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乳がん啓 発 運 動のピンクリボン色（桜の開

花）に全国が染まる時期ですね。

市民 公 開講 座「 乳 がんの診 断 から治 療ま

で～放 射 線と上手 に付き合うために～」は、

2018 年１0月6日（ 土）13：00 ～ 16：00 仙台

市の仙台国際センターで開催しました。認定

NPO 法人 J.POSH（日本 乳がんピンクリボン

運動）の方々にも広報していただき、一般市民

の方に多数参加いただきました。

主催した公益社団法人　日本放射線技術

学 会（https://www.jsrt .or.jp/data/）は、マ

ンモグラフィや CT、MRI、PET-CT、放射線治

療などを行っている診療放射線技師が多く所

属している学会です。今回の市民公開講座は、

第 1部　『放射線を正しく理解しよう』は、2 つ

の講演で、「知っておこう！放射線」、「放射線

の医学利用は凄い！」、第 2 部　『乳がんの画像

検査』は、3 つの講演で、「知りたい！乳がん

検査のいろいろ」、「乳がん検診の被ばくって

怖いの？」、「乳がん治療を支える画像検査最

前線」を行いました。

放射線を使用するには、正当化・最適化・線

量限度という大前提があります。医療におけ

る放射線利用は、損益（放射線被ばく）より利

益（的確な診断や治療）が多い時のみ使用する

（正当化）と診断をするために必要な線量（多

すぎもせず、少なすぎもしない）を使用する（最

適化）という前提があります。線量限度は、患

者さんの利益を損なうことを危惧して設定され

ていません。このことを一般市民の方に理解

していただきたくて、市民公開講座を開催して

きました。

放射線の人体への影響は、確定的影響と確

率的影響の 2 つです。確定的影響は、表①の

「しきい線量」（放射線を受けた集団の約1％

の方に影響が表れる線量）を超えないと発現

人体への影響 しきい線量（mGy）

リンパ球の減少（=免疫機能の低
下）　造血器（骨髄）

250 ～

紅斑（皮膚が赤く低温やけどのよ
うになる）・脱毛

2,000 ～

水疱（水ぶくれ） 7,000 ～

潰瘍　（皮膚） 10,000 ～

一時不妊　男性　（生殖腺） 150 ～

一時不妊　女性　（生殖腺） 1,500 ～

永久不妊　男性　（生殖腺） 4,000 ～

永久不妊　女性　（生殖腺） 3,000 ～

表① 放射線の人体への影響

TOPICS

放射線による
医療被ばくについて
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しません。線量が多くなると症状が重くなりま

