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はじめに 
 
 千葉県の乳がん死亡率は全国に比べても高く、女性の早世の原因の一つとな

っているが、早期に発見し治療を行えば予後は良好な疾病である。 

 現在、県内すべての市町村では乳がん検診を実施しているが、より効果的に

実施するため、検診精度の向上などが課題となっている。 

 

そこで、県の要請により、千葉県保健サービス評価専門委員会乳がん委員会に、

医師や放射線技師、保健師を委員とする検討委員会を設け、検診精度の確保や

効率的な検診のあり方の検討をし、さらに当委員会で審議し、「千葉県乳がん

検診ガイドライン」としてとりまとめた。 

 

このガイドラインは、将来の実現可能性も含めた望ましい姿として示すもので

あり、画像診断機器の配置の充実や、従事者の資質の向上、検査方法に関する

研究の進捗など、今後さらなる進展が期待される事項も含んでいる。 

市町村が今後の検診を検討する上での一つの参考となり、検診体制の充実や検

診精度の向上が図られることを期待する。 

 
 
             千葉県保健サービス評価専門委員会乳がん委員会 

委員長  宮崎 勝 
                          



第 1 章 千葉県乳がん検診ガイドライン   
 

第１ ガイドライン策定の目的                                  

 １ 本県の乳がんの状況 

 本県における乳がんの死亡者数は年々増加し、その約７割は６５歳未満の死亡であり、女性

の早世の原因の一つとなっている。 

乳がんの死亡率に年齢補正を行った場合の標準化死亡比では、全国を 100 とすると本県は

106.1 と高い状況にある。 

また、罹患率は２０年前に比較し、約３倍に増加しており、３０歳代後半から上昇し始め、

中でも４５歳から４９歳の年齢層の増加が著しい。 

  

２ ガイドラインの必要性 

乳がんは、早期に発見し、治療を行えば、予後は良好であり、乳房の温存による生活の質の

維持・向上が期待される疾病である。 

県内の市町村においても 30 歳以上の女性を対象に乳がん検診を実施しているが、受診率は

年々増加しているもののまだ低い状況である。 

しかし、現在行われている検診は、対象者やその実施方法も市町村ごとに多様である。 

このような状況から、市町村が行う乳がん検診事業のより効果的な実施に資するため、検診

体制の充実や検診精度の向上を目的として、ガイドラインを定めた。 

 

 国の指針との関係 

平成１６年４月、国においても乳がん死亡の減少を目標として「がん予防重点健康教育及び

がん検診実施のための指針」が一部改正されたところである。 

本県のガイドラインは、検診実施の具体的な基準に対する市町村の希望、本県における画像

診断機器の整備状況、他県に比べ死亡率が高い状況などの本県の特性を踏まえ、検診実施のた

めのよりきめ細やかなガイドラインとして策定した。 

 

第２ 検診実施上の留意事項 

１ 検診計画の策定 

 実施市町村は、検診を効果的・効率的に実施するため、検診対象者の範囲、方法、実施ス

ケジュール、検診結果の通知方法、受診率の向上のための方策などについて、検診計画を策

定することが望ましい。 

 なお、計画策定上の主な事項は次のとおりである。 
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（１）検診に対する住民要望等の把握 

 あらかじめ、住民の乳がんに関する知識、検診の受診率や受診間隔などの動向や、過去

の未受診者の受診しなかった理由、住民の検診に関する希望などを把握すること。 

 （２）検診実施機関や医師会との協議 

    検診の内容や方法、検診の実施時期（年間スケジュール）、想定される対象人数、委託

先の選定条件（検診施設の設備や従事者の資格要件）、検診実施から結果判定、受診者に

対する結果通知や指導、報告までの手順などについて、事前に協議しておくこと。 

 （３）先進事例等の把握 

    県健康福祉センター(保健所)や近隣市町村と検診に関する情報交換を行い、検診機関及

び医療機関に関する情報、効率的な実施方法や受診の啓発方法などの把握に努める。 

 

２ 実施機関の選定 

   検診機関及び医療機関に検診業務を委託するにあたっては、検診の精度管理及び検診能力

等について調査検討のうえ、必要な基準を満たしていると認められる機関を選定する。 

実施機関は、「第 2 章 第 1 検診機関の条件」を満たしていることが望ましい。 

 

