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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入するデバイスの操作を伴うインターベンショナルＭＲＩ用の磁気共鳴イ
メージング装置において、
　前記デバイスの先端部の位置を位置データとして連続的に検出する検出手段と、
　前記連続的に検出される位置データに基づいて、前記デバイスの移動状態を示す移動軌
跡データを作成する作成手段と、
　前記先端部の位置が検出された各時刻に応じて表示態様が変わるように、前記移動軌跡
データを表示する表示手段と
　を備え、
　前記作成手段は、前記連続的に検出される位置データに適宜な時刻毎に目印を付け、こ
の目印間の位置データを目印間毎にグループ化すると共に、このグループ化されたデータ
を前記移動軌跡データとして作成し、
　前記表示手段は、前記グループ化されたデータをグループ毎に異なる態様で表示する
　ことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項２】
　請求項１記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記作成手段は、前記先端部の前記位置データを時系列的に記憶して、前記移動軌跡デ
ータを作成する磁気共鳴イメージング装置。
【請求項３】
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　請求項１記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記作成手段は、前記デバイスの操作手元部に設けられ、且つ、前記目印を付けるため
の信号を発生する操作手段を備えた磁気共鳴イメージング装置。
【請求項４】
　請求項１記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記表示手段は、前記グループ化されたデータをそのグループ毎に異なる輝度又はカラ
ーで表示する手段である磁気共鳴イメージング装置。
【請求項５】
　請求項４記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記表示手段は、前記グループ化されたデータをそのグループ毎に、グループ化されて
からの経過時間に対応して異なる輝度又はカラーで表示する手段である磁気共鳴イメージ
ング装置。
【請求項６】
　請求項１～５の何れか一項に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記表示手段は、前記移動軌跡データを参照画像上に重畳して表示する手段である磁気
共鳴イメージング装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記表示手段は、前記検出手段により検出された前記先端部の前記位置データを、前記
位置データの検出の時系列を表す情報と共に表示する手段である磁気共鳴イメージング装
置。
【請求項８】
　請求項７に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記時系列を表す情報は、前記位置データを表示するときの輝度の高低、前記位置デー
タを表示するときの色相の違い、及び前記位置データを表示するときの間引きの程度の違
いのうちの一つである磁気共鳴イメージング装置。
【請求項９】
　請求項１に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記表示手段は、前記検出手段により検出された前記先端部の前記位置データを参照画
像上に重畳して表示する手段である磁気共鳴イメージング装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記検出手段は、前記デバイスの先端部に取り付けられた微小なＲＦ検出コイルと、Ｒ
Ｆ磁場で励起した前記ＲＦ検出コイルの近傍のＭＲ信号を傾斜磁場印加と共に収集する手
段と、前記ＭＲ信号の周波数解析を通して前記ＲＦ検出コイルの位置を前記先端位置とし
て求める手段とを備えた磁気共鳴イメージング装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記ＲＦ検出コイルは、その１個が前記デバイスの先端部に取り付けられている磁気共
鳴イメージング装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項に記載の磁気共鳴イメージング装置において、
　前記デバイスはカテーテルである磁気共鳴イメージング装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、インターベンショナルＭＲＩ（磁気共鳴イメージング）と呼ばれるイメージン
グを実施するための磁気共鳴イメージング装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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磁気共鳴イメージングは、均一な静磁場中に置かれた被検体の原子核スピンをそのラーモ
ア周波数の高周波信号で磁気的に励起し、この励起に伴って発生するＭＲ信号から画像を
再構成するイメージング法である。
【０００３】
この磁気共鳴イメージング法は近年、様々な医療分野で使用されるようになっている。そ
の１つに、磁気共鳴イメージングを行いながら又はそのような磁気共鳴イメージングが可
能な環境下で、被検体に対して、体外から穿刺針による穿刺、カテーテルの操作、さらに
は手術などを行う治療や検査がある。このような治療や検査において実施される磁気共鳴
イメージングは、インターベンショナルＭＲＩと呼ばれ、近年富みに注目されている。
【０００４】
このインターベンショナルＭＲＩでは、患者に挿入されたカテーテル等のデバイスの位置
を術者に実時間で且つ正確に伝えることが重要であり、そのための方法が現在、研究中で
ある。術者がデバイスの位置を実時間で正確に知ることは、手術の安全性と迅速化に不可
欠である。
【０００５】
このカテーテル等のデバイスの位置を把握する１つの方法として、通常の磁気共鳴イメー
ジング法を用いるものが知られている。つまり、通常の磁気共鳴イメージングを行ってカ
テーテルの位置を直接、画像化し、術者にその位置を表示する手法である。この手法の場
合、カテーテルを直接に画像化してはいるが、物理的な側面からみれば、カテーテルの磁
場に対する影響を間接的に虚像として収集し、これを画像上で認識させる手法である。
【０００６】
また、別の方法として、カテーテルの位置を直接に測定する手法が知られている。この場
合、カテーテルの先端には微小なＲＦ受信（検出）コイルが設けられる。測定時には、イ
メージング用ＲＦ励起に伴うＲＦ受信コイル近傍のＭＲ信号を３軸方向それぞれの傾斜磁
場を印加しながら検出し、その信号の周波数を測定することにより、カテーテル先端位置
を３次元的に算出し、その先端位置を表示器に表示させるものである。
【０００７】
このＲＦ受信コイルを用いた測定法は、例えば、文献「１９９２　ＳＭＲＭ　ｐｐ１０４
、“Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｏｆ　ａｎ　Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈｉｎ　
ａｎ　ＭＲ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ”，Ｃ．Ｌ．Ｄｕｍｏｕｌｉｎ，　Ｓ．ｐ．
Ｓｏｕｚａ，ａｎｄ　Ｒ．Ｄ．Ｄａｒｒｏｗ“」に示されている。
【０００８】
