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最終講義

患者・肝臓・画像と共に歩んだ日々

肝の超音波検査について改めて語る
住野

泰清

東邦大学医学部内科学講座消化器内科学分野（大森）教授

要約：びまん性肝疾患の診断は，肝実質の組織性状解析から始まる．それには B モード超音波検査によ
る詳細な検討が必須であるが，腫瘤性病変と異なり肝全体が病変であるびまん性肝疾患では，病変と非病変
を同一画面上で比較できない．このように多少取り付きにくいびまん性肝疾患の超音波診断ではあるが，す
でに臨床現場では欠くことのできない最も身近な診断ツールとなっていることも事実である．
本講義ではこの役に立つツールをいかに考え使うかについて解説する．
東邦医会誌 64
（1）
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学生時代，医学教育の第一人者であられた本学小児科学

いただく．

教授 中山健太郎先生に「主訴と病歴で 70％ 以上の情報を

ちなみにびまん性肝疾患の診断は超音波だけでは難しい

得，基礎的検査でそれを確認し，POMR を作成して診断

ことはすでにご存知かと思われる．それ故に国家試験に出

に至る」と教えていただいた．当時の基礎的検査は採血・

題されることはまず考えられない．しかし，何らかの特徴

採尿検査と単純 X 線写真，心電図だけであった．私は卒

的所見が得られれば，患者に特別な侵襲も苦痛もあたえる

後その教えをかたくなに守り，かなり熱心に病棟で修行に

ことなく，たちどころに診断に近づくことができる．例え

励んだが，病歴聴取・診察技術の進歩は極めて緩徐であり，

ば黄疸の患者に遭遇した場合，超音波を当てて胆管の拡張

患者に申し訳ない日々を過ごしていた．そのようななか，

がなければそれだけで即，肝実質性黄疸であると判断でき，

卒後 3 年目に出会ったのが「実時間表示リニア型電子走査

診断への道のりが大きく短縮できる．これほどに患者にも

超音波装置；東芝 SAL10A」である．その装置は，当時

医者にも優しくて心強い診療ツールは他に類を見ない．

の私に連日のごとく目からうろこが落ちる経験をさせてく

本講義ではまず，びまん性肝疾患の超音波診断に際して

れた．探触子の操作に多少の慣れは必要であったが，装置

心がけるべきツボを，続いて各種肝疾患の診断に役立つ所

を正しく操作すれば肝臓，胆嚢，胆管，脾臓は手に取るよ

見について述べる．

うに見える．患者がそれらの臓器に痛みを感じているので
あれば，探触子を当てながら臓器を圧迫することにより，

検査時に心がけていること

たちどころにどの臓器が痛いか分ってしまう．体表との接

基準となる画像を常に思い浮かべながらの観察

触面がまっすぐなリニア型探触子であったため，膵臓と消

基本的にびまん性肝疾患はびまん性病変であるため，肝

化管は良好な画像が得にくかったが，それでも超音波観察

実質はどこを見ても同様の所見を呈する．したがって，異

下での触診は，熱心な若者を確実に虜にした．以来，超音

常を捉えるためには正常肝を頭の中に思い浮かべ，それと

波を実臨床のツールとして便利に使ってきたが，今回は最

比較しながら検査を進める必要がある（Fig. 1）．同じこと

終講義ということで，特に私のライフワークとしてきたび

は健常肝と異常肝の間だけでなく，異常肝と異常肝の間に

まん性肝疾患の B モード超音波検査について述べさせて

も言える．Fig. 2はともに慢性肝炎であるが，明らかに所
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B
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Fig. 1 びまん性肝疾患の超音波検査は，常に基準となる画
像を思い浮かべながら行うことが肝要である．例えばモニ
タ上に A のような画像が得られた場合，並んでいる点が粗
か密か，大きいか小さいかを直ちに判断するためには，B
の健常像を思い浮かべ頭の中で比較検討するわけである．

A

B

Fig. 3 肝実質の不整・ムラに気づく
ためには，全体を眺め渡す観察も重
要である．

Fig. 3 の「US」という大きな文字を見逃すようなことにも
なりかねない．
画面全体を眺めわたすこともまた重要である．
患者の呼吸を自由に操る
肝臓は呼吸によって多彩に移動変形し個人差も大きい．
肝全体をくまなく観察するためには，患者に合わせた呼吸
操作の習得が必要である．肝内の腫瘍を検索する場合にも
絶対に必要となるテクニックであるため，ぜひマスターし
て欲しい．
病態の解明・把握に役立つ検査を心掛ける
肝実質の所見だけでなく，肝・脾の大きさ，肝表面の形

