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総　説

はじめに

Japan Advanced Trauma Evaluation and Care（JATEC）

の導入により日本国内では外傷初期診療の標準化が

進んだ。その一環として行われるFocused Assessment 

with Sonography for Trauma（以下FAST）は，その臨

床的有用性が確立され，外傷患者の初期評価に欠か

せない 1-3)。一方，近年気胸に対する超音波検査の有

用性についての検討が多数報告され，FASTに気胸

の評価を加えたExtended FAST（以下EFAST）が欧

米を中心に行われるようになってきた 4-6)。

本稿では，外傷性気胸の診断に関する従来の問題

点を整理し，欧米を中心に，外傷初期診療の場面で

超音波検査により気胸の評価が行われるようになっ

た経緯について触れる。そして超音波検査による気

胸の評価方法とその有用性について述べ，さらに外

傷性気胸の超音波診断における課題と今後の可能性

について言及する。

Ⅰ.	初期診療における従来の外傷性気胸の診断

外傷性気胸は，防ぎえた外傷死（preventable trau-
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ma death）の一因である緊張性気胸へ進展すること

があり，可及的速やかに診断すべき病態である。緊

張性気胸では呼吸循環不全が生じ，理学所見では，

患側胸部の膨隆と運動の低下，気管の健側への偏

位，頸静脈の怒張，患側呼吸音の減弱や消失，皮下

気腫，打診での患側鼓音が特徴で，バイタルサイン

と理学所見で診断すべきである 1)。一方，緊張性気

胸に至らない気胸の診断においても，理学所見によ

る評価は重要である。ただし，気胸の量が少ないと

呼吸音の左右差が出ないことがあり，また慌しく

騒々しい初期診療の場では微妙な呼吸音の左右差を

判断するのは容易ではない。皮下気腫は外傷性気胸

が軽度だと出現頻度は高くないとされるが，皮下気

腫のあった25例中20例に外傷性気胸があったとす

る報告が示すように，外傷性気胸の予測因子として

有用とされる 7)。

画像はまず胸部X線が選択されるが，初期診療の

段階では，頚椎損傷やバイタルサインに影響を及ぼ

す損傷の可能性を考慮の上，通常臥位で撮像され

る。肺尖から側面にかけてみられる胸の虚脱像は，

気胸としての認識が容易で，チーム医療において意

見の一致の得られやすい所見であり，日常臨床にお

いて気胸の診断に利用される 8)。しかし立位と違い

臥位のX線では，胸腔内の空気が前胸壁側へ移動し

上記所見が得られないことがある。一方他のX線所

見，例えば肋骨横隔膜角の鋭化，心陰影の鮮明化，

横隔膜近傍の異常透亮像，横隔膜の二重輪郭像，横

隔膜の下方偏位も気胸の診断の手がかりになるとさ

れている 8-10)。しかしこれらの所見は，放射線科医

の間でさえ評価が一致しないとされ，迅速な決断が

迫られる場面において，外傷診療医の間で意見の一

致を得るのは困難であり，日常臨床では気胸診断に

利用される機会はあまりないとされている 9)。

Ⅱ.	 Occult	pneumothorax

近年外傷診療ではcomputed tomography（以下CT）

が盛んに撮像されるようになり，臥位のX線ではわ

からず，CTで検出される気胸の存在が認識される

ようになり 4,11,12)，occult pneumothoraxと呼ばれる。

患者の重症度やCTの適応によりoccult pneumotho-

raxの頻度は施設ごとに異なるが，欧米での報告に

よれば全外傷患者の5%前後，外傷性気胸の50%前

後とされ 4,13)，CTが施行しやすくなった現在，遭遇

の機会が多い。

臥位では胸腔の空気は重力の影響で前胸部，肺底

部側へ向かって集まるが 1)，Ballらの報告によると

occult pneumothorax 37例中6例（16%）は胸膜頂部（肺

尖部の位置）に限局していた 8)。当初 occult pneu-

mothoraxは腹部CTで下位胸部に検出された気胸の

ことを指していることが多かったので，過去の報告

の中には全胸部をCTで評価せず，腹部CTで気胸

の有無を評価しているものがあり 7,9,14)，解釈に注意

が必要である。

従来はバイタルサインと理学所見，もしくはX線

で外傷性気胸が判明した場合は，胸腔ドレナージを

行うべきとされていた 13)。しかしCTで多くのoccult 

pneumothoraxが検出されるようになり，occult pneu-

