
★講演会への申し込みはこちら

●申し込み方法
11月1回のOCR注文用紙の6ケタ注文欄で申し込みください。
※�お友だちやご家族など同伴者がいる場合は、ご自身と同伴者
の合計人数をOCR注文用紙の「数量」に記入してください。
※�応募者多数の場合は抽選となります。
応募者全員に冊子「乳がん検診ハンドブック」をプレゼント！
●当選発表
当選・落選にかかわらず、2016年11月24日（木）頃、書面にてご
案内します。
★�冊子「乳がん検診ハンドブック」のみ
ご希望の方はこちら

開催日時��2016年12月7日（水）
13：00～15：30（開場12：30）

会�場　ホテルレイクビュー水戸
茨城県水戸市宮町1-6-1（JR水戸駅より徒歩3分）
【お願い】ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。会場の無料駐
車場収容台数には限りがあります。会場の駐車場が満車の場合は、近隣
の有料駐車場をご利用ください。（駐車料金は各自でご負担ください。）
会場までの地図は3ページをご覧ください。

参加費　無料�（事前の申し込みが必要です）
託�児　事前申込制・抽選で5名。�
対象は生後4か月以上のお子様になります。保育料はお子様お1人につき
300円頂戴します。ご希望の方は、下記お問い合わせ先にお電話ください。

（託児申込み受付期限：11月11日17：30まで）

主催／生活協同組合パルシステム茨城、パルシステム共済生活協同組合連合会（たすけあい活動委員会）
後援／茨城県、水戸市、茨城県医師会、茨城県看護協会、茨城県教育委員会、NHK水戸放送局、茨城放送、茨城新聞社、朝日新聞社

※「講演会係」では、03・04ページの保障商品に関するお問い合わせにはお応えできません。各商品の窓口をご確認のうえ、お問い合わせください。

生稲晃子さん、伊藤吾子先生による乳がん特別講演会
「一緒に考えよう、乳がんのこと」

お友だち・ご家族もご一緒に！
抽選で300名様をご招待

冊子の
申込番号 134872

講演会の申込番号 134759

生活協同組合パルシステム茨城　地域活動推進部　講演会係 
TEL：�029-303-1616（受付時間 月～金/9:00～17:30）＝お問い合わせ先＝

パルシステムは「ピンクリボン運動」を進めています

知ってほしい、乳がんのこと。
現在、パルシステムの組合員のなかで一番人数が多いのは
40～50歳台の方。じつはこの年代は乳がんの罹患者が
最も多い年齢層でもあります。乳がんは早期に発見すれば
完治する可能性が高いがんです。
自分自身だけでなく、家族のためにも、
乳がんについて学習しませんか？

組合員の健康のために
パルシステムでは、組合員の健康づくりをサポートする
活動の一環として、乳がんの正しい知識を広め、乳がん
検診の早期受診を推進する「ピンクリボン運動」を進め
ています。
具体的には、各地域で講師を招いて乳がんや女性の病
気、健康に関する学習会を開催したり、商品展示会やセ
ンターまつりなどで乳がん触診キットを使った触診体
験会を実施したりと、組合員が乳がんの情報に触れら
れる機会を設け、身近な問題と感じてもらえるような活
動を続けています。
今年は12月に、医師や乳がん経験者による組合員向け
の講演会を開催します。

生稲 晃子さん　
女優。1968年生まれ 東京出身。1987年「うしろ髪ひ
かれ隊」でCDデビュー。おニャン子卒業後は、女優・リ
ポーター・講演活動等で活躍。主な出演番組に「キッ
ズ・ウォー」（TBS系）、「芸能花舞台」（NHK）、「ちぃ散
歩」（EX系）等。乳がん闘病を綴った「右胸にありがと
う そして さようなら」（光文社）発売中

http: //www.palsystem-kyosai.coop/

パルシステムの保障 検索

パルシステムの保障

次回『びぃあらいぶ』は 2017 年 1 月 2 回

ホームページにて『びぃあらいぶ』に関するアンケートを実施中。
お答えいただいた方に抽選でこんせんくんグッズプレゼント！
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発行元：パルシステム共済生活協同組合連合会 
共済事業部『びぃあらいぶ』編集委員会
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　女性組合員が乳がんを早期発見できるよ
う、2015年10月にピンクリボン運動カード
を約17万部配布しまし
た。手軽に活用いただ
けるよう、月に一度のセ
ルフチェックの実施方
法や定期健診の大切さ
をコンパクトにまとめた
カードです。2016年度も
配布を予定していますの
で、セルフチェックにぜひ
お役立てください。

当日開設したコーナーの様子

〈引受保険会社〉
アフラック 広域法人営業部 
〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
TEL：03-5321-2377134911

資料請求はこちら

134830
資料請求はこちら

がんの保障

　女性にとって一番身近ながんである「乳
がん」について知っていただく機会を設け
るため、2015年11月7日（土）、群馬県前橋
市のグリーンドーム前橋にて開催された
パルシステム群馬の商品展示会内に「乳
がん触診キット体験コーナー」を設置しま
した。
当日参加した組合員のなかには「普段は自
己触診がなかなかできない」といった不安
の声もありましたが、実際に乳がんキット
を触ってみることで、触診のポイントなど
を理解することができました。

