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●はじめに

　我が国では食生活の欧米化、 晩婚化、 少子化などのライフスタイルの変化を背景に、 乳がん

の発生率は年々増加しており、 女性が罹るがんでは最も多く、 年間４万人の女性が毎年乳がんと

診断され、 一生のうちに２０人に１人は罹るといわれています。 それほど身近な疾患となっている

乳がんですから、 しっかりとした知識を身につけて向き合っていくことが大切です。

　乳がんの発生は２０代からみとめられており、 ３０代後半から急増し４０代でピークを迎えます。

乳がんの決定的な予防方法というのはまだ発見されておらず、 早期発見することで治癒を見込め

る可能性も高まり良好な予後が得られるといわれています。

乳がんについて乳がんについて

日本女性における乳がんの年齢階級別罹患率・死亡率

医療法人社団プラタナス　女性のための統合ヘルスクリニック　イーク丸の内・表参道ホームページより抜粋
（http://www.ihc.or.jp/women/disease_01_01.html）

アラガン・ジャパン株式会社　乳房再建ナビより抜粋
（http://nyubo-saiken.com/cancer/）
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●乳がん検診

　セルフチェックで異常を発見したり自覚症状があ

る方は、 年代に関わらずすぐに医療機関で検査

を受けましょう。 症状のない方でも４０歳を過ぎた

ら２年に１回は乳癌検診を受けることが推奨され

ています。 検診は通常、 マンモグラフィにて行い

ます。 検診で異常を指摘された場合には医療機

関を受診してより詳しい検査を受けることが必要

です。 検診で異常がなくても、 セルフチェックと

定期検診を継続し、 異常が出現しないかを観察

していく必要があります。

＜乳がん検診をご希望の方へ＞

　自治体では、職場などでがん検診を受けられ

ない対象者の検診を実施しています。検診に関

する詳しい内容は、お住まいの役場や支所の窓

口へお問い合わせください。お勤めの方は、ま

ず職場でがん検診を受けることができるのか確

認をしましょう。職場などで受診できない場合

には役場、支所の担当窓口へご相談ください。

●診断

　自覚症状や検診で医療機関を受診すると視診

や触診、 エコーによる検査、 MRI や針生検とい

う直接細胞を調べる検査で確定診断を行います。

●治療

　乳がんと診断されたら治療を行っていく必要が

あります。 乳がんの治療には手術療法、 ホルモ

ン療法、 化学療法、 放射線療法などがあり、 こ

れらを組み合わせて行います。 乳がんは比較的

性質の良いがんの一つであり、 また近年乳がん

の治療は大きく発展を遂げており、 早期発見す

れば治癒、 そして乳房の温存が可能となる可能

性が高くなります。 たとえ進行していたとしても患

者さんの状況に応じた有効な治療手段があります。

◆さいごに

　乳がんは日本人にとって身近な病気となってい

る一方で、 まだまだその検診受診率は低いとい

わざるを得ません。 確実な予防方法がないため

早期発見に努めることが良い治療にもつながりま

す。 女性だれしもが関係のある乳がんについて

のお悩みは、 １人で抱え込まずに医療機関を受

診してご相談ください。

（外科　糸瀬　磨）

●セルフチェック

　乳がんは自分で発見できる数少ないがんの一

つであり、 自己検診が大切です。

【セルフチェックの方法】

a. 鏡に向かい、 乳房の変形や左右差がないかを

チェックする。

b. 渦を書くように手を動かして、 指で乳房にしこり

がないかをチェックする。

c. 仰向けになって外側から内側へ指を滑らせ、

しこりの有無をチェックする。

（実施時期）

　閉経前の人は、 月経終了後１週間くらいの間に

行いましょう。 （排卵から月経終了までは乳房が

張るため。）

　閉経後の人は毎月、 日にちを決めて行うとよいで

しょう。

セルフチェックのイラストは、コニカミノルタ　ピンクリボン運動より抜粋
（http://www.konicaminolta.jp/pinkribbon/check/index.html）



