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(57)【要約】
　撮像対象（１６）が検査のため撮像領域（１２）内に
配置される。撮像領域（１２）の周りにカバー（１８）
が配置される。傾斜磁場コイル（３０）が、検査領域（
１２）内の主磁場（Ｂ０）に、選択された傾斜磁場を与
える。無線周波数（ＲＦ）コイル（３６）が、検査領域
（１２）内に無線周波数励起パルスを生成する。ＲＦコ
イル（３６）は、検査領域（１２）から遠位側でカバー
（１８）上に配置された複数のコイル素子（３８１、３
８２、３８３）を含む。コイル素子に付随する無線周波
数（ＲＦ）スクリーン（４０）がコイル素子（３８１、
３８２、３８３）を遮蔽する。ＲＦスクリーン（４０）
は、コイル素子（３８１、３８２、３８３）が当該ＲＦ
スクリーン（４０）から機械的に減結合され且つ当該Ｒ
Ｆスクリーン（４０）及び傾斜磁場コイル（３０）から
音響的に実質的に絶縁されるように、傾斜磁場コイル（
３０）付近に配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査のために撮像対象が配置される撮像領域；
　前記撮像領域の周りのカバー；
　前記検査領域内の主磁場に、選択された傾斜磁場を与える傾斜磁場コイル；
　前記検査領域内にＲＦ励起パルスを生成するＲＦコイルであり、前記検査領域から遠位
側で前記カバー上に配置された複数のコイル素子を含むＲＦコイル；及び
　前記複数のコイル素子に付随し、前記複数のコイル素子を遮蔽するＲＦスクリーンであ
り、前記複数のコイル素子が当該ＲＦスクリーンから機械的に減結合され且つ当該ＲＦス
クリーン及び前記傾斜磁場コイルから音響的に実質的に絶縁されるように、前記傾斜磁場
コイル付近に配置されたＲＦスクリーン；
　を有する磁気共鳴撮像装置。
【請求項２】
　（ａ）前記傾斜磁場コイル及び／又は前記ＲＦコイルとの前記撮像対象の干渉、及び（
ｂ）前記ＲＦスクリーンと前記傾斜磁場コイルとの間での振動の干渉のうちの少なくとも
１つによる前記複数のコイル素子の各々内の信号の歪み、を補償するための補償信号を決
定する補償プロセッサ；及び
　決定された前記補償信号に従ってＲＦパルスを作り出し、補正されたＲＦパルスを対応
するコイル素子に送信する送信システム；
　を更に含む請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ＲＦコイルと前記ＲＦスクリーンとの間の物理的関係の変化による前記ＲＦコイル
内のＲＦ信号の補償を決定する補償プロセッサ；
　を更に含む請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数のコイル素子の各々に対する補償されたＲＦパルスを作り出し、それにより、
選択された特性を有するＲＦ磁場を生成するよう、前記決定された補償に従ってＲＦ送信
システムを制御する波形生成装置；
　を更に含む請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記複数のコイル素子内に誘起されたＲＦ信号を測定する複数のピックアップコイルを
更に含み、
　前記補償プロセッサは、前記測定されたＲＦ信号と要求ＲＦ信号との間の誤差に従って
前記補償を決定する、
　請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記複数のコイル素子に接続された複数の送信器を更に含み、
　前記補償プロセッサは：
　前記測定されたＲＦ信号と前記要求ＲＦ信号とを比較し、前記複数の送信器の各々に対
する調整後の信号を決定する調整後信号決定装置
　を含む、
　請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数のコイル素子に接続された複数の受信器を更に含み、
　前記補償プロセッサは：
　前記測定されたＲＦ信号と前記要求ＲＦ信号とを比較し、前記複数の受信器の各々に対
する調整後の信号を決定する調整後信号決定装置
　を含む、
　請求項５に記載の装置。
【請求項８】
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　選択された傾斜磁場を前記主磁場に重ね合わせる前記傾斜磁場コイルに結合された傾斜
磁場コイルコントローラ；
　を更に含む請求項３に記載の装置。
【請求項９】
　前記傾斜磁場コイルの作動中の前記ＲＦスクリーンと前記ＲＦコイルとの間の機械的な
