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超音波内視鏡による膵臓疾患の診断
The Present Development and the Future of Endoscopic Ultrasonography in the Diagnosis of Pancreatic Diseases
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現在の超音波技術の発展は目覚ましく、超音波内視鏡の発展を考える場合には、これら優れた技術をいかに組み入れていくか
がもっとも重要なポイントである。近年、電子走査式の EUS(コンベックス、リニア、ラジアル)の発展が見られたことにより、よ
うやく超音波の新しい技術を組み入れる体勢が整ってきたと言える。また、超音波造影剤の利用も重要なポイントであり、そのた
めにも最新の超音波技術を利用していく必要がある。また、三次元画像を作成することは病変の理解を深めるだけでなく、EUS
操作の標準化ということへ道を開くことである。ここでは、これらの診断技術を膵臓疾患の診断にいかに用いるべきかについて概
説した。

As to the development of EUS, to combine the recent outstanding technique of ultrasonography is essential. Now, the
electronic scanning EUS both convex/linear type and radial type have come up to clinical setting, the time to integrate the
advanced techniques of ultrasonography into EUS technique has come. In addition, the use of contrast-enhanced agents is
another important point, to make use of the agents, EUS technology should catch up with the current level of ultrasonography. The reconstructed 3D images may not only make the interpretation of the diseases much easier, but also open the way
to the standardization of EUS procedure. Diagnostic methods mentioned in this report may be useful in the diagnosis of pancreatic
diseases.
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1．はじめに
体外式腹部超音波検査(US)の有用性は消化器領域だけで

Ultrasonography(超音波内視鏡 : 以下 EUS と略す)である。

なく他の分野においても一般に認められているものである。
US のもつ低侵襲性と近年の超音波技術の発展はその有用性

EUS は消化管内からの観察であるため、上述の artifact を減
弱できるという利点以外に、対象疾患に対して近位部位から

をますます確固たるものにしつつあると言える。

観察可能であることより、高周波数の超音波での観察が可能

膵臓疾患の診断においてもその有用性は認められている1)。
しかしながら、超音波のもつ本質的な弱点である 空気の向

になるなどの利点をも有した。
EUS は、内視鏡でありながらその本質は超音波検査であ

こう側が見えない という事実は、その大部分が消化管の背

る。近年の超音波の発展を横目で見ながらこれまで有してき

側に存在する膵臓の観察にとって少なからぬハンディとなっ

た利点だけで生き延びていくことが困難になってくるのは自

ていることも事実である。

明のことと言える。

消化管内から観察することで空気や残渣の影響をなるべく

このような状況下で EUS にも新しい機種が登場してきて

少なくしようという観点から開発されたのが Endoscopic

いる。表 1 に近年の EUS の変遷を示した。当初、メカニカル
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ラジアルスキャン方式だけであったものが、電子スキャン方

トを往復させることが十分な量の検体を採取するコツである

式のコンベックス／リニア方式で臨床に応用された。本方式
はカラードプラ断層法、パワードプラ断層法および FFT 分析

と考えている2) 3)。
また、図 5 に示すとおり、EUS-FNAB の対象疾患の血行

が可能であり血流評価を伴った疾患の診断を可能にした。ま
た、EUS 下で対象疾患に対し穿刺生検(EUS-FNAB : EUS

動態を超音波造影剤 Levovist ※を用いて観察することが穿刺

guided fine needle aspiration biopsy)が可能になるなど臨床

カラードプラ断層法やパワードプラ断層法で血流シグナルの

にもたらした恩恵は大きい。

出ない部位は壊死組織である可能性があり、血流シグナルの
認められるviable な部位から生検することが肝要である。

しかしながら、本方式は超音波での観察範囲が狭く、特に

の正診率向上のために必要なことだと考えている。すなわち、

胆道／膵臓疾患の臨床解剖を理解するのが必ずしも容易では
なかった。ラジアル方式でなおかつ疾患の血行動態を把握可
能な EUS を、との臨床からのリクエストで 2000 年 10 月に電
子ラジアル型のEUS が開発された。
本稿では、電子スキャン方式の EUS(電子コンベックス／
電子ラジアル)の膵疾患の診断における有用性について述べ
る。

2．電子コンベックス型 EUS
われわれは、1992 年から主にペンタックス製 EUS : FG32UA、FG-36UX、FG-38UX と日立メディコ製超音波診断
装置 EUB-525、EUB-6000、EUB-8500 を用いて疾患の血流
評価および EUS-FNAB を施行しその有用性について報告し
てきた2)〜 7)。
図 1 〜図 3 に使用機器を示す。また、図 4 に示すとおり内視
鏡の鉗子起上装置を用い、できるだけ同じ穿刺ルートを取ら
ず、対象腫瘍内で穿刺針に陰圧をかけた状態で異なったルー
表 1 ：超音波内視鏡の近年の進歩

