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デジタルマンモグラフィの現状 
日本赤十字放射線技師会 常任理事 広報部 荒井 一正 

  

一般撮影と同様にマンモグラフィもデジタル化が進み、デジタルマンモグラフィの占める割合は全体

の 90%にも上ります。デジタルマンモグラフィの中でも近年は FPD 搭載装置の普及が徐々に進んでき

ており、各メーカがそれぞれ特色のある装置を開発し、装置の性能は向上を続けています。また、FPD

搭載装置の普及に伴い診断もハードコピー診断からモニタ診断へと移行しつつあります。 

このような状況を踏まえ、今回の特集は『デジタルマンモグラフィの現状 ～診断から読影まで～』

と題してシーメンス・ジャパン株式会社様、東芝メディカルシステムズ株式会社様、富士フイルムメデ

ィカル様、GE ヘルスケア・ジャパン株式会社様に寄稿をお願い致しました。また、デジタルマンモグ

ラフィを導入している 4 施設より、京都第二赤十字病院 梶迫様、長浜赤十字病院 西関様、各さいた

ま赤十字病院 岡田様、大森赤十字病院 出井様の施設でのデジタルマンモグラフィの現状について御

寄稿いただきました。今後デジタルマンモグラフィの導入や更新をお考えの施設の機種選定や運用の参

考になれば幸いです。 

 

御寄稿頂いた会員・メーカの方々へ、貴重な時間を裂いて御執筆をいただけましたことに紙面を借り

て深謝申し上げます。 
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Digital Breast Tomosynthesis 
シーメンス・ジャパン株式会社   

           ヘルスケアセクター 

                      クリニカルプロダクト部 

                       大塚 恭一 

 

1．Tomosynthesis の原理 

Tomosynthesis とは、Tomography（断層）と Synthesis（合成、統一）の 2 つの意味から作られた

造語であり、1 回の断層撮影で任意の高さ裁断面を再構成する撮影技術である。 

古くは、目的とする裁断面位置を中心にしてX線管球が移動し、X線管球に対面するようにカセッテ

が移動して1枚ずつ撮影を行っていた。従来の断層撮影はフィルム、CR を用いて撮影され，整形領域

を中心に使用されてきたが，1回の撮影で1 断面しか得られず、診断に必要な一連の画像を得るために

時間を要していた。また、いわゆる流れ像と呼ばれる障害陰影が生じて観察しづらい画像であった。 

デジタルマンモグラフィでのTomosynthesisは、ディテクタが移動しない方式とディテクタが常にX

線管と対向して回転する方式がある（図1）。ディテクタが移動しない方式では、X線管球だけが移動し

ながらパルス状のX線を照射していく。このパルス状のX線照射によって情報を取り込んでいくことで

あるが、照射角度によって左右にズレが生じてくる。ディテクタが回転する方式では、回転中心が存在

するため、収集画像が左右に回転して観察できるが、断面画像を再構成すると回転中心と左右で歪みを

生じ、ボケを生じる。 

また、セレニウム平面検出器（直接変換方式）のディテクタを使用する場合には、照射毎のデータを

すぐに取り込むことができるが、蛍光体平面検出器（間接変換方式）のディテクタを使用する場合には、

フォトダイオードが光を受けるために連続動作での照射では、光の散乱でボケを生じてしまうことにな

る。そのためにX線管が、ステップ動作を行い、停止した時に照射する必要がある。また、乳房厚によ

って蛍光体の光を調整するために撮影時間も変わってくる。 
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図1 

 

2．画像処理 

Tomosynthesisの撮影は、数回の照射により照射回数分のRaw Dataを取得することになるが、必ず中

心からズレた画像ができるために、このズレを中心（0°位置）で撮影した位置にシフトし、重ね合わ

せてボリュームデータとして作成することになる。そのとき、CTと同様にディテクタ側から管球側を見

たフィルターバックプロジェクション（FBP）により物体の位置などを計算する方法と単純に左右のズ

レたデータをシフト加算する方法がある。単純にシフト加算をする場合には、一番ディテクタ側と圧迫

板側の画像が、中心に対して一番ズレが大きいために画像がボケることになる。それに比べてFBPを用

いると乳房内部の組織の位置を計算しているためにスライス画像を構成でき、ボケのない画像を得るこ

とができる。 

画像のコントラストを高め、2D と同じような画像を得るためには、単純なシフト加算をする方が構

成しやすいが、腫瘤やスピキュラを明確に見るためには、1mm毎の画像をボケなく構成できるFBPが適

切と言える。 

また、1パルス当たりの照射線量にもよるが、X線管球の振り角が大きく、照射回数の多い方が深さな

どの情報量が多くなり、有利である。 

画像のデータ量としては、1回の撮影での照射回数、ピクセルサイズによって変わってくるが、数百

MBの画像容量となる。Row Dataは、1回のパルス照射毎に作られるため膨大な容量になる。 

画像の観察は、再構成された画像を1mmスライス毎に表示させる動画表示と撮影時のネイティブ画

像を動画表示させることができるが、乳腺との重なりなどで2Dでは表示できなかった部位を観察するた

めには、再構成された画像を見る必要がある。 
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図 2 

 

図 2 の丸い S1 と四角の S2 は、重なる位置にあり、X 線管の入射角度によって左右にΔS 分ズレが生

じる。S1 を中心にするか S2 を中心にするかによって、それぞれもΔS 分ズレを生じることになる。 

シフト加算方式は、上と下のズレを補正しないために従来の断層撮影と同じに流れ像となりボケを生

じることになる。 

X 線管の振り角を大きくするとΔS がより大きくなり、上下の流れ像の深さが大きくなることになる。

また、照射回数を増やすことによって、連続して見える画像が増え、あたかもスライス画像が連続して

見えるようになるが、実際は照射回数の画像しか見えていない。ただし、スライス画像を再構成してい

ないために任意の位置の画像だけを取り出すことができないことになる。 

シフト加算した画像と圧迫厚により乳房の厚さは解り、表示している画像の深さが計算できることか

ら現在の位置がディテクタから何 mm の位置であるという表示が可能である。 

FBP 方式を併用する場合には、ディテクタ側から X 線管方向を見たデータを作成（CT の原理と同じ）

し、丸い S1、四角の S2 の位置、形状を計測し、その位置にデータをシフト加算してボリュームデータ

を作成する。そのボリュームデータからディテクタ側から 1mm 毎の画像データを再構成するため、ボ

ケを生じることがなくなり、任意の位置の画像を取り出し、保存することも可能になる。 

シフト加算方式だけの方が画像の再構成時間が必要ないために早くに観察することが可能であるが、
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診断可能な範囲が上下約 20mm を除いた範囲（乳房厚 40mm の場合、真ん中周辺の 20mm の範囲）だ

けに限られてしまう恐れがある。 

 

 

 

参考文献 

Radiology Apl.2012 

Clinical Digital Breast Tomosynthesis System: Dosimetric Characterization1 

Steve Si Jia Feng, BS 

Ioannis Sechopoulos, PhD 

 

 

 



~ 74 ~ 
 

デジタルマンモグラフィの現状 ～診断から読影まで～ 
 

東芝メディカルシステムズ株式会社 

首都圏支社 営業推進部 冨田 康之 

 

はじめに 

 

日本人女性の乳癌罹患率は増加の一途をたどっており、 

現在は 16 人に 1 人が乳がんに罹患すると言われている。 

そのため、厚生労働省では受診率の引き上げを目標とし 

て乳癌検診の無料クーポンを配布するなどの取り組みが 

行われている。そのような取り組みによって、乳癌検診 

が徐々に普及してきているものの、受診率は欧米諸国に 

比べて低く、わずか 20％程度に留まっているのが現状で 

ある。 

当社は、受診率を向上するひとつのアプローチとして、 

検査の不快感を緩和できるようなマンモグラフィ装置を提供することが使命と考え、マンモグラフィ装

置の国産メーカとして、日本人女性の体格や特性に合わせた、直接変換型フラットパネルディテクタ（以

下 FPD）搭載マンモグラフィ装置「MGU-1000D MAMMOREXTM Pe・ru・ruTM DIGITAL（以下 Pe・

ru・ruTM DIGITAL）」（図 1）を開発し、販売してきた。また、検診によって指摘された非触知の早期

乳癌の確定診断を得る手段として重要な Stereotactic Biopsy Application を搭載したマンモグラフィ装

置もラインナップしている。今回は、デジタルマンモグラフィの現状として、Pe・ru・ruTM DIGITAL

の特長と Stereotactic Biopsy Application について紹介する。 

 

検査環境への配慮 

 

Pe・ru・ruTM DIGITAL は、受診者と操作者に優しい装 

置を目指し、女性スタッフを中心に開発された。受診者 

が体を預けやすく緊張を和らげるようなラウンド形状、 

パール色の外観は受診者に安心感と清潔感を提供し、柔 

軟な圧迫板と、圧力に応じて圧迫速度を 適制御する 

「美圧 TM」システムは、圧迫による痛みや不快感を緩和 

する。日本人に合わせたコンパクトな FPD を搭載するこ 

とで、ポジショニングのしやすさを維持し、特に MLO 撮 

影時の腋下ブラインドエリアを 小限とするよう撮影台 

の外形も工夫されている（図 2）。また、アイソセンタ方式 

C アーム回転に加え、MLO 撮影時の撮影角度を自動的に記憶して、反対側の撮影で同一角度を再現す

る MLO 角度メモリ機能を搭載し、効率の良いポジショニングをサポートする。撮影後は約 7 秒でプレ

ビュー画像を表示することにより、撮影後の画像確認を即座に行うことができる。システムモニタには、

図 1 Pe・ru・ruTM DIGITAL 外観

図 2 コンパクトな撮影台 
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ポジショニングの良否を即座に確認できるように、左右乳房のミラー表示を行うが、通常はモニタの画

