
組織内の水・脂肪・硬さの画像を同時
に得る磁気共鳴撮影装置

『首都大学東京・新技術説明会』
日時：平成28年7月5日(火)
場所：JST東京別館ホール

首都大学東京
人間健康科学研究科 放射線科学域

准教授 沼野 智一



研究の背景
1. MR Elastography (MRE)とは
・MREの概要
・臨床で利用されるMRE
・独自技術によるMRE

2. 水・脂肪の分離画像化とは
・分離画像化の必要性
・Dixon法による分離画像化

新技術の説明



Elastography
-弾性率画像法-

-graphy:画像法
elasticity:弾性

angio-:血管の
ultrasonic:超音波

tomo-:切断

tomography:断層画像法

angiography:血管造影法

ultrasonography:超音波画像法
elastography:弾性率画像法

MR Elastography



MREパルスシーケンスと加振装置

MREを実施するためには
専用のパルスシーケンスと

加振装置が必要

・振動に対する感度を増強させるため
に専用の傾斜磁場(MSG)をパルスシ
ーケンスに組み込む.

・加振装置はMRIと精密に同期する必
要がある.

・MREはパルスシーケンスと加振動装
置を組み合わせたシステムで供給され
る. システムはMRI製造メーカからの
購入・導入が一般的である.GEヘルスケアジャパン株式会社MR-Touch

振動に同期した
傾斜磁場
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局所的に寒天濃度の異なるファントムを作成.

30mm

μ:ずれ弾性率(Elastogramの画素値)
ρ:密度 人体を水と近似して1g/cm3

λ:伝播波の波長 Wave Imageの波長を計測
f : 伝播波の周波数 既知である

Wave Image

Elastogram

Introduction
-Magnetic Resonance Elastography-

[kPa]

µ=ρ・( λ・ f )2

撮像対象に強制的な振動を加えながら
MRIで撮像する。これにより対象内部を
伝播する”伝播波”を可視化し、下記の式

から局所の弾性率を得る。



MR Elastography of LiverTumors: Preliminary Results 
AJR 190:1534–1540 (2008)

39-year-old man with incidental liver tumor. A large tumor in the right lobe of the liver was incidentally detected during an ultrasound examination.
The tumor (white arrow) is hyperintense on the T2-weighted image (a) and seen to intensely enhance in arterial phase of gadolinium enhanced T1-
weighted image (b). Axial MRE wave image (c) showing good illumination of the tumor (ROI). Note that the waves in the tumor have slightly
longer wavelength as compared to those in surrounding normal liver parenchyma. Elastogram (d) with ROI corresponding to the tumor. The shear
stiffness value of the tumor was 3.1kPa and the surrounding liver, 2.4kPa. Patient underwent right hepatectomy and final diagnosis was hepatic
adenoma.

弾性率画像伝播波画像

T2強調画像 造影T1強調画像

従来のMRI検査(T2強調画像, T1
強調画像)では得られない”硬さ”
を反映した画像をMREによって
得ることができる.

肝細胞腺腫 (白矢印
の部位)の弾性率(○
で囲った部位 )が3.1
kPaであるのに対して,
まわりの正常部位の
弾性率は2.8 kPaとな
った.



Fig.6
Graph showing box plots of shear stiffness of
different tissues. A cut-off value of 5kPa
separates malignant tumors from benign tumors
and normal liver. Note that the stiffness values
of fibrotic liver overlaps both benign and
malignant tumor.

MR Elastography of LiverTumors: Preliminary Results 
AJR 190:1534–1540 (2008)

良性←

→悪性
5 kPaを境に良性と悪性を区別できた



MRI製造メーカから独立してMREを実施する技術

これまでの研究で…

MRE専用のパルスシーケ
ンスでなくても、一定の条
件を満たせばMREの実施
が可能であることを実証し
た。

また、MRI装置と正確に
同期する加振動装置も独
自で開発した。

本研究室ではこれら2つの
技術を融合することで、
MRI製造メーカから独立し
てMREを実施している(国
内では唯一)。



・振動の位相は加振動装置が変える。

・振動周波数をn(1/TR) Hzにすること
で、TRと振動が調和する。

・MRIからの同期信号によって、振動
が同期する。

time

・・・

・・・

MRI製造メーカから独立してMREを実施する技術



Control room

Technical
room

Magnet room

A retrofit technology for MR Elastography ISMRM 23th Annual Meeting & Exhibition, 2528

MRI製造メーカから独立してMREを実施する技術



[kPa]

本学での実施例
-大腰筋MRE -

このvolunteer-studyは(公)首都大学東京健康福祉学部研究安全倫理委員会の承認(受理番号10085)を得ている.

