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要旨要旨要旨要旨要旨要旨
　SMIは血流を表示する技術の中でも独自のアル
ゴリズムを用いており、組織の動きの特徴を解析
してその信号を分離することでモーションアーチ
ファクトが大幅に減り、速度的に組織の動きと重
なっているような微細で低流速の血流を捉え画像
化することが可能である。胎動や、母体の動きの
影響を受けやすい子宮内という産科領域では、こ
れらのアーチファクトを軽減した血流情報を観察
できることは、きわめて有用である。
　本稿では、SMIの産科領域での有用性、今後の
可能性について述べる。

はじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
　従来の血流を表示する方法CDI（Color Doppler 
Imaging）PDI（Power Doppler Imaging）ADF

（Advanced Dynamic FlowTM）等に比較してモー
ションアーチファクトを大幅に軽減できるSMI
は、胎動などの影響を受けやすい産科領域での活
用が期待される。本稿では、SMIの産科領域での
経験、有用性、今後の可能性について述べる。
　SMIには、mSMI、cSMIの2種類があり、其々
に特徴があり臨床に即した有用性を有している。

■cSMI（color-coded SMI）
カラー表示であるSMI。血流と推定される信号を
カラーで表示し、高フレームレートの特徴を有し
ており一瞬の拍動性の血流などの視認性が従来の
ドプラに比べ向上している。

■mSMI（monochrome SMI）
モノクロの表示であるSMI。バックグラウンドの
組織性Bモード画像をMRI組織抑制のように消し
て、血流と推定される信号のみを表示する。
cSMIよりもさらに微細な血流信号を描出できる。

産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点産科領域におけるSMIの利点
　SMIは血流を表示する技術の中でも、独自のア
ルゴリズムを用いた新しい方法で、組織の動きの
特徴を解析してその信号を分離することでモーシ
ョンアーチファクトを大幅に抑圧しMRIの組織抑
制したような表示（mSMI）もできる。特に、妊娠
中には、大きくなった子宮を母体の呼吸運動や大
動脈の拍動が動かすことがしばしばあることや、
胎動の影響を受けることから、これらのアーチフ
ァクトを軽減できることは、子宮内を観察する上
で有利である。また、フレームレートも50frame/
sec以上と非常に高く設定ができ、緊急搬送時の
呼気の調整ができない患者などの観察にも有用で
ある。

産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性産科領域での臨床的有用性
　1）胎児形態評価
　妊娠週数とともに胎児のさまざまな血管の血流
は増加傾向を示すが、早い週数の胎児では低速で
ある。特に、末梢血管であればそれは著明である。
妊娠中の胎児の形態評価は、古くより欧米では全
妊婦に対して広く行われていたが、近年本邦にお
いても随分一般的となりつつある。本邦での胎児の
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形態評価は妊娠20週以降の妊娠中期に行われるこ
とが多い。しかし、より早い時期からの評価、妊婦
への情報提供のため、その超音波検査は妊娠初期
に前倒しに行われる傾向にある。欧米では、妊娠
11～13週ごろに行われるfirst trimester screeningと
妊娠20週ごろに行われるmorphological assessment
が、主たる妊娠中の超音波健診となっている。
　胎児の形態異常の評価の基本は、通常Bモード
で行われ、心臓などの早い血流がある臓器に対し
てはCDIなどが併用される。SMIでは、流速の低
い脳や肺の末梢の血管、腎臓の末梢血管、肺静脈
などまで、多少の胎動があるなかでもハイフレー
ムできれいに血流信号のみを描出することが可能

である。脳実質や脳内血管の異常、肺、肝臓、腎
臓の血流を観察することで、胎児の脳内病変、肺
分画症などの異常の鑑別、腎臓の形態異常などの
診断に役立つ可能性がある（図1、2）。

2）超音波発生学的評価
　低流速も描出することができるSMIは、形態異
常のみならず発育や機能的な評価としても応用で
きる可能性がある。従来の発生学は、検体などの
組織標本を作製し解析することで行われてきた
が、在胎日数との変化をみるためには、多くの検
体を要した。近年、Differential THIなど技術進
歩から解像度が著しく向上し妊娠の早い時期か

図1  SMIによる胎児血管の描出

図2  SMIによる胎児脳血管の評価
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コーに描出され、その鑑別が難しい場合も少なく
ない。図4は、絨毛膜板上に形成された血腫の経
時的変化を示す。出血したての時期（妊娠26週）
には、他のカラードプラでは描出できなかったが、
微小な血流をSMIでとらえることができ、出血が
続いていることが疑われた。しかし、時間経過と
ともにSMIでも血流がなくなり（妊娠29週）、血
腫化、フィブリン化したことがわかった。出血の
状態を把握するのにも有用であると考えられた。