素数に対して画像データの方が大きく、画像は縮小表示されるため、石灰化の有無を確認するのは困難

である。そこで Pe・ru・ru DIGITAL では、縮小表示の際に石灰化のような高輝度情報を欠落させな

い特殊な補間処理を行っており、ピクセル等倍表示を行っていない状態でも、石灰化の有無が確認でき、

追加撮影の要否判断が効率よく行える仕組みを備えている。 

さらにオプションにて 5MP または 2MP モニタを搭載することができ、撮影者による画像確認が可能

である。またその際にほくろや皮膚の傷、乳頭分泌やニップルの状態、画像に反映されない触知情報な

どの撮影者しか知り得ない情報を、画像上にマーカとコメントを入れることにより医師に伝達すること

が可能であり、医師が精査の必要性を判断する際に役立てることができる。（Exam Marker 機能） 

検査室レイアウトは、狭い検査室での操作性向上や一般撮影装置などとの併設も可能としており、幅

広い検査室環境に対応することができる。また、通常の施設空調温度を想定した 22～30℃での運用を

実現する、FPD 冷却システムの開発により、個別の空調設備は不要で、かつ装置の 24 時間通電を不要

とするなど、省スペース・省エネルギーを実現している。 

 

画質 

 

α-Se を用いた直接変換方式 FPD を採用しており、X 線をデジタル信号に直接変換するために光の拡

散によるボケが無く、高解像度の画像を得ることができる。そのため、微細石灰化の形状や分布の評価

が要求されるマンモグラフィに適した画像を得ることができる（図 3）。また、ゴースト除去処理はもち

ろん、撮影毎にリアルタイムに補正データ収集を行うことで、検査室の環境変化に影響されない、安定

したマンモグラフィ画像を提供することが可能である。従来はフィルム/スクリーン系の感度や表示特性

によって撮影条件が左右されていたが、α-Se 検出器に適した撮影条件と内部パラメータの組合せによ

り、X 線被曝をそのままに S/N、 

CNR の向上を実現した（Pe・ru・ru 

ショット）。収集されたデータは、 

国内のマンモグラフィデータを基準 

に開発された東芝独自の画像処理技 

術により、読影に適した画像に処理 

される。また、これらの画像処理の 

種類、強度は、プリセットできるこ 

とはもちろんのこと、収集画像に対 

してはコンソール画面上で、ユーザ 

によって自由に調整することが可能 

である。そして、ソフトコピー診断 

とハードコピー診断を併用する施設 

が多い国内の読影事情に合わせて、ビューワ出力とイメージャ出力時、それぞれの画像処理パラメータ

で自動転送することができる My Adjust 機能を備え、出力先によって画像処理パラメータを変更し直さ

なくても、読影環境毎に も観察しやすいマンモグラフィを提供できるのが特徴である。 

 

図 3 臨床画像 
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Stereotactic Biopsy Application 

 

撮影台のブッキーユニットをニードルガイドユニットに交換するだけで、通常検査からバイオプシ検

査に移行することができる。C アームに任意の角 

度付けをした状態でのステレオガイド下バイオプ 

シ検査が可能で、乳房に対して様々な角度から穿 

刺針のアプローチが可能である。また、撮影台に 

対して垂直に穿刺する従来の Vertical ホルダに加 

え、横からの穿刺が可能な Lateral ホルダを新し 

くオプション化し、垂直方向からの穿刺では適応 

外であった薄い乳房への適応拡大が期待される。 

また装置は、側臥位、座位の両体位に対応して 

いるが、特に、当社との共同研究によって開発さ 

れたタカラベルモント社製の診察台 EX-MGT を組 

み合わせれば、独自の切欠き形状によって、側臥位時の下側の肩や腕の空間を調整することができ、受

診者の負担が少ない体位での検査が可能となる（図 4）。 

 

また、真後ろからストレートに押し当てる背 

当てはしっかりと受診者を固定することができ 

るため、受診者は安心して背当てに体を預ける 

ことができる。さらに、クッションの位置を変 

更することで、側臥位、座位のどちらでも使用 

することができ、検査中の体位変更に迅速に対 

応できるのが特徴である（図 5）。 

 FPD により得られるステレオ画像は、淡い石 

灰化や麻酔後に見えにくくなる石灰化も描出す 

ることができるため、ターゲットを正確に指定 

することができる。モニタには、バイオプシ撮 

影画像が全面拡大表示されるため、小さな石灰 

化でも確実にターゲットとしてプロットできる 

ほか、石灰化の視認性を向上させる石灰化強調 

機能、石灰化のミスプロットを防ぐガイディン 

グ機能を備え、確実で精度の高いバイオプシ検 

査を提供している。 

ガイディング機能は、スカウト画像、ステレ 

オ画像の順にターゲットをプロットしていくと、 

水平、垂直のガイドラインを表示することによ 

り、ターゲットの存在範囲が絞り込まれる支援 

機能で、特に集ぞく性石灰化のミスプロットを 

図 4 側臥位でのバイオプシ検査 

図 5 座位でのバイオプシ検査 

図 6 ガイディング機能 
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防ぐことができる（図 6）。また、日本語による操作ガイドメッセージによって検査の流れをわかりやす

くナビゲートする。 

 

おわりに 

 

Pe・ru・ruTM DIGITAL は、受診者、操作者へのやさしさと高画質・高スループットを実現し、高いク

オリティの検査を提供するデジタルマンモグラフィ装置である。我々は、国内でマンモグラフィ装置を

製造、販売する唯一のメーカとして、受診者やユーザの声に耳を傾け、マンモグラフィをはじめとする

乳がん検診の受診率向上と、乳がんによる死亡率減少に向けたトータルソリューションの提供を今後も

行っていく所存である。 
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デジタルマンモグラフィの現状～診断から読影まで～ 
                                                    富士フイルムメディカル 

 MS 部 嵯峨 綾子 

 

当社は、1977 年 世界に先駆けて CR 方式によるＸ線診断画像のデジタル化に成功した。その後、

1983 年に FCR101 を発売して以来、デジタルＸ線画像診断機器を市場に提供している。20 年後の 2003

年には「FCR PROFECT CS」（以下 PROFECT）を販売開始し、既存のマンモグラフィ装置と組み合

わせることでマンモグラフィの高画質なデジタル化を実現させた。 

デジタルマンモグラフィは従来のフィルム/スクリーン方式に比べてダイナミックレンジが広く、スキ

ンラインから乳腺内まで広い濃度レンジを描出可能で、また腫瘤など低コントラスト部の描出能にも優

れている。また X 線利用効率が高いことから、被曝線量の低減が可能である。さらに、PROFECT で

は 50μm 画素サイズを実現しており、微細な石灰化の描出にも優れている。 

近年ではフラットパネルディテクタ(以下 FPD)を搭載した DR 方式マンモグラフィ装置も使用されて

いる。DR 方式は、X 線の電気信号化方法により直接変換方式と間接変換方式とに大別されるが、マン

モグラフィにおいては高画質と被ばく線量低減への要求が高いことから、X 線信号を直接電気信号に変

換する、直接変換方式を採用する装置が主流となっている。 

 

デジタル化の効果として、撮影の高スループット化、画像処理や

画像表示の自由度の向上、ネットワーク形成による画像管理の効率

化、過去画像比較やコンピュータ支援診断(CAD)による診断の効率

化が挙げられるが、マンモグラフィ検診・診断における総合的な利

便性・診断効率の向上がもたらされている。  

撮影スループットはカセッテを使用する CR 方式よりも DR 方式

が高いものの、間接変換方式との比較では、主流である直接変換方

式は、その物理特性（後述）から撮影スループットが低いという欠

点が指摘されていた。 

 このような背景から、「被検者が安心して受診でき、医師が

より診断しやすく、撮影者が撮影しやすい」をコン

セプトに、高感度・高精細による診断能の更なる向

上、被曝量の更なる低減、および快適なスループッ

トを実現した「AMULET」(FDR MS-1000)を 2009

年に発売した。さらに 2011 年には「AMULET f/s」

(FDR MS-2500)を発売し、画質に加え操作性も大幅

に向上させた(Fig.1)。 

 

高画質・高スループット  

FPD 小 50μm 画素サイズの実現 2 層構造 a-Se

画像センサーと Direct Optical Switching テクノロ

ジー Fig. 2  Schematic view of the novel image sensor. 
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Fig.1  System configurations of AMULET f/s 
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AMULET シリーズにおけるＸ線から電荷へ

の変換方法は、X 線吸収が高く鮮鋭性に優れ

るアモルファスセレン半導体を用いた直接

変換方式を採用している。センサーの構造は

Fig.2 に示すとおり、ガラス基板上にストラ

イプ状の透明電極層（Stripe Electrodes)、読

出光導電層（Readout PLC)、電子蓄積層

（ETL）、X 線光導電層（X-ray PLC）、上部

電極（Top electrode)で形成されている。こ

のうち、X 線光導電層、読出光導電層に a-Se

を用いている。 

1 層目の a-Se 層は「センサーの層」となっ

ており、X 線が被写体を透過した後この層に入射し、電荷（電子―正孔対）に変換される。（Fig.3：a

電荷変換）   

この電荷は印加された電界に沿って+電荷（正孔）は上部電極に移動、－電荷（電子）は電荷蓄積層に

移動して保持される。（Fig.3：b 蓄積）  

 2 層目は「スイッチング層」となる。 

本センサーの特徴である「光誘起放電効果」を利用す

る光学式スイッチング読出（Direct Optical Switching）

にて、画像データを収集する。保持層に電子が蓄積した

状態では、電極に正電荷が誘導されて読出光導電層内に

電界が生じる。この状態で透明電極側から読出光を照射

すると（Fig.3：c 読出）読出光導電層において自由電子

―正孔対が発生。発生した正孔は保持された電子と中和

され、それと対の電子が検出され信号となる。従来の TFT

方式においては画素サイズを微細化するとノイズが増え

50μm の解像度と画質の両立が難しかったが、Direct 

Optical Switching 方式の採用によって 50μm 画素サイ

ズを実現することが可能となった。 

 

