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(57)【要約】
　磁気共鳴撮像装置は、被験者の電気誘電率マップを計
算することにより、局所的なエネルギー比吸収率ＳＡＲ
の計算を生み出す。電気的な誘電率は、無線周波数ＲＦ
コイル１６により誘導されるＢ１場の成分を測定するこ
とにより計算される。Ｂ１場のＨｘ及びＨｙ成分は、直
接測定されることができる。Ｈｚ成分は、それを共鳴信
号の位相へとエンコードすることにより測定される。代
替的に、Ｈｚは、磁気に関するガウスの法則を解くこと
により計算されることができる。Ｈｚは、電場のｚ成分
を見つけ出すことによっても推定されることができる。
バードケージＲＦコイルの特定の場合、Ｈｚは、ＲＦコ
イル及び被験者のモデル、ＲＦコイル単独のモデルを使
用することにより、又はＨｚを定数にセットすることに
より、推定されることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気共鳴システムであって、
　検査領域における実質的に一様な主磁場を生成する主磁石と、
　前記検査領域における被験者の選択された双極子において磁気共鳴を誘導し、前記磁気
共鳴を受信する無線周波数アセンブリと、
　Ｂ１場のＨｘ、Ｈｙ及びＨｚ成分から関心領域に関するエネルギー比吸収率を計算する
エネルギー比吸収率計算プロセッサとを有する、磁気共鳴システム。
【請求項２】
　前記エネルギー比吸収率計算プロセッサが、Ｈｘ、Ｈｙ及びＨｚから前記少なくとも１
つの関心領域に対する電気誘電率値を決定する電気誘電率サブプロセッサを含む、請求項
１に記載の磁気共鳴システム。
【請求項３】
　前記Ｂ１場の前記Ｈｚ成分が、前記少なくとも１つの関心領域の前記電気誘電率を決定
するため、電気誘電率サブプロセッサにより測定され、Ｈｚは、信号位相へとエンコード
することにより観測される、請求項２に記載の磁気共鳴システム。
【請求項４】
　シーケンスコントローラが、前記無線周波数コイルアセンブリをＤＣ電流で駆動するこ
とにより前記信号位相へとＨｚをエンコードするよう構成される、請求項３に記載の磁気
共鳴システム。
【請求項５】
　前記無線周波数アセンブリが、バードケージコイルを含み、前記Ｂ１場の前記Ｈｚ成分
は、前記少なくとも１つの関心領域の前記電気誘電率を決定するため前記電気誘電率サブ
プロセッサにより推定され、Ｈｚが、患者ファントム及び前記バードケージコイルのうち
の少なくとも１つを使用することにより推定される、請求項２に記載の磁気共鳴システム
。
【請求項６】
　前記Ｂ１場の前記Ｈｚ成分が、前記少なくとも１つの関心領域の前記電気誘電率を決定
するため、前記電気誘電率サブプロセッサにより計算され、Ｈｚは、関係

により計算され、
　Ｈｘ及びＨｙが、測定される、請求項２に記載の磁気共鳴システム。
【請求項７】
　前記無線周波数アセンブリが、ＤＣ電流により選択的に駆動される少なくとも１つの無
線周波数コイルを含み、前記無線周波数コイルは、静電容量と、前記静電容量と並列なダ
イオードとを含み、前記ダイオードが、ＤＣ電流が前記コイルを駆動することを可能にす
る、請求項１に記載の磁気共鳴システム。
【請求項８】
　局所的なエネルギー比吸収率を決定する方法において、
　被験者を含む関心領域において実質的に一様な主磁場を生成するステップと、
　前記被験者の選択された双極子において磁気共鳴を誘導するステップと、
　Ｂ１磁場のＨｚ成分を決定するステップとを有する、方法。
【請求項９】
　Ｈｚの前記決定された値から電気誘電率を計算するステップを更に有する、請求項８に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記計算された電気誘電率からエネルギー比吸収率を計算するステップを更に有する、
請求項９に記載の方法。
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【請求項１１】
　Ｈｚの前記決定された値から電気伝導度を計算するステップを更に有する、請求項８に
記載の方法。
【請求項１２】
　Ｈｚが、前記誘導された共鳴の位相へとエンコードすることにより計算される、請求項
８に記載の方法。
【請求項１３】
　Ｈｚが、無線周波数コイルをＤＣ信号で駆動することにより、前記誘導された共鳴の位
相へとエンコードされる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記磁気共鳴が、バードケージコイルにより誘導され、Ｈｚは、前記バードケージコイ
ルのモデル及び被験者のモデルのうちの少なくとも１つに基づかれる推定により計算され
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　前記Ｂ１場のＨｘ及びＨｙ成分を測定するステップを更に有し、Ｈｚが、関係

