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乳がん検診を受けましょう！ 

30～39歳の偶数年齢
30～39歳の奇数年齢で
前年度未受診者

乳腺超音波検査

こんな写真が撮れます 【正常な写真例】 腫瘤や石灰化はこのように写ります

【腫瘤の写真例】 【石灰化の写真例】

拡大像

　　今、日本人女性の12人に1人が生涯のうちに乳がんと診断されています（※1）。早期発見であれば
90%の人が治癒するにもかかわらず、検診を受けている人は少ないのが現状です。マンモグラフィは「痛
い」という先入観で受診をためらう声も聞かれますが、最近、メディアの情報や友人・知人のすすめで受け
る人も増えてきています。乳がん検診について正しい知識をもち、勇気やきっかけさえあれば受診してみ

マンモグラフィ装置

高濃度乳腺（dense breast）

腫瘤が写りにくいタイプです。
乳腺超音波検査との併用を
おすすめします。

乳腺濃度低 高

上記以外の方
（40歳代で高濃度乳腺）

費用：1,000 円
（八戸市住民）

費用：2,160 円

たいという人の背中を押してあげましょう。
　今回は、マンモグラフィ（乳房X線検査）について、ご紹介します。
　マンモグラフィは、乳房を圧迫板ではさんで撮影します。痛みの
感じ方には個人差がありますが、緊張せず、力を抜いていただくこ
とである程度は緩和できます。
　乳房は立体的で厚みもあり、そのまま撮影すると乳腺や脂肪・血
管などの重なりで、実際に腫瘤や石灰化があっても写し出されな

※1 国立がん研究センター
　   がん対策情報センター

いことがあります。乳房を薄く引き伸ばすことで腫瘤や石灰化の影がはっきり写り、被曝量もお
さえることができます。1回の撮影で受ける放射線の量は、東京からニューヨークへ飛行機で行
くときに浴びる自然放射線（宇宙線）とほぼ同じ量です。
　マンモグラフィは、乳がんの初期症状の1つである石灰化や腫瘍など
を発見できます。特に、早期乳がんの唯一のサインである、ごく小さな石
灰化を鮮明に写し出せるのが大きな特徴です。乳腺の全体像を写し出す
ので、左右比較して診ることができます。また、過去の写真と比較するこ
とによって、組織の微妙な変化をとらえることができます。定期的に継続して受けることが大切
です。不安なことがありましたら、遠慮なくスタッフにお声掛けください。



　9月9日金曜日、八戸プラザホテルにおいて、市民健康セミナーを
開催しました。「こころとからだの健康」をテーマに、多数の市民
の方に参加して頂き、対馬ルリ子氏による講演会が行われました。
講演では、ホルモンと病気について、こころとからだを守るための
生活習慣のポイント、メンタルケアのコツなど、女性の生涯にわた
る健康のための様々なアドバイスをいただきました。
　また、健診センター職員によるミニ講話のほか、ストレッチ体操
も行われました。

対馬ルリ子女性ライフクリニック銀座・新宿院長　産婦人科医師・医学博士　八戸特派大使
2003年に女性の心と体、社会とのかかわりを総合的にとらえ健康維持を助ける医療(女性外来)
をすすめる「NPO法人女性医療ネットワーク」を設立。

●講演　ずっと輝いて生きるために～こころとからだを守る健康習慣とは～

ストレスに
負けない食事

ストレスをストレッチで
解消しよう！

■病気は特別ではない。誰もがかかる可能性があり、日常的なこと。一度も医療・介護を受けずに一生を終える人はない。
■健康は才能ではないため、生活習慣を整えることが大切。
■たばこを吸わないでいられることは1つの健康づくり。一生の財産。
■メンタルケアのコツ
　・休養や睡眠（６時間以上）をとる。
　・適度な運動（ストレッチ、有酸素運動）を行う。
　・相談にのってくれる人（温かく支えて見守ってくれる人）をもつ。
　　専門家はなおよい。
　・自分を受け入れ、自己価値感を上げる。
■健診とは、健康の状態を振り返る機会である。若い時から健診を受けることで、病気になる時期に早く対処できる。

：かかりつけ医を持つ。
：月経関連疾患と、子宮内膜症、不妊の予
防・早期治療のために子宮頸がん検診と
婦人科超音波検査を受ける。

：乳がん検診（乳腺超音波検査、乳房エッ
クス線検査）を受ける。乳がんは30歳以
降から増え始め、40歳代から50歳代に
ピークを迎える。

第４回　市民健康セミナー開催 ストレスの原因として、栄養バランスの乱れがあります。動物性の脂質の摂取が
増えた一方、ストレス対策に欠かせないビタミンやミネラルなどの摂取が大幅に
低下しており、身体も心もストレスへの抵抗力が弱くなっている傾向にあります。

ストレスと「疲れ」「肩こり」「だるさ」などの状態は、密接な関
係にあります。ストレスの原因・疲れを和らげる、簡単にでき
るストレッチをご紹介します！
ストレッチをするときは、呼吸を止めずにゆったりと行うのが
ポイントです。鼻から息を吸って、口からはきましょう。

主食・副菜・主菜を揃え、身体に必要な栄養素をとりましょう。

1日に必要な栄養素をとる。内臓や脳を目覚めさせるのにも有効です。

魚や野菜、大豆、海藻を中心にした食事にはストレスを癒す栄養素が多く含まれています。

消化を良くするほか、脳にも刺激を与えてセロトニン(ストレスを和らげるホルモン)の分泌を
増やします。1口30回以上を目標にしましょう。

講師　対馬 ルリ子氏
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日本は、がんの検診受診率がとても低い状況
世界各国の子宮頸がん検診受診率
（OECD加盟国における20～69歳の女性、2013年）

資料：OECD,OECD Health Data 2013,June2013.