す。確率的影響は、発がんがあげられ、しきい

線量（被ばくの安全線量）が存在せず、線量の

増加によって影響の発生確率が増加するもの

です。国際放射線防護委員会（International 

Commission on Radiological Protection 、 

ICRP）では、過去の様々なデータから「直線し

きい値」なし（LNT）モデルを提唱しています。

日本もその考え方を踏襲しています。LNTモ

デルは大量摂取時の影響の大きさ（原爆時の

データ等）をもとにして、少量摂取時の影響の

大きさを比例する形で見積もったものです。被

ばく線量がどんなに小さくても発がんリスク

は存在すると仮定するもので、100 ｍ Sv（ミリ

シーベルト：実効線量）の被ばくを受けると発

がんリスクが 0.5％上乗せされるというもので

す。ただし、100 ｍ Sv 未満の線量では被ばく

によりどのような影響があるかは明らかになっ

ていません。

乳がんの診断には、放射線を使用するマンモ

グラフィ、トモシンセシス、PET-CT、CT、放射

線を使用しないエコー（超音波）、MRIなどた

くさんの検査があります。それぞれの検査に

は、得意・不得意があります。

マンモグラフィは、死亡率減 少効果がある

（科学的に証明）とされる検査で、がんと指摘

したものが“がん”だと判断できる精度（感度）

は 80％前後と言われています。小さなしこり

や非常に細かな石灰化のある初期の乳がんを

発見できます。そのような理由で検診にはマン

モグラフィが選択されています。がんだけでな

く良性のものも見つかりますが、すべての病変

を映し出せるわけではありません。乳腺密度

が高い人や若い人への検査にはエコーの方が

適しています。マンモグラフィとエコーを併用

した場合、発見がん数は 1.5 倍に上昇したとい

う研究もあり、今後の総合判定方法の向上に

期待が持たれています。

実際に病院で受ける検査の線量の目安の表

を記載します。（表②）

マンモグラフィの被ばくは、乳腺が受ける線

量として 2 ｍ Gy 程度です。この線量で確定

的影響は発生しません。また、実効線量として

2 ｍ Sv 程度ではがんにもなりません。

欧米では 60 ～ 80％の女性が２年に1回の

割合でマンモグラフィ検査を受けていて乳が

んで亡くなる方は減少していますが、日本では

マンモグラフィ検査の受診率が 40％程度で現

状では乳がんで亡くなる方が増え続けています。

J.POSHのHPにもありますように乳がん10

年生存率は非 浸潤がんである早期に見つけ

て治療すれば 95％程度ありますが、がんが進

行したⅣ期で見つかると25％程度しかありま

せん。40 才を超えたら2 年に1 度はマンモグ

ラフィをというのは、被ばくするデメリットより

早く見つけるメリットの方が大きいことになり

ますので、ぜひ受けていただければと思いま

す。CTやPET－CT での被ばくはマンモグラ

フィより大きなものになりますが、乳がんがあり

その広がりの診断や転移の精査などが詳しく

わかるため、これも確実な治療をするメリット

の方が被ばくというデメリットを超えるので、受

けた方がよいです。これらの検査も一回の検

査で確定的影響が出る線量ではありませんし、

確率的影響もほとんど問題にはならない線量

検査の種類 線量 線量の種類

胸部撮影 0.06ｍSv 　　  実効線量

上部消化管撮影 3ｍSv 程度 実効線量

乳房撮影 2ｍGy 程度 乳腺線量

CT撮影 5 ～ 30mSv 程度 実効線量

核医学検査 0.5 ～ 15ｍSv 程度 実効線量

PET検査 2 ～ 20ｍSv 程度 実効線量

放射線医学総合研究所ホームページより引用、

一部改変

https://www.nirs.qst.go.jp/rd/faq/medical.html

表② 放射線診療で受ける被ばく線量
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フィシャルサポーター活動紹介オ

生協祭りへの出店

両田　専務取締役

有限会社コープサービスしこく（松山市勝山

町１丁目、美濃欽也代表取締役）は、コープえ

ひめ、こうち生協、とくしま生協が出資して設

立した損害保険・生命保険の取り扱い（募集）

代理店。アフラック生命、東京海上日動あん

しん生命など生保４社、共栄火災海上、東京海

上日動火災など損保６社の保険を取り扱って

おられます。

同社がＪ．ＰＯＳＨのオフィシャルサポー

ターに登 録されたのは 2010 年。保険会社の

研修 会でピンクリボン運 動を展開しているＪ．

ＰＯＳＨの活動を

知り、サポータ登

録を決めたという

ことで す。 以 来、

Ｊ． Ｐ Ｏ Ｓ Ｈ の

グッズ購入を始め

とする 各 種 の 支

援 活 動にご 協力

頂いています。

有限会社コープサービスしこく
http://www.coopservice-shikoku.co.jp

ピンクリボン運 動をアピールする最大の催

しは、毎年秋に開催される愛媛県生協連主催

の『生協まつり』。参加客は 8,000 ～ 10,000

人にも上るということで、同社は会場の一角

にブースを開設。乳がん触診モデルやリーフ

レットを置いて、早期発見の大切さを訴えてい

らっしゃいます。両田晃専務は「乳がんに関す

る女性の皆さんの関心は高く、触診モデルの

設置コーナーには行列ができるほどです。お

祭りの時だけでなく、日常の業務の中でも啓

発を意識した活動を心がけていきたいと思い

ます」と、話しておられました。

です。

放射線は全くリスクがないものではありませ

んが、医療における利用にはメリットも大変多

いものです。ぜひ、正しく怖がり、自分や周りの

方にとって、正しい判断をしてご使用いただけ

ればと思います。

─　参　考　─

Gy（グレイ）：放射線によって人体をはじめと

した物体に与えられたエネルギーを表す吸収

線量の単位。（１キログラムの物質が１ジュー

ルのエネルギーを吸収した時　１Ｊ／Ｋｇ）

Sv（シーベル）：①人体が受けた放射線の影

響は、放射線の種類によって異なるため、吸収

線量値（グレイ）に補正係数（放射線加重係数）

をかけてあらわした線量が等価線量です。各

臓器の被ばく線量になります。

Ｓｖ（シーベル）＝補正係数×Ｇｙ（グレイ）

Ｘ線、ガンマ線、ベータ線　の場合１

陽子線　2　　アルファ線　２０

②人体が受けた放射線の影響は、受けた臓器

によっても変わります。受けた臓器の補正係数

（組織加重係数）をそれぞれの臓器の等価線

量にかけて全身の分を足した線量が実効線量

です。確率的影響の評価に使用します。
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有限会社ヨガワークス 株式会社フラウ・インターナショナル 株式会社ダイアナ

