
【はじめに】血管エコーは大動脈から体表面にある小

さな血管まで評価することが可能であり、血管の評価

において有用な検査法の 1つである。しかし、エコー
は検査者の技術、知識、経験に依存するため、誰がや

っても同じ画像にならないという欠点もある。今回の

講演では、良好な画像を描出するためのポイントや、

知っておくとよい症例などを中心に解説する。

【プローブを使いこなす】血管エコーは基本的にはリ

ニアプローブを使用することが多いが、体表面の血管

を観察したい場合、高周波のプローブがあれば積極的

に使用し、逆に血管が深部に位置し描出が難しい場合

は周波数の低いコンベックスやセクタプローブにかえ

て検査を行う必要がある。例えば、椎骨動脈に逆流を

認めた場合、鎖骨下動脈の狭窄または閉塞が疑われる

ため、鎖骨下動脈を観察する必要があるが、リニアプ

ローブでは鎖骨に当たってしまい、うまく中枢側が描

出できない場合がある。その時はサイズが小さいセク

タプローブやマイクロコンベックスプローブを使うと

鎖骨下動脈がより中枢側まで描出できる場合がある。

また、体表面の血管を描出するときはプローブの圧排

によって血管が潰れてしまうことも少なくない。その

場合はゼリーを大量に塗って検査するか、音響カプラ

を使用すると、血管がより明瞭に描出することができ

る。パルスドプラ法を用いて血流計測を行う場合は、

ドプラ入射角が大きくなるとその計測値の信頼性は低

下するため、入射角を小さくする努力が必要となる。

狭窄による高速血流を正確に計測する場合は、プロー

ブが小さく、ドプラ入射角を小さく計測することがで

きるセクタプローブが有用となることが多い。

【アプローチの仕方や患者の体勢を工夫する】プロー

ブのあて方を少し工夫するだけでも血管の評価に違い

が出ることがある。例えば、血管の長軸像をビームと

ほぼ直角に描出してしまうと血流シグナルがうまくの

らなかったり、ドプラ入射角が大きくなり血流評価の

信頼性が低下するときがある。その時はプローブを少

し傾けてみるだけで、血管が斜めに描出されるため、

血流シグナルがより鮮明となり、入射角も小さくなる。

血管を描出する際、どこからアプローチするかが重要

となる。例えば、大腿静脈の末梢側は背側を走行する

ことが多く、下肢の前方からアプローチすると、血管

が深部に位置するため、血管が鮮明に描出できないこ

とがある。その時は後方からプローブを当てると、大

腿静脈は前方よりも表面に位置しており、より鮮明に

描出が可能である。講演では実際に後方からのアプロ

ーチで血栓をとらえた症例を提示する。また、患者の

体位を少し注意することによって、画像がより鮮明に

描出できることがある。下肢静脈エコーで下腿の静脈

を観察する際、座位で観察することが多いが、寝たき

りの患者や麻痺などの影響で座位になれない場合もあ

る。その際、可能ならば膝を曲げたり、外転させるこ

とで下腿の観察部位を確保することができる。

【病態を理解する】頸動脈エコーが有用であった 2例
を提示する。基本的に左椎骨動脈は左鎖骨下動脈から

分岐するが、大動脈の分岐形態は多彩で、左椎骨動脈

が大動脈弓から直接分岐している場合がある。そのよ

うな患者が左鎖骨下動脈に狭窄や閉塞があっても、椎

骨動脈の逆流が認められないため、鎖骨下動脈を観察

しなければ見逃してしまうことがある。

一過性脳虚血発作（TIA）を数回繰り返す患者の頸
動脈エコーを施行した際、右鎖骨下動脈に可動性プラ

ークを認めた。しかし、右鎖骨下動脈の可動性プラー

クが TIAの原因とは考えにくく、中枢側にも何か異常
があるのではないかと疑い、さらに観察したところ、

腕頭動脈にも可動性プラークを認めた。腕頭動脈の可

動性プラークの報告は少ないが、実際には腕頭動脈や

鎖骨下動脈まで観察しておらず、プラークの検出がで

きていないといった症例もあるのかもしれない。今回

のように TIAを繰り返す症例には,総頸動脈より中枢
側にも塞栓源があると推測し,エコーにて鎖骨下動脈や

腕頭動脈も評価する必要があると思われた。

【まとめ】簡単ではあるが明日から活用できそうなポ

イントを解説し、参考になりそうな症例を報告した。

装置を使いこなし、患者の体位変換やアプローチの仕

方を工夫するだけでも、十分に良好な画像が描出でき、

多くの症例を経験し病態を理解することで、診断に役

立つ所見が得られる。今の自分をさらに高めるために、

日々いどみ続けなければならない。

連絡先：088－886-5811（内線：22110）

明日から変わる血管エコー！

◎宮元 祥平 1)

