
体外式超音波検査による SOS/VOD 評価法

HokUS-10
Scores from the Hokkaido US-based scoring system consisting of 10 parameters

画像の無断転載はご遠慮ください

2019年11月 北海道大学病院 超音波センターHPに公開

2022年 6月 小児計測、 HokUS-6 など を追記



1

HokUS-10 誕生からの変遷

2018年 SOS診断目的の HokUS-10 誕生

Nishida M et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2018;24:1896-1900.

2019年 HokUS-10 「SOS/VOD HANDBOOK 第2版」 （日本新薬株式会社）に掲載

2021年 HokUS-10 の検者間・検者内再現性を報告

Iwai T et al. J Med Ultrason. 2021;48:45-52.

2021年 小児例も対象としたユニバーサルな HokUS-6 誕生

Nishida M et al. Int J Hematol. 2021;114:94-101.

2022年 「造血細胞移植ガイドライン SOS/TA-TMA（第2版）」 に掲載

2022年 HokUS-10/6ともに同じ基準値で late onset SOS/VOD の診断可能

Nishida M et al. Bone Marrow Transplant. 2022; Online ahead of print.

現在 HokUS-10の有効性は多機関前向き研究にて検証中 （UMIN000043091）



HokUS-10 ≧ 5 を SOS/VOD 危険群

HokUS-10 基準値

計測項目 加点基準 点数

肝左葉前後径 (大動脈前面) ≧70mm 1

肝右葉前後径 (右腎前面) ≧110mm 1

胆嚢（GB）壁厚 ≧6mm 1

門脈本幹（PV）径 ≧12mm 1

傍臍静脈（PUV）径 ≧2mm 2

腹水量 少量 1

中等量以上 2

PV平均血流速度 ＜10cm/s 1

PV血流方向 遠肝性(うっ滞) 1

PUV血流信号 あり 2

（固有）肝動脈抵抗指数（RI） ≧0.75 1
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・ 装置のプリセットは一定 【Abdomenなど】

（Canon社製装置使用の場合、「北大preset」を貴施設担当のアプリケーションスペシャリストにインストール してもらうことも可能）

・ 小児 （15歳以下）では肝臓サイズの計測法および基準値、門脈本幹径の基準値を変更する

・ Doppler指標（PV平均血流速度，肝動脈のRI）は3心拍程度とれると良い

・ 基本的にDoppler指標はオートトレースで計測するが、マニュアル計測でも良い

・ 視野深度（デプス）は対象臓器を計測できる大きさで （画面の2/3程度を目安）

・ PV径、GB壁厚、PUV径はなるべくズーム機能を使用。ズーム前後の画像があるとより良い

・ フォーカスは肝・脾臓などでは臓器の深部側2/3程度、他は対象臓器の下端

・ 可能なら仰臥位での撮像が望ましいが、難しい場合には左側臥位などの体位変換も可

※移植後は患者様の状態が悪く、左側臥位など体位変換困難例がしばしばある。移植後に仰臥位でおられる患者様が多いので

当検査室では基本仰臥位で撮像しています。移植後評価は移植前評価時と同じ体位を推奨します。

US 撮像法
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肝臓 “小児 （15歳以下） ”

* 横田京子, 王怡, 小野倫子, et al. 超音波断層像による小児の肝計測. J Med ultrasonics. 2000;27:973-80.

既報 *より、+1SD以上を腫大とする
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門脈本幹径 “小児 （15歳以下） ”

* Patriquin HB, Perreault G, Grignon A, et al. Normal portal venous diameter in children. Pediatr Radiol. 1990;20:451-3.

年齢 門脈本幹径（mm） 加点基準（mm）

0～5歳 4～8 ≧8

6～10歳 6～9 ≧9

11～15歳 7～11 ≧11

既報 * より設定
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><

腹水

腹水あり 腹水なし

以下の 6項目中，2項目以上陽性
• 傍臍静脈血流あり
• 腹水中等量以上
• 胆嚢壁肥厚あり［6mm 以上］
• 門脈本幹径拡張あり［12mm 以上］
• 門脈平均血流速度低下［10cm/s 未満］
• 肝動脈 RI 上昇［0.75 以上］

SOS/VOD

SOS/VOD 以外

早期 SOS/VODの可能性（超音波検査によるフォローを推奨）
他の病態（急性 GVHD, 薬剤性肝障害,生着症候群など）も考慮

陽性判定時の総和（最大 6）；
SOS/VOD 重症度，発症予測に使用

陽性 陰性

HokUS-6 診断フローチャート

Nishida M et al. Int J Hematol. 2021;114:94-101.