健康は一朝一夕にならず！

●女性の年代別の健診時期●

ストレスを解消する食べ方

ストレスケアに役立てたい栄養素

①バランスの良い食事
②朝食をしっかり食べる
③和食を中心にする
④よく噛む

たんぱく質
身体の構成成分になるほか、セロトニンなどの脳内の
神経伝達物質の材料となる。
⇒多く含む食品：大豆製品、魚、肉、など

ビタミンC
ストレスに対抗するホルモンの合成に使われる。
⇒多く含む食品：果物（柑橘類）、緑黄色野菜

DHA、IPA(EPA)
脳を活性化して気分の落ち込みを軽減させる。
⇒多く含む食品：青魚など

カルシウム
神経の興奮を鎮め、精神を安定させる。
⇒多く含む食品：小魚、乳製品、大豆製品

ビタミンB群
糖質、脂質、たんぱく質の代謝に不可欠。老廃物や
疲労物質の乳酸を排出させる。
⇒多く含む食品：肉、魚、大豆製品、卵など

息をすいながら
両肩をあげて力を入れる
ストンと力を抜いて
一気に息をはいて
リラックスする

１～４秒

５～８秒

１～４秒

５～８秒

息をすいながら
軽く肘をまげて胸をそらす
息をはきながら胸のそりを
戻し、腕をおろす

・ストレスが多ければ多いほどビタミンCが大量に消費
されます。水溶性のため、身体に入ると3時間程度で排
泄されてしまいますので、ビタミンCは毎食こまめに
とることがポイントです。

・精神的ストレスだけではなく、睡眠不足や喫煙、多量
のアルコール摂取によってもビタミンCは失われます。
気をつけましょう。

・ビタミンCは熱に弱いため、野菜など、生で食べられ
るものは熱を通さず食べましょう。

・野菜や果物は栄養価の高い旬のものを選びましょう。
　おすすめの食品⇒キウイ、いちご、柿、菜の花、ピー
マン、ブロッコリー、オレンジ、レモン、など

こんな効果が！
肩、背中の血行をよくし、疲れやこりをとる

こんな効果が！
腕、肩、背中、腰の緊張をほぐし、気分を整える
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ビタミンCとストレス

摂り方のコツ

10～20代
20代

30代

40～50代：更年期対策。メタボ対策の
ために特定健診を受ける。

主菜
副菜 副菜

主食

※20～69歳の子宮頸がん検診受診率を比較しています。日本は2年に1度の受診が推奨
　されているため、2009年と2010年の検診受診者数の合計（2年分）に基づく受診率です。

息をすいながらゆっくりと
大きく伸びあがる

１～４秒

息をはきながら
ひざをゆるめながら、
ゆっくりと背中をまるくする

１～４秒
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あなたの血管大丈夫ですか？～頸動脈エコー検査のご案内～

内膜中膜複合体

血液の通り道

プラーク

プラーク

加 齢

脂質異常症

喫 煙

糖尿病

高血圧
肥 満

ストレスや睡眠障害も危険因子といわれています

危険因子が
複数あるほど
進行も速い

発症前には
症状が現れ
にくい

自分でも気づかないうちに動脈硬化が
進行しているかもしれません…

～動脈硬化の危険因子～

心筋梗塞や脳血管障害の危険も！

頸動脈エコー検査でみてみると？
【正常例】
内膜中膜複合体の厚さ（ＩＭＴ）は1.0ｍｍ以内が正常範囲です。

【動脈硬化がある場合】
血管壁が厚くなったり、隆起した部分（プラーク）ができます。

【さらに進行すると…】
血液の通り道はどんどん狭窄していきます。
狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などをおこしやすくなります。

計測値が0.6mmなのでＯＫ!!

一番厚いところで3.7mmあります。
血液の通る道（黒い部分）が狭くなって
きています。

血液の通り道が
かなり狭くなっています。

●検査時間：15～30分
●対象部位：頸動脈
●対象となる病気：動脈硬化
●費用：3,780円
※頸動脈の動脈硬化の状態を
みています。

頸動脈エコー検査頸動脈エコー検査

日曜日に婦人がん検診を実施します日曜日に婦人がん検診を実施します
子宮頸がん検診 乳がん検診

30～39歳

乳腺超音波 視触診および
マンモグラフィー

40歳以上
午前･午後各60人 午前･午後各15人 午前･午後各40人定　員

対　象

検査項目

料　金
（八戸市民）

20歳以上の女性 30歳以上で、偶数年齢（年度年齢）
または前年度未受診の女性

子宮頸部の
内診、細胞診
1,000円 1,000円 1,400円

申込先 八戸市総合健診センター
ＴＥＬ 45-9131 ＦＡＸ 45-9172

多忙な平日をお過ごしの女性の皆さんを対象
として、日曜日の婦人がん検診を実施します。

検 診 日
申込開始

2017年1月29日（日）
12月1日（木）午前８時～

※定員になり次第終了します。

詳しくは当センターまでお問い合わせください。

お知らせ


