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①乳房の
状態を知る

②早く乳房の
変化に気づく

③変化に気付いたら
すぐ医師へ相談する

④40歳になったら
乳がん検診を受ける

ブレスト・アウェアネス
4つの基本行動

①乳房の状態を知る

生活の習慣に乳房を意識することを気軽に取り入
れてください。

②早く乳房の変化に気づく

自分の乳房の状態を知ることが大切！
乳房を見て、触って、感じる

③変化に気付いたらすぐ医師へ相談する

乳房の変化がすべて乳がん症状とは限りませんが、
早期の乳がん症状の可能性もあります。なるべく
早く、乳がんの自覚症状に気づいて医師に相談す
ることにより適切な治療を早い段階で行うことが
でき、乳がんの進行を止めることや治る可能性が
高くなります。

気になることがあれば
　　まずは受診してください

④乳がん検診を受ける

乳がん検診の目的は、乳がんで亡くなる女性を減
らすことです。日本では40歳以上の女性に対して
2年に1回、マンモグラフィを使用した乳がん検診
が推奨されています。

しこり

乳頭からの分泌物

乳房の変化に一番早く気付けるのは自分！
気をつけなければいけない症状を知る

当院の乳がん検診は全員女性スタッフ！
安心して受診してください

へこみ・ひきつれ

乳頭や乳輪のびらん

　10月は乳がんの正しい知識や早期発見・早期治

療の大切さを伝える「ピンクリボン月間」です。

　乳がんは女性で最も頻度の高いがんで、罹患（病

気にかかる）率・死亡率ともに増加傾向にあり、

2019年の国立がんセンターの報告では、生涯に乳

がんを罹患する女性は9人に1人と推定されています。

しかし乳がんは早期発見・早期治療を行うことによ

り、完治を目指すことができます。

　この機会に自分自身の乳房についてよく知り、

日々乳房を意識する生活習慣を身につけましょう！

ー 日頃自分の乳房を「意識」していますか？

　「ブレスト・アウェアネス」とは女性自身が自分の

乳房の状態に日ごろから関心をもち、乳房を意識し

て生活することを言います。ブレスト・アウェアネス

は乳がんの早期発見・早期診断・早期治療につなが

る、女性にとってとても重要な生活習慣です。

　「ブレスト・アウェアネス」を身に付けるためには

以下の4つの項目を実行することが大切です。

特集
－Feature－ 　乳がん

～知ってほしい！自分の乳房のこと～

ブレスト・アウェアネス
（乳房を意識する生活習慣）
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＼　乳がんについて皆さんの疑問にお答えします　／

乳がんのリスクについて知りたい！
家族に乳がんの人が居なかったら
乳がんにはならない？

Q1

乳がんは女性ホルモン（エストロゲン）に多く影
響されるがんです。家族歴の他、様々なリスク要
因があります。

【リスクとなる項目】
　▶ 血縁者（特に母・娘・姉妹）に乳がんになった
　　 人がいる
　▶ 授乳・出産経験がない
　▶ 出産年齢が遅い
　▶ 初潮が早い　閉経が遅い
　▶ 閉経後の肥満
　▶ アルコール摂取
　▶ 乳腺症等の良性乳腺疾患の既往

乳房痛があり、
乳がんではないかと心配ですQ2

乳がんのほとんどは、痛みを伴いません。進行す
れば痛みを伴う場合がありますが、自覚のない初
期の乳がんのほとんどが痛みはありません。
痛みの原因のほとんどが、乳腺症や、女性ホルモ
ンの過剰分泌によるものです。

そのような痛みに対しては、対症療法しかありま
せんが、乳腺症の中には乳がんリスクになるもの
も含まれますので、痛みが強い方は、必ず乳がん
検診を受けてください。

乳頭部が痒かったり、皮膚がめくれたり、
切れたりする事があります。
大丈夫ですか？

Q3

乳頭部は乳房の中でも特にデリケートな部分に
なります。女性ホルモンの影響を受けやすいとこ
ろでもあります。痒み・皮膚トラブルになりやす
い場所です。この様な症状がある時は、ボディク
リーム等でしっかり保湿する事で、症状が改善さ
れます。