小児例も対象としたユニバーサルな指標
HokUS-10 の全項目を撮像しにくい症例など
にも使用可能です
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項目別のUS撮像方法

【 】はcut off値

★はcut offを超えた症例です
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基本は仰臥位 大動脈前面で計測

肝臓サイズ 左葉 【＜70mm】

尾状葉は含めない
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肝蔵サイズ 右葉 【＜110mm】

基本は仰臥位 右腎前面で計測

9



胆嚢壁肥厚 【＜6mm】

計測は基本的に短軸像で計測。体位や肋間,肋弓下走査は問わない

ADM, polyp, debrisを測りこまない
胆嚢と肝臓間の周囲結合織（高エコー部）は含めない

胆摘後の欠測値にしばしば遭遇するが、HokUS-10のcut off値は変更しない
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胆嚢壁肥厚 【＜6mm】

胆嚢と肝臓間の周囲結合織を測りこんでしまった例

※正しい計測（黄矢印）も cut off未満だが、正確に測定する
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胆嚢壁肥厚

有意肥厚の例（最大肥厚部を計測）

肝床側が厚くなりやすい傾向
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門脈本幹 径 【＜12mm】
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門脈本幹 血流方向 【求肝性】

次頁のFFT解析で血流方向は評価できるが、Color Doppler も撮像している
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門脈本幹 平均血流速度 【＞10cm/s】

サンプルボリュームは門脈径の半分以上 角度補正は60°以下

Time-averaged flow velocity (TAV)
時間平均血流速度
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門脈本幹 計測

・ 基本は仰臥位正中寄りの縦（斜め縦）走査だが、描出困難で左側臥位での観察や右肋間から描出

しなければならない症例も散見する

※ オートトレースが難しい場合、time-averaged maximum velocity (TAMV) をマニュアルトレースし、

係数 0.57 を乗じて代用 （参考値） とすることもある *

※ 描出困難例は欠測値とせず門脈右枝の計測値を用いる ［暫定Cut off値は 8cm/s 未満で加点］

※ 門脈本幹閉塞で側副血行路の発達している場合は参考値として最大拡張部を計測しフォローした経験もある

・ サンプルボリューム（gate size） は門脈径の半分以上

・ 目安として、3心拍相当とれると良い

・ 角度補正は60°以下必須。同一患者では誤差10°以内を目安にする

※ プローブ足側を圧迫し頭側を少し浮かせるようにして角度をつけると良い

・ ローカットフィルターが低値だと、ノイズの影響をうけるので注意

* Moriyasu F, Ban N, Nishida O, et al. Clinical application of an ultrasonic duplex system in the quantitative measurement of portal blood flow. J Clin Ultrasound. 1986;14:579–88.
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存在部位

1． ダグラス窩（膀胱上窩）

2． 肝臓周囲 ［右横隔膜下 かつ/またはモリソン窩］

3． 脾臓周囲 ［左横隔膜下 かつ/または脾腎境界］

判定基準

少量 1～3のいずれかに認めた場合

中等量以上 1～3の全てに認め、かつ 2部位以上で厚み 1cm以上の場合

FAST（Focused Assessment with Sonography for Trauma）に準じて評価

松本廣嗣,真栄城優夫,当山勝徳他:脾臓外傷-腹部外傷の超音波診断,臨外 38: 325-333, 1983 

腹水量の評価 最大短径相当
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腹水 【なし、少量、中等量】

下腹部（なし） 縦走査は膀胱を目安にすると良いです

U.B
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脾臓周囲（腹水なし） あわせて脾臓サイズ計測も推奨

腹水

HokUS-10の評価項目ではないが、Lassou N et al.*
は脾臓が重症度評価に有用とされている

* Lassau N et al. Hepatic veno-occlusive disease after 
myeloablative treatment and bone marrow transplantation: 
value of gray-scale and Doppler US in 100 patients. 
Radiology. 1997;204:545552.
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下腹部に1cm未満

腹水

U.B
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下腹部に1cm以上

腹水

U.B
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脾臓周囲に1cm以上

腹水
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肝周囲（モリソン窩）に1cm以上

腹水

Liver

Rt-Kidney
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（固有）肝動脈 RI 【＜0.75】

3心拍程度の平均値を推奨

24

※描出困難例は欠測値とせず、右肝動脈の計測値を用いる ［暫定Cut off値は 0.72以上で加点］



傍臍静脈 径 【＜2mm】
25



傍臍静脈 血流信号 【なし】

なしの例 低流速なので、Dopplerの周波数とゲインに注意

PRFは5cm/s前後を目安

Colorの周波数も下げる
（深部の場合は特に）

アーチファクトが出るまで
ゲインを上げてから、

アーチファクトが出なくなる
手前までゲインを下げる

門脈左枝臍部の血流信号
を確認する
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傍臍静脈 径 血流

著明に拡張、血流信号ありの例
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傍臍静脈 径 血流

拡張なしで、血流信号ありの例
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血流ありの場合は動画と、可能な限りFFT波形を撮像する

傍臍静脈 径 血流

A4が伴走し血流信号が亢進している場合もある
（波形解析で拍動波は動脈なので加点しない）

求肝性血流信号の場合も加点しない（稀にみられる）

※ 移植前に求肝性血流信号がみられた場合、移植後に遠肝性（うっ滞）になる場合が多い印象
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少しでも日常臨床にお役立て頂けますと幸甚です

30

北海道大学病院 企画マネジメント部

准教授 西田 睦

北海道大学病院 検査・輸血部／超音波センター

岩井 孝仁


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31

