
とし、われたら

「疑いあり」から「再発」まで
乳がん治療のすべてがわカ

オリジナルチャー卜で キレイな乳房を取り戻す

あなたに一番合う 乳房再建術
治療をチェック

使う薬と組み合わせは
乳がんのタイプ
で決まります

患者と家族の
サポ}トサービス利用法

家族性・遺伝性乳がんの

正しい知識


診断に定評がある

精密検査の病院 60 がんに備える
保険の選び方

附 premle
日i経ヘルスプルミエ編

定価1890円

まさかの再発-ー
そのときあなたがすべきこと

乳がんの名医インタビュー

「納得のいく治療を
受けるためのチェックホ。イント」



診断に定評あり

「精密検査」で、頼りになる身近な医療機関� 60

乳がん検診で「要精密検査」といわれたら、一刻も早く「白か黒カリをはっきりさせたいもの。

そんなときに頼りになる身近な医療機関をご紹介。� I日経ヘルスプルミ工j編集部が総力を挙げて調べました!

都道府県・
を担当する診療施設名

市区電話
科と代表医師名

東京都千代田区 事L腺内分泌外科
三非記念病院

告� 03-3862-9111 福内敦(専・� M)

東京都中央区� 'ls車外来八重洲クリニ� yク� 
001 20-786-055 戸崎光宏(級'M)

東京都千代田区 事L態外科
i四谷メテ� aイカルキューブ

合� 03-3261-0401 臭内孝之(尊� 'M)

川崎市川崎区 石井録郎
いしいクリニック筑線外科� 

f-s聖イメマーリジアンングナセ医ン科タ大 ブクレリスニトッ&ク
川崎市麻生区 乳腺外科

0044-223-7877 (尊'M)

検浜市中区 婦人検2安部
神奈川県予防医学協会中央齢穣� pfT

合� 045-641-8645 有田英二 (~ 'M)

神奈川県腹沢市 放射織科� 
御所見総会クリニック 00466-47-0543 早野育男(放� 'M)

縛奈川県鎌倉市湖南~i!釦丙院 土井卓子(専� M)
がまくら事しがんセン世ー� i00467-32・3456

学j. 福田 恒(専・� M)

手L腺クリニック

0044-969・7733

績浜市膏.区
河原太(尊'M)

0045-905・2155

神奈川県勝沢市

フレスティアたまプラーザ� 

放射線科
藤沢市保健医療センヲー

合� 0466-88-7300 畏.敏幸(放� 'M)

楠浜市南区
籾山1宣義(専・� M) もみやまクリニック

0045-231-0231 

乳腺外科繍浜市港北区
よこはま乳腺・間蟻クリニック� 

久保内光 (尊)

長野県松本市

0045-542-0365 

有賀浩子{専'M)ミモザマンマクリニック
00263.88-3800 

静岡県浜松市
連辺亨(O)浜松オンコロジーセン安一 0053-452-6940 

京都府舞飽市
大江信哉(尊'M)おおえ乳腺クリニッケ

合� 0773-75・3320

大阪府箕面市
相原智彦n草.M)1栂尿病院ブレストセンタ 0072・723-9000

大阪市補島区
l犬限ブレストヴリ二� yク 芝英一(尊'M)

006-6454-4108 

大阪市北区
脇田和幸(尊・� M)茶屋町ブレストクりニ� yク

告� 06‘6359-4630

大阪市中央区りボン・ロセ 田中完児(専 'M)
合� 06-6777-3663

兵庫県西宮市

田中完児乳~ク 1) ーック

先田功(尊'M)さきたクリニック 00798-26-1222 

香川県高級市
武自E晃司(lj:'M)たけべ手L腺外科クリニック

告� 087-867-0205 

高知県高知市
山川卓(尊'M)やまかわ事LA県クリ二� yク

0088-844・3301

福岡市中央区
高木1尋美(Ml'M)高木ひろみ乳腺レディースクリニック

0092-738-2200 

熊本県熊本市
秋月美和(尊'M)みわクリニック

0096-381-6666 

大分県大分市
上尾裕昭(尊'M) うえお乳腺外科 0097 -51 4-0025 

宮崎県宮崎市
駒木鈴正(� lIj:'M)ブレストビア&んば痛錠

合� 0985-32-7170

鹿児島県鹿児島市
金子朗代(甥'M) かねこクリヱッグ '1 0099-214-2800 

鹿児島県鹿児島市
雷 哲明(尊・� M)相良病院Jl~贋ブレストセンター

包� 099-224-0489

沖縄県那覇市 外科
那覇西ク� 1)ニック� 

玉械情光(尊・M)

沖縄県浦添市

0098-858-5557 

宮良球郎
宮良クリニ� y? (専・M)合� 098-878-3311

都道府県・
施設名

市区電話
を担当する診療

科と代表医師名

1札幌市西区
札幌ことに机腺クリニッウ� 浅石和昭(事) 

0011-622-2221 

札幌市中央区 乳腺外科
札幌乳線外科クリ二� yク

包� 011-640-2626 岡僑 ~W草・M ) 

