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はじめに

急性腹症の診断において理学所見を含めた臨床所見

が重要であることは変わ りないが,最 近では画像診断

の進歩はこの分野にも大きな影響を与えてきている。

従来は臨床所見 と腹部単純写真所見で手術適応が決定

されていた症例に対し,最 近ではさまざまな画像診断

法が用いられるようになり, より正確な形態的変化が

把握 されるようになり,手 術適応の決定に役立つ情報

が得 られるようになった。本項ではわれわれ放射線科

医が日常感じている救急医療の場での画像診断の有用

性および問題点について腹部単純写真および comput‐

ed tomograp町 (CT)を 中心に下記の事項について述

べる。

1.画 像診断を行 う医師に対する トレーニングの必

要性

2.腹 部単純写真の意義

3.非 外傷急性腹症の画像診断の トピックス

a)急 性膵炎の CT診 断

b)消 化管及び腸間膜疾患の CT診 断

4.腹 部鈍外傷に対するCTの 有用性

1,Trainingの 重要性

画像診断法が進行するに従い,これを充分に岨囀し,

救急医療の現場に役立たせなければならない。そのた

めには画像診断の充分な トレーニングが必要不可欠で

ある。 こ の トレーニングには最も適した画像診断法の

選択,お よび名検査の読影力が含まれる。表 1は Rhea

らによりなされた救急センターによる研修医の画像診
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表 l  ErrOrs of lnterpretation of Elicited by a Quality

Audit of an Emergency Radiology Facility

(1)interpretation eror

(ob)ObServation error

io i nrst year resident

II°:second year resident by Jfr Rhea

断能を経験年数ごとに対比した結果であるが,約 1年

間の経験の研修医の見逃す頻度が有意に高いことがわ

かる分。また,こ れらの見逃 しの うち80%が 臨床的に有

意な所見であるり。 したがって トレーニングが充分な

されていない施設においては画像診断にて得 られる情

報が見逃 されている可能性があ り, これら救急医療の

画像診断の質を向上させるためには診断医に対する ト

レーニングが不可欠である。

2.腹 部単純写真の役割

腹部立位および臥位写真の情報量の比較 :外科医の

多 くは腹部単純写真は立体のみで充分であると考えて

いる人が多い。これに対し放射線科医は臥位が優れて

いると考えているめ.確 かに腸管内ガス異常があれば

遊離ガスの診断は立体の写真が不可欠であるが,臨 床

的には重要な意義を持つ腹水,腸 管壁内ガスをはじめ

とする異常ガス像の診断には立位に比べ臥位の写真が

明らかに優れている。 し たがって立位および臥位写真

を充分検討しながら相補的に進めなければならない。

ところで腹部単純写真所見の中で臨床的に重要な所見

として,腹腔内液体貯留,無 ガス野を含めた腹部腫瘤,

腸管ガスの異常,遊 離ガスを含めた異常ガス,石 灰化
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の 5つ があげられる。 こ のうち腹陸内液体貯留所見に

ついては1960年代にその単純写真診断能について研究

されたデータであり,そ の診断能 も単純写真の技術の

向上 とともに改善されている。そこでわれわれが行っ

た外傷性腹腔内出血に対する腹部単純写真の診断能に

ついての検討結果を紹介する。表 2は 各種の腹陛内液

体貯留所見を示 したものであるが,腹 腔内液体貯留所

見には腹壁―腹腔内脂肪に関係した所見と腹水そのも

のによる所見とに分けられる。前者は後者に比べ少量

の腹水にたいしても診断可能である。前者の うち per‐

itoneuln signはわれわれが新たに提唱 した所見であ

る。 こ れは正常例の80%に おいて両側側腹部に壁側腹

膜が毛髪線として認められることから, この腹腔外脂

肪 と腹腔内脂肪 との interphaseの状態が脂肪一腹膜

表2 腹 腔内液体貯留の単純写真所見

◎腹腔内脂肪 との関連所見

Pedtoneuln韻卸

Iliac crest sign

Hepatic angle sign

◎腹水そのものによる所見

Flank sthpe dgn

Pelvic auid

Centralization of bowel loops

Ceneralized abdominal hazine弱

Separation of bo、vel loops

図 1 正 常例の腹部単純写真 :左側側腹部に脂肪内に

壁側腹膜を毛髪線として認める。
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一脂肪であれば正常 (図 1).脂 肪一water densityあ

