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要旨

乳腺は哺乳類の象徴で、雌は乳汁を産生し仔
を育生する授乳器官である。ヒトは胸部に一対
の乳腺を有するが、乳腺の数と局在は種属によ
り異なる。稀に異所性乳腺が胎生期に存在する
乳腺堤上にみられ、乳腺堤外にも奇形腫として
迷入乳腺組織をみることがある。いずれの場所
からも乳腺組織が存在すれば乳腺腫瘍を生じる
可能性があるが、ヒトでは乳癌の頻度は近年増
加傾向にある。リスク因子とは逆に社会環境因
子としては、若年での満期産、生活環境因子と
しては、水産脂質とともに野菜や果物に含まれ
る化学物質の摂取が乳癌リスクを下げることが
知られている。これら乳癌抑制因子の同定とそ
の機序解明は乳癌の制御にとって必須である。

１．はじめに

乳腺はヒトでは前胸部に一対存在するが、哺
乳類の種属によって個数や存在部位は異なる。
しかし、いずれも腋窩から鼠径に走る乳腺堤上
にみる。稀に本来の場所以外の乳腺堤上に異所
性乳腺組織を、あるいは乳腺堤外に迷入乳腺組
織をみることがあるが、乳腺組織が存在すれば、
そこには乳癌発生の機会がある。ヒト乳癌の原
因として放射線被爆の他は明確なものは同定さ
れていないが、乳癌発生には種々の危険因子が
存在する。乳癌の制御には発症機構の解明や未
知の抑制因子の同定は必須である。化学発癌剤
誘発ラット乳癌、ヌードマウス移植ヒト乳癌細胞

株や、種々の培養ヒト乳癌細胞株を交えた実験
系は、乳癌の解析には有用である。はじめに乳
腺の系統発生・個体発生、ならびに乳腺の可塑
性につき述べ、次いでヒト乳癌の解析モデルと
しての実験モデルを紹介し、ヒト乳癌の発生要
因を社会環境的、生活環境的観点から眺め、乳
癌制御因子の同定、発生（抑制）機構の解明、そ
して動物乳癌のヒト乳癌への外挿につき我々の
実験結果を提示する。

２．乳腺の系統発生・個体発生

乳腺は哺乳類の象徴である。雌では分化・発
育し、乳汁を分泌して仔を育生する授乳器官で
ある。これに対し、雄の乳腺は、出生後はほと
んど発育しないのが普通である。乳腺はあまね
く哺乳類に存在し、その構造は雌雄ともに系統
発生学的には、哺乳類の始祖とされる食虫類で
あるスンクスから、霊長類であるサルあるいはヒ
トに至るまで、また、伴侶動物として飼育され、
ヒト疾患のモニター動物としても活用され始め
ている食肉類に属するイヌやネコ、あるいは実
験動物として頻用され齧歯類に属するマウスや
ラットのいずれも同じで、その腺葉は分泌能をも
つ腺上皮細胞と収縮能を有する筋上皮細胞とい
う２つの細胞から構成され、腺上皮の外側に筋
上皮が位置する二相構造を呈しており1）、さらに
その外側は基底膜によってとり囲まれている（図
1）。腺葉は導管に続き乳頭に開口する。

