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ごあいさつ

来年第１５回日本乳癌検診学会を京都で開催させていただきますことを大変光栄に

存じます。京都では，安住修三先生が第５回の本学会を開催されてから１０年ぶりの

開催になります。

メインテーマはずばり「日本の乳がん死を減らそう」にしました。日本の乳がん

死を減らすために何ができるのかをご参加いただく皆様と一緒に考え，行動してい

く総会にしたいと考えております。

わが国の乳がん検診は，２００４年度からマンモグラフィ併用が４０歳代に引き下げら

れ，２００５年度には全国すべての市町村でマンモグラフィ併用検診が受けられるよう

に２００４年度中にあらゆる関係者が準備を進めることになりました。

しかし，全国すべての市町村で４０歳以上の女性にマンモグラフィ併用検診が行わ

れても，第１４回の古妻嘉一会長がメインテーマに掲げられたように「乳がん検診を

支えるマンモグラフィ」の精度が高くなければ，わが国の乳がん死を減らすことは

できません。また，受診率を高くすることも，乳がん死を減らすためには極めて重

要であります。乳がん検診に関わるあらゆる人々にご参加頂き，それぞれの具体的

な目標達成に向けた成果がえられる総会にできることを期待しております。

今後は，評議員の皆様方のご意見をお聞きしながら準備を進めたいと考えており

ますので，ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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日本乳癌検診学会誌 第１３巻第３号（２００４）

巻 頭 言

放射線医学総合研究所

飯 沼 武

乳癌検診の最終ゴールは明白である。それは日本婦人の乳癌死亡の減少である。その目

的に向かって本学会は様々な努力を行ってきたし，現在もそれは続いている。最大の成果

はマンモグラフィ検診精度管理中央委員会（精中委）の設立とその活動であろう。この活動

は他の癌検診にはないもので，今後もさらに充実させつつ，継続しなければならない。

乳癌検診は世界的にも最も多くのRCTによる評価が行われたことで有名であり，いく

つかの紆余曲折はあったものの，その有効性は確立している。わが国における有効性は

RCTが行われてはいないものの，マンモグラフィ検診における発見乳癌の病期別分布や

検査の感度などから，欧米の成績に匹敵する有効性があるものと認定されている。また，

筆者らが開発したRCTをシミュレートする数学モデルに日本のデータを代入して求めた

相対リスク（Relative Risk : RR）によっても死亡率減少効果があることが確認されてい

る。

もう一つの問題は今年の４月に掲載された Lancet 論文の波紋である。これによってマ

ンモグラフィの被曝が話題となったが，これも現在の３mGyの上限を守っていればリス

クが利益を上回ることはない。マンモグラフィ装置の精度管理をきちんと継続することに

よって正当性は担保されると考えてよい。

今後は精度管理の普及に問題が移ったと筆者は考えている。まずは検診システムの精度

管理である。この中にはマンモグラフィ装置，撮影技師，読影医師，精密検査，追跡調査

などの多くのサブシステムがあり，それぞれが高い精度を維持しなければならない。前述

の精中委が行っている医師と技師の教育研修をさらに充実させ，今後は公的な認定制度に

まで高めること，施設の認定についても米国のように法律で規制することができなくて

も，実質的に精中委の認定を受けていなければ，施設として認められないことになること

が望ましい。

次の大きな課題はマンモグラフィ装置の全国的な普及と受診率の向上である。マンモグ

ラフィ装置の普及は時間が解決してくれると信じているが，問題は受診率の大幅なアップ

である。わが国の癌検診は乳癌に限らず，対象となる人口の受診率が著しく低い。乳癌に

至っては１０％台，マンモグラフィ検診はまだ５％以下といわれている。欧米諸国の７０～８０

％とは比較にならない。これではいくら精度の高い検診を提供しても，目に見える乳癌死

亡率減少はおこりえない。官民の創意工夫による啓蒙運動が必要である。学会としてもこ

の面にもっと力を注ぐ必要がある。幸い，乳癌の分野では民間のNPO組織が充実してお

り，これらとの連携も視野に入れた運動を展開したらよいのではないでしょうか。学会大

会の一般国民向けの企画にもっと力を入れることも重要ではないかと考える。

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：２４１



これから学会として乳癌検診のさらなる進歩に寄与する分野に筆者は次の３つをあげ

る。�コンピュータ支援診断（CAD）システムの実用化，�超音波診断のスクリーニング

検査への導入と�デジタル・マンモグラフィシステムの開発である。CADはほぼ実用に

近い装置が完成しているが，今後はこれを二重読影の一次読影者として定着させることが

できるかに焦点を絞って研究を進める必要がある。このシステムが実用になれば，乳癌検

診の効率化に向けた大きな力となるに違いない。超音波診断の導入は今後の標準化と大規

模な臨床試験に期待したい。デジタル・マンモグラフィ装置については診断精度や被曝線

量の観点から研究を進め，現在のアナログ・マンモグラフィとの比較をきちんとした形で

実施してゆくことが必要であろう。

今後，学会，行政や民間団体が一体となって，科学的な情報を公開するとともに，精度

の高い検診を普及させるように頑張りたい。

２４２



はじめに

乳癌患者は漸増傾向にあり，１９９４年には年齢調

整罹患率が女性の癌の第１位となり，その早期発

見はますます重要になっている。乳癌早期発見の

手段として乳癌検診が行われてきたが，問診，視

診，触診に加えてマンモグラフィ検診が不可欠と

考えられるようになってきた１）。これら検査で異

常所見が見出されると精密検査に廻り，超音波検

査，マンモグラフィや必要に応じて細胞診，生検

などが行われる２）。

本項では，精密検査として行われる細胞診検査

について臨床家が知っておくべき長所，短所，留

意点などについて述べる。細胞の判定に関する細

胞形態の詳細は専門書に譲る。

1. 乳腺細胞診の種類

乳腺の細胞診検査には大きく分けて３種類があ

る。

1）穿刺吸引細胞診（aspiration biopsy cytology :

ABC，以下 ABC）

腫瘤に針を刺し，腫瘍細胞を吸引し，穿刺物を

ガラスに吹き付けて塗抹する。

2）乳頭分泌物細胞診

乳頭の血性分泌物等が検査対象になる。分泌物

が少ないときには直接ガラスを乳頭に押し付けて

塗抹する。分泌物が多い場合には固定液内に３～

５日間ためて，遠心沈渣を塗抹する。

3）乳頭部，乳輪部糜爛の細胞診

パジェット病が疑われるような糜爛部の細胞診

検査である。痂皮をピンセットで取り除いてから

糜爛部に直接ガラスを押し付けて塗抹する。糜爛

部をスライドガラスの端でこすって細胞を剥離さ

せ，これを塗抹する擦過細胞診の方が確実に細胞

を採取できる。

2. 細胞診の長所

生検診断に比しての長所を箇条書き的に述べ

る。

1）簡便性

切開生検や core needle biopsyに比較して，検

体採取から標本作成まではるかに簡便である。

2）低侵襲性

前項の簡便性に重複する面もあるが，患者の苦

痛ははるかに少ない。ことに乳頭分泌物の細胞診

別冊請求先：〒３７１―８５１１ 前橋市昭和町３―３９―１５

群馬大学大学院病態検査医学 城下 尚

E―mail address : joshita@showa.gunma―u.ac.jp

乳癌検診における細胞診の意義

城下 尚１） 小山 徹也２） 石井 英昭１，３） 伊藤 秀明１，４）

清水 和彦１，５）

群馬大学大学院医学系研究科器官機能制御学講座病態検査医学分野１）

同病態腫瘍制御学講座応用腫瘍病理学分野２）

東京医科大学病理学講座３）

前橋赤十字病院病理部４）

足利赤十字病院検査部５）

第１３回日本乳癌検診学会総会／教育講演
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検査となると無侵襲であり，肺癌検診における喀

痰細胞診に匹敵する。

3）迅速性

組織診では結果が出るのに２～３日はかかる

が，細胞診では急げば当日，通常でも翌日には報

告が出される。

4）反復可能

前述した１），２）の長所が生かされる結果であ

る。分泌物検査や擦過細胞診では患者にほとんど

苦痛を与えないで検査が反復でき，その結果，正

診に至れることが少なくない。肺癌でも繰り返し

の喀痰検査で発見率が上がっていくことが知られ

ており，反復検査の重要性が広く認識されてい

る。ABCも生検に比べたら，はるかに再検査が

可能である。

5）高い信頼性（条件付）

検査であるから高い信頼性は不可欠である。し

かしカッコ内に条件付きと示した通りである。こ

れは大変なことであり，項を改めて詳しく述べ

る。

3. 細胞診の短所

これは細胞診の泣き所である。生検にも短所が

あるが，それと比較して述べる。

1）細胞採取量が少なく診断できないことがある

いくら細胞診といっても１個，２個の細胞を見

て，癌，非癌を診断することはできない。細胞診

は組織診と異なり，確かに細胞個々の形態を見て

診断するのであるが，少なくとも数個から数十個

の細胞を詳細に観察してやっと診断できるか否か

である。通常は何十，何百以上の細胞を見て安心

して診断できるのが現実である。

2）組織型診断（推定）が困難なことがある

癌の組織型は組織切片標本の所見に基づいて診

断される。細胞診標本は塗抹標本であるので，切

片に見られる同質の構造は見られない。そこで細

胞診では組織構築がまったく分からないと考える

向きもあるが，組織切片で見る構築像とは異なる

が，組織型を推定する構築的情報はかなり含まれ

ている。硬癌，粘液癌，小葉癌などは９０％程度の

組織型推定が可能である。一方，乳頭腺管癌，髄

様腺管癌などは５０ないし７０％程度しか組織標本と

の対比で一致しない。

3）浸潤の有無を直接的には確認できない

悪性腫瘍の特徴である浸潤像を読みとれないこ

とは致命的な欠点である。しかし子宮頚部の細胞

診では上皮内癌，初期浸潤癌，進行癌をかなり正

診できることは常識になっている。現実的には多

数の細胞を詳細に観察し，集塊の細胞構成，背景

所見なども考慮して判定に利用することで，きわ

めて高い正診率を上げることはできるのである。

ABCにおいても浸潤の有無を判断する情報は含

まれている。それでも組織診断における浸潤所見

が細胞診で直接的に把握できないのはかなりの痛

手である。細胞異型の乏しい癌においては，組織

診では浸潤の有無から診断が容易であっても細胞

診では判定が難しいことがある。

4）乳頭状病変の良悪判定は困難なことが多い

乳頭状病変は組織標本でも診断に難渋する例が

あるが，細胞診では定型的細胞所見を示す例を除

けば，判定を保留せざるを得ないことが多い。

5）穿刺吸引する医師の技量の差がきわめて大きい

これは検査としては信頼度という意味で難しい

問題であるが，解決可能である。しかし現実とし

ては，この技量の問題を克服できないで，細胞診

から遠のいてしまう医師も少なくない。

4. 穿刺吸引細胞診のコツ

理論的には，腫瘤に針を刺し，腫瘤構成細胞を

吸引し，採取された吸引物をスライドグラスに塗

抹し，固定・染色をして観察するだけのことであ

る。しかしこんな簡単なことが技量の差が歴然と
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出てしまう。静脈採血や嚢胞穿刺とは大分異なる

ところがあるので，少し詳しく説明する。以下，

『乳腺における細胞診および針生検の報告様式ガ

イドライン』３）（以下，ガイドラインと略）に示さ

れたものをもとに説明する。

1）穿刺吸引

次に示す１）から５）の手順で行う。

１）穿刺吸引細胞診用ピストル型吸引器（千葉大

第１外科式吸引ピストル）に２１ないし２３ゲージの

注射針を着け，腫瘤を穿刺して陰圧を加える。穿

刺針を腫瘤内で数回方向を変えて刺し直し吸引を

繰り返す。壊死を起している可能性が高い大きな

腫瘤の場合には中心部を避けて穿刺吸引を行う。

ピストル型吸引器を使用しないで，１０ml のディ

スポの注射器に２２ゲージの注射針を付けて穿刺吸

引している医師も少なくない４）。

２）腫瘤内で陰圧を解除してから，穿刺針を抜

く。この簡単なことが実行されないために細胞が

採れない，採れないの騒ぎとなる。その原因の一

つがこのことにあることを知っておくことはきわ

めて重要である。注射針が生体を離れたとたん

に，針先端から空気が注射筒内に吸い込まれ，穿

刺針内の採取物は注射筒内に飛び散ってしまうの

である。次の３）と同様に，噴出しの際に細胞を押

しつぶしてしまうわけである。

３）穿刺針を注射器からはずしてから，注射筒

に空気を入れる。

この操作をしないと，２）で陰圧を解除しなかっ

たと同じことが起こってしまう。すなわち，注射

筒に空気を吸い込んで，注射針内部に存在した採

取物が注射筒内に飛散してしまい，次の４）の操作

時に注射器内で押しつぶされてしまい，噴出され

るものがなくなってしまう。

４）再び穿刺針を注射器に装着し，針先をスラ

イドグラスに垂直に近接させ，穿刺物を噴出させ

る。

この１）から４）がしっかり行われれば，特殊な例

を除き細胞が少なくて困るということはない。熟

練者が穿刺吸引しても採取細胞量が少ない場合に

はそれは硬癌を推定する重要な所見であり，少数

の細胞を丹念に観察し，臨床情報とあわせると正

診が得られることが多い。これらについては，も

う少し詳しく宮内がコツと落とし穴を記載してい

る４）。

2）塗抹と固定

注射針の中の穿刺物をスライドガラス上に噴出

させる。採取物が多めであれば，スライドガラス

や穿刺針を使って引き伸ばして塗抹する。このと

き細胞を挫滅しないよう血液塗抹標本を作成する

要領で行う。スライドガラスをすり合わせて塗抹

する方法では，すり合わせの力を工夫しないと細

胞が破壊されてしまうことがある。塗抹が終了次

第，９５％エタノールの入ったバットで塗抹面を完

全に浸漬させ固定する。これをパパニコロウ染色

用の湿固定という。固定時間は術中迅速診断など

で急ぐ場合には数分でも大きな支障はないが，通

常は２０ないし３０分あれば十分である。書物によっ

ては，現在でもパパニコロウ染色用の固定液はエ

ーテル・アルコールと記載してあるものもある。

これは原法であるが，現実にはエーテルの引火

性，毒性などが問題視され，原法と同等の効果の

ある９５％エタノールが使用されている。

ギムザ染色用には乾燥固定が必要である。これ

は塗抹終了後ドライヤーで冷風乾燥させる。塗抹

が厚いと均質な固定が得られないので注意が必要

である。可能な場合には湿固定と乾燥固定があっ

た方が良い。

5. 細胞診の精度

細胞診の精度を決定づけるものは，大きく分け

て二つの要素がある。一つは臨床医がどれだけ診

断に必要な適切検体を採取でき，適確に塗抹固定

がされているかである。これが驚くほど精度に影

響するかを垣花ら５）のデータを表 1に示した。

1）感度，特異度，精度

診断精度は感度（sensitivity）；悪性腫瘍を陽性

と判定する率，特異度（specificity）；悪性でない

乳癌検診における細胞診の意義
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ものを陰性と判定する率，精度（正診率，

accuracy）；全体に対して正しい陽性，陰性の和

が占める率等で表される。乳腺の ABCではこの

値が施設により大きく異なり，精度の高いところ

はこの検査法に対する信頼度が高いのでこの検査

が積極的に実施されるが，精度の悪い施設ではこ

の検査を行わなくなる。この原因は判定者側にも

原因がないこともないが，多くの施設では細胞採

取の術者にある。細胞判定が日本臨床細胞学会認

定の細胞検査士，指導医によりなされている場合

には，一般的には診断者サイドは一定のレベルに

あると考えて良いからである。長所の５）で取り上

げた高い信頼性を（条件付）としたのは，４項の穿

刺吸引術者の技量に問題がなく，固定，染色，判

定は学会認定の細胞検査士，細胞診専門医が当た

り，これに加えて相互の十分なコミュニケーショ

ンが保たれている場合である。きわめて精度の高

い施設では，感度，特異度，正診率，何れも９０％

を超える成績で，MMG，USに比しより高い率

を示している６）。

2）偽陽性，疑陽性

前段の感度，特異度の計算に偽陽性，疑陽性の

理解が不可欠である。偽陽性（false positive）は悪

性でないものを陽性と判定したものである。疑陽

性（suspicious of malignancy）は悪性所見を充足し

ないが，悪性が疑われるものである。この両者は

日本語の発音がギヨウセイで共通していることか

ら，混同して受け取られることがあるので注意が

必要である。偽陰性（false negative）は疑陰性とい

う判定習慣がないので混同されることはない。統

計処理では偽陽性，偽陰性は誤判定，すなわち誤

診であるが，疑陽性は一般的には陽性として感

度，特異度の計算がされる。

6. 細胞診の判定

細胞診の判定は，パパニコロウのクラス分類が

長らく，広く使用されてきたが，近年ではパパニ

コロウ・クラス分類は客観性が乏しい面があるこ

とから，婦人科検体以外では陽性，疑陽性，陰性

の３段階分類が行われる傾向にあった。１９８８年に

子宮頚部細胞診に Bethesda Systemが提唱され，

何回かの改定を得て７），米国を中心に広く使用さ

れてきたが，この精神を子宮頚部の細胞診以外に

も生かそうという流れがある。昨年乳癌学会でも

検体不適，判定の選択と所見の記載を取り入れた

『ガイドライン』３）を定め，そこに新しい判定区分

とその診断基準を示した。

ここにその要点を解説する。

表 1. 穿刺吸引術者の個人別成績一覧表

氏名
標本不良（対施行例％） 良性 判定困難

悪性 計
血液のみ 染色不良 間質のみ 上皮あり 良性疑 悪性疑

A １３（１．１％）１１（０．９％） ８９（７．５％） ９０３ ８３ ２８ ５５ １，１８２

B １０４（２２．０％） ５（１．１％）４９（１０．４％） ２２０ ３１ ２０ ４４ ４７３

C ４７（２１．９％） ５（２．３％）３０（１４．０％） ８８ ２４ １０ １１ ２１５

D １６（７．６％） ２（０．９％）３３（１５．６％） １２４ １３ ９ １４ ２１１

E ３９（１９．９％） ３（１．５％）３５（１７．９％） ８３ １７ １１ ７ １９５

F ２（１．１％） １（０．６％） １１（６．２％） １４７ １０ ３ ４ １７８

G ２９（３５．８％） ０ ８（９．８％） ３１ ８ ３ ２ ８１

H ２０（２９．０％） １（１．４％） ５（７．２％） ３２ ７ ３ １ ６９

I ６（１８．２％） １（３．０％） ５（１５．２％） １５ ０ １ ５ ３３

J ０ ０ ０ ２５ ０ ２ ３ ３０

計 ２７６（１０．４％）２９（１．１％）２６５（９．９％） １，６６８ １９３ ９０ １４６ ２，６６７

（垣花５）より改変）
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1）検体不適正

今までのパパニコロウ分類にはなく，Bethesda

Systemで提唱されたものが採用された。細胞診

検体では少なからず不適正な検体が提出される

が，これら検体を診断できる検体と区分して扱っ

ていなかったところがあった。パパニコロウ分類

ではクラス Iあるいはクラス IIIに入れていたと

ころもあり，統計上も大いに問題があったところ

である。今回はこれを独立させている。病変を推

定するに足る細胞数が採取されていなかったり，

標本作成不良なものがこれに相当する。湿固定標

本で乾燥していたり，塗抹の際に細胞の挫滅が生

じたりしたため判定ができない例などがある。本

来このような標本の判定はクラス I，IIIなどはお

かしいわけであるが，５段階の何処かに入れよう

として，上記のようなことが行われていたわけで

ある。付帯事項としてこの区分の占める割合は細

胞診総件数の１０％以下が望ましいとしている。垣

花ら５）のデータで３０％台の検体不良例を出す医師

はこの判定基準から不都合な術者ということにな

る。

2）検体適正

前項に記した不適正な検体でないものの区分で

あり，診断可能な標本であることを意味する。

正常あるいは良性（normal or benign）：クラス分

類で I，IIとされて来たものに相当する。

鑑別困難（indeterminate）：良性・悪性の判断が

困難な病変由来の細胞所見に当てはまる。乳頭状

病変，境界病変などからの細胞標本である。クラ

ス分類で IIIに入れられた多くの例はここに入

る。IIIbとされたものの多くはここに入らないと

思われる。

本区分の占める割合は検体適正症例の１０％以下

が望ましく，再検査や組織検査を勧めることを考

慮するとされている。

悪性の疑い（suspicious for malignancy）：クラス

分類で IIIbとされたものの多くがここに含まれ

る。IVとされていたものもかなりここに含まれ

ると思われる。３段階分類の疑陽性は一部ここに

含まれるが，その割合は施設により大層異なると

思われる。この区分は精査の結果９０％以上が悪性

と診断されることが望ましいとされている。

悪性（malignant）：従来陽性，クラス分類 Vと

分類されていたものがここに入る。ここに入るも

のは，判定者が一定レベルの熟練者であれば施設

間の差はほとんどないと考えてよい。

7. 細胞診報告書の読み方

細胞診は以上述べてきたように長所，欠点があ

り，この検査の特徴を知って報告書を読み，患者

の診療に役立てる必要がある７）。以下，重複をさ

け簡単に触れておきたい。

1）不適正検体

この原因にはいろいろあるが，検体採取から固

定にいたる過程に起こるものが多い。このような

検体がきわめて少ない施設では，細胞採取現場に

細胞検査士が出向き，穿刺・塗抹・固定までを医

師と技師の共同作業で行っているところが多い。

是非この方法を導入してほしい。

これによって臨床側と診断側の一体感が強ま

り，良好なコミュニケーションを保つことができ

る。

2）細胞異型，構築異型

細胞診検査の強みは細胞を丸ごと観察できるこ

とである。組織診が３ないし４ミクロンの薄切さ

れた細胞を見ているのと根本的に異なる。一方，

組織診では構築が読みとれる。しかし組織診にお

ける構築も薄切標本という条件付でのものであ

る。その意味では細胞診には細胞診としての構築

が読みとれる。組織標本での構築との兼ね合いで

見れば，細胞集塊の形態，例えば平面的，重積性，

マリモ状など，また構成細胞の配列・極性，二層

性などである。

一方，細胞診固有の構築要素として，採取細胞

量の多・少，細胞のほつれ現象，壊死性背景，紡

錘裸核と上皮性細胞の二相性パターンなどがあ

る。何れも良悪の判定，組織型の推定に重要な所

乳癌検診における細胞診の意義
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見である。

乳腺では細胞異型の乏しい乳癌があり，細胞形

態のみでは診断が困難である場合がある。

3）判定根拠

クラス分類の最大の問題点は Iから Vのどこか

に当てはめたら終りとすることであり，IIから IV

の間は診断者による差が少なくなかったことであ

る。検体不良が Iや IIIに入れられていたものが

あったのも問題である。

報告書を読むに際して大事なことは判定のみを

読んで“はい良し”とせず，判定根拠をしっかり

確認することが重要である８）。内容をしっかり読

み，問題点，疑問点があったら積極的に検査室サ

イドとコンタクトするのがよい。これを怠ったた

めに患者に不利益が及んでしまうことが少なから

ず経験される。

まとめ

乳癌検診で発見される腫瘤性病変に穿刺吸引細

胞診を行うことにより８５％程度は外科的生検，針

生検を行うことなく，確定診断・根治治療に持ち

込める。その前提に臨床所見，超音波，マンモグ

ラフィ，と総合的に判定することがある８）。訴訟

大国アメリカを後追いする形で日本でも医療訴訟

が漸増し，乳腺疾患の病理学的診断も core needle

biopsyにシフトする傾向が見られる。しかし日

本人の器用さ，細胞診断レベルの高さを考える

と，臨床家に細胞診を良く理解いただき，穿刺吸

引，塗抹技術に習熟頂ければ，患者さんに過重な

負担をかけないで良好な成績が得られることを強

調した。
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はじめに

諸外国で乳癌死亡率を減少させている動きがあ

るにもかかわらず、わが国では依然として乳癌罹

患率も死亡率も増加し続けている。どのようにし

たら死亡率を減少させることができるのだろうか

ということを考える上で，今何が問題なのかを探

る目的で，一般女性の乳癌に対する意識と行動，

自己検診の実態などを知るためのアンケートを乳

房健康研究会として実施した。

1. 対象および方法

対象：首都圏３０km圏内および愛媛県内在住の

３０歳から６０歳代までの６８０名の女性を対象に，首

都圏では２００２年１０月から２００３年１月の間に，また

愛媛県では２００３年２月に郵送によるアンケート方

式で行った。回収総数は６５２名（首都圏３２５名，愛

媛県３２７名），回収率は９５．９％であった。

年齢構成は首都圏，愛媛県とも各年代約８０名が

有効回答数になるように設定した。職業は，主婦

が全体の６８．１％、愛媛県では会社員がやや多い。

未既婚／出産経験では，既婚者が９０．１％で，８６％

別冊請求先：〒２１１―００５１ 川崎市中原区宮内１―８―３

ハウズクリニック４F コスモス女性ク

リニック 野末悦子

E―mail address : nozue１２＠green.ocn.ne.jp

一般女性の乳癌意識と自己検診実態
――乳房健康研究会のアンケート調査から――

野末 悦子１） 島田菜穂子２） 沢井 清司３） 福田 護４）

霞 富士雄５）

コスモス女性クリニック１），東京逓信病院２）

京都府立医科大学３），聖マリアンナ医科大学４）

癌研究会附属病院５）

わが国では残念なことに乳癌患者およびその死亡率が依然として増加し続けている。一

般女性が乳癌についてどう考え，どう行動しているかを探り，乳癌死亡率を下げるには今

何が必要かを見出す目的で，われわれは乳房健康研究会としてアンケート調査を行った。

調査対象は首都圏３０km圏内および愛媛県内の３０～６０歳代の女性６８０名で，２００２年１０月

から２００３年２月にかけて郵送により行い，回収率は９５．９％で，首都圏３２５名，愛媛３２７名の

計６５２名から回答を得た。

乳癌に対する意識の高いのは若い世代，３０歳代から４０歳代で，５０歳代から６０歳代では低

かった。周囲に乳癌体験者がいるものは６割近くに及んでいる。早期発見の重要性につい

ての認知度は高い。乳癌検診のために受診する科は産婦人科が１位である。

自己検診についての認知率は９０％を超えるほど高いが，実際に行っているものは３６．３％

と低く，中でも毎月実施しているのはわずかに１５．８％という低さである。しない理由は「さ

わってもわからない」「やりかたがわからない」などである。乳癌情報を得るルートは友

人やマスコミなどからが多く，医師からは少ない。

乳癌死亡を減少させるには，乳癌に関する情報を一層積極的に流通させ，正しい検診方

法についても熟知徹底させる必要がある。

Key words：一般女性，アンケート，乳癌，自己検診，受診率

原 著
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が出産経験あり，首都圏，愛媛県とも略同じ構成

である。（表 1）

2. アンケートの項目

次のような項目についてアンケートした。

�現在気にしている症状や病気の中で乳癌の頻
度（年代別），�乳癌についてご存知のこと，�乳
癌の受診窓口は何科か，�乳癌検診の方法でご存
知のもの，�自己検診の実施率，�自己検診を実
施している場合の理由，�自己検診の実施頻度，
�自己検診を実施しない理由（年代別），	今後自
己検診を希望するか，
乳癌情報の入手経路など
について。

3. 結 果

1）関心のあるもの（図 1）

現在，気になる症状や病気について最も多いも

のは肩こり，ついでがん全般で，腰痛，肥満，花

粉症や手足の冷えなどがこれに次ぎ，乳癌と答え

た人は上位１２位で，全体の１３％であった。全体的

に首都圏の方が気にしている症状や病気のある人

が多い。

2）年代別関心事（図 2）

年代別に見ると，乳癌について意識の高いのは

若い世代の３０歳代で，ついで４０歳代である。５０歳

代がもっとも低いのは，更年期症状に注意が集中

しているためではないかと思われるが，複数回答

であるから，この世代が乳癌に関心があまりない

というのは大きな問題であろう。

3）乳癌について理解していること（図 3）

乳癌について「自分で発見できるがん」「早期

発見なら治る」「定期検診で発見が高まる」など

表 1. 対象者のプロフィール

１．年齢構成

全体 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 無回答

全体 １００％ ６５２ ２４．８％ １６２ ２４．５％ １６０ ２５．２％ １６４ ２５．５％ １６６ ０．０％ ０

首都圏 １００％ ３２５ ２４．６％ ８０ ２４．６％ ８０ ２５．８％ ８４ ２４．９％ ８１ ０．０％ ０

愛媛 １００％ ３２７ ２５．１％ ８２ ２４．５％ ８０ ２４．５％ ８０ ２６．０％ ８５ ０．０％ ０

２．職業

全体 学生 会社員 自営業 主婦 その他 無回答

全体 １００％ ６５２ ０．０％ ０ １３．２％ ８６ ７．４％ ４８ ６８．１％ ４４４ １０．９％ ７１ ０．５％ ３

首都圏 １００％ ３２５ ０．０％ ０ ８．９％ ２９ ７．７％ ２５ ７３．５％ ２３９ ９．２％ ３０ ０．６％ ２

愛媛 １００％ ３２７ ０．０％ ０ １７．４％ ５７ ７．０％ ２３ ６２．７％ ２０５ １２．５％ ４１ ０．３％ １

３．未既婚

全体 未婚 既婚 無回答

全体 １００％ ６５２ ９．５％ ６２ ９０．５％ ５９０ ０．０％ ０

首都圏 １００％ ３２５ ８．０％ ２６ ９２．０％ ２９９ ０．０％ ０

愛媛 １００％ ３２７ １１．０％ ３６ ８９．０％ ２９１ ０．０％ ０

４．出産経験

全体 あり なし 無回答

全体 １００％ ６５２ ８５．９％ ５６０ １３．５％ ８８ ０．６％ ４

首都圏 １００％ ３２５ ８５．５％ ２７８ １３．２％ ４３ １．２％ ４

愛媛 １００％ ３２７ ８６．２％ ２８２ １３．８％ ４５ ０．０％ ０

２５０



は知られているが，「壮年女性の癌の死亡原因の

トップが乳癌だ」ということや，「日本女性の３０

人に１人が乳癌にかかっている」あるいは「初診

時に発見される乳癌の大きさはこれまで３cmで

ある」などについて知っている人は少ない。

4）乳癌が心配なときに受診する科は（図 4）

全体では産婦人科が１位で５０％を超している。

一般外科がこれに次ぎ，全体では乳腺外来は３

位，２７％であった。首都圏と愛媛の大きな違いは

首都圏では１位産婦人科，２位乳腺外来となって

現在気にしている症状や病気（MA）上位１４位

図 1. 乳がんを気にしているのは全体の１３％

現在気にしている症状や病気（MA）上位１４位――年代別――

図 2. 若い世代の方が乳がん意識が高い

一般女性の乳癌意識と自己検診実態
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いるが，愛媛では１位産婦人科，２位外科となっ

ており，乳腺外来が３位となっているところであ

る。首都圏では３２．３％ある乳腺外来が愛媛では

２１．７％と低い。乳腺外来のある施設が少ないの

か，PRが足りないのか，今後の検討課題である。

5）乳癌の発見方法としてはどんなものがあるか（図5）

１位は自己検診で９０．５％，２位視触診６５．２％，３

位マンモグラフィ４９．１％，４位エコー３７．１％，５

位細胞診２０．６％の順位であった。エコー，細胞診

の認知率には，首都圏と愛媛では差があったが，

上位３位まではほとんど同じであった。

6）自己検診の実施率（図 6）

自己検診の認知率は９０．５％と高かったが，実際

に実施しているのは３６．３％と少なかった。地域別

乳がんについてご存知のこと（MA）

図 3. 早期発見の重要性については認知度が高い

乳がんが心配なときに受診する科（MA）

図 4. 乳がんの受診窓口は産婦人科？

２５２



では首都圏が３９．１％と少し多い。

7）自己検診をしている理由（図 7）

現在自己検診をしている３６．３％の人が実施して

いる理由は１位「乳癌発見のために大切だと聞い

たから」８６．９％，２位「簡単にできるから」５２．３％

であった。年代別では，６０歳代が「乳癌発見のた

めに大切だと聞いたから」と「以前から続けてや

っているから」と答えた人が多かった。地域差が

あるのは，「乳癌検診の際にすすめられたから」

と「簡単にできるから」で首都圏に多い。

8）自己検診の頻度（図 8）

自己検診をしていると言っても，その頻度が問

題である。１か月に１回のペースでやっているの

は，実施している人（３６．３％）の中の４３．５％である

から，全体から言えば，わずかに１５．８％という低

さである。これは，大多数の人が自己検診を正し

く実施していないということになる。

9）自己検診をしていない理由（図 9，10）

現在実施していない人（６３．４％）の理由は１位

「さわってもよくわからないから」５１．３％，２位

「何の症状も心配なところもないから」３１．２％，

３位「自己検診のやり方がわからないから」

２７．６％，４位「面倒だから」２０．８％となっている。

乳がん発見方法でご存知のもの（MA）

図 5. 自己検診の認知率は９１％

図 6. 自己検診の実施率は少ない

自己検診をしていますか
全体

自己検診をしていますか
首都圏

自己検診をしていますか
愛媛
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年代別に見ると，３０歳代では「やり方がわからな

い」，４０歳代では「興味がない」，５０歳代では「面

倒だ」，６０歳代では「心配なところがないから」

となっている。このように実施していないグルー

プには，よほどの強い働きかけが必要である。

10）今後の自己検診の意向（図 11）

Q・今後自己検診をしたいですか。

自己検診の現在の実施率はまだ低いが，この質

問に対しては７５．９％の人が今後やりたいと答え

た。このことは将来に明るい見通しを持つことが

できると考えてよいだろう。年齢別では３０歳代，

４０歳代の方が意識がやや高い。しかしながら「い

いえ」という答えも２２％もあったので，自己検診

をする動機付けをいかに定着させるかが問題であ

る。また，自己検診の大切さはわかっていても，

やり方がよくわからなかったり，面倒でやらない

人が多いので，乳癌に対する意識を強め，実際に

自己検診のやり方などの啓発が必要である。

11）乳癌情報は口コミとテレビから（図 12）

乳癌の情報は友人などからの口コミとマスコミ

自己検診をしている理由（MA）上位６位

図 7. 自己検診は乳がん発見のために大切

自己検診の頻度

図 8. 自己検診は１ヶ月に１回実施４４％
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（テレビ）が上位で，残念なことに検診機関やかか

りつけの医師などはこれから見るとはるかに少な

い。今後情報を的確に伝えることにわれわれが一

層積極的に関与していかなくてはならないと考え

る。

4. 考 察

乳癌の死亡率を下げるには，検診の必要性を理

解させることを徹底し，検診率をアップさせると

同時に，検診の質を高めることなどが必要である

と考えられる。さらに，自分でできる自己検診に

ついては，検診の機会を利用してそれぞれの機関

で，その実施方法を熟知させ，次回受診するまで

の間，毎月必ず自己検診を行いつつ，繰り返し定

期健診につなげるようにすることが望まれる。当

クリニックでは，来院者全員に自己検診の重要性

を訴え，自己検診のやり方を指導し，さらに定期

健診も受けることをすすめている。各部屋ごとに

ポスターやステッカーなどを張り巡らし，医師・

看護師に止まらず事務職も含めたスタッフ全員が

時間のある限り，いつでもどこでも乳房健康研究

会で発行している資料を参考にして，乳癌の検診

自己検診をしていない理由（MA）

図 9. 自己検診のやり方や重要性をアピール

自己検診をしていない理由（MA）年代別

図 10. 「やり方不明」な３０代，「興味がない」４０代，「面倒」な５０代，「心配がない」６０代

一般女性の乳癌意識と自己検診実態
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を話題にし，受診率をアップさせるようにしてい

る。

乳房健康研究会では乳癌に対する意識と自己検

診率の向上を目指して，「ピンクリボン運動」，「乳

癌を知らせるためのウォーク＆ラン」を企画した

り，講演会を開くなど，数々のキャンペーンをこ

れまで実施してきているが，さらに一層その動き

を活発に続けていくことを計画している。

結 語

1）乳房健康研究会では，一般女性の乳癌に対す

る意識を調査し，乳癌早期発見により死亡率を低

下させることに役立てたいとアンケート調査を実

施した。

2）乳癌を意識しているのは１３％で，早期発見で

治ることを知っているのは５９％と半数以上が認識

している。また，自己検診を知っている人が９１％

もあるが，実施率は３６％，さらに毎月実施してい

るのはその内の４４％，したがって全体ではわずか

１５．８％という低さである。自己検診をしない理由

はさわってもわからないからが５１．３％，やり方が

わからないが２７．６％である。

今後，自己検診をしたいですか

図 11. ７６％が今後やりたいと，自己検診に意欲的

乳がんについての情報入手経路（MA）

図 12. 乳がん情報は口コミとテレビから
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3）今後自己検診をやりたい人が７５．９％に及んで

いることから，乳癌のことを考えるきっかけ作り

と自己検診の方法を確実に伝えることが求められ

ている。自己検診だけでは乳癌の死亡率を低下さ

せることはないとしても，自己検診を通して乳癌

をわがこととして考え，ひいては４０歳以上のマン

モグラフィによる検診の受診率を高め，継続する

ことによって，乳癌死亡を減少させる一助になる

ものと考える。

本論文の要旨は第１３回日本乳癌検診学会総会

（２００３年１１月２１日，高崎）で発表した。
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Common Understanding of Women about Breast Cancer and their
Competence in Self―examination: A Questionnaire Investigation

Etsuko Nozue１），Naoko Shimada２），Kiyoshi Sawai３），Mamoru Fukuda４），Fujio Kasumi５）

Cosmos Women’s Clinic, Japan Society of Breast Health１）
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Currently in Japan the numbers of patients with breast cancer and deaths from the disease are
still increasing. We conducted a questionnaire investigation to clarify the extent of common
knowledge among women about breast cancer and what they can do against it, and also any steps that
can be taken to reduce the mortality rate due to breast cancer.