パルシステム群馬の商品展示会で
「乳がん触診キット 体験コーナー」を実施

パルシステムのピンクリボン活動� パルシステムのピンクリボン活動�

女性組合員へ
「ピンクリボン運動カード」を配布

配布したカード
（表紙と中面）

ご契約は0歳～85歳
保障は一生涯！※2

保 険 集団取扱

※①

保 険 集団取扱

※②
ご契約は20歳～85歳
保障は一生涯！

★講演会への申し込みはこちら
●申し込み方法　
11月1回のOCR注文用紙の6ケタ注文欄で申し込みください。
※�お友だちやご家族など同伴者がいる場合は、ご自身と同伴者の合計人数をOCR注文用紙の「数量」
に記入してください。
※�応募者多数の場合は抽選となります。
　応募者全員に冊子「乳がん検診ハンドブック」をプレゼント！
●当選発表　
当選・落選にかかわらず、2016年11月24日（木）頃、書面にてご案内します。

講演会の申込番号 134759

乳がん検診を受ける方法には、
大きく分けて2つの方法があります。

 対策型検診
自治体（市区町村）が行っている、いわゆる
住民検診と呼ばれるもの。各市区町村が
対象年齢や検査内容、検診間隔、実施施設
などを決めて行っています。税金の補助
があるため、費用は比較的安価です。
国の指針は「40歳以上・2年に１回マンモグ
ラフィで検診」ですが、30歳代からの検診や
超音波での検診を取り入れたり、年齢によっ
ては毎年受診できる市区町村もあります。
申込方法も市区町村によって異なるため、
問い合わせが必要です。

 任意型検診
対策型検診以外の、個人的に受ける検診の
こと。職場での健康診断時に行う乳がん
検診や人間ドックもこちらに含まれます。
検診費用は基本的に全額自己負担ですが、
健康保険などから補助が出る場合もあり
ます。
検診を受ける時期や施設、検査内容をある
程度選択できるメリットがあります。

乳がん検診の受け方について

検診で行う画像検査はマンモグラフィとエコー（超音波）の 
2種類があります。

 マンモグラフィ
乳房をレントゲン撮影します。腫瘍は白く
写りますが、乳腺も白く写るため、乳腺が
発達している若い世代は乳房全体が白く
写り、腫瘍が見つけづらくなります。年齢
を重ねると乳腺が脂肪化し、脂肪は黒く写
るので腫瘍がはっきり見えるようになり
ます。
また、しこりができず石灰化するタイプの
乳がんはマンモグラフィの方がよくわか
ります。
マンモグラフィは乳房全体の様子が画像
として残るので、毎回同じ施設で検診を受
けていれば、過去の画像と比較して変化を
みつけられるという利点もあります。

 エコー（超音波）
超音波の出る機械を乳房の表面に当てて
移動させながら、画面上で腫瘍が無いかを
確認していきます。しこりそのものを見つ
けるのはマンモグラフィよりエコーの方
が長けていますが、実際に見つけられるか
どうかは機械の精度や検査技師の技量に
左右されます。
また、マンモグラフィではよくわかる「石
灰化」は、エコーでは見つけにくいので、
毎年エコーで検診を受けていても何年か
に1回はマンモグラフィを受けるようにし
ましょう。

検診の方法について

受診のタイミングについて

乳がんにかかる人は日本人では30歳代半ばから増え始め、40～
50歳代がピークで、60歳を過ぎたあたりから減り始めます。そ
のため、30代半ばを過ぎたら、最低でも2年に1回は乳がん検診
を受ける習慣をつけるのがよいでしょう。
20歳代の方は自覚症状がある場合を除き検診の必要はないと
思いますが、親族に乳がんや卵巣がんにかかった人が多くいる
場合はエコー検診を受けておくと安心です。授乳中の方は、無
症状の場合は授乳が落ち着いてからの受診をおすすめします。
もし、「しこりが触れる」「乳房の表面にひきつれができている」
といった症状があるときは、病院へ行くようにしましょう。逆
に、現時点で自覚症状のない方は、行政の行っている対策型検
診や、任意型検診を定期的に受ける習慣をつけましょう。
乳がんの性質もいろいろありますが、総じて見れば早く見つけ
れば治る可能性や乳房の温存治療ができる可能性が高くなり
ますので、怖がらず適切な検診を受けるようにしましょう。

【開催日時】　2016年12月7日（水）
13：00～15：30（開場12：30）
【会場】　ホテルレイクビュー水戸
茨城県水戸市宮町1-6-1（JR水戸駅より徒歩3分）
※お願い…ご来場の際は、公共交通機関をご利用くださ
い。会場の無料駐車場収容台数には限りがあります。会場
の駐車場が満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用くだ
さい。（駐車料金は各自でご負担ください。）
【参加費】　無料（事前の申し込みが必要です）

