
例えば面積が減ったなとか、正常に見
えつつあるとかもある程度はわかると
いうことですね。
　矢田　腸上皮化生ができる状態だと、
かなり胃粘膜の老化が進んでいる状況
ですので、そういう場合は改善がゆっ
くりなのです。ですので、毎年みてい
ってすごく変化が出るかというと、必
ずしもそうではない。時間をかけて、
５年ぐらいかけて比較するとやっとわ
かるぐらいでしょうか。
　池田　いずれにしても、ピロリの除
菌がうまくいったと思っても、１～２
年に１回は必ず内視鏡検査を受ける。
ピロリ菌がいなくなっても発がんする

ことも十分あるのですね。
　矢田　基本的には胃がんの99％はピ
ロリ菌感染者から出るといわれている
のですけれども、１％にはピロリ菌が
ついていない未感染者からも発がんが
ありますので、それをどこまで拾うか
という問題もあります。
　池田　あまり安心しないで、きちん
とフォローアップするということです
ね。
　矢田　除菌をしても胃がんはゼロに
はなりませんので、そこは注意が必要
かと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

東海大学医学部付属東京病院病院長
赤　石　　誠

（聞き手　池脇克則）

　プライマリケア医が必要なUCG検査についてご教示ください。携帯型UCGが
売り出されている一方で、血流ドプラー、eʼを含む詳細なUCG結果が病院より
かえっています。また、最近は、心臓周囲の脂肪厚を測定しφ６㎜以上は心血
管病のリスクともいわれます。
　１．その測定方法
　２． 高齢者の心雑音（部位によりASまたはASRと明らかにわかるもので、

BNP/NT-proBNPが基準内）を、UCG検査する必要性はどうなのでしょ
うか。

＜京都府開業医＞

プライマリケア医に必要なUCG検査

　池脇　心臓超音波検査（UCG）は、
先生のご専門の一つだと思うのですけ
れども、血流ドプラー、あるいはイー
プライム（e’）といった、以前だった
ら聞かないような、細かな心臓の機能
を含めたパラメーターがUCGでわかり、
携帯型のものも出てきた。いろいろな
情報が検査でわかるような時代になっ
てきたということなのでしょうか。
　赤石　つい15～20年前は、心エコー
図検査（心エコー）というと、心臓が
よく動いているか、動いていないか、
壁のどこが動いていないか、心筋梗塞

になっているのではないかという診断、
そして、弁がよく開いているか、開い
ていないか、心膜液がたまっているか、
たまっていないかといった診断が心エ
コーの最も重要な情報でした。確かに、
それは非常に有用な情報でしたし、今
でも有用です。
　ところが、心臓がよく動いているの
に心不全になってしまう人がいる。こ
うしたことが話題になってきて、動い
ているだけでは心臓の評価はできない
ということになってきまして、血流を
指標にして議論しようということにな
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でも、心電図を見ていただきたい。心
電図に負荷所見がない。すなわち、V
５、V６、左の胸部誘導のST、特にT
波の逆転などがない場合には、あえて
心エコーをしなくていいだろうと思い
ます。
　池脇　その患者さんが臨床実地のと
ころに来るのか、あるいは基幹病院に
来るかで、心エコーへのアクセスも違
うと思います。それほど強くない雑音
で、心電図変化もなければ、先生の考
えとしては必ずしもUCGは必要ないと
いうことですね。
　赤石　病院で、簡単に依頼票を書け
ばすぐできるのだったらやればいいし、
紹介してまで撮っていくべき検査では
ないという意味です。
　池脇　もう１点、最近は心臓周囲の
脂肪、異所性脂肪ですが、こういった
ものが心血管病のリスクになるという
報告を、よく耳にするようになりまし
た。これはUCGでも計測できるのでし
ょうか。
　赤石　これは普通には測定しないも
のです。心臓の外側には脂肪がつくの
です。心臓の冠動脈バイパスのために
開胸すると、心臓の周りには脂肪がた
くさん付着していて真っ黄色なのです。
それをperi cardial fatといいます。
　そのfatには２種類あります。心膜の
外側についている脂肪と、心膜の内側、
すなわち心外膜と心膜の間にある脂肪、
それは心外膜脂肪（epicardial fat）と、

