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乳がんは、増え続けています
今や、日本人女性が最もかかりやすい
がんです
2016年の統計では、日本人女性の 11人に一人が罹患し、日本人女性が最も
かかりやすいがんとなっています。30歳代の比較的若い世代から罹患率は急激に
増加し始め、40歳代後半から60歳代までがピークとなります。
罹患率：特定の期間内に、特定の人数の中で新たに生じた病例数を割合で示したもの。

乳がんの年齢別罹患率

部位別罹患率推移（女性/全年齢）
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乳がんのデータは2005年より

乳がんは、
早期に発見すれば
治せるがんです
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乳がんを患う日本人女性は年々増え続け、今では

1年間に新たに乳がんと診断される方は9万人を超えています。

しかし乳がんは、治癒率の高いがんです。

早期発見ができれば、医療の進歩によって

ほとんどのケースで乳がんを根治できるようになっています。

早期発見のためには、まず自分自身を知ることが大切です。

身体の変化を定期的に見て、さわって確かめること。

ご自分の乳腺濃度や遺伝性のリスクを知ること。

そしてご自身にあった検診方法や対応があることを知って下さい。

ご自身に合った乳がん検診と定期的なセルフチェックで

早期発見、早期治療を実現しましょう。

国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
（2012データ）より

❶知りましょう、乳がんのこと
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乳がんは、早期に発見し治療すれば
とても治癒率が高いがんです

病期分類
 （ステージ）

乳がんは治癒率の高いがんです。がん細胞が乳管や小葉に留まっている場合（病期
0：非浸潤性乳がん）は、ほぼ100％治ります。しこりの大きさが2cm以下でリンパ節
転移が無い場合（病期Ⅰ）5年生存率（治療をして5年後の生存率）は95％以上です。
ただし、発見が遅れると治療負担は大きくなり生存率も低くなります。

公益財団法人 がん研究振興財団「がんの統計 '16」より

乳がんの5年生存率
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しかし、日本人女性の乳がん検診率は
まだ十分とはいえません
今や、全国の9割以上の市区町村でマンモグラフィによる乳がん検診が受診できる
ようになりました。しかし、実際の受診率は低く、欧米各国の検診受診率の状況と
比較しても、ほぼ半分以下に留まっています。定期検診によって発見が早まれば、
治癒率は高まり、治療負担は軽減されます。早期発見、早期治療の第一歩、踏み
出してみませんか。

20-69歳までの乳がん検診受診率各国比較

国立がん研究センターがん情報サービス
「がん登録・統計」（2011データ）より
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病期０ 非浸潤がん：乳がんが発生した乳腺内に留まっているもの

病期Ⅰ しこり2cm以下リンパ節への転移なし

病期Ⅱ
A
しこり2cm以下でわきの下のリンパ節に転移あり
しこり2.1～5cmでリンパ節に転移なし

B
しこり2.1～5cmでわきの下のリンパ節に転移あり
しこり5.1cm以上でリンパ節に転移なし

病期Ⅲ
A
しこり5.1cm以上でわきの下のリンパ節に転移あり
わきの下のリンパ節転移がある、またはわきの下のリンパ節転移
を認めず、胸骨傍リンパ節に転移あり

B 皮膚や胸壁に浸潤のあるもの

C 鎖骨下リンパ節や鎖骨上リンパ節に転移が拡がっているもの

病期Ⅳ 乳房から離れたところに転移しているもの
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乳腺は、15～20の「乳腺葉」の集合体で、母乳を作る「小葉」と、
母乳を乳頭まで運ぶ「乳管」に分かれています。乳がんは乳管と小葉の内側に発生し、
初期のうちは乳管や小葉に留まり（非浸潤性乳がん）、
やがて乳管･小葉の壁を超えて広がります（浸潤性乳がん）。
この段階で、乳がんは「しこり」として触れられるようになります。さらに放置しておくと、
がん細胞は増殖し、血管やリンパ管を通って、全身に広がっていきます。

マンモグラフィや超音波装置などの機器を使用して乳がん検診を行います。
検診で乳がんの疑いがあった場合には、精密検査で詳しく調べます。
まずは定期的に検診を受けてご自身の乳房を知ることが大切です。

乳房に痛みを感じたり、しこりが見つかっても、
多くの場合が「乳腺症」などの良性疾患ですので、むやみに不安がる必要はありません。
ただし、がんと識別しにくい場合もありますので、しこりに気づいて
「おかしいな」と感じたら、まずは専門医を受診することをお勧めします。