※光誘起放電効果: 分極した絶縁体に光が入射して吸収  

されると電子と正孔が発生し、絶縁体内を移動することで分極近傍の電子・正孔が再結合し、中和さ

れる（放電）現象 

 

FPD は従来のフィルム/スクリーン方式と比べてダイナミックレンジが広くリニアリティに優れるた

め、X 線量や X 線質を選択する際の自由度が高い。さらに、直接変換方式は X 線光導電層を厚くするこ

とで、高エネルギーの X 線変換効率を高く出来るという特徴を持つ。AMULET シリーズの X 線管球に

はマンモグラフィ撮影用として実績が高いモリブデン(Mo)ターゲットを搭載した AMULET f/s、モリブ

デンターゲットとタングステン(W)ターゲット両方を搭載した AMULET があるが、いずれも X 線フィ

6
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ルタにはモリブデン(Mo)とロジウム(Rh)を搭載しており、ターゲット/フィルタの組み合わせ(T/F)は、

Mo/Mo、Mo/Rh、W/Rh(AMULET のみ)から選択できる。 

Fig.4 に AMULET シリーズの各 T/F における 0.2mm 厚の Al のコントラストと画像ノイズの比

(CNR)と、50%乳腺-50%脂肪の乳房を模擬する PMMA の厚さとの関係を示す。 

低い PMMA 厚においては Mo/Mo でも十分高い CNR が得られるが、厚くなるにしたがい低下し

Mo/Rh との差が開き、ついには限界 CNR を下回る。W/Rh では、PMMA が厚い場合でも CNR が高く、

X線量子がより高エネルギーに分布した硬い線質のために厚い乳房においても十分なX線透過量が得ら

れることを示している。また、全 PMMA 厚において W/Rh の CNR が も高いことから、W/Rh を用

いることで被曝線量をより抑えられることが示唆される。 

すでに欧米では被曝線量低減を目的とし W ターゲットが主流である。近年、国内でもニーズが高ま

っているが、特に小さめの乳房での Mo ターゲットのような画質を実現出来るかどうかが、今度の課題

であると考えている。 

AMULET シリーズでは、フルオート（線質・線量を自動選択）・セミオート（線量の自動制御）撮影

時には、撮影目的に応じて 3 種類の線量モードを搭載している。撮影シーンにあわせた線量選択が可能

である。 

 

撮影者・被検者にやさしい撮影環境の実現 

撮影間隔 15 秒  痛みに配慮し、スムーズな検査の流れをご提供 

 

アモルファスセレンは電荷トラップを多く含むため、残像を誘発しスループット悪化の要因となる。

そこで当社が持つ高い蒸着技術を生かし、自社製造工程でセレンを精製、高純度セレンを使用すること

により電荷トラップを低減した。さらに読出し後に残電荷消去光を全面に照射することで残像を抑制し

ている。これにより X 線照射完了から画像表示まで 8 秒以内、画像表示から次撮影可能となるまで 15

秒以内の撮影間隔を実現している。従って、乳房をはさんだ状態で撮影可能となる状態を待つようなケ

ースはほとんど無く、被検者への不要な被曝時間を低減し、検査時間の短縮化を実現している。 

 

撮影装置部のアームレスト、およびセンサーの胸壁部と側面部は、撮影時に被検者が直接触れる場所

であるため、被検者が安心感・安定感を持って撮影に臨めるデザインを志向した。Fig.5 に AMULET

のアームレストおよび胸壁・パッドの概観を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMULET シリーズの撮影台は共通の特徴的な形状をしている。長方形ではなく、胸壁側に向かって

緩やかなカーブを描き、厚みも奥に向かって厚くなる形状となっている。これは特に内外斜位方向

Fig.5  あらゆる被検者にマッチしたアームレスト形状／胸壁・腋窩パッド 
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(MLO)撮影において被検者が自然に腕を置け安定感が増す事で、余分な力が抜け、リラックスした体位

を取ることができる。不安定な状態でポジショニングを行った際に生じやすい腋窩の痛み・不安感を軽

減する事を意図しており、リラックスした体位に導きやすいので、撮影者にとっても大胸筋を引き出し

やすいデザインとなっている。さらに、胸壁・腋窩部に発泡ウレタン製のパッド（脱着可能）を設ける

ことで撮影装置に接する部分の痛みが軽減できるよう配慮した。 

Fig.6 に AMULET f/s の表示パネルを示す。 

 

 

 

 

 

 

  

表示パネルは足元と手元の 2 ヶ所に用意し、足元表示パネルには視認性が高く、視野角の広いカラー

LCD モニタを採用した。被検者情報（ID・名前・生年月日・年齢）と撮影情報（角度・圧迫圧・乳房

厚）の表示切り替えが可能となっており、ポジショニング開始時でも装置側で被検者の氏名を再確認出

来るので、患者間違えの防止に効果が期待できる。 

 また、AMULET から搭載している、シングルタッチ機能(ワンタッチで次撮影メニューの角度へ C ア

ームが自動回転する機能。角度は任意に設定できる。)には、撮影終了時にはワンタッチで C アームが

ホームポジションに戻る機能が追加されている。シングルタッチ機能はボタンを押し続ける必要がない。

またデフォルト角度から角度を調整した際には調整後の角度が反対側に自動回転した時にも引き継が

れるようになっているため、より効率的に撮影を行うことができる。 

 

 

マンモ専用コンソール AWS 

画面のみやすさと画像確認のしやすさを両立 

 

縦型モニタの採用で画像表示エリアを大きくし、画像表示も 1、2、4 画像を簡単に切り替え可能とし

た。その他にもマンモグラフィ検査に有用な各種機能を搭載し、快適な撮影環境を実現している。 

(Fig.7) 

・2 メガピクセルカラーモニターを採用し、撮影ステータスをカラー表示。 

・1 画像表示に加え、画像確認に必要な 2 画像、4 画像表示が可能。 

対側画像を見ながら高さ合わせ、濃度変更が可能に。 

・撮影条件などの付帯情報を画像上に表示。 

・次の撮影までのサイクルタイムを AWS、撮影装置両方にバー表示。 

・左右自動(手動)位置あわせ機能 

 

 

 

Fig.6  見やすい手元・足元表示モニタ 

Fig.7  AWS Console 
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 さらに AWS の隣に 5 メガピクセル 2ndモノクロモニタ(以下 2ndモニタ)を接続することが出来る (オ

プション) 。この機能により、検査中でも 2ndモニタに画像サーバに保存されている過去画像の表示や、

リアルタイムで撮影画像をそれぞれ表示でき、読影者と同じ解像度のモニタで画像確認が行え、追加撮

影の際のポジショニング検討、撮影画像の QA 等を効率的に実施できる。 

 

 

バイオプシ検査 

50μm 画素サイズで微細な石灰化も正確に検査可能 

 

 専用のバイオプシユニットとソフトウェアを用いてステレオ下バイオプシ検査を行うことができる。

(Fig.8)  

AMULET シリーズ同様に画素サイズ 50μm を採用しており、通常マンモグラフィで発見された微細

な石灰化の位置決めが可能である。バイオプシソフトを起動する 2nd モニタでは、検査前に画像保存サ

ーバに保存されている過去画像を表示可能であり、検査前に位置情報の確認やポジショニングの検討が

できる。また、ステレオ撮影時も照射スイッチを押すだけで管球が適切な位置に回転するオート撮影機

構を搭載しており、医師が処置をする際に移動させた管球の戻し忘れによる操作手間を削減できる。こ

れらの機能を併用いただくことで、正確かつ、短時間での検査を提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―主な特徴― 

 ・画素サイズ 50μm/100μm 

 ・Vertical(縦アプローチ)、Lateral(横アプローチ：オプション) 

 ・スペーサー（Vertical 穿刺専用）乳房厚みをサポート  

 ・オリジナル機能を搭載したバイオプシソフトウエア 

 ・スカウト画像でのプレターゲティング機能とステレオ画像でのターゲティング結果をステレオ画像

に反映させる位置決めサポート機能 

・乳房とターゲットの位置を把握しやすい、ターゲティングイメージ図(シェーマ表示)(Fig.9-①) 

 ・針先が天板に接触する危険性をマークで表示(Fig.9-②) 

 ・深さ方向微調整機能(Fig.9-③) 

 

Fig.8  AMULET f  biopsy system 

Biopsy unit 

AWS + 5M 2nd monitor
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2D から 3D へ  確信度を高め、偽陽性を低減 

 