ジャパンリスクマネジメント株式会社 医療法人健優会 マンモプラス竹尾クリニック

日産プリンス

山梨販売株式会社

株式会社ベネフィット・ワン

ノイエス株式会社

株式会社オフィストゥーワン 株式会社ヤクルト本社

有限会社

コープサービスしこく

スリーエー・ライフ株式会社

社会医療法人財団  池友会

福岡和白総合健診クリニック

京都奉製株式会社 JFRカード株式会社

日産プリンス

札幌販売株式会社

株式会社イーズ・インターナショナル

株式会社ローズ・サプライ 株式会社くわこや

株式会社ジャパックス

株式会社シールズ

ティーペック株式会社

株式会社 iDA（アイ・ディ・エー） 雪印ビーンスターク株式会社

ローヤル化工株式会社

株式会社リツビ

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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株式会社神戸酒心館株式会社HEAVEN Japan

新潟日産モーター株式会社

　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

株式会社リクルートライフスタイル

株式会社レリアン

株式会社ファーストフレンズ

株式会社アーキ・ジャパン

株式会社ソルトワークス

エターナル株式会社

旭川リハビリテーション病院

村信株式会社

メドライン・ジャパン合同会社

ベルサンテスタッフ株式会社

株式会社テスコム

日本生活協同組合連合会

株式会社ワコール

ゴールドフラッグ株式会社

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

株式会社トリニティ・ワールド 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

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

日本航空　ラグビー部
JAL WINGS

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

川越市 最明寺

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。



6 ピンクリボンNEWS　2019・春　vol. 8　No. 1

認定 NPO法人 J.POSH

者会 12年続く高松赤十字病院  笑美（えみ）の会患

『高松赤十字病院笑美 ( えみ ) の会』は、同

病院で治療を受けた乳がん患者からの要望

に応えて、2007 年 3月に設立した乳がん患者

会です。発足当初は病院側の主導でスタート

した患者会でしたが、2015 年頃から患者が

主体となった活動に変わって、現在は会費制

で登録数は 35人です。

主な活動内容は、

①年 1回の講演会と医療者との交流会

②年 3 回のおしゃべり会

③「笑美の会通信」の発行

等々です。

これまでの講演会のテーマは「乳がんとと

もに生きる」、「乳がん治療

の 新し い 流 れ 」、「 乳 がん

の再発と転移について」と

い った 医 師 の 講 演 の ほ か、

美容師さんの「 治療中だか

らこそきれいに楽しみましょ

う、髪とメイクについて」や、

管理 栄養 士さんの「 乳がん

治療と食生活・栄養につい

て」など , 患者さんの生活を

より良いものにするテーマも

あります。

また、おしゃべり会は、同

病院の会議室で患者同士が互いの悩みを話

合うことも、看護師さんも加わって悩みごとの

相談に乗ってもらうこともあるとのことです。

「笑美の会通信」は A4 サイズ 1 枚のカラー印

刷。ペーパーの裏表には、おしゃべり会の報

告、今後の日程などの情報が盛り込まれてお

り、会員に郵送しています。

12 年間も続く笑美の会――。活動の背景

には吉村会長のリーダーシップに加え、幹 事

の中村朱美さんの存在が大きいとのことです。

中村さんは、８年前に乳がんにり患し闘病を

経験した元同病院看護師さんで、治療する側、

される側の気持ちが良く分かる立場を生かし

た貴重なアドバイザー。さらに、同病院の看

護師安部紗織さんは、乳がん看護認定看護師

の資格を持ち、交流会やおしゃべり会などに

も参加し、笑美の会をしっかりと支えていらっ

しゃいます。

ところで香川県では、２０１５年５月に全国

でも珍しいがん患者会間を結んだ「がん患者

会ネットワーク香川」が 発足し、笑美の会も

同ネットワーク（ 現 在８団 体が 参 加）に参画

しています。 Ｊ.ＰＯＳＨも、いつかこのネッ

トワークの成 果を報 告できれ ばと思います。

左から　中村朱美さん　吉村美栄会長　安部紗織さん

う
ど
ん
県
ら
し
い
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
が
…
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定ＮＰＯ法人の継続審査終わりました認
2002 年2月にJ.POSHを設立後 2003

