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日本では、放射線イコール体に良くないものと

思っていらっしゃる方が多いと思います。日本

は戦争や災害による放射線被ばく等不幸な経

験をしていますので仕方がないかもしれません

が、果たして本当にそうなのでしょうか。

そもそも放射線とは何でしょう。難しく言うと、

電離性と高いエネルギーを持った電磁波や粒

子線のことです。強い電離作用で電子をはじき

飛ばし、原子の軌道電子をはじき飛ばすことに

よって蛍光を発したりします。

放射線にはたくさんの種類がありますが、大

きくは電磁波と粒子線に分けられます。電磁波

のなかで波長がとても短いのがエックス線とガ

ンマ線です。少し長くなると紫外線、部屋の蛍

光灯の光も電磁波ですし、赤外線、マイクロ波、

短波（ラジオ放送で使ったりする）なども電磁波

です。ですから電磁波はからだに悪いと言われ

たりしますが、電磁波全てが体に悪いというわ

けではなく、波長の長さによって色々な作用が

あるということです。もう一つの放射線である

粒子線は、粒々の粒子が飛んでいる放射線です。

粒子の種類により、電子線、陽子線、中性子線な

どと呼ばれます。陽子線は陽子１つ分の小さい

粒で、治療に使う重粒子線（炭素イオン線）は12

個分の重い粒です。大きな粒を飛ばすには、と

ても大きな加速器が必要です。

放射線の影響を皆様さかんに気になさいま

すが、何事も量が問題です。少なければ問題に

はなりません。というのは、地球上はどこにで

も放射線があるからです。福島の事故の後で

放射線フリーの食品をと言っていた方がいらっ

しゃいましたが、それはないのです。どんな食

品からも、私たちの体からも微量の放射線は出

ていますし、地球上で放射線フリーのところは

ないのです。ですから、量が問題、量が多い場

合には影響を気にする必要が生じます。一度に

受ける放射線の量が、平均的な自然放射線、年

間1.1ミリシーベルト(mSv）の100 倍以上になる

とはじめてからだへの影響が出てきます。ラド

ン温泉やラジウム温泉は、体にいいといって行

きますが、自然放射線が平均的な地域の10 倍

位はでていますので、普段は嫌いな放射線をた

くさん被ばくしに行っている訳です。では、ラド

ン温泉やラジウム温泉は、がんに効くのでしょう

か。そこに住んでいる人の疫学調査が世界各地

で行われていますが、発がん率が他の地域より

有意に多いとか少ないというデータは出ていま

せん。タバコを吸っていて、胸のレントゲン写真
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放射線はからだに悪い？
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で被ばくするのはがんの原因だから検診は受け

