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Ⅰ. 背景
平成 18 年より、
「石綿による健康被害の救済に関する法律」
（平成 18 年法第 4 号以下「救
済法」という。
）に基づき、環境省の所管において石綿健康被害救済制度（以下「救済制度」）
が施行されている。平成 28 年に中央環境審議会において、救済制度の施行状況等について
評価と検討が行われ、同年 12 月に「石綿健康被害救済制度の施行状況及び今後の方向性に
ついて」
（以下「報告書」という。
）が取りまとめられた。審議において、現行制度が医療現
場に完全には浸透していない可能性が指摘され、報告書では「現行制度の運用と強化・改善
として、
（中略）救済制度の周知、医療機関等への情報の提供を行うべき」であり、特に、
石綿による肺がんについて重点的に医療現場へ周知することが課題とされた。また、同時期
にがん登録推進法が施行されたことから、今後、がん登録制度の活用可能性について指摘さ
れた。
がん登録は一定の集団において、新しく診断されたがん患者について基本情報をデータ
ベース化するものであり、公的ながん登録については、全国で地域を対象集団として行われ
ている全国がん登録と、病院単位とで主としてがんの医療の中心的役割を担う専門施設に
おいて行われている院内がん登録がある。両者とも全国のデータが国立研究開発法人国立
がん研究センターに集約されているが、全国の医療施設と直接連携をとる体制は、主として
院内がん登録で確立されている。
上記指摘を受けて、本業務においてはがん登録を活用し医師や医師以外の医療関係者に
対する効果的かつ効率的な制度の周知方法等を検討するため、救済制度被認定者の院内が
ん登録情報等利用して石綿肺がんの特徴を検討すること、および、全国の肺がん患者におけ
る石綿による肺がん患者数を推定することの 2 点を目的とし、救済制度周知方法の検討に
資する情報収集の為の調査が計画された。

院内がん登録の概要
がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律 111 号）に基づく公的ながん登録は全国
がん登録と院内がん登録がある。全国がん登録は正確な罹患統計を目的に一定項目につい
てすべての病院と都道府県の指定する診療所において義務化された届け出が 2016 年より開
始された。全国がん登録の目的はわが国おけるがんの罹患数（発生数）を正確に把握するこ
とであり、個人情報を使って複数の施設から重複して届出を集約して統計の算出を行う。ま
た届出は都道府県へなされた後、国立がん研究センターで蓄積されている。このデータは法
に基づき活用法が現在整備されているところである。院内がん登録は、法の成立以前より、
厚生労働省の指定するがん診療連携拠点病院の指定要件の一つとして、広く実施されてき
た。法の施行後は指定要件のみでなく、法 44 条において専門施設あるいは地域におけるが
ん医療の確保に中心的役割を示す施設における努力義務とされ、厚生労働大臣による院内
がん登録の実施に係る指針（厚生労働省告示第 470 号）に基づいて実施されている。このデ
ータは、年に 1 度、匿名化の後国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センタ
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ー（以下、
「がん登録センター」とする）へ直接提出され、全国集計の報告書が発行されて
いる。一方で医療機関内には匿名化時に作成された対応表が保存されており、全国集計の匿
名データをもとに指定した症例を遡って同定することが可能となっている。

Ⅱ. 業務内容と結果
当委託業務においては以下の 2 つの調査を行った。
1.

救済制度に認定された肺がん患者に関する院内がん登録を活用した調査
調査内容： 独立行政法人環境再生保全機構の協力の下、救済制度被認定者について認定

診断書作成医療施設に問い合わせを行い、カルテ情報に基づき医学的所見および問診内容
を調査・集計した。また、全国の肺がん患者と救済制度被認定患者の院内がん登録情報を比
較することにより救済制度被認定者のもつ肺がんの特徴の有無について検討を行った。
調査期間：2018 年 10 月から 2019 年 3 月
2.

院内がん登録を活用した石綿による肺がん患者の実態調査
調査内容： がん登録センターが保有する院内がん登録情報を活用し、そこから無作為に

抽出された肺がん患者の胸部 CT 画像を読影することで、救済制度認定基準を満たすと推定
される肺がん患者（石綿による肺がん患者）に関する実態を調査した。
調査期間： 2018 年 10 月から 2019 年 3 月

1. がん登録を活用した救済度認定肺がん患者情報に関する調査
救済制度運用の現状にかかる背景として、昨年度の「がん登録を活用した主治医への周知
方法の実現可能性に関する調査」より、治療の主治医が主に患者の病歴や石綿暴露歴などの
問診を行うことが多い一方で、救済制度の理解が十分でない、または多忙な業務の中で肺が
ん患者に対して石綿暴露歴が聴取されず患者に対して救済制度申請の案内に至らないケー
スがあることがわかっている [国立がん研究センター, 2018]。石綿暴露歴以外にも、職業
歴や居住地に関する問診によって石綿暴露歴を推察することは可能であるものの、救済制
度の利用方法が十分に認識されていない場合、臨床現場での問診内容としては省略される
傾向にあるといえる。このような状況で、画像所見や病理所見から石綿肺がんのハイリスク
グループが明らかとなれば、焦点を絞って問診を行うべき対象を考えることができ、医師が
石綿暴露歴について聴取する確率が上がる可能性がある。そこで、本研究では、肺がんで石
綿健康被害救済制度の被認定者（石綿肺がんと認定された者）について、がん登録センター
の保有する院内がん登録情報と救済制度法律認定書を作成した医療機関が保管する診療録
情報を用い、石綿肺がん患者の医学的所見および問診内容について調査し、肺がん患者集団
のがん登録情報と比較することによって石綿肺がん患者にみられる肺がんの特徴について
検討、医療現場において効果的かつ効率的な救済制度周知方法等の検討を行った。
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1.1. 調査方法
1.1.1. 概要
本調査研究は症例対照研究の手法を用いて行う。症例群は、石綿による肺がん患者である
が、今回の調査においては、肺がんの診断を受けた石綿健康被害救済制度の認定者のうち、
本調査への参加に同意した者とした。対照群は 2015 年に院内がん登録された肺がん症例全
体である。症例群と対照群の院内がん登録情報比較し、肺がんを有する救済制度認定者に見
られる属性や組織形態、腫瘍発生部位等の特徴について解析を行った。また、対象患者の診
療録より、画像所見の特徴、喫煙歴、および石綿暴露歴の記録の有無などについて、調査票
へ回答を依頼する方法で情報を収集した。

1.1.2. 調査対象者の特定方法
環境保全再生機構が管理する当該制度認定肺がん患者のうち、2018 年 10 月規定日の時
点で、死亡が確認されていない 264 名に対し、国立がん研究センター調査事務局より調査
の目的、方法、必要な情報などについて詳細に記した調査説明同意文書（添付資料 1）を送
付、157 名（59.5％）より同意を得た。同意者のうち、同意書の署名が本人でなかった 1 名
を除く、156 名について、環境保全再生機構より受付年度、氏名、生年月日、療養開始日（基
準日）
、確定診断日、診療録番号、申請区分、申請疾病名、認定疾病名、診断書を記載した
医療機関名の情報提供を受けた。このうち確定診断日および診断書を記載した医療機関名
をもとに、国立がん研究センターがん登録センターにおいて、2013 年から 2017 年に全国
院内がん登録全国集計にデータ提出の実績のある施設（63 施設）を特定し、この時点での
調査対象候補者 156 名のうち 77 名ががん登録されていることが想定された。この 77 名の
認定者より受領した調査参加の同意書の写しをもって、該当する医療施設宛に調査票へ回
答を依頼する形式で診療録の情報提供を依頼し、情報収集を行った。
対照群は、院内がん登録 2015 年症例のうち、国立がん研究センターが保有するがん診
療拠点病院等院内がん登録全国集計にデータ提出された肺がん患者（院内がん登録標準登
録項目[300]原発部位が肺 C340、C341、C342、C343、C348、C349 であり[320]《形態コ
ード》の 5 桁目の性状 3 を登録された患者（7570 名）とした。
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【図１ 対象者絞り込みフロー】

1.1.3. 調査
石綿健康被害救済制度の被認定肺がん患者のうち、調査参加に同意を示した 77 名につい
て、喫煙歴、患者本人の職業歴、家族の職業歴、居住歴などの問診の有無や、診断時または
治療開始前の胸部画像における胸膜プラーク、肺繊維化など石綿暴露を示唆する特徴的な
所見に関する記述の有無について問う合計 10 問程度の調査票を作成した [X, Baur 2017]。
また、国立がん研究センターが保有する院内がん登録の情報から肺がんの特徴に関する情
報を融合するため、院内がん登録連番と登録年の記入も合わせて依頼した。匿名を維持する
ため、調査票には患者氏名、診療録番号などの情報は記載しないこととした。
また、院内がん登録の情報は国立がん研究センターが保有する院内がん登録情報で、2015
年に院内がん登録に参加している施設において肺がんの初回治療を開始された症例につい
て、病院の名称、院内がん登録連番、性別、生年月日、原発部位、病理診断、診断日、病期、
病期分類のデータを取得した。

1.1.4. 研究倫理審査委員会への研究申請および院内がん登録利用にかかる手順
上記のとおりに調査を行うため、国立間研究センター倫理審査委員会に「石綿健康被
害救済制度に認定された肺がん患者に関する院内がん登録を活用した調査 」
（2018-177）とし

て研究計画書を作成し、2018 年 8 月 24 日に実施許可判定を得た。
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1.1.5. 評価の項目および解析手法
2015 年院内がん登録データより肺がん患者の、年齢、性別、生年月日、部位、組織型、
病期について救済制度認定患者のがん登録情報と比較した。統計的検定のためカテゴリ―
分類における 2 群間の比較には、χ２乗検定を用いた。群間の比較においては、症例群が生
存者のみを対象としたのに対し、対照群は 2015 年の院内がん登録参加施設で死亡症例を区
別できず肺がん症例すべてを含んだことから、生存と密接な関連がある年齢と、病期分類の
分布をもとに、ウェイトをかけて調整した後、対照群と分布の比較を行った。調査票におけ
る質問項目は、医療機関において保管されている診療録を元に、肺がん診断時の胸部画像所
見、医療機関における石綿暴露歴の記録、喫煙歴や職業歴、家族の職業歴、居住地に関する
問診内容とした（巻末資料）
。

1. 2. 結果
調査参加への同意を示した救済制度認定者に関し、環境保全再生機構より、救済制度申請
時に診断書を作成した医療機関名、当該患者の診療録番号、診断日、治療開始日の情報を得
た。この情報を元に、該当する医療機関宛てに調査票を郵送し、診療録をもとに回答を依頼
する形式で診療録情報の収集を行った。調査票の回収率は 77 名のうち 70 名（90.9%）であ
ったが、マンパワー不足のために調査への協力を辞退した施設や、医師の協力を得るために
想定以上に時間を要すると回答した施設が見られた。調査票に記入する医療機関は患者の
同意書の元に情報の提示が可能であったが、施設内での倫理委員会の承認が必要との判断
から、時間的制約のために参加を辞退した施設が 3 件あった。ある 1 症例については、医療
機関側から改めて患者に調査参加への意向を確認した結果、同意撤回となった（図１）
。
「救済制度認定肺がん患者情報調査」結果
調査票が回収された 70 名に関して以下に結果をまとめる。
まず、診断時に撮影された画像検査の種類および、画像所見に胸水、胸膜肥厚、無気肺、
胸膜プラーク、胸膜石灰化、肺繊維化などの石綿暴露に特徴的な肺所見に関する画像読影ま
たは診療録記載の有無について、調査票の結果をまとめた（表１）
。70 名中 69 名が、診断
時に単純または造影 CT 検査が選択されていた。診断時に X 線撮影および CT 検査の両検査
を行っていたのは 47 名（67.1%）である一方、単純 X 線撮影は行わずに単純または造影 CT
を施行していたのは 22 名（31.4%）であった。撮影された像検査について各所見の記載と結
果は、胸膜プラークは 74.3%に記録、65.7%が所見あり、胸膜石灰化については 50.6%に記録
があるも 47.1%で所見あり、といった形で所見があるときに記載されることが予想されたが、
胸水は記録 67.1%、所見あり 10%、胸膜肥厚は記録 45.7%、所見あり 21.5%、肺線維化は、記
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録あり 38．6%、所見あり 17.1%と、所見が無くても一定程度の頻度で記録がなされていた。
次に、診療録に記録されていた問診内容について、喫煙歴が記録されていたのは 70 名中
69 名(98.6%)、このうち喫煙歴があったのは 57 名で、調査対象者全体の 81.4%を占めた。喫
煙者の平均喫煙年数は 38.5 年、喫煙本数は 1 日平均 24.2 本であった。また、患者本人の職
業歴について診療録に記録があったのは 70 名中 63 名(90.0%)であるのに対し、家族の職業
歴については 8 名（11.4%）と低率であった。石綿の環境暴露を示唆する居住地の聴取があ
ったのは 10 名（14.3%）であった。