を使用することにより計算される、請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、診断分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、磁気共鳴撮像と連動してエネルギー比吸収率を決定することに特定の用途を見
出し、特にこれを参照して説明されることになる。しかしながら、本願はより一般に、Ｍ
Ｒ環境における患者の電気伝導度及び誘電率をマッピングすることに適用可能であり、必
ずしも上述した用途に制限されるものではない点を理解されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　高磁場環境における撮像の重要な問題は、患者の特定の領域があまりに多くのエネルギ
ーを吸収する可能性があり、患者に痛み、不快さ又は損傷さえもたらす可能性がある点に
ある。患者の加熱が組織の損傷を引き起こさないことを確実にするため、エネルギー比吸
収率（ＳＡＲ）に限界がある複雑なシステムが考慮される。局所ＳＡＲ問題は一般に、金
属インプラント（例えば心臓ペースメーカー、脳深部刺激デバイス、整形インプラント等
）を持つ患者のスキャンを禁止する。局所ＳＡＲの正確な決定のため、患者における関連
ＲＦコイルの電場の空間分布だけでなく、患者における電気伝導度分布が必要とされる。
【０００４】
　これまで、電場及び電気伝導度を正確に決定するための信頼性が高い方法は、理解しに
くいものであった。通常は、大まかな推定が、大域モデルに基づき実行される。斯かるモ
デルに関連付けられる不確定さは、大きな安全マージンを必要とし、しばしば撮像シーケ
ンスにおける変化をもたらす。この変化とは例えば、可能性として回避されることができ
る反復時間における増加がある。こうして、究極的に総取得時間が増加される。ＳＡＲ分
布の不確かさにより、高磁場ＭＲＩスキャンを受けることができない患者も存在する。
【０００５】
　より詳細には、ある点でのＳＡＲを知るため、電場及び電気伝導度が、関連するＲＦコ
イルの磁場（Ｂ１）についての情報から再構成されることができる。これは、一般にＨｘ
、Ｈｙ及びＨｚとして知られるＢ１磁場の成分を知ることを含む。Ｈｘ及びＨｙは、決定
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するのが比較的容易である。Ｈｚ成分は主磁場と平行であるので、この成分は通常、主磁
場と区別可能な態様で直接測定されることができない。従って、ＳＡＲを計算するため、
Ｈｚは通常、電場の対応する成分Ｅｚから推定される。結果として生じる計算は、差分形
式でアンペアの法則からもたらされる。伝導度及び誘電率は、磁場のカール（curl）を介
して、即ち、測定されたＢ１マップを微分することにより再構成される。これは、数値的
に労力を要する作業である。その後、カールはＥｚで割られる。これは、いくつかの領域
においてゼロであり、不連続性をもたらす。
【０００６】
　より一般には、被験者の電気特性を撮像することが臨床的に役立つことがある。斯かる
マッピングに関する多くの用途が想像されることができる。例えば、電気伝導度及び誘電
率に基づき、周囲の健康な組織から腫瘍を差別化することができる。これは、心筋梗塞の
後に、壊死性の組織と健康な組織とを区別するのに使用されることができる。これは、脳
卒中又は脳溢血に関連して脳組織の特徴化をサポートするために使用されることもできる
。これは、心臓不整脈の処置における結果を制御するために使用されることもできる。現
在の処置はしばしば、心臓の局所伝導度を変化させるカテーテルベースの切除を含む。そ
うした変化の度合い及び範囲を知ることは、処置の助けとなる。
【０００７】
　本願は、上述した問題その他を解決する、新規で改良された磁気共鳴撮像システムを提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　１つの側面によれば、磁気共鳴システムが提供される。主磁石は、検査領域における実
質的に一様な主磁場を生成する。無線周波数アセンブリは、検査領域における被験者の選
択された双極子において磁気共鳴を誘導し、この磁気共鳴を受信する。エネルギー比吸収
率計算プロセッサは、Ｂ１場のＨｘ、Ｈｙ及びＨｚ成分から関心領域に関するエネルギー
比吸収率を計算する。
【０００９】
　別の側面によれば、局所的なエネルギー比吸収率を決定する方法が提供される。実質的
に一様な主磁場が、被験者を含む関心領域において生成される。磁気共鳴が、被験者の選
択された双極子において誘導される。Ｂ１磁場のＨｚの成分が決定される。
【００１０】
　別の側面によれば、磁気共鳴デバイスが提供される。主磁石は、検査領域における実質
的に一様な主磁場を生成する。無線周波数アセンブリは、検査領域における被験者の選択
された双極子において磁気共鳴を誘導し、この磁気共鳴を受信する。エネルギー比吸収率
計算プロセッサは、Ｂ１場のＨｘ及びＨｙ成分を測定し、ＲＦアセンブリ（１６）により
生成される電場のＥｚ成分を測定することにより、関心領域に関するエネルギー比吸収率
を計算する。Ｅｚ成分を測定することは、アンペアの法則の積分形式