この文献記載の測定法によれば、パルスシーケンスの実行に際し、最初に、ＲＦパルスで
診断部位全体が励起され、次いで、Ｘチャンネルの傾斜磁場を変化させて、エコー信号が
検出される。このエコー信号がＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ
）処理に付されることで、周波数スペクトラムのピーク値の共鳴周波数からのずれ量が算
出される。このずれ量と傾斜磁場強度とからＸ軸方向のＲＦ検出コイル（カテーテル先端
）の位置情報が求められる。続けて、Ｙチャンネル、Ｚチャンネルについても、同様に、
ＲＦ励起が行われた後、傾斜磁場を変化させて、各チャンネルのＲＦ検出コイルの位置情
報が算出される。これにより、カテーテル先端の３次元位置情報を得ることができる。
【０００９】
さらに、このＲＦ受信コイルを用いた直接測定の別の例として、カテーテルに複数のＲＦ
受信コイルを装着し、カテーテル全体位置を把握・表示する技術も知られている。
【００１０】
一方、インターベンショナルＭＲＩでは、例えば、腫瘍などのターゲットに向けて穿刺針
などのデバイスを徐々に刺していく穿刺作業が行われる。この場合、穿刺針が予定した方
向に進んでいるか、さらには穿刺針がターゲットに到達したか否かなどの穿刺状態を逐次
、確認する必要がある。
【００１１】
この穿刺状態を確認するには、従来では、穿刺開始前に撮像した穿刺開始位置とターゲッ
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トとを含む撮像断面を用いている。つまり、穿刺作業中には、ターゲットと穿刺針を含む
面を連続的に撮像するとともに、既に穿刺開始前に撮像してある撮像断面を基準面として
参照しながら、穿刺状態を監視するようにしている。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術には、以下のような未解決の課題があった。
【００１３】
まず、カテーテル等のデバイスの位置検出に関する課題がある。
【００１４】
第１に、従来の通常イメージング法に拠る位置検出の場合、デバイスの磁場に対する影響
を間接的に画像化する手法であるため、イメージング方法、カテーテルの位置、方向、お
よびその材質、並びに、撮像方向に応じて画像上でのデバイスの形状、位置ずれ、および
／又は輝度が変化し、正確なデバイスの先端位置を術者に提示することは困難であった。
さらに、イメージング用のパルスシーケンスを用いるため、ある時刻の位置を得るには１
回の通常撮像分の時間が必ず必要になり、したがって、デバイスの先端位置の表示分解能
が低いという問題もあった。
【００１５】
第２に、ＲＦ受信コイルをカテーテルなどのデバイスの先端に取り付ける従来法の場合、
画像にはコイル位置のみの１点（点状物体）しか表示されない。このため、デバイス全体
の位置を把握し難いし、デバイスの現在向いている方向と、この後に穿刺する方向との把
握が難しいという問題がある。また、この場合、カテーテルの先端が手ぶれ等に因り、空
間的に僅かにずれただけで、正確な位置判断ができなくなる。
【００１６】
第３に、複数個のＲＦ受信コイルをデバイスに取り付ける手法の場合、それらの位置検出
をコイル数分、行う必要があるため、システムが複雑化するとともに、位置測定に時間が
掛かるという問題がある。
【００１７】
一方、穿刺針などのデバイスの穿刺状態の監視に関しては以下のような未解決の問題があ
った。
【００１８】
第１に、従来の穿刺状態の監視法にあっては、穿刺開始前に求めた基準面（穿刺開始位置
とターゲットとを含む撮像断面）が患者の呼吸や体動などに因ってずれてしまうことが多
い。このため、予定していた経路での穿刺をスムーズに行うことができず、穿刺作業に多
大な時間と労力が掛かる。場合によっては、治療や検査に支障が出ることもあった。
【００１９】
第２に、術者が穿刺針を基準面とは異なる方向に進めてしまった場合、針先が基準面から
外れてしまい、画像には映らなくなる。このため、従来の監視法は、微細な作業を伴う穿
刺作業には適していなかった。
【００２０】
第３に、術前計画と実際の治療時との隔たりの問題がある。通常、穿刺開始前には、事前
に撮像しておいた参照画面を元に穿刺開始位置および穿刺経路などの穿刺計画（術前計画
）が立てられる。しかし、この計画位置や穿刺経路はあくまで画面上でのことであって、
実際に穿刺する患者体表上の位置とは感覚的に隔たりがある。このため、術者が穿刺開始
位置や穿刺経路などの位置関係を把握するのに必要以上に時間が掛かり、患者スループッ
トが低下するとともに、穿刺状態が計画した穿刺開始位置や経路からずれてしまうことも
頻発していた。
【００２１】
本発明は、上述した従来の様々な問題に鑑みてなされたもので、インターベンショナルＭ
ＲＩにおけるデバイスの位置検出およびその提示、デバイスの穿刺状態の確認、並びに、
術前計画に関して以下のような改善を行うことを目的する。
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【００２２】
　具体的には、本発明の目的は、比較的簡単な構成ながら、カテーテル等のデバイスの位
置を正確にかつ短時間で検出でき、デバイス全体の位置、向き、および進行方向を容易に
把握できるようにすることである。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
　一実施形態によれば、被検体内に挿入するデバイスの操作を伴うインターベンショナル
ＭＲＩ用の磁気共鳴イメージング装置において、前記デバイスの先端部の位置を位置デー
タとして連続的に検出する検出手段と、前記連続的に検出される位置データに基づいて前
記デバイスの移動状態を示す移動軌跡データを作成する作成手段と、前記先端部の位置が
検出された各時刻に応じて表示態様が変わるように前記移動軌跡データを表示する表示手
段とを備える。この実施形態では、前記作成手段は、前記連続的に検出される位置データ
に適宜な時刻毎に目印を付け、この目印間の位置データを目印間毎にグループ化すると共
に、このグループ化されたデータを前記移動軌跡データとして作成し、前記表示手段は、
前記グループ化されたデータをグループ毎に異なる態様で表示する。
【００２７】
これにより、例えば、過去に取得されたカテーテルなどのデバイスの先端部の位置データ
が、その取得された時刻に応じて画面上に再表示されるので、デバイスの先端位置のみな
らず、全体像が簡単に且つ殆ど実時間で表示される。
【００３３】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明に係る各種の実施の形態を説明する。
【００３４】
（第１の実施の形態）
図１～４を参照して、本発明の第１の実施形態を説明する。
【００３５】
この実施形態に係る磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置は、所謂、オープン型のシステ
ムとして構成されている。このオープン型のシステムは、被検体へのアクセスが容易なた
め、インターベンショナルＭＲＩには好適である。
【００３６】
この磁気共鳴イメージング装置の概略構成を図１に示す。この磁気共鳴イメージング装置
は、被検体としての患者を静磁場中に置くためのオープン型ガントリＧＮを備える。この
ガントリＧＮは、横磁石配列の例えば超伝導磁石で構成される静磁場磁石１を有し、この
磁石１を４本柱で支持する構造になっている。静磁場磁石１は、対向する１対の円板状磁
石をその上下の構造体にそれぞれ有し、それらの間の診断用空間に、静磁場電源２からの
電源を受けて駆動して均一強度の静磁場を発生させる。この診断用空間に、寝台１６の天
板１６Ａに寝かされた患者が挿入される。
【００３７】
磁石１の診断空間側の壁位置には、傾斜磁場コイル３および送信ＲＦコイル７Ｔが設置さ