札機市白石区 乳脇外科
東札幌病院

合� 011-812-2311 亀情実和(尊・� M)

秋田県獄図市
工藤保(尊'M)あきた撃し腺クリニ� yク

0018-834-0602 

筑JIQ疾患セン合一� 福島県伊達市
北福島医療センヲー

君島伊造(尊)

茨城県目立市

0024-551-0081 

太田代紀子
おおたしろクリニック

00294-22-8800 (O'M) 

茨縁日韓つくば市 乳脇科
筑波メテPイカルセン合一病院

植野映(尊・� M)

幼玉県さいたま市

信� 029-851-3511 

ブレストセン歩一
アルシェクリ二� yク

0048-650-8677 末益公人(尊'M)

地玉県さいたま市
こう外科クリニ� yク 洪i寧ー(専'M)。048-833-3355

i奇玉県さいたま市
甲隻敏弘� (ii・M)ク� 

0048-600-1 722 

乳惣外科埼玉県草加市
二宮病院

二宮津{尊・� M)

情玉県さいたま市

合� 048-941-2223 

菅又徳孝� (M)マンモエクサス菅又クリニック
0048-669-11 55 

千葉県鴨川市 現腺科
亀田クリニック

福岡英祐(尊・� M)宮� 04-7099-1111

千葉市美浜区 乳腺科

総合健惨センヲー� 
ちぱ県民保健予防財団

0043-246-8664 備本秀行(尊・� M)

千x県相市
畏瀬S高村(奪)事LD皇ケリニ� yク長瀬外科

i 合� 04-7141-6325 

東京都千代田区 軍1腺科
イーク丸の内

吉田 教(尊'M) 

東京都世田谷区

包� 0120-190-828

事L腺外科� 
上野毛あだちクリニック

足立幸↑事(~・ M)003-6303-111 4 

東京都足立区
大爆恒 1事 (~ 'M)大塚プレストケアケリニ� yク

003-5242-6200 

東京都千代田区 事u車外科
杏雲堂病院 井本滋(尊 .M)告� 03-3292-2051

東忠都中央区
小池道子 (~ 'M)銀座プリマ・クリニ� yク

包� 03-5537-0671

東京都大田区 軍L腺外科
Kクリニ� yクUJ王

003-5718-0808 智冨尚( !i'M)

東京都世田谷区
潰岡 町(尊・� M)桜新町漬岡ブレストクリニック

告� 03-5426-2848

東京都大田区 事u由科
片岡明美(事'M)

国閣制布ファミリークリー� yク
234-103-3721告軍L腺クリニカ� 

東京都新宿区 事Lli車外来

会館クリニック
保東京健都予防医学協会

坂 佳菜子(闘・� M)

東京都品川区

告� 03-3269-7011

松永忠東� 
ナグモクリ二� yク

(尊・� M'放)

東京都八主子市

003-3490・0555 

三1亙武温 t~' M)ハ王子乳腺クリニyク
合� 042-655-5355

東京都世田谷区
浜口洋平(尊 'M)二子玉川ブレストクリニック

宮� 03-3709・7717

ヒ.ンクリボンブレストケアクリニック 東京都港区 島田薬事E子
表参過� 003-3407-7373(提出) (~ 'M ・放)

東京都板橋区
富永祐司� (Q'M)ベル一方クリニック

告� 03-5916-0114

東京都荒川区 事� 車外科
堀メテaイカルクリニック

酒 文子( lJ'M)18033895-5400 

、ノ新都心レディースクリ二

Lg

)。繍挙会認定医(各医療償問のホームページより� L(認)日本軍� )0同会ホム内ジより線専門医(L癌学会事L(尊)日本軍� 以下の資格です。※医師名は敬称略。医師名の後のマークは、

(M):，ンモグラフィ検診精度管理中央委員会館定の「マンモグラフィ鏡彫� o定医J(同会ホーム川ンより)0(放)日本医学放射線学会奪門医(閉会ホームページより)。� 

※※2012年4月中1;1003-5771-3993 
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.陪番号
住所� 

URl 

n06・6645・2121
子545・85船大阪市阿倍野区旭町1・5・7 
http://www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp/ 

7常

11常� 

2常� 

8常

2 

紹介・1

7常� 

9常

。非� 

11常� 

5非� 

4常� 

3常

7常

。

紹介・1

四
国 

目
閏

n06・6774・5111
干543-8555大阪市天王寺区筆ケ崎町5・30.町•
甲 hftp:llwww.osaka-med. or.jp/..jrc 

n06・6572・5721

圏 〒552・0021大阪市港区築港1・8・30 
http://www.sempos.or.jp/ohsaka/ 

n06・6879・5111

開 )，司 〒565・0871吹田市山田丘2・15 
http://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/ 

n06-6871・0121
干565・0862吹田市津雲台1・1・6I ，~' 