高知大学医学部付属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

肝胆膵領域の超音波検査では患者の体形や消化管ガ

スなどの影響により、目的の臓器や部位が描出不良と

なることは少なくない。あきらめて報告書に「描出不

良」と記載するのは簡単ではあるが、検査者の工夫に

より超音波画像が得られれば、検査はより有用なもの

となる。

基本的な走査法で描出できない場合でも、体位変換

やプローブの設定、呼吸や圧迫といった「テクニック」

により描出できる例が数多くある。

今回は、日常検査で遭遇する各臓器の描出不良例に

対して、有効となる「テクニック」を画像や動画を交

えて紹介していく。また、おさらいとして、肝胆膵の

基本的な走査法に加え、見落としの少ない走査法のコ

ツも提示していく。

【肝臓】

・左側臥位、右側臥位

・肋間走査で呼気または吸気

・高周波プローブの使用

【胆嚢】

・左側臥位

・肋間走査、右側腹部からの走査

・高周波プローブの使用

【胆管】

・左側臥位

・高周波プローブの使用

【膵臓】

・左側臥位、座位、右側臥位

・左肋骨弓下走査、左肋間走査

・高周波プローブの使用

【おわりに】

　描出不良に対して、それを回避する手数（走査法）

が多いほど、描出できる可能性は高くなる。しかし、

これらの方法で必ずしも明瞭な画像が得られるとは限

らない。超音波検査にはその特性上、限界があり、ど

う頑張っても描出できないことがある。そのような描

出不良例に対してむやみに様々な方法を試みても、結

局は描出できずに終わってしまい、時間だけがかかっ

てしまうことになる。

　日常の検査では限られた時間内に件数をこなさなけ

ればならない。そのような中で効率よく検査を進めて

いくには、その時の状況に合わせて最適の描出法を選

択し、描出できないと思ったら見切りをつけて切り上

げる、といった判断が必要となってくる。このあたり

は経験を重ねていくしかない。

　今回提示する描出法はありふれた方法が多いが、も

しもまだ試みたことがない方法があれば、ぜひ明日か

らの検査で試していただきたい。

連絡先　0853-22-5111（6461）

「描出不良」で諦めない!!死角をなくすテクニック

◎多久和 昇吾 1)

島根県立中央病院 1)

