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第25回 桜並木通り抜け
　散歩会は4月4日（水）です
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　今年度の桜並木散歩会を上記の通り行いたいと思います。

　昨年気象庁の発表によれば、今年の冬も暖冬傾向とのことでしたが、それでも全国

的な大雪に見舞われることが多く、１月には東京で約２０ｃｍ雪が積もって交通機関

がマヒしたことは記憶に新しいところだと思います。

　昨年４月５日に開催された散歩会は快晴で、桜も満開状態だったので絶好の花見

日和でした。

　午後からのアトラクションは恒例のビンゴ大会と、八尾のマジック同好会の会長を

されている徳平さんによるマジックショーと認知症予防につながる体操でした。参加

者の皆さんは夢中になって体操をしたり、マジックショーに驚きの声を挙げたりして

おられました。

　「桜並木通り抜け散歩会」、今年で 25 回目となりました。数年前より参加される方

の脚の負担を考慮して距離を短縮し、誰でも気軽に参加できて交流できる散歩会

にしております。

　例年、院長先生も参加して下さり、友の会事務局の方々が細かいところまで気

を配り世話をして下さるので何の心配もいりません。毎年車椅子の方も参加して下さっ

ていますし、万が一途中で体調を崩されてもすぐに対応できる体制も整っています。

　今年も暖冬の影響で桜の開花が遅くなるとの予報となっています。桜の開花も天

気も天に任せるしかありませんが、当日が陽光降り注ぐ暖かい花見日和に恵まれるこ

とを願っています。

　できるだけたくさんの方の参加をお待ちしています。
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アトラクション

参 加 費 用

近鉄山本駅近く山本八幡宮前

後日発表させていただきます

1,000円 ( 弁当代 ) お茶は友の会から

今年も語らいながら桜花を眺め早春の玉串川沿いをのんびり歩きませんか

第25回第25回

※雨天中止

2018.4.4
11：00〜

2018.4.4 水

11：00〜

1



皆様も１度はご経験あると思いますが、病院での検査の代表的なものに、レントゲン検
査があります。

年に1回の健康診断ぐらいならあまり気にならないかも知れませんが、入院中や継続
して外来に通院している場合など、何度か続けてレントゲン撮影をするとなると、健康
的に少し不安に感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。

今回は、検査室でも質問の多いレントゲン検査と放射線被ばくについてお話しします。

皆様も１度はご経験あると思いますが、病院での検査の代表的なものに、レントゲン検
査があります。

年に1回の健康診断ぐらいならあまり気にならないかも知れませんが、入院中や継続
して外来に通院している場合など、何度か続けてレントゲン撮影をするとなると、健康
的に少し不安に感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。

今回は、検査室でも質問の多いレントゲン検査と放射線被ばくについてお話しします。

放射線は、物質を透過する性質を持っています。そのため、体にキズをつけずに
体の内部の情報を知るためによく用いられます。

意外と知らない

● 医療の現場での放射線被ばく● 医療の現場での放射線被ばく

？

X線撮影の原理
撮影対象

X線

比重が大きいところは遮蔽能力が
高いので、通り抜けるＸ線が弱くなる

通り抜けたX線の強度に応じて
フィルムに濃淡ができる

フィルム
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咳が長引くときの胸部レントゲンや、おなかが痛む時の腹部レントゲン、打撲を
した腕や脚のレントゲンなど、肺や腹部のガスの状況、骨折の有無などを調べる
「レントゲン写真」ではもちろん放射線が使われます。
あとは、胃のバリウム検査に代表される造影検査や、断層検査であるCT検査な
どにも放射線が使われます

具体的な例を挙げると、胃がんの
手術の前には、腹部のレントゲン
や胃のバリウム検査は必須です
し、手術の後にも、おなかの動き
具合を調べるための腹部のレント
ゲンや、胃と十二指腸や小腸をつ
ないだところがうまくつながって
いるのかを調べるためにも、また
造影剤を使った胃のバリウム検査
を行います。

放射線の量を示す単位としては、mSV（ミリシーベルト）というものを使います。

一般に、人間の体に影響がではじめる放射線被ばくの量としては、200mSVと

言われています。原子力発電所などの事故で、致命的な障害を起こしたような

被ばく量としては、数千から1万mSVのケースが報告されています。

では、病院での検査はどうでしょうか？

撮影の条件によっても、多少異なりますが、胸のレントゲン撮影では 0.05mSV。

胃のバリウム検査では 2.0mSV。頭部のCTでは 0.5-1.5mSVです。

また、意外と知らない方も多いですが、私たちは自然界からも放射線を浴びてい

ます。その平均が年間 2.4mSVと報告されています。

● 医療現場における放射線被ばくのホントのところ● 医療現場における放射線被ばくのホントのところ
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このように、私たちがレントゲンや CT などの検査で被ばくする線量は健康に