調査対象となった認定患者のがん登録情報を利用するため、がん登録時に割り振られる
がん登録連番を調査票にて行ったが、調査票が回収された対象患者 70 名のうち、がん登録
連番によって国立がん研究センターの管理する院内がん登録情報とリンクできたのは 65 名
であり、のこり 5 症例は、記録が残っていない、存在しない連番を送ってくるなど連結が不
可能であったため解析から除外された院内がん登録連番と登録年を用いてがん登録情報の
得られた石綿健康被害救済制度認定者 65 名について、肺がんの特徴を分析するために、対
照群として 2015 年に院内がん登録された患者情報を利用した。肺がん診断時の年齢は認定
患者と対照群でそれぞれ平均 70.7 歳 と 71.9 歳であり、性別分布は男性 92.2%、女性 7.8％
に対し、男性 67.5%、32.5%と認定患者において男性の比率が多く認められた。調査対象と
なった認定者は院内がん登録連番と登録年を用いてがん登録情報の得られた石綿健康被害
救済制度認定者 65 名について、肺がんの特徴を分析するために、対照群として 2015 年に
院内がん登録された患者情報を利用した。肺がん診断時の年齢は認定患者と対照群でそれ
ぞれ平均 70.7 歳 と 71.9 歳であり、性別分布は男性 92.2%、女性 7.8％に対し、男性 67.5%、
32.5%と認定患者において男性の比率が多く認められた。調査対象となった認定者は生存者
のみを抽出していることから、診断時の年齢が比較的低く、ステージ分類が軽い可能性があ
り、その他の肺がんの特徴に関しては、年齢とステージ分布に基づいてウェイトをかけ調整
を行った（表２）
。その結果、肺がんの病理診断は、認定患者では一般的な肺がん症例に比
して扁平上皮癌の割合が高い傾向が見られた。
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表１ 健康被害救済制度認定患者に関する調査票】
問 1.診断時の画像所見
回答数
① 画像検査法
％
（n=70）
単純撮影
単純 CT
造影 CT
MRI
その他

48
47
42
16
24

⑥胸膜石灰化

29

41.4

記録あり

41

50.6

33

47.1

所見なし

5

7.1

疑い

2

2.9

その他

1

1.4

全体

100

⑦肺繊維化
②胸水

回答数

％

記録なし

23

32.9

記録あり

47

67.1

所見あり

7

10.0

所見なし
疑い
その他

39
1
0

55.7
1.4
0.0

全体

70

100

③胸膜肥厚

回答数
38

54.3

記録あり

32

45.7

所見あり

15

21.4

所見なし

14

20.0

疑い

1

1.4

その他

2

2.9

70

100

全体
④無気肺

回答数
44

64.7

記録あり

24

34.3

所見あり

8

11.8

所見なし

15

22.1

疑い

1

1.4

その他

0

0

無回答

2

2.9

68

100

全体
⑤胸膜プラーク

回答数

回答数

100
％

43

61.4

記録あり

27

38.6

所見あり

12

17.1

所見なし

15

21.4

0

0

その他
全体

0

0

70

100

回答数

％

問 2. 喫煙暦の聴取の有無
聴取なし

1

1.4

聴取あり

69

98.6

喫煙歴あり

57

81.4

喫煙歴なし

12

17.1

70

100

全体

喫煙期間：平均 39.2 年, 最小値 6 年、最大値 60 年
（n=57）
1 日の喫煙本数：平均 24.6 本, 最小値 5 本, 最大値 60 本
（n=56）

％

記録なし

70

記録なし

疑い

％

記録なし

％

記録なし
所見あり

70.0
67.1
60.0
22.9
34.3

回答数

問 3. 職業歴の聴取の有無
回答数

％

聴取なし

7

10.0

聴取あり

63

91.3

全体

70

100

問 4. 家族の職業歴の有無
回答数

％

％

聴取なし

62

88.6

聴取あり

8

11.4

全体

70

100

記録なし

18

25.7

記録あり

52

74.3

所見あり

46

65.7

所見なし

3

4.3

疑い

2

2.9

聴取なし

60

85.7

その他

1

1.4

聴取あり

10

14.3

全体

70

全体

70

問 5. 居住地に関する聴取の有無
回答数

100
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％

【表２

救済制度認定患者および 2015 年院内がん登録肺がん患者の特徴】
実数

性別

原発部位

病理診断

1.
2.
3.
4.

2015 年
院内がん登録

救済制度
認定患者

2015 年
院内がん登録

救済制度
認定患者

(n=82658)

(n=65)1

(n=66320)2

調整後

N(%)

(%)3

455475(68.7)

95.0

207735(31.3)

5.0

72.2 歳

70.1 歳

161(0.2)

0.2

526(0.8)
24219(36.5)
31574(47.6)

0.8
36.5
47.6

N(%)

男性

55971(67.7)

58(89.2)

女性

26686(32.3)

6(9.2)

不明

1

1(1.5)

71.3 歳

70.7 歳

40 歳未満

491(0.6)

0(0)

40-49 歳

1904(2.3)

1(1.5)

50-59 歳
60-69 歳
70-79 歳

6601(8.0)
24381(29.5)
32044(38.8)

1(1.5)
29(44.6)
29(44.6)

80 歳以上

17237(20.9)

5(7.7)

9840(14.8)

14.8

主気管支

3204(3.9)

1(1.5)

2360(3.6)

5.0

肺上葉
肺中葉
肺下葉

41701(50.5)
4459(5.4)
31493(38.1)

35(53.9)
1(1.5)
27(41.5)

33827(51.0)
3558(5.4)
25593(38.6)

52.0
2.3
40.6

肺の 境界 部
病巣

51(0.1)

0(0)

38(0.1)

0

肺、NOS
腺癌

1750(2.1)
45066(54.5)

1(1.5)
35(53.9)

944(1.4)
35987(54.3)

0.1
45.0

扁平上皮癌

16040(19.4)

22(33.9)

14277(21.5)

42.7

5739(8.7)

5.6

小細胞癌

7076(8.6)

P値

3

N(%)

診断時
年齢平均

年齢分布

ウェイト調整後

2(3.1)

<0.001

<0.01

0.66

<0.01

P値3

<0.001

0.66

0.07

その他
14476(17.5)
6(9.2)
10317(15.6)
6.8
0期
412(0.5)
1(1.5)
151(0.2)
0.2
I期
31502(38.1)
30(46.2)
28219(42.6)
42.6
II
期
6989(8.5)
12(18.5)
6967(10.5)
10.5
病期分類 4
<0.001
III 期
14137(17.1)
12(18.5)
12473(18.8)
18.8
IV 期
28012(33.9)
7(10.8)
18260(27.5)
27.5
不明
1606(1.9)
3(4.6)
250(0.4)
0.4
右側
49151(59.5)
39(60.0)
39484(59.5)
62.0
左側
32819(39.7)
25(38.5)
26444(39.9)
37.9
側性
0.49
0.61
その他
688(0.8)
1(1.5)
392(0.6)
0.1
調査に参加した救済制度認定患者 70 名のうち、院内がん登録情報を取得できた 65 名を対象とした。
救済制度認定患者に該当者が存在者しない病期、年齢階級のサンプル集団を除外したため、総数は減少している。
p-value は Fisher’s 正確検定を使用して算出した。
UICC に基づく治療前と治療後の病期分類から総合病期分類を算出した。
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1.3 考察
1. 診断に使用された画像検査について
診断時に施行された画像検査では、98%以上の症例で単純または造影 CT が選択されてい
た。肺がんの診断にあたり、CT 画像検査は必須であり、同時に石綿暴露を示唆する胸膜プ
ラークの観察に必要な資料が得られている。また、単純 X 線写真および、CT 画像の両検査
が高率に行われていると予想されたが、単純 X 線撮影は行わずに単純または造影 CT 検査の
いずれかを施行していたのは 22 症例（31.4%）
、単純 X 線撮影および CT 検査の両検査を行
っていたのは 47 症例（67.1%）であった。画像を利用した救済制度の認定基準では、CT 画
像単独、または単純 X 線写真および CT 画像を参照することから、単純 X 線撮影および CT 画
像の両検査を行うことで、認定基準を満たす可能性が上がると考えられる。しかしながら、
当該患者が他施設で単純 X 線撮影を施行した後に、診断施設を受診していた場合、今回の調
査において検査が省略されていた可能性は否定できない。

2. 画像の胸膜プラーク所見と問診内容の関連について
画像検査において胸膜プラークが指摘されている 51 名の認定者における問診内容の検討
を行った。患者本人の職業歴は 91.3%と高率に聴取されていたが、家族の職業歴、居住歴に
関する問診の記録率は 11.4%と 14.3%と低い結果であり、胸膜プラークの所見の有無とは関
連が見られなかった。画像所見が確認される以前に患者背景に関する問診がすでに行われ
ていた可能性がある一方で、胸膜プラークが発生する背景について問診者の認識が低い可
能性が考えられる。また、胸膜プラーク所見について記載があった場合にも、担当医師が重
要視していない可能性もあり、読影を行う放射線科医師から主治医への報告を促すことで、
石綿肺がんの発見率を上昇させることが可能である。

3. 救済制度認定患者と対照群の肺がんの特徴について
救済認定患者と 2015 年に院内がん登録された肺がん患者のがん登録情報を比較すると、
統計学的有意差は認められないものの、認定患者において、扁平上皮癌が多い傾向が見られ
た。喫煙歴のある肺がん症例では扁平上皮癌が高率で認められることがわかっており
[Sobue 2002]、症例群の喫煙率が 81.4%と高値であることから、今回の結果が喫煙に伴う肺
がんの特徴を見ている可能性がある。しかしながら、喫煙歴のある肺がん症例において石綿
暴露が併存する可能性があることに留意する必要はある。

4. 調査対象者の確保について
今回の調査では、調査対象となりうる患者が 156 名であったものの、救済制度申請時に書
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類を作成した医療機関が院内がん登録に参加していないために調査対象とならなかったケ
ースが半数近くあり、十分なサンプル数が得られなかったことは本調査の限界の一つであ
る。各施設の本調査への参加状況については、対象患者から情報提供について同意が得られ
ているものの、施設側の理解が得られない、またはマンパワー不足により対応できないなど
の理由で対象者が減った経緯があり、施設間における調査受け入れ体制の差が見られた。ま
た、調査対象の候補者が 77 名であったのに対し、最終的に 65 名分の情報調査にとどまり、
候補者全体の 84%程度であった。このうち、施設内での倫理委員会の承認を希望したケース
があったが、倫理審査時期は施設によって大幅に異なり、時間的猶予によって参加施設を確
保できた可能性があり、次回以降の調査においてタイムラインの修正が必要である。また、
郵便書類が直接実務者に渡らなかったケースでは、担当となり得る実務者名を宛先に含め
ることで改善が可能である。

5. 調査の限界について
救済制度の認定要件の判断に画像所見を用いる場合、胸膜プラークを確認することが必
要であるが、今回の調査では撮影された画像のうち、65%程度の症例で確認されているのみ
であった。労災認定された肺がん患者における胸膜プラークの出現率 83.2%であることから
[厚生労働省 2011]、画像上に所見が認められていても、読影結果として記載されていない
可能性がある。同様に、調査票には選択肢形式の設問を採用し回答しやすいよう配慮を行っ
たが、情報収集の方法や調査票記入者の選択は各施設に委ねられており、とくに画像所見の
記録については無回答欄なども見られ、非医療者にとって医療情報の収集がやや困難であ
った可能性がある。今後の将来的な調査において、患者のより詳細な臨床情報の調査を検討
する場合には、制度利用の申請時に提出された情報など、既存のデータを最大限に活用し、
調査の精度を維持する工夫も必要である。