mothoarxの治療方針について検討が行われたが，自

覚症状に乏しく，気胸が前胸部に限局し，かつ人工

呼吸を行わない場合には，当初はドレナージせず経

過観察が可能とされている 7,12)。一方，人工呼吸が必

要な場合は，緊張性気胸への進展を懸念し，予防的

な意味においても胸腔ドレナージを行うべきとされ

ている 1,13,15,16)。しかし胸腔ドレナージは侵襲的で合

併症の頻度も少なくないので 17)，occult pneumothorax

を有する患者に人工呼吸が必要な場合に，胸腔ドレ

ナージが必要かどうかの見直しが行われた。2つの

前向き試験によると，occult pneumothoraxを有する患

者に人工呼吸を開始する際，胸腔ドレナージを行わ

ずに経過観察した群では，経過観察中にドレナージ

が必要になった症例が一部あったものの，ドレナー

ジに緊急性はなかった。慎重に経過観察を行えば当

初はドレナージなしでも安全に人工呼吸を行える可

能性が示されたが，いずれも対象数は少なく現時点



133日救急医会誌 . 2012; 23: 131-41

外傷性気胸の超音波診断

では結論は出ていない 18,19)。外傷性気胸が臥位のX

線で見逃され，CTを行わずに緊急手術で人工呼吸が

行われても，慎重な観察によって安全に人工呼吸を

行うことができるかもしれないが，いずれにしても

事前に気胸の存在を認識しておくことは緊張性気胸

を予知する上で非常に重要と考えられる。

Ⅲ.	 外傷性気胸の超音波診断の歴史

空気は超音波にとっては障害であり，当初は空気

を含む肺の評価に超音波検査が行われることはほと

んどなかった。しかし1986年獣医学の分野で超音波

検査による気胸の評価について報告が行われ 20)，翌

1987年初めて人間を対象とした気胸の超音波診断が

報告された 21)。外傷性気胸の超音波診断については

1990年代から2001年にかけて，症例報告がされたり，

医原性や自然気胸を含めた検討が行われた 22-27)。さ

らに2001年にはDulchavskyら，2004年にはKnudtson

らの前向き臨床研究により，外傷初期診療における

気胸の超音波診断の有用性が報告されたが，いずれ

も気胸の最終診断はX線で行われており，最終診断

方法に問題があった 28,29)。

一方，それらの報告の前後より，CTや胸腔ドレ

ナージによる脱気を気胸診断のgold standardとして，

外傷初期診療における気胸の超音波診断の有用性を

前向きに検討した臨床研究が次々に報告され，oc-

cult pneumothoraxの検出にも有用であることが明ら

かになった。その詳細については後ほど詳しく紹介

する。

Ⅳ.	 超音波検査による気胸の診断方法

1. 超音波解剖とアーチファクト

超音波検査では，プローブから超音波（入射波）

を送信し，その反射波をプローブで受信することが

繰り返し行われる。超音波の反射は音響インピーダ

ンス（密度×伝播速度）の異なる媒質の境界で起こ

り，その差で反射の強度が変わるので，いろいろな

断層像を得ることができる。空気の音響インピーダ

ンスは生体組織と比べて極端に低いので，プローブ

から送信された超音波は，正常胸部では空気を含む

肺の表面で強い反射を起こし，その結果輝度の高い

線として描出される。この部位は壁側胸膜と臓側胸

膜が接する部位に相当し pleural lineと呼ばれる 23)

（Fig. 1）。Plueral lineの同定には，まず一画面に頭側

と足側の肋骨を描出して，それらの背側にある高輝

度線状陰影を捉えるようにすれば認識しやすく誤認

を防ぐことができる 30)。また胸壁内やpleural lineと

プローブとの間で超音波の反射が繰り返し起こる

と，多重反射と呼ばれるアーチファクトが，pleural 

lineの深部に，水平な高輝度の線として描出される。

一方，空気の含有量の多い正常の肺中では超音波は

すぐに減衰してしまい，肺内の評価はできない。つ

まり超音波画像は，正常ではpleural lineより深部は

肺内の情報ではなくアーチファクトで構成される。

超音波検査ではpleural lineとその深部のアーチファ

クトの所見をもとに気胸の診断が行われる。

2. 気胸診断に有用な超音波所見

1）Lung sliding

上記で述べたように，正常では胸壁と肺，つまり

壁側胸膜と臓側胸膜は接し，同部位は超音波で高輝

度のpleural lineとして描出される。動画を観察して

いると，pleural lineで，壁側胸膜に対し呼吸性に臓

側胸膜の動く（スライディングする）様子が観察さ

れ，lung slidingと呼ばれる 23)。他にpleural sliding 31) 

