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乳腺に良性のしこりができる

病気です。原因ははっきり解明

されていませんが、女性ホルモ

ンのバランスが崩れて、乳腺が

増殖を起こすためと考えられて

います。触診だけでは乳がんと

区別しにくいものもあります

が、痛みを伴うことも多くその

場合には乳腺症であることがほ

とんどです。生理前にしこりが

腫れたり痛んだりするのが特徴

で、30 歳代後半～40 歳代に発

症することが多いです。特に治

療をする必要はありませんが、

痛みが強い場合は、鎮痛剤等の

薬物治療の適応となります。 
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乳腺症の一種で乳腺の中に水

がたまる病気です。人によって

は体質的に両側の乳腺に多発す

ることもあります。生理前にで

きることが多いですが、徐々に

水がたまり大きくなると乳腺を

圧迫して痛みを生ずることもあ

ります。超音波検査で容易に診

断でき、注射器で水を吸い出せ

ばしこりはなくなります。基本

的にはほっといても良いもので

すが、中には嚢胞内にがんが出

来るものもあり、注意が必要 

です。 

乳腺嚢胞 

近年、日本において乳がんは

徐々に増加しつつあります。

乳がんの罹患率は増加傾向を続

け、平成 7 年に胃がんと入れ替

わり女性の悪性疾患の罹患率の

中で第１位となりました。現在、

日本人女性の約 35,000 人の方

が年間に乳がんに罹患している

と推定され、約 9,000 人の方が

死亡しています。乳がんは罹患

率では一番ですが、死亡率では

胃がん、大腸がん、肺がんにつ

いで 4 番目です。これは乳がん

の治療成績が他のがんに比べ良

いことが関係しています。 

女性にとって乳がんは恐ろし

い病気であることは間違いあり

ませんが、早期に発見、治療をす

れば決して致命的な疾患ではな

くなっています。また乳がんの

早期発見のためには「自己検診」

の習慣を身につけること、そし

て「乳がん検診」を定期的に受

けることが重要になります。 

 乳がんに関してもっと知りた

いという方は東京臨海病院発行

の『乳がん』のパンフレット、

または『乳癌で悲しまないため

に』アーカイブ（http://www. 

urayasu-news.jp/0200series/020

4_breastcancer/）をご参照くだ

さい。 

ここでは自己検診等で乳がん

と間違えやすい病気についてお

話ししたいと思います。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 自覚がなく、何ら 

かの身体症状や気 

になる言動によっ 

て「ＳＯＳ」を出 

す場合もあります 

ので、ご家族の方が相談に訪れることも

あります。要するに“自分はどんな特徴

があるのかという自己理解を深めること

によって問題解決を試みよう”という考

えがベースにあります。自分を知ること

で、こういう場面に対して自分はこんな

行動を取りやすい、こんな風に考えやす

い、という傾向に気づき、その行動を変

えるか、あるいは受け止め方を変えるこ

とで、もう少しご本人やご家族が生きや

すくなるようにと願いながら、患者さま

の相談に応じています。 
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２月１４･２８日 
３月１４･２８日 
４月１１･２５日 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

 午前 10 時 30 分 
 

 

 

 

原則として予約診療は 

いたしません 

授乳期の女性がかかりやすい病気で

す。乳頭から細菌が進入して起こります。

授乳中に乳房がはれたり、痛んだりする

ほか、発熱もしくは乳房が熱をもったり

します。ほとんどの場合は抗生物質の内

服等で治まりますが、内部に膿を伴った

ものは切開排膿が必要になることもあり

ます。中年女性でも似た症状が起こるこ

とがありますが、症状が軽く、慢性的に

みられるものは、炎症性乳がんとの区別

が難しいこともあります。 

乳腺炎 

15～30 歳代の若い人に多い病気で

す。しこりは硬くて丸く、よく動くのが

特徴です。良性腫瘍に分類されることが

多いのですが、この病気は腫瘍ではなく、

正常な細胞が過剰に増えてできたもの

(退形成)です。しこりが小さければ治療

は不要ですが、大きくなるようだったら

手術が必要になるケースもあります。ほ

とんどは未治療のまま経過し、閉経期を

過ぎると自然退縮することが多いです。

乳腺線維腺腫 

乳腺線維腺腫とよく似ていますが、し

こりが急速に大きくなるのが特徴です。

基本的には良性ですが、悪性化するもの

もあるため、手術により正常な乳腺を含

めて大きめに切除する必要があります。

乳腺線維腺腫で手術が必要になるケース

とは、これとの鑑別のために切除して検

査をするのがほとんどです。 

乳腺葉状腫瘍 

私たちは普段「自分はどんな人か？」

ということをあまり考えずに生活してお

り、自分のことはわかっているようでい

て、実は案外わかっていないものです。

心理判定課では、幼児から高齢の方ま

で、ご自身が困っていらっしゃる相談に

応じています（例えば、言葉の発達が遅

い、人との付き合いが苦手、身体的には

問題は見当たらないのに身体症状が続

く、不安が強い、物忘れがひどいなど）。

具体的には、各科医師の依頼による発達

検査・認知検査・性格検査などを通して、

表現されている言動にはどんな意味が含

まれているのかを推察したり、どのよう

に対応すればよいのかといった解決の糸

口を探すお手伝いをしています。 

中にはご自分では「困っている」との

これらのしこりはさわっただけでは

がんとの区別が難しい場合もあります

が、たいてい良性のものは表面がツルッ

と滑らかで、よく動き、柔らかいといっ

た特徴があります。反対に乳がんの場合

は表面がざらざらと不整で、触った感じ

も硬くなります。いずれにせよ、乳房に

しこりが触れた場合には、検査を受けて

いただくのが基本です。自己検診等で何

か気になる部分ありましたら、お気軽に

乳腺外来を受診してください。 

さいごに 



 
医 員 佐藤

さ と う

 博
ひろ

伸
のぶ

 

