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乳腺にできるしこりには、

良性腫瘍・悪性腫瘍・乳腺

症など様々な疾患がありま

す。その中で乳がんは近年

日本人女性で増加の一途

をたどっており、現在は一生

の内に20人に１人は罹患

するといわれるほど増加し

ています。全体で見ても、

胃癌・大腸癌を凌いで頻度

が１番多い疾患となってい

ます。特に30歳代から増加し、 40歳～65歳といった働き盛りの年齢層では、女

性のがんの死亡原因のトップが乳がん（年間１万人程度）です。 

 

乳がんはホルモン依存性に増加します。ホルモンはストレスや睡眠などとも

関与しているので、規則正しい生活を送る事が大切です。また、喫煙、過度の

飲酒、肥満、乳がんの家族歴もリスクを上げるといわれています。  

残念ながら、乳がんの予防法はありません。しかし、 早期発見の場合には、高い治癒率も期待できます。       

世界では助かる癌になりつつあるなかで日本ではまだまだ増加の一途をたどっています。その大きな

ポイントは早期発見、そのキーは２つ ①「セルフチェック」②「検診」です。 

①触診 

石鹸をつけて体を洗うときに、４本の指の腹を使ってくるくる

と乳房全体とワキの下までをクリームをすり込むような感覚で

まんべんなく触って、しこりや硬い部分がないかを確認します。 

 

②視診 

鏡の前にたって乳房の様子もチェックしましょう。次の点がポ

イントです。 

・左右の乳房の左右差：大きさ、色、ひきつれ、へこみ   

・分泌物の有無など 

 

I.セルフチェックの方法 
セルフチェック及び検診のイラストは、働く女性、働く母親のポータルサイト[DSquare]ディスクエアよ

り抜粋（ http://www.dsquare.jp/fb/health/1110pinkribbon.html） 

人口10万人に対する乳がん患者数（1980年と2000年の比較） 

年 

年 

http://www.dsquare.jp/fb/health/1110pinkribbon.html


 

 

Page 2 上五島病院情報誌    かっとっぽ  地域版 

●マンモグラフィー 

 専門のＸ線装置で、乳房を圧迫し平たく引き伸ばして撮影し

ます。ある程度の痛みは避けられませんが、病変をはっきりと

映し出すため、立体的な乳房をできるだけ薄く引き延ばして検

査します。検査で、しこりやしこりに触れない非常に早期の乳

がんでもみられる石灰化で診断が可能なこともあります。 

 マンモグラフィ検査で受ける被ばく量はわずかで安全です。  

 

●エコー 

 超音波検査は、触れてもわからない小さながんを発見、しこ

りの内部の状態を観察してしこりの原因を推定します。疼痛も

すくなく経過を観察検査が可能です。  

 

II.検診 

マンモグラフィーとエコーを行います。 

 マンモグラフィーやエコーでしこりや石灰化が見つかった場合にはそれがどのようなものなのか（悪性

なのか良性なのか）を診断するためにMRIや針生検などの精密検査を行っていきます。  

■乳がんの治療 

 顕微鏡の検査で癌細胞が見つかった場合には、乳がんの治療を行っていきます。 

 乳がんの初期治療は手術による局所療法、ホルモン療法（女性ホルモンを抑制します）、抗癌剤治療、

放射線治療と様々な組み合わせがあります。早期であればあるほど、乳房が温存できる可能性があ

がってきます。また、ホルモン療法や抗癌剤治療、放射線治療の併用を行う事で、根治度をあげていく

治療を行います。近年の治療法は発展しており、様々な薬剤が使用可能となっています。 

 

■さいごに 

 乳がんは癌患者でもっとも多いとされている一方で、検診受診率はまだ25%程度と低くなっています。    

 早期発見が大切であるので、身近なところから乳がん対策を行っていきましょう。 

（外科 堀川 修一）   

乳がん検診を希望の方へ 
乳がん検診の受診方法としては、以下のものがあります。 

●社会保険本人の場合● 

年齢による対象者の方には、勤務先の事業所あてに通知がありますので、その年に受診すること     

ができます。勤務先の事業所を通してお申し込みください。詳しくは勤務先の社会保険事務手続き担

当の方にご確認ください。 

●国保及び社会保険家族の場合● 

役場の実施する乳がん検診を受診することができます。回覧板などで案内がありますので、お問い

合わせおよびお申し込みは役場本庁および支所へお願いします。 

 また、平成24年度については未定ですが、平成22年度・平成23年度には国の事業として年齢による

対象者の方あてに無料のクーポン券が送付され、8月から12月にかけ乳がん検診が行われました。 

 積極的に乳がん検診をうけましょう！ 
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※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。 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

3月1日（木）           

3月2日（金）           

            

3月5日（月） 
渡邉先生 

午前（10時～）、午後 

穐山先生 

午前（10時～）、午後 
  

調先生 

午前 
  

3月6日（火） 
渡邉先生 

午前、午後（～16時） 

穐山先生 

午前 
      

3月7日（水）         
清水先生 

午前 

3月8日（木） 
松尾先生 

午前（10時～） 
    

枡田先生 

午前 
  

3月9日（金）           

            

3月12日（月） 
竹原先生 

午前（10時～）、午後 

原先生 

午前（10時～）、午後 
      

3月13日（火） 
竹原先生 

午前、午後（～16時） 

原先生 

午前 

武野先生 

午前（10時～）、午後 
    

3月14日（水）         
小川先生 

午前 

3月15日（木）           

3月16日（金）           

            