３ 検診対象者及び検診項目・実施回数 

（１） 対象は 30 歳以上の者とすることが望ましい。 

また、医療保険各法の保険者及び事業者が行う乳がん検診受診者以外の者とする。 

なお、自己触診においてしこりを触れた場合など、何らかの異常や自覚症状のある者に

ついては、速やかな医療機関への受診が必要であることから、検診の対象者とせず医療機

関の診察を受けるよう指導する。その際は乳房疾患を専門とする医療機関の受診を勧める。 

（２）検診の項目は、乳房Ｘ線撮影（以下「マンモグラフィ」という）検診、超音波検診、

問診、視診及び触診（以下「視触診」という）とする。 

・ マンモグラフィ： 両側乳房について内外斜位、頭尾方向をＸ線撮影する。 

しこりとして触れないごく早期の乳がんのサインである石灰

化沈着を見つけることができる反面、乳腺が発達している若い

年代については、がんと乳腺の判別が難しい。 

・ 超 音 波 検 診： 乳房に超音波を当てて、跳ね返ってくる音波を画像化して診断

する。 

乳腺の発達した若い女性や乳房の小さい受診者について有効

であり、ごく初期の乳がんを見つけることができる。 

・ 問 診： 家族の罹患歴、妊娠等に関する事項、乳房の状態、検診受診状

況などを聴取する。 
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・ 視 診： 乳房及び表面の皮膚、乳頭及び腋窩の状況を観察する。 

・ 触 診： 乳房、乳頭及びリンパ節について行う。 

（３） 実施回数は、原則として同一人について年 1 回実施とすることが望ましい。 

（４） 受診者の年代別の受診項目について、望ましい姿を示せば次のとおりである。 

対象年齢 検  診  項  目 ・ 実 施 回 数 

３０～３９歳 問診及び超音波検診を実施する。 

当分の間は視触診も併せて実施する。 

４０～４９歳 問診及びマンモグラフィ(２方向)検診と超音波検診を交互に実施する。

当分の間は視触診も併せて実施する。 

５０歳以上 問診及びマンモグラフィ検診(１方向)を実施する。 

当分の間は視触診も併せて実施する。 

 

○ このガイドラインでは、次の理由により検診対象者を３０歳以上とし、毎年実施するこ

とが望ましいと考えた。 

・ ３０代後半から乳がんの罹患率が上昇していること。 

・ 現在県内すべての市町村で３０歳代から検診が実施されており、他の年代に比較し

発見率は低いものの、発見されている事実があること。 

・ また、３０歳代から検診を受けることが徐々に広がりつつあり、自己触診の啓発や

罹患率がさらに高くなる４０代に向けて検診を受診する習慣の定着が必要なこと。 

○ 財団法人日本公衆衛生協会 2001.3 久道茂他が行った「新たながん検診手法の有効性の

評価」研究報告(以下「研究報告」という)によれば、「３０歳代の検診方法としては、

視触診単独では死亡率減少効果がない」とされているので、安全で受診者の負担も少な

く、乳腺組織の発達した若い年代に適切と思われる超音波検診を行うことが望ましい。 

○ 現在超音波検診については、研究報告によれば「乳がんの臨床に於いて有用な検査であ

るが、現在のところ検診における乳がんの死亡率減少効果について根拠となる報告がな

されていない」とされていることから、今後引き続き関係機関が協力して検診結果の集

計・分析を行い、有効性の確認に努めていくこととする。 

 

４ 検診結果の把握と指導  

検診の結果は、「要精検」と「精検不要」に区分する。 

（１）「要精検」者への対応 

「要精検」と区分された者については、すみやかに医療機関において精密検査を受診す

るように指導を行う。 
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また、精密検査の必要性や内容を十分説明し、検査に対する不安の軽減に努め、早期に

精密検査を受診するように勧奨する。 

（２）「精検不要」者への対応 

「精検不要」と区分された者には、継続して検診を受ける必要性を十分説明し、翌年の

検診受診を勧める。 

併せて、日常の健康管理の一環としての自己触診を行い、がんの早期発見の努力を行う

ように指導を行うことが望ましい。 

 