を使用することを含む。
【００１１】
　１つの利点は、改良されたＳＡＲ計算をもたらす点にある。
【００１２】
　別の利点は、生体内での電気伝導度を撮像することができる点にある。
【００１３】
　別の利点が、生体内での電気的な誘電率を撮像することができる点にある。
【００１４】
　別の利点は、金属インプラントを持つ患者を撮像することができる点にある。
【図面の簡単な説明】
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【００１５】
【図１】本願による磁気共鳴撮像スキャナの概略を示す図である。
【図２】ＲＦコイルに印加されるＤＣ電流を用いて、磁気共鳴を読み出すための可能な波
形を表す図である。
【図３】ＲＦコイルに印加されるＤＣ電流による磁場シフトを表す図である。
【図４】ＲＦコイルに印加されるＤＣ電流によるシフトの説明的な例を示す図である。
【図５】ＲＦコイルがＤＣ電流を導通することを可能にするための可能な修正を表す図で
ある。
【図６】Ｈｚの様々な計算を用いて、伝導度及びＳＡＲの画像を表す図である。
【図７】バードケージコイルにおけるＨｚを計算するのに使用されるコイル及び患者モデ
ルを表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の更に追加的な利点は、以下の詳細な説明を読み及び理解することにより当業者
に認識されるだろう。
【００１７】
　本発明は、様々な要素及び要素の配列の形式並びに様々なステップ及びステップの配列
の形式を取ることができる。図面は、好ましい実施形態を説明するためだけにあり、本発
明を限定するものとして解釈されるべきものではない。
【００１８】
　図１を参照すると、磁気共鳴撮影装置１０が図示される。磁気共鳴スキャナ１０は、ソ
レノイドの主磁石アセンブリ１２を含むクローズ型のボアシステムとして示される。しか
し、オープンな及び他の磁石構成も想定される。主磁石アセンブリ１２は、撮像領域の水
平軸に沿って方向付けられる実質的に一定の主磁場Ｂ０を生成する。垂直といった他の磁
石配置、及び他の構成も想定される点を理解されたい。ボアタイプのシステムにおける主
磁石１２は、約０．５Ｔから７．０Ｔ又はこれ以上の磁場強度を持つことができる。
【００１９】
　グラジエントコイル・アセンブリ１４は、主磁場を空間的にエンコードするため、撮像
領域において傾斜磁場を生成する。好ましくは、磁場グラジエントコイル・アセンブリ１
４は、３つの直交する方向、通常は長手又はｚ方向、横断又はｘ方向、及び垂直又はｙ方
向において傾斜磁場パルスを生じるよう構成されるコイルセグメントを含む。
【００２０】
　無線周波数コイルアセンブリ１６は、被験者の双極子における共鳴を励起するための無
線周波数パルスを生成する。無線周波数コイルアセンブリ１６が送信する信号は一般に、