6. 今後の調査について
今回の症例群が生存者のみに限定されており、対照群の肺がん患者に比較して診断時の
年齢が若い、または発見時のステージが軽いなどの可能性が考えられ、分析の際には両変数
のウェイト調整を行った。今後より詳細な調査のためには、死亡例も含めた調査の検討が必
要と思われるが、その際には家族から調査参加への同意を得る際には倫理的側面には十分
な配慮を行う。
さらに、労災認定患者では、画像所見における胸膜プラークや石綿小体の確認の他に、職業
暴露期間によっても基準を満たすことが可能である [厚生労働省 2003]。医学的な石綿肺
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がんの特徴を検討する方法として、対象に労災認定者をふくめることで、より石綿暴露量の
高い肺がん症例特徴について詳細な分析が可能となる。
最後に、患者情報の収集方法や読影の精度の向上を目的として、医療従事者への教育などの
介入研究も、現場における制度の認知度を効果的に上げる方法を模索する手助けになると
思われる。
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がん登

2. 院内がん登録を活用した胸膜プラークをもつ肺がん患者の実態調査
効率的な救済制度周知方法の検討および周知状況の評価にあたっては、基礎データとし
て日本における石綿による肺がん患者の分布の実態を把握することが必要であるが、全国
規模で一般病院も含んでその数を推計した調査は日本では前例がない。本研究では、全国の
医療機関の院内がん登録情報から無作為に肺がん患者を抽出し、当該肺がん患者の診断時
胸部 CT 画像を収集・読影して、救済制度の認定基準を満たす画像所見を判定することで、
石綿による肺がん患者数や肺がん患者内に占める割合を推計した。また、認定基準を満たす
肺がん患者の特徴や、医療施設の特徴や地域ごとに石綿による肺がん患者の分布の特徴を
検討した。

2.1. 調査方法
調査対象施設
2016 年診断症例全国院内がん登録全国集計のため、データをがん登録センターへ提出し
た医療機関 772 施設のうち、調査参加を承諾した施設とした。
対象者
対象者は調査参加を承諾した医療施設において、2016 年に診断され院内がん登録に登録
された肺がん患者（院内がん登録標準登録項目[300]原発部位が C340、C341、C342、C343、
C348、C349 を登録された患者）のうち、各施設ごとに無作為に 10 名ずつ抽出した。
「石綿による肺がん患者」の定義
救済制度認定基準のうち、胸部 CT 画像を用いて判定される基準（「医学判定に係る資料
に関する留意事項

P6 2(2) 発 症 リ ス ク 2 倍 に 該 当 す る 医 学 的 所 見 」 ① お よ び ③

［https://www.erca.go.jp/asbestos/general/pdf/ryui.pdf#page=1］
）を用いた。具体的には、
①胸膜プラーク所見があり、かつ胸膜プラークの広がりの合計が片側胸壁内膜の 1/4 以上あ
る者、または、②胸膜プラーク所見があり、かつ胸部 CT 画像において単純レントゲン撮影
で写ると思われる程度の明らかな肺線維化所見がある。読影者が 2 名判定し、一致して上
記所見があると考えた場合に所見ありと判定した。
CT 画像データ収集方法
調査事務局において、調査対象施設に抽出された調査対象患者の院内がん登録匿名化番
号である「連番」を送付した。調査参加施設では、施設が保管する院内がん登録全国集計の
対応表を用いて患者を同定し、該当患者の肺がん初回治療開始日情報から直前の胸部 CT 画
像を特定し、画像データを指定の方法で送付した。
読影者の基準と読影項目
画像所見の判定は、放射線診断科または呼吸器科の専門医あるいは継続して臨床に従事
している複数の医師で行った。読影者にはあらかじめ救済制度認定基準について書かれた
公開資料を参考資料として配布し（巻末資料）、以下の読影項目について判定を依頼した。
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読影項目として、
「胸膜プラークの所見の有無」、
「胸膜プラークあり」の場合「胸膜プラ
ークの広がりの合計が片側胸壁内膜の 1/4 以上の有無」、
「胸膜プラークの解剖学的位置」
、
「胸膜プラークの石灰化の有無」
、
「明らかな肺線維化の有無」につき選択式の回答を求めた。
胸膜プラーク所見の有無の決定方法
胸膜プラーク所見の有無の判断は、最初の 2 名の読影者によって決定できなかった症例
は 3 人目の読影者に読影を依頼した。集計の分類は以下の定義に基づいて行った。
①胸膜プラーク所見：
「あり」
ⅰ．最初の 2 名の読影者が共に「プラークあり」とした場合
ⅱ．最初の 2 名の読影者のうち 1 名のみが「プラークあり」とした場合で、3 人目の読影者
が「プラークあり」とした場合
②胸膜プラーク所見 ：
「なし」
ⅰ．最初の 2 名の読影者が共に「プラークなし」とした場合
ⅱ．最初の 2 名の読影者のうち 1 名が「プラークあり」とし、もう一名が「プラークなし」
とした場合で、3 人目の読影者が「プラークなし」とした場合
③胸膜プラーク所見：
「画像が不適切」
ⅰ．最初の 2 名の読影者が共に「画像が不適切」とした場合
ⅱ．最初の 2 名の読影者の内一方が「プラークなし」または「判断に迷う」とし、もう一名
が「画像不適切」とした場合
ⅲ．最初の 2 名の読影者のうち 1 名が「プラークあり」とし、もう一名が「画像不適切」と
した場合で、3 人目の読影者が「画像不適切」とした場合
④胸膜プラーク所見：
「判断に迷う」
ⅰ．最初の 2 名が「判断に迷う」または「プラークなし」とした場合、
ⅱ．3 名が共に「判断に迷う」とした場合
ⅲ．最初の読影者の 2 名の内、一名は「プラークあり」としたが、3 人目の読影者は「プラ
ークなし」
「判断に迷う」
「判定不可」とした場合

2.2. 解析方法
主な評価として、読影対象者のうち、調査対象肺がん患者における胸膜プラークをもつ者
の割合や救済制度認定基準を満たす胸部 CT 画像所見がある者の割合を算出した。更に、今
回の対象サンプル数と調査参加各施設における院内がん登録の肺がん患者数からウェイト
を算出し、院内がん登録実施施設における肺がん患者のうちの「救済制度認定基準を満たす
と推定される」肺がん患者の割合を推計した。また、「救済制度認定基準を満たすと推定さ
れる」肺がん患者とその他の対象者を比較し、石綿による肺がん患者の特徴を検討した。2
群の比較時には有意差検定を用いて解析を行った。
各施設の特徴（労災病院、労災病院以外のがん診療連携拠点病院、その他の病院）や地域
毎に肺がん患者における認定基準を満たすと推定される肺がん患者の割合を比較した。
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2.3. 結果
2.3.1. 調査対象施設・調査対象者
371 施設（48.1%）よりデータ提供を受け、分析対象者となったのは、3362 名であった。分
析対象者選出までの流れを【表 3】に示す。また、
【表 4】は県別の参加施設数を、【表 5】
に調査対象者の特徴を示す。
【表 3】調査対象者選出フロー

調査参加依頼：
2016 年院内がん登録全国集計データ提出施設（772 施設）
肺がん登録者数:86804 名
各施設より 10 名ずつ無作為抽出したサンプル：7227 名*
*肺癌登録者が 10 名以下の施設は全員を対象とする

データ提供数：
371 施設（回答率：48.1％）より
3585 名（回答率：49.6％）
データ送付媒体から、データ確認不可
（20 件）
読影対象者数：
3565 名
画像データ読影不適切等（203 件）
・読影に適切な胸部 CT 画像がない
・他院からの画像提供の為、画像提供

分析対象者数：

できない対象者であった 等

3362 名
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【表 4】調査参加施設数比較表

【表 5】調査対象者の特徴

項目
性別

年齢

カテゴリー
男性
女性
～39 歳
40～49 歳
50～59 歳
60～69 歳
70～79 歳
80～89 歳
90 歳以上

読影対象者
（n=3565)
2,476
1,089
13
69
224
955
1,308
879
117

(%)
69.5
30.6
0.4
1.9
6.3
26.8
36.7
24.7
3.3
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2.3.2. 読影所見結果
胸膜プラーク所見の有無および救済制度認定基準を満たす対象者数
胸膜プラークがある対象者は 351 名（9.9%）
、救済制度認定基準を満たすと推定される
対象者は 134 名（3.8%）であった。
また、調査参加施設の肺がん患者がそれぞれ異なるため、施設毎に症例数で重みづけを行
い、調査参加施設全体での救済制度認定基準を満たす肺がん患者の割合を推計すると
3.21%*1 であった。
*1 算出方法：本調査にデータ提供した施設における、1 例当たりの代表症例数（2016 年肺がん診断症例数をサンプリ
ングした患者数（各施設 10 名ずつが原則）で除したもの）で重みづけをした。サンプルごとに重みづけ後の「認定基準
を満たす」場合は「1」
「認定基準を満たさない」場合には「0」としたのち、施設ごとの重みづけを行い、以下の通り算
出した。認定基準を満たす肺がん患者の推計割合＝重みづけ後の「認定基準を満たす」肺がん患者数 / データ提供施設
の肺がん患者数×100（％）

認定基準(+),
134(3.8%)

画像が不適切,
203(5.7%)

プラーク有、
認定基準(-),
217 (6.1%)

判断に迷う,485(13.6%)

読影
対象者数
（N=3565)
プラーク無,
2526(70.8%)

救済制度認定基準を満たす対象者における認定基準内容の内訳
認定基準を満たす 134 名の基準内容の内訳を以下に示す。

認定基準内訳（N=134)
胸膜プラークの広がりが1/4以上有る対象者数
*
胸膜プラーク所見があり、かつ明らかな肺線維化所見があった対象者数
胸膜プラークの広がりの合計が1/4以上かつ胸膜線維化が有る対象者数

76人
（56.7%）

30人
（22.4%）

28人
（20.9%）

*「 明らかな肺線維化所見」とは、胸部CT画像所見において、十分にレントゲンに映ると判断さ
れた程度の肺線維化所見とした。
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読影者間の所見一致状況
読影者は、放射線診断専門医が 12 名、呼吸器内科医 12 名であった。胸膜プラークの
有無の判定または、認定基準を満たすかの有無の判定に要した人数を【図 2】に示す。全
読影対象者 3565 名のうち、最初の 2 名で判定されたのは 2898 名（81.3%）であり、の
こりの 667名（18.7%）では最初の 2 名で胸膜プラークの有無の判定に相違がある、また
は、認定基準を満たすかの判定に相違があったため、3 人目の読影者の結果を含めて判定
した。
最終的に認定基準を満たすと判定された 134 名（プラーク所見有のうち 38.2％）のうち、
最初の 2 名で判定が一致したのは、85 名（63.4%）であった。
【図 2】読影結果および判定に関わった読影者の人数
2 名の結果で決定 :85 名(63.4%)
判定：認定基準満たす
判定：プラーク所見あり

134 名（38.2%）

3 名の結果で決定 :49 名 (36.9%)

351 名（9.8%）
判定：認定基準満たさない

2 名の結果で決定: 71 名(32.7%)

217 名（61.8%）
3 名の結果で決定: 146 名(67.3%)

2 名の結果で決定: 2303 名 (91.2%)

判定：プラーク所見なし
2526 名（70.9%）

3 名の結果で決定: 223 名 (8.8%)
判断に迷う
2 名の結果で決定: 439 名 (63.8%)

485 名（13.6%）
判定：画像不適切

3 名の結果で決定: 249 名 (36.2%)

