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超音波を使った乳癌検診の現状と
今後の展望
J-STARTは、 厚 生 労 働 省 の 協 力 を う け、
2007年から日本医療研究開発機構によって
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行われている。７万6,000人を対象とする大

何森亜由美 先生

規模なランダム化比較試験（RCT）であり、
第1回の解析結果が2015年に発表された（図
2）。
試験では、「マンモグラフィと超音波の併

マンモグラフィが乳がん検診に導入され
てから、欧米の乳がん死亡者は減少してい
るが、日本では逆に増加している。背景の1
つとして、日本人の乳腺特性が欧米人と異
なるために、マンモグラフィでの腫瘍の発見
が難しいことが挙げられる。そのため、日本
の乳がん検診では超音波との併用が望ま
れる。
本稿では解剖学的な乳腺構造が超音波
画像でどのように表現されるかに触れ、臨
床での活用法について説明する。

J-START第１回の
解析結果で示された超音波
乳がん検診の有効性
乳がんの罹患者数は年々増えており、全国
で約5万人を数え、これは日本人女性の15人

用」、「マンモグラフィのみ」の2群を比較し
ており、発見率については、併用が0.50％、
マンモグラフィのみが0.33％と、併用の方
が高くなっている。一方、感度／特異度につ
いては、併用が91.1％／87.7％、マンモグ
ラフィのみが77.0％／91.4％であり、特異
度が超音波検診の課題といえる。

に1人に相当する（2011年統計）。死亡者は
約１万2,500人であり、罹患者の約30％とな
るが、40分に1人が亡くなっていることにな
り、交通事故死亡者よりも多い。

正常構造の逸脱を
見ることで高いPPVを実現

従来、欧米の乳がんの死亡率は日本と比べ
て高かったが、マンモグラフィ検診の導入と

はじめに

めの課題は下記の2点といえる。

グラフィ検診の導入が進んできているが、死

① 画像の精査施設の整備、コスト面を睨ん

亡率は上昇し続けており、現在では欧米とほ
ぼ同じ水準となっている。

現在、日本人の乳がん検診では、マンモグ
ラフィと超音波の併用が望ましいと考えられ

乳がん検診で超音波の併用を普及させるた

ともに減少傾向にある。一方日本でもマンモ

日本の死亡率が上昇している原因と考えら
れる点は２つある。

だ効率的な精査の必要性
② 大量の臨床検査技師の養成、プローブに
よるスキャンの精度管理の必要性
画像の精査においては、乳腺の正常構造を

ており、大規模な「乳がん検診における超音

１つめは、受診率の低さ。欧米では、受診

理解した上での超音波読影が必要である。従

波検査の有効性検証に関する研究

率が8〜9割と高いが、日本では未だ2～4割

来の、乳腺の腫瘤などをくまなく見つけ出そ

にとどまっている。

うとする方法だと、主観的にならざるを得な

（J-START）」が行われ、その有効性が科学的
に立証されつつある。

２つめは、アジア人と欧米人の乳房構成の

い部分が生じる。しかし、正常構造をしっか

違いだ。欧米人の乳腺は脂肪化していること

り理解した上で、逸脱している部位を検出す

展望を、主に、解剖学的な理解に基づいた判

が多く、マンモグラフィでは灰色に写るため、

る方法をとれば、客観的に理解でき、臨床検

断と、プロープ走査などの走査性の２つの観

白く写る病変がわかりやすい。しかし、アジ

査技師の技術習得も早いと考える。

点から説明する。高い陽性適中率（positive

ア人の乳腺は、マンモグラフィで白く写るた

解剖学的な構造を目安に超音波の読影をす

predictive value：PPV）を得ることは、誰に

め、病変との差異が小さく、異常を指摘しづ

ることは、心臓や肝臓など、ほかの臓器では、

でも目指すことができるはずと考えている。

らい（図1）。そのため、日本では近年、マ

既に行われており、乳房でも理論的で客観的

ンモグラフィと併用した超音波乳がん検診が

な超音波検査を行うためには必要であると考

行われるようになってきた。

える。読影では、さまざまなバリエーション

超音波を使った乳がん検診の現状と今後の
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フィに頼ることになる。また、距離分解能の
限界によって、小葉構造と密な間質の違いは
わからない。
超音波で見分けられるものと、病理像の間に
は相違点があることに注意したい。
もう１つ、乳腺構造では腺葉の重なりが重
要になる。乳房は大小さまざまの腺葉が重な
り合っているが、乳管の流れを追っていくと、
腺葉が前後に重なっている部位では、その境
界面に向かって、乳管が流れていることが多
い。したがって斑状の構造物は乳頭方向と、
腺葉の境界面というこの2つの方向性を持っ
て連続して並んでいることがわかる（図5）。