Ｂ１場として知られる。図１に表される無線周波数コイルアセンブリ１６は、全身バード
ケージタイプのコイルである。無線周波数コイルアセンブリ１６は、撮像領域から放出さ
れる共鳴信号を検出するのにも役立つ。無線周波数コイルアセンブリ１６は、撮像領域全
体を撮像する送信／受信コイルである。しかしながら、局所送信／受信コイル、局所専用
受信コイル、又は専用送信コイルも想定される。
【００２１】
　グラジエントパルス増幅器１８は、選択された傾斜磁場を生成するため、磁場グラジエ
ント・アセンブリ１４に制御された電流を供給する。好ましくはデジタルの無線周波数送
信機２０が、選択された共鳴を励起するため、無線周波数パルス又はパルスパケットを無
線周波数コイルアセンブリ１６に印加する。無線周波数受信機２２は、誘導された共鳴信
号を受信及び復調するため、コイルアセンブリ１６又は別々の受信コイルに結合される。
【００２２】
　被験者の共鳴撮像データを取得するため、被験者は、撮像領域内部に配置される。シー
ケンスコントローラ２４は、関心領域におけるスピンの操作を補うため、グラジエント増
幅器１８及び無線周波数送信機２０と通信する。シーケンスコントローラ２４は、例えば
、選択された反復エコー定常状態又は他の共鳴シーケンスを生成し、斯かる共鳴を空間的
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にエンコードし、共鳴を選択的に操作若しくはスポイルし、又は、被験者の選択された磁
気共鳴信号特性を生成する。生成された共鳴信号は、ＲＦコイルアセンブリ１６又は局所
コイル（図示省略）により検出され、無線周波数受信機２２に通信され、復調され、及び
、ｋ空間メモリ２６に格納される。画像メモリ３０に格納される１つ又は複数の画像表現
を生成するため、撮像データが、再構成プロセッサ２８により再構成される。１つの適切
な実施形態において、再構成プロセッサ２８は、逆フーリエ変換再構成を実行する。
【００２３】
　結果として生じる画像表現は、ビデオプロセッサ３２により処理され、人間が読み取れ
るディスプレイを具備するユーザインタフェース３４上に表示される。インタフェース３
４は好ましくは、パーソナルコンピュータ又はワークステーションである。ビデオ画像を
生成する代わりに、画像表現は、プリンタドライバにより処理され、印刷されることがで
き、コンピュータネットワーク又はインターネットを介して送信される等とすることがで
きる。好ましくは、ユーザインタフェース３４は、磁気共鳴撮像シーケンスを選択するた
め、撮像シーケンスを修正するため、撮像シーケンスを実行するため等のため、技師又は
他のオペレータがシーケンスコントローラ２４と対話することも可能にする。
【００２４】
　エネルギー比吸収率（ＳＡＲ）プロセッサ３６は、撮像領域に含まれる被験者の部分に
対するＳＡＲを計算する。電気誘電率サブプロセッサ３８は、すべての関心領域に関して
電気誘電率