それから、胸骨傍脂肪（parasternal 
fat）とか、それを全部含めて心膜外
脂肪（pericardial fat）というのです。
epicardial fatはあまりいろいろなリス
クファクターとは相関しないのですが、
pericardial fat全体が、内臓脂肪の一
つだと思っていただければいいと思い
ます。
　ですから、メタボリック症候群の人
との相関や、BMIや年齢、そういうも
のとpericardial fatが相関するという
研究があって、心エコーで測ったperi-
cardial fatはMRIで見ても相関するも
のがあります。
　そうすると、pericardial fatをどこで
測るかになりますが、これは右室の前
面、傍胸骨アプローチで心エコーを撮
っていただいて、長軸あるいは短軸で
右室の前面にある脂肪を撮る。脂肪は
エコーフリーとして見えますから、そ
の厚さを撮って測ります。
　ところが、そこもまたいろいろな議
論があるところで、収縮期に測るか、
拡張期に測るか。いろいろな方たちが
いて、拡張期に測る方たちが特に多い
のです。それはなぜかというと、MRI
やCTで撮るときはだいたい拡張期の
ほうが長いため、それと相関させると
拡張期がいいと言っています。ところ
が、拡張期になると心臓が大きくなる
から押されてしまうのです。しかし、
収縮期のほうがより脂肪がよく見える
という理屈もあるので、どっちがいい

りました。そして、ドプラーがどんど
ん盛んになって、この20年間に長足の
進歩を遂げました。前は速い血液の流
れしかドプラーで撮れなかったのです
けれども、フィルターをかけることに
よって心臓の壁の動き、遅い動きです
けれども、それをドプラーで見ること
ができるようになった。それが組織ド
プラーというものです。
　そうすると、以前は１秒間に60㎝、
70㎝の速度のものしかとらえられなか
ったのに、今度は秒速数センチの動き
をとらえられるようになってきた。そ
れで心臓の弁輪の速度を測るといろい
ろなことがわかるようになったのです。
12～13年前からそういうものが出てき
ました。それがe’というものです。これ
は僧帽弁の血流のearly diastole、early 
fillingのE波に対応して、early filling
のときに生じる弁輪の動きに、e’とい
う名前をつけたものです。
　池脇　心不全の高齢患者さんが多い
ため、必ずしも収縮機能は落ちていな
いけれども、心不全、拡張障害といっ
た、いろいろな指標で評価するように
なったのが１点と、何といってもドプ
ラーで弁膜疾患に関しての評価がだい
ぶ進歩したということでしょうか。
　赤石　そうですね。特に昔の弁膜症
というと、僧帽弁狭窄症、大動脈弁閉
鎖不全であったと思うのです。しかし
今では僧帽弁閉鎖不全、そして大動脈
弁狭窄症が弁膜症の中心になってきて