ないとおっしゃる方がいらっしゃいましたが、が

んの原因の30%はタバコで、30%は食習慣で

す。胸のレントゲン写真を1回撮ると、どの位被

ばくするかというと、飛行機でアメリカに行くのと

同じ位の被ばく量です。事故などで余計な被ば

くをするのはもちろん問題ですが、医療のコント

ロールされた放射線をきちんと使うのは、健康

のために必要なことだと思います。

地上に全く放射線がなかったら人類は死に絶

えているとも言われています。地球には宇宙か

ら放射線が降り注ぎ、地球を構成する地殻から

放射線が出ています。この低レベル放射線の

DNAに対する刺激があることで、我々は DNA

を修復する力を得て、これだけ繁栄した、この量

の放射線がちょうど良かったとも言われていま

す。

人工放射線のなかで、一番多いのは医療被ば

くです。日本人は医療被ばくが多いのですがそ

れは日本の医療が進んでいて、かつ医療制度が

整っているからだと思います。日本はCTを撮

がん治療の3 本柱は、手術、薬物療法と放射

線治療で、WHOの報告によれば世界のがん患

者さんの５割以上が放射線治療を受けています。

しかし残念ながら日本は先進国中、放射線治療

の利用率が最も低い国で、３割を切るくらいの

患者さんしか放射線治療を受けていません。日

本人の「放射線アレルギー」が一つの原因かもし

れませんが、世界でそれだけ使われている治療

を受けていないということは、日本の患者さんは

その恩恵を受けずに損をしているということで

はないでしょうか。ぜひきちんと理解して上手

に利用して欲しいと思います。

放射線治療が始まったのはレントゲン博士が

放射線を発見した1895 年の翌年です。最初は

放射線の作用が十分にわからず試行錯誤でし

たが、1906 年には放射線の哺乳動物の細胞

に対する影響の基本原則が発表されており、ほ

んの10 年位でおおよその放射線影響が解明さ

れた訳です。1950 年ぐらいには、今使っている

リニアックのような装置が出てきて、体のどこで

もきちんと治療できるようになり、効果もよくな

り有害事象も減りました。さらに、1991年に

強度変調放射線治療（IMRT）というハイテク

な、エックス線だけど、粒子線のように、病気の部

るからがんがたくさんできるのではなく、CTを

撮るから、がんがあると診断できるのです。世

界には一生涯医療被ばくを受ける機会がない

人もいますが、日本では診断をつけて、きちんと

治療できる。これだけCT が沢山ありますから、

がんも早期に見つかっています。だから、日本

に住んでいてよかったなと思って、必要な時は必

要な診断を受けた方がいいと思います。

ただしむやみに心配だからと毎月CTを撮る

といった話ではないですね。100ミリシーベル

ト以下の放射線では、がんを引き起こすという

データはありませんので CTを今年 3回撮りまし

たが、がんが増えますかという話ではない、毎週

CT ５回とか、年間に200 回とか撮ったらいけな

いですが、年数回撮っても、それでがんが増える

ことはありません。睡眠薬は１錠ならよく眠れ

てからだが休まりますが、100 錠飲めば命に関

わります。薬は目に見えますが、放射線は目に

見えないので量がわかりにくいのがご心配の一

因かと思います。しかし、画像診断レベルの医

療被ばくでは問題はないと思っていただいて良

いのです。

　

乳がんの放射線治療
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分だけにたくさんかかり、他のところにはあまり

かからないで済む治療というのが登場しました。

ある程度有害事象が出るという時代から、それ

以降は、かなり良い治療、手術にとってかわる治

療になりました。IMRTにより前立腺がんなど

は放射線治療が手術と同格になったのです。

放射線で乳がんは治るのですかと聞かれれ

ば、治りますと答えます。しかし乳がんは、放射

線（エックス線）だけで治そうと思うと、手術より

良く治りません。治らないわけではないのです

が治る率が低いので、手術してから放射線をか

けています。日本の放射線治療患者さんの２割

以上は乳がんの患者さんです。乳がんは、手術

して、放射線治療をして、全身薬物を行う集学的

治療を行うことで良く治ることがわかっています。

　

では、どのように放射線でがんが治るのでしょ

うか？それは、がん細胞が放射線で傷ついて死

ぬからです。DNAが深い傷を受けると細胞は

死んでしまいます。がん細胞は放射線の傷が深

くなりやすいのですが、正常細胞は傷つきにくく、

傷ついても修復する能力が高いのです。毎日少

しずつ照射することで、がん細胞は死に、正常細

胞は生き残のこるしくみです。

放射線治療の利点は、機能と形態を温存し、

からだへの負担が少ないことです。がんの手術

や抗がん剤は、ご年齢によってはお勧めできな

いことがありますが、放射線治療には年齢制限

はありません。

乳がんでの放射線治療は、術後に手術との

組み合わせで治りをより良くしようという目的と、

手術できないものに対する治療、転移の症状を

抑えるための治療があります。温存乳房照射で

は、4 ～ 6メガボルト（MV）のエックス線を使い、

50グレイを5 週間とか、短期照射だと42 から43

グレイを3 週間くらいで照射します。少しがんが

残っているかもしれないとか、年がお若いとか、

再発しやすいタイプの場合は、腫瘍があったと

⇩

http://www.nirs.qst.go.jp/hospital/index.shtml

放射線医学総合研究所病院　放射線医学総合研究所(放医研)