を計算する。なぜなら、ＳＡＲが、

から計算されるからである。以前、

は、Ｈｘ、Ｈｙ及びＥｚを用いるアンペアの法則の差分形式を用いて発見されていた。上
記したように、アンペアの法則の差分形式は、いくつかの欠点を持つ。例えば、Ｅｚにお
ける局所的なゼロが、誘電率計算における穴をもたらす。アンペアの法則の積分形式を使
用することにより、これらの穴は回避されることができ、

のより堅牢な計算が得られることができる。これは究極的に、ＳＡＲのより良好な計算を
導く。下線は、後述するように複素誘電率を表す。
【００２５】
　アンペアの法則の積分形式は、

である。ここで、

は、磁場であり、

は、電流密度であり、

は、変位場であり、Ｆは、電流密度が積分される表面である。電流密度
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は、

により置換されることができる。ここで、ｓは、電気伝導度であり、

は、電場である。
【００２６】
　変位場は、

により置換されることができる。
【００２７】
　これは、

を生み出す。
【００２８】
　以下、ｘｙ平面に横たわる領域Ａｘｙが選択される。こうして、

は、成分

及び

にのみ依存する。これは、撮像領域に含まれるすべての点に関して容易に測定されること
ができる。Ａの選択は、

及び

に関する依存性を除去し、

をもたらす。
【００２９】
　未知の

を解くために、
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が領域Ａｘｙに含まれる定数であると仮定される。これは、

を生み出す。
【００３０】
　ここで、

が未知の

に依存するので、反復

は、例えば

の文献値で始まって適用されることができる。こうして、Ｈｘ、Ｈｙ及びＥｚを使用する
ことにより、誘電率サブプロセッサ３８は、

を見つけ出す。一旦

が分かると、ＳＡＲ計算プロセッサ３６はこの領域に対するＳＡＲを計算することができ
る。
【００３１】
　示された積分は、アンペアの法則の差分形式を解くことより数学的に労力を要しない。
更に、ゼロ電場による除算の必要性は緩和される。なぜなら、制限された領域における電
場による除算は実行されず、代わりに電場にわたる単なる積分が行われるからである。
【００３２】
　別の実施形態では、誘電率計算サブプロセッサ３８は、

を決定するため、Ｈｘ、Ｈｙ及びＥｚの代わりにＨｘ、Ｈｙ及びＨｚを使用する。Ｅｚの
代わりにＨｚを使用することは、複数の利点をもたらす。１つは、計算がより数学的に簡
単である点にある。別の利点は、それが伝導度及び誘電率の異方性の値の計算を可能にす
る点にある。誘電率計算サブプロセッサ３８は、最初の２つのマクスウェル方程式の適切
な処理を実行することにより、この計算を実行する。Ｈｘ及びＨｙは、Ｂ１場を作成する
ことに関するＲＦコイルの送信及び受信感度の周知のマッピング技術により測定されるこ
とができる。これらの感度は、

及び
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が原因で、Ｈ（Ｈ＋及びＨ－）の２つの円偏光された成分と同等である。
【００３３】
　アンペアの法則（差分形式における第１のマクスウェル式）

及びファラデーの法則（積分形式における第２のマクスウェル式）

が、使用される。患者にわたる一定の透過率μを仮定すると、これらの式は、満足できる
結果を生み出す。電気伝導度ｓ及び誘電率ｅは、複素誘電率

へとまとめられる。第２のマクスウェル式により第１のマクスウェル式を割れば、

がもたらされる。
【００３４】
　得られた近似誘電率

は、

が十分に一定である領域における、即ち、その空間変動が、電場の空間変動より明らかに
小さい領域における実際の誘電率

に等しい。この条件が満たされない場合、反復

はｄ＝１で始めて適用されることができる。前の２つの式は、線積分を取る前に

により分子を増倍することを除けば同じである。この反復を用いると、計算された誘電率
及び真の誘電率の間の比率は、

と特定される。
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【００３５】
　ここで、

を反復的に収束させると、真の誘電率が得られる。最終的に、ＳＡＲ計算プロセッサ３６
は、関係

を用いてＳＡＲを計算するため、真の誘電率値（及びファラデーの法則から計算される電
場）を使用することができる。
【００３６】
　このＨｚを用いる計算は、シミュレーションされた電場を用いるＳＡＲの非常に時間の
かかる計算を置換する。
【００３７】
　筋線維（muscle fiber）を伴う場合のように

が異方的である場合、マクスウェル式は、

と書き換えられることができ、これは、複素誘電率テンソル

をもたらす。
【００３８】
　書き換えられたマクスウェル式から、繊維方向が生体構造的画像から抽出される場合、
繊維方向に平行及び横断的な成分が計算されることができる。繊維がおよそデカルト方向
に沿って存在する場合、対角線以外のテンソル成分は打ち消され、マクスウェル式は分離
し（ｊ＝ｘ，ｙ，ｚ）、