います。特に大動脈弁狭窄症は高齢者
に多くて、有病率が高いのですけれど
も、なかなか症状が出ない場合もある。
今はTAVIといって、カテーテルで治
療することもできるようになっていま
す。比較的低侵襲で治療できるチャン
スがあるため、見逃してはいけない弁
膜症になってきたのです。そういう意
味ではドプラーの重要性が出てきまし
た。
　池脇　質問の２番目は、高齢者の心
雑音で、ASあるいはASRだろうと。
ただ、いわゆる心臓の負荷を反映する
BNPは正常範囲で、心エコーをする必
要があるかどうかという質問ですけれ
ども、どうでしょう。
　赤石　本当に大動脈弁狭窄があるか
どうかはとても大事です。雑音が大き
ければ狭窄があると考えてよいと思い
ます。ですから、例えば心臓の雑音が
聴こえたときに、胸壁に手を当ててい
ただいて、thrill、振戦があるかどうか。
昔でいうLevineのⅣ度以上の雑音があ
ったときには、狭窄がある。たとえ
BNPが高くなくても心エコーを行って
確かめるべき大動脈弁狭窄だと思いま
す。
　それから、雑音は聴こえるけれども、
比較的聴き取りにくいぐらい小さな収
縮期雑音は、左室流出路の乱流でS字
状中隔などに起きるものであり、治療
介入が不要であることが多いですね。
そういう雑音もあるので、BNPが正常
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でも、心電図を見ていただきたい。心
電図に負荷所見がない。すなわち、V
５、V６、左の胸部誘導のST、特にT
波の逆転などがない場合には、あえて
心エコーをしなくていいだろうと思い
ます。
　池脇　その患者さんが臨床実地のと
ころに来るのか、あるいは基幹病院に
来るかで、心エコーへのアクセスも違
うと思います。それほど強くない雑音
で、心電図変化もなければ、先生の考
えとしては必ずしもUCGは必要ないと
いうことですね。
　赤石　病院で、簡単に依頼票を書け
ばすぐできるのだったらやればいいし、
紹介してまで撮っていくべき検査では
ないという意味です。
　池脇　もう１点、最近は心臓周囲の
脂肪、異所性脂肪ですが、こういった
ものが心血管病のリスクになるという
報告を、よく耳にするようになりまし
た。これはUCGでも計測できるのでし
ょうか。
　赤石　これは普通には測定しないも
のです。心臓の外側には脂肪がつくの
です。心臓の冠動脈バイパスのために
開胸すると、心臓の周りには脂肪がた
くさん付着していて真っ黄色なのです。
それをperi cardial fatといいます。
　そのfatには２種類あります。心膜の
外側についている脂肪と、心膜の内側、
すなわち心外膜と心膜の間にある脂肪、
それは心外膜脂肪（epicardial fat）と、

それから、胸骨傍脂肪（parasternal 
fat）とか、それを全部含めて心膜外
脂肪（pericardial fat）というのです。
epicardial fatはあまりいろいろなリス
クファクターとは相関しないのですが、
pericardial fat全体が、内臓脂肪の一
つだと思っていただければいいと思い
ます。
　ですから、メタボリック症候群の人
との相関や、BMIや年齢、そういうも
のとpericardial fatが相関するという
研究があって、心エコーで測ったperi-
cardial fatはMRIで見ても相関するも
のがあります。
　そうすると、pericardial fatをどこで
測るかになりますが、これは右室の前
面、傍胸骨アプローチで心エコーを撮
っていただいて、長軸あるいは短軸で
右室の前面にある脂肪を撮る。脂肪は
エコーフリーとして見えますから、そ
の厚さを撮って測ります。
　ところが、そこもまたいろいろな議
論があるところで、収縮期に測るか、
拡張期に測るか。いろいろな方たちが
いて、拡張期に測る方たちが特に多い
のです。それはなぜかというと、MRI
やCTで撮るときはだいたい拡張期の
ほうが長いため、それと相関させると
拡張期がいいと言っています。ところ
が、拡張期になると心臓が大きくなる
から押されてしまうのです。しかし、
収縮期のほうがより脂肪がよく見える
という理屈もあるので、どっちがいい

