
問40 頭部ＭＲ画像を示す。正しい
のはどれか。

1. 冠状断像である。

2. 脳脊髄液の信号強度が高い。

3. 基底核レベルの断層面である。

4. 半卵円中心が描出されている。

5. 白質よりも灰白質の信号強度が高い。

02:00



画像の特徴（T1WI）

 脂肪腫や類皮嚢腫などの脂肪を含む病変、亜急性期の脳内
出血や硬膜外血腫などの出血性病変、高蛋白の病変などは
高信号を呈する。

T1 の長い水（脳脊髄
液）が低信号を呈して
黒く表示される。

白質は脂肪と同様に振
舞う髄鞘を有しており、
T1は短く、白く表示さ
れる。灰白質は髄鞘を
有しておらず、中間の
明るさとなる。

速い流れの血流は黒く表
示される。

空気、骨皮質は無信号を
呈して黒く表示される。





半卵円中心レベル
（基底核レベルより頭頂側）



問41 頭部ＭＲ画像を別に示す。
正しいのはどれか。

1. Ｔ2強調画像である。

2. Ａは側脳室を示す。

3. Ｂは橋を示す。

4. Ｃは前頭葉を示す。

5. Ｄは小脳を示す。

02:00



頭部ＭＲ画像 T1WIとT2WIの比較



画像の特徴（T2WI）

 診断に優位なものは低信号を呈する病変や著明な高信号を呈する病変。

 低信号を呈するものには出血、鉄沈着、石灰化、骨化を来す病変。

 高信号を呈するものとしては嚢胞性病変、神経鞘腫、海綿状血管腫、軟
骨腫などがあげられる。

T2値の長い水（脳脊髄
液）が高信号を呈して
白く表示される。

白質は脂肪と同様に振
舞う髄鞘を有しており、
T2値は短く、黒く表示
される。灰白質は髄鞘
を有しておらず、中間
の明るさとなる。

速い流れの血流は黒く表
示される。

空気、骨皮質は無信号を
呈して黒く表示される。



頭部ＭＲ画像 T1WIとT2WIの比較

http://noutoreningu.up.seesaa.net/image/Brain_diagram_ja.png


問42 膝の靱帯損傷の診断に最も効
果的な検査はどれか。

1. ＭＲＩ

2. Ｘ線ＣＴ

3. 超音波検査

4. 核医学検査

5. 軟Ｘ線撮影

02:00



膝関節のＭＲＩ

≪基本≫
• 膝ではプロトン密度強調画像とＴ2強調画像の撮像が基本
• 靭帯・腱・半月板はＴ1、Ｔ2共に低信号で描出される。関

節液はＴ1で低信号、Ｔ2で高信号に描出される。
(靭帯は低信号だが周囲との信号強度差により描出される。)

※ 半月板損傷
半月板損傷では異常部位を感度よく描出するT2*強調画像
を追加するとよい。



前十字靭帯断裂

(a)正常な前十字靭帯 (b)前十字靭帯損傷

b画像では、前十字靭帯の連続性が保たれていない。



半月板損傷

(a)T1WI (b)T2*WI (c)PDWI

半月板の断裂部位がT2*WIとPDWIで高感度に描出されている。
（断裂部位：高信号）



問43 超音波検査の対象となる疾患
はどれか。2つ選べ。

1.脳動脈瘤

2.加齢黄斑変性症

3.乳癌

4.子宮筋腫

5.転移性骨腫瘍

02:00



≪クモ膜下出血好発部位≫ 

・ウィリス動脈輪に好発する（約9割）

① 前大脳動脈－前交通動脈分岐部（40～45％）

② 内頸動脈－後交通動脈分岐部（15～20％）

③ 中大脳動脈分岐部（15～20％）

④ 脳底動脈分岐部（3～5％）

脳動脈瘤
(cerebral aneurysm)

 脳血管の一部が瘤状に膨らむ疾患。

 破裂するとクモ膜下出血を引き起こす。

 血管が枝分かれするところが好発部位。

 発生には血管の壁の弱さと血流、血圧などが関係している。

 家族性に発生しやすい。



MRA(MR-Angiography)脳動脈瘤の画像診断

 脳血管造影(Angiography)

 CTA（CT-Angiography）

 MRA（MR-Angiography）

CTA(CT-Angiography)

脳血管造影(DSA:左内頚動脈斜位)



