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表1

石灰化のグループ分類とMicroPureの評価

結

表2

MicroPureの評価と石灰化のグループとの関係

果

1. マンモグラフィのグループ分類
マンモグラフィのグループ分類の内訳
はグループ1：10例、グループ2：10例、
グループ3：20例であった。
2. MicroPure の視認性の評価
MicroPureの視認性の評価は評価1の
WSとして視認できなかったものは7例
（17.5％）
、評価2の明瞭に視認できたも

図1

a Bモード
b MicroPure
症例1：浸潤癌の腫瘤内微細石灰化（グループ3、評価2）

マンモグラフィでも認識しづらい微細石灰化。Bモードでは淡く不明瞭に描出され
ているがMicroPureではWSが明瞭に視認できている。

のは34例
（82.5％）
であり、高い視認率を
示した。
評価の内訳をマンモグラフィのグルー
プ分類でみると、評価1の視認できなか
った7例はすべてグループ2、3で、大部
分が濃度、密度の極めて低いものであっ
た。評価2はグループによる偏りはほと
んどなかった。極めて低濃度、低密度の
石灰化が16例と最も多くみられたが、
視認困難が予想された場合でも視認率は
良好であった
（表2）
。
視認性が良好であった症例の

図2

a Bモード
b MicroPure
症例2：浸潤癌乳管内伸展内微細石灰化（グループ3、評価2）

浸潤癌より連続する乳管内伸展の中にWSが明瞭に視認できている。

MicroPure像をBモード画像とともに供
覧する
（図1〜6）
。

考

察

1. MicroPure の有用性
MicroPureによる微細石灰化の視認性
向上のためには、真の石灰化を抽出しそ
の存在を強調すること、さらに偽陽性を
生じるその他の点状高エコースポットを
除去することが必要である。
今回の検討で、 MicroPureにより、 B
モード画像では脂肪、 乳腺の境界や大胸

図3

a Bモード
症例3：浸潤癌内微細石灰化（グループ2、評価2）

b

MicroPure

浸潤癌内のWSがBモードより明瞭に視認できている。
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筋などに多くみられる高エコースポットに

なると考える。 また本法の最も大きな利点

描出される部分はほとんど表示されず、

として、リアルタイム性が損なわれることな

またWSは表示されているが視認性が

石灰化以外の点状高エコースポットを低減

く高い視認性が得られることを強調しなけ

向上したとはいえないものがあったが、こ

あるいはほとんど消滅できること、また画

ればならない。

のような症例はBモードでも高エコースポ

いって不利益をもたらさないと考える。

面が背景の青（元画像のBモード）と石灰

視 覚 的印 象として、 MicroPureのWS

ットとしての検出が困難な例であった。

化を示唆する白が重畳された構成となって

はBモードの高エコースポットより個数が

マンモグラフィで石灰化が描出されてい

おり、 Bモードと比べ石灰化を示唆する

やや少ないことや、 小さく表示されている

ないのにMicroPureによりWSとして表示

WSの存在と位置が明瞭に認識できるよう

場合もある。 Bモードで描出されている点

された症例もあった。 MicroPureを用い

になったことが確認された。この結果、対

状高エコーの大きさは微細石灰化の大き

て微細石灰化を正確に診断するためには、

象の82.5％が 明 確に視 認できたことは

さを正確に表しているわけではないといわ

まずマンモグラフィで石灰化の位置と形態

MicroPureの臨床的有用性を示す根拠と

れており、 表示されるWSが小さいからと

を把握した後、 超音波検査で予想される
位置と分布状態をよく確かめてから目的の
WSかどうかを判断することが必要である。
乳房超音波診断ガイドラインには注意すべ
きこととして、 非常に小さな嚢胞性病変の
後方エコーが原因であることや、 Cooper
靭帯などがエコーの断層面と直交するとき
に生じることもあり、 単に点状高エコーが
石灰化に対応するとは限らないと記載され
ている10）。 また、 フォーカスの正確な設
定は極めて重要で、 乳腺部分に正確にフ

a Bモード
図4 症例4：びまん性微細石灰化（グループ1、評価2）

b

MicroPure

Bモードでは淡く不明瞭だが、MicroPureでは多数のWSが明瞭に視認できている。
細胞診では良性。

ォーカスを設定することで偽陽性を低減す
ることができることが確認された。
2. MicroPureによる微細石灰化 攻略
の提案
近年、マンモグラフィ検診の普及により、
微細石灰化病変で要精査となり受診する
患者が増えてきている11、12）。 微細石灰化
病変攻略において、 超音波検査がマンモ
グラフィに対し同等あるいは優位性を示す
には、 確定診断に至るインターベンション
のナビゲートとして応用する技術へと発展
させることが必要である
（表3）
。 その攻略

図5

a Bモード
b MicroPure
症例5：淡く不明瞭な微細石灰化の集簇（グループ3、評価2）

BモードよりWSは個数も多く明瞭に視認できている。細胞診では良性。

の手順は1. 微細石灰化の検出の向上、 2.
微細石灰化の視認性の向上、 3. 微細石灰
化周囲の低エコー部位の明確化、 4. 微細
石灰化周囲の低エコー部位に対する定量
的ガイド下穿刺である。 つまり、マンモグ
ラフィで描出されている微 細 石灰化を
MicroPureを用いることにより超音波検査
で明瞭に視認し、その臨床的価値を判定
し、 さらにそのままインターベンションへ
とつなげるシステムの開発である。 検診
で要精査となる微細石灰化病変（とくにカ

図6

a Bモード
b
症例6：淡く不明瞭な微細石灰化（グループ2、評価2）

WSが明瞭に視認できている。細胞診で良性。
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MicroPure

テゴリー3）の多くは良性病変あるいは非
浸潤癌が占める現状では、 これまでのマ
ンモグラフィのステレオガイド下のインター

MicroPureTMの臨床的有用性と今後の展望

ベンションは患者にとって侵襲がかなり大

ベンションは石灰化を頼りに針を導くが、
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を示唆するWSと細胞成分の低エコーを
合わせて表示することが可能で、 そこに

おわりに
今回の検討でMicroPureを用いること

超音波検査の優位性があると考える。 石
灰化の周囲に存在する細胞成分である低
エコーこそがわれわれの目指すものであり、

により82.5％の症例でWSが抽出され、

その部位を正確に穿刺するための機能が

微細石灰化の視認性が向上することが確

MicroPureに課せられた次の使命である

認され、 臨床的に有用である可能性が示

と考える。

唆された。マンモグラフィガイドのインター

表3

超音波による微細石灰化攻略のための手順
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