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第1章　 緒 言

肝疾患の形 態的診断法 に は,各 種 造影法 に よ る

レ線検査,肝 シンチグラム,肝 生検,腹 腔鏡 などが

あり,そ れ ぞれ長所 をもっているが,い ずれ もそれ

単独では必ず しも正確な診断 をな しえないのが現状

である.

超音波診断法は これ らの検査法に比 して手技は簡

単で,生 体に対す る悪影響は まつた くな く,肝 内の

形態的病変 を直接み ることがで きる利点を もつて い

る.

超音波診断法は近年め ざま しい進歩をとげつつ あ

り,頭 部疾患や乳腺,甲 状腺疾患をは じめ人体の あ

らゆる臓器疾患の診断に用い られ るよ うになつて き

た.

超音波による肝疾患診断の歴史は1952年Howry1)

らがcompound scopeを 用 いて生体各部の断層像 を

記録 したことには じまる. 1957年 菊池,田 中,和 賀

井・内田ら2)は癌の早期診断に超音波断層写真法を

とりあげ, 1958年Donaldら3)は 産婦人科領城 の疾

患や腹水患者につ い てcompound scanを お こない

みごとな肝の断層像を発表 した.本 邦では和賀井 ら

につづ き,山 川 ・吉岡 ら4),5)による腹腔鏡下超音波

診断法をはじめ,加 嶋6)のSono-scintiscanning
,尾

本 ら7)の 超音波静脈 内 ゾンデ 方法 など数 々の優れ

た診断方法が うちだされ,近 年臨床検 査法の一つと

して広 く用い られ,臨 床報告 も飛躍的 に増 えて き

た8) 9) 10) 11).

わた くしたちは1965年 以来超音波を用 いて肝 腫瘍

ことに癌の肝転移 の診断の向上に とり組んで きた.

末期癌患者ことに高度な黄疽を しめす場合には全身

衰弱 も強 く,簡 便かっ無害な本 法が最適 と考え たか

らである.ま た腹部腫瘍をみとめなが らも種 々の検

査法で確定診断を下す に至 らぬ場合,超 音波を用い

ればさらに診断の精度向上に役立 ちうると考えたか

らである.

第2章　 実験方法お よび成績

第1節　 超音波診断装置

使用 した超音波診断装 置は日本無線K. K.製A-

scope: USF-5Cお よびSSD-2D,な らび にcompound

 scope: SSD-10とmanual scanning unit MSU-5そ

れ に減衰測定器JRC-109Aで ある.

探触子は2.25Mc,チ タバ リ,直 径10mm〓 をす

べてに用いた(第1編 図1お よび2参 照) .

第2節　 基礎実験(A-scope方 式)

I　 新鮮人肝標本 を用いての実験

病理解剖でえ られた新鮮 な人肝標本 を脱気水の中
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にいれ,肝 表面 に探触子 を直接あてて肝 内エ コーを

検 出し,そ れぞれのエコーが何をと らえた ものかを

確 かめるために,エ コー の発生する位 置に鋼線を入

れてみ ると,肝 内の微細血管を超音波 で検 出しうる

ことが判明 した.静 止状 態では直径1mm程 度の血

管や胆管で も,超 音波 ビーム軸が直 角に交わ るもの

はよ くとらえ ることがで き,直 径2mm以 上の もの

で も,鈍 角に交わ るものはとらえにい ことが判明 し

た(図1).

図1　 人肝標本 の水浸実験

T:送 信 波　 V:肝 内エコー

B:底 面(肝 縁)エ コー

II　正 常人肝のエ コーパ ター ン

肝 エコーグ ラムの基本 的パ ター ンを うる目的で,

健康人 および入院患者の中か ら肝,胆,膵 および 胃

疾 患以外の もの50名 の協 力をえて図2の ×印部位す

なわちmidclavicularlineよ りやや外側で第6, 7肋

間の位 置から,後 方ないしは後 内方に超音波 を投射

してえ られたエ コーパ ターンを記録 した.

装 置の 出力,感 度な どを一定条件 にしてえ られ た

正常肝のエ コーパターンは,お おむね図3の ごと く

で,送 信波につづいて腹 壁および肝前縁エ コーが共

通 にみ られ,肝 内は概 してエコーに乏 しく,検 査部

位 によつて異な る微細 なエ コー(肝 内エ コー)を 認

め た.さ らにその後方 には呼吸性に著 しく移 動をみ

る底面 エコー(横 隔膜 エ コー12)ま たは背面エ コー)

をみ とめた.こ れ らのエコー は個体差がかな りあり,

ことに肥 満者では総 じてエ コー の高 さが低 く肝 内エ

コー も認 めない場合がお おかつ た.