The study subjects were women aged３０ to７０ years living within３０ km of metropolitan areas,
and also elsewhere, in Ehime Prefecture. The number of women surveyed was ６８０ and the
questionnaires were sent by mail between October２００２ and February２００３. Answers were received
from６５２（９５．９％）of the women，３２５ living in the metropolitan areas and３２７ living elsewhere in the
Prefecture.

Understanding about breast cancer was better among relatively younger women such as those in
their３０s and４０s than among those in their５０s and６０s. Nearly６０％ of them reported having breast
cancer patients living close to them, among their relatives or friends. The importance of early
diagnosis of breast cancer was understood by most of them, and the majority stated that they would
choose to visit obstetricians/gynecologists for breast cancer checks. Although over ９０％ of the
women knew about self―examination for breast cancer, only３６．３％ of them reported actually doing it
themselves, and only１５．８％ of them did so every month. The most common reasons why they did
not carry out self―examination were that they “did not know how to do it” or “could not understand
the sensation”. They were most likely to obtain knowledge about breast cancer from their friends or
the mass media, and seldom from their doctors.

To reduce the mortality rate due to breast cancer, physicians must provide women with more
information and be more proactive in teaching them how to carry out self―examination for breast
cancer.
Key words : common knowledge, questionnaire, breast cancer, self―examination, frequency of breast
check

一般女性の乳癌意識と自己検診実態
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1. 目 的

当院では１９９９年４月マンモグラフィ併用検診が

導入された。導入当時，マンモグラフィ判定に当

院独自の判定基準を用いていたことなどもあり，

要精検率が高くなるなどの問題があった１）。問題

解決のために２００２年４月よりシステム改革を行っ

た。

システム改革のポイントは，�判定基準をマン
モグラフィガイドラインに準じたものに改訂した

ことと，�マンモグラフィ検診精度管理中央委員
会の定める資格をもった放射線科読影医によるダ

ブルチェックシステムの導入，の２点である。シ

ステム改革による効果を知る目的で，Breast

Imaging Reporting and Data System ; BI―RADS２）

により定められた検診システムのチェックを行っ

た。

2. 対象と方法

対象は当施設の施設検診を自由意志にて受けた

受診者で，乳癌検診は人間ドックの一環として施

行された。検診は視触診＋マンモグラフィで行わ

れた。２００１年度（２００１年４月から２００２年３月）に受

診した群を旧システム群，２００２年度（２００２年４月

別冊請求先：〒１０４―８５６０ 東京都中央区明石町９―１

聖路加国際病院外科 熊倉 香

E―mail address : kaokumaku@hotmail.com

マンモグラフィ検診の精度管理について
――精度管理の目標数値を使った新・旧システムの比較――

熊倉 香１） 角田 博子２） 負門 克典２） 中村 清吾１）

櫻井 健司１） 堀 三郎３）

聖路加国際病院外科１），同放射線科２），同予防医療センター３）

当院では，１９９９年４月マンモグラフィ併用乳癌検診が導入されたが，導入当時，独自の

判定基準を用いていたことなどもあり，要精検率が高く問題があったため，２００２年４月よ

りシステムを改革した。すなわち，�判定基準をマンモグラフィガイドラインに準じたも
のに改訂，�精度管理中央委員会の定める資格をもった放射線科読影医によるダブルチェ
ックシステムの導入，が主な改革点である。その効果を知るために，２００１年度（旧システ

ム）にマンモグラフィ検診を行った４，７０９人と，２００２年度（新システム）に行った４，５５５人を

対象に，Breast Imaging Reporting and Data System ; BI―RADSの示すマンモグラフィ

検診精度管理の目標数値を算出し，比較検討したところ，要精査者中の陽性反応適中率

（旧：新＝１．５％：１０％），細胞診・針生検施行者中の陽性反応適中率（旧：新＝１３．３％：

６０．５％），１，０００人中癌発見数（旧：新＝２．１人：５．６人），要精検率（旧：新＝１４％：５．５％）

が，システム改革後，有意差をもって改善し，stage０または stage I 乳癌症例およびmini-

mal cancer の発見率も上昇した。

判定基準が正しく改定され，乳腺専門放射線医が参画しチェックシステムが改革された

ことにより，マンモグラフィ検診の精度が向上した。検診上の精度管理の重要性が再認識

された。

Key words：マンモグラフィ検診，精度管理，Breast Imaging Reporting and Data System ;

BI―RADS
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から２００３年３月）に受診した群を新システム群と

した。年齢分布は旧システム群は平均５０．８歳（２０

代１．２％，３０代１６．４％，４０代２６．８％，５０代３２．９％，６０

代１７．９％，７０代４．７％，８０代０．３％）で，新システ

ム群は平均５１．７歳（２０代１．１％，３０代１３．７％，４０代

２４．２％，５０代３６．７％，６０代１８．９％，７０代５．０％，８０

代０．２％）であり，両群に差はない。旧システムの

検診では独自の判定基準を用いていた。すなわ

ち，マンモグラフィ判定を異常なし，良性，dense

breast，要精査，要生検，要治療の６段階に分類

していた。dense breastは病変が検出できない可

能性が高いものとして別枠とした。追加撮影やエ

コーなどが必要なものを要精査とした。検診の時

点で生検が必要と考えられるもの，すでに乳癌と

断定できるものをそれぞれ要生検・要治療と分類

していた。そこで，dense breast，要生検，要治

療を要精検とし，精査にまわしていた。新システ

ムでは，マンモグラフィ検診精度管理中央委員会

で定めるカテゴリー分類と基準を用いた３）。それ

ぞれの群の BI―RADSの示すマンモグラフィ精度

管理の目標数値を算出し，２×２χ二乗検定を用
いて比較検討を行った。

BI―RADSでは，マンモグラフィ検診の精度管

理における指標が示されている。すなわち，�検
診でひろいあげた症例に対する陽性適中率は５～

１０％，�生検（外科的，細胞診，針生検を含む）施
行症例に対する陽性適中率は２５～４０％，�病期
stage０―１が５０％より大きい，�腫瘍径１cm以

下の癌発見数が３０％より大きい，�リンパ節転移
陽性症例が２５％未満，�受診者１，０００人中癌発見
数が２から１０人，�初回受診者１，０００人中癌発見
数が６から１０人，�繰り返し受診者１，０００人中癌
発見数が２から４人，	要精検率が１０％未満，

感度８５％以上，�特異度９０％以上となっている（表
1）。これらの数値は米国を基準に作成されたも

のであるため，米国に比して乳癌罹患率の低い日

本にそのままあてまるものではないが，評価する

際にその事実を加味すれば参考にしうるものと考

え，採用した。

3. 結 果

まず，新旧システム間の概要比較は表 2に示す

とおりである。旧システム群４，７８９人のうち，要

精検者数６５９人，生検（切開生検，針生検，細胞診）

施行者数７５人，癌発見数１０人，stage０および stage

I症例６人，腫瘍径１cm以下の癌（minimal can-

cer）症例４人であった。同様に，新システム群

４，５５５人のうち，要精検者数２５９人，生検施行者数

４３人，癌発見数２６人，stage０および stage I症例

１７人，腫瘍径１cm以下の癌症例１３人であった。

これらの結果から BI―RADSの基準値を算出し

た。以下に各項目について説明する（表 3）。

1）検診でひろいあげた症例に対する陽性適中率

（positive predictive value 1＝PPV 1）

旧システム群では要精検者６５９人中癌発見数１０

表 1. BI―RADSによる精度管理の目標数値

検診でひろいあげられた症例に対する陽性適中率

生検施行症例に対する陽性適中率

病期 stage０または stage１の発見率
腫瘍径１cm以下の癌発見率
リンパ節転移陽性症例発見率

受診者１，０００人中癌発見数

初回受診者１，０００人中癌発見数

繰り返し受診者１，０００人中癌発見率

要精検率

感度（測定可能な場合）

特異度（測定可能な場合）

５～１０％

２５～４０％

＞５０％

＞３０％

＜２５％

２～１０

６～１０

２～４

＜１０％

＞８５％

＞９０％

精度管理の重要性について
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人であり，陽性適中率は１．５％であった。新シス

テム群では要精検者２５９人中癌発見数２６人であ

り，陽性適中率は１０％と上昇した。PPV１の目標

値は５～１０％であり，旧システム群では目標値に

至らなかったが，新システム群は目標値に達し，２

群間で有意差を認めた（p＜０．０５）。

2）生検（外科的，細胞診，針生検を含む）施行症例

に対する陽性適中率（positive predictive value 2＝

PPV 2）（図 1）

当院では，マンモグラフィ検診で異常が指摘さ

れた場合の病理診断方法として，症例に応じて細

胞診，針生検，ステレオガイド下マンモトーム生

検，超音波ガイド下マンモトーム生検を使い分け

ている。

旧システム群では，要精査，dense breast，要

生検，要治療と判定された者のうち，７５人に細胞

診または針生検がなされ，癌発見数１０人，陽性適

中率は１３．３％であった。新システム群では，

category３，４，５と判定された者のうち，４３人に細

胞診または針生検がなされた。癌発見数２６人であ

り，陽性適中率は６０．５％となった。陽性適中率の

目標値は２５～４０％であり，旧システム群では目標

値に達しなかったものが，新システムでは上回

り，２群間に有意差を認めた（p＜０．０５）。

3）病期 stage 0―1（図 2）

旧システム群では癌発見数１０人のうち stage０

または stage I症例数は６人（６０％）であった。新

システム群では癌発見数２６人のうち１７人（６５％）で

あった。検診発見乳癌中 stage０または stage Iの

割合の目標値は５０％以上であり，２群とも目標値

に達した。新システムでより高率となったが，有

意差は認めなかった。

4）腫瘍径 1 cm以下の癌発見率

旧システム群では癌発見数１０人のうち，腫瘍径

１cm以下のminimal cancer症例は４人（４０％），

新システム群では２６人のうち１３人（５０％）であっ

た。検診発見乳癌中minimal cancerの割合の目

標値は３０％以上であり，２群とも目標値に達し

た。新システムでは半数に達したが２群間に有意

表 3. BI―RADSの示す精度管理の目標数値のシステム改革前後の比較

PPV１ PPV２ Stage０
or１

Minimal
cancer

Node
positivity

Ca／１０００
cases

Ca／１０００
first time

exam.

Ca／１０００
follow―up

exam.

Recall
rate

BI―RADS ５～１０％ ２５～４０％ ＞５０％ ＞３０％ ＜２５％ ２～１０ ６～１０ ２～４ ＜１０％

旧システム
（２００１年度）

１．５％
（１０／６５９）

１３．３％
（１０／７５）

６０％
（６／１０）

４０％
（４／１０）

０％
２．０８

（１０／４，７８９）
２．３０

（５／２，１７０）
１．９０

（５／２，６１９）
１４％

（６５９／４，７８９）

新システム
（２００２年度）

１０％
（２６／２５９）

６０．５％
（２６／４３）

６５％
（１７／２６）

５０％
（１３／２６）

２３％
（６／２６）

５．５９
（２６／４，６５５）

５．０６
（１０／１，９７５）

５．９７
（１６／２，６８０）

５．５％
（２５９／４，５５５）

p値 ＜０．０５ ＜０．０５ NS NS NS ＜０．０５ NS ＜０．０５ ＜０．０５

表 2. 結 果

要精検者数

（率）

生検施行

症例数
癌発見数

病期０期

または I期
の数

腫瘍径１cm
以下の癌発

見数

総受診者数

旧システム

新システム

６５９

（１４％）

２５９

（５．５％）

７５

４３

１０

２６

６

１７

４

１３

４，７８９

４，５５５
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差は認めなかった。

5）リンパ節転移陽性症例発見率

旧システム群では検診発見癌症例の中にリンパ

節転移陽性症例は認めなかった。新システム群で

は検診発見癌２６人中６症例（２３％）がリンパ節転移

陽性であった。目標値は２５％以下であり，２群と

も目標値以内であった。

6）受診者 1,000人中癌発見数

旧システム群ではマンモグラフィ検診受診者

４，７８９人中，癌発見数１０人であり，マンモグラフ

図 1. 細胞診・針生検施行症例の癌発見率

図 2. 癌の大きさ（T分類）

精度管理の重要性について
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ィ検診受診者１，０００人中癌発見数は２．１人だった。

新システムでは４，５５５人中２６人であり，マンモグ

ラフィ検診受診者１，０００人中癌発見数は５．６人だっ

た。当指標の目標値は２～１０人であり，２群とも

目標値に達していた。新システム群では旧システ

ム群の２倍以上となり，有意差を認めた（p＜

０．０５）。

7）初回受診者 1,000人中癌発見数

旧システム群では，マンモグラフィ検診受診者

４，７８９人中初回受診者は２，１７０人で，そのうち５人

に癌が発見された。マンモグラフィ検診初回受診

者１，０００人中癌発見数は２．３人と算出される。新シ

ステム群では，マンモグラフィ検診受診者４，５５５

人中初回受診者は１，９７５人であり，うち１０人に癌

が発見された。マンモグラフィ検診初回受診者

１，０００人中癌発見数は５．１人と算出される。当指標

の目標値は６～１０人であり，新システム群でその

目標値に近づいたものの，２群とも目標値に達し

なかった。また，２群間で有意差は認めなかった。

8）繰り返し受診者 1,000人中癌発見数

旧システム群では，マンモグラフィ検診受診者

４，７８９人中繰り返し受診者は２，６１９人であり，うち

５人に癌が発見された。したがってマンモグラフ

ィ検診繰り返し受診者１，０００人中癌発見数は１．９人

と算出できる。新システム群では，マンモグラフ

ィ検診受診者４，５５５人中繰り返し受診者は２，６８０人

であった。うち，１６人に癌が発見されており，マ

ンモグラフィ検診繰り返し受診者１，０００人中癌発

見数は６．０人と算出された。当指標の目標値は２

～４人であり，旧システム群ではいたらなかった

が新システム群は目標値を上回る結果となり，２

群間に有意差を認めた（p＜０．０５）。

9）要精検率

旧システム群ではマンモグラフィ検診受診者

４，７８９人中要精検者数６５９人であり，要精検率は

１４％であった。新システム群ではマンモグラフィ

検診受診者４，５５５人中要精検者数２５９人で，５．５％

となった。要精検率の目標値は１０％以下であり，

旧システム群では基準を上回っていたものが新シ

ステム群では目標値以内となり，２群間に有意差

を認めた（p＜０．０５）。

10）感度，11）特異度

以上２つの項目に関しては，偽陰性例のフォロ

ーアップが困難であったため，今回の検討では割

愛した。

4. 考 察

以上の結果より，BI―RADSで定められたマン

モグラフィ精度管理の指標をシステム改革前後で

比較すると，検診でひろいあげた症例に対する陽

性適中率（旧：新＝１．５％：１０．０％），生検（外科

的，細胞診，針生検を含む）施行症例に対する陽

性適中率（旧：新＝１３．３％：６０．５％），マンモグラ

フィ検診受診者１，０００人中癌発見数（旧：新＝２．１

人：５．６人），要精検率（旧：新＝１４．０％：５．５％）

が，有意差をもってシステム改革後に改善した。

検診において精度管理が重要であることは言うま

でもなく，わが国におけるマンモグラフィ検診の

精度管理に関しては，乳癌検診学会，乳癌学会，

日本医学放射線学会などの各学会の代表者から構

成される精度管理中央委員会が設けられ，行政面

では厚生省が成人病検診管理指導協議会を精度評

価機関として定めている。

厚生省「成人病検診管理指導協議会のあり方に

関する研究班」は「がん検診の精度評価に関する

手引き」に，市町村が検診実施体制を自己点検・

評価するチェックリストを示している。リストに

よれば，１．診断精度，２．受診者および記録管

理，３．診断技術管理，４．がん追跡調査の大項

目，とそれぞれに詳細な項目を提示している。診

断精度に関しては，がん発見率・早期がん比率・

要精検率・精検受診率・陽性反応適中率・偽陰性

例の把握について検討すべきとしている４）。

しかしながら，それらの数値についてはっきり

とした明確な数値目標として具体的な値は示され

ておらず，今回は，米国の BI―RADSの目標数値
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を使用した。したがって，一概に日本人を対象と

した検診にこの数値をあてはめられるものではな

いが，新旧システムの比較の際には参考とするこ

とができるものと思われる。まずこの内で，要精

検率の上限は１０％という高い値に設定されてい

る。日本の場合，乳癌罹患率が米国の３分の１程

度であり，そのまま１０％の１／３，つまり３～４％

程度を精査率の目標としてよいかどうかは一概に

は言えない。しかしながら，１０％を目標にするの

は問題であろう。いずれにしても新・旧システム

を比べると要精検率はかなり抑えられ，多くの乳

癌を発見すると同時に，不要な症例の読みすぎ，

ひろいすぎを是正できたものと考えられる。

今回，２つの大きな改革点があった。まず１つ

は旧システムの基準として問題があった dense

breastを除外するという点である。dense breast

は乳房の構築を示すものであって，良悪性の指標

になるものではなく，もし旧システムであっても

これらを除外するとすれば，要精検率は計算上

１０．１％（４８４人／４，７８９人）となった。しかしながら，

それでもまだ精査率としては高く，基準が改正さ

れたのみでは精度の良い検診は行えないものであ

ることが示された。

今回の検討では繰り返し受診者中の癌発見数が

２，６８０人中１６人，すなわち０．６０％と非常に高値を

示した。その一因として，これらの癌患者の中に

腫瘤触知や血性乳汁分泌といった自覚症状があ

り，本来であれば乳癌検診の対象ではない者が７

人含まれていたことになる。これらの明らかに自

覚していた症例を除くと，２，６８０人中９人，すな

わち０．３４％の検出率となった。本来の検診のター

ゲットのみを算出したとしても，繰り返し受診者

のみを母数とする乳癌発見が０．３４％という結果は

旧システムと比較し，有意に高いことが示された

ことになる。

腫瘍の大きさに関する指標では，システム改革

前後で有意差はなかったものの，stage０or stage

I cancer数は旧：新＝６０．０％：６５．０％，minimal

cancer数は旧：新＝４０．０％：５０．０％と，新シス

テム群において高く，システム改革後に腫瘍径の

小さい，より早期の癌が多く発見されている傾向

にあり，検診精度の向上が見られた。

すでに述べたように，日本には BI―RADSの示

す目標数値のような明確な精度管理の基準は未だ

確立されていない。しかし，各指標を年次評価し，

フィードバックしていくことで検診の効果・効率

の向上を目指すという姿勢こそが重要であると思

われた。

結 語

判定基準が正しく改定され，乳腺専門放射線医

数が増加しチェックシステムが改革されたことに

より，当院のマンモグラフィ併用検診の精度が向

上した。マンモグラフィ検診上の精度管理の重要

性が再認識された。
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Quality Control of Mammographic Screening for Breast Cancer

Kaori Kumakura１），Hiroko Tsunoda―Shimizu２），Katsunori Oikado２），Seigo Nakamura１），Kenji Sakurai１），
Saburo Hori３）

Departments of Surgery１），Radiology２），Preventive Medical Center３），St. Luke’s International Hospital

Breast cancer screening by mammography was started at St. Luke’s International Hospital in
１９９９．At that time, mammograms were interpreted using our own standard. In２００２，however, the
screening system was changed by radiologists in response to authorization by the Central Committee
for Quality Control of Mammography Screening, and standardized according to the Japan Imaging
Reporting and Data System ; the J―RADS Lexicon. To examine the effect of this change, we evaluated
both the new and old systems by the Breast Imaging Reporting and Data System ; BI―RADS
standard. As a result, the positive predictive value（PPV）based on abnormality in the screening
examination, PPV when biopsy was recommended, cancers found per１，０００examinees and recall rate
were all improved significantly. Thus we were able to gain a new understanding of the importance of
quality control of breast cancer screening by mammography.
Key words : mammography screening, quality control, Breast Imaging Reporting and Data System ;
BI―RADS
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緒 言

当協会は，マンモグラフィ併用検診を同時併用

A方式で行っている１～３）。検診会場で精密検査不

要と判断された場合，受診者には会場で一度結果

を伝えるが，後日ダブルチェックのマンモグラフ

ィ読影結果で精密検査が必要となり，呼び出され

る場合がある４）。平成１４年度の受診者２３，８７３名中，

ダブルチェックで要精査となった受診者は４９１名

（２．１％）であり，１３名の乳癌が発見された（陽性予

知度２．７％）。

今回，当協会の乳腺クリニックにて精査を施行

した受診者に対し，精査を告知されてから当協会

受診までの心理的影響や社会的影響に関しアンケ

ート調査を行い，看護職としての役割をあらため

て考えることができたので報告する。

1. 対象と方法

平成１４年２月２８日から平成１４年７月２日までに

別冊請求先：〒９８０―００１１ 仙台市青葉区上杉５―７―３０

�宮城県対がん協会がん検診センター
看護課 小田原記子

E―mail address : center@miyagi―taigan.or.jp

スクリーニングマンモグラフィ呼び出し受診者に対する意識調査

小田原記子１） 大貫 幸二１,２） 原田 雄功１,３） 斉藤 千晴１）

針生 一恵１） 高橋 久子１） 鈴木 昭彦２） 島田 剛延１）

西野 善一４） 松野 正紀１,５） 大内 憲明１,２） 渋谷 大助１）

�宮城県対がん協会がん検診センター１），東北大学大学院腫瘍外科２）

仙台市立病院外科３），東北大学大学院公衆衛生４）

東北大学大学院消化器外科５）

マンモグラフィ併用検診において，マンモグラフィ読影結果で精密検査が必要となり呼

び出される場合がある。今回，そのような受診者における心理的影響や社会的影響を調査

し，看護職としての役割を考えた。

平成１４年２月から７月までにダブルチェックのマンモグラフィ読影結果により，当協会

の乳腺クリニックへ精密検査のため呼び出された受診群１４６名（呼び出し群）と初回の経過

観察群７２名を対象として，診察前後にアンケート調査を行い両群間を比較した。

精密検査を告知されてから睡眠障害および仕事や家事の効率の落ちた人の割合は，呼び

出し群で有意に多かった。不安などの変化に関しては STAI（state―trait anxiety inven-

tory，状態―特性不安尺度）のうち，状態不安尺度を用いて診察前後の心境をスコア化した。

診察前の不安は呼び出し群でより強かったが，診察後は両群とも有意に不安が減少し，両

群間で差はなくなった。呼び出し群が検査のために犠牲にしたこととして「仕事を休んだ」

「検査へ来るために家族が送ってくれた」「不安な毎日を過ごした」等の回答を得た。ま

た，呼び出し群が当協会を往復するために１７６分，当協会で１１９分の計２９５分（約５時間）を

費やしていることが判明した。

看護職は，マンモグラフィ読影結果により精密検査のため呼び出された受診者の心理

的，社会的負担を理解するとともに，その負担を少しでも軽減できるように受診者に接す

ることが必要である。

Key words：乳癌検診，マンモグラフィ，呼び出し受診者，不安，STAI（状態―特性不安尺度）

原 著
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ダブルチェックをされたマンモグラフィ読影結

果，当協会の乳腺クリニックへ精密検査のため呼

び出された受診群（以下，呼び出し群とする）１４６

名と集団検診時に要経過観察とされ当協会の乳腺

クリニックを初めて受診した群（以下，経観群と

する）７２名を対象とした。

診察前後にアンケート調査を行い，不安などの

変化に関しては STAI（状態―特性不安尺度）のう

ち，状態不安尺度（状態不安―そのときにおかれた

状況で変化する一時的な情緒状態）を用いて診察

前後の心境をスコア化した（図 1）。得点範囲は２０

～８０点で，スコアが高いほど高不安状態と判定さ

れる５）。有意差検定には t検定，マン―ホイットニ

ーの U検定およびウィルコクソン符号つき順位

和検定を用いた。

図 1. 自己評定質問紙．（STAI）X―１型

ここには，人が自分の気持ちを言い表わす言葉をいくつかあげてあります．

それを読んで，あなたが，たった今，この瞬間にどう感じているかについて，

各項目の右欄の最もよくあてはまる箇所に○印をつけて下さい．正しい答えと

か間違った答えというのはありません．余り深く考えずに現在の自分にほぼ合

うと思われる所に○印をつけて下さい．

全
く
感
じ
て
い
な
い

い
く
ら
か
感
じ
て
い
る

か
な
り
感
じ
て
い
る

は
っ
き
り
感
じ
て
い
る

＊１．おだやかな気分である １ ２ ３ ４
＊２．安心している １ ２ ３ ４

３．緊張している １ ２ ３ ４

４．くよくよしている １ ２ ３ ４
＊５．気楽な気分である １ ２ ３ ４

６．まごついている １ ２ ３ ４

７．何かよくないことが起こりそうな気がして心配している １ ２ ３ ４
＊８．安らいでいる １ ２ ３ ４

９．何か不安である １ ２ ３ ４
＊１０．快適である １ ２ ３ ４
＊１１．自信がある １ ２ ３ ４

１２．ピリピリしている １ ２ ３ ４

１３．いらいらしている １ ２ ３ ４

１４．興奮している １ ２ ３ ４
＊１５．リラックスしている １ ２ ３ ４
＊１６．満ち足りている １ ２ ３ ４

１７．思いわずらっている １ ２ ３ ４

１８．興奮しすぎて気持ちが落ち着かない １ ２ ３ ４
＊１９．何かうれしい気分だ １ ２ ３ ４
＊２０．ゆかいである １ ２ ３ ４
＊不安不在項目
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呼び出し群 

経観群 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

ほとんど毎晩眠れなかった 一晩おきに眠れなかった 

一週間に２回位眠れなかった １～２回位眠れなかった 

１回も眠れなかった 

呼び出し群 

経観群 

10％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

全く手につかなくなった 少し手につかなくなった 

かわらない 少し良くなった 

非常に良くなった 

2. 結 果

アンケートの有効回答率は，呼び出し群８０％，

経観群７１％であった（表 1）。平均年齢は呼び出し

群で５６．１歳，経観群で５０．０歳であった。職業は呼

び出し群で主婦が有意に多かった（表 2，p＜０．０５）。

精査の通知を受けてからの睡眠状態と生活姿勢

の変化は看護研究質問表モデル６）を参考にした。

通知を受けてから１週間に２回以上眠れなかった

人の割合は，呼び出し群で２７％，経観群では８％

であり，呼び出し群で有意に多く睡眠障害を認め

た（図 2，p＝０．０３７１）。また，通知を受けてから

仕事や家事の効率の落ちた人の割合は，呼び出し

群で３８％，経観群では１４％であり，呼び出し群で

有意に多かった（図 3，p＝０．０１６５）。

STAIにおける診察前の平均点は，呼び出し群

で５２．２点，経観群では４６．７点であり，呼び出し群

で不安がより強かった（p＝０．００６）。診察後は両

群とも有意に不安が減少し（p＜０．００１），両群間

で差はなくなった（図 4，p＝０．３３６６）。

検査結果の説明を「理解できたと思う～充分理

解できた」と答えたのは，呼び出し群で９９％，経

図 2. 結果通知を受け取ってからの睡眠状況
Q結果通知を受け取ってから本日の検査までの間に
検査結果に対する不安のために眠れないことがあり
ましたか？

呼び出し群と経観群に有意差あり（p＝０．０３７１）

図 3. 結果通知を受け取ってからの生活に対する
姿勢の変化
Q結果通知を受け取ってからあなたの家事や仕事に
対する姿勢に変化がありましたか？

呼び出し群と経観群に有意差あり（p＝０．０１６５）

表 1. アンケートの回収率と有効回答率

呼び出し群 経観群

配布人数

回収数

回収率

有効回答数

有効回答率

１４６

１４３

９８％

１１４

７９．７％

７２

６９

９６％

４９

７１％

表 2. 対象の平均年齢と職業

呼び出し群 経観群

平均年齢

主婦

会社員

その他

５６．１歳

６６名

１４名

３４名

５０．０歳

１８名

６名

２５名

乳癌検診呼び出し受診者に対する意識調査
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60

50

40

30

＊ 

＊ 

＊＊ 

＊＊ 

診察前 診察後 

P=0.006 

呼び出し群 

経観群 

P<0.001 

P<0.001 

P=0.3366 

呼び出し群 

経観群 

10％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

満足できたように思う 非常に不満足 

満足できた 

少し不満足 

非常に満足 
観群で１００％であり，両群間に差はなかった（p＝

０．２４４６）。呼び出し群の「少しわからない点があ

る」と答えた１％についても診察後の看護職から

の説明で「理解できた」との回答を得た。検査に

ついての満足感を「満足できたように思う～非常

に満足」と答えたのは，呼び出し群，経観群とも

に９６％であった。また，「非常に不満足」と答え

たのは呼び出し群で３％，「少し不満足」と答え

たのは呼び出し群で１％，経観群で４％みられ

た。満足度に対する両群間の差はなかった（p＝

０．３１２６）。検査当日に関わった職員の対応につい

て，「満足できたように思う～非常に満足」と答

えたのは，呼び出し群，経観群ともに１００％で両

群間に差はなかった（p＝０．９５２４）。検査の待ち時

間について「満足できたように思う～非常に満

足」と答えたのは，呼び出し群で７４％，経観群で

７８％であった。「非常に不満足」は呼び出し群

７％，経観群で４％，「少し不満足」は呼び出し

群１９％，経観群で１８％みられた。両群間に差はな

かった（図 5，p＝０．３８９０）。

呼び出し群が検査のために要した時間的，経済

的負担を表 3に示す。呼び出し群が当協会を往復

するのに１７６分，当協会で１１９分の計２９５分（４時間

５５分）を費やしていることが判明した（表 4）。ま

た，時間のみならず検査料金を見ても，ある程度

の経済的負担を強いられていた（表 5）。

呼び出し群の検査結果で，がんもしくはがん疑

いと診断されたのは計２名（２％）のみであった。

ただし，がん疑いについては経過観察の後乳腺症

と診断された。呼び出し群の４５％が精密検査後集

団検診に戻っていた。

3. 考 察

経観群が精密検査の必要性や内容について説明

を受けた上で検査に来るのに比べ７），呼び出し群

は「マンモグラフィでひっかかった」ということ

以外に情報がなく，精査の目的が漠然としか分か

らない。そのため呼び出し群は経観群に比べ，精

査に対する恐怖と，程度の差はあれ「がんかもし

れない」「どうなるのだろう」という先行きに対

する不安をより多く持っていると考えられた。本

邦では同様の研究を探せなかったが，海外ではい

くつか見られ，C Lampicらは再検査前には中程

度あるいは高程度の不安があると報告してい

る８）。また，JB Loweらも再検査に呼ばれた女性

達は短時間ではあるが身体的な健康，社会的な機

能に影響を及ぼし不安と睡眠障害をきたしたと報

告している９）。呼び出された受診者に過剰な不安

を抱かせないためには，集団検診時にマンモグラ

フィ併用者には読影結果により再検査の可能性が

あることをさらに周知する必要がある。また「要

精密検査，即治療」ではなく，精密検査は「異常

なし」や「治療の必要なし」ということを確かめ

図 4. 診察前後における STAI平均点 図 5. 待ち時間について
Q本日の検査の待ち時間についてお尋ねします．

呼び出し群と経観群に差があるとはいえない
（p＝０．３８９０）
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る目的が大きいことも理解していただくように努

