
◎救急外来で研修医ができるエコー検査
～超音波は使った方がお得です◎
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本日のセミナーの内容

【総論】

①エコーとは・その歴史・利点

②研修医がエコーが上手く使えない理由

③エコー検査をする前に 検査装置の準備・オーダー・ボタンの確認

【各論】

①FAST

②腹部エコー 尿路結石・虫垂炎・胆嚢炎

③心エコー 研修医のできる技術でわかる病変

おまけ・おわりに



超音波とは

人間の可聴音域を超えた周波数のもの（簡単に言うととても高くて聞き取れない音）

人間の可聴音域は、20 kHzまで

超音波装置の周波数は2MHz ～ 15MHz

これを体に当ててやまびこの原理でものを描出させている

（（（



エコーの歴史

超音波の歴史：

1794年 コウモリの超音波方位知覚説提唱

1880年 圧電効果の発見（Curie兄弟 フランス）

超音波の発生が可能となる

1912年 タイタニック号が氷山と衝突して沈没

1917年 潜水艦探知機を目的としたソナーの開発

魚群探知機・金属内探傷機の登場



エコーの歴史

1942年 初めて超音波を医学に応用(Aモード 頭蓋内)

1949年 パルス法によりBモード(超音波断層像)を報告

同時期に胆石の検出に成功(腹部エコー)

1954年 心臓に超音波を応用

1957年 ドプラ法の開発(日本)

1982年 カラードプラ診断装置の開発(日本)



超音波検査の利点

 他の画像検査に比べると安価

 準備するのが簡単で早い

 被曝しない

 比較的小さな装置で持ち運びができる(ポケットエコーなど)

 リアルタイムの描出→形態評価だけでなく機能評価に適している

⇒しかし施行者の技術にかかっている！

研修医はどんどん自分で当てて技術を磨くべき分野である！！



エコーがうまく取れない理由

①プローブの圧迫が弱い ー 患者が痛がることもあるので必ず空気を読んで

②プローブが滑っている ー 日々固定の練習を

③ゼリーが足りない ー 足す 後で患者とプローブ拭くのを忘れずに

④左右を間違っている ー 目印がある方が画面の右

⑤解剖が理解できていない ー CT・本などで臓器の位置関係の確認を

⑥デプスとゲインの調節ができていない ー 調節の仕方の確認 ボタンの位置は後述

⑦患者の問題(体位、肺病変、腸管airなど) ー 仕方がない アプローチの仕方を変えるなど

⑧心の底で「わからない」と思っている ー いつまで経っても取れません



検査を始める前に…

いろんなことに気配りを！



検査を始める前に①

検査装置の確認が必要！（患者の到着までに済ましておくと◎）

①装置に電源が付いているか？(救急外来はいつも電源が入っているが、自分の目で確認)

②コンセントがつながっているか？(途中で電源が切れてしまいます)

③プローブ・ケーブルに破損がないか？(ケーブルを踏まないように。絡まっていないか？)

④エコーゼリー・タオルなどの消耗品がきれていないか？

★まれに「電源をいれても動かない！」ということがあります。

エコー装置には電源のスイッチとブレーカーのスイッチがあるので両方確認！



検査を始める前に② オーダーは入っていますか‽

①オーダーをカルテに入れる（超音波検査の欄には救急外来というところがあります）

②エコーが患者選択画面になっていることを確認

③患者の受付表をもらい、バーコードリーダーに通す

④Bモードをボタンをおす

⑤エコー画面が移り、患者のIDが反映されているかチェック

⑥プローブ選択を行う





エコーの操作

検査を始める前に③ ボタン操作は分かりますか‽

決定ボタン

ゲイン(明るさ調整)

デプス(深さ調節)

プローブ選択ボタン

スクロール(コロコロ)

（時相を巻き戻す
計測場所の選択）

フリーズ

保存





エコーの操作

検査を始める前に③ ボタン操作は分かりますか‽（応用編）

カラードプラ

Bモード(元に戻る)

ゲイン(深度別)

患者登録

サンプルボリューム

キャリパー(長さ計測)



検査を始める前に④ プローブの種類はわかりますか？

①コンベックスプローブ：主に腹部
接触面：弧状
画面：扇状

②セクタプローブ：主に心臓
接触面：平面
画面：扇状

③リニアプローブ：主に表在臓器
接触面：平面
画面：四角形

①コンベックスプローブ：主に腹部 3-7Mhz

接触面：弧状
画面：扇状

②セクタプローブ：主に心臓 2.5-12Mhz

接触面：平面
画面：扇状

③リニアプローブ：主に表在臓器(甲状腺・血管など) 3-10 MHz

接触面：平面
画面：四角形

一般的に周波数が高いほど分解能は向上するが減衰が大きくなるため深部は見えにくくなる。



画像描出時の基本ルール

プローブについているマーカーに注目

⇒基本マーカーは
患者の左側 尾側(下側)

（常に3時～6時）

画面にはマーカーの側が右に描出
（CTと一緒で画面の左が患者の右）

※例外もある
①心エコー(独自のルール)