が成り立つ。
【００３９】
　ある実施形態において、３ステップ手法が、患者内のＳＡＲを決定するために用いられ
る。一方、そうする間、局所ＳＡＲ規制の遵守は保たれる。最初に、Ｂ１場（Ｈｘ、Ｈｙ
及びＨｚ）の成分を決定するためのプレスキャンが実行される。これらのスキャンは、Ｓ
ＡＲ規制の遵守を確実にするため、低い全域的なＳＡＲレベルで実行される。第２に、誘
電率計算サブプロセッサ３８は誘電率マップを計算し、ＳＡＲ計算プロセッサ３６は上述
したようにＳＡＲマップを計算する。最後に、診断スキャンは、局所ＳＡＲ限界を上回る
ことを回避するため、ＳＡＲマップを用いて高いＲＦ電力レベルで実行されることができ
る。
【００４０】
　この技術は、すべてのＭＲスキャンに対して、特にＳＡＲ限界に苦しむスキャンに対し
て適用されることができる。この技術は、金属インプラントを持つ患者に対して適用され
ることもできる。この場合、これらのインプラントの近くでの局所ＳＡＲの慎重な制御が
行われる。こうして、インプラントを持つ患者をＭＲ検査から排除することが回避される
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。更に、電気伝導度及び誘電率は、例えば腫瘍ステージング又は脳卒中分類といった医療
診断のために撮像されることができる。
【００４１】
　上記説明は、Ｂ１場の３つ全ての成分、即ちＨｘ、Ｈｙ及びＨｚについての情報に基づ
き予想される。上記したように、Ｈｘ及びＨｙは、ＲＦコイルの送信及び受信感度をマッ
ピングすることにより、容易に測定される。Ｈｚは、後述されるように複数の異なる方法
で見つけ出されることができる。
【００４２】
　Ｈｚを見つける１つの方法は、ＤＣ電流を用いてＲＦコイルを駆動することである。コ
イルにＤＣ電流を印加することで、ＭＲ画像の位相へとエンコードすることにより、コイ
ルの単位電流当たりのＨｚの空間分布Ｂ１ｚ（ｘ）／Ｉを決定することが可能である。こ
の位相は、主磁場を持つコイルのＨｚの重畳が原因で、局所的に変えられたラーモア周波
数から生じる。１つは、ＲＦコイルに印加されるＤＣ電流がない画像、及び少なくとも１
つは、印加されるＤＣ電流を持つ画像という複数の画像を再構成することにより、Ｈｚが
決定されることができる。ある実施形態において、複数（例えば５～１０）の異なるＤＣ
値がＲＦコイルに印加される。これは、複数の異なる位相シフトを生み出す。コイルに印
加される異なるＤＣ値を持つ画像が多く取られるほど、この効果は、より好適に視覚化さ
れることができる。
【００４３】
　本実施形態において、ＤＣ電流（ＩＤＣ）は、スピンエコー画像取得の位相エンコード
部分の間のいくらかのエンコーディング時間（ｔＤＣ）の間に、コイルに適用される。こ
こで図２を参照すると、Ｈｚを位相へとエンコーディングするためのいくつかの可能な波
形が図示される。ＲＦパルス波形４０は、最初に、整列配置された双極子を横断平面の方
へ傾け、続いて、１８０°パルスを用いて共鳴を再フォーカスさせる。初期の傾斜パルス
が完了した後、ＤＣ電流４２がコイルに印加される。ＤＣ電流は、再フォーカスパルスの
間延期され、反対極性において再印加される。通常、スライス選択グラジエントパルス４
４、位相エンコードグラジエントパルス４６及び読み出しグラジエント波形４８が、グラ
ジエント・コイル１４により適用される。後続の反復において、ＤＣバイアスＩＤＣは、
少なくとも２つのレベルのＤＣバイアスを用いて読み出しを得るために、異なる振幅又は
持続時間で印加される。ここで、図３を参照しつつ、引き続き図２を参照すると、印加さ
れるＤＣ電流波形４２は、コイル５０のＢ１場と同一の空間分布を持つ、ＤＣ磁場オフセ
ットｄＢ０（ｘ）５０を生み出す。いくつかの位置ｘ０において、磁場オフセット５２の
ｚ成分は、