５ 検診実施の周知 

   検診を実施するにあたり住民に対し、広報や通知等により、検診の必要性や検診の日時・

方法等の周知を図り、受診率の向上を図るように努める。 

   なお、検診受診者の分析や未受診者の理由の把握など情報収集や分析を行い、検診計画に

生かすとともに、特に乳がんが増加している４０～５０歳代の受診を促進するよう周知方法

を工夫する。 

  また、受診者の精密検診結果等、検診の精度管理に必要な情報について、受診者にあらか

じめ個人の特定できないような形での個人情報の利用について了解を求めるように努める。 

 

６ 乳がんに関する正しい知識や自己触診の普及啓発 

乳がんは、早期に発見し、治療を行えば、予後は良好であり、乳房の温存による生活の質

の維持・向上が期待されることから早期発見の意義が大きい。 

また、乳がんは日常の健康管理の一環としての自己触診によって、しこり(腫瘤)が触れる

などの自覚症状を認めることにより発見される場合がある。したがって、市町村及び検診実

施機関は、検診の待ち時間やその他健康教育の機会をとらえ、自己触診に関する正しい方法

と重要性について、啓発普及に努めることが望まれる。 

さらに、乳がんのリスクファクターに関する一次予防の知識を、検診通知や生活指導時の

機会をとらえ啓発普及に努めることが望まれる。 

 

第３ 検診の精度管理 

精度管理は、検診に関する評価検討や検診施設の管理・検診従事者の資質の向上を通じて

検診における技術を一定に保つとともに、より適正な検診精度の向上を図る上できわめて重

要である。 

   したがって、検診実施機関・医療機関・精密検査実施機関等は各々が精度管理に努めるこ

とが望ましい 
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１ 市町村の役割   

  (1) 検診記録の整備 

 市町村は、検診精度の向上を図るため検診実施機関と連携を図り、受診者の氏名、年齢、

住所、過去の検診受診状況、乳房エックス線検査及び視触診の結果、精密検査の必要性の

有無等を記録し保存するものとする。 

また、受診指導の記録を併せて整理するほか、必要に応じて個人票を作成し、医療機関

における確定診断の結果、治療の状況等を記録し保存するものとする。 

 (2) 検診の実施体制の評価分析 

   市町村は、整備した記録を基に年齢別受診者数・受診率・要精検率・精検受診率・早期

がん発見率・陽性反応的中度等の集計や分析を行い、検診精度の向上を目指すものとする。 

    また、検診委託機関の精度管理の状況把握に努める。 

     

２ 検診実施機関の役割 

  (1) 検診従事者の資質向上 

    検診実施機関は、検診担当医師等検診従事者の資質の向上を図るため、必要な研修等に

参加させるよう努める。 

  (2) 検診用装置の設置及び保守点検 

    検診実施機関は、検診用装置の導入に際しては仕様基準を満たした機器を整備し、さら

に必要な保守点検に努めるものとする。 

また、市町村の求めに応じ、検診用検査装置に関する情報を提供するよう協力するもの

とする。 

（3）検診資料の保存  

検診実施機関は、検診票・超音波検査の画像記録・マンモグラフィの実施記録等、検診

に関する資料を少なくとも５年間保存する。 

 （4）検診結果の報告 

    検診結果をすみやかに受診者に伝え検診受診者に対する検診の信頼を確保するため、集

団検診を実施した場合、検診実施機関は原則として検診日より３週間以内に市町村に報告

する。 

    医療機関で個別検診を実施した場合、医療機関は検診結果を受診者に説明するとともに、

速やかに結果を市町村に報告する。 

 

第 4 関係機関の協力 

 １ 医師会 

   千葉県医師会及び各地区医師会は、市町村の検診の充実を図るため、検診計画の立案及び
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検診実施について協力する。 

   

 ２ 県の役割   

 (1) 千葉県保健サービス評価専門委員会乳がん委員会(*注)（以下「乳がん委員会」という）

の運営 

    県は、乳がんの動向を調査し、乳がん検診の効果的・効率的な推進を図るため、市町村

及び検診実施機関に対し、検診の実施方法や精度管理のあり方について、専門的な見地か

ら 助言を行うために、乳がん委員会を運営する。 

    そのため、検診結果に関する実績報告及び精密検査受診結果報告など必要な情報の提供

について市町村、検診実施機関、医療機関に報告を求めるものとする。     

 