②FAST(脾周囲)

③エコーガイド下の穿刺などの手技
(施行者が操作しやすい向きで)

など



超音波検査 各論

【１】FAST

【２】腹部エコー

①尿管結石(水腎症)

②虫垂炎

③胆嚢炎

【３】心エコー

研修医のできる技術でわかる病変



その前に・・・

エコーを持ったら見ておいて損はない所

腹部でも心臓でも！



下大静脈【Inferior Vena Cava;IVC】

①心窩部にプローブを当てIVCが右房に入るところを確認

(大動脈と間違えないように)

②肝静脈流入部から約1㎝(右房入口部から約2㎝)がベスト

その位置で最大径(呼気時)/最小径(呼気時)を計測

※20㎜以上に拡大し呼吸性変動低下

→血管内容量負荷(volume overload)

5mm以下あるいは虚脱して測定できない

→血管内脱水 を考える

匂いを嗅ぐ(鼻をすする）
ようにしてくださーい
（sniffing）

正常値

IVC径(呼気時) 10‐20㎜

呼吸性変動 あり(40‐50％)



下大静脈の評価

A
o

椎体

長軸をうまく出せなかったら・・・
⇒短軸がおすすめ！

心窩部にセクタプローブを横(患者左に印)にしておくと
右のようなviewを得ることができる

楕円形の短径で計測(推奨されている)



実際のIVC



IVC評価の意義

循環血液量の評価に有用

IVCのエコー画像による循環血液量の推定や輸液反応性の予測は非侵襲的

IVC径そのものよりも、呼吸性変動が良い指標

★特にIVCを見るべき疾患

ショック

熱中症 心不全 脳梗塞 OPE後 敗血症

下痢症 急性膵炎（特に病棟にて）などなど多数

・・・輸液・利尿薬などの指標などに



FAST



FAST；focused assessment with sonography for trauma 使うプ

ローブ；コンベックス

FASTは外傷患者において体腔内のエコーフリースペースを探して出血の有無を検索するもの

心嚢腔，腹腔および胸腔を見る

順番は心膜腔⇒モリソン窩⇒右胸腔⇒脾周囲⇒左胸腔⇒ダグラス窩

患者は仰臥位のままで実施

※FASTは研修医がエコーに慣れるにはお薦めの描出法

実際外傷患者がが来て即座に取ることも大事だが

時によってはCT優先してCT後に「答え」をみてから

FASTをするのも十分描出の練習になる



FAST異常像 心膜腔⇒モリソン窩⇒右胸腔



FAST異常像 脾周囲⇒左胸腔⇒ダグラス窩



腹部エコー(尿路結石/虫垂炎/胆嚢炎)



尿路結石



尿路結石

(例)急激に起こった片側背部痛 痛みは間欠的 CVA叩打痛＋



尿路結石の見つけ方

①水腎症の評価のついでに腎盂尿管移行部の確認(側腹部)

↓

②膀胱を描出させ、膀胱尿管移行部の確認

↓

③尿管を追う(腹部前方からが◎)

腸骨血管交差部



尿路結石の探索の仕方の例



虫垂炎



虫垂炎 使うプローブ：リニア

（例）腹痛（右下腹部痛）ありAlvarado score高値など

圧痛点にエコープローブを当ててみる

↓

虫垂が同定できないか？



虫垂の見つけ方 意外と強めにプローブを押し当てて

虫垂の見つけ方のポイントはずばり！腸腰筋の横断面を描出できるかで決まる

回腸

虫垂

腸腰筋(横断面)

回盲弁

※筋肉か腸管かわかりにくけれ
ば長軸にすると筋層わかりやす
いよ！

虫垂と回腸末端の
見分け方が大事！

◎虫垂と回腸末端の違い

①上行結腸追っていくとバウヒン弁(回盲
弁)があるのが回腸末端
②蠕動運動があるのが回腸末端

(虫垂は蠕動運動がない)



