
【はじめに】当院では、平成17年11月より乳がん
患者をサポートする医療チームとして、ブレストケ
アチームを立ち上げ活動しています。H21年より、
乳腺診療においては、担当医師の勤務異動に伴い手
術のみ大学病院で実施、その他は全て当院で行う特
殊な体制です。
今回、チームで行ってきた活動を振り返り、今後の
課題を明確にできたので報告いたします。

山鹿市民医療センターは、熊本県の北部に位置し、
ベッド数201床の地域の中核病院です。
概況、チームメンバーは、ご参照ください。

乳腺外来は、週に1日です。昨年度の受診者総数は、
延べ1161名、新規189名、再来972名でした。
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ブレストケアチームの活動を振り返って 

はじめに 

 当院では、H17年11月より乳がん患者をサポートする医療

チームとして、ブレストケアチームを立ち上げ活動している。

H21年より、乳腺診療においては、担当医師の勤務異動に

伴い、手術のみ大学病院で実施、その他全ては当院で行う

特殊な体制である。今回、チームで行ってきた活動を振り返

り、今後の課題を明確にできたので報告する。 

• ベッド数：２０１床  

• 診療科：14科 

• 概況 

  H18年2月 外来化学療法室開設 

  H23年4月 山鹿市立病院 

       →山鹿市民医療センター   

         へ改称 

  H23年7月 産婦人科病棟開棟 

  H24年4月 緩和ケア病棟開棟 
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Ｈ23年度 乳腺外来受診者数 

毎週火曜日 8：30～17：00 
 

   総数    １１６１名 

   新規     １８９名 

   再来     ９７２名 

   乳癌患者実人数      １０６名 

   癌告知       ２８名 

   乳癌化学療法      １３４名 
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チーム目標は
1．地域住民に対して　乳がん検診受診の推進
2．乳癌患者に対して　安心できる医療・支援の提

供
3．医療従事者に対して　乳癌治療水準の向上と標

準化です。

主な活動内容です。
1．地域住民に対しての活動
・広報誌の活用や、病院長による出前講座を行い、

乳がん検診の啓発活動を行いました。
・市の健康に対するイベント「健康まつり」へ参加

し、触診モデルやパンフレットを活用した検診の
推進と、乳がんに対する意識調査を行いました。

これは、実際、市民の方に、触診モデルを触って、
しこりを体験していただいている場面です。

次に、乳癌検診受診率です。青が全国平均、黄色が
熊本県、ピンクが当院の所在する山鹿市を示してい
ます。H22年を見てみますと、国の受診率目標
50% に対し、山鹿市は15.2%、全国12.1%、熊本県
15.1% をわずかに上回っていますが、著しく低い結
果となっています。しかし、過去5年間の推移は増
加傾向です。

ブレストケアチーム活動目標 

Ⅰ．地域住民に対して 

     -乳がん検診受診の推進 

Ⅱ．乳癌患者に対して 

     -安心できる医療・支援の提供 

Ⅲ．医療従事者に対して 

     -乳癌治療水準の向上と標準化 
 

 Ⅰ．地域住民に対しての活動 
-乳がん検診受診の推進- 

 

1、広報誌・出前講座・・・乳がん検診の啓発活動 

 

２、「健康まつり」への参加 （H20年～23年） 

  ・触診モデルを活用した自己検診の推進 

  ・パンフレットの配布 

  ・乳がんに対する知識や 

   検診に対する意識調査 

          （対象人数：平均47名） 

   

 
 

 

 

しこり 
わかりますか？ 

乳がん検診受診状況の推移 
（山鹿市：人口約6万人） 
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「健康まつり」 意識調査より 回答者数：47名/年 

           回収率：100％ 

乳がんに関心があるか 
 

検診を受けたことがあるか 
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私たちが独自におこなった調査では、乳がんへの関
心は高まっていると考えられますが、実際に検診を
受けたことがあると答えた方は60～80% でした。

検診を受けない理由は、
・第1位が、自覚症状がない
・第2位が、検診に行く時間が作れない
・乳がんが見つかると怖い
・恥ずかしいから
・どこで受けたらいいのかわからない
そのほかに、
・自分の年齢では、関係ない
・違う病気で通院中なので必要ない
・自分は、癌にならない　等の意見が聞かれました。

2．乳癌患者に対しての活動
乳腺外来における、ブレストケアナースの役割は、
心理的サポート・日常生活のアドバイス・生検の介
助・リンパ浮腫のケア等があります。
しかし、年間106名の乳癌患者が通院し、診療の補
助に追われ、告知による衝撃と不安、恐怖感や、再
発進行に対する不安等の心理的サポートができてい

ないのが現状です。

毎月の定例会では、患者紹介、カンファレンスを
行っています。
また「お茶会」や「温泉に入ろう会」を開催し、
患者様同士及び、スタッフとの交流、講義を行って
います。

