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の生涯リスクの安全側に立った推定値
は︑約１／１７０である︒放射線被ば
くがない 自(然バックグラウンドは別
として︶
場合のがん罹患の生涯リスク
は約１／３であり︑
致死がんについて
はこのリスクは約１／５である︒
上述
したように︑放射線による奇形は︑１
００〜２００ 以下の胎児線量はでは
おそらく発生しない︒
mGy

︵６︶胎児線量が１００〜２００ を
超えると︑
この問題に対するアプロー
チの仕方はいくぶん異なってくる︒
こ
のような状況が起こるのは︑
放射線診
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断による被ばくではなく︑放射線 うはっきりしたものではない︒こ
治療または事故による被ばくであ の吸収線量の範囲で︑胎児が妊娠
り︑ 胎児の吸収線量の推定値は 齢８週から 週の間で被ばくした
もっと大きな不確かさを持つかも 場合には︑ＩＱの測定可能な低下
しれない︒胎児の吸収線量が高く のリスクを真剣に考慮しなければ
てたとえば５００ を上回り︑し ならない︒このような場合には︑
かも︑妊娠齢３週から 週の間に 資格のある医学生物学や保健物理
被ばくが起きたならば︑発達遅滞 の専門家ができるだけ綿密に胎児
や中枢神経系損傷の可能性がかな の吸収線量を計算すべきであり︑
りある︒この範囲の線量では胎児 臨床医は両親のそれぞれの個人的
は生存することは可能であるが︑ 状況を確認すべきである︒たとえ
高いリスクを伴うことを両親に知 ば︑胎児の線量が１００ をちょ
うど超えると推定されても︑数年
らせるべきである︒
来︑子供を持つ努力をしてきた両
親だとしたら︑妊娠中絶を望まな
いかもしれない︒このような場合
は︑適切に説明を受けた後に︑両
親が個人的に決定すべきである︒
この報告書で重要なことは︑この
１００ ｙ未満の胎児線量は妊娠
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︵７︶
１００〜５０
０ の中程度の線
量では︑このよう
な事情が起こる頻
度は比較的低いけ
れども︑状況はそ
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有用な方法は︑
奇形またはがんのい︵５︶
１００ 以下の胎児線量では︑
放
ずれかがある子供を持たない確率 射線被ばくのために妊娠中絶をする医
と︑
その確率が放射線によってどの 学的な正当性はない︒
１００ におけ
程度影響されるかを患者に提示す る放射線誘発の小児がんまたは白血病
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放射線の検査というと︑かなら よび妊娠週数によって異なる︒
ず被ばくということを考えると思
います︒
︵２︶妊娠中絶の問題は世界各国で
日本はＣＴの保有台率は諸外国 異なった扱いがなされている︒たぶ
地方や国レベルでの法律または
に比べて多く︑放射線を利用した ん︑
検査はたくさん行われています︒規則に支配されているだけでなく︑
その被ばくについて︑とくに︑
妊娠 個人の倫理︑
道徳および宗教的な信
と放射線についてご説明させて頂 仰の違いで問題は複雑になる︒この
きたいとお思います︒すこしだけ 複雑な問題には︑
放射線防護の問題 ることである︒
︵表１ Ｉ
‑ＣＲＰより︶
をはるかに超えた問題が絡んでい
お付き合いください︒