るいは脂肪―肥厚 した腹膜一脂肪を認めた場合を陽性

とした(図2).表 3は 腹腔内出血が手術にて確認され

た症例および正常4/11100例についての各所見の出現率

を表示したものであるが,peritOneuln sign,hepatic

angle singが両者90%の 感度を有しているが,hepatic

angle signは件手異1生力`イ氏く, peritoneuln sign力W憂オし

ている。 このように従来考えられていた以上に単純写

真が急性腹症の診断に有用であることが再確認で き

る。したがってこれらの所見を注意深 く観察しながら

必要に応 じて CTあ るいは超音波検査へと進まなけれ

ばならない。特に多発外傷患者では臨床所見上は腹腔

内臓器損傷を見逃すことがあ り,単 純写真が診断の手

図2 搾 損傷による腹陛内出血(約300ml)症例 :毛髪

線は下部では肥厚して認める。上部では,脂 防一水

のinterphaseを形成している,(矢 印)

表 3  Seぃ itivity and speciIIcity,accuracy of plain

f1lnl IIndings

Peritoneum sign

Hepatic angle sign

Flank stripe sign

Iliac crest sign

Pelvic fluid

Generalized haziness

C*ntralization of bowel loops
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掛か りになることが多い。.

3.非 外傷の画像診断の トピックス

日消外会誌 21巻  1号

のうち最も高頻度であるのが消化管および腸間膜疾患

であり,手 術時期の遅延が患者の生命に直接に結びつ

表 5 小 腸病変のCT上 での分類

CTカ テゴ リー No
病 理 所 見

新生物 炎症性 浮 腫

1 壁 :>15111m
あるいは
腸間膜腫瘤>15nlm

壁 :≦15mm,>3mm
腸間膜腫瘤≦15nlmrI

壁 :≦15mm,>3mm
腸間膜腫瘤なし
腸間膜脂肪内網状影

2.

3.

町 S James

図 3 大 腸穿孔症例のCT(wide window):肝 左葉

前面に脂肪よりも更に低吸収値の遊離ガスを認め

る.

図 4 S字 結腸絞均による腸間膜内網状影 :拡張した

S字 結腸のループの間に網状影を認める。また腹水

の貯留も伴っている.

急性腹症の画像診断

最近の急性腹症の再像診断の トピックスは,超 音波

検査はすでに臨床の内でその利点および限界が明らか

となった観があ り,CTお よび核医学検査の臨床応用

にその トピックスが移行している。その中で急性膵炎

に対するCTの 有用性および消化管および腸間膜疾患

に対するCTの 有用性について述べる。核医学検査に

ついては本邦では急性腹症の臨床に利用するためには

かなりの障害があり,わ れわれは現在 この導入に努力

をしている段階にあるのでここでは触れない。

a)急 性膵炎の CTの 役害」

急性膵炎の臨床もCTの 出現により大きく変化 して

いる。特にCTに て膵の変化および膵周辺への病変の

波及の形態的把握が可能になり,急 性際炎 (外症性を

除 く)の 手術はほとんどなくなったといっても過言で

はない。また,Balthzarら の CT上 の分類 (表4)お

よびその臨床像 との対比によりCTが 急性際炎の診断

に不可欠とまで考えられるようになった5)。しかしCT

あるいは超音波検査等を駆使しても解決できない問題

点もある。この 1点 は,膵 の形態上の変化と臨床像が
一致しない症例,特 に発症初期に形態上の変化があず

かであるにもかかわらず,多 臓器合併症を生じ,死 亡

する症例のある点,そ の 2点 は,仮 性襲胞の診断であ

る。仮性嚢胞の内容物には膵液が貯留 したものと組織

壊死を伴い出血を伴い単純な ドレナージ療法が困難な

ものとに分けられるが, この 2者 を画像上で鑑別する

ことは困難である。さらに,内 容物に感染を合併した

場合の画像診断の困難がある。.こ の際には,経皮的吸

引生検が必要 と考えられるが,そ の適応の決定につい

ては明確に定義できず,今 後の問題点 として残る.