干渉を補償するための補正パラメータ、を取り出すための補正テープル；
　を更に含む請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記補正パラメータに従ったＲＦパルスを作り出し、補正されたＲＦパルスを前記複数
のコイル素子の各々に送信するように送信システムを制御する波形生成装置；
　を更に含む請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　互いに隣接する個々のコイルセグメント群を、検査領域の遠位側且つ傾斜磁場コイルの
近位側でボアカバー上に機械的に結合させる段階；
　前記コイルセグメント群から機械的に減結合され且つ前記傾斜磁場コイルに機械的に結
合されたＲＦスクリーンで、前記コイルセグメント群を遮蔽する段階；及び
　前記ボアカバー及び結合された前記コイルセグメント群でスキャナボアを覆う段階；
　を有する磁気共鳴方法。
【請求項１２】
　前記ボアカバーによって定められた前記検査領域内に、空間的且つ時間的に実質的に一
定の磁場を生成する段階；
　前記傾斜磁場コイルを用いて、前記検査領域内の前記主磁場に選択された傾斜磁場を与
える段階；及び
　前記コイルセグメント群にＲＦパルスを与え且つ前記コイルセグメント群を用いて共鳴
信号を受信することを含む磁気共鳴シーケンスを実行する段階；
　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＲＦコイルセグメント群のうちの少なくとも１つと前記ＲＦスクリーンとの間の相
対的な変位によって生じる前記ＲＦコイルセグメント群と前記ＲＦスクリーンとの間のＲ
Ｆ結合の変化を補償するよう、各コイルセグメントのＲＦ信号を補償する段階；
　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ＲＦパルスを作り出す段階；
　作り出されたＲＦパルスを前記コイルセグメント群に与える段階；
　前記ＲＦコイルセグメント群によって送信されたＲＦパルスを検知する段階；及び
　検知されたＲＦパルスと要求ＲＦパルスとの間の差に従って、フィードバック補償ルー
プを用いて、作り出されるＲＦパルスを変更する段階；
　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　ＲＦパルスを作り出す段階；
　作り出されたＲＦパルスを前記コイルセグメント群に与える段階；
　前記ＲＦコイルセグメント群によって送信されたＲＦパルスを検知する段階；
　検知されたＲＦパルスと要求ＲＦパルスとの間の差を決定する段階；
　磁気共鳴信号を受信する段階；及び
　前記決定された差に従って、受信された磁気共鳴信号を変更する段階；
　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記傾斜磁場コイルの作動中の前記ＲＦスクリーンと前記コイルセグメント群との間の
機械的な関係の活性化による各コイルセグメント内のＲＦ信号の補償補正を決定する段階
；
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　を更に含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記補償補正を決定する段階は：
　前記傾斜磁場コイルを用いて、選択された傾斜磁場波形を主磁場に重ね合わせる段階；
　前記傾斜磁場の印加中に各コイルセグメント内の変化を測定する段階；
　測定された変化を補償する補正パラメータを決定する段階；及び
　前記補正パラメータを補正テーブルに格納する段階；
　を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記補正パラメータに従ってＲＦパルスを作り出し、補正されたＲＦパルスを前記コイ
ルセグメント群の各々に与える段階；及び
　磁気共鳴信号を受信し、受信された磁気共鳴信号に前記補正パラメータを適用する段階
；
　のうちの一方を更に含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　請求項１１に記載の段階群によって構築される磁気共鳴スキャナ。
【請求項２０】
　検査領域全体に主磁場を生成する主磁石；
　前記検査領域内の前記主磁場に、選択された傾斜磁場を与える傾斜磁場コイル；
　ＲＦコイル；
　前記ＲＦコイルに付随し、前記ＲＦコイルを遮蔽するＲＦスクリーンであり、前記ＲＦ