(*注)千葉県が市町村の行うがん検診事業の一層の充実強化を図るため設置した、医療関係者･

学識経験者･関係行政機関の職員より構成され、検診の制度･検診の評価及び実施方法･その

他の検診の効果的実施に関することについて審議、調整する委員会である。 

 

 (2) 乳がん検診の体制整備等 

    県は、市町村が行う検診体制の充実及び精度向上に必要な検診機器等の情報収集と提供

を行うものとする。 

    また、県は、検診従事医師等に対するマンモグラフィ検診・超音波検診などに関する研

修及び市町村保健師等自己触診の指導者に対する研修を行うものとする。 

 

 ３ 県健康福祉センター（保健所） 

県健康福祉センター（保健所）は、市町村の検診計画の策定や関係団体の協力の確保等に

ついて情報提供や連絡調整などの支援を行う。 
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第2章 検診実施の技術的ガイドライン 

 

第1 検診機関の条件 

１ マンモグラフィ検診実施機関 

   ア 検診に用いる機器 

 別表 1 を満たし、かつマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の定める線量と画質

の基準を満たしている。 

イ 撮影者 

  マンモグラフィ撮影者は、マンモグラフィ検診精度管理中央委員会が開催するマンモ

グラフィに関する講習会またはこれに準ずる講習会を修了し、講習会のテストで「Ａ」

または「Ｂ」の評価を受けた診療放射線技師、または当該技師の指導下で撮影をしてい

る。 

ウ 読影医師 

  写真の読影にあたっては二重読影を行うものとする。マンモグラフィ読影医師２名の

うち１名はマンモグラフィ検診精度管理中央委員会が開催する読影講習会またはこれ

に準ずる講習会を修了し講習会のテストで「Ａ」または「Ｂ」の評価を受けた十分な経

験を有する医師による読影・判定を原則とする。読影結果の判定は左右の別ごとに行う。 

 

  ２ 超音波検診実施機関 

ア 検診に用いる機器 

中心周波数が９ＭＨｚ以上の体表用探触子のある乳房専用超音波診断装置を設置

する。 

ただし、アニュラアレイメカニカルスキャナでは 7.5ＭHz 以上でもよいものとする。 

なお、記録装置は静止画像を撮影できるものとする。 

イ 従事者 

   検査は乳房超音波検査に習熟したもの、またはその監督下に行うこと。検査技師は、

日本超音波医学会認定超音波検査士(体表臓器領域)の資格を習得した者によって行

う。(乳房超音波ガイドラインより引用) 

ウ 判定医師 

      超音波検査画像の読影・判定は十分な経験を有する医師によって行うことを原則と

する。 

 

３ 視触診実施機関 

      日本乳癌学会、日本乳癌検診学会、乳がん検診従事者研修会、千葉乳腺疾患研究会、
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自治体や医師会主催の乳がん検診の講習会等に参加し、研修を受けている医師によっ

て行う。 

 

   ４ 精密検査実施機関   

    ア 画像診断機器（超音波診断装置、マンモグラフィ装置）による診断ができる。 

1)マンモグラフィ 

   別表1を満たし、かつマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の定める線量と画質

の基準を満たし、少なくとも2方向撮影及び拡大撮影が可能なこと。 
撮影者はマンモグラフィ撮影技術及び精度管理に関する基本講習プログラムに準

じた講習会を修了した診療放射線技師により、または当該技師の監督下で撮影する。 
読影医師は、マンモグラフィに関する基本講習プログラムに準じた読影講習会を修

了し、十分な読影能力を有する医師により、あるいはその監督下で読影する。 
2) 乳房超音波検査 
表在用超音波診断装置により、プローブは次のいずれかを満たすものを使用する。 

メカニカルセクタスキャナ：10MHz以上 
アニュラアレイスキャナ ：7.5MHz以上 
電子リニアスキャナ   ：10MHz以上 

従事者は、乳房超音波検査に習熟した医師、臨床検査技士、診療放射線技師あるい

は看護師、准看護師が行う。 
判定医師は、乳腺疾患の診断に習熟した医師が診断する。 
画像及び所見・診断を記録し、保管する。 

    イ 細胞診、穿刺吸引細胞診、針生検、切開生検等により確定診断ができる。 

乳腺疾患の診断に習熟した医師、あるいはその監督下に行われる。 
ウ 精密検査結果を速やかに市町村に報告できる。 

    エ なおがん検診の向上のために千葉県がん登録事業に協力できる機関が望ましい。 

    オ 精密検査を実施する医師は、日本乳癌学会、日本乳癌検診学会、乳がん検診従事者

研修会、千葉乳腺疾患研究会等の研修に参加しており、乳がん精密検査についての

実績がある。 

 

