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 乳癌を発症する人の割合（罹患率）は増加を続けています。増え続ける乳腺疾患の患者さんの診療が円滑に

進められるよう、平成 24 年 4 月より、外科の一部門から、乳腺外科として独立しました。構成員は、加藤大

典、木川雄一郎、常盤麻里子です。 

 乳癌の検診において、マンモグラフィは一つの柱です。ごく初期の乳癌は、しこりを形成せず、砂粒のよう

なカルシウムの沈着（石灰化）を形成することがあります。それを検出するのにマンモグラフィは鋭敏である

ため汎用されているのですが、癌以外の病変でも石灰化は見られますので、診断を確定するためには、その部

位の組織を採取して、顕微鏡による検査（病理検査）を行わなければなりません。現在、癌の疑いがある石灰

化部位の組織採取法で、最も優れているのは、ステレオ透視下のマンモトーム生検です。当院では、採取した

組織に石灰化が含まれていることを確認する装置を含め、最新鋭の装置を備えていて、多くの乳癌専門施設か

らマンモトーム生検のための患者紹介を受け、精密検査を施行しています。 

乳癌の診断において、超音波検査も重要ですので、当院では従来の超音波検査法に加えて、微小石灰化を映

し出す検査法（マイクロピュア）と組織の硬さを映し出す検査法（エラストグラフィ）が可能な装置を備えて

います。これによって、癌の疑いがあるしこりを見つけやすくなり、針を刺してしこりの一部を取って検査を

する場合、どの部位を刺して取るべきかがわかりやすくなりました。 

 組織の病理検査、超音波検査、マンモグラフィ、MRI などから乳癌の広がり、性質を診断し、手術のやり

方（「乳房を全部取るか（乳房切除術）、乳房の一部分を取るか（乳房温存手術）」「転移する可能性のある

脇の下のリンパ節をほぼ全部取るか（腋窩リンパ節郭清）、癌から最初に流れ込むリンパ節を取って癌が転移

しているかどうかを調べるか（センチネルリンパ節生検）」）を決めていきます。患者さんの希望と医師の勧

めるやり方に隔たりがある場合、切除した組織の病理検査結果によっては再手術を勧める場合もあり得ること

を理解していただき、患者さんの納得されるやり方を選んでいます。 

次頁に、平成 23 年の当院の初回乳癌手術の状況を掲載しました。84％の患者さんが乳房温存治療を受けら

れています。 
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ステレオ透視下のマンモトーム生検の具体的手順 

① 乳房をマンモグラフィで撮影します。 

② 皮下と乳房に痛み止めを注射します。痛み止めを注射することにより、ほとんど痛みを感じるこ

とはありません。 

③ 病変をマンモグラフィで見ながら、乳房に生検用針を刺入します。 

④ 生検用針の自動吸引装置が組織を吸引します。 
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乳房温存手術は、「乳輪外縁、または乳房外縁に沿った皮膚切開からの乳腺部分切除、切ったところに癌細