脳動脈瘤の治療

 経過観察（何もしない。）

 脳動脈瘤クリッピング術

 脳動脈瘤コイル塞栓術

脳動脈瘤コイル塞栓術脳動脈瘤クリッピング術



加齢黄斑変性症

眼底の網膜の中心部を黄斑といい、視力が最もでる大事な部
分。黄斑下の脈絡膜に、加齢によって新しい血管（脈絡膜新
生血管）ができる病気を加齢黄斑変性症という。新しくでき
る血管は未熟なため強い水漏れや出血を起こし易く、水漏れ
や出血が黄斑に起こった場合に視力が著しく低下する。



Mammography乳がんの画像診断

健康診断

 乳房X線撮影(mammography)

 乳房超音波検査

術前の浸潤診断

 MRI

 CT

転移の検索

 骨シンチ

 PET

 腹部超音波

乳腺エコー



超音波（経腹法）子宮筋腫の画像診断

 超音波検査（経腹・経膣）

 MRI

 CT

CT

MRI



骨シンチグラフィ

転移性骨腫瘍の画像診断
 X線検査、CT、MRI

 骨シンチグラフィ

 PET/CT

PET/CT



問44 超音波所見で腫瘤像を示すの
はどれか。2つ選べ。

1.肝硬変

2.脂肪肝

3.肝血管腫

4.慢性肝炎

5.転移性肝癌

02:00



限局性疾患とは

定義：臓器の一部に限局的にみられる腫瘤性病変

＊肝細胞癌；辺縁低エコー帯を伴ったモザイクパターンの腫瘤

像を呈する。

＊肝血管腫；腫瘤辺縁が凸凹不整、境界明瞭な高エコー腫瘤像

を呈す。

＊転移性肝癌；原発が胃癌や大腸癌からの肝転移では高エコー

腫瘤像を呈す。

＊その他の肝臓の限局性疾患；肝嚢胞、肝細胞がん、

肝血管筋脂肪腫



びまん性疾患とは

定義：臓器全体にほぼ均一な変化をきたす疾患

＊肝硬変；肝右葉の委縮と左葉の拡大、肝縁の鈍化、肝表面不

整、肝エコーレベルの不均一化、肝内脈管の狭小化、

腹水

＊脂肪肝；肝腫大、肝内エコーレベルの上昇、肝腎コントラス

トの増強、肝深部のエコーレベルの減衰、肝内脈管

の不明瞭化、肝内限局性低エコー域

＊慢性肝炎；肝腫大、肝縁の鈍化、肝表面軽度不整、腹腔内リ

ンパ節腫大

＊その他の肝臓のびまん性疾患；急性肝炎、劇症肝炎、

うっ血肝、日本住血吸虫症



腫瘤と腫瘍

定義：腫瘤(mass)とは、疾患の種別に関わらず塊を成
しているもの全て。

【腫瘤と腫瘍の違いについて】

腫瘍(tumor)とは、異常な細胞増殖を続けるものをいう。腫
瘍の中で塊を形成する腫瘤形成型は腫瘤性病変に含み、白血
病など腫瘤を形成しないものは除かれる。

・良性腫瘍…正常組織を押しのけて大きくなるので境界は明瞭。

転移なし。

・悪性腫瘍…正常組織に浸潤し大きくなるので境界は不明瞭。

転移あり。



問31 膝関節ＭＲＩのプロトン密度
強調像を別に示す。前十字靱帯はどれか。

1. ア

2. イ

3. ウ

4. エ

5. オ

02:00



膝関節の解剖



問32 ＭＲＡを別に示す。矢印で示
す血管はどれか。

1. 前大脳動脈

2. 中大脳動脈

3. 後大脳動脈

4. 椎骨動脈

5. 脳底動脈

02:00



脳血管の解剖



問35 ＭＲＩがＸ線ＣＴよりも有用
性が高いのはどれか。2つ選べ。

1.眼窩骨折

2.急性腹症

3.前立腺癌

4.間質性肺炎

5.アルツハイマー病

02:00



眼窩底骨折（吹き抜け骨折）

1.眼窩骨折の中では、強度の弱い眼窩底
の骨折頻度が最も高い。



消化管穿孔（Perforation）

http://blog-imgs-26.fc2.com/m/e/d/medicaldirect/ser004img00026.jpg


間質性肺炎（interstitial pneumonia ）

一般的な肺炎は、気管支もしくは
肺胞の炎症で、多くは細菌やウイ
ルスなどの病原微生物の感染が原
因。間質性肺炎の場合は、肺胞壁
や支持組織から成る間質に生じる
原因不明の炎症で、一般の肺炎と
は異なった症状や経過を示す。
間質性肺炎では、炎症が進むと肺
胞壁が厚くなり、肺胞の形も不規
則になって、肺全体が固くなる。
進行すると、線維性成分の固まり
となり、肺として機能しなくなる。