図 2 ：超音波診断装置
日立メディコ製 EUB-6000（左）と EUB-8500（右）を示す。

Mechanical radial scan method
Hemodynamics

Linear or curved-linear type EUS
with electronic scanner
EUS-FNAB
Electronic radial EUS
-most recently designed for clinical use-

図 3 ：穿刺針
ペンタックス製 NS1618S-22M を示す。本穿刺針は 22G の
穿刺針であり、スタイレットと外筒および穿刺針から構成され
ている。

down
down
図 1 ：超音波内視鏡
ペンタックス製超音波内視鏡 FG-36UX の全体像と先端部分を
示す。先端部分からは、超音波内視鏡下穿刺用の穿刺針が出さ
れている。
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図 4 ：組織採取法
鉗子起上装置を用いて腫瘍内で異なる穿刺ルートを選択し、穿
刺をくり返すことで穿刺針内に組織を 詰め込む 感覚が大切
である。

図 6 は、穿刺検体と切除標本を示す。造影エコーで血流シ
グナルが得られなかった部位は切除標本でも壊死部分であり、
術前診断が確認された。
EUS-FNAB による膵疾患診断の正診率は約 90% と良好な

電子ラジアル型プローブを装着している。
図 8 は、Landrace Yorkshire(20kg)を対 象 に行 った preclinical study の結果である。本内視鏡を用いることで従来の
メカニカルラジアル型 EUS と同等の B-mode 画像が得られ、

成績を示した。
しかしながら、EUS-FNAB に起因したと考えられる腹膜
播種の症例を経験しており8)、消化管壁外病変に対するEUSFNAB の適応は慎重である必要がある3)。
CD(PD)-EUS
Plain-EUS

a

b
a
b
図 7 ：超音波内視鏡システム
ペンタックス製超音波内視鏡 EG-3630UR の全景(a)と先端部
分(b)を示す。
表 2 ：超音波内視鏡機能の比較

a

a

b

b

c

c

図 5 ：膵腺胞細胞癌
a ：B-mode 画像ではプローブ近位側の無エコーに近い領域と
低エコー領域および遠位側の高エコー領域からなる腫瘍で
あった。
b、c ：カラードプラ断層法およびパワードプラ断層法での
plain 画像(上段)と Levovist を用いた造影画像(下段)を示
す。プローブ遠位側の高エコー部分からは血流シグナルが
得られず壊死組織であることが疑われた。
CD ： color Doppler、PD ： power Doppler
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超音波
機能

内視鏡
機能

周波数
超音波画角
表示モード

PENTAX
EG-3630UR

OLYMPUS
GF-UM240

電子ラジアル

メカニカルラジアル

5 /7.5 /10 MHz

7.5 / 12MHz

270度

360度

B / M / D / *CDFI / *PDFI

B

直視

50度前方斜視

視野方向
最大径
有効長
湾曲角

12.6 mm

10.5 mm

1250 mm

1055 mm

U / D : 130 / 90度

U / D : 130 / 90度

R / L : 120 / 120度

R / L : 90 / 90度

*CDFI・・color Doppler flow imaging
*PDFI・・power Doppler flow imaging

a：胆嚢壁 7.5MHz

b：胃壁 7.5MHz

c：肝静脈 CDFI 7.5MHz

d：肝静脈 PDFI 7.5MHz

cc

図 6 ：膵腺胞細胞癌
a ：図-5 で血流シグナルが得られた低エコー部分を viable な領
域と考え、同部位から超音波内視鏡下穿刺生検を施行した。
b ：得られた病理組織標本にて膵腺胞細胞癌と診断された。
c ：切除標本である。腫瘍の中心部は壊死組織であり、術前の
血行動態評価が適切であったことが確認された。

3．電子ラジアル型 EUS
e：腹部大動脈 PD 7.5MHz

先に述べたようにわれわれはペンタックスと日立メディコ
の協力にて、2000 年 10 月から電子ラジアル型 EUS を使用す
る機会を得た。当初は動物実験を行い、2001 年 2 月から臨床
応用を開始した9)。図 7 に電子ラジアル型 EUS ： EG-3630UR
(Pentax)を示す。また、表 2 に主要諸元を示す。EG-3630UR
は、直視型内視鏡であり、先端部分に 270 °の画角を有する

図 8 ：動物実験
a ：胆嚢壁は一層の高エコーに描出された。
b ：胃壁は五層構造に描出された。
c、d ：肝静脈がカラードプラ断層法およびパワードプラ断層法
で描出された。
e ：腹部大動脈に対して FFT 解析が可能であった。
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さらにラジアル型 EUS としては初めてカラードプラ断層法、
パワードプラ断層法およびドプラ解析が可能であることを示

図 10 は、膵体部の膵管内乳頭腫瘍症例である。同様に電
子ラジアル型 EUS では、artifact の減弱によって内部構造が

した。

より鮮明になった。

以下、臨床症例について示す。
図 9 は、膵体部の膵嚢胞症例である。7.5MHz のメカニカ
ルラジアル型 EUS と同周波数での電子ラジアル型 EUS の比
較であるが、電子ラジアル型 EUS では、各種 artifact が減弱
し明瞭な画像が得られた。