ヒト乳輪には乳輪腺（Montgomery腺）が存在
する。授乳時には乳腺のみならず、乳輪腺から
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も分泌物が産生される。乳輪腺はひとつの乳輪
に12〜20個存在し、妊娠によって開口部である
モルガニー結節は顕著となり、授乳中は乳汁様
物質を分泌する。乳輪腺はモルガニー結節を構
成する皮脂腺と、それに連なる乳管からなってお
り、深部の乳腺実質から上行する乳管が表皮直
下で皮脂腺と交通し、乳輪（モルガニー結節）に
開口する構造を呈している。乳輪腺に由来する
分泌物は細菌の繁殖を防ぎ乳頭・乳輪の弾性を
保つといった保護作用を有する。また、乳汁様
分泌物は、赤ん坊を引きつける匂いを出し彼等を
乳首に向かわせる効果がある。乳腺が哺乳類に
あまねく共通した構造を呈するのに対し、系統発
生的にみて乳輪腺はヒト以外には存在しない（図
1）。種属により乳腺の個数と位置は異なる。ヒト
やサルは2個（1対）であるのに対して、ウシは 4
個（2対）、スンクスは6個（3対）、イヌは8個（4
対）、ネコやマウスは10個（5対）、ラット12個（6
対）、ブタは14個（7対）と多産なものほど数は多
い。かつ、ヒトやサルは胸部に位置し、齧歯類は
頚部から鼠径部にまで分布し、鼠径部に限局す
る種属もある。乳腺の個数は１回の産仔数の2倍
みられ、いずれの種属も乳腺の位置は、母仔とも
ども授乳をしやすい部位に位置している。

ヒト乳腺は胎生第6週に表皮の局所的な肥厚と
して発育を開始する。腋窩から鼠径に至る弓状

の左右2本の外胚葉性の乳腺堤、あるいは乳線と
呼ばれる隆起に沿って真皮に向かって上皮細胞
の増殖をみる。乳腺はすべてこの線上に発生し、
ヒトでは乳腺堤は胸部のみが残り、ここが乳腺
原基となる。男女とも出生時には主要乳管だけ
が形成されており、思春期までは小葉構造はな
く少数の乳管のみの未発達な状態のままである。
ヒトでは乳腺堤上に異所性乳腺として、乳腺が
過剰に存在する副乳腺をみることがある。腋窩
にみられることが比較的多いが、個体発生的に
考えると乳腺堤の線上であればどこにでもみら
れ、鼠径部にみられることもある。稀ではあるが、
乳腺堤を逸脱して認められるものは、迷入乳腺
と呼び分離腫の概念でとらえることができる。あ
とひとつは奇形腫の一成分として乳腺組織をみ
る場合である2）。卵巣奇形腫の組織成分として
は外胚葉成分として特に皮膚と皮膚附属器をみ
る皮様嚢腫のことが多い。乳腺は皮膚腺の特殊
に分化したものであるが、奇形腫の構成要素と
して乳腺成分を混じていることは極めて少ない 。
興味あることに卵巣奇形腫に乳腺組織をみたい
ずれの症例も、妊娠中の婦人から摘出された卵
巣の奇形腫である（表1）。

３．乳腺の可塑性

乳腺は思春期までは性差はみないが、成人女
性では10〜100ぐらいの終末細乳管ないし細葉
からなる小葉が形成される。一方、成人男性で
は思春期前の少女のそれと同じで、小葉形成は
みられず、そのままの状態で終生推移する。で
は男性ホルモン環境下におかれた女性乳腺、あ
るいは逆に女性ホルモン環境下に晒された男性
乳腺にはいかほどの可塑性があるのであろうか。

図1．哺乳類の系統樹と乳腺ならびに乳輪腺．
 乳腺は哺乳類に広く存在し、いずれの種属

でも腺上皮と筋上皮の二つの細胞で構成さ
れ、共通した構造を呈する。一方、乳輪腺
はヒトのみに存在する。

表1．分泌乳腺組織をみた卵巣成熟嚢胞性奇形
種患者の年齢と妊娠週数
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表1. 分泌乳腺組織をみた卵巣成熟嚢胞性奇形種患者の