コイルが当該ＲＦスクリーンから機械的に減結合され且つ当該ＲＦスクリーン及び前記傾
斜磁場コイルから音響的に実質的に絶縁されるように、前記傾斜磁場コイル付近に配置さ
れたＲＦスクリーン；及び
　（ａ）前記傾斜磁場コイルの振動に起因する前記ＲＦスクリーンと前記ＲＦコイルとの
間の機械的な干渉、又は（ｂ）前記ＲＦコイルとの患者の相互作用うちの少なくとも１つ
により誘起されるＲＦ磁場の変化を補償する補償プロセッサ；
　を有する磁気共鳴装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は磁気共鳴技術に関する。本発明は、特に、ボディコイルとの関連で適用される
ものであり、特にそれを参照して説明される。しかしながら、認識されるべきことには、
以下の説明は、磁気共鳴システム、磁気共鳴スペクトロスコピーシステム及びそれらに類
するものにおける、その他の種類のコイルとの関連でも適用されるものである。
【背景技術】
【０００２】
　磁気共鳴撮像（ＭＲＩ）装置は患者の検査のために広く使用されている。磁気共鳴撮像
スキャナは一般的に、検査領域に空間的且つ時間的に一定の磁場Ｂ０を生成する典型的に
は超伝導である主磁石を含んでいる。一般的に、例えばリニア型ボディコイル又は直交（
クワドラチャ）型ボディコイル（ＱＢＣ）等の無線周波数（ＲＦ）コイルと、１つ又は複
数の送信器とが、Ｂ０磁場内で撮像されるダイポールの共鳴周波数に同調される。これら
のコイル及び送信器は、ダイポールの励起及び操作のために使用される。様々な向きで検
査領域を横切る磁場勾配をＢ０磁場に付加するように、傾斜磁場コイルを電流で駆動する
ことにより、空間情報がエンコードされる。磁気共鳴信号が、同一のＲＦコイル又は別個
の受信専用ＲＦコイルによって収集され、ＲＦ受信器によって復調、フィルタリング、及
びサンプリングされ、最終的に、専用あるいは汎用のハードウェアにて画像へと再構成さ
れる。
【０００３】
　一般的に、ＲＦボディコイルは無線周波数（ＲＦ）遮蔽体（スクリーン）に囲まれるよ
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うに該ＲＦ遮蔽体に堅く機械的に結合され、一体化された頑丈なＲＦコイル／ＲＦスクリ
ーン構造が形成される。ＲＦスクリーンは、傾斜磁場コイルより僅かに小さい直径を有し
、患者開口（ボア）に隣接した円筒形の傾斜磁場コイルアセンブリの内表面に堅く結合さ
れる。一般的に、患者側のボアカバー（覆い）がＲＦコイル／ＲＦスクリーン構造に取り
付けられる。磁気共鳴撮像中、傾斜磁場コイルはローレンツ力のために振動する。この振
動は、ＭＲＩ装置の表面全体に伝わり、ＲＦスクリーン及びＲＦコイルを介してボアカバ
ーへと伝播する。表面速度に応じて、この機械的な振動は、患者を不安にさせるノイズを
発生させ得る音響振動へと変換される。ＲＦスクリーン及びＲＦコイルは、堅く機械的に
結合されているため、音響的に振動するときであっても物理的な相互関係を維持する。従
って、音響振動はＲＦコイルのＲＦ特性を変化させることはない。
【０００４】
　傾斜磁場コイルをＲＦコイル／ＲＦスクリーン構造及び／又はボアカバーから機械的に
減結合（デカップリング）させることが望ましい。１つのデカップリング法は、例えば７
．５ｍｍ又は１ｃｍといった空隙を用いて、ＲＦコイル／ＲＦスクリーン構造を傾斜磁場
コイルに取り付けることである。他の１つのデカップリング法は、ＲＦコイル／ＲＦスク
リーン構造とボアカバーとの間に、例えば５ｍｍといった空隙を画成することである。残
念ながら、何れの方法も、ボアの直径を小さくしてしまうか、傾斜磁場コイル及び磁石の
直径を大きくしてしまうかの何れかとなる。一般に、小さい患者開口は大柄の患者が快適
にフィットしないという問題を有するため、より大きい患者開口を有することが望ましい
一方で、例えば傾斜増幅部のコストといったコストの観点から、傾斜磁場コイルの内径を
小さく保つことが望まれる。故に、音響絶縁及び振動絶縁のための空間を最小化するとと
もに、ＲＦコイル／ＲＦスクリーン構造のための空間を最小化することが望まれる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示は、上述の問題及びその他の問題を解決する、新たな改善された方法及び装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様に従って、磁気共鳴撮像装置が開示される。検査のため、撮像対象が撮像領域内