りました。そして、ドプラーがどんど
ん盛んになって、この20年間に長足の
進歩を遂げました。前は速い血液の流
れしかドプラーで撮れなかったのです
けれども、フィルターをかけることに
よって心臓の壁の動き、遅い動きです
けれども、それをドプラーで見ること
ができるようになった。それが組織ド
プラーというものです。
　そうすると、以前は１秒間に60㎝、
70㎝の速度のものしかとらえられなか
ったのに、今度は秒速数センチの動き
をとらえられるようになってきた。そ
れで心臓の弁輪の速度を測るといろい
ろなことがわかるようになったのです。
12～13年前からそういうものが出てき
ました。それがe’というものです。これ
は僧帽弁の血流のearly diastole、early 
fillingのE波に対応して、early filling
のときに生じる弁輪の動きに、e’とい
う名前をつけたものです。
　池脇　心不全の高齢患者さんが多い
ため、必ずしも収縮機能は落ちていな
いけれども、心不全、拡張障害といっ
た、いろいろな指標で評価するように
なったのが１点と、何といってもドプ
ラーで弁膜疾患に関しての評価がだい
ぶ進歩したということでしょうか。
　赤石　そうですね。特に昔の弁膜症
というと、僧帽弁狭窄症、大動脈弁閉
鎖不全であったと思うのです。しかし
今では僧帽弁閉鎖不全、そして大動脈
弁狭窄症が弁膜症の中心になってきて

います。特に大動脈弁狭窄症は高齢者
に多くて、有病率が高いのですけれど
も、なかなか症状が出ない場合もある。
今はTAVIといって、カテーテルで治
療することもできるようになっていま
す。比較的低侵襲で治療できるチャン
スがあるため、見逃してはいけない弁
膜症になってきたのです。そういう意
味ではドプラーの重要性が出てきまし
た。
　池脇　質問の２番目は、高齢者の心
雑音で、ASあるいはASRだろうと。
ただ、いわゆる心臓の負荷を反映する
BNPは正常範囲で、心エコーをする必
要があるかどうかという質問ですけれ
ども、どうでしょう。
　赤石　本当に大動脈弁狭窄があるか
どうかはとても大事です。雑音が大き
ければ狭窄があると考えてよいと思い
ます。ですから、例えば心臓の雑音が
聴こえたときに、胸壁に手を当ててい
ただいて、thrill、振戦があるかどうか。
昔でいうLevineのⅣ度以上の雑音があ
ったときには、狭窄がある。たとえ
BNPが高くなくても心エコーを行って
確かめるべき大動脈弁狭窄だと思いま
す。
　それから、雑音は聴こえるけれども、
比較的聴き取りにくいぐらい小さな収
縮期雑音は、左室流出路の乱流でS字
状中隔などに起きるものであり、治療
介入が不要であることが多いですね。
そういう雑音もあるので、BNPが正常
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ASかなというときに、ポケットエコ
ーをちょっと当ててみて、「ああ、や
っぱり違うんだな」と、納得するのに

はとてもいいですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

という決まりやガイドラインはないの
です。
　収縮期と拡張期とそんなに差はない
のですが、何ミリというカットオフの
値も様々です。５㎜と言ったり、６㎜
と言ったり、２㎜と言ったり、どこで
切るのがいいのか、それも特に決まり
はないのです。ですから、実際に今患
者さんの測定をして、「あなたは６㎜
だから、心臓に冠動脈の狭窄がありま
す」と断定することはできないと思い
ます。冠動脈にこういうものがあるか
ら食事に気をつけなさいねとか、そう
いう指導の一つにはつながると思いま
すが、これで病気を推定するのはちょ
っと危険ではないかと思います。
　池脇　最後に、携帯型UCG検査につ
いてです。最近はだいぶ進歩している
のでしょうか。
　赤石　機械の小型化がどんどん進ん
でいって、いわゆるハイエンドの機械
であっても、非常にコンパクトになっ
ています。画面は大きくても、機械は
コンパクトになっていて、非常に使い
やすい。例えば入院中の患者さんの場
合は今までは機械がベッドとベッドの
間に入らなくて困ったのですが、今は
すうっと入っていくぐらい小さくなっ
ています。非常に高性能の機械になっ
ていますから、そういう意味ではハイ
エンドの機械も小型化しています。そ
うはいっても、ハイエンドの機械はキ
ャスターがついて引っ張っていく。そ