シンポジウム



【はじめに】乳腺甲状腺に代表される表在超音波は比

較的浅い部位を見るため、存在診断は比較的容易であ

ると考えがちである。しかし質的な判断を求められる

場面も多く、超音波所見により診断が大きく左右され

る。そのため良悪の鑑別のポイントをどこに重点を置

いて観察すべきか、形状の捉え方とともにスキャンの

ポイントと機器設定を合わせて提示する。

【走査条件のポイント】1.視野深度は4cm〜5cmで設定

し、乳房の大きさによって適宜拡大・縮小を行う。大

胸筋までが明瞭に描出できることが重要である。乳房

の厚みで深部減衰が強い場合は肩を開くように腕を挙

上し、乳腺が薄くなるような工夫をする。顔は検査を

していない方に傾けるとさらに内側の皮膚が綺麗に伸

びる。2.フォーカスの位置は適宜動かすことが重要で

ある。スクリーニングの際は乳腺に合わせるが、境界

部や乳管内進展を観察する場合は関心領域にフォーカ

スを合わせることで視認性が向上する。3.走査画像設

定は適正にその都度調節することが重要だが、まずは

Bモードで乳房の構成を把握し、病変に気づくことが重

要である。「何か周囲と違う」「乳腺の流れに抵抗す

るものがある」という認識ができたら、探触子を多方

向からゆっくりと動かすことで、病変が明らかになる。

4.ゲインの調整は重要なポイントである。ダイナミッ

クレンジによるグレースケールの調整は知っておくこ

とが大切であるが、その都度変えなくても良い。異な

る周波数コンパウンド法によるスペックル低減効果や

アプリケーションにより高精細なBモード画像で組織の

境界など、構造視認性を高める機能も充実してきてい

る。しかしこれらはまず基本の走査ができてはじめて

効果的な画像が得られることになる。

撮像チェックポイント①モニタに映った画像の明るさ、

コントラスト、フォーカスは合っているか②大胸筋ま

で乳房全体が明瞭に描出できているか③ビームがまっ

すぐ入っているか④一画面の中心に関心領域があり、

周辺の乳腺が綺麗に描出されているか⑤画像⇄鑑別疾患

の合致する画像かどうか

【観察のポイント】A.腫瘤性病変　形状の観察腫瘤に

気づいたらゆっくりとプローブを動かして境界部、内

部エコー、後方エコーと全体像から内部の詳細をじっ

くりと観察する。形状の捉え方で最も重要なことの一

つは、境界部を丁寧に走査することである。腫瘤の場

合は特に良悪の鑑別ポイントとなる。悪性なら境界部

は浸潤像を呈して腫瘤の一部または全体が粗ぞうもし

くは不明瞭となり、良性もしくは嚢胞性病変なら被膜

で覆われているため全てが明瞭平滑となる。これらは

当たり前の所見であるが、境界部をいかに真の病変に

忠実に描出できるかによって良悪性の鑑別が可能とな

る。フォーカスを合わせて探触子をゆっくりと動かし、

病変の形状に合わせてビームを入れる、すなわちプロ

ーブをしっかりと当てることが重要である。

＜内部エコーのチェック項目＞①嚢胞性の場合：壁の

構造（厚み・不規則な形状）、流動性の有無充実部の

有無、後方エコー、血流パターン②充実性の場合：エ

コーレベル（高・低・嚢胞変性・均質・不均質など）、

石灰化（点、状・粗大）境界部が良悪性の鑑別点で最

も重要であるが、さらに内部エコーの組織特性を読む

ことで病変部の推測が可能となる。

B.非腫瘤性病変　非腫瘤性病変の場合は境界部や病変

の形状から良悪、すなわち乳腺症と非浸潤性乳管癌

（DCIS）の鑑別は困難なことが多い。両者の鑑別は病

変部の分布と参考所見が重要で、乳腺を腺葉系として

捉え区域を意識した撮像が必須である。そのために回

転操作や遠心性、求心性操作が必要である。①低エコ

ー域：乳腺症では両側低エコー域を多数認める。左右

差、点状高エコーの有無のチェックが重要。②石灰化

の描出：点状高エコーの区域性分布は超音波では把握

が困難な場合が多いが、集簇性の場合は注意が必要で

ある。音速補正やコントラストの調整で視認性を上げ

る工夫をする。③構築の乱れ：クーパー靭帯の陰を構

築の乱れと誤認することがあるが、必ず多方向で一点

に集中する歪みを確認することが重要である。これら

に加え乳腺症を背景としたDCISや浸潤癌の存在の頻度

は多く、参考所見なくしては指摘が困難であると言っ

ても良い。

【まとめ】走査方法や画像設定を変えることで病変を

捉え、鑑別疾患を考えることが重要である。病変部の

特徴的な所見を撮像するには腫瘤の場合は形状、非腫

瘤の場合は分布の把握が特に大切である。

連絡先　086-252-2211（内線 13161）

形状を見るコツ　とらえるコツ

◎河田 晶子 1)