Fig. 2 それぞれの肝疾患においても基準となる所見を会
得することが重要である．写真はいずれも慢性肝炎の肝実
質像である．多くの慢性肝炎は A のような実質像を呈する．
それを知っておけば B のメッシュワークパターン（hepatitis
B virus（HBV）慢性肝炎進行例）に気付くことは容易である．

態，腹水，脾腫，門脈側副血行路，リンパ節腫大など，病
態を表す所見は画像の中に無数にちりばめられている．い
かに拾い上げ，役立てるかが検者に問われるところである．
例えばアルコール性肝障害や原発性胆汁性胆管炎（primary biliary cholangitis：PBC）など肝の腫大性変化を基
本とする疾患において肝萎縮が認められた場合には，門脈
側副血行路による肝血流の低下や萎縮性変化を来す別の疾

見は異なる．多くの慢性肝炎が Fig. 2A のような所見を呈

患が陰に潜んでいる可能性がある．一方，本来萎縮性変化

すると仮定すると，これを頭に刻み込んでおけば Fig. 2B

を来す疾患で肝腫大が認められれば，アルコールの関与な

の粗い網目状の異常にすぐ気づき，普通の慢性肝炎ではな

どを考慮する必要がある．

いと判断できる．このように，健常肝の実質像だけでなく
各疾患の基準となるような所見を会得しておくことが，び

各種肝疾患の超音波像

まん性肝疾患の異常所見を捉えるためには必要である．そ

脂肪肝（Fig. 4）

のためには，少しでも多くの患者を経験することが重要で

脂肪肝は，さまざまな成因により肝細胞内に中性脂肪す

ある．

なわちトリグリセライドが生理的範囲を越えて蓄積した病

画面に映し出される画像全体を眺めわたす

態で，超音波検査で肝実質エコーの変化を捉えることによ

どのように小さな病変も見逃さないように画面の 1 点 1

り精度の高い診断が得られる唯一のびまん性肝疾患である．

点に集中する気持ちはよく分かるが，あまりこだわると
64 巻 1 号
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Fig. 4 脂肪肝の特徴的所見：① bright liver pattern ②
肝腎コントラスト ③肝深部エコーの減衰 ④肝内脈管の
不明瞭化 ⑤肝腎境界不明瞭化

（1）Bright liver pattern
多数の脂肪滴が音響学的な反射体となるため，肝実質全
体が微細かつ密な高エコースポットにより高輝度を呈す
る．Taylor et al１）による high-level echoes の報告以来，
脂肪肝の最も基本的な所見として用いられている．
（2）肝・腎コントラスト
脂肪滴により輝度の上昇した肝臓が，脂肪化を来さない

Fig. 5 非アルコール性脂肪性肝炎（non-alcoholic steatohepatitis：NASH）の超音波像と肝生検組織所見である．
超音波では一般的な脂肪肝の特徴的所見に加え，肝表面お
よびその近傍肝実質から深部方向に放射状に走る線状エ
コーが多数見られる．簾状エコーと呼称している．

腎や脾の実質と強いコントラストを示す所見である．
Bright liver pattern と表裏一体の所見であるが，比較対照
があるためより客観的判断ができる．ちなみにわが国では

過剰評価する可能性が高い．

昨今，脂肪肝の代名詞のごとく本所見を用いる傾向にある

参考 5：Bright pattern や深部の減衰は，ほかの疾患

が，本所見による脂肪肝診断の sensitivity は 86％ と良好

の重要な所見を隠してしまう．例えば肝硬変による粗な

であるものの，specificity は 60％ と低かった２―４）．

pattern や深部の小さな腫瘤などは，高度の脂肪肝では

参考 1：うっ血肝，胆汁うっ滞，急性肝炎，アルコー
ル性肝線維症などに bright liver pattern，肝・腎コント
ラストが見られることがある．
参考 2：若年者で健常であるにもかかわらず肝・腎コ
ントラストを呈することがある．この場合，脂肪化を来
さないはずの脾と腎の間にも脾・腎コントラストが見ら

全く見えなくなってしまう．
（4）肝内門脈枝，肝静脈枝，肝腎境界，肝側胆嚢壁など
の不明瞭化
いずれも超音波ビームの減衰や腫大した肝細胞による圧
迫を反映した所見である．
（5）簾状エコー（Fig. 5）

