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マンモグラフィの読影

～新しいマンモグラフィガイドライン～
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厚生労働省からのガイドライン

 ３０歳代

 廃止！

 ４０歳代にMMGの導入

 ２方向撮影（MLO＋CC)
 視触診併用

 検診間隔は隔年（２年に１度）

 ５０歳以上（従来通り）
 MMG検診１方向＋視触診（２年に１度）

平成１６年４月

マンモグラム所見用語

Breast Imaging Reporting and Data System
(BI-RADS) Second Edition

American college of Radiology (ACR) 1995

「乳房画像診断用語集 Breast Imaging Lexicon」
腫瘤、石灰化、その他の所見

「検診マンモグラムにおける読影所見の記載方法
Reporting system」

所見の記載とカテゴリー分類
厚生省大内班ソフト部会 1998

マンモグラフィガイドライン
日本医学放射線学会・日本放射線技術学会 1999

所見用語およびカテゴリー分類を作成した目的

 全国共通の所見を

 全国共通の概念で

 全国共通の用語で 表現することにより

情報伝達や討論を容易にする。

検診で要精査とされた病変を精査機関が正しく理解
し精査、治療にあたることを助ける

カテゴリー1：異常なし（negative）

カテゴリー2：良性（benign）

カテゴリー3：良性、しかし悪性を否定できず

（ benign but malignancy not ruled out）
カテゴリー4：悪性の疑い（ suspicious abnormality）

カテゴリー5：悪性（ highly suggestive malignancy）

病変が悪性である可能性を見極める

マンモグラフィガイドライン

カテゴリー分類
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カテゴリー１：異常なし（negative）

•乳房は左右対称で、腫瘤、構築の乱れも石灰化も存在しない。
•血管や点状の１，２個の石灰化、正常大の腋窩リンパ節

•高濃度乳房をよく乳腺症としてカテゴリー２にする誤解があるが
ほかに異常所見がなければカテゴリー２とする。
高濃度であることは乳房の構築を示すものであって、悪性度の
にはつながらない。

•左右非対称の乳腺であるが、構築の乱れはなくあきらかに
非対称の乳腺であることが了解できればカテゴリー１としてよい。

カテゴリー２：良性（benign）

•明らかに良性と診断できる所見がある。
•退縮、石灰化した線維腺腫、乳管拡張症による多発石灰化
オイルシスト oil cyst 、脂肪腫、乳瘤のような脂肪含有性病変や過誤腫
のような混合性濃度の病変
•乳房内リンパ節もこれに含まれる。

