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小型化により，注目を浴びる
「POCUS」を
急変や痛み等の評価・診断・
治療に活かすための
コツとポイントが満載．
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満を持して
日本初翻訳！！

12　　1部　超音波の基本原理 2章　超音波の物理とモード　　13

ス波ドプラと同じ原理に依存しているが，複
数の小さな領域から短いパルスを取得して，
色分けされたマップを作成する．速度がナイ
キスト限界を超えると，血流の方向を確実に
確認できないため，ピクセルがモザイクカラ

ーパターン（青，赤，白）として表示される．
カラードプライメージングでは，色は血流の
速度と方向に対応する．従来，青はプローブ
から遠ざかる血流（より長い波長）を表し，
赤はプローブに向かう血流（より短い波長）

を表す．色はプローブに対する相対的な流れ
の方向に依存するため，赤または青は動脈ま
たは静脈に固有ではないことに注意すること
が重要である（ 2.2）．超音波ビームが流
れの方向に垂直である場合，ドプラシフトは
検出されず，あいまいな赤と青のカラーフロ
ーパターンが生じる（図2.14， 2.3）．

2.5.3.3　パワードプラ

パワードプラは，カラードプラと同様のエ
コー信号を評価するが，独自の特性を持つ 15）．
パワードプラは，エコーの戻りの振幅のみを
分析する（図2.15， 2.4）．したがって，
パワードプラは 2D超音波画像に重ねられ，
明るさのレベルは流れの大きさと相関する．
流れを検出するための感度は，従来のカラー
ドプラの 3～5倍である．パワードプラの 2

つの重要な制限は次の通りである．（1）流れ
の方向に関する情報が提供されないため，心
臓イメージングでの使用が制限される．（2）
画像は，周囲の軟部組織の動きによって引き

起こされるフラッシュアーチファクトと呼ば
れるアーチファクトの影響を受けやすくなる．
カラードプラと比較して，パワードプラの 2

つの利点は，平均周波数シフトではなくドプ
ラ信号の積分パワーが表示されるため，角度
依存性が少なく，エイリアシングがないこと
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図2.12　エイリアシング．（A）（B）サンプリング（赤丸）が全波長あたり2回以上（青線）
の場合，信号を確実に再現して解析することができる（赤破線）．（C）（D）1波長あたりの
サンプリングが2回未満（ナイキスト限界以上）の場合，信頼性の高い信号が得られず，エ
イリアシングが発生する．

A

B

V

A

V

A

図2.13　カラードプラ超音波．カラードプラは，流れの方向と速度を表示する．動脈と静
脈は，（A）横方向と（B）縦方向の画像で示される．従来のカラーフローマップを使用する
と，プローブに向かう血流は赤く，プローブから離れる血流は青く見える．

図2.14　照射角とカラードプラ．超音波ビームが流れの方向に対して垂直である場合，ド
プラシフトは検出されず，赤と青のカラーフローパターンがあいまいになる．
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図2.15　パワードプラ超音波．パワードプ
ラ超音波は無指向性であり，流れの大きさの
みを表示する．総大腿動脈（A）と静脈（V）
の横断面．動脈と静脈の両方が黄橙色に見え
る．
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15.3，15.10参 照），低 下（ 15.6，
15.11参照），高度低下（ 15.7，15.12
参照）の左室収縮能の例を示す．