胞が無いことを手術中の病理検査で確認、脇の下に小さな皮膚切開を入れて、癌病巣から最初に流れ込むリン

パ節（センチネルリンパ節）に癌の転移が無いかどうかを調べる」、というやり方が基本です。乳癌を治すこ

とを最優先させながら、欠損部の補填のため、周囲の脂肪を移動させたり(lateral tissue flap 法)、腹部の脂

肪を真皮とともに移植したりして（遊離真皮脂肪移植法）、乳房の美容を出来るだけ保つようにしています。 

 乳房切除後の乳房再建は、形成外科医と協力して、同時（1 期的）再建、2 期的再建どちらでも施行可能で

すが、乳癌の手術の時は組織拡張器を胸部に入れ、後日乳房を再建するという、2 期的再建をお勧めしていま

す。それは、手術による治療、抗癌剤による治療（化学療法）、女性ホルモンをおさえる薬による治療（ホル

モン療法）、放射線による治療と、乳癌の治療が集中して続く可能性があり、治療の理解、同意と乳房再建の

選択、決断とを並行して進めることが難しいためです。治療が一段落ついた時点で、乳房再建の様々な選択肢

を形成外科医から説明していただき、時間的余裕のある状況下で、理解、選択、と進んだ方が患者さんは十分

納得しやすいからです。乳房再建には、保険が適用される術式と、適用されない（自由診療）術式があり、2

期的再建はどちらの術式にも対応しやすい進め方です。 

センチネルリンパ節を見つける方法として、従来の色素法に加えて、ICG という色素と特殊なカメラを使う

ICG 蛍光法と呼ばれる方法を、前任の正井良和医師（現まさい乳腺クリニック院長）たちが開発し、改良して

きました。ICG 蛍光法は、従来の色素法に比べ、リンパの流れを追跡しやすく、最初に流れ込むリンパ節の場

所を絞り込みやすい方法です。ラジオアイソトープ法と組み合わせることによってセンチネルリンパ節をより

見つけやすく、取り残しが無いようになりました。 

乳癌治療は外科治療、化学療法、ホルモン療法、放射線療法を適切に組み合わせることによって成績が向上

します。針で一部を取った腫瘍や手術で全部を取った腫瘍の病理検査を病理医と検討し、治療の基本方針を決

定します。次に腫瘍内科医、薬剤師と化学療法、ホルモン療法について薬物の選択、投与量を検討します。放

射線治療が必要と思われる患者さんには、放射線治療医の診察を受けていただき、照射野、照射線量を検討し

ます。多種の専門家のチーム医療によって、手術中心ではない集学的な治療を行い、乳癌の治療成績の向上を

目指しています。 

 

 

皆様におかれましては、平素より当科運営にご協力いただきありがとうございます。 

さて、当科におきましては、本年 4 月 1 日より人員体制の関係から、一定の期間、診療規模調整を余儀なく

されております。従来当科は 24 時間 365 日の救急医療を行い、随時小児救急患者のご紹介をお請けしてまい

りましたが、当面従前どおりのご対応は困難な状況となります。 

乳房温存手術（乳房部分切除、全乳腺摘出、腺葉区域切除などを含む） 31例

乳房温存手術＋センチネルリンパ節生検 62例

乳房温存手術＋腋窩リンパ節郭清 13例

乳房切除術 4例

乳房切除術＋センチネルリンパ節生検　 6例

乳房切除術＋腋窩リンパ節郭清 10例

126例

小計　106例

小計　 20例

合　　　　　計

小児科診療体制に関するお知らせとお願い               小児科部長 春田 恒和 

 



 神戸市立医療センター中央市民病院ニュース 第 38 号         3                 URL:http://chuo.kcho.jp/ 
 

誠に申し訳ございませんが、小児科二次輪番病院の設定がある時間帯には、二次輪番病院のご利用をお願い

申しあげます。輪番病院の設定がない時間帯には、当院で可能な限り対応させていただきます。また、兵庫県

立こども病院には重症患者のご対応をご依頼いたしておりますので、しかるべくお願い申しあげます。 

皆様方には大変ご迷惑をおかけする仕儀となり遺憾に存じますが、体制再構築までの間、何卒宜しくご高配

お願い申しあげます。 

 

このたび院長補佐兼看護部長に就任いたしました 稲 恒子 でございます。 

前職は地域医療連携センターで平成 13 年からこの 3 月まで、主幹、課長として在職

し、看護部は 11 年ぶりとなります。地域医療連携部門在職中は、地域の医療機関の皆

様方には大変お世話になりました。この場をお借りして、厚く御礼申しあげます。 

当看護部は前看護部長の指導のもと、看護師の労働環境の改善と人材育成のための研

修・教育制度の充実に努めてまいりました。大正 13 年の開院から脈々と受け継がれ、

築いてきた市民病院の看護の良き伝統と歴史を継承しつつ、社会情勢の変化に対応しな

がら発展させていくことの責任の重さを、ひしひしと感じております。 

当院は昨年 7 月に新病院へ移転し、在院日数 12 日、病床稼働率 98％という超急性期の病院となりました。

患者さんの入退院も激しくなっており、看護師も処置に追われて、ともすれば患者さんの思いや、退院後の生

活がイメージできずに過ごしてしまう恐れがあります。 

地域医療連携部門に長年身を置いた経験を活かし、看護師が自分の病院の中のことだけを考えるのではなく、

医療・看護の継続を意識し、地域との連携の中で、患者さんが笑顔で安心して住み慣れた場所で生活できるよ

う、地域の一員として取り組んでまいりたいと考えております。今後ともご支援、ご指導のほどよろしくお願

い申しあげます。  

 