やgliding sign 22,32) と呼ばれる場合もある。もし壁側

胸膜と臓側胸膜の間に空気があれば，pleural lineは

壁側胸膜と空気の境界部を表し，lung slidingは観察

されない 23)（Fig. 2）。

この所見を直接記録するには動画保存が必要にな

るが，M モードやカラーパワードプラ（カラード

プラで代用可能）を利用すれば静止画として保存も

可能である。Mモードで観察すると，気胸がない場
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合は，胸壁には呼吸性の動揺がないので平行線が多

数描出されるが，pleural line及びその深部に描出さ

れる多重反射よるアーチファクトには呼吸性の動揺

が起こるので砂浜様に描出される。Lichtensteinら

は胸壁にあたる平行線の部位を砂浜に打ち寄せる波

に擬え，seashore signとして報告している 30)（Fig. 

1b）。一方，気胸の場合はpleural lineより深部のアー

チファクトにも呼吸性の動揺がみられないので，平

行線が描出され seashore signはみられない 30)（Fig. 

2b）。またカラーパワードプラ，カラードプラを利

用すれば，気胸がない場合はpleural lineより深部の

アーチファクトには呼吸性の動揺が起こるのでカ

ラーはのるが（Fig. 1c），気胸がある場合にはカラー

はのらない 5,14,33)（Fig. 2c）。ただし，これを診断目

的で利用する場合，ゲインを適切に調整しないと判

断を誤る可能性があるので，著者らの見解では，B

モードで lung slidingを確認の上，静止画として保存

する目的にとどめた方が無難と考える。

注意すべき点として，肺の呼吸性変動の消失や減

少，胸膜の癒着等により，肺挫傷14,34)，chronic obstruc-

tive pulmonary disease （以下COPD）35,36)，肺線維症 23)，

Acute respiratory distress syndrome（以下ARDS）23,37)，無

気肺 38)，片肺挿管 5,38) では気胸がなくても lung sliding

がみられないことが挙げられる。
2）Comet-tail artifact（B line）

Comet-tail artifactは，ある物質と，それを取り囲

む音響インピーダンスの極端に異なる物質の間で起

こる多重反射で，はっきりとした輪郭を持った線状

高輝度エコーのことを指す 39)。肺では，胸膜下の肺

胞内空気と，肥厚した小葉間中隔や増加した血管外

水分との間で起こるとされる 30)（Fig. 1a）。このアー

チファクトは pleural lineから画面の深部端まで伸

び，lung slidingがある場合にはそれにあわせて移動

することが特徴である 30)。小葉間中隔の肥厚に由来

するとされるcomet-tail artifactは，X線所見のKerley 

のB lineに相当するとされ，B lineとも呼ばれる 30)。

Comet-tail artifactは正常肺でも観察されるが，あ

まり目立たない 25)。水分貯留で小葉間中隔の肥厚す

る心原性肺水腫 39)，結合組織で肥厚する肺線維

症 39,40)，acute lung injury（以下ALI）やARDS 39,41)，

肺挫傷 32) ではこのアーチファクトは重症度に合わ

せて増加し，多くなると癒合する 40-42)。

Fig. 1.   Longitudinal ultrasound images from the linear probe of the uninjured left anterior chest in a 70-year-old man 
who presented with right lateral chest pain after falling from a ladder.
a: B-mode image shows the pleural line (white arrows) and a comet-tail artifact (arrowheads). Lung sliding was observed 

with real-time images.
b: M-mode image shows seashore sign.
c: Color Doppler image shows presence of the Doppler signal on artifacts.
R: rib, IM: intercostal muscle
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観察部位に気胸があれば，肺表面まで超音波が届

