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まえがき

画像診断は，現在の医療には欠かすことができないほどに重要な情報を提供してくれる。

しかも，画像撮像の技法は多岐にわた っており，画像診断の確定も一つの方法のみでは十分

でない場合が多く ，X線単純画像，X線 CT,MRI,超音波画像，RI画像など種々の情報

を組み合わせて，より精度の高い診断を行う ことが要請されている。

数多く存在する画像診断法あるいは画像診断装置は，近年急速に発展した高速度コンピュ

ータによる操作と情報処理技術に大きく依存している。撮像原理が発見されてから，試行錯

誤を重ねつつ実用化され，普及するまでには半世紀を必要としたものが大半である。したが

って，撮像に関するさまざまな技術の進歩と，それと同時に出現した安価で小型の高速度コ

ンピュ ータが現在の画像診断装置をもたらしたともいえる。

しかし，これらの装置は生理学，基礎医学，臨床医学，物理学，工学の各専門分野の科学

者，医師，技術者の知恵の結晶を具現化したものであり， 装置に内臓されている ソフトウェ

アは携わった人々の知識の集積であるといえる。さ らに，この種の画像は，生体に外部か ら

X線，磁気，超音波，ァ 線などの物理的エネルギーを加えたとき ，生体の組織への作用形態

およびそれによって組織がもたらす情報を検出して構成される。そのことが，それぞれ測定

原理の難しさを伴いながらもおのおの異なった画質の特徴を表現している。最終目的は，得

られた画像から臨床的にいかに有効な情報を得，診断に役立てるかである。

最初に生体の画像に挑戦したのは，1895年 X線を発見したドイツの物理学者 W.K.Ront-

gen (1845~ 1923)である。夫人の手の X線写真を添付して論文を発表したのが生体画像の

最初である。この成果に対してノーベル賞が与え られている。この X線の平面写真は後の

X線 CTによる人体の断層画像へと発展していく基礎になっていく。後に人体断層画像は

超音波断層画像， MRI, RI画像へと大きく発展していくが，撮像に際して加えられる物理

的エネルギーが生体組織に与える作用とそこから得られる組織反応情報を工学と生理学の両

面から解明して画像化し，かつ臨床的にその情報がどのように有用かということを画像診断

上で明らかにすることが大切である。

これらの画像の撮像装置の技術的方法および臨床的意味と診断法については多くの優れた

専門書が提供されており ，その内容が高度で部分的に多少難解であって も，それぞれの研究

者あるいは特定の専門を目指す学徒にとっ ては誠に良書といえる。

ここでは，特に断層画像の撮像方法と生体組織の関係，画像の撮像方法および特徴や臨床
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II ま ぇ が き

的な利用法について，初歩的で基本的な内容を平明に紹介することを目指している。内容的

に高度な専門書を理解するための予備的手段となることを願っている。また撮像のために生

体に与えるエネルギーが生体内でどのように作用し， どのようにして画像情報を提供するか

を理解する一助になれば更なる幸いである。

2006年 12月
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1.1 発展の歴史

超音波は，人の可聴音領域といわれる約 20~20000 Hz (20 kHz)以上の音をいう。超音

波の使用は人が聞くことを目的としていない。超音波は水中での伝播特性，例えば 1MHz 

のときの吸収係数が 0.22dB/m と非常に小さく ，音速が一定で 1500m と速いことなどか

ら，水中の通信的応用が試み られている。 1912年イギリスのタイタニック号の氷山衝突事

故という悲劇が起こってから，超音波を用いて氷山を発見しようと試みたのが始まりといわ

れている。その後は潜水艦発見などの軍事目的に研究が進められてきたが，第 2次大戦後に

なり ，技術も急速に進歩し超音波探傷器，測深器，魚群探知器などが脚光を浴びる時代にな

った。特に魚群探知器は民間に広く普及し，さ らなる技術の進歩と相ま って現在では漁業に

は不可欠な装置となっている。

さて，超音波を医学に応用したのが，1949年に超音波透過法で頭部脳質の投影像を描写

することに成功した K.T.Dussikである。その後，1950年の J.J.Wildのパルス反射法によ

るAスコープ（反射信号の振幅の大きさの時間的変化） の組織構造分析と脳標本を用いた
しゅよう

脳腫瘍エコーの検出である。同様な研究は日本でも東北大の菊池喜充を中心とした研究チー

ムが，脳標本を水浸法により脳腫瘍エコー，脳室エコー，脳出血エコーを検出し，正常脳組

織と脳腫瘍組織の音響インピーダンスの差異を検出している。パルス反射法については，

1952年にJ.J.Wildが，Bモード (brightness-mode)水浸法による手持ちチャンバ式装置

での乳房断面像の描写に成功している。また 1956年，菊池らも Bモード水浸法を用いた乳

房断面像描写に成功した。
ずがい

臨床的には，開頭前に頭蓋骨を透して診断することがある。この難問に挑戦したのが菊池

（喜）チームの電気工学関係共同研究者による超音波探傷器の改良，すなわち研究開発され

たチタン酸バリウムの振動子と 1MHzを用いた検出素子 （プロー ブ） である。こ の成果

は， 1957年， 1個のプロ ーブを利用し，頭皮上より周波数 2.25MHzのパルス反射法を適

用することにより ，Aモード信号を検出する際に応用された。これが頭蓋内疾患診断の基
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1. 超 音波診断装置