ころに追加の照射をします。温存乳房照射をす

ることで乳房内の再発がほとんどなくなります。

乳房を全部切除した手術を受けた方でも、リ

ンパ節転移が多くあった方は、胸壁と鎖骨上に

術後の放射線照射を行ったほうが、再発が少な

いことがわかっています。乳がん局所・所属リ

ンパ節再発に対しても、放射線治療は有用で、こ

の場合には60グレイくらいを６週間とかかけて

照射します。

骨転移とか脳転移に対する照射は、少ない線

量で行うことが一般的です。これらの転移は

血行性の転移なので、全身薬物療法が治療の

主体で、放射線治療はお辛い症状をとるための

治療なので照射量が少ないのです。骨転移は

30グレイくらいを2 週間とかで照射するのが一

般的です。脳転移では、定位照射（ピンポイン

ト照射）が良いか、全脳照射が良いかで議論が

ありました。頭全体に放射線治療をしたら認知

症などの症状が出るから、そこだけピンポイン

トでやったほうが良いという主張と、乳がんが血

の流れに乗って頭に飛んでいるのだから、目に

見えているところだけの治療では周囲に再発し

てしまうから、全脳照射したほうが良いという主

張があります。最近、最初はピンポイント照射で、

そのあと残念ながら多発転移になった方に全脳

照射しても変わらないとわかってきて、転移が少

ない方は最初から全脳照射を勧めないようにな

りました。

乳がんの放射線治療はこのように、手術や薬

物療法の補助的な役割を果たすことが多いので

すが、粒子線治療では手術しないで乳がんを治

す臨床試験も行われています。私は早期乳がん

に対する重粒子線治療の臨床試験の責任医師

をしていますのでご興味のある方は放射線医学

総合研究所病院のホームページをご覧下さい。
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J.POSHオフィシャルサポーター
認定NPO法人 J.POSH （日本乳がんピンクリボン運動）を通じてピンクリボン運動をご支援いただいている
企業・法人・など各種団体の一覧です。
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J.POSHオフィシャルパートナー
認定NPO法人 J.POSH （日本乳がんピンクリボン運動）を通じてピンクリボン運動をご支援いただいている
営利を目的としない患者会・協会・組合・などの各種団体の一覧です。

J.POSH
オフィシャルサポーター

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー）

株式会社神戸酒心館

株式会社HEAVEN Japan

株式会社美彩

雪印ビーンスターク株式会社

新潟日産モーター株式会社

ローヤル化工株式会社

株式会社フォーマルクライン 　日本カルミック株式会社

築野食品工業株式会社

株式会社シェモア マイランEPD合同会社 株式会社ファーストフレンズ

村信株式会社株式会社テスコム 日本生活協同組合連合会

医療ビジネス専門学校

一般社団法人日本グルーデコ協会 一般社団法人日本美姿勢協会

日本製紙株式会社

THE WORLD株式会社

ドクターサポート株式会社 グンゼ株式会社

ミドリ安全株式会社

株式会社UCS

株式会社日成アドバンス

株式会社エムティーアイ
ルナルナ事業部

乳がん患者会「関西ひまわりの会」
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

女性経営者の会 京都薫風ライオンズクラブ

藤沢ラグビー蹴球倶楽部

塩原温泉旅館協同組合

女将の会

アトリエボー株式会社 株式会社リツビ
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国の患者会・支援団体のピンクリボン活動の紹介全
乳がんに罹患したサバイバーの女性たち、身内や知人、友人が乳がんに罹患したなどいろいろなきっかけと

した皆さんが集い、情報交換や啓発活動を展開されている団体が全国に多数あります。そこで、こうした皆さ

んにお会いし、意見交換や情報交換を行い、それぞれの活動をレポートすることにしました。

今回は広島県福山エリアで活動している「福山アンダンテ」(林富子会長＝約１００人の患者会)と、群馬県沼

田市で乳がん啓発活動を展開している「もものわ」(吉野久子会長＝９人)を、ご紹介します。

もものわ

 

「もものわ」は 2017年春、「乳がん啓発活動

を通じて1人でも悲しむ人を減らしたい」という

思いを込め、9人の女性が立ち上げました。桃

はピンクを連想し、ピンクリボン活動につながる

ことからネーミングされました。発端は代表の

吉野さんが参加していた「女性だけのおみこし

の会」の仲間が乳がんで亡くなり、その後乳が

んに罹患する会員が相次いだことで、乳がんの

早期発見がいかに大切かを認識。そのことを

訴える行動を起こして啓発活動を展開すること

になりました。

発足間もない「もものわ」のメンバーの職業は

公務員、レストラン経営、農業支援・指導者、Ｏ

Ｌなど多彩。多忙な女性メンバーたちだけに

具体的な活動はなかなか決まりませんでしたが、

初めて手掛けたのが地元沼田市内の老神（おい

がみ）温泉施設の女将たちに働きかけた「ピンク

リボン温泉ネットワーク」（Ｊ．ＰＯＳＨが推進

しているプログラム）への参加でした。その結

果、１３施設が賛同して参加して下さり、老神温

泉は「乳がん患者に優しい温泉街」を目指すこ

とになりました。

「もものわ」は今後、沼田市を中心に群馬県内

の温泉郷にピンクリボン温泉ネットワークの拡

大を目指すそうです。このほか、地元の祭りに

乳がん検診車を招いて検診機会を増やす、啓発

ティッシュの配布を行って乳がんへの関心を高

めていくなど、具体的な行動計画を話されていま

した。

３月の市議会で乳がんチェックシートの導入

など乳がん検診に関することにも改善が図られ

市政を通じても乳がん啓発活動が推進されるこ

とになりました。

老神温泉の旅館の女将のみなさん。
自分たちで試作した専用入浴着を手に説明するのは 
伍桜閣の金子笑子女将

「もものわ」メンバーの皆様
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福山アンダンテは「病気になってもゆっくり、の