かないので，肺表面で起こるcomet-tail artifactはみら

れない（Fig. 2a）。このアーチファクトがあれば，観

察部位に気胸がないと断定することができる。しか

し健常肺やCOPDではこのアーチファクトが確認で

きないことがあるので，このアーチファクトがみら

れないだけでは気胸と断定することはできない 43)。

その他注意すべき点として，外傷性気胸に合併し

やすい皮下気腫でもcomet tail artifactがみられること

である。皮下気腫ではcomet-tail artifactはpleural line

より腹側から起こり，量が多ければpleural lineの描

出を妨げるので，皮下気腫の存在部位をpleural line

と誤認する可能性がある。肺表面由来の comet-tail 

artifactを皮下気腫によるものと区別するためには，

超音波プローブを体幹の長軸にあて肋間を描出し，

肋間深部に描出されるpleural lineを正確に同定する

必要がある 30)。
3）Pleural line abnormalities

肺線維症ではpleural lineが分断され不整で厚くな

る 44)。ALI/ARDSでも同様の異常が観察される 41)。病

的変化が肺で起こっても胸壁側では起こらないの

で，pleural lineの異常が観察されれば気胸がないこ

とが言えるはずである。ただこれらの疾患ではcom-

et-tail artifactも増加するので，comet-tail artifactを補完

するサインではないかもしれないが，観察が容易で

あり，今後その有用性についての検討が期待される。
4）Lung pulse

片肺換気や無呼吸，胸膜の癒着等で肺に動きがな

く，pleural lineに沿った水平方向の動きである lung 

slidingがみられない時，心拍動が肺に伝わっている

様子が，pleural lineに対して垂直方向の動きとして

観察され，Lichtensteinらにより lung pulseと命名さ

れた 38)。気胸で肺が胸壁に接していなければ，心拍

動は胸腔内の空気を介して壁側胸膜に伝わらないの

で lung pulseはみられない。なんらかの理由で lung 

slidingが確認できないときに，lung pulseがあれば

肺が胸壁に接していることを表し，観察部位の気胸

を除外することができるとされる 38)。
5）Lung point

ある程度の空気が胸腔に存在すると，仰臥位では

空気は腹側に集まり，肺は背側へ移動し，壁側胸膜

と臓側胸膜が接する部位と接しない部位との境界が

Fig. 2.   Longitudinal ultrasound images from the linear probe of the right anterior chest with pneumothorax in the same patient.
a: B-mode image shows the pleural line (white arrows) and no comet-tail artifact. Lung sliding was not observed with 

real-time images.
b: M-mode image does not show seashore sign.
c: Color Doppler image shows absence of the Doppler signal on the pleural line and the underlying artifacts.
R: rib, IM: intercostal muscle
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生まれる。胸膜どうしが接する背側では lung sliding