・肺の間質を中心に炎症を来す疾患の総称。



特発性肺線維症
（IPF: idiopathic pulmonary fibrosis）

蜂巣肺（細かい網状影）が、両肺全体に診られる。厚い
壁をもった多数の嚢胞が発生している。



前立腺癌（Prostate cancer）

1. CTに比べ、MRIは正常組織と悪性腫瘍の
コントラストが良好。

2. 正常組織に比べ、がん組織の拡散係数
が小さいことを利用し、骨盤拡散強調
画像（diffusion）を用いた微小な早期
がんの検索がされている。



ＶＳＲＡＤ（ブイエスラド：早期アルツハ
イマー型認知症診断支援システム）

前駆期を含む早期アルツハイマー型認知症
（痴呆）に見られる海馬傍回（かいばぼうか
い）の萎縮の程度を読み取るためのMRI画像処
理・統計解析ソフト。前駆者を含む早期アル
ツハイマー型認知症（痴呆症）」において健
常高齢者との鑑別では、８０％以上の正診率
となることが確認されている。



補足

※アルツハイマー型認知症の診断は、臨床情
報に基づき判断されるものであり、VSRADはあ
くまでも補助検査となる。したがってこの検
査結果のみでアルツハイマー型認知症と診断
することは出来ない。



問40 脳梗塞が最も早期に描出される
ＭＲ像はどれか。

1. Ｔ1強調像

2. Ｔ2強調像

3. ＦＬＡＩＲ像

4. 拡散強調像

5. 造影Ｔ1強調像

02:00



症例画像（脳梗塞）

拡散強調画像 MRA

T1WI T2WI FLAIR



問46 右側腹部走査での肝右葉の超
音波像と単純ＣＴ像とを別に示す。正しい
のはどれか。

1.肝硬変

2.肝梗塞

3.脂肪肝

4.急性肝炎

5.門脈圧亢進症

02:00



脂肪肝(fatty liver)

【超音波所見】
 肝腫大
 肝内エコーレベルの上昇
 肝腎コントラストの増強
 深部エコーの減衰
 マスキングサイン
 肝内脈管の不明瞭化
 肝内限局性低エコー帯 (focal spared lesion)

*(segmental pseudotumor sign)



肝内限局性低エコー帯 (focal spared lesion)
別名：(segmental pseudotumor sign)

脂肪肝では肝全体が高輝度に描出されるが、まれに血行状
態により脂肪沈着の少ない部位が低エコーに描出されるこ
とがある。あたかも低エコー腫瘤のように描出されること

から『偽腫瘍サイン』と呼ばれる。



脂肪肝(fatty liver)

【肝のCT値】
正常肝・・・40程度

脂肪肝・・・CT値－120の脂肪が沈着することで
CT値が低下する。



生体組織のCT値



問43 超音波検査の適応となるのは
どれか。2つ選べ。

1.脂肪肝

2.硬膜下血腫

3.多発性硬化症

4.頚部動脈硬化症

5.椎間板ヘルニア

02:00



問43 超音波検査の適応となるのはどれか。
2つ選べ。

1.脂肪肝・・・・・・・適応

2.硬膜下血腫・・・・・頭部ＣＴ

3.多発性硬化症・・・・ＭＲＩ

4.頚部動脈硬化症・・・適応

5.椎間板ヘルニア・・・ＭＲＩ



脂肪肝

【超音波所見】

1. 肝内エコーレベルの上昇（bright liver）

2. 肝腎コントラストの増強

3. 肝深部のエコーレベルの減衰

4. 肝内脈管の不明瞭化

5. 肝内限局性低エコー域（segmental pseudotumor sign）

6. マスキングサイン など

※ 過栄養、肥満、糖尿病およ
びアルコール多飲により、肝細
胞に中性脂肪が異常に蓄積した
状態が脂肪肝。



内中膜複合体厚（IMT:intima-media thickness）

超音波で内膜と中膜を合わせた厚みを計測し、その数値
から動脈硬化の重症度を評価する。

正常値＝1㎜未満



問45 超音波画像で境界明瞭な無エ
コー像とて描出されるのはどれか。

1.肝硬変

2.肝嚢胞

3.肝膿瘍

4.脂肪肝

5.肝血管腫

02:00



腫瘤性病変の境界エコー（boundary echoes) 