により表されるＭＲ画像における追加的な位相を生じさせることになる。
【００４４】
　画像の位相

から、単位電流当たりのＢ１場分布が決定されることができ、

となる。
【００４５】
　これは、ＤＣでのＭＲコイルの単位電流当たりのＨｚ（Ｈｚ（ｘ）／Ｉ）を測定する。
正確な誘電率マッピングのため、誘電率計算サブプロセッサ３８は、ラーモア周波数での
Ｈｚを必要とする。一般に、ＲＦコイルの空間感度は周波数依存であるが、ラーモア周波
数での効果的波長までのコイルサイズ及び撮像野に関して、近接場近似（near field app
roximation）は有効である。この結果、ＤＣの場合からの偏差は小さい。
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【００４６】
　図４を参照すると、説明的な例として、半径５ｃｍの円形ＲＦコイル５０が想定される
。２ｐの位相は、図示されるようにコイル５０の上の所望の５ｃｍである。また、特定の
シーケンスが、エンコーディング時間ｔＤＣが１００ｍｓであることを可能にすると仮定
する。これは０．２３５μＴの局所ｚ成分ｄＢ０ｚを必要とする。これは、図４に示され
るように、ジオメトリ係数がおよそｖ２であることにより、０．３３３μＴの局所大きさ
ｄＢ０に対応する。円形座標で表される双極子ループの場は、

である。ここで、ｚ方向は、ループに対して垂直である。図４のジオメトリから、局所ｄ
Ｂ０が、およそ放射単位ベクトルの方向を指すことにつながる。ここで、ｒ＝ａｖ２及び
？＝４５°を用いると、

である。
【００４７】
　ＩＤＣに関してこの式を解くと、ＩＤＣ＝１０６ｍＡを得る。これは、実際に印加可能
である。逆に考えると、コイルに印加されるＤＣ電流を知り、コイルに対するジオメトリ
が既知である点で結果として生じる位相シフトを観測することにより、Ｂ１場のｚ成分Ｈ
ｚが計算されることができる。
【００４８】
　ＲＦコイルは通常、ＡＣ信号で駆動される。ここで図５を参照すると、コイルがＤＣ電
流で駆動されることを可能にするための、典型的なＲＦコイル５０に対する可能な修正が
提供される。ＲＦコイルは通常、その末端でのコイルの電場における局所的な極値を回避
するため、分散されたコンデンサ５４を含む。これらのコンデンサ５４は通常、ＤＣ電流
をブロックする。図示される実施形態において、ダイオード５６は、ＤＣ電流に関する経
路を可能にするため、コンデンサと並列に配置される。２５０ｍＡまで前進電流を取るこ
とができる約１ｐＦの静電容量を持つダイオードが、コイル５０におけるＤＣ電流経路を
作成するのに適している。ＲＦコイル５０と正確に同じ送信／受信特性を持つとすれば、
別々のコイルを使用することも想定される。
【００４９】
　図１の実施形態において、無線周波数アセンブリ１６は、全身バードケージコイルを含
む。バードケージコイルの特別な場合に対して、コイルのジオメトリは、Ｈｚが適切に推
定されることを可能にする。最初に、Ｈｚはコイル及び患者の完全なモデルを用いて推定
されることができる。この推定方法は、最も完全であり、モデルエラー及び数値エラー（
例えば、不完全な微分）に対してのみ影響されやすい。図６を参照すると、Ｈｚを推定す
る際に被験者及びコイル５８の完全なモデルを使用した結果が図示される。使用されたモ
デル６０が、図７に示される。図示されるバードケージコイル１６は、６０ｃｍの直径を
持つ。腕６２及び胸郭６４の伝導度は、ｓ＝０．５Ｓ／ｍである。胸郭に配置される球形
胴体６６に関する伝導度は、ｓ＝１Ｓ／ｍである。腕６２及び胸郭６４の相対的な誘電率
は、ｅｒ＝８１であり、体６６に関しては、ｅｒ＝４０である。被験者モデルの冠状スラ
イスが撮られた。左列は計算された電気伝導度ｓを表し、右列は計算された局所ＳＡＲを
表す。被験者及びコイルモデルを用いると、結果５８は、真の概念上のＳＡＲ６８との相
関において９９．７％である。コンパートメント境界に沿った数値的微分／積分からの誤
差だけが見える。
【００５０】
　別の推定方法は、使用されるＲＦコイルだけをモデル化する。この方法７０の結果は、
真のＳＡＲ６８との相関において９８．８％である。この方法は、システマティックな誤
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差をもたらすが、完全なモデルより実現するのが容易である。システマティックな誤差は
バードケージコイルの場合無視できる。なぜなら、この誤差は、視覚の検査でほとんど認
識されることができないからである。
【００５１】
　バードケージコイルに関するＨｚを推定する別の方法は、Ｈｚが定数であると仮定する
ことである。これは実現するのが最も容易な方法である。しかし、これはシステマティッ
クな誤差を増加させる。この方法７２の結果は、真のＳＡＲ６８との相関において９６．
８％である。この誤差はバードケージコイルの場合許容可能である。なぜなら、この誤差
は、再構成されたＳＡＲにおける明らかな変化をもたらさないからである。同じことは、
伝導度に関しても当てはまる。
【００５２】
　バードケージコイルに対して、誘電率は、