図2　 肝 の超音波検査部位

図3　 正 常 人 の肝 ・胆 の うエ コ ーパ タ ー ン
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第3節　 臨床的研究

I　 超音波A-scopeと 肝 シンチグ ラム を 併 用 す

る方法

シンチグラムでは肝を全体と して平面的に表 わし

うるがそこにある病変 の深 さを診断す ることはでき

ない.し かるに超音波A-scopeで は その 逆 で,こ

の両者を併用すればそれぞれ単独 の場合 よりも所見

の相互確認がで きて診断率の向上 を期待で きる.さ

らに超音波では肝内占拠性病変の質的診断 もある程

度までは可能で,こ とに結石診断も同時にお こなえ

る利点を もつている.こ のよ うな点 に着 目し,わ た

くしはAu198コ ロイ ドによる 肝 シンチグラム検査

をおこなつた患者について,シ ンチグラムの所見 を

みながら超音波A-scopeで 肝疾患の診断を試みた.

検査方法は被検者仰臥位で シンチグラム上陰影欠

損の疑われ る部を中心に,そ の周辺の腹壁上 から探

触子を後方 または後上方 に向けて横隔膜 エ コーを求

め,送 信波 と横隔膜エ コーの間にみ られ る異常エ コ

ーをとらえるよ うにした.

この場合,エ コー パ ター ンの 特 徴 は諸 家 の 報

告13) 14)にみ られるように,悪 性腫瘍で は不規則連

続性で,減 衰がいちじる しく,良 性腫瘍,膿 瘍な ど

では腫瘍壁にのみ エコーをみるだけで,腫 瘍の中心

部は超音波的には透明で あることが 確 か め られ た

(図4).

図4　 各種 疾患のA-scope基 本型

正常肝では,装 置の調節 しだいで,か な り細かい

肝内血管系 のエコーまでとらえ うるが腫瘍の診断に

〓い しては,こ の ようなエ コーはかえつて じや まに

なるので,横 隔膜エ コーを基準にと り,こ れがかろ

うじて飽和す るよ うに装置を調整 したほ うが診断が

容易であることがわかつた.

(1)症 例1　 胃癌の肝転移(図5)

図5　 胃癌の肝転移(症 例1.)

図5, Fig. 1は 心窩部 および右季肋部の実線 の範

囲に腫瘤を触知 し, A, B部 で 超音波検査をお こな

つ たところA部 では シンチグラム上陰影欠損が ない

にもかかわ らず,図5, Fig. 2aの ごと く不規則連

続性の悪性 エコーを認め, B部 ではシンチグ ラム上

陰影欠損があ り,超 音波でも腹壁 より約6cmの 深

さから8.5cmの 深 さの範 囲にかけて 悪性 エ コーの

ある図5, Fig. 2bの ごときエ コーグラムをえた.

本例の開腹時所見は 両葉に 直径1～2cm大 の多数

の転移性肝癌 を認めた.

(2)症 例2　 肝左葉のHepatoma(図6)

図6, Fig. 3は シンチグラムで左葉の大半 を占め

る陰影欠損を認め,触 診でも左季肋部 に手拳大 の硬

い腫瘤をふれる症例である.図 の×印の部に探触子

を当て超音波ビームを後方 に向けて検査をお こなつ

たところ,図6, Fig. 4の ごと く,皮フ面か ら約6cm

附近 までの間に多峰性不連続な エコーをみた.腫 瘍
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図6　 Hepatoma(症 例2.)

エ コー(〓 印)の さ らに後方には肝後面 エコーが み

られ るが,そ れよ り後方 には背面 エコーはみ られ な

い.こ れは超音波減衰の大 きい巨大 な腫瘍によ りそ

れよ り後方に まで超音波が到達で きない もの と考え

られ る.

本例の開腹時所見 は図7の とお りで,シ ンチグ ラ

ムおよび超音波所見 はまつた く一致 した.