乳頭部にびらん（皮膚がむけたような、じくじく
した状態）が続く時には、乳頭部の病気の場合が
ありますので、必ず乳腺外科を受診して下さい。

乳がん検診を受けようと思います。
マンモグラフィと超音波（エコー）検査では
どちらの方が良いですか？

Q4

マンモグラフィと超音波検査では、検査の得意・
不得意があります。石灰化の病変はマンモグラ
フィで、小さな腫瘤は超音波検査でより明瞭に描
出されます。

市の乳がん検診はマンモグラフィのみとなります
が、マンモグラフィだけでも、乳がんの死亡率減
少が証明されています。

乳がんのリスクがある方は、出来れば両方で検診
して頂くのが良いと思います。

ー さいごに

　乳がんについての正しい知識を多くの人に知っていただ

き、自身の乳房に対する「気づき」と「行動」を大切にして

もらうことで、乳がんから引き起こされる悲しみから１人で

も多くの人を守ることができます。

　当院では多くの人が自身の乳房に関心を持っていただけ

るよう、これからも大切な情報を発信するとともに、１人で

も多くの人に乳がん検診を受けていただけるよう、また、

乳がんになられた方が安心して来院し、診療を受けられる

ようにサポートしていきます。

【健診センター】 【乳腺センター】

乳がん検診や治療について詳しくは
当院ホームページをご確認ください。
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【ご意見】
　血圧計だけでなく体重計もおいてもらえるとありがたい。

【回答】
　体重計は使用時に転倒などの危険があるため、職員が介助して患者さんの安全を確保する必要があ
り、患者さんがご自身で測定できる機械を設置することは予定しておりません。治療上、測定が必要な患
者さんには職員が対応しております。ご理解頂きますようお願いします。

　当院では、ご意見箱を通してみなさんの声を聞き、苦情等の全体を把握するとともに、今後の事業改善に活
かしています。
　またご意見箱にはご意見以外に患者さんやご家族の方から病院職員への感謝のお手紙をいただくこともあ
ります。
　今回は、いただいたご意見への返答と感謝のお手紙をご紹介します。

ご 意 見 に お 答 え し ま す & 感 謝 の お 手 紙 紹 介

ご意見にお答えします

【入院患者さんのご家族より】
　最愛の妻の手術をお願いしました。先生をはじめ多くのスタッフの皆さんにお世話になったこと、お
礼申しあげます。
　ナースの皆さんをはじめ、スタッフの皆さんの優しい言葉かけと連携プレーに安心感をもつことがで
きました。
　OP室からは、ご丁寧な励ましカードを頂きました。記念にアルバムに挟んで大事にします。
　皆様の御活躍、御健勝をお祈り致します。（一部抜粋）

感謝のお手紙

【入院患者さんより】
　このたびは急な入院になり私自身がとても驚きました。そしてとても不安でしたが、救急処置の時から
患者さんに対しての言葉かけなどで「いっしょにがんばりましょう」と真剣な心が伝わりとても安心しま
した。
　病棟の看護師さんは皆笑顔で対応して下さり「何かありましたら遠慮なく言って下さい」そのような言
葉かけで心がホッとしたりしました。
　先生方の説明（病状）も、どの先生も丁寧にしていただいてわかりやすかったです。
　お食事も今までの味の濃さなどを見直し、量も調整して食べすぎに注意しなければと頑張ります。
　リハビリの先生方も私の弱点などを見て下さり、運動もゆっくり歩行から、ふらつくときはガードして
下さったり、時にはおしゃべりをしたりで心が和みました。
　本当に皆さんに感謝です。ありがとうございました。（一部抜粋）

感謝のお手紙
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子宮頸がんを予防するために
ワクチン接種を受けましょう！Q&A

HPVワクチン

Q & A

はじめに

罹患率が高いがん腫順
［全がんに占める割合］（※1）

Q.副反応が怖いのでは？

子宮頸がんは

20～29歳で第5位［9％］
30～39歳で第2位［13％］

　子宮頸がんは、20～30代の女性に多いが
んであり、出産年齢・子育て世代と重なるこ
とから、「マザーキラー」とも言われています。
　この子宮頸がんを予防できるのが「子宮頸
がんワクチン（HPVワクチン）」です。

A.HPVワクチン接種後には、多くの方に、接
種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こるこ
とがあります。まれですが、重い症状（重い
アレルギー症状、神経系の症状）が起こる
こともあります。しかし、因果関係があるか
どうかわからないものや、接種後短期間で
回復した症状をふくめてHPVワクチン接種
後に生じた症状の報告があったのは1万人
あたり約10人、このうち医師や企業が重篤
と判断した人は1万人あたり約6人です（※2）。

Q.まめに検診をすれば
　  接種しなくてもいい？

A.ワクチンは全てのHPV感染を予防できるわ
けではありませんが、20～30代で発症す
る子宮頸がんにはワクチンの効果が期待さ
れています。どちらかではなく、予防のため
のワクチン接種、早期発見・早期治療のた
めの子宮頸がん検診を併用することで、子
宮頸がんに対する予防効果を高めること
ができます。

