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本日の概要

1. 乳がん検診のアセスメント

① 適切な検診体制の整備
「事業評価のためのチェックリスト」の遵守
～検診機関用チェックリストの解説を中心に～

② プロセス指標の活用

－乳がん検診における、最近のプロセス指標値
－「地域保健・健康増進事業報告」作成上のポイント

2. 乳がん検診の精度管理

3. 最近のトピックス
① 住民検診における高濃度乳房の考え方
② 乳房超音波検診について
③ 自己触診からブレスト・アウェアネスへ
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•どのような検査を

•誰に

•どのような間隔で

1. 乳がん検診のアセスメント
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１.乳がん検診のアセスメント

有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年版（2014.3.31）「表32.乳がん検診の推奨グレード」より抜粋

検診方法
推奨

グレード
対策型検診 任意型検診

マンモグラフィ単独法
(40～74 歳)

B
実施を推奨

マンモグラフィと
視触診の併用法

(40～64 歳)

B 実施を推奨する。
ただし、視触診が適正に行われるための精度管理ができない

状況では実施すべきでない

マンモグラフィ単独法・
マンモグラフィと視触診
の併用法 (40歳未満)

I

実施を推奨しない

実施する場合は、死亡率減少効果が
不明で、不利益が大きい可能性に

ついて適切な説明を行う

視触診単独法

I 実施する場合は、死亡率減少効果が
不明なことと不利益について

適切な説明を行う。
ただし、視触診が適正に行われるため

の精度管理ができない状況では
実施すべきでない

超音波検査
（単独法、

マンモグラフィ併用法）

I 実施する場合は、死亡率減少効果が
不明なことと不利益について

適切な説明を行う
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有効性評価に基づく乳がん検診ガイドライン2013年版（2014.3.31）「表5.推奨グレード」より抜粋

推奨A 利益（死亡率減少効果）が不利益を確実に上回り利益が極めて大きいことから、
対策型・任意型検診の実施を勧める

推奨B 利益（死亡率減少効果）が不利益を上回るが、その差は推奨Aに比し小さく中等度である。
利益が不利益を上回ることから、対策型・任意型検診での実施を勧める

推奨C 利益（死亡率減少効果）を示す証拠があるが、利益が不利益とほぼ同等か、
その差が極めて小さいことから、対策型検診として勧めない。

任意型検診として実施する場合には安全性を確保し、不利益に関する説明を十分に行う必要がある。その説
明に基づく、個人の判断による受診は妨げない。

推奨D 利益（死亡率減少効果）のないことを示す科学的根拠があることから、対策型・任意型検診での実施を認め
ない。

不利益が利益（死亡率減少効果）を上回ることから、対策型・任意型検診での実施を勧めない。

推奨I 死亡率減少効果の有無を判断する証拠が不十分であるため、利益と不利益のバランスが判断できない。この
ため、対策型検診として実施することは勧められない。
任意型検診として実施する場合には、効果が不明であることと、不利益について十分説明する必要がある。
適切な説明に基づき、個人のレベルで検討する。

乳がん検診のアセスメント
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乳がん検診のアセスメント

検診項目 対象年齢 検診間隔

問診および乳房エックス線検査 40歳以上 ２年に１回

【出典】厚生労働省、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針
（平成28年4月一部改正）

（※）視触診は推奨しないが、
仮に実施する場合は、乳房エックス線検査と併せて実施する。

視触診単独は不可

現在国が推奨している検診項目
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住民検診における、乳がん検診の実施状況

✓検査項目が指針に沿っている市町村の割合

✓対象年齢が指針に沿っている市町村の割合

✓受診間隔が指針に沿っている市町村の割合
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住民検診における、乳がん検診の実施状況
（2018年度）

厚生労働省「市区町村におけるがん検診実施状況調査」
回収率99.6％（1730/1737市区町村）

市区町村数
（％）

乳がん検診を実施 1733 （99.8％）

集団検診 1626 （93.6％）

個別検診 1425 （82.0％）

指針に沿った対象年齢を設定 1063 （61.3％）

指針に沿った受診間隔を設定 700 （40.3％）

指針に沿った検診項目を
実施

集団検診 1612 （99.1％）

個別検診 1400 （98.2％）

指針以外の検診項目
を実施

集団検診 840 （51.7％）

個別検診 737 （51.7％）

【出典】国立がん研究センターがん情報サービス
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl_screening/index.html8
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2. 乳がん検診の精度管理