回腸末端と虫垂の見分け方① バウヒン弁の有無



回腸末端と虫垂の見分け方② 蠕動運動の有無



虫垂炎をエコーで評価

虫垂（正常は6㎜以下）の腫大≠ 虫垂炎

虫垂の腫大に加えて

周囲の炎症所見を評価する（短軸が有用）

エコーにて炎症を示唆する所見

①周囲脂肪識エコー輝度上昇
②周囲リンパ節の腫大
③周囲液体貯留

など



虫垂炎



胆嚢炎



胆嚢炎

（例）中年 右季肋部痛 Murphy徴候+など．．．

⇒圧痛点周辺にプローブを

長軸で右季肋部や右肋間から位置を確認

ここで①胆石・胆泥（急性胆嚢炎の原因の８-９割は結石）

②胆嚢腫大・胆嚢壁の肥厚（正常80×30㎜ 壁厚3㎜）

③周囲のlow echo area確認

④確実な場所でMurphy徴候を再度確認

⇒次に短軸でスキャンするように評価



胆嚢炎

※虫垂炎同様！

胆嚢腫大だけでは胆嚢炎を疑うエコー所見とは言えない

⇒腫大に加え短軸にて

①周囲の炎症所見を認める

②胆嚢緊満感 を認めることが大事

短軸は周囲の炎症所見を評価するのに有利！



胆嚢炎



心エコー



心エコー UltrasoundCardioGraphy;UCG

研修医のハードルは高く見えがちであるが

緊急性の空気さえ読み違えなければ

患者に危害を与える検査ではない。

当院では循環器科の先生や技師さんがおられ、

再度エコーのfollowをしてくださる良い環境なので

間違い覚悟で遠慮なくとればいい！



何がハードルを上げているのか？

①基本のviewが分からない

⇒解剖の勉強や立体的な想像力も大事だが、

「ここ辺にこの角度で当てたら大体こんな図が出る」

の丸暗記もありだと思う

⇒後述

②当てたけどうつらない

⇒体位（ERでは出来ないことが多いが、できるだけ左側臥位をお願いしてみる）

横位心・S状中隔など患者の心臓の問題

肺関連(できるだけ呼気終末で息止めをして空気を抜く/肺疾患あると描出しにくい)



心エコーを始めるそのまえに より活用するために

「聴診をきちんとできていますか？」

◆心エコーを始める前に聴診をしておく意義

・弁膜症を疑うことができる

・先天性心疾患を疑うことができる

・心尖部の位置を確認できる

など



プローブを当てる位置

２こ

３こ



プローブを当てる位置
～大体を時計の針で暗記～

左室長軸断面

左室短軸断面

四腔断面

二腔断面

三腔断面
(左室長軸)

セクタプローブは腹部と違って
でっぱりが親指に来るように持ちます

位置そのまま傾き変えて
A弁の観察も可能



どうしても描出できないときは

高度な肥満、肺気腫、患者体位変換不能など．．
私たちがどうすることもできない理由で
ほとんど心臓が描出できないことも

◎心窩部アプローチが有用なことも
(FAST風)

角度によって四腔断面や短軸がみえたりする
細かい測定は難しいことが多いが
大まかな動きは観察できることが多い

高齢者は心臓自体が下に位置していることが多く、肺気腫などがある場合もあるので
心窩部アプローチが有用なことが多い



①壁運動異常

②右心圧亢進所見

③心嚢液貯留

④弁膜症（大動脈弁と僧帽弁）

⑤EF



ASYNERGY壁運動異常



ASYNERGY その②



右心系圧亢進所見

シェイプ



心嚢液貯留



弁膜症（逆流）



弁膜症（狭窄）



左室駆出能をざっくり

左室駆出率を正確に算出するためには心尖部二腔/四腔でSimpson法等を使わなければいけない

しっかり心尖部にプローブを置いていないと斜め切りになり、左室容量を過小評価してしまう

◎研修医にできる左室収縮能の評価

EFの著明な低下と正常が目視で分かる

EFの正常値：55-70％程度 イメージは30％以下は悪い

70％以上は過収縮

EF：Ejection Fraction(％)
一回拍出量/左室拡張末期容積×100

＝(左室拡張末期容積－収縮末期容積)/拡張末期容積

＝(容積最大ー最小)/最大



EF当てクイズ この二つの差と予測EFはわかるようにしよう



補足

研修医の皆さん

３つの「空気を読みましょう」



１つ目の「空気を読む」

エコーは空気があると苦手(腸管air、肺、胃のガス、free airなど)

息止め、体位変換、アプローチの仕方を臨機応変に変えて空気を操れるようになりましょう



２つ目の「空気を読む」

一方でエコーの分野では肺エコーが可能となっている

肺の表面を覆う胸膜の動きで気胸を診断できる また、肺炎や肺水腫を評価する文献もある

エコーで空気を含む肺を診断することができるようになった
(肺をエコーで診るというより，胸膜の動きと 種々のアーチファクトを組み合わせて肺の状態を把握する)

https://www.youtube.com/watch?v=WiwZ9AD8TeQ
社会医療法人愛仁会千船病院救急診療部 林敏雅先生

https://www.youtube.com/watch?v=WiwZ9AD8TeQ


３つ目の「空気を読む」

救急外来で空気を読みましょう

いくらエコーを取りたくてもまずは患者の容態をチェックしてからです。

看護師さんや放射線技師さんの邪魔をしすぎてないか？

長く評価しすぎてないか？

患者さんをあまりにも我慢させていないか？

しかし、医師は権限が多く、大きな責任を負う職業です。

自分が「ここはエコーで今すぐ評価をする必要があるんだ！」と考えるならば

周りにその旨を説明し、待ってもらいましょう。



まとめ

 エコーはCTなどの他の画像検査に比べ、施行者次第なところがある

 しかし、そこが頑張りどころである

 今の状況は恵まれており自分のエコーの答え合わせができる状況

（多くの各科専門のDr、検査技師さんがいる大病院 夜間でもCTを取ることができる）

◎みなさん、積極的にプローブを当てましょう！



◎ご清聴ありがとうございました


