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　シンポジウムでは，放射線科医，診療放射線技
師，日本画像医療システム工業会（JIRA），厚生労働
省研究班主任研究者，日本放射線技術学会長の立場
から，ディジタルマンモグラフィの現状と精度向上に
関した取り組みを紹介していただき，これから取り込
むべき課題について討論した．
　放射線科医の立場から「ディジタルマンモグラフィ
の現状と課題－読影医の立場から－」と題して，以下
の 4 つの観点から現状の紹介があった．
　1）ディジタルマンモグラフィの位置づけ．
　2）ディジタルマンモグラフィの読影の実際と注意
点．
　3）ディジタルならではの技術への期待．
　4）院内の他のモダリティとの連携．
　さらに，ディジタルマンモグラフィが普及するにつ
れさらなるpositioningの精度が求められ，ディジタル
画像作成，被曝などの理解が技師に必要であり，技
師と医師との連携はさらに重要になるとした．
　「診療放射線技師の立場から」は，ディジタルマン
モグラフィでも品質の保証と管理が求められるのは当
然であり，システムの特性を理解したうえで画質と線
量の両面から最適な画像を得る必要があるとし，
ディジタルマンモグラフィシステムを使用している立
場から，臨床で画質の管理を行っていくうえでの考え
方について述べた．
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　JIRA代表からは「機器の標準化に関する日本画像
医療システム工業会（JIRA）の取組み」と題して，JIRA

がIEC（International Electrotechnical Commission：国際
電気標準会議）活動などで得た情報のなかから「ディ
ジタルマンモグラフィに係わる製品規格の現況等」の
紹介があった．精度管理については国際標準の取り
組みが必要であるとした．
　「厚生労働省研究班主任研究者の立場から」は，平
成19～20年度の厚生労働省がん研究助成金による
「デジタルマンモグラフィによる乳がん検診の効率及
び精度向上・評価に関する研究」班の中間報告があっ
た．
　1）ディジタルマンモグラフィ併用乳がん検診の最
新の全国市区町村への現況調査，ならびにディジタ
ルマンモグラフィ装置を有する医療機関へ機器の使
用状況のアンケート調査．
　2）分離併用検診を行っている岩手県予防医学協会
における検診現場へ簡易モニタ導入実験を行い，併
用検診と同等の有効性が証明されるかの検証．
　3）石灰化病変，腫瘤病変の検出能に関して，3M，
5Mモニタの比較実験．
　4）ディジタルマンモグラフィ撮影での被曝量軽減
の検討．
　5）CADを国内に導入するにあたり，海外調査等か
ら普及にあたって準備すべき事案の検討．

会期：2008年 4 月 5 日
会場：パシフィコ横浜会議センター
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1．ディジタルマンモグラフィの現状と課題−読影医の立場から−
角田博子

聖路加国際病院放射線科

はじめに
　日本のマンモグラフィ（MMG）のなかでディジタル
の占める割合が急速に大きくなっている．ここでは読
影医の立場から，精度向上にむけ 4 つの観点から私
見を述べる．

1．ディジタルマンモグラフィの位置づけ
　日本医学放射線学会が2007年に提示したEBMに基
づくガイドラインのなかで，“乳がん検診において
ディジタルマンモグラフィはアナログシステムと同等
に有用か”というResearch questionが出され，グレー
ドAで推奨された1）．今までディジタル化の波から取
り残されてきたMMGであるが，ディジタルMMGの
有用性がいくつかの研究で報告され2～4），いよいよ重
要な位置づけに置かれることが証明されたものとみな
してよいであろう．現在，日本乳癌学会による診療ガ
イドラインの改訂版にもさらにこのバージョンアップ
された内容が掲載の予定である5）．こうした背景のな
かで日本医学放射線学会乳房撮影委員会ディジタル
マンモグラフィ小委員会は，2006年 8 月に北米放射
線学会のディジタル講習会を受け，そのノウハウを日
本に持ち込んだ．そしてディジタルマンモグラフィ分
科会を背景にソフトコピー診断講習会が開催され，
すでに12回を数えて，読影の精度管理に貢献してい
る6）．