① 適切な検診体制の整備
「事業評価のためのチェックリスト」の遵守
～検診機関用チェックリストの解説を中心に～
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「事業評価のためのチェックリスト」

✓検診機関用チェックリスト

✓市区町村用チェックリスト

✓都道府県用チェックリスト

・項目は5がん共通

・検診機関と交わす仕様書の見本が別添として付いている。
見本の内容は「検診機関用チェックリスト」と同じ。

・項目は5がん共通

・がん種別に項目が異なる

・チェックリストの回答者は、委託形態にかかわらず、実際に検診を行う個々の
検診機関
（医師会を介した集合契約であっても、各医療機関がチェックリストで体制の自己点検を行う。

医療機関単位で点検できない項目は、医師会が代表して点検することが望ましい）

検診機関が整備するべき項目
（乳がんでは23項目）

市区町村が整備するべき項目
（乳がんでは54項目）

都道府県が整備するべき項目
（乳がんでは68項目）
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検診機関用チェックリストの要点（1）

受診者に最低限説明すること（検診受診前）

・要精密検査となったら場合には、必ず精密検査を受けること

・精検の種類（※）と検査方法の概要
※ マンモグラフィの追加撮影や超音波検査、穿刺吸引細胞診や針生検等

・精検結果は市区町村や検診機関が共有すること
（個人情報保護法の例外事項であり、本人同意は必ずしも必要ない）

・検診の有効性と欠点（偽陰性、偽陽性、過剰診断など）

・検診は継続して受けること（乳がん検診は隔年）、症状がある場合は（検診で
はなく）医療機関を受診すること

・乳がんがわが国の女性におけるがん死亡の上位に位置すること

受診者一人ひとりに
説明資料を配布

口頭のみの説明は×

検診機関で対応できない場合は、市区町村が行う（受診勧奨の際に説明資料を同封するなど）
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受診者への説明資料（雛形）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
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出典：国立がん研究センターがん情報サービス

受診者への説明資料（雛形）

13



問診及び撮影の精度管理

問診 撮影

・問診記録は少なくとも5年間は
保存する

・問診では
現在の症状、月経及び妊娠等に
関する事項、既往歴、家族歴、
過去の受診状況等を聴取する

・乳房エックス線装置の種類は仕様書に明記し、
日本医学放射線学会の定める仕様基準を満たす

・両側乳房について内外斜位方向撮影を行う。
40歳以上50歳未満では内外斜位方向・頭尾方向の2方
向を撮影する

・撮影の線量、写真の画質：
日本乳がん検診精度管理中央機構の施設画像評価
でAまたはBの評価を受ける
（CまたはD評価、施設画像評価を受けていない場合
は至急改善する）

・撮影技師、医師の資格：
日本乳がん検診精度管理中央機構の講習会を受講し、
評価試験でAまたはB評価を受ける
（CまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善
する）

検診機関用チェックリストの要点（2）
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読影の精度管理

検診機関用チェックリストの要点（3）

・二重読影を行う

・読影に従事する医師のうち少なくとも一人は、日本乳がん検診精度管理中央機構
の講習会を修了し、その評価試験でAまたはBの評価を受ける
（CまたはD評価、講習会未受講の場合は至急改善する）

・二重読影の所見に応じて、過去に撮影した乳房エックス線写真と比較読影を行う

・乳房エックス線画像は少なくとも5年間は保存する

・検診結果は少なくとも5年間は保存する

読影を（地域の読影委員会などに）外部委託している場合は、
各医療機関は委託先の状況を確認する

できれば地域医師会等が体制を統一し、
医師会から各医療機関に周知されることが望ましい
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二重読影の具体的な方法

検診機関用チェックリストの要点（3）

・二重読影を行う 判定 特徴

①第1読影＋第2読影 両者で協議し最終判定 理想的だが煩雑
・第1読影⇒第2読影

②第1読影⇒第2読影 両者の高い方のカテゴリーを採用 要精検率が上がる

③第1読影⇒第2読影 第2読影医が総合的に判定 第2読影医の読影力
（第1読影所見を却下？） に依存

④第1読影⇒第2読影 判定が異なった場合 レフリーの資格設定
⇒第3読影医（レフリー） 要精検率は低め

・ 地域の実状に合った2重読影の判定を施行
（①＞③≧④＞②）
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比較読影