I
'}ム

刊� 
a|

http://www.senri.saiseikai.or.jp/ヘ圃I
n06・6382・1521

間 干564-0013吹田市川園町1・211イ.トIれに)じ¥一� ::f http://www.suita.saiseikai.or.jp/ 

I吟叩吋叫f!1ぎ予山川(ミ示均吋?三~記=戸戸予II.
一

四
国

宮崎6・6692・1201 
目
白 'f558・8558大阪市住吉区万代東3・1・56 

http://www.gh.opho.jp/ 

n06・6972・1181

閉 干537・8511大阪市東成区中道1・3・3 

子戸j http://www.mc.pref.osaka.jp/11イ片.三戸パ司司司司司司|IIII
仏EEhj
11
弘
戸
;i-2f;J;;F;;;???1?い;一一ト》� 

.ド付
n072・252・3561
〒591・8025甥市北区長曽線町1179・3 
http://www.orh.go.jp/. Jj|j
I 


目
閣

目
白

n06・6454・4108
干553・0003大阪市福島区福島1-3・4 
http://www.osaka・breast-clinic.coml 

悶
悶

悶
悶

n06-6941・0484
〒540・0008大阪市中央区大手前1・5・34 
http://www.otemae.gr.jp/ 

n072・804・0101
干573・1191枚方市新町2・3-1 
http://www.kmu.ac.jp/hirakata/ 

会� 06・6458・5821
〒553・0∞3大阪市福島区福島2・1・7 
http://kanden-hsp.jp/ 

会� 06・6312・1221
〒530・8480大阪市北区扇町2-4・20間
http://www.kitano・hp.or.jpl 

合� 072・972・4141

開 干582・0017柏原市大平寺1-2・21 
http://www.r仁iij4u.or.jp/-tetsujisl

会� 072・751・2881
干563・8510池田市減南3・1・18 
http://www.hosp.ikeda.osaka.jp/ 

全
国
乳
が
ん
診
療
実
態
調
査

悶
閣

169 「乳がん」と いわれたら� 2012-20日� 
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71 

乳房温存の

適応冨皐 補足鋭桐

11 可叩 OD0 3 
指導� 

200人組
院内 会開情

。OD 17 ある判 I ~. .ftft J 外も可� 会開催 *1当院手術症例のみを対象
6 51-1∞人

相 任枇一一一

却

川

8

一

位

担

叫

却

協

一芯
一一一佐一
一一一

一一芯一一
一一一品一一一
一一一一佐川一一

一一

一一佐川一
一一一添い

回

目

制

抑

随

叩
00・� 3 

指揮車� 
可� 

院内 ない
*1 ①3叩以下③広範な石灰化か'ない③多発病変でない

1

印

却

印� 

1-10人2 
 @術後放射線照射OKの人⑤本人が希望

00。判
 

OD0 8 
指導� 

可。� 

牢1術前化学衡法後の再建を行う。雪量容性を考え、温存手19 
 不可� |外も可� 紹介・2指司'� 51-1個人
術プラス広背筋再建を羽極的に行う

6 
 *2年に一度、市民公開踊座を開催

*1大阪大学医学部附属詞院(吹田市)院内 会開値11-国人8 

@ 
12 

紹介� 
不可� 

院内
ない ，， 大阪医科大学鮒属病院 (高槻市上 大阪大学医学部~ ，1

11-国人5 ，紺属病院(吹田市)

OD0 
17 

ある� 
可

外も可 曾値11-2 
 国人

20 不可
OD0 8 

ある・1 外も可 ない *1 障外来として実施

不可� *1関西電力病院(大阪市福島区) 東住吉森本病院(大I9 
0

あるOD0 
 院内11-50人 会砲艦� i阪市東住吉区)

一一一佐一一
回

初

回

"

帽
一一一川川一
一一添い




一一一止紘一一一一一均一一一

剖 可

お

日� 

OD0 
 外も可指司・ 紹介
18 

13 
指司・� 

可� 
院肉 会開催

キ 1 大きく変形する渇合、 ff~成外科とともに形成(広背筋皮。@。判
11-印人3 弁法主ど)縫術

20 宵� |外も可� 樹首で11大規畿の患者会「関西ひまわりの会Hこより、術後。@� 
4 

ある� -1ω人
11憶

再発の患者をフォロー� 

。
OD0 8 
4 


*1リンパ浮纏に対し蛍光リンパ管遺影法という特殊核査を

ある・1 
可� 

外も可 常霞 行っており、必要に応じて形成外科で手術療法(リンパ管
1-10人， 血管吻合術)を行っている

OD0 
20 

ある� 
可

3 
 外も可 会田値

担一一山一

 4 可� 

当院は個人隠慣医で、 乳がん陰断が主� 

0・� ない ない *1*2関西医科大学附属牧方病院(枚方市)3 -tiい，人1....100 
 *3当院では手術を行っていない

調 00  
8 

指導� 
可� 

ない ない 判 大阪普察病院(大阪市天王寺区)
3 11~入

「乳がん」といわれたら一一� 2012-20日 168 

25 

12 
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