2．ディジタルMMGの読影の実際と注意点
　フィルムに焼き付けて読影する場合には，今まで
のアナログ画像とその方法はほぼ同様であると考え

てよいが，モニタ診断する場合には，それなりの注意
点が必要である．空間分解能を補うコントラスト分解
能を活かすためには，モニタならではのpost processing

が必要である．ノルウェーのスクリーニングプログラ
ムが推奨する方法をFig. 1に示した．まず左右全体を
大きく把握し，さらにその一つ一つを拡大して，詳細
を検討する（Fig. 2）．そしてそのそれぞれでwindowや
levelを変化させて読影の自由度を増加させるというも
のである．このpost processingの方法はこれといって
決まったものではなく，自身のやりやすい方法を早く
みつけることが重要である（Fig. 3）7）．
　比較の方法として，モニタ上では画像を重ね合わ
せできるという利点がある．フィルムの場合，横に並
べて視点を動かしながら読影しなければならなかっ
たが，モニタ上では視点を動かさずに新たに出現し
た病変をチェックすることが可能である．
　以前ディジタルで討論された内容に石灰化をひろ
えるか，という問題があった．しかし 4 年の経験から
私見を述べさせていただくと，まず検出そのものには
問題ないということがいえる．ただし，モニタ上はい
くらでも拡大できるので，どのくらい拡大したものを
観察しているのか読影医は常に自覚しておかねばな
らない．拡大しすぎると石灰化の辺縁はぼけてきてむ
しろover readingのきらいがあることを認識しておき
たい．またピクセル等倍以上に拡大してもそれ以上
の情報は得ることはできない．病変はぼやけるのみで
あり，一見シャープにみえるのは補間された画像であ
ることを認識し，必要以上の拡大も弊害になることを
知っておくことが必要である．

　6）構築の乱れに関する新たなCAD手法の開発と評
価．
　日本放射線技術学会長は「普及に向けた日本放射
線技術学会の取り組み」と題したなかで，当学会の関
係する分科会や個々の研究者は，ディジタルマンモ
グラフィの画質の解析，撮影法，撮影条件の検討，
被曝の評価，ディスプレイの評価，精度管理等につ
いて精力的に取り組んでいると評価した．さらに関連
の学会，団体，委員会などとも密接な協力関係を保
つとともに，国際的な規格の制定にも関与してきたこ
とを紹介した．
　討論では，ディジタルマンモグラフィの精度管理を
行ううえで注意すべき点は，

　1）ディジタルマンモグラフィシステム構成機器おの
おのの品質管理が必要である．
　2）アナログマンモグラフィとは異なり，フイルム濃
度と線量との相関がないため，臨床画像の画質と適
正撮影線量の判断が難しい．
　などであること．
　さらに，
　3）乳房の画像診断にはディジタルマンモグラムだ
けでなくUS，MRIなどと一体で全体を見渡せる画像
表示システムの構築が望まれる．
　などが明らかになり，今後の取り組む方向性が得
られた．
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3．ディジタルならではの技術への期待
　ディジタルモニタ診断になり，さまざまな技術が開
発されている．MMGのオーバーラップの画像の欠点
を補うべく断層像を得られるtomosynthesisの開発な
ど，多くの期待をよせるところである．筆者は現在富
士フイルムメディカル社と共同で位置形状あわせ重
ね合わせ画像の開発をしており，視点を動かさないと
いう方法をさらに有効利用したいと考えている．

4．院内の他のモダリティとの連携
　筆者は画像診断医として乳腺に関わる画像をMMG

のみでなくUS，MRI，CTといった他のモダリティと
ともに臨床上読影し解釈している．MMG画像は
MMG専用のサーバから読影端末にいき，レポート
サーバに落ち，電子カルテに配信されるという状況が
現在の読影環境である．このとき他のモダリティとの

Fig. 1 NBCSP（Norwegian Breast Cancer Screening Program）が推奨するモニタ診断

Fig. 2 拡大鏡のソフトを用いる    
Fig. 3 ノースウェスタン大学での読影方法（by Dr. Wolffman）
 ボタン操作で 2 倍あるいは 4 倍拡大に設定