年齢と妊娠週数

症例 年齢 妊娠週数 出典

1            37              37               Nissen, 1959

2            33 36               Sandison & MacDonald, 1964

3            20 42               Oi & Dobbs, 1978

4            21              18               Ulirsch & Goldman, 1982

5            30              36               螺良ら, 1990

6            31              34               螺良, 未報告
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我々は67歳時に前立腺癌を指摘され、ジエチル
スチルベストロールdiethylstilbestrol （DES）を
100㎎／日投与され、73歳時に精巣摘出術を施
行されるも、74歳で前立腺癌全身転移に肺炎
を併発して死亡した男性の乳腺を組織学的に観
察したところ3）、小葉形成で特徴づけられる女
性 型 乳 腺male-to-female transsexual breastを
呈していた。なお、少数の小葉はあたかもfocal 
pregnancy-like changeと称すべき妊娠期様乳腺
形態を呈していた。よって、男性乳腺は精巣摘
出により中性となり、女性型のホルモン環境に晒
されると、女性型に転換しうると考えられる。但
し、真の女性乳腺と異なり、疎な間葉系細胞と
豊富な粘液が特徴的な小葉内間質は、明確には
確認しえなかった。なお、このような症例は例数
が少ないため頻度にまでは言及できないが、乳
癌の発生が報告されている。乳癌の男女比は1：
100であるが、乳腺が存在すれば女性ホルモンの
関与のもと、乳癌が生じる可能性がある。

４．ヒト乳癌の解析モデル

乳癌は太古の昔から存在する。古代エジプト
の医師イムフォテプImhotepによる乳癌の治療
記録が紀元前3000年頃のパピルスに残されてい
る。癌は遺伝子の異常により引き起こされる遺
伝子病である。遺伝子に傷をつける原因因子と
して化学物質、放射線や腫瘍ウイルス等があげ
られる。ヒト乳癌の解析には実験モデルが必須
である。

マウスでは乳癌の発症にマウス乳癌ウイルス
murine mammary tumor virus（MMTV）が 関
与する。マウス乳癌発症因子が乳汁を介して母
から仔に伝わることから、Bittnerにより乳因子
と名づけられたものが、後にベータレトロウイ
ルスに分類されるウイルスMMTV-S（standard）
であることが判明した。乳因子を哺乳した乳仔
の腸管々腔内にはウイルス粒子をみるが、粒子
形態はここで消失し、成獣になるとウイルス粒
子は再び乳腺上皮に出現する。MMTVの腸管
から乳腺への体内伝達経路は不明であった。そ
こでT細胞を欠損するヌードマウスを実験系に
組み込むことにより、腸管から乳腺へのウイル
ス情報はT・Bリンパ球により伝達され、未知

の機構により、Tリンパ球が乳腺上皮にウイル
ス遺伝情報を受け渡し、やがて乳仔が成長する
と乳腺でウイルス粒子の出現をみることを見い
出した4）。粒子形態をとるMMTVをmammary-
derived MMTV（M-MMTV）といい、血球に潜
んでいるものをblood-borne MMTV（B-MMTV）
というが、MMTVの潜んでいる血球の正体はリ
ンパ球であることが判明した（図2）。MMTVは
上皮細胞（乳腺上皮）を癌化させる唯一のレトロ
ウイルスであるが、MMTV粒子の存在意義は不
明であるものの、唾液腺や雄性生殖器以外にも
汗腺、涙腺や尿道腺といった外分泌腺に存在す
ることを見い出した4）。

MMTVは、乳因子として乳汁を介して子孫
に伝わるMMTV-Sの他に、胚細胞にプロウイ
ルスとして組み込まれて子孫に垂直感染する
MMTV-P（plaque- inducing）が見い出され、各々
特 有 の 過 形 成 腺 胞 結 節hyperplastic alveolar 
nodule（HAN）あるいはプラークplaque（PLQ）
といった特有の前癌病変を介して乳癌の発症を
みる二段階発癌を呈する。HANとPLQは各の異
なる特徴的な生物学的あるいは形態学的特性を
もつ。HANは静止期乳腺の中に、周囲の正常乳
腺に比して活発にMMTV発現とともに脂肪の産
生をみとめ、妊娠末期様の乳腺形態を呈し、基
底膜で囲まれた筋上皮と腺上皮の二相性を有す
る。一方、PLQの組織形態は妊娠乳腺の中に結
合織でとり囲まれたMMTVの発現や脂肪の産生
を欠いた乳管状・小葉状の分岐を示す上皮増殖
巣で、上皮増殖巣周辺に基底細胞はみられるが

