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　出生前診断のための各種検査法の中で，超音波検
査は，胎児疾患リスクを推測する非確定的検査と位
置付けられる。ただし，胎児形態異常の検出を目的
とした超音波検査では確定診断にもなりうるので，非
侵襲的という利点があり，かつ陰性の場合は羊水検
査が回避できる可能性が報告されている1）。わが国で
は，2013年４月の無侵襲的出生前遺伝学的検査
（NIPT）導入に際して，周産期の遺伝カウンセリング
体制の構築と臨床研究を目的として，専門家による自
主的組織NIPTコンソーシアム〔組織代表：北川道弘
氏（山王病院），研究代表：左合治彦氏（国立成育医療
研究センター）〕が発足。高齢妊娠，染色体異常児（ト
リソミー21，18，13）の妊娠・分娩既往，もしくは現
行妊娠で胎児超音波検査や母体血清マーカーで同染
色体異常が疑われる妊娠10週以降の単胎妊婦を対象
に，母体血胎児染色体検査を用いたNIPTの臨床研
究が進められている。吉里氏も，NIPTコンソーシア
ムのメンバーの１人として活動しており，妊娠初期胎
児超音波検査とNIPTを組み合わせることで診断精度

の向上に取り組んでいる。
　産科診療には超音波検査が必要不可欠であり，画
像診断をする際に，X線の被ばくがなく，しかも実時
間で観察可能なモダリティは超音波以外にない（写真
１）。吉里氏は，①Bモード超音波断層法②カラード
プラ血流計測法③３次元（3D）-超音波検査－の３種
類の機能を目的に応じて使い分けている。具体的に
は，全妊婦を対象とした胎児形態スクリーニング，主
に胎児形態異常の検出を目的とする診断の場合は，B
モード断層法とカラードプラ法による血流計測を行
う。一方，胎児の3D画像が得られる3D-超音波検査
は，胎児の全体像を把握しやすい特徴があり，Bモー
ド断層像を補完する上で重要である一方，患者サー
ビスや愛着形成のための媒体として使用する場合が
多いという。
　2002年１月～06年12月の５年間に，福岡大学産婦
人科で出生前診断された胎児形態異常（胎児不整脈
などの機能的異常は除外）は176例，210形態異常。こ
のうち，妊娠20週未満で診断されたものは，無脳症，
脳ヘルニア，臍帯ヘルニア，胃壁破裂，腎無形成，
多囊胞腎，胎児水腫，囊胞水腫で，妊娠20～30週で
診断されたものは，脳室拡張を伴う中枢神経系異常，
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らに，造影剤を使用することなく，微細で低流速の血流評価を可能にする新たなドプ
ラ技術Superb Micro-vascular Imaging（SMI）は，産婦人科領域では，悪性腫
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吉里俊幸氏に，胎児形態スクリーニングにおける高周波コンベックスプローブ「PVT-
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妊娠初期胎児超音波検査の診断能がより重要に
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心血管形態異常，上部消化管閉塞，骨系疾患，唇裂
などの小奇形となっていた2）。
　その後約10年が経過したが，吉里氏は「ここ５～10
年の超音波技術の進歩は目覚ましいものがある。従
来は妊娠20週半ばに診断されていた胎児の心疾患を
含む形態異常が，妊娠18～21週までに観察可能に
なってきている。高周波コンベックスプローブを使う