関連はほとんど考慮されていない．検診の場合には
MMGのみを読影するので問題ないかもしれないが，
診断MMGの場合には，US，MRIなどと一体で動くべ
きものと考えられる．共通の端末で読影しようとする
と，MMG読影に特異的なマスク機能や乳房の輪郭を
認証したうえでの白黒反転ができなかったり，あるい
は特別の画像作成におけるソフトが動かなかったりす
る．またひどい場合には，IDを 2 度入力することが
必要になったりする．乳房の画像診断はあくまで総合
画像診断であり，MMGのみが一人歩きするものでは
ないことを各メーカにも理解いただき，全体を見渡せ
るシステム構築が広まることを望みたい．

最後に
　MMGの撮影・読影の精度はマンモグラフィ検診精
度管理中央委員会がその礎となってきた．アナログ
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2．診療放射線技師の立場から
西出裕子

福井県立病院

　マンモグラフィは乳がんの診断に欠かせない検査
法の一つであり，従来からアナログシステムであるス
クリーン／フィルムマンモグラフィ（以下，SFM）が用
いられてきたが，他のモダリティ同様ディジタル化が
進んでおり，ここ数年その変化は著しい．
　2005年のマンモグラフィ装置設置台数のデータに
よると，使用基準を満たした装置の台数は約3030台
でディジタルの割合は約半数であったが，その後急
速に増加している．NPO法人マンモグラフィ検診精
度管理中央委員会（以下，精中委）の施設画像評価数
でみると，2005年度までの評価装置数はアナログが 8 

割近くを占めていたが，その後増加し，2007年度 1 

年間の評価数では 7 割近くがディジタルシステムで
ある．また現在わが国で使用されているディジタルマ
ンモグラフィには，カセッテに挿入した輝尽性蛍光体
を装置に挿入して撮影するCRシステムと，フラット
パネルディテクタ（以下，FPD）を搭載した装置で撮影
するDRシステムがあるが，ディジタルの評価数の 9 

割近くがCRシステムである．
　マンモグラフィに求められる条件として，読影可能
な画像を確保すること，つまり病変がある場合にその
病変を明確に描出し，また病変がない場合には異常
なしであるといえる画像であること，かつ線量が適正
であることが挙げられ，そのために画質と線量の適
正化およびその性能の維持が必要である．SFMで

は，ファントム画像と臨床画像を用いて視覚評価を行
う，X線の発生から画像観察までの総合的な評価，お
よびその画像を得るために必要な平均乳腺線量によ
る管理が行われてきた．
　ディジタルマンモグラフィは，画像の検出・表示・
保存が分かれており，個別に最適化できる反面，シ
ステムが複雑で評価が困難である．また撮影条件に
対して広いラチチュードを持ち線量に関わらず適切
な濃度（輝度）やコントラストが得られる一方で，線量
の管理は難しい．臨床で撮影線量を決定する場合，
CRシステムではSFMと同様，AECの受光部を乳腺に
合わせて撮影し線量の適正化を図っている．またDR

システムでは基本的にAECを使用するが，線量決定
の方法は各メーカにより異なっている．しかし，SFM

に比べ画像の濃度（輝度）やコントラストで線量が適
切かどうかを判断することは困難である．
　今回ディジタルマンモグラフィの検査精度向上の
ために，臨床における撮影線量の管理，装置や周辺
機器の品質管理について述べる．
　ディジタルにおける線量の指標として，検出器の
照射線量に比例した値を真数として用いるものや対
数として用いるもの，また反比例した真数を用いるも
のなどがあり，メーカによって異なる値が用いられて
いることが問題として挙げられている．そこで当院で
使用しているディジタルマンモグラフィシステムにお

で整備されたこのシステムをディジタル画像でも継続
したいと考えている．アナログで読影の実力があれ
ば，ほとんど問題なくディジタルにも移行していける
ものと思うが，しかし，何もトレーニングなく，また
ディジタルの特性や読影方法を全く理解せずには，

ディジタルMMGを読影することはできない．今後
ディジタルが普及するにつれ，positioningはさらに精
度よく求められ，ディジタル画像作成，被曝などの理
解が技師に必要となる．技師と医師との連携はさらに
重要になると考えられる．
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いて線量の指標として用いられているExposure Index