第2 検診の内容 

１ マンモグラフィ検診 

（１） 撮影法 

     ４０～４９歳   内外斜位及び頭尾方向の２方向を基準とする。 

     ５０歳以上    内外斜位１方向を基準とする。 

              50 歳以上の対象者にも頭尾方向撮影を追加することは 

差し支えない。 
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 （２） 撮影にあたっての留意事項 

     撮影時はできるだけブラインドエリアが少なくなるよう適正な体位を保持する。 

 また、検診受診者に事前にマンモグラフィ検査に関する説明を行い、放射線被曝によ

る健康被害の不安や検査に伴う苦痛の軽減に努めるものとする。  

 

２ 超音波検診 

（１） 体位 

 検査を行う乳房の下に枕を入れ、乳房が胸壁の上に水平になるようにする。腕は脇に

つけず、くの字に軽く曲げる。乳房の下にくびれができてしまうような乳房の大きい女

性や腋窩の走査には腕を挙上する。 

（２） 検査法 

ア 走査撮影法 

 走査をする場合は、少しずつオーバーラップするようにして、隙間をつくらないよう

にして見落とし部分のないように検査する。 

異常所見がある場合、異常部位の最大断面とそれに直行する断面の２方向は最低限撮

影する。ただしのう胞については、１方向の撮影でよいものとする。 

さらに異常の評価に必要と思われる画像を追加記録する。 

イ 静止画像の記録 

  検査実施者が適切に撮影し、画像処理を施して、撮影に最適と思われる画像を記録

する。 

（３） 画像の読影 

 十分な経験を有する医師によって行い、判定結果を記録する。 

 

 ３ 問診 

   乳がんの家族歴・既往歴・月経及び妊娠に関する事項・乳房の状態・過去の検診受診状況

を聴取する。 

 

４ 視診 

   乳房、乳房表面の皮膚、乳頭及び腋窩の状況を観察する。 

   視診に当っては、対座位で、乳房の対称性・大きさ及び形・乳房表面の皮膚の発赤・浮腫・ 

陥凹・膨隆・潰瘍・静脈怒張の有無・乳頭の牽引（ひきつれ）・異常分泌の有無・腋窩の 

異常の有無について観察する。 
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５ 触診 

   乳房、乳頭及びリンパ節の触診を行う。 

   触診にあたっては、仰臥位または対座位とし、平手触診及び指触診により、乳房次いで腋

窩リンパ節及び鎖骨リンパ節並びに乳頭について行う。 

  （1） 乳房の触診 

    腫瘤、結節及び硬結の有無並びに数、大きさ、形、位置、硬度、表面の性状、境界、可

動性、固定、圧痛、えくぼ症状等について行う。 

（2） リンパ節の触診 

    腋窩リンパ節及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の有無並びに数、大きさ、硬度、表面の性状、

固定、圧痛等について行う。 

  （3） 乳頭の触診 

    乳頭からの異常な分泌物の有無及び性状等について行う。 

 

第 3 判定基準 

    マンモグラフィにおいては「マンモグラフィガイドライン 第 2 版」日本医学放射線学

会／日本放射線技術学会マンモグラフィガイドライン委員会編集（医学書院）の判定基準

に準拠して判定する。 

超音波検診については「乳房超音波ガイドライン」日本乳腺甲状腺超音波診断会議編の

判定基準に準拠して判定する。 
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第４ 各種様式 

  １ 検診票(問診票・受診票・記録票) 

   (１) 問診・視触診・マンモグラフィ(例)    該当□に全てにレ点 
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実施主体  検診日  受付 No 

氏名  生年月日  検診会場 

住所  電話番号   

検診受診歴 □初めて □以前も受けた（□1 年前 □2 年前 □3 年以上前） 

精検受診歴 □なし □以前に受けた（□1 年前 □2 年前 □3 年以上前） 

自覚症状 □なし □乳房腫瘤 □乳汁分泌 □乳房の痛み 

既往歴 
□手術(子宮・卵巣) □ホルモン治療 □放射線治療 

□乳房の病気(  歳)(病名             ) 