3月19日（月） 
池田先生 

午前（10時～）、午後 

前田先生 

午前（10時～）、午後 
      

3月20日（火）           

3月21日（水）         
竹中先生 

午前 

3月22日（木）           

3月23日（金）           

            

3月26日（月） 
岩田先生 

午前（10時～）、午後 

坂口先生 

午前（10時～）、午後 
      

3月27日（火） 
岩田先生 

午前、午後（～16時） 

坂口先生 

午前 

深江先生 

午前（10時～）、午後 
    

3月28日（水）         
富村先生 

午前 

3月29日（木）           

3月30日（金）           
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎耳鼻科、泌尿器科の月曜日朝の診療開始時刻は午前10時です。泌尿器科の第２週木曜日朝の診療開始時

刻も午前10時です。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H23年11月28日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

内科 

１ 診 三好 三好 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白濱 白濱 山崎 友廣 

４ 診   緒方   友廣 三好 

午後旧患   白濱 岸川/白濱 山崎   

神経内科 
第1週 調         

第3週 森         

循環器内科   隔週 長大       

総合診療科 八坂 八坂 山口卓 堀川 井手/(八坂) 

検診 山口卓 堀川 三好 三好 森井/(八坂) 

胃カメラ 本田、堀川 本田 緒方 岸川 緒方 

大腸ファイバー（午後）   本田 緒方 本田   

外科 八坂 八坂 堀川 八坂 堀川 

小児科 
午前 小森、久野 久野、小森 小森、久野 久野、小森 小森、久野 

午後   小森、久野 久野、小森 小森、（久野） 久野、小森 

産婦人科 
助産師外来 西山 西山 助産師外来 西山 

西山     西山   

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 出田 市村 出田 出田 

３ 診 出田   出田   （一宮） 

麻酔科 ペイン外来   山口卓   山口卓    

眼科 
午前 船越 船越   船越 船越 

午後           

泌尿器科 
午前 長大 長大   第2週 長大   

午後 長大 長大       

精神科 
吉冨 吉冨 吉冨 吉冨    

  吉冨 吉冨 吉冨    

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前         第1週 長大 

午後         第3週 長置 
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現在、上五島病院には２名の看護師がアイランドナースとして勤務しております。 

先月号の浦田さんに引き続き、２階病棟の川上さんより上五島病院での仕事の様子や感想などに

ついてご紹介させていただきます。 

 私がアイランドナースとしてこの上五島病院に来て、もう1年が過ぎようとしています。人見

知りの私なので､新しい環境で生活していけるのかとても丌安でした。そんな私を優しく迎え入れ

てくださり、ひとつひとつ丁寧に教えてくださいました。病院･病棟のスタッフの方々にはとても

感謝しています。 

 

 私が働いていたのは内科中心の病棟だったので、外科･整形外科の息者さんはほとんど看たこと

がありませんでした。手術看護や処置など初めて経験することばかりで、日々勉強になることが

たくさんありました。毎日忙しい病棟ですが、そんななかでも自分のした看護で喜んでくれたり

笑顔になってくれると、私の方が元気をもらえました。ほとんどが高齢の患者さんなので、私は

やっぱりお年寄りと関わって働くのが好きなんだと実感しました。 

 

 仕事以外では、病棟のスタッフの方々にバレーボールに誘っていただきました。大会でもア

タックはほとんど決まりませんでしたが久々にスポーツができて楽しかったです。この私がまさ

かAKB48を踊るとは思いませんでしたが、筋肉痛になりながら練習したのも、ミニスカートを

はいたのも楽しい思い出です。 

 

 私は島の出身ですが島で働くというのは初めてだったので良い機会をいただきました。また違

う病院を見て、働くということがとても刺激になりました。このような経験はなかなかできない

と思うので、今後もアイランドナース事業を継続していただきたいと思います。 

（アイランドナース 川上 由美）     

現在、上五島病院の会計前渡り廊下にて作品展を開催しております。 

絵画や屏風など、様々な作品を展示しておりますので、ご来院の際はぜひご覧ください。 
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○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

○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 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

 先日、インフルエンザの影響で思いもかけず、

魚釣りに出掛けることになった。 

なぜインフルエンザで魚釣りかと言えば、子供

が木曜日に発症→翌金曜日Ｂ型が確定→週末の予

定全てキャンセルとなり、何をしようかと思いつ

いたのが魚釣りだった。（子供の看病は？とかは

聞かないで (―_―)!! ） 

と、そんな感じで行った魚釣りだったので、皆

さんお察しの通り散々な釣果であったのは言うま

でもない。（こういう時は、釣りに限らず丌思議

と何をやってもよろしくない。） 

 それでも何とか釣れた魚を持ち帰り、刺身にし

て食す。 

子供が『お父さんが釣ってきた○○の刺身おい

しいね。でもクロの刺身の方がよかったなぁ』と、

一言余計ながらうれしそうに食べる姿を見ると、

釣果が散々で疲れていた心と体が癒される。  

～～  インチキ釣人インチキ釣人  ～～  

 そして、『そうか！わかった！今度は大きな

クロを釣ってきて、刺身食べさすからな』と 

懲りもせずに再起を誓うのであった。 

 

今回の釣行データ 

釣り餌代：1,772円、自分の餌代：606円、 

ガソリン代：約2,000円（走行距離116km） 

釣果：小アジ６匹(>_<) ｲﾀｯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ↑最近釣ってないねぇ(T_T)/~~~ 

（広報委員会 渡辺・馬込） 

  