を用いて近似されることができる。
【００５３】
　近似されたＨｚを使用するとき、横断及び非横断スライス間を区別することが重要であ
る。横断スライスに対して、積分領域は、ｘｙ平面Ａ＝Ａｘｙであり、上記式は、

と変形される。
【００５４】
　冠状スライスに対して、積分領域はｘｚ平面Ａ＝Ａｘｚであり、

と変形されるであろう。
【００５５】
　矢状スライスは考慮されない。なぜなら、近似されたＨｚの影響は、冠状及び矢状スラ
イスに関して同じだからである。前の２つの式の比較は、横断平面がＨｚの簡略化により
一層影響を受けることを示唆する。なぜなら、Ｈｚは、分子において２回現れ、分母に対
する唯一の入力だからである。非横断スライスに対して、Ｈｚは、分子において一度だけ
現れ、分母には全く登場しない。伝導度及び誘電率が、図６の結果に関して等方的である
と仮定されるが、これらの値が異方的である場合、以前に述べられるように、伝導度及び
誘電率は、複素誘電率テンソルを用いて説明されることができる。
【００５６】
　別の実施形態では、磁気単極子のない磁気に対するガウスの法則が、Ｈｚを推定するた
めに使用される。この実施形態では、モデルが必要とされず、これは、任意のＲＦコイル
と連動して使用されることができる。即ち、バードケージコイルに必ずしも限定されるも
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により与えられる。
【００５７】
　Ｈｚに関して解くと、この式は

を生み出す。
【００５８】
　前述したように、Ｈｘ及びＨｙは、容易に測定されることができ、従って、この計算の
ための既知の値である。唯一の変数は、自由パラメータのままである積分境界であるが、
３Ｄボリュームの各スライスにおけるアイソセンターを通るラインに沿ってＨｚがゼロで
あると仮定することにより、適切に推定されることができる。再度図６を参照すると、こ
の実施形態の結果７４は、符号６８に示されるように、概念上の伝導度と９９％の相関を
持ち、概念上の局所ＳＡＲと９０％の相関を持つ。
【００５９】
　更に別の実施形態において、ＨｚはＢ０マップから得られることができる。このマップ
は通常、デュアル又はマルチエコー・シーケンスにより測定される。Ｂ０マップは、感受
性アーチファクトが原因でＨｚにおける変化を示す。このＨｚは、上記の方法のいずれか
を介して決定されるＨｚに関する付加的な訂正として使用されることができる。
【００６０】
　説明された形式は、関係するＲＦコイルの磁場の絶対的なスケール化の情報なしに、

の定量的値を生み出す。しかしながら、送信されたＢ１場をスケール化する標準的な方法
は、ファラデーの法則を介して計算される電場に関する絶対的な値、及び従って得られる
局所ＳＡＲに関する絶対的な値を決定するために使用されることができる。
【００６１】
　本発明が、好ましい実施形態を参照して説明されてきた。上記の詳細な説明を読み及び
理解すると、第三者は、修正及び変更を思いつくことができる。それらの修正及び変更が
添付の特許請求の範囲又はその均等物の範囲内にある限り、本発明は、すべての斯かる修
正及び変更を含むものとして構築されることが意図される。
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