生理 □無 □有 □生理中 

妊娠 □無 □有(   回) 

出産 □無 □有(   回 初産   歳、最終出産   歳) 

授乳の有無 □無 □現在授乳中 

問

診 

家族歴 □なし □乳がん(誰が    ) □他のがん(誰が     ) 

視触診所見  (視触診医師 

視診 

乳房（対象・非対象） 

形（偏平･中間・乳腺過多・脂肪過多・豊胸術後） 

乳房表面の皮膚の発赤の無・有 

浮腫の無・有 

陥凹の無・有   

膨隆の無・有 

潰瘍の無・有 

静脈怒張の無・有 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有 

  

触診   (右) 

腫瘤、結節及び硬結の無・有 

数  個、大きさ  ×  cm、 

形（球形、平板状、分葉状、不整形）、 

位置、硬度、表面の性状、境界、 

可動性、固定、圧痛、えくぼ症状) 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有、 

異常分泌の無・有、びらんの無・有、 

陥凹の無・有 

腋窩及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の無・有 

数、大きさ  ×  cm、硬度、 

表面の性状、固定、圧痛 

   (左) 

腫瘤、結節及び硬結の無・有 

数  個、大きさ  ×  cm、 

形（球形、平板状、分葉状、不整形）、 

位置、硬度、表面の性状、境界、 

可動性、固定、圧痛、えくぼ症状) 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有、 

異常分泌の無・有、びらんの無・有、 

陥凹の無・有 

腋窩及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の無・有 

数、大きさ  ×  cm、硬度、 

表面の性状、固定、圧痛 

マンモグラフィ所見(読影医師          ) 
 

(右) 

腫瘤 数  個、 

大きさ直径  cm、 

形 球形、平板状 

分葉状、不整形 

石灰化 

 ・良性・悪性の鑑別必要 

その他の所見 

・乳腺・皮膚・リンパ節 

 

(左) 

腫瘤 数  個、 

大きさ直径  cm、 

形 球形、平板状 

分葉状、不整形 

石灰化 

 ・良性・悪性の鑑別必要

その他の所見 

・乳腺・皮膚・リンパ節

総合判定  □要精密検査     □精検不要 



   (２) 問診・視触診・超音波(例) 

実施主体  検診日  受付 No 

氏名  生年月日  検診会場 

住所  電話番号   

検診受診歴 □初めて □以前も受けた（□1 年前 □2 年前 □3 年以上前） 

精検受診歴 □なし □以前に受けた（□1 年前 □2 年前 □3 年以上前） 

自覚症状 □なし □乳房腫瘤 □乳汁分泌 □乳房の痛み 

既往歴 
□手術(子宮・卵巣) □ホルモン治療 □放射線治療 

□乳房の病気(  歳)(病名             ) 

生理 □無 □有 □生理中 

妊娠 □無 □有(   回) 

出産 □無 □有(   回 初産   歳、最終出産   歳) 

授乳の有無 □無 □現在授乳中 

問

診 

家族歴 □なし □乳がん(誰が    ) □他のがん(誰が     ) 

視触診所見  (視触診医師 

視診 

乳房（対象・非対象） 

形（偏平･中間・乳腺過多・脂肪過多・豊胸術後）

乳房表面の皮膚の発赤の無・有 

浮腫の無・有 

陥凹の無・有   

膨隆の無・有 

潰瘍の無・有 

静脈怒張の無・有 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有 

 

 

触診   (右) 

腫瘤、結節及び硬結の無・有 

数  個、大きさ  ×  cm、 

形（球形、平板状、分葉状、不整形）、 

位置、硬度、表面の性状、境界、 

可動性、固定、圧痛、えくぼ症状) 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有、 

異常分泌の無・有、びらんの無・有、 

陥凹の無・有 

腋窩及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の無・有 

数、大きさ  ×  cm、硬度、 

表面の性状、固定、圧痛 

  (左) 

腫瘤、結節及び硬結の無・有 

数  個、大きさ  ×  cm、 

形（球形、平板状、分葉状、不整形）、 

位置、硬度、表面の性状、境界、 

可動性、固定、圧痛、えくぼ症状) 