年3月に非営利活動法人 J.POSH（日本

乳がんピンクリボン運動）として認証を

受け、17年が経過しました。ひとえに

皆様の温かいご支援の賜物と感謝して

おります。

2014 年3月には認定ＮＰＯ法人を取

得し、「税制（所得税）優遇」を受けるこ

とができ、さらに安定した活動が可能に

なりました。認定ＮＰＯ法人は、5 年で

継続審査を受ける必要があり、2月5日

に審査を受け、認定ＮＰＯ法人として継

続が認められました。

１. 個人からのご寄附について

（1）所得控除は確定申告で受けることが出来ます 

　　個人の方がJ.POSHに対し寄附を行った場合は、「所得控除」または「税額控除」のうち、どちらか

（２）大阪府民税、大阪市民税の控除は

　　大阪府、大阪市にお住まいの皆様は、大阪府民税、大阪市民税の控除も受けることができます。

所得控除の計算式

（寄附金合計額 － 2,000 円）を所得金額から控除
その年に寄附した

年間の総所得金額の 40％が限度

一般の寄附金の損金算入限度額

（資本金等の額×0.25％  ＋  所得金額×2.5%）÷4 （資本金等の額×0.375％  ＋  所得金額×6.25%）÷2

認定NPO法人への寄付金の損金算入限度額

税額控除の計算式

（寄附金合計額 － 2,000 円）×40%を所得税額から控除
その年に寄附した

年間の総所得金額の 40％が限度
控除額は所得税額の 25％が限度

２. 法人からのご寄附について

法人がJ.POSHに対し寄附を行った場合は、一般の寄附金に係わる損金算入限度額とは別に、特定公益法人

に対する寄附金の額と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

３. 相続または遺贈による寄付について

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定 NPO法人に対

し、 その認定 NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産

の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。
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認定 NPO法人 J.POSH

務局からのおしらせ事

前号(18年冬号)に寄稿頂いた市立ひらかた病院

の泌尿器科主任部長・和辻利和先生は、がんと闘う

患者さんたちに『病気で下を向いて立ち止まってい

てもいいことはない。しっかり前を見て明るく歩き

ましょう』とアドバイス。『前立腺がんの患者さんで、

なにか打ち込める大好きな趣味を持っている人は、

病気の経過や治療への反応性が良い』と指摘。進

行した状態の患者さんが好きな趣味に打ち込んで

奇跡的に治癒した例を挙げていらっしゃいました。

ピンクリボンNEWSあとがき

思い出したのは『お笑いとがん』の関係の実証

研究。大阪国際がんセンター病院で、落語や漫才

を見たがん患者グループと見ない患者グループに

差があり、見たグループの免疫細胞能力が向上し

た、といいます。ノーベル賞を受賞した本庶佑京

大特別教授が、がんの免疫療法に大きな道を開い

たニュースは記憶に新しいところですが、私たちの

体に具わっている『免疫』――。すごいパワーを

秘めているのですね。　(Ｔ.Ｉ)

昨今　社会事情により、宅配便の配送料、郵送

料（ゆうメール）が値上がりし、皆様へ「ピンクリボ

ンニュース」「啓発ポスター」「啓発リーフレット」「Ｊ

ＭＳの参加依頼書」「啓発グッズ」「啓発ティッシュ

キャンペーン」などの送付費用が、2019年度から

大幅に増えることになりました。理事会でも幾度

も話し合いを行い、郵送物の重量削減、郵送方法

の見直しを図りました。見直し点は

①啓発ポスターの無償　提供枚数を10枚から5

枚にさせて頂きます。

　※啓発リーフレットは50部まで無償です。

②ＪＭＳ（10月第三日曜日に乳がん検査を行うジャ

パン・マンモグラフィ・サンデー）の参加依頼

のチラシを全国３６００強の医療施設さまに郵

送しておりますが、2020年度分より、前年度参

加医療機関さまにのみ郵送させていただきます。

前年参加の無い医療機関さまにはハガキによる

案内とさせていただきます。

Ｊ.ＰＯＳＨホームページの見直し

２０１９年度は、Ｊ.ＰＯＳＨのホームページの

見直しも予定しています。現在　探すのが簡単

なページもありますが、なかなか　探すのが難し

いページもあります。例えば、この「ピンクリボン

ニュース」もホームページからダウンロードできる

ようになっていますが、ご存知の方は少ないと思い

ます。企業の皆様にはダウンロードした「ピンクリ

ボンニュース」を社内で閲覧していただければ幸

いです。また、個々の情報も２～３年に１回見直し

をかけたいと思いますがなかなか難しいのが現状

で、掲載情報の削除も考えています。

最近スマートホンでホームページを見られる方

も増えていますが、スマートホン対応しているメ

ニューの範囲が狭く、ホームページ見直しの際に

は参照できるメニューを増やしていきたいとも考え

ています。

※現在はスマートホンでＪ.ＰＯＳＨのホームペー

ジを見るのには、スマホモードからＰＣモードに

する必要があります。

啓
発
ポ
ス
タ
ー