 2012 年 AMULET、AMULET f の上位機能オプションとしてマンモグラフィを立体視する「リアル

3D マンモグラフィシステム」 (以下 3D マンモグラフィ)を発売開始した。 

 現在、乳がん検診はマンモグラフィが基本とされており、主に微小な石灰化、腫瘤を検出すること

で、乳がんの疑いがあるかどうかを判定している。腫瘤においては、がんと乳腺組織の X 線吸収の差が

小さいためコントラストがつきにくく、乳腺組織と重なった場合には検出することが難しいという課題

がある。この課題に対して、立体視により乳房内の組織と異常陰影と重なりを分離して観察することが

可能な、3D マンモグラフィ装置を開発した。 

3D マンモグラフィでは 0 度と 4 度 2 方向から撮影した画像を、2 面の 5 メガピクセルの高精細モニタ

から構成される専用の 3D モニタに表示し、立体画像を観察する(Fig.10)。ステレオ立体視のためには

撮影角度の異なる 2 枚の画像が必要であり、線量低減が必須であるが、0 度画像の線量を通常の 2D マ

ンモグラフィと同水準とし、4 度方向の線量のみ落とすことで画質への影響を 小限にしながら線量低

減を図れることが分かった。 終的に 0 度方向の３0%水準まで線量を落としても診断に影響がないこ

とが確かめられ、トータルで 2D マンモグラフィの 1.3 倍の線量水準まで線量低減が図れる。大幅な線

量低減が実現できたため、画質レベルとのバランスを考えた適切な線量の設定が可能になる。一方、0

度画像を通常の 2D マンモグラフィと同方向・同線量にできたことで、専用の 3D モニターの 2D モー

ドへの切替機能により、2D と 3D の併用診断が可能になる。 

撮影時間に関しては、AMULET f においてはポジショニング後、撮影ボタン押下から 0 度/4 度の 2

画像の撮影終了まで約 10 秒で終了し、被検者の負担も 小限に抑えている。 

ドイツ Dinslaken での臨床試験結果においては 2D で読影したマンモグラフィに対し、3D 読影した

場合は偽陽性(FP)が 86％から 45％ となる結果が得られた。国内においても確信度は 3D のほうが高く、

構築の乱れには特に有効であるとの結果が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

Fig.9  AMULET f バイオプシ画面(下部) 

Fig.10 リアル 3D マンモグラフィ 読影ビューアー 
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読影環境 

フィルム読影からモニタ読影へ 

 

マンモグラフィ検診精度管理中央委員会(以下 精中委)の読影講習会受講者に対するアンケート結果

報告によると、マンモグラフィの割合は 2010 年では、アナログが 16％、デジタルが 83％となってお

り、うちフィルム読影が 51％、モニタ読影(フィルム併用を含む)が 49％であった。2011 年になると、

撮影装置の割合は、アナログ 9.2％、デジタル 90.5％となり、フィルム読影は 40％、モニタ読影が 60％

となった。マンモグラフィ読影においてもフィルムからモニタへとシフトしていることがわかる。 

精中委ではさらに 2012 年 4 月より、従来のフィルムでのマンモグラフィ施設画像評価(ハードコピー

施設画像評価)に加え、モニタ診断先施設でも申請ができるよう、マンモグラフィ画像データでの申請(ソ

フトコピー施設画像評価)を可能とした。精中委によるモニタ診断時のマンモビューワ必須要件は①5 メ

ガピクセル以上(画素ピッチ 165μm 以下)のマンモグラフィ用モニタ 2 面とサブモニタによるワークス

テーションで読影診断されていること。②ワークステーションにはマンモビューワソフトがインストー

ルされており、適切な読影操作が可能なこと。とされている。 

当社では、この必須要件を満たすマンモビューワとして、SYNAPSE マンモビューワ(SYNAPSE 

FS-V673)、BI-S(Breast Imaging System)を発売している 。 

SYNAPSE マンモビューワは SYNAPSE のアドオンソフトウェア（オプション）としてマンモビュ

ーワ機能を搭載、SYNAPSE より検査選択をすることで、マンモグラフィ検査かどうかを自動判別し、

マンモ検査以外を選択した際は従来の SYNAPSE 表示、マンモ検査を選択した際には自動的にマンモビ

ューワを起動、マンモグラフィ専用ビューワと同等の機能を SYNAPSE 上で実現することを可能として

いる。またこれまでの SYNAPSE の特長でもあった、「（RAW データに近い）画像処理を施していない

画像データ」＋「画像処理パラメータ」という形式で画像を保管する事が可能であるため、SYNAPSE

側で画像処理を変更することが可能である。一方、BI-S は SYNAPSE 以外の画像保存サーバ稼動施設

先で使用することのできる、マンモグラフィ専用ビューワとなっている。 

ディスプレイの進化も著しく、 高輝度が 1000cd/m2を越える高輝度・高精細モニタも登場している

が、5 年を越える長期間での実運用を考えると 500cd/ m2程度で使用しているのが一般的で、これは高

輝度シャウカステンにおけるハードコピー診断と比較すると桁違いに暗い環境にての診断を強いられ

る事を意味する。 

このような環境の中で、各社ソフトコピー診断に 適なパラメータを検討、当社においてもソフトコ

ピー診断推奨パラメータを提供しているが、低ダイナミックレンジの中に乳腺内外の情報を詰め込む形

となり、結果として濃度差が大きい部分に発生するアーチファクトや濃度差を所見とする病変が認識し

づらい点などを指摘されることもある。 

現在 SYNAPSE マンモビューワでは、弊社のマンモグラフィ画像のみに限定されるが、ソフトコピー

推奨パラメータでの診断に加えて、症例に応じて画像処理パラメータを簡便に変更する機能がある。 

大きい乳房向けに、ソフトコピー推奨パラメータから若干強調を強め且つコントラストを改善した処理

や、背景濃度に関わらず石灰化に代表される高周波部分を明瞭に描出する事が可能な処理が搭載されて

いる。これらを併用いただくことで、診断精度の向上に寄与できると考えている。 
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CAD ワークステーション(MV-SR657EG)は、 新バージョンで AMULET シリーズに対応した。

AMULET の高鮮鋭データによる石灰化検出効率の上昇も期待されると共に、精度向上の新アルゴリズ

ムにより腫瘤 FP を減少している。弊社のマンモグラフィ装置を 4 台（AMULET シリーズ、PROFECT）

までの接続が可能である。また、CAD SR 対応のビューワであれば、SYNAPSE マンモビューワ、BI-S

以外の環境でも CAD 結果確認が可能となった。 

 

 

※SYNAPSE：富士フイルム社製画像保存サーバ 

 CAD：乳がん検出支援システム(Computer Aided Detection)・・・マンモグラフィにおける乳がんの

特徴をコンピュータ解析し、乳がん所見に類似する部分をマークで表示する機能。 

 

 

後に 

AMULET は「お守り」を意味する英語である。 

すべての女性が自分らしく美しく健康であるための「お守り」となる SYSTEM を目指して開発され

た AMULET。高画質の追求だけではなく、よりやさしく質の高い SYSTEM を目指し、更なる改良を

重ね、マンモ環境をトータルでサポートできるよう改良を重ねていきたいと考えている。 
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デジタルマンモグラフィの現状 
 

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 

Detection & Guidance Solutions 部 

荒蒔 佳加 

 

昨今、乳がん検診受診率は増加し、これに伴い早期で発見される乳がんが増加しております。また、

日本乳癌学会等では、遺伝性乳癌が注目されるなど、乳腺診療をとりまく環境も日々変化しています。

このような中で、乳がん診断に用いられる装置もマンモグラフィや超音波、MRI、CT、PEM など多種

にわたっています。 

マンモグラフィシステムもアナログのフィルムから CR、そしてフラットパネル搭載型デジタルマン

モグラフィへ変化しつつあり、デジタルマンモグラフィシステムやその周辺機器の機能・性能も多様

化・高度化しております。そうした中で、GE のデジタルマンモグラフィは、2000 年に日本初のフラッ

トパネル搭載型デジタルマンモグラフィ Senographe 2000D の販売を開始して以来、今日販売されてい

る Senographe Essential シリーズまで、バス検診／施設検診／精密検査などの分野で 350 台以上が稼

働しています。 

今回はデジタルマンモグラフィの装置の診断能と GE 製デジタルマンモグラフィ装置 Senographe 

Essential シリーズの特長、2011 年に日本国内で販売を開始しました造影マンモグラフィ SenoBright

について述べさせていただきます。 

 

1．デジタルマンモグラフィの装置の診断能 

2005 年 9 月に ACRIN(American College of Radiology Imaging Network）が行った臨床試験

（DMIST: Digital Mammography Imaging Screening Trial）が発表されました。ACRIN とは、臨床

試験を通じて画像診断の技術と質の向上に貢献することを目的とする専門家団体です。 

このスタディでは、2001 年 10 月～2003 年 11 月まで 40,000 人余りの被検者についてデータ－収

集し、モニタ診断によるデジタルマンモグラフィとフィルム診断によるアナログマンモグラフィの比較

をおこなった結果、乳がん検出感度／特異度／Recall 率ともに統計的な有意差が無かった。また、50 歳

以下／閉経前および閉経前後／デンスブレストのサブグループでは、デジタルマンモグラフィの乳がん

検出感度が高く、統計的に有意であったと記されています。これは、デンスブレストなど乳がんが従来

は発見しにくかったケースや、進行が早く、死亡率の減少率が少なかった若年層に対して、デジタルマ

ンモグラフィが強みを持っており、検診においてデジタルマンモグラフィが有効であると考察していま

す（出展： New England Journal of Medicine on Sep16,2005）。 

 

2．Senographe Essential シリーズの特長 

 マンモグラフィ装置としての課題は図 1 のように、成熟したアナログマンモシステムの検出能を下回

ることなく、被ばくを増やさず、スループットを向上させ、費用対効果が従来を上回ることが重要です。

また従来に無い新しいアプリケーションによる乳がん発見も期待されます。すなわち、これらのアウト

プットが、デジタルマンモシステムの医療視点での評価項目であろうと考えます。 

次に、このような社会的医療的な必要性に応えるため、マンモグラフィ装置の機能からみた要素とし

特集                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号
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ては、単位時間当たりの検

査処理性能や、耐久性・信

頼性、被ばく線量を増やす

ことなく病変を検出・描出

する性能、トータルコスト

とのバランスが、従来型の

システムを上回ることが必

要と考えます。 

こうした分析の上に、GE

デジタルマンモシステムは、

X 線管、AOP、FPD、画像

処理、ビューワや、アドバ

ンストアプリケーションの

要素技術の仕様が決定され、開発がおこなわれています。 

 2010 年に販売を開始しております、GE 製 Senographe Essential シリーズの特徴である、 

①Ergonomic Design、②Image Quality at Low Dose、③Connectivity & Workflow、④ Interventional