3）血流障害の評価
　産科領域でのドプラ評価は、子宮動脈本管や臍
帯動脈、中大脳動脈といった比較的太い、流速の
速いところで行われているのが現状である。低流
速の場所をカラードプラで表現できることは、末
梢組織における血流障害をとらえることができる
可能性がある。図5は、広範に胎盤梗塞があり、
胎児発育不全を呈した症例であるが、同じ時期の
胎盤に比べて（図3右）SMIによる絨毛の描出が
少ないことがわかる。

ら、胎児の形態を評価できるようになった。また、
超音波断層法を用いた発生学的検討は、組織標本
を作製することなく行える。さらに、同一個体で
発育をトレースすることが可能である。これらの
ことから、超音波機器を用いても胎児の発生を観
察することや、異常の発生メカニズムを知ること
ができるとして超音波発生学（sonoembryology）
という概念がある。
　さらに、ドプラで血流を加えれば、機能的な発
生、病態生理を評価することもできるようになる
と考えられる。図3に妊娠14週と36週のSMI

（mSMI）の画像を示す。週数とともに末梢の絨毛
血管まで描出されるようになることがわかる。そ
れぞれの絨毛が分葉していることも3Dイメージ
としてとらえることができた。Smart 3Dはプロ
ーブ走査後、ワンボタンで3Dの構築ができる。
胎盤の血行動態を胎児の発育とともに観察するこ
とで新たな評価につながる可能性がある。
　胎盤は、母体血、胎児血ともに還流する血液の
多い臓器である。しばしば、異常出血により胎盤
周囲に出血や血腫を形成することがある。しか
し、出血して間もないときのBモードでは、等エ

図3  SMIによる胎盤の絨毛血管
左：胎盤を胎児面からみたSMIの3D像（矢印：臍帯付着部、C：臍帯）
右：胎盤の断面をみたSMIの3D像
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　産科領域の超音波検査の特徴は、全身の臓器
を評価できること、臓器全体をひとつの画面で描
出できることである。さらに、今まではドプラ血
流による臓器の機能評価は、各臓器の本管で行う
ことしかできなかった。それぞれの臓器の、末梢

の低流速な血流状態を評価できることは臓器自体
の機能評価に繋がると考えられる。ことさら胎盤
機能に関しては多くの研究がなされてきている
が、決定的に有用なものはない。SMIによる「見
える化」が可能になった今、Vascularity indexな
どの定量評価がより簡便に客観性をもつことがで
きれば、機能評価の一助となる可能性がある。

図4  SMIによる胎盤表層の血腫像の変化

図5  胎盤梗塞のSMIの3D像
図3右と比べ末梢の絨毛血管が壊死しているため描出されていない。
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はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
　近年の超音波診断装置は、高精細な画像を簡便
に描出することが可能となり、各社がさまざまな先
進のアプリケーションを備えることで診断への応用
が拡がり、その技術革新はめざましいものがある。
Superb Micro‐vascular Imaging（SMI）は東芝メ
ディカルシステムズ社が開発した独自の血流イメ
ージであり、造影剤を使うことなく低速で微細な
血流描出を実現した新しい手法である。従来のカ
ラードプラ、パワードプラ法では、モーションアー
チファクトを極力除去するために、低流速の血流
信号も同時に除去される欠点があった。ただでさ
え検査対象が小さい胎児の微細な血流信号はほと
んど失われていたが、SMIの登場により今まで見
えなかった血流を感度よく描出できるようになり、
周産期分野においても今後SMIを用いた画像診断
方法が研究され、報告されることが期待される。
　本稿では、周産期領域でのSMIの診断能とその
活用の可能性について述べる。

使用機器使用機器使用機器使用機器使用機器
■超音波診断装置
•東芝メディカルシステムズ社製Aplio i800
■使用プローブ
• PVI‐475BX（iDMSプローブ【4MHzコンベック

スプローブ】）
•PVT‐781VTE（7MHz体腔内プローブ）
•PVT‐675MVL（6MHz 4Dプローブ）
　なお、iDMSプローブとは、iシリーズ装置用に

新たに開発されたプローブである。超広帯域の送
受信を実現するとともにスライス方向にも素子が
分割されており、それぞれの素子を異なる信号に
駆動し、走査線の全点に対して電子フォーカスを
かけることで、浅部から深部まで薄く均一な画像
を生成することができる。よって、体格による画
像描出困難例を軽減したり、小さな病変でも抜け
のよいクリアな画像の描出が可能となる。