力することが必要だと考える。

診察後に不安が有意に軽減されたという結果を

得たが，C Lampicらも，再検査後に異常なしや

良性の結果を受けた女性たちの不安と欝状態は軽

減したとの報告をしている８）。このことから，診

察時に受診者が医師の説明を落ち着いて聞くこと

ができるように環境を整えることは看護職の重要

な役割のひとつと考える。また，診察後に医師の

説明が理解できたかを確認し，必要があれば説明

の補足を行うことも重要である。アンケート結果

で，待ち時間に対する不満も判明していることか

表 3. 呼び出し群が検査のために犠牲にしたことや引き換えにしたこと

１）家族への影響
・検査に来るために家族が送ってくれた（複数回答）．
・検査に家族が付き添って来てくれた（複数回答）．
・家族に心配をかけた（複数回答）．
・普段は孫を預かっているが，今日は嫁に仕事を休んでもらった．
・介護している義母をショートステイに預けて来た．
２）仕事への影響
・仕事を休んだ（複数回答）．
・シフトの関係で人件費が増加した（検査で仕事を休んだため）．
・種蒔きの予定を延期した．
・手芸教室の講師をしているが，検査のため教室の日程を変更した．
３）生活や行動への影響
・家事や仕事が手につかなくなった（複数回答）
・入院治療をする病院を決めて来た（複数回答）
・家族に心配をかけないように検査のことは黙っている．
・すぐ入院してもいいように家の中を片づけ髪も切って来た．
・がんに効くというアガリクスとビトンハイを飲んだ．
・呼び出し通知が届く前に海外旅行に誘われ迷っていた。通知を受け取り，逆に出
かける気になった．
・呼び出し通知が届き，居ても立ってもいられなくなり検査の日程を早めた．
・写経をした．乳がんに関する本を読み，友人や近所の人に乳がんで治療をした人
の話を聞いた．
・仕事を紹介され迷ったが，家で心配ばかりして気が変になるより，外に出て働い
た方が良いと思い引き受けた．
・サークルを辞めた．
・今朝，友人が亡くなったとの連絡が入ったが，検査の予約があったので行けなか
った．
・毎晩入浴時に乳房の自己検診をするようになった．
４）心理的・身体的影響
・不安な毎日を過ごした（複数回答）．
・今年の３月に姉を乳がんで亡くした．自分にも呼び出し通知が届いて，かなりシ
ョックを受けた．

・手術になったら夫と温泉に行く楽しみがなくなる．
・少しイライラして，自分を見失ってしまうことがあった．
・運命と思いあまり気にしないようにした．
・人生を見直す良い機会となった．
・家族のために頑張ろうと思った．
・体の力がなくなった．意欲がなくなり，体重が減った．

乳癌検診呼び出し受診者に対する意識調査
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ら，今後の課題として待ち時間の短縮と待ち時間

をよりよく過ごしていただくための方法を考える

必要がある。

さらに今回の検討では，受診者が費用や時間，

また日常生活の何がしかの犠牲を払って検査を受

けに来ていることが明らかとなった。そのことを

真摯に受けとめ，受診者に応対することがより満

足度の高い検査の提供に繋がると考える。

結 語

マンモグラフィ読影結果により精密検査のため

呼び出された受診者には，さまざまな心理的，社

会的負担が生じている。看護職としてこれらの負

担を理解するとともに，その負担を少しでも軽減

できるように受診者に接することが必要であると

思われた。
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表 4. 呼び出し群が精密検査当日に費やした時間

自宅から当協会までの平均所要時間

当協会での平均滞在時間

８６分

１１９分

受付開始～問診前

問診開始～診療前

診療開始～指導前

指導開始～会計前

４０分

５０分

２１分

８分

表 5. 検査料金

検査内容 ３割負担 １０割負担

MMG両側一方向＋US
MMG両側二方向＋US

MMG両側二方向＋US＋細胞診

￥２，０５０

￥２，６００

￥３，９７０

￥６，８３０

￥８，６７０

￥１３，２３０

（再診料含む）
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Attitude Survey of Patients Recalled for Screening
Mammography

Noriko Odahara１），Koji Ohnuki１，２），Yukou Harada１，３），Chiharu Saitou１），Kazue Hariu１），
Hisako Takahashi１），Akihiko Suzuki２），Takenobu Shimada１），Yoshikazu Nishino４），Seiki Matsuno１，５），
Noriaki Ohuchi１，２），Daisuke Shibuya１）

Cancer Detection Center of Miyagi Cancer Society１）

Department of Surgical Oncology, School of Medicine, Tohoku University２）

Sendai City Hospital３）

Department of Public Health, School of Medicine, Tohoku University４）

Department of Gastroenterological Surgery, School of Medicine, Tohoku University５）

It occasionally happens that a patient is recalled for further examination due to abnormal findings
of mammography for breast cancer screening. In this study, we investigated the psychological and
social burden of patients who were recalled for closer examination, and discuss the role of nurses in
these cases.

We performed a questionnaire survey on１４６ patients who were recalled for examination（recall
group）and on７２patients who visited the clinic for follow―up（follow―up group）between February and
July２００２. Patients were asked to fill out a questionnaire before and after medical examination. The
questionnaire responses of the two groups were the compared with each other.

The percentage of patients who suffered from insomnia or inefficiency at work after receiving the
recall examination notice was significantly higher in the recall group. We studied the anxiety level
using the State―Trait Anxiety Inventory（STAI）. In contrast to the follow―up group, the recall group
exhibited a higher anxiety score prior to the examination, but the anxiety score fell to almost the
same level in both groups after the examination. The recall group incurred costs such as taking the
day off, having a period of anxiety, and requiring family members to take them to the clinic. In
addition, it took an average of１７６minutes for the return trip to the clinic, and１１９minutes to have
the examination.

Nurses need to understand the psychological and social burden of patients who are recalled for
further examination due to abnormal findings of screening mammography, and need to attend to them
in order to reduce their anxiety.
Key words : breast cancer screening, mammography, recalled women, anxiety, STAI
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はじめに

一般診療において比較読影は日常的に行われて

おり，検診の場でもその有用性は認知するところ

である。しかし，いろいろな検診システムがある

中で，必ずしも全例に比較読影ができる環境が整

っているとは限らないのが現状である。

今回，実際に行われているシステムでの比較読

影について，その有用性を検証できたので報告す

る。

1. 対象および方法

茨城県総合健診協会におけるマンモグラフィ併

用検診は一会場分離併用方式で，読影に関しては

専任の読影医師ペアによる二重読影の形式をとっ

ている。今回検討したシステムは，異時二重読影

での比較読影で，詳細は次に示すとおりである（図

1）。経年受診者のマンモグラフィ比較読影につ

いて，１次読影者は，２次読影者へのフィルムの

送付と同時に比較読影を必要と判断した症例の比

別冊請求先：〒３０５―０００５ つくば市天久保１―３―１

筑波メディカルセンター病院 森島 勇

E―mail address : morishima@tmch.or.jp

マンモグラフィ比較読影の有用性について
――一システムでの検証――

森島 勇１） 角田 博子２） 東野英利子３） 鯨岡 結賀４）

太田代紀子５） 植木 浜一６） 田枝 督教６） 村上 穆７）

筑波メディカルセンター病院１），聖路加国際病院２）

筑波大学３），筑波記念病院４）

おおたしろクリニック５），国立水戸病院６）

茨城県総合健診協会７）

マンモグラフィ併用検診の読影判定においては，原則として比較読影を行うべきである

とされているが，各自治体において必ずしも全例に比較読影ができる環境が整っていると

は限らないのが現状である。今回，茨城県総合健診協会で行われている分離併用，異時二

重読影のシステムにおいて，比較読影が必要としたもののみに対してフィルムをとりよせ

比較する方式で，２００１年７月からの６ヶ月間に読影した２，８９０人を対象に比較読影の頻度

・内容・結果についての検討を行った。要精査は１１５例，４．０％，乳癌検出は１２例，０．４２％

であった。比較読影を依頼したのは５７例であり，経年受診者１，３１７人の４．３％に相当した。

比較を行うことにより，要精査の候補１４６例（５．１％）から実際の要精査１１５例（４．０％）に絞込

みがなされていた。比較して要精査とした２６例中２例の癌が検出されていた。比較して精

査不要とした３１症例の中から２年間の経過中に癌発生の報告はない。比較読影を必要とし

た症例の所見別検討では，局所的非対称陰影が一番多く約２／３を占めていた。比較読影で

経時的変化をみることにより，要精査を減らす効果と的確により強く癌を拾い上げる効果

とが認められ，その有用性が検証された。実施の現場では全例の比較読影は困難なことも

多く，必要最低限の比較を行う本システムでの方式は，一つのあり方となりうると示唆さ

れた。

Key words：乳癌検診，マンモグラフィ，比較読影，読影システム
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較フィルムの要請を健診協会に FAXで行い，か

つ比較のポイントを２次読影者に伝達する。FAX

を受けた健診協会は同日中に比較フィルムを２次

読影者へ発送する。１次読影者からのフィルムと

健診協会からの比較フィルムを元に，２次読影者

が比較読影にて最終判定するシステムである。

対象は，２００１年７月から１２月の６ヶ月間に読影

した２，８９０人（５，７７０乳房）である。今回，１次・２

次読影者がいずれもマンモグラフィ検診精度管理

中央委員会の A判定を有するペア１組による読

影結果をもとに，本システム下における比較読影

の頻度，内容，結果についての検討を行い，有用

性を検証した。

2. 結 果

対象の検診結果と年齢分布を表 1－1～1－3に

示す。対象受診者は２，８９０人で，うち初回受診者

は１，５７３人で経年受診者は１，３１７人であった。２００１

年当時，茨城県総合健診協会でのマンモグラフィ

併用検診の対象者が原則５０歳以上であったことも

あり，初回受診者では５０歳以上１，４０５人で５０歳未

満が１６８人，経年受診者では５０歳以上１，２９５人で５０

歳未満が２２人であった。２，８９０人（５，７７０乳房）中要

精査は１１５例で要精査率４．０％，乳癌は１２例で癌検

出率０．４２％であった。

比較読影と検診結果との関わりを図 2に示す。

比較フィルムを依頼した数，すなわち比較読影を

もって要精査か否かの最終判定とした症例は５７例

（経年受診者の４．３％）であった。そのうち精査不

要としたものは３１例，要精査としたものは２６例で

あった。比較を行うことにより，１４６例（５．１％）の

要精査の候補から実際の要精査１１５例（４．０％）に絞

込みがなされていた。

はじめから要精査としたのは８９例で，初回受診

７５例，経年でも比較読影の必要なく要精査とした

１４例である。検出された癌１２例は，比較読影した

２６例の中の２例と比較読影することなく要精査と

した８９例の中の１０例である。なお，比較して精査

不要とした３１例の中から２００３年１１月の時点で癌の

報告は見られていない。

読影比較依頼した５７例の所見別内訳と結果を表

2に示す。比較読影を必要とした所見別内訳をみ

てみると，局所的非対称陰影３７例（６４．９％），腫瘤

１１例（１９．３％），構築の乱れ５例（８．７％），石灰化

２例（３．５％），皮膚陥凹１例（１．８％），乳管拡張１

例（１．８％）であった。局所的非対称陰影は，それ

らが乳腺実質であるかどうかを鑑別する目的で比

較され，３７例中１３例がカテゴリー３で要精査とな

り，うち１例に乳癌が検出されていた（症例 1）。

２４例では前回と同様であることから乳腺そのもの

であると認識され，要精査としなかった（症例

2）。腫瘤は，境界明瞭平滑な腫瘤が明らかに経時

図 1. 検証したシステム

マンモグラフィ比較読影の有用性
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全体 ２ ８ ９ ０ 人 （初回 １ ５ ７ ３ 人、 経年 １ ３ １ ７ 人） に対して 

要精査にする候補にあ がったもの １ ４ ６ 例 （ ５ ． １ ％） 

はじめから要精査とな ったもの ８ ９ 例 

（初回 ７ ５ 人 経年 １ ４ 人） 

（うち乳癌 １ ０ 例） 

（初回 ８ ， 経年 ２ ） 

比較読影をもって， 判定するとしたもの 

５ ７ 例 （経年受診者の ４ ． ３ ％） 

要精査 ２ ６ 例 

（うち乳癌 ２ 例） 

精査不要 ３ １ 例 

実際に要精査としたも の １ １ ５ 例 （ ４ ． ０ ％） 

（うち乳癌 １ ２ 例） 

的変化がない場合に精査不要とする目的で比較さ

れ，１１例中腺内リンパ節を含むと考えられる４例

を精査不要としていた。残り７例はカテゴリー３

で要精査となっていた。構築の乱れは，経時的変

化をみることで明らかな構築の乱れと言えるかど

うかの判断材料として比較され，５例中１例がカ

図 2. 比較読影と検診結果との関わり

表 1―1. 対象の検診結果

受診者数（乳房） 要精査数（率） 精検受診者（率） 発見乳癌（率）

２，８９０

（５，７７０乳房）
１１５（４．０％） １０５（９１．３％） １２（０．４２％）

初回 １，５７３

経年 １，３１７

７５

４０

６９

３６

８

４

表 1―2. 初回受診者の年齢分布

年齢分布 受診者数 要精査数 精検受診者 発見乳癌

～３９歳 ６ １ １ ０

４０～４９歳 １６２ ８ ８ ０

５０～５９歳 ７６６ ４２ ３８ ７

６０～６９歳 ５０７ ２２ ２０ １

７０～７９歳 １２９ ２ ２ ０

８０歳～ ３ ０ ０ ０

計 １，５７３ ７５ ６９ ８

表 1―3. 経年受診者の年齢分布

年齢分布 受診者数 要精査数 精検受診者 発見乳癌

～３９歳 ２（０） ０（０） ０ ０（０）

４０～４９歳 ２０（１） ２（１） １ ０（０）

５０～５９歳 ５６７（３０） １７（１５） １６ １（１）

６０～６９歳 ５８３（２０） １４（６） １３ ２（０）

７０～７９歳 １４５（６） ７（４） ６ １（１）

８０歳～ ０（０） ０（０） ０ ０（０）

計 １，３１７（５７） ４０（２６） ３６ ４（２）

（ ）内：比較読影した数
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テゴリー４，４例がカテゴリー３で，いずれも精査

必要とされていた。石灰化は，経時的変化を見る

ことにより，２例中１例がカテゴリー５，１例が精

査不要としていた。皮膚陥凹１例では，前回に腫

瘤があり今回それが消失し皮膚陥凹が出現してい

ることから，手術瘢痕と判断し精査不要としてい

た（症例 3）。乳管拡張１例では，前回と不変であ

ることから，精査不要としていた。

3. 考 察

マンモグラフィによる乳がん検診の精度管理マ

ニュアルに示されているように，マンモグラフィ

併用検診の実施方式としては，マンモグラフィ読

影と視触診を同時に行う同時併用方式を原則と

し，さらに読影判定においては，原則として比較

読影を行うべきであるとされている１）。しかしな

がら，各自治体で行われるさまざまな住民検診シ

ステムのなかで，必ずしもこの原則に準じること

ができるとは限らないのが現実である。今回，わ

れわれは，茨城県総合健診協会で行われている分

離併用，異時二重読影のシステムにおいて，比較

読影が必要としたもののみに対してフィルムをと

症例 1. LM，局所的非対称陰影，カテゴリー３（経時的変化増悪）とした症例．７５歳．左
早期乳癌．前回２年９ヶ月前．

表 2. 比較依頼した症例の所見別内訳と結果

所 見 要精査 精査不要

局所的非対称陰影 ３７例 １３例（カテゴリー３ うち乳癌１例） ２４例

腫瘤（リンパ節含む）１１例 ７例（カテゴリー３） ４例

構築の乱れ ５例 １例（カテゴリー４ 手術瘢痕）

４例（カテゴリー３）

０例

石灰化 ２例 １例（カテゴリー５ 乳癌） １例

皮膚陥凹 １例 ０例 １例（手術瘢痕）

乳管拡張 １例 ０例 １例

計 ５７例
２６例

（うち乳癌２例）

３１例

（２００３年１１月まで癌報告なし）

マンモグラフィ比較読影の有用性
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りよせる方式を行い，最低限比較の必要な症例が

どのぐらいあるのか，逆を言えば比較を行うこと

によって要精査率をどのぐらい減少させることが

できるのかについて検討した。

比較読影を依頼した５７例は，経年受診者１，３１７

人の４．３％に相当した。

比較依頼した５７例の年齢分布をみると，５０歳以

上が５６例に対し５０歳未満は１例だけであったが，

経年受診者の年齢分布に偏りがあることから，特

定の年代で比較依頼が多くなるといった年齢によ

症例 2. LM，比較読影にて変化なし，カテゴリー１とした症例．６７歳．前回１年前．

症例 3. LM，所見は皮膚陥凹であるが，前回あった腫瘤が消失していることから，手術
瘢痕と判断，精査不要とした症例．６７歳．前回１年前．

２７６



る傾向は見出せなかった。

比較読影をしないと仮定した場合の要精査率が

５．１％であるのに対し，比較読影を行うことによ

る実際の要精査率は４．０％であり，１．１％の減少効

果が認められた。全体の癌検出率は０．４２％で，要

精査を減少させたことによる癌検出率低下という

本末転倒の結果は認められなかった。これらは厚

生労働省の平成１４年度のデータや ACRの精度管

理における目標数値からも逸脱なく，比較して精

査不要とした症例の中から２００３年１１月までの２年

間の経過中に癌発生報告がないことからも，本方

式は無理のない現実的な方法と考えられた２，３）。ま

た，文献を検索した限りにおいて，比較読影によ

って要精査の減少効果があるという数値的な検討

をした報告は認められなかった。

比較読影を必要とした症例を所見別でみてみる

と，局所的非対称陰影がいちばん多く約２／３を占

めていた。真の腫瘤が存在しているのか孤立性の

乳腺組織あるいは乳腺の重なりなのかは，読影医

間でも判断の分かれやすいポイントである。たと

えば症例１では，今回の所見としては，腫瘤とは

言い切れない局所的非対称陰影であるが，比較読

影により新しく出現したものであると判断され，

新生物の存在が疑われ，より積極的に悪性を考え

ることができていた。判定は「カテゴリー３（経

時的変化増悪）」となっていた。

受診者への迅速な結果報告という観点では，分

離併用・異時読影システムには，時間的ロスが問

題となる。さらに，必要な比較フィルムを発送し，

判定する方法では，さらに時間的ロスが懸念され

る。今回検討した比較読影システムでは，フィル

ムの輸送は宅配便で行われており，２次読影者に

は，１次読影者からのフィルムと健診協会からの

比較フィルムがほぼ同日に到着する。発送の翌日

には読影可能であり，この比較読影を行うことで

の日程に延長はなく，時間的なロスはないと考え

られた。

今後，住民検診が広く行われるようになると，

さらに経年受診者は増えてくるものと予想され，

比較読影の重要性は再認識されるものと思われ

る。精度管理マニュアルでは，「比較読影を行っ

た場合は，その旨を記載する」こと，「新たに所

見が出現した場合，以前にも存在した所見がより

悪性を示唆する所見へと変化した場合には，経時

的変化増悪と記載する」ことと記載されている１）。

比較読影をして要精査となった場合は，「比較読

影の結果である旨」あるいは「経時的変化増悪」

の記載を精検施設に伝えることで，仮に所見が局

所的非対称陰影でカテゴリー３であっても，精検

施設としてはより悪性を考慮して診断に臨むこと

ができることになる。今回のシステムの検討で

は，比較読影の結果要精査とされた症例のうち，

症例１のように明らかに所見が変化した症例の

み，比較読影の結果である旨がコメントされてい

た。比較読影をした症例は，精査の要否にかかわ

らず全例について判定が比較読影の結果である旨

を報告書に記載されるよう，報告様式の改善が今

後の課題と考えられた。比較読影することは原則

全例に行われるべきものであるが，現実的にはす

べての症例に比較読影することは難しい自治体も

多いと思われる。

限られたなかで本システムは十分機能してお

り，一つのあり方となりうると示唆された。

結 語

比較読影には，要精査を減らす効果と的確によ

り強く癌を拾い上げる効果とが認められた。要精

査率は１４６／２，８９０（５．１％）から１１５／２，８９０（４．０％）へ

と減少し，同時に，経時的変化をみることで，局

所的非対称陰影では，取捨に有用で，腫瘤（境界

明瞭なもの）・石灰化・構築の乱れなどでは，よ

り良性・より悪性を考えさせるといった判定の確

度が増していた。

原則として全例の比較読影が望ましいものの，

実施の現場では困難なことも多い。しかしなが

ら，必要最低限の比較は行う必要があり，本シス

テムは有効に機能していたと考えられた。

本論文の要旨は，２００３年１１月２１日，２２日（高崎）

開催，第１３回日本乳癌検診学会にて発表した。
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【文 献】

１）大内憲明：マンモグラフィによる乳がん検診の

精度管理マニュアル．平成１１年度老人保健事業

推進費等補助金「マンモグラフィによる乳がん

検診の推進と精度向上に関する研究」平成１２年

１月

２）地域保健・老人保健事業報告（老人保健編）：第

１９表乳がん検診受診者数・要精密検査人員数・

結果別人員数，視触診方式のみ―マンモグラフ

ィ併用方式，都道府県―１３大都市―中核市―そ

の他政令市，年齢階級別，厚生労働省統計表デ

ータシステム平成１４年度

３）ACR: Breast Imaging Reporting and Data System．
２００３，pp．２２９―２３５

Benefit of Comparative Mammography: Verification of Our System

Isamu Morishima１），Hiroko Tsunoda―Shimizu２），Eriko Tohno３），Yuka Kujiraoka４），Noriko Ohtashiro５），
Hamaichi Ueki６），Yoshinori Taeda６），Atsushi Murakami７）

Tsukuba Medical Center Hospital１），St Lukes International Hospital２），University of Tsukuba３），Tsukuba Memorial Hospital４），
Ohtashiro Clinic５），National Mito Hospital６），Ibaraki Health Service Association７）

It has been noted that mammography requires comparison with previous films taken at routine
check―ups. However, previous mammograms are not always available when in the custody of the local
government. We investigated the benefit of comparative mammography under the system for ordering
previous films adopted by Ibaraki Health Service Association, only when they are required. We
assessed the frequency of such film comparison, the findings obtained, and the results in ２８９０
consecutive cases reported between July and December２００１．The need for further examination was
suggested in１１５cases（４．０％），and breast cancers were revealed in１２cases（０．４２％）．Comparative
mammograms were recommended in５７ cases, comprising４．３％ of a total of１３１７ subjects who
received an annual check―up. The number of cases for which further examination was suggested
decreased after comparative mammography from１４６（５．１％）to１１５（４．０％）．Two breast cancers
were discovered among２６ cases for which comparative mammography was done. No breast cancers
were found during two years of follow―up in the ３１ cases assessed as requiring no further
examination. Focal asymmetric densities were mostly demonstrated by comparison with previous
radiographs in approximately two thirds of the cases. This indicates the benefit of comparative
mammography for minimizing the number of cases for which further examination is suggested, as
well as for increasing the accuracy of diagnosis. Our established system allowing prerequisite
comparison with former films may improve the utility of its diagnostic strategy, since the issue of
reference to all previous films still remains problematic.
Key words : breast cancer screening, mammography, comparative mammogram, reading system
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はじめに

郡山医師会乳がん検診委員会（福島県）は，平成１３年６月よりマンモグラフィ導入による乳がん検診を

開始した。開始するにあたり，同委員会は乳がん検診診療放射線技師部会（１２施設１２名）を立ち上げ，撮

影に関する品質管理を委託した。それは，日常の品質管理と定期の品質管理ならびに画質管理（毎週水

曜日読影会の当日）である。部会は，さらに画像の高品質を保つために ACR推奨ファントムによる画質

調査を行っている（年２回）。また定期の品質管理は年１回実施することと定め，これに必要な機器・機

材は協同で購入し，持ち回りとしている。しかし，その実施には，実に多くの時間を要することが当初

において判明した。原因は，事前に何をどのような手順で進めるべきかを示すマニュアル（手順書）を持

たなかったことによるものと考えられた。

そこで「乳房撮影精度管理マニュアル」叢書を基に，その管理に必要と思われる箇所を抜粋し，新た

なマニュアルとしてパソコンシステムに置き換えたところ，大幅な時間の短縮（改善）を図ることができ

た。よって，その概略を「定期的品質管理マニュアル作成の試み」として，ここに報告する。

1. 使用ソフト・機器

�Microsoft Access２０００

�Microsoft Excel２０００

�ノートパソコン

別冊請求先：〒９６３―８００２ 郡山市駅前一丁目１２―３ 坪井診療所放射線技術部 渡邉 清

FAX０２４―９２３―５１２２

マンモグラフィ定期的品質管理マニュアル作成の試み

渡邉 清１） 白石 嘉博２） 柳田 幸恵３） 林 裕人４）

岩波 洋５）

坪井診療所放射線技術部１），星綜合病院放射線科２），寿泉堂綜合病院放射線科３）

桑野協立病院放射線科４），郡山医師会理事５）

【目的】「乳房撮影精度管理マニュアル」叢書を基に，定期の品質管理マニュアル（手順書）

を作成し，本業務の時間短縮を図る。

【対象・方法】対象：定期の品質管理チェックリスト（約１８項目）とした。方法：各項目の

マニュアルの作成にはエクセルを使い，その検索にはアクセス入力フォーム（アクセス）を

用いた。

【結果】エクセル（エクセル関数）は式の計算と合否判定から試験者を開放し，アクセス入

力フォームは各マニュアルの検索を容易にした。さらに定期の品質管理に要する時間を大

幅に短縮した。

Key words：定期の品質管理マニュアル，アクセス入力フォーム，エクセル関数

原 著
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2. 対象と方法

対象：マニュアル作成の対象は，定期の品質管理チェックリスト（表 1）とした。

方法 1：マニュアル作成には，ワープロソフトとして Excelを活用した。まず「乳房撮影精度管理マ

ニュアル」から要点を抜粋し，これを試験者の一連の動きに置き換えながら番号を割り付けた。機器・

機材の配置にも，できるだけ写真を貼り付け視覚化を狙った。説明文も簡潔さを心掛けた。このように

して作成された各マニュアルは，フォルダに一括し，その保存先はディスクトップとした。次に，それ

らのマニュアル検索（開閉）には Accessのフォーム機能を用いた。Accessは本来，データベース開発ソ

フトであり，フォームはそのデータの入出力を支援するものである。ここでは，そのフォームにボタン

を設け，「アクセス入力フォーム」と命名した。各ボタンは目的毎にフォルダ内マニュアルにリンクし

ている。したがってボタンのクリックのみで各マニュアルを瞬時に検索（開閉）できる（図 1）。

方法 2：マニュアル作成時生じる式計算や条件判断にも Excelを活用した。またこれらは，そのつど

表の作成によって行い，手計算は避けた。表での条件判断には IF関数や AND関数を用い，条件を満

たす場合は“良”，満たさない場合は“不良”等を表示するようにした。

以下，表に設定した関数式（２－１～２－１４）を示す。但し，各マニュアルと表の呈示は割愛する。

２－１．☆フィルム定着の維持（残留ハイポ５µg/cm２以下）

＝IF（E３３＝“空”，“µg/cm２入力？”，IF（AND（E３３＜＝５），“合格”，“不合格”））

表 1. 定期の品質管理チェックリスト

�フィルム定着の維持

�暗室内のカブリ

�増感紙・フィルムの密着性

�乳房圧迫器の確認

�シャウカステンの確認

�装置各部の作動

�光照射野と X線照射野のずれ

�X線照射野とフィルム面のずれ

	圧迫板とフィルム胸壁端の整合性


焦点とフィルム胸壁端との整合性

�管電圧の精度と再現性

�焦点サイズ（解像力で性能規定）

線質（第一半価層）の確認

�Ｘ線出力の再現性

�AEC（自動露出制御）の性能

�平均乳腺線量

�アーチファクトの評価

�受像系の感度バラツキ

図 1. 定期的品質管理アクセス入力フォーム

マニュアル

計画書

表 4
計算表

表 2

表 1

表 3
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２－２．☆暗室内のカブリ確認（露光部―未露光部＝０．０５以下）

＝IF（C２０＝０，“隠さない濃度・隠した濃度？”，IF（E２０＜＝０．０５，“安全”，“不良 注意または

改善が必要です”））

２－３．☆フィルム・増感紙の密着性（密着不良１０mm以上）

＝IF（E２０＝“空”，“最大直径入力？”，IF（E２０＞１０，“不良”，“良”））
２－４．☆乳房圧迫器の確認（圧迫厚表示±５mm以内・圧迫力表示±２０N以内・安全確認）

＝IF（L４２＝“空”，“装置表示値入力？”，IF（AND（N４２＞＝L４２－０．５，N４２＜＝L４２＋０．５），
“良”，“不良”））

＝IF（D４２＝“空”，“装置表示値入力？”，IF（AND（F４２＞＝D４２－２，F４２＜＝D４２＋２），“良”，“不
良”））

２－５．☆シャウカステンの確認（３．５００cd以上）

＝IF（C２４＝“空”，“表示値？”，IF（C２４＊１０００＞＝３５００，“OK”,“NO”））
２－６．☆照射野の確認

（光照射野と X線照射野のずれ・X線照射野とフィルム面のずれ，SIDの２％以下）

＝SUM（D６０：D６１）
＝D５８＊０．０２
＝SUM（D６４：D６５）
＝D５８＊０．０２
＝IF（AND（D６２＝０，D６６＝０），“入 力？”，IF（AND（D６２＜＝D６３，D６６＜＝D６７），“OK”,
“NO”））
＝IF（AND（D７４＝”有”，D７６＝０），“寸 法？”，IF（AND（D７４＜＝“有”，D７６＜＝５），“OK”,
“NG”））

２－７．☆整合性（焦点とフィルム胸壁端：ファントム画像では鉄球２個以上，ここでは自作ファント

ムなので４本以上とした。２本＝鉄球１個）

＝IF（C３２＝“空”，“本数？”，IF（C３２＞＝４，“OK”,“NO”））
２－８．☆管電圧の精度（表示精度±５％以内・再現性０．０２以下）

＝AVERAGE（I１６：J１９）
＝SQRT（DEVSQ（I１６：J１９）／（COUNTA（I１６：J１９）－１））
＝I２１／I２０
＝I２０／I１３－１
＝I２１／I２０
＝IF（AND（I２３＜＝５％，I２３＞＝－５％），“良”，“不良”）
＝IF（I２２＜＝０．０２，“良”，“不良”）