電子走査型 EUS では、カラードプラ断層法、パワードプラ
断層法での観察が可能であり、また、超音波造影剤を用いた
造影エコー法が施行できる。
図 11 は、膵頭部の膵管癌症例である。Plain のパワードプ
ラ断層法では、腫瘍周囲にわずかに血流シグナルを認める。
超音波造影剤 Levovist を静注すると、腫瘍周囲の血流シグ
ナルの増強が見られたが腫瘍内には明らかな血流シグナルの
増強が認められず、乏血性の腫瘍であると診断可能である。
B-mode 画像とあわせ膵管癌と診断される。
2001 年夏からは、日立メディコの協力を得て、ティッシュ

a ： 7.5MHz メカニカルラジアル
a

b ： 7.5MHz
b 電子ラジアル

図 9 ：膵嚢胞
a ：メカニカルラジアル型超音波内視鏡(7.5MHz)での画像を
示す。特にプローブ近位側の artifact のため十分な観察が
困難であった。
b ：電子ラジアル型超音波内視鏡(7.5MHz)での画像を示す。
Artifact が減弱し、嚢胞および背側の門脈が明瞭に描出さ
れた。

ハーモニックイメージング法での観察が可能になっている。
図 12 は、膵体部の膵管内乳頭腫瘍症例である。ファンダ
メンタル イメージング法での電子ラジアル型 EUS 画像に比
較し、さらに明瞭な画像が得られている10)。
また、2003 年 3 月からは、日立メディコ製 EUB-8500 に
EUS で wide-band pulse inversion 法が使用可能な装置が試
作され、ティッシュハーモニックイメージング法だけではな
く、造影モードにおいてもより詳細な所見が得られるように
なり、検討を進めている。

a
a ： 7.5MHz メカニカルラジアル

b
b ： 7.5MHz
電子ラジアル

図 10 ：膵管内乳頭腫瘍
a ：メカニカルラジアル型超音波内視鏡(7.5MHz)での画像を
示す。artifact のため腫瘍内部の十分な観察が困難である。
b ：電子ラジアル型超音波内視鏡(7.5MHz)での画像を示す。
Artifact が減弱し、腫瘍内の隔壁および壁在結節が明瞭化
した。

a ： Fundamental
a B モード

b ： d-THIbモード

図 12 ：膵管内乳頭腫瘍
a ：電子ラジアル型超音波内視鏡での画像を示す。多房性嚢胞
性腫瘍が明瞭に描出された。
b ：ティッシュハーモニックイメージング法での観察では、
artifact がさらに減弱するとともにコントラスト分解能が
向上しより詳細な観察が可能であった。

4．将来展望
a
a ： B モード

b
b ：造影前パワードプラ

c
c ：造影後パワードプラ

図 11 ：膵管癌
a ：膵頭部に境界明瞭で辺縁が不整な低エコー腫瘍(矢印)が認
められた。
b ：plain のパワードプラ断層法での画像を示す。腫瘍辺縁に
血流シグナルが認められた。
c ：Levovist を用いたパワードプラ断層法での造影超音波内
視鏡での画像を示す。腫瘍辺縁の血流シグナルは増強した
が、腫瘍自体には明らかな血流シグナルの増強は認められ
なかった。
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現在、電子スキャン方式の超音波内視鏡を用いることで、
体外式腹部超音波検査で普通に行われている内容のことにか
なり近いところまできたと言える。問題点としては、プロー
ブそのもののパワーが弱く、せっかくの software を十分に活
用しきれていないことがあげられる。この点は、メーカーサイ
ドの更なる研究開発を期待したい。また、近いうちに次世代
の超音波造影剤が上梓されれば、現在のシステムでも十分対
応可能であることを確認しており、一刻も早い超音波造影剤
の発売を望みたい。

また、新たな展開として EUS の三次元画像をあげること
ができる。
図 13 は、分枝型膵管内乳頭腫瘍の EUS 画像から作成した
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図 13 ：膵管内乳頭腫瘍
a ：膵頭下部の膵管内乳頭腫瘍症例を示す。拡張した主膵管(矢
頭)と膵頭下部に存在する嚢胞性疾患(矢印)が三次元表示さ
れた。
b、c ：カラードプラ断層法下での三次元画像を示す。上腸間膜
静脈と膵頭部に分布する血管(ともに矢頭)が明瞭にカラー
表示され全体像の把握に有用であった。c は、b の画像をや
や異なる角度から見た画像である。
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図 14 ：正常膵体部の三次元画像
a ：B-mode の EUS 画像から作成した正常膵体部の三次元画
像である。
b、c ：カラードプラ断層法の EUS 画像から作成した正常膵体
部の三次元画像である。脈管をカラー表示することで解剖
の理解がより容易になる。
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