図7　 症例2.の 開腹 時所見

肝 左葉全体を占めるHepatoma

(3)症 例3　 脾腫(図8)

臨床上肝腫瘍 との鑑別 に しば しば脾腫が問題 とな

る ことがある.脾 も巨大な ものになるとかえつて診

断に困惑す る ことが あ り,超 音波診断法 はこの よう

な場合 シンチグラムと併用 して また 利 用 価 値 が 高

図8　 脾 のEpidermoidcyst(症 例3.)

い.本 例は図8, Fig. 5の ごと く,腹 壁上からの打

触診で実線の範囲 に腫瘤をみとめ,シ ンチグラムで

は肝 とは関係のないもの と考えられたが,超 音波を

用 いて腫瘤の質 的診断を 目的に図の ×印部で検査を

お こなつた ところ図8, Fig. 6の ごと く,送 信波か

ら数えて15cmの 深 さにいたる間 にはまつた く何の

エ コーもみず,内 容均一な良性パ ター ンをみた.同

時に脾 の前後経は超音波で15cm程 度 と診断 した.

術後診断 はEpidermoidcystで 多量の 液体内容のた

めに,の う腫の場合み られ るように,前 後壁 のエコ

ーのみを とらえた ものであることが判 明した.ま た

その径の実測値 も超音波 診断 どおりであつた.

II. Contact compound scopeに よる方法

(1)正 常 人肝の腹壁上か らのContact compound

 scanning

被検者仰臥位 で右肋骨弓にそい,図9の ごとく手

動 によつて扇形 走査 をおこないつつ,探 触子 を直線

運動 させてゆ き,ブ ラウン管上の肝断層像をポラロ

イ ドカメラで記録す る方法を とつた.

この方法 に よ つ て え られ た エ コーパ ターンが

図10, Fig. 1で 装置の感度をあげれ ば正常肝 におい

て もかな り細 かいエコー が 多数がみ られる.図10,

 Fig. 2はSTC(Sensitivity Time Control)す なわ

ち超 音 波 投 射 直後 は受信器の感度を下 げ,時 間の

経過 とともに感度を上 げることによつて深部の模様
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図9　 肝 のContact compund sean をより詳 しく追求す る方式を用いて,同 一症例の同

一部位で検査 した ものである.こ れによると右肝下

面 後方に肝 とは別に右腎と考え られ るエ コーを認め

た.

こうしてえ られた正常人肝のエ コーパ ターンの特

徴 は,肝 下面 エコーはかなり広 い幅を もちなが ら,

なめらかな曲線を描いて,こ の部における肝の横断

面断層をよ く表 わしているといえよう.

(2)肝 癌 のエコーパ ターン

癌 の肝転移診断を中心 におこなつた臨床26症 例の

中か ら特徴的な数例を とりあげてみる.

図10　 正 常 肝 のcompound scope像

a)胃 癌の肝転移像(Adenocarcinoma)

胃癌などの肝転移 において もつと も普通にみ られ

るエコーパ ターン は, A-scope像 で いわれている不

規則連続性のいわゆる悪性エ コーが 図11の ごと く

比較的境界鮮 明に,内 容不均一な円形のパ ターンと

して とらえ られるものであ る.腫 瘤 が後方に位 置す

れば肝下面ないし肝後縁の流暢な曲線が圧迫 され た

形をと り,図12の ごとくみ られ ることもある.

b)原 発 性肝 癌

一 方Hepatoblastomaの 例 で は 図13の ご と く腫

瘤 の 輪 廓 は やや 不 明瞭 で,そ の 一 部 が輝 度 の高 い反

射 波 を み,一 部 でcyst様 の パ ター ンを み るな ど 内

容 の 不 均一 性を 示 す の が特 徴 的 とい え よ う.

c)malignant melanomaの 肝 転移 像

肝 転 移 の特 種 な 例 と してmalignant melanomaの

1例 を 経 験 し た が,そ れ は 図14の ご と く内 容均
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図11　 胃癌(腺 癌)の 肝転移像

図13　 Hepatoblastoma

一なcystic patternを 呈 し,あ たかも膿瘍 かcyst

を思わせ る超音波上はいわゆ る良性像 であつた.こ

の場合 この像 か らは良性肝腫瘍 と診断 して も止むを

えないが 臨床所見か ら肝転移 と診断 し剖検で この こ

図12　 転移性肝癌に よる肝後縁の圧迫像

図14　 感度断 層による悪性 メラノーマ肝転移像

とは確かめ られた.本 例では診断装 置の中に減衰測

定器を 組み込み, 5db(デ シベル)段 階で 感度を加

減 し,同 一部位 を繰返 し検査 してえ られた断層像を

比較 してみた.