乳がんと紛らわしい代表的な良性疾患
病名 症状 好発層

乳腺症
画像上の乳腺の変化

むくみや痛み、張りといった症状が　
あり、生理前に症状が強くなる

30～40歳代

乳腺炎 細菌感染によって起こる
乳房の炎症 授乳中の人

乳腺線維腺腫 こりこりとしたしこりで
触るとよく動く 15～30歳位の若い層

葉状腫瘍 ころころとしたしこりで
急激に大きくなる 20～30歳代

小葉
乳腺

乳頭

乳腺葉

肋骨脂肪組織

クーパー靱帯

乳管

乳がんの検査と治療乳がんは、乳腺にできる悪性腫瘍です

診断

マンモグラフィ、
超音波装置などの機器を用いて
画像検査を行います。

画像検査で乳がんを疑われた場合、
病理検査で良性か、悪性か判定します。
細胞の一部を採取し、良性、悪性、
乳がんのタイプまで細かく診断します。

病理検査で乳がんが確定されたら
CTやMRIなどの画像検査で、
乳がんの状態や広がり、
転移の有無などを診断します。

乳がんの進行具合、性質、
患者さんの希望などをふまえ
治療方針が決定されます。

異常なし
良性所見

乳がんの疑い

治療方針の
決定

病理検査
●細胞診
●組織診

乳がんの
確定診断

定期検診

治療
●手術療法　
●薬物療法：
　化学（抗がん剤）療法
　分子標的療法
　ホルモン療法
●放射線療法
●緩和療法

画像検査

●CT検査

●MRI検査

●PET
●骨シンチ
　グラフィ

マンモ
グラフィ
検査

超音波
検査

乳がん検診

❶知りましょう、乳がんのこと
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乳がんの早期発見には
一人ひとりの状態にあわせた
検診が不可欠です
画像診断装置を使用した乳がん検診には、

様々な特徴があります。

小さなしこりや石灰化を見つけるのが得意なマンモグラフィ。

乳腺濃度の高い若い女性の診断に有用な超音波検査。

欧米では遺伝性乳がんの発見率が非常に高いといわれているMRI検査。

それぞれの画像診断装置の特徴を活かして

一人ひとりの状態に最適な検診を行うことで、

乳がんの早期発見、早期治療を可能にします。
マンモグラフィでは、脂肪組織や空気は
黒く、乳腺組織は白く写ります。また乳が
んも白く写るため、乳腺濃度の高い（白っ
ぽい）乳房の場合は乳がんを見つけるの
が難しくなります。乳腺濃度は人によって
異なりますから、「マンモグラフィによる乳
がんの見つけやすさ」にも、個人差がある
ことを知っておいて下さい。

乳がんの見つけやすさは
人によって様々
「乳腺濃度」のことを知りましょう
乳房内部の脂肪組織と乳腺組織の分布には、個人差があります。
乳腺組織が乳房内にどれだけ存在するか、
その割合を乳腺濃度（乳腺密度）と言います。
乳がん検診で早期発見に欠かせないマンモグラフィ（乳房専用X線撮影）では
乳腺濃度によって画像の写り方が異なります。
乳腺濃度は、年齢、妊娠、授乳、閉経など様々な要因で変化します。

乳がん 乳がん

乳腺濃度が高く乳がんが
見つけにくい場合

高濃度（乳腺：80～90％）

脂肪性で乳がんが見つけ
やすい場合

脂肪性（乳腺：数％）

❷知っておきたい、乳がん検診のこと
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乳房X線撮影（マンモグラフィ）

●｜最新トピックス｜3Dマンモグラフィ
最新のマンモグラフィ装置には、短時間で多方向から撮影
を繰り返して3次元撮影が行えるものがあります。これまで、
乳腺の重なりにより発見が困難であった病変が、3次元的
に再構成した断層画像によって、識別の可能性を高めること
ができます。

石灰化について
石灰化とは、カルシウムの沈着のことで、一部の壊死したがん細胞にカルシウムが
沈着する「悪性の石灰化」と、乳管からの分泌物が結晶化しカルシウムが沈着した
「良性の石灰化」があります。マンモグラフィでは、石灰化は白い粒としてはっきり
識別できるため、「しこり」として触れる前の早い段階の乳がん発見にはとても有効
です。ただし、乳腺にできる石灰化の多くは「良性の石灰化」で、乳腺症や線維腺腫
などの良性疾患でも認められます。

2D
マンモグラフィ
画像

3D
マンモグラフィ
画像

乳房超音波検査

乳房に超音波をあて、
乳腺内の腫瘤（しこり）などを調べる検査です。
人体に害のない音波を用い、圧迫の痛みもないので、
妊婦の方でも安心して検査を受けることができます。
乳腺濃度に影響されず、
しこり内部の構造が鑑別しやすい検査ですので、
乳腺濃度が比較的高いと言われている日本人女性には、
マンモグラフィと併用することで、
安全で検出率の高い検査が期待できます。

超音波検査画像

●｜最新トピックス｜超音波自動ブレストボリュームスキャナ
一般的な超音波検査は、プローブ（探触子）を身体
にあてながら画像観察を行います。最近では乳房
を自動で3Dスキャンする超音波装置が開発され、
撮影データのさまざまな断面から診断が可能に
なりました。従来の検査とあわせて行うことで、より
精度の高い検査を行えるようになります。

乳房専用装置でX線撮影を行います。
乳腺が重なり合って病変を見逃さないよう、乳房を
プレートと撮影台に挟んで圧迫し、薄く引き延ばして撮影します。
微量の放射線被ばくをともないます。
石灰化（カルシウムの沈着）をきっかけに診断される
乳がんの場合に、特に有用な検査です。