ことで分解能が上がり，胎児の微細な構造がよく見
えるようになった」と話す。

　吉里氏らは，通常妊娠20週までの胎児形態スクリー
ニング超音波検査
には，東芝メディカ
ルシステムズ社の超
音波装置「AplioTM

（アプリオ）300」に，
駆動周波数が６
MHzの高周波コン
ベックスプローブ
「PVT-674BT」（写
真２右）を組み合わ
せて使用している。

AplioTM 300を用いた診療風景写真1 コンベックス式電子スキャンプローブ写真2

左：コンベックスプローブ「PVT-375BT」（3.5MHz）
右：高周波コンベックスプローブ「PVT-674BT」（６MHz）

（画像提供：吉里俊幸氏）

AplioTM 300＋高周波コンベックスプローブ「PVT-674BT」で撮影した画像

NTの計測，妊娠13週（Bモード法）

画像1

矢印は胎児後頸部浮腫を示す。低エコー輝度部分の
内～内で，垂直に小数点第1位までを複数回計測し，
最大値を代表値とする

胎児静脈管血流および血流速度波形の計測，妊娠13週
（ダイナミックフローモード法）

矢印は胎児静脈管を示す

胎児指の観察，妊娠11週（Bモード法）

矢印は胎児指を示す

胎児肺動静脈の観察，妊娠17週
（ダイナミックフローモード法）

A B

C D

矢印は末梢の胎児動静脈を示す

高周波コンベックスプローブ「PVT-674BT」
使用で経腹的なBモード，カラードプラ画像の
画質が格段に向上
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これは，妊娠初期胎児超音波検査の診断能の向上を
目的としている。高周波コンベックスプローブ「PVT-
674BT」は，人体接触部が15mm×49mmと小さく，曲
率が適切で，母体下腹部に置きやすい。なお，母体
の肥満がある場合や妊娠21週以降は駆動周波数
3.5MHzのコンベックスプローブ（写真２左）を用いて
いる。
　吉里氏は「高周波コンベックスプローブ『PVT-
674BT』は分解能が高く，妊娠初期の経腹的なBモー
ド，カラードプラ法による胎児の微細な観察を可能に
した。経腹走査でも，画像の鮮明さは経腟走査に匹
敵する」と，その性能を高く評価する。周波数が高い
ほど解像度は上がるが，超音波が減衰しやすい。従
来の高周波プローブでは，胎児との距離が近い経腟
走査に比べて，経腹走査の画質は劣っていた。しか
し，母体の心身に負担となる経腟走査はごく短時間
しかできない問題があった。高周波コンベックスプ
ローブ「PVT-674BT」を用いた経腹超音波検査は，経
腟より長時間の観察が可能という点でも有用性が高
いという。
　妊娠初期胎児超音波検査では，無脳症などの大奇
形の他，後頸部浮腫（nuchal translucency，画像１
A），静脈管血流の血流波形（画像１B）などが観察可
能となる。妊娠11週で胎児の手の動きが分かり，５本
の手指を観察できる（画像１C）。妊娠17週の胎児の
心臓のカラードプラでは，微細な肺動静脈の走行が
確認できる（画像１D）。

　2002年１月～13年12月に，福岡大学病院総合周産期
母子医療センターで羊水検査を行った妊娠22週未満の
35歳以上の妊婦267例を解析。このうち，胎児超音波
検査で異常が認められた38例中14例が染色体異常（21，
18，22トリソミー，クラインフェルター症候
群）と診断された。異常所見は，NT3.0mm
以上が30例（NTと母体血清マーカー陽性の
リスク重複１例を含む），脈絡叢囊胞，臍帯
ヘルニア，単一臍帯動脈，両側腎盂拡張が
それぞれ１例，原因不明の羊水減少が２例，
NTと臍帯ヘルニアの合併が２例となってい
た。一方，超音波検査以外のリスク（高齢妊
娠，染色体異常児の出産既往，家族歴，母
体血清マーカー）単独陽性例では，染色体
異常は認められなかった（図１）。

　また，NIPTコンソーシアムがまとめた国内での
NIPTの実績（2014年６月現在集計）によると，2013年
４月～14年３月に，全国37施設で，母体血胎児染色
体検査（トリソミー21，18，13）が実施された7,740例
中，142例（1.83％）が陽性，7,594例が陰性（98.1％）と
判定され，４例（0.23％）が判定保留あるいは羊水検査
となった。検査適応別の陽性率は，高齢妊娠が1.6％
（118/7,387例），染色体異常児の出産既往が1.8％
（４/226例），超音波検査が18.5％（20/108例），母体
血清マーカーが0％（０/16例），染色体検査が０％（０/
３例）であった。7,740例中の陽性例における確定診断
結果の検討から，NIPTの偽陽性は13例，真陽性（診
断確定）は117例，陽性的中率は90.0％であり，母体年
齢とNIPT陽性の関係から母体年齢が高いほど陽性
例が増加する傾向が示されている3，4）。
　吉里氏は「NIPTの適応や胎児の心臓の異常などを
非侵襲的に検出するマーカーの中で，超音波検査に
よる胎児形態異常所見の有用性は高い。超音波検査
では，常によく見える画像を追求することが，診断精
度を向上させ，患者の便益につながる。『PVT-
674BT』のような高分解能の高周波コンベックスプ
ローブは，微細な構造の観察が必要な妊娠初期（11～
14週）に，特に超音波診断の基本であるBモード画像
でその威力を発揮するだろう」と述べている。