図1

「連続性」と「規則性」を
観察する

アジア人と欧米人の乳腺の違い

初回検診結果

以上のような正常構造を理解した上で、読
影では、
「連続性」と「規則性」を観察する。「連

介入群(MMG+US)

コントロール群(MMG)

続性」とは、等エコー構造物は乳管の走行を
反映していることに注目することであり、
「規
則性」とは、等エコー構造物は乳頭方向と腺
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ているかわからないので、クーパー靭帯の「連

中間期癌

18

35

感度

91.1％

77.0％

特異度

87.7％

91.4％

葉境界面方向の2つの方向性を持つことを指
している。
また、脂肪化してしまった乳房の場合には、

続性」を考える。クーパー靭帯は脂肪小葉が
重なり合っているところにあり、病変があれ
ば、引き寄せられているところが見えたり、
等エコーの病変があると外に突出するような
腺が見られる。
また、通常はクーパー靭帯の接合部のシャ
ドウは、プローブで観察すると、画面の左右
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J-START初回検診結果（文献1より作図）

に流れながら消えていくが、病変によって作
られたシャドウは左右に流れず1点で現れて

が現れるが、正常構造からどの程度逸脱して

の構造が保たれていれば正常であると判断で

消えるといった読影ポイントを理解しておく

いるかを理解することで、バリエーションで

きる。

と有用である。

あって病変ではないことを的確に読み取れる。

これまでは、小葉内間質と小葉外間質の2

すべての病変は正常構造からの逸脱した所

つがわかっていたが、さらに小葉外間質は、

見がある。正常構造をきちんと把握していれ

は、発見率1.22～1.27％（全国平均0.3～0.5

周囲間質と浮腫状間質に分けられるという構

ば、客観的に逸脱部に着目することができ、

％程度）、PPVは20％を超え、2013年には

造がわかった（図4）。周囲間質は膠原線維

どんなに小さな病変の存在でも気づくことが

28.6％であった（通常10％が目標とされる）。

が密であり、浮腫状間質は、膠原線維が散在

できる。

当院における高松市乳がん検診成績（図3）

このような成績は、正常な乳腺構造の見え
方を理解した検査方法を習得することで、誰
でも得られるものだと考える。

し浮腫状である。
普段超音波で見ている「豹紋」等で表現さ
れた模様は、小葉と周囲間質の部分を含めた
範囲となる。加齢によって、小葉は萎縮する

乳腺の正常構造は、
経年変化を経ても変わらない

たわみを作らず、乳腺を
カバーするプローブ走査を

が残り、膠原線維も残る。経年変化を経て高
齢になっても、模様は細くなるが、基本的な
構造は変化がなく追うことができる。そして

次に、乳がん検診における超音波のプロー
ブ走査の課題について述べる。

乳腺内の脂肪化は必ず浮腫状間質に起こる。

繊細な変化をとらえる安定した走査法でな

日本乳腺甲状腺超音波診断医学会の診療ガ

乳房全体では、浮腫状間質の脂肪化、乳腺の

いと、乳房の解剖学的な読影はできない。乳

イドラインに掲載された、解剖学的な乳腺構

萎縮、乳腺前方と後方の脂肪の増大が混在し

房はほかの臓器と違って体表にあり非常に動

造の表現を説明する。

ている。

きやすく、たわみやすいが、たわみを作らな

まず、乳腺の正常構造は、2種類の小葉外

超音波では浮腫状間質は、置換された脂肪

いような走査をしなければ正常解剖の読影は

間質、周囲間質と浮腫状間質からなる。年齢

の割合にかかわらず高エコーレベルとなるた

できない。そこで、どういうふうに乳房が変

によってさまざまな形、模様が見えるが、こ

め区別ができず、脂肪化の程度はマンモグラ

形してたわみを作りやすいかということも解
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高松平和病院 高松市乳がん検診成績