に配置される。撮像領域の周りにカバーが配置されている。傾斜磁場コイルが、検査領域
内の主磁場に、選択された傾斜磁場を与える。無線周波数（ＲＦ）コイルが、検査領域内
に無線周波数励起パルスを生成する。このＲＦコイルは、検査領域から遠位側で前記カバ
ー上に配置された複数のコイル素子を含む。コイル素子群に付随する無線周波数（ＲＦ）
スクリーンがコイル素子群を遮蔽する。このＲＦスクリーンは、コイル素子群が当該ＲＦ
スクリーンから機械的に減結合され且つ当該ＲＦスクリーン及び傾斜磁場コイルから音響
的に実質的に絶縁されるように、傾斜磁場コイル付近に配置されている。
【０００７】
　他の一態様に従って、磁気共鳴方法が開示される。互いに隣接する個々のコイルセグメ
ント群を、検査領域の遠位側且つ傾斜磁場コイルの近位側でボアカバー上に機械的に結合
させる。コイルセグメント群を無線周波数（ＲＦ）スクリーンで遮蔽する。ＲＦスクリー
ンを、コイルセグメント群から機械的に減結合させ、且つ傾斜磁場コイルに機械的に結合
させる。ボアカバー及び結合されたコイルセグメント群でスキャナボアを覆う。
【０００８】
　他の一態様に従って、磁気共鳴装置が開示される。主磁石が検査領域全体に主磁場を生
成する。傾斜磁場コイルが、検査領域内の主磁場に、選択された傾斜磁場を与える。ＲＦ
コイルに付随する無線周波数（ＲＦ）スクリーンがＲＦコイルを遮蔽する。このＲＦスク
リーンは、ＲＦコイルが当該ＲＦスクリーンから機械的に減結合され且つ当該ＲＦスクリ
ーン及び傾斜磁場コイルから音響的に実質的に絶縁されるように、傾斜磁場コイル付近に
配置されている。補償プロセッサが、少なくとも、（ａ）傾斜磁場コイルの振動に起因す
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るＲＦスクリーンとＲＦコイルとの間の機械的な干渉、又は（ｂ）ＲＦコイルとの患者の
相互作用うちの少なくとも１つにより誘起されるＲＦ磁場の変化を補償する。
【発明の効果】
【０００９】
　１つの効果は、ボアの直径が小さくされたりスキャナの直径が増大されたりすることな
く、ＲＦコイルが傾斜磁場コイルから音響的に絶縁されることである。
【００１０】
　以下の詳細な説明を読み、理解することにより、本発明の更なる効果が当業者に認識さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明は、様々な構成要素及びそれらの配置、並びに様々な段階及びそれらの編成の形
態を取り得る。図面は、好適実施形態を例示するためだけのものであり、本発明を限定す
るものとして解釈されるべきではない。
【００１２】
　図１及び２を参照するに、磁気共鳴撮像スキャナ８は、スキャナボア１４内に検査領域
１２を画成する筐体１０を含んでいる。検査領域１２内には、診断検査のために患者又は
その他の撮像対象１６が配置されている。筐体１０内に配置されたスキャナハードウェア
から患者１６を保護するため、また、見た目の美しさを向上させるため、ボア１４の周り
に１つ又は複数のカバー１８が配置されている。
【００１３】
　筐体１０内に配置された主磁石２０は、検査領域１２内に主磁場Ｂ０を生成する。主磁
石２０は、典型的に、冷凍シュラウド２４によって囲まれた超伝導磁石であるが、抵抗性
あるいは永続性の主磁石が使用されることも可能である。選択された傾斜磁場を検査領域
１２内の主磁場に重ね合わせるため、筐体１０内に、冷凍シュラウド又はその他の構造に
よって支持された１つ又は複数の傾斜磁場コイル３０が配置されている。検査領域１２の
周りに、無線周波数（ＲＦ）コイル、又はコイルシステム若しくは構成３６が配置されて
いる。コイルシステム３６は、複数の、無線周波数コイル素子、セグメント、コイル、共
振器、又はラング（rung）３８を含んでいる。これらの各々は異なる大きさ及び位置を有
していてもよい。コイルシステム３６は、例えば円筒形であるが、当然ながら、楕円形断
面、半円形断面、半楕円形断面などのその他の幾何学形状を有していてもよい。コイルシ
ステム３６は、ＴＥＭコイル、複合型ＴＥＭ－バードケイジコイル、又はバードケイジ共
振器、又は、軸方向に延在する複数の素子若しくはループ共振器構成を含むその他のコイ
ル等とし得る。例示した実施形態においては、コイルシステム３６は複数のラング３８を
含んでおり、複数のラング３８は、検査領域１２の外側且つ傾斜磁場コイル３０の近傍で
、ボアカバー１８の内面上で支持され、且つ軸方向に配置されている。ラング３８を遮蔽