Q.ワクチンの効果は？

A.HPVワクチンは、子宮頸がんをおこしやす
いタイプであるHPV16型と18型の感染を
防ぐことができます。そのことにより、子宮
頸がんの原因の50～70％を防ぎます。ま
たHPVワクチンを導入することにより、子
宮頸がんの前がん病変を予防する効果が
示されています。

Q.いつ接種できるの？

A.定期接種の対象（無料）となっているのは
小学6年生～高校1年生です。間隔をあけ
て3回の接種を行います。
また国は、接種を逃してしまった方のために
キャッチアップ接種の機会を設けています。
1997年度～2005年度生まれの方で過去
に接種を合計3回受けていない人が対象と
なっており、2025年3月までは無料でワク
チン接種を受けることができます。
当院では、対象のお子さんの子宮頸がんワ
クチン接種を小児科（毎週火曜日）、キャッ
チアップ接種を産婦人科（毎週火・木曜日）
にて対応しています。

※対象年齢を過ぎると自費で約5万円かかります。

※その他HPVワクチンについての詳細は厚生労働

　省およびお住まいの各自治体ホームページなど　

　をご確認ください。

【出典】
（※1）国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」

（全国がん罹患モニタリング集計（MCIJ））
小児・AYA世代：がん罹患データ（2009年～2011年）

（※2）厚生労働省　ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がんと
HPVワクチン～一般の方向け基本情報　リーフレット
（詳細版）

【参考】
　・公益社団法人日本産科婦人科学会　公開情報「子宮頸がんと
　　HPVワクチンに関する正しい理解のために」
　・厚生労働省　ヒトパピローマウイルス感染症～子宮頸がんと
　　HPVワクチン～
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心臓血管外科医長　

南舘　直志（みなみだて なおし）

専門分野：心臓血管外科（成人）
資　　格：日本外科学会　専門医
趣　　味：音楽鑑賞
自己PR：よろしくお願いします。
抱　　負：地域の皆さんのお役に立てるよう頑張ります。

新任医師紹介

News ＆ Topics

1階なでしこストリート病院年表を更新しました！

済生会滋賀県病院

LINEはじめました
友達募集中！

　１階なでしこストリートにある当院の歴史年

表を更新しました。この年表は、2013年11月

に設置されたもので、今回の更新では近年の出

来事であるSCUの設立や手術支援ロボットダ

ビンチの導入などを追加し、済生会設立から

111年間、当院開設から85年間の歩みを見る

ことが可能です。

　なでしこストリートを通られた際には、ぜひ

ご確認ください。

患者さんやご家族、地域の方を対象に、

当院のお知らせや健康、イベント情報など

最新情報をお届けするために

病院公式LINEをはじめました。

友達追加方法その1

LINEアプリの｢その他｣→｢友だち追加｣
より右記のバーコードを読み取る

友達追加方法その2

@306osnjq

LINEアプリの
｢その他｣ ｢友だち 追加｣より｢ID検索｣
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Information
【10 月1日より】  初 診・再 診 選 定 療 養 費 改 定 の お 知らせ

　近年、国は医療機関の機能分担と相互連携を推進するため、「初診・再診時の選定療養制度」を定め

ています。この制度は、「初期診療は医院や診療所などのかかりつけ医で行い、高度・専門医療は病

院（200床以上）で行う」ことを推進するためのものです（図）。

　当院は一般病床数200床以上の地域医療支援病院であり、患者さんが他の医療機関から紹介状なく

当院に受診された場合等、医療費とは別に費用をご負担いただくことが義務付けられています。

　2022年4月にこの選定療養制度が強化されたことを受け、2022年10月1日から選定療養費を以下

の通り改定いたします。

　皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

医院・診療所
（かかりつけ医）

図）医療機関の機能分担と相互連携

○初診時選定療養費

※ただし、緊急その他やむを得ない事情により、来院した場合はこの限りではありません。

※以前に受診していても、医師が医学的に治癒と判断した場合や、患者さんが任意に治療を中止し、
   再度受診した場合には初診となります。また、医科と歯科はそれぞれにご負担いただきます。

紹介状なしでの受診　※選定療養費がかかります

紹介
専門的な治療が

必要な場合

逆紹介
軽症や症状が
安定した場合

・外来医療
・主治医機能
・長期継続ケア 等

病院
（当院など200床以上ある病院）

・救急医療
・専門手術
・検査、入院 等

患者さん

病気かな?