れている。また、天板１６Ａ上の被検体Ｐの診断部位近傍には、受信ＲＦコイル７Ｒが配
置される。磁石１の診断空間側の壁位置に取り付けるＲＦコイルが送信および受信の両方
を兼ねる構成であってもよい。
【００３８】
傾斜磁場コイル３は、与えられたパルスシーケンスに基づいて静磁場に重畳するスライス
方向、位相エンコード方向、および読み出し方向の傾斜磁場パルスを発生させるｘ、ｙ、
およびｚコイル（図示せず）から成る。この傾斜磁場コイル３は傾斜磁場アンプ４に接続
されている。傾斜磁場アンプ４はシーケンサ（シーケンスコントローラ）５から与えられ
るＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸（ガントリＧＮに設定される物理軸）方向の傾斜磁場に対する制御信
号を受けてｘ，ｙ，ｚコイルに供給するパルス電流の印加を制御する。これにより、スラ
イス方向、位相エンコード方向、および読み出し方向の傾斜磁場が制御される。
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【００３９】
送信ＲＦコイル７Ｔおよび受信ＲＦコイル７Ｒは送信器８Ｔおよび受信器８Ｒにそれぞれ
接続されている。この送信器８Ｔおよび受信器８Ｒもまたシーケンサ５に接続されている
。送信器８Ｔはシーケンサ５から送られてきた制御信号を受け、これに応答して送信電流
パルスを送信ＲＦコイル７Ｔに送る。これにより、ＲＦコイル７ＴからＲＦ磁場パルスが
発生し、患者の診断部位を含む、例えば全身領域に印加される。
【００４０】
このＲＦ磁場パルスの印加に呼応して発生したＭＲ信号は、受信ＲＦコイル７Ｒにより受
信され、対応するＲＦ電流として受信器８Ｒに送られる。受信器８Ｒは、受信ＲＦ電流に
増幅、検波、デジタル化などの所定の受信処理を施し、デジタル量のＭＲデータとしてシ
ーケンサ５を介して演算ユニット１０に送る。
【００４１】
シーケンサ５はＣＰＵおよびメモリを備えており、スキャン時には、ホスト計算機６から
渡されるパルスシーケンス情報に基づいて傾斜磁場アンプ５および送信器８Ｔの駆動を制
御する。
【００４２】
ホスト計算機６はＣＰＵとメモリを備えて構成され、装置全体の駆動タイミング制御、撮
像のためのスキャン制御などの処理を実行する。ホスト計算機６には、記憶装置１１、表
示器１２、および入力器１３が接続されている。ホスト計算機６は、スキャン制御として
、パルスシーケンス情報を演算してシーケンサ５に渡す。
【００４３】
ホスト計算機６およびシーケンサ５にはまた、演算器１０が接続されている。演算器１０
は、画像の再構成処理および後述するカテーテルの移動軌跡表示処理を行う。再構成処理
として、演算器１０は、シーケンサ５を介して受信ＭＲデータを取り込み、２次元又は３
次元のｋ空間（フーリエ空間または周波数空間）に配置した後、２次元又は３次元のフー
リエ変換を施して実空間の画像データに再構成する。また、演算器は、カテーテルの移動
軌跡表示処理を行う。即ち、シーケンサ５を介して受信ＭＲデータを入力し、このデータ
に基づいてカテーテルの全体像を表示する処理を行う。
【００４４】
一方、この磁気共鳴イメージング装置のガントリＧＮは、上述した如くオープン型である
ので、インターベンショナルＭＲＩを実施するのに都合がよい。本実施形態では、インタ
ーベンショナルＭＲＩとして、カテーテル１７を被検体Ｐの内部に挿入して必要な処置を
行う態様について説明する。
【００４５】
カテーテル１７の先端には、微小なＲＦ検出コイル１８が取り付けられている。このＲＦ
検出コイル１８は、送信ＲＦコイル７Ｔに対して受信コイルとして機能する。このＲＦ検
出コイル１８は細いケーブル１９を介して、その受信信号が受信器８Ｒに送られるように
なっている。
【００４６】
また、カテーテル１７の手元部には、時刻のデータに目印を付けるために入力装置２０が
装着されている。このため、オペレータがこの入力装置２０を操作すると、その操作信号
がシーケンサ５を介して演算器１０に送られるようになっている。
【００４７】
なお、カテーテル１７はインターベンショナル・デバイスの代表例として説明されるもの
で、その他のインターベンショナル・デバイスとしては、例えば、穿刺針、ガイドワイヤ
、内視鏡スコープなどであってもよい。
【００４８】
続いて、ホスト計算機６、シーケンサ５、および演算器１０が協働して実行する図２に示
すカテーテルの移動軌跡の表示処理を中心に、この磁気共鳴イメージング装置の動作を説
明する。
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【００４９】
まず、ホスト計算機６の管理下において、カテーテル１７の位置を表示するための参照画
像が通常のＭＲイメージング、即ち、送信ＲＦコイル７Ｔおよび受信ＲＦコイル７Ｒを使
ったイメージングが実施される（ステップＳ１）。
【００５０】
次いで、カテーテル１７の先端位置の３次元位置データが、ホスト計算機６の管理下で、
シーケンサ５および演算器１０と共に検出される（ステップＳ２）。この３次元位置検出
は、図４に示すように、Ｘチャンネル、Ｙチャンネル、Ｚチャンネルそれぞれについて、
ＲＦ励起、傾斜磁場パルスの印加（グラジェントエコーの発生）、エコー信号の収集、エ
コー信号のフーリエ変換処理（共鳴周波数からのずれ量演算）、および各軸方向の位置デ
ータへの変換を行うことで行われる（ステップＳ２）。
【００５１】
次いで、演算器１０はカテーテル１７の手元部に在る入力装置２０からの操作信号の入力
を判断することで、時刻のデータに目印を付けるか否かを判断する（ステップＳ３）。こ
の判断がＹＥＳのときには、その時点の時刻のデータに、例えばフラグを立てることで目
印を付ける（ステップＳ４）。この目印処理は、オペレータが入力装置２０を操作する適
宜なタイミング毎に実施される。オペレータは表示器１２に表示された、カテーテルのモ
ニタ画面を見ながら、適宜なタイミングで入力装置２０を操作する。
【００５２】
次いで、演算器１０は、時系列における前回の目印と今回の目印の間に収集されたカテー
テル１７の先端の３次元位置データが１つのグループデータとして設定される（グループ
化）（ステップＳ５）。
【００５３】
この後、演算器１０は、グループ化された３次元位置データが記憶装置１１に保存する（
ステップＳ６）。なお、上述のステップＳ３において、目印を付ける旨の操作信号が無い
とき（ＮＯの場合）も、収集した３次元位置データは記憶装置１１に保存される（ステッ
プＳ６）。
【００５４】
さらに、演算器１０は、時刻データの更新（時刻の再計算）を行った後（ステップＳ７）
、データ表示の属性（輝度、カラーなど）に対する値を計算し（ステップＳ８）、データ
表示の属性を更新させる（ステップＳ９）。
【００５５】
このデータ表示の属性更新は、位置データのグループ毎に表示状態を変えて、カテーテル
１７の先端部の位置を際立たせると共に、その全体像をも表示するために実施される。例
えば、位置データ収集から表示までの所要時間に反比例した輝度を計算し、この輝度値を
位置データのグループ毎に割り当てる。これにより、時系列的に最も新しいグループの位
置データには最も高い輝度が割り当てられ、次に新しいグループの位置データにその次に
高い輝度が割り当てられる。つまり、収集された時刻が旧くなるほど、位置データの輝度
がグループ毎に下げられる。
【００５６】
このように、カテーテル１７の先端位置を表す３次元位置データの表示情報が揃うと、こ
の位置データを参照画像に重ねて表示する（ステップＳ１０）。この後、再び、ステップ
Ｓ２に戻り、カテーテル先端の位置検出が行われる。以下、上述した位置検出および表示
の処理が繰り返される。
【００５７】
この繰返しによって、表示器１２には、例えば図３に示すカテーテル像がモニタ画像とし