２－９．☆焦点サイズ（解像力で評価：X線管の幅方向１３Lp以上・X線管の長さ方向１１Lp以上）

＝IF（F４７＝“空”，“長さ方向？”，IF（AND（F４７＞＝１１），“合格”，“不合格”））
＝IF（D４７＝“空”，“幅方向？”，IF（AND（D４７＞＝１２），“合格”，“不合格”））
（チャートに１３Lp/mmがないので近似値１２とした。）

２－１０．☆線質（�HVL上限 HVL（mmAl）＜（測定 kv／１００）＋C 但しMOMO C＝０．１２ MORH C＝

０．１９ �HVL下限 （測定 kv／１００）＋０．０３≦HVL（mmAl））

＝AVERAGE（H２３：I２６）

マンモグラフィ定期的品質管理マニュアル作成の試み
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＝（H４５－H４６）／H４４
＝AVERAGE（H２３：I２６）
＝H３７／２
＝LARGE（H２８：H３２，MATCH（H３８，H２８：H３２，－１））
＝LARGE（H２８：H３２，MATCH（H３８，H２８：H３２，－１））
＝LARGE（H２８：H３２，（MATCH（H３８，H２８：H３２，－１）＋１））
＝SMALL（E２８：E３２，（MATCH（H３８，H２８：H３２，－１）＋１））
＝SMALL（E２８：E３２，（MATCH（H３８，H２８：H３２，－１）＋１））
＝LN（H３９／H４１）
＝LN（H３９／H４１）
＝H４０＊LN（２＊H４１／H３７）
＝IF（AND（H３３＞＝（H３４－０．００５），H３３＜（I３５＋０．００４）），“良”，“不良”）

２－１１．☆X線出力の再現性（５１３mR/S＜）

＝AVERAGE（I１９：O２３）
＝SQRT（DEVSQ（I１９：J２３）／（COUNTA（I１９：J２３）－１））
＝I２５／I２４
＝I２４＊２５８／（２９．７＊I１８）

＝IF（I２７＞４．５，“良”，“不良”）
２－１２．☆AECの性能（ファントム画像濃度 D＝１．５±０．１５）

＝IF（AND（E２２＝０），“濃度入力？”，IF（AND（E２２＞＝１．３５，E２２＜＝１．６５），“良”，“不良”））
２－１３．☆平均乳腺線量（＜３mGy）

＝AVERAGE（L１７：O２０）
＝管電圧表精度・再現性！K２０
＝’線質（HVL）半価層’！J４３
＝INDEX（Q８：AA３０，MATCH（H２５＋０．００５，P８：P３０，１），MATCH（H１４，Q７：AA

７，０））

＝L２１＊H２７／１０００００
＝IF（H２９＜＝３，“良”，“不良”）

２－１４．☆撮像系の感度バラツキ（Dmax－Dmin＜０．３）

＝IF（E２２＝０，“Dmax・Mmin?”,IF（E２２＜０．３，“良”，“不良です原因を特定し適切な処置をし
てください”））

3. 結 果

１）「定期的品質管理アクセス入力フォーム」は各マニュアルの検索を容易にした。

２）各マニュアル作成にワープロソフトとして Excelを用いているが支障なく，むしろ表の作成と

Excel関数は面倒な計算と判定から試験者を解放した。

３）計画書の作成から実行，そして報告書の作成までにかかる時間を著しく短縮した（５～６時間位）。

４）装置メーカーと結ぶ保守契約費用を大幅に削減した。

５）定期の品質管理に誰でもが取り組めた。
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4. 考 察

マンモグラフィ併用乳がん検診の精度を保証するためには，日常の品質管理と定期の品質管理（装置

や機材）は欠かせないと言われている。しかし，日常の品質管理はさておき，この定期の品質管理は，

年１回程の実施ということもあり，いざその段階になると機器・機材を前に戸惑うばかりで，遅々とし

て捗らないのが現状と思われる。事実，著者（筆頭）も本業務の遂行に費やした時間と労力に愕然とした

ことを覚えている。「マンモグラフィ定期的品質管理マニュアル」作成に至った経緯は，このような体

験から発したものである。

今回，その手段として用いたアプリ－ケーションソフト（Access・Excel機能）の組み合わせは，非常

に都合よく，その完成を力強く援護するものであった。尚，マニュアル作成に際しては，初心者を強く

想定した記述となっている。

今後，わが国においてマンモグラフィ併用乳がん検診を採りいれる自治体は急激に増えて行くものと

予想される。それに伴い各実施施設はマンモグラフィの質を向上維持するための精度保証プログラムの

構築が求められよう。さて施設が定期の品質管理と称して，装置・機材の性能を管理する方法には次の

３通りが考えられる。

１）全面的に装置メーカーにその管理を任せる。

２）施設が積極的に管理する。

３）装置メーカーと施設が共に管理する方法である。施設が精度保証として，いずれの方法を選択す

るにせよ，パソコンシステムを駆使した今回のマニュアル化は定期の品質管理に伴う諸問題の解

決に多少なりとも寄与したと考える。

5. 結 語

作成された定期的品質管理マニュアル（CD―R）は，郡山市に於ける各施設の定期的品質管理を容易な

ものとした。この各マニュアルは編集（追加・削除・変更）が可能なので，担当者は今後，より施設に合

わせた精度管理プログラムを構築することが望まれる。
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Trial of Mammographic Quality Control Manual

Kiyoshi Watanabe１），Yoshihiro Shiroishi２），Yukie Yanagida３），Hiroto Hayashi４），Hiroshi Iwanami５）

Department of Radiology, Tsuboi Clinic１）

Department of Radiology, Hoshi General Hospital２）

Department of Radiology, Jusendo General Hospital３）

Department of Radiology, Kuwano Kyoritsu Hospital４）

Kohriyama Medical Association５）

Purpose :
To make regularly quality control manual from mammographic quality control manual series and

to plan time curtailment of this work.
Subjecs and Method :

Subjects ; Regularly quality control check list.
Method ; Make out a manual of each check list is used “Excel”, The retrieve applied access

form.
Results :

Excel opened object from calculation and decide to pass or fail access form simplify retrieve of
each manual, what move regularly quality control heed time is vastly cut.
Key words : quality control manual, access form, Excel function
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緒 言

欧米では，乳癌検診の効果に関する研究は無作

為割付比較試験（randomized controlled trials :

RCT）にて行われ，その有効性評価について数多

く報告されている１～５）。しかし，わが国では RCT

による研究は倫理的問題および調査経費の問題か

ら実施されていない。そのため，有効性評価は症

例対照研究および統計を用いて検診開始年齢およ

び検診間隔の違いによる効果を計算によって評価

している６～８）。これらの報告では，乳癌腫瘍の成

長速度など時間的な流れは考慮されていない。

そこで本研究では，マンモグラフィによる乳癌

検診の効果を乳癌腫瘍の成長数理モデルを用いた

シミュレーションによって調べ，検診間隔や検診

開始年齢について検討した。効果の指標として，

乳癌患者の平均余命延長を評価したが，RCTと

の比較ができるように相対リスクの評価も合わせ

て行った。

1. 方 法

1―1. 乳癌腫瘍成長モデル

（１）パラボラ型モデル

Hart９）は，スクリーニングマンモグラフィのデ

ータに基づいて，乳癌腫瘍成長モデルとして，従

来の指数モデルを含む次の微分方程式（y：腫瘍の

体積，t：時間）の解の中から，

別冊請求先：〒８７０―１２０１ 大分県大分郡野津原町廻

栖野２９４４―９ 大分県立看護科学大学人

間科学講座環境科学研究室 甲斐倫明

E―mail address : kai@oita―nhs.ac.jp

乳癌の腫瘍成長の数理モデルを用いた
スクリーニングマンモグラフィの余命延長効果の評価

小野 治子 甲斐 倫明

大分県立看護科学大学

【目的】乳癌腫瘍の成長数理モデルを用いてマンモグラフィによる乳癌検診のシミュレー

ションを行い，検診開始年齢および検診間隔の違いによる乳癌罹患者の平均余命延長効果

への影響を調べ，相対リスクについて計算し比較検討した。

【方法】シミュレーションにはHart（１９９８）らの乳癌腫瘍成長モデル，Fournier（１９８０）ら

が測定したダブリングタイム（腫瘍倍増時間）の値を使用し，乳癌腫瘍成長モデルにおける

個人差や年齢の違いを考慮した。ある年齢集団における潜在的乳癌罹患者の腫瘍サイズ分

布は乳癌腫瘍成長モデルから理論的に導かれる確率分布モデルを用いて，検診対象者の腫

瘍サイズをサンプリングし，検診対象者を受診率，正診率，生存率に応じて確率的に分類

し，生存すれば平均余命，生存しなければ乳癌腫瘍成長モデルに従い増大し，腫瘍がある

大きさになるまでの年数を計算した。

【結果・考察】平均余命延長効果は，検診開始年齢４０歳および検診間隔１年が最も大きか

ったが，その効果は受診率に最も影響を受け，正診率には影響を受けにくいことが明らか

となった。検診間隔が２年に比べ１年がより効果があるためには受診率が８０％以上と高く

なる必要があることを示した。相対リスクの計算結果は，正診率・受診率が８０％の高率の

場合で０．５６となり，欧米での無作為割り付け対照試験（０．６９－０．８７）と同様に，５０歳以上を

対象とする場合の死亡率減少効果が高かった。

Key words：平均余命延長，マンモグラフィ，乳癌腫瘍成長モデル，相対リスク，検診間隔

原 著
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�������� 式（１）

β＝０．５のモデルが最もよく乳癌腫瘍体積の成長
を定量的に表現できることを示した。ここで，k

は腫瘍の成長に関係するパラメータであり，個人

によって変動すると考えられている。

式（１）の微分方程式を解くと，������	�
�� ���	� 式（２）

ただし，c：任意の定数

となる。本研究では，Hartらの求めた β＝０．５と
するパラボラ型のモデルを用い，c＝０とした。

（２）kの個人間分布の推定

Fournier１０）は，乳癌の成長速度のパラメータと

してダブリングタイム（腫瘍倍増時間）を１４７名の

患者（３０歳から８０歳）に対して測定している。この

値から，腫瘍の成長がパラボラ型モデルに従うと

して kを評価した。この結果，kの対数が，平均

値を０．８０，標準偏差を０．６８とする正規分布に従う

と推定された。先行研究では，若年の方が乳癌の

進行速度が早いと報告されており１１～１２），乳癌の進

行速度の年齢依存性を考慮するために，kの平均

値を４０歳未満では１０％上昇，６０歳以上で１０％減少

させた。

1―2. 腫瘍サイズ分布

Hart９）は，乳癌腫瘍成長モデルに従って腫瘍が

成長しているときに，ある年齢集団においては，

腫瘍サイズ yの確率密度���
は，パラメータ k

に依存しない次の式で理論的に表されることを示

した。 ���
���� 式（３）

aを最小腫瘍サイズ，bを最大腫瘍サイズとす

るとき，確率密度���
の区間（a，b）での積分を

確率１となるように，定数 cを決定した。

cは �� �	���	�	��	�� 
 式（４）

となる。

この結果から，（０，１）の一様乱数を使って確率

密度に応じてランダムサンプリングするときの腫

瘍サイズを xとすると，�
�
����
�����	�	��	���	�	��	� 式（５）

となるので，一様乱数を γとすると，次の関係式
が得られる。��	������	�	��	�
���	� 式（６）�����として xを求めると次の式が得られる。�������	����� 
����� �� 式（７）

式（７）を使用し，腫瘍サイズをサンプリングす

る。Fournier１０）による測定値より，aは直径４mm，

bは直径６０mmとした。

1―3. マンモグラフィ検診のシミュレーション

潜在的に乳癌をもっているある年齢の日本人を

対象として，マンモグラフィによる乳癌検診を実

施すると仮定した。そのシミュレーションの概要

を図 1に示す。ある年齢の潜在的に乳癌をもつ集

団から式（７）を用いて腫瘍サイズをランダムサン

プリングする。この腫瘍サイズは定常状態の分布

であり，検診に初めて参加する人だけでなく，治

療中の人もすべて理論的に含まれている。先行研

究では，患者自身で腫瘍に気がつく大きさは約２

cmと報告されている１３～１５）ので，１年前の腫瘍径

が直径２cm以上の場合は，検診開始年齢前に自

分で腫瘍に気が付き外来に行き，治療している可

能性が高いため，治療中と仮定し検診対象から除

外した。このとき，腫瘍の成長は式（２）のモデル

に従うとした。

検診対象者は，腫瘍サイズのサンプリング後，

受診率に応じて確率的に受診と未受診に分類され

る。受診した場合は，さらに正診率に応じて確率

的に腫瘍の検出，未検出に分けられる。検出され

た場合，生存率に応じて確率的に生存と生存しな

い場合に分けられる。ここで，正診率および生存

率は腫瘍のステージ分類に応じて決定される。生

存すれば，その年齢の平均余命に相当する余命を
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全うするとし，生存しなければ乳癌腫瘍成長モデ

ルに従ってある大きさになるまで成長する年数を

算出する。未検出の場合は，次の検診までに直径

２cmに達した場合は，その後外来へ行き治療す

ると仮定し，ある大きさまで成長する年数を算出

する。一方，直径２cmに満たない場合は次の検

診まで発見されないとしてシミュレーションを繰

り返す。

未受診の場合も，未検出の場合と同様に計算さ

れ，ある大きさまで成長する年数を算出すること

で余命を評価する。検診を継続する場合は，未受

診者は継続して未受診として扱った。

マンモグラフィによる乳癌検診による救命効果

としての平均余命延長は，計算対象者の個々の余

命から計算される平均余命と，未検診だった場合

の平均余命との差として計算した。

1―4. シミュレーション計算に用いるパラメータの

検討

（１）検診開始年齢と検診継続期間

現行のマンモグラフィ検診は開始年齢５０歳であ

る。検診開始年齢を４０歳，４５歳，５０歳とした。検

診期間は開始から６０歳まで継続する。

（２）受診率

現在のマンモグラフィ検診の受診率は平均１７％

と低迷している。アメリカでは６０％，欧州では８０％

と報告されている１６）。よって，受診率は１０％，

６０％，８０％，１００％（全員受診）とした。

（３）正診率

先行研究では，マンモグラフィ乳癌検診の有病

正診率は６０％から８８％と報告されている１７）。ま

た，シミュレーションでの潜在的な乳癌のステー

ジの割合と実際の検診で発見されている乳癌のス

テージ別発見割合より，有病正診率を検討した。

シミュレーションで発見されるステージの割合

は，ステージ�，ステージ�，ステージ�の割合
は５６％，４９％，０．２％である。狩野らの調査１８）で

の５０歳未満のステージ別発見割合は，ステージ

�，ステージ�，ステージ�は４３％，４４％，７．６％
であり，５０歳以上では４０％，５２％，８％であった。

ステージ�，�は腫瘍径が２cm以上であること

から，ステージ�，�の有病正診率を１００％とし
て，ステージ�の有病正診率を計算した。ステー
ジ�有病正診率を x，検診で発見されている乳癌

図 1. 検診シミュレーションの概略図

数理モデルを用いた余命延長効果の評価
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のステージ�，�の割合をそれぞれ a，b，シミ

ュレーションでの潜在的な乳癌のステージ�，�
の割合を c，dとすると，ステージ�，�が発見
される確率はそれぞれ cx，d×１．０となり���������� 式（８）

式（８）を解くと，５０歳未満では x＝０．８５，５０歳以

上では x＝０．６７となった。年齢による大きな違い

がなかったため，本研究では，正診率を６０％，８０％

とした。

（４）生存率

野口ら１９）のステージ分類別の１０年生存率を使用

した。生存率は，ステージ�は９４％，ステージ�
は８１％，ステージ�は７８％である。
（５）年齢階級別平均余命

平成１４年度生命簡易表２０）を使用した。

（６）検診間隔

マンモグラフィ乳癌検診の実施間隔を，１年，２

年，３年，５年として評価した。

（７）相対リスク

相対リスクの評価は次のように行った。

相対リスク＝�
�
������
����� ��
���
�
������
����
�� ��

	������������
���	���������
�� �
�	����	

ここで，���
，������
，���
は，それぞれ年齢 t

の罹患率，検診実施時の致死率，未検診時の致死

率である。また，aは検診開始年齢，Tは検診期

間，����	
，�	はそれぞれ検診実施時の平均致死率，

未検診時の平均致死率である。検診実施時の致死

率，すなわちマンモグラフィの罹患者の致死率は����	
，検出時は，（１－（ステージ分類に応じた生存

率）），未検出時は罹患者の致死率 �	として，上
記の式から相対リスクを求めた。マンモグラフィ

実施の場合の罹患者の致死率����	
はシミュレーシ

ョンから平均値を求め，実施しない場合の罹患者

の致死率 �	は全国のがん統計から評価した。す
なわち，ある年齢の乳癌死亡率を乳癌罹患率で除

したものを致死率とした。

乳癌の罹患率は「全国がん罹患数・率の推計値

１９８９－１９９８」２１），乳癌死亡率は「がんの統計２００１」２２）

の値を使用した。

2. 結 果

2―1. 検診開始年齢

正診率は６０％，８０％，受診率を１０％，６０％，

８０％，１００％，検診間隔を１年とした場合の平均

余命延長の差を図 2に示す。

正診率６０％の場合，受診率１０％では平均余命延

長は２～３年と小さく，受診率とともに上昇し

た。受診率６０％では，４０歳で１６．２年，４５歳で１４．２

図 2. 正診率６０％，８０％における受診率と平均余命延長との関係
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年，５０歳で１１．７年であった。受診率１００％になる

と，４０歳で２６．９年，４５歳で２３．２年，５０歳で１８．９年

であった。受診率が高率になるほど，検診開始年

齢の若い方に平均余命延長の効果が明らかになる

傾向となった。

正診率８０％の場合も同様に受診率が高率になる

ほど検診開始年齢が若い方に平均余命の延長効果

が大きくなったが，正診率６０％に比べて，その効

果は受診率が高いほど大きく，１００％では約２年

長くなった。

2―2. 検診間隔

検診間隔を１年間隔と２年間隔で実施し，正診

率６０％と８０％における１年検診と２年検診の平均

余命の比較の結果を図 3に示す。

正診率６０％，８０％ともに受診率２０％以下では１

年検診と２年検診での差は認められなかった。正

診率が６０％の場合，受診率８０％では各検診開始年

齢において１年検診が平均１．１年の平均余命延長

が認められた。一方，正診率８０％では平均０．４年

の延長となり，正診率が高くなると検診間隔が短

いことのメリットが大きくなることがわかった。

正診率が低く，受診率が高くなるほど，１年と２

年検診の平均余命の差が大きくなった。

先行研究では若年の方が，乳癌の進行速度が早

いと報告されている。本研究では，癌の進行速度

に年齢による変化をつけ，乳癌の成長速度を４０歳

未満では１０％上昇，６０歳以上で１０％減少させた。

４０歳の方が５０歳より成長が早くなるため，４０歳で

は次の検診までの間に自己発見で外来に行く数が

多くなり，検診間隔に影響が出ない可能性があ

る。また，乳癌の成長速度に年齢差はないとの報

告もあることから，年齢による成長速度に年齢差

を考慮せずに実施した。結果は成長速度に年齢差

をつけたときと同様の結果であり，検診間隔に年

齢による乳癌の成長速度の影響は認められなかっ

た。また逆に，年齢依存性を大きくして，乳癌の

成長速度を４０歳未満では３０％上昇，６０歳以上で

３０％減少させた場合でも，余命の変化は１歳未満

と小さいことを確認した。

適正な検診間隔を検討するため，検診効果が良

いと思われる正診率８０％，受診率８０％においてさ

らに３年間隔，５年間隔を実施した。その結果を

図 4に示す。１年検診と比較して，開始年齢４０歳

では２年検診で０．８年，３年検診では０．９年，５年

検診では０．９年と余命の短縮が示された。しかし，

検診間隔が２年以上長くなっても効果に明らかな

違いは認められなかった。

図 3. 正診率６０％，８０％における１年検診と２年検診の平均余命延長の関係

数理モデルを用いた余命延長効果の評価
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2―3. 相対リスク

相対リスクの結果を図 5に示す。

平均余命延長が最も長かった正診率８０％，受診

率８０％では，検診開始年齢が４０歳であると相対リ

スクは０．６４，４５歳では０．６０，５０歳では０．５６であっ

た。検診開始年齢が遅い方が死亡率減少効果は大

きくなる結果となった。受診率１０％では，０．９５，

受診率８０％では０．６となり，受診率が高い方が死

亡率減少効果は大きくなる結果となった。

3. 考 察

本研究の結果，マンモグラフィ検診による平均

余命延長は受診率が最も影響することが明らかに

なった。受診率が１０％高くなると約３年平均余命

は延長される。現在の日本の受診率１０％において

は，２～３年の平均余命の延長を認めた。本研究

のように年齢による乳癌腫瘍成長速度を考慮し，

検診効果として平均余命延長を指標として評価し

た研究は存在しない。飯沼らは，年齢に依存しな

い数学モデルにおいて受診率の影響を検討した結

果，受診率１０％の場合救命効果が少なく，死亡減

少効果が少ないと報告しており８），本研究結果で

も同様の結果を示した。欧米での受診率は，アメ

リカ６０％，オランダ７７．５％，イギリス７５％，スウ

ェーデン８０％と高く，乳癌死亡率減少に貢献して

いると報告されている５）。わが国が欧米と同様に

マンモグラフィ導入により乳癌死亡率減少を達成

するためには，受診率向上が大きな要因となり，

国の政策の見直しを必要とすることが示唆され

た。

将来，わが国の受診率が８０％に達し，正診率８０％

と仮定した場合，検診間隔１年検診の平均余命は

２年検診と比し，開始年齢４０歳で０．８年の延長を

認める結果が得られた。これは正診率および受診

率ともに高率で設定すると，１回目の検診でほと

んどの癌を検出可能となることが大きく影響す

る。本研究のシミュレーション計算の標準誤差は

約０．１７年であることから，１年検診は有意な余命

延長効果があると考察される。検診間隔について

は，先行研究において検診間隔は短いほど検診効

図 4. 正診率６０％，受診率８０％における検診間隔
による平均余命延長の比較

図 5. 正診率６０％，８０％における受診率１０％，８０％の相対リスク
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果が高いことが報告されていたが６），これらの研

究は年齢による乳癌腫瘍成長速度をまったく考慮

していないため，１年検診と２年検診との間に効

果の定量的な違いがどの程度あるのかの理論的な

説明は十分ではなかった。本研究においては，乳

癌腫瘍成長速度をシミュレーションに考慮した結

果，検診間隔が１年の場合，２年と比較して開始

年齢４０歳で０．８年の平均余命効果が認められるこ

とを定量的に明らかにした。正診率については，

舘野らの調査１７）と同様に，正診率が高いほど余命

延長効果が大きくなったが，受診率上昇の効果に

比べて，正診率が６０％から８０％に上がっても余命

延長効果は大きくなかった。

検診開始年齢に関しては，４０歳において４５歳お

よび５０歳に比べ平均余命延長効果が最も良い結果

が得られた。これは，本研究のシミュレーション

計算においては，高齢者の乳癌罹患率および検診

効率を考慮し，６０歳以下で検診の受診を終了する

と仮定しため，若い年齢ほど検診回数が多くな

り，発見の機会が増加することによると考えられ

る。癌の成長速度の年齢依存性についても考慮し

たが，考慮しない場合と比較しても検診開始年齢

および余命延長との関係には影響を示さなかっ

た。これは，検診間隔の結果同様，正診率および

受診率ともに高率で設定したため，１回目の検診

でほとんどの癌を検出可能となることが大きく影

響したと考えられる。

検診間隔と検診開始年齢の関係については，正

診率８０％，受診率８０％の場合，１年検診と２年検

診の差は４０歳では０．８年，５０歳では０．３年であっ

た。スウェーデンでの検診間隔は，５０歳以下では

１年６ケ月間隔，５０歳以上では２年で，年代によ

り検診間隔が異なることとで年齢４０歳代において

も５０歳代と同様の死亡率減少が得られている２３）。

本研究においても，４０歳と５０歳での検診間隔によ

る平均余命延長の効果の違いが認められ，わが国

においてもスウェーデンの検診同様，検診間隔を

検診年齢で考慮することは重要であると示唆され

た。

相対リスク評価では，正診率８０％，受診率８０％

における検診開始年齢５０歳の相対リスクが０．５６と

一番よい結果が得られた。Kerlikowskeらの RCT

では，相対リスクを５０歳以上では０．７７，５０歳以下

では０．９２であると報告しており２４），本研究でも５０

歳以上では相対リスクが減少するという同様の結

果となった。しかし，本研究における平均余命延

長の効果とは相反する結果となった。これは，本

研究シミュレーションではマンモグラフィ検診実

施時の致死率には年齢による違いがなかったた

め，乳癌罹患者の５０歳代の致死率が高いことが影

響していると考えられる。飯沼らの乳癌検診のシ

ミュレーションでは，マンモグラフィ１年検診の

相対リスクは０．６と報告しており７），本研究でも近

い数値が得られた。また，受診率の違いによる相

対リスクの評価では，受診率１０％では０．９，８５％で

は０．６６と報告しており８），本研究においても受診

率１０％では０．９５，８０％では０．５９となり，受診率の

上昇に大きく依存した。

本研究では，検診効果として平均余命延長を指

標とし，乳癌腫瘍成長をモデル化して計算を行っ

た。この理論は，治療中も検診で発見された人も

含めた腫瘍分布は，同じ腫瘍成長モデルに従う限

り，年齢に依存しないことになるという Hartの

理論に基づいている。しかし，実際には，治療に

よって腫瘍の増殖を抑えたりすることになるの

で，厳密にはこの理論が当てはまらない。図１に

示した乳癌発見までの時間的なプロセスについて

はさらに複雑な場合分けを検討する必要がある。

また，本来，余命に影響するのは，腫瘍径だけ

でなく，乳癌腫瘍の悪性度や腫瘍転移などにより

余命は大きく変わると考えられる。しかし，現状

ではこれらのことをモデル化できるだけの十分な

情報はない。今後，さらに乳癌腫瘍の悪性度や腫

瘍転移などの要素を取り入れ，検診効果を検討す

ることは重要な課題であると考えられる。

結 語

本研究では，乳癌腫瘍成長モデルを基礎にした

シミュレーションによって，マンモグラフィの乳

癌検診の効果を推定した。その結果，平均余命延

数理モデルを用いた余命延長効果の評価
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長を指標とした場合，４０歳で検診を開始すること

が効果的であるが，検診間隔が，１年が２年より

も効果的であるためには受診率が高くなる必要が

あることを示した。
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Evaluation of Prolonged Life Expectancy Resulting from
Screening Mammography Using a Mathematical Model for
Tumor Growth of Primary Breast Cancer

Haruko Ono, Michiaki Kai

Laboratory of Environmental Health Science, Department of Health Sciences, Oita University of Nursing and Health Science

We evaluated the benefit of screening mammography by simulating the time course of primary
breast cancer using a parabolic model for tumor growth proposed by Hart（１９９８）. The benefit was
prolonged life expectancy compared with an unscreened population. We focused on the age at which
periodic mammography screening was started and the examination interval in women aged over４０
years. The simulation used the survival rate of patients and sensitivity of mammography, which
depend on the stage classification according to breast tumor size. It was found that the prolonged life
expectancy strongly depended upon the screening rate. The highest benefit（８０％ for both screening
rate and sensitivity）was２３years for women starting at age４０and continuing annually until６０years
of age. However, the benefit of annual mammography was not significantly better than every two
years if the screening rate was reduced. The effect of sensitivity on benefit was not as great as
expected. Theoretically, the relative risk of mammography as a benefit index went down to０．５６, and
was also more sensitive to the screening rate as well as life expectancy. This suggests that some
randomized controlled trials of introduction of mammography for women in their forties would be of
obvious benefit.
Key words : screening mammography, prolonged life expectancy, relative risk, tumor growth model,
screening interval
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はじめに

近年の医療画像は，技術開発に伴いフルデジタ

ル・フィルムレスとデジタル化へ時代が動いてい

る。フィルム／スクリーン（以下，F/S）が主流と

なっていたマンモグラフィの分野も，病院全体の

フィルムレス化に伴い，デジタル化，モニタ診断

化を余儀なくされる施設が今後増加すると考え

る。

当院もフィルムレス化に伴い，間接変換方式フ

ラットパネルディテクタ（以下，FPD）マンモグラ

フィシステムを使用してソフトコピー（モニタ表

示）を用いた診断を行っている。このマンモグラ

フィシステムでは画像処理をしていない原画像と

tissue equalization処理を加えた画像（以下，処理

画像）のソフトコピー表示と，ハードコピー（フィ

ルム）の出力が可能となっている。ソフトコピー

ではWindow Level（以下，W.L）およびWindow

Width（以下，W.W）の可変，白黒反転表示，拡大

表示など各種観察機能を活用し，診断を行うこと

ができる。

このように当院をはじめ，臨床ではソフトコピ

ーが診断に使用されているが，ソフトコピーとハ

ードコピーという観察手段の違いによる視覚評価

については，これまで報告されていない。またデ

ジタルマンモグラフィに関しては，日本医学放射

線学会から示された緊急報告１）やデジタルマンモ

グラフィの施設画像評価基準２）は当面ハードコピ

ーに限られ，ソフトコピーに関する指針は示され

ていない。

本論文では，FPDマンモグラフィにおける観

察手段の違いおよび画像処理の有無による視覚評

価について研究を行ったので報告する。

1. 使用機器および実験方法

実験に使用した乳房撮影装置は間接変換型

FPDマンモグラフィシステム Senogurahe２０００D

（GE横河社製）である。撮影条件は臨床条件に合

わせ，すべて AOPフルオート，Standard（以下，

STD）モードとし，ファントム画像を２画像ずつ

作成した。撮影した画像は撮影装置に付属したワ

ークステーション（モニタ：Siemens２１２０１P）お

よびドライタイプレーザプリンタ CR―DPL（Fuji

別冊請求先：〒４１１―８７７７ 静岡県駿東郡長泉町下長

窪１００７ 県立静岡がんセンター画像診

断科 秋田富二代

E―mail address : f.akita@scchr.jp

デジタルマンモグラフィにおける観察手段と視覚評価について

秋田富二代

県立静岡がんセンター画像診断科

フィルム／スクリーンが主流であったマンモグラフィでも，デジタルマンモグラフィに

おいてソフトコピーを用いた診断が臨床に使用され始めている。今回，FPDデジタルマ

ンモグラフィにおけるソフトコピーとハードコピーという観察手段の違いおよび画像処理

の有無によるファントム画像の視覚評価について研究した。ハードコピーと比較して，ソ

フトコピーは観察時の自由度が高いために高い視覚評価となり，画像処理することで乳房

厚の不均等が補正され，視覚評価の結果が向上する。

Key words：FPDデジタルマンモグラフィ，ファントム画像，視覚評価，画像処理，ソフト

コピー
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film社製）で出力したフィルムで観察した。ただ

し，フィルムはファントムの表示サイズがモニタ

観察時と等しくなるようにスクリーンコピーで出

力した。

撮影した画像をモニタ上で原画像および処理画

像表示し，当院での臨床画像標準表示条件（原画

像：W.L７００W.W６００，処理画像：W.L２６００W.W

７５０）で観察した場合（以下，＜原画像・表示固定

＞，＜処理画像・表示固定＞），観察機能（W.L

およびW.Wの可変，白黒反転表示，拡大表示）

を使用して自由に観察した場合（以下，＜原画像

・表示自由＞，＜処理画像・表示自由＞），およ

び処理画像を標準条件表示した画面のハードコピ

ーを拡大鏡を使用して観察した場合（以下，＜フ

ィルム＞）の５種類で検討した。作成したファン

トム画像は，マンモグラフィに携わっている５名

の診療放射線技師（マンモグラフィ精度管理中央

委員会認定 Bランク以上）それぞれが各画像を２

回ずつ観察し，評価を行った。すべての評価にお

いて，フィルム観察は乳房写真用高輝度観察箱を

用いてフィルム外部から光が入らないようにマス

キングを行い，モニタ観察時はモニタ全画面表示

とした。また，観察距離，観察時間は観察者の自

由とし，観察環境はフィルム観察時およびモニタ

観察時すべて同一とした。

すべての比較判定は，対応のある分散分析

（Repeated Measures ANOVA）を行い，有意差が

あれば，多重比較ボンフェローニ検定（Bonferroni

correction）を用いて各標本の有意差検定を行っ

た。

1）画像管理用ファントム画像評価

実験配置を精度管理マニュアル４）に準じて画像

管 理 用 フ ァ ン ト ム（ RMI１５９： Radiation

Measurement Inc.）を撮影した。フルオート，STD

モードで撮影し，撮影条件は２８kVp，６７mAsター

ゲット／フィルターMo/Rhとなった。得られた

画像の評価方法は ACR基準３，４）にしたがい，繊維

組織，石灰化および腫瘤の模擬試料についてそれ

ぞれ評価した。ただしアーチファクトによる減点

は行っていない。ハードコピーの写真濃度は精度

管理マニュアル５）に準じ，アクリル部０．９５，ファン

トム中央部１．５２，∆D＝０．５８，バック濃度は３．５８と

なった。

2）バーガファントム評価

バ ー ガ フ ァ ン ト ム（CDMAM３．４：U.M.

