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乳癌集団検診における甲状腺同時検診の意義について,当 教室 の甲状腺疾 患合併乳癌症

例 を併せ て検討 した。広 島県集団検診では,1985年 より1991年 の間にのべ約27万 人の30歳

以上の女性 を対象 として,乳 癌146人 と甲状 腺癌56人 を発見 した。その発 見率 はそれぞれ

0.05%,0.02%で あった。発見乳癌お よび甲状腺症例 の平均年齢 はいずれ も約50歳 で,年

齢別発生率 にも差 を認め なか った。一方,広 島大学第2外 科において1965年 か ら1991年 末

までに加療 した原発性女性乳癌506症 例 中,確 診 の得 られ た甲状腺疾患合併症例 は32例,

6.3%で あった。その うち特に甲状腺癌お よび甲状腺機能亢進症 がそれぞれ10例 と多 く見 ら

れ た。 また甲状腺疾 患合併群 には比較的早期の乳癌が多 く,逆 に進行例 が少 ない傾 向が見

られ,し たが ってその生存率 も非合併群 に比 して比較的良好であった。

甲状腺疾患 と乳癌発生の リス クに関 しては依然 として未解 明な点 も多 く,ま た今 回,甲

状腺機能検査値か らは明 らかな相違 を見出せ なかった。 しか し乳腺疾患 と同様,甲 状腺疾

患 も女性 に多い疾病 の1つ としてまった く無関係 とは言 い難 く,ま た重複癌例では乳癌家

系や両側乳癌例,被 爆例が多いなど両者の発生要因 として,共 通の内分 泌あるいは遺伝 ・

環境因子 の関与が示唆 された。 したがって乳癌検 診時 に同時に甲状腺の視 ・触診 を行 うこ

と,また甲状腺疾 患の既往な どを十分聴 取す ることの意義は大 いにあ るもの と考え られ た。
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緒 言

乳癌検診の最終 目的は,早 期乳癌の発見により

乳癌死亡率 を減少 させることである。したがって,

より質の高い検診体制づ くりが必要であ り,ま た

乳癌ハイ リスク ・グループの設定など検診対象者

を如何 に効率良 く選別できるかも,今 後重要 な課

題 となるであろう1)。一方,乳 腺および甲状腺とも

に異常 を認める症例は稀ではな く,検 診時にも時

に見受ける。 しか し両疾患の発生 とその因果関係

については未だ明確 にされていない。

そこで今回,広 島県の乳癌集団検診時における

甲状腺癌発見状況 と,こ れまで当教室で加療 した

原発性乳癌症例 中,甲 状腺疾患合併例 を分析する

ことによって,乳 腺お よび甲状腺の同時検診が特

に早期乳癌発見の面か ら,果 たして意義のあるも

のか否かについて検討 した。

1. 対象 および方法

広島県の乳癌集団検診は,昭 和52年 度 より広島

県健康福祉センター(旧 成人病予防協会)を母体 と

して,県 地域保健対策協議会の協力を得て開始さ

れた。検診範囲は一部の市町村 を除 く県内のほぼ

全域に及んでいる(但 し平成元年からは政令指定都

市である広島市の検診は県原爆障害対策協議会に
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分割された)。その対象者は30歳 以上の女性で,検

診医は主 として当教室医局員 または市町村の開業

医が担当した。検診方法は出張方式により,日 本

対ガン協会の標準方式に従った視 ・触診で実施 し

ている。 また昭和60年 度か らは乳腺 ・甲状腺の同

時検診 を開始 し,そ の検診方法はやは り視 ・触診

のみで行 っている。

一方,当 教室で過去27年 間(1965年 か ら1991年)

に加療 した原発性乳癌506例(男 子は除 く)のうち,

これまでに各種画像診断 とともに,組 織診または

細胞診により確診の得 られた甲状腺疾患合併例は

32例(6.3%)で あり,併 せて検討 した。

2. 結 果

1) 検診における乳癌 ・甲状腺癌発見率

広島県乳癌集団検診の実施状況の うち,甲 状腺

同時検診を開始 した昭和60年 度以降の乳癌および

甲状腺癌発見率を表1に 示 した。その間の受診者

の延べ人数は約27万 人であり,そ の うち発見乳癌

は146症 例,そ の発見率は0.05%で あった。同様に

甲状腺癌は56例 み られ,0.02%の 発見率であった。

検診発見乳癌お よび甲状腺癌の年齢別発生頻度

を図1に 示 した。年齢別には乳癌 ・甲状腺癌 とも

に平均約50歳 であり,40歳 台,50歳 台にピー クが

あるものの,そ の発生頻度はほぼ同様である。ま

たそれぞれの発生年齢は総受診者(平 成2年 度分)