が観察されるが，接しない腹側では lung slidingは認

められない。気胸があっても，肺はある程度呼吸性

に拡張と収縮を繰り返すので，上記の境界も呼吸性

に移動する様子が観察される。この所見は1987年

Werneckeらにより報告され 21)，後にLichtensteinら

により lung pointと命名された 26)。Lung slidingを認

めない場合，通常は観察部位に気胸があることを示

すが，上記で述べたように肺挫傷や病的な肺では気

胸がなくても lung slidingを認めないことがある。し

かし lung pointが観察されれば，lung slidingを認め

ない腹側の胸腔に空気が存在することを間接的に示

し，気胸の存在診断に有用とされる 26)。また胸壁全

体を観察し lung pointを利用して胸膜の接する境界

を胸壁に投影し，気胸の大きさを評価することも可

能である 14,21,31,37,45)。

この所見の利用においても注意点がある。気胸が

なくても肺挫傷を含む部位を検査すると lung point

のように観察されたとし，GillmanらはPseudo-lung 

pointとして報告している 46)。また健常者でも心臓や

肝臓表面に正常肺の下端が呼吸性に移動する様子が

lung pointのように観察され，Soldatiらはphysiologic 

lung pointとして偽陽性の原因になったと報告してい

る 31)。

3. 超音波所見を用いた系統的観察

外傷性気胸の超音波診断には，FASTと同様にコン

ベックス型プローブが用いられる場合が多いが 31,34,45)，

浅い部分の詳細な評価が可能な周波数の高いリニア

プローブが用いられる場合もある5,14,28,35)。

通常では，胸腔の空気は重力の影響で前胸壁側へ

集まるので，前胸壁での評価は欠かせないが，前胸

壁では鎖骨中線に沿って長軸にプローブをあて評価

している研究が多い5,14,34,47)。肋間の選択については，

前胸壁で描出可能なすべての肋間を評価した方が少

量の気胸の見逃しを防ぐことができると考えられる

が 8)，余裕のない時は，仰臥位で一番高い位置にあ

たる肺底部に近い肋間だけでも評価の価値はあるか

もしれない。実際は鎖骨中線上の第2から第4肋間

すべて，もしくはいずれかを選択している検討が多

い 5,14,29,34,47)。一方，気胸の量が多くなれば空気は側

胸部まで及ぶので，気胸の程度を含めて評価するた

めに，前腋窩線や中腋窩線上等での評価を追加して

いる検討が多い 5,14,34,35,45,47)。

Pleural lineでの lung slidingもしくはpleural lineか

ら深部に伸びる comet-tail artifactのいずれかを認め

れば，胸壁に肺表面が接していることを意味し，「観

察部位」に気胸がないことが言える。また十分に検

討されていないが，pleural line abnormalitiesや lung 

pulseの存在も「観察部位」に気胸がないことを示し，

補助的な利用には差し支えないと考えられる。ただ

し気胸が少量の場合で観察範囲内に気胸がなけれ

ば，上記所見をもって気胸なしと判断されてしま

う 5,14,31,34,37,45,47)。

一方，これらの超音波所見の何れも認めなけれ

ば，通常は気胸があると判断してもよいが，上記で

述べたように，COPDでは何れの超音波所見も認め

ない可能性がある。いずれの所見も認められない場

合，プローブを前胸部から側胸部へ移動し lung 

pointが確認できれば気胸の診断がより確かになる。

Ⅴ．外傷性気胸の超音波診断のエビデンス

前に述べたように，CTや胸腔ドレナージによる

脱気を気胸診断のgold standardとして，外傷初期診

療における気胸の超音波診断の有用性を検討した臨

床研究が2002年より次々に報告された。このうち

前向き臨床研究で，胸部臥位X線とCTの結果を知

らされていない検者により胸部超音波検査が行われ

たものは，MEDLINEでの検索によると8研究あっ

た 5,14,31,34,35,37,45,47)（Table 1）。なおSoldatiらによる研

究は2つあったが，対象は重複していない。

気胸診断のgold standardとしては，胸部CTのみで

評価したもの 5,31,34,35,47)，撮像範囲の明記されていな

いCTのみで評価したもの 45)，胸部CTもしくは超音
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波検査後の胸腔ドレナージによる脱気の有無で評価

