑制効果がないことから、妊娠・
出産による乳癌のリスク変化はP53に起因するも
のだとしている36）。乳腺の遺伝子発現の変化を
調べた研究では、妊娠・出産経験によってERα、
PGR（Progesterone Receptor）、ERBB2（HER2 ）
の発現が減少することや37）、Choudhuryらはヒ

ト乳腺を細胞種ごとに分画を行い、乳腺を構成す
る内腔前駆細胞の増殖活性が妊娠・出産によっ
て低下し、その主な調整因子がP27の発現にあ
ることを明らかにしている26）, 38）。放射線誘発乳
癌と妊娠・出産経験について検証した研究では、
Shellabargerらは放射線被ばくさせたラットに妊
娠・出産を経験させても乳癌のリスクが変化しな
いこと39）、Cliftonらはプロラクチンを生成する下
垂体腫瘍を腎被膜に移植したラットでは放射線
誘発乳癌が抑制されるなどの報告がある40）。

５．今後に期待される研究

今回我々は妊娠・出産と乳癌に関わる研究に
ついて疫学研究と分子メカニズム研究の両方の
側面から知見をまとめた。一般集団では人種や
出産年齢などの細かい因子で妊娠・出産経験と
乳癌のリスクについて検証されている。一方、
放射線被ばくした集団や家族性の乳癌などの小
規模の集団では、疫学研究の結果が一致しない
ことが多い。妊娠・出産経験による分子メカニ
ズムについては、ゲノム変異などのイニシエー
ションに関わる研究と比べて全体的にホルモン
などのプロモーションに関わる知見が多く、また
それらが繰り返し報告されている。近年、ゲノ
ム解析技術の進歩は、乳癌や正常乳腺の全ゲノ
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図 1 乳腺の細胞系譜とその乳癌のサブタイプの仮説。文献 28（Visvader JE, 2009）をも

とに作成。 
図1　乳腺の細胞系譜とその乳癌のサブタイプの仮説。

文献28（Visvader JE, 2009）をもとに作成。
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ムを読める時代をもたらしている。例えば次世代
シーケンサーを用いた研究で乳癌の全ゲノムが
探 索から、BRCA1/2、TP53、PIK3CA、MYC、
CCND1、PTEN などの遺伝子変異が報告されて
いる41, 42）。乳癌のゲノム変異とその細胞の起源
に関する仮説は提唱されているが28, 43）（図1）、こ
れらの遺伝子変異と妊娠・出産の影響は明らか
になっていない。一方、近年のCRISPR/CAS9
などのゲノム編集技術により生物種に問わずに
ゲノムを編集できるようになっている44）。上記
のヒトの乳癌で発見された遺伝子は複数の乳癌
から共通で発見されているため、乳癌のイニシ
エーションに関わることが示唆される。これら
の遺伝子についてゲノム編集技術を用いてモデ
ル動物を作製し、発がんリスク、乳腺のホルモ
ン環境、幹細胞の数や細胞の種類の変化を解析
することにより妊娠・出産経験が与える乳癌へ
の影響をプロモーションだけでなくイニシエー
ションの観点から詳細に研究することができると
考えられる。さらに遺伝子改変動物を含めた動
物実験から、疫学研究が難しい放射線被ばくな
どの少数集団の乳癌のリスクを検証することが、
疫学研究での結果の統一性をもたらすと考える。
また分子疫学研究による乳癌や正常乳腺のゲノ
ム、エピゲノム違いと妊娠・出産経験による乳
癌リスクの変化の研究も期待される45）-48）。加え
て、疫学研究で明らかになっている高齢出産、
授乳、多産などの妊娠・出産に関わる因子によ
る乳癌への効果についても分子メカニズムに関
してはあまり研究されていないため、これら妊娠・
出産に関わる因子を疫学研究と動物実験等から
の分子メカニズム研究を統合的に行うことも、妊
娠・出産が乳癌に与える影響をよりよく理解する
ために重要になると考える。
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