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乳房再建用組織拡張器および人工乳房の被膜に関する研究 
 

1. 研究の目的 

乳房再建用組織拡張器および、乳房インプラント周囲被膜内に残存するインプラント断片の有無

および、細菌叢の把握を行う。これにより、将来インプラント抜去を行う症例での被膜除去の必

要性を評価する。 

  

2. 研究の背景及び意義 

 ＜乳房インプラントおよび乳房再建に関する基本的事項＞ 
乳房インプラントとは、乳房再建および乳房増大術（整容改善目的）に使用される医療機器で乳

房再建時には通常大胸筋下、乳房増大術時には乳腺下もしくは大胸筋下に挿入される。乳房イン

プラントの表面構造はつるつるとしてスムーズタイプと呼ばれるものと、ざらざらとしたテクス

チャードタイプと呼ばれるものに大きく分類される。また乳房再建術において、乳房インプラン

トを挿入する空間を作成する医療機器として組織拡張器というものを用いることがあるが、この

表面構造も同様につるつるとしたスムーズタイプとざらざらとしてテクスチャードタイプが存

在する。 
乳房再建の方法は数多く存在するが、乳房インプラントを用いた乳房再建術とは一般的には乳癌

に対して乳房切除術を受けた直後（一次再建）もしくは時間をあけて（二次再建）から組織拡張

器を大胸筋下に挿入し、徐々に乳房を再建するのに十分な皮膚を拡張したのちに、組織拡張器を

とりだして乳房インプラントに入れ替えるという手術である。この入替手術の際に、乳房形態を

整えるために組織拡張器周囲に形成された被膜を切除するかどうか、どの程度の量を切除するか

は術者により異なる。 
 
 ＜背景＞ 
2016年に乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫（以下BIA-ALCL）という疾患がWHOによ

り分類されたが、その原因・発生機序については不明である1。本疾患は乳房インプラント周囲

に形成された被膜内にT細胞性のリンパ腫が発生することが特徴である。2013年から2019年ま

で、本邦で薬事承認後に用いられた乳房インプラントおよび乳房再建用組織拡張器はアラガン

社の１製品のみであり、その外殻はBiocell®と呼ばれる素材であり、一般的にはマクロテクス

チャードタイプに分類される。この素材を用いた乳房インプラントにおけるBIA-ALCLの発生確

率は1/2200とされ、他の素材に比較して有意に高率であることが報告されたため2、2019年7月に

販売停止となった。2019年秋に、より安全性の高いスムーズタイプのインプラントの薬事承認

が得られ、2020年1月より安定供給がされ始めた。そのため、この期間に再建手術をうけること

ができなかったために、現在テクスチャードタイプの組織拡張器を挿入したまま再建を待って

いる患者が多いという特殊な状況にある。 

すでに使用ができなくなったテクスチャードタイプのインプラントを体内に埋入している患者

については、ガイドライン上は慎重な経過観察が推奨されてはいるが、BIA-ALCLの発生は術後

平均8-10年と言われており、将来的にはこれまで用いられていたテクスチャードタイプのイン

プラントの抜去を希望する患者や交換を希望する患者も想定される。その抜去術もしくは交換

術の際に、インプラントのみを抜去するので十分なのか被膜まで全切除すべきなのかについて

は明確な指標はない。 

 

＜意義＞ 

本研究の目的は、体内に埋入された乳房再建用組織拡張器や乳房インプラントを抜去する必要
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のある患者で、手術操作上必要なため切除破棄される乳房再建用組織拡張器および乳房インプ