203 名（5.7%）

2.2 最初の 2 名が胸膜プラークありの場合の 3 人目読影者依頼理由

2 名とも「プラーク所見」有り
プラーク範囲の合計

肺線維化所見の

で相違

有無で相違
41

プラーク範囲の合
計および肺線維化
所見の有無で相違

25

13
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2.3.3. 胸膜プラークの特徴
胸膜プラークの解剖学的位置は読影者それぞれが判定したが、2 名の読影による判定につ
いては、それぞれの解剖学的位置について 1 名が「有り」としたものを 0.5 人分の「有り」
として集計、2 名が一致したて「有り」とした解剖学的部位を 1 名分「有り」とした。その
ため、ｎに 0.5 人の場合があることに注意が必要である。
3 人目が判定した場合については、当該読影者による結果を 1 名分として集計した。
【表 6】胸膜プラークの解剖学的位置

側性

右側

左側

部位

胸膜プラーク有

認定基準満たす

左肺尖

52.5

25

胸壁側胸膜

252.5

98

縦隔側胸膜

40.5

22

横隔面

67.5

48

その他

0

0

肺尖

44.5

22.5

胸壁側胸膜

257.5

97.5

縦隔側胸膜

53

32

横隔面

53.5

37

その他

0.5

0
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2.3.4. 救済制度認定基準を満たす対象者の特徴
読影が可能であった 3362名を分析対象者として、認定基準を満たす肺がん患者群と満
たさない群の特徴の比較を行った。【表

7】性別では、認定基準を満たす対象者は男性

が 93.3 %(125/134)で基準を満たさない男性68.3%（2204/3228）に比べて割合に差が見
られた。（P<0.01）診断時年齢の平均の比較では、基準を満たす群の平均年齢の方が
（77.1歳）基準を満たさない群の平均年齢（73.41歳）よりも優位に高かった。
【表 7】認定基準を満たす対象者と他の肺がん患者における特徴の割合の比較

認定基準
各要因

カテゴリー

性別

男性
女性
39 歳以下
40〜49
50〜59
60〜69
70〜79
80〜89
90 歳以上
年齢平均(SD)

診断時年齢

満たさない
(n=3228)
(%)
2204
68.3
1024
31.7
11
0.3
67
2.1
213
6.6
873
27.0
1189
36.8
774
24.0
101
3.1
73.41
(10.1)

満たす
(n=134)
(%)
125
93.3
9
6.7
1
0.7
1
0.7
0
0.0
22
16.4
57
42.5
45
33.6
8
6.0
77.1
(8.8)

*1: Χ2乗検定によって算出した。 2*:t検定によって算出した。

【図 3】対象者全体と認定基準を満たす対象者の診断時年齢分布の比較

.02
0

.01

割合

.03

.04

全対象者の年齢分布

40

60

年齢

80

100

0

割合

.01 .02 .03 .04 .05

認定基準を満たすと推定される対象者の年齢分布

40

60

年齢

20

80

100

P値
<0.01*1

<0.01*2

2.3.5. 救済制度認定基準を満たす対象者における肺がんの特徴【表 8】
肺がん原発部位では他の肺がんとほぼ同様に、上葉にも発生していた。
（44.78% vs 49.3%）
診断時ステージの割合には特に有意な差は見られなかった。組織型は、基準を満たす群は比
較的扁平上皮癌の割合が高く（25.4% vs 18.5%）
、腺癌の割合が比較的低かった
（31.3% vs 50.5%）
。
【表8】

肺癌特徴

認 定 基 準
満たさない（n=3228)
(n)
(%)
171
5.3
1,591
49.29
154
4.77
1,217
37.7
4
0.12
91
2.82
16
0.5
1,056
32.7
251
7.8
519
16.1
1,280
39.7
106
3.3
297
9.2
596
18.46
1,631
50.53
704
21.8

カテゴリー

肺癌原発部位

主気管支
上葉
中葉
下葉
肺の境界部
肺、NOS
0期
Ⅰ期
Ⅱ期
III 期
Ⅳ期
不明
小細胞癌
扁平上皮癌
腺癌
その他

ステージ

組織型

※1:Fisher 正確検定によって算出した。 ※2Fisher 正確検定によって算出した。

7.0

満たす(n=134)
(n)
(%)
5
3.73
60
44.78
5
3.73
60
44.78
0
0
4
2.99
0
0
30
22.4
13
9.7
23
17.2
63
47
5
3.7
13
9.7
34
25.37
42
31.34
45
33.6

6.0
5.0
割
合

5.4
4.2

4.0
3.0

2.5

2.0
1.0
0.0

小細胞癌
13/310名

扁平上皮癌
34/630名

腺癌
42/1673名
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0.65※1

0.18※2

＜0.01※3

※X2 乗検定によって算出した。

各肺癌組織における
認定基準を満たすと推定される対象者の割合

6.0

P値

その他
45/749名

2.3.6. 救済制度認定基準を満たす対象者の分布
診断施設の特徴【図 4】
労災病院やそれ以外の拠点病院、拠点病院以外の母数の違いはあるものの、認定基準を
満たす対象者は、労災病院で肺がんの治療を受けているとは限らず、また、拠点病院、拠
点病院以外の施設でも分布していた。比率にすると、各施設毎の肺がん患者における認定
基準を満たすと推定される患者の割合は、労災病院が 7.2%（7 / 97 名）で最も多く、
次いで拠点病院以外の院内がん登録実施施設が5.3%（56/1059名）、拠点病院が3.2%
（71/ 2206名）であった。労災病院での基準を満たす患者の割合は高いものの、労災以外
では、拠点病院以外の院内がん登録実施施設の方が高い傾向にあった。

地域ごとの認定基準を満たす対象者の分布について
【図 5】は地域ごとの認定基準を満たす対象者と満たさない対象者の人数の割合を示す
各地域の肺がん患者における認定基準を満たす肺がん患者の割合が多かったのは、中国
、北海道（6.51%）
、四国（5.9%）、近畿（5.1%）であった。
（9.6％）

診断施設のタイプ別比較
拠点病院（労災病院以外）
認定基準を
満たすと推定
(134）

【図4】

拠点病院以外の院内がん登録参加施設

53.0%

対象者全体
(3226)

41.8%

65.6%

31.5%

施設所在地の地域における
認定基準を満たす肺がん患者の割合 【図5】
12.0

9.6

10.0
パ 8.0
ー
セ 6.0
ン 4.0
ト
2.0

6.5
5.1
2.7

2.9
1.6

2.8

1.5

0.0
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6.0

4.7

労災病院

5.2%

2.9%

【図 6】認定基準を満たすと推定される調査対象者の診断施設の分布

2.4. 考察
1.

救済制度の認定基準を満たす石綿による肺がん患者の割合について
本調査結果では、調査対象者として抽出された肺がん患者のうち、胸膜プラークをもつ肺

がん患者が約10％検出され、また、約 3％で救済制度認定基準を満たすことが推計された。
石綿ばく露に関連する胸膜プラークをもつ肺がん患者の数を把握することを目的として行わ
れた過去の日本人を対象とした調査はいくつか存在する。病院グループの 29 参加施設にお
いて当該施設で 2006 年～2007 年に治療された肺癌患者における胸膜プラークの頻度をも
とめた調査では、原発性肺癌患者 885 例を対象に、胸部 CT 検査による胸膜プラーク所見
を4段階で評価し、12．8％に胸膜プラークを認めた事が報告されており[1]、今回の全国調
査においてもほぼ同様の結果となった。しかし当該調査においては、救済制度の認定可能性
については検討がされていなかった。一方で労災病院単一施設における肺がん患者のう
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ちの石綿による肺がん患者の頻度に関する調査（2005 年から 2014 年の間に切除術を行っ
た患者対象）では、救済制度の認定基準を用いて肺癌患者における石綿による肺癌患者の頻
度を求めており[2]、対象肺癌患者のうち、9.4％に救済制度認定基準を満たす肺癌患者が検
出されたと報告されているが、労災病院の患者の特徴を反映している可能性がある。本調査
で算出された推計値については、以下に述べる読影精度を加味して考慮すべきであるが、こ
の結果を用いて、一年間における肺がん患者罹患数より推測すると、認定基準を満たす石綿
による肺がん患者は現行の申請数を相当上回る数存在することが示唆される。

2.

読影精度について
本調査に用いた画像データは、各調査参加施設において、過去の診療時に撮影された胸部

CT 画像を後ろ向きに収集したものであるため、撮影方法・撮影条件や撮影機器については
収集した画像データの質は一定ではなかった。そのため、約 200 名ほどのデータについて
は不適切画像として処理された他、胸膜病変を読影するために最適な条件ではない画像デ
ータで、読影された結果が一部含まれている可能性がある。
読影は、放射線診断または呼吸器科（内科、外科）の臨床経験がある医師に依頼したため、
一定程度、胸部画像データの読影に慣れていると考えられる。が、胸膜プラークの有無につ
いては 630 件（約 20％）判定の相違が見られ、
「救済制度認定基準を満たす」肺がん患者つ
まり、明らかな胸膜プラークがあるはずの対象者のうち、約 35%は最初の読影者 2 名の間
で意見の相違がみられた。うち、最初の 2 名の読影者がともに胸膜プラーク所見「有り」と
した 176 名の内でも 41 名で、その広がりが 1/4 以上かどうかの判断が分かれていた。この
ような結果から、胸膜プラークの認定基準を満たすかについての判断は難しく、一般の医師
にとっては現在の手元の資料だけでは申請支援の有無を含め判断に悩むことが考えられる。

3.

制度認定基準を満たす肺がん患者の特徴
調査参加施設の抽出された肺がん患者全体の年齢分布との比較によると、制度認定基準

を満たす肺がん患者の集団は、抽出肺がん患者集団よりもやや高齢で男性が多いという傾
向であった。また、扁平上皮癌が多いという結果であった。
年齢に関しては、石綿の曝露から影響が出現するまでの時間がかかることの影響がある可
能性が考えられる。過去の日本における約 100 例の石綿肺癌患者を対象とした報告による
と、初回ばく露からの潜伏期間は 30－71 年、中央値は 50 年、平均 49.3±8.4 年であった
と述べられている[3]そのため、他の肺がん集団よりも高齢になってから発症する傾向があ
るのかもしれない。新たに若い年齢で発症する人が一般の肺がんの集団よりも少ないため
かは不明である。性別については、おそらく喫煙率や石綿曝露に関連する職業が男性に多い
ことが影響していると考えられる。

石綿による特有の癌組織の発生を捉えることを目的

とした研究では、これまで一般肺がん患者との肺癌組織型の分布の違いは指摘されてこな
かった[4]。今回の、扁平上皮癌が多いという結果については、過去の疫学研究において[5]、

24

石綿による肺癌のリスクは、喫煙により増強されることが知られており、喫煙者は扁平上皮
癌のリスクがあがることから[6]、これは喫煙者の割合が石綿による肺癌患者に多いことが
要因かもしれない。

4.

救済制度認定基準を満たす肺がん患者の地理的分布
救済制度認定基準を満たす肺がん患者の診断時施設の分布では、東北、南関東、北陸地域

は比較的患者の割合が少なく、近畿・四国・中国・九州地域では、当該患者の割合が、他の
肺がん患者の分布の割合と比較すると多かった。これらの地域に比較的石綿による肺がん
患者が多くいる可能性はあるが、これは、診断時患者住所情報の変わりに診断時施設住所を
用いた結果であるため、施設が得意とする診療内容やサービス内容によって当該患者が集
積したことを反映している可能性も含まれている。
【引用文献】
1.

Tamura, A., et al., Potential asbestos exposure among patients with primary lung
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由佐, 俊和., et al., 石綿関連肺癌の頻度と臨床像に関する検討
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手術例を対象として. 肺癌, 2016. 56(2): p. 90-97.
3.

西, 英行., et al., アスベスト関連肺癌の検討. 肺癌, 2009. 49(2): p. 167-173.