れるため，腎実質エコー輝度の低下による現象と思われ

もともとは脂肪化を伴う F 型アルコール性肝硬変，ア

る．いずれにせよ肝・腎コントラストが認められた患者

ルコール性肝炎などで見られる肝表面近傍から深部方向へ

においては，脾・腎コントラストを確認し，脾腎間に輝

放射状に広がる線状エコー所見であるが，飲酒歴がなくと

度差がない場合に限り肝・腎コントラスト陽性と判断す

も「高度の脂肪肝」や「非アルコール性脂肪性肝炎（non-

べきである．

５）
alcoholic steato-hepatitis：NASH）
」があ る と 発 現 す る．

（3）肝深部エコーの減衰

いまだ成因は不明な部分が多いが，現在最も問題視されて

多数の脂肪滴による反射，散乱が，超音波ビームの深部

いる疾患の 1 つである「非アルコール性脂肪性肝炎」の拾

への到達を妨げ，深部エコーの減衰を来す．脂肪肝以外で

い上げ，そのための肝生検施行対象の囲い込みに有用と思

認められることはまれであり，特異性の高い所見である．

われ検討中である．

参考 3：腹壁厚が 3 cm 以上の患者では，腹壁による

以上の特徴的所見は脂肪化の程度に従い変化するため，

深部エコーの減衰を来すため，
本所見の信頼性は低下する．

診断のみならず，経過観察にも有用である．ただし最近の

参考 4：高周波数探触子や tissue harmonic imaging

進化した装置では深部の診断能が向上した代償として，減

では，超音波ビームの減衰を来しやすいため，脂肪化を

衰や血管不明瞭化などの特徴的所見が得にくくなり，軽度
東邦医学会雑誌・2017 年 3 月
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Fig. 6
A：肝硬変の実質像．低エコーの再生結節が散在している
B：Hepatitis B virus（HBV）前肝硬変に見られる典型的メッシュワークパターン
C：原発性胆汁性胆管炎の肝 S6-7 亜区域に見られる wire-netting appearance
D：自己免疫性肝炎の極めて不整な実質像