する無線周波数（ＲＦ）スクリーンすなわち遮蔽体４０は、ラング３８との間に空隙ｄ１
を画成するように、傾斜磁場コイル３０の内表面４２又はその付近に配置されており、ラ
ング３８から機械的に減結合されている。空隙ｄ１（例えば、１－２ｃｍ）は、ラング３
８を傾斜磁場コイル３０から機械的に減結合させ、故に、傾斜磁場コイル３０の振動がラ
ング３８ひいてはボアカバー１８に伝わることを抑制する。詳細に後述するように、補償
用のプロセッサ、アルゴリズム、装置又は手段４６が、各傾斜波形に対するラング３８の
応答を事前に測定し、フィードフォワード信号経路内で傾斜磁場コイル３０及びＲＦスク
リーン４０の干渉を補償するために使用される補正パラメータを決定する。補償プロセッ
サ４６はまた、患者の位置がラング３８内の信号を所望の信号とは異なるものにしている
かを決定し、フィードバックループを用いてその差を補償する。
【００１４】
　引き続き図１を参照するに、選択された傾斜磁場を検査領域１２内の主磁場Ｂ０に重ね
合わせるため、磁気共鳴撮像コントローラ５０は、傾斜磁場コイル３０に結合された傾斜
磁場コントローラ５２を操作する。磁気共鳴撮像コントローラ５０はまた、個々の無線周
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波数コイルセグメントに各々が結合された無線周波数（ＲＦ）送信器５４を操作して、撮
像のため、検査領域１２内に、ほぼ磁気共鳴周波数にある選択された無線周波数励起パル
スを注入する。１つ又は複数の無線周波数送信器５４は個別に制御され、相異なる位相及
び振幅を有することができる。無線周波数励起パルスにより、撮像対象１６内に、選択さ
れた傾斜磁場によって空間的にエンコードされた磁気共鳴信号が励起される。さらに、撮
像コントローラ５０は、各々がコイルシステム３６の対応する個々のコイルセグメント３
８に接続され且つ個別に制御される１つ又は複数の無線周波数受信器５６を制御し、生成
され且つ空間的にエンコードされた磁気共鳴信号を復調する。受信された空間的にエンコ
ードされた磁気共鳴データは、磁気共鳴（ＭＲ）データメモリに格納される。
【００１５】
　格納された磁気共鳴データは、再構成プロセッサ６２によって、検査領域１２内に位置
する撮像対象１６又はその選択部分の再構成画像へと再構成される。再構成プロセッサ６
２は、データ収集にて使用された空間エンコーディングに適合するフーリエ変換法、ＳＥ
ＮＳＥ法、ＳＭＡＳＨ法、又はその他の好適な再構成法を用いる。再構成画像は、画像メ
モリ６４に格納され、ユーザインタフェース６６上に表示され、ローカルエリアネットワ
ーク又はインターネット上で伝送され、プリンタによって印刷され、あるいは、その他の
方法で利用されることができる。例示した実施形態においては、ユーザインタフェース６
６はまた、放射線医又はその他のユーザが撮像コントローラ５０と相互作用して、撮像シ
ーケンスの選択、変更又は実行を行うことを可能にする。他の実施形態においては、スキ
ャナ８を操作するためと、再構成画像の表示又はその他の操作を行うためとに、別々のユ
ーザインタフェースが設けられる。
【００１６】
　説明した磁気共鳴撮像スキャナ８は一例である。一般に、実質的に如何なる磁気共鳴撮
像スキャナも、開示の無線周波数コイルを組み込むことが可能である。例えば、スキャナ
はオープン磁石型スキャナ、バーティカルボア型スキャナ、低磁界型スキャナ、又は高磁
界型スキャナ等であってもよい。図１の実施形態においては、コイルシステム３６は、磁
気共鳴シーケンスの送信段階及び受信段階の双方で使用される。しかしながら、他の実施
形態においては、別々の送信コイル及び受信コイルが設けられてもよく、これらの一方又
は双方が、ここで開示される無線周波数コイル設計及び設計手法の１つ以上を組み入れて
もいてもよい。
【００１７】
　引き続き図１を参照しながら再び図２を参照するに、軸方向すなわちｚ方向から見たと
きの典型的なコイルの３つの共振器又はラング３８１、３８２、３８３が例示されている
。各共振器３８１、３８２、３８３は、音響絶縁を維持しながら、ＲＦスクリーン４０に
例えば集中キャパシタによって容量結合されている。この場合も、ＲＦ共振器はボアカバ
ー１８に取り付けられ、ＲＦスクリーンは傾斜磁場コイルアセンブリ３０に取り付けられ
ている。波形生成用のプロセッサ、装置又は手段８２は各ＲＦ送信器５４に所定値の信号
を生成され、その信号が各共振器３８１、３８２、３８３に与えられる。ボアカバー１８