の平均年齢構成にほぼ一致 している。なおこのグ

ラフは,年 齢別繰返 し受診者の割合は考慮してい

ない。したがって,60歳 台に受診者の割合に比 し

てその発見率が低 くなっているが,こ れは60歳 台

で繰返し受診者が多かったためと思われる。

2) 乳癌 ・甲状腺疾患合併例

広島大学第2外 科で,過 去27年 間に初回手術 し

た原発性女性乳癌506例 中,乳癌治療前または後に

甲状腺疾患を合併 した症例 を32例(6.3%)認 めてい

表7.広 島県乳癌集団検診年度別実施状況

(広島県健康福祉センター関連分のみ)

図1. 検診発見乳癌および甲状腺癌の年齢別頻度
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る(表2)。 そのうち甲状腺癌10例,甲 状腺機能充進

症10例 が最 も多く,以 下,甲 状腺腺腫,慢 性甲状

腺炎,腺 腫様 甲状腺腫の順 となっている。

甲状腺疾患合併乳癌32症 例 と,甲 状腺疾患を合

併 しないそれ以外の原発性女性乳癌474例 の各背景

因子を比較すると(表3),平 均年齢では合併群が非

合併群に比べて約3歳 高 くなっているが,そ れぞ

れの年齢分布には差がなかった。また病期別には

合併群でTisや 病期1が 若干高率で,逆 に病期III

やIVの 進行癌が少な くなっている。 したがって累

積生存率は合併群でやや良好 となっている。

また甲状腺疾患 と乳癌の罹患時期 を表4に 示 し

た。乳癌手術以前から甲状腺疾患に対 して治療 さ

れている症例が17例 と最 も多く,全 体の53%を 占

めている。なお良性疾患は乳癌術後のfollowup中

に偶然発見された症例がより多くみられた。次に

同期間の乳癌 と他臓器重複癌は31例,6.1%に みら

れ,両 側乳癌 を除けば特に甲状腺癌が最 も多 く,

以下,子 宮癌,大 腸癌の順 となっている(表5)。 こ

のうち甲状腺癌 との重複癌10例 についてみると(表

6),1年 以内に手術 された同時性2例,1年 以上

の異時性8例 であり,同時性の症例No.2は 一期同

時手術例である。甲状腺癌の組織型では,濾 胞腺癌

は1例 のみで,他 はすべて乳頭腺癌であった。異

時性8例 では甲状腺癌の先行が6例 と多かった。

特に症例No.1か ら4で は術後10年 以上の長期間

に甲状腺剤 を投与されていた。乳癌組織型では非

浸潤癌1例,他 は浸潤癌,通 常型であった。 また

両側乳癌を2例 認め,さ らに3親 等以内の乳癌家

系を保有するもの2例,3km以 内の原爆被爆者は

実に半数にみられた。

最近3年 間に当教室で手術 した乳癌症例に対 し

て,術 前 甲状腺機能検査 を施行 した(図2)。 血清

TSH,フ リーT3,フ リーT4値 では大部分の症例が

正常値 を示 したが,異常値 を示 した症例ではTSH

高値,フ リーT3ま たはフリーT、低値を示す甲状腺

機能低下の症例が多い傾向がみられた。

3. 考 案

乳癌の発生や増殖に対 して,各 種のホルモンが

関与していることは良 く知 られている。特に性ホ

ルモンに関 しては,エ ス トロゲン・レセプター(ER)

などを介 したホルモン作用機構や,幾 つかの増殖

因子などの関与が徐々に解明されつつある2)。一方,

表2.乳 癌 症例 に おけ る甲状 腺疾 患発 生頻 度

(1965-1991年:広 島大学 第2外 科)

表3. 甲状 腺疾 患 を合 併 した乳 癌症 例

(1965-1991年:広 島大 学第2外 科)

表4. 甲状腺疾患合併乳癌の罹患時期
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甲状腺ホルモンも性 ホルモンの代謝を調節し,乳