d)腹 水をと もなつ た肝転移癌

腹水を ともなつ た腫瘍の診断において は,超 音波

が液体の中は極 めて よ く通 り,腹 水に接 した臓器,

肝縁 また は腫瘍面で よ く反射 するので エコーパ タ

ー ンは境界面 でよ り明瞭 とな り診断が容易である.
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図15　腹 水をともなつた癌性腹膜炎の肝転移像

図15は 癌性腹膜炎の症例で肝転移像 がうま くと ら

え られている.

III　診断成績

(1)超 音波A-scopeと 肝 シンチグラムを併用 す

る方法

(2) Contact compound scope方 式 に よ る方 法

第3章　 総括ならびに考按

肝腫瘍の診断法として現在一般 に用い られてい る

ものを,超 音波診断法 とその長短を較 してみると,

別表のとおりである.こ れ らはどれを とりあげてみ

ても,そ れ単独では決定的診断法 とはいいがたい.

しかるに,こ れ らの補助診断法 を組合わせて おこな

えば診断成績 の向上をはかることがで き,現 状では

それでやむをえまい.

近年医用電子のめざましい発達のもとに登場した

超音波反射法は従来の各種診断法に比して独得の長

所をもち,と りわけ実質臓器である肝の診断には適

したものであると考え,わ たくしは正常肝の診断か

らは じめて,肝 腫瘍 診断へ と臨床的応用 を は か つ

た.

まず基礎実験と してお こなった新鮮人肝標本 の水

中での直接接触検査 では,直 径1mm程 度のいわゆ

る肉眼的 に認め られ る病変までは とらえうる確証を

えたが,解 剖学的に複雑な形態を もち,し か も呼吸

性移動の著 しい生体 の診断においてそのように精度

の高 い診断がはた して可能 か否かを,正 常肝と思 わ

れ る50例 についてA-scope方 式 でお こなつてみた.

この方法では超音波 ビームが肝の どの部分を通過

し,ど の程度の分解能を もつ て い るのか 明確 でな

い.超 音波は肝と隣接臓器の境界面で強 く反射 され

るので腹壁 エコーと横隔膜ないしは肝下面 エコーの

間にはさまれた部分 にみ られるエコーをわた くしは

肝 内エコー と考 えた.荻 原 らの15)い うsmall fine

 echo, large sharp echoな どは この中に含 まれ るも

のである.エ コーの形や反射率 の大小は境界面 を形

成 する臓器,ま たは組織の固有音響イン ピーダ ンス

(ρc)の差 と境界面を 通過する超音波 ビームの角度

によつて左右 され,ま た隣接臓器 に気体 が含 まれれ

ば きわめて まぎ らわしいエ コーが生ずる16) 17).し た

がつて検査方向は消化管や肝 門部をなるべ く避けて,

しか も一定の基準 となる底面 エ コーをつかみうるも

のでなければな らない.そ こでわたくしは反射率が

高 く,し か も呼吸性 に大 きく移動がみ られて,他 の

エ コーと容易に判別 できる横隔膜 エコーを基準に選

び,こ の底面エ コーが一定の高 さ(飽 和)に な るよ

う装 置の 出力,感 度 を調整 して診断にあたつた.こ

れはまた腹壁の厚 さなど個体差を考慮 して のことで

もある.こ のほか装 置や探触子 の クセ,検 査部位と

その範囲な ど診断を左右す る因子の多い ことに苦慮

したが,こ れ らの因子を極力除 く意味で,装 置 ・探

触子 は全例同一の ものを使用 し,検 者 もわた くしが

必 ず中心 となつておこなつた.

こうしてえ られた正常人肝 のエコーパ ター ンは図

3に 示 した ように,肝 内は概 して エコーを認めず,

音響学的 には透明ということが確認 された.こ の こ

とは既 に多 くの ものによつて しば しば述べ られてい

るとお りで ある.

これ らの ことを基礎 として肝腫瘍のエ コーパ ター

ンはどの ようにと らえられ るかを臨床的に確認す る

ために,肝 腫瘍 が疑 われ る症例 につ き術前 スク リー

ニングテ ス トと して本法を採用 し,中 で も肝 シンチ

グラムのお こなわれた症例 につ き,診 断をそれぞれ

別個の立場か ら検討 したと ころ,長 短あい補な うこ
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別 表1

とがで きるのでA-scope単 独法 を とらず 両者の 組

合せ による併用法をとるに至つた.