（以下，EI値）という値が，被検者ごとの線量の目安と
して用いることができるかについて検討した．
　このシステムでは，曝射後コンソール画面に表示
された画像で，EI値とその値を算出したROIを表示す
ることができる（Fig. 1）．そこでまず，日常管理として
毎朝撮影しているACR推奨ファントム画像における
EI値を求めた．撮影はAECの位置とDensityタップを
一定にしてSEMI AUTOモードで行っているが，約 3 

カ月間のEI値はほぼ一定の値を示した（Fig. 2）．しか
しAECの位置を固定しないAUTOモードでファントム
厚を変化させて撮影した場合，中心部に設定した

Fig. 3 臨床画像のExposure IndexとROI内のピクセル値
 （a） Exposure Index
 （b） ROI内のピクセル値

Fig. 1 ACR推奨ファントムのAEC設定位置とExposure 
Indexの確認画面

ROIのピクセル値はほぼ一定の値を示したが，EI値と
は一致しない場合がみられた．原因として自動で設
定されたROIがファントムの辺縁など適正ではない場
合があることが分かった．
　次に臨床画像のEI値について検討するため，今年 

1 月にAUTOモードで撮影された60症例の左右の
MLO画像におけるEI値と，マニュアルで乳腺部に
ROIを設定してそのピクセル値を求めた．その結果，
左右それぞれのEI値はほとんどの症例でほぼ等しく
設定値よりはやや高い値を示したが，一部かなり高
値を示した症例もあった（Fig. 3a）．一方乳腺部に設
定したROI内のピクセル値は左右ほぼ同じ値で設定

Fig. 2 ファントム画像のExposure Index

a b
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3．機器の標準化に関する日本画像医療システム工業会（JIRA）の取組み
榊原俊文

JIRA/乳房X線撮影装置（SC-2205）委員会

　JIRAにおいて，機器の標準化に取組む「標準化委
員会」が設けられている．この委員会の下には，多く
の作業チームがあり，「医用電気機器及び医用電気シ
ステムに係わる当団体機器関係のIEC規格（Interna-

tional Electrotechnical Commission；国際電気標準会
議）に対する日本の意見の提案」「制定されたIEC規格
のJIS（Japanese Industrial Standard；日本工業規格）の
原案作成」などの作業を行っている．SC-2205はメー
カとユーザ（日本放射線技術学会）で委員構成し，乳
房用X線装置に係わる機器の標準化を担当している
が，現在課題が多いため，SC-2205として副主査（富
士フイルムの早乙女滋氏［2009年 9 月時点，2205主

査］）を設けてこれらに取組んでいる．
　SC-2205の成果物が国内で応用された例を次に述
べる．その一つは，JIS Z 4751-2-45（乳房用X線装置
及び乳房撮影定位装置－安全）およびJIS Z 4752-2-10

（医用画像部門における品質維持の評価及び日常試験
方法－第 2-10部：不変性試験－乳房用X線装置）の技
術内容が日本医学放射線学会／日本放射線技術学会
のマンモグラフィガイドラインおよび日本放射線技術
学会の乳房撮影精度管理マニュアルに取り入れられ
た（Table 1）．また，2005年 4 月に告示された改正薬
事法では，国際的整合性の観点から，医療機器の規
制の国際基準（ISO，IECなど）を導入し，医用機器の

値以下であり，ファントム画像と同様の結果であっ
た．各症例の自動で設定されたROIをみてみると，特
に乳腺の少ない乳房において大胸筋や脂肪にROIが
設定されている場合があり，これがEI値と実際の乳
腺部のピクセル値と異なる結果を示した原因であると
考えられた．
　以上の結果からAECはほぼ設定どおりに線量をコ
ントロールしているが，EI値が必ずしもその値を反映
しているとはいえず，どの場所での値を示しているか
を確認する必要があるといえる．
　また安定した画像の提供と性能維持のために行っ
ている品質管理に関しては，現在の精度管理マニュ
アルに規定されている内容に加え，メーカ推奨の方
法で行っている．当院ではソフトコピー診断を行って
いるため日常の品質管理では，ACR推奨ファントムと
ステップファントムによる画像評価とmAs値・EI値の
記録，読影用モニタのテストパターンによる視覚評価