平成 24 年 4 月 1 日付で事務局長に就任いたしました 清水 義一 です。当院には昭

和 59 年から 3 年間在籍しておりましたので久しぶりの職場となりますが、立場も変わり

責任の重さを感じております。 

 当時のポートライナーは、本数も少ないなど通勤するには何かと不便を感じておりまし

たが、それと比較すると今ではかなり様変わりしており、ライナーの印象が変わりました。

通勤ラッシュ時の混雑は大変ですが、車窓から見える神戸港や夜景などの眺めは、海と山

が近接しているという神戸の街の魅力を間近で感じることができ、とても気に入っており

ます。 

 さて、当院は地方独立行政法人となり 3 年が経過しました。また、昨年 7 月には新病院に移転し、まもなく

1 年を迎えます。市民病院としての使命は変わることなく、独法化のメリットを生かしながら、これからも地

域医療機関の皆様方のご支援とご協力のもと、神戸圏域の基幹病院として、市民の皆様の生命と健康を守ると

いう責務を果たしていくため、引き続き病院職員一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。 

今後とも地域医療支援病院として、地域の皆様方とより強固な関係を築いてまいりたいと考えておりますの

で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。 

事務局長就任のご挨拶                      事務局長  清水 義一 

院長補佐兼看護部長就任のご挨拶            院長補佐 兼 看護部長  稲 恒子 
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両カンファレンスとも事前申し込みは不要です（参加費無料）。ご興味のある方は是非ご参加ください。 

 

 
当院医師の異動                       （平成 24 年 6 月 1 日まで） 

 

6 月のオープンカンファレンス開催のご案内 

カンファレンス名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

がんオープン
カンファレンス

6月14日（木）

18：00～19：00 当院1階講堂

テーマ：皮膚がん治療の現況
皮膚がんの種類や多岐にわたる治療の現況を紹
介します。

講師：長野　徹（当院 皮膚科部長）

地域医療連携センター
078-302-4321（代表）

小林（内線2681）

第110回
腹部超音波
オープン

カンファレンス

6月28日（木）

18：30～20：30 当院1階講堂

テーマ：腹部腫瘤
「腹部腫瘤」をテーマに、その超音波像と他の
画像診断を解析・検討します。

講師：岩崎　信広（当院 臨床検査技師）

臨床検査技術部
078-302-4321（代表）

田村（PHS 387）

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

4月1日 乳腺外科 部長（外科医長から） 加藤　大典 4月1日 腎臓内科 部長代行（医長から） 吉本　明弘

4月1日 腎臓内科 副医長 上浦　望 4月1日 小児科 副医長 田中　裕也

4月1日 乳腺外科 副医長 木川　雄一郎 4月1日 呼吸器外科 医長（任期付医師から） 李　美於

4月1日 脳神経外科 医長 谷　正一 4月1日
脳神経外科
（神経内科兼務）

副医長 小林　和人

4月1日 泌尿器科 医長 岡田　卓也 4月1日 腫瘍内科 副医長 古武　剛

4月1日 腫瘍内科 副医長 佐竹 悠良 4月1日 呼吸器内科 医員 永田　一真

4月1日 小児科 医員 田中　麻希子 4月1日 産婦人科 医員 大竹　紀子

4月1日 産婦人科 医員 北村　幸子 4月1日 循環器内科 医師 佐々木　康博

4月1日 心臓血管外科 医師 中村　健 4月1日 心臓血管外科 医師 福永　直人

4月1日 整形外科 医師 金村　卓 4月1日 整形外科 医師 京　英紀

4月1日 形成外科 医師 松添　晴加 4月1日 歯科・口腔外科 医師 上原　京憲

4月1日 麻酔科 医師 金沢　晋弥 4月1日 麻酔科 医師 徐　舜鶴

4月1日 麻酔科 医師 柚木　一馬 4月1日 救急部 医師 井上　彰

4月1日 救急部 医師 伊原　崇晃 4月1日 救急部 医師 蛯名　正智

6月1日 外科 医長 八木　真太郎

3月31日 腎臓内科 部長 鈴木　隆夫 3月31日 腎臓内科 副医長 田路　佳範

3月31日
脳神経外科
（神経内科兼務）

医長 山上　宏 3月31日 小児科 医長 宇佐美　郁哉

3月31日 小児科 副医長 岸本　健治 3月31日 心臓血管外科 医長 庄村　遊

3月31日 心臓血管外科 副医長 湯崎　充 3月31日 脳神経外科 医長 上野　泰

3月31日 泌尿器科 医長 清川　岳彦 3月31日
画像診断・
放射線治療科

医員 越智　純子

3月31日 麻酔科 副医長 岡崎　俊 3月31日 小児科 医師 渡邊　愛可

3月31日 麻酔科 医師 瀬尾　英哉 5月31日 外科 医長 水本　雅己

部長等の異動

採　　用

退　　職