❷知っておきたい、乳がん検診のこと
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●｜最新トピックス｜MRIガイド下乳房生検
乳房MRI検査で検出された病変の中には、MRIでしか検出されない病変も存在しています。
しかし、このような病変をMRI検査だけで良性か悪性かを判断することは限界があると
されており、生検 (患部組織を針などを使って一部採取し、顕微鏡などでより正確に診断
する検査 )が望まれます。この場合、患部を確実に採取する事が
重要となり画像診断機器との組み合わせが有効となります。
特に、MRI を用いた生検検査 ( MRI ガイド下乳房生検 )を行う
ことができれば、このような病変に対しても診断率の向上が
期待できます。

乳房MRI検査

磁場を利用して体内組織の状態を把握する検査です。
必要に応じて造影剤を使用し、所要時間は30分程度です。
乳がんと正常な乳腺組織の判別や
患部の広がり状態を診断することに適しています。
マンモグラフィや超音波検査よりも
高い感度（病変の発見率）があるとする報告もあります*。
造影剤： 病変を見やすくする薬剤。静脈に注射して使用します。

*【出典】 Fobben ES, et al.: Breast MR imaging with commercially available 
techniques: radiologic-pathologic correlation. Radiology 196: 143-152, 1995

遺伝性乳がんを正しく診断するために、遺伝カウンセリングを行います。カウンセリングでは、
専任の医師がご本人やご家族の病気の状況をお聞きし、医学的情報をお伝えします。

乳がんの原因のひとつ
遺伝性乳がんについて
医学の進歩によって、一部の乳がんの発生には
遺伝子の変異が関わっていることが明らかになってきました。
年間の乳がん患者約7万人のうち、遺伝性の乳がんと疑われる人は
5～10％程度と考えらています。
遺伝子検査でそのような体質であるかどうかを調べることができます。
遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）と診断された場合は、
特に早期発見が重要です。乳腺濃度の高い10代、20代の若年層でも
発症リスクが高いので、マンモグラフィだけではなく
超音波やMRIと組み合わせた、より詳細な検診が求められます。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）について
遺伝性の乳がんの代表が遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）です。
家族の遺伝子からBRCA1、BRCA2という２つの遺伝子に変異がある状態を受け継ぎ、
生涯の乳がんの発症リスクは、一般女性に比べて約10～19倍、
60～70％の方が発症すると言われています。
HBOC：Hereditary Breast and/or Ovarian Cancer Syndrome　BRCA：Breast cancer susceptibility gene

遺伝性が疑われる人

3,700～7,400人（5～10％）

2012年度
乳がん患者数

73,997人

国立がん研究センターがん情報サービス
「がん登録・統計」（2012データ）より

❷知っておきたい、乳がん検診のこと



❸実践しましょう、セルフチェック
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乳がんは身体の表面に近い場所で
発生するため、ご自身でも
調べることができます。
定期的にセルフチェックを続けることで、
いつもと違う変化に気づくことができます。
定期的な検診に加えて
月一回のセルフチェックを行いましょう。

月1回のセルフチェックも大切
早期発見の第一歩です

鏡の前で乳房のかたちをチェックしましょう ワキの下のリンパ節、乳頭をチェックしましょう

こんな症状に気づいたら、専門医を受診しましょう
仰向けになってチェックしましょう

❶ 鏡の前に立ち、両腕の力を抜いて自然
に下げたまま、次のことを調べます。

 1.左右の乳房のかたちや大きさの変化
2.乳房まわりのへこみや皮膚のひきつれ

 3.乳首のへこみやただれ

❷ 両腕をあげた状態で同様に調べます。
   （しこりがあると、そこにへこみができたり
    ひきつれが起きたりすることがあります。）

❼ おきあがり、右手の指をそろえてのば
し、左ワキの下に入れてしこりがない
かを指先で確かめます。右ワキの下も
同様に調べます。

❽ 左右の乳首を軽くつまんで、乳を搾る
ようにして、血液の混じった分泌物が
出ないかを確かめます。

❸ 仰向けに寝て、あまり高くない枕などを背中の下
に入れます。左手は頭の下に入れます。右手の指を
そろえてのばし、まず左乳房の内側にしこりがない
か調べます。

❹ 右手を左乳房の内側（乳首よりも内側）
にのせ、指の腹を胸の中央部に向かっ
て、柔らかく、しっかり滑らせるように
し、しこりの有無をまんべんなく調べ
ます。

❺ 同じ姿勢のまま左腕を自然な位置に
下げ、今度は乳房の外側の部分を外か
ら内に向かって、柔らかく、しっかりと
指を滑らせて調べます。

❻ 右乳房も同様の方法で調べます。

しこり（乳房・ワキの下） 乳頭の湿疹・びらん（ただれ）

乳頭からの分泌 乳房皮膚のくぼみ・ひきつれ

月経周期以外の痛み 乳房皮膚の色の変化

下はブラジャーの線の下まで

上は鎖骨のすぐ下まで

外側はワキの
下まで

セルフチェックを行う範囲