を行っている．またメーカ推奨の方法として，週に 1 

回均一視野補正（フラットフィールドキャリブレーショ
ン）とファントム画像を用いたCNRの測定を行ってい
る．
　ディジタルマンモグラフィはアナログに比べさまざ
まなシステムがあり，それぞれにおいて最適化を図る
必要がある．また課題として，臨床画像における画
質の評価が困難であることや装置・周辺機器の基
準，品質管理に関して確立された方法がないなどの
点が挙げられる．特にモニタ診断においては，第三
者の評価を受けにくいという点も問題視されている
が，われわれ放射線技師は常に画質と線量（被曝）を
考慮しながら，最適な撮影条件で読影に適した画像
を提供する必要があり，現在整備が進められている
ディジタルマンモグラフィの精度管理の方法を参考に
しながら，各施設において検討していただきたい．

Table 1　主な技術事項とJIS番号の対照

  項　目 対応JIS番号

 スクリーンとフィルムの密着性 JIS Z 4751-2-10

 X線装置 圧迫器の確認 JIS Z 4751-2-45

  胸壁端付近の画像欠損確認 JIS Z 4751-2-10

  管電圧の精度と再現性 JIS Z 4751-2-45

  X線照射野，光照射野，受像器面の整合性 JIS Z 4751-2-45

  圧迫板を取除いた時の線質（HVL） JIS Z 4751-2-45

  AECの性能 JIS Z 4751-2-45

  X線の出力 JIS Z 4751-2-45

  受像系の感度バラツキ JIS Z 4752-2-10
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Fig. 1 ケアストリームヘルスからの提供 Fig. 2 富士フイルムからの提供

Fig. 3 GEヘルスケア・ジャパンからの提供 Fig. 4 日立メディコからの提供

Table 2　SC-2205の2008年度活動計画

項　目 活動の概要

IEC 60601-2-45/

Ed.3の立案と審議

・新しいIEC 60601シリーズ（医用電気
機器の基礎安全と基本性能）の，乳房
用X線装置に関する個別規格の立案．

・ディジタル要求事項の追加．

IEC 61223-3-2/Ed.2

のJIS原案の作成
・乳房用X線装置の受入試験のJIS原案

日本医学放射線学
会，乳房撮影専門
小委員会にオブザー
バー参画

・ディジタルマンモグラフィ・ソフト
コピー診断の精度管理に関する検討

・乳房超音波の診断と精度管理に関す
る検討（JIRA/SC-4406から参画）

Table 3　ディジタルマンモグラフィに係わる
主なIEC規格の整備状況（2008年 6 月現在）

IEC規格番号 規格の概要 JIRA担当
SC名

IEC 61223-3-2/
Ed.2:2007

受入試験－乳房用X線装置の画
像性能

SC-2205

IEC 60601-2-45/
Ed.3:200Y

乳房用X線装置および乳房撮影
定位装置－基礎安全および基本
性能

SC-2205

IEC 62563-2/
Ed.1:200Y

医用画像表示システムの評価法
※参照文献：AAPM TG-18など

SC-3305

IEC 62220-1-2/
Ed.1:2007

ディジタルX線画像装置の特性
－量子検出効率（DQE）の決定法：
乳房X線撮影用

SC-3501

製造・販売に適用した．乳房用X線装置の基準とし
ては，IEC 60601-2-45に一致対応したJIS Z 4751-2-45

が採択された．
　2008年度のSC-2205活動計画をTable 2に，ディジ
タルマンモグラフィに係わる主なIEC規格の整備状況

をTable 3に示す．
　最後に，各社から提供のあった「ディジタルマンモ
グラフィに対する取組み」などをアルファベット順で
紹介する（Fig. 1～8）．
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4．厚生労働省研究班主任研究者の立場から
主任研究者：石橋忠司　東北大学大学院医学系研究科保健学専攻

分担研究者：大貫幸二1）・植松孝悦2）・松本政雄3）・内山菜智子4）・原　武史5）

1）岩手県立中央病院乳腺外科，2）静岡県立がんセンター画像診断科，3）大阪大学大学院医学系研究科	
4）国立がんセンターがん予防・検診研究センター検診部，5）岐阜大学医学研究科再生医科学専攻