StRadboud）は付属のManual CDMAM―phantom

type３．４６）（以下，CDMAMマニュアル）に準じ，

バーガファントムの上下に散乱体としてアクリル

板２cmを置いて撮影した。フルオート，STDモ

ードで撮影し，撮影条件は３０kVp５８mAsターゲ

ット／フィルター Rh/Rhとなった。ハードコピー

の写真濃度はファントム部濃度１．５１，バック濃度

３．４３となった。得られた画像は CDMAMマニュ

アルに準じて，Contrast―Detail curve（以下，C―D

曲線）および Image Quality Figure（以下，IQF）値

を求め評価した。ただし，IQF値は次式６）をもっ

て求めた（IQF値が高いほど評価は高くなる）。

n
IQF=n/Σ Ci×Di. min

i＝１

Ci : Thickness of contrast―column

Di, min : the threshold diameter

3）擬似乳房ファントム評価

擬似乳房ファントム（RMI１６９：Radiation Meas-

urement Inc．）は，撮影台の胸壁側に沿って配置

して撮影した。フルオート，STDモードで撮影

し，撮影条件は２９kVp８２mAsターゲット／フィル

ターMo/Rhとなった。得られた画像を乳頭直

下，乳腺辺縁部，AB領域，CD領域，レトロ領

域の５部位に分け（図 1），＜処理画像・表示固定

＞を基準として各部位の乳腺構造の観察のしやす

さを良い（５点），やや良い（４点），同等（３点），

やや悪い（２点），悪い（１点）の５段階で評価し

た。

2. 結 果

画像管理用ファントム画像の評価の結果を図 2

デジタルマンモグラフィの視覚評価
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a～cに示す。処理画像，原画像，ともに観察機

能を使用しないとすべての試料群で評価が低い傾

向が出たが，分散分析で有意差は認められなかっ

た。

バーガファントム評価の結果として C―D曲線

を図 3に，IQF値の比較を図 4に示す。C―D曲線

は，＜処理画像・表示自由＞がやや優れている

が，ほとんどの曲線は重なっており，大きな差は

見られない。IQF値は＜処理画像・表示自由＞が

高い評価が得られた。多重比較ボンフェローニ検

図 1. 擬似乳房ファントムの評価部位

図 2. 画像管理用ファントムの視覚評価（観察者

５名の平均値）の比較

�繊維組織の得点，�石灰化の得点，�腫瘤の得

点

a b

c

３００



定を行い，求めた P値を表 1に示す。＜処理画像

・表示自由＞と＜フィルム＞および＜処理画像・

表示自由＞と＜原画像・表示固定＞の間に危険率

５％で有意差が認められた。

擬似乳房ファントム評価を図 5に結果を示す。

乳頭直下および乳腺辺縁部で特に大きな差が見ら

れ，＜処理画像・表示自由＞が最も高い評価とな

った。多重比較ボンフェローニ検定では＜処理画

像・表示自由＞と＜原画像・表示固定＞，＜処理

画像・表示固定＞と＜原画像・表示固定＞および

＜原画像・表示自由＞と＜原画像・表示固定＞の

間に危険率５％で有意差が認められた。また AB

および CD領域では＜処理画像・表示自由＞と＜

原画像・表示固定＞および＜原画像・表示自由＞

と＜原画像・表示固定＞の間に危険率５％で有意

差が認められた。

図 3. C―D曲線（観察者５名の平均値）

図 4. Image Quality Figure値（観察者５名の平

均値）の比較

表 1. IQF値の差の有意差判定──危険率 P──

処理画像・表示固定 原画像・表示自由 原画像・表示固定 フィルム

処理画像・表示自由 P＝０．０１０６ ０．０７５９ ０．００４９ ０．００２１

処理画像・表示固定 ０．２７４８ ０．９６４９ ０．３６１１

原画像・表示自由 ０．２５７７ ０．０６０８

原画像・表示固定 ０．３６１１

デジタルマンモグラフィの視覚評価
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3. 考 察

画像管理用ファントム評価は，評価法が０．５点

刻みであり，擬似試料のステップも大まかである

ため，統計学上の有意差が認められなかったと考

える。評価の傾向としては，処理画像，原画像と

もに表示機能を使用すると評価が高くなった。こ

れは表示機能のW.LやW.Wを変化させて表示コ

ントラストを高くすることで，模擬試料の観察が

容易となるためだと考える。また処理画像の方が

原画像よりやや評価が高くなったのは，画像処理

により周波数強調がなされたためではないかと推

測する。

Bernsら７）や Suryanarayananら８）は，C―Dファン

トムを用いて F/Sと FPDマンモグラフィのハー

ドコピーを比較し，ハードコピーの方が高い評価

を得られたと報告している。今回，FPDマンモ

グラフィのソフトコピーとハードコピーを比較し

たが，観察自由度の高いソフトコピーのほうが高

い評価となった。これはソフトコピーではコント

ラストを自由に設定し，人間の視覚系の濃度分解

能が高い濃度域つまり視覚評価の最適濃度に観察

目的の濃度を設定して観察できるためだと考え

る。

バーガファントムなど均一な厚さを持つファン

トムを用いたときの検出能は，まず視覚評価に用

いる写真濃度に大きく依存し，他の画像特性が同

じであれば，最大コントラストをもつ濃度付近で

の評価が高くなる。写真濃度と低コントラスト物

質の検出能に関しては，Burgessらの研究９）があ

るが，高濃度領域に最大グラディエントを持つフ

ィルムでは，人間の視覚系による濃度分解能が小

さくなるため，必ずしも最大グラディエントに一

致しないことを報告している。このように，F/S

ではフィルムに依存する視覚評価の最適濃度を観

察目的に一致させることは非常に困難であるが，

デジタル画像のハードコピーにおいては比較的自

由に濃度やコントラストを設定できるため，視覚

評価の最適濃度を観察目的に一致させることが容

易となる。ソフトコピーではさらに自由度が高

く，観察対象，個人差や読影環境も含めた調節が

可能となり，より高い視覚評価の結果が得られ

る。

Skiadopoulosら１０）は，F/Sマンモグラフィ撮影

時に anatomical filterを使用して乳頭直下や乳腺

辺縁部の濃度補償をする手法が有用であると報告

している。今回使用した装置の tissue equalization

処理は，この anatomical filterによる濃度補正に

相当し，圧迫された乳房の厚みの不均等による透

過線量の差を画像処理で補償する。擬似乳房ファ

ントム評価において乳頭直下や乳腺辺縁部では，

この画像処理が効果的に作用して高い評価が得ら

図 5. 擬似乳房ファントム評価（観察者５名の平均値）の部位別比較
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れた。臨床において，腫瘤や痛みにより圧迫が不

十分で乳房圧が均一にならない場合や皮膚の肥厚

などの情報がほしい場合などに非常に有効とな

る。

また原画像では，観察機能を十分に活用するこ

とで処理画像に匹敵する視覚評価の結果が得られ

たが，これには観察目的や部位ごとにW. LやW.

Wを変化させる必要があり，観察時間が長くな

ってしまう。今後，観察機能や画像処理の種類が

増えることで，観察時間が長くなることが杞憂さ

れる。読影効率の観点から，観察時間は今後検討

されるべき課題の一つであり，観察時間の短縮が

可能な画像処理やシステムの開発も重要である。

FPDデジタルマンモグラフィでは，ソフトコ

ピーを使用することで，自由にW.LやW.Wを調

整し観察するなど FPDの広いダイナミックレン

ジを十分に活用し，一度の撮影により得られた情

報を最大限に読み取ることが可能となる。観察に

使用しているワークステーションは，モニタ画像

が２０００×２５００pixels，２９６×３９５mmとマンモグラ

フィ用フィルムと比較して大きく，拡大や白黒反

転などの表示も簡便に行えるため，細部の観察が

容易となり診断効率が向上する。このように画像

観察時の自由度の高さが，ソフトコピーの最大の

利点である。ハードコピーからソフトコピーへ移

行することで，デジタル画像の利点の十分な活用

が可能となる。

ただし，FPDマンモグラフィの画像は，F/S

とは異なり，濃度階調や画像処理が特徴的であ

る。そのため読影には，FPDマンモグラフィの

画像に慣れ，微妙な読影診断基準の調整が必要と

される１１）など，表示画像に対する習熟が求められ

る。

4. 結 論

デジタルマンモグラフィの診断は，未だハード

コピーで行われている施設が多い。本研究では，

観察手段の違いと画像処理の有無による各種ファ

ントム画像の視覚評価について研究を行った。ハ

ードコピーと比較して，ソフトコピーは観察時の

自由度が高いために高い資格評価の結果が得ら

れ，画像処理を行うことで，より視覚評価の結果

が向上することを明らかにした。
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Visual Evaluation by Difference in Observation Means in FPD
Digital Mammography

Fujiyo Akita

Department of Diagnostic Imaging, Shizuoka Cancer Center

Films/screens have been the mainstay of mammography up to now. However, in digital
mammography, clinical diagnosis is now being done using software file copies. The present study was
done to assess the visual evaluation of a phantom image obtained by FPD digital mammography
based on difference in the observation means, and the effect of image processing.

The software file copy was able to improve the result of visual evaluation by use of a
representational function. Image processing improves the result of visual evaluation by correcting for
inequality of breast thickness.
Key words : FPD digital mammography, phantom image, visual evaluation, software copy
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緒 言

Hormone replacement therapy（以下，HRT）に

よる更年期障害や冠動脈疾患予防効果を検証する

Women’s Health Initiative（WHI）無作為化試験に

おいて，浸潤性乳癌の発生率が有意に高いことが

報告された１）。米国ではmammography（MMG）受

診率が約７０％，特に HRT例では乳癌定期検診が

定着し，ほぼ全例で施行されている。これに対し，

本邦では約１０年前から HRTが普及し始め，現在

ではきわめて多くの施設で実施されているにもか

かわらず，乳癌検診に対する取り組みは各施設の

方針に委ねられているのが現状であり，HRTに

おける乳房検診法について早急な指針の整備が必

要である。

今回，HRT中にわれわれが経験した５例の乳

癌症例を報告する。

1. 方法と対象

２００１年３月から２００４年３月までに更年期障害治

療のため開始された HRT４８２例，年齢４２～７２歳（平

均５７±６．１）について定期乳癌検診を実施した。４８２

例は HRTの方法により：�群，conjugated estro-

gens（CEE）０．６２５mg+medroxyprogesterone ace-

tate（MPA）２．５mg，１７２例（年齢４３～６１歳，平均５６

±４．５）；�群，estradiol貼 付 剤（E２）＋MPA２．５

mg，９４例（年齢４２～６１歳，平均５４±４．６）；�群，

別冊請求先：〒０７０―００３４ 北海道旭川市４条通１５丁

目右８号 �健和会 和田産婦人科医

院 和田博司

E―mail address : wada@potato.hokkai.net

Hormone replacement therapy 施行中における乳房検診の方法

和田 博司１） 池上 淳２） 山崎 弘資３） 北田 正博３）

笹嶋 唯博３）

和田産婦人科医院１）

勤医協一条通病院外科２）

旭川医科大学第一外科３）

Hormone replacement therapy（HRT）中の乳癌検診法について retrospective に検討し

た。

方法：２００１年３月から２００４年３月までの間に開始されたHRT４８２例について定期乳癌検

診を実施した。方法はHRT開始前に視診，触診，ultrasonography（US），mammography

（MMG）のmediolateral oblique（MLO）一方向撮影，開始後６カ月でUS検査および視・触

診，１年後にはMMG二方向撮影，US検査および視・触診を行った。

結果：４８２例中５例に乳癌が発見され，診断後はHRTを中止した。全例 stage I の乳頭

腺管癌で，いずれも乳房温存術が可能であり，全例１年後検診で発見された。しかし，そ

の中の２例はUSを含めた読影技術，２例は撮影技術，また１例は穿刺細胞診技術向上に

よってはより早期に発見できた可能性が高いと思われた。

結論：MMG読影が未使用者に比し難しくなるといわれるHRT中の乳癌検診において

は診断医と施設の技術向上がより一層望まれる。

Key words：hormone replacement therapy（HRT），ホルモン補充療法，乳癌検診，mammog-

raphy（MMG），精度管理
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E２単独投与（子宮摘出例），１６８例（年齢４２～６１

歳，平均５４±４．５）；�群，estriol（E３）２mg連日

内服，４８例（年齢６０～７２歳，平均６３±５．５）であっ

た。�群は６０歳以上の高齢者を対象に実施された
ため，年齢が有意に高齢であった。HRT開始後

の経過観察間隔は６カ月毎とし，ホルモン使用期

間は２～３６カ月（平均１５±７．２），各観察時期での

評価項目はルーチン検査として視診，触診および

超音波検査（US）（１０MHz，SSD１２００，Aloka社）を

行い，MMG（アルファ RT, Instrumentarium社）

は薬剤投与前にmediolateral oblique（MLO）の一

方向のみの撮影，１年後は craniocaudal（CC）を

加えた二方向撮影を行った。MMGの読影は全

例，外科医（A），婦人科医（B）の２名で行う。US

検査は原則 Bが行い，有所見者には Aも加わっ

た。また穿刺細胞診（FNAC）は原則 Aが行った。

［検診施行者と施設の背景］

（A）４７歳。日本乳癌学会認定医。２００３．７ マン

モグラフィ読影試験 A取得。

（B）５０歳。１０年前からホルモン治療に従事。独

学で USを行っていたが，２０００．８ マンモグラフ

ィ読影試験 B１取得。２００３．１１ 同試験 B１再取

得。２００２．５ 技師試験 B取得。撮影と機器管理

は同医師が行っている。

施設：２００１．３マンモグラフィ導入（アルファ

RT）。自現機コダックマンモグラフィプロセッ

サ。カセッテ・フィルムMin―R２０００システム。

２００２．１０ 施設認定 A取得。

2. 結 果

４８２例中１２カ月後の検診で５０歳台の５例（１．０％），

年齢５１～５８歳（平均５４±２．８）に乳癌が発見され

た。診断後は HRTを中止した。HRTの種類と乳

図 1. 症例１のHRT前のマンモグラフィ

図 3. 症例１のHRT１年後のマンモグラフィ（CC）

図 2. 症例１のHRT１年後のマンモグラフィ（MLO）

図 4. 症例１の１年後のUS
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癌の発生では，�群２例（１．２％），�群３例（１．８％）
で，�・�群からの発生はないが，いずれも統計
的有意差は認められなかった。乳癌の病期と組織

型では全例 estrogen receptor（ER）陽性 stage�の
乳頭腺管癌であり，手術は全例乳房温存術（Bp+

Ax）が施行された（リンパ節転移は全例陰性）。

個別の検討では，症例１はMMG（MLO）で core

のない spiculationが認められカテゴリー４と判定

したが（図 1），（A），（B）ともに USで腫瘤が同定で

きず，US所見を重視し，結果的に HRT下に１

年間放置された（図 2～4）。

症例２は投与前MMG（MLO）でカテゴリー５

図 5. 症例２のHRT前のマンモグラフィ

図 7. 症例２の１年後のマンモグラフィ（MLO）

図 9. 症例２の１年後のUS

図 6. 症例２の６カ月後のUS

図 8. 症例２の１年後のマンモグラフィ（CC）

図 10. 症例３のHRT前のマンモグラフィ

HRT施行中における乳癌検診の方法
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（図 5）。しかし，６カ月目の US（図 6）でも悪性所

見と判定できず，HRT継続された。図 7～9は１

年後の所見。症例３（図 10～12）と症例４（図 13～

15）はMLOの撮影体位の改善で開始前検出の可

能性大と思われる。また症例４は６カ月目の US

で異常所見があったにもかかわらず（図 16），

FNACが良性所見で HRTを継続した（表 1）。

今回 HRT使用前後の densityに関してはまだ

解析していないが，文献的には HRT中のMMG

では乳腺組織の densityが高まり２～４），未使用時に

比べMMG読影が難しくなるとの報告が多い。

したがって，MMGだけでなく，US検査は HRT

図 11. 症例３の１年後のマンモグラフィ（MLO）

図 13. 症例４のHRT前のマンモグラフィ

図 15. 症例４の１年後のマンモグラフィ（CC）

図 12. 症例３の１年後のマンモグラフィ（CC）

図 14. 症例４の１年後のマンモグラフィ（MLO）

図 16. 症例４の６カ月後のUS
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施行例には必須の検査と思われる。しかし，US

単独検診は施者の経験・技量に大きく左右され，

また後での解析が困難であるという欠点がある。

3. 考 察

更年期障害の婦人に対するホルモン治療の効果

は既に確証されて世界的に広く施行されている

が，わが国でも使用者は対象年齢層の２％に及ん

でいる。この HRTの最大の問題は乳癌であり，

HRTと乳癌発生増加の関連を指摘する多数の報

告がなされてきた。WHI１）および英国のMillion

Women Study５）ではエストロゲン単独投与は黄体

ホルモン併用投与に比べ乳癌発生が少ないことが

指摘されているが，今回の HRT経過中に発生し

た５例中３例が単独投与�群で逆の結果であっ
た。また投与ホルモン量と乳癌発生に関して

Million Women Studyではホルモン量は関係しな

いとの報告であるが，今回の検討ではホルモン量

の低い�群からの発生はなく，今後，これらの相
違に関しては本邦における多数例の報告が注目さ

れる。

今回，５例中２例はMMGの有所見が USで同

定できなかった。２００１年当時は（A），（B）ともに

MMG所見より，USの所見を重視していた。

MMGでの異常腫瘤陰影は USで容易に同定でき

るものと誤った認識をしており，せっかくMMG

を導入してもそれを生かしきれなかった。また当

時は日々の機器整備は施行せず，撮影ポジショニ

ングも未熟であり，それらの改善で２例は早期発

見が可能であったと思われる。また USで異常所

見に気づきながら，FNACで問題なく楽観的に

HRTを継続したケースもあり，より高度な検査

を行う，など違う対応もあったと反省している

（表 1）。

HRT施行時は‘撤退する勇気’も大切なこと

と思われる。２００１年当時は（A）（B）はMMG導入

でなんとなく検査精度が上がるのだろうと楽観視

し，両医師間に HRT禁忌の明確な基準がなかっ

たが，現在は少しでも疑い所見があった場合には

HRTは避けることに徹している。

竹下ら４）は HRT開始前に必ず base lineとなる

MMGが必要で，乳腺濃度が高濃度の症例や高濃

表 1. HRT中に発見された乳癌５症例のカテゴリー診断一覧

検査 MMGカテゴリー USカテゴリー FNAC class

施者 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ

症例１ start時
６カ月

１２カ月

４

５

４

５

１

１

４

１

１

４ ３a

症例２ start時
６カ月

１２カ月

５

５

５

５

２

３

５

２

３

５ ３b

症例３ start時
６カ月

１２カ月

１

５

１

５

１

５

１

１

５ ５

症例４ start時
６カ月

１２カ月

１

５

１

５

１

３

５

３

５

１

５

症例５ start時
６カ月

１２カ月

１

４

１

４

２

３

５

３

５

２b

５

MMGカテゴリーはマンモグラフィガイドライン第２版６）

USカテゴリーは乳房超音波診断ガイドライン７）
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度へと変化する症例には，より短期間での検診の

必要性を指摘している。HRTは欧米の大規模調

査の結果から厳しく評価される時代へと変化して

いる。また，いかにMMG，US精度が向上して

も，局所の細胞診で判定する子宮頚癌などの検診

と異なり，乳癌検診には限界がある。HRTを行

う際には，乳癌リスクが高まることに加え，乳房

検診には限界があり，したがって定期検診が必要

であることを患者に十分理解させることはホルモ

ン治療を行い，管理する医師の責任であると思わ

れる。

２００２．１０施設認定取得後は HRT中の乳癌発症例

はなく，また（A）は２００３．７に A認定医となり，当

院の検診レベルは格段に向上した。今後MMG

は急速に普及して行くことが予想されるが，本報

告のように精度管理が伴わなければいくら装置が

普及してもその効果は期待できないと思われ，今

回当院の経験を報告した。また，異常石灰化像は

この５例には認められなかった。異常石灰化像を

有する症例はその検出が比較的容易であり，最初

から禁忌として HRTに組み入れなかったことに

よるが，今後 HRT使用群の新たな異常石灰化像

出現にも注意して行く必要があると思われた。

4. 結 論

HRTにおける乳癌検診ではMMGの densityが

上昇し，診断が難しくなることが予想される。し

たがって US併用と，症例によっては CCを加え

たMMG二方向撮影，しかもより短期間で行わ

れることも考慮しなければならない。また後で振

り返ると精度管理が最も重要なポイントであり，

精度が悪く，見る目がないといかに機器を導入し

ても診断できないことを改めて痛感している。
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Adequate Screening of Breast Cancer in Patients Receiving
Hormone Replacement Therapy

Hiroshi Wada１），Sunao Ikeue２），Kosuke Yamazaki３），Masahiro Kitada３），Tadahiro Sasajima３）

Wada Women’s Clinic１）

Dohoku Kinnikyo Ichijodori Hospital２）

Department of Surgery, Asahikawa Medical University３）

Objective : Many reports have pointed out a significant risk of breast cancer in postmenopausal
women undergoing hormone replacement therapy（HRT）．We examined the incidence of breast can-
cer in such women and retrospectively evaluated the adequacy of diagnostic methods and follow―up
intervals for early detection of breast cancer.

Materials and Methods: Between March２００１and March２００４，we prescribed HRT for４８２women.
These women underwent physical examination, ultrasonography, and single―directional mammogra-
phy（MMG）before and every６months after the start of HRT. Bidirectional MMG was added after１２
months.

Results : Of the４８２women, stage�ductal adenocarcinoma of the breast was found in５patients
with an average age of５４years（５１―５８y）．All５patients underwent breast preservation surgery with
axillary lymph node dissection. Review of the pretherapeutic single―directional MMG demonstrated
that an abnormal shadow, suggesting an early lesion, had been present in２ of the５women. There-
fore, cancer might have been detected in these women if we had possessed suitable instruments and
achieved quality control of mammographic screening.

Conclusion : The present results suggest that for women receiving HRT, ultrasonography and
bidirectional MMG is desirable for earlier detection of breast cancer, and that quality control is
essential.
Key words : hormone replacement therapy（HRT）, screening of breast cancer, mammography（MMG），
quality control
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第１４回日本乳癌検診学会総会
プログラム・予稿集

１．各種委員会

�編集委員会
１０月３１日（日）１１：００～１２：００ １２０１号室

�乳癌検診普及ネットワーク
１０月３１日（日）１２：００～１３：００ １２０１号室

�超音波併用検診検討委員会
１０月３１日（日）１３：００～１４：００ １２０１号室

�研修委員会
１０月３１日（日）１４：００～１５：００ １２０１号室

�マンモグラフィ検診精度管理中央委員会
１０月３１日（日）１５：００～１６：００ １２０１号室

２．理事会 １０月３１日（日）１６：００～１８：００ １２０１号室

３．評議員会 １１月１日（月）１２：０５～１２：５５ 第２会場

４．総会 １１月１日（月）１３：００～１３：３０ 第１会場

５．会員懇親会 １１月１日（月）１８：１５～２０：００ 第２会場

会 長 古妻 嘉一

会 期 平成１６年１１月１日（月）・２日（火）

会 場 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）

〒５３０―０００５ 大阪市北区中之島５―３―５１

Tel ０６―４８０３―５５５５

連絡先 第１４回日本乳癌検診学会総会事務局

〒５３２―００１１ 大阪市淀川区西中島５―５―１５

新大阪セントラルタワー１F

古妻クリニック内

Tel ０６―６８８５―５４１２（総会専用）

総会本部（１１月１・２日）大阪国際会議場１０F

Tel ０６―４８０３―５５５５（内線５０１１）

参加費 医師 １０，０００円

医師以外 ７，０００円

懇親会 ３，０００円
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会 長 古妻 嘉一

幹 事 寺田 央 古川 順康

プログラム委員会

委員長 遠藤登喜子

委 員 大貫 幸二 岡崎 正敏 沢井 清司 角田 博子 東野英利子

萩原 明 福田 護 堀田 勝平 森本 忠興

（五十音順）

組織委員会

委員長 中谷 守一

委 員 相川 隆夫 井本 厚志 沢井 ユカ 鈴木 久美 高嶋香奈子

田口 哲也 竹川 直哉 田墨 恵子 中島 直 畑埜 武彦

福永冨美子 藤井 直子 本田 育子 増田 慎三

（五十音順）
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第１４回日本乳癌検診学会総会の開催にあたって

第１４回日本乳癌検診学会総会の会長に指名をいただき，大阪市で総会を開催させて

いただくことを大変光栄に存じます。

わが国における乳癌死亡の著しい増加を抑制するためには，質の良い乳がん検診の

体制を作ることが急務でありますが，乳がん検診への精度の高いマンモグラフィの導

入は，まだまだ不十分な状況です。時代の要求に応じ，今年４月からデジタル系マン

モグラフィシステム画像の評価も開始され，アナログ，デジタル両システムとも同一

の評価基準で認定審査が開始されました。乳がん検診の手法としてマンモグラフィ併

用が加速される現状では，画質が良くなければ，質の良い読影もできませんし，ひい

ては質の良い乳がん検診も期待できません。

そこで，メインテーマは「乳がん検診を支えるマンモグラフィ その科学と芸術」

と致しました。マンモグラフィ検診の基本は，読影できる質の良いマンモグラムです。

画質を左右するすべての要素について，十分に検討していただきたいと思います。

本年４月末に厚生労働省から新しい指針（老老発第０４２７００１号）が出され，本年度は乳

がん検診の大きな変革の年といえます。この意味でも，今回の総会は，今後のわが国

の乳がん検診の有効性を左右させるとともに，大きな影響をおよぼす総会になると思

われます。

これらの点も考慮して，「特別教育講座 わが国の乳がん検診の歴史と展望」を企

画しました。わが国の乳がん検診の歴史を基に，これからの乳がん検診の方向性につ

いて講義をしていただきます。さらに，「特別企画」として，マンモグラフィ技術部

門が平成１３年から台湾で行った２回の講習会が，台湾においてどのような効果をもた

らしたか，台湾のマンモグラフィの状況等をご報告いただきます。この企画が今後ア

ジアのマンモグラフィ検診の推進に役立つきっかけとなってくれることを期待しま

す。

本総会の内容は，幾分マンモグラフィ画像中心の傾向になり，その結果，会場や時

間の都合上，発表形式なども変更している面もございます。ご理解の上，ご容赦の程

お願いいたします。

大阪は，種々の原因により，乳がん検診においても遅れていますが，同じような状

況の他の都道府県にも共通する原因も多いと思われます。大阪での本総会が，全国の

乳がん検診をさらに推進させる活力を与え，乳がん死亡の減少につながるような総会

となりますよう，皆様方の熱い討論をよろしくお願いいたします。

第１４回日本乳癌検診学会総会会長

古妻クリニック 古妻 嘉一
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第１４回日本乳癌検診学会総会

１．シンポジウム�：マンモグラフィの精度管理の工夫――より良い画像を目指して――
１１月１日（月） ９：００～１０：３０ 第１会場

司会：角田 博子（聖路加国際病院放射線科）

鈴木 隆二（旭川医科大学病院放射線部）

２．シンポジウム�：乳がん検診の現状と課題
１１月２日（火） ９：００～１１：００ 第１会場

司会：大貫 幸二（東北大学腫瘍外科）

萩原 明（神奈川県予防医学協会）

３．ワークショップ�：精検施設の精度管理
１１月１日（月）１４：３０～１６：３０ 第１会場

司会：遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）

寺田 央（大阪警察病院付属人間ドッククリニック）

４．ワークショップ�：マンモグラフィ講習会がもたらしたもの
１１月２日（火）１３：３０～１５：３０ 第１会場

司会：福田 護（聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科）

小山 智美（聖路加国際病院放射線部）

５．パネルディスカッション：超音波検診の展望――成績と精度管理の面から――

１１月２日（火）１４：３０～１６：３０ 第２会場

司会：沢井 清司（京都府立医科大学内分泌・乳腺外科）

東野英利子（筑波大学放射線科）

６．特別講演：マンモグラフィの黎明から現在，そして未来の動向

――画像技術の深化をめざして――

寺田 央（大阪警察病院付属人間ドッククリニック）

１１月１日（月）１３：３０～１４：３０ 第１会場

司会：古妻 嘉一（古妻クリニック）
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７．会長講演：これからの乳がん検診に望むこと

古妻 嘉一（古妻クリニック）

１１月２日（火）１３：００～１３：３０ 第１会場

司会：森本 忠興（徳島大学保健学科）

８．教育講演：デジタル画像を含む新画質基準の技術的対応

堀田 勝平（愛知県がんセンター病院放射線診断部）

１１月２日（火）１１：００～１１：５０ 第１会場

司会：大内 憲明（東北大学腫瘍外科）

９．特別教育講座：わが国の乳がん検診の歴史と展望

１１月１日（月）１６：３０～１８：００ 第１会場

�わが国の乳癌検診の歴史
泉雄 勝（勝楽堂病院乳腺内分泌外科）

�マンモグラフィを原則とした新たな乳がん検診指針
大内 憲明（東北大学腫瘍外科）

�乳がん検診の精度管理における精中委の役割の歴史と展望
森本 忠興（徳島大学保健学科）

司会：富永 祐民（あいち健康科学総合センター）

１０．特別企画：台湾における乳がん検診の現状――日本との技術交流を通して――

１１月１日（月）１０：３０～１１：５０ 第１会場

司会：岡崎 正敏（福岡大学放射線科）

共催：シーメンス旭メディテック株式会社

１１．放射線技術セミナー：デジタルマンモグラフィのメリット・デメリット

１１月２日（火） ９：００～１１：００ 第２会場

司会：石栗 一男（蓮田一心会病院）

畑田 俊和（北九州市立医療センター）

１２．教育セミナー（症例検討―フィルムリーディング）：

１１月２日（火）１５：３０～１７：００ 第１会場

司会：遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）

森田 孝子（中日病院）

森谷 鈴子（名古屋医療センター研究検査科病理）
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１３．一般演題・口演

口演１ 検診システム１（No．１―５） １１月１日（月） ９：００～９：４０ 第２会場

口演２ 検診システム２（No．６―１０） １１月１日（月） ９：４０～１０：２０ 第２会場

口演３ 検診システム３（No．１１―１４） １１月１日（月）１０：２０～１０：５２ 第２会場

口演４ 検診成績１（No．１５―１９） １１月１日（月） ９：００～９：４０ 第３会場

口演５ 検診成績２（No．２０―２４） １１月１日（月） ９：４０～１０：２０ 第３会場

口演６ 検診成績３（No．２５―２８） １１月１日（月）１０：２０～１０：５２ 第３会場

口演７ マンモグラフィ（デジタル）１（No．２９―３３）

１１月１日（月）１４：３０～１５：１０ 第３会場

口演８ 精度管理１（No．３４―３７） １１月１日（月）１５：１０～１５：４２ 第３会場

口演９ 精度管理２（No．３８―４１） １１月１日（月）１５：４２～１６：１２ 第３会場

口演１０ 超音波検診（No．４２―４４） １１月２日（火） ９：００～９：２４ 第３会場

口演１１ 自己検診・啓発１（No．４５―４９） １１月２日（火） ９：２４～１０：０４ 第３会場

口演１２ 講習会・教育効果（No．５０―５５） １１月２日（火）１０：０４～１０：５２ 第３会場

口演１３ 精検施設（No．５６―６０） １１月２日（火）１４：３０～１５：１０ 第３会場

口演１４ 乳腺外来（No．６１―６５） １１月２日（火）１５：１０～１５：５０ 第３会場

口演１５ 生検・病理１・その他（No．６６―６９） １１月２日（火）１５：５０～１６：２２ 第３会場

１４．一般演題・示説

展示会場 第４会場

展示時間 １１月１日（月）１０：３０～１１月２日（火）１６：００

討論時間

示説１ 精度管理３（P１―４） １１月１日（月）１６：３０～１７：１０

示説２ 精度管理４・検診成績４（P５―９） １１月１日（月）１６：３０～１７：１０

示説３ 検診成績５・啓発２（P１０―１４） １１月１日（月）１６：３０～１７：１０

示説４ マンモグラフィ（デジタル）２・超音波（P１５－１９）

１１月１日（月）１６：３０～１７：１０

示説５ 中間期癌（P２０―２３） １１月１日（月）１６：３０～１７：１０

示説６ 生検・病理２（P２４―２７） １１月２日（火）１３：３０～１４：３０

示説７ マンモグラフィ（アナログ）（P２８―３２） １１月２日（火）１３：３０～１４：３０

示説８ 症例１（P３３―３７） １１月２日（火）１３：３０～１４：３０

示説９ 症例２（P３８―４２） １１月２日（火）１３：３０～１４：３０

示説１０ 症例３（P４３―４６） １１月２日（火）１３：３０～１４：３０
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１５．ランチョンセミナー１：