　東芝メディカルシステムズ社は既に，2001年から
高分解能のドプラ技術「Advanced Dynamic FlowTM

（ADF）」により，微細な血流の描出を実現していた。
この技術を応用し，生体組織の動きに近いような低
流速の血流評価を可能にした新しいドプラ技術が
SMIで，AplioTMシリーズ機種へ搭載可能なオプショ

超音波異常と羊水検査における染色体異常の関係図1

（提供：吉里俊幸氏）
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SMIは微細な低流速血流を
描出可能な新規ドプラ技術

妊娠早期の胎児に対する超音波検査の有用性
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ンとして2014年に発売された。従来のカラードプラや
ADFでは，フレームレートが遅く，組織からの不要
なドプラ信号（モーションアーチファクト）に埋もれた
低速の血流信号が失われていた。これに対し，SMI
では，モーションアーチファクトの影響を低減し，微
細な低速の血流描出能を高フレームレートで実現し
た（図２）。SMIは，超音波医学の発展に寄与すること
が期待される技術者・団体を顕彰することを目的とし
た日本超音波医学会第15回技術賞をこのほど受賞。
同社超音波開発部の受賞は今回で10回目となる。
　SMIには，モノクロ（mSMI）とカラー（cSMI）の２
種類の表示モードがある。mSMIは，より分解能が高
く，組織からの不要な信号を抑制することで，血流を
より鮮明に表示する。cSMIは，血流の方向性や動き
が分かり，視認性が高い。SMIは，造影剤を投与し
ない場合でも，低流速血流の検出能が高いことから，
腫瘍や粥状動脈硬化性プラークの質的診断，関節リ
ウマチなどの薬効評価など幅広い分野で臨床応用が
期待されている。

　SMIを用いた胎盤血流評価（画像2）では，Bモード
画像では検出されないような微細な血流が描出され
る。「SMIでは，胎盤の機能不全
を直接評価できる可能性がある。
また，出血を来した場合には血流
が消失することから，例えば，常
位胎盤早期剝離の早期診断に有
用かもしれない」と吉里氏。今後，
多くの臨床医や研究者がSMIの
可能性に着目し，臨床データが集
積され，臨床的有用性の検索，
評価法について議論が展開され
るとみている。
　一方，SMIの観察対象は，現
段階では，静止状態でかつ血流
のある臓器に限定されるという。
吉里氏は「SMIでは，これまで不
可能であった動脈の分枝レベル
や静脈系の微細な血流の観察が
可能になった。その半面，胎動を

微弱な信号として検出するため，胎児超音波検査に
はカラードプラやADFの方が適している。現状の
SMIは，産科では胎盤血流評価，婦人科では腫瘍内
部の性状評価などへの臨床応用が大いに期待される」
と展望した。

本特別企画は東芝メディカルシステムズ株式会社の提供です
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2015年８月６日号より改変
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2）瓦林達比古, 吉里俊幸, 日本産科婦人科学会雑誌 2007; 59: 
N251-256.
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（画像提供：吉里俊幸氏）

胎盤血流，妊娠26週〔SMI，AplioTM 300＋
コンベックスプローブ（3MHz）〕

画像2

胎盤内を走行する血管の微細な構造が観察できる

従来の手法とSMIによる血流イメージングの比較図２
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SMI技術子宮筋腫周囲および内部の微細な血流信号が
観察できる

（画像提供：吉里俊幸氏）

胎盤血流評価や腫瘍の質的診断への
臨床応用に期待
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