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 電車・バスで 

●ＪＲ近江八幡駅から、近江バス北畑口行きで日野高校前下車、 

　徒歩５分（45分） 

●ＪＲ貴生川駅から近江鉄道に乗り換え日野駅下車、 

　近江バス北畑口行きで日野高校前下車、徒歩５分（30分） 

　近江鉄道日野駅からタクシーで５分 

  

 自家用車で 

●名神八日市ICを出て「八日市IC口」交差点を右折し、 

　国道421号を永源寺方面へ約２㎞東進。 

　「御園」交差点を右折し、国道307号を水口方面へ約６㎞南進。 

　「日野記念病院前」交差点を右折（20分） 

●乳腺外来のご紹介 

●形成外科／美容診療のご紹介 
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　～超音波（エコー）検査～ 
　当院の乳腺超音波検査を受けられる患者様には、検

診で要検査の判定になった方も多くみられます。その

ため、不安な気持ちで来られる方も少なくありません。

その気持ちに応えるためにも、今後も知識、技術の向

上に努めていきたいと思っています。　 

 　〈臨床検査科（超音波検査担当）藤澤祐子〉 

 　 

　～マンモグラフィ検査～ 
　マンモグラフィは女性技師が必ず担当しています。

検査についての説明を必ず行うようにしており不安な

く検査に協力していただけるよう心がけています。 

　また来年には最新の装置を導入する予定となっており、

よりよい画像が提供できるようになります。 

 〈放射線科（マンモグラフィ検査担当）藤本陽子〉 

　現在乳癌は日本において女性のかかる癌の中では胃癌を抜いて第１位となっており、新規乳癌患

者さんは年間６万人、日本人女性の20人に１人が乳癌になる時代です。 

 日野記念病院では従来外科診療の一環として乳腺外来を行ってきましたが、平成24年４月より

乳腺外科を標榜科として新設し、乳癌検診二次精密検査、乳癌の診断（マンモグラフィ、超音波検

査、穿刺吸引細胞診、針生検）、術前化学療法、手術療法、術後薬物療法（内分泌療法、化学療法、

分子標的治療）、再発治療、セカンドオピニオンなどを行っています。 

　当院乳腺外科の特徴としては、やはり“女性完結型チーム医療”が挙げられるでしょう。乳腺精

密検査としてはマンモグラフィ、超音波検査が欠かせませんが、乳房に直接触れる検査のため患者

さんが受診をためらう一因となっています。当院ではどちらも女性技師が検査を担当しますので安

心して受診していただけると思います。超音波検査では医師と検査技師のダブルチェックを基本と

し、見落としのないよう、また針生検などの検査が必要な場合にも受診当日に施行するよう心がけ

ています。乳癌診断後には早期より緩和ケア認定看護師が関わり患者さんの意思決定を支援します

し、入院治療では外来看護師から病棟担当看護師へのスムーズな連携、薬物療法においては薬剤師

が積極的に情報提供しています。初診時から入院・退院後の治療まで小さいながらも理想的な医療

チームが育ちつつあると思っております。 

　これからも患者さんや周囲の先生方のニーズにこたえられるよう、滋賀の乳癌診療のレベルアッ

プにつながるよう努力して参りますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈乳腺外科　医長　糸井尚子〉 

　形成外科は身体の部位や臓器別の診療科ではない

ため聞いたことはあるけど、どんな病気を治すのか

よくわからない方も多いと思います。形成外科は身

体に生じた異常や変形・欠損などの整容的問題や機

能的な損失を改善させることを目的としています。 

　具体的には形成外科では、けが・やけど・皮膚腫

瘍・外傷後瘢痕や肥厚性瘢痕・ケロイド・腋臭症・

あざ・体各部位の変形・陥入爪、巻き爪などを扱っ

ており、また美容診療ではしみ・しわ・たるみ・く

すみ・にきび・あざ・ほくろ・いぼ・傷跡・脱毛な

どに対して各種レーザーやイオン導入、ケミカルピ

ーリング・注入など様々な方法を適宜組み合わせる

ことにより治療効率が高くかつ安全性の高い皮膚の

アンチエイジング、QOLの向上を目指します。 

　もっていらっしゃる悩みや時間的・生活的制限な

どを考慮し、利点や副作用などを理解して頂いたう

えでの納得いく治療を目指しています。 

【各検査担当者からの声】 

形成外科／美容診療 乳腺外科 

＊担当医より一言＊ 
 形成外科とは、身体に欠損や変形などの整容的な不満足に対して手術をはじめとした様々

な手法を駆使し、機能及び形態的に正常、より美しくすることで生活の質を向上すること

に貢献する診療科です。その延長で美容診療が行われることでより高いレベルの結果を求

めることができます。形成外科・美容診療を受診される方は年齢も乳児から90代の方まで

幅広く、また女性が多いですが３割ほどは男性です。まずは、ご相談ください。 

＊古澤副師長より一言＊ 
　美容診療では医師の診療のもと、メデ
ィカルコスメを提供しています。 
　「医療機関だから安心して来ています」
の期待を裏切らないサービスの提供をス
タッフ全員心掛けています。ちなみに私
もコスメ愛用者です。効果の程は？ 
　是非お越しいただいてお確かめください。 

　当院の形成外科は平成６年７月から開始

され、また平成16年４月には美容診療も開

始し、病気を対象とした保険診療ではカバ

ーできない部分を美容診療で可能とするこ

とができました。 
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