主催／生活協同組合パルシステム茨城、パルシステム共済生活協同組合連合会（たすけあい活動委員会）
後援／�茨城県、水戸市、茨城県医師会、茨城県看護協会、茨城県教育委員会、ＮＨＫ水戸放送局、茨城放送、

茨城新聞社、朝日新聞社
お問い合わせ先／生活協同組合パルシステム茨城　地域活動推進部　講演会係
　　　　　　　　TEL：�029-303-1616（受付時間�月～金/9:00～17:30）
※「講演会係」では、03・04ページの保障商品に関するお問い合わせにはお応えできません。
各商品の窓口をご確認のうえ、お問い合わせください。

株式会社日立製作所日立総合病院（茨城県） 
乳腺甲状腺外科・外科　主任医長
1997年筑波大学医学専門学群卒業
筑波大学附属病院乳腺甲状腺内分泌外科レジデントを経
て、2004年4月から株式会社日立製作所日立総合病院 外
科に就職。2010年4月より同病院同科の主任医長任用
日本外科学会専門医、日本乳癌学会専門医・指導医、日本
超音波医学会専門医・指導医、日本乳がん検診精度管理
中央委員会認定医、日本内分泌外科学会専門医

◦ がんを治すための「三大治療（手術・放射線治療・
抗がん剤治療※1）」をしっかり保障！

◦ 抗がん剤治療特約で、治療期間が長期になる場
合もある抗がん剤治療をサポート

がん治療に幅広く対応したがん保険

資料を請求された方全員に

アフラックダックのエコバッグをプレゼント！

がんを経験された方向けのがん保険

アフラックのがん保険

アフラックのがん保険

今回お話しをうかがったのは
伊藤 吾子 先生

40歳代の方・未経産婦

健康な方のマンモグラフィ

左胸 右胸

左胸 右胸

50歳代の方

脂肪化した乳腺（黒く写る）の中にしこり
（白く写る）があればよくわかります。

乳腺密度の濃い若い方は、しこり（白く
写る）が正常な乳腺（白く写る）に隠れ
てしまい、見つけづらくなります。

生稲晃子さん、伊藤吾子先生による乳がん特別講演会を
茨城県水戸市で開催！
乳がんの治療を受けていたことを告白した女優の生稲晃子さんに約5年に及ぶ闘病
生活で感じた、日ごろの検診の大切さや家族の支えについてお話しいただきます。
また、乳腺甲状腺外科医の伊藤吾子先生より、乳がんの患者を取り巻く医療現場の
“今”をご講演いただきます。

乳がん特別講演会「一緒に考えよう、乳がんのこと」

【プログラム】
第1部（40分）　伊藤吾子先生「乳がん診療の今」
第2部（60分）　�生稲晃子さん「5度の手術と乳房再建1800日」
第3部（30分）　�生稲晃子さんと伊藤吾子先生によるトークセッション

集団扱で保険料が割安になるので、おすすめです！

※1…「基本コース」「ひと安心コース」の場合は、「抗がん剤治療特約」を付加した
場合。
※2…ただし、抗がん剤治療特約は10年更新です。

生協オリジナルプラン

※画像はイメージです。
※�プレゼントは一家族に
一つです。

※過去5年以内に「がん（悪性新生物）」の診断、治療を受けておらず、また治療を受けるようにすすめられ
ていないことが条件となります。また、健康状態などによっては、ご契約をお引受けできない場合があります。
　※この保険は、がん（悪性新生物）を経験された方のための商品のため、保険料が割増されています。ま
た、ご契約に関しては健康状態などによる制限があります。

がんの治療を受けた最後の日から5年以上経過してい
る場合にお申込みいただけます。

年齢を重ねると細胞、
線維成分が減って脂肪成分が

増えてくるので、黒っぽく
写るようになります。

この写り方の差がマンモグラフィを
判定する際に大きく影響します。

乳がんの方のマンモグラフィ

12月7日に開催される乳がん特別講演会でも

お話しいただきます。もっと詳しい話を知りたい
方は

ぜひご参加ください！

講演のほかに、開演前や終演後にご覧いただけるブースをご用意しています。

丸CO・OP共済のご案内・自己触診方法体験ブース
自己触診をしたときにしこりに触れるとどんな感じな
のか、乳房モデルを使って体験していただきます。

丸患者会ブース
茨城県内で活動をする乳がんの患者会の方より、乳がん
の罹患者へのサポートについて情報提供を行います。

丸アフラック「がんを知る展」
※出展ブースの内容は変更となる場合があります。

昨
年
の
様
子

左胸

左胸

右胸

右胸

40歳代の方

70歳代の方

抽選で
300名様を
ご招待！

AF277-2016-0373 9月26日（170926）

まずは検診の内容について知りましょう。
乳がん検診って受けた方がいいの？

乳がんは早期に発見できれば完治の可能性が高いがんです。
早期発見には乳がん検診が効果的。でも、検診がどのようなものかわからず、受診を迷っている方も多いのでは。
そこで、乳がんが専門の医師に検診について教えていただきました。 