4.
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review of the literature. Archives of environmental & occupational health, 2014.
69(4): p. 191-206.
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Ⅲ. 本業務全体に関する考察と提言
本業務における調査結果を解釈するに以下の点から考察を行った。
1． 一般臨床現場における画像読影精度とその向上
本研究の結果からは、胸部 CT 画像の所見で認定基準を満たす患者は肺癌患者の 3.2%と
いう結果であった。これは例年の労災と当制度の健康被害救済制度の合計から想定してい
たよりも大幅に高い数値であった。しかし、この数値の解釈には一定の留保が必要である。
まず、今回の胸膜プラークの判定については、特に石綿疾患の専門家ではなく、一般の放射
線診断医、呼吸器内科医、呼吸器外科医に石綿肺がんの認定基準を解説した公的な資料を添
付した上で依頼した。この方法では、実際の臨床現場に近いという点で、今後肺癌における
石綿健康被害救済制度の周知が進み、広い範囲の一般臨床医が、肺がんを見た時に石綿肺が
んの認定基準を満たすかを意識して画像を読影するようになった場合をシミュレーション
できると考えられ、そうなると申請数は大きく増える可能性がある。一方で、石綿疾患の読
影経験が少ない医師の読影による今回の陽性判定が、石綿健康被害の救済対象の基準を実
際に満たしているかについてはさらなる検証が必要である。
また、今回の調査にあたって数名の呼吸器内科の医師からは、実際に申請をすると、患者の
側で支援に対する期待が高まってしまい、却下された時の失望感が大きいことや、それが医
師―患者関係に悪い影響をもたらす可能性があり、現場における申請への抵抗感につなが
っているとの見解が寄せられた。しかし、救済制度の認定基準には、線維計測など一般病院
での判定が現時点で難しいものも存在するため、医療現場だけで認定基準を満たしている
か否かの判断を確実に行うことは困難である。医療現場における申請までの敷居を下げる
ために、①認定基準について書類による説明だけでなく実例を豊富に供覧する教育プログ
ラムなどを用いたトレーニングをより広く行うことで、医療現場での理解をさらに深める
ことや、②石綿肺がんの可能性のある画像所見や症例に関する、救済制度の申請のための医
療者向けの事前相談窓口の設置などが有効である可能性がある。
2． 救済制度認定患者データによる石綿肺がんの特徴に関する調査・解析
本研究では、石綿肺がん患者をより効率よく探し出すために高リスク患者を同定する目的
で、症例対象研究の手法を用いて、肺がん全体と、救済制度の対象となった認定患者を比較
した。その結果、石綿肺がんは肺癌一般に比べて、扁平上皮癌が多い傾向があった。サンプ
ル数による限界から統計的有意差には至っていないものの、同様の差異が、胸膜プラークに
関する調査においても、プラーク有り患者において扁平上皮癌が多い(5.4%)ことから、扁平
上皮癌については石綿の問診が特に意識されるべきと考えられた。もっとも扁平上皮癌以
外でも一定数は胸膜プラーク患者が存在するため限定することはできないが、石綿肺がん
の可能性を指し示す所見として意識されてもよいかもしれない。
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一方で、本救済制度における認定患者における調査においては、認定患者だけでは複数年の
症例を集積しても数が少ないことがまず大きな限界として浮かび上がった。石綿による肺
がんでも労災の認定を受けた患者は制度上除外されてしまうことも、症例の減少と症例対
象研究としての限界につながっている。また、今回改めて同意を取り直すために、生存患者
に対象を限らざるを得なかったことも比較可能性に対する限界として挙げられた。認定時
の情報の研究利用に関する同意の内容を整備し、多くの認定患者の情報を利用可能とする
ことで、より正確な解析が可能となると考えられる。
3． 医療機関における職業歴や居住暦などの把握促進
本研究において認定を受けた患者の情報を診断施設に依頼して情報提供を依頼したが、職
業歴は聴取されていたものの、家族の職業暦や居住暦については必ずしも記載が十分にあ
るわけではないということが判明した。これらの情報は、石綿曝露のリスクを示唆する点で
非常に重要であることから、看護師に家族の職業歴聴取を分担させる、ソーシャルワーカー
などが居住地から石綿暴露のリスクを推測するなどの工夫を通じて、医療スタッフが情報
収集をもれなく行うことで、石綿肺がんの発見効率を上げることができると考えられる。
4. 今後の研究課題
今後の研究課題としては、以下が考えられる。
①本調査において「認定基準を満たした」画像についての専門家による確認
今回収集したＣＴ画像について、例えば実際に救済制度の認定に携わるなど石綿関連疾患
の読影に長けた専門家に判定を依頼することで、一般臨床医による今回の判定と専門家の
判定との相違の度合を確認することが必要と考える。そこから、真の石綿肺がんの割合同定
および偽陽性率の算出を行うとともに、偽陽性となりがちなポイントを同定する。
②偽陽性になりがちと考えられる特徴などを加味して判定のための教材を作成
一般臨床医が認定石綿肺がん患者に接する機会は多くないため、系統的な教育の機会を得
ることは困難と考えられる。①にも関連して教材を作成し、一般臨床医を対象に試行するこ
とで、判定精度の向上が得られるかどうかなどの検証を含めた開発を行う。
③労災制度の認定者の情報の活用
今回の調査では、救済制度に認定された石綿肺がん患者のデータのみの解析では、その数
が限られているという限界があることが分かった。石綿による肺がんについて、労災制度と
救済制度では認定の基準が異なることから、労災制度に認定された石綿肺がん患者の情報
をそのまま救済制度の認定者のデータと統合することはできないが、労災制度認定者のデ
ータを集め、そこから救済制度の認定基準を満たす者のデータのみを活用することで、救済
制度の認定基準を満たす患者のデータ数を増やし、より精緻な解析ができる可能性がある。
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調査参加施設一覧
山形市立病院済生館
日本海総合病院
鶴岡市立荘内病院
坪井病院
総合南東北病院
公益財団法人星総合病院
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター
筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセ
ンター
株式会社日立製作所
日立総合病院・茨城県地域がんセンター
国立大学法人筑波大学附属病院
独立行政法人国立病院機構水戸医療センター
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院
ＪＡとりで総合医療センター
国立病院機構茨城東病院
地方独立行政法人栃木県立がんセンター
栃木県済生会宇都宮病院
獨協医科大学病院
那須赤十字病院
佐野厚生総合病院
芳賀赤十字病院
菅間記念病院
足利赤十字病院
独立行政法人国立病院機構宇都宮病院
学校法人獨協学園獨協医科大学
日光医療センター
独立行政法人国立病院機構沼田病院
独立行政法人国立病院機構渋川医療センター
公立藤岡総合病院
公立富岡総合病院
前橋赤十字病院
群馬県済生会前橋病院
埼玉県立がんセンター
さいたま赤十字病院
深谷赤十字病院
春日部市立医療センター
さいたま市立病院
埼玉医科大学総合医療センター
獨協医科大学越谷病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県
済生会川口総合病院
医療法人社団東光会戸田中央総合病院
上尾中央総合病院
埼玉メディカルセンター
埼玉協同病院
地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
医療法人鉄蕉会亀田総合病院
国保直営総合病院君津中央病院

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター
王子総合病院
砂川市立病院
市立釧路総合病院
市立函館病院
社会医療法人母恋日鋼記念病院
社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院
札幌医科大学附属病院
JA 北海道厚生連札幌厚生病院
手稲渓仁会病院
市立旭川病院
独立行政法人労働者健康安全機構釧路労災病院
社会医療法人恵佑会札幌病院
独立行政法人国立病院機構函館病院
独立行政法人地域医療機能推進機構北海道病院
函館中央病院
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター
総合病院伊達赤十字病院
青森県立中央病院
八戸市立市民病院
八戸赤十字病院
独立行政法人国立病院機構弘前病院
黒石市国民健康保険黒石病院
独立行政法人労働者健康福祉機構青森労災病院
岩手医科大学附属病院
岩手県立中央病院
岩手県立磐井病院
岩手県立胆沢病院
岩手県立久慈病院
岩手県立釜石病院
東北大学病院
地方独立行政法人宮城県立病院機構宮城県立が
んセンター
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
大崎市民病院
独立行政法人労働者健康安全機構東北労災病院
仙台厚生病院
国立大学法人秋田大学医学部附属病院
大館市立総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会
秋田厚生医療センター
秋田県厚生農業協同組合連合会
由利組合総合病院
秋田県厚生農業協同組合連合会
能代厚生医療センター
秋田県厚生農業協同組合連合会雄勝中央病院
中通総合病院
市立秋田総合病院
北秋田市民病院
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船橋市立医療センター
国保松戸市立病院
日本赤十字社成田赤十字病院
千葉県がんセンター
東邦大学医療センター佐倉病院
医療法人沖縄徳洲会千葉徳洲会病院
千葉市立海浜病院
千葉市立青葉病院
国立研究開発法人国立がん研究センター
中央病院
東京都立駒込病院
公益財団法人がん研究会有明病院
青梅市立総合病院
NTT 東日本関東病院
日本赤十字社医療センター
日本大学医学部附属板橋病院
武蔵野赤十字病院
国立大学法人東京大学医学部附属病院
帝京大学医学部附属病院
東京医科大学八王子医療センター
杏林大学医学部付属病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
昭和大学病院
東京慈恵会医科大学附属病院
東邦大学医療センター大森病院
独立行政法人国立病院機構東京医療センター
国立大学法人東京医科歯科大学医学部附属病院
独立行政法人国立病院機構災害医療センター
国家公務員共済組連合会立川病院
東京都済生会中央病院
社会福祉法人仁生社江戸川病院
公益財団法人東京都保険医療公社
多摩南部地域病院
社会福祉法人三井記念病院
河北総合病院
日本私立学校振興・共済事業団東京臨海病院
東京逓信病院
大森赤十字病院
社会医療法人財団大和会東大和病院
神奈川県立がんセンター
横浜市立市民病院
川崎市立井田病院
聖マリアンナ医科大学病院
東海大学医学部付属病院
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院
昭和大学横浜市北部病院
恩賜財団済生会横浜市東部病院
公立大学法人
横浜市立大学附属市民総合医療センター
国家公務員共済組合連合会平塚共済病院

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター
済生会横浜市南部病院
湘南鎌倉総合病院
昭和大学藤が丘病院
医療法人社団三成会新百合ヶ丘総合病院
新潟県立がんセンター新潟病院
新潟市民病院
長岡赤十字病院
新潟県厚生農業協同組合連合会
長岡中央綜合病院
独立行政法人労働者健康安全機構新潟労災病院
新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院
済生会新潟第二病院
柏崎総合医療センター
上越総合病院
西新潟中央病院
富山県立中央病院
黒部市民病院
独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院
国立大学法人富山大学附属病院
厚生連高岡病院
高岡市民病院
富山市民病院
富山県済生会高岡病院
国立大学法人金沢大学附属病院
石川県立中央病院
国民健康保険小松市民病院
金沢市立病院
恵寿総合病院
地域医療機構金沢病院
芳珠記念病院
石川県済生会金沢病院
福井県立病院
福井赤十字病院
独立行政法人国立病院機構敦賀医療センター
国立大学法人山梨大学医学部附属病院
国民健康保険富士吉田市立病院
市立甲府病院
諏訪赤十字病院
長野市民病院
長野赤十字病院
社会医療法人財団慈泉会相澤病院
長野県立木曽病院
岐阜市民病院
岐阜県総合医療センター
岐阜県立多治見病院
社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院
朝日大学歯学部付属病院村上記念病院
医療法人徳洲会大垣徳洲会病院
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静岡県立静岡がんセンター
静岡県立総合病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院
聖隷三方原病院
社会福祉法人聖隷福祉事業団総合病院聖隷浜松
病院
静岡市立静岡病院
藤枝市立総合病院
浜松医科大学医学部附属病院
浜松医療センター
焼津市立総合病院
静岡医療センター
静岡済生会総合病院
市立島田市民病院
愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター
小牧市民病院
豊橋市民病院
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院
一宮市立市民病院
公立陶生病院
愛知県厚生農業協同組合連合会豊田厚生病院
名古屋市立大学病院
名古屋第一赤十字病院
半田市立半田病院
春日井市民病院
トヨタ記念病院
刈谷豊田総合病院
日本赤十字社伊勢赤十字病院
社会福祉法人恩賜財団済生会松阪総合病院
市立四日市病院
滋賀県立総合病院
市立長浜病院
大津赤十字病院
社会医療法人誠光会草津総合病院
近江八幡市立総合医療センター
独立行政法人国立病院機構
東近江総合医療センター
社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院
京都第一赤十字病院
京都中部総合医療センター
独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター
洛和会音羽病院
市立岸和田市民病院
市立豊中病院
地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター
大阪赤十字病院
独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院
大阪大学医学部附属病院