て表示される。参照画像ＩＭｒｅｆを背景として、これにカテーテル１７の軌跡が重畳表
示される。カテーテル１７の軌跡は、微小時間毎に定期的に実行される先端位置出検処理
（図２、ステップＳ２）によって取得された位置データの集合体として表示される。この
軌跡の画像は、入力装置２０をオペレータが操作して出力された操作信号に呼応して、適
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宜なタイミング毎にグループ化（Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３）されている。そして、グループ毎に
表示状態が異なっている。ここでは、時系列的に最も新しいグループＧ１の軌跡の輝度が
最も高く、次に新しいグループＧ２のそれがその次に高く、最も旧いグループＧ３のそれ
が最も低い輝度になっている。
【００５８】
これにより、カテーテル１７の先端位置は勿論のこと、その全体像も容易に把握すること
ができる。
【００５９】
なお、上記実施形態において、時刻の目印処理によってグループ化された位置データにつ
いては、上述した輝度調整に加えて、又は、上述した輝度調整とは別に、非表示の処理、
再表示の処理、新たに輝度を調整する処理、色相を調整する処理、位置を補正する処理を
行うようにしてもよい。これにより、カテーテルを引き戻したり、進める場合にも、カテ
ーテルの先端位置およびその全体を確実に観察することができる。また、上述した目印処
理によるグループ化表示において、輝度調整に代えて、色相と輝度の両方を変えるように
してもよい。
【００６０】
また、前述した実施形態では、時刻の目印処理によって位置データをグループ化して表示
するようにしたが、このグループ化は必須ではない。つまり、前述した実施形態のように
、カテーテル先端の位置データを連続的に検出して時系列に記憶するとともに、この記憶
した位置データを最新の時刻を基準とした所定の表示態様で変調することによっても、カ
テーテル先端の軌跡を表示することができる。
【００６１】
この表示例を図５～７に示す。図５に、輝度を時刻に応じて変調する態様でカテーテル先
端の軌跡を表示した例を示す。この表示例の場合、一例として、現時点（最新の時刻）で
検出された位置データは最高の輝度に変調され、それよりも旧い時刻で検出された位置デ
ータは一括して最高輝度よりもやや低い輝度で変調される。なお、かかる旧い時刻で検出
された位置データであっても、時刻の旧さに応じて輝度を徐々に下げるように変調しても
よい。
【００６２】
また、図６に、色相を時刻に応じて変調する態様でカテーテル先端の軌跡を表示した例を
示す。この表示例の場合、一例として、現時点（最新の時刻）で検出された位置データは
所定の色相（例えば赤）に変調され、それよりも旧い時刻で検出された位置データは一括
して別の色相（例えば青）で変調される。この場合も、かかる旧い時刻で検出された位置
データであっても、時刻の旧さに応じて色相を赤系統から青系統の色に徐々に変えるよう
に変調してもよい。
【００６３】
また、図７に、位置データを間引くことによりカテーテル先端の軌跡を点線状に表示した
例を示す。この表示例の場合、一例として、検出時刻が過去に遡るほど、位置データの間
引き率は大きく設定される。これにより、現在の先端位置になるほど、点線表示における
点の密度が濃くなって、その軌跡が明瞭になる。
【００６４】
なお、図５～７に示す表示態様の処理において、カテーテルの進む方向を位置データの時
間差分により計算し、その方向がカテーテルを引き戻す方向に動いた場合、その対応する
位置までの表示を消去するか、又は、表示態様を変化させるようにしてもよい。
【００６５】
以上の図５～７の表示例によれば、時刻に応じて位置データの輝度、色相、又は間引き率
を変えることで、現時点におけるカテーテル先端の位置が、過去の先端位置に対して、差
別化して明瞭に表示されるとともに、それまでの先端位置の軌跡情報も合わせて提示され
る。
【００６６】
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このため、過去から現在まで全て同じ状態で表示されることはなく、カテーテル先端の現
在の位置および過去の位置を容易に判別することができ、カテーテルを簡便でより正確に
操作できる。カテーテルを操作する場合、カテーテルの先端をある位置で前後左右に少し
ずつ動かすことがよくある。また、手振れなどが原因で、カテーテルの先端がそのように
動いてしまうことも多い。かかる事態において、カテーテルの過去の先端位置と現在の先
端位置とが重なった場合でも、術者はどの表示位置が現在のカテーテル先端を表している
かについて直ぐに且つ正確に判断できる。
【００６７】
さらに、カテーテル先端部の位置を検出する構成として、微小なＲＦ検出コイルをその先
端部に複数個、設けてもよい。一方、かかる検出構成の別の例として、通常撮像のＭＲ画
像の画像値から先端位置を画像処理で求めるようにしてもよい。この画像処理を行うとき
に好適な位置検出センサとして、ＮＭＲ信号源となり得る物質（水、ＰＶＡ，オイルなど
）を含んだマーカー体を、かかる先端部に取り付けるようにしてもよい。
【００６８】
また、なお、本発明に係る磁気共鳴イメージング装置は、ガントリが筒状タイプであって
も実施可能である。
【００６９】
（第２の実施形態）
第２の実施形態を、図８を参照して説明する。この実施形態で用いられる磁気共鳴イメー
ジング装置もインターベンショナルＭＲＩに適用される。この装置の構成要素は、第１の
実施形態のものと同等又は同様であるので、同一符号を用いて記載し、その説明を省略す
る。
【００７０】
この実施形態で実行する処理は、デバイスとしてカテーテルを用い、そのカテーテルを被
検体内に挿入して操作したときのカテーテルの追尾に関する。
【００７１】
上述の第１の実施形態で説明したように、微小なＲＦ検出コイル（マイクロコイル）を用
いて操作中のカテーテルの先端を追尾する場合、かかるＲＦ検出コイルからの信号を処理
した小さい領域（点状の領域）のみが追尾軌跡として表示される。しかしながら、このよ
うな小領域の表示だけでは、カテーテル先端の周りの組織や血管との位置関係が分からず
、カテーテルを操作すべきその後の位置や方向を判断し難いこともある。
【００７２】
そこで、本実施形態では、ホスト計算機６、シーケンサ５、演算器１０、記憶装置１１、
および表示器１２は協働して以下に示す処理を行う。最初に、事前準備として、カテーテ
ルの操作を行う経路を含んだ断面（スライス）のＭＲ画像（例えばコロナル像）を予め参
照像として撮像して保管する。次いで、インターベンショナルＭＲＩを行うときに、前述
のようにして検出したカテーテル先端の位置データを、読み出した参照像に重畳して表示
する。
【００７３】
図８に、この表示例を示す。同図において、符号Ｇは血管Ｂを含む参照像を示し、符号Ｃ
Ｔはカテーテル先端を示す。
【００７４】
このように表示することで、術者は、微小なＲＦ検出コイルからの信号だけでは分かり難
い、カテーテル先端ＣＴの周りの組織や血管との位置関係を容易に把握でき、より正確な
カテーテル操作に繋げることができる。例えば、血管の走行方向を案内役にして、カテー
テルを操作できる。
【００７５】
なお、この参照像を用いたカテーテル先端位置の表示法において、参照像は、間欠的に更
新（例えば毎秒１回）して表示するようにしてもよい。この場合、シーケンサ５および演
算器１０は、カテーテル先端位置の検出処理の間に、参照像のイメージング処理を割込み
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方式で実行させればよい。これにより、例えば、カテーテル先端の位置情報は毎秒２０フ