一般 に肝 シンチグラムの診断精度は 直径3cm内

外といわれてお り18) 19),こ とに肝 門部 に生 じた腫瘍

病変 については診断困難 とされてい るが,シ ンチ グ

ラムで疑わ しい部位 を超音波で さらに検査 してゆ く

ことによつて,少 数例で はあるが,わ た くしたちは

その診断率において約10%の 向上をおさめえた.

腫瘍 エコーの良性,悪 性の判定 について はた とえ

ばの う腫や肝 膿瘍 など腫瘍 内部がほぼ均一 な性状を

示す ものでは,そ の境界壁 エコーのみを認 め,悪 性

腫瘍では粗大 な不規則連続 なエ コーを認 め諸家の報

告 と一致 した.

しか るに悪性腫瘍 といつて も中心壊死 に陥つた よ

うな巨大な腫瘍 につ いて は一見良 性エ コーの観を ま

ぬがれず,本 併用法で も診断 に困惑をおぼえ ること

があ り,こ のよ うな場合 は臨床症 状や他 の補助診断

法の助 けをか りなけれ ばな らないと考 える.

そ こで,さ らに検査範囲をひろげ,肝 を ある一点

か らで はな く,平 面的 に断層像 と して と らえ うる

compound scope方 式 を 採 用 し,主 として 転移性肝

癌 症例 につ き検討 を加え た.

18例 中8例 においては長径2cm未 満の ものを 捉

ええたが,こ の中5例 は散在性腫瘍が肝全域に存在

す るものであつた.こ れ らの成績 からみて単発性に

小 さな肝転移 のみられ る時期においていわゆる肝転

移 の早期診断を超音波 に期待するのは現状 では まだ

無理 と考え る.た またまscanning　 areaに 小腫瘍が

あれば診断の可能 性はない とはいえないが,肝 を縦

横 にわたつて くまな く走査す ることは実施困難で,

肝 の呼吸性移動の大 きなことを考えれ ば診断の限界

は この辺 にあるように考える.

組織学的診断 とエ コーパ ター ンの関係については

特に検索 しな かつたが,腫 瘍の構築性 の方が問題で,

同 じ腺癌 といえ どもその内部構造が時期的 に変 化す

ることは明らかであ り,そ の変化 に応 じ ρcの変化

がお こりエコーパ ター ンに差 が生 じうる ことは容易

に想像 されるところであ る.

同一症例で,同 じ部位を,ほ ぼ同 じ時期 に感度を

5dbず つ さげて 検査 したエコーパ ターンの 相違は

図14に 示 したが, 5db程 度の違 いで 腫瘍パ ターン

の明瞭度 はかな り異な ることは注 目すべ きである.

感度の調整が大切 とい うことのほかに,装 置の条件

に客観性 を もたせ る意味で もここに感度断層写真の

必要性を強調 したい.

これ らの診断成 績 について はcompound scope方
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式群の方がA-scopeと 肝 シンチグラム併用群 よ り

よいが, A-scopeで あ る程度検査 に 修熟 してCom

pound scopeへ 進んで いつたとい う経緯が あ り,そ

の優劣は一概 に断 じ難 いところで ある.操 作 の簡易

性,検 査時間の問題 と併せ考 えればなおさ ら甲乙は

つけ難 く,時 と場合 によつてどちらの方法を選ぶか

を決めるべ きだ と考 える.

第4章　 結 論

肝腫瘍の超音波診断法に関 して,わ た くしの経験

からその有用性と診断の限界 につ き論 究 した.

1)新 鮮人肝標本の水浸実験では直径1mm程 度

の血管で も超音波で検 出 しうるが,超 音波 ビーム軸

が鈍角に交わ る組織の境界か らはエコーはえ られに

くい.

2)正 常人肝(生 体)の エコーパ ターンの基 本型

は,送 信波にひきつづ いて肝内エ コーがみ られ,そ

の後方に識別容易な横 隔膜 エコーがあ る.

3)肝 シンチグラムと超 音波A-scope法 併用によ

る肝腫瘍の診断では,そ れぞれ別個の場合よ り診断

成績は約10%向 上がみ られ,相 互に短所を補つ て臨

床的有用性が高い ことを強調 した.