•術後の瘢痕で手術の部位とあきらかに一致していることが確認
できる場合にはこれもカテゴリー２に含まれる。豊胸術もこれに含まれる。

カテゴリー3：良性、しかし悪性を否定できず
（ benign but malignancy not ruled out）

•良性の可能性が非常に高いが、悪性も否定できない。
圧迫スポット・拡大撮影や超音波検査などの追加検査が
必要である。

•ほとんど境界明瞭かつ平滑な病変（嚢胞、線維腺腫など）は
これに含まれる。MMGの場合、嚢胞と嚢胞内腫瘍とを鑑別
することはきわめて困難といってよいからである。

ごく淡い良悪性の判定困難な微細石灰化なども含まれる。

カテゴリー4：悪性の疑い（ suspicious abnormality）

•乳癌に典型的な形態ではないが悪性の可能性が高い病変で、
細胞診や生検も含めた精査が必要である。

カテゴリー5：悪性（ highly suggestive malignancy）

•ほぼ乳癌と考えられる病変。
•スピキュラを有する高濃度腫瘤や区域性分布を示す微細
線状・微細分枝状石灰化などが含まれる。

マンモグラフィの読影

腫瘤 mass

腫瘤

腫瘤の診断フローチャート

明瞭平滑 微細分葉状
境界不明瞭

スピキュラ
を伴う

カテゴリー４

形状・濃度や背景乳

腺などに応じてカテゴ
リー３または５とする。

カテゴリー５

スピキュラが明瞭でな

い場合や、中心濃度

が低いまたは小さい

場合はカテゴリー４と

する。

境界・辺縁の所見

乳腺実質の少ない乳

房において高濃度 の

場合はカテゴリー４と

する。

カテゴリー３カテゴリー２

内部に粗大石灰化を

有する場合、あるいは

明らかに脂肪を含む
場合はカテゴリー２と

する。

スピキュラを有する腫瘤
Spiculated mass

中心濃度が高い。
背景となる乳腺が脂肪性

カテゴリー５，硬癌

腫瘤

腫瘤の診断フローチャート

明瞭平滑 微細分葉状
境界不明瞭

スピキュラ
を伴う

カテゴリー４

形状・濃度や背景乳

腺などに応じてカテゴ
リー３または５とする。

カテゴリー５

スピキュラが明瞭でな

い場合や、中心濃度

が低いまたは小さい

場合はカテゴリー４と

する。

境界・辺縁の所見

乳腺実質の少ない乳

房において高濃度 の

場合はカテゴリー４と

する。

カテゴリー３カテゴリー２

内部に粗大石灰化を

有する場合、あるいは

明らかに脂肪を含む
場合はカテゴリー２と

する。
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腫瘍内の脂肪成分

過誤腫（hamartoma):カテゴリー２
腫瘤

腫瘤の診断フローチャート

明瞭平滑 微細分葉状
境界不明瞭

スピキュラ
を伴う

カテゴリー４

形状・濃度や背景乳

腺などに応じてカテゴ
リー３または５とする。

カテゴリー５

スピキュラが明瞭でな

い場合や、中心濃度

が低いまたは小さい

場合はカテゴリー４と

する。

境界・辺縁の所見

乳腺実質の少ない乳

房において高濃度 の

場合はカテゴリー４と

する。

カテゴリー３カテゴリー２

内部に粗大石灰化を

有する場合、あるいは

明らかに脂肪を含む
場合はカテゴリー２と

する。

境界明瞭平滑な腫瘤
カテゴリー３
嚢胞

境界明瞭な濃度の高い腫瘤
カテゴリー３

結果は嚢胞内乳癌
ＭＭＧでは嚢胞内の液体と
充実性部分とを区別して
認識することはできない。

腫瘤

腫瘤の診断フローチャート

明瞭平滑 微細分葉状
境界不明瞭

スピキュラ
を伴う

カテゴリー４

形状・濃度や背景乳

腺などに応じてカテゴ
リー３または５とする。

カテゴリー５

スピキュラが明瞭でな

い場合や、中心濃度

が低いまたは小さい

場合はカテゴリー４と

する。

境界・辺縁の所見

乳腺実質の少ない乳

房において高濃度 の

場合はカテゴリー４と

する。

カテゴリー３カテゴリー２

内部に粗大石灰化を

有する場合、あるいは

明らかに脂肪を含む
場合はカテゴリー２と

する。

スピキュラとまでは言いにくいが
腫瘤の辺縁は微細鋸歯状、
ギザギザしている。

カテゴリー４、 硬癌

マンモグラフィの腫瘤のアプローチ

境界、辺縁診断を行う。

明瞭平滑か、微細分葉状あるいは境界不明瞭か、
スピキュラを有するか。

腫瘤の形状、濃度、背景となる乳腺組織を評価す
ることでカテゴリー判定することができる。

その組織型を考えて！

マンモグラフィの読影

微細石灰化 microcalcifications
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石灰化の診断のフローチャート