社会福祉法人恩賜財団 岡山済生会総合病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

心エコー図検査では得られた画像やドプラ波形を計測

することで左室機能や弁膜症の重症度などの病態を把

握するため，画像の質が検査の質や精度に直結する．

患者の状態や体形，病態により描出不良となる例もあ

るが，検査時間の許す範囲で常にその患者における最

も美しい画像を得る努力をしなければならない．その

ためには画像調整の手段をできるだけ多く知っておく

必要がある．本セッションでは心エコー図検査におい

て，より美しい画像を描出するテクニックを紹介する．

【プローブ操作と患者体位】

　プローブから送信された超音波を対象までいかに届

かせるか，反射した超音波を効率的に受信できるかを

考えながらプローブを操作しなければならない．　

Bモードでは対象物に対して超音波を垂直に当てる
ことを常に意識する．傍胸骨左室長軸像において左室

径，左室流出路径を計測する際は肋間をずらしながら

できる限り対象物に対して超音波が垂直にあたるウイ

ンドウを検索する．僧帽弁の観察では弁に対する超音

波の入射角によって弁が肥厚したように観察される場

合があり注意が必要である．

　超音波では見たい対象の前に音響窓を置くことで明

瞭に描出される例がある．下行大動脈の観察では左心

室や左房が，左心耳を観察場合は肺動脈が，大動脈弁

逆流患者の横隔膜下腹部大動脈を観察する場合は脾臓

や左胸水が音響窓となるため，操作法を覚えておくと

便利である．

　心エコー図検査は左側臥位で心臓を胸壁に近づける

ことが重要である．しかし，血流に対して超音波を垂

直にあてることで明瞭かつ正確な波形が得られるドプ

ラ法では対象の血流に合わせてアプローチ部位の工夫

をするのはもちろん，体位変換を行いドプラ入射角を

小さくする努力が必須となる．また，Bモード法，ド
プラ法ともに右胸壁アプローチを追加することで，よ

り診断価値の高い画像取得へつながる例も多い．右胸

壁アプローチは大動脈弁狭窄症における必須の手技で

あることは知られているが，上行大動脈や上大静脈，

右心耳，心房中隔の描出にも極めて有効なアプローチ

となるので是非実施していただき手技である．

[画像調整と超音波物理]
プローブ操作の工夫や患者体位の調整のみによる画像

描出には限界がある．左手を動かし，装置の設定を調

整することで描出しにくい患者の画像はより見やすく，

美しい画像はより美しくなる．特に心エコー図検査で

は壁厚や左室内径の計測，左室のボリューム計測をす

るにあたり心腔内の血液をより黒く描出しかつ心筋と

の境界を明瞭に描出することが必要である．そのため

にはゲインや視野深度の調整のみでなく，STC 
(TGC)やフォーカスを最適化し，超音波の透過性や距
離-方位分解能，時間分解能を超音波物理の特性をほん
の少し理解したうえで，個々の患者に合わせて画像を

作らなくてはならない．

山口大学医学部附属病院　超音波センター

0836-22-2611

心臓編-工夫したいでここまで見える-

◎有吉 亨 1)

山口大学医学部附属病院 1)

シンポジウム



【はじめに】

腹部エコー検査において，消化管の評価への苦手意識

は未だ残っていることは否めない．しかし，臨床から

の依頼目的に消化管の評価を含めたものあることなら

需要は高まっていると思われる．また，臨床症状から

消化管疾患を考慮して評価すべき状況にも遭遇するは

ずである．今回，日常的な腹部エコー検査における消

化管エコー取り組み方などを解説する．

【消化管の解剖学的理解と系統的走査による観察】

すべての領域の検査に共通していえることであるが，

解剖学の理解は必須である．消化管に関しては固定さ

れている部位（腹部食道，十二指腸，上行結腸，下行

結腸，直腸）を目印に管腔構造を追跡し，消化管エコ

ー研究会で推奨されている系統的走査法を行う．評価

においては，「診断に役に立つ 10のポイント」を理解
し，実践することが基本となる（１．部位，２．壁の

厚み，３．層構造，４．エコーレベル，５．壁の変形，

６．内腔の拡張・狭小化，７．壁の硬さ，８．蠕動，

９．壁外の変化，10．血流評価）．
【日常検査に消化管を観察する】

2021年 4月から 7月に当院で施行した腹部エコー
897件の検査目的について調査した結果，明確に消化
管が目的としたのは 2％．腹部症状の原因検目的は 4％
であった.消化管癌の治療前評価も合わせて 10％未満で
あった．病変の発見には，消化管領域を依頼された場

合以外に偶発的に発見された場合があると思われるが，

消化管の異常所見を指摘できる目を養うためには，ま

ずは，消化管癌の治療前評価の目的などでは，必ず癌

の主病変の描出を試みることで，目を養うことが可能

である．目を養うことを継続しながら，消化管の評価

について必要に応じて行うのではなく，残りの 90％強
のようなスクリーニング検査や経過観察目的の検査に

おいても消化管疾患を想定し検査の一連の手技として

走査する習慣付けが可能であると考える. 
当院では可能なかぎり日常検査で消化管の観察を行っ

ている．日常的に消化管をみる習慣を身に付けること

が重要である，

【病変部の評価】

「診断に役に立つ 10のポイント」を軸に変部の壁肥
厚や壁構造の評価しながら，可能であれば，炎症性疾

患もしくは腫瘍性疾患などの器質的変化を評価する．

関連して周囲の臓器や組織との境界も評価も行い病態

の進行度も評価する，

【症例】

70代，女性.外科より胃癌術前の精査目的で腹部エコ
ーが依頼された．検査目的には，胃の病変部と膵との

境界の評価の依頼を明確に記されていた．境界の評価

には圧迫を加えながら胃病変部と膵表面とのズレを確

認した．

20代，男性. 主訴は，慢性的に続く下痢、臍下部痛で
あり，回腸を主病変とするクローン病と診断された．

入院加療中のエコーで病変部と膀胱の境界が不明瞭で

あり，回腸膀胱瘻を疑った．

【まとめ】

通常検査においても消化管のスキャンを含めた手技を

腹部エコー検査と位置づけることは重要である．既知

の病変がある場合は必ずエコー像を確認し経験値とす

べきである．病変部だけではなく，周囲の臓器や組織

との境界の評価も患者や臨床へ大きな貢献となる．
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