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◇ ORIGINAL ARTICLE ◇

呼吸器疾患に対する体表からの shear wave elastography の有用性（速報）
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目的：体表からのアプローチで shear wave elastography の呼吸器疾患に対する有用性を評価する．対象：検討患者
は合計 13 名，内訳は原発性肺癌 6 名，転移性肺癌 2 名，肺炎 4 名，無気肺 1 名．方法：体表から超音波 B モード
で肺病変を描出し，shear wave elastography を用いてせん断波伝搬速度を測定した．結果と考察：肺腫瘍のせん断
波伝搬速度は 3. 26 〜 7. 25 m/s で平均 4. 86 ± 1. 29 m/s であった．肺炎・無気肺のせん断波伝搬速度は 1. 08 〜 2. 29
m/s で平均 1. 57 ± 0. 45 m/s であった．肺腫瘍のせん断波伝搬速度は肺炎・無気肺よりも明らかに速く，統計学的
に有意差を認めた．結論：胸膜に接する肺病変において体表からのアプローチで shear wave elastography が質的診
断に有用である可能性が示唆された．
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Abstract

Purpose : Evaluation of the usefulness of shear wave elastography for respiratory diseases. Subjects : Thirteen patients
including six primary lung cancers, two metastatic lung cancers, four pneumonias, and one atelectasis. Methods : The
shear velocity of lung lesions depicted from the body surface by B-mode ultrasonography was measured by shear wave
elastography. Results and Discussion : The shear velocity of lung tumors was 3. 26 〜 7. 25 m/s（average : 4. 86 ± 1. 29
m/s）. The shear velocity of pneumonia and atelectasis was 1. 08 〜 2. 29 m/s（average : 1. 57 ± 0. 45 m/s）. The shear
velocity of lung tumors was apparently faster than that of pneumonia and atelectasis, and a signiﬁcant difference was
recognized. Conclusion : These ﬁndings suggest that shear wave elastography may be useful for the qualitative diagnosis
of subpleural lung lesions from the body surface.
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1．は じ め に
我々は 1996 年より体表からのアプローチで呼
吸器疾患に超音波の新しい技術の導入に取り組ん

elastography を用いた検討を行ったのでその意義に
ついて報告する．
2．対象と方法

で き た1‑5）． さ ら に 我 々 は 体 表 か ら の shear wave

B モードで胸壁より描出可能な胸膜に接する肺病

elastography でせん断波伝搬速度を測定しえた胸膜

変（胸膜下病変）13 例で内訳は肺炎・無気肺群 5

に接する肺扁平上皮癌 1 例と肺炎 1 例を経験し，

例（肺炎 4 例，結核性胸膜炎による無気肺 1 例），

胸膜に接する肺病変はせん断波伝搬速度が測定可

腫瘍群 8 例で内訳は肺扁平上皮癌 5 例（角化扁平上

能で，さらに肺炎より肺癌が明らかに速いことを

癌 2 例，非角化扁平上皮癌 3 例），腺扁平上皮癌 1

報告した ．その後我々は呼吸器超音波診断の新

例，大腸癌からの転移性肺癌 1 例，腎細胞癌からの

たな所見を得たいと考え症例を重ねて shear wave

転移性肺癌 1 例である．腫瘍群はすべて悪性で，す
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