ラント周囲に形成された被膜の一部を検体として採取し、被膜内のシリコンの断片の遺残の有

無および、その程度の経時的な変化を調べること、および被膜内浸出液の細菌学的特徴を調べ

ることである3-5。それにより、将来的に乳房インプラント類の摘出を必要とする患者に対して

被膜を全切除する必要性の有無を検討することを目的とする。また、現在BIA-ALCLの原因は未

知であるが、慢性の炎症が、T細胞の形成異常を誘導するという説があり、その一つとしてイン

プラント周囲のバイオフィルムの関与が疑われている6)が、被膜内の浸出液の培養結果から、被

膜内の細菌の存在の有無を調べることや、その他BIA-ALCL発生につながるような異常な細胞の

有無を確認することも目的とする。 

本研究は、これまでBiocell®を用いた素材しか用いられていない本邦において、実際に体内に

埋入されたBiocell®周囲の環境を多施設共同で症例を集めることができる貴重な研究であると

考えられる。 

 

3. 研究対象者及び適格性の基準 

3.1.研究対象患者のうち、3.2.選択基準をすべて満たし、かつ 3.3.除外基準のいずれにも該当

しない患者を対象とする。 

3.1. 研究対象患者 

倫理委員会承認後から 1 年間の間に、各研究機関において乳房再建用組織拡張器ならびに人工

乳房除去を伴う手術を行う患者 

3.2.選択基準 

①疾患名：乳房再建術後、乳房増大術後 

②性別：女性 

③年齢：20歳以上 

④患者の状態： 

a) 乳房再建用組織拡張器が挿入されており、乳房再建のために組織拡張器の抜去を予定し

ている患者。 

b) 人工乳房を用いた乳房再建術もしくは乳房増大術を過去に受けたことがあり、現在胸部

に人工乳房が挿入されており、何らかの理由により人工乳房の抜去を予定している患

者。 

 
3.3.除外基準 

①術前の感染症検査で梅毒、HBV、HCV、HIV 陽性の患者 

②主治医が本研究の対象として不適切と判断した患者 

③患者が研究不参加を申し出た場合 

 

4. 研究の方法 

4.1.研究の種類・デザイン 

多施設共同前向き観察研究 

 

実施体制 

杏林大学医学部形成外科 研究代表者：白石知大 

東京医科歯科大学医学部形成外科 研究代表者：森弘樹 

埼玉医科大学総合医療センター形成外科 研究代表者：山川知巳 

京都府立医科大学医学部形成外科 研究代表者：素輪善弘 

三井記念病院 形成外科 研究代表者：棚倉健太 
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この他 公募による施設群によって構成される。 

 

 

