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　放射線による医療被ばくの影響は、被ばくしたときの年齢によって若けれ

ば若いほど重大になる可能性があります。そうすると最も重大なのは妊娠初

期の胎児の被ばくということになります。そこで、高木学校では妊娠経験の

ある方や子どもがほしいと考えている方々の、経験や意見を聞きたいと考え

ました。

近年、妊娠する年齢が高まり、また妊婦や育児を取り巻く社会状況もかな

り変化してきました。高齢出産や不妊についての悩みや不安が増えています。

妊娠や育児についての情報が求められ、悩みや不安をおたがいに共有し、ま

た専門家や経験者が相談に応じてほしいという要望が高まっています。イン

ターネットを活用すればそうした要望に広くこたえることができます。「妊

婦・子育てを応援する WEB コミュニティー」のベビーコム“babycom”は

90 年代半ばにインターネットが広まり始めた当初から、不妊や高齢出産や子

育てについての情報を提供し、それらに伴う悩みや不安を共有し、また相談

できるサイトとして立ち上がりました。現在では会員登録数 1 万人、1 日の

アクセス者数 1万人になっています。

最近、ベビーコムのサイト上では妊娠時の母体、胎児や子どもへの化学物

質や電磁波など環境による影響への関心が高まっています。医療被ばくにつ

いてもベビーコムのサイト上なら、様々な経験やご意見がうかがえるのでは

ないかと考えて、アンケートを実施することにしました。

アンケートで聞いた項目は以下の通りです。

１．Q1~Q4 は、医療被ばくについての知識と不安

２．Q5、Q6、Q9 ~Q11は、医師・技師への質問と対応

３．Q7、Q8は、検査の時に妊娠を聞かれることについて

４．Q12は、放射線以外の検査の選択

５．Q13は、その他ご意見の自由記述



アンケート実施期間は 2007 年 9 月 10 日から 12 月 1 日、回答総数は 67

件になりました。回答者についての情報は以下のとおりです。

アンケート項目

Q１．CT検査はエックス線検査の一種で放射線を使うことをご存知ですか。

Q２．マンモグラフィーも放射線を使うことをご存知ですか。

Q３．エックス線検査に不安を感じたことはありますか。

Q４．エックス線検査に関する不安とは何ですか。

Q５．不安や疑問に感じたことを医師や技師に質問したことがありますか。

Q６．その時の対応はどうでしたか。

Q７．エックス線検査の前に医師か技師に妊娠しているかどうかを聞かれたこと

がありますか。あるいは、申し出るように書かれた張り紙を見たことがあ

りますか。

Q８．患者さんに不安を抱かせないために妊娠しているかどうかを聞かないとい

う病院がこれから増えることが予想されますが、あなたはどう思いますか。

Q９．「少しの放射線でがんなどにはならない、おなかの中のお赤ちゃんに影響し

ない」と医師や技師から説明されたときにあなたは納得しますか？

Q１０．線量を医師や技師に質問したことがありますか。

Q１１．その時の対応はどうでしたか。

Q１２． 検査の時にもし放射線をあびない検査方法があればそちらを選びたいで

すか？

Q１３．その他「医療被ばく」に関してのご質問、ご意見などあれば、ご自由に

ご記入ください。

性別

　集計項目　　回答数

女性 　64
男性   3

現在の状況

　集計項目　　回答数

妊娠前 　19
妊娠中 　10
育児中 　41

年代 職業

集計項目 回答数 集計項目 回答数

20代後半 7 主婦 27

30代前半 26 学生 0

30代後半 12 自営業 3

40代 22 公務員・会社員 18

契約・派遣社員 5

アルバイト･パート 2

専門職 12



１．医療被ばくについての知識と不安（Q1~Q4）

アンケート回答者は知識も意識も高い層だと思われますが、それでも CT

やマンモグラフィーが放射線を使うことやどんな影響があるか、知らない場

合があることがわかりました。

Q１．CT 検査はエックス線検査の一種で放射線を使うことをご存知ですか。

知っている
72%

知らない
28%

Q2． マンモグラフィーも放射線を使うことをご存知ですか。

知っている
64%

知らない
36%

Q3． エックス線検査に不安を感じたことはありますか。

ない
16%

どちらともい
えない9%

未選択
1%

ある
74%

「ある」場合の内容 回答数

・妊娠に関する不安 １５

・子供への不安 　６

・健康診断 　８

・歯科 　４



Q4． エックス線検査に関する不安とは何ですか。（複数回答可）

胎児の奇形, 22

不妊になるか
もしれない, 8

がん、白血病、心臓、
糖尿病になるかもしれ

ない, 27