の点、いわゆるポケットエコーといわ
れているものは白衣のポケットに入っ
てしまうほど小さいのです。
　池脇　そういう小ささですね。
　赤石　ですから、往診のときに持っ
ていける。あるいは、救急の場面で、
例えばドクターカーに乗っていて測る
と、外傷の場合には内臓の出血なども
すぐ見られます。それから病棟で静脈
穿刺をするときにちょっと見たりする
こともできますし、いろいろな意味で
活躍の場があるのです。すなわち、診
療補助道具としての役割が一番大きい
のです。
　それを心エコーのハイエンドの機械
と同じように使えるかどうかというと、
使い方によっては使えるものもあるの
です。連続波ドプラーを測ったりもで
きるようになっていて、カラーもよく
出るようになりました。あとは、その
機械をどのくらい使いこなすかによる
と思うので、とる人の腕にもよります
ね。どちらがいいということは言えな
いと思いますけれども、そのコンパク
トさ、手軽さというのは捨てがたいも
のだと思います。
　池脇　ハイエンドとはまた違った意
味で、いろいろな場面で使えるような
時代になってきたのですね。
　赤石　そうです。逆にいうと、先ほ
ど言ったように、すぐにハイエンドの
心エコーができない環境で、収縮期雑
音の患者さんに対して、これは本当に
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ASかなというときに、ポケットエコ
ーをちょっと当ててみて、「ああ、や
っぱり違うんだな」と、納得するのに

はとてもいいですね。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

という決まりやガイドラインはないの
です。
　収縮期と拡張期とそんなに差はない
のですが、何ミリというカットオフの
値も様々です。５㎜と言ったり、６㎜
と言ったり、２㎜と言ったり、どこで
切るのがいいのか、それも特に決まり
はないのです。ですから、実際に今患
者さんの測定をして、「あなたは６㎜
だから、心臓に冠動脈の狭窄がありま
す」と断定することはできないと思い
ます。冠動脈にこういうものがあるか
ら食事に気をつけなさいねとか、そう
いう指導の一つにはつながると思いま
すが、これで病気を推定するのはちょ
っと危険ではないかと思います。
　池脇　最後に、携帯型UCG検査につ
いてです。最近はだいぶ進歩している
のでしょうか。
　赤石　機械の小型化がどんどん進ん
でいって、いわゆるハイエンドの機械
であっても、非常にコンパクトになっ
ています。画面は大きくても、機械は
コンパクトになっていて、非常に使い
やすい。例えば入院中の患者さんの場
合は今までは機械がベッドとベッドの
間に入らなくて困ったのですが、今は
すうっと入っていくぐらい小さくなっ
ています。非常に高性能の機械になっ
ていますから、そういう意味ではハイ
エンドの機械も小型化しています。そ
うはいっても、ハイエンドの機械はキ
ャスターがついて引っ張っていく。そ

の点、いわゆるポケットエコーといわ
れているものは白衣のポケットに入っ
てしまうほど小さいのです。
　池脇　そういう小ささですね。
　赤石　ですから、往診のときに持っ
ていける。あるいは、救急の場面で、
例えばドクターカーに乗っていて測る
と、外傷の場合には内臓の出血なども
すぐ見られます。それから病棟で静脈
穿刺をするときにちょっと見たりする
こともできますし、いろいろな意味で
活躍の場があるのです。すなわち、診
療補助道具としての役割が一番大きい
のです。
　それを心エコーのハイエンドの機械
と同じように使えるかどうかというと、
使い方によっては使えるものもあるの
です。連続波ドプラーを測ったりもで
きるようになっていて、カラーもよく
出るようになりました。あとは、その
機械をどのくらい使いこなすかによる
と思うので、とる人の腕にもよります
ね。どちらがいいということは言えな
いと思いますけれども、そのコンパク
トさ、手軽さというのは捨てがたいも
のだと思います。
　池脇　ハイエンドとはまた違った意
味で、いろいろな場面で使えるような
時代になってきたのですね。
　赤石　そうです。逆にいうと、先ほ
ど言ったように、すぐにハイエンドの
心エコーができない環境で、収縮期雑
音の患者さんに対して、これは本当に
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