石灰化

明らかな良性石灰化 良悪性の鑑別を要する石灰化

皮膚、血管、線維腺腫

乳管拡張症

円形、中心透亮性

石灰乳石灰化

縫合部、異栄養性

カテゴリー１，２

形態と分布によって判定する

分布

形態

微細円形 淡く 多形性 微細線状

不明瞭 不均一 微細分枝状

び慢性

領域性

集簇性

線状

区域性

カテゴリー２ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー５

カテゴリー３ カテゴリー３ カテゴリー４ カテゴリー５

カテゴリー３，４ カテゴリー４ カテゴリー５ カテゴリー５

石灰化の診断

石灰化

明らかな良性石灰化 良悪性の鑑別を

要する石灰化
皮膚、血管、線維腺腫
乳管拡張症
円形、中心透亮性
石灰乳石灰化

縫合部、異栄養性

カテゴリー１，２

形態と分布によって
判定する

良性石灰化の判定のポイント

 存在部位：乳腺が存在しない領域の石灰化は良性と考

えられる。

 分布：両側に同じ形態の石灰化が多発している場合に

は良性のことが多い。

 大きさ：乳管内に収まらない粗大な石灰化は良性と考

えられる。

 形態：形態から良性と判定できる特徴的な形態を示す

ものがある。

石灰化の診断

石灰化

明らかな良性石灰化

皮膚、血管、線維腺腫
乳管拡張症
円形、中心透亮性
石灰乳石灰化

縫合部、異栄養性

カテゴリー１，２

形態と分布によって

判定する

良悪性の鑑別を
要する石灰化

石灰化の概念（形態）

 分泌型：分泌物への石灰化

微小円形、淡く不明瞭

良性・悪性

 壊死型：癌細胞の壊死による乳管内の

壊死物質への石灰化

多形性、微細線状

悪性

区域性 segmental
集簇性 grouped,clustered
線状 liner

DCIS (ductal carcinoma in situ)
の広がりは乳腺腺葉の分布に

一致する。

異なる腺葉に属する乳管同士の
吻合はまれ。

腺葉に一致した分布は
悪性の可能性を考慮する

良性 悪性

びまん性
diffuse
scattered

領域性
regional

線状
linear

集ぞく性
grouped
clustered

区域性
segmental

石灰化の分布 石灰化の診断樹
良悪性の鑑別を要する石灰化

形態と分布によって判定する

分布

形態

微小 淡く 多形性 微細線状
円形 不明瞭 不均一 細分枝状

び慢性
領域性

カテゴリー２ カテゴリー２ カテゴリー３ カテゴリー５

カテゴリー３ カテゴリー３ カテゴリー４ カテゴリー５

カテゴリー３,４ カテゴリー４ カテゴリー５ カテゴリー５

集簇性

線状
区域性
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マンモグラフィの石灰化のアプローチ

ＭＭＧ上、明らかな良性石灰化を正しく良性

と診断し必要のない精密検査を避ける

良悪性を鑑別する必要のある石灰化につい
てはその形態と分布で診断する

マンモグラフィの読影

構築の乱れ architectural distortion

その他の所見 ー乳腺実質の所見ー

 管状影／孤立性乳管拡張
tubular density / solitary dilated duct

 非対称乳房組織
asymmetric breast tissue

 局所的非対称陰影
focal asymmetric density (FAD)

 構築の乱れ
architectural distortion

 梁柱の肥厚
trabecular thickning, coarse reticular pattern

その他の所見 ー乳腺実質の所見ー

 構築の乱れ

architectural distortion
腫瘤は明らかではないが正常の乳腺組織がゆが

んでいるものをいう。これは１点から放射状に広が
るスピキュラや乳腺実質縁の局所的引き込みある
いは歪みを含む。

正常の放射状の構築

構築の乱れ ：
局所的引き込みや歪み

構築の乱れを呈する疾患

悪性腫瘍
１．浸潤性乳管癌 とくに硬癌

（まれに非浸潤性乳管癌）
２．浸潤性小葉癌

良性疾患

３．手術瘢痕
４．脂肪壊死
５．放射状瘢痕
６．硬化性腺症

７．膿瘍

構築の乱れを正しくひろうには

 認識できないと意外と大きな病変を見落としてしまう
ことになる。

 その一方で、あまり拾いすぎるとどれもこれも構築
の乱れに見えてくる

構築の乱れのアプローチ

 構築の乱れのように見える線は本当に病変と関係の
ある構造か？

 線状の構造の角度はどのように走行するか？

 引き連れの中心部分の濃度はどうか？

 濃度の高い部分があったとき、引き連れ、ゆがみの
中心はこの濃度に向かうか？

読み過ぎない 落とさない



第６回千葉乳房画像研究会 委員報告 

「乳がん検診における精度管理の動向」 

寺田クリニック 

 鈴木 俊朗 

 

