亡率が減少傾向にあるものの︑

2,000

す︶︒乳がんは︑内臓や骨にで

きるがんと違い身体の表面であ

る乳房にできるので︑ご自身で

触診することで発見できる可能

性がある数少ないがんです︒触

診でしこりを見つけるヒントと

最近︑乳がんの発症リスクへ

にゃくに黒豆が入っているよう

強い弾力性のある感じや︑こん

た褐色から黒色の分泌液症状を

んでは︑乳頭から血液の混じっ

ない乳房腫瘤です︒一部の乳が

状のうち

％以上は痛みを伴わ

性化したものです︒乳がんの症

の通り道である乳管の細胞が悪

細胞︑あるいは乳頭までの母乳

安などを解消するために︑遺伝

せん︒また︑遺伝的な疑問や不

リメントの摂取は推奨していま

だています︒特定の食品やサプ

良く食べるように心がけていた

すが︑食事についてはバランス

だくよう指導することもありま

飲酒などについては控えていた

ます︒乳房内の脂肪組織が少な

しかし︑検査にも限界があり

査等が行われます︒

影︶︑乳腺エコー︵超音波︶検

診︑マンモグラフィー︵Ｘ線撮

一般的な乳がん検査では︑触

︻乳がんの検査︼

めします︒

たところ乳がんが見つかるとい

まれに乳房痛を心配され受診し

乳腺症による痛みがあるので︑

乳腺症を併存している場合には

がある場合はホルモン変化によ

無いか確認してください︵生理

で乳房を触って︑硬いしこりが

には︑まず月に１回︑自分自身

乳がんを早期に発見するため

査をした場合︑乳腺組織も腫瘤

トの乳房をマンモグラフィー検

報告があります︒デンスブレス

性がデンスブレストであるとの

性はその割合が高く︑

80

かずひと）

和仁（はた

日本では依然として上昇傾向が
続いています︒いまや 人に１

しては︑メロンパンを押すと中

平成 年の乳がんが原因の年間

の関心が高まっています︒日本

に消しゴムが入っているような

人にものぼ

死亡数は１万３千

なコリコリした感じが目安です︒

ります︵表１︶
︒
︻乳がんと症状︼

認めることがあります︒通常︑

人に４人がこの

う人もいます︒特に片側だけに

り乳腺が張る場合があるので︑

％の女

痛みとしこりがある場合は注意

︵しこりや︑がん︶も白く描写

言われています︒しかしながら︑ ︻早期発見のためには︼

全世界の女性

カウンセリングも行っています︒ い乳房をデンスブレストと呼び︑

乳がんとは︑母乳を分泌する

240

乳がんと痛みには関連がないと

因果関係が認められている喫煙︑ 査を受けていただくことをお勧

乳癌学会の﹃乳癌診療ガイドラ

乳がんができやすい部位

しこりを認めた場合には必ず検

生労働省人口動態統計によると︑

人が乳がんにかかっており︑厚

12

イン﹄で乳がんの発症リスクの

26

その前後を除いた期間に行いま

タイプですが︑中でもアジア女

10

90

乳腺外科部副部長
2014 年
2013
2012
2011
2010
2005

欧米では乳がんの罹患率︑死

当センターの乳がん治療

7,763
8,000

い

10,721
12,000

畑
「女性の乳がんの死亡数」厚生労働省人口動態統計より

が必要です︒

01

9,171
10,000

2000
1995
1990
1985
0

1980

表１

5,848
6,000

4,922
4,141
4,000

13,148 13,240
12,455 12,731 12,529
人

14,000

（夏号）
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されるため︑雪山で白うさぎを
して病理診断︵組織診︶による