乳がん検診に役立つ乳頭異常分泌の知識

弥生 恵司（市立貝塚病院）

１１月１日（月）１２：００～１２：５０ 第１会場

司会：妹尾 亘明（倉敷成人病センター）

共催：日本化薬株式会社

１６．ランチョンセミナー２：

乳がん検診に役立つ乳腺の病理

市原 周（名古屋医療センター研究検査科病理）

１１月１日（月）１２：００～１２：５０ 第２会場

司会：覚道 健一（和歌山県立医科大学病理学第２）

共催：大鵬薬品工業株式会社

１７．ランチョンセミナー３：

乳がん検診に役立つ乳がんのリスク診断と一次予防

野口眞三郎（大阪大学腫瘍外科）

１１月２日（火）１２：００～１２：５０ 第１会場

司会：小山 博記（大阪府立成人病センター）

共催：アストラゼネカ株式会社

中外製薬株式会社

１８．ランチョンセミナー４：

乳がん検診に役立つCADの現状と将来――欧米と日本の比較――

藤田 広志（岐阜大学大学院知能イメージ情報分野）

１１月２日（火）１２：００～１２：５０ 第２会場

司会：遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）

共催：GE横河メディカルシステム株式会社

１９．ランチョンセミナー５：

乳がん検診に役立つ乳房の生理学

坂田 壽衛（社会保険横浜中央病院）

１１月２日（火）１２：００～１２：５０ 第３会場

司会：永井 宏（向仁会永井病院）

共催：ファイザー株式会社
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２０．機器展示

１１月１日（月） ９：００～１８：００ 機器展示会場

１１月２日（火） ９：００～１６：００ 機器展示会場

コダック�，コニカミノルタエムジー�，GE横河メディカルシステム�，
シーマン�，シーメンス旭メディテック�，ジョンソン・エンド・ジョン
ソン�，住友ゴム工業�，�東陽テクニカ，東洋メディック�，東芝メデ
ィカルシステムズ�，富士フイルムメディカル西日本�，�メディコン，
ユコー�，�日立メディコ，都筑電気�

（９月１５日現在）

２１．図書展示

１１月１日（月） ９：００～１８：００ 機器展示会場内

１１月２日（火） ９：００～１６：００ 機器展示会場内

大阪大学医学部生活協同組合

２２．マンモグラフィ相談コーナー

１１月１日（月）１０：００～１２：００，１３：３０～１６：３０ 機器展示会場内

１１月２日（火） ９：００～１２：００，１３：３０～１５：３０ 機器展示会場内

２３．市民講座：マンモグラフィによる市民検診

１１月３日（水） ９：００～１２：００ 大阪国際会議場

（１Ｆ：プラザ，１０Ｆ：会議室１００４，１００５）
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特別企画

１１月１日（月）第１日目 １０：３０～１１：５０

テーマ

台湾における乳がん検診の現状

――日本との技術交流を通して――

司会 福岡大学放射線科 岡崎 正敏

演者

１．台湾との技術交流を企画して

愛知県がんセンター病院放射線診断部 堀田 勝平

２．台湾との技術交流に参加して

公立甲賀病院 坂本 力

３．台湾における乳がん検診の現状

台北栄民総医院放射線部 羅 怡菁

追加発言

台北栄民総医院放射線専門医 陳 振徳

（台湾国立陽明大学講師）

台北栄民総医院放射線部技師長 葛 平夷

（中華民国医事放射医学会學會 栄誉理事長）

栄誉理事長国泰綜合醫院院長室顧問 杜 慶燻

（中華民国医事放射医学会學會 栄誉理事長）

共催 シーメンス旭メディテック�
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第１４回日本乳癌検診学会総会／司会・座長 一覧

セッション名 司会・座長 所属

シンポジウム� 角田 博子

鈴木 隆二

聖路加国際病院放射線科

旭川医科大学病院放射線部

シンポジウム� 大貫 幸二

萩原 明

東北大学腫瘍外科

神奈川県予防医学協会

ワークショップ� 遠藤登喜子

寺田 央

名古屋医療センター放射線科

大阪警察病院付属人間ドッククリニック

ワークショップ� 福田 護

小山 智美

聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科

聖路加国際病院放射線部

パネルディスカッション 沢井 清司

東野英利子

京都府立医科大学内分泌・乳腺外科

筑波大学放射線科

特別講演 古妻 嘉一 古妻クリニック

会長講演 森本 忠興 徳島大学保健学科

教育講演 大内 憲明 東北大学腫瘍外科

特別教育講座 富永 祐民 あいち健康科学総合センター

特別企画 岡崎 正敏 福岡大学放射線科

放射線技術セミナー 石栗 一男

畑田 俊和

蓮田一心会病院

北九州市立医療センター

教育セミナー 遠藤登喜子

森田 孝子

森谷 鈴子

名古屋医療センター放射線科

中日病院

名古屋医療センター研究検査科病理

一般演題・口演

口演 １．検診システム１ 萩原 明 神奈川県予防医学協会

口演 ２．検診システム２ 石田 常博 高崎病院

口演 ３．検診システム３ 黒石 哲生 名古屋公衆医学研究所

口演 ４．検診成績１ 佐野 宗明 新潟県立がんセンター

口演 ５．検診成績２ 古川 順康 ふるかわクリニック

口演 ６．検診成績３ 光山 昌珠 北九州市立医療センター

口演 ７．マンモグラフィ（デジタル）１ 安友 基勝 国立療養所東徳島病院

口演 ８．精度管理１ 新井 敏子 社会保険群馬中央総合病院

口演 ９．精度管理２ 竹川 直哉 大阪厚生年金病院

口演 １０．超音波検診 松原 馨 東京慈恵会医科大学青戸病院

口演 １１．自己検診・啓発１ 阿部 恭子 川上診療所乳腺甲状腺クリニック

口演 １２．講習会・教育効果 園尾 博司 川崎医科大学乳腺甲状腺外科

口演 １３．精検施設 須田 嵩 済生会横浜市南部病院
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セッション名 司会・座長 所属

口演 １４．乳腺外来 土橋 一慶 千川産婦人科医院

口演 １５．生検・病理１・その他 岩瀬 拓士 癌研究会附属病院乳腺外科

一般演題・示説

示説１．精度管理３ 山本 友行 金沢大学病院

示説２．精度管理４・検診成績４ 久保田博文 出雲市民病院

示説３．検診成績５・啓発２ 田中 真紀 社会保険久留米第一病院

示説４．マンモグラフィ（デジタル）２・超音波 武部 晃司 たけべ乳腺クリニック

示説５．中間期癌 加藤 誠 加藤乳腺クリニック

示説６．生検・病理２ 田口 哲也 大阪大学腫瘍外科

示説７．マンモグラフィ（アナログ） 川島 博子 金沢大学放射線科

示説８．症例１ 笠原 善郎 福井県済生会病院

示説９．症例２ 横江 隆夫 渋川総合病院

示説１０．症例３ 沢井 ユカ 市立貝塚病院放射線科

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー１ 妹尾 亘明 倉敷成人病センター

ランチョンセミナー２ 覚道 健一 和歌山県立医科大学病理学第２

ランチョンセミナー３ 小山 博記 大阪府立成人病センター

ランチョンセミナー４ 遠藤登喜子 名古屋医療センター放射線科

ランチョンセミナー５ 永井 宏 向仁会永井病院
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�．参加者各位

１．受付

�受付場所：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）１０階 総合受付

�参加費：医師１０，０００円，医師以外７，０００円
�受付で参加費を納入し，ネームカードをおつけください。
会期中はネームカードを常に見やすい位置におつけください。

２．登録資格（年会費納入・入会手続き）

�発表者および共同研究者は本学会会員に限ります。未入会の方は入会手続きをお願
いいたします。

�学会総会の参加のみは非会員の方も可能です。
�２００４年度の会費納入，入会申し込みを当日会場にて受けつけます。
�入会，年会費に関するお問い合わせは下記学会事務局までお願いいたします。

日本乳癌検診学会事務局

〒２１６―８５１１ 川崎市宮前区菅生２―１６―１

聖マリアンナ医科大学 乳腺・内分泌外科内

Tel ０４４―９７７―８１１１（３２１０） Fax０４４―９７７―８２１５

�なお，所属・住所などに変更のある方は，年会費・新入会受付へお知らせ下さい。
３．抄録集

総合受付で販売いたします。（１部 １，０００円）

４．会員懇親会

１１月１日（月）１８：１５～２０：００ 第２会場

参加費：３，０００円

５．教育セミナー（Film reading）

１１月２日（火）１５：３０～１７：００（第１会場）

読影室（症例）は国際会議場１００７号室

６．マンモグラフィ相談コーナー（展示会場）

１１月１日（月）１０：００～１２：００，１３：３０～１６：３０

１１月２日（火）９：００～１２：００，１３：３０～１５：３０

マンモグラフィの読影や撮影技術に関するご質問に，講習会の講師経験豊富な先生方

にお答えいただくコーナーを設けます。日ごろの疑問や悩み事をご相談ください。

�．発表演者各位

１．口演発表について

※すべての演題が，PCプレゼンテーション（１面）のみの発表となります。

■発表時間

�シンポジウム，ワークショップ，パネルディスカッション，放射線技術セミナー

学会参加者へのお願いとお知らせ
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発表時間は，ご連絡したとおり，司会の指示に従ってください。

�一般演題
口演５分（４分で青ランプ，終了時に赤ランプとブザーでお知らせします）

討論３分です。

※時間厳守でお願いします。

■発表機材

�発表者ご自身のコンピュータをご準備ください。
�接続は，Mini D―sub１５ピン３列コネクター（通常のモニター端子）となります。ご持
参いただくコンピュータの外部モニター出力端子の形状を必ず確認し，必要な場合

は，必ず接続用の端子をご持参ください。

�バッテリー切れに備えて，必ずACアダプターをご持参ください。
■受付

�講演開始１時間前までにご自身のコンピュータをご持参の上，PCセンター（１０階ホ
ワイエ）にて動作確認を行ってください。

�万が一に備え，パックアップデータをCD－RまたはUSBフラッシュメモリーに保
存して，必ずご持参ください。

�講演開始３０分前迄に会場内最前列の次演者席で待機し，PCブースでオペレーターの
指示に従って，再度動作確認を行ってください。

■プレゼンテーション

�演台にあるマウスを操作し，各自で進めてください。
�音声の出力には対応いたしません。

２．示説発表について

■時間

�示説の掲示（第４会場）は，受付をすませて，
第１日目の１０：３０までにお願いいたします。

�討論時間になりましたら，座長の指示にて討
論を開始いたしますので，セッション開始５

分前にはポスターの前で待機してください。

�１題につき，発表時間４分，討論時間４分の
予定にしております。

セッションの進行は座長の判断でお願いいた

します。

�示説パネルの撤去は第２日目の１６：００～１７：
００の間にお願いいたします。撤去時間を過ぎ

ても放置された展示物は総会事務局にて廃棄

しますのでご了承ください。

■示説パネル

�展示スペースは幅９０cm×高さ２１０cmです。
�演題番号は総会事務局で準備いたします。

１

演題番号

２０cm

演題名
所属
氏名

２１０cm
１９０cm

９０cm
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�演題名，所属，発表者名は各自でご準備ください。
�貼付用のマジックテープは会場に準備いたします。
�マンモグラムを展示される場合は，あらかじめ会場担当者にお申し出ください。

�．座長・司会者各位

座長，司会者の方は担当セッションの開始３０分前に座長受付にお立ち寄りの上，次座長

席にお着きください。

活発な討論が行なわれますよう，お取り計らいをお願いいたします。

セッションの時間厳守にご協力をお願いいたします。
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第１４回日本乳癌検診学会総会 日程表

平成１６年１１月１日（月）

第 １ 会 場 第 ２ 会 場 第 ３ 会 場 第 ４ 会 場

８：５５
９：００

開会の挨拶

１０：３０

１１：００

１１：５０
１２：００

１２：５０
１３：００

１３：３０

１４：３０

１６：３０

１８：００

シンポジウム�
マンモグラフィの精度管
理の工夫ーより良い画像

を目指してー
司会 角田博子

鈴木隆二

一般演題・口演１，２，３

１．検診システム１
（No．１－５）

２．検診システム２
（No．６－１０）

３．検診システム３
（No．１１－１４）

一般演題・口演４，５，６

４．検診成績１
（No．１５－１９）

５．検診成績２
（No．２０－２４）

６．検診成績３
（No．２５－２８）

示説提示

特別企画
台湾における乳がん検診
の現状ー日本との技術交

流を通して－

司会 岡崎正敏

示説供覧

１．精度管理３
（P．１－４）

２．精度管理４・
検診成績４

（P．５－９）
３．検診成績５・啓発２

（P．１０－１４）
４．マンモグラフィ（デジ
タル）２・超音波

（P．１５－１９）
５．中間期癌

（P．２０－２３）

ランチョンセミナー１
弥生恵司

（司会 妹尾亘明）

評議員会 ランチョンセミナー２
市原 周

（司会 覚道健一）

総会

１４：３０

１６：１２

特別講演 寺田 央

司会 古妻嘉一

ワークショップ�
精検施設の精度管理

司会 遠藤登喜子
寺田 央

一般演題・口演７，８，９

７．マンモグラフィ（デジタル）１
（No．２９－３３）

８．精度管理１
（No．３４－３７）

９．精度管理２
（No．３８－４１）

特別教育講座
わが国の乳がん検診
の歴史と展望

司会 富永祐民

１６：３０ 討論

１７：１０

１８：３０ 全員懇親会

３３０



１１月２日（火）

第 １ 会 場 第 ２ 会 場 第 ３ 会 場 第 ４ 会 場

９：００

１１：００

１１：５０
１２：００

１２：５０
１３：００

１３：３０

１４：３０

１５：３０

１６：３０

シンポジウム�
乳がん検診の現状と課題

司会 大貫幸二
萩原 明

放射線技術セミナー
デジタルマンモグラフィ
のメリット・デメリット

司会 石栗一男
畑田俊和

１０：５２

一般演題・口演１０，１１，１２

１０．超音波検診
（No．４２－４４）

１１．自己検診・啓発１
（No．４５－４９）

１２．講習会・教育効果
（No．５０－５５）

示説供覧

６．生検・病理２
（P．２４－２７）

７．マンモグラフィ（アナログ）
（P．２８－３２）

８．症例１
（P．３３－３７）

９．症例２
（P．３８－４２）

１０．症例３
（P．４３－４６）

１３：３０ 討論

教育講演 堀田勝平

司会 大内憲明

ランチョンセミナー３
野口眞三郎

（司会 小山博記）

ランチョンセミナー４
藤田広志

（司会 遠藤登喜子）

ランチョンセミナー５
坂田壽衛

（司会 永井 宏）

会長講演 古妻嘉一

司会 森本忠興

ワークショップ�
マンモグラフィ講習会が
もたらしたもの

司会 福田 護
小山智美

１４：３０

パネルディスカッション
超音波検診の展望

－成績と精度管理
の面から－

司会 沢井清司
東野英利子

１６：２２

一般演題・口演１３，１４，１５
１３．精検施設

（No．５６－６０）
１４．乳腺外来

（No．６１－６５）
１５．生検・病理１・その
他

（No．６６－６９）

教育セミナー
フィルムリーディング

１６：３０

１７：００ 閉会の挨拶

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３３１



MEMO



プログラム



司会 角田博子（聖路加国際病院放射線科）
鈴木隆二（旭川医科大学病院放射線部）

S�－１．画質管理も考慮した医師会・読影専門医・撮影技師による読影システムの試み
羽柴 厚１），石田一樹１），小山 信１），浮田俊彦１），前川信政１），村 俊成１），

川島博子２），津川浩一郎３），三輪晃一３）

金沢市医師会１），金沢大学放射線科２），同がん局所制御学３）

S�－２．日常業務における技師個人別のポジショニング評価
大貫幸二１，２），鈴木昭彦１，２），鈴木聡長２），長谷川圭三２），大山勝彦２），石田

孝宣１，２），武田元博１，２），松野正紀２），大内憲明１，２），渋谷大助２）

東北大学腫瘍外科１），宮城県対がん協会２）

S�－３．マンモグラフィ（MMG）の精度管理の工夫――検診機関における撮影技術の精度管
理について――

黒蕨邦夫１），春木秀敏１），菅野普子２）

北海道対がん協会旭川がん検診センター放射線科１），同外科２）

S�－４．当院におけるマンモグラフィ精度管理システムの縦断的検討
堀田 浩，吉川道世，細木和典，木村和善，木村栄司

JA北海道厚生連旭川厚生病院放射線技術部門

S�－５．マンモグラムの画質向上を目的とした研修システムの試み
古妻嘉一１，２），上田美千栄１，２），中島 直１），藤井直子１），田中 宏１），小山

智美１），大竹昌子１），竹川直哉１），中山 崇１），古川順康１），寺田 央１）

マンモグラフィ画像研修センター１），古妻クリニック２）

S�－６．施設画像評価委員会の現状と再評価施設における成果
王丸明子，寺田 央，堀田勝平，岡崎正敏，遠藤登喜子，今村惠子，大

第１日目 １１月１日（月）

第１会場

プログラム

８：５５～９：００ 開会の挨拶 総会会長 古妻嘉一

シンポジウム� ９：００～１０：３０

マンモグラフィの精度管理の工夫――より良い画像を目指して――

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３３３



貫幸二，東野英利子，逸見典子，木村千明，土橋一慶，福田 護，森本

忠興

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会・施設画像評価委員会

特別企画 １０：３０～１１：５０

台湾における乳がん検診の現状――日本との技術交流を通して――

司会 岡崎正敏（福岡大学放射線科）

１．台湾との技術交流を企画して

堀田勝平（愛知県がんセンター病院放射線診断部）

２．台湾との技術交流に参加して

坂本 力（公立甲賀病院）

３．台湾における乳がん検診の現状

羅 怡菁（台北栄民総医院放射線部）

ランチョンセミナー１ １２：００～１２：５０

司会 妹尾亘明（倉敷成人病センター）

乳がん検診に役立つ乳頭異常分泌の知識

弥生恵司（市立貝塚病院）

特別講演 １３：３０～１４：３０

司会 古妻嘉一（古妻クリニック）

マンモグラフィの黎明から現在，そして未来の動向
――画像技術の深化をめざして――

寺田 央（大阪警察病院付属人間ドッククリニック）

３３４



ワークショップ� １４：３０～１６：３０

精検施設の精度管理

司会 遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）
寺田 央（大阪警察病院付属人間ドッククリニック）

W�－１．岡山県の乳癌精検施設委嘱の条件
岡�邦泰１），園尾博司１），山本泰久１），小谷秀成１），二宮忠夫２），多々納洋

子２）

岡山県医師会１），岡山県保健福祉部健康対策課２）

W�－２．福井県のマンモグラフィ検診における精検施設認定とその精度管理上の問題点につ
いて

笠原善郎，広瀬真紀，市橋 匠，木下 元，北村秀夫，城崎彦一郎

福井県外科医会

W�－３．医師会による精密検査実施医療機関指定の意義とさらなる精度向上への試み
大江信哉，沢井清司，蔭山典男，小谷達也，加藤大典，柏木知宏，冨士

原正人，藤原康典，大西 勉，梅原 誠

京都府医師会乳がん検診委員会

W�－４．愛知県下における精密検査機関の画質向上の試み
安倍哲太郎１），堀田勝平２），木村千明３），森田孝子４），丹羽多恵５），岩田広

治２），遠藤登喜子６）

名古屋大学病院放射線部１），愛知県がんセンター２），名古屋掖済会病院３），中日

病院４），名古屋大学器官調節外科５），名古屋医療センター６）

W�－５．精検施設におけるマンモグラフィ
井本厚志，大竹昌子，前田保子，蔭山典男

社会福祉法人宇治病院

W�－６．他院摘出生検症例からみた乳癌「精密検査」の実態
高橋かおる１），西村誠一郎１），多田敬一郎１），蒔田益次郎１），岩瀬拓士１），

吉本賢隆１），秋山 太２），坂元吾偉２），霞富士雄１）

癌研究会附属病院乳腺外科１），同癌研究所乳腺病理部２）

W�－７．乳腺MRI 診断の有用性に関する検討
古川潤二１），星 和栄２），千勝博子３）

国立栃木病院外科１），同病理２），独協医科大学放射線科３）

W�－８．イントラネットを活用した患者情報共有の試み――検診精度向上を目指して――
吉留克英１），仲原正明１），赤松大樹１），水谷 伸１），大山 司１），鳥 正幸１），

上島成幸１），大隈和英１），辻本正彦２），中尾量保１）

大阪警察病院外科１），同病理２）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３３５



特別教育講座 １６：３０～１８：００

わが国の乳がん検診の歴史と展望

司会 富永祐民（あいち健康科学総合センター）

わが国の乳癌検診の歴史

泉雄 勝（勝楽堂病院乳腺内分泌外科）

マンモグラフィを原則とした新たな乳がん検診指針

大内憲明（東北大学腫瘍外科）

乳がん検診の精度管理における精中委の役割の歴史と展望

森本忠興（徳島大学保健学科）

３３６



第２会場

一般演題・口演１ ９：００～９：４０

検診システム１

座長 萩原 明（神奈川県予防医学協会）

１．マンモグラフィ検診における放射線技師のカテゴリー分類の検討

矢竹秀稔，岡 薫，山本兼右，久保次男，相川隆夫，黒田知純，小山

博記

（財）大阪がん予防検診センター

２．受診歴による検診成績及び認定技師の一次チェックの参画について

勝目 洋１），大家加奈子１），酒井晴江１），久保田素子１），泉 純子２），奥川

帆麻３）

ベルクリニック１），ベルランド総合病院乳腺外科２），関西医科大学外科３）

３．当院におけるマンモグラフィ二重読影の現状

伊藤栄里子１），橋本英久１），不破武司１），水野 豊２）

JA岐阜厚生連東濃厚生病院放射線科１），同外科２）

４．技師参加型マンモグラフィレポーティングシステムについて

西出裕子，山本幸美，西高愛美，小川吉一

福井県立病院放射線室

５．マンモグラフィ検診における放射線技師一次読影スクリーニングの意義

小山智美，角田博子

聖路加国際病院

一般演題・口演２ ９：４０～１０：２０

検診システム２

座長 石田常博（高崎病院）

６．２年間隔マンモグラフィ検診の利益リスク分析

飯沼 武

放射線医学総合研究所医学物理部

７．北海道江差町における乳がん検診を例にした検診の問題点

大村東生，岡崎 稔，鈴木やすよ，岡崎 亮，渡部芳樹，三神俊彦，斉

藤慶太，九冨五郎，福井里佳，矢嶋彰子，本間敏男，平田公一

札幌医科大学第一外科，札幌乳腺外科クリニック

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３３７



８．精度管理に重点をおいた和歌山市マンモグラフィ併用検診

中山 崇，尾浦正二，谷野裕一，濱地順子，岡本 健，西奥紀子

和歌山市医師会乳がん検診精度管理委員会

９．乳癌検診へのマンモグラフィ導入初年度の成果と問題点

鎌田義彦１），金城 泉１），知念徹治１），國吉幸男１），古謝景春１），宮国孝男２），

久高 学３），興那覇圭子４）

琉球大学第二外科１），同第一外科２），那覇市立病院外科３），沖縄県総合保健協会４）

１０．MMG併用乳がん検診――郡山市における３年間の成績と今後の課題――

吉田初雄

郡山市医師会乳がん検診委員会

一般演題・口演３ １０：２０～１０：５２

検診システム３

座長 黒石哲生（名古屋公衆医学研究所）

１１．電算システム導入によるマンモグラフィ検診精度向上への取り組み

大窪英明，渡邊有美，中村好宏，山下恵子，五月女直行，伊藤 登，市

村みゆき，笹川道三

（財）栃木県保健衛生事業団

１２．乳癌検診の有効性評価における繰り返し検診の重要性――初回検診の取り扱い――

飯沼 武

放射線医学総合研究所医学物理部

１３．乳腺外来での検診目的の予約再診に関する検討

森本 健１），山本 彰２），田村一富２），山本久美夫２），鄭 則之３），洪 晶

恵４），末廣茂文４）

石切生喜病院乳腺頭頸部１），同婦人科２），鄭クリニック３），大阪市立大学第２外

科４）

１４．堺市における乳癌検診――かかりつけ医を中心としたマンモグラフィ併用検診――

松並展輝１），龍田眞行２），樋上 忍３），藤田 環３），岡原 猛３），米田紘造３），

小野晃範３），高田直樹３），石橋尚武３），武智加世２），田上玲子１）

ベルランド総合病院１），市立堺病院２），堺市医師会３）

３３８



第３会場

一般演題・口演４ ９：００～９：４０

検診成績１

座長 佐野宗明（新潟県立がんセンター）

１５．秋田県における乳がん検診の現状と今後の課題

鎌田収一，工藤 保，西成 忍，管 一徳，村田純治，小玉雅志，佐志

隆士，大山則昭，片寄喜久

秋田県乳がん検診委員会

１６．神奈川県での乳癌集団検診――２６年間の実施状況とマンモグラフィ併用検診――

山下浩二１），日置正文１），原口秀司１），織井恒安１），山下康夫１），川村 純１），

宅島美奈１），遠藤直哉１），福田 護２）

日本医科大学付属第二病院外科１），神奈川県成人病検診管理指導協議会乳癌部

会２）

１７．福知山市におけるマンモグラフィ併用乳癌検診の取り組み

下山恵司１，２），冨士原正人１，２），川上定男１，２），松本任司１，２），神谷 聡１），糸

井良仁１），佐藤重雄１），高山明子１），沢井清司３）

福知山市乳癌検診精度管理委員会１），福知山市医師会２），京都府立医科大学内

分泌・乳腺外科３）

１８．岩手県水沢市におけるMMG併用乳がん検診の現況

北村道彦１），竹花 教１），菊池 淳２）

水沢医師会乳がん検診委員会，岩手県立胆沢病院外科１），総合水沢病院外科２）

１９．山形県酒田市におけるマンモグラフィ併用乳癌検診の成績

天野吾郎１），内村文昭２），諸星保憲１），坂井庸祐２），栗谷義樹１）

酒田地区医師会乳がん検診読影委員会，市立酒田病院１），県立日本海病院２）

一般演題・口演５ ９：４０～１０：２０

検診成績２

座長 古川順康（ふるかわクリニック）

２０．千葉県における乳がん検診の実施指針作成と今後の課題

橋本秀行１，２），山本尚人２），太枝良夫２），長嶋 健２），五十嵐隆元２），秋葉則

子２）

ちば県民保健予防財団がん検診センター１），千葉県乳がん検診実施指針検討委

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３３９



員会２）

２１．河内長野市保健センターにおけるマンモグラフィ併用乳癌検診の現状と今後の課題

綿谷正弘，乾 浩己，黒田幸作，北條敏也，平井今日子

近畿大学外科

２２．西宮市マンモグラフィ検診３年間の成績，問題点と今後の展開

西田禎宏１），先田 功２），林田博人２），吉田哲也２），杉本欣也２），竹政順三

郎２）

西田クリニック１），西宮市医師会２）

２３．甲賀郡におけるマンモグラフィ併用乳がん検診の現状と市町村合併にともなう課題

寺村康史１），沖野 孝１），坂本 力２）

公立甲賀病院外科１），同放射線科２）

２４．一般病院におけるマンモグラフィ検診の検討

水野初義１），篠畑隆一１），片桐稔雄１），三村武男１），窪田智行２），加藤万事２），

三浦重人２）

総合上飯田第一病院放射線科１），同外科２）

一般演題・口演６ １０：２０～１０：５２

検診成績３

座長 光山昌珠（北九州市立医療センター）

２５．３０歳代における視触診単独とマンモグラフィ併用検診の乳癌発見率

原田成美，大貫幸二，石田孝宣，武田元博，鈴木昭彦，宇佐美伸，大内

憲明

東北大学腫瘍外科

２６．４０歳代乳癌症例のマンモグラフィ非描出率について

高間雄大，庄 達夫

おおもと病院

２７．４０歳代非触知乳癌症例の画像所見

笹 三徳１），住友いく子１），西村理砂１），真鍋優子１），森本忠興２）

とくしまブレストケアクリニック１），徳島大学保健学科２）

２８．マンモグラフィ２方向撮影の有効性の検討

森田孝子１，２），丹羽多恵１，３），黒石哲生１，４），遠藤登喜子１，５）

愛知乳がん検診研究会１），中日病院乳腺科２），名古屋大学器官調節外科３），名古

屋公衆医学研究所４），名古屋医療センター放射線科５）

３４０



ランチョンセミナー２ １２：００～１２：５０

司会 覚道健一（和歌山県立医科大学病理学第２）

乳がん検診に役立つ乳腺の病理

市原 周（名古屋医療センター研究検査科病理）

一般演題・口演７ １４：３０～１５：１０

マンモグラフィ（デジタル）１

座長 安友基勝（国立療養所東徳島病院）

２９．X線スペクトルを用いたCRマンモグラフィの検討

谷本江利子１），中島祐二１），小林保浩１），馬場なつき２），隈 浩司３）

鹿児島大学病院１），今給黎総合病院２），鹿児島市立病院３）

３０．デジタルマンモグラフィ診断用モニターの品質管理

小山智美１），加藤千香子１），森谷朋子１），佐藤絵里１），寺田正己１），小林直

樹２），山本亜希子３）

聖路加国際病院１），（株）東陽テクニカ２），GE横河メディカル（株）３）

３１．マンモグラフィのモニタ画像と増感紙フィルム系の画像における鮮鋭度の比較

堀井亜希子１），高村美穂１），檜垣亜希子２），加藤佐和子２），小寺吉�２）

名古屋大学医学系研究科１），名古屋大学保健学科２）

３２．横浜市乳がん検診におけるCRマンモグラフィのファントム画像評価

石川光雄１），福田 護２），大内幸敏３），前里美和子３），伊藤今日一３），千安

式部３），萩原 明３）

北里大学病院放射線部１），聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科２），神奈川

乳房画像研究会３）

３３．マンモグラフィにおける臨床画像の視覚評価（従来方式と５０µmCR方式の比較）
武智加世１，２），田上玲子２），松並展輝２），増田慎三２），古妻嘉一２）

市立堺病院放射線技術科１），阪南マンモグラフィ勉強会２）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３４１



一般演題・口演８ １５：１０～１５：４２

精度管理１

座長 新井敏子（社会保険群馬中央総合病院）

３４．山形県内における乳房撮影精度管理の現状――日常的・定期的品質管理――

伊藤由紀子１），鈴木 敏２）

山形大学病院放射線部１），寒河江市立病院放射線室２）

３５．群馬県内におけるマンモグラフィの現状

金子 学，新井敏子，佐藤 慶，南雲堯生，長島順子，大川浩代，角田

尚士，星野欽一郎，町田利彦，磯 昌宏，�林啓司，藤田克也，武井宏
行，反町雅也，廣川真美子，山崎広美

ぐんまマンモグラフィ向上委員会

３６．横浜市マンモグラフィ検診における施設画像標準化の試み――第４報：新画像評価基準

でのファントム画像評価（視覚評価）――

前里美和子１），竹内正代２），相ケ瀬あゆ子２），三好恭子２），久保 淳２），伊

藤今日一２），大内幸敏１），加藤善廣１），石川光雄２），萩原 明２）

聖マリアンナ医科大学病院画像診断センター１），神奈川乳房画像研究会２）

３７．当施設におけるマンモグラフィ検診車の精度管理《第１報》

飯田彰子１），岩瀬 薫１），三好恭子１），田端克恵１），萩原 明１），酒井 泰２）

（財）神奈川県予防医学協会１），東芝メディカル製造（株）２）

一般演題・口演９ １５：４２～１６：１２

精度管理２

座長 竹川直哉（大阪厚生年金病院）

３８．MinR―EVシステムの検討

馬場なつき１），小林保浩２），谷本江利子２），中島祐二２），隈 浩司３）

今給黎総合病院１），鹿児島大学病院２），鹿児島市立病院３）

３９．新しい S/Fシステムによる臨床画像評価――従来システムとの比較――

木越智子，西村 綾，山本友行，水島 隆

金沢大学病院放射線部

４０．マンモグラムの比較読影による検診精度向上の試み

市村みゆき，大窪英明，伊藤 登，笹川道三

栃木県保健衛生事業団

３４２



４１．検診マンモグラフィのMLO合格基準によるポジショニングの評価と検討

田中 勇１，２），中原博子２），赤司 薫２），野村純恵２），日高智子２），椛島しの

ぶ２），瀧村洋子２），石丸壽子２），浅尾喜美枝２），岩村晴美２），古賀実恵子２），

豊永真紀子２）

博愛会病院放射線科１），ハッピーマンマ～乳がんから女性を守る会～２）

第４会場

一般演題・示説１ １６：３０～１７：１０

精度管理３

座長 山本友行（金沢大学病院）

P１．OSL（光刺激ルミネセンス線量計）を用いた半価層―測定について

山本友行１），木越智子１），西村 綾１），能登公也１），水島 隆１），坂麻由香２），

松永哲夫３），達美奈子３），永田葉子４），小林喜子４），小林育夫５）

金沢大学病院放射線部１），石川県成人病予防センター２），石川県予防医学協会３），

ふたば乳腺クリニック４），長瀬ランダウア（株）５）

P２．積算線量計（OSL）を用いた施設におけるマンモグラフィ撮影室の環境測定

西村 綾１），木越智子１），能登公也１），山本友行１），水島 隆１），坂麻由香２），

安田優子２），坂上輝幸２），達美奈子３），松永哲夫３），永田葉子４），小林喜子４），

小林育夫５）

金沢大学病院放射線部１），石川県成人病予防センター２），石川県予防医学協会３），

ふたば乳腺クリニック４），長瀬ランダウア（株）５）

P３．積算線量計（OSL）を用いた検診車におけるマンモグラフィ撮影室の環境測定

坂麻由香１），安田優子１），坂上輝幸１），西村 綾２），木越智子２），能登公也２），

山本友行２），水島 隆２），達美奈子３），松永哲夫３），永田葉子４），小林喜子４），

小林育夫５）

石川県成人病予防センター１），金沢大学病院放射線部２），石川県予防医学協会３），

ふたば乳腺クリニック４），長瀬ランダウア（株）５）

P４．検診マンモグラフィにおける圧迫圧決定の構造について――質的研究による検討――

西村 綾１），真田 茂２），稲垣美智子２），高森美保３）

金沢大学病院１），金沢大学保健学科２），石川県立中央病院３）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３４３