図2．マウス乳癌ウイルス（MMTV）の生活環．
 授乳期乳腺より乳汁中に放出されたマウス

乳癌ウイルスMMTVは成熟B粒子として
乳仔に吸引され、腸管々腔内では粒子形態
が確認できるが（M-MMTV）、腸管から乳
腺への体内伝達はリンパ球が担っている

（B-MMTV）。
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筋上皮を欠く5）。異なるMMTVにより生じた前
癌病変は際立った機能形態的相違をみる（表2）。
そして、いずれの場合も出現した乳癌はエスト
ロゲンそして／あるいはプロゲステロン受容体

（ER／PgR）陰性でホルモン（エストロゲン／プ
ロゲステロン）非依存性である。よって、マウス
乳癌はウイルスの挙動の検討には興味あるモデ
ルであるが、ヒト乳癌の解析モデルとしては有
用性が低い。なお、ヒト乳癌とウイルスとの明白
な関連性は見い出されていない。

遺伝子に異常をきたす化学発癌物質の臓器標
的は種属により異なる場合もあるが6）、メチルニ
トロソ尿素N-methyl-N-nitrosourea（MNU）は感
受性を有する系統の雌ラットに単回投与するこ
とにより、効率よく乳癌を惹起する極めて有用な
発癌剤である7）。転移はきたさないまでも、高率
にER／PgR陽性乳癌が出現し、ホルモン依存
性発育を呈することは、ヒト乳癌にとって恰好の
モデルである。

ヒト乳癌細胞株にはMCF-7， MDA-MB-231， 
KPL-1やMKL-Fをはじめとして多くの細胞株が
存在する。KPL-1細胞株はER陽性、PgR陰性、
HER2／neu陰性、ヌードマウス可移植性で雌の
胸部乳腺内に移植するとエストロゲン非依存的
に急速に増大し、高率に領域の腋窩リンパ節に
転移する。よって試験管内系の検討に加えて生
体内系で原発巣の増大ならびに転移を指標とし
て被験物質の薬効が評価できる。以上、MNU誘
発乳癌、ヌードマウス移植KPL-1乳癌による生
体内実験系や各種乳癌細胞株を用いた培養試験
管内実験系を用いて乳癌制御実験を試みた。

5．乳癌における社会環境因子

18世紀初頭にイタリアのRamazziniは独身の
修道女に乳癌が多いという事実に気づいたが、
20世紀中頃のMacMahonらの疫学的研究による
と20歳以前に出産経験を有する経産女性は終生
独身を通した未産女性に比べて、生涯の乳癌リ
スクは1/2である。しかし初産年齢が上昇するに
従い、出産による乳癌抑制能は減じ、35歳以上
の高齢初産婦では、独身女性に比してむしろ乳
癌リスクが増す。よって、若年経産による乳癌
抑制は最も生理的な乳癌抑制手段と考え、MNU
誘発ラット乳癌モデルでの再現性とその機序に
つき検討した8）。

MNU誘発Lewisラット乳癌の発生につき妊
娠・授乳群と年齢適合処女対照群age-matched 
virgin（AMV）を比較観察したところ、４ヶ月齢
未満の若年妊娠では、発癌（MNU）刺激が妊娠・
授乳の前後のいずれであっても、有意に触知乳癌

（＞ 1㎝径）の発生を抑制した。なお、授乳も乳癌
抑制には有効である。但し、＜ 1㎝径の微小乳癌
も含めると有意の抑制をみなかったことより、妊
娠・授乳は発癌のプロモーション期に作用してい
るようである。その機序として経産乳腺はAMV
乳腺に比して形態的に分化度が増しており、網羅
的DNAアレイ解析によると、経産乳腺はAMV
乳腺に比して分化関連遺伝子の発現増強ととも
に、増殖関連遺伝子群の発現低下を認め、妊娠・
授乳後にMNUによる発癌刺激を加えると乳腺に
おけるproliferating cell nuclear antigen（PCNA）
標識率がAMVでは著明な増加をみたのに対し
て、経産乳腺では有意な反応低下をみたことよ
り、経産乳腺上皮細胞は発癌刺激に対して増殖
不応性を獲得したと考えられた（表3）。