レームで更新され、その一方で、参照像（例えばコロナル像）は毎秒１回更新される。こ
の結果、実際にカテーテルを操作するとき又は操作している最中に例えば患者が動いた場
合でも、参照像に表示される周囲組織は、新しく動いた位置における周囲組織に自動的に
かつ定期的に更新される。
【００７６】
さらに、この参照像の更新表示において、更新に使用する断面は、所謂、断面追尾の手法
で撮像することが望ましい。つまり、微小なＲＦ検出コイルからの信号を用いて、前述の
ように、このＲＦ検出コイルの位置（つまりカテーテル先端位置）（ｘ，ｙ，ｚ）を演算
し、更新断面が常にこの位置（ｘ，ｙ，ｚ）を含むように周知の手法で撮像のパラメータ
を設定する。これにより、カテーテルの先端位置がほぼリアルタイムに追尾され、表示画
面の参照像は常にカテーテル先端を含む画像で更新される。したがって、画面上の参照像
からカテーテルの先端位置が見えなくなってしまうという事態を解消でき、デバイスの操
作の容易性および正確性をより向上させることができる。
【００７７】
また、第２の実施形態で用いる参照像は、必ずしもコロナル像に限定されるものではなく
、アキシャル像やサジタル像であってもよい。また、この参照像として、ターゲットとカ
テーテル先端とを含む任意のオブリーク面、または、ターゲットと過去のカテーテル経路
とを含む任意のオブリーク面の画像を表示させるようにしてもよい。
【００７８】
さらに、参照像として撮像する断面の数は、必ずしも１面に限定する必要性は無く、撮像
する断面数に応じて画像更新レートは下がるものの、カテーテル先端とターゲットを含む
面及びこの面に直交する２断面、または、カテーテル先端を含む直交３断面に設定するこ
ともできる。
【００７９】
（第３の実施形態）
第３の実施の形態を図９～１０に基づき説明する。
【００８０】
この実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、インターベンショナルＭＲＩにおいて
、撮像断面をデバイスとしての穿刺針に自動追尾させることを特徴とする。
【００８１】
この実施形態に係る磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）装置の概略構成を図９に示す。
【００８２】
この磁気共鳴イメージング装置は、被検体としての患者を静磁場中に置くためのガントリ
５１を備える。このガントリ５１は、例えば超伝導磁石で構成される静磁場磁石５２を有
する。この磁石５２が作る空間の一部には均一な強度の静磁場の診断用空間が形成される
。磁石５２が略円筒状の場合、患者は、図示しない寝台に寝かされた状態で、その体の少
なくとも一部が診断用空間に入るように位置させられる。また、磁石５２がオープンタイ
プの場合、患者は、例えば座位または立位で、その体の少なくとも一部が診断用空間に入
るように位置させられる。
【００８３】
磁石５２の壁体には傾斜磁場コイル５３が設置されるとともに、磁石５２の内側空間には
撮像用のＲＦコイル５４が設置されている。傾斜磁場コイル５３は、与えられたパルスシ
ーケンスに基づいて静磁場に重畳するスライス方向、位相エンコード方向、および読出し
方向の傾斜磁場パルスを発生させるｘ、ｙ、およびｚコイルから成る。この傾斜磁場コイ
ル５３のユニットは傾斜磁場アンプ５５に接続されている。傾斜磁場アンプ５５はシーケ
ンサ５６から与えられるＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸（ガントリ５２に設定される物理軸）方向の傾
斜磁場に対する制御信号ＳＧｘ、ＳＧｙ、ＳＧｚを受けてｘ，ｙ，ｚコイルに供給するパ
ルス電流の印加を制御する。これにより、スライス方向、位相エンコード方向、および読
出し方向の傾斜磁場が制御される。
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【００８４】
ＲＦコイル１４は、例えば送信コイルおよび受信コイルを兼用した構造を成し、送信器５
７および受信器５８に接続されている。この送信器５７および受信器５８もまたシーケン
サ５６に接続されている。送信器５７はシーケンサから送られてきた制御信号Ｓｆを受け
、これに応答して送信電流パルスをＲＦコイル５４に送る。これにより、ＲＦコイル５４
からＲＦ磁場パルスが発生し、患者の診断部位（例えば頭部）に印加される。２次元撮像
の場合、この印加と並行してスライス用傾斜磁場も印加されるので、診断部位の所望スラ
イスが選択励起され、このスライスから磁気共鳴現象に因るＭＲ信号が発生する。
【００８５】
発生したＭＲ信号はＲＦコイル５４により受信され、対応するＲＦ電流信号として受信器
５８に送られる。受信器５８は、受信したＲＦ電流信号に増幅、検波、デジタル化などの
所定の受信処理を施し、デジタル量のＭＲデータとしてシーケンサ５４を介してホスト計
算機５７に送る。
【００８６】
シーケンサ５６はＣＰＵおよびメモリを備えており、スキャン時には、ホスト計算機５７
から渡されるパルスシーケンス情報に基づいて傾斜磁場アンプ５５および送信器５７に与
える制御信号ＳＧｘ，ＳＧｙ，ＳＧｚ，Ｓｆを制御する。また、シーケンサ５６は、ホス
ト計算機５９から渡される情報に基づいて、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸方向の傾斜磁場Ｇｘ
，Ｇｙ，Ｇｚを傾斜磁場アンプ５５にΔＧｘ，ΔＧｙ，ΔＧｚだけ調整させ、送信ＲＦ信
号の周波数ｆを送信器５７にΔｆだけ調整させ、さらに受信器５８に制御信号Ｓφを送り
、受信器内の位相検波の参照位相φをΔφだけ調整させることができる。
【００８７】
ホスト計算機５９はＣＰＵとメモリを備えて構成され、装置全体の駆動タイミング制御、
撮像のためのスキャン制御、画像再構成処理、撮像断面を穿刺針などのデバイスに追尾さ
せる制御などを行う。なお、画像再構成処理は専用のプロセッサに任せる構成も採りうる
。ホスト計算機５９には入力器６０、表示器６１、および記憶装置６２が接続されている
。ホスト計算機５９は、スキャン制御として、パルスシーケンス情報を演算してシーケン
サ５６に渡す。また、画像再構成処理として、受信したＭＲデータを一度、２次元または
３次元のｋ空間（フーリエ空間または周波数空間）に配置した後、２次元または３次元の
フーリエ変換を施して実空間の画像データに再構成する。
【００８８】
続いて、図９のブロック構成における、撮像断面を穿刺針に自動追尾させるためのユニッ
ト部を説明する。
【００８９】
静磁場磁石５２の診断用空間に入れられた又は寝かされた患者Ｐに対し、穿刺針７０を用
いて穿刺や検査などの治療が行われるものとする。穿刺針７０は固い材料で成る細い針体
を有する。この針体の所定２点の位置には、針体の位置を検出するための位置センサ７１
ａ，７１ｂが夫々設置されている。
【００９０】
位置センサ７１ａ，７１ｂは、一例として、微小なＲＦ検出コイル（マイクロコイル）、
磁気センサ、又は光センサであるパッシブ素子又はアクティブ素子で成り、穿刺作業中（
即ち、撮像中でもある）に、磁気的又は光学的な位置信号を発生するか、または、磁気的
又は光学的な位置信号を受信して電気的な信号を発生する。
【００９１】
なお、この位置センサとして、ＮＭＲ信号源（水、ＰＶＡ、オイルなど）と微小なＲＦ検
出コイルとを一体化した受信素子を使用してもよい。この受信素子のＮＭＲ信号源の磁化
スピンがＲＦ信号により励起されると、ＭＲ信号が発生し、この信号がＲＦ検出コイルに
より電流パルス（位置検出信号）として検出される。ＲＦ検出コイル自体の感度領域は非
常に狭小に設定されているが、その感度領域内にＮＭＲ信号源が必ず位置しているため、
微小なＲＦ検出コイルだけを用いる従来の位置検出コイルに比べて、格段に高強度の位置