検診機関用チェックリストの要点（3）

・モニター診断では、
「前回の診断履歴がある場合には、所見の有無にかかわらず、前回の画像との比較
読影を行う」

⇒過去のマンモグラムがある例はすべて行うのが理想的

・フィルム診断（現状はこのシステムがほとんど）では、
所見が疑われる例にのみ行われていると推測。
例：

第1読影医が迷う場合
第1読影医と第2読影医の意見が異なる場合
第2読影医が最終判定に迷う場合

・
・検診結果は少なくとも5年間は保存する

比較読影は、感度の上昇の観点のみならず、特異度の上昇に大きく寄与
要精検率の高い施設、では比較読影を行っているか、そのやり方がどうかをチエック
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システムとしての精度管理

検診機関用チェックリストの要点（4）

・受診者への結果通知（又はそのための市区町村への結果報告）は、遅くとも検診受診後4
週間以内に行う

・検診結果や精検結果（地域保健・健康増進事業報告に必要な情報）を把握し、
委託元の求めに応じて報告する

・撮影や読影向上のための検討会や委員会（※）を設置する。
もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。

※自施設以外の乳がん専門家（当該検診機関に雇用されていない乳がん検診専門家）を交えた会。

・自施設のプロセス指標値を把握する。

※検診機関が単独で算出できない場合、自治体等が集計した指標値を後から把握することも可

・プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、
改善に向けた検討を行う。また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、
医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努める。

以下の項目を全て達成するには、
県（がん部会）・市町村・
検診機関の連携が重要

がん部会の活動が重要
（検診機関まで届く助言・指導をお願いしたい）
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撮影や読影向上のための検討会や委員会で実施する事項

検診機関用チェックリストの要点（4）

開催主体：医師会、県や市町村、検診機関など実状に合わせて実施

・小規模検診施設や個別検診施設では単独で実施できないため、
医師会や県・市町村主催で実施する体制が望ましい

①症例検討の実施: 最も重要
・発見乳がん例の所見の検討
・偽陽性例（結果的にがんでなかった例）の所見の検討
・偽陰性例（中間期乳がん例）の所見の検討

・読影力向上のためには、読影医に読影結果のフィードバックが必須
・「読みっぱなし検診」が一番qualityが低い
・自施設以外の乳がん専門家（スーパーバイザー）の参加が望ましい。
・技師にも必ず参加してもらい、ポジショニングなど写真の評価を実施

②講演会、勉強会などの実施
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都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会（がん部会）
市区町村、医師会等から指導・助言

検診機関用チェックリストの要点（4）

県全体で、検診・精検結果をもれなく正確に把握する体制を整備することが重要

①県（がん部会）のイニシアティブ: 最も重責を担う
市町村のプロセス指標の把握と分析
問題ある市町村には指導
時には検診施設の現場にも介入
メンバーの選定にも配慮

②市町村
実際のデータ収集と把握⇒プロセス指標の収集、
検診機関との連携、できれば顔の見える関係構築

③検診機関
技術体制的精度管理
精度の高い検診を行うための、技師、医師、機器の整備

20



市区町村用チェックリストの遵守状況（2018年度、乳がん）

市区町村用チェックリスト

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
がん登録・統計がん検診に関する統計データのダウンロード
「２.がん検診の技術体制指標」「2-2市区町村用チェックリスト実施率（住民検診）」
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/dl_screening/index.html
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2. 乳がん検診の精度管理

② プロセス指標の活用

－乳がん検診における、最近のプロセス指標値
－「地域保健・健康増進事業報告」作成上のポイント

22



乳がん検診（住民検診）の成績－平成28年の検診結果

マンモグラフィ検査、40歳以上の全年齢

受診者数 3,187,771人

要精検者数
205,844人

（要精検率6.5％）

がん発見者数
9,680人

（発見率0.3％、陽性反応適中度4.7％）

非浸潤がん 1041人

精検受診者数
3,162,896人

（精検受診率87.9％）

精検未受診者数
6,820人

（精検未受診率3.3％）

精検未把握者数
18,055人

（精検未把握率8.8％）

【出典】平成29年度地域保健・健康増進事業報告（平成28年度における検診結果）を基に集計23



都道府県別プロセス指標値（精検受診率）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
がん登録・統計＞統計＞がん統計＞がん検診の都道府県別プロセス指標

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/process-indicator.html
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都道府県別プロセス指標値（要精検率）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
がん登録・統計＞統計＞がん統計＞がん検診の都道府県別プロセス指標

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/process-indicator.html
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都道府県別プロセス指標値（発見率）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
がん登録・統計＞統計＞がん統計＞がん検診の都道府県別プロセス指標