したもの 37)，胸部CT，下位胸部を含む腹部CT，も

しくは胸腔ドレナージによる脱気の有無で評価した

もの 14) があった。研究の対象から除外されたのは，

皮下気腫 5,31,37,45,47)，心肺停止 37)，緊急手術 45)，緊急胸

腔ドレナージ 31)，血行動態不安定 31)，人工呼吸 31) で

あった。対象数は，患者数としているもの 14,35,37,45,47)，

半側胸部数としているもの 5,31,34) があった。

実際の超音波検査は救急医 14,31,37,45)，外傷外科医 5)，

外科レジデント 47)，レジデントを含む放射線科

医 34,35) により行われ，それぞれが受けた教育や経験

はさまざまであった。使用された超音波装置もさま

ざまで，持ち運びが容易な携帯型装置のみで行われ

た報告もあった 5,14)。使用された超音波プローブは，

マイクロコンベックスのみ 14)，コンベックスの

み 31,34,45)，リニアのみ 5,35)，コンベックスもしくはリ

ニア 37,47) であった。気胸の超音波所見の lung sliding 

は全研究で 5,14,31,34,35,37,45,47)，comet tail artifact は7研究

で 5,31,34,35,37,45,47)，lung pointは3研究で 31,37,45) 用いられ

たが，lung pulseとpleural line abnormalitiesは利用さ

れなかった。

対象数に占める気胸の割合は11.5-40.7%と開きが

あった（Table 1）。Soldatiらの2008年の報告 31) では，

気胸の占める割合が11.5%と最も低かった。この研

究では皮下気腫がなく状態が安定した患者を対象と

したので，軽症患者の割合が増え，気胸の占める割

合が低くなったことが一因と考えられる。

超音波検査による外傷性気胸の診断精度は，感度

46.5-100%，特異度 93.8-100%，陽性的中率 87.0-

100%，陰性的中率 90.9-100%であった（Table 1）。

感度が 98%以上とする研究 14,35,45)がある一方，

Kirkpatrickら 5) とBrookら 34) の研究では感度は50%

未満と低かった。その要因について，Kirkpatrickら

は少量の気胸の占める割合が他の研究よりも高かっ

た可能性や，部分的に異常がみられた場合（lung 

pointに相当する）を検者が正常と判断した可能性

を挙げている。またこの研究では，前胸部からの評

価は鎖骨中線上の第2肋間のみであり，少量の気胸

では観察が不十分であったと考えられる 8)。Brook

らはサブ解析において，少量の気胸（胸部CTで最

も気胸量が多い横断像での気胸の前後径が1cm未

満）では34例中11例（32%）しか気胸を検出でき

なかったが，中等度の気胸（気胸の前後径が1cm以

上）では9例中9例（100%）気胸を検出することが

でき，少量の気胸では胸腔ドレナージが不要であっ

たことから，臨床的に重要な気胸の検出に有効で

あったとしている。

一方，臥位のX線の精度は，感度16.3-75.5%，特

異度 99.6-100%，陽性的中率 90.0-100%，陰性的中

率69.6-94.1%であった（Table 1）。全研究で感度が

低い，つまりoccult pnumothoraxの占める割合が高

いことが示された。また偽陽性はKirkpatrickらの1

Table 1.   Diagnostic performance of transthoracic ultrasonography and supine chest X-ray for detection of pneumothorax.

Study N P (%) 
Sensitivity (%) Specificity (%) PPV (%) NPV (%)

US X-ray US X-ray US X-ray US X-ray

Rowan, et al, 2002 35)  27 Ps 40.7 100 36.4 93.8 100 91.7 100 100 69.6

Kirkpatrick, et al, 2004 5) 226 Hs 19.0 48.8 20.9 98.7 99.6 87.5 90.0 90.9 86.7

Blaivas, et al, 2005 14) 176 Ps 30.7 98.1 75.5 99.2 100 98.1 100 99.2 90.4

Zhang, et al, 2006 37) 135 Ps 21.5 86.2 27.6 97.2 100 89.3 100 96.3 83.5

Soldati, et al, 2006 45) 186 Ps 30.1 98.2 53.6 100 100 100 100 99.2 83.3

Soldati, et al, 2008 31) 218 Hs 11.5 92.0 52.0 99.5 100 95.8 100 99.0 94.1

Brook, et al, 2009 34) 338 Hs 12.7 46.5 16.3 99.0 100 87.0 100 92.7 89.1

Nagarsheth, et al, 2011 47)  79 Ps 27.8 81.8 31.8 100 100 100 100 93.4 79.2

N: total number, P: prevalence of pneumothorax, PPV: positive predictive value, NPV: negative predictive value, US: ultrasonography, Ps: 
patients, Hs: hemithoraces.
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例のみ 5) であったので，X線の読影では認識が容易