4.2.研究・調査項目 

各施設において、乳房再建用組織拡張器から乳房インプラントへの入替手術を行う患者、お

よび乳房インプラントから新たな乳房インプラントへの交換手術を行う際に不要な組織とし

て摘出される乳房用組織拡張器および乳房インプラント周囲の被膜の一部を研究用の試料と

して確保する。本研究を目的として追加で組織を採取することはない。確保された試料は、

パラフィン包埋および凍結保存を行う。パラフィン包埋した資料を用いて、HE 染色した標本

で異物の有無の評価を行い、CD30 の免疫染色を行うことで、CD30 陽性細胞の有無を確認

する。凍結標本については、特に重要だと考えられた検体で追加の検討を行う際に備えて保

存しておく。 
 
研究対象者の手術検体の採取部の特徴と採取した組織標本から下記の項目について評価を行

う。 

① 採取被膜の全体のなかでの位置 

② 検体の採取部位の肉眼的特徴 

③ 組織標本の形態的特徴 

研究対象者について、下記の診療情報を電子カルテより取得する。 

① 年齢 

② 体内挿入物の種類、型番 

③ 過去の乳房に関する病歴 

④ 既往歴 

⑤ 被膜内に浸出液があり、培養検査を行っている場合にはその細菌培養結果 

 
組織学的評価は各施設の状況に応じて形成外科医または病理の専門家が確認し、 終的な判断

が難しい場合は、この分野の第一人者である癌研有明病院病理部の竹内賢吾先生にコンサルト

を行う。 
 

各施設から得られた CRF の情報は研究代表者間で共有され、検討を行う。CRF には個人情報は

含まれないため、CRF の情報を電子化したものを電子メールで共有する。特に重要だと考えられ

た試料においては、研究機関間で試料の相互分譲（専門の業者による輸送）を行い、特殊染色、

電顕などを用いて追加の検査を行う。副次評価項目のバイオフィルムの有無については、京都府

立医科大学医学部形成外科（研究代表者：素輪善弘）に試料を分譲し検討を行う。バイオフィルム

の検出には、バイオフィルム検出ツール「CC ステップス 検体採取用メンブレンシート(SARAYA)」を用い

る。 

 
研究期間 
 研究期間：承認後より 2023 年 12 月 31 まで 
試料収集期間：組織拡張器の被膜：研究承認後より 1 年間 

        乳房インプラントの被膜：研究承認後より 1 年間 
 試料の保存期間：収集期間終了より 3 年間 

 

5. 評価項目 

5.1. 主要評価項目： 

① 組織標本内に異物が含まれるか否か 

② 組織標本内に異型細胞があるか否か 

③ 組織標本内に CD30 陽性細胞があるか否か 
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5.2. 副次評価項目：被膜内に浸出液があり培養検査を行っている場合にはその細菌培養結果、

バイオフィルムの有無、被膜の切除範囲と出血量、周術期合併症の有無（術後出血、血腫、感染

など） 
 

6. 統計的事項 

6.1. 目標症例数：100 例 

設定根拠：研究期間内に想定される症例の数を根拠に目標症例数を決定した。 

6.2. 統計解析の方法 

4.2 に示す標本から得られた特長（有意な所見の割合）と研究対象者の情報（挿入物の挿入

期間等の情報）との関連について統計解析ソフト Jump®を用いて検討を行う。 

 

7. スケジュールあるいは研究期間 

医学部倫理委員会承認後 ～ 2023 年 12 月 31 日 

 

8. 研究対象者に生じる負担並びに予測されるリスク及び利益 

8.1. 負担並びに予測されるリスク 

本研究に参加することによる研究対象者に生じる負担並びにリスクはない。 

組織拡張器から乳房インプラントへの入替手術を行う症例、および乳房インプラントから

乳房インプラントへの交換手術を行う症例において、手術の際に同時に切除される被膜を

研究対象とするため、本研究において患者の負担が増えることはない。 

8.2. 予測される利益 

本研究に参加することによる研究対象者個人への直接的な利益は生じない。研究の成果は、

将来のインプラント抜去時の被膜の処理方法（切除すべきか否か）に役に立つ可能性が考えら

れる。また BIA-ALCL の原因の解明の参考となる可能性もある。 

可能性は低いが、通常では発見されなかった病気が見つかる可能性があり、その場合は対象

者に通達する。 

 

9. 研究の科学的合理性の根拠 

インプラント周囲の被膜にインプラントの破片が存在するという報告はあるが、経年的な変化や、

その程度を評価した報告は少ない。本邦ではテクスチャードタイプの組織拡張器や乳房インプラント

のみが薬事承認されていたが 2019 年 7 月に使用不能となったため、現在テクスチャードタイプの組

織拡張器を挿入したまま再建を待っている患者が多い。また 2020 年以降に乳房再建用インプラント

の供給が再開されるため、このタイプの組織拡張器から乳房インプラントに入れ替える患者が多く期

待されるのは 2020 年であるため、多施設前向き研究を行う。 

目標症例数の設定根拠及び統計解析の方法は、6. 統計的事項に示す。 

 

10. 研究対象者からインフォームド・コンセントを受ける手続き 

研究責任者及び研究分担者は、倫理審査委員会で承認の得られた同意説明文書を研究対象者に渡

し、文書及び口頭による十分な説明を行い、研究対象者の自由意思による同意を文書で取得する。 
研究責任者及び研究分担者は、研究対象者の同意に影響を及ぼす情報が得られたときや、研究対