は患者１６によって曲げられることが可能であるため、患者は１つの位置又は別の１つの
位置で個々のラングをＲＦスクリーン４０に近付く方に押すことができる。このスクリー
ン及びラングは相互作用するため、ＲＦスクリーンとラングの平らな部分との間隔が変化
するとき、ラング３８１、３８２、３８３内の信号は、送信に所望あるいは要求される信
号８４とは異なるものとなり得る。各ラングの実際の所望信号は、患者の挿入、すなわち
、ラングと対象との間のカップリングによっても影響を受ける。信号決定用の装置、プロ
セッサ又は手段９０は、共振器の各々を流れる電流の実際の量及び／又は位相を、対応す
るピックアップコイル９２１、９２２、９２３を用いて決定する。一実施形態において、
ピックアップコイルの数はラングの数に等しく、例えば、３２個のラングを含むコイルの
場合、各々が個々のラングに関連付けられた３２個のピックアップコイルが存在する。他
の一実施形態においては、ピックアップコイルの数はラングの数に等しくなく、例えば、
３２個のラングに対し８個のピックアップコイルが存在する。調整後信号決定装置９４は
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、各ラングへの要求ＲＦ送信信号入力を、各ラングにて検知された実際の信号と比較し、
共振器３８１、３８２、３８３ごとに、各共振器が実際に所望電流を担持するようにする
調整後の入力信号Ｕａｄｊ（振幅及び位相）を決定する。波形生成装置８２は、ＲＦ送信
器５４に、共振器３８１、３８２、３８３に与えられる調整後の信号を生成させる。その
結果、共振器３８１、３８２、３８３の信号は所望信号８４と実質的に等しくなる。当然
ながら、この信号は、例えば再構成段階においてなど、受信されたときに補正されること
ができる。
【００１８】
　一実施形態において、各傾斜波形に対するＲＦスクリーン４０及びラング３８１、３８

２、３８３の応答を補償する補正パラメータは、振動補償決定用のプロセッサ、アルゴリ
ズム、装置又は手段１０２によって前もって決定され、補正表（テーブル）１０４に格納
される。所与の傾斜パルスが適用される都度、傾斜磁場コイルアセンブリ及びＲＦスクリ
ーンには同一の音響振動が発生し、ＲＦスクリーンとＲＦコイルとの関係に同一の対応す
る変化を生じさせるとともに、各ラングのＲＦ特性に同一の変化を生じさせる。この変化
は、校正において、実験的に計算あるいは測定されることが可能である。波形生成装置８
２は、信号の生成中に、補正パラメータをフィードバック補償として適用する。一実施形
態において、補正テーブル１０４からの補正パラメータは、例えば再構成段階においてな
ど、信号が受信された後に適用される。
【００１９】
　このように、ラング３８をＲＦスクリーン４０から機械的に（電気的にではなく）減結
合させ、ＲＦスクリーン４０を傾斜磁場コイル３０の位置に配置することにより、スキャ
ナボア１４の直径は数ｃｍ、例えば１－２ｃｍ、増大される。ラング３８とＲＦスクリー
ン４０との間の距離ｄ１は、傾斜磁場コイル３０の振動を絶縁するために使用される。さ
らに、事前に測定した傾斜磁場コイルとＲＦスクリーンとの機械的相互作用を補償するた
め、１つの補償技術が使用される。患者の位置、動き、又はボアカバーの乱れにより信号
歪みが発生する場合、信号を補償するために別の１つの補償技術が使用される。
【００２０】
　他の一実施形態においては、上述の実施形態と同様に、ＲＦスクリーン４０は傾斜磁場
コイル３０の位置に配置され、ラング３８はボアカバー１８上に配置される。しかしなが
ら、ボア１４の直径は変更されず、傾斜磁場コイル３０の内径が１－２ｃｍ小さくされる
。故に、傾斜増幅部及び超伝導ワイヤのコスト削減によって、システムの総コストが削減
される。一実施形態においては、これに対応して、磁石２０の内径も１－２ｃｍ小さくさ
れる。
【００２１】
　好適な実施形態を参照しながら本発明を説明してきた。以上の詳細な説明を読み、理解
した者は改良及び改変に想到し得る。本発明は、添付の特許請求の範囲及びその均等範囲
に入る限りにおいて、そのような全ての改良及び改変を含むとして解釈されるものである
。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】撮像システムを例示する図である。
【図２】撮像システムの細部を例示する図である。
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