脂肪肝の診断は困難となった．肝腎コントラストはこれま

間を埋める低エコー域とで構築され，全体としては健常肝

で通りとらえることができるが，それを画一的に脂肪肝と

と比べて低エコーで粗い印象を受ける．また再生結節が円

診断すると，胆汁うっ滞やうっ血肝など，より重大な疾患

形の低エコー域として散在性またはびまん性に認められる

の診断を遅らせてしまう可能性もある．少し意味合いは異

ことが多い（Fig. 6A）．

なるが NASH の場合には，気づかないと肝硬変，肝癌合

参考 6：B 型肝炎ウイルスによる肝硬変および前硬変

併に至る６）とされており，これも確実な脂肪肝の診断が重

では，低エコー結節が密に並び，全体として小網目状

要である．そこでわれわれは，まず肝腎コントラストで拾

（メッシュ・ワーク・パターン７））を呈する頻度が高い

い上げ，それだけが陽性の場合には脂肪肝の可能性を示唆

（Fig. 6B）．

するにとどめ，同時に深部の減衰が認められれば中等度以

参考 7：PBC では，B 型肝硬変のメッシュワークに類

上の脂肪化，さらに簾状エコーがあれば高度脂肪化ないし

似の所見が約 30％ に認められ，診断の契機になること

は NASH の可能性を記載するようにしている．

がある．臨床的有用性が高く，現在 wire-netting appear-

慢性肝炎・肝硬変（ウイルス性）

ance と呼称し検討中である（Fig. 6C）．

慢性肝炎の診断に寄与しうる特異的な所見はない．とく

参考 8：自己免疫性肝炎では，強い壊死炎症のムラを

に初期慢性肝炎においては，健常肝と鑑別することすら困

反映し，不整な実質を呈する症例が多い．門亢症や肝の

難である．一方，肝硬変は肝自体および肝周囲に数々の特

萎縮を来す前に高度の不整を呈するようになるため，診

徴的所見を呈する．慢性肝炎から肝硬変への変化は，シー
ムレスに続く一連の病変増悪過程であり，進行した慢性肝

断の助けになることがしばしばある（Fig. 6D）．
（3）肝内血管の狭小化，不明瞭化

炎は徐々に肝硬変の特徴像を身にまとい始める．食道静脈

再生結節による圧迫で，門脈，肝静脈の血管壁は凹凸不

瘤や肝細胞癌の合併もこの時期から急増する．進行した慢

整となり，さらに進行すると内腔狭小化を来す．最終的に

性肝炎にいち早く気づくことが臨床上重要であり，ゆえに

は血管系の観察が極めて困難になる．

肝硬変の所見について解説する．
（1）肝表面の凹凸

（4）門脈側副血行路
門脈圧亢進により，食道静脈瘤に連なる左胃静脈の拡張

粗大結節性肝硬変の表面には，結節の大きさに見合った

蛇行，胃腎短絡路，脾腎短絡路などが観察されるようにな

大きな円形の凹凸を描出できるが，中・小結節性肝硬変の

る．また，門脈左枝臍部から腹壁へと連なる拡張した房臍

表面は，さざ波状の凹凸として描出される．腹水があると

静脈が観察される患者もある．

観察は容易であるが，無い場合には肝前面よりも下面の方

（5）脾腫

が凹凸が明瞭に観察される．小さな結節は，7.5 MHz など

サイズは患者により千差万別であるが，多かれ少なかれ

の高周波探触子または tissue harmonic imaging の方が観

腫大はする．ただし，巨大な門脈側副路を持つ患者では，

察しやすい．

全く腫大を来さない場合もあるので注意を要する．

（2）肝実質粗造化
肝硬変の実質は，高輝度の点状または線状エコーとその
64 巻 1 号

（6）腹水
無エコー領域として描出される．大量の場合には，腹腔
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Fig. 7 高度のアルコール性肝線維症（F3）
脂肪化の無い症例は「減衰のない bright liver pattern」を
呈する．

内のいずこでも観察できる．少量の腹水の検出は，患者が

C

検査前に立位または座位で待っていた場合は膀胱周囲，仰
臥位でいた場合は Morrison 窩で行う．
（7）肝萎縮
右葉萎縮，左葉代償性肥大を基本とするが，これも千差
万別である．巨大な門脈側副路を持つ患者では，両葉の著
明な萎縮が認められることが多い．
アルコール性肝障害
大量の飲酒による肝障害は，脂肪肝，肝線維症，肝硬変，
アルコール性肝炎に大別される．このうち肝線維症と肝硬
変は病変の進展過程を示すもので，健常 → 肝線維症 → 肝
硬変となる．脂肪肝はどの病変にも認められるものであり，
アルコール性肝炎は飲酒量の増加により，肝線維症や肝硬
変の患者に発症する極めて重症な炎症である．いずれの病
変においても，
「腫大性変化」が基本となる．
（1）脂肪肝

Fig. 8
A：脂肪化を伴う典型的アルコール性 F 型肝硬変．肝表面
はさざ波状で，実質は脂肪肝の所見を呈し，かつ，著
明な簾状エコーを呈する．
B：ウイルス性壊死後性肝硬変と同様の所見を呈するアル
コール性肝硬変．アルコール性肝炎を経過したものと
考える．壊死による萎縮を呈する．
C：大きな門脈側副血行路の発達により門脈血が奪われる
と，F 型肝硬変が著明な萎縮を来してこの形となる．表
面は平滑で実質像は均一，血管はほとんど見えない．

超音波所見は前述した一般的な脂肪肝と何ら変わりはな
い．
ただ1つ特徴をあげるとすれば，
腫大が強いことである．
（2）肝線維症
中等度の肝線維症までは，肝腫大以外に健常と大きく異

肝は腫大しており，組織学的には小結節性薄隔壁性肝

なる所見は得られない．しかし，高度の線維化を来した患

硬変である．直前まで飲酒していると脂肪化が強く，簾状

者では特徴的な所見が得られる．

エコーを伴うことが多い．長く断酒していると脂肪が消

参考 9：線維化高度かつ脂肪化無しのアルコール性肝

失し，高度肝線維症すなわち減衰を伴わない bright liver

線維症は，著明な bright liver pattern を呈するが，深

と同様の所見となる．再生結節が小さいため肝表面はほ

部の減衰はな い．す な わ ち「減 衰 を 伴 わ な い 高 度 の

とんど平滑化わずかなさざ波状を呈する．

bright liver（Fig. 7）
」が特徴である８）．高度線維化のモデ

②ウイルス性肝硬変類似パターン（Fig. 8B）

ルである．

アルコール性肝炎後の肝硬変で比較的まれである．肝

（3）肝硬変

実質は全体に低エコーでその中に粗く高エコーの点状・

形態的に 3 パターンに大別される．
①典型的 F 型肝硬変パターン（Fig. 8A）

線上エコーが混在する．表面は凹凸不整でサイズは萎縮
傾向である．いわゆるウイルス性の壊死後性肝硬変に近
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い．組織学的にも同様で大結節性で間質幅は広い．
③高度萎縮パターン（Fig. 8C）
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（4）急性アルコール性肝炎
アルコール性肝障害を持つ患者が，さらに大量の飲酒を