乳頭の牽引（ひきつれ）無・有、 

異常分泌の無・有、びらんの無・有、 

陥凹の無・有 

腋窩及び鎖骨上窩リンパ節の腫脹の無・有 

数、大きさ  ×  cm、硬度、 

表面の性状、固定、圧痛 

超音波所見(読影医師          検診技師          ) 

 (右) 

 腫瘤：無・有 

  大きさ  ×  cm 

形状：整・不整 

  辺縁：滑らか・粗い 

のう胞 

 充実性腫瘤 

 のう胞内腫瘤 

 乳腺症(豹紋状) 

 乳管内病変 

 その他所見 

 
 
 

 

 (左) 

腫瘤：無・有 

  大きさ  ×   cm

形状：整・不整 

  辺縁：滑らか・粗い

のう胞 

充実性腫瘤 

のう胞内腫瘤 

乳腺症(豹紋状) 

乳管内病変 

その他所見 

総合判定  □要精密検査     □精検不要 
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別表１  マンモグラフィ検診に用いる機器  

(ｱ) 乳房Ｘ線撮影装置 

 日本医学放射線学会の定める使用基準を満たし、線量及び画質基準を満たした撮影

装置を使用するものとする。 

(ｲ) 乳房撮影用受像器 

スクリーン／フィルム・システムのスクリーンとフィルム、及び輝尽性蛍光体（以

下ＣＲという）とＸ線平面検出器（以下ＤＲという）の受像器はマンモグラフィ専用

に設計されたものを用いること。 

    スクリーン／フィルム・システムの施設は、スクリーン製造メーカが指定する発光

スペクトルに合致したフィルムを用いること。 

(ｳ) 自動現像機 

乳房撮影用フィルムの現像処理については、フィルム製造メーカが指定するフィル

ム現像処理（温度や処理時間など）を行い、フィルム製造メーカが指定する処理液を

使用すること。また、90 秒未満の処理時間で現像処理を行ってはならない。 

(ｴ)  ＣＲ読取装置 

ＣＲ読取装置の製造メーカによって指定されたマンモグラフィ用ＣＲ受像器に対

応できるものを使用する。 

(ｵ)  プリンタ 

マンモグラフィ用ＣＲ読取装置及びＤＲ装置に対応できるものを使用する。 

(ｶ)  シャウカステン 

診断の精度は適切に作成されたマンモグラムを常に一定の読影条件で観察すること

にある。シャウカステンとしては次の条件を備えているものが望ましい。 

ａ 全体的に輝度が均一であること 

ｂ 高輝度タイプ（3、500cd/㎡以上）であること 

ｃ マスキング機構を有すること 

ｄ 輝度調節機能を有すること 

(ｷ)  モニタ 

乳房撮影の表示目的に合わせ、観察に必要な性能（輝度特性・画素サイズ等）を備

えたモニタを使用すること。また、性能の経年劣化には十分注意すること。 

    

出典「マンモグラフィガイドライン 第 2 版」 

日本医学放射線学会／日本放射線技術学会マンモグラフィガイドライン委員会編集 
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北原 敬市 日本産婦人科医会千葉県支部長 副委員長 

幸田 滋 千葉県医師会代表  

林  學 ちば県民保健予防財団副理事長  

山本 尚人 千葉県がんセンター乳腺外科部長  

髙地 刀志行 千葉県柏健康福祉センター長  
 
 
 

千葉県乳がん検診実施指針検討委員会名簿 

氏  名 役     職 備考 

秋葉  則子 千葉県医師会理事  

五十嵐 隆元 国保旭中央病院放射線科係長  

太枝  良夫 千葉市立海浜病院外科部長 副会長 

木家下 広子 市原市保健センター保健班 副主査  

長嶋  健 千葉大学医学部附属病院乳腺・甲状腺外科助手  

福田  智子

中村  早苗 
柏市児童家庭部保育課 副主幹（15 年度） 
柏市保健福祉部健康推進課 主査 

第 1～3 回 
第 4 回 

橋本  秀行 ちば県民保健予防財団がん検診センター診療部長   

越川  英子 
 
堀川 奈津枝 

千葉県山武健康福祉センター健康生活支援課長 

（15年度） 
千葉県市原健康福祉センター 地域保健福祉課長 

第 1～3 回 
 
第 4 回 

山本  尚人 千葉県がんセンター乳腺外科部長 会長 

五十音順 