腫瘤性病変の境界については、腫瘤性病変とその境界部がはっ
きり認識できるかどうか。また、はっきり認識できる場合には、
辺縁部がどのような形状で描出されるかについても評価する。

境界不明瞭 境界明瞭 境界明瞭

辺縁平滑 辺縁不整



腫瘤性病変の内部エコー（internal echoes)

② 腫瘤性病変内部エコーのエコーレベル

エコーレベルは無エコー、低エコー、等エコー、高エコー、
に分けて表現される。（あくまでも腫瘤周囲の組織に対して表
現する。）

無エコー 低エコー 等エコー 高エコー
anechoic hypoechoic isoechoic hyperechoic



肝硬変

【超音波所見】

1. 肝右葉の萎縮と左葉の腫大

2. 肝縁の鈍化

3. 肝表面不整

4. 腹水 など

※慢性肝炎が長期に及び、肝細胞が壊れ
て繊維が増え、肝臓全体が硬くなって表
面は凹凸状になる。また、血液の流れが
悪くなって肝臓の機能が低下し、本来肝
臓に変えるべき血液はほかへ流れ、胃の
静脈瘤などの病変が発生する。
B型やC型のウイルス性肝炎、アルコー

ル過剰摂取、自己免疫疾患などが原因。



肝嚢胞

【超音波所見】

1. 辺縁平滑、境界明瞭な円形の腫瘤

2. 腫瘤内部は無エコー

3. 後方エコーの増強 など

※肝臓の中にできた水胞。肝嚢胞
は年を経て大きくなったり癌化す
ることは無いが、８ｃｍ以上の大
きな嚢胞の場合は、圧迫症状を起
こしたり、肝機能障害を引き起こ
す場合もある。また、感染や出血、
破裂などの合併症が発生する場合
もある。



肝膿瘍

【超音波所見】

1. 早期は境界明瞭な高エコーと低エコーの混在した充実性
腫瘤像を呈することが多い。

2. 経過とともに内部エコーが変化する。

※肝臓外から発生原因となる細菌
や原虫などが肝組織内に進入・増
殖し、肝内に膿瘍（うみが貯留し
た袋）を形成する病気の総称。病
原体により、細菌性（化膿性）、
アメーバ性に分けられ、発症の背
景、臨床像、治療法は異なる。