妊娠と放射線

＜毎月 1 日発行＞
■発行所■

主任放射線技師 茅根 弘和
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国際放射線防護委員会︵ＩＣＲ る︒この文章は︑妊婦とその夫のカ︵４︶腹部や骨盤の放射線治療および
Ｐ︶
は︑
長年にわたって医療におけ ウンセリングに役に立ち得る情報 重大な事故を除けば︑
医療放射線から
る放射線防護と安全に関する助言 を提供することを意図している︒ 生じるかもしれない影響の大きさは︑
を提供する数多くの報告書を刊行
妊娠中に生じる他の問題の通常の発生
してきました︒
︵３︶カウンセリングは︑医療手法 率に比べて一般に小さい︒
被ばくして
１９９９年にＩＣＲＰから医療放 による受胎産物の線量の推定を試 ない︵すなわち︑自然バックグラウン
放射線のリスクを妊娠に伴う他 ド放射線にだけ被ばくをしている︶
射線と妊娠にかかわる報告書が出 み︑
されました︒そこから重要と思わ のリスクと比較した後に初めて目 人々の中にも︑
妊娠中のおよそのリス
低いレベ クとして︑ ％あるいはそれ以上の自
れるところを︑
抜粋してみました︒的を果たすことができる︒
ルであっても︑
電離放射線に被ばく 然流産率︑
２〜４％の重い奇形の発生
︵１︶妊娠中絶は︑多くの要因の影 した女性は︑
奇形のリスクが自然発 率︑４％の子宮内発達遅滞率︵ほとん
響を受けて行われる個人的な意思 生のリスクよりもずっと高いとし どが高血圧による︶
︑それに︑８〜
ばしば想像しているので︑
適切なカ ％の遺伝性疾患の発生率がある︒
ウンセリングは有益である︒
１つの
決定である︒１００ ︵ミリグレ
イ︶未満の胎児線量は妊娠中絶の
理由と考えるべきではない︒胎児
線量がこのレベルを超える場合に
は︑胎児障害が発生するおそれが
あり︑
その大きさと種類は︑
線量お
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中絶の理由と考えるべきではない 後妊娠していることが分かり︑大変
悩んだという話を本人から聞いたこ
ということです︒
日本は被爆国で︑原子力︑ＪＣ とがあります︒放射線はよくないも
Ｏなどの事故災害があり︑放射線 のという印象が強く︑本人も相当苦
と聞くとすごく敏感になり︑その しみいろいろ調べたと言っていまし
うえ胎児が被ばくしたとなると た︒会の先生とメールなどのやりと
﹁大変なことをしてしまった﹂と りをして安心して無事出産しました
なるのです︒ある勉強会の話で︑が︑１００ 以下では妊娠中絶の理
看護学生 ・放射線の学生にアン 由と考えないということを会では広
ケートをとると︑恐いというのが めなくてはいけないと強く言ってい
一位だそうです︒一般の方もきっ ました︒
放射線技師としては患者様の被ば
と同じではないのでしょうか︒
放射線検査の被ばくの量を表に くについては十分気をつけて業務に
示します︒
︵表２ Ｉ
‑ ＣＲＰより︶あたっていますが︑被ばくについて
放射線治療や事故は別として︑すこしでもご理解いただければ幸い
撮影方法や透視時間などで若干被 です︒
ばく量は上下するとは思います
が︑胸部・腹部・骨盤などのＸ線
撮影では１００ を越えるという
のは考えられません︒骨盤のＣＴ
でも
位です︒この胎児線量で
は︑妊娠中絶は考えないというこ
とです︒
勉強会で患者様が尿路造影検査の
mGy

四月一日インフルエンザ対策が解除されました

mGy

感染管理認定看護師 菅野 勝司

しました︒そして︑安心して受診を 策を踏まえ︑次の流行が起こった
していただくために︑先にも挙げ 場合にも迅速な対応ができるよう
たように︑発熱者や他科の方との に行ってまいりますので︑今後も
接触をなるべく少なくする方針を 安心して当院へおこしいただけれ
とってまいりました︒皆様のご理 ばと思います︒また︑引き続き︑咳
解とご協力のおかげで︑院内にお やくしゃみ︑鼻水が出る場合には
ける患者さんの発生はみられず︑ マスクの着用やこまめな手洗いの
対策が功を奏したと考えておりま 実施︑そして発熱がある場合のご
面会は避けて頂くなど︑今後もご
す︒ありがとうございました︒
そして１年が経過した現在︑世 理解ご協力をお願いいたします︒
界中で感染の広がりが一段落し︑
新規の患者発生はほぼ無いに等し
い状態となりました︒これらの状
況を踏まえ︑今年の３月に当院の 今月の一品料理
院内感染対策委員会でインフルエ︻︻︻︻︻ 春キャベツの塩こんぶ和え︼︼︼︼︼
ンザ対策の解除が検討され︑了承
栄養管理室
されました︒そして︑４月１日から
外来を中心に︑昨年７月以前の対
応に戻りました︒産科受診をされ
ている方々には３月中から説明が
おこなわれたため︑特にトラブル
はありませんでした︒しかし︑その
他の科を受診されている患者さん
やご家族への説明が行われていな
かったため︑今回この紙面をお借
りして︑対策の解除のお知らせを
させて頂くことに致しました︒ご
報告が遅くなってしまったこと︑
またこのような形でご報告をさせ
ていただくことを深くお詫びしま

