
5 結　核　検　診

 1 実施状況
　受診者数は、65 ,088名（間接撮影 41 , 820名，デジタル撮影 23 , 268名）で、要精検者数は
964名（間接撮影437名，デジタル撮影527名）であり要精検率は1 .5％ ︵間接撮影1 .0％，デ
ジタル撮影2 .3％）であった。

 2 検診方法
　胸部X線間接撮影（100ｍｍミラーカメラ）、または胸部X線デジタル撮影による背腹1方向撮影

 3 判定方法
　呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。
　なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

 4 精度管理
　結核検診の精度の維持・向上を図るために、第三者が実施する外部精度管理に参加。

精　度　管　理　名 実　施　団　体
フィルム評価会 結核予防会胸部検診対策委員会 精度管理部会
胸部エックス線写真 精度管理調査 全国労働衛生団体連合会 総合精度管理委員会

　前年度と比較し、受診者数が1 ,429人増加した。要精検率は、昨年同様1 .5％であった。
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表1 性・年齢階級別判定内訳（間接撮影）
受診者数 異常認めず　 　︵％︶ 精 検 不 要　　  ︵％︶ 要  精  検　  ︵％︶

男

19歳以下 990 967 ︵97 .7︶ 15 ︵1 .5︶ 8 ︵0 .8︶
20 ～ 24歳 2 ,455 2 ,399 ︵97 .7︶ 43 ︵1 .8︶ 13 ︵0 .5︶
25 ～ 29歳 2 ,908 2 ,804 ︵96 .4︶ 86 ︵3 .0︶ 18 ︵0 .6︶
30 ～ 34歳 2 ,911 2 ,767 ︵95 .1︶ 133 ︵4 .6︶ 11 ︵0 .4︶
35 ～ 39歳 2 ,829 2 ,627 ︵92 .9︶ 185 ︵6 .5︶ 17 ︵0 .6︶
40 ～ 44歳 2 ,696 2 ,433 ︵90 .2︶ 229 ︵8 .5︶ 34 ︵1 .3︶
45 ～ 49歳 2 ,313 2 ,061 ︵89 .1︶ 223 ︵9 .6︶ 29 ︵1 .3︶
50 ～ 54歳 2 ,857 2 ,493 ︵87 .3︶ 326 ︵11 .4︶ 38 ︵1 .3︶
55 ～ 59歳 2 ,479 2 ,107 ︵85 .0︶ 321 ︵12 .9︶ 51 ︵2 .1︶
60 ～ 64歳 1 ,480 1 ,209 ︵81 .7︶ 222 ︵15 .0︶ 49 ︵3 .3︶
65 ～ 69歳 392 320 ︵81 .6︶ 55 ︵14 .0︶ 17 ︵4 .3︶
70歳以上 113 87 ︵77 .0︶ 18 ︵15 .9︶ 8 ︵7 .1︶
計 24 ,423 22 ,274 ︵91 .2︶ 1 ,856 ︵7 .6︶ 293 ︵1 .2︶

女

19歳以下 619 608 ︵98 .2︶ 10 ︵1 .6︶ 1 ︵0 .2︶
20 ～ 24歳 1 ,787 1 ,747 ︵97 .8︶ 36 ︵2 .0︶ 4 ︵0 .2︶
25 ～ 29歳 2 ,205 2 ,153 ︵97 .6︶ 48 ︵2 .2︶ 4 ︵0 .2︶
30 ～ 34歳 1 ,640 1 ,601 ︵97 .6︶ 36 ︵2 .2︶ 3 ︵0 .2︶
35 ～ 39歳 1 ,892 1 ,830 ︵96 .7︶ 53 ︵2 .8︶ 9 ︵0 .5︶
40 ～ 44歳 2 ,259 2 ,148 ︵95 .1︶ 92 ︵4 .1︶ 19 ︵0 .8︶
45 ～ 49歳 2 ,162 2 ,016 ︵93 .2︶ 130 ︵6 .0︶ 16 ︵0 .7︶
50 ～ 54歳 2 ,139 1 ,926 ︵90 .0︶ 176 ︵8 .2︶ 37 ︵1 .7︶
55 ～ 59歳 1 ,697 1 ,544 ︵91 .0︶ 133 ︵7 .8︶ 20 ︵1 .2︶
60 ～ 64歳 739 624 ︵84 .4︶ 95 ︵12 .9︶ 20 ︵2 .7︶
65 ～ 69歳 206 171 ︵83 .0︶ 27 ︵13 .1︶ 8 ︵3 .9︶
70歳以上 52 37 ︵71 .2︶ 12 ︵23 .1︶ 3 ︵5 .8︶
計 17 ,397 16 ,405 ︵94 .3︶ 848 ︵4 .9︶ 144 ︵0 .8︶