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検出信号を得ることができる。また、かかる一体化により、ＲＦ検出コイルの感度領域は
依然として狭小に設定できるので、高い位置検出能が保持される。
【００９２】
位置センサ７１ａ，７１ｂの位置検出信号は、夫々、位置情報演算回路７８ａ，７８ｂに
送られる。この位置情報演算回路７８ａ，７８ｂは、一例として専用のＣＰＵを有し、そ
の入力した位置検出信号の夫々を、例えばＸ軸方向、Ｙ軸方向、およびＺ軸方向に１次元
フーリエ変換を施して、針体、即ち穿刺針７０の空間位置情報を演算する。これらの位置
情報はホスト計算機５９に送られ、撮像領域を自動追尾させる処理に用いられる。
【００９３】
ホスト計算機５９は、穿刺針７０上の２点の位置情報から穿刺針７０を含む撮像断面の位
置を演算する。これにより、穿刺針７０が撮像断面から動いた場合でも、その穿刺針を常
に含んだ撮像断面の位置が演算される。ホスト計算機５９は、さらに、この演算した撮像
断面位置に応じて傾斜磁場アンプ５５、送信器５７、および受信器５８に送る撮像パラメ
ータ（撮像条件）を調整する。この撮像パラメータには、ＲＦ励起パルスのキャリア周波
数、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸の傾斜磁場成分、受信位相検波用の参照信号の周波数および
位相が含まれる。
【００９４】
この撮像パラメータの調整は、同一撮像断面を繰り返し高速に撮像・表示する、所謂、フ
ルオロ撮像・表示法に基づいて実行される。これにより、撮像断面が穿刺針７０を自動追
尾するスキャン制御が実行され、穿刺針７０の空間位置がモニタされる。
【００９５】
この撮像断面の自動追尾において、位置センサの数が２個であるので、撮像断面を決定す
るには、もう１つの位置情報が必要であるが、本実施形態では、ホスト計算機５９が、位
置センサ７１ａ，７１ｂの２点を含む直交３断面を表示し、又は、その内の少なくとも１
断面を自動的に選択して、表示器６１に表示する。
【００９６】
したがって、本実施形態によれば、インターベンショナルＭＲＩの環境下で、治療中の患
者が動いたことに因って撮像断面が体内において相対的にずれてしまったり、術者が自分
の意思で任意方向に穿刺針を動かした場合でも、モニタしている断面像には常に穿刺針７
０が映っている。これにより、非常に微細な針操作が必要な穿刺作業であっても、これを
容易に且つ確実に行うことが可能になる。
【００９７】
なお、上述の実施形態に係る位置センサおよびその取付け構造は、さらに種々の形態に変
形してもよい。
【００９８】
これを説明すると、例えば、図１１に示す如く、位置センサは必ずしも針体上に設置しな
くてもよい。同図の例によれば、穿刺針７０を持ち易いように取付けており且つ針体自体
と一定の位置関係に固定されたグリップ部（把持部）７０Ａ上に、２個の位置センサ７１
ａ，７１ｂを設置してある。
【００９９】
また、図１２に示す取付け構造の場合、穿刺針７０を２次元面に沿った一定範囲内で動か
すことが可能なように支持する支持具（支持部）７２が穿刺針７０に取付けられている。
この支持具７２にも位置センサを取付ける。図１２の例では、穿刺針７０の針体上に２個
の位置センサ７１ａ，７１ｂを、支持具７２上に１個の位置センサ７１ｃをそれぞれ取り
付けた合計３個のセンサ構造を成している。これにより、２個の位置センサ７１ａ，７１
ｂの２点Ａ，Ｂのみならず、支持具７２上の位置センサ７１ｃの１点Ｃの位置情報も加味
することで、直交３断面ではなく、支持具７２を含む断面を撮像できる。したがって、術
者が穿刺針７０をより直感的に操作することが可能になる。この例で示す如く、位置セン
サは穿刺針の針体、グリップ部、若しくは支持具に取り付けてあってもよく、又は、それ
らの取付け位置の組み合わせであってもよい。
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【０１００】
なお、上述した図１２の支持具７２には、操作ボタンから成る指示器７３が設けられてい
る。この指示器７３は、術者が磁気共鳴イメージング装置に対して、フルオロ撮像の開始
、停止、およびその他の指示を出すために使用される。これにより、穿刺作業を行いなが
ら、フルオロ撮像などの必要なＭＲスキャンの指示を出すことができる。なお、この指示
器７３の代わりに、フットスイッチやボイスコントローラを用いることもできる。
【０１０１】
さらに、位置センサは必ずしも上述した如く、自ら位置信号を出力するアクティブ素子で
ある必要はない。例えば、図１３に示す如く、ＮＭＲ信号源となる物質を含んだマーカ８
１（８１ａ，８１ｂ）を、前述の実施形態と同様に、少なくとも２個、穿刺針７０の針体
上に取り付けるようにしてもよい。この場合、予め腫瘍などのターゲットと穿刺開始位置
とを含む断面（図１４に示す中央の断面８２）を決定しておき、その断面８２内に、それ
らの少なくとも２個のマーカ８１ａ，８１ｂが常に含まれるように、術者が撮像断面を見
ながら穿刺針の位置を手動でコントロールする。このとき、図１４に示す如く、複数枚の
マルチスライス撮像を行うようにしてもよい。
【０１０２】
　（第４の実施形態）
　続いて、図１５～１６に基づき、本発明の第４の実施形態に係る磁気共鳴イメージング
装置を説明する。この実施形態において、第３の実施形態のＭＲＩ装置における構成要素
と同一または同等の構成要素には同一符号を付してその説明を省略または簡略化する。
【０１０３】
この磁気共鳴イメージング装置は、腫瘍などのターゲットと穿刺開始位置との空間的な位
置関係を術者に簡単に把握させるための術前計画の機能を有することを特徴とする。
【０１０４】
この磁気共鳴イメージング装置の全体構成は、大略、前述したものと同じであるが、図１
５に示すように、ホスト計算機５９からの制御信号に応答して自動的に投光動作を行う投
光器８５ａ，８５ｂをさらに備えている。この投光器８５ａ，８５ｂのそれぞれは、例え
ばレーザ装置から成る。この投光器は、とくに、オープン形マグネットに好適であり、そ
のマグネットの天井面に取り付けられる。
【０１０５】
この磁気共鳴イメージング装置によれば、図１６及び１７に示す如く、術前において術前
計画が立てられる。この術前計画は、穿刺の場合には、予め撮像してある複数枚の画像Ｉ
Ｍ１～ＩＭ３を用いて、腫瘍などのターゲットの位置、穿刺経路、および穿刺開始位置を
決定する作業である。なお、この術前計画は、ホスト計算機５９が予め記憶装置６２に格
納してあるプログラムを読み出し、このプログラムを逐一実行することで、入力器６０及
び表示器６１を介して、術者との間でインターラクティブに行うようになっている。
【０１０６】
例えば、図１６に示すように、被検体Ｐの３枚の断層像ＩＭ１～ＩＭ３が予め収集されて
おり、この真中の画像ＩＭ２に腫瘍などのターゲットＤが含まれているとする。
【０１０７】
表示器６１の画面上には、ホスト計算機６による表示処理によって、例えば３枚の断層像
ＩＭ１～ＩＭ３をスクロール表示又は分割表示できるようになっている。このため、術者
は入力器１３を介して３枚の断層像ＩＭ１～ＩＭ３を例えば順送りに表示させて観察し、
ターゲットＤが映り込んでいる真中の画像ＩＭ２を見つけると、この画像ＩＭ２を指定す
る情報を入力器６０に与える。この指定情報はホスト計算機５９に送られる。
【０１０８】
ホスト計算機５９は、この断層像を指定する情報に基づいて、２つの投光器８５ａ及び８
５ｂのうち、一方の投光器８５ａの投光位置を演算し、この演算量に対応した制御信号を
投光器８５ａに送る。これにより、投光器８５ａは、図１５に示す如く、断層像毎にスラ
イス位置及び範囲を示す光を患者Ｐの体表上に直接に投射する。これにより、いま対象と