影響を及ぼす可能性の線量と比較すると、きわめて小さいと考えられます。

基本的に、医療における放射線被ばくは、健康被害をもたらす量よりもきわめ

て少ないことを、まずは、知っておいていただきたいと思います。

また、極めて少ない放射線被ばくの危険性よりも、それによってもたらされる

検査だけでなく、種々の画像情報から得られる利益の方が必ず多いと判断して

いることを思い出していただければ、と思います。

もしレントゲン検査について、不安なことや

わからないことがあれば何でもお気軽に

私達放射線技師にお聞きください。

線量のスケール

人工放射線 自然放射線
Gy（グレイ）：各々の部位における吸収線量

100Gy

10Gy

1Gy 1Sv

白内障
一時的脱毛
不妊

がん治療
（治療部位のみ
の線量）

宇宙から0.4mSv 大地から0.5mSv

ラドンから1.2mSv 食物から0.3mSv

胃のＸ線
精密検査（1回）

胸のＸ線
集団検診（1回）

心臓カテーテル
（皮膚線量）

東京－ニューヨーク（往復）
（高度による宇宙線の増加）

イラン／ラムサール
自然放射線（年間）

1人当たりの自然放射線
（年間2.4mSv）世界平均
1人当たりの自然放射線
（年間1.5mSv）日本平均

ブラジル／ガラパリ
自然放射線（年間）
インド／ケララ
自然放射線（年間）

放射線作業従事者の年間線量限度

一般公衆の年間線量限度

歯科撮影

CT/1回
PET検査
/1回

眼水晶体の白濁
造血系の機能低下

Sv（シーベルト）：
がん、遺伝性影響に対する
防護のための実効線量

軽水型原子力発電所周辺
の線量目標値（年間）
（実際にはこの目標値を
大幅に下回っています）

出典：
UNSCEAR2000年報告書、
ICRP2007年勧告、
日本放射線技師会医療被ばく
ガイドラインなどより

がんの過剰発生が
認められない

100mGy 100mSv

10mSv

1mSv

0.1mSv

0.01mSv0.05mSy
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肺炎球菌ワクチン  今年度対象の方の期限は　　　　　　　までです３月 日３１
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肺炎球菌
ワクチン
肺炎球菌
ワクチン
肺炎球菌
ワクチン

の接種はお済みですか？の接種はお済みですか？

八尾市に住民登録がある下記の生年月日の方
（但し、過去にワクチンを接種した事がある方は対象外となります。）

対象者生年月日

１回

２,０００円
（生活保護世帯または世帯全員が非課税の方には費用免除制度があります
ので事前に氏名、住所、生年月日の確認出来る物を八尾市保健センター３階
に持参し、手続きを行って下さい。接種後の申請は出来ません。）

昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日
昭和２２年４月２日～昭和２３年４月１日
昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日
昭和１２年４月２日～昭和１３年４月１日

昭和７年４月２日～昭和８年４月１日
昭和２年４月２日～昭和３年４月１日
大正１１年４月２日～大正１２年４月１日
大正６年４月２日～大正７年４月１日

対  象  者

接種回数

接種費用



特定健診 も今年度対象の方の期限は　　　　　　 までです３月 日３１

6

結果は出来次第ご自宅に郵送させて頂きます。（１～２週間位）

健康保険証、肺炎球菌ワクチン接種対象者お知らせのピンク色の
ハガキを持参の上、会計・受付窓口にお申し出下さい。
（当院はワクチンの在庫があれば当日接種可能ですが、基本的には予約
をお取り頂いております。）

その他肺炎球菌ワクチン接種に
関する質問がございましたら会計・
受付窓口にお問い合わせ下さい。

４０歳以上の方に受診券が届いています。
年度内に１回受診が可能で、既に八尾市の人間ドックを受診された方
や、受診予定の方は不可となります。

対  象  者

無料
（但し、一部本人負担が必要な方もおられます。詳しくは会計・受付窓口にて
お尋ね下さい。）

費　　用

問診・診察・身長・体重・ＢＭＩ・腹囲（後期高齢の方は対象外）・
血圧・尿検査・血液検査（血糖・ヘモグロビンＡ１Ｃ・中性脂肪・
ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール・ＡＳＴ・ＡＬＴ・
γ－ＧＴ）

※八尾市民は上記検査項目に（尿酸・血清クレアチニン・血清アルブミン・
　貧血検査・心電図）が追加されます。

健診項目

当院は予約制ではございませんので診療時間内に会計・受付窓口
にて受付を行って下さい。特定健診受診票を記入して頂きます。

健診受付時間

接種方法

40才以 上の方の



ひとくち法律相談ひとくち法律相談ひとくち法律相談 Q＆A その 93

A. 　かつては、将来のことは不確定という理由で、退職金を財産分与の
対象にしない考えもありました。
　しかし、最近の実務は、概ね、退職金を賃金の後払い的なものと考え、
財産分与の対象とした上で、離婚時における支払額（離婚時に退職
した場合に支払われる額）を基準にして、就労期間と婚姻期間で按分
して計算するという流れにあり、夫に対して、権利を主張することが
可能です。

　ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

退職金と財産分与

Q. 　夫と離婚の話を進めていますが、財産分与を巡り意見が対立してい
ます。
　５０歳になる夫は中規模の会社に勤め、会社は６０歳定年で、退職金
制度があります。
　私は、退職金も財産分与の対象にしてほしいと求めていますが、夫は、

「１０年後に会社がどうなっているかも分からないのに、認められるは
ずがない」と反対しています。
　夫の言い分を受け入れるしかないのでしょうか。