総　　数 41 ,820 38 ,679 ︵92 .5︶ 2 ,704 ︵6 .5︶ 437 ︵1 .0︶

表2 性・年齢階級別判定内訳（デジタル撮影）
受診者数 異常認めず 　　︵％︶ 精 検 不 要　　  ︵％︶ 要  精  検　  ︵％︶

男

19歳以下 107 99 ︵92 .5︶ 6 ︵5 .6︶ 2 ︵1 .9︶
20 ～ 24歳 706 685 ︵97 .0︶ 18 ︵2 .5︶ 3 ︵0 .4︶
25 ～ 29歳 1 ,468 1 ,408 ︵95 .9︶ 54 ︵3 .7︶ 6 ︵0 .4︶
30 ～ 34歳 1 ,419 1 ,331 ︵93 .8︶ 74 ︵5 .2︶ 14 ︵1 .0︶
35 ～ 39歳 1 ,690 1 ,581 ︵93 .6︶ 91 ︵5 .4︶ 18 ︵1 .1︶
40 ～ 44歳 2 ,311 2 ,105 ︵91 .1︶ 182 ︵7 .9︶ 24 ︵1 .0︶
45 ～ 49歳 2 ,032 1 ,777 ︵87 .5︶ 227 ︵11 .2︶ 28 ︵1 .4︶
50 ～ 54歳 1 ,639 1 ,389 ︵84 .7︶ 219 ︵13 .4︶ 31 ︵1 .9︶
55 ～ 59歳 1 ,525 1 ,238 ︵81 .2︶ 240 ︵15 .7︶ 47 ︵3 .1︶
60 ～ 64歳 1 ,203 985 ︵81 .9︶ 182 ︵15 .1︶ 36 ︵3 .0︶
65 ～ 69歳 521 365 ︵70 .1︶ 125 ︵24 .0︶ 31 ︵6 .0︶
70歳以上 567 300 ︵52 .9︶ 202 ︵35 .6︶ 65 ︵11 .5︶
計 15 ,188 13 ,263 ︵87 .3︶ 1 ,620 ︵10 .7︶ 305 ︵2 .0︶

女

19歳以下 46 45 ︵97 .8︶ 1 ︵2 .2︶ 0 ︵0 .0︶
20 ～ 24歳 348 340 ︵97 .7︶ 6 ︵1 .7︶ 2 ︵0 .6︶
25 ～ 29歳 584 565 ︵96 .7︶ 16 ︵2 .7︶ 3 ︵0 .5︶
30 ～ 34歳 539 518 ︵96 .1︶ 17 ︵3 .2︶ 4 ︵0 .7︶
35 ～ 39歳 743 696 ︵93 .7︶ 41 ︵5 .5︶ 6 ︵0 .8︶
40 ～ 44歳 1 ,142 1 ,069 ︵93 .6︶ 63 ︵5 .5︶ 10 ︵0 .9︶
45 ～ 49歳 1 ,051 952 ︵90 .6︶ 87 ︵8 .3︶ 12 ︵1 .1︶
50 ～ 54歳 936 845 ︵90 .3︶ 80 ︵8 .5︶ 11 ︵1 .2︶
55 ～ 59歳 751 650 ︵86 .6︶ 82 ︵10 .9︶ 19 ︵2 .5︶
60 ～ 64歳 561 453 ︵80 .7︶ 92 ︵16 .4︶ 16 ︵2 .9︶
65 ～ 69歳 312 235 ︵75 .3︶ 63 ︵20 .2︶ 14 ︵4 .5︶
70歳以上 1 ,067 580 ︵54 .4︶ 362 ︵33 .9︶ 125 ︵11 .7︶
計 8 ,080 6 ,948 ︵86 .0︶ 910 ︵11 .3︶ 222 ︵2 .7︶

総　　数 23 ,268 20 ,211 ︵86 .9︶ 2 ,530 ︵10 .9︶ 527 ︵2 .3︶
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