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(57)【要約】
本発明は、静磁場の深刻な空間的摂動が生じる金属オブ
ジェクト（たとえば金属インプラントなど）近傍におけ
る磁気共鳴撮像に関する。遠隔の共鳴外れ信号が関心領
域に折り返されるのを抑制するため、撮像体積は、スピ
ンエコー・シーケンスにおける励起および再集束RFパル
スと同時に加えられる選択勾配によって空間的に制約さ
れる。励起パルス中に加えられる選択勾配は、再集束パ
ルス中に加えられる選択勾配とは異なる振幅および／ま
たは極性をもつ。そのため、共鳴外れ周波数対空間座標
の図における個々の選択されたスライスは、互いに対し
て傾斜をもつようになる。適用される撮像技法はSEMAC
またはMAVRIC型であってもよく、圧縮センシング、パラ
レル・イメージング、脂肪抑制および／またはSVDベー
スのノイズ削減を含んでいてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体から磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システムであって、前記磁気共鳴デ
ータは撮像ゾーンから収集される、磁気共鳴撮像システムと；
　前記医療装置を制御するプロセッサと；
　前記プロセッサによる実行のための機械実行可能命令を記憶しているメモリとを有する
磁気共鳴撮像システムであって、前記命令の実行は、前記プロセッサに：
　マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドを生成する段
階であって、前記パルス・シーケンスは、制約された撮像領域からの磁気共鳴データを選
択的にエンコードし、前記撮像ゾーンは前記制約された撮像領域を含み、前記パルス・シ
ーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配を含み、前記励起磁場勾配および前記再
集束磁場勾配は異なる極性および／または異なる大きさをもつ、段階と；
　前記磁気共鳴制御コマンドを前記磁気共鳴撮像システムに送らせる段階と；
　前記磁気共鳴撮像システムから前記磁気共鳴データを受領する段階と；
　前記磁気共鳴データを使って、制約された撮像領域の磁気共鳴画像を再構成する段階と
を実行させる、
磁気共鳴撮像システム。
【請求項２】
　請求項１記載の磁気共鳴撮像システムであって、前記磁気共鳴撮像システムは、B0磁場
を生成する磁石を有しており、前記命令の実行はさらに、前記プロセッサに：
　前記磁気共鳴撮像システムに予備的磁気共鳴データを収集させる予備的磁気共鳴制御コ
マンドを生成する段階と；
　予備的な磁気共鳴画像を再構成する段階と；
　前記予備的な磁気共鳴画像を使って前記撮像ゾーン内のB0不均一性領域を同定する段階
であって、前記B0不均一性領域は、B0場が所定の磁場強さから所定量より大きく異なる領
域である、段階と；
　前記制約された撮像領域を、少なくとも部分的に、前記B0不均一性領域内に位置付けす
る段階とを実行させる、
磁気共鳴撮像システム。
【請求項３】
　前記マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスがMAVRICパルス・シーケンスである、請
求項１または２記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項４】
　前記励起磁場勾配および前記再集束磁場勾配のうち一つのみが大きさゼロをもつ、請求
項３記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項５】
　前記励起磁場勾配および前記再集束磁場勾配が反対の極性をもつ、請求項３記載の磁気
共鳴撮像システム。
【請求項６】
　前記マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスがSEMACパルス・シーケンスである、請
求項１または２記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項７】
　請求項６記載の磁気共鳴撮像システムであって、前記命令の実行がさらに、前記プロセ
ッサに：
　前記磁気共鳴撮像システムに予備スキャン磁気共鳴データを収集させる予備スキャン磁
気共鳴制御コマンドを生成する段階であって、前記予備スキャン磁気共鳴データは、前記
制約された撮像領域を選択する、段階と；
　予備スキャン磁気共鳴画像を再構成する段階と；
　前記予備スキャン磁気共鳴画像を使って、前記制約された撮像領域を選択する位相エン
コード因子を決定する段階とを実行させる、
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磁気共鳴撮像システム。
【請求項８】
　前記パルス・シーケンスが圧縮センシングを組み込んでいる、請求項１ないし７のうち
いずれか一項記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項９】
　前記パルス・シーケンスがパラレル・イメージングを組み込んでいる、請求項１ないし
