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序　　文

　紡錘細胞癌は本邦では乳癌の0.08〜0.72%を占めると

される非常に稀な腫瘍であり，術前診断で鑑別に苦慮

した例の報告も見られる。

　今回，我々は針生検で紡錘細胞癌の可能性を指摘さ

れ，手術材料にて診断を確定した症例を経験したので

若干の文献的考察を加え報告する。

症　　例

患　者: 54歳，女性

主　訴: 左胸のしこり

妊娠歴: 2経妊2経産

月経歴: 満46歳時に子宮筋腫にて単純子宮全摘術を施行

既往歴: 胆石症 (46歳時)，子宮平滑筋腫 (46歳時)

家族歴: 特記すべきことなし

社会歴，喫煙歴: 特記すべきことなし，喫煙歴なし

職　業: 主婦

現病歴

　2011年3月，左胸のしこりを自覚し来院，乳房超音

波検査にて左乳房C領域に30.2 × 24.5 × 15.8 mmの低

エコー像を指摘された (Figure 1A)。マンモグラフィー

では内部に濃淡のある辺縁不整の結節が見られた

(Figure 1B)。胸部CTでは同部に造影増強効果を示す32

× 25 × 32 mmの辺縁やや不整な腫瘤が見られ，辺縁

部から周囲に向かって増強効果を示す棘状突起／毛羽

立ち状所見を伴っていた (Figure 1C)。MRIにおいても

造影T1強調画像で中心部に非濃染部を伴う腫瘤影が見

られた (Figure 1D)。胸部CTでは撮影範囲の頸部および

腋窩部の病的なリンパ節腫大は見られなかったが，

MRIでは腋窩リンパ節に濃染が見られ転移が疑われ

た。

入院時現症

　身長161.5 cm，体重63.3 kg，体温36.4℃，脈拍46/

min，血圧100/52 mmHg，血算および血液生化学検査に

は異常は見られなかった。

受診後経過

　病巣に対して穿刺吸引細胞診，針生検が行われた。

細胞診ではN/Cが高く増量したクロマチンを有する類

円形?紡錘形の異型細胞の不規則な小集塊が見られ，紡

錘細胞癌および間質肉腫などの非上皮系悪性腫瘍が疑

われた。組織診では紡錘形〜シート状の配列をとる高

度異型性の悪性腫瘍が背景に壊死巣を伴って見られ，

紡錘細胞癌が疑われた。術前化学療法の後，根治手術
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を行うことが推奨されたが本人，家族の希望により手

術を先行して行うこととなり乳房円状部分切除術+セ

ンチネルリンパ節生検が施行された。

病理組織学的所見

　左乳房には割面にて28 × 22 mm大の比較的境界明

瞭な腫瘤が見られた (Figure 2)。組織学的には腫瘤中心

部に広汎な壊死を伴っており，辺縁部の腫瘍細胞は顕

著な核異型を有する紡錘形細胞や類上皮様細胞の形態

を呈していた (Figure 3)。またこれらの形態を呈する腫

瘍細胞と上皮性癌細胞との間には移行が見られた

(Figure 4A)。類上皮様細胞は比較的大型の好酸性の胞

体を持ち，所々で敷石状に配列している部分も見られ

た。これらの病巣では多数の核分裂像が見られた。さ

らに隣接する乳管内には非浸潤性乳管癌による腫瘍の

広がりが背景病変として存在していた。以上より非浸

Figure 2.  Cut surface of the tumor.  The tumor exhibits
a whitish-gray nodule with massive necrosis.

Figure 3.  Histological findings of the tumor.  The
sarcomatoid spindle cells exhibit severe cytological atypia
(H&E ×100).

Figure 1.  A. Ultrasonogram shows an irregular-shaped low echoic area in the left breast.  B. Mammogram shows an
oval mass with spicules.  C. Computed tomography shows an enhanced mass lesion with spicules.  D. Magnetic
resonance imaging shows a heterogeneous hyperintence mass with a central low signal.
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Figure 4