Kamigoto Hospital
Page 3 上五島病院情報誌　かっとっぽ　地域版

　摂食 ・ 嚥下障害看護認定看護師は、 日本看

護協会の認定看護師制度に基づき、 登録され

ます。

　実務経験５年以上を有し、 そのうち、 ３年以

上は摂食 ・ 嚥下障害看護分野の経験があるこ

とが受験資格です。 該当教育課程を修了し、

日本看護協会が実施する認定審査に合格して

初めて、 摂食 ・ 嚥下障害看護認定看護師とな

ります。

　みなさんは、 食べることはすきですか？

おいしいものを食べると、 幸せな気分になりま

すね。

　「食べる」 ことは、 活動のためのエネルギー

補給や、 体の機能改善だけでなく、 生活する

うえでの楽しみでもあり、 生きる喜びにもつな

がっています。

　しかし、 食べる機能が低下すると、 しだいに

全身の機能低下が起こり、 その結果、 生活の

質 （ＱＯＬ） を落としてしまいます。

　では、 食べられるためにどうすることが大切

なのでしょうか？

　●安全で効果的な環境調整をする

　●脳機能の活性化を図る

　●口腔を清潔にして、 食べる準備運動を行う

　●呼吸を良好にする

　●安定した姿勢 ・ 体位を工夫し保持する

　●一口量やペース配分を調整する

　●摂食用具を工夫する

　●自分で食べられる工夫をする

　●食後の口腔や体位に留意する

　●意欲を支持する

　経口摂取をするために、 大切な条件を書きま

したが、 私たち医療者は、 これらの条件がそ

ろうことを待つのではなく、 この状態を作り出す

ことが大切です。 摂食 ・ 嚥下障害看護認定看

護師は、 これらの条件が少しでも早く整えられ

るようにする役割があります。 そして、 看護を

継続していくためのチームでのかかわりを調整

していく役割を担っています。

　私たち医療者は、 患者さんにとっての 「食べ

る意味」 をしっかりと考え、 支えていく立場に

あります。 「食べる」 ことを通して、 患者さん

一人一人の 「安全 ・ 安楽 ・ 自立」 を、 支えて

いけるよう頑張っていきたいと思います。

（摂食・嚥下障害看護認定看護師　山野　則子）

摂食・嚥下障害看護認定看護師ついて摂食・嚥下障害看護認定看護師ついて
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平成 26 年 10 月の特診外来予定表平成 26 年 10 月の特診外来予定表平成 26 年 10 月の特診外来予定表

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★　午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
　　9：00 ～ 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。

★午前、午後
森先生
★午前

江口先生
★午前、午後

土居先生
★午前、午後

大庭先生
★午前、午後

10月1日（水）
富村先生

午前

10月2日（木）

10月3日（金）

10月6日（月）
畑地先生

10月13日（祝）

★午前、午後10月20日（月）
渡邊先生

★

午前、午後（～15時）
大庭先生

竹原先生
★午前、午後

午前、午後（～15時）
竹原先生

松尾先生
★午前、午後

午前、午後（～15時）
松尾先生

10月7日（火）

10月8日（水）

畑地先生
午前

★
渡邊先生

午前

★午前、午後

調先生
★午前

10月27日（月）
駒澤先生

★10月28日（火）
駒澤先生

午前

★
北岡先生

午前

原先生
午前

10月14日（火）

10月15日（水）
鍬塚先生

午前

10月16日（木）

計屋先生
★午前、午後

10月21日（火）

10月22日（水）
竹中先生

午前

10月23日（木）

10月17日（金）

午前、午後（～15時）
計屋先生

10月24日（金）

竹原先生
★午前、午後

10月29日（水）
富村先生

午前

10月30日（木）

午前、午後（～15時）
竹原先生

10月31日（金）

10月9日（木）

10月10日（金）

泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科
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手作りシュウマイは作るのも楽しいし、さっと包んで蒸すだけなので、ギョーザよりも