乳がん検診は、老人保健事業第２次５カ年計画により 1987 年から 30 歳以上の女性に対し、視触診法

により開始された。しかし、当初より視触診のみの検診体制に対し、実施する医師の能力に偏りがあ

る、客観性がないなどの指摘があった。その後、最善の乳がん検診を求めていろいろな研究がなされ、

2000 年厚生省老健 65 号にてマンモグラフィを導入した乳がん検診の骨子が示された。翌 2001 年には

「新たながん検診手法の有効性の評価報告書」のなかで、死亡率減少効果の観点から、乳がん検診の

有効性が報告され、その実施方法や対象年齢等についての問題点が指摘がなされた。そして 2004 年、

「がん検診に関する検討会」より、先の報告をふまえて乳がん検診を見直し、新たな乳がん検診の提

言が報告された。 

一方で、マンモグラフィ導入にあたっては、精度管理の重要性が指摘され、マンモグラフィガイドラ

インの作成により、使用する機器の仕様基準・線量・画質などの標準化とともに、精度管理中央委員

会の設置などにより、撮影する技師・読影する医師の質的向上を図るための講習会を開催し、個人・

施設の認定を行ってきた。近年のデジタルシステム普及にともない、ガイドラインを改訂し、デジタ

ルマンモグラフィの品質管理を加えるとともに、精度管理中央委員会では認定基準の変更等が行われ

ている。 

このように、足早に変化する乳がん検診とその精度管理の動向について、関係する研究結果を交えな

がら報告する。 

 

参考文献 

がん検診有効性報告書 

東北大学大学院医学系研究科医科学専攻社会医学講座公衆衛生学分野 

http://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/ 

 

がん検診に関する検討会 

http://www.ne.jp/asahi/citizen/information/medinfo/screening3.html 

 

千葉県乳がん検診ガイドライン 

http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenzou/10kenkou/nyuuganguideline/nyuuganguideline.html 

 

マンモグラフィ精度管理中央委員会 

http://www.mammography.jp/ 

 

 

http://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/
http://www.ne.jp/asahi/citizen/information/medinfo/screening3.html
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_kenzou/10kenkou/nyuuganguideline/nyuuganguideline.html
http://www.mammography.jp/