 

 

 

 
 

整形外科 

■専門■ 

整形外科一般 

 
医 員 石川

いしかわ

 嘉昭
よしあき

 
 

 

 

 
 

麻酔科 

■資格■ 

日本麻酔科学会認定医 

 麻酔科標榜医 

■専門■ 

麻酔全般 

 
医 員 太田

お お た

 亮
りょう

 
 

 

 

 
 

麻酔科 

 

■資格■ 

麻酔科標榜医 

■専門■ 

麻酔全般 

ｘｃ

 
医 長  寺嶋

てらじま

 克
かつ

幸
ゆき

  
 

 

 

 
 

麻酔科 

■資格■ 

日本麻酔科学会指導医 

日本麻酔科学会専門医 

日本ペインクリニック学会専門医

日本集中治療医学会集中治療専門医

麻酔科標榜医 

■専門■ 

ショック・蘇生 

臨床麻酔 
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12 月～1 月末で退職した医師 

整形外科 丸山 祐一郎

麻酔科 市原 靖子 

麻酔科 正木 豪 

神経内科 斉木 三鈴 

麻酔科 松本 布紀子

 

平成 2１年１月に 

着任した医師を紹介します。 

平成 21 年 1 月より麻酔科に着

任いたしました。手術室では患者さ

まの安全と鎮痛を提供いたします。

ペインクリニック外来では、慢性痛

をはじめとした痛みの緩和を提供

いたします。手術や麻酔は、皆さま

にとって不安なものです。手術前に

我々麻酔科医が皆さまのところへ

お伺いいたします。ご相談やご不明

なことがございましたら、お気軽に

お話しください。 

 

当院２階にある外来化学療法室が、平成 21 年 1 月から

同階にある内視鏡室横に移動しました。 

外来化学療法室があった部屋は言語聴覚室となりました。

新しい外来化学療法室は従来の部屋より

広くなり、窓もあることから以前より、良い

環境で化学療法を受けていただけるように

なりました。また、リクライニングチェア４

台を設置しており、それぞれにテレビ画面が

付いているので、患者さまがご自由にテレビ

放送を楽しみながら、ゆったりリラックスし

て化学療法を受けていただけます。 

２階 

新外来化学

療法室 

言語聴覚室 



 
 
 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 次号のドクターメールは・・・ 
「救命の連鎖 ～循環器内科～ 」を予定しております。 

◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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朝晩の冷え込みが厳しい日が続き、1 年でも も寒い時期となりました。体が寒さを感じる

と心まで冷え込んでしまいます。気温の低さもさることながら、昨年から引き続いている先行

きの見えない状況が、より一層、心身を冷え込ませているのかもしれません。しかし、病院か

ら美しい富士山を見ることができたり、星空がとてもきれいだったりと、冬ならではの楽しみ

もたくさんあります。寒い冬があれば、暖かく穏やかな春は必ず訪れます。左近川沿いの桜の

花が一斉に咲く日も近づいています。心も体も暖かくなる日が 1 日でも早く訪れますように。

・・・ 医療費控除・・・ 

 

納税者本人または生計を同一に

する家族が 1 年間（1/1～12/31）

に支払った医療費が 10 万円（もし

くは総所得金額の 5％）を超える場

合、所得からその分を差し引いて、

所得税を軽減する制度です。 

領収書や証明書を添付して確定 

そろそろ確定申告のシーズンです。多額の医療費を支払った 

年は、確定申告を行うことで所得税が還付されることがあります。 

■医療費控除とは・・・  

申告すれば、所得税が計算しなおさ

れます。その結果、源泉徴収などで

すでに多く支払った税金が還付さ

れることになります。 

なお、10 万円を超える医療費が

そのまま戻ってくるわけではあり

ませんのでご注意ください。 

1 年間に

支払った

医療費
の合計 

保険金などで 

補填される 

 金額(注２) 

 

※10 万円 

※もしくは所得金額の 5％ 

・・・どちらか少ない額  

・ 医療機関に支払った治療費や薬剤

費などの健康保険の一部負担金 

・ 入院時の食事代、オムツ代（証明書

が必要）、治療上必要とされた差額

ベッド代（本人・家族の希望による

ものは不可） 

・ 妊婦健診や出産時の分娩費用 

・ 治療のための鍼、灸、マッサージな

どの費用 

 

■(注１)控除対象となる“医療費”とは・・・  

・ 通院や入院のためのバス・電車な

どの交通費（日時・経路・運賃な

どを明確にメモしておく） 

・ 治療のための医療用器具（義肢・

義足などは可、眼鏡やコンタク

ト、加齢による補聴器などは不

可）、医薬品（予防薬や健康食品

は不可）の購入費 

・・・その他多数～ 

医療費控除額
（上限 200 万円）

 

― 

・ 生命保険の給付金  ・健康保険の高額療養費  ・出産育児一時金など 
※ 健康保険の傷病手当金や出産手当金、知人や会社からの見舞金などは該当しません。

■(注２)補填される金額とは・・・  

― ＝ 

例） 

 (注１)

平成２０年分の所得税の確定申告期間は２月１６日～３月１６日です。 

どのようなものが医療費として認められるかなどの詳細については、 

前もって税務署にお尋ねください。 