大阪医科大学附属病院
近畿大学医学部附属病院
大阪市立大学医学部附属病院
関西医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター
地方独立行政法人堺市立病院機構
堺市立総合医療センター
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院
箕面市立病院
松下記念病院
社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院
医療法人橘会東住吉森本病院
大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター
淀川キリスト教病院
大阪府済生会吹田病院
関西医科大学総合医療センター
社会医療法人美杉会佐藤病院
富田林病院
国家公務員共済組合連合会大手前病院
兵庫県立がんセンター
独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
公立学校共済組合近畿中央病院
姫路赤十字病院
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター
赤穂市民病院
公立豊岡病院組合立豊岡病院
兵庫県立柏原病院
神戸市立西神戸医療センター
神戸医療センター
市立伊丹病院
製鉄記念広畑病院
済生会兵庫県病院
近畿大学医学部奈良病院
市立奈良病院
大和高田市立病院
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院
和歌山県立医科大学附属病院
紀南病院
独立行政法人国立病院機構
南和歌山医療センター
日本赤十字社和歌山医療センター
橋本市民病院
公立那賀病院
国立大学法人鳥取大学医学部附属病院
鳥取県立厚生病院
独立行政法人国立病院機構米子医療センター
国立大学法人島根大学医学部附属病院
松江市立病院
松江赤十字病院
島根県立中央病院
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町立奥出雲病院
岡山大学病院
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構
倉敷中央病院
津山中央病院
川崎医科大学附属病院
医療法人清梁会高梁中央病院
総合病院岡山市立市民病院
独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院
川崎医科大学総合医療センター
広島大学病院
広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院
独立行政法人国立病院機構呉医療センター
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院
福山市民病院
地方独立行政法人広島市立病院機構
広島市立安佐市民病院
国家公務員共済組合連合会呉共済病院
公立学校共済組合中国中央病院
尾道市立市民病院
独立行政法人労働者健康福祉機構中国労災病院
国立大学法人山口大学医学部附属病院
地方独立行政法人山口県立病院機構
山口県立総合医療センター
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター
医療法人医誠会都志見病院
山口赤十字病院
国立大学法人徳島大学病院
徳島県立中央病院
徳島赤十字病院
徳島市民病院
徳島県厚生農業協同組合連合会阿南共済病院
香川県立中央病院
三豊総合病院
独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
市立宇和島病院
愛媛県立中央病院
松山赤十字病院
社会医療法人石川記念会 HITO 病院
国立大学法人高知大学医学部附属病院
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
高知県立幡多けんみん病院
高知赤十字病院
国立病院機構高知病院
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター
公立八女総合病院
独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター
福岡大学病院
聖マリア病院

福岡大学筑紫病院
一般社団法人朝倉医師会朝倉医師会病院
国家公務員共済組合連合会浜の町病院
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館
唐津赤十字病院
国立大学法人長崎大学病院
日本赤十字社長崎原爆病院
地方独立行政法人佐世保市総合医療センター
長崎県島原病院
佐世保中央病院
国立大学法人熊本大学医学部附属病院
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院
独立行政法人地域医療機能推進機構
人吉医療センター
熊本赤十字病院
山鹿市民医療センター
天草地域医療センター
熊本地域医療センター
水俣市立総合医療センター
大分県立病院
中津市立中津市民病院
大分市医師会アルメイダ病院
独立行政法人国立病院機構大分医療センター
国立大学法人鹿児島大学病院
国立病院機構鹿児島医療センター
鹿児島県立薩南病院
鹿児島県立大島病院
社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院
独立行政法人国立病院機構南九州病院
県民健康プラザ鹿屋医療センター
鹿児島市立病院
公益財団法人昭和会今給黎総合病院
社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター
鹿児島愛心会大隅鹿屋病院
川内市医師会立市民病院
慈愛会今村総合病院
地方独立行政法人那覇市立病院
沖縄県立中部病院
沖縄県立宮古病院
沖縄県立八重山病院
社会医療法人敬愛会中頭病院
社会医療法人仁愛会浦添総合病院
社会医療法人友愛会南部病院
沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院
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 デ᩿᭩ࢆసᡂࡋࡓ་⒪ᶵ㛵ࡀ㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ࢆᐇࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡸ་⒪タࡀᮏㄪ

ࠕႚ↮Ṕࠖ㛵ࡍࡿሗ➼ࢆㄪᰝົᒁሗᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

ࡍࡿᑂ㆟࠾࠸࡚ࠊ་ᖌࡸ་⒪㛵ಀ⪅ᑐࡋ࡚⌧⾜ไᗘࡸ་Ꮫⓗᡤぢࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ࿘

ᰝࡣཧຍࡋ࡞࠸ࡇࢆỴᐃࡋࡓሙྜ➼ࡣࠊᑐ㇟⪅ࡢ᪉ࡀㄪᰝࡢཧຍࢆྠពࡋ࡚ࡃ

2㸬ㄪᰝࡢ┠ⓗࡘ࠸࡚

▱ࢆᅗࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀᣦࡉࢀࡲࡋࡓࠋ≉▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇࡘ࠸࡚㔜Ⅼ

㘓ሗ㸦ͤ㸧⫵ࡀࢇデ᩿タࡢデ⒪㘓ሗࢆࡗ࡚ࠊ▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢ

ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇⓏ㘓ࢭࣥࢱ࣮ࡢಖ᭷ࡍࡿ㝔ෆࡀࢇⓏ

ࢇࡢᮇࠊᝈ⪅⫼ᬒ࡞ࢆẚ࡚ࠊ▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡇࡀ

 ᮏㄪᰝࡣࠊ▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡑࡢࡢ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢࡀࢇࡢ⤌⧊ᆺࡸࡀ

4㸬ㄪᰝࡢᑐ㇟࡞ࡿ᪉ࡘ࠸࡚



ࡔࡉࡗ࡚ࡶࠊᮏㄪᰝࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ࡇࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛ࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ⓗ་⒪⌧ሙ࿘▱ࡍࡿࡇࡀㄢ㢟ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡀࢇ⤌⧊࡞ࡢሗࡸࠊၥデሗࡘ࠸࡚ㄪᰝࠊ㞟ࡋࠊࡢ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢሗ

┠ⓗ࡛ࡍࠋࡉࡽࠊᮏㄪᰝ⤖ᯝࡣࠊࡢࡼ࠺࡞⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇ▼⥥⫵ࡀࢇࡢ࠸ࡋ

ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊᩆ῭ไᗘࡢ⿕ㄆᐃ⪅㸦▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡓ᪉㸧ࡘ࠸࡚ࠊ

ẚ㍑ࡋ࡚ࠊᩆ῭ไᗘ⿕ㄆᐃ⪅ࡢ᪉㸦▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇࡢ᪉㸧ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩࡘ࠸᳨࡚

ᩆ῭ไᗘࡢ⿕ㄆᐃ⪅ࡢ᪉ࡣ▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇㄆᐃࡉࢀࡓ᪉࡛ࡍࡢ࡛ࠊ▼⥥ࡼࡿ⫵

࡚ࠊ✚ᴟⓗᩆ῭ไᗘࡢ࿘▱ࢆࡍࡿࡢࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵά⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ

ウࡋࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡼࡾࠊ་ᖌࡸ་⒪㛵ಀ⪅ࡀᩆ῭ไᗘࡢᑐ㇟࡞ࡿ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡇࡢไᗘࢆ

ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢ≉ᚩࢆㄪࡿᮏㄪᰝࡢᑐ㇟⪅࡞ࡗ࡚ୗࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺ࡈ౫㢗ࡉࡏ࡚࠸

ຠᯝⓗ࣭ຠ⋡ⓗࡈෆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࿘▱᪉ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡲࡍࠋ

ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

࡞ࡓࡢࡈ༠ຊࡼࡾᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣࠊ▼⥥ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘࢆᚲせࡍࡿ▼⥥ࡼࡿ⫵

ࡇࡢㄪᰝཧຍࡍࡿࡇ࡛ಶேⓗ┤᥋ⓗ࡞┈ࡀ⏕ࡌࡿࡇࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࡀࠊ࠶

5㸬ㄪᰝཧຍࡼࡾணࡉࢀࡿ┈┈ࡘ࠸࡚




ࡀࢇデ⒪㐃ᦠᣐⅬ㝔ࢆࡣࡌࡵࡍࡿࠊࡀࢇࡢᑓ㛛タ࡛ࡣࠊࡀࢇ་⒪ࡢ≧ἣࢆⓗ☜

ͤ㸸㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ሗࡣ
ᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡘ࠸࡚ࡢሗࢆ㞟ࡋࠊⓏ㘓ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫグ㘓࣭
⒪ࡢయไ࡙ࡃࡾࡸࡀࢇ◊✲࡞ᙺ❧࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮

2/5

ಖᏑࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆࠕ㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ࠖ࠸࠸ࡲࡍࠋࡇࡢሗࡣྛ་⒪ᶵ㛵࠾ࡅࡿ

1/5
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ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡀ₃ࢀ࡞ࡃไᗘ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊຠ⋡ⓗ࡛ຠᯝⓗ࡞࠾▱ࡽࡏࡢ᪉ἲࢆ

ᖹᡂ 30 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⌮ᑂᰝጤဨᢎㄆ῭ࡳ
ㄪᰝㄝ᫂᭩ ➨ 2.2 ∧              

ࡢ⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡲ࡛ㄪᰝົᒁಖ⟶ࡉࢀࡲࡍࠋಶேࡀ≉ᐃ࡛ࡁࡿᙧ࡛⏝ࡉࢀࡿࡇ

ᖹᡂ 30 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⌮ᑂᰝጤဨᢎㄆ῭ࡳ
ㄪᰝㄝ᫂᭩ ➨ 2.2 ∧              

ᮏㄪᰝ㛵㐃ࡍࡿ⪅ࡣࠊಶேሗ࠾ࡼࡧㄪᰝ㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠊሗࡢ⛣

ࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᮏㄪᰝࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡣࠊࡇࢀࡽࡢಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘࡁࡲࡋ࡚ࠊࡈ

ືࡣᏳ࡞᪉ἲࢆࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢሗࡀእ㒊₃ࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

ᮏㄪᰝ࡛ࡣࠊ࠶࡞ࡓࡀ㈇ᢸࡍࡿ㈝⏝࡞ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡋࠊ┤᥋ⓗ㌟యくࡀຍࢃࡿ

᳨ウࡍࡿࡓࡵά⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ
ࡼ࠺࡞ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋணࡉࢀࡿ┈ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㘓࡞ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡛ࡶࠊಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚

࣮࠾࠸࡚ㄪᰝࡢᐇ㒊㛛ࡽ⊂❧ࡋࡓ⤌⧊࡛࠶ࡿෆ㒊┘ᰝ㒊㛛ࡀ࠶࡞ࡓ㛵ࡍࡿグ

ࡇࡢㄪᰝࡀ㐺ษ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠺ࢆ➨୕⪅ࡢ❧ሙ࡛☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᙜࢭࣥࢱ

ᢎࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ



6㸬
㸬ཧຍࡢ⮬⏤ࡘ࠸࡚
ຍࡋ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ┈ࢆ⿕ࡿࡇࡣ࡞ࡃࠊᩆ῭⤥ࡢᨭ⤥➼ᕪࡋ㞀ࡾࡶࡈࡊ࠸ࡲ

 ࡇࡢㄪᰝཧຍࡍࡿ࠺ࡣࠊᮏㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࡳ࡞ࡉࡲࡢ⮬⏤࡛ࡍࠋࡇࡢㄪᰝཧ
ࡏࢇࠋࡲࡓࠊᮏㄪᰝࡢཧຍࢆྠពࡋࡓ࠶࡛ࡶࠊ⮬⏤ㄪᰝࡢཧຍࢆࡾࡸࡵࡿࡇ