前述した F 型肝硬変が，大きな肝外門脈側副血行路

1 カ月ほど続けると起こすと言われる，アルコール性肝障

の発現により門脈血を奪われ，
著明な萎縮を来したもの．

害のなかで最重症の病態である．劇症の経過をたどって死

実質エコーは均一で表面は平滑かさざ波状，肝内血管は

亡する症例も珍しくない．発熱や圧痛を伴う著明な肝腫大，

極めて不明瞭である．

心窩部〜右季肋部の動脈性雑音，白血球増多など特徴的な

参考 10：アルコール性肝障害は，傍類洞線維化，脂

臨床所見により典型例の診断は容易であるが，わが国では

肪化，肝細胞水腫様膨化などにより，肝硬変に至る前か

非典型例や軽症例であるにも関わらず肝硬変への引き金と

ら門脈圧亢進を来す．それを反映して，肝線維症（中等

なる症例が多いとされており，その拾い上げには超音波が

度〜高度）の患者でも脾腫を呈することが多くまた，巨

有用である．

大な門脈側副路を持つ肝硬変が，ウイルス性肝硬変より

最も特徴的なのは，拡張した肝動脈枝と，併走する門脈

も多い印象がある．これら巨大側副路は，肝萎縮を惹起

枝による pseudoparallel channel sign９）である（Fig. 9）．閉

する．

塞性黄疸患者に見られる parallel channel sign に酷似する
ため，このように名付けた．本所見はアルコール性肝炎に
感度，特異度とも高く，診断の役に立つ．
参考 11：アルコール性肝炎患者が，その後，断酒に
成功し肝臓がうまく再生すると，再生組織とその周囲に
押しやられた壊死線維化組織がリクガメの甲羅のような
紋様を呈する（Fig.

10）．リクガメサインと呼称し，

アルコール性肝炎の既往を示す所見として，現在検討中
である．
参考 12：肝右葉下面を右肋間から描出した際に，肝
門部近傍が半球状に盛り上がっていたら（Fig. 11），過
去に大酒家であった可能性が高い．著者の経験では１０），
85％ 以上の確率で言い当てることができた．コンベッ
クスサインと呼称し役立てている．

おわりに
Fig. 9 典型的アルコール性肝炎では，拡張した肝内動脈枝
と隣接する門脈枝による pseudoparallel channel sign が特
徴的所見として観察される．
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肝疾患の診断または経過観察の一助として役に立つ B
モード超音波所見を中心に，病態・組織と対比させながら
述べてきた．いずれも特徴的ではあるもののいわゆる副所

᩿㓇ᚋ䠎ᖺ

Fig. 10 アルコール性肝炎を 1 年の間隔を経て 2 回発症しその後断酒に成功した．右の写真は断酒後 2
年を経た肝実質の超音波所見である．リクガメの甲の紋様に類似するため，リクガメパターンと呼称し，
アルコール性肝炎の既往を表す所見として検討中である．
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Fig. 11 断酒 8 カ月後の肝右葉下面に認められ
た半球状の突出．コンベックスサインと呼称し，
現在飲酒していなくても過去に飲酒していたこ
とを示す所見として検討中である．

見であり，それだけで診断確定に至ることはできない．
「さ
れど副所見」であり，知っていれば診断への道のりを短縮
できることが多い．ちょっとした技術

の習得は必要であ

るが，これほど手軽で役に立つ診療ツールはめったにない．
ぜひ皆さんにもご自身の手でお使いいただけることを願い
つつ講を閉じさせていただく．
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Ultrasound Imaging for Diagnosis of Liver Diseases
Yasukiyo Sumino
Division of Gastroenterology and Hepatology (Omori), Department of Internal Medicine,
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ABSTRACT: Ultrasonographic characterization of liver tissue has been extensively studied; however,
liver disease diagnosis using only ultrasound remains difficult. Despite this limitation, ultrasound is very useful for observing liver characteristics. This presentation describes how B-mode ultrasound can be used to diagnose liver diseases.
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