　平成19～20年度の厚生労働省のがん研究助成金に
よる「デジタルマンモグラフィによる乳がん検診の効
率及び精度向上・評価に関する研究」班を組織し，研
究しているので主任研究者の立場から，成果の中間
報告を踏まえて報告した．
　われわれの研究班では平成19年度の研究として以
下のテーマの研究を行った．1）ディジタルマンモグラ
フィ併用乳がん検診の最新の全国市区町村への現況
調査，ならびにディジタルマンモグラフィ装置を有す
る医療機関へ機器の使用状況をアンケート調査し
た．2）分離併用検診を行っている岩手県予防医学協
会における検診現場へ簡易モニタ導入実験を行い，
併用検診と同等の有効性が証明されたかを検証し
た．3）石灰化病変，腫瘤病変の検出能に関して，

3M，5Mモニタの比較実験を行った．4）ディジタル
マンモグラフィ撮影での被曝量軽減を検討した．
5）CADを国内に導入するにあたり，海外調査等から
普及にあたって準備すべき事案を検討した．6）構築
の乱れに関する新たなCAD手法を開発し，評価した． 

1．ディジタルマンモグラフィの効率的導入に関
する研究のためのアンケート調査

1-1　全国市区町村への乳がん検診状況調査
　平成19年10月末に全国すべての1828市区町村に対
して，FAXおよび電話にて行った．行っている市区
町村は97.92％，行っていないは2.08％であった．検診
実施率の低い都道府県は東京（83.9％），長野（88.9％），
沖縄（90.2％）であり，その他の道府県はほぼ100％に近

Fig. 5 コニカミノルタヘルスケアからの提供 Fig. 6 シーメンス旭メディテックからの提供

Fig. 7 島津製作所からの提供 Fig. 8 東芝メディカルシステムズからの提供
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い実施率であった．開始年齢はまちまちで15～19歳 

0.45％，20～29歳 1.28％，30歳 10.17％，35歳 0.17％，
40歳 86.65％，50歳 1.13％，57歳 0.06％であった．
　30歳代の検診を行っている市区町村は51.2％，
行っていないは48.8％であった．その方法は，視触診 

34.0％，視触診+マンモグラフィ 18.2％，視触診+超
音波 32.5％，触診+マンモグラフィ+超音波 2.7％，マ
ンモグラフィ 3.6％，超音波 9.1％であった．
　平成18年度の受診率を把握している市区町村は
94.71％，把握していないは5.28％であった．受診率
の内訳は 0～9.9％は23.20％，10～19.9％は33.84％，
20～29.9％は21.08％，30～39.9％は10.64％，40～49.9％
は4.12％，50～100％は7.11％であった．平成18年度
の要精検率に関して，把握していると答えた市区町村
は85.2％，していないは2.6％であった．その内訳は 0～
4.9％が22.4％，5～9.9％が39.2％，10～19.9％が21.0％，
20～49.9％が2.0％，50～100％が15.6％であった．
　マンモグラフィ併用乳がん検診は全国ほぼ100％行
われるに至っているものの，いまだ受診率は10％台で
あった．特に都市部での受診率が低いことが問題で
ある．国の目標とする50％には及ばない．また，30歳
代の検診方法もまちまちで，視触診のみでの検診市
区町村も多くあり，マンモグラフィ併用乳がん検診の
可否を含め，今後の課題であることも明らかとなっ
た．要精検率もまちまちであり，アナログやディジタ
ルを論議する以前の問題で，20％を超える市区町村
では検診精度の再検討が必要と思われる．

1-2 ディジタルマンモグラフィ導入施設への機
器の使用状況調査

　ディジタルマンモグラフィ導入1900施設から43％の
回答を得た．CR 702，DR 143と日本ではCR型ディジ
タル普及が目立つ．モニタ診断29％であり，永久デー

タ保管は50％，比較読影75％であった．CAD導入は
25施設にすぎない．しかしCADに関する期待は高
かった．
　ディジタルマンモグラフィ装置は普及程度にまだ地域
差はある．CRシステムの割合が高く，ハードコピー
にて検診マンモグラフィを読影する比率が高い．比較
読影は高率に行われている．平均乳腺線量は0.7～
3.54mGy（平均：1.71mGy）であった．GE社Senographe 