︻治療に関して︼

命を脅かす病気である﹂という

る︶細胞の診断を行い︑良性か

乳がんの可能性がある場合があ

で︑エコー︵超音波︶画像では

腺部分切除を中心に行っていま

手術に関しては乳房切除︑乳

にカルシウムが沈着する現象で︑ 針を総合的に定めています︒

判断しにくい石灰化した︵細胞

す︒最近では︑非浸潤性乳管が

術前後の化学療法などの治療方

を伺った上で︑手術の方法や手

最適治療で身体的にも精神的に

Ⅳ期以降でもオーダーメイドの

した治療が行えます︒進行度が

がⅢ期までの場合は完治を目指

と︑乳がんの進行度︵ステージ︶

︻最後に︼

ると考えています︒

ことを患者さんにきちんと理解

悪性かの判定を行っています︒

ん︑早期乳がんに対して皮下乳

も負担の少ない治療を提供した

そして︑それぞれの特徴に適

確定診断を行っています︒

正確な診断を行えるように︑マ

そして︑針生検︵病理組織診断

腺全摘手術を行った後︑形成外

いと考えています︒そのために

していただけるよう説明し︑チ

ンモグラフィーだけでなく︑よ

の１つ︶を施行した全ての症例

科と連携してティッシュ・エキ

当センターでは︑専門職種のス

した治療を行うに当たり︑患者

り画像精度の高いＭＲＩを積極

について︑病理医︑放射線医と

スパンダーという皮膚拡張器と

タッフが集まって︑最適な診断

場合によってはマンモトーム

的に用いて乳房内精査を行って

病理画像診断カンファレンスを

インプラント︵シリコン製人工

治療を行える体制を整えていま

ームで協議し︑その上で治療方

います︒加えて︑乳腺超音波認

行っています︒このように各分

乳房︶を用いた乳房再建手術も

す︒多職種によるチーム医療に

さんがどのような治療や生活ス

定技師と乳腺エコー検査画像を

野の専門医や認定技師とカンフ

行っています︒現時点で︑この

より︑より正確な診断を行い︑

といった機器を用い︑針で細胞

探すことに似ていると比喩され
るほど︑発見が困難な場合があ
ります︒

精査するカンファレンスを行う

度の高い診断につなげています︒ 乳房再建手術は再発リスクが少

ァレンスを行うことで︑より精

ない場合にのみ行っています︒

患者さんの病態・状況をスタッ

針を決めて行くことが重要であ

ことにより︑見逃しがなくなる

また︑乳がん看護認定看護師に

ご自分のお腹や背中の脂肪︑筋

フ全員が把握することで︑より

タイルを望まれているかご希望

ように努めています︒それ以外

よる専門外来なども設け︑患者

肉を用いて乳房の形を新たに再

最適な治療を提供できると考え

を吸引採取する検査を行うこと

にもマンモグラフィーやＭＲＩ

さんへの質の高いケアにも力を

現する自家組織を用いた乳房再

ています︒

当科ではそのような場合でも

の画像検査で異常を認めた場合

注いでいます︒

建に関しては︑そのような再建

ます︒

を提供していきたいと考えてい

早期発見︑早期治療ができる

には︑積極的に細胞組織を採取

そして︑組織診断で乳がんと

今後も積極的に新しい治療を

乳がん手術により乳房の形が

手術を得意としている病院に紹
なのか︑抗がん剤に再発予防効

変わることに強い不安を抱かれ

診断された場合には︑ホルモン

果が期待できるタイプなのかな

る場合︑乳房再建手術に目が向

取り入れ︑納得いただける医療

ど︑どんな特徴をもった乳がん

きがちですが︑﹁乳がんは︑生

介させていただいています︒

なのかを判定します︒

剤が効きやすいタイプの乳がん

MRI
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Research

リサーチ！検査で分かる病気④

貧血が分かる検査

乳腺外科部における
乳がん精密検査

異常あり

異常なし
乳がん検診をご希望の方は
健康管理センター乳がん検診係：073-422-4171
（予約受付時間14：00〜17：00）までご連絡く
ださい。
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などに伴う貧血