癌の発育に対 して直接的あるいは間接的に影響を

及ぼ していると考えられてきたが,未 だ不明の点

が多い。

甲状腺疾患 と乳癌発生に関す る臨床的 ・疫学的

論文はこれまで も数多 く報告されている。そのな

かでも特に甲状腺機能低下症の患者に,乳 癌発生

の リスクが高い とする報告が多くみられる。Back-

winke1ら3)は 乳癌患者の18.5%に 甲状腺機能低下

症を認め,Hoffmanら4)も 機能低下症患者の2.8%

は数年以内に乳癌発生 を認めたと論 じている。 ま

たItohら5)は 橋本病患者における乳癌発生率は,わ

が国の成人女性の乳癌罹患率の約5.4倍 高率である

と述べている。また乳癌患者においては,血清TSH

レベルが上昇 しているとの報告 もあり,い わゆる

視床下部-下 垂体-甲 状腺系のホルモン動態 と乳癌

発生の リスクが何 らかの関係があると思われる。

基礎実験においても,ラ ットの甲状腺機能低下モ

デルを用いて,DMBAに よる乳癌発生率が,正 常

ラットより有意に高率であったと報告されている6)。

しか し逆に甲状腺機能低下症において乳癌発生率

は決 して高 くないとの報告7)もあ り,臨床症例では

一定の見解 を得ていない
。

当教室における乳癌 と甲状腺疾患の合併率は

6.3%で あ り,本邦の他の報告8・9)より若干高率であ

る。しか し,こ れは当教室の主な治療対象疾患の

偏 りや,被 爆者が他の報告者より多いなど10)のバイ

アスが加 わったため と思われる。また合併 した甲

状腺疾患の中では,甲 状腺治療開始時に機能充進

であった症例が最 も多 くみ られるが,治 療後にむ

表5. 乳癌と他臓器重複癌症例

表6. 乳癌 ・甲状 腺癌 の重複 癌症 例

262



乳腺 ・甲状腺同時検診の意義

しろ機能低下 となった後に乳癌発生をみた症例が

多 くみ られた。 したがって多 くの症例が甲状腺剤

投与を受けていたために,術 前のホルモン検査 で

はほ とんどの症例がeuthyroidで あった。

甲状腺癌 と乳癌 とのいわゆる重複癌発生は,そ

の発生機転 を考える上で非常に興味深い。Ronら11)

はConneticut Tumor Registryに て甲状腺癌患者

の2.1%(34/1,618)に 乳癌発生 を,また乳癌患者の

0.06%(24/39,194)に 甲状腺癌発生がみ られ,そ れ

ぞれの期待値 よりも有意に高率であると報告 した。

当科における乳癌506例 中10例,2.0%に 甲状腺癌

発生 を認め,ま た1971年 から1984年 の間に当教室

で施行 した甲状腺癌手術例は336例 あり,そのうち

2例(0.6%)が 乳癌発生を認めている10)。また重複

癌10症 例のうち,2例 に乳癌の家族歴が,5例 に

3km以 内の被爆歴があったこと,さ らに2例 に

両側乳癌発生 を認めたことなどから,特 に甲状腺

癌 ・乳癌の重複癌発生には共通のホルモンの影響

や遺伝的 または環境因子の関与が十分 に考えられ

る。

現在まで甲状腺ホルモンが乳癌の発育や増殖に

如何に関与 しているかを詳細に検討 した論文は少

ない。当教室で乳癌術前に甲状腺機能検査 を行 っ

た症例 では,若 干甲状腺機能低下 を呈す る症例が

みられたが,他の大部分の症例はeuthyroidで あり,

何 ら結論的なことは言えなかった。 しか し,甲 状

腺ホルモンが性ホルモンの代謝を調節 し12),また甲

状腺ホルモンの前駆物質であるヨー ド摂取の多い

日本女性において,乳 癌発生頻度が欧米に比 して

低率である事実13)などより,甲状腺機能 と乳癌発生

の リスクが無関係 とは思われない。Cerbonら14)は

T3-レ セプターが乳癌患者すべてに存在 したと報告

しているし,Mittraら15)も 甲状腺自己抗体の割合

は英国と日本の乳癌患者において差がないものの,

何 らかの相関があると述べている。

最近,ERと その一次構造でhomologyの 高い ト

リ赤芽球ウィルスの癌遺伝子v-erbAに 対応する

c-erbAのcDNAク 「ロー ンが単離 され,こ れが

甲状腺ホルモンレセプター遺伝子であること16)が証

明されて,ERと 甲状腺ホルモンレセプター との相

互作用が示唆 された2)。またエス トロゲンが視床下

部一下垂体系に作用 して,TSHの 分泌 を上昇させ

ることも証明されている17)。したがって乳癌の発生

や増殖に,直 接的あるいは間接的に,甲 状腺ホル

モンが関与 している可能性が示唆される。これに

ついては今後 さらに検討され,そ のメカニズムが

解明されるものと思われ る。

甲状腺疾患合併乳癌の予後についても,そ の報

告はまちまちで意見の一致 をみない。一方で乳癌

の予後を判定す る上でT4やTSHを はじめとする

甲状腺機能検査は,そ の1つ のパラメー ター とし

て有用 とする報告18)もある。当教室の症例において

図2. 乳癌 症例 におけ る術 前 甲状 腺機 能検査=デー タ(1989-1991年:広 島大 学第2外 科)
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は,合 併群 で生存率が良好であったが,術 直前の