「お茶会」では、『こんなに沢山の友達がおられる
ことにびっくりし、元気をもらった。』という意見
が聞かれました。

検診を受けない理由（複数回答） 

 第1位 自覚症状がない    

 第2位 検診に行く時間が作れない   

 第3位 乳がんが見つかると怖い   

 第4位 恥ずかしいから    

 第5位 どこで受けたらいいのかわからない 

 

      ・自分の年齢では関係ない 

     ・違う病気で通院中なので必要ない 

     ・自分はがんにならない 

 

 
 

 Ⅱ．乳癌患者に対しての活動 
             -安心できる医療・支援の提供- 

１、乳腺外来：毎週火曜日 
   〈ブレストケアナースの役割〉 
   ・心理的サポート  

   ・日常生活のアドバイス   

   ・生検の介助 

   ・リンパ浮腫のケア （資格を有する看護師が行う） 

〈現状〉 

• 年間106名の乳がん患者が定期的に通院。診療の補助に
追われ、告知による衝撃と不安、恐怖感や再発進行に対
する不安・・・心理的サポートができていない。 

 
 

２、定例会：患者紹介、カンファレンス、チーム活動の計画 

３、お茶会：1回/年        

４、温泉に入ろう会：１回/年  

５、患者用パンフレット作成と改訂  

 

• こんなに沢山の友達がお
られることにびっくりし
、元気をもらった。 

 

• 先生の話が役に立った 

 

• 10年以降は再発しないと
思っていたけど、その後
もあると聞いて少々がっ
がりした。 

 

「お茶会」 

 

 

同じ病気で悩み苦しむもの
同士が温泉に入り、胸の傷
を見せ合い話し合えたこと
が、心強くうれしく感じま
した。 

 
 

 

 

「温泉に入ろう会」 山鹿温泉旅館にて 
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山鹿市内の旅館で行った「温泉に入ろう会」では、
『同じ病気で悩み、苦しむ者同士が温泉に入り、胸
の傷を見せ合い、話し合えたことが、心強くうれし
く感じました。』等の意見をいただきました。

3．医療従事者に対しての活動
学会参加、研究発表など、スタッフのレベルアップ
を図っています。
現在、癌化学療法認定看護師の資格取得の為、2名
が研修中です。

【まとめ】

・健康まつりの意識調査から乳がんに対する関心は
高いが、受診率は低く、その原因としては、知識
不足が考えられます。検診に対する、働きかけが
必要であることが分かりました。

・乳腺外来では、不安を持つ患者に対し、心理的サ
ポートができていません。マンパワー不足や、環
境が整っていないところにその原因があると考え
られます。

・「お茶会」や「温泉に入ろう会」は好評でした。

【今後の課題と展望】

・チーム活動の継続、さらに、乳がん検診受診率向
上の為の、啓発活動として、広報誌の活用、公開
講座による正しい情報の提供を積極的に行ってい
く必要があります。

・乳腺外来では、患者の心理的サポートを強化する
為に、診療の補助は、外来看護師の協力を得て、
不安を持つ患者に対しては、関わる時間を確保し、
相談窓口の設置など検討していく必要があると考
えています。

【おわりに】乳がん患者をサポートすると共に、乳
がん検診の受診率向上を目指し、市の中核病院とし
ての、より充実したチーム医療を展開していきたい
と考えています。

ご清聴　ありがとうございました。

Ⅲ、医療従事者に対しての活動 
     -乳癌治療水準の向上と標準化- 

• 日本乳癌学会学術総会参加 H18年岡山 

• 日本乳癌学会学術総会発表 H19年金沢 １題 

• 日本乳癌学会学術総会発表 H20年横浜 ８題 

• 日本乳癌学会学術総会参加 H21年大阪 

• 日本乳癌学会九州地方会発表 H24年福岡 １題 

• リンパ浮腫研修会参加 

• 癌化学療法認定看護師（研修中） 

 

   
 

まとめ 

 

• 健康まつりの意識調査から、乳がんに対する関心は
高いが、検診受診率は低く、原因として知識不足が考
えられた。 

 

• 乳腺外来では、不安を持つ患者に対し、心理的サポー
トができていない。 

 

• 「お茶会」や「温泉に入ろう会」は、好評だった。 

 

 

 

 

今後の課題と展望 
 

• チーム活動の継続 

 

• 乳がん検診受診率向上の為の啓発活動 

   ・広報誌、公開講座による情報提供を積極的に行う 

 

• 乳腺外来：患者の心理的サポートの強化 

   ・診療の補助は、外来看護師の協力を得る 

   ・患者に関わる時間を確保する 

   ・相談窓口の設置 

おわりに 

  乳がん患者をサポートすると共に、検診受診率向上

を目指し、市の中核病院としてのより充実したチーム

医療を展開していきたい。 
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