■ 急激に出血をした場合の貧血
■ 何らかの原因で赤血球が壊れやすく

なる溶血性貧血

MCV＝基準値

■ 血液が作られなくなる再生不良性貧血
■ 血を作る骨髄という臓器の疾患（造

血器腫瘍）

■ その他、様々な病態や疾患による貧血

MCV＞基準値

■ ビタミンB12や葉酸の欠乏が原因とな

る巨赤芽球性貧血

貧血に関連した検査の基準値
赤血球数

RBC

男：430万〜570万/μL
女：380万〜500万/μL

ヘモグロビン濃度

Hb

男：14〜18g/dL
女：12〜16g/dL

ヘマトクリット値

Ht

男：40〜52％
女：34〜45％

MCV

男：83〜101fL
女：79〜99fL

MCH

男：28〜35pg
女：26〜34pg

MCHC

31〜36％

赤血球恒数

一般的に乳がん検診は視触診検
診とマンモグラフィのセットです
が︑ 代〜 代の方は特に乳腺が
発達しており︑マンモグラフィ画
像だけでは腫瘤を見つけることが
難しい場合があります︒乳腺や腫
瘤の中の状態︑広がり具合まで詳
細に検査できる乳房超音波検査を
希望により乳がん検診に追加でき
るようになりました︒
生活習慣病健診や人間ドックと
の組み合わせ以外に︑乳がん検診
のみの申し込みも受け付けていま
すので︑気軽にご相談ください︒

定期的な自己検診

■ 慢性の感染症・慢性炎症・悪性腫瘍

表２

異常なし

異常あり

■ 鉄摂取量不足などによる鉄欠乏性貧血

20
30

乳腺疾患のトータル・ケア
を提案しています︒

１〜２年に１回
健康管理センターに
おける乳がん検診

MCV＜基準値

日本では乳がんが年々増加し︑
女性がかかる癌の第１位になって
います︒
当センターでは︑乳腺外科部と
健康管理センターが連携し︑乳が
んの検診サイクルをはじめとする
乳腺疾患のトータル・ケアを提案
しています︒
検診サイクルとは︑１〜２年に
１回専門医療機関での乳がん検診
と定期的に自己検診を行うことで
乳がんの早期発見を目指し︑異常
が疑われる場合には乳腺外科部で
精密検査を行う流れのことです︒

乳がんから自分を守るための
検診サイクル

赤血球恒数（MCV）
による貧血の分類（代表的なもの）

表１

「貧血」という言葉は、良く耳にすると思いま
す。貧血は腕などの静脈から採血をして、血液中
の赤血球の数やヘモグロビン（血色素）の濃度な
どを検査することにより分かります。
ヘモグロビンというのは、赤血球の中に含まれ
ているタンパク質で、酸素と結合して体中に運ぶ
役割を持っています。赤血球やヘモグロビンが減
ると体に酸素が行きわたらなくなり、めまい、息
切れ、顔色が悪いなどの症状が現れます。
ヘモグロビン濃度が13g/dL以下になると貧血傾
向であると言えますが、性別や年齢、妊婦など対
象者によって基準が少しずつ違います。
また、血液検査にMCV、MCH、MCHCという
項目があります。これらは赤血球恒数といって
「赤
血球の大きさ」や「ヘモグロビンの量」を平均し
た値であり、貧血を分類するための数値です。
赤血球の大きさを平均したMCVの値は、表１に
示したように基準値より大きいか小さいかによっ
て貧血を分類することができ、貧血の診断や治療
に役立ちます。また、その他の貧血に関連した検
査の基準値を表２に示しています。
ゆっくりと進行するタイプの貧血は、自覚でき
る症状が少ないため発見が遅れることがあり、注
意が必要です。黒い便が出るなどといった消化管

からの出血や、女性の月経過多や不正出血など明
らかな出血を認める場合、出血がなくても、ふら
つき、めまい、息切れ、顔色が悪い、疲れやすい
などを感じた場合には、貧血になっている可能性
があります。このような自覚症状のある場合には、
早い目に受診して血液の検査を受けることをお勧
めします。