15.3.2　傍胸骨短軸像
傍胸骨短軸像（PSAX）は，傍胸骨長軸像
からプローブを時計回りに 90度 rotateさせ
ることで得られる．傍胸骨短軸像は，心基部
から心尖部までの左室の断面を示す（14章，
図14.7参照）．他の像とは異なり，傍胸骨
短軸像では 4つの左室壁すべてを同時に描出
できるため，左室収縮能の全体像が直感的に
理解できる（図15.7， 15.13）．通常，
傍胸骨短軸像では 4つの左室壁はすべて左室
腔の中心に向かって収縮しているように見え
るはずである．左室収縮能を評価する場合，
僧帽弁レベルでは左室収縮能を過小評価しう
るため（ 15.14），心室中部（乳頭筋）レ
ベルでの傍胸骨短軸像が望ましい．一方で，
心尖部レベルでは左室収縮能を過大評価しう
る（ 15.15）．左室は短軸では円形である
ため，医療者は左室腔の中心を見て，中心に
向かうすべての左室壁の動きを評価可能であ
る．左室腔の中心に指を置いて，視覚的，定
性的評価を行う医療者もある．傍胸骨短軸像

の正常（ 15.13参照），亢進（ 15.16），
低下（ 15.17），高度低下（ 15.18）
の左室収縮能の例を示す．

POCUSを用いる医療者は傍胸骨短軸像で
大まかに局所壁運動異常を検出できる場合も
ある（図15.6， 15.19参照）．これを正
確に評価して臨床に用いるには，さらなる経
験が必要なことが多い．point-of-careを施行
する医療者は自分の検査の評価範囲と自分の
技術レベルを適切に認識しておく必要がある．

15.3.3　心尖部四腔像
心尖部四腔像（A4C）も左室収縮能につい
ての情報が得られる．この場合は心尖部から
下壁中隔と前側壁を切る断面になる（図
15.6参照）．超音波ビームはこれらの壁に
対して平行に近いため，傍胸骨像での心内膜
への垂直な超音波ビーム方向と比較して，心
内膜の解像度が低下する可能性がある．正し
い部位より頭側の肋骨間腔から心尖部四腔像
を描出すると，超音波ビームが心尖部を通過
せずに心臓と左室が短縮され左室収縮能が過
大評価される可能性がある．傍胸骨長軸像と
同様に左室の 2つの壁のみが観察されるため，
局所的な壁運動異常を評価するには常に他の

表15.1　左室収縮能の評価における一般的なピットフォール

像 ピットフォール：
左室収縮能を過大評価しうる状況

ピットフォール：
左室収縮能を過小評価しうる状況

傍胸骨長軸像
中心からずれた描出
左室のS状中隔を通る斜め切りの像
高度な左室肥大 /肥大型心筋症

局所壁運動異常
弁膜症（重症大動脈弁閉鎖不全や僧帽弁狭
窄症に伴う，僧帽弁の中隔への動きの制限）

傍胸骨短軸像 心尖部レベルでの描出 僧帽弁レベルでの描出

心尖部四腔像 中心からずれた描出による斜め切りによる
内腔の短縮 局所壁運動異常

心窩部四腔像 中心からずれた描出による斜め切りによる
内腔の短縮 局所壁運動異常

すべての像 低血圧 /後負荷減少 頻脈性不整脈

前壁中隔

AO

LALV

RV

LARA

LVRV

LA

RA
LV

RV

LVRV

A．傍胸骨長軸像 B．傍胸骨短軸像

C．心尖部四腔像 D．心窩部四腔像

下側壁

前壁
心室中隔

下壁
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前側壁

心室中隔
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図15.6　一般的な心エコーでの左室壁．（A）傍胸骨長軸像は前壁中隔および下側壁を描出する．（B）
傍胸骨短軸像では左室を円周状に描出して，中隔，下壁，側壁，前壁の局所壁運動を評価できる．（C）
心尖部四腔像では下壁中隔および前側壁を描出できる．（D）心窩部四腔像の描出面はバリエーションが
多いが，一般的には中隔と側壁が描出される．AO：大動脈，LA：左房，LV：左室，RA：右房，RV：
右室．

拡張末期 収縮末期

図15.7　傍胸骨短軸像．心室中部レベルでの傍胸骨短軸像で左室が円周状に描出されている．拡張末期
および収縮末期の左室壁が示されており，左室収縮能の全体的な解釈ができる．
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