日常的な管理 
各種システムに対する適用

(○)・不適用(—)の区分 項  目 

Ｓ／Ｆ ＣＲ ＤＲ 

実施 

頻度 
判定基準（および目標値） 

1.Ｘ線装置の清掃 ○ ○ ○ 毎日 

・アーチファクトを発生させる汚れがないこと 

・受診者に危害を与える兆候がないこと 

＊乳房圧迫板、乳房支持台表面など受診者が常に触れる 

 部分は、受診者ごとに清掃することが望ましい。 

2.暗室の清掃および整理整 

 頓 
○ — — 毎日 

・アーチファクトを発生させる塵、埃がない暗室内である

 こと 

3.カセッテとスクリーンの 

 清掃 
○ — — 毎日 

・スクリーン表面およびカセッテ内部にアーチファクトを

 発生させる塵、埃、汚れがないこと 

・スクリーンに傷がないこと 

4.CR 受像器の清掃(カセッテ 

 の清掃を含む) 
— ○ — 毎日 

・CR 受像器表面およびカセッテの外部と内部にアーチファ

 クトを発生させる塵、埃、汚れがないこと 

・CR 受像器に傷がないこと 

5.モニタの清掃 — ○ ○ 毎日 
・モニタが埃や指紋その他で汚れていない状態になってい

 て、最適な観察条件が確保されていること 

6.シャウカステンの清掃 ○ ○ ○ 毎日 
・シャウカステンの表面に汚れがないこと 

・輝度むらがないこと（目視） 

7.自動現像機の管理 ○ — — 毎日 

(1)センシトメトリ 

 ・カブリ    ：管理基準値＋0.03 

 ・感度     ：管理基準値±0.15 

 ・コントラスト ：管理基準値±0.15 

(2)現像温度 

 ・特に指定しない 

 ＊各メーカーが指定する温度範囲内で管理する 

8.明室フィルム交換機の 

 清掃（マガジン装着部な 

 どの開口部） 

○ — — 毎日 
・読影に影響する、塵、埃、汚れ、画像上のアーチファク

 トがないこと 

9.画像評価 

（AEC、受像系、プリンタの

作動確認を含む） 

○ ○ ○ 毎日 

(1)S/F の場合 

 a)乳房組織模擬試料内蔵ファントム 

 ・試料の描出 

   模擬繊維試料 ：得点が４点以上 

   模擬石灰化試料：得点か３点以上 

   模擬腫瘤試料 ：得点が３点以上 

 ・ファントム画像の中心付近の濃度：1.5±0.15 

 ・アクリル円盤部とその周囲の濃度差：0.4 以上 

(2)CR と DR の場合 

 a)乳房組織模擬試料内蔵ファントム 

 ・試料の描出 

   模擬繊維試料 ：得点が５点以上 

   模擬石灰化試料：得点か４点以上 

   模擬腫瘤試料 ：得点が４点以上 

 ・ファントム画像の中心付近の濃度：1.5±0.1 

 ・アクリル円盤部とその周囲の濃度差：0.4 以上 

 b)ステップファントム 

 ・10 段の判別ができること 

 ・石灰化試料は 10 段の内、４段以上視認できること 

 ・腫瘤試料は 10 段の内、５段以上視認できること 

＊画像出力に用いるフィルムはロットごとに感度が異な 

 る場合があるので、新しいロットのフィルムを用いる 

 前にフィルム感度を確認すること 



定期的な管理（１） 
各種システムに対する適用

(○)・不適用(—)の区分 項  目 

Ｓ／Ｆ ＣＲ ＤＲ 

実施 

頻度 
判定基準（および目標値） 

1.明室フィルム交換機の清 

 掃（機器の内部） 
○ — — 

１ヶ月

ごと 

・読影に影響する、塵、埃、汚れ、画像上のアーチファク

 トがないこと 

2.シャウカステンの管理 ○ ○ ○ 
６ヶ月

ごと 

・輝度むらがないこと（目視） 

・シャウカステンの輝度は 3,500cd/m2以上が望ましい 

・マスキング機能が円滑に作動すること（マスキング付き

 に適用） 

・読影室内の照明は、シャウカステンの付近で 50lx 以下 

 であることが望ましい 

3.暗室内でのカブリ ○ — — 
６ヶ月

ごと 

・光漏れがないこと（目視） 

・セーフライトの露光部分と未露光部分の濃度差 

  ：0.05 以内 

4.スクリーンとフィルムの 

 密着性 
○ — — 

６ヶ月

ごと 