礎になった。
じかい

頭蓋内診断用の Aモード (amplitude-mode)法 とは，側頭部の耳介直上部からプロ ーブ

より超音波パルスを脳内に投射し，頭内からの反射波をブラウン管上に表現する。耳介直上

部は頭蓋冠のうち最も骨が薄く ，骨による音波の減衰が少ないので脳内への超音波入射に好

都合であるとともに，第 3脳室の位置計測に適している。一つのプローブを右あるいは左の

耳介上に当て，パルス反射を測定する方法を単側法 (1素子法）という。 1955年 L. Lek-

sellは両耳介上に同時にプロ ーブを当てる両側法 (2素子法）を考案した。 2素子法による

反射波パタ ーンの模式図を図 1.1に示す。第 3脳室エコーが左右いずれかに遍位して現れた

場合は，頭蓋内の占拠性病変の存在が予想されるので，側頭部か らの第 3脳室エコーの検査

は大切なことと評価されていた。

右

右プローブ

左プロープ

2プロープ ・2素子法の反応波形

図 1.1 2素子法による反射波

パタ ーンの模式図

頭蓋上から超音波で脳内を測定する努力はそ の後も続けられたが，頭蓋骨とい う超音波に

とっては通過しにくい障害があることから，十分な情報が得られる測定方法 とはならなかっ

た。後に発展する X線 CT, MRIなども最初に頭部断層画像を対象に したよ うに，1950年

代では脳診断において脳の状態がどのよう であ るかの情報が得にくく ，その情報がいかに重

要であるかを認識しつつも ，測定の困難さのために，診断と治療の確定にいかに難儀してい

たかが伺われる。脳の断層画像による診断は後の X線 CTや MRIの開発，普及に委ねられ

ることになる。

t・んしょくし

1956年，里村 （茂） らに よって，い っそう小型化された プロープ (probe，探触子）で胸

壁上か ら心臓方向に放射させ， ドップラ現象により血流を検出す ることに成功している。こ

の血流ドップラ法は，後に広く利用 される ことになるパルスドッ プラ法に よる画像撮像の基

礎にな ったばかりでなく ，連続波法測定法と共にこの方法でも胎児心拍計を実現化し，1973

年の時代にすでに小型の装置が実用化されている。
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1.1 発展の歴史 3
 

一般にある対象に Aモード法を応用した場合，その内部の各反射面からの反射波のプラ

ウン管上における距離は各反射面間の実際の距離に比例する。そこで，各反射面が動くと，
そういん

ブラウン管上でそれらの反射波も掃引線に沿っ て動く。この反射波の動き は対象の動きに比

例する。掃引線に沿ってこの動きを時間的に記録すると，対象の運動曲線（時間ー遍位曲線）

が得られる。この方式は M モード (moving-mode)法と呼ばれ，1954年にI.Edler, C.H. 

Hertzによって開発されている。これを心臓の動きの測定に利用すると心臓弁（｛曾籍弁，大

動脈弁などの）の時間的動きが観察できる。これはあくまでも Aモードの時間的変化を表
ろっかん

現している現象である。実際の測定は小型のプロープにより肋間部より超音波を心臓に入射

し，ブラウン管上に，例えば図 1.2に示すような僧帽弁前尖の拍動ごとの動作が示される。

これは通称 UCG(ultrasound cardiogram) といわれ，心臓の断層画像と同時に観察され

る情報となる。

ECG-= ＝=--＝ぉI
3cm 

僧帽弁前尖＿：
UCG 

図1.2 僧帽弁前尖 UCG
の正常波形I)t

Aモードや M モードはプロープを固定して生体に時間的変化を測定していたが，1950年

代初頭よりプローブを移動させて 2次元画像を得ようとする努力が続けられた。先に紹介し

た 1952年J.J.Wildの Bモードによる乳房検査では，図 1.3に示すように ビニール殴を乳

スカナー

(a) 乳房の水栖上からの走査 (b) プラウン管上の Bモード表示

図 1.3 機械式リニア走査方式

肩付番号は巻末の引用 ・参考文献番号を示す。
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4 1. 超 音波診断装置