脂肪肝

【超音波所見】

1. 肝内エコーレベルの上昇（bright liver）

2. 肝腎コントラストの増強

3. 肝深部のエコーレベルの減衰

4. 肝内脈管の不明瞭化

5. 肝内限局性低エコー域（segmental pseudotumor sign）

6. マスキングサイン など

※ 過栄養、肥満、糖尿病およ
びアルコール多飲により、肝細
胞に中性脂肪が異常に蓄積した
状態が脂肪肝。



肝血管腫

【超音波所見】

1. 腫瘤径が3㎝以下の症例では辺縁が凹凸不整、境界明瞭
な高エコー腫瘤像を呈することが多い。

2. 腫瘤の中心が低エコーで辺縁に高エコー帯を伴う例があ
る。

3. カメレオンサイン（体位変換により肝腫瘤の内部のエ
コーレベルやエコーパターンが変化する。） など

※ 良性腫瘍で、肝臓の中
の毛細血管が増殖して腫
瘍状に発育したもの



問46 胆嚢超音波画像で観察できる
のはどれか。

1.コメットサイン

2.シルエットサイン

3.アップルコアサイン

4.ティーカツプサイン

5.スコッチテリアサイン

02:00



コメットサイン（Comet sign）

 Comet は英語で「彗星」のこと。彗星のように観
察されるサインのことを Comet sign と呼ぶ。

 壁在結石の存在や胆嚢腺筋腫症が認められる胆嚢
で観察される事がよく知られているが、肝臓、胆
管、膵臓、脾臓など、いろいろな場所で観察され
る。

 Comet sign の発生原理は多重反射で、アーチ
ファクトを利用したサインといえます。



・胆嚢壁内結石や胆嚢腺筋腫症でみられる。



シルエットサイン

※ 胸部Ｘ線画像において、肺炎・無気肺・腫瘍・
胸水などの病変により、縦隔(中央)陰影が消失する
ことをシルエットサイン陽性という。



アップルコアサイン（apple-core sign）

※ 注腸(大腸)造影検査の所見

大腸癌に特徴的な所見で、全周性に発達した腫瘍により患部
がリンゴをかじった後の芯のように見えることから『アップ
ルコアサイン』と呼ばれる。



ティーカップサイン

※ マンモグラフィで観察できる所見。嚢胞(オイルシス
ト)の底に石灰化粒子が貯留している時に、ＣＣ方向で撮
影すると嚢胞中心が高吸収で辺縁に行くほど低吸収とな
る画像が得られ、カップに残った液体のように見える。



スコッチテリアサイン

※ 腰椎分離症患者の腰椎斜位像に見られるサイン。
腰椎分離症になるとドッグラインの首部分が首輪をつけたよう
に映ることから、首輪サイン（スコッチテリアサイン）といわ
れている。最近では、腰椎分離症に対してはＭＲＩを用いた早
期診断が有用とされている。

正常 腰椎分離症



問48 MRIの矢状断像を別に示す。
橋はどれか。

1. ア

2. イ

3. ウ

4. エ

5. オ

02:00



頭部矢状断の解剖

ア…視床 イ…中脳 ウ…小脳 エ…橋 オ…脳下垂体



問31 超音波検査がMRIよりも有用
性が高いのはどれか。

1.膝内障

2.脊髄損傷

3.急性胆嚢炎

4.急性期脳梗塞

5.肺血栓塞栓症

02:00



急性胆嚢炎の超音波所見

1.胆嚢腫大（長径 6～8㎝、短径 2～3㎝）

2.胆嚢壁の肥厚（正常値 2㎜以下）



その他の疾患

1.膝内障

半月板損傷や靭帯損傷の総称でMRが有用

2.脊髄損傷

脊椎MRIでの診断が有用

4.急性期脳梗塞

MRIの拡散強調画像が有用

5.肺血栓塞栓症

造影CT検査が有用



肺血栓塞栓症（エコノミークラス症候群）

≪肺血栓塞栓症とは≫
静脈系に出来た塞栓子（血栓、脂肪、空気、腫瘍、など）
が血流に乗って運ばれ、肺動脈につまり閉塞する疾患を肺
血栓塞栓症（pulmonary thromboembolism:PTE)という。塞
栓子の多くは血栓で、末梢肺動脈が完全に閉塞し肺組織の
壊死が起こった状態を肺梗塞と言う。肺血栓塞栓症の中で、
肺梗塞を起こす割合は20％程度と言われている。

≪症 状≫
急性の循環動態不全、ガス交換不全を起こして呼吸困難な
どの症状を呈す。

≪画像診断≫
造影ＣＴを用いて、肺動脈塞栓子を描出する。



肺血栓塞栓症の原因

下肢深部静脈血栓症（deep venous thrombosis: 
DVT）に起因するものが圧倒的に多く（90～95％
以上）、下肢の深部静脈に出来た血栓がはがれて、
静脈内を流れ肺動脈に達しそこで詰まる。血管内
皮細胞障害、血液の停滞、血液の過凝固状態など
が原因。

↓
※ 下肢静脈造影で血栓の有無を確認する。

【予防策】
※ 下大静脈フィルタ留置術 (IVR治療)



肝膿瘍

【超音波所見】

1. 早期は境界明瞭な高エコーと低エコーの混在した充実性
腫瘤像を呈することが多い。

2. 経過とともに内部エコーが変化する。

※肝臓外から発生原因となる細菌
や原虫などが肝組織内に進入・増
殖し、肝内に膿瘍（うみが貯留し
た袋）を形成する病気の総称。病
原体により、細菌性（化膿性）、
アメーバ性に分けられ、発症の背
景、臨床像、治療法は異なる。