昨今子供を産まない女性の増加もみられるこ
とから、個々の妊娠ホルモンの有効性の同定は
重要と考える8），9）。4週齢時にMNUを投与した
ラットに6週齢時に0.5㎎・エストロゲンと32.5㎎・
プロゲステロン含有の3週間徐放性エストロゲン
／プロゲステロンペレットを皮下に埋没し、一
過性（ラットの妊娠期間に相応する3週間という
短期）のエストロゲン／プロゲステロン暴露を試
みたところ、一過性に血清エストロゲンとプロゲ

表2．HANとPLQのMMTVならびに機能形態
学的相違

 HAN，過形成性腺胞結節; PLQ，プラーク

HAN PLQ

MMTVの種類 MMTV‐S MMTV‐P

MMTVの発現 ＋ －

脂肪の産生 ＋ －

筋上皮の存在 ＋ －

表2. HANとPLQのMMTVならびに機能形態学的相違

HAN, 過形成性腺胞結節; PLQ, プラーク
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ステロン値は妊娠レベルに達し、＞ 1㎝乳癌の
発生は有意に抑制をみるとともに、ラット当りの
乳癌個数も有意に減少した。但し、7週齢（若年）
にてMNU処置をしたラットに対して、エストロ
ゲン／プロゲステロン暴露を24週齢（高齢）より
3週間行ったところ、AMVに比して有意ではな
いものの＞ 1㎝乳癌の発生率が増し、ラット当た
りの全乳癌個数は有意に増加した。また、若年
より連続した長期のエストロゲン／プロゲステロ
ン暴露では暴露後20週頃から乳癌発生個数が急
増し、エストロゲン／プロゲステロン暴露を23
週間続けるとラット当たりの乳癌個数ではAMV
と差がみられなくなり、エストロゲン／プロゲス
テロンの有効な暴露期間は＜20週と考えられた。
よってエストロゲン／プロゲステロンの暴露は
4ヶ月齢未満の若年ラットでは乳癌の化学予防に
有効であったが、暴露は短期に留める必要があ
り、高齢なものでは無効であった。同じくヒト絨
毛性ゴナドトロピンhCGの短期投与は、hCGレ
セプター陽性の乳癌に対しては、レセプターを
介して乳癌細胞に直接的に作用して乳癌を抑制
するとともに、卵巣を介して妊娠レベルのエスト
ロゲンとプロゲステロン値の上昇を惹起するこ
とによって乳癌の増殖を抑制した9）。

６．乳癌における生活環境因子　

ヒト乳癌の発生には地理病理学的に地域差が
存在する。西欧諸国には乳癌が多く、日本をは
じめアジア諸国では乳癌の発生頻度は低い。人
種差がその理由とも考えられるが、移民癌の研
究によると、生活環境要因とりわけ食品因子が
大きく関与する。脂肪の過剰摂取が乳癌リスク
を高めることはよく知られているが、ヒトでは
獣肉や乳製品といった動物性脂肪に多い飽和脂

肪酸SFAや陸性の植物性脂肪に多く含まれる
n-6系多価不飽和脂肪酸PUFAであるリノール酸
LAやアラキドン酸AAを多く含む西洋食を摂る
欧米人と比較して、n-3系PUFAであるエイコサ
ベンタエン酸EPAやドコサヘキサエン酸DHA
といった水産脂質を多く摂取するエスキモーや
アジア人に乳癌が少ないことから、脂肪の質の
違いが注目されてきた。