大腰筋

腹

右左

体内の伝播波を可視化

波長から弾性率を計算

50 Hz加振

Wave Image

Elastogram



水と脂肪の分離画像化

水・脂肪の分離画像化の必要性
・脂肪成分の有無の確認
・ケミカルシフトアーチファクトの軽減

第67回診療放射線技師国家試験問題

脂肪成分を含む部位が黒く表示される

脂肪成分の有無の確認

サラダ油

水

水

サラダ油

ケミカルシフトアーチファクトによって,
サラダ油の位置ズレが発生している

ケミカルシフトアーチファクト



水と脂肪の共鳴周波数差
-水と脂肪のケミカルシフト-

x’

y’

x’

y’

水しか含まない組織 水と脂肪が混在した組織

水の磁化は動かない

水の磁化:
脂肪の磁化:

水の共鳴周波数に合
わせた回転座標系

x’ y’

z

脂肪の磁化が動く

水と脂肪の間には3.5ppmの共鳴周波数差が存在するので
Dixon法はこの共鳴周波数差を利用して水と脂肪を分離する



水・脂肪の分離画像化
-Dixon法-

In phase Iwater + Ifat

Opposed phase Iwater - Ifat

水の磁化

脂肪の磁化



0    ms
2.2 ms
4.4 ms

127.5 MHz × 3.5 ppm
= 446.3 Hz @ 3T

1 / 446.3 Hz
= 2.2 ms @ 3T

1.1 ms
3.3 ms
5.5 ms

In phase

Opposed phase

水と脂肪の間には3.5ppm
の共鳴周波数差が存在す
るので”同相”と”逆相”を周

期的に繰り返す.

水・脂肪の分離画像化
-Dixon法-



(Iwater + Ifat) + (Iwater - Ifat) = 2 Iwater

(Iwater + Ifat) - (Iwater - Ifat) = 2 Ifat

Iwater + Ifat

In phase

Iwater - Ifat

Opposed phase

水・脂肪の分離画像化
-Dixon法-



本研究課題の背景
（水・脂肪の分離画像化技術の必要性）
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人体内には多量の脂肪組織が存在しており、脂肪組織からの信号が
MRI画像に影響を及ぼして、読影(診断)の妨げになる場合がしばしばみ
られる。そのため、多くのMRI撮像法に「脂肪抑制効果」もしくは「水・脂
肪の分離画像化」の技術が付帯されており、必要に応じてこれらの技術
を利用する。言い変えると、あらゆる部位に対応する、汎用性の高い
MRI撮像法には「水・脂肪の分離画像化」技術等の付帯が望まれる。

現在臨床で利用されるMREには「水・脂肪の分離画像化」技術の付帯
されていない。よって、撮像する部位に脂肪組織が多量に含まれる場合
にはMREの診断価値を低下させている可能性がある。
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本研究課題の背景
（MREと水・脂肪の分離画像化技術の融合）

MREでは位相の異なる振動に同期した、複数回の撮像が必要となり、
それぞれの撮像ではエコー時間(TE)を任意に設定できる。このとき、
Dixon法によって決定される水と脂肪の信号が同相となるIn phase TEと
それらが逆相となるOpposed phase TEを設定して撮像した場合、MREと
同時に水・脂肪の分離画像化が可能となる。

① ② ③ ④

振動の位相を①②③④に分ける⇒Elastogramを作成

振動位相①③のときは
In phase TEを設定

振動位相②④のときは
Opposed phase TEを設定

水・脂肪の分離画像

振動位相を4つに分ける
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本研究課題の背景
（従来技術とその問題点）

既に報告されている方法論
ISMRM2015 1061 Simultaneous MR Elastography and Fat+Water imaging長くなる

報告されている方法ではMSGの印加が必要に
なるため、TEを長くする必要がある。これにより、
得られる信号のS/Nが低下する。S/Nの低下は「
水・脂肪の分離画像化」の画質を低下させている
可能性がある。

TEの延長
によって...

S/Nの低下アーチファクトが発生

撮像対象によっては画像の
S/N低下以外に、アーチファ
クト(磁化率アーチファクト)
が発生する。



新技術の特徴
（TEを最短にできる）
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本技術で利用するMREパルスシーケンス
A Simple Method for MR Elastography: A Gradient-Echo Type Multi-
Echo Sequence. Magnetic Resonance Imaging 2015;33:31-37

本手法ではMSGの印加を必要としないた
め、TEをDixon法によって決定される最短
のTEを設定できる。これにより、得られる信
号のS/Nが従来法に比べて高くなる。よって
本手法による「水・脂肪の分離画像化」は、
従来法のそれに比べて画質が向上する可
能性がある。

今回提案する新しい手法

このechoを利用できるので
最短TEを選択できる



新技術の特徴
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従来技術と比較して...

●「水・脂肪の分離画像化」の画質を向上できる。
●MREにメーカ対応していないMRI装置でも実施が可能。

Water Image

Fat Image

Wave Image

Elastogram

本手法によって同時に得られた画像



実用化に向けた課題

●MRE基礎理論の特許
本手法もMRE基礎理論を利用している。MREに関連する数多くの特許を

MAYO CLNICが有しており、特許使用についての手続きが必要になるかも
しれない。

●MRI製造メーカの協力
本手法はMRI製造メーカを問わずにMREを実施できる方法である。これま
で本手法は基礎研究用途での利用なので薬事認証が不必要であるが、本手
法を画像診断業務に利用する場合には薬事認証が必要となる。本手法の薬
事認証にはMRI製造メーカの協力が不可欠と考えられる。
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お問い合わせ先

•首都大学東京 URA室
•主幹URA  中西 俊彦

•ＴＥＬ 042－677－2759

•ＦＡＸ 042－677－5640

•e-mail soudanml@jmj.tmu.ac.jp
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