の 4 点についてご説明いたします。 

 

① Ergonomic Design：人間工学的設計 

受診者に安心感を与えると共に、術者にとっても意識を受診者に集中でき、結果的に良いマンモグラ

フィ 

検査をもたらすために、人間工学にもとづくシステム設計は非常に重要であると考えます。GE では、

長年の経験と実績を反映させ、外観や圧迫機構、さらには操作キーの領域を含めた部分まで、受診者に

やさしいだけに留まらず術者にとって、従来にもまして操作性が改善するよう改良をおこなっておりま

す。 

回転および上下動は、ボタンを押す力の強弱でスピードが 2 段階に変化し、素早いポジショニングと

微妙な角度調整が自在に可能となる機構が搭載されており、MLO で 1 枚目を撮影した際の角度を記憶

し、反対側の MLO を撮影する際には、ボタン操作一つで同じ角度まで回転するミラーリング機能や、

マーカをアームの角度によって自動挿入される機能などスピーディーに検査を行う工夫がされていま

す。 

また、圧迫時、圧迫板が乳房に触れると同時に、乳房の形質

に合わせて圧迫する力を自動調節する機能や、24cm×30cm

のフラットパネルディテクタに対して、19cm×23cm サイズ

のスライディングパドルをご用意。MLO 撮影のポジショニン

グに配慮してパドルがスライディングするため、今までと変わ

らないポジショニングが可能となっております（図 2）。 

さらに、オートセル機構により、従来の撮影のような操作者が乳腺の密度の高い位置を確認しフォト

タイマーのセンシングエリア位置をセットする必要が無く、乳房の大きさにかかわらず、X 線照射の条

件の 適化をおこなえます。 

図 1：目的にあわせたコンポーネントの全体最適設計 

図 2：スライディング圧迫板 
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② Image Quality at Low Dose：高画質・低被曝 

GE の考える『高画質』とは，『いかに小さくて淡いものを検出できるか』にあります。その目標を低

被曝で実現するため、ハードウエアとソフトウェアの両面で工夫をしております。ハードウエア面で

の 大の要素は，GE 製フラットパネルディテクタで、低線量領域での DQE（f）が高いため、病変

部内の描出能に優れ、将来的アドバンスドアプリケーションでも優位性を発揮します。また、X 線管

装置も X 線スペクトルを決める大きな要素であり、GE では Mo と Rh の二重陽極を用いています。

ソフトウェア面では、画像復元技術 Fine View と画像処理機能である、組織均一化処理・ティッシュ

イコライゼーション、コントラスト 適化ソフトウェア・プレミアムビューが大きな点として挙げら

れます。 

a）画像復元技術 FV：Fine View 

GE FPDのCsIシンチレータでは、DQEを高めるために適切に設計された針状結晶を用いています。

これは、一方でわずかながら MTF の低下

を伴い、石灰化辺縁情報に影響を与えます。

FV は、その影響を画像復元により修復し、

被写体透過 X 線が持つ原画情報にできる

限り戻す技術で、RAW データ品質向上を

目的にしております。ディテクタの持つ特

性である信号の広がりや劣化特性を詳細

に分析・把握し、その結果、各ピクセルデ

ータに対して、本来の状態に向けて逆算出

し、そのピクセルへデータを割り戻してい

ます。（図 3） 

この FV 技術は、高い DQE を持つ GE FPD であるからこそ、ノイズを抑制しながらよりシャープな

画像を得ることができます。これは、自社開発パネルと総合的なシステム開発のもとでこそ、実現した

技術です。 

 

b) 組織均一化 TE：Tissue Equalization 

これは、皮膚近傍の過照射による観察不良を改善すること

が目的です。アルゴリズムは、全ピクセルの位置での乳房厚

さを予測し、乳房厚が均等でリニアとなる様にグレイレベル

を補正するもので、スキンラインの近傍で効果が現れます。

乳腺構造や石灰化などの被写体情報は RAW データの線量強

度分布をそのまま表現し、スクリーンフィルムと同様に自然

な画像を提供します（図 4）。 

 

c）コントラスト 適化ソフトウェア PV : Premium View 

PV は、デジタルマンモグラフィの特徴であるモニタ画像

観察において、見やすさを強化するとともに操作の簡便性向

上を目的にした画像処理です（図 5）。 

図 3：Fine View 技術 

図 4：RAW 画像と TE 画像の原理 

図 5：TE、PV、PV-Japan の画像 



~ 89 ~ 
 

この PV 処理では、積極的な、マルチ周波数強調やダイナミックレンジ圧縮などを行っています。図 6

のように、乳腺、腫瘤や石灰化などの辺縁や構造情報を強調して、見やすくするとともに、乳腺と脂肪

層間のコントラストなどを圧縮し、ビューワ観察時の WW/WL などの調整を極力減らすことで観察効率

を改善しています。PV について、TE 処理に比較して、石灰化検出能が 31%向上し、観察時間が 1/3

に短縮されたという報告もあります（図 7）。 

また、2009 年に発表した PV-Japan は、日本で好まれているデジタル処理画像を調査した結果、開発

されたもので、日本におけるビューワ観察とフィルム観察共に利用できるように作られています。マル

チ周波数強調やダイナミックレンジ圧縮の組み合わせであることは PV と同じですが、日本での調査研

究で実現した画像処理の結果、その評価は高く、短期間の間に広い支持と好感の声を頂いております。 

 

③ Connectivity & Workflow：検査効率の向上 

多岐に亙る利点の中で、自動検出支援装置 CAD：Computed Aided Detection についてご説明いた

します。＊オプション CAD は、病変の疑いがある特徴を画像から探し出し、マーカ表示で読影医の注意を

促す二次的な診断補助を行うソフトウェアです。この CAD は、コンピュータ検出支援の役割を果たす

ものであり、通常読影後に検出のチェックとして使用するものです。撮影した画像データをオンライン

で迅速に CAD プロセッサーに送信し、CAD プロセッサーで自動解析し、その結果をネットワーク経由

にてビューワに転送できるため、非常に簡単・迅速に CAD を運用することが可能です。 

医師はビューワにおいて通常の読影を行い、その後検出された ROI 情報をマーカ表示するため、ビ

ューワ上にあるボタンを 1 度クリック、マンモグラムを再確認します。マーカとしては、がん病変に関

連した「微小石灰化」

と「腫瘤」の特徴を

持つ疑わしい特徴を

検出し、表示されま

す。淡い信号強度で

抽出される微小石灰

化群については、ク

ラスタの数、サイズ、

形状、および分布状

況（距離）などに着

図 7：PV 処理の効果 図 6：PV と PV-J の原理 

 

図 8：CAD の運用方法
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目し計算、微小石灰化群の特徴をもつ領域に□マークを示します。一方腫瘤においては、信号強度の淡

い塊のみでなく、腫瘤が成長する際に見られる周囲の組織の引き込みによる放射状の線の特徴を考慮し、

候補領域を抽出します。サイズ、形、信号強度の内外の変化、線状信号などの画像特徴量を計算し，腫

瘤の特徴をもつ領域と認識された部位に○マークを示します。（図 8） 

 

米国においては、マンモグラフィ検診の受診率が高く、莫大な数の読影が実施されていることや、CAD

を使用することが保険適用になっていることなどから、CADの位置付けは非常に高くなっております。

また，見落としが約 2 割あるとされている中で、CAD を利用することにより見落としの 7 割を削減す

ることができるとも言われております。特に石灰化の感度においては、90％ 程度といわれており、石

灰化の見落としチェックとしての役割を果たすことができ、今後日本においても検診の普及につれ期待

が増すものと考えられます。 

 

④インターベンショナル対応 ＊オプション 

さらに Senographe Essential では，フルフィール

ドデジタルマンモシステムでバイオプシ検査も対応

しております。今までの CCD 検出器と比較すると

視野面積が大きくなり、さらに横からも縦からもア

プローチを実現できる今までにない柔軟なシステム

になっています。（図 9） 

 

3．造影マンモグラフィ SenoBright ＊オプション 

新しい診断方法のための新たなツールとして、デ

ュアルエナジーサブトラクションを用いた造影マン

モグラフィ Contrast Enhanced Spectral 

Mammography（CESM）が 2011 年に日本国内で

販売が開始されました。Seno Bright は、造影剤（ヨ

ード造影剤）と 2 つの異なるエネルギー値での撮影

技術を駆使して、新生血管など乳房内の血管を鮮明

に描出する GE の独自技術です。撮影前にヨード造

影剤を静脈注入した後、低電圧と高電圧の 2 回に分

けて、通常の撮影ポジションにて左右両方の乳房を

それぞれ 2 方向から撮影します。電圧の異なる 2 枚

の撮影画像では造影剤が集積した部位の明暗が異な

るため、撮影画像を重ね合わせることで病変部がよ

り鮮明に映し出されます（図 10）。撮影時間は約 5

分と通常検査と変わりなく、被曝線量も 大で通常

撮影の 2 割増とマンモグラフィ撮影の国際的なガイ

ドラインを下回っています。 

 

図 9：バイオプシ検査可能な Senographe Essential 

アジア女性に多いといわれる乳腺密度の高い乳房の症例従来のマンモグ

ラフィ画像では乳腺に重なっていた病変部も CESM 画像では明瞭に描出 

（画像提供及びコメント：三河乳がんクリニック院長 水谷三浩先生） 

図 10：CESM 検査方法とイメージ 
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これまでのマンモグラフィ検査の課題となっていた日本人などアジア圏に多いと言われる乳腺密度