乳腺spindle cell carcinomaの一例

潤性乳管癌成分を背景にした上皮性浸潤癌が次第に類

上皮様細胞から紡錘形細胞へと移行しているものと判

断された。免疫染色では非浸潤性乳管癌成分を背景と

する上皮性癌細胞から肉腫様の紡錘形細胞に至る一連

の癌細胞の全てにおいてestrogen receptor，progesterone

receptor，Her2は陰性であり，Ki67 indexは特に紡錘形

細胞では8 0 % 以上と高値を示していた。またC K

(AE1&3) は上皮性癌細胞，紡錘形細胞のいずれにも陽

性 (Figure 4B) であったが，紡錘形細胞では陰性のもの

も見られた。E-cadherinは上皮性癌細胞には陽性である

ものの紡錘形細胞では陰性であった。これに対して

vimentinは上皮性癌細胞には陰性であるものの紡錘形

細胞では陽性であった。上皮増殖因子受容体 (epidermal

growth factor receptor) (EGFR) は上皮性癌細胞，紡錘形

細胞のいずれにも陽性であったが，CD34，S-100はい

ずれにおいても陰性であった (Table 1)。以上の所見か

ら病理組織学的に紡錘細胞癌と診断された。静脈浸潤

や明らかなリンパ管浸潤はなく，廓清したリンパ節へ

の転移は見られなかった。

術後経過

　術後，残存乳腺への放射線照射 (50 Gy) の後，外来

にて補助化学療法としてEC療法 (Epi 148 mg + CPA 985

mg) とweekly PTX療法が施行された。術後6か月現在，

明らかな再発の徴候は見られていない。

考　　察

　乳腺の紡錘細胞癌は本邦では乳癌取り扱い規約第16

版の中で浸潤癌の特殊型のうち化生癌の一亜型に分類

されており1，全乳癌のわずか0.08〜0.72%を占めるに

すぎない稀な腫瘍である2。また世界保健機構の定める

ところの規約ではspindle cell carcinomaという名称その

ものが分類項目に挙げられていない3。にもかかわらず

その存在が良く知られているのは，診断確定のために

肉腫様の紡錘形細胞が実際に上皮性であることを証明

せねばならず，臨床現場において乳癌の鑑別診断を行

う際に時として問題になるからとも言える。近年，乳

癌の健診率の増加とともに針生検や穿刺吸引細胞診に

おいて紡錘細胞癌を含む鑑別診断が必要とされる頻度

は決して少なくない。またこの腫瘍は乳癌関連のホル

モン受容体やHER2の発現が全て陰性 (triple-negative

cancer) であることが多く，化学療法の成否が患者の予

後を大きく左右すると言っても過言ではない4。従って

針生検等の少量の採取組織から出来る限り正確な組織

診断をつけるためには免疫組織化学により細胞の性格

を評価することが欠かせない。本例は時には紡錘形細

胞のみから成ると思われる場合も存在するが，その場

合でも紡錘形細胞から上皮性癌細胞への移行部が存在

することがあり，丹念に検索することが必須とされ

る。免疫組織化学的には紡錘形細胞は一部のC K

A. The tumor consisted of sarcomatoid spindle cells and
epithelial cancer cells (H&E ×100).

B. Immunostaining with keratin (AE1&3) shows positive
results for the spindle cells as well as the epithelial cancer
cells.  Arrow indicates the junction between the two
elements (keratin [AE1&3] ×100).

Table 1.  Summary of immunohitochemical examination

Spindle cells Epithelial cells

Cytokeratin (AE1&3) + +
EGFR + +
E-Cadherin - +
Vimentin + -
S-100 - -
CD34 - -
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(cytokeratin) が陽性であるとされており，いくつかの抗

体を組み合わせて染色することにより紡錘形細胞がよ

り鮮明に描出される。自験例においても，紡錘形細胞

から上皮性癌細胞への移行部を組織学的に同定できた

こと，紡錘形細胞にCK (AE1&3) が陽性となったこと

により確定診断された。一方，一部の紡錘形細胞はCK

(AE1&3) を用いても陰性であったことは紡錘細胞癌を

念頭に免疫染色を行う上で注意すべき点として再認識

した。

　紡錘細胞癌はほとんどがtriple-negative cancerである

ため一般的には予後はあまり良くないとされている

が5，上皮性癌細胞と肉腫様の紡錘形細胞との割合が症

例ごとに様々であることから，それぞれの成分比に応

じた化学療法剤の選択が治療成績の改善に繋がると期

待されている。またEGFRを発現する癌に対してはす

でに肺癌，大腸癌で分子標的薬を用いた治療が開始さ

れており6，乳腺の紡錘細胞癌に対してもその応用が検

討されつつある。

　発生学で提唱された上皮−間葉転換EMT (epithelial-

mesenchymal transition) の概念が近年では癌研究におい

ても注目されている7。中でも上皮細胞のapico-basal極

性の形成と喪失は，乳癌における紡錘細胞癌のように

上皮性部分から間葉系の形態へ連続性に移行する像が

見られる腫瘍においてその役割が推察される。EMTに

関与する代表的分子としては従来TGFβ (tumor growth

factor) やE-cadherinなどが挙げられ詳細に解析されつつ

あるが8,9，乳癌のうちtriple negative cancerではEMTに

関与するとされる5個の遺伝子 (TWIST1，SNAIL1，

SLUG，ZEB1，FOXC2) の過剰発現が他のタイプの乳

癌と比較して有意に高いという報告がなされた10。

TWIST1，SNAIL1などの転写因子はE-cadherinの発現を

調節することが分かっており大変興味深い知見と言え

よう11。紡錘細胞癌と特定の遺伝子を関連づけた報告

はなされていないが，E-cadherinの発現低下は“部分的

な”EMTであり，紡錘細胞癌は“完全な”EMTの代表

的な事例であるという考え方が提唱されている12-14。さ

らにnon-coding RNA分子の一種であるmicroRNA-9

(miR-9) が乳癌細胞においてE-cadherinの転写を抑制す

ることも報告されており15，今後はこれらの研究を通

して紡錘細胞癌に対する分子病理学的な理解が深ま

り，新たな治療のための標的分子の開発に繋がるもの

と期待される。
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A case of spindle cell carcinoma of the breast
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A 57-year-old woman presented to our hospital with breast lumps.  Echo mammography revealed a firm mass
lesion.  Core needle biopsy was performed.  After breast cancer was diagnosed, a partial mastectomy was
performed.  Histopathologically the tumor was mainly composed of highly atypical spindle cells with a
background of massive necrosis.  There were intercalated epithelioid cells, which were directly connected to
the spindle cells and the ductal carcinoma cells.  Noninvasive ductal carcinoma is also seen around the main
tumor.

Spindle cell carcinoma of the breast is a rare cancer and accounts for only 0.08 to 0.72 percent of breast
cancer in Japan.  We report a case of spindle cell carcinoma of the breast with elements of intercalated epithelioid
cells as well as sarcomatoid spindle cells and pure epithelial cells.
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