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/process-indicator.html
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都道府県別プロセス指標値（陽性反応適中度）

出典：国立がん研究センターがん情報サービス
がん登録・統計＞統計＞がん統計＞がん検診の都道府県別プロセス指標

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/process-indicator.html
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2. 乳がん検診の精度管理

② プロセス指標の活用

－乳がん検診における、最近のプロセス指標値
－「地域保健・健康増進事業報告」作成上のポイント

プロセス指標の精度を保つため、
地域保健・健康増進事業報告は正確に行う
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4. システムとしての精度管理：地域保健・健康事業報告に必要な項目

検診方法： マンモグラフィ
検診方式： 個別、集団
検診回数： 初回、非初回（過去３年間に受診歴あり）
受診者数： ５歳階級別、年度中受診者数、２年連続受診者数

マンモグラフィ判定： カテゴリー別（Ｎ1、Ｎ2，1-5）
要精密検査者数
精密検査受診者数

癌であったもの（転移性を含まない）、早期がん（臨床病期Ⅰ+ 非浸潤癌）、非浸潤癌
がんの疑いあるいは未確定、がん以外の疾患（他がんの乳房転移含む）

未受診者数
未把握数
偶発症 精密検査中、精密検査後

重篤なもの（入院必要）、偶発症による死亡（がん見逃し除く）

受診歴管理
精検結果、手術結果（病期、非浸潤癌か否か）の詳細な把握
合併症の把握

⇒検診施設、精検施設、治療施設、市町村、医師会が互いに
協力し合って行う必要あり
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3. 最近のトピックス

① 住民検診における高濃度乳房の考え方
② 乳房超音波検診について
③ 自己触診からブレスト・アウェアネスへ

30



出典：かかりつけ医のためのがん検診ハンドブック（厚生労働省がん検診受診向上指導事業、平成22年３月）31
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マスコミ報道

32

経緯

患者団体・議員連盟から厚労省へ要望書

2016年

（J-START結果 2015年11月4日にonline発表）
32



2017年3月（提言公示前）の状況

• 市町村の13.5％が、がん検診指針の報告項目にない乳
房の濃度に関する項目を通知を開始しているが、通知
している市町村のうち半数は、その後の処置を伝えて
ない

• 追加の処置を通知している市町村の87％が、まだ科学
的根拠（死亡率減少効果）の得られてない乳房超音波
検査を追加の検診として推奨

• 乳房構成を把握している市町村は31.0％のみ

• ⇒乳房構成や高濃度乳房に関する十分な理解が進んで
いなく、受診者への適切な情報提供や指導が行われて
いない混乱した状況

33
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提 言
• 対策型検診において受診者に乳房の構成（極めて高濃度、不均一高
濃度、乳腺散在、脂肪性）を一律に通知することは現時点では時期
尚早である。乳房の構成の通知は、今後検討が進み対象者の対応
（検査法等）が明示できる体制が整った上で、実施されることが望
ましい。

• 乳房の構成は受診者個人の情報であり、受診者への通知を全面的に
妨げるものではない。通知するにあたって、市区町村には受診者か
ら正しい理解が得られるような説明・指導とそのための体制整備が
求められる。今後、受診者のニーズを踏まえたよりよい通知の方法
について、対応を検討していく必要がある。

• 高濃度乳房の実態、乳房超音波検査などの検診方法の効果、高濃度
乳房を正しく理解するための方策などを、国および関係各団体は協
力して検討して行く必要がある。

https://www.qabcs.or.jp/news/entry-900.html
34

乳がん検診に従事する医療関係者、市区町村がん検診担当者、及び検診施設の皆様へ

2017年3月21日

日本乳癌検診学会・日本乳癌学会・日本乳がん検診精度管理中央機構

34



乳がんにおける「高濃度乳房」への対応
について

◼別添のとおり、厚生労働行政推進調査
事業費補助金「乳がん検診における乳
房の構成（高濃度乳房を含む）の適切
な情報提供に資する研究」班において
市町村ががん検診の受診者に対し乳房
の構成を通知する際に留意すべき内容
が取りまとめられたため、市町村の判
断でがん検診の受診者に対し乳房の構
成に関する情報を伝える場合に、適切
な情報提供を行う観点から、貴管内市
町村及び関係団体に対し、周知方お願
いする。