図4

小葉外間質（文献2より引用）
周囲間質と浮腫状間質に分けられることがわかった。

剖学的に理解しておく必要がある。

が生じることから両者を区別する。乳腺とわ

また、マンモグラフィで検診できる範囲外

きの脂肪を見分けることで、わきの方まで、

に、乳がんが発生することもあるため、乳腺

プローブでスキャンしなくてもよくなり、検

の範囲を的確に把握することが重要である。

査時間を短縮できる。このように、解剖学的

どこまで乳腺が移動しているかを解剖学的に

に見るためには脂肪筋膜の薄い皮膜をとらえ

把握できていれば、短時間で的確に乳房のス

ることが大切で、東芝メディカルシステムズ

クリーニングができる。

のTSO（Tissue Specific Optimization） を 使

薄い乳房であっても、内胸骨動脈の穿通枝

用するとこの皮膜がしっかりと見える。TSO

の内側から乳腺は始まる。そのため必ず胸骨

を適用させると焦点が合い、微細な部分まで

を画面中央1/3にくる位置からプローブを当

観察が可能となる（図7）。

て始め、内側の検査をする。下部も乳房の下
の線よりも３cm程度下から始める。難しい
のは外側であるが、解剖学的には乳腺は広背
筋の内側に発生するので、広背筋を確認し、

乳腺の内部構造を
はっきりと見せるBモード画像

その内側から始める（図6）。
図5 腺葉の重なり（文献2より引用）

適度に脂肪に置き換わった乳房では、どの

ここまで述べてきたように、乳腺の画像読

辺までが乳腺かわかりにくいが、プローブを

影では、解剖学的な理解がまず重要である。

内側に傾けると、脂肪に置き換わった乳腺の

そのためには、乳腺の正常構造がきちんと追

部分と外側のわきの脂肪の境界には「横ずれ」

える装置、すなわちBモードでは分解能が高
く、階調性がよく、病理像に近い画像が描出
できる装置であることが重要となる。東芝メ
ディカルシステムズのAplioシリーズ、マト
リクスプローブPLT-1204BXは非常に高画質
であり、観察に適した画像が得られる機器の
1つである（図8）。
最後に正確なスクリーニングに必要な知識
を５点まとめる。
①乳房の正常解剖と超音波画像（普遍性）
②経年変化と脂肪化（個別性）
③ 正常細胞が作り出す「逸脱」像（バ
リエーション）
④微細な変化をとらえる安定した走査法
（走査）
⑤高いPPVを確保する判断法
正常細胞が作り出す「逸脱」なのか、精査
が必要な所見なのかを判断するためには、普
遍的な正常解剖と、経年変化・脂肪化による

図6

乳房の検診範囲の目安（文献2より引用）

個別性をまず理解することである。その上で、
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高画質で判別しやすいBモード画像で観察す
ることにより、見え方がさまざまであっても、
正常構造が同じようなパターンで追え、病変
ではないと判断できる。
正常構造からの逸脱の程度を追っていくこ
とが、高いPPVの確保につながる。正常構造
から逸脱している「病変のようなもの」が見
えたとしても、逸脱のパターンが規則性を保
っているものは正常のバリエーションである
と判断できる。一方、融合していたり、中心
に腫瘤があるなど、中に黒いものが見えてく
るものは、無秩序に増生しているものととら
え、精査すると判断している（図9）。

おわりに
図7

TSO調整前後のビームの違い

図8

Aplioシリーズ+マトリクスプローブPLT-1204BXによるBモード画像

図9

要精査・経過観察の判定基準（文献2より引用）

アジア人に特有の高濃度乳腺に対しては、
マンモグラフィに超音波を併用した検診が最
適であると考える。J-STARTの第1回解析結
果によって、乳がん検診における超音波の有
効性について科学的根拠が１つ増えたといえ、
今後も課題は多いが、日本人に適した超音波
検診の普及が進んでいくことを望んでいる。
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