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乳がんについて



　40歳以上の女性に対して、マンモグラフィ検診
が行われます。（図4）マンモグラフィとは、２枚の
板で乳房を挟んだ状態でエックス線撮影を行い、し
こりや石灰化を発見する検査です。異常があれば、
精密検査の受診を勧められます。
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はじめに

　乳腺外科は乳房に出来る病気、おもに乳がんに対
する診断と治療を専門とする診療科です。
　乳がんは日本人女性がかかるがんの中で最も数が
多く、国立がん研究センターがん情報サービスによ
ると、2018年に乳がんと診断されるのは94,519例、
2019年の死亡数は14,935人と毎年増加している病
気です。（図1）
　生涯で２人に１人ががんにかかる時代、がんは高
齢になってからかかる物と思いがちですが、乳がん
は若い人もかかる、他人事ではない身近な病気です。
（図2）乳がんは30歳代から増加していき、40歳代
後半から急激なピークを迎え、60歳代後半まで上
昇します。
　若いうちから検診をうける習慣をつけ、早期発見、
早期治療が出来るようにしましょう。

乳がんとはどういう病気？

　乳がんはおよそ９人に１人がかかり、年間の罹患
者数は９万人以上（国立がんセンターがん情報サー
ビスより）そのうち25％しか検診で見つかってい
ません。初期症状は乳房のしこり、乳首から赤い汁
が出る、乳房の皮膚のくぼみや引きつれ、乳首や皮
膚の赤み、ただれなどがあります。症状があれば検
診ではなく、病院で精密検査を受けましょう。

乳がん検診の現状

　検診を受ける目的は、乳がんを早期発見すること
です。早期乳がんは予後良好で、５年生存率は
95％以上（相対生存率：乳がん以外の死亡を補正
した生存率　ステージⅠ　100％　ステージⅡ　
96.1％）と、ほとんどの患者さんが完治することが
できる、予後良好な病気です。（表1）

　日本女性のがん検診受診率が諸外国と比べて低い
ことが問題となっています。（図3）

精密検査を受けてください、と
言われたら

　精密検査＝乳がん、とは限りません。
　精密検査で乳がんが見つかる確率は高くなく
2017年に日本対がん協会支部が実施した乳がん検
診では精密検査を受けた方の5.9％、検診受診者で
は0.24％で乳がんが発見されました。（図5）

乳がんの治療

　乳がんの治療では、手術、薬物療法、放射線治療
の３つが中心となります。
１）手　術
　乳がんの手術では乳房切除術（全摘）と部分切除
術（乳房温存）があります。部分切除術は病変の周
りを取り除く手術で、乳房切除術と比較し美容的変
化が小さく済む治療法です。温存乳房内再発を予防

する目的で、術後に放射線治療（後述）が勧められ
ます。できるだけ自分の胸を残したい、という患者
さんの要望にかなう治療法です。
　がんの大きさが３㎝以上であったり、複数の病変
があったりする場合には乳房切除術が勧められます。
乳房切除術は大胸筋と小胸筋を残してすべての乳房
を取り除く手術です。部分切除術と異なり、美容的
変化は大きくなりますが、現在は乳房切除後に乳房
を作る乳房再建が保険適応で行えるようになってい
ます。乳房の喪失という、患者さんの受けた大きな
ダメージを少しでも軽くすることが可能な治療選択
肢となっています。
　
２）薬物療法
　多くの方が、がんの治療では抗がん剤が必要とな
る、と考えておられるかもしれませんが、必ずしも
そうとは限りません。乳がんと一口に言っても病気
の量や種類によって最適な治療法は異なります。再
発する危険性の低い場合は抗がん剤治療を行う必要
はありません。手術後に主治医とよく相談して、最
適な治療の選択ができるよう提案しています。

３）放射線治療
　放射線治療を手術の項目でもふれたように、乳房
部分切除後に行うことで温存乳房内再発を低下させ
る効果が期待できます。そのほかの場合にも活用で
きる治療ですので、薬物療法と同様に、病状に応じ
て治療の必要性を決定します。

最後に

　乳がんは誰でもなる可能性のある身近ながんです。
自分のため、大切な人のため、定期的に検診を受け
ましょう。

■死亡、乳房　　■罹患、乳房

出典：国立がん研究センターがん情報サービス

図1：年齢調整罹患率と死亡率
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図3：乳がん検診（50～69歳）受診率の国際比較
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金鱗湖　由布市
湯布院を代表する観光スポットのひとつ。湖に温泉
が流れ込んでいる為水温が高く、寒い早朝は湖面か
らの湯気で幻想的な風景を見ることが出来る。ま
た、その水温の高さからテラピアなどの熱帯魚も生
息している。