周産期領域での臨床的有用性周産期領域での臨床的有用性周産期領域での臨床的有用性周産期領域での臨床的有用性周産期領域での臨床的有用性
1）胎児血管血流評価
　超音波機器解像度向上に伴い、本邦では妊娠中
期の胎児超音波スクリーニング検査が普及し、妊
娠中に胎児の形態評価を行うことは今や標準医療
に位置づけられるまでになった。超音波機器で胎
児の形態を観察し、診断することは産婦人科医に
とって日常の業務である。胎児期の血流評価とし
ては、子宮動脈や臍帯動脈、中大脳動脈血流計測
が一般的であるが、胎児血管そのものを観察し、
評価をすることは多くない。SMIでは、流速の低
い脳や肺の末梢血管、肝臓血管、腎臓の末梢血管
など、従来のカラードプラ法では描出困難であっ
た血流信号においてもきれいに描出することが可
能である。脳内血管や肺、肝臓、腎臓等の血管を、
SMIを用いて観察することで、胎児の脳血管病変
や肺分画症などの形態異常の鑑別に役立つ可能性
がある。胎児Willis動脈輪、肝臓のSMI超音波画
像を図1に、胎児腎臓のSMI超音波画像を図2に
示す。SMIを用いることで、それぞれの臓器を流
れる微細な血流まで認識可能となる。また本機種

早田　桂
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室

周産期における
SMIの診断能とその活用

特集 超音波診断装置の新境地 ̶新しい血流イメージングが創る診断のブレイクスルー
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には、Smart 3Dと呼ばれる3D画像構築機能があ
る。2D用プローブを一定のスピードで平行移動

（Slide操作）、または一定のスピードであおる動作
（Fan操作）を行いスキャンし、連続して収集され
たCineメモリ画像データを使用して、3D画像を
表示できる機能である。Smart 3Dを用いた大動
脈弓から下行大動脈と肺血管を図3に示す。この
画像構築に費やす時間はわずか5秒程度である。
このように血管そのものを3D化することで、大動
脈縮窄症や大動脈離断のような先天性心疾患の鑑
別にも有用である可能性が示唆される。

2）胎児付属物（胎盤・臍帯）評価
　胎盤内部の循環については、母体側の絨毛間腔

と胎児側の絨毛血管の血流速度波形は微細かつ多
方向性のため、従来の超音波カラードプラ法では

図1  mSMIによる胎児血管の描出
a：36週 Willis動脈輪　　　　b：38週 肝臓
使用プローブ：4MHzコンベックスプローブ　　Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：3.0MHz

図2  SMIによる胎児腎臓の描出
a：36週 腎臓　　使用プローブ：6MHz 4Dプローブ　　Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：4.0MHz
b：37週 腎臓（左：cSMI、右：Smart 3D）
　  使用プローブ：6MHz 4Dプローブ　　Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：3.0MHz

図3  Smart 3Dによる胎児大動脈の3D化
31週 大動脈弓から下行大動脈と肺血管

a

a

b

b
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個別に観察することはできない。胎児発育正常な
妊婦の胎盤の超音波画像を図4に示す。カラード
プラでは胎盤辺縁部の血管のみが描出され、胎盤
内部の血流描出は難しい（図4a）。Monochrome 
SMI（mSMI）では、胎盤内部に微細な血流が存在
することが明瞭に描出されている（図4b）。Color 
SMI（cSMI）ではBモードとSMI画像との位置関係
が把握でき、組織と血流状態の関係が視覚的にわ
かりやすい（図4c）。Smart 3Dを用いると、胎盤
内の絨毛血管の3D構築が可能となる（図5）。さら
に、cSMIを用いた臍帯起始部のSmart 3Dを図6
に示す。胎児表面側の血管が臍帯に向かい走行し
ているのが確認される。臍帯卵膜付着等の臍帯付

図4  胎盤（36週）の血流比較
a：カラードプラでは胎盤辺縁部の血管のみが描出。
  　使用プローブ：4MHzコンベックスプローブ
 Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：4.5MHz
b： mSMIでは、胎盤内部に微細な血流が存在することが明

瞭に描出。
 使用プローブ：4MHzコンベックスプローブ
 Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：3.0MHz
c：  cSMIではBモードとSMI画像との位置関係が把握でき、