何となく不安, 14 その他, 12

流産するかも
しれない, 10

生まれてからの
小児がん, 10

大人になって
からの病気, 8
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その他

２．医師・技師への質問と対応（Q5、Q6、Q9 ~Q11）

不安や疑問、特に線量は医師や技師に聞きにくいことがわかりました。ま

た、「影響はない」という回答に対して、納得する・しない・どちらともい

えないに分かれましたが、納得するという人も「医者・専門家の意見だから 」

「他にどうしようもない」という理由でした。

Q５． 不安や疑問に感じたことを医師や技師に質問したことがありますか。

（複数回答可）

16

7

20

1
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医師に質問したことがある

技師に質問したことがある

質問したことがない

未選択



Q６．その時の対応はどうでしたか。

Q９．　「少しの放射線でがんなどにはならない、おなかの中の赤ちゃんに
影響しない」と医師や技師から説明されたときに、あなたは納得しま

すか?

どちらともいえ
ない
27%

納得しない
40%

納得する
24%

未選択
9%

Q10． 線量を医師や技師に質問したことがありますか。

4

6

45
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7
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医師に質問したことがある

技師に質問したことがある

質問したことがない

その他

未選択

「医師に質問したことがある」の

内訳

・妊娠に関して　　　　　　７

・子供に関して　　　　　　２

「医師に質問したことがある 」の内訳

・親切に答えてくれた　　　　　７

・迷惑そうだった　　　　　　　４

・その他（事務的）　　　　　　５

「納得する」理由　　　　　　回答数

 ・医者・専門家の意見だから　　　６

・他にどうしようもない　　　　　４

「質問したことがない」の内

訳

・機会がなかった　   　　４

・聞きにくい       　　 ４

・答えが想像できた　　　４

・必要な検査だから　　　３



Q１１．　その時の対応はどうでしたか。

３．妊娠を聞かれることについて（Q7、Q8）

妊娠しているかどうか聞かれたり、張り紙を見たことがある人は多く、今

後も聞かれたほうがよいと考えています。

Q7． エックス線検査の前に医師か技師に妊娠しているかどうかを聞かれた

ことがありますか。あるいは、申し出るように書かれた張り紙を見たことが

ありますか。（複数回答可）
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医師に聞かれたことがある

技師に聞かれたことがある

聞かれたことがない

張り紙を見たことがある

張り紙を見たことがない

未選択

Q8． 患者さんに不安を抱かせないために妊娠しているかどうかを聞かない

という病院がこれから増えることが予想されますが、あなたはどう思います

か。その理由もお聞かせください。

「医師に質問したことがある」の内訳 「技師に質問したことがある」の内訳

　　　・親切に答えてくれた ４　・親切に答えてくれた ３

　・迷惑そうだった 　　　　０　・迷惑そうだった １

　　



聞かれた方が
よい
87%

そのほうが望
ましい1%

未選択
3%

どちらともいえ
ない9%

４．放射線以外の検査の選択（Q12）

妊娠や胎児への影響をはじめとしてエックス検査に不安を感じており、で

きれば放射線をあびない検査方法を選びたい人が多くなっています。

Q12． 検査の時にもし放射線をあびない検査方法があればそちらを選びたい

ですか？

選びたい
66%

未選択
13%

どちらともい
えない
21%

選びたく
ない0%

５．その他ご意見の自由記述（Q13．）

・　患者がおびえるような扱いは考えてほしい。

・　このアンケートは恐ろしいイメージを与えている。

・　実際に被曝が原因の患者がいるのか。

・　ちゃんと統計をとって調べてほしい。

・　日本では検査をやりすぎ。

・　子供への影響について説明を受けたことがない。

・　どんな量で何を見るのかまったく説明がなかった。

・ 知識、情報や説明がほしい。

など。

「どちらともいえない」理由　回答数

・検査の精度が問題　　　　　　７

・苦痛を伴うものなら選ばない　１

・病状によって変わる 　　　１

など

「どちらともいえない」理由

・書類でのほうがいい

・自分から伝えるほうがいい

・張り紙程度は必要、私的なこと