房皮府上に密着させ脱気水を満たし，水中で機械的にプローブを直線的に移動させる。この

プローブの移動方式は リニア走査方式 （直線走査方式）と呼ばれる。そのとき得られる反射
こうじょうせん

信号を振幅の大きさに比例した輝度でブラウン管上に表示する。同様な手法で甲状腺疾患診

断も行われた。このブラウン管上での反射信号振幅を輝度に変えて表現する方法（輝度変

調） をBモード法 という。 Bモー ド法はすでに 1952年に開発されていたが， 1960年代中期

になって図 1.3に示すような断層画像として臨床的に実用化されるようになった。同時代に

欧米ではバスタブのよ うな水槽に全身を浸してプローブを同様に機械的に直線移動させて腹

部の測定が行われた。ただ し，こ の方法は装償が大 きいこ とや全身を水槽に入れるとう 不便

さが伴った。

いままでの Bモード法はすべて水浸法を応用したものであ ったが，1958年 I.Donaldら

は，初めて人体皮膚面に直接プローブを当てて走査を行い，下腹部腫瘍や胎児の断面像を描

写し，産婦人科領域への応用の途を開いた。これが初めての接触走査方式である。日本では

1966年に，パルス反射波を使用する画像診断装置として腹部断面の像をブラウン管上に描

き出すプロ ーブを手動で走査する 複合走査法 （コンパクトコンパウンド法）装置が開発さ

れ，広く臨床の分野で利用されることになる。この装置の動作原理は図1.4に見られる よう

に支柱ないし支点に対して 3箇所の回転軸の回転角度をポテンショメータで測定し，アーム

の長さと合わせてプローブの位置情報を機械的に求めている。 プローブは曲面である腹部表

面につねに直角に接触するように手動で走査することになる。したがって，同一腹壁断面を

手動で繰り返し走査するには熟練を必要とする。また，位置を決めるポテンショメータの精

度が十分に高いとはいい難い点があった。

スキ ャナヘソド

(sm,cosポテンショ）
メータなどを収容

点Sに対するプロープの位憶

X鴫 siJ洸＋見sin恥
Y=R1cos0げ尼cos02

プローブ

図 1.4 接触複合走査法装置

の動作原理

固定したプローブの Aモードや M モードから，断層画像を表現しようとするためにプロ

ーブを移動させる Bモード（輝度変調画像）が開発され，情報量が飛躍的に増大し，腹部
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臓器や胎児などへの応用が拡大した。プローブを直線的に移動させるリニア走査法と，先の

コンパクトコンパウンド法装置のプローブの移動は単純なリニア走査法と異なるやや複雑な

走査方式へと変遷した。そこで， プローブの位置を変えないで超音波の伝播方向を機械的あ

るいは電子的に変えるリニア走査法と複合操作法が開発され，そのためのプローブの開発と

走査方式の技術的な研究の成果が， 腹部にのみならず心臓の動的現象の撮像，胎児の活動す

る撮像に発展する今日の超音波断層画像診断の飛躍的な向上に貢献するこ とにつながっ てい

る。

1.2 超音波の性質

音波は媒質がないと伝播しない。電磁波（電波を含む）は真空でも伝播し，その速度は媒

質の有無にあまり影響されず，光の速度（約 3X10門11/s)に大略等しい。これに対して音

波の伝播速度は媒質の特性と温度に左右される。 音波の伝播様式には横波と縦波および表面

波があるが，媒質内部への伝播は縦波と横波が主体である。横波の性質は，媒質の内部で媒

質が一定の場所で上下運動のみをし，波のみが水平に移動する。このような伝播をする横波

はやわ らかい媒質内での減衰がきわめて大きく，したがって軟媒質では事実上存在し得ない

といえる。他方，縦波は波の進行方向と媒質の振動方向が同ーである。 図 1.5のように媒質

が音圧によって圧縮，伸展することによって音波が伝達される。伸縮方向と波の伝播方向は

一致する。このように超音波は圧力の変化が進行方向に伝播する縦波である。そこで，縦波

を粗密波あるいは圧縮波ともいう。縦波は伝播速度が周波数によ らずほぼ一定で，かつ横波

に比べて減衰がはるかに小さい。音波と超音波は物理的には同一の性質を示す波として扱え

る。音速は空気中（気温 T)で 331+0.6 T (m/s〕，超音波は生体軟組織で水とほぼ同じ

で 1500 m/s程度である。

密疎密疎密

11~11111111111111闘111111111111 1 1 11111

八，E 口 図 1.5 縦波の伝播
1秒・

超音波の伝播する物質内では，伝播していく につれて振動のエネルギーは不可逆的に熱工

ネルギーに変換されて振幅は減少し， 音の吸収が起こ って次式に示すように音の強さは減少

していく 。
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