組織と血流状態の関係が視覚的にわかりやすい。
 使用プローブ：4MHzコンベックスプローブ
 Bモード周波数：5.5MHz/SMI周波数：3.0MHz

図5  胎盤（22週）のcSMIとSmart 3D
Smart 3Dを用いると胎盤内の絨毛血管が3D化される。

図6  cSMIを用いた臍帯起始部のSmart 3D
胎児表面側の血管が臍帯に向かって走行しているのが観察
される。

a

c

b



Vol.49　No.5 9

着部異常に対して、視点を変えた診断が可能とな
るかもしれない。以上のようにSMIを用いて胎盤
の血行動態を観察することで、胎盤腫瘍や胎盤血
腫あるいは胎盤梗塞、部分胞状奇胎等、胎盤の形
態異常の鑑別にも役立つ可能性がある。また、
mSMIを用いたSmart 3Dでの臍帯（図7）も、簡
便な臍帯の3D化を実現することが可能である。
臍帯過捻転や臍帯無捻転、単一臍帯動脈の視覚的
な診断に有用であり、第3者に正確に情報を伝え
る表現手法として期待される。

3）子宮筋層血流評価
　前置胎盤における胎盤付着部位のmSMIを図8
に示す。
　現在では胎盤位置同定に超音波が用いられ、子
宮口と胎盤辺縁の位置関係を確認して前置胎盤の
有無を明らかにすることは必須であるが、帝王切
開時に胎盤剥離部位から強出血を来すか否かを超
音波診断する決定的に有用なものはない。従来の
カラードプラでは、胎盤付着部位の子宮筋層血流
は低流速のため描出することは困難であったが、
SMIを用いることで子宮筋層の血流を可視化する
ことができ、強出血を起こすタイプの前置胎盤で
あるか、今後症例の積み重ね次第では判断できる
ようになる可能性がある。

周産期領域におけるSMIの今後周産期領域におけるSMIの今後周産期領域におけるSMIの今後周産期領域におけるSMIの今後周産期領域におけるSMIの今後
　東芝メディカルシステムズ社製「Aplio i800」で
得られた超音波画像は、iDMSプローブによって
高精細画像が得られるだけでなく、さまざまな先
進のアプリケーションにより、今までの超音波画
像とは異なる新たな視点からの画像診断を可能と
している。そのひとつであるSMIは低流速血流の
可視化を可能にし、さらにSmart 3Dは、胎児の
表情やしぐさ、体表を診る従来の3Dとは明らかに
用途が異なり、血管そのものの3D画像構築を可
能にした。これらのアプリケーションは、検者に
とっても検査部位臓器の再認識や視点を変えるこ
とによる再発見をもたらすであろうと考える。同
一個体を追跡し、週数別に脳内血管や肺、肝臓、
腎血管等をSMIにより観察することで、超音波に
おける血管の発生学的評価も可能である。何より、
胎児の形態評価は基本的にBモードを使用するた
め、カラードプラを有効に使用していない産婦人
科医も多いと思われるなかで、SMIやSmart 3D
の登場は、胎児診断におけるカラードプラ評価を
今一度見直し、新たな診断評価の提示が期待され
る。

図7  臍帯のSmart 3D
臍帯の捻転程度が視覚的にわかりやすい。
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おわりにおわりにおわりにおわりにおわりに
　今回提示した超音波画像はすべて正常例であ
り、妊娠週数や症例を選別したわけでもないが、
通常のBモード法を用いた形態評価とカラー・パ
ルスドプラ血流計測や胎児観察では得ることのな
い画像をわれわれに示した。SMIは計測評価では
ないため、心機能のような機能評価に使用するこ
とはできないが、超音波機器を用いた胎児診断は

診るべきポイントも概ね出尽くした感があるなか
で、胎児を診るという原点に立ち返り、見えなか
ったものをもう一度見直そうという意欲にかられ
る。当院は年間40例前後の先天性心疾患症例や、
多くの脳神経外科、小児外科が関与する先天性疾
患症例が妊娠中に紹介される。SMIを用いた症例
を蓄積させ、今後さらなる活用法を検討する次第
である。

図8  前置胎盤におけるmSMI
a：前置胎盤（31週）
  子宮筋層の低流速血流を可視化することができ、帝王切開時強出血を来たすか鑑別可能であると思われる。本症例は胎盤

実質に血流を認めるも、子宮筋層に血流はほとんど認めず、実際胎盤剥離面からの強出血もなかった。
  　使用プローブ：7MHz体腔内プローブ　　Bモード周波数：8.5MHz/SMI周波数：3.6MHz
b：前置胎盤（33週）
  本症例はa症例と比較し、胎盤実質に血流は確認できないが、子宮筋層に豊富な血流を認め、実際胎盤剥離面からの強出

血を来たした。
  　使用プローブ：7MHz体腔内プローブ　　Bモード周波数：8.5MHz/SMI周波数：3.6MHz

a

b
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