・直径 10mm を超える密着不良がないこと（銅製 40 メッ 

 シュの金網を使用） 

5.プリンタの管理 — ○ ○ 
６ヶ月

ごと 

・定められた階調特性（目標濃度に対する出力濃度）であ

 ること 

 注）機器の製造業者の定める規定に入ることを確認する

・読影に影響するアーチファクトがないこと 

・その他の点を確認する（機器の製造業者が提示項目等を

 実施する） 

 例）クリーニングローラの清掃、通気フィルタの清掃な

   ど。湿式プリンタの場合は、自動現像機の部分の管

   理を実施する。 

6.Ｘ線装置の圧迫器の確認 ○ ○ ○ 
６ヶ月

ごと 

・圧迫圧の表示精度：±20N 以内（±10N 以内が望ましい）

・圧迫厚の表示精度：±5mm 以内 

・乳房圧迫器各部の緩み、ひび割れ、鋭利なエッジなどが

 ないこと 

7.Ｘ線装置の評価 

7.1 装置各部の作動確認 
○ ○ ○ 

１年 

ごと 

・装置の各部（ロック機能。カセッテ保持機能、表示機能、

 安全機能など）が正しく機能していること（目視） 

・締結部の緩み、鋭利なエッジの発生がないこと 

7.2Ｘ線照射野、光照射野、 

  受像器面の整合性 
○ ○ ○ 

１年 

ごと 

(1)光照射野とＸ線照射野のずれ：周辺のずれ（左右または

  前後のずれの和）は、SID の２％以内 

(2)Ｘ線照射野と受像器面のずれ：Ｘ線照射野は受像器面の

   胸壁端側と左右側の縁まで広がりがあること 

   ただし、 

   ・胸壁端側は乳房支持台の胸壁端から 5mm を超えない範

     囲でＸ線照射野がはみ出してもよい 

   ・胸壁端側以外は受像面の縁から SID の 2%(1%が望まし

     い)を超えない範囲でＸ線照射野がはみ出してもよい

   ・フィルム以外の受像器で、画像情報のない領域に対し

     てＸ線照射を絞り込む場合、Ｘ線照射されていない領

     域の濃度を直接Ｘ線を受けた領域と同じにする黒化処

     理をしてもよい 



定期的な管理（２） 
各種システムに対する適用

(○)・不適用(—)の区分 項  目 

Ｓ／Ｆ ＣＲ ＤＲ 

実施 

頻度 
判定基準（および目標値） 

7.3 胸壁端付近の画像欠損 

   確認 
○ ○ ○ 

１年 

ごと 

・乳房支持台面上 42.5mm の位置および 0～2.5mm の位置に

 ある乳房内組織がＸ線画像として描出されない領域は、

 乳房支持台の胸壁端からの垂線と交わる位置から内側 

 （乳頭方向）6mm 以内のこと 

・乳房圧迫板の胸壁立ち上がり部が受像器上に描出されな

 いこと 

7.4 管電圧の精度と再現性 ○ ○ ○ 
１年 

ごと 

(1)表示精度 

 ・設定管電圧 25～32kV：±5％以内 

 ・上記以外の管電圧：±10％以内 

(2)再現性：変動係数 0.02 以下（繰り返し測定回数４回）

7.5 焦点の性能 ○ — — 
１年 

ごと 

矩形の解像力チャートを乳房支持台面上 42.5mm、受像器の

左右中心、受像器胸壁端内側 10mm 以内に配置し、次を満足

すること 

・Ｘ線管焦点の幅寸法についての分解能：13lp/mm 以上 

・Ｘ線管焦点の長さ寸法についての分解能：11lp/mm 以上

7.6 線質（ＨＶＬ） ○ ○ ○ 
１年 

ごと 

乳房圧迫板透過後の HVL の値が次を満足すること 

・HVL の上限：HVL(mmAl)<(測定 kV/100)+C 

 ただし、C=0.12(Mo ターゲット/Mo フィルタ) 

     C=0.19(Mo ターゲット/Rh フィルタ) 

     C=0.22(Rh ターゲット/Rh フィルタ) 

     C=0.30(W ターゲット/Rh フィルタ) 

・HVL の下限：(測定 kV/100)+0.03≦HVL 

＊装置の受入検査では、上記に加えて圧迫板を除いたとき

 の HVL の値が次を満足すること 

  (測定 kV/100)≦HVL(mmAl) 

Ｘ線画像として 
描写されない領域 

6mm 以内のこと

受像器
乳房支持台面から 0～2.5mm

42.5mm

 

 

 