2000D/DSは1.47mGyであり，CRシステムと比較する
と，有意に平均乳腺線量が低かった（Tukey検定：
p<0.0001）．ディジタルマンモグラフィ装置の精度管
理に関しては，モニタも含めて不十分な点もあるが，
施行している施設が多く，今後の管理法の改良が望
まれる．
　日本でのディジタルマンモグラフィによる検診で
は，モニタへの移行は自然の流れとはいえ，当分ハー
ドコピーとソフトコピーの両立で行われていくものと
考えられる．ソフトコピー診断での読影時間は従来の
アナログマンモグラフィと比較して，長くなる，不
変，短くなるといずれもほぼ均等に分布していた．
ズーム機能・ディジタル拡大機能や階調処理は多く
の読影者が利用していた．5Mピクセルの液晶モニタ
が最も多く使われていたが，3Mピクセルモニタも少
なからず使われていた．フラットパネル装置使用施設
では，多くは5Mモニタであったが，CR装置使用施設
では，3Mモニタの使用頻度が高くなった．モニタ，
サーバともに低価格製品の開発が望まれている．
CADの普及は25施設と極めて低いが，実際の使用
法やCADへの期待に関しては，自分の読影に対し疑
い病変を追加，読影後の正常例の再チェックに利
用，読影の質向上とおおよそ妥当なものが挙げられ
ていた．

5．普及に向けた日本放射線技術学会の取り組み

はじめに
　私の話す内容は，ディジタルマンモグラフィ検査の
精度向上に関する本学会のこれまでの取り組みであ
る．しかしながら，後述するように，ディジタル画像
に関する本学会の取り組みは必ずしも満足いくもので
はない．ディジタル画像にかかわらず，アナログ画像
も含めて本学会のマンモグラフィ検査の精度管理に

学会長　小寺吉衞
名古屋大学医学部保健学科

関する活動は，主に特定非営利活動法人マンモグラ
フィ検診精度管理中央委員会（以下精中委）を通して
行っている．この活動の内容や，本学会の役割分
担，その他出版活動や海外の団体とのかかわりな
ど，順次，本学会のこれまで行ってきたこと，行って
いないことを整理し，今後本学会が行わなければな
らないことを考えてみる．
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1．学会としてこれまで取り組んできたこと
　先に述べたように，本学会のマンモグラフィ検査
の精度管理に関する活動は，主に精中委を通して
行っている．精中委はFig. 1に示すように六つの学会
で構成されている．本学会の定款には「この法人は放
射線技術学に関する研究発表，知識の交換ならびに
関連学協会との連絡提携を図り，もって学術の進歩
発展に寄与することを目的とする」とある．この精中
委での活動は，まさに「関連学協会との連絡提携」で
あり，本学会の目的の一つであると考えることができ
る．この精中委で認定されている専門技師は，本学
会が提唱しているスーパーテクノロジスト構想のなか
の代表的なものであり，他の専門技師のお手本のよう
な存在であるといえる．
　本学会からは精中委の16名の理事のうち，木村千
明氏，西出裕子氏，逸見典子氏の 3 名を理事として
推薦している．精中委の活動は多々あるが，最も主
要なものは毎年開催される乳房撮影ガイドライン・精
度管理研修会である．これは本学会では放射線撮影
分科会（分科会長：錦　成郎氏）が担務している．具
体的な運営は放射線撮影分科会の中の乳房撮影ガイ
ドライン普及班（班長：鈴木隆二氏）が担当してい
る．マンモグラフィ検診に関係する多くの団体が研修
会を行っているが，本学会もこれまで（平成19年度ま
で）55回開催している．平成20年度も 5 回（熊本，福
島，旭川，金沢，仙台）開催する予定である．他団体
の研修会も含めると，年間 50～60回程度開催されて
いる．これは毎週どこかで開催されていることを意味
する．これらの運営にかかわっておられる先生方には
頭の下がる思いである．最近では中国（台湾も含む）
や韓国などにも出かけて研修会を行っている．欧米と
は違った体格の被験者の方々のための最適な撮影法
を広めているということで，大変意義深い活動である
と思う．
　その他の活動として，研修会で用いるテキストとし