んびり生きていきましょう」という願いを込めた

名称。1人1500円の年会費と、県からの助成金

などで運営されています。①年 4回の患者交流

会②年１回のバス旅行③年３回の「たより」発行

④月１回の「おしゃべり会」⑤福山バラ祭りで乳

がん啓発ブース出展⑥県や市などからの依頼を

受けて様々な啓発活動への参加など、幅広く活動

しておられます。自らも乳がんを患い、現在も闘

病中という時森由佳さんは広報担当として中心

的な役割を担っています。１回に１２０部発行す

る「たより」の作成を一人で手掛けていて「大変

です」としながらも「毎号、毎号の反響の大きさに

励まされています」と。Ｂ４の紙４枚の裏表にカ

ラー印刷された手作りの「たより」には、諸活動に

参加した写真や記事、交流会で開催した講演会

講師の話のポイント紹介などが掲載されています。

患者交流会やおしゃべり会の会場は公立学校

共済組合　中国中央病院（福山市）の講堂や図

書館など。交流会は医療関係者を招いた講演会

が多く、おしゃべり会には入院中の男性患者の方

の参加も少なくないということです。福山アンダ

ンテと湯田学区まちづくり推進委員会が共催して

2017年11月に福山市内の湯田小学校で開いた

ピンクリボンファミリーコンサート（演奏ＮＰＯ法

人福山シンフォニーオーケストラ）が好評を博した

ことから、「今後年1回の恒例化行事にしたい」 

(時森さん)と意気込んでおられました。

福山アンダンテ

大阪市内のＪ.ＰＯＳＨ事務局を訪問された時森さん＝右端。
左隣は平田享副理事長、平田以津子理事、十亀晋事務局長

ンクリボン活動へのご支援ピ
Ｊ．ＰＯＳＨは２０１７年12月２6日、熊本・宮

崎両県内で計25ケ店の遊技場（パチンコ店）と、

宮崎県小林市でビジネスホテルを経営する岩下

兄弟株式会社（熊本県人吉市、岩下博明社長）か

ら寄付金を頂きました。同社の寄付は「お客様か

らの寄付金及び自動販売機の売上金の一部で

す」（岩下洋三常務）とし、2013年から毎年贈呈

して頂いています。熊本市内の同社モナコパレス

浜線店で行われた贈呈式には地元テレビ局4 社

が取材。岩下常務（写真右）からＪ．ＰＯＳＨの十

亀晋事務局長（同左）に寄付金が手渡され、十亀

局長は感謝状を贈りました。

同社が社会貢献活動の一環としてＪ．ＰＯＳＨ

を支援することを決めたきっかっけは、岩下常務

が同級生をがんで失ったこと。もっと早く発見し、

対応していたらとの思いが強く「とりわけ乳がんは

早期発見で治る病気であり、早期発見の啓発活動

を展開しているＪ．ＰＯＳＨさんを支援することに

しました」（同）と話しておられました。

贈呈式にて岩下常務（写真右）と同社マスコットのタマちゃ
ん（写真中央）、感謝状を贈る十亀事務局長（写真左）
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プログラム 「ピンクリボン啓発活動助成金」新
全国のピンクリボン団体や患者会の皆様から「啓発活動費用の捻出に苦労しています。」と言うお話しを伺うこ

とが増えています。そこで、およそ２０団体に一律5万円の啓発活動費用を支援することにしました。

わずかの助成金ですが、「乳がんで悲しむ人を１人でも少なくする」との同じ思いで活動されている皆様と共に啓

発を進めていければと思います。ピンクリボン啓発団体・乳がん患者会の皆様のご応募をお待ちしております。

支 給 内 容

応 募 資 格

必要提出事項

応 募 期 間

選 考

決 定 通 知

助成金支給

：
：
：

：
：
：
：

啓発活動費 １団体一律 5万円　およそ２０団体
設立1年以上経過した非営利のピンクリボン啓発団体および乳がん患者会
助成金を充当する啓発活動の内容（活動対象期間：2018 年7月～ 2019 年6月）
※活動後に報告書（写真等、記録媒体含む）をご提出頂きます
2018 年 4月１日～ 6月30日締切（書類必着）※郵送・FAX・Eメール
応募者の中から審査による選考を行います （2018 年7月初旬）
2018 年7月中旬　※支給が決定しました団体様にのみ通知致します