吉野梅園　大分市
約450本の様々な梅が植えられている梅園。２月中
旬から３月上旬にかけて、甘い香りの漂う満開の梅
のトンネルを通ることが出来、早春に行われる梅祭
りでは、獅子舞や郷土芸能が奉納されている。
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行事食やオヤツについて
　年末から年始にかけて、利用者に喜んで頂いたクリ
スマスとお正月の行事食や、毎日楽しみにされている
施設での手作りオヤツについてご紹介いたします。
　クリスマスには、洋食メニューということでピラフ
はお皿に盛り、ポテトサラダは雪山に見立てて普段と
は違う演出で楽しんで頂きました。
　お正月には、おせち料理を昼食と夕食で召し上がっ
て頂きました。
　施設では食べやすいように調理に工夫をし、魚や肉
は容易に噛めるようにしています。レンコンなどの噛
みづらい野菜などは、長時間煮ることでホクホクの食
感になるように、ひと手間かけるようにしています。
　また、新年はじめて通所の利用者が来られる日の昼
食は「祝い膳」でお迎えしています。今年は、鯛の五
色揚げ・すり身の彩り蒸し・イクラ添え、口の中で溶
けるような綿羊羹などを召し上がって頂き大好評でし
た。
　施設でのオヤツも、週に３回ほど手作りの日を設け
ています。
　季節を感じられるオヤツや、利用者のリクエストを
お聞きしながら献立作成に取り組んでいます。
　クリスマスは、抹茶とバニラのムースを2層に重ね
苺のソースをかけたクリスマスムース、お正月には白
餡にピンクの色を付けた羊羹と芋羊羹を市松模様に組
合せた市松羊羹を召し上がって頂きました。
　利用者からのリクエストでは、焼きリンゴ・さつま
芋のオヤツ・テレビで見た五平餅・甘酒がありました。
　焼きリンゴは、紅玉を使い皮も焼き上げた後に余熱
を通し歯茎で嚙み切れるようにしています。さつま芋
の茶巾は、さつま芋のみで作ると飲み込みづらいので
こし餡を中に入れ、口の中に入れると餡と一緒に唾液
で溶け嚥下しやすいように作っています。
　五平餅は、喉に詰めやすいことから調理方法や食材
を工夫し、もち米は使用せず精白米を軟飯状態に炊き
上げ、潰さずに調理したことで、嚥下機能の低下した
方にも楽しんで頂きました。
　甘酒のリクエストをされた利用者は、嚥下機能の低
下から水分でのムセがみられた為、甘酒をババロアに
することで召し上がることができ、大変喜ばれていま
した。
　今後も、美味しく安全に利用者が笑顔になれるよう
な食事の提供に努めていきたいと思います。

おせち料理（昼食）

さつまいも茶巾

やわらか五平餅 甘酒ババロア

紅玉の焼きリンゴ

祝い膳

おせち料理（夕食）

お正月おやつ

クリスマスランチ

クリスマスムース

厚生連だより 大分 ５
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厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

認知症のはじまり
～もしかしてと思ったら～

① 塩分と動物性脂肪を控えたバランスの良い食事
② 深酒とタバコをやめて規則正しい生活を
③ 適度に運動を行い、足腰を丈夫に
④ 転倒に気をつけ、頭部打撲を防ぐ
⑤ 高血圧、高脂血症、糖尿病など
　 生活習慣病の予防、早期発見、治療
⑥ 興味と好奇心を持つ
⑦ 考えをまとめて表現する習慣
⑧ こまやかな気配りをした良い付き合い
⑨ いつも若々しく、おしゃれ心を忘れない
⑩ くよくよしないで明るい気分で生活する

　これらの10点を心がけ、何歳になっても楽しく自分らし
く充実した生活を送っていきましょう。
　健康管理センターでは認知症の前段階である軽度認知障害
（MCI）の検査が可能です。10分程度で行える簡単な対話
式テストです。気になる方はご相談ください。