ࡣ༑ศ㓄៖⮴ࡋࡲࡍࠋ

༠ຊࡉࢀࡓ་⒪タࡢタ㛗ᐄ࡚࠾㏦ࡾࡋࡲࡍࠋ

ㄪᰝ⤖ᯝࡣ⎔ቃ┬▼⥥ᗣ⿕ᐖᑐ⟇ᐊࡀᣦ♧ࡍࡿᙧᘧࡢሗ࿌᭩ྲྀࡾࡲࡵ࡚ࠊㄪᰝ

10㸬
㸬ㄪᰝ⤖ᯝࡢබ⾲



Რࡋࡲࡍࠋ◊✲㛵ࢃࡿヨᩱࡢಖ⟶ࡣ㸯㸮ᖺ㛫ࡋࡲࡍࠋ

ヨᩱ࣭ሗࡢಖ⟶ཬࡧᗫᲠࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊಶேሗࡣࠊㄪᰝ⏝ࢹ࣮ࢱࡢసᡂᚋ๐㝖ࠊ◚

ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࡶྠᵝ┈ࢆ⿕ࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡓࡔࡋࠊ◊✲ࡢẁ㝵
ࡋ࡚ㄪᰝタࡽࡢሗᥦ౪ࢆ࠺ࡅ࡚◊✲ࢹ࣮ࢱࡋ࡚ྲྀࡾࡲࡵࡓᚋࡣࠊࢹ࣮ࢱࡀ
༏ྡࡉࢀ࡚≉ᐃࡢಶேࡢሗࢆ༊ูࡋ࡚ྲྀࡾฟࡍࡇࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ
ࡇࡢⅬ௨๓ࡲ࡛ࡣࠊୖグࡢ࠾ࡾᑐᛂࡉࢀࡿࡇࢆࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽヲࡋࡃ▱ࡾࡓ࠸ሙྜࡣࡢ◊✲ᑐ㇟⪅ࡢ᪉࡞ࡢಶேሗ
࡞ࡢಖㆤཬࡧᙜヱ◊✲ࡢ⊂ᛶࡢ☜ಖᨭ㞀ࡀ↓࠸⠊ᅖ࡛◊✲ィ⏬᭩ࡢ㛤♧ࡼࡗ
࡚☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࡑࡢሙྜࡣࠊᮏㄪᰝົᒁᢸᙜ⪅ࡲ࡛࠾ᑜࡡࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ᮏㄪᰝࡽᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿᏛ࡞࡛බ⾲ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍ





 ᮏㄪᰝ㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆ࠾ㄞࡳ࡞ࡾࠊࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡅࡿሙྜࡣࠊྠᑒࡢྠព
᭩᪥Ặྡࢆグධࡋ࡚ࠊᵏᵏ உ ᵓ ଐίஉὸࡲ࡛ࠊྠᑒࡢ㏉ಙ⏝ᑒ⟄࡛ࡈ㏉㏦
ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

࿘▱᪉ἲ➼ࡢ᳨ウಀࡿㄪᰝࠖㄳ㈇ᴗ㈝ࢆ㈨㔠※ࡋ࡚ᐇࡋࡲࡍࠋࡇࡢࠊ≉ᐃ

ࡢࡇࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋᮏㄪᰝࡣࠕᖹᡂ  ᖺᗘࡀࢇⓏ㘓ࢆά⏝ࡋࡓ▼⥥ᗣ⿕ᐖᩆ῭ไᗘ

➼㸧ࡢᥦ౪ࢆཷࡅࠊࡑࡢ┈ࡢᏑᅾࡼࡾ◊✲ࡢ⤖ᯝᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ≧ἣ

 ◊✲࠾ࡅࡿ┈┦ࡣࠊ◊✲⪅ࡀᴗ➼ࡽ⤒῭ⓗ࡞┈㸦ㅰ㔠ࠊ◊✲㈝ࠊᰴᘧ



ࡀࠊྡ๓࡞ࡢಶேࢆ≉ᐃฟ᮶ࡿሗࡀ⏝ࡉࢀࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

7㸬ㄪᰝయࡢᐇணᐃᮇ㛫

ࡢᅋయࡽࡢ㈨㔠ᥦ౪࡞ࡣཷࡅ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ◊✲⤌⧊య㛵ࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠺ࡿ



 ࡇࡢㄪᰝࡣ  ᖺ  ᭶୰᪪ࡼࡾ  ᖺ  ᭶ࡲ࡛⾜࠺ணᐃ࡛ࡍࠋ

┈┦ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ◊✲⪅ࡢ┈┦ࡢ⟶⌮ࡣྛタ࡛⾜࠸ࡲࡍࠋ

11㸬ࡇࡢㄪᰝࡢ㈨㔠┈┦ࡘ࠸࡚

8㸬㈇ᢸࡍࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚



 ᮏㄪᰝࢆᐇࡍࡿ࠶ࡓࡗ࡚ࠊㄪᰝཧຍ⪅ࡢⓙࡉࢇࡢேᶒࡸሗ⟶⌮➼ࡢᏳࡢ㓄

12㸬ㄪᰝࡢ⌮ᑂᰝࡘ࠸࡚

៖ࠊ⛉Ꮫⓗ࡞ጇᙜᛶࡘ࠸࡚ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⌮ᑂᰝጤဨ᳨࡛ウࡉࢀࠊᢎ



9㸬ಶேሗࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡘ࠸࡚

ㄆࢆཷࡅࠊ⌮㛗ࡢチྍࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊேࢆᑐ㇟ࡋ࡚◊✲ࢆ⾜࠺㝿ࡢ࢞ࢻ

 ᮏㄪᰝཧຍࡍࡿࡇࡼࡿཧຍ⪅ࡢ㈝⏝㈇ᢸࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

 ᮏㄪᰝࡣࠊ㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ሗࢆࡗ࡚▼⥥ࡼࡿ⫵ࡀࢇᝈ⪅ࡉࢇࡢ≉ᚩࢆᢕᥱࡍࡿࡇ

࡛ࣛࣥ࠶ࡿࠕேࢆᑐ㇟ࡍࡿ་Ꮫ⣔◊✲㛵ࡍࡿ⌮ᣦ㔪ࠖᚑࡗ࡚ィ⏬ࡉࢀࡓ◊✲



ࢆ┠ⓗࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠶࡞ࡓࡢࠕẶྡࠖࠊ
ࠕ⏕ᖺ᭶᪥ࠖ
ࠊ
ࠕ㸦デ᩿タࡢ㸧࢝ࣝࢸ␒ྕࠖ
ࠕ☜



࡛࠶ࡿࡇࡶᑂᰝࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ


ᐃデ᩿᪥ࠖ
ࠕ⒪㣴㛤ጞ᪥㸦ᇶ‽᪥㸧ࠖ➼ࢆ⏝࠸࡚ࠊデ᩿᭩ࢆసᡂࡋࡓ་⒪ᶵ㛵㝔ෆࡀࢇ
ᮏㄪᰝཧຍࡉࢀࡲࡍୖグࡢಶேሗࡣࠊ㝔ෆࡀࢇⓏ㘓ሗࢆデ᩿タၥ࠸ྜࢃ

4/5

Ⓩ㘓ሗࢆၥ࠸ྜࢃࡏࡲࡍࠋ
ࡏࡿ㛫ࠊㄪᰝົᒁཝ㔜ಖ⟶ࡉࢀࡲࡍࠋㄪᰝ㛵ࡍࡿᚲせ࡞ሗࡀ㞟ࡵࡽࢀࡓᚋࡣ
ಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺༏ྡࡋ࡚⟶⌮ࡉࢀࡲࡍࠋㄪᰝࢹ࣮ࢱࡣࠊ㘄⟶⌮ࡢඖࠊㄪᰝ

3/5
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ᖹᡂ 30 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥ᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⌮ᑂᰝጤဨᢎㄆ῭ࡳ
ㄪᰝㄝ᫂᭩ ➨ 2.2 ∧              

13㸬
㸬◊✲⤌⧊࣭㐃⤡ඛ



ࡀࢇⓏ㘓ࢭࣥࢱ࣮ ࢭࣥࢱ࣮㛗

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮

࣭ᮾᑦᘯ㸸◊✲௦⾲⪅
 
    ࡀࢇ⮫ᗋሗ㒊  ≉௵◊✲ဨ

࣭ᐩሯኴ㑻 㸸ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮
 
 



ࡀࢇⓏ㘓ࢭࣥࢱ࣮ ◊✲ဨ

ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮

࣭᪂㔝┿⌮Ꮚ㸸◊✲㈐௵⪅ࠊಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅
 
㹙ሗᥦ౪ᶵ㛵㸸᪤Ꮡሗࡢᥦ౪ࡢࡳࢆ⾜࠺ᶵ㛵㹛
 ࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊᩆ῭ไᗘࡢ⿕ㄆᐃ⪅ࡢ᪉ㄪᰝㄝ᫂ྠព᭩ࢆ㏦ࡾࠊㄪᰝཧຍྠពࡋ
ࡓ᪉ࢆㄪᰝࡢᑐ㇟⪅ࡋࡲࡍࠋሗᥦ౪ᶵ㛵ࡣㄪᰝཧຍྠព⪅ࡢᩆ῭ไᗘㄆᐃ⏦ㄳ᭩ࢆ
సᡂࡋࡓᶵ㛵࡞ࡿࡓࡵࠊㄪᰝཧຍྠព⪅ࡀ☜ᐃࡍࡿ๓ࡣࠊᶵ㛵ࡢྡ⛠ࡸ㈐௵⪅ࡢẶ
ྡࡀグ㍕࡛ࡁࡲࡏࢇࠋሗᥦ౪ᶵ㛵ࡀỴᐃࡍࡿࡈㄪᰝົᒁࡀ◊✲ィ⏬᭩ࡢኚ᭦ࢆ
⾜࠸ࠊᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮◊✲⌮ᑂᰝጤဨኚ᭦⏦ㄳࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

タ㓄ᕸࡋࡓㄪᰝ⚊



௨ୗࡢ㉁ၥࡘ࠸࡚ࠊヱᙜࡍࡿ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡅࡘࢆݲڧ

デ⒪㘓ࡣ⏬ീデ᩿࣏࣮ࣞࢺࢆྵࡳࡲࡍࠋ

㝔ෆࡀࢇⓏ㘓㐃␒㸸㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝
Ⓩ㘓ᖺ㸸
㸸㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝ᖺ
ᖺ

ၥヱᙜᝈ⪅ࡢ⫵ࡀࢇデ᩿ͤࡢ௨ୗࡢ⏬ീᡤぢࡘ࠸࡚ࠊデ⒪㘓ࡢグ㘓ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ڧ༢⣧ᙳ ڧ༢⣧ &7 ڧ㐀ᙳ &7 ڧ05, ࡢࡑڧ 



㸦ͤ⫵ࡀࢇデ᩿ࡣࠊᝈ⪅᮶㝔ࡽ⫵ࡀࢇࡢデ᩿ࢆࡘࡅࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡋࡲࡍࠋ㸧
ձ ⏬ീ᳨ᰝἲ㸦」ᩘ㑅ᢥྍ㸧

ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ   

ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ    

ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ    

ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ   

ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ  

㸦3OHXUDOHIIXVLRQ㸧

ղ ⬚Ỉ

'LIIXVHSOHXUDOWKLFNHQLQJ 

ճ ࡧࡲࢇᛶ⬚⭷⫧ཌ
մ ↓Ẽ⫵
㸦$WHOHFWDVLV㸧
յ ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡲࡓࡣ
⬚⭷⫧ཌᩬ 㸦3OHXUDOSODTXH㸧