象者の同意に影響を及ぼすような実施計画等の変更が行われるときは、速やかに研究対象者に情報

提供し、研究に参加するか否かについて研究対象者の意思を予め確認するとともに、事前に倫理審

査委員会の承認を得て同意説明文書等の改訂を行い、研究対象者の再同意を得ることとする。 
同意説明文書には、指針で必要とされる内容を含むものとする。 
 

11. 個人情報等の取扱い 

① 研究に携わる者は、個人情報の取扱いに関して、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針」、「個人情報の保護に関する法律」及び適用される法令、条例等を遵守する。調査により
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得られた情報を取扱う際は、研究対象者の秘密保護に十分配慮し、特定の個人を識別するこ

とができないよう、研究対象者に新たに符号もしくは番号を付与する。本研究結果が公表さ

れる場合にも、研究対象者個人を特定できる情報を含まないこととする。また、本研究の目

的以外に、本研究で得られた情報を利用しない。 
 

12. 試料・情報の保管及び廃棄の方法 

【試料の管理】 

試料は、各施設の指定の部署で保管する。研究終了時（保存期間終了時）には各施設の試料の

破棄のルールに従い破棄を行う。 

 

【情報の管理】 

研究責任者は、研究等の実施に関わる情報は、電子媒体にパスワードをかけて教室内の鍵のか

かるキャビネットに、文書（申請書類の控え、通知文書、その他データの信頼性を保証するのに

必要な書類など）は教室内の鍵のかかるキャビネットに保管する。 

保管期間は、研究の終了から 3 年とする。 

保管期間終了後に紙媒体に関してはシュレッダーで裁断し破棄する。電子媒体は破砕して破棄

する。 

 

 

13. 研究機関の長への報告内容及び方法 

以下の場合に文書にて研究機関の長に報告する。 

1) 研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれのあ

る情報であって研究の継続に影響を与えると考えられるものを得た場合 

2) 研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれの

ある情報を得た場合 

3) 研究を終了（中止）した場合 

4) 研究の進捗状況（年に 1 回） 

 

14. 研究対象者の費用負担、謝礼 

研究に参加することによる研究対象者の費用負担は発生しない。また、謝礼も発生しない。 

 

15. 研究結果の公表 

本研究は、介入を行う研究ではないため、臨床研究公開データーベース等への登録は行わな

い。研究成果については、学会、論文等で発表予定である。 
 

16. 研究資金及び利益相反 

本研究は、研究責任者が所属する教室の講座研究費と日本乳房オンコプラスティックサージ

ャリー学会の研究費が取得できた場合にはこれを用いる。また、本研究に関して開示すべき利

益相反はない。 

 

17. 研究対象者等及びその関係者からの相談等への対応 

研究対象者やその関係者からの相談窓口は、各施設の研究責任者とし、連絡先を説明文書に記

載する。 

杏林大学医学部形成外科 研究代表者：白石知大 

       〒181-8611 東京都三鷹市新川 6-20-2  TEL   0422-47-5511（代表） 

  各施設の研究代表者 

 

18. 研究対象者から取得された試料・情報について、研究対象者等から同意を受ける時点では特
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定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性 

採取された試料は、研究対象者から同意を受ける時点では特定されない将来の研究に用いられる可

能性がある。研究対象者の健康、子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する情報まで検査を行う

ことは予定していない。 
①新たな研究を行う際は、改めて医学部倫理委員会の承認を得るとともに、研究機関の長の許可を

得たうえで実施する。 
② 新たに計画される試料の使用について、研究目的・調査内容・問い合せ先等、当該研究の概要を

実施施設（試料提供元ならびに試料提供先）において適切に通知・公開し、オプトアウトによる試

料提供者への適切な試料使用の拒否機会を与える。同意取得時点で軽微な変更（試料の病理学的、

生化学的な追加研究）の可能性について説明し、その点についての同意も確認しておく。 
 
19. 研究業務の委託 

研究に関する業務の委託はない。 

 
20. 研究の実施体制 

杏林大学医学部形成外科を主施設とする多施設共同研究である。 
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