管理栄養士

反対に避けるべき飲み物もあ

症予防に効果的な飲み物です︒

ている﹁経口補水液﹂も︑熱中

の水をお勧めします︒しかし︑

発汗の機能が低下し発症します︒ 多量に汗をかいた時に水ばかり

のバランスが崩れ︑体温調節や

飲むと体内の電解質の濃度が下

アルコールです︒これらには利

体温上昇︑めまい︑倦怠感︑意

に比べ︑体内の水分量が少なく︑ 濃度を戻そうと︑余計に水分を

尿作用があり︑体内の水分が排

ります︒コーヒー︑烏龍茶︑緑

排泄してしまい︑それが熱中症

泄されやすくなってしまうので︑

がり︑体液が薄まってしまいま

体温調節や発汗機能も低下して

の原因となります︒電解質を補

日常的に飲んでいる方は注意し

識障害など様々な症状を引き起

ず汗をかきやすい季節です︒汗

いるため︑暑さや喉の渇きを感

うものに麦茶やスポーツドリン

ましょう︒

茶などカフェインを含むものや

をかくのには︑体温調節という

じにくくなったり︑トイレを億

クがあります︒ただし︑スポー

適切な水分補給で熱中症を予

す︒そうすると身体は電解質の

重要な役割があります︒汗の成

劫がって行く回数を減らそうと

ツドリンクは糖分も多く含むの

こします︒特に︑高齢者は成人

分の大部分は水分で︑その他ナ

水分を控えたりして熱中症にな

（お好みでレモンの輪切りを入れたり、浮かべたりし

トリウム︑カリウムなど︑体内

材料を混ぜ合わせ、グラスに注ぐ。

防し︑暑い夏を乗り切りましょ

作り方

で︑一度にたくさん飲みすぎる

塩……………ひとつまみ

る方も少なくありません︒

砂糖……………大さじ１

う︒

レモン果汁……小さじ１

と血糖が急激に上昇してしまう

水………………200㏄

の水分量を一定に保ったり︑筋

を飲むと良いです︒汗をかきや

材料（１人分）

熱中症の予防として最も重要

質も排泄されてしまいます︒も

すい運動時や入浴の前後︑就寝

ビタミンＣ…2.5㎎

レモンに含まれるクエン酸は、疲労回復にも効果
的です。
こまめに飲めるように多めに作った場合は、冷蔵
庫で保存し、早めに飲み切りましょう。

肉や神経のはたらきに関わる電

ともと人間は︑尿や便︑呼気な

前︑起床時には必ず水分を摂り

エネルギー……5㎉

なことは︑上手な水分補給です︒ ので注意しましょう︒市販され

Ｌもの

ましょう︒特に就寝前は︑夜中

栄養量（1人分当り）

解質で構成されています︒これ

水分を失います︒多量に汗がで

トイレに起きるのが面倒で控え

水分が一切取れないので︑その
次に飲み物の選び方です︒こ

分の事前の補給が必要です︒
熱中症は︑気温や室温が高い

簡単
スポーツドリンク

らは血液から作り出されていて︑ 喉が渇いたと感じた時は︑既に
水分が不足してきています︒補
で︑こまめにコップ半分から１

血液中の血漿という液体成分が

杯程度︵ 〜 ミリリットル︶

給してすぐには吸収できないの

汗を多くかく夏場は︑水分と

汗としてだされます︒
ともに体内の調整役である電解

ると体内の水分量が不足し︑発

る方もいますが︑睡眠中には
にこもって﹁熱中症﹂につなが

どによって︑１日に約

汗できなくなって︑体温調節が

〜 ミリリットルの汗をかく上︑

200

うまくできなくなり︑熱が身体

100

まめな水分補給としては︑常温