手軽にできます。

玉ねぎが多めで、柔らかジューシー！大葉とチーズもよく合います。

【材料】（２５個前後）３～４人分

【作り方】

①材料を上から順番によく混ぜる。

　最後に、スライスチーズと大葉を粗めの

みじん切りにして加える。

②シュウマイの皮で包む。

　（中身は１個２０～２５ｇ程度）

③１２～１５分強火で蒸して、できあがり！
【栄養価】（６個分）

エネルギー：260kcal/ 蛋白質：16．3ｇ

脂質：12．5ｇ/ 塩分：1．0ｇ+ ポン酢の塩分

（ポン酢…大さじ１杯で約 1．5ｇの塩分を含みます。）

栄養管理室のオススメレシピ

～　焼売（シュウマイ）　～～　焼売（シュウマイ）　～～　焼売（シュウマイ）　～

栄養士からのアドバイス

・豚ひき肉……………………２５０ｇ

・こしょう…………………………少々

・醤油…………………………小さじ２

・オイスターソース…………小さじ２

・酒……………………………大さじ１

・水……………………………小さじ２

・卵白…………………………卵１個分

・生姜のみじん切り…………大さじ１

・ごま油…………………大さじ１／２

・玉ねぎみじん切り

　  ………半個分（１００～１３０ｇ）

・スライスチーズ…………………１枚

・大葉……………４～５枚（お好みで）

・シュウマイの皮…………２５枚前後

・ポン酢…適量（ゆずポンがオススメ）

●ひき肉に混ぜる具は何でも OK です。

包んだ仕上がりが少々乱れても、 蒸し

あがるとほとんど気にならないので、 小

さなお子さんでも楽しくクッキングできま

すよ。 冷めても柔らかくおいしいので、

おもてなしやパーティーの１品にもぜひ。

●シュウマイをおかず （主菜） にすると

きには、 お野菜のお料理 （副菜） も添

えていただいてくださいね。
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１０月１９日（日）、第３回上五島病院フェスタを開催いたします。
皆さま、ぜひご来院ください。

第３回上五島病院フェスタ開催決定 !!第３回上五島病院フェスタ開催決定 !!第３回上五島病院フェスタ開催決定 !!

※内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。
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　はやくも 10 月となりました。今年は厳

しい残暑が続くかと思いきや、やはり季節

どおり涼しくなってきました。

　○○の秋という言葉がありますが、ひと

それぞれです。趣味として何かを始めるの

にもってこいの季節が秋だと思います。

　私の趣味は、下手の横好きではあります

が、釣りです。釣りを始める前、釣り人を

見ては「何が悲しくて、強烈な匂いのする

餌を撒いて、寒いのに（熱いのに）何時間も磯の上で過ごすのか？」と

いう思いでおりましたが、ある時、友人に誘われ釣りに行ったところ、

ビギナーズ○○で大物を釣ってしまい、それから釣りバカになってしま

いました。当然の如く毎週土日は釣り三昧。冬場には遥か男女群島まで

何度も出かけておりました。ここ数年、体力の限界と資金不足により釣

りへ行く機会は減りましたが、久しぶりに行ってみようかな…と考えて

います。

　最後に釣りに関する中国の古諺を………。

　　一時間、幸せになりたかったら酒を飲みなさい。

　　三日間、幸せになりたかったら結婚をしなさい。

　　八日間、幸せになりたかったら豚を殺して食べなさい。

　　永遠に、幸せになりたかったら釣りを覚えなさい。

　　（※何事も限度というものがあります。趣味の範囲を超えない程度で

……。）

　１０月は季節の変わり目で体調を崩しやすくなります。みなさんも体

調管理に気を付けてお過ごしください。

（奈良尾医療センター　松村）

○基本理念

　地域と共に歩み、

　　　　　　信頼され親しまれる病院

○５つの行動目標

①信頼と満足の得られる医療の提供

②地域の基幹病院としての診療機能の

　充実

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化

⑤地域における疫学研究と医療従事者の

　教育・研究の推進

長崎県上五島病院

〒857-4404

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11

電話　0959-52-3000

F A X　0959-52-2981

Email　kamihp@gold.ocn.ne.jp

URL　http://www.kamigoto-hospital.jp

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ

ください。

編集 ・ 発行 ： 上五島病院広報委員会　　2014.10.1 発行　　発行責任者 ： 八坂貴宏
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