肺血栓塞栓症（PTE：pulmonary thromboembolism）



問42 胸腹部造影CT像を示す。考え
られる疾患はどれか。

1. 大動脈解離

2. 肺血栓塞栓症

3. 紡錘状大動脈瘤

4. 大動脈炎症候群

5. 閉塞性動脈硬化症

02:00



動脈瘤（aneurysm）

≪形状による分類≫ 紡錘状、嚢状
≪形態による分類≫ 真性、仮性、解離性



動脈瘤（aneurysm）

紡錘状

解離性



肺血栓塞栓症（PTE：pulmonary thromboembolism）



閉塞性動脈硬化症（ASO：arteriosclerosis obliterans）



大動脈炎症候群（高安動脈炎）

大動脈及びその主要分枝や肺動脈、冠動脈に閉塞性、あるい
は拡張性病変をきたす原因不明の非特異的大型血管炎。



問43 上腹部造影CT像を別に示す。
腫瘍が存在するのはどれか。

1. 肝 臓

2. 膵 臓

3. 脾 臓

4. 副 腎

5. 腎 臓

02:00





問44 腹部血管造影像を別に示す。
造影剤を注入した血管はどれか。

1. 肝動脈

2. 脾動脈

3. 上大静脈

4. 上腸間膜動脈

5. 下腸間膜動脈

02:00



門脈造影

（カテーテルの先端）

上腸間膜動脈

腸管

上腸間膜静脈

門脈



腹腔動脈造影

（カテーテルの先端）

腹腔動脈

総肝動脈 脾動脈 左胃動脈



腹腔動脈造影画像と門脈造影画像の違い

門脈の方が血管径が太い。

門脈の走行は体の中央下方から肝に向かう。



腹部血管の解剖



問45 胸部X線写真で透過性の亢進
がみられるのはどれか。2つ選べ。

1. 肺 炎

2. 気 胸

3. 肺水腫

4. 肺気腫

5. 気管支炎

02:00



気胸（胸部Ｘ線画像）



肺気腫（胸部Ｘ線画像＆ＣＴ画像）

肺胞が異常に拡大し酸素を
取り込めなくなる。



問46 MRA像を別に示す。動脈瘤が
存在するのはどれか。2つ選べ。

1. 腹部大動脈

2. 総腸骨動脈

3. 外腸骨動脈

4. 内腸骨動脈

5. 大腿動脈

02:00



問48 上腹部超音波検査の縦走査を
別に示す。上腸間膜動脈はどれか。

1. ア

2. イ

3. ウ

4. エ

5. オ

02:00



心窩部横走査

描出される臓器・脈管

膵臓、肝臓、胆嚢、脾静脈、上腸間膜動脈、

腹部大動脈、下大静脈、胃 など



心窩部縦走査

描出される臓器・脈管

膵臓(体部)、肝臓、腹腔動脈、脾静脈、上腸間膜動脈、

腹部大動脈、胃 など



腎臓の解剖



脾臓の解剖

【正常値】

• 脾臓（長径）10㎝前後

• （短径）4㎝前後

• 重量 80～120g



問30 MRIがX線CTよりも診断に有用
なのはどれか。2つ選べ。

1.半月板損傷

2.急性虫垂炎

3.消化管穿孔

4.椎間板ヘルニア

5.急性くも膜下出血

02:00



半月板損傷

(a)T1WI (b)T2*WI (c)PDWI

半月板の断裂部位がT2*WIとPDWIで高感度に描出されている。
（断裂部位：高信号）



椎間板の描出

T1強調画像

※髄核・繊維輪とも中～低信号を呈する。

T2強調画像

※髄核のみ高信号

※変性により高信号の髄核部分が低信号となる。



問44 頭部MRA像を別に示す。動脈
瘤を認めるのはどれか。

1. 内頸動脈

2. 椎骨動脈

3. 脳底動脈

4. 中大脳動脈

5. 前大脳動脈

02:00



問45 女性骨盤のMR像を別に示す。
描出されている病変はどれか。

1. 腟 癌

2. 膀胱癌

3. 直腸癌

4. 子宮筋腫

5. 子宮頸癌

02:00



下腹部縦走査（女性）



子宮・卵巣の超音波検査

【検査目的】
子宮の形態異常や子宮筋腫の有無、卵巣嚢腫などが診断
可能。また、胎児の出生前診断にも有用。

【検査方法】
• 経腹法（体外用プローブを用いる。）
• 経膣法（体腔内(膣内)プローブを用いる。）

【主な適応疾患】
• 腫瘍

【特徴】※ 経腹法のみ
• 膀胱内を尿で充満させて検査を行う。(膀胱充満法)