ることがあります︒

300

2.5

環境下で︑体内の水分や電解質

ても）

500

智尋
川本

いよいよ夏本番︑昼夜を問わ

熱中症を
予防する水分補給！

医療技術部・栄養課
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熊本地震に職員70名を派遣
４月14日（木）午後９時26分、16日（土）午前１時25分と２度
にわたり最大震度７の地震に見舞われた熊本に職員を派遣しまし
たので、ご報告します。
発災直後から救護派遣要請に備え、救護チームを編成し、携行
医薬品、救護活動資材の準備に取りかかりました。４月14日夜時
点では被害が限定的であったため、九州地方の赤十字病院の相互協力で被災者の救護活動を行うこと
が決定されましたが、16日未明の本震後、DMAT
（発災直後の災害急性期に活動する医療チーム）の派
遣を皮切りに、赤十字常備救護班を５班派遣しました。また、震源地近くの熊本赤十字病院を支援する
チームを７班、
「こころのケア」活動を行う看護師、臨床心理士など総勢70名の職員を派遣しました。
現地では、被災者への診療のほか、避難所の感染症対策、避難所の医療ニーズ調査、巡回診療、こ
ころのケアなど活動は多岐にわたりました。主に活動した南阿蘇地域では、阿蘇大橋の崩落や地元病
院の閉院などにより継続的な医療支援が望まれ、地元のニーズに沿って他の支援団体、地元医師会や
保健所、全国から参集した赤十字の救護班と連携した活動を行いました。
復興支援は、まだ始まったばかりです。被災された方々が１日も早く元の生活へ戻れること、近づ
けることを祈念するとともに、私たち赤十字の救護活動に今後もご理解・ご支援賜りますよう、お願
いいたします。

『らくらく介護教室』のご案内

参加
無料

楽に、楽しくお世話する方法を試してみませんか？
着替え、車イスへの乗せ方、オムツ交換など、家庭
での介護に関する無料のミニ講習会です。
どなたでも気軽にご参加ください。
開催日時：火曜日・水曜日 10：30〜11：30
※開催日は、７月１日現在の予定で掲載しています。
場
所：西館１階102会議室
変更する場合は、院内各所にポスターを掲示します。
講
師：赤十字健康生活支援講習指導員（看護師） 電話でのお問合せは、看護部（073-422-4171）まで。
開催日

講習内容 高齢者に起こりやすい
事故の予防と手当て
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開催日

講習内容 食事のお世話

開催日

講習内容 とっさの時の手当て

医療連携ネットワークの
登録医について
当センターは地域医療支援病院として、地域の病院や診療所・医院の先
生方との連携協力を推進しています。
初期診療や普段の健康管理は「かかりつけ医」の先生方に担当いただき、
専門的な検査や入院治療、手術などは当センターが担うことで、
患者さんに適切な医療をスムーズに提供したいと考えています。
当センターでは、「かかりつけ医」である地域の先生方との
連携を緊密にするため、
「医療連携ネットワーク登録医制度」
を
設け、平成28年６月末現在632名の先生方に会員として登録い
ただいています。
登録医の先生方には額入りの『会員証』をお渡ししています。
また、当センター本館１階にも会員一覧表を掲示しています。