の高い乳房や左右の乳房で非対称な部位を、濃染で鮮明に描出可能なため、乳がんの存在診断や広がり

診断などへの有用性、早期発見・早期治療への貢献など乳がん患者の QOL を大きく向上すると期待さ

れています。 

 

 

 デジタルマンモグラフィへ変化し、検査効率向上や低被曝線量と高画質の良好なバランス、ネットワ

ーク運用の実現、データで示される臨床上の有用性など、多くのベネフィットをもたらしたと言えます。

こういった中で、造影マンモグラフィなどのアドバンスドアプリケーションをはじめとし、今後も術者

にも受診者にも優しいマンモグラフィを目指し、乳がん診療の発展に貢献していきたいと思っておりま

す。 

 

 

薬事販売名：セノグラフ 2000DS シリーズ 

医療機器認証番号：21600BZY00218000  

Senographe Essential は、上記医療機器の類型「2000DS-S Essential」 

Senographe Essential-f は、上記医療機器の類型「2000DS-S Essential」 

Senographe Essential-e は、上記医療機器の類型「2000DS-M Essential」 

 

薬事販売名：コンピュータ検出支援装置 SLD 

医療機器承認番号：21900BZY00043000 
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直接変換型 FPD マンモグラフィ装置を導入して 
京都第二赤十字病院 

梶迫 絵美 

 

[はじめに] 

当院では、マンモグラフィ装置を 2011 年 4 月に更

新し、富士フィルム社製の直接変換方式の FPD システ

ム「AMULET」を導入いたしました。（Fig.1） 

更新以前はアナログシステムであったため、フィルム

を現像する必要が無くなり、検査時間も短縮されまし

た。また、撮影室とは別に更衣室兼待合室を新設した

ことによりスループットも向上し、一日の撮影可能件

数も約 20％増加させることができました。待合室では

検査の説明をスライドショーで流しており、検査に対

する疑問や不安を少しでも減らしていただけるように

工夫しております。受診者の方には過ごしやすい落ち

着いた雰囲気でお待ちいただけるようになり、ご好評

を頂いております。（Fig.2） 

当院での撮影は女性技師 5 名で行っております。全

員がマンモグラフィ検診精度管理中央委員会の認定を

受けた者で、受診者の方々に安心して検査を受けてい

ただけるように日々取り組んでおり、2012 年には施設

画像評価を受け、A 認定をいただきました。 

検査は予約制で、検査数は一日平均 12～

13 件程度となっており当日の緊急検査に

も対応しております。追加撮影は技師に一

任されており、乳腺組織と重なる腫瘤影に

はスポット撮影を、カテゴリー3 以上の石

灰化には拡大スポット撮影を適宜追加して

おります。 

乳腺外科の医師や、病理医、検査技師等

乳腺検査に関わるメンバーで月に一度カン

ファレンスを行っており、他職種とも密に

連携を取り合っております。 

 

 

 

 

 

Fig.1 AMULET 

Fig. 2 更衣室兼待合室 
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[日常管理] 

当院ではモニタ診断を行っており、外科の診察室に 5M のモノクロ LCD2 面モニタ（ナナオ社製 

RadiForce GS520）を、撮影室には 5M のモノクロ LCD1 面モニタ（ナナオ社製 RadiForce GS521）

を設置しております。日常管理は画像評価用乳房ファントム、ステップファントムおよび TG18-QC テ

ストパターンを用いて品質管理マニュアルに従って管理しております。また、富士フィルム社製の 1Shot

ファントムを用いた管理も行っております。1Shot ファントムは、IEC や EUREF の手法で実施すると

作業に時間を有する 10項目に亘る試験項目も専用のソフトウェアを用いることで 10分以内に完了でき

ます。複雑な計算も瞬時に自動計算し、判定結果をすぐに確認できるため、日常の管理項目に取り入れ

ています。（Fig.3）さらに、他院からの依頼に対してフィルム出力を行っているため、濃度管理も行っ

ております。（イメージャ―：富士フィルム社製 DRY PIX 7000、フィルム：富士フィルム社製 DI-ML） 

 

 

Fig.3 日常管理の流れ 

 

[AMULET について] 

AMULET の X 線検出器は直接変換方式で、パネル部分を 2 層構造のアモルファスセレン（a-Se）で

形成し、TFT 方式に代わり Direct Optical Switching テクノロジー方式を採用しています。電荷に変換

された画像信号をダイレクトに取り出すことで電気ノイズを低減させ、直接変換方式 FPD としては世

界 小の画素サイズ 50μm を実現した装置です。（Fig.4） 

 

 

Fig.4 X 線検出器概要図 
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「デバイス開発技術」「真空蒸着技術」を駆使した高純度の a-Se パネルにより、Ｘ線変換効率は高く、

Direct Optical Switching テクノロジーの採用で高輝度光照射による短時間での残電荷消去が可能です。

画像表示までの時間は 8 秒、曝射インターバル時間は 15 秒となっておりストレスなく撮影を行うこと

ができます。（Fig.5） 

 

Fig.5 X 線検出器画像化プロセス断面図 

 

 

 

  《商品概要》 

Ｘ線変換方式      直接変換方式 a-Se 

画素ピッチ寸法     50 ㎛ 

画素数         3540×4740 

出力階調        14bit 

管電圧         23～35 ㎸（1 ㎸ステップ） 

陽極          モリブデン／タングステン 

フィルター       モリブデン／ロジウム 

起動時間        30 分以下（キャリブレーション含む） 

曝射インターバル時間  15 秒 

画像表示までの時間   8 秒 

 

 

 

[デジタル化にあたって] 

当院ではマンモグラフィのデジタル化にあたり、フィルムレス化を行い、モニタ診断となりました。

モニタ診断を行うことで現像処理過程を経ることなく画像を提供できることが精度管理上非常に有用

でした。また、撮影ワークフローも現像処理時間が不要でポジショニングや、アーチファクトの確認、

追加撮影の対応も容易となりました。読影に関しては，モニタ上で自由にウィンドウ操作を行い、調整

することで、一度の撮影により得られた情報を 大限に読み取ることが可能です。画像観察時の自由度

の高さで広いダイナミックレンジを十分に活用できることがモニタ診断の 大の利点であると考えら

れます。 
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しかし、アナログ画像に対して空間分解能の低さは明らかで、拡大操作が必要となってきます。モニ

タ診断では画面に対して拡大鏡を使用してもモニタの走査線が見えてきてしまうだけで、原画像の持つ

情報を生かしきることが出来ません。当院では初期表示を画面フィット表示で表示させていますが、石

灰化等の微細構造をみるにあたっては原画像のピクセル等倍まで画像を拡大させることが重要である

と考えられます。ピクセル等倍まで拡大することによって も解像度がよくなり、情報量は明らかに多

くなります。ただし石灰化に対しては拡大撮影を追加し、さらに解像度を上げることは必須です。一方

で、腫瘤や繊維の観察においては画像を拡大し過ぎるとコントラストが低下し、評価はかえって難しく

なってしまうため、注意する必要がありました。所見によって、読影に必要な拡大率も異なってくると

いうことを実感しました。 

このようにモニタ診断する上で、さまざまなトラップがあり、その特性を十分に生かせるようにする

必要があります。画像処理の選択によっても全く異なる画像を作り上げてしまうため、モニタ能力の範

囲で も良い初期画像を検討し、読影用モニタでの画像表示に合わせて設定を行いました。さらに、当

院ではフィルム出力用と、モニタ診断用で画像処理を使い分けて出力を行うように設定しております。 

 

[おわりに] 

マンモグラフィがデジタル化されたとしても、画質を左右するのはポジショニングを含めた撮影技術

であり、大きな影響を及ぼすことはいうまでもありません。アナログ画像を超えるためには、デジタル

の特性を十分に引き出して良好な画像を獲得することが重要であると考えられます。そのことを踏まえ

たうえで日々の業務に取り組んで行きたいと思います。 
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長浜赤十字病院マンモグラフィシステムのご紹介 
長浜赤十字病院 

西関 剛 

 

まず当院のマンモグラフィの状況をご紹介します。 

当院では乳腺精検、一般健診、住民検診を 1 台の装置で撮影しています。 

その内訳は精検 1,103 件、健診 963 件、住民検診 243 件（平成 24 年）となっており、当院が位置する

長浜市のマンモグラフィ住民検診受診率は 20％ほどとなっています。 

 

撮影は男性 2 名、女性 3 名でローテーションを組みながらおこなっています。 

追加撮影の判断は技師が適宜おこなっており、またマンモグラフィのほとんどは放射線科医が読影して

いますので振り返りがしやすい体制となっています。 

カンファレンスは放射線科と外科、病理医が一堂に会しての症例検討会を定期的におこなっていました

が、 近はそれぞれが多忙なこともあり休会状態となっています。 

また、病院の代表として放射線科医と技師が一名ずつ長浜市の乳がん検診精度管理委員会に所属し、住

民検診の精度向上に努めています。 

 

さて、マンモグラフィ装置は私が就職した約 20 数年前はアナログのノーリス撮影でした。圧迫機能

はありましたが手押し圧迫でしたので、その意味から考えるとあまり効果の無いものでした。それから

平成 12 年に病院が改築するのと同時に島津「Sepio」に更新されました。 

この装置の特徴に Twin Comp という圧迫を 2 段階でおこなう機能がありますが、かえって圧迫しに

くいこともあり、実のところあまり使用していません。その他 大の特徴と言えるのが、カセッテホル

ダーが上下に開口してカセッテを装填する方法です。 

マンモグラフィに携わっておられる方はご存じだと思いますが、マンモグラフィフィルムの合格基準

に胸壁および両側に照射野の欠損があってはならないとされています。これは乳房自体が欠けることは

もちろんですが、シャウカステンからの直接光が目に入り読影に支障を来すことを防ぐためです。では

なぜ乳頭側は許されているのでしょう。それはこの装置が世に存在するからです。この装置はカセッテ

を保持するためにカセッテホルダーに金属のプレートが備わっています。この部分は露光されないため

照射野が欠損するのです。（図.1） 

 ただしこの装置以降の Sepio はカセッテ

の装填が横からのスライド方式になり、照

射野の欠けはおこりません。何か歴史を感

じさせてくれる装置です。ただその分、拡

大撮影時には特別な撮影台を用意する必要

がなく、簡単に設定ができます。 

 