作り方

キャベツは通年で出回っています
が︑初春から初夏までは春キャベ ︿︿︿︿︿５５５５５月集団指導のご案内 ﹀﹀﹀﹀﹀
ツとよばれ︑巻きが柔らかなのが
特徴です︒購入する時は︑緑が濃
く光沢があり︑持ったとき軽く感 ☆減塩教室︵第３木曜日︶
午後２時から 第４会議室
じるものを選びましょう︒
日
キャベツの栄養の大きな特徴は︑ ◆◆◆◆◆ 日日日日
ビタミンＵを含むことです︒ビタ ﹃みそ汁の塩分濃度ってどれくら
ビンＵは︑キャベツから発見され い？﹄
管理栄養士
たことからキャベジンと呼ばれて
います︒胃粘膜の新陳代謝を活性
化させ︑
胃酸の過剰分泌を抑えて︑ ☆糖尿病教室︵第１〜４火曜日︶
午後３時から 第４会議室
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防や改
日
善などの効果があると言われてい ◆◆◆◆◆ 日日日日
﹃糖尿病網膜症について﹄
ます︒
眼科医師
その他︑ビタミンＣやビタミンＫ
日
などのビタミン類︑
カルシウム︑
カ ◆◆◆◆◆ 日日日日
リウムなどのミネラル類︑食物繊 ﹃今日の献立何にしよう？﹄
管理栄養士
維も含まれています︒
春の食材を使った簡単メニュー ﹃運動療法について﹄
理学療法士
を︑食卓に１品プラスしてみては
◆◆◆◆◆ 日日日日
日
いかがでしょう︒
﹃糖尿病と検査値﹄

臨床検査技師

︿公開市民講座のお知らせ﹀

栄養管理室では︑患者さまの個
人栄養相談を行っております︒
個々の病状にあったお食事のアド
バイスをさせて頂いております︒
ご希望のある方は主治医にご相談
ください︒

20
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18

25

会場／地域医療研修センター講堂
時
日時／５５５５５月月月月月 日
時時時時

﹃便秘について﹄

※予約の必要はありません︒お気軽
にお越しください︒

消化器科医長 古宮 憲一

14

＜材料（４人分）＞

①春キャベツは︑食べやすい大き
さにザク切りにする︒きゅうりは
薄切りにする︒
②春キャベツは皿にならべラップ
をして︑電子レンジに約１分かけ
しんなりさせる︒
③② は熱を冷ました後きゅうりと
合わせ︑塩こんぶを混ぜる︒さら
にごま油︑酢︑白ごまを加えて和
える︒
④器に盛りつける︒

28

25
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昨年４月にメキシコで発生した スペースへご案内し︑そこで診察を す︒申し訳ございませんでした︒
当院では対策の解除は行いまし
新型インフルエンザ︒
早いもので︑受けていただく︑いわゆる発熱者専
あれから１年が経過いたしました︒ 用外来の設置や︑小児科外来での発 たが︑今後第２波第３波の流行が
５月には国内第一例目の患者さん 熱児・非発熱児待合スペースの区分 来ると予測されており︑今回の対
が発生し︑瞬く間に日本全国に広 け︑そして妊婦さん専用通路の設置
がったのは︑皆様もご記憶に新し 及び検査・会計の外来実施などが主
いことと思います︒当院でも︑国 なものです︒また︑入院患者さんへ
内の発生動向や全医療機関での受 の面会時のマスクの着用義務化や︑
け入れ要請に合わせ︑７月から新 病棟にいらっしゃった際のアルコー
型インフルエンザ対応を強化し実 ル消毒・手洗いの徹底なども行って
施してきました︒具体的には︑発 きました︒当院では︑罹患すると死
熱やインフルエンザ様の症状で来 亡率が非常に高いという報道があっ
院された方を︑外来の発熱者専用 た妊婦さんへの対応を重点的に実施

【エネルギー １人前３０ｋｃａｌ】

１／３玉
１本
大さじ２
小さじ１
小さじ２
少々

春キャベツ
きゅうり
塩こんぶ（せん切り）
ごま油
酢
白ごま
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