一般演題・示説２ １６：３０～１７：１０

精度管理４・検診成績４

座長 久保田博文（出雲市民病院）

P５．MMGにおける乳腺濃度と癌発見率について

加藤由紀子，多田豊治

四日市社会保険病院

P６．高知県マンモグラフィ検診における撮影技術の向上への取り組み

山田陽子１），金子 昭１），厨子徳子１），安藝史典２），伊藤末喜２）

（財）高知県総合保健協会中央健診センター１），伊藤外科乳腺クリニック２）

P７．当院でのマンモグラフィ（MMG）読影の取り組み――読影システムによる撮影技師のカ

テゴリー分類の分析――

石戸忠雄，石川弘人，西川貴博

函館五稜郭病院放射線科

P８．当院におけるマンモグラフィ併用検診の現状と問題点

有賀浩子，小池秀夫，田内克典，小松 誠，河西 秀

相澤病院外科

P９．甲状腺専門病院における乳癌検診

小川尚洋１），野口靖志２），渡辺 紳１），内野眞也１），山下弘幸１），野口志郎１）

野口病院外科１），同放射線科２）

一般演題・示説３ １６：３０～１７：１０

検診成績５・啓発２

座長 田中真紀（社会保険久留米第一病院）

P１０．福井県のマンモグラフィ併用検診の成績――視触診所見との一致性について――

田中文恵，笠原善郎，山道 昇，広瀬真紀，城崎彦一郎，大滝達郎，田

中猛夫

福井県外科医会

P１１．職域検診におけるマンモグラフィ併用検診開始後２年間の成績と課題

金子 昭１），厨子徳子１），山田陽子２），安藝史典３），伊藤末喜３）

（財）高知県総合保健協会中央健診センター１），同放射線部２），伊藤外科乳腺ク

リニック３）

３４４



P１２．ホルモン補充療法中のマンモグラフィ併用乳癌検診の検討

清水哲朗，遠藤直樹，湯口 卓，九澤 豊，霜田光義，村田修一，若林

優子，本田秀美，津留明彦

氷見市民病院

P１３．当院における乳癌検診の啓蒙活動について

平野英子，加藤由紀子，多田豊治

四日市社会保険病院健康管理センター

P１４．女性専用外来における乳腺外来から浮かび上がってきたこと

栗山敦子，谷岡理恵，浅井奎子，森野友加，福益康子，揖場和子

大阪市立十三市民病院

一般演題・示説４ １６：３０～１７：１０

マンモグラフィ（デジタル）２・超音波

座長 武部晃司（たけべ乳腺クリニック）

P１５．Phase contrast mammography の有用性の検討

田中豊彦，土屋桂子，新田哲久，坂下陽子，山田 綾，上田依子，山崎

道夫，古川 顕，高橋雅士，村田喜代史

滋賀医科大学放射線科

P１６．豊胸術後乳房における Senographe２０００Dプレミアムビューの有用性

谷川奈巳１），百地佳代１），松永忠東１），難波 清２）

南青山ブレストピアクリニック１），ブレストピアなんば病院２）

P１７．日本乳腺甲状腺超音波診断会議（JABTS）要精査基準より検討した当施設における乳腺

超音波検査の現況

小笠原弘子

倉敷中央病院総合保健管理センター

P１８．乳癌検診において，超音波検査は女性技師担当が望ましいか

諏訪直子１），齋藤妙子１），丸山 勝１），内田 賢２），神谷憲太郎３），秋元公

彦１）

東京簡易保険会館健診センター１），東京慈恵会医科大学外科２），昭和大学外科３）

P１９．当センターにおける巡回乳がん検診の検討

内田雅美，廣瀬準司，川口圭衣子，宮崎弘二，小林一久

山梨県厚生連健康管理センター

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３４５



一般演題・示説５ １６：３０～１７：１０

中間期癌

座長 加藤 誠（加藤乳腺クリニック）

P２０．当センターでの中間期乳がんの検討

相川隆夫１），和田公子１），中岡 亮２），渡邊美幸２）

（財）大阪がん予防検診センター検診第２部１），同調査部２）

P２１．繰り返し検診によって発見された乳癌症例

杉田峰子，湯川佐奈美，松野俊一，山本 悟，渋谷智顕

岐北厚生病院

P２２．当院定期検診中に発見された乳癌症例の検討

西村理奈，浅黄早弓，長嶺信治，宮良球一郎，玉城信光

那覇西クリニック

P２３．原発性異時性両側乳癌症例の検討

野村 孝，森本 卓

八尾市立病院外科

３４６



第２日目 １１月２日（火）

第１会場

シンポジウム� ９：００～１１：００

乳がん検診の現状と課題

司会 大貫幸二（東北大学腫瘍外科）
萩原 明（神奈川県予防医学協会）

S�－１．大阪府におけるマンモグラフィ併用検診の現状と今後の課題
増田慎三２），古妻嘉一１），中谷守一１），松並展輝１），古川順康１），中島 直１），

竹川直哉１），本田育子１），西 敏夫１），畑埜武彦１），寺田 央１），弥生恵司１）

大阪乳がん検診研究会１），大阪医療センター外科２）

S�－２．医師会による市町村へのマンモグラフィ導入促進活動の成果と課題
沢井清司１），大江信哉１），蔭山典男１），小谷達也１），加藤大典１），柏木知宏１），

冨士原正人１），藤原康典１），大西 勉１），梅原 誠１），相津延美２）

京都府医師会乳がん検診委員会１），京都がん協会２）

S�－３．岡山県の新しい乳癌検診指針について
岡�邦泰１），山本泰久１），園尾博司１），小谷秀成１），二宮忠夫２），多々納洋

子２）

岡山県医師会１），岡山県保健福祉部健康対策課２）

S�－４．マンモグラフィ検診――私たちの取り組み
伊藤末喜１），安藝史典１），金子 昭２），山川 卓３），杉本健樹３）

伊藤外科乳腺クリニック１），高知県総合保健協会２），高知県乳がん部会３）

S�－５．医師会型マンモグラフィ併用乳癌検診における精度管理
鬼怒川博久１），大貫幸二１，２），渋谷一誠１），永井 宏１），大沢寛寿１），伊藤賢

司１），酒井信光１），宮川菊雄１），大内憲明１，２）

仙台市医師会１），東北大学腫瘍外科２）

S�－６．横浜市におけるマンモグラフィ（MMG）併用乳がん検診の現状と課題
久保内光一１），福田 護２），八十島唯一３），土井卓子４），郷地英二５），萩原

明６）

よこはま乳腺と胃腸の病院１），聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科２），横

浜市医師会３），横浜医療センター外科４），聖隷横浜病院外科５），神奈川県予防医

学協会６）

S�－７．要精検者に対する精度管理
斎藤千晴，大貫幸二，高橋久子，針生一恵，鈴木昭彦，松野正紀，大内

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３４７



憲明，渋谷大助

（財）宮城県対がん協会

S�－８．１３年間におけるMMG併用検診，乳房自己検診に対する啓発活動の取り組み
居石順子１），石橋由紀１），久米多美１），古賀富恵１），宮島麻美１），内村悦子１），

田中真紀２）

社会保険久留米第一病院健康管理センター１），同外科２）

教育講演 １１：００～１１：５０

司会 大内憲明（東北大学腫瘍外科）
デジタル画像を含む新画質基準の技術的対応

堀田勝平（愛知県がんセンター病院放射線診断部）

ランチョンセミナー３ １２：００～１２：５０

司会 小山博記（大阪府立成人病センター）

乳がん検診に役立つ乳がんのリスク診断と一次予防

野口眞三郎（大阪大学腫瘍外科）

会長講演 １３：００～１３：３０

司会 森本忠興（徳島大学保健学科）

これからの乳がん検診に望むこと

古妻嘉一（古妻クリニック）

ワークショップ� １３：３０～１５：３０

マンモグラフィ講習会がもたらしたもの

司会 福田 護（聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科）
小山智美（聖路加国際病院放射線部）

W�－１．マンモグラフィ講習会の歴史と現状
遠藤登喜子１，２），岩瀬拓士１），大貫幸二１），角田博子１），東野英利子１），古妻

嘉一１），堀田勝平１），寺田 央１），森本忠興１），大内憲明３）

精中委教育・研修委員会１），名古屋医療センター２），東北大学腫瘍外科３）

３４８



W�－２．マンモグラフィ講習会技術部門の現状と効果
新井敏子

社会保険群馬中央総合病院

W�－３．愛知県マンモグラフィ講習会が精密機関のマンモグラムの画質改善に果たす役割
丹羽多恵，森田孝子，堀田勝平，遠藤登喜子

愛知県マンモグラフィ講習会実行委員会

W�－４．京都マンモグラフィ講習会がもたらしたもの
蔭山典男，沢井清司，梅原 誠，大西 勉，柏木知宏，藤原康典，小谷

達也，冨士原正人，大江信哉，加藤大典，松井道宣

京都府医師会乳がん検診委員会

W�－５．マンモグラフィ講習会がもたらしたもの――山陰地方でのとりくみについて――
村田陽子，石黒清介，広岡保明，工藤浩史

山陰マンモグラフィ講習会実行委員会

W�－６．乳がん検診センターにおける講習会の意義と効果
橋本秀行１），佐久間洋一１），岩元興人１），関 喜隆１），立原雅子１），川上義

弘２），長嶋 健２），榊原雅裕３），宮崎 勝３）

ちば県民保健予防財団がん検診センター１），川上診療所２），千葉大学第一外科３）

W�－７．精密検査機関の医師に対するマンモグラフィ講習会の効果
櫻井 遊，大貫幸二，宇佐美伸，石田孝宣，武田元博，鈴木昭彦，大内

憲明

東北大学腫瘍外科

教育セミナー（Film Reading） １５：３０～１７：００

司会 遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）
森田 孝子（中日病院）
森谷 鈴子（名古屋医療センター研究検査科病理）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３４９



第２会場

放射線技術セミナー ９：００～１１：００

デジタルマンモグラフィのメリット・デメリット

司会 石栗一男（蓮田一心会病院）
畑田俊和（北九州市立医療センター）

放技－１．デジタルマンモグラフィ――CRでの活用法と注意点について――

穴山道子，潮見佳子，望月千種，田中志穂，上野逸男，清水正勝

慶應義塾大学病院中央放射線技術室

放技－２．当院におけるデジタルマンモグラフィの現状

日高智子１），豊永真紀子２），椛島しのぶ１）

九州がんセンター１），熊本医療センター２）

放技－３．フィルムレス環境におけるデジタルマンモグラフィのモニタ診断

秋田富二代

県立静岡がんセンター画像診断科

放技－４．Senographe２０００Dの FSMと比較したメリット・デメリット

田中 宏１），尾形智幸１），小林 剛１），堀江好一１），石栗一男１），二宮 淳２），

武井寛幸２），菅又徳孝３）

埼玉乳房画像研究会１），埼玉県立がんセンター乳腺外科２），菅又クリニック３）

放技－５．デジタルマンモグラフィ併用乳癌検診の精度

鈴木昭彦１），大貫幸二１），石田孝宣１），武田元博１），石橋忠司２），山田隆之２），

渋谷一誠３），鬼怒川博久３），大内憲明１）

東北大学腫瘍外科１），同量子診断学２），仙台市医師会３）

放技－６．デジタルマンモグラフィのモニター読影の経験

角田博子，負門克典，菊池真理，小山智美，河内伸江

聖路加国際病院放射線科

ランチョンセミナー４ １２：００～１２：５０

司会 遠藤登喜子（名古屋医療センター放射線科）

乳がん検診に役立つCADの現状と将来――欧米と日本の比較――

藤田広志（岐阜大学大学院知能イメージ情報分野）

３５０



パネルディスカッション １４：３０～１６：３０

超音波検診の展望――成績と精度管理の面から――

司会 沢井 清司（京都府立医科大学内分泌・乳腺外科）
東野英利子（筑波大学放射線科）

PD－１．栃木県における超音波とマンモグラフィ併用乳癌検診システムについて

森久保寛１），市村みゆき２）

珪肺労災病院１），栃木県保健衛生事業団２）

PD－２．千葉県における超音波検診の精度管理

橋本秀行１），梶原崇恵１），早田篤子１），簗瀬由美子１），榊 朋子１），渡邉美

香１），大下あけみ１），鈴木圭子１），立花美津子１），小出優子１），大木洋子１），

川上義弘２）

ちば県民保健予防財団がん検診センター１），川上診療所２）

PD－３．５０歳未満の女性に対する超音波併用検診の成績と精度管理の問題点

四方美実１），小林さえ子１），宇野小巻１），阪口晃一１），沢井清司２），蔭山典

男２），大江信哉２）

京都がん協会１），京都府医師会乳がん検診委員会２）

PD－４．超音波による乳癌検診の現状と展望

三原修一，秋月美和

日本赤十字社熊本健康管理センター

PD－５．３０歳代後半から４０歳代女性にたいする超音波を用いた乳癌検診の有用性

柄松章司，伊藤和子

トヨタ記念病院乳腺内分泌外科

PD－６．当院健診センターにおける乳腺超音波検査併用乳癌検診の検討

濱田栄作１），荻野信夫１），道清 勉１），長谷川順一１），小島澄恵２），宮坂昌

世２）

大阪府済生会富田林病院外科１），同検査科２）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３５１



第３会場

一般演題・口演１０ ９：００～９：２４

超音波検診

座長 松原 馨（東京慈恵会医科大学青戸病院）

４２．山梨県厚生連健康管理センターにおける乳癌巡回検診の現状

井上慎吾１，２），内田雅美２），國友和善１）

山梨大学第１外科１），山梨県厚生連健康管理センター２）

４３．施設検診としてのマンモグラフィ，超音波併用の有用性

照尾優穂１），岡崎 稔１），岡崎 亮１），渡部芳樹１），北千賀子１），山岸妃早

代１），岩崎 愛１），鈴木やすよ２），大村東生２），平田公一２）

札幌乳腺外科クリニック１），札幌医科大学第一外科２）

４４．超音波ファントムを用いた諸施設の乳房超音波装置の評価

桜井正児１），福田 護２），今村惠子３），緒方晴樹２），太田智彦２），辻本文雄１），

中島康雄３），遠藤登喜子４），森田孝子５）

聖マリアンナ医科大学病院超音波センター１），聖マリアンナ医科大学乳腺・内

分泌外科２），同放射線医学教室３），名古屋医療センター放射線科４），中日病院乳

腺科５）

一般演題・口演１１ ９：２４～１０：０４

自己検診・啓発１

座長 阿部恭子（川上診療所乳腺甲状腺クリニック）

４５．当院における乳癌症例の発見動機および検診期間の検討

安藝史典，伊藤末喜

伊藤外科乳腺クリニック

４６．福岡での乳癌啓発活動への取り組み

田中千晶１，２），大野真司２），徳永えり子２），高木博美２），田中 勇２），宮原典

子２）

福岡大学筑紫病院外科１），ハッピーマンマ２）

４７．当院における女性職員の乳がん検診に対する意識

鈴木久美１），脇田和幸２），小酒義己３）

淀川キリスト教病院ブレストケアチーム（看護部１），外科２），放射線科３））

４８．当施設職員のマンモグラフィ併用検診への意識調査について

３５２



比嘉淳子

豊見城中央病院外科

４９．当医療法人職員乳癌検診におけるマンモグラフィ併用検診導入の効果

白岩美咲１），山代 寛２），遠藤財範２），広岡保明３），小松めぐみ４），石原節

子４），竹田芳弘５），金澤 右４）

落合病院放射線科１），同外科２），鳥取大学外科３），岡山大学放射線科４），同保健

学科５）

一般演題・口演１２ １０：０４～１０：５２

講習会・教育効果

座長 園尾博司（川崎医科大学乳腺甲状腺外科）

５０．マンモグラフィ講習会がもたらしたもの

久保田博文，吉川和明

島根県成人病検診管理指導協議会乳がん部会

５１．マンモグラフィ読影講習会に対する事前講習・自己学習の効果

横江隆夫，石田常博，飯野佑一，木村盛彦，佐藤 仁，宮石和夫，八木

茂，佐藤和徳，家坂利清，須藤英仁

群馬県マンモグラフィ読影講習会実行委員会

５２．地域開催型ミニマンモグラフィ勉強会の意義について――読影実験を通して――

松並展輝４），古妻嘉一１），龍田眞行２），中山貴寛２），武智加世２），橋口順子２），

西 敏夫３），沢井ユカ２），木田彰雄４），田上玲子４），増田慎三５），篠原範充６）

阪南マンモグラフィ勉強会（古妻クリニック１），市立堺病院２），貝塚市民病院３），

ベルランド総合病院４），大阪医療センター５）），岐阜大学６）

５３．マンモグラフィ講習会後の画質の改善に関する追跡調査

藤井直子１），中島 直２），竹川直哉１），本田育子３），寺田 央４），古妻嘉一５）

大阪乳がん検診研究会（大阪厚生年金病院１），大阪府立成人病センター２），大阪

大学病院３），大阪警察病院付属人間ドッククリニック４），古妻クリニック５））

５４．マンモグラフィ講習会後の当院での現状

山�博美１），松村杏奈１），原澤秀一１），奥泉敬二１），萩原 健１），町田 充１），

内田信之２），塩島正之２），笹本 肇２），小林 力２）

原町赤十字病院放射線科部１），同外科２）

５５．マンモグラフィ講習会――医師・技師合同講習会――の効果

古川順康１，２），古妻嘉一１），中谷守一１），増田慎三１），松並展輝１），本田育子１），

竹川直哉１），中島 直１），寺田 央４），弥生恵司１），遠藤登喜子３）

大阪乳がん検診研究会１），ふるかわクリニック２），精中委３）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３５３