脂肪の乳癌に対する影響は実験系で再現で
きるで あろうか10）。AIN-76食 を 基 礎として
10%EPA食、10% LA食と10％パルミチン酸PA
食を作製して、8.5%の脂肪を含有する通常の実
験動物用飼料（CMF，オリエンタル酵母）を摂取
させた雌ヌードマウス乳腺脂肪織内移植KPL-1
細胞株の腫瘍増大を比較したところ、CMF摂取
群に比して、LA食摂取群は腫瘍増大ならびに転
移を有意に促進し、EPA食摂取群は有意に抑制
した。よって、n-3系PUFAの乳癌増殖阻止に対
する有効性を見出し、n-6系の危険性も再現され
た。但し、SFA（PA）の危険性は何故か動物で
は再現されない。次いで有効性を見出したn-3系
PUFAの乳癌抑制効果を培養ヒトKPL-1乳癌細
胞株で比較したところ、DHAはEPAより有効で、
DHAの異性体のうち炭素－炭素間の二重結合が
2個-C=C-C=C-のように共役した構造（炭素が二
重結合、一重結合、二重結合と並んでいる）をも
つ共役DHA（CDHA）はより低濃度でも有効で
あった（表4）。なお、n-9系PUFAであるミード
酸（MA）も乳癌抑制能を有していた11），12）。

脂質とともに野菜や果物由来の化学物質に
も乳癌抑制能が存在する10）。各種の培養ヒ
ト乳癌細胞株による検討から大豆に含まれる
Genistein、ニンニクの臭気成分であるDiallyl 
disulfide、柑橘類に存在するPerillyl alcohol、
ブドウの果皮に多く含まれるResveratrolやブ
ロッコリーに含まれるSulforaphaneといった各
種植物含有成分の乳癌増殖抑制に対する有効性
を見い出した10），13），14）。さらにKPL-1ヒト乳癌
細胞株ヌードマウス移植モデルではこれら化学
物質はいずれも目立った毒性はなく有意に原発
巣の増大を抑え腋窩リンパ節転移も抑制する傾
向のあることが判明した。

ヒトは基本的に一度に多種多様な食物を摂取

表3．経産によるラット乳腺の形質変化

 AMV，年齢適合処女ラット; 経産，＜4ヶ月の
 若齢妊娠ラット

AMV 経産

形態学的分化度

分化関連遺伝子発現

増殖関連遺伝子発現

発癌刺激に対する増殖活性

表3. 経産によるラット乳腺の形質変化

AMV, 年齢適合処女ラット; 経産，＜4ヶ月の若齢妊娠ラット
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し、雑食性である。そこで、ヒト乳癌細胞株に対
する癌抑制物質の複合作用につき検討した10），15）。
フレンチパラドックスとはフランス人は獣肉や乳
製品から動物性脂肪に富む食事を摂取している
にもかかわらず虚血性心臓病の羅患率が低いこ
とをいい、その原因として食事とともに嗜む赤ワ
インが健康に良いとする説である。フレンチパラ
ドックスがフランス人の乳癌の少なさに反映され
ているのかをMKL-Fヒト培養乳癌細胞株でワイ
ンに含まれるResveratrolで検証したところ、LA
による細胞増殖活性はResveratrolの併用により
打ち消されることが判明した。また、日本をはじ
めアジア人女性に乳癌が少ない説明のひとつと
して、魚と大豆食品を摂る食習慣にあるとする
考えがある。そこで培養MCF-7ならびにMDA-
MB-231ヒト乳癌細胞株に対して、魚に多く含ま
れるEPAと大豆成分であるGenisteinの併用効
果 をmedian effect analysisに よ りcombination 
indexを算出したところ、ER陽性ならびにER陰
性の乳癌細胞に対して、EPAとGenisteinの併用
は、いずれの乳癌細胞株においても増殖抑制に
対して相乗効果をみた。加えてニンニクは古代
エジプトでは薬としても記載されている。ニンニ
クに含まれるdiallyl disulfideはMDA-MB-231細
胞に対してLAの細胞増殖能を打ち消し、EPA
と併用することにより相乗的に乳癌細胞の増殖
を抑制した。