3OHXUDOFDOFLILFDWLRQ 

ն ⬚⭷▼⅊



ڧᡤぢ᭷ࡾ ڧ ࠸ڧᡤぢ↓ࡋ ڧᕥグศ㢮࡛ࡁ࡞࠸グ㘓

ڧグ㘓᭷ࡾ  ڧグ㘓↓ࡋ     

࠙ၥデሗ➼ࢆ☜ㄆࡋࠊ௨ୗࡢၥ 㹼ၥ  ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠚ

3XOPRQDU\ILEURVLV 

շ ⫵⥺⥔

14㸬ᮏㄪᰝࡘ࠸࡚ࡢ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ


ࡇࡢㄪᰝࡘ࠸࡚ఱ▱ࡾࡓ࠸ࡇࡸࠊఱᚰ㓄࡞ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡽࠊ௨ୗࡢᢸᙜ⪅

ၥ⫵ࡀࢇデ᩿ࡢႚ↮Ṕ㸦ࡢ⫈ྲྀ⤖ᯝ㸧ࡢグ㘓ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ၥ࠙ၥ  ࡛ࠕႚ↮Ṕ㛵ࡍࡿグ㘓ࡀ࠶ࡿࠖሙྜࡣࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠚ

ڧႚ↮Ṕ㛵ࡍࡿグ㘓ࡀ࠶ࡿ

ڧႚ↮Ṕ㸦⫈ྲྀ⤖ᯝ㸧㛵ࡍࡿグ㘓ࡣ↓࠸

ࡲ࡛࠾ࡓࡎࡡࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࠙ၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀࠚ


ᅜ❧◊✲㛤Ⓨἲேᅜ❧ࡀࢇ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇᑐ⟇ሗࢭࣥࢱ࣮ࡀࢇⓏ㘓ࢭࣥࢱ࣮

ڧႚ↮Ṕ↓ࡋ  ڧႚ↮Ṕ᭷ࡾ㸦   ṓࡽ   ṓࡲ࡛ႚ↮ᮏᩘ ᮏ᪥㸧


ࠕᩆ῭ไᗘㄆᐃ⫵ࡀࢇᝈ⪅ሗㄪᰝࠖㄪᰝົᒁ 
ᢸᙜ㸸᪂㔝┿⌮Ꮚ

⫋ڧᴗṔ⫈ྲྀࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ   ⫋ڧᴗṔ⫈ྲྀࡢグ㘓ࡣ↓࠸

ࠛ㸫 ᮾி㒔୰ኸ༊⠏ᆅ 



⫋ڧᴗṔ⫈ྲྀࡢグ㘓ࡀ࠶ࡿ   ⫋ڧᴗṔ⫈ྲྀࡢグ㘓ࡣ↓࠸


㉁ၥࡣ௨ୖ࡛ࡍࠋࡈᅇ⟅࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࢆࡾྲྀࡅཷڧᕼᮃࡍࡿ      ࢆࡾྲྀࡅཷڧᕼᮃࡋ࡞࠸㸦㎡㏥ࡍࡿ㸧

ࡲࡏࢇ㸧

ྲྀࡾ㛵ࡋ࡚ࡈᅇ⟅ࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
㸦ᡭ⥆ࡁୖࠊᙜ᪉ࡽࡣタ㏦ࡋࠊಶேࡢ㏦ࡣ⾜࠸

ၥሗᥦ౪࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓタࡣㅰ♩㸦482 ࣮࢝ࢻ  㸧ࢆࡈ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋタࡋ࡚ཷࡅ



ڧᒃఫṔࡢ⫈ྲྀグ㘓ࡀ࠶ࡿ   ڧᒃఫṔࡢ⫈ྲྀグ㘓ࡣ↓࠸

ၥ▼⥥ࡤࡃ㟢⿕ᐖࢆ⿕ࡗࡓྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᒃఫᆅ㛵ࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾࡢグ㘓ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ




ၥᮏேࡢᐙ᪘ࡢ⫋ᴗṔࡘ࠸࡚ࡢ⫈ྲྀグ㘓ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ



ၥᮏேࡢ⫋ᴗṔࡘ࠸࡚ࡢ⫈ྲྀグ㘓ࡢ᭷↓ࡘ࠸࡚ࡈᅇ⟅ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

7HO ࢲࣝࣥ 03-3547-5201 (ෆ⥺㸸1604)
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読影項目説明書

１.【回答必須】胸膜プラークの所見の有無について
＊胸膜プラークかどうかの判断に迷った場合には【②判断に迷う】を選択し理由をご記入ください。
① 明らかな胸膜プラークなし
② 判断に迷う（理由：①アスベスト暴露による胸膜プラークかどうかわからない
）
②所見が小さくて判定できない ③そのほか（ご記入ください）
③ あり
①または②を選択した場合、２－５の質問をスキップして次の症例の読影へお進みください。
③を選択した場合には、以下の２－５の質問へご回答ください

２．
【１で③ありの場合】
胸膜プラークの解剖学的部位について当てはまるものすべてを選択してください。
右側 ①肺尖部 ②胸壁側胸膜 ③縦隔側胸膜 ④横隔膜面 ⑤そのほか（ご記入ください）
左側 ⑥肺尖部 ⑦胸壁側胸膜 ⑧縦隔側胸膜 ⑨横隔膜面 ⑩そのほか（ご記入ください）

３．
【２で解剖学的位置が②胸壁側胸膜または/かつ③縦隔側胸膜の場合】
片側の胸壁内側における胸膜プラークの合計の長さについて
（＊プラークが最も広範囲に確認できるスライスにおいて、片側胸壁内側を全長としたときの胸膜
プラークの合計の長さを以下から選択してください）
【参考資料 1 をご参照ください】
① 1/4 未満
② 1/4 以上

４. 【１で③ありの場合】胸膜プラーク内の石灰化について
① 石灰化なし
② 石灰化あり
５．
【１で③ありの場合】肺線維化の有無について
＊微少な肺繊維化所見の場合には【①なし、または明らかな肺線維化なし】を選択してください
① なし、または明らかな肺線維化なし
②明らかな肺線維化あり （＊「明らか」とは単純 X 線に十分に写ると考えられる程度）
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⬚㒊&7⏬ീ࡛ࡢ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡢᗈࡀࡾࡣࠊᕥྑ࠸ࡎࢀ୍ഃࡢ⬚㒊&7⏬ീ࠾࠸࡚᭱ࡶᗈ⠊ᅖ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡀᥥฟࡉ

࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸯ࠚ⬚㒊&7⏬ീ࠾ࡅࡿ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡢᗈࡀࡾ㛵ࡍࡿィ ᪉ἲ




࠙ཧ⪃㈨ᩱ㸰ࠚ⫵ࡀࢇᝈ⪅࠾࠸࡚▼⥥ᗣ⿕ᐖᩆ῭⤥ไᗘࡢㄆᐃᇶ‽㸦⏬ീᇶ‽ࡢࡳᢤ⢋㸧





㸦KWWSZZZHUFDJRMSDVEHVWRVUHOLHIVHLGRKDQWHLKWPO㸧

⊂❧⾜ᨻἲே ⎔ቃ⏕ಖᶵᵓ ࢫ࣋ࢫࢺᗣ⿕ᐖᩆ῭⤥ࡢᴫせࡼࡾ

ࡀ᭱ࡶᗈ⠊ᅖᥥฟࡉࢀࡓࢫࣛࢫ࡛ࠊࡑࡢᗈࡀࡾࡀ⬚ቨෆഃࡢ㸲ศࡢ㸯௨ୖࡢࡶࡢࠋ

 ⬚㒊㹁㹒⏬ീ࡛⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࢆㄆࡵࠊᕥྑ࠸ࡎࢀ୍ഃࡢ⬚㒊㹁㹒⏬ീୖࠊ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡ

ཌ㝜ᙳࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⫘ᶓゅࡢᾘኻࢆకࢃ࡞࠸ࡶࡢࠋ

 ୧ഃഃ⬚ቨࡢ➨  ࡽ➨  ⫘㦵ෆഃࠊ▼⅊ࡢ᭷↓ࢆၥࢃࡎ㠀ᑐ⛠ᛶࡢ㝈ᒁᛶ⬚⭷⫧

కࢃ࡞࠸ࡶࡢࠋ

 ୧ഃཪࡣ∦ഃࡢᶓ㝸⭷ࠊኴ࠸⥺≧ཪࡣᩬ≧ࡢ▼⅊㝜ᙳࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⫘ᶓゅࡢᾘኻࢆ

ࡿሙྜࢆ࠸࠺ࠋ

࡚ࠊ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡุ᩿࡛ࡁࡿ᫂ࡽ࡞㝜ᙳࡣࠊḟࡢ  ཪࡣ  ࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍ

ࡘࠊ⬚㒊㹁㹒⏬ീࡼࡾᙜヱ㝜ᙳࡀ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡋ࡚☜ㄆࡉࢀࡿࡶࡢࠋࡇࡢሙྜ࠾࠸

 ⬚㒊ṇ㠃࢚ࢵࢡࢫ⥺┿ࡼࡾ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡุ᩿࡛ࡁࡿ᫂ࡽ࡞㝜ᙳࡀㄆࡵࡽࢀࠊ

ࡿࡇࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࠋ

⥔ᡤぢࠖࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⏬ീୖࡢᡤぢ࡛࠶ࡾࠊࡌࢇ⫵ἲ࠾࠸࡚ࠕ▼⥥⫵ࠖデ᩿ࡍ

࡞࠾ࠊ
ࠕࡌࢇ⫵ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨㸲᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ➨㸯ᆺ௨ୖྠᵝࡢ⫵⥺

ᡤぢࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇࠋ

ୖྠᵝࡢ⫵⥺⥔ᡤぢ㸦࠸ࢃࡺࡿᩚᙧ㝜ᙳ㸧ࡀ࠶ࡗ࡚⬚㒊㹁㹒᳨ᰝ࠾࠸࡚ࡶ⫵⥺⥔

⬚㒊࢚ࢵࢡࢫ⥺᳨ᰝ࡛ࡌࢇ⫵ἲ㸦  ᖺἲᚊ➨  ྕ㸧➨㸲᮲➨㸯㡯ᐃࡵࡿ➨㸯ᆺ௨

 ⬚㒊࢚ࢵࢡࢫ⥺᳨ᰝཪࡣ⬚㒊㹁㹒᳨ᰝࡼࡾࠊ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡ ⫧ཌᩬ㸧ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡘࠊ

ࢀࡓࢫࣛࢫࢆ㑅ᢥࡋࠊ⬚ቨෆഃࡢ㛗ࡉࢆ➼ศࡋࠊ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡢᗈࡀࡾࡀ௨ୖ࡛࠶ࡿྰࢆィ ࡍࡿࠋ୍ഃ






⬚ቨࡢ⠊ᅖࡣࠊ⭡ഃࡣ⬚㦵⦕ࡽ⫼ഃࡣ⫘㦵㉳ጞ㒊⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⬚ቨෆഃࡍࡿ ┿ ࠋ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡀ」ᩘ࠶ࡿሙ

ᐃ᪉ἲ










㸰㸬⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡀ᭱ࡶከࡃぢࡽࢀࡿ CT ࢫࣛࢫ





࠾࠸࡚ࠊ⬚ቨෆഃࡢ㛗ࡉࡢ 1/4 ௨ୖྰࢆ ᐃࡍࡿࠋ







ᕥࡢ┿ࡣ 4 ࢝ᡤぢࡽࢀࡿࣉ࣮ࣛࢡࡢ㛗ࡉࡢྜィ

(┿ 2)

ࡣ 1/4 ௨ୖุ᩿ࡉࢀࡿࠋ

(┿ 1)
 

∦ഃࡢ⬚ቨෆഃࡢ㛗ࡉࢆ௨ୗࡢࡼ࠺  ➼ศࡍࡿ

㸯㸬⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡢ⬚ቨෆഃࡢᗈࡀࡾࡢ




ཧ⪃㈨ᩱ㸸་Ꮫⓗุᐃಀࡿ㈨ᩱ㛵ࡍࡿ☜ㄆ㡯
㸦KWWSVZZZHUFDJRMSDVEHVWRVJHQHUDOSGIU\XLSGI㸧
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ྜ ྠ୍ࢫࣛࢫ࡛⦪㝸⬚⭷ㄆࡵࡽࢀࡿ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࢆྵࡴ ࡣࠊྛ⬚⭷ࣉ࣮ࣛࢡࡢ⠊ᅖࢆྜィࡍࡿ ┿ ࠋ

読影者用配布資料