な胸の虚脱所見の有無で判断され，客観的評価が困

難な他の所見はあまり利用されなかったものと推察

される。

感度はいずれの研究においても臥位のX線より超

音波検査の方が優れていることが示され，臨床的に

重要な気胸の検出には特に有用であった。また超音

波検査の陰性的中率はいずれの研究も90%以上で

あり，外傷性気胸の除外診断に超音波検査が有用で

あることも示された。さらに4つの研究では超音波

検査で気胸の程度が評価されたが，いずれもCTの

結果と相関することが示された 14,31,37,45)。

Ⅵ．	現時点での超音波診断の意義と今後の検
討課題

以上より，外傷性気胸の診断において，超音波検

査は臥位のX線よりも感度が高く，occult pneu-

mothoraxや臨床的に重要な気胸の検出に有用である

ことが明らかになった。救急初療室に超音波装置を

備えておけば，ポータブルX線よりも素早く利用で

き，迅速に外傷性気胸の診断を行うことが可能であ

る。また慌しく騒々しい救急外来では呼吸音の評価

が難しい場合があり，その際にも可視化できる超音

波検査は有用である。さらにX線被曝のない超音波

検査は，悪化の危険性がある外傷性気胸に対し繰り

返し行うことが可能で，存在診断の再確認や重症度

の再評価にも有用と考えられる。

しかし，超音波検査は検者の技量に左右される欠

点があり，検者によってつくられる画像の客観性も

X線，CTには及ばない。実際の診療に携わる救急

医や外科医による超音波検査の精度を高め均質性を

保つためには，整備された教育システムが不可欠で

ある 3)。一定のトレーニングを受ければ実際の診療

に携わる医師でも外傷性気胸の超音波検査は十分施

行可能とされているが 5)，現時点では適切に施行す

るのに必要な経験症例数や，検者間の精度の差につ

いて十分に検討した報告はない。

超音波検査は陰性的中率が90%以上と，臥位のX

線に比べて高いことが明らかになったが，少量の気

胸や限局性気胸を見逃す危険はある。超音波検査で

気胸が見逃されても人工呼吸が行われなければドレ

ナージなしで安全に治療が可能とされているが 34)，

ショックバイタルで緊急手術が行われる等，CTで

評価されずに人工呼吸が行われる場合には問題とな

る。Occult pneumothoraxに対して人工呼吸が開始さ

れても，当初はドレナージせず安全に経過観察が可

能であったとする少数例での検討があり 18,19)，超音

波検査で指摘できなかった気胸に対してもあてはま

ると推測されるが，実際の検討が必要である。その

際超音波検査の利点を利用し，手術室や集中治療室

で繰り返し行うことを方法に含めることが可能であ

る。

また並存する呼吸器疾患や肺挫傷など超音波所見

に影響を及ぼしうる症例について，上記で挙げた各

超音波所見を利用する上での限界や，他の超音波所

見との組み合わせによる診断精度向上の可能性につ

いての検討も望まれる。さらに限られた時間で質の

高い超音波検査を実践していくために，プローブの

種類が診断におよぼす影響ついての検討も必要と考

えられる。

その他，これまでの報告のほとんどが成人を対象

とした臨床研究であり，これまでの結果をそのまま

小児医療に適応可能かは不明である。今後小児に限

定した前向き臨床研究も必要である。

これまでに紹介した外傷性気胸の超音波診断に関

する報告はすべて海外からのものであり，調べた限

り日本での臨床研究はわずか1件のみである 48)。外

傷性気胸の超音波診断の有用性について，今後さら

に日本発の臨床研究が待たれる。

おわりに

外傷性気胸において超音波検査は臥位のX線より

精度は高く，occult pneumothoraxの診断にも有用で

あることが明らかになった。外傷初期診療に気胸の

超音波診断を加えることが，患者予後を含め外傷診
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療の質の向上につながるのか，さらに検討が必要だ

が，将来は外傷初期診療における超音波検査が

FASTからEFASTへ発展していくと考えられる。ま

た，X線やCTとの使い分けについても検討され，

放射線被曝がなく患者にやさしい「目で見る聴診器」

として，超音波診断がますます発展していくことが

期待される。

すべての著者は，本論文の内容に関して開示すべき
利益相反はない。
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ABSTRACT

Ultrasound diagnosis of traumatic pneumothorax: evolution from FAST to EFAST

Toru Kameda, Masato Fujita, Akira Isaka, Zhaoyuan Lu
Masataka Ozawa

Japanese Red Cross Azumino Hospital

Traumatic pneumothorax can progress to tension pneumothorax, which is a cause of preventable trauma death. Di-
agnosis must therefore be achieved without delay. Chest X-ray is performed in a supine position for the initial evalu-
ation if patients have risk of cervical spine injuries or injuries affecting vital signs. However, nearly half of all trau-
matic pneumothoraces, known as occult pneumothoraces, are undetectable on supine chest X-ray. Use of 
ultrasonography to diagnose pneumothorax is relatively new, and diagnosis is based on the interpretation of the pleu-
ral line and underlying artifacts. The pleural line represents the parietal and visceral pleural layers in normal sub-
jects, and corresponds to the interface between the parietal pleural layer and air in the thoracic cavity in cases of 
pneumothorax. Many prospective studies have recently evaluated the utility of ultrasonography to diagnose traumat-
ic pneumothorax. These studies revealed that sensitivity ranged widely (46.5-100%), but ultrasonography was more 
sensitive than supine X-ray in each study, and was useful for detecting both occult pneumothorax and clinically sig-
nificant cases. The negative predictive value was > 90% in all studies, meaning ultrasonography is useful for exclud-
ing traumatic pneumothorax. Further evaluations are needed to confirm whether adding ultrasonography for detect-
ing pneumothorax in the initial trauma evaluation improves patient care or prognosis. In the future, ultrasonography 
during the initial trauma evaluation will evolve from focused assessment with sonography for trauma (FAST) to ex-
tended FAST (EFAST).
(JJAAM. 2012; 23: 131-41)
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