平成30年5月24日付け 健発0524第1号 厚生労働省健康局長通知

QA集

H29年度厚生労働科学特別研究事業「乳がん検診における乳房
の構成(高濃度乳房を含む)の適切な情報提供に資する研究」班

35



「高濃度乳房について」（QA集）を使用しているか
（H30年度全国市町村調査）

36

受診者へ説明する場合

や、受診者からの質問

に対して回答する場合

に使用している

検診担当者などへの教

育のために使用してい

る

両方で使用している

使用していない

57％

QA集の使用状況

11％

15％

17％

使用している：43％使用していない：57％

（回答数1673のうち、未回答35を除き集計）

2019年11月13日第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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結果 乳房の構成についての
実施機関から市町村への報告

31.0%

69.0%

H28年度 回答市町村数：1700

報告を受けている 報告を受けていない

40.3%

59.7%

H30年度 回答市町村数：1667

報告を受けている 報告を受けていない

（672 市町村）

37

検討１

（527 市町村）

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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結果 乳房の構成の受診者に
対する通知

230市町村 262 市町村

13.5%

86.5%

H28年度 回答市町村数：1700

通知している 通知していない

15.7%

84.3%

H30年度 回答市町数：1664

通知している 通知していない

38

検討１

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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結果 通知後の対応
乳房の構成を通知している場合、高濃度乳房の方に対して通知する際に、
その後の受診者がとるべき対応について推奨していることはあるか

50.0%50.0%

H28年度 回答市町数：230

推奨あり 推奨なし

39

検討１

（115 市町村）

（120市町村）
46.2%

53.8%

H30年度 回答市町村数：260

推奨あり 推奨なし

（120 市町村）

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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通知を実施している市町村が推奨している内容
乳房の構成の通知の際に、その後受診者がとるべき対応について推奨していること
がある場合、何を推奨しているか（複数回答可）

*：高濃度乳房について（QA集）で言及している望ましい指導項目

回答市町村：
115

回答市町村：
120

通知を実施している市町村が推奨している推奨する内容 H28年度 H30年度

乳房超音波検査の受診 次回受診時の受診を含む 95 82

（＊そのうち乳房超音波検査の提示・紹介にとどめるもの） （18）

精密検査の受診 18 2

＊定期的な乳がん検診の受診 5 10
再検査の受診 4 0

＊自己触診（セルフチェック）の実施 3 19
＊症状を自覚した際の医療機関の受診 3 22
視触診の受診 1 0
医療機関の受診 1 4
その他
検診現場での超音波検診の併用 6

＊専門医に相談 10

＊高濃度乳房・偽陰性の説明 18

40

検討１

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料140



検討１：結果のまとめ・考察

• 市町村によるQA集の使用率は43％にとどまり、ま
だ十分には活用されていない。

• 市町村の判断で行っている乳房の構成の通知は
15.7％の市町村で実施されていてやや増加してい
る。

• 通知後の対応として、QA集に盛り込んだ内容に準
じた適切な情報提供が増加し、QA集を使用する有
効性が示唆されたが、まだ通知後の十分適切な情
報提供がなされているとは言えない。

• 今後は市町村がその判断で通知をする際は、QA集
を活用し通知後の対応まで含めた情報提供体制の
構築に努める必要ある。

検討１

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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福井市乳がん検診で乳房構成を通知(試行)