定期的な管理（３） 

各種システムに対する適用

(○)・不適用(—)の区分 項  目 

Ｓ／Ｆ ＣＲ ＤＲ 

実施 

頻度 
判定基準（および目標値） 

7.7AEC の性能 ○ ○ ○ 
１年 

ごと 

(1)S/F の場合 

・BR-12 ファントム（乳腺 50%・脂肪 50%比率の均一な材質）

 または PMMA(Polymethyl-methacrylate)ファントムの厚

 さ 20～60mm およびこれらの厚さに適した臨床使用 kV に

 おいて得られるファントム画像において、フィルムの胸

 壁内側 50mm付近の濃度は施設が定めた管理基準値±0.15

 以内とする 

＊上記の管理幅を超える範囲については、上記の管理幅を

 満足するような乳房形態（大きさと密度）に応じた撮影

 条件表(kV と AEC 濃度調整器)を作成することが望ましい

・mAs の変動係数：0.05 以下（ファントム厚 40mm、繰り返

 し測定回数は 4 回） 

(2)S/F の場合 

・BR-12 ファントム（乳腺 50%・脂肪 50%比率の均一な材質）

 または PMMA ファントムの厚さ 20～60mm およびこれらの

 厚さに適した臨床使用 kV において得られるファントム 

 画像において、CR システム感度（フジ、コニカミノルタ：

 S 値、コダック：E値）を用いて、AEC の安定作動を維持・

 管理する。システム感度の変動幅は CR 機器の製造業者 

 の定める規定に入ること 

＊上記の管理幅を超える範囲については、上記の管理幅を

 満足するような乳房形態（大きさと密度）に応じた撮影

 条件表(kV と AEC 濃度調整器)を作成することが望ましい

(3)DR の場合 

・製造業者の定める規定によること 

・mAs の変動係数：0.05 以下（条件は上記と同じ） 

7.8Ｘ線の出力 ○ ○ ○ 
１年 

ごと 

a)次の条件で測定したとき、4.5mGy/s 以上（7.0mGy/s 以 

 上が望ましい）のＸ線出力が得られること 

・Mo ターゲット/Mo フィルターの組み合わせ 

・管電圧 28kV 

・操作可能なすべての SID 

・線量計の配置：検出器の中心が乳房支持台の胸壁内側 

 40mm、支持台左右中心で、検出器高さの実効中心が乳房

 支持台面上 45mm 

・圧迫板透過後の線量測定（圧迫板はできる限りＸ線管に

 近づける） 

・照射時間：約１秒（mAs 設定の場合は、約１秒に相当す

 る mAs） 

・繰り返し照射回数３回の平均値で判定する 

b)Ｘ線出力の再現性：変動係数 0.05 以下 

 

 

 

 



定期的な管理（４） 

各種システムに対する適用

(○)・不適用(—)の区分 項  目 

Ｓ／Ｆ ＣＲ ＤＲ 

実施 

頻度 
判定基準（および目標値） 

8.システムの評価 

8.1 平均乳腺線量 
○ ○ ○ 

１年 

ごと 

圧迫乳房厚 42mm で乳腺 50%・脂肪 50%比率の代表的な乳房

において、１回のＸ線照射当たりの平均乳腺線量が 3mGy 以

下であること（2mGy 以下が望ましい） 

＊この平均乳腺線量は、日常的な品質管理・画像評価の乳

 房組織模擬試料内蔵ファントムを用いて、そのファント

 ムに対応する実際の臨床撮影条件でファントム入射の照

 射線量測定から求めることができる 

8.2 アーチファクトの評価 ○ ○ ○ 
１年 

ごと 

・濃度むら、乳房構成組織の擬態陰影などのアーチファク

 トがないこと 

8.3 受像系の感度ばらつき ○ ○ — 
１年 

ごと 

(1)S/F の場合 

・臨床で使用するすべてのスクリーン付きカセッテで収集

 したファントム画像濃度において、その最大と最小の差

 が 0.3 以内であること 

(2)CR の場合 

・臨床で使用するすべての CR 受像器について実施し、シ 

 ステム感度のばらつきが、機器の製造業者に定める規定

 に入ること 

 

（注）＊Ｓ／Ｆ：スクリーン／フィルム・システム、ＣＲ：ＣＲシステム、 

    ＤＲ：ＦＰＤを備えたディジタルシステム 

   ＊代表的な乳房組織模擬試料内蔵ファントム 

      ＲＭＩ（Radiation Measurements,Inc.）製 156 型 

      ＮＡ（Nuclear Associates）製 18-220 型 

      ＣＩＲＳ（Computerized Imaging Reference System,Inc.）製 15 型 

   ＊代表的なステップファントム 

      マンモステップファントム AGH-D210 型 