2018 年7月下旬　※ご指定口座への振込

募 集 概 要  

■ ご応募・お問い合わせについて ■
・募集内容についての詳細はJ.POSHホームページをご参照下さい。
・応募用紙も同ホームページよりダウンロードしてご使用頂けます。

※J.POSHホームページ　http://www.j-posh.com/

Ｊ.ＰＯＳＨのオフィシャルサポーターとして、ピ

ンクリボン運動に深いご理解とご協力を頂いて

いる日本製紙株式会社さん。このほど同社の八

代工場（熊本県八代市）を見学する機会を頂きま

した。国内に１５ある生産拠点の中で「なぜ八代

に？」――。そのわけは、コピー用紙『ピンクリ

ボンPPC』を製造している唯一の工場だからで

す。PPCは普通紙複写機用のコピー用紙のことで、

同社の主力商品の一つです。用紙のパッケージに 

ピンクリボンNEWSあとがき

Ｊ.ＰＯＳＨのロゴマークであるピンクリボンが鮮やか

に印刷されていて「ユーザーの皆様にピンクリボン運

動を広く認知して頂きたい」（同社）という思いが込め

られているのです。そして、この新ブランドのコピー

用紙の売り上げの一部をＪ.ＰＯＳＨに寄付して頂い

ています。同社が社会貢献活動の一環としてピンク

リボン運動を始めたのは、八代工場で働く矢野剛さ

ん（事務部製品課課長代理）の発案がきっかけでし

た。ゴルフ好きな矢野さんが参加したチャリティー

ゴルフ大会が乳がん啓発の大会であり、矢野さんは

この時初めて「ピンクリボンという言葉を知った」の

だそうです。「自社製品を通じて何かアピールする方

法はないだろうか」――。東京の熊谷隆さん（情報

用紙営業本部機能用紙部長代理）と相談し、２０１６

年９月に誕生したのが『ピンクリボンPPC』。見学時

にも、同用紙の製造は絶え間なく続けられていました。

オフィスや家庭でコピー機の前に立った皆さんの目に、

ピンクリボンがアレンジされた用紙が飛び込んで来

る機会が増えるのではないでしょうか。　（T・I）写真左は矢野さん、右は藤本知秀さん（同社八代工場にて）

ピンクリボン啓発活動助成金
全国にピンクリボン運動を目的とした多くの啓発団体・患者会様がいらっしゃいますが、啓発活

動費用の捻出にご苦労されているお話を伺うことが増えてまいりました。そのような中、同じ目的

をもって活動しているJ.POSHとして何かご協力できることはないかと考え今年度より、啓発活動

を行って頂くために役立てて頂ければと、わずかですが助成金による支援を決定いたしました。

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目6番3号　認定NPO法人 J.POSH

TEL：06-6962-5071　FAX：06-6962-0065　E-mail　info@j-posh.com 

概　　　要

提出先・
お問合せ先

支給内容 １団体一律5万円、およそ20団体に支給

応募資格 設立後1年以上経過した非営利のピンクリボン啓発団体・患者会
※ 2018年７月より2019年６月末日の間に、啓発活動を実施予定であること。

選考方法・
スケジュール

応募者の中から、J.POSHピンクリボン啓発活動助成金選考委員会にて

審査による選考を行う。

応募方法 受付開始 … 2018年4月1日

応募締切 … 2018年６月30日（書類必着）
所定の申請書（裏面もしくはJ.POSHホームページ（http://www.j-posh.com）からダウンロードして下さい）に
必要事項をご記入の上、お申込み下さい。

実績報告 活動後、すみやかに報告書（写真を含む）を提出して頂きます。

活動や団体様をJ.POSHが発行する媒体にてご紹介させて頂く場合がございます。

選　　考1 2

※1 支給が決定しました団体様にのみ通知致します。　※2 ご指定口座への振込

2018年
  ７月初旬

決定通知

2018年
  ７月中旬

3 助成金支給

2018年
  ７月下旬

※1 ※2

ピンクリボン啓発活動助成金
募集フライヤー表面
（裏面は応募用紙）