b)消 化管および腸間膜疾患の CT診 断

急性腹症の うち今 日救急開腹手術の適応 となる疾患

表 4 CT上 での陣炎の5段 階分類

正常

限局性あるいはビ慢性解腫大

(辺縁の不規則,陣 実質の不均性,肝 管の拡張,

実質内の小液体貯留)

陣および肝周囲脂肪内に限局した炎症

(Bに 加えて膵周囲脂肪内の不明瞭で索状の陰影)

1個所の液体貯留

2個所以上の液体貯留あるいは膵周囲の異常ガス

の存在

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｅ

by E.J Balthazar
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く疾患が多い。その画像診断で超音波検査の有用性が

強調されているが,腸 管ガスなどの障害物がある場合

に病変を明確にできないことが多い。そこで最近では,

CTが 多く利用され,そ の有用性の報告を認められる

ようになった分.表 5に Janresらによる小腸病変の

CTで の分類を示した。CTは ,①腸管穿孔に伴 う少量

の遊離ガスの診断が可能である。単純写真にてこの診

断は行われており,本 位の移動 (デクビタスで10分程

度保った後に検査)を 行わなければならず繁雑であっ

たが,CTで 図3の ごとく通常の検査後にワイドウイ

ンドにて観察すれば容易に診断が可能である。次に,

②壁内ガスを含めた腸管変自体の診断が可能である。

夏に,③腸間膜および大網内への病変の波及に伴う網

状影 (dirty fat sign)も病変の認識する際の手掛かり

となる (図4).

4.腹 部鈍的外傷の CTの 有用性

腹部銃的外傷診療の与えた画像診断の impactは 大

きく,従 来の診断アプローチを大きく変化させてきて

いるの～り。われわれの施設では,CTを 超音波検査に比

べ多用しているが, これは CTが 超音波検査に比べ偽

陰性すなわち見逃 し症例が少ない点にある。したがっ

てわれわれの施設ではCTで 正常であれば臨床像に留

意し,経 過観察を行ってお り,比 較的侵襲の多い診断

的腹腔穿刺あるいは洗浄をほとんどの症例で省略 して

いる1の
。CTの 利点は,100ml程 度の腹腔内出血をはじ

めとする腹腔内液体貯留の診断が可能であること,そ

の原因疾患の診断が可能であること, さらに肝損傷等

の症例で経過観察を行 う際に再現性のある再像が得ら

れることである。しかしCTが 必ずしも万能ではなく,

問題点もある。これには腹腔内液体貯留所見が見られ

たのみの症例の原因損症の疾患の診断がある。われわ

れのデータでは,43例 中 4例 において原因損傷所見が

得 られない症例があり, この内 3例 は腸間膜損傷の症

例であり, 1例 は肝左葉の損傷の症例であった。 し た

がって原因損傷所見が得られない症例では陽間膜損傷

の可能性が高いわけであるが,腹 腔内液体貯留が必ず

しも出血 とは断定できず,腸 液,胆 汁および勝航破裂

による尿の可能性も考慮に入れなければならない点で

ある。 こ の場合には腹腔洗浄の適応 と思われる。

最 後 に

救急医療の画像診断の役害」について述べた。CTに

関する事項が多かったが, これは CTが トピックスで

あるためで,実 際は腹部単純写真,超 音波検査,核 医
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学検査,消 化管造影の検査の選択およびその検査の精

度および所見の重みを症例 ごとに考慮 しなが ら無駄の

ない合理的画像診断は行われている。そのためには,

かな りlevelの高い画像診断医が必要であ り,ま た こ

れ ら画像診断法 を充分 に利用す るために comedical

の協力を含めた体制作 りが不可欠である点を強調 して

終わ りにしたい。
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