人間ドック

中

申

みなおしてみませんか あなたや家族の健康を

1

ドック

脳

Ｂコースを基本
に、腫瘍マーカ
ー、梅毒反応、
乳がん、子宮が
ん 他

女性用腫瘍マーカー

4,968円

（AFP、CEA、CA19-9、CA125）

肺がん腫瘍マーカー

3,672円

（シフラ、NSE、CEA）

前立腺がん（PSA）
甲状腺ホルモン（TSH、FT4）
Ｃ型肝炎
BNP検査（Ｂ型ナトリウム利尿ペプチド）
ヘリコバクター・ピロリ菌検査

ドック

28,080円

生活習慣病
予防健診
一般健診

1,944円
4,687円
3,780円
2,160円
2,160円

（35歳〜74歳）

7,038円
付加健診

乳がん検診

5,875円

（視触診・マンモグラフィ検査をセットで実施します）

乳房超音波検査

3,780円

（但し、この検査は乳がん検診の受診者のみが対象です）

（40歳・50歳のみ）

11,752円

28,944円
15,552円
15,552円

婦人科検診

︵ 税込︶

診察、胸部ヘリ
カルCT、喀痰細
胞診、血液、腫
瘍マーカー 他

頭部MRI検査
頭部CT検査
胸部ヘリカルCT検査

︵ 税込︶

診察、頭部MRI・
MRA、頸部血管
超音波、心電図、
動脈硬化測定、
血液、尿 他

72,360円

4,968円

（AFP、CEA、CA19-9、PSA）

放射線関係

︵ 税込︶

61,560円

Ａコースに加え
て、腹部超音波
検査、HbA1c、
聴力

肺がん
︵ 税込︶

ドック

42,660円

ドック

男性用腫瘍マーカー
︵ 税込︶

内科検診、尿、血液、
心電図、肺機能検査、
胸部X線、便、食道
胃・十二指腸X線検
査又は胃内視鏡検査、
眼底検査 他

Bコース

︵ 税込︶

36,720円

︵ 税込︶

Aコース

ドック

☎073-422-4171
血液関係

2日

日

健診課

オプション検査

1

日

お問い合わせ先

付
込受

子宮がん検診（経膣超音波検査を含む） 5,400円
HPV検査
4,860円
（但し、この検査は子宮がん検診の受診者のみが対象です）
その他

※健康診断の結果、外来受診が必要な方は予約手続きをさせて
いただきますので、電話にてお問い合わせください。
※健診当日は、駐車場を無料でご利用いただけます。

骨密度
3,240円
腹部超音波検査
5,940円
睡眠時無呼吸症候群検査（SAS） 7,776円
（但し、この検査は二日ドックの受診者のみが対象です）
健康だよりVol.71/2016・夏号
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Ｗi-Ｆi 環境を整備しました
西館１階

平成28年４月、和歌山県Wi-Fi環境整備補

入院支援
説明室

助金事業により、当センター本館１階玄関ホ

ラウンジ

ジ、南館１階ラウンジの４ヵ所（図）に無料で

ATM

投薬窓口

1B

入院受付
1A

売店

で接続可能です。

診断書発行受付

フラワー
ショップ

駐輪場
（一部駐車場）

栄養相談室

続きで使用できます。１回15分、１日16回ま

ラウンジ

を選択し、メールアドレス登録による認証手

コーヒー
ショップ

レストラン

ートフォンなどの端末から
「WAKAYAMA̲FREE̲Wi-Fi」

1C

眼科

ール、救急外来室待ち合い、西館１階ラウン
使用できるWi-Fi環境が整備されました。スマ

1B ：整形外科
脳神経外科
神経内科
リウマチ科
神経救急部
漢方内科
感染症内科

合案内にご利用方法リーフレットを備えてい
ますので、お問い合わせください。

理容室・美容室

詳しい接続方法については、玄関ホール総

南館１階

高度救命救急センター
ER
待ち合い

車路
スロープ

▲主玄関
会計窓口
総合受付
患者総合相談支援センター

本館１階

個室のご案内

当センターでは、本館、南館の各病棟
に個室をご用意しています。より静かで
快適な空間で療養できます。トイレやシ
ャワーユニットの付いたタイプですと、
周りを気にせず、好きな時間にアメニテ
ィをお使いいただけます。
お部屋タイプや料金については、各病
棟スタッフステーションや入院受付で写
真付きの案内をご覧いただけます。
気軽にお問合せください。

南館の個室（トイレ付）

本館11階の特別室Ｂ

本館11階の特別室Ａ（和室付）

患者図書室のご案内
利用日時：平日９時〜５時
（但し、第３木曜日は２時
まで）
蔵書内容：医学・医療関連
図書、児童書、DVDなど約
1600冊。がん関連のパン
フレット等もあります。
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本館の個室

当センターは、敷地内禁煙です。
健康を守り、健康増
進を図る病院の社会的
使命から、駐車場（駐
輪場）を含む敷地内の
全面禁煙を実施してい
ます。ご理解・ご協力
をお願いします。

診 療 科 別 外 来 診 察表
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