て叢書（14-3）乳房撮影精度管理マニュアル（改訂版）
放射線撮影分科会，乳房撮影ガイドライン普及班（班
長：鈴木隆二）を発行している．また，叢書　マンモ
グラフィ典型症例画像データベース（CD-ROM　対応
OS：日本語版 Windows Vista/XP/Me/2000/98SE，作
業統括：藤田広志）も発行している．
　これらは主に増感紙フィルム系を中心としたシステ
ムに対するものであるが，精中委ではすでにディジタ
ル系への移行を念頭に置いたガイドラインの作成や
研修会の在り方について検討を行い，今年度から一
部実施している．
　学会としては，乳房撮影ガイドライン普及班の活
動以外は精中委に任した感があるが，個々の会員の
活動はその限りでなく，例えば，今年度の総会学術
大会においても739演題中49演題（6.6％）がマンモグラ
フィに関係する演題で，CTやMRIに比べると大きな
数字ではないが，一つの部位としては比較的多い演
題数であると思う．会員の関心の深さを示すと同時
に，学会としてのアクティビティの高さを示すものと
考える．
　学会としては，これ以外に学会誌（和文誌，英語論
文誌）への研究論文の掲載をお願いしている．また，
海外の学会，団体への研究者の派遣も行っている．
すべてがマンモグラフィ関係ではないが，このような
活動が，それぞれの分野の底上げにつながっている
と考えている．
　ディジタルマンモグラフィに関係する海外の団体と
の連携では，最近はInternational Electrotechnical 

Commission（IEC）のいくつかの分野に会員が参加し
ている．例えば，Working Groupの一つである
IEC/62B/WG33 62220-1-2: Medical electrical equip-

ment characteristics of digital X-ray imaging devices－
Part 1-2: Determination of the detective quantum effi-

ciency－Mammography detectorsには筆者自身も何度
か出かけ，討論に参加するとともにデータ等を提供し

Fig. 1 マンモグラフィ検診精度管理中央委員会関連 6 学会
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ている．
　これらをまとめると，本学会のマンモグラフィ検査
の精度向上の普及に向けた取り組みは以下のように
なる．
　・マンモグラフィ検診精度管理中央委員会への協力
　・乳房撮影ガイドライン・精度管理研修会の開催
　・乳房撮影精度管理マニュアルの発行
　・マンモグラフィ典型症例画像データベースの発行
　・IECへの技術協力
　・学会での研究発表の場の提供
　・研究論文の掲載
　・海外の学会，団体への研究者の派遣
　・その他

2．ディジタルマンモグラフィ検査の精度向上の
普及に向けた本学会の取り組み

　しかしながら，ここに挙げた事柄はマンモグラフィ
検査全体の精度向上の普及に向けた取り組みであっ
て，今回のシンポジウムの表題にあるディジタルマン
モグラフィ検査の精度向上に関する取り組みに特化
したものではない．今回座長である鈴木隆二先生か
ら今回のシンポジウムのお話を伺ったとき，私は本学
会のディジタルマンモグラフィに関する取り組みに何
ら疑問を抱いてはいなかった．しかしながら，いざ検

証してみると，学会として何も取り組んでいないこと
に気がついた．学会発表や投稿された論文，海外の
標準化団体との連携など，会員の活動には目を見張
るものがあるが，はたして学会自身は何をしてきたの
かと問われると返答に窮する．これは大変大きな間違
いをしていたのではないか．検出器がアナログから
ディジタルに換わることで，画質特性は大きく変化す
る．システム設計も，データの搬送も，保管や表示，
診断形態まですべてが変わる．精度向上のための考
え方も全く異なる．これらはこれまで多くの本学会の
研究者が提言してきたことである．その多くの情報を
学会は何一つまとめることなく，ただ，一方通行で発
信していたにすぎない．これは大変大きな問題であ
る．今回のシンポジウムの演者を引き受けたことで，
遅まきながらこの問題に気がついた．学会として何を
するべきかという大きなテーマである．これは一つの
考えだが，例えば，ディジタルマンモグラフィ検査の
精度向上に関するガイドラインの作成を考えている．
このほかにもいくつか考えることができると思う．今
回のシンポジウムをきっかけに，学会としてもっと積
極的に精度管理に取り組むことができればと考えて
いる．このような機会を与えてくださった，関係者の
方々にお礼を申し上げるとともに，今後の学会の取り
組みに期待していただければ幸いである．

Fig. 2 研修会での風景－ポジショニングの実習 Fig. 3 研修会での風景－読影試験