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なっている複数枚の断層像ＩＭ１～ＩＭ３の体軸方向における位置が体表上で指示される
。
【０１０９】
このとき、術者が表示器６１の画面上で選択した真中の断層像ＩＭ２が図１５に示すよう
に、この断層像のスライス部分が強調して投影される。これにより、強調されたスライス
にターゲットＤが含まれていることを容易に認識できる。
【０１１０】
次いで、表示器６１の画面上には、ターゲットＤを含む断層像ＩＭ２が表示される。そこ
で、術者は、図１６に示すように、入力器１３を操作して、カーソルなどによりターゲッ
トＤ上に目標ポイント８７をマークし、次いで所望の穿刺経路Ｒを決める。この穿刺経路
Ｒを決めると、穿刺開始位置Ｅが決まるので、術者は再度、この穿刺開始位置Ｅ上に目標
ポイント８８をマークする。
【０１１１】
このように決まる穿刺計画情報に基づき、ホスト計算機５９は別の投光器８５ｂに制御信
号を送る。これにより、その投光器８５ｂは穿刺開始位置Ｅを表すマークを体表上に投影
する（図１５参照）。
【０１１２】
そこで、術者は、投光マークで表された体表上の穿刺開始位置Ｅから穿刺を開始する一方
で、画像の撮像モードをフルオロ（連続撮像）モードに切り替える。この撮像モード切り
替えにより、真中の断面の断層像ＩＭ２が参照画像として表示される。このため、術者は
、この参照画面を見ながらターゲットＤまで穿刺針の穿刺を進める。
【０１１３】
このように、患者Ｐの体表上に直接、穿刺計画情報を光情報として投影してやることで、
単に画面上で計画した穿刺計画情報を用いて穿刺作業を行う場合とは異なり、穿刺開始位
置や穿刺方向をより直接的に術者が伝えることができる。したがって、実際の患者に対す
る穿刺開始又は穿刺中の状態を短時間で且つ正確に認識でき、穿刺作業をより正確に且つ
迅速に行うことができる。
【０１１４】
なお、参照画像には、計画した穿刺経路Ｒを重畳表示することが望ましい。これにより、
術者は穿刺開始位置Ｅおよび穿刺経路Ｒを目視して容易に把握することができる。
【０１１５】
上述した第４の実施形態はさらに種々の態様に変形して実施することができる。
【０１１６】
例えば、穿刺計画を立てるために事前に行う撮像において、上述した投光器８５ａ，８５
ｂを用い、直接、患者Ｐに光を投影させながら、撮像位置を決定するようにしてもよい。
この場合、投光器の投光位置は、シールドルーム内で使用可能なタッチパネル式サブコン
ソールやフットスイッチを用いて変更する構成を採用することができる。また、投光器と
して、投光位置を手動で容易に変更可能なハンディタイプの投光器を用いることもできる
。
【０１１７】
また、上述した実施形態では、穿刺経路が同一断面内に設定される例を説明したが、当然
に、他の断面（スライス）に跨って位置するように設定することもできる。
【０１１８】
さらに、図１７（ａ），（ｂ）に示す如く、ポインティングデバイス８９を用いて、穿刺
開始位置Ｅを被検体上に直接に指定するようにしてもよい。この場合、ポインティングデ
バイス８９は、その先端の位置情報を磁気センサや光センサを用いて検出できるものであ
ればよい。また、例えば、第３の実施形態で説明した穿刺針を用い、２つの位置センサの
位置と針体先端までの距離を予め測っておくことで、別のポインティングデバイスを用い
ずに、穿刺針の先端で直接、穿刺位置を決定することができる。穿刺針をモニタするため
のフルオロ撮像および表示は、画像上で指定したマーク８７と穿刺開始位置Ｅとを含む断
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面で行う。これにより、穿刺作業が容易になる。
【０１１９】
さらに、本発明は、図１８に示す如く、寝台に取付けられた取付け治具９０を用いて穿刺
計画情報を体表上に直接に指示するようにしてもよい。この場合、投光器９１ａ，９１ｂ
は取付け治具９０に取り付けられる。また別の例として、投光器の代わりに、メカニカル
な指示ニードル、又は、穿刺針を通す穿刺ガイド穴などで、穿刺開始位置および穿刺針挿
入方向などを直接に指示する機構を設けてもよい。
【０１２０】
（第５の実施形態）
続いて、図１９，２０に基づき、本発明の第５の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装
置を説明する。
【０１２１】
この磁気共鳴イメージング装置は、上述した第４の実施形態と同様に、インターベンショ
ナルＭＲＩにおける術前計画の別の例に特徴を有する。
【０１２２】
ホスト計算機５９は、入力器６０及び表示器６１を介して、予め格納しているプログラム
を実行することで、インターラクティブな術前計画の処理を行うことができる。この術前
計画の処理の一例を図１９に示す。
【０１２３】
この術前計画に際し、被検体である患者を寝台に寝かせた状態でガントリ５１の内部にセ
ットし、腫瘍や狭窄などのターゲットを含む部位を例えばマルチスライス法により撮像す
る（図１９、ステップＳ１１）。これにより、術前計画用の画像が収集される。この撮像
後、このＭＲイメージングのために載置させた患者の状態、即ち、寝台上に寝た状態を保
持したまま、引き続き、上述の如く撮像した画像を用いた術前計画に移行する。
【０１２４】
いま、術前計画は穿刺の計画であるとする。まず、ホスト計算機５９のインターラクティ
ブな表示処理によって、そのままシールドルーム内の液晶モニタで、事前に撮像したマル
チスライス像を順に表示される（ステップＳ１２）。そこで、術者は表示される複数枚の
画像の中からターゲットを含む画像を探す（ステップＳ１３）。これにより、術者は、タ
ーゲットを含む画像が見つかると、入力器６０を介してホスト計算機５９に操作信号を送
り、画面上のターゲットをポイントなどで指定させる（ステップＳ１４）。ホスト計算機
５９は、この指定に応じてターゲットポイントの位置を記録する（ステップＳ１５）。
【０１２５】
次に、ホスト計算機５９は術者の指示に応答して液晶モニタ上に、事前に撮像してあるマ
ルチスライスの各画像を順に表示させる（ステップＳ１６）。そこで、術者は、この各画
像を観察しながら、デバイスとしての穿刺針の挿入開始ポイントに適した位置を有するス
ライス（断面）を探す（ステップＳ１７）。かかるスライスが見つかると、術者は、入力
器６０を介して、ホスト計算機５９に、その画像上で穿刺針の挿入開始ポイントをポイン
タで指定させる（ステップＳ１８）。
【０１２６】
このようにターゲットポイントと挿入開始ポイントの２点が決まると、ホスト計算機５９
はこの２点を結ぶ３次元画像データ（マルチスライスデータ）内の直線を演算する（ステ
ップＳ１９）。この直線は穿刺針の穿刺経路を示すガイドラインになる。
【０１２７】
このようにして決まるガイドラインＲの一例を図２０に模式的に示す。同図において、符
号Ｄがターゲットを、符号８７がターゲットポイントを、符号８８が挿入開始ポイントを
それぞれ示す。この術前計画によれば、ターゲットポイント８７と挿入開始ポイント８８
を別々のスライス上に指定することができるので、ガイドラインＲの設定の自由度も高く
なる。
【０１２８】
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なお、デバイスとしてカテーテルが用いられ、そのカテーテル操作の対象が血管である場
合、予め撮像したＭＲＡ（ＭＲアンギオグラフィ）像を用いて、その血管の走行に応じた
曲線がガイドラインとして求められる。
【０１２９】
このようにして、患者セッティングに引き続いて術前計画が実行されると、ホスト計算機
５９は投光器８５ａ，８５ｂの一方又は両方を駆動させ、少なくとも挿入開始ポイント８
８を患者Ｐの体表に光ビームで投影し、そのポイントを指示する（ステップＳ２０）。な
お、投光器の代わりに、投射機、プロジェクタを用いてもよい。