H29年度厚生労働科学特別研究事業「乳がん検診における乳房
の構成(高濃度乳房を含む)の適切な情報提供に資する研究」班

42



乳房構成の通知の試行とその後の理解や反応

5%

50%

41%

4%

乳房の構成の分布

脂肪性乳房

乳腺散在乳房

不均一高濃度乳房

極めて高濃度乳房

21%

71%

8%

0%乳房構成の理解

よく理解できた

まあまあ理解できた

あまり理解できな

かった

全く理解できなかっ

た

69%

28%

3%
通知を受けた後の不安

特に不安は感じ

なかった

やや不安に感じ

た

非常に不安に

なった

45%

53%

2%通知後の乳がん検診への意欲の変化

次回受診する意欲

が高まった

受診意欲に変わり

はなかった

次回は受診せずに

おこうと思った

・個別の面談説明後、通知希望の
有無を確認、QA集配布
・質問窓口の連絡先を明記

全体で81％（591/732人）
が乳房の構成の通知を希望

40歳代 89％
50歳台 81％
60歳代 77％
70以上 73％

検討２

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料143



85%

12%

3%

乳腺散在乳房

78%

22%

0%

脂肪性乳房

51%45%

4%

不均一高濃度乳房

33%

60%

7%

極めて高濃度乳房

通知を受けた後の不安

特に不安は感じなかった

やや不安に感じた

非常に不安になった

49％ 67％15％22％

不安に感じた者（やや不安に感じた+非常に不安に感じた）の割合（％）

検討２

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料144



乳房の構成に関して情報提供を行った場
合の受診者のメリット・デメリット

• 高濃度乳房の意味、リスクを
正しく判断し、予防行動
（breast awareness）を実行
する。

• 症状出現時に遅滞なく医療機
関を受診する。

• 隔年検診を継続する。

• 追加の検査の利益と不利益を
知り、その後の検査の適切な
取捨選択につなげる。

• 高濃度乳房のリスクのみを過
剰に意識し、不要な不安、精
神的負担を被る。

• 高濃度乳房でない場合その結
果を過信し予防行動を怠る。

• 科学的根拠のない検診（検
査）や保険診療をむやみに受
診する。

• 追加の検査により、経済的負
担や偽陽性の増加、過剰診断
などの不利益を被る。

メリット(適切な情報提供) デメリット(不適切な情報提供)

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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乳房構成に関する情報伝達のイメージ

•適切な情報伝達

•不適切な情報伝達

安心

不安

脂肪性 乳腺散在 不均一高濃度 極めて高濃度

脂肪性 乳腺散在 不均一高濃度 極めて高濃度

病変の隠れ
やすさ

高濃度乳房

46



まとめ

• 乳房構成に関する情報提供は現在市町村の判断で行わ
れているが、「高濃度乳房について」（QA集）を参考
に、検診提供者の理解を深めるととともに、受診者の
理解も得る働きかけが必要である。

• 通知を行う場合は、通知希望の有無を確認の上、高濃
度乳房かどうかではなく、乳房の構成（脂肪性、乳腺
散在、不均一高濃度、極めて高濃度）を情報提供する
ことが望ましい。

• 通知を受けた受診者がいたずらに不安に陥ることなく
適切な行動がとれる体制整備（説明体制、質問窓口、
社会資源の整備など）が今後の課題である。

• 乳房構成の判定の精度管理や実態調査、超音波検査の
意義などについて、引き続き検討を続ける。

第29回 がん検診のあり方に関する検討会 資料1
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試行にて質問(閲覧)の多かった項目を抜粋したパンフレット作製

48
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高濃度乳房問題＝「偽陰性」問題

「マンモグラフィで写らない乳がんがあります」

• 「乳房の濃度が濃いほど病変が写りにくくなります」

• 「高濃度乳房」の言葉があたかも疾患であるような誤解

⇒高濃度乳房か否かではなく乳房構成の自覚が重要

⇒今後ブレスト・アウェアネスの啓蒙普及

50



感度・特異度
癌発見率

高濃度乳房対策としてのUS：J-START

US+
MG+視触診

MG+視触診

× 感度・特異度
癌発見率

比較

40歳代女性
:76,196人

乳房超音波検診

大内憲明先生 提供51



•感度上昇 77.0％⇒91.1％

• （がんが多く見つかる）

•中間期乳癌が半分になる

•ただし、乳がん死亡が減るかどうかは今後の結
果待ち

•対策型検診として乳房超音波検査を安易に導入
するのは厳に慎むべき

J-STARTの結果から
40歳代のMMG＋視触診にUSを加えると

52



乳がん検診の利益と不利益
利益

死亡減少

安心の保証
QOL向上：
乳房温存
見張りリンパ節生検

不利益

放射線被曝
疼痛
精神的影響、不安
偽陽性

精査
追加画像診断
生検

偽陰性

過剰診断
(overdiagnosis)

もし利益がなければ、残りは
不利益のみ
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自己触診からブレスト・アウェアネスへ
「自己触診について教えてください」

• 検診手段としての「自己触診」は科学的
根拠がなく、無効とされている。

• 検診代替え手段としての「自己触診」の
推奨は適切ではない。

• ブレスト・アウェアネスの概念を今後普
及
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ブレスト・アウェアネス

• ブレスト・アウェアネスは「乳房を意識
する生活習慣」であり、

• 女性自身が自分の乳房の状態に日頃から
関心を持つことで、乳房の変化を感じた
ら速やかに医師を受診するという正しい
保健医療行動(受診行動)を実践できるよう
にする

• “乳房の健康教育”のキーワードである。
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ブレスト・アウェアネスとは

https://brestcs.org/information/self/
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https://brestcs.org/information/self/
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• ご清聴ありがとうございました
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