 

 

 
図.1 カセッテホルダー 
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撮影装置は 13 年間、バージョンアップや管球交換などをおこないながら現在も使用していますが、

画像の出力方法はアナログからデジタルへと変遷していきました。 

アナログフィルムでは Min-R から Min-R2000、そして Min-R EV へと代わり、平成 15 年には県下

では初めて A 認定を取得しました。その後、平成 16 年に一般撮影がデジタルへ移行したのを機にマン

モグラフィも FCR Profect CS でのデジタル画像に変わりました。その後、一般撮影はフィルムレス化

されましたが、マンモグラフィは現在もハードコピー診断をおこなっています。 

アナログからデジタルへ移行した際は微小石灰の見え方などに不安もありましたが、富士フィルム独

自技術の PEM（乳房パターン強調処理）が Profect CS から採用されたことにより期待しました。が、

線量不足になるとノイズも強調されてしまうため、放射線科医と喧々諤々で画像づくりをおこないまし

たが、やはり石灰化とノイズの区別がつきにくいとのことで結局 PEM は不採用となりました。 

 

続きまして撮影室ですが、3m 四方の小部屋に装置が設置され

ており、カーテンで仕切られた更衣室があります。そもそもは白

い壁の殺風景な部屋でしたが、ある女性技師が自分でカメラに納

めた花々の写真をプリントし、何枚か掲示してくれました（図.2）。 

私は 初「なんか効果あんの？」と訝かっておりましたが、カ

セッテ交換の間に観ておられる方が結構多く、中には写真につい

て質問される方もおられ、その効果に驚いています。殺風景な部

屋の施設は是非お試しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時代は流れ、現在の主流は低被ばくで高画質な FPD に移行しつつあります。 

当院も FPD への移行を数年越しで考えてきておりますが、ソフトコピー診断用の高精細モニタ数台と

合わせると高価な買い物になるため、慎重を期しています。当研究会の世話人の施設には異なったメー

カーの FPD 装置が導入されていますので、それぞれのご意見を伺い、参考にしながら導入を進めてい

きたいと思います。 

是非これを読んでおられる皆様も気軽に掲示板へ書き込みなどしていただき、乳がん診療に携わる者

同士で交流を図っていければと思っております。乳癌死減少のためにお互いに努力していきましょう。 

 

乱筆、駄文となりましたが、当院も来年度中にはマンモグラフィ装置が更新されることを期待しつつ、

文を閉めさせていただきます。 

図.2 撮影室 
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ディジタルマンモグラフィと当院の現状 

さいたま赤十字病院 

放射線科部 岡田 智子 

 

1. 施設概要 

 埼玉県さいたま市に位置し、外来患者数は 1 日平均 1400 名、病床数は 605 床、災害拠点病院、

救命救急センター、がん拠点病院などの機能を持つさいたま市の中核病院である。 

放射線科部の診療放射線技師は常勤 29 名。乳腺外科には常勤医が 3 名、放射線科常勤医 3 名。 

乳癌手術は毎年約 200 症例、マンモグラフィ検査数としては 2012 年では 3460 件であった。近年中

にさいたま新都心へ新築移転が決定されており、現在移転へ向けての準備段階である。

 
写真 1 さいたま赤十字病院正面 

 

2. 当施設のマンモグラフィの現状 

 当院では、2009 年 12 月フラットパネルディテクタ（以下 FPD）搭載乳房 X 線撮影装置 

SIEMENS 社製 Mammomat Inspiration に更新され、同時に臥位式乳房組織生検専用装置 

SIEMENS 社製 MammoTEST を新規導入し画像ガイド下吸引式組織生検の一種であるステレオ

ガイド下マンモトーム®生検を開始した。 

 また、2010 年には院内フィルムレス化による全面モニタ診断が運用開始され、マンモグラフィも

従来のフィルム診断からモニタ診断に変更された。モニタ診断の環境として、乳腺外科診察室に 5

メガピクセルのモノクロモニタが 2 面配置され、マンモグラフィ撮影室も技師の読影用に 5 メガピ

クセルモニタが１面配置されている。 

 当科には、検診マンモグラフィ撮影 A 認定技師が現在 3 名在籍。検査は 2008 年から、当院併設

の健診センターにおいて女性特有の検査を全て女性職員で対応する運用に変更されたため、マンモ

グラフィ検査も女性技師のみで担当することになった。 

 当健診センターの特色として、1 次読影を撮影技師、2 次、3 次読影を常勤乳腺外科医が行ってい

る。また当院では、稼働しているマンモグラフィ装置が 1 台のみのため、乳腺外科外来の患者と健

診センターの受診者は同じ装置で検査を施行するため、当健診センターにて要精密検査となった受

診者で当院乳腺外科を受診希望された場合、再度マンモグラフィの標準撮影を行うことはなく、追

加撮影、もしくは、超音波検査など次の検査へスムーズに進むことが可能である。 

写真 2  SIEMENS 社製 

Mammomat Inspiration 
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初診

マンモグラフィ撮影
（技師読影）

乳腺エコー
（技師読影）

乳腺診断のながれ

問診表記載

診察 視触診

所見なし

所
見
あ
り

1年後 or 2年後

MMGで所見あり

悪性を疑う明らかに良性

MMGのみで認める

1年後 or 2年後

ステレオガイド下
マンモトーム生検

※以後のプロトコルは
US下組織診と同様

USでも認める

良性を考える

US下細胞診

悪性を疑う

細胞診 良性
画像 良性

細胞診 悪性
画像 良性

US下組織診

組織診 良性
画像 良性

組織診 良性
画像 悪性

組織診 悪性
画像 悪性

摘出生検

組織診 悪性
画像 良性

フォロー 治療良性 悪性

図 1 当院の診療のながれ 

3. 当院の検査のながれ 

 当院での乳腺診断について図１にて示す。当院では、

初診時必ず、視触診、マンモグラフィ撮影と超音波検査

をスクリーニング目的にて行う。その際に担当の技師が

必要と判断した場合、マンモグラフィ、超音波検査とも

に精密検査となるケースも多くある。 

 上記の検査にて異常が指摘された場合、必要に応じて

造影 MRI 検査、画像ガイド下吸引式組織生検、細胞診

などの検査が行われ、その後の方針は必ず、病理検査を

行い、確定診断がついた時点で患者の希望などを考慮に

いれながら立てる。 

 

 

4. マンモグラフィ検査追加撮影 

 追加撮影の判断においては、マンモグラフィ担当の技師に一任されている。まず、標準撮影にて

カテゴリー3 以上と判断された石灰化病変に対しては必ず拡大スポット撮影を正面と側面にて撮影。

側面においてはなるべく LM 撮影を施行しており、その理由としては、石灰化病変のみの所見の場

合、組織診断の手技としてステレオガイド下マンモトーム生検が第一選択となる。そのため、当院

では生検を行う際に、生検後の傷跡が目立ちにくい外側からアプローチを行うことが多いために、

検査時にターゲットとする石灰化の見え方の違いに混乱しないために LM 撮影を行っている。ここ

でのポイントとして、追加撮影を行う場合も、単なる 2 方向撮影ではなく、次の検査を考慮に入れ

て検査を行っている。 

 石灰化以外の所見である腫瘤性病変や構築の乱れ等は、密着スポット撮影を行うことでグリッド

を用いて撮影し、散乱線の除去を行いコントラストの向上を行っている。 

 全ての追加撮影において、重要であることが 

① 正確な位置の同定が可能か 

② 乳管内進展を示唆する付随所見 

 この 2 点を表現出来ているかが重要と考える。 

 

5. 当院のディジタルマンモグラフィ装置 

 当院では、SIEMENS 社製 Mammomat Inspiration を使用している。(写真 2) 

 Inspiration は直接変換方式の平面検出器（FPD）を搭載した装置であり、1 ピクセルは 85μm

と高解像度である。また、受光面は大四つサイズにも対応可能なサイズであるとともに、圧迫板の

選択で CR と同じサイズの 18cm×24cm のサイズでの撮影にも対応している。 

 検出器には、α-Se を用いており入射 X 線は直接電荷に変換されるため、間接変換法式の FPD の

様な光の拡散によるボケは少なく鮮鋭度は向上する。また、直接変換方式の FPD は空調管理が重要

といわれているが当院の場合既存の空調の他に家庭用のエアコン 1 台で問題なく稼働している。 

 X 線発生器で特徴的なものとして、ターゲットにモリブデン（Mo）とタングステン（W）を搭載

していることが挙げられる。従来、マンモグラフィではごくわずかなコントラスト差をフィルムに
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表現するために、Mo ターゲット/Mo フィルタを用いて特性 X 線を有効に使用していた。しかし、

ディジタルマンモグラフィ、特に FPD 搭載マンモグラフィ装置では、W ターゲットを用いる装置

が増えた。W ターゲットの場合、Mo ターゲットより原子番号が大きいために X 線発生効率が高い

ため、検出効率が高いという利点を FPD では利用している。更に、フィルタも従来の Mo や Rh だ

けではなく、Ag を用いている装置などもある。当院では Mo/Mo、Mo/Rh、W/Rh の選択が可能で

ある。ターゲットフィルタの選択は乳房厚によって決定されている。当院では 40 mm 以下の乳房厚

では Mo/Mo が選択され、40 mm 以上の乳房厚で W/Rh が選択される設定になっている。 

 