ランチョンセミナー５ １２：００～１２：５０

司会 永井 宏（向仁会永井病院）

乳がん検診に役立つ乳房の生理学

坂田壽衛（社会保険横浜中央病院）

一般演題・口演１３ １４：３０～１５：１０

精検施設

座長 須田 嵩（済生会横浜市南部病院）

５６．精検施設との連携の重要性と精検施設のあり方

森島 勇１），角田博子２），東野英利子３），鯨岡結賀４），太田代紀子５），植木

浜一６），田枝督教６），村上 穆７）

筑波メディカルセンター病院１），聖路加国際病院２），筑波大学３），筑波記念病院４），

おおたしろクリニック５），水戸医療センター６），茨城県総合健診協会７）

５７．大阪府下公立病院における乳がん精検施設の現状と今後の課題

矢尾典子１），武智加世２）

市立豊中病院１），大阪府下公立病院放射線技師会研究委員会２）

５８．西宮市マンモグラフィ併用検診における精検施設の精度管理

先田 功１），吉田哲也１），西田禎宏２），林田博人２），平井健清２），杉本欣也２），

竹政順三郎２），藤本高義１）

兵庫県立西宮病院外科１），西宮市医師会２）

５９．初診受診者の動向からみた乳癌精密検査施設の在り方について

増岡秀次１），臼田典子１），吉田佳代１），桜井美紀１），白井秀明１），下川原出１），

浅石和昭１），森 満２），野村直弘３）

札幌ことに乳腺クリニック１），札幌医科大学公衆衛生２），北広島病院３）

６０．乳房超音波検査の２次精検先現況について

北中優子，堀本葉子，長尾顕一，坂下智子，久保満明

住友生命総合健診システム

一般演題・口演１４ １５：１０～１５：５０

乳腺外来

座長 土橋一慶（千川産婦人科医院）

３５４



６１．乳腺外来受診者における乳癌意識調査結果

佐久間浩１），十蔵寺新２），徳留なほみ３），秋山 太３），坂元吾偉３），霞富士

雄１）

癌研究会附属病院１），東府中病院２），癌研究会癌研究所３）

６２．産婦人科診療内における乳房検診の実情

井尾裕子１），飯野好明１），島香恵子１），神戸 仁２），土橋一慶３）

井上レディスクリニック１），神戸産婦人科医院２），千川産婦人科医院３）

６３．地域の乳癌検診を担うクリニックの役割

東 純子，竹田 靖

竹田クリニック

６４．乳腺クリニックでのセカンドオピニオンを求める診断不確定期の患者が抱える疑問およ

び心理的不安や不満

阿部恭子１，３），橋本秀行２），宮内 充３），川上義弘１）

川上診療所１），ちば県民保健予防財団がん検診センター２），ブレストサービス３）

６５．産婦人科外来依頼のマンモグラフィ検査による乳癌発見成績

沢井ユカ１），金光直子１），西 敏夫２），長松正章３），弥生恵司２）

市立貝塚病院放射線科１），同外科２），同産婦人科３）

一般演題・口演１５ １５：５０～１６：２２

生検・病理１・その他

座長 岩瀬拓士（癌研究会附属病院乳腺外科）

６６．Paget 病の発見におけるマンモグラフィの役割についての検討

森 美樹１），高橋かおる１），西村誠一郎１），多田敬一郎１），蒔田益次郎１），

吉本賢隆１），岩瀬拓士１），秋山 太２），坂元吾偉２），霞富士雄１）

癌研究会附属病院乳腺外科１），同癌研究所乳腺病理部２）

６７．検診マンモグラフィCategory ３石灰化に対する生検結果の検討

松浦 仁，井野裕代，稲葉將陽，吉田 明，麻賀太郎

神奈川県立がんセンター乳腺甲状腺外科

６８．乳腺 core needle biopsy 診断難渋例における画像診断の有効性

二宮 淳１），黒住昌史２），武井寛幸１），堀井吉雄１），末益公人１）

埼玉県立がんセンター乳腺外科１），同病理科２）

６９．行政職員における乳房健康とマンモグラフィ併用乳癌検診への関心度調査報告

中谷守一

大阪市福島区保健福祉センター・大阪市健康福祉局

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３５５



第４会場

一般演題・示説６ １３：３０～１４：３０

生検・病理２

座長 田口哲也（大阪大学腫瘍外科）

２４．マンモトーム生検における当科の外来システム

清澤美乃１），工藤 保２）

中通総合病院乳腺内分泌外科１），あきた乳腺クリニック２）

２５．ステレオガイド下マンモトーム生検の手順と刺乳方向の検討

高嶋優子，瀧田次雄，斎藤弘巳，三坂武温

（財）東京都保健医療公社東京都多摩がん検診センター

２６．非触知石灰化病変に対するマンモグラフィ・ステレオガイド下生検の経験

杉本健樹１），岡林雄大１），甫喜本憲弘１），荒木京二郎１），坪�英治２），末廣

史恵２），中内 優２）

高知大学腫瘍局所制御学１），高知検診クリニック２）

２７．微細石灰化病変に対しUS下で行う core needle biopsy の検討

田中 宏１），二宮 淳２），堀井吉雄２），上村万里２），武井寛幸２），末益公人２），

黒住昌史３），石栗一男４）

埼玉県立がんセンター放射線技術部１），同乳腺外科２），同病理科３），蓮田一心会

病院放射線技術部４）

一般演題・示説７ １３：３０～１４：３０

マンモグラフィ（アナログ）

座長 川島博子（金沢大学放射線科）

２８．マンモグラフィ検診における局所的非対称陰影（FAD）に関する検討

鯨岡結賀１），東野英利子２），角田博子３），森島 勇４），植木浜一５），田枝督

教５），太田代紀子６），村上 穆７）

筑波記念病院１），筑波大学２），聖路加国際病院３），筑波メディカルセンター病院４），

水戸医療センター５），おおたしろクリニック６），茨城県総合健診協会７）

２９．SMGにてカテゴリー３となった症例の経過

平田 哲１），黒蕨邦夫３），春木秀敏３），菅野普子３），大塚 忍３），笹嶋唯博２）

旭川医科大学病院手術部１），同第一外科２），旭川がん検診センター３）

３５６



３０．マンモグラフィ併用乳癌検診において特異度向上をめざしたFADの検討

西原徳光，浦上育典，大歳雅洋

姫路市医師会集検乳房委員会

３１．マンモグラフィ併用検診で要精査となった石灰化の精検結果の検討

阿部宣子１），田内純子１），宮本博之１），後藤守孝１），丹治芳郎２），石飛真人２），

上田さつき２），野口眞三郎２）

医療法人大道会帝国ホテルクリニック１），大阪大学腫瘍外科２）

３２．マンモグラフィで局所的非対称陰影を呈した乳癌症例の病理学的検討

三好和也１），有廣光司２）

福山医療センター外科１），広島大学病院病理部２）

一般演題・示説８ １３：３０～１４：３０

症例１

座長 笠原善郎（福井県済生会病院）

３３．マンモグラフィ発見の非触知乳癌のマンモグラフィ所見と病理所見との対比

大住省三１），高嶋成光１），西村理恵子２），青儀健二郎１）

四国がんセンター外科１），同病理２）

３４．広範囲な進展を示した浸潤性小葉癌の一例

大隈和英１），吉留克英１），仲原正明１），赤松大樹１），水谷 伸１），大山 司１），

鳥 正幸１），上島成幸１），辻本正彦２），中尾量保１）

大阪警察病院外科１），同病理２）

３５．浸潤性小葉癌のマンモグラフィ所見の検討

鯉淵幸生１），堀口 淳１），飯島耕太郎１），吉田 崇１），菊地真美１），高他大

輔１），井原則之１），長岡りん１），六反田奈和１），佐藤亜矢子１），飯野佑一２），

森下靖雄１）

群馬大学臓器病態外科１），同救急医学２）

３６．大阪市と１市中病院の乳癌検診におけるマンモグラフィ

今分 茂１），高出昌子１），古原正之１），藤田修弘１），野崎俊一１），吉留克英２），

仲原正明２），中尾量保２），辻本正彦３）

外科野崎病院１），大阪警察病院外科２），同病理３）

３７．マンモトーム生検で癌細胞を伴わない壊死型石灰化を認めた乳癌の１例

徳留なほみ１），高橋かおる２），秋山 太１），堀井理絵１），芳賀駿介３），坂元

吾偉１），霞富士雄２）

癌研究会癌研究所乳腺病理部１），癌研究会附属病院乳腺外科２），東京女子医科

大学附属第二病院検査科３）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３５７



一般演題・示説９ １３：３０～１４：３０

症例２

座長 横江隆夫（渋川総合病院）

３８．マンモグラフィ読影に注意を要すると思われた一側多発乳癌の１例

高他大輔１），堀口 淳１），鯉淵幸生１），飯島耕太郎１），吉田 崇１），長岡り

ん１），飯野佑一２），森下靖雄１）

群馬大学第２外科１），同救急医学２）

３９．マンモグラフィ上線維腺腫の腫瘤陰影と distortion を合併した乳癌の１例

六反田奈和１），堀口 淳１），鯉淵幸生１），吉田 崇１），飯島耕太郎１），菊地

麻美１），高他大輔１），長岡りん１），井原則之１），佐藤亜矢子１），飯野佑一２），

森下靖雄１）

群馬大学臓器病態外科１），同救急医学２）

４０．CT下乳腺針生検が有用であった２症例の検討

窪田智行，加藤万事，三浦重人，雄谷純子，飯田有二，青山吉位

総合上飯田第一病院外科

４１．乳頭異常分泌に対するMRI の有用性についての検討

徳田由紀子１），増田慎三２），藤田由佳１），吉田 謙１），酒井美緒１），油谷健

司１），崔 秀美１），細木拓野１），多根井智紀２），竹田雅司３），真能正幸３），辻

仲利政２）

大阪医療センター放射線科１），同外科２），同臨床検査科３）

４２．当院の乳頭異常分泌症例における超音波所見と病理像の比較

多根井智紀１），増田慎三１），徳田由紀子２），竹田雅司３），真能正幸３），辻仲

利政１）

大阪医療センター外科１），同放射線科２），同臨床検査科３）

一般演題・示説１０ １３：３０～１４：３０

症例３

座長 沢井ユカ（市立貝塚病院放射線科）

４３．他臓器転移が発見契機となった非触知乳癌の一例

西 敏夫，弥生恵司，五福淳二，柳生俊夫，川崎勝弘

市立貝塚病院外科

４４．超音波検診を契機に発見された両側乳癌の１例

宮出喜生１），清水康廣１），大谷真二１），杉山 悟１），檜垣健二２）

３５８



広島逓信病院外科１），広島市民病院外科２）

４５．浸潤性乳管癌と併存した類上皮血管内皮腫の一例

高木幸恵，平田 哲，鬼柳かおり，松本和宏，寺山裕嗣，橋本道紀，斉

藤孝成

東旭川病院放射線科，同外科，同検査科，旭川医科大学病院手術部

４６．マンモグラフィ検診カテゴリー３で，悪性との鑑別に苦慮した乳腺症の１例

伊藤隆康１），福島和久１），黒木祥司２），久保 真３），井上崇弘２）

医療法人藤杏会伊藤医院１），九州大学臨床・腫瘍外科２），同腫瘍制御３）

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３５９



第１４回日本乳癌検診学会総会 協賛企業 一覧

第１４回総会の開催にあたり下記の各位にご協賛を頂きました。今後も，日本の乳がん検

診の推進にご理解とご協力下さいますようお願いしますとともに，ここに厚く御礼申し上

げます。

アストラゼネカ株式会社

アベンティスファーマ株式会社

エーザイ株式会社

大塚製薬株式会社

協栄メディカルサービス

コダック株式会社

コニカミノルタエムジー株式会社

株式会社島津製作所関西支社

GE横河メディカルシステム株式会社

シーメンス旭メディテック株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

シーマン株式会社

塩野義製薬株式会社

株式会社島津製作所

住友ゴム工業株式会社

大鵬薬品工業株式会社

武田薬品工業株式会社

中外製薬株式会社

都筑電気株式会社

株式会社ツムラ

東芝メディカルシステムズ株式会社

東洋メディック株式会社

株式会社東陽テクニカ

日本シエーリング株式会社

日本メジフィジックス株式会社

日本化薬株式会社

株式会社日立メディコ

ファイザー株式会社

富士フイルムメディカル株式会社

ブリストル・マイヤーズ株式会社

株式会社メディコン

ユコー株式会社

株式会社青木メタル

西岡会計事務所

金井産婦人科

中島レディースクリニック

中山レディースクリニック

藤原産婦人科

東医院

高槻マンモグラフィ講習会実行委員会

大阪大学医学部第２外科同窓会

神戸大学医学部４３同窓会

大阪乳がん検診研究会

（平成１６年９月１５日現在）
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会長講演

これからの乳がん検診に望むこと

古妻クリニック

古妻 嘉一

近年のわが国における乳がん死亡の増加に歯止めを，と叫ばれ出してもう随分年数が経

つが，死亡増加の傾向は強まるばかりである。乳がん死亡の減少には，１）質のよいマン

モグラフィ検診，２）高い受診率，の二つが必須である。このどちらが欠けても乳がん死

亡を減らすことは出来ない。

大阪府においては，平成１３年度の乳がん検診の受診率は８．３％で，平成１４年度は８．６％（全

国１２．４％）であった。マンモグラフィ導入は，４４市町村のうち，平成１３年度は１１市町村，

平成１４年度には１７市町村と増加したにもかかわらず，マンモグラフィ検診の受診率は，両

年度ともに０．３％（全国２．１％）でしかなく，全国での乳がん検診受診率，マンモグラフィ検

診受診率に比べて，はるかに劣っている。また平成１３年度の発見乳がん３８３人のうち，腫

瘤自覚有りが４９．６％，腫瘤自覚の有無不明が３０．５％もいるということは，検診の質の悪さ

をあらわしている。マンモグラフィ検診を実施する自治体がさらに増加してはいるもの

の，同一年代の受診者においてマンモグラフィ併用と視・触診単独の検診とが混在し，そ

の上マンモグラフィ検診の受診率が極めて低いようでは，大阪府での乳がん死亡の減少を

期待することは出来ない。

何故この様な状況になったのだろうか？ 私たち検診する側は，「検診を受ける受診者

の立場に立った乳がん検診とはどういうものであるのか？」ということを，もう一度考え

直さねばならない時期に来ている。

現時点では，乳がんの罹患を減少させることが出来ないとされているが，乳がん死亡が

減少している欧米では，乳がんの罹患は減っていないものの，１９９０年代はじめの頃よりは，

罹患の増加率のカーブは緩やかになってきている。日本でも，二次予防に力を入れつつ，

乳がんの一次予防にも力を注がなければ，本当に乳がんの死亡を減少させることは不可能

であろう。

検診する側と，検診を受ける側とが，今の状況を深く受け止め，両者が緊密に連携して，

これからの乳がん検診に取り組まないと，日本自体の国としての未来がないということ

を，今，改めて認識すべき時期にきていると思われる。

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３６１



X線画像とは何か，と問われて即座に答えることは難しい。それは情報キャリアとして

の X線そのものの物理的な性質が複雑であり，その X線と被写体としての乳房組織との

生理学的，物理的な相互作用の関係が複雑であるからである。

乳房の X線画像診断は１８９５年に X線が発見され，時を経ずして Salomonによって始め

られてからすでに８０年になる。しかし，今もって乳房の画像診断の難しさは変わっていな

い。過去の画像診断の歴史をふりかえってみても，外科医，放射線科医，病理医，そして

放射線技師のチームアプローチが画像診断の向上には不可欠である。良い画像から良い診

断が生まれる。出力画像に対して“診断に役立つ X線画像とは何か”という問いかけに

対して良い画像をえることを日常の業としている者にとって，深化をめざしてきた画像技

術の沿革を振り返ってみることも，あながち無駄ではないだろう。

マンモグラフィはその歴史的な発展段階の過程で３つの大きな技術的進歩があった。

第一はMo（モリブデン）ターゲット X線管とMoフィルタの組み合わせによるシステム

の発明である。乳房の X線画像の良否は，乳腺内に認められる石灰化像の識別度，腫瘤

辺縁の不規則性の描出能のみでなく，濃淡の違いなどによって決まる。しかし，乳房は被

写体（線）コントラストが低いため充分な像コントラストを得るのが難しい。これを解決す

る方法として，X線スペクトルの低エネルギー領域に着目した，Moターゲット X線管と

Moフィルタを組み合わせる方法である。このシステムの発明がなければ，今日の高品質

の画像が得られなかったであろうし，画像診断の精度向上はなかったであろうと思われる。

第二は受光系の改善である。初期のノンスクリーンの時代から１９７２年の片面スクリーン

／フィルム（真空パック方式）で感度は一挙に２０倍になった。その間，アモルファスセレン（a

―Se）を検出器とするゼロラジオグラフィが一時期普及した。その後も，画質の維持と線

量低減を目的とした感光材料の開発努力が続けられ，片面希土類増感紙の開発によって更

に感度とコントラストが向上した。今や感度は初期の５０倍以上，コントラストは３倍と飛

躍的に向上した。

第三は乳房 X線画像のデジタル化である。X線 CT（１９７２年）で開花した X線画像のデ

ジタル化は DFから DSA，CR，MRIを経て PACSへと大きく前進したが，このデジタル

化の潮流のなかでマンモグラフィの画像のみが取り残されてきた。しかし，近年コンピュ

ータ，半導体技術の発達によりフルデジタル化が可能となった。しかも，これまでデジタ

ルマンモグラフィといえば CRが主流であったが，最近では FPD（flat panel detector）によ

るデジタルマンモグラフィが実用化され，すでにデジタルシステムを搭載した検診車によ

るマンモグラフィ検診も実施され，CADを利用した読影も進んでいる。今後はデジタル

化による診断精度を高めるための画質を含めたシステム全体の精度管理を進めていく必要

がある。

特別講演

マンモグラフィの黎明から現在，そして未来の動向
――画像技術の深化をめざして――

大阪警察病院付属人間ドッククリニック

寺田 央
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教育講演

デジタル画像を含む新画質基準の技術的対応

愛知県がんセンター病院放射線診断部

堀田 勝平

マンモグラフィ検診および診療には，良いマンモグラムを確保することが重要である。

撮影装置が仕様基準にあっていても，その使い方や現像条件によって，実は思いがけない

画質であることも珍しくない。そこで，NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員

会（精中委）は，施設画像評価委員会が作成した基準をもとに，２００１年６月より継続的に良

い画質を得るためのマンモグラフィ施設の画像および線量評価を行ってきた。また，２００４

年４月１日よりデジタルシステム画像を含めた新画像基準での評価を行っている。

ここでは，

�新画像評価基準の解説
・新画像評価基準は，従来の基準を一部改訂し，アナログ，デジタル両システムとも

同一の評価基準で審査を行う。

・主な改訂は，コントラスト，アーチファクト，撮影条件の明記。

�施設画像評価の結果と問題点
・基準に達しない画像の原因（現像処理，スクリーン／フィルムシステムと現像処理系

の組み合わせ，撮影条件，ポジショニング）と技術的な対応。

�デジタルシステムの新画像評価基準への技術的対応
・アナログとデジタルシステムの相違点。

・デジタルシステムの画像処理と線量。

・デジタルシステムが新画像評価基準に合格する条件。

�品質管理の実施項目と記録
・本年６月から３年ごとの更新時には，品質管理の記録を３ヶ月分提出し審査。

・実際には精度管理マニュアルに記載してある品質管理項目をすべて実施している施

設は少ない。

・乳房撮影精度管理マニュアルに則した品質保証プログラムを作成し，品質管理を実

施する。

・品質管理についての記録と保存が必要。

の４項目について，現状と問題点を含めながら技術的な対応について報告する。

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：３６３



頭書のテーマについては，すでに第１０回（仙台）の本学会総会において記念講演として詳

述したので，内容の重複する部分も多いが，これまでのわが国の乳癌検診の歴史の概要を

述べる。

わが国の癌検診は，昭和３５年（１９６０年）頃に胃癌，子宮癌を対象に始まったとされるが，

乳癌についてはそれより５年遅れの昭和４０年（１９６５年）前後からと考えられている。しかし

実際はその少し前に小規模ではあるが，地方の小地区における検診活動が報告されてい

る。そこで今日までの約４５年間のわが国の乳癌検診の歩みを，その内容や充実度とそれを

支えた背景組織などからみて，次の３つの時期に分けることができる。

すなわち，１）黎明期―地区別・個別グループの時代（１９６１～１９７４），２）日本対ガン協会

・乳癌研究会の時代（１９７５～１９９０），３）日本乳癌検診学会の時代（１９９１～）である。

まず最初の１）黎明期では，全国数ケ所の小地区で診療施設中心の検診が始められ，そ

のあと昭和４０年（１９６５年）頃から地方自治体と大学外科教室との共同企画という形の計画的

活動が始まる。この計画の施行地域が拡大するとともに，日本対ガン協会と乳癌研究会に

よる後方支援を得て２）の時期に入り，次第にその枠が全国的な広がりをみせ，「乳癌集検

シンポジウム」という年１回の集会も持たれるようになる。さらにその頃の老人保健法へ

の予算組入れ，厚生省がん研究助成・研究班（富永班）による疫学的解析も加わって，科学

的根拠に基づく社会医学活動の形態を備えてきた。そしてそれらの諸要因の熟成とともに

３）の時代へと進み，平成３年（１９９１年）の日本乳癌検診学会の誕生，第１回総会の開催（横

浜）に結び付く。その後１４年の経過を経て，毎年の学会活動，機関誌発行は勿論のこと，

各種委員会の活動に基づく社会医学的啓蒙・広報活動も行われている。それらの中でも「精

度管理中央委員会：精中委」を中心とする全国レベルの乳癌検診の精度の向上を目指す諸

活動はこの数年目覚ましいものがある。

特別教育講座：わが国の乳がん検診の歴史と展望

わが国の乳癌検診の歴史

勝楽堂病院乳腺内分泌外科

泉雄 勝
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マンモグラフィによる乳がん検診は，１９６０年代後半から無作為化割付比較対照試験

（RCT）等，科学的根拠に基づく検証が多く実施されて，現在，国際的標準となっている。

しかし，わが国では，視触診による検診が，有効性の検証がないまま，長く実施されてき

た。２０００年に５０歳以上に対してマンモグラフィを併用することが示されたが，４年が経過

した現在もマンモグラフィの導入は全国自治体の約半数に留まっている。このような経緯

を踏まえて，２００３年１２月，厚生労働省に「がん検診検討会」が設置され，特に乳がん検診

のあり方について審議された。本教育講座では，新しい乳がん検診指針（ガイドライン）作

成の経緯と今後の展望について概説する。

１９８９年からの宮城トライアル等を受けて，１９９５年度から厚生省がん研究助成金による研

究班が組織されていった。費用効果分析，リスク効果分析などとともに，マンモグラフィ

検診実施体制を含めて広範な研究が行われた。これらの研究過程で，撮影施設，読影と撮

影に関する教育プログラムの開発および地域実情に対応した検診システムが開発さ

れ，２０００年度からのわが国におけるマンモグラフィ併用検診の実現に貢献した。しかし，

この時点では対象者は５０歳以上とされ，５０歳未満についての課題は残されたままであっ

た。

その後，４０歳代を対象としたデータが蓄積され，５０歳代以上と同程度の効果が期待され

ることが示唆されたことから，２００１年の厚生労働省「新たながん検診手法の有効性評価」

報告書では，４０歳代に対してマンモグラフィ導入を検討すべきであるとされた。

一方，地域がん登録に基づいた乳がん罹患率は１９９４年に初めて第１位となり，最新の年

齢調整乳がん罹患率は４６．４人（１９９９年推計値）となっている。年齢階級別に見ると，乳がん

罹患率のピークは４５～４９歳の１２８．７であり，わが国で乳がん死亡リスクを減少させるに

は，４０歳代に精度の高い検診を導入することが，最も効率的であることが判る。このよう

な歴史的背景の下に，今回，がん検診の見直しが図られ，乳がん検診については，マンモ

グラフィを原則として実施することとする，中間報告書が取り纏められた。

今後，精度の高いマンモグラフィ検診の全国的普及と，受診率の向上が最大の課題とな

る。さらに，がん登録の活用等によりマンモグラフィ検診の有効性を検証することが求め

られる。

特別教育講座：わが国の乳がん検診の歴史と展望

マンモグラフィを原則とした新たな乳がん検診指針

東北大学大学院医学系研究科腫瘍外科

大内 憲明
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マンモグラフィ検診精度管理中央委員会（精中委）は，厚生省（現厚生労働省）大内班で検

討されたマンモグラフィ検診の精度管理システムであり，検診の精度管理について検討

し，その管理運営を行うことを目的とし，平成９年１１月，日本乳癌検診学会理事会におい

てその設置が決定された。精中委の構成は，日本乳癌検診学会が中心となり，関連７学会

（現在は学会統合により６学会）から推薦された委員より成り立っている。本精中委には教

育・研修委員会と施設・画像評価委員会の二つの小委員会が設置されている。教育・研修

委員会は，医師・技師に対して診断精度を一定に保つための教育研修を目的にマンモグラ

フィ講習会を開催し，医師にはマンモグラム読影試験，診療放射線技師には読影試験と筆

記試験を行い，一定の基準に従ってA～Dの４段階評価を行い，試験成績認定証を発行

している。また施設・画像評価委員会では，書類審査，画像評価（ファントム画像および

臨床画像），線量評価から，同様にA～Dの施設・画像評価を行っている。その結果，評

価基準に合格した施設には施設画像認定証を発行している。B評価以上の医師名，診療放

射線技師名および施設名については，本人承諾後に精中委のホームページ（http : //www.

mammography.jp/）で都道府県別に公開されている。

本精中委は，マンモグラフィ検診における精度管理の重要性が認められ，厚労省指針（老

健第６５号や老老発第０４２７００１号通達）で，その位置付けがなされている。検診精度管理シス

テムとしては，他臓器がん検診にはまったく見られないもので，わが国で初めてのシステ

ムである。本年６月には，精中委は社会的な認知獲得のためにNPO法人格を取得したが，

各自治体の成人病検診管理指導協議会乳がん部会における「精度管理委員会」との連携も

重要であり，さらに飛躍・発展をしたいと考えている。

さて，乳癌検診の目的は，乳癌死亡の減少にある。その成果は，欧米のマンモグラフィ

検診トライアルや統計で証明されている。欧米では，過去１０年間に乳癌罹患率は増加して

いるが，乳癌死亡率は２０～３０％減少している。この理由は，マンモグラフィ検診の普及（受

診率６０～７０％以上）による早期乳癌の増加によること，乳癌術後補助療法をはじめとする

治療法の進歩にある。まだわが国のマンモグラフィ検診は途についたばかりで，その受診

率は２～３％とみられる。マンモグラフィ検診には，良いマンモグラムで，高精度の読影

を行うことが必須条件であり，今後，マンモグラフィ検診の普及により，日本においても

乳癌死亡の減少の報告がみられることを期待したい。

特別教育講座：わが国の乳がん検診の歴史と展望

乳がん検診の精度管理における精中委の役割の歴史と展望

徳島大学医学部保健学科

森本 忠興
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乳癌は，台湾人女性の悪性腫瘍の第二位となります。年間の罹患者数は４，５００人以上で，

それによる死亡者数は１，２００人以上にものぼっています。それに，平均の死亡年齢は年々

に低下する傾向を続けています。ここ数年，多くの女性の有名人が乳癌にかかったニュー

スをよく報道されましたので，乳癌は注意されるようになりました。

台湾の衛生機関である行政院衛生署（日本の厚生労働省にあたる）はこの事情に注意し始

めて，２００２年からは女性の健康を守るため，積極的に乳がん検診を促進し始めました。主

に５０―６９歳の女性を対象にして，「二段階（２ステップ）乳がん検診」をしています。

また，２００２年以前，台湾ではマンモグラフィに関する撮影技術・画像品質管理や継続教

育などはあまり重要視されていませんでした。しかも，品質向上などの計画もまったくあ

りません。しかし，２００２年日本と二回の技術交流の影響を受けた結果，台湾では乳房撮影

に関する品質管理と継続教育の方式・方針を再検討することになりました。

台湾では，画像品質を求め始めたばかりなので，まだ改善しなければならないことがた

くさんあると思いますが，最も重要なのはその第一歩を乗り出したことだと思います。

日本は乳癌の死亡率を下げるために，乳房撮影の画像品質を非常に重んじて，一生懸命

努力しているところを見て，すごく感心しています。本当に学ぶ価値があると思います。

今後，双方の交流によって，技術を向上させるだけではなく，一緒に乳癌の死亡率を下げ

ようと努力していきましょう。

特別企画

台湾における乳がん検診の現状
――日本との技術交流を通して――

台北栄民総医院放射線部

羅 怡 菁
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第２７回日本乳癌検診学会理事会議事録

日時：平成１６年６月１２日

於：リーガロイヤルホテル小倉

（出席者）

森本 忠興 福田 護 石田 常博 遠藤登喜子 大内 憲明 大村 峯夫

岡崎 正敏 金子 洋一 古妻 嘉一 沢井 清司 須田 嵩 園尾 博司

東野英利子 土橋 一慶 堀田 勝平 佐野 宗明

総会幹事― 古川 順康 蔭山 典男 中嶋 啓雄

その他，精中委のNPO化に伴う説明のため，後藤康晴氏（公認会計士）の出席で，開催された。

１．平成１５年度会計決算報告および平成１６年度会計中間報告

平成１５年度は予算案に比べ会計収入の増加があった。その主たる理由は，会員増加による会費収

入の増加と，広告収入などの増加による。一方，支出は学会誌，人件費，予備費などが予算案よ

り減ったため，支出額は予算より少なくなった。その結果，繰越金が２１，２９１，９０８円であり，収支

状況は健全であった，などの報告があった。

平成１５年度会計収支は，佐野，黒石の両監事の監査報告があり，会の経理が適正であることが報

告された。

平成１６年度会計中間報告があった。本年度開始より５月２７日までに２４２人の新入会者があり，今

年度も会費収入が増加する見込みとの報告があった。

このような収支報告を受け，総会助成金について討議がなされた。その結果，総会運営費の約１

割は助成すべきとの結論になり，現在の１００万円から３００万円に増加することが決定された。

２．第１４回日本乳癌検診学会総会の報告

第１４回日本乳癌検診学会総会の進行状況の報告が会長の古妻理事よりあった。前回の報告に加

え，特別教育講座「わが国の乳がん検診の歴史と展望」，特別企画「台湾における乳がん検診の

現状―日本との技術交流を通して」が予定されているとの報告があった。

第１４回総会準備委員会より，総会参加費を一律１万円としたいとの提案があった。協議の結果，

医師以外の種々の職種の方々が参加しやすいようにするために，現状のまま医師１万円，その他

の職種の方７千円とすることで，準備委員会での再検討を要請した。

３．第１５回日本乳癌検診学会総会の報告

平成１７年１１月４日，５日に，国立京都国際会館で開催されることが報告された。

４．新評議員の選出

下記の１１名の新評議員が選出された。

前田基一（富山県立中央病院・富山），工藤浩史（鳥取赤十字病院・鳥取），千葉清彦（八戸城北病

院・青森），中山崇（中山レディースクリニック・和歌山），鈴木隆二（旭川医科大学医学部附属病

院・北海道），新井敏子（社会保険群馬中央総合病院・群馬），石川光雄（北里大学病院・神奈川），

小山智美（聖路加国際病院・東京），中嶋啓雄（京都府立医科大学・京都），蔭山典男（宇治病院・

京都），井本厚志（宇治病院・京都）

評議員が０名の県，奈良，山梨，佐賀，熊本については，理事分担で評議員を推薦することが決

定された。

山家武評議員（鳥取県）の辞任申し出があり，承認された。

５．精中委NPO法人化についての報告

精中委のNPO法人化申請を平成１６年２月１３日に行い，５月２４日付けで内閣府からNPO設立認

証書が送付された。その結果，６月７日付けで精中委事務局所轄の法務局に法人登記を行った。

NPO法人化に伴い，近日中にキックオフ総会の開催を行うとともに，定款および細則等を修正

整備することとなった。

精中委の収支報告があった。NPO法人化に伴う，マンモグラフィ講習会の運営方法，特に協賛
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金の取り扱いについて協議した。将来，マンモグラフィ講習会の運営費を精中委事務局で一本化

する方針にした。

６．各種委員会報告

�精中委
精中委報告書（第２版）を発刊し，関係部署に送付したこと，事務局に PC購入，事務職員１名

増員等の報告があった。

�精中委・教育研修委員会
精中委におけるマンモグラフィ講習会の活動報告があった。

厚生労働省研究班（土屋班）を中心として検討されてきたマンモグラムの客観的判定のシステム

（レビュウシステム）を，実地に導入するとの報告があった。

検診マンモグラフィの読影医および撮影技師の名称を，検診マンモグラフィ読影認定医師およ

び検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師と変更し，有効期間を５年間とした旨の報告が

あった。

�精中委・施設画像評価委員会
デジタルマンモグラフィの評価の開始，新しい画像評価基準（臨床画像評価に関する配点の変

更）の決定，マンモグラフィ・ガイドライン（改訂版）の発行，認定証にデジタルかフィルムシ

ステムかの明記が決まったとの報告があった。

�編集委員会
本年度も３号発行する。沢井理事より総会で発表された報告を論文にする際，現行の原著論文

形式の他，査読を行わない短報形式の採用を協議してほしいとの提案があり，編集委員会で協

議することとなった。

�超音波併用検診検討委員会
日本乳腺超音波診断会議の超音波検診ガイドライン（案）をこの１年間検討して厚生労働省大内

班の報告に盛り込み，その後本委員会で検討して，検診学会で認める方針が提案され，認めら

れた。

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：４４９



日本乳癌検診学会

理事長
森本 忠興

副理事長
福田 護

理事
石田 常博 遠藤登喜子 大内 憲明 大村 峯夫 岡崎 正敏
荻田 征美 金子 洋一 古妻 嘉一 沢井 清司 須田 嵩
園尾 博司 辻 一郎 東野英利子 土橋 一慶 萩原 明
堀田 勝平 松本 満臣 光山 昌珠

監事
黒石 哲生 佐野 宗明

名誉会員
安住 修三 阿部 令彦 阿部 力哉 飯沼 武 泉雄 勝
伊藤 末喜 太田 潤 岡� 邦泰 木戸長一郎 妹尾 亘明
高島 力 田口 鐵男 寺田 央 富永 祐民 永井 宏
弥生 恵司 吉田 弘一 渡辺 弘

特別会員
上田 泰章 榎本 耕治 河野 通雄 古賀 昭夫 酒井 克治
坂元 正一 相良 有一 左近司光明 笹川 道三 武田鉄太郎
田嶋 基男 田中 猛夫 種市 襄 塚本 長 冨田 健
富田 正雄 冨永 健 萩原 勁 原 宏 原田 邦彦
東 靖宏 藤原 順 増田 強三 森 養治 山本 泰久
吉田 貢 吉田 穣

顧問
高田 穹伸

幹事
寺田 央（第１４回総会） 古川 順康（第１４回総会）
蔭山 典男（第１５回総会） 中嶋 啓雄（第１５回総会）

評議員
饗場 庄一 秋山 太 浅石 和昭 姉崎 靜記 新井 敏子
飯野 佑一 石川 光雄 石黒 清介 石田 常博 石田茂登男
泉 喜策 市村みゆき 井本 厚志 岩瀬 拓士 岩成 治
植木 浜一 植野 映 内田 賢 遠藤登喜子 大内 明夫
大内 憲明 大貫 幸二 大村 峯夫 岡崎 正敏 岡崎 稔
緒方 晴樹 荻田 征美 小田切邦雄 蔭山 典男 笠原 善郎
樫木 良友 片岡 健 加藤 誠 金子 昭 金子 洋一
鎌田 義彦 唐木 芳昭 川上 義弘 川島 博子 北村 道彦
木村 道夫 木村 盛彦 工藤 保 工藤 浩史 久保田博文
黒石 哲生 小池 綏男 古賀 淳 古妻 嘉一 小林 正幸
駒木 幹正 小山 智美 相良 安信 坂元 吾偉 佐久間 浩
櫻井 武雄 迫 裕孝 笹 三徳 佐野 宗明 沢井 清司
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椎葉 健一 清水 哲朗 庄 達夫 白井 秀明 白倉外茂夫
城崎彦一郎 鈴木 隆二 須田 嵩 園尾 博司 高嶋 一敏
高嶋 成光 高田 穹伸 武井 寛幸 竹川 直哉 竹田 寛
武部 晃司 田中 直臣 田中 真紀 谷口 一郎 玉城 信光
千葉 清彦 辻 一郎 土屋 敦雄 角田 博子 土井原博義
峠 哲哉 東野英利子 唐司 則之 土橋 一慶 中島 直
中嶋 啓雄 中島 康雄 中谷 守一 中村 隆 中山 崇
難波 清 仁尾 義則 西亀 正之 西田 禎宏 野田 尚一
野水 整 芳賀 駿介 萩原 明 橋本 秀行 原 信介
東田 善治 福田 護 舟橋 啓臣 古川 順康 堀口 淳
堀田 勝平 前田 基一 増田 慎三 増田 裕行 松尾 嘉禮
松永 忠東 松本 満臣 光山 昌珠 村田 陽子 森本 忠興
山川 卓 横江 隆夫 横森 忠絋 吉田 雅行 雷 哲明

日本乳癌検診学会賛助会員

�日本対がん協会
�岩手県対ガン協会
シーメンス旭メディテック�
�山口県予防保健協会
東芝メディカルシステムズ�
ノバルティスファーマ�
中外製薬�
�愛媛県総合保健協会
大鵬薬品工業�
�青森県総合健診センター
�長野県健康づくり事業団
�相模原市医師会
�大阪対ガン協会
�茨城県総合健診協会
�石川県成人病予防センター
�八戸市総合健診センター
�兵庫県健康財団
コダック�
GE横河メディカルシステム�
�佐賀県総合保健協会
�沖縄県総合保健協会
弘前大学医学部第二外科教室
慈生会野村病院予防医学センター
東京都保健医療公社多摩がん検診センター
上越地域総合健康管理センター
�宇都宮市医療保健事業団
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１．本誌は乳癌検診に関する論文を掲載する機関

誌で，略号は「日乳癌検診学会誌」，英文“J. Jpn.

Assoc. Breast Cancer Screen.”とする。

２．投稿者（著者および共著者）は原則として本会

会員に限る。

３．掲載論文は原著論文，総説，症例報告，検診

発見乳腺疾患報告（検診で発見された乳腺疾患

症例を紹介するもの），学会特集，短報，トピ

ックスなどからなる。

４．投稿論文の採否は編集委員会の審査で決定す

る。審査には査読制を採用する。掲載は原則と

して採択順にする。採択順よりも早い特別掲載

の希望がある場合，編集委員長の承認を経て掲

載する。この場合，掲載に必要な一切の費用は

投稿者が負担する。

５．投稿論文で他誌既発表や投稿中の原稿は掲載

しない。

６．本誌に掲載された論文の著作権は，日本乳癌

検診学会に所属する。

７．原著論文および総説はB５判４００字詰原稿用紙

（ワードプロセッサ使用の場合も２０字×２０字）３０

枚以内（本文，文献，図表を含む），症例報告は

１５枚以内とする。検診発見乳腺疾患報告は８枚

以内とする（２頁構成のため，原稿枚数は厳守）。

図表１枚を原稿用紙１枚とみなす。

８．原稿は新かなづかいを用いる。外国語，外国

人名，薬品名は原語またはカタカナ表記とす

る。外国語はタイプ打ちとする。

９．原稿の様式

●原著・総説・症例報告の場合

１）表紙：�論文表題，�全著者名，�所属，�
欄外表題（２０字以内），�別冊数，�別
冊請求先（Eメールアドレスを記載のこと）

２）本文：�和文要旨（６００字以内，キーワード５
個以内）

�英文抄録（表題，全著者名，所属，内
容抄録を２５０語以内（ダブルスペース），

キーワード５語以内）（なお，英文抄録

が添付されていない場合は編集委員会

が作成する。その実費は著者負担とす

る。）

�緒言，対象および方法（症例），成績，
考察，結語の順に記載する。

３）図・表・写真：別紙に添付し，本文中に挿入

箇所を記す。図，写真はそのまま印刷

できるもので，手札判以上とする。

４）文献：引用文献は編末に，引用順に記載し，

本文中に対応する番号を示しておく。

著者名は筆頭者から３名までとし，そ

れ以上は他または et al とする。雑誌の

略名は日本医学図書館協会編の日本医

学雑誌略名あるいは Index Medicus の

所蔵のものに準ずる。

�雑誌の記載法
著者名：表題．雑誌名，巻：頁－頁，発行西暦

年号

１）吉田正雄，阿部文夫，斉藤 潔，他：乳癌検

診と乳房自己検診法．日癌治，２３：１０５―１０８，

１９９１

２）Tabar L, Fagerberg CJ, Day NE, et al : An

analysis based on the latest results of the

Swedish breast screening trial. Br J Cancer,

５５：５４７―５５１，１９９０

日本乳癌検診学会誌 投稿規定
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�単行本の記載法
著者名：表題．書名（版），発行所，発行地，発

行西暦年号，頁－頁

１）渡辺 弘：乳癌の手術と術後管理．新外科学

体系 乳房の外科，中山書店，東京，１９８８，pp．

１５３―１６９

２）Haagensen CD : Mass screening for breast

cancer. In : Diseases of the Breast,２nd Ed.

WB Saunder, Phildelphia,１９８２，pp．５２２―５３０

●検診発見乳腺疾患報告の場合

本項は，特に検診で発見された乳腺疾患症例を

紹介するもので，写真を多用してヴィジュアルな

構成を心掛ける。英文抄録は不要。

１）表紙：�紹介したい症例の題名，�全著者名，
�所属，�別冊数，�別冊請求先（Eメ
ールアドレスを記載のこと）

２）本文：�和文要旨（２００字以内，キーワード３
語以内），�症例，発見契機，治療成績
などの順に記載する。

３）文献は３個以内。文献記載の方法ならびに図

・表・写真のとり扱い等は原著・総説・症例報

告の場合に準ずる。

１０．無料掲載は刷り上がり４頁までとし，超過頁

は１頁につき２０，０００円またカラー印刷は写真１

点につき１５，０００円とし，それぞれ著者の負担と

する。論文別冊は３０部までは無料とするが，そ

れ以上の別冊を希望する場合は必要部数に応じ

て著者の負担とする。

３１～５０部まで ３，１００円

５１～１００部まで １０，８５０円

１０１～２００部まで ２６，３５０円

英文抄録の校正費用は著者の実費負担とする。

１１．英文抄録は編集委員会の定める校閲者の修正

を経る。

１２．初校は著者校正とする。返却期日は厳守する。

１３．採択された原稿は原則として返却しない。

１４．投稿原稿はオリジナルの他にコピー２部を添

えて，簡易書留便で下記まで送付する。

〒２１６―８５１１ 川崎市宮前区菅生２―１６―１

聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科内

日本乳癌検診学会編集委員会

TEL：０４４―９７７―８１１１内線３２１０

FAX：０４４―９７７―８２１５

１５．投稿規定は編集委員会の議を経て改正するこ

とがある。

（１９９３年２月５日制定）

（１９９９年１１月１５日改訂）

（２０００年１０月３１日改訂）

（２００１年６月８日改訂）

日本乳癌検診学会誌 投稿規定

日本乳癌検診学会
URL : http : //www.marianna-u.ac.jp/gakunai/jabcs

E-mail address : jabcs@marianna-u.ac.jp

日乳癌検診学会誌（J.Jpn.Assoc.Breast Cancer Screen.）２００４，１３（３）SEP：４５３



編集後記

近代五輪発祥の地で，第２８回オリンピック・アテネ大会が８月２９日に閉幕した。柔道，
競泳，レスリング，体操など日本勢の活躍は３７個のメダル（うち１６個の金メダル）を獲得し，
精彩を欠いていた日本に活力，感動，勇気を与えた。同日の夕刊に厚生労働省は乳癌検診
のマンモグラフィを全国自治体に５００台整備する方針を固め，購入費の半分を国が補助す
るべく８２億円の０５年度予算概算要求を盛り込んだとの記事があり，マンモグラフィ併用検
診を普及させることに日本国家が動き出したとみられる。
本誌第１３巻第３号は第１４回日本乳癌検診学会総会（古妻嘉一会長，１１月１・２日，大阪
市）のプログラム・抄録集の合併号である。普及し始めたマンモグラフィ併用検診の現状
と課題，検診成績，検診システム，マンモグラフィの精度管理・品質管理，検診の精度管
理，デジタルマンモグラフィ，超音波検診など多方面から発表，討論が行われ，今後への
有益な検診体制を確立する内容が網羅されている。学会員のみならず乳癌検診に係わる医
師会員や自治体の保健師，行政の方々の多くの参加を期待します。
巻頭言で飯沼 武先生が日本婦人の乳癌死亡率の減少をゴールとする乳癌検診の現況と
課題に触れ，学会として早急に目指す３分野を提言しております。原著論文の８編は乳癌
検診に関する受診者の意識と自己検診，精度管理，読影システム，品質管理，検診効果の
評価，デジタルマンモグラフィ，HRTと乳癌について記述され，各専門職種からの分析
で読み応えあるものである。
昨年の夏以来，マスコミ報道により乳癌検診の課題が浮き彫りにされ，厚生労働省は「が
ん検診に関する検討会」を開き，マンモグラフィ併用検診を４０歳以上に行う報告を出した。
今年の４月末，各市町村に「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」一部
改正が通達された。乳癌検診はマンモグラフィ併用検診を原則として，４０歳代は二方向撮
影にし，視触診単独検診は廃止の方針とした。各市町村は国の指針に沿うようにせざるを
得ないが，現体制との調整，マンモグラフィ装置の不足，検診医・読影医・診療放射線技
師の不足，財政面の困難性などが存在し，今年度からの実施には対応できないところが多
くある。しかし着実にマンモグラフィ併用検診が整備されていく傾向にあり，全国的に整
備され，受診率が５０％を超えるようになれば，日本人乳癌の死亡率の減少が期待される。次
期オリンピック大会の２００８年を目指してマンモグラフィ併用検診が定着することを願う。

（石田常博）

委 員 長 福田 護

副委員長 石田 常博

委 員

浅石 和昭 植野 映 岡崎 正敏 小田切邦雄 土屋 敦雄

第１３巻第３号

Journal of Japan Association of Breast Cancer Screening

平成１６年９月２５日印刷

平成１６年９月３０日発行
編 集 日本乳癌検診学会編集委員会
発行人 森本 忠興
発 行 日本乳癌検診学会

〒２１６―８５１１川崎市宮前区菅生２―１６―１
聖マリアンナ医科大学乳腺・内分泌外科内
TEL０４４―９７７―８１１１［EX．３２１０］

印 刷 神谷印刷株式会社

日本乳癌検診学会 URL : http : //www. marianna―u. ac. jp/gakunai/jabcs


	目次
	巻頭言
	第１３回日本乳癌検診学会総会／教育講演乳癌検診における細胞診の意義
	原著
	一般女性の乳癌意識と自己検診実態――乳房健康研究会のアンケート調査から――
	マンモグラフィ検診の精度管理について-精度管理の目標数値を使った新・旧システムの比較-
	スクリーニングマンモグラフィ呼び出し受診者に対する意識調査
	マンモグラフィ比較読影の有用性について-システムでの検証-
	マンモグラフィ定期的品質管理マニュアル作成の試み
	乳癌の腫瘍成長の数理モデルを用いたスクリーニングマンモグラフィの余命延長効果の評価
	デジタルマンモグラフィにおける観察手段と視覚評価について
	Hormone replacement therapy 施行中における乳房検診の方法

	第１４回日本乳癌検診学会総会プログラム・予稿集
	第１４回日本乳癌検診学会総会の開催にあたって
	第１４回日本乳癌検診学会総会の主な内容
	特別企画/台湾における乳がん検診の現状-日本との技術交流を通して
	第１４回日本乳癌検診学会総会／司会・座長一覧
	学会参加者へのお願いとお知らせ
	交通・会場案内
	第１４回日本乳癌検診学会総会/日程表
	プログラム
	抄録
	会長講演
	特別講演
	教育講演
	特別教育講座
	特別企画


	第１５回日本乳癌検診学会総会の御案内（第３次）
	第２７回日本乳癌検診学会理事会議事録
	日本乳癌検診学会役員・評議員・賛助会員一覧
	投稿規定
	編集後記