認知症予防のためには

　年齢を重ねるにつれ、同じことを何回も言ったり、人や物の名前が出
てこない、置き忘れやしまい忘れなど、物忘れが増えたなぁと感じるこ
とはありませんか？
　加齢による物忘れは病気ではありません。しかし物忘れの中には脳の
病気によって生じる認知症が隠れている場合もあります。
　さらに認知症だけではなく甲状腺の病気やうつ病など他の病気が原因
で物忘れが生じていることもあります。
　認知症にはアルツハイマー型や脳血管性などいくつかの種類がありま
すが、早期に診断されることで進行を抑えるなど早めの対策が大切です。
気になる方は物忘れ外来へ相談してみてください。

オプションでの軽度認知障害（MCI）検査料金　 3,850円（税込）



生活習慣病が気になる人への 今月の一品
食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

慢性腎臓病（CKD） 腎臓は、老廃物の排出、血圧の調整や血液を作るホルモンを出すなど
さまざまな働きをしています。腎臓の障害（尿蛋白等）がある、腎臓

の働きが正常の60％未満の状態が3か月以上続いている状態を「慢性腎臓病（CKD）」と言います。CKDはメ
タボリックシンドロームとの関連が深く、誰でもかかる可能性があります。CKDは初期には自覚症状はほとん
どありません。CKDは早期に発見し治療することで改善したり進行が遅くなることが期待できます。しかしそ
のまま放置しておくと進行が進み、腎臓は体内の老廃物を十分排泄できなくなり透析治療や腎臓移植を行わなく
てはいけなくなる可能性があります。定期的に健康診断を受けたり、現在生活習慣病で受診されている方は受診
を中断しないようにしましょう。

CKD食事療法ポイントさっぱりソース焼きそば 材料（２人分）

中華めん ・・・・・・・２玉
豚ももうす切 ・・・・100ｇ
キャベツ ・・・・・・100ｇ
もやし ・・・・・・・・50ｇ
人　参 ・・・・・・・・50ｇ
　中濃ソース 大さじ1.5杯＜酢 大さじ  １杯
かつお節・青のり ・・・適量
油 ・・・・・・大さじ  ２杯

☆ソース＋酢で塩分控えめ、
　さっぱりいただけます
☆肉のかわりにエビやイカでも
　美味しいです

１、毎食主食＋主菜＋副菜をバランス
よく摂るようにしましょう

２、減塩を心がけましょう。
１日６ｇ未満が目安です

　CKDの病期（ステージ）にあった
食事療法が必要な為、病期によって
はタンパク質やカリウム制限なども
行う場合もあります。

１人分／469kcal　タンパク質19.5ｇ　塩分1.2ｇ

ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

４．公的医療機関としての使命

　大分県厚生連鶴見病院は、東部医療圏の医療を担う地域の中核病院としてその使命を果たし
ます。地域の救急病院および高度がん治療病院として、救急患者の積極的受け入れや高性能医
療機器の整備を行い、ＪＡ組合員や地域住民の健康を守ります。
　さらには、感染症指定医療機関として新型コロナウイルス感染症重点医療機関に指定され入
院治療を行っており、発熱外来など施設での受入体制を整備しました。また、感染拡大防止対
策を徹底的に行い、急性期医療提供体制の維持に努めて参ります。

内視鏡検査 血管内治療 心臓カテーテル治療 手術室

厚生連だより 大分 ７



　昨年末からの記録的寒波以降、

寒さの厳しい日が続いています。

九州でも路面凍結する箇所があ

り、地域によっては滑り止めタ

イヤが必要な場所があります。

どうぞ皆さん、事故には気を付

けて運転はご安全に。（M.M）

12月の健診/受診結果
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受診者数総合計
3,459名

（うちJA 833名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《12月健診》

東部事業部
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編集後記
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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健康の
ワンポイント

～冬場の運動は
　　　準備が大事～

　気温が下がると基礎代謝が高

くなり、エネルギーを消費しや

すいといった特徴があります。

しかし、寒さの影響で体温の発

散を防ぐために血管が収縮して

おり、心臓への負担が大きくな

るという点もあります。また、

筋肉も収縮している為、筋肉や

靭帯に対する怪我のリスクも上

昇します。

・温度管理を行うために、薄い衣
服を重ね着するなど服装に工夫
を行い温度管理をきちんと行う

・準備運動をしっかり行い、体を
温めて怪我の予防に努める

・水分管理をきちんと行う

・感染対策をきちんと行う

　コロナ禍ではありますが、きちんと準備してできる範囲で

しっかり運動しましょう！