6. CR システムから FPD システムへ 

 FPD システムに更新される以前は CR システムにて検査を行っていた。CR システムから FPD シ

ステムに移行して、まず第一にスループットの向上が挙げられる。CR システムで撮影した場合、

撮影のインターバルにかかる時間は、カセッテの入れ替え、ポジショニング程度の非常に短時間で

すむが、何より撮影された輝尽性蛍光体の読み取りの時間が長い。それによって、次の検査への時

間は読みとり時間が左右すると言える。その点、FPD システムでは撮影インターバルと画像出力が

ほぼイコールであるので撮影が終わった後に検査終了までの時間が CR システムと比較して非常に

短い。それによって、CR システム時の 1.5 倍程度の検査を行うことが可能になった。 

 反対に、CR システムから FPD システムに移行した場合に注意が必要な点もある。日本では、デ

ィジタルマンモグラフィと言われる 8 割以上が CR システムである。同じディジタルといえども、

FPD システムでは画像出力、パラメータは各社特有のもので行われる。そのため、CR システムの

出力画像と FPD システムの出力画像の違いに戸惑うことが考えられる。具体的な例として、石灰化

病変においては CR システム、FPD システムにてほとんど差異はないと言って問題ないが、FAD や

腫瘤など淡いコントラストを表現しなければならない時に違いが現れる。そのため、CR 画像、FPD

画像の「違い」を十分に認識して読影にあたることが重要と考え、必要に応じてトレーニング等も

行うことが重要と考える。 

 

 

   写真 3 では、CR と FPD での石灰化の違いを示す。検出能としては両システムともに石灰化を認

識できる。 

  

 

 

 

写真 3 CR と FPD の違い＜石灰化＞ 

（左）CR  （右）FPD 
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7. 品質管理・精度管理 

 フィルムレスのため、従来のフィルムベースの精度管理が困難となったために、ディジタルデー

タでの日常管理を行っている。 

 始業点検として、156 ファントム、ステップファントムを撮影。次に、視覚評価においては従来

のディジタルと同じ評価を行い、濃度管理がモニタ診断の場合規定がないために、当院では 156 フ

ァントムの中心部に ROI を設定し、平均値と標準偏差を求め、次にアクリル円盤上に ROI を設定

し平均値と標準偏差を求め、その 2 つのデータから CNR を算出し、日々の変動を把握している。

しかし、現状としてどこまでの誤差を許容範囲として認めて可能かという範囲が明確でないことが

課題である。 

 また、富士フイルム社製 1shot ファントムを導入しており、こちらのファントムでも日々の管

理を行っている。1shot ファントムは一度の撮影で様々な項目が測定出来るために、非常に簡便に

日常管理が行えることが利点である。 

 定期的な品質管理に関しては、メーカに指定されている通りに行っている。 

 

8. ポジショニング 

 FPD 装置の特徴として、ディテクタが従来の装置と比較して、各社大きくなっている。当院で使

用している Mammomat Inspiration はディテクタの横幅は 36 cm である。更新前に使用していた

Mammomat 300 の 27 cm と比較すると 1.3 倍である。 

 導入当初、ディテクタの大きさに戸惑い、ポジショニングに非常に苦労した。従来のポジショニ

ング方法との大きな違いは、MLO 撮影である。 

 従来の標準撮影における MLO 撮影では腋窩の一番深い所を撮影者が確認を行いカセッテホルダ

ーの上部角におくことをポジショニングの実習にて学んだことがあるが、FPD 装置の場合、ディテ

クタが大きいために従来の撮影方法で撮影する場合、乳房全体が撮影されない。（ただし、圧迫板が

シフトする仕様の装置もあるのでその場合はこれにあてはまらない。）当院の場合、圧迫板がシフト

しないために従来の腋窩の位置でポジショニングを行うのではなく、検側の上腕を外旋させる様に

ディテクタ上部に置き、腋窩部が下方にくる様にし、乳房全体が圧迫坂内に入る位置でポジショニ

ングを行うことが重要と言える。 

 

9. カンファレンスの開催・参加 

 当院では診療放射線技師が関わるカンファレンスは 2 種類ある。 

 まず１つ目に、術前カンファレンスである。これは、毎週火曜日の朝業務前の 1 時間で術前の患

者、ステレオマンモトーム生検の患者、US ガイド下 VACORA 生検の患者の画像を乳腺外科医、診

療放射線技師、臨床検査技師で確認するカンファレンスである。手術の前に、 終確認のためにマ

ンモグラフィ、超音波、MRI を再度全員で見直し、 終的に手術の方針が決定する。この場で、マ

ンモグラフィ、US、MRI をもとにディスカッションを行いムンテラの方向性が変更されることも

ある。 

 2 つ目のカンファレンスは、術後の画像と病理のカンファレンスである。このカンファレンスは、

乳腺外科医、病理医、診療放射線技師、臨床検査技師にて行われる。このカンファレンスの特徴と

しては、地域の連携病院の医師、診療放射線技師、臨床検査技師などが参加可能である。術前の各
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モダリティにおける所見、カテゴリー、推定組織型までをディスカッションし、 終的な病理所見

にて結果を見ることで、日常診療に反映させるともに、地域の病院と顔の見える連携を運営するこ

とが出来る。さらに、症例を通して学び、日々の業務に反映できると考える。 

 

10. 今後の課題 

 当院は二次精査施設となるので、紹介元のマンモグラフィを持参される場合が多い。前述した様

に各社「画像の作り方」が異なるため、前医で指摘された病変が当院のシステムで再現されないこ

とが FAD や腫瘤で経験する。また、超音波検査で指摘された病変が描出できない事例もあり、マン

モグラフィの役割、更なる撮影技術の向上、読影能力の向上を図ることが重要と考える。 

 

11. おわりに 

 診療放射線技師は検査のスループット向上のために、作業効率などに重点を置きがちになってし

まう。もちろん、患者さんや受診者を「待たせない」ということが我々の重要なサービスであるこ

とは確かである。しかし、今後は検査時に受診者の「これから」を考え、主治医が診断に困惑しな

いような検査を行っていける体制を整えることが非常に重要と考える。そのために、カンファレン

ス等、日常診療に積極的に参加し、チーム医療の一員になることが大切である。 
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当院におけるデジタルマンモグラフィについて 
大森赤十字病院 

 出井 愛子 

 

当院におけるマンモグラフィ撮影は健診科依頼の検診撮影と外科依頼の撮影があります。 

年間撮影件数は 2595 件（うち検診 1749 件、平成 23 年度）ですが、現在マンモグラフィを撮影出来る

技師 6 名（男性 4 名、女性 2 名）で対応しています。 

認定取得技師は 3 名（男性 1 名、女性 2 名）ですが、今後マンモグラフィに携わる技師全員が取得する

予定です。 

また、当院では女性技師が 2 名しかいないという現状のため、全ての撮影を女性技師に任せるのではな

く、患者さまに確認してから男性技師による対応もしています。 

年齢の若い方は女性技師が撮影していますが、当院で受診される患者さまの年齢層が割と高めというこ

ともあり、女性技師を希望される患者さまは年間数十名程度です。 

しかしながら、やはり女性特有の検査であり患者さまの気持ちを配慮し女性技師がマンモグラフィを撮

影するようにとの病院側の方針があり、撮影技師の女性化を進めています。 

具体的な採用計画などは決定していませんが、今後欠員が出た際などには女性技師を採用する方向です。 

 

1. 当院の撮影について 

撮影装置：SENOGRAPHE DMR＋（GE） 

CR 読取装置：PROFECT CS（FUJIFILM） 

ドライプリンター：DRYPIX 4000（FUJIFILM） 

読影環境：モニタ診断（FUJIFILM） 

           乳腺外来診察室：5M 2 面 

           放射線科読影室：今後 5M 2 面を導入予定 

 

当院ではマンモグラフィ撮影室を専用で設けています。壁紙を暖色に床張りを木目調とし、照明はダ

ウンライトで明るさを調節して少しでもリラックス出来るよう配慮しています。 

      

 

撮影は検診、精査ともに両側 2 方向（CC、MLO）撮影をしています。精査の場合、撮影時に技師の

判断で追加撮影を行い医師に連絡をしています。 

 

特集                      日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号
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検診の場合、検診用の問診票を参照し撮影を行いますが、外科の場合は乳腺外科の医師と作成した問

診票を待ち時間の間に記入していただき、それを参照して撮影を行います。 

以下の項目を、当院では問診しています。 

 

 

2. 技師判断の追加撮影や拡大撮影の現状 

現在、技師の判断による追加撮影を行っていますが、特に判断基準などに取り決めはなく各人の判断

に任されているため個人の能力による判断の不十分さや、撮影室内に高精細の参照モニタが無く、撮影

時に微細石灰化の見逃しがあるといった問題点を抱えています。 

 

3. 読影・カンファレンスについて 

当院では読影補助を行っていません。また、昨年は乳腺外科の医師と放射線科医師によるカンファレ

ンスを 1 度行いましたが、今後は開催未定というのが現状です。 

しかし、撮影技術の向上を目指しカンファレンスや勉強会の開催を検討しています。 

 

4. おわりに 

当院では現在、施設認定取得に向けて動いています。 

今後はマンモグラフィ撮影をする技師の認定の取得とともに、一人一人が撮影技術や精度管理の意識を

高く持つよう努力を続けていきたいと思います。 

 

・マンモグラフィの経験の有無 

・妊娠の有無 

・ペースメーカー、豊胸術、乳がんの手術、授乳、

シャント術の有無 

・症状の有無（具体的に） 

・追加撮影についての同意 

・その他意見、希望等の記入欄 