4)腫 瘍検出の 限界 は,実 験 的 に はmm単 位で

あ るが,生 体においては 長径2cmの 辺 にあるよう

に思 われ る.肝 の呼吸性移動 と隣接臓器の複雑 さ,

およびscanningの 方法 が,そ れを 規制 してい る.

5)compound scopeを 用いれば,さ らに診断成績

はよ く,肝 を断層的 に診 断で きて直接的である.転

移性肝癌,原 発性肝癌,悪 性メ ラノーマの肝転移,

お よび腹水 をともなつた癌性腹膜炎 の肝転移例につ

いて それぞれのエコーパ ターンを示 した.

稿を終るに臨み終始ご懇篤な ご指導,ご 校閲を賜

わつた恩師田中早苗教授に厚 く感謝いたします.シ

ンチグラムについて ご教示を受けた熊本 大 ・中川 昌

壮助教授,本 学山本 泰久講師,検 査にあたつて直接

ご指導ご協 力をえた本学脳神経外科西本詮教授 ・貞

本和彦 ・上 田伸博士および種々ご協 力を頂いた教 室

員各位に感謝 の意を表します.

本研究の要 旨は第9回,第10回 日本消化器病学会

中国四国地 方会な らびに第8回,第9回,第10回 日

本超音 波医学会研究発表会において発表 した.
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Studies on the Ultrasonic Diagnosis in Surgery

Part 2. Ultrasonic Diagnosis of Liver Disease

Combinating with Colloidal Au193 Hepatoscintigram & Using the Ultrasonic

 Contact Compound Scope

By

Hiroshi CHIKUBA

Department of Surgery, Okayama University Medical School, Oka, Okayama city

(Director: Prof. Sanae Tanaka)

The high request of the preoperative diagnosis for liver metastasis of cancer is 
the claimed factor in the surgical field. Many kinds of examinations; i. e, physical examina
tion, liver function test of serum, liver biopsy, laparoscopy, roentogenological diagnosis and 
others were using for this purpose, but the diagnosis was unliable yet. Recently, the clinical 
application of radioisotope is remarkably advanced, and the scintiscanning is used as a standard 
tool for clinician. The advances of the ultrasonic diagnostic apparatus and techniques is also 
evident. In this paper the investigations were carried out by combinating method of ultrasonic 
diagnosis with hepatoscintigram. The excellent point of this method is to improve the weak 

points each other of the hepatoscintigram and ultrasonic diagnosis. By means of hepato
scintigram every large space occupying lesion (more than 2-3cm in diameter) in liver can be 
seen but the depth and structure of the lesion can not be recognized, however the ultrasonic 
A-scope method is able to clarify the laters. Ultrasonic method is able to diagnose the cha
racter of the aimed occupying lesion, respectively. Generally, the continuous multiplying echo 
indicate the cancer tissue, the boundary wall echo is the cyst or abscess, and the gall stone 
is easily diagnosed at the same time. But the risk for over diagnosis is respective in two 
methods, the diagnosis by this combinating method must be carefull in considerations.

Combinating method of ultrasonic A-scope with hepatoscintigram gave a good result for 
liver disease. But the nature of the echoes obtained various kind of livers tend to over-lap. 
Therefore it is difficult to remark the distinguished accuracy in all cases. The suitable fre

quency was 2.25MC and a barium titanate of 10mm in diameter was used.
Now we are using the ultrasonic contact compound scope, Aloka SSD-10. In this paper 

some results and problems of this method were presented. The examination is carried out 
at the lower right chest wall or through the abdominal wall. Several normal human livers 
were examined first. Some echograms of them were shown. Details of the deep structure are 
shown when STC (Sensitivity Time Control) is on. But concerning intrahepatic structure, it 
demonstrates more clearly than when STC off.

Some echo patterns of the metastatic liver cancers were shown.
A patient who had alarge tumor at his upper right abdomen was examined. His echogram 

of liver is shown. There is a large tumor (4cm in diameter) at the deep region in liver and 
the back surface of liver is pressured backwards. But no malignant echo pattern is seen.

In some cases of our examinations malignant tissues showed only the surface and bottom 
echoes. The result of operation actually showed the metastatic cancer of liver, corresponding 
with the echogram. This fact suggests there are various degrees of absorption of ultrasound 
among cancers.