甲状腺機能がほとん どの症例で正常であ り,ま た

合併 群で進行癌が少な く,且 つ比較的早期癌の割

合が高い傾向がみられた。 したがって両群の病期

をadjustす れば,ほ とんどその生存率に有意差が

ない ものと思われ,甲 状腺ホルモン自体が乳癌の

予後に如何に影響を及ぼすか を論 じることは困難

であった。

以上の ように,乳 癌発生の リスクにおける甲状

腺ホルモンの関与は,未 だ議論のあるところであ

るが,諸 家の報告や基礎実験結果 を考慮すれば,

それぞれがまった く無関係 とは言い難 く,したがっ

て乳癌検診における甲状腺疾患の発見 も乳癌発生

に対する危険因子の1つ として,十 分に考慮すべ

き項 目と考える。

わが国での乳癌集検による癌発見率は,検 診対

象婦人の約0.1%と 報告19)され,そ の成績は1日 当

たりの検診対象者数や繰返し検診者の割合などに

左右 され易い。これに対 して米国の集検(BCDDP)

の乳癌発見率は0。4%と,わ が国より遙かに高い頻

度である20)。これは米国女性が乳癌罹患率が高いこ

とや,基 本スクリーニングの手段 としてマンモグ

ラフィが導入 されていることなどが考 えられ る。

したがって,わ が国の検診に関 しても視 ・触診の

みで良いか否か,現 在ホットな議論が行われてい

るが,一 方で乳癌 ・甲状腺癌の同時検診の重要性

も論 じられている21)ことから,今後は本研究結果な

ども踏まえて,よ り精度の高い,よ り効率的な検

診体制が確立され ることを望むものである。

結 語

以上,乳 癌集団検診におけ る甲状腺検診の意義

について,当 教室の甲状腺合併乳癌症例を併せて

検討 した。甲状腺疾患 と乳癌発生の相関に関して

は未解明な部分が多 く残 されているが,乳 腺疾患

と同様,甲 状腺疾患 も女性に多い疾病の1つ とし

てまった く無関係 とは言い難 く,ま た甲状腺疾患

合併乳癌 で比較的に早期乳癌が多く,特 に甲状腺

癌 との重複癌例では遺伝 ・環境因子の関与が十分

に推測 された。 したがって乳癌検診時に甲状腺の

視 ・触診を行 うとともに,甲 状腺疾患の既往 など

を十分に聴取す る意義は大いにあるものと思われ

た。

本論文の要旨は,第2回 日本乳癌検診学会総会

(1992年11月12,13日,福 島市)に おいて発表 した。
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Significance of Mass Screening for Simultaneous Thyroid 

Disease and Breast Cancer

Tsuyoshi Kataoka1), Takahiko Gotoh1), Taro Okamoto1), Seiji Sadamoto1), 

Kiyohiko Dohi1), Masayuki Nishiki2), Yoshiaki Nakagawa3), Iwao Kawakami3) 

Second Department of Surgery, Hiroshima University School of Medicine1) 
Faculty of Health Sciences, Hiroshima University School of Medicine2) 
Health Welfare Center of Hiroshima Prefecture3)

Mass screening for thyroid disease simultaneous with breast cancer was started in 
Hiroshima Prefecture in 1985. A total of 146 cases of breast cancer and 56 cases of thyroid 
cancer were detected by the mass screening program, the detection rates being 0.05% and 
0.02% , respectively.

From 1965 to the end of 1991, 32 (6 .3%) cases of breast cancer associated with thyroid 
disease were found among 506 cases of primary female breast cancer in our department. Of 
these, 10 patients had thyroid cancer and/or hyperthyroidism, respectively.

The group of patients with both breast cancer and thyroid disease showed a rather 
early disease stage. Therefore, the cumulative five-year survival rate for patients with 
breast cancer and thyroid disease was higher than that of patients with breast cancer alone. 
Although no relationship between thyroid hormones and risk of breast cancer has been 
demonstrated, the significance of mass screening for thyroid disease combined with that for 
breast cancer for indicating any cause and effect is clinically indicated, especially for 
detection of early breast cancer.
Key words : mass screening, breast cancer, thyroid disease, multiple primary cancer, high 
risk, prognosis
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