【０１３０】
この穿刺針７０の挿入開始ポイントは、好適には、その他の光による指示位置と区別し易
いように、ハイライト表示又は色相を変えた表示に処せられる。また、この挿入開始ポイ
ントの指示と一緒に、投光器８５ａ，８５ｂの一方により、ターゲットポイントを含む断
面をハイライト表示するようにしてもよい。これにより、穿刺針７０を容易に挿入開始で
きるようになる。
【０１３１】
次いで、術者は、ＭＲイメージング環境下におけるデバイス操作、すなわち、この場合に
は穿刺作業を行うことになる。
【０１３２】
このデバイス操作において、挿入開始ポイントにおける穿刺針７０の初期挿入角度の状態
を知らせる信号を音、光などの物理量で発令するようにしてもよい。
【０１３３】
この発令の処理はホスト計算機５９によって行われ、その概略を図２１に示す。ホスト計
算機５９は、位置情報演算回路７８ａ，７８ｂから出力される穿刺針７０の位置情報（ｘ
１，ｙ１，ｚ１）、（ｘ２，ｙ２，ｚ２）を受けて、それらの位置情報から穿刺針７０の
現在の角度（挿入角度）を演算する（ステップＳ３１）。次いで、術前計画で演算されて
いるガイドラインを読み出し、そのガイドラインの初期挿入角度と現在の穿刺針７０の角
度との差分を演算する（ステップＳ３２）。次いで、ホスト計算機５９は、この差分値が
少ないほど、発令する物理量が大きくなるように設定した駆動信号を図示しない警報器（
スピーカ、ＬＥＤなど）に出力する（ステップＳ３３）。
【０１３４】
この結果、デバイス操作において、実際に挿入しようとするデバイスの挿入開始ポイント
における初期挿入角度が予め定めたガイドラインのそれに近くなるほど、大きな音量や大
きな輝度の光が術者に提供される。実際の挿入開始角度がガイドラインの角度に近くなる
につれて、音程を変えるようにしてもよい。このように音や光によって、デバイスの初期
挿入がアシストされるので、術者は、予め術前計画で定めたガイドラインに沿って、より
正確にデバイスを被検体内に挿入可能になる。
【０１３５】
さらに、ＭＲイメージング環境下におけるデバイス操作において、液晶眼鏡などのヘッド
・マウンティド・ディスプレイ（ＨＭＤ）などの視覚機器をホスト計算機５９と連動させ
るようにしてもよい。例えば、液晶眼鏡の場合、一方の側（例えば左目）のディスプレイ
を透明レンズにして、対象物（患者）を直接観察できるようにし、もう一方の側（たとえ
ば右目）のディスプレイを、ホスト計算機５９からの操作経路を示す画像（ＭＲ画像）を
表示するようにする。術者はこの液晶眼鏡を掛けて作業を行うことで、被検体の体表から
の反射像（実体）と被検体内部を透かして見た像とを脳裏で合成して見ることができ、デ
バイスの挿入作業の途中においても有効なアシストが得られる。
【０１３６】
また、この液晶眼鏡において、その両側のディスプレイに共に操作経路を示すＭＲ像をス
テレオで表示するようにしてもよい。両側の液晶ディスプレイを透明モードと画像表示モ
ードとの間で高速に切り換え、上述と同様に、被検体の体表の反射像（実体）と操作経路
を示す計算画像（ＭＲ画像）とをオーバーラップさせて見せる画像を提供でき、デバイス
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操作を強力に助けることができる。
【０１３７】
また、前述した第３～第５の実施形態にあっては、インターベンショナルＭＲＩに用いる
治療・検査用のデバイスは穿刺針である場合を説明したが、このデバイスは必ずしも穿刺
針にされず、図２２に示すように、カテーテル１０１であってもよい。このカテーテル１
０１に位置センサ７１ａ，７１ｂを取り付けることで、前述した穿刺針と同様の作用効果
を得ることができる。
【０１３８】
また、第３～第５の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、ガントリが筒状タイプ
であっても、またオープンタイプであっても実施可能である。
【０１３９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る磁気共鳴イメージング装置の１つの態様によれば、デ
バイスの先端位置を検出し、検出される先端位置のデータからデバイスの移動軌跡データ
を作成し、作成された移動軌跡データを表示するようにしたので、カテーテルなどのデバ
イスの先端位置は勿論のこと、デバイスの全体の位置、方向などを簡単な構成にて、殆ど
実時間で術者に提示できるので、インターベンショナルＭＲＩによる検査、治療などにお
けるデバイス操作の大幅な容易化且つ正確化に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るオープン型の磁気共鳴イメージング装置の概略構
成を示すブロック図。
【図２】カテーテル先端の軌跡表示処理の概要を示すフローチャート。
【図３】カテーテル先端の軌跡表示の一例に係るモニタ画面の図。
【図４】カテーテル先端の位置検出に使用されるパルスシーケンスの概要図。
【図５】カテーテル先端の軌跡表示の一例を示す図。
【図６】カテーテル先端の軌跡表示の別の例を示す図。
【図７】カテーテル先端の軌跡表示の別の例を示す図。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る、参照像を伴ったカテーテル先端の軌跡表示の一
例を示す図。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置の概略構成を示すブロ
ック図。
【図１０】穿刺針に対する位置センサの取付け位置を示す図。
【図１１】穿刺針に対する位置センサの取付け状態を示す別の図。
【図１２】穿刺針に対する位置センサの取付け状態を示す別の図。
【図１３】穿刺針に対する位置センサの取付け状態を示す別の図。
【図１４】穿刺針に対する位置センサの取付け状態を示す別の図。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置において実施される
、穿刺開始位置などの穿刺計画情報を患者体表に直接示す構成を説明する図。
【図１６】穿刺計画を立てるときに表示する画像の模式図。
【図１７】穿刺開始位置を指示する構成の変形例を説明する図。
【図１８】投光器の取付け状態の他の例を説明する図。
【図１９】本発明の第５実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置で実行される術前計画
の概要を説明するフローチャート。
【図２０】第５の実施形態における術前計画を説明する模式図。
【図２１】術者によるデバイスの初期挿入角度の設定をアシストする処理を示す概要フロ
ーチャート。
【図２２】治療・検査用のデバイスとしてのカテーテルに対する位置センサの取付け状態
を説明する図。
【符号の説明】
ＧＮ，５１　ガントリ
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１，５２　静磁場磁石
２　静磁場電源
３，５３　傾斜磁場コイル
４，５４　傾斜磁場アンプ
５，５６　シーケンサ
６，５９　ホスト計算機
７Ｔ，７Ｒ，５４　ＲＦコイル
８Ｔ，５７　送信器
８Ｒ，５８　受信器
１０　演算器
１１，６２　記憶装置
１２，６１　表示器
１３，６０　入力器
１７　カテーテル（インターベンショナル・デバイス）
１８　ＲＦ検出コイル
２０　入力装置（操作手段）
７０　穿刺針
７０Ａ　グリップ部
７１ａ～７１ｃ　位置センサ
７２　支持具
７８ａ～７８ｂ　位置情報演算回路
８１ａ～８１ｂ　位置センサ
８５ａ，８５ｂ　投光器
８９　ポインティングデバイス
９０　取付け治具
９１ａ，９１ｂ　投光器
１０１　カーソル
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