受診

他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診された場合等

2022年9月30日まで

医科 5,500円（税込）

2022年10月1日から

7,700円（税込）

歯科 3,300円（税込） 5,500円（税込）

○再診時選定療養費

状態が落ち着き、当院担当医が他の医療機関への
紹介を申し出た後も当院での診察を希望し、受診される場合等

2022年9月30日まで

医科 2,750円（税込）

　2022年10月1日から

3,300円（税込）

歯科 1,650円（税込） 2,090円（税込）
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草津中

草津小
草津二丁目

草津一丁目

草津一丁目南

まちの診療所紹介

院　長　木戸脇　智志 先生（小児科・アレルギー科・内科）

副院長　木戸脇　尚子 先生（耳鼻咽喉科）

火 水 木 金 土

／

●

午　前

午　後

●

●

●

●

／

／

●

●

●

★

日

／

第1
第3

診療時間 月

　　　ママとパパの子育てを応援！
　　　　　　　おとなにもこどもにも、居心地の良い医院へ

　Sono Dental Clinicは「子どもと一緒に安心して楽しく通いたい」「家族みんな
で通える歯科医院があれば」など、子育て世代のご家族の「あったらいいな」を叶
えるクリニックです。
　全室バリアフリーで、ベビーカーがそのまま入れる広い診察室や子どもたちが楽
しめるキッズスペースなど、お母さんとお父さん、お子さまにやさしい設計となって
います。
　オムツ替えスペースや、おとなとこどもにそれぞれ専用の診療室と診療台、手洗い
台を設けているため、使い勝手もよく子育て中でも安心して診療いただけます。
　小さいお子さんのいるママ、パパも通いやすい、親子で楽しく通っていただけるよ
うに快適な院内とサポートを目指しています。

草津市 Sono Dental Clinic おとな＆こども歯科
院長　越後　園子 先生

　当院は1995年に開院し、2022年4月からは前院長の木戸脇卓郎に代わり木戸
脇智志が院長として診療を行っています。2022年7月1日から耳鼻咽喉科診療を開
始しました。
　小児科か耳鼻咽喉科のどちらを受診したら良いか迷っておられる方、どちらも受
診したいとお考えの方にご利用いただきやすい医院です。
　また、必要に応じて小児科・アレルギー科・内科と耳鼻咽喉科で診療情報を共有
し、連携しながら診療を進めております。

守山市 きどわき医院

滋賀県草津市草津2丁目15-24
TEL.077-516-4660

【診療科目】
　歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

【診療時間】
　午前　　　　9：00～12：30
　午後　　　　2：30～6：00
　土曜日午後　2：00～5：30

【休診日】
　月曜日午前、木曜日・日曜日（第2・4・5）・祝日

「かかりつけ医」は患者さんやご家族が、身近に日常的な治療及び健康管理について相談できるお医者さんです。
体調の変化で気になることを気軽に相談できる関係性を築くことで、病気の早期発見や予防につながります。
自宅や職場の近くにかかりつけ医をもっていただくことをお勧めします。

かかりつけ医をもちましょう

火

2：00～ 2：30～

水 木 金 土

●

／

9：30～12：00

予約診療

午前

午後

● ● ●

／

●

／

／

／

耳鼻咽喉科 月

火

2：00～ 2：00～3：00～

水 木 金 土

●

／

●

9：00～12：00

ワクチン外来（予約制）

4：30～7：00

午前

午後

●

／

●

●

●

／

／

●

／

●

●

／

小児科・内科 月

Sono Dental Clinic
おとな＆こども歯科

▲HPはこちら

【治療のご案内】
• アレルギー検査（プリックテスト・血液検査等）、アレルギー舌下免疫療法を行って

います。
• 耳鼻科ではこどもからご年配の方まで、みみ、はな、のどの診療から睡眠時無呼吸

症候群、甲状腺疾患、嚥下障害などの疾患にも対応いたします。
• 認定補聴器店と連携し、当院で補聴器適合検査を行っています。

滋賀県守山市播磨田町3067
ＴＥＬ.077-583-8187
【診療科目】
　小児科・アレルギー科・内科、耳鼻咽喉科

【診療時間】
　下記の表をご参照ください　

【休診日】
　日曜日、祝日

２

147

11

元町北

八代

八代東

きどわき医院

（ ）2022年7月１日
耳鼻咽喉科新規併設

発行元　社会福祉法人 恩賜
財団 済生会滋賀県病院

〒520-3046　滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号
TEL （077）552-1221（代）　URL https://www.saiseikai-shiga.jp/

かけはしNo.204　2022年10月病院理念
私たちは、済生会の「救療済生」の精神に基づき、安全で質の高い医療
の提供と、心温まるサービスを実践し、地域の皆様の安心と幸せな未来
へ貢献します。