7．動物実験乳癌のヒト乳癌への外挿

乳腺腫瘍の発生には形態的にも機能的にも種
属差が存在する。ヒトの乳腺腫瘍としては線維
腺腫や乳癌（腺癌）をみるが、イヌでは軟骨組織

の形成をみる混合腫瘍にしばしば遭遇する。乳
腺多形腺腫（混合腫瘍）はヒトでは極めて稀では
あるが16）、イヌの乳腺腫瘍での高い発生頻度を
知れば、偶然遭遇しても驚くにあたらない。ヒト
乳癌の発生にエストロゲンやプロゲステロンは
重要な役割りを演じるが、齧歯類ではプロラク
チンがむしろ乳癌発生に主動的に関わっている。
高プロラクチン血症をきたす向精神薬は、ヒト乳
癌の発生や増殖には積極的には関与していない
と結論されている場合が多いが、プロラクチン
のヒト乳癌への関与について検討した。向精神
薬（プロラクチン放出薬）長期服用者にみられた
乳癌症例を収集したが17）、症例を増やして解析
したところ（表5）、発生頻度は同一時期の全乳
癌手術例を分母にとると、1.3％と決して高頻度
ではなかったが、術前血清プロラクチン値の測
定されている7例は全例高値を呈しており、20の
非癌部乳腺のうち6乳腺（30％）に分泌像を認め、
脂肪産生とともに、乳汁蛋白合成を示唆するα
-ラクトアルブミンも証明された。さらに極めて
稀な脂質分泌癌を2例含んでいた。なお、1例の
脂質分泌癌をさらに検索すると、癌細胞にプロ
ラクチンは検出できなかったが、プロラクチン
受容体の発現をみた。なお、この症例は乳癌内
因性サブタイプ分類ではunclassified （all-marker 
negative）であった18）。

表4．各種脂肪酸72時間添加による培養KPL-1
細胞のIC50値

EPA，エイコサぺンタエン酸; DHA，ドコサヘ
キサエン酸 ; CDHA，共役ドコサヘキサエン酸 ; 
MA; ミード酸

表5．長期向精神薬服用者にみられた乳癌の特徴

脂肪酸 ＩＣ50（μＭ）

EPA 669

DHA 270

CDHA 97

MA 214

表4.各種脂肪酸72時間添加による培養KPL‐1細胞のIC50値

EPA, エイコサぺンタエン酸; DHA, ドコサヘキサエン酸; CDHA,
共役ドコサヘキサエン酸; MA; ミード酸

表5. 長期向精神薬服用者にみられた乳癌の特徴

頻度 (%) 1.3 (17/1,264)

女性／男性比 16/1

手術時年齢 53 （29‐74）

服用期間 (年) 17 (4‐36)

多発例 (%) 24 （4/17）

ER+ (%)  71 (12/17)

PgR+ (%) 47 (8/17)

血清プロラクチン値 (ng/ml) 70 (19‐204)

乳癌組織型 (%) 乳管癌 80 （17/21）

粘液癌 10 （2/21）

脂質分泌癌 10（2/21)

正常乳腺分泌像 (％) 30 (6/20)
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8．おわりに 

哺乳類は地球上におおむね5,000種ほど存在す
るといわれており、正所性であれ異所性であっ
ても、乳腺組織が存在すれば乳癌発生の可能性
はある。しかし、乳腺腫瘍を恒常的にみるもの
は5 種属に限られており、ヒト以外ではマウス、
ラット、イヌ、ネコである。そしてこれら5種属
の共通項は、ヒトの都合で妊娠の機会を奪われ
たり、またいずれもヒトの作った食物を摂取して
いる点にある。よってこの観点からみると、乳癌
はある意味ヒトの作り出した疾病ということがで
きよう。ならば、予防あるいは治療方策が確立
可能である。社会あるいは生活環境因子の見直
しは、乳癌の制御にとって喫緊の課題である。
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