８のうちいずれか一項記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項１０】
　前記パルス・シーケンスが脂肪抑制のための反転パルスを組み込んでいる、請求項１な
いし９のうちいずれか一項記載の磁気共鳴撮像システム。
【請求項１１】
　前記命令の実行がさらに、前記プロセッサに、前記磁気共鳴データを使ってフル帯域幅
画像を再構成する段階を実行させる、請求項１ないし１０のうちいずれか一項記載の磁気
共鳴撮像システム。
【請求項１２】
　前記命令の実行がさらに、前記プロセッサに、特異値分解を使って前記磁気共鳴画像に
おけるノイズ削減を実行させる、請求項１ないし１１のうちいずれか一項記載の磁気共鳴
撮像システム。
【請求項１３】
　磁気共鳴撮像システムを制御する機械実行可能命令を有するコンピュータ・プログラム
であって、前記医療装置は、被験体から磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システム
を有しており、前記磁気共鳴データは撮像ゾーンから収集され、前記命令の実行は、前記
プロセッサに：
・マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドを生成する段
階であって、前記パルス・シーケンスは、制約された撮像領域からの磁気共鳴データを選
択的にエンコードし、前記撮像ゾーンは前記制約された撮像領域を含み、前記パルス・シ
ーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配を含み、前記励起磁場勾配および前記再
集束磁場勾配は異なる極性および／または異なる大きさをもつ、段階と；
・前記磁気共鳴制御コマンドを前記磁気共鳴撮像システムに送る段階と；
・前記磁気共鳴撮像システムから前記磁気共鳴データを受領する段階と；
・前記磁気共鳴データを使って、前記制約された撮像領域の磁気共鳴画像を再構成する段
階とを実行させる、
コンピュータ・プログラム。
【請求項１４】
　磁気共鳴撮像システム医療装置を制御する方法であって、前記医療装置は、被験体から
磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システムを有し、前記磁気共鳴データは撮像ゾー
ンから収集され、当該方法は：
・マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドを生成する段
階であって、前記パルス・シーケンスは、制約された撮像領域からの磁気共鳴データを選
択的にエンコードし、前記撮像ゾーンは前記制約された撮像領域を含み、前記パルス・シ
ーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配を含み、前記励起磁場勾配および前記再
集束磁場勾配は異なる極性および／または異なる大きさをもつ、段階と；
・前記磁気共鳴制御コマンドを前記磁気共鳴撮像システムに送る段階と；
・前記磁気共鳴撮像システムから前記磁気共鳴データを受領する段階と；
・前記磁気共鳴データを使って、前記制約された撮像領域の磁気共鳴画像を再構成する段
階とを含む、
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、磁気共鳴撮像に、詳細には制約された撮像領域からのスピンを選択的にエン
コードする撮像技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチスペクトル撮像技法MAVRICおよびSEMAC画像取得技法が、金属の存在に起因する
感受性アーチファクトの低減のために現在研究されている。
【０００３】
　MAVRIC取得は体積選択的でなく、よってMAVRICには、エンコードされる体積が小さすぎ
ると、折り返された（back-folded）信号という問題がある。SEMACにおいて使われるスラ
イス選択は、再集束〔リフォーカシング〕および励起両方のための単一の選択勾配強さと
組み合わせた単一の周波数帯選択であり、これは隔たった、共鳴から外れた信号が選択さ
れることにつながることがあり、結果として折り返された信号につながる。
【０００４】
　非特許文献１ではMAVRIC技法が説明されている。
【０００５】
　非特許文献２ではSEMAC画像取得技法が説明されている。
【０００６】
　非特許文献３では視野角傾斜（view　angle　tilting）が説明されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Koch　et　al.、"Multiple　Resonant　Frequency　Offset　Acquisiti
ons　for　Imaging　of　Metallic　Implants"、Magnetic　Resonance　in　Medicine,　
volume　61,　2009,　pp.381-390
【非特許文献２】Lu　et　al.、"SEMAC:　Slice　Encoding　for　Metal　Artifact　Cor
rection　in　MRI"、Magnetic　Resonance　in　Medicine,　volume　62,　2009,　pp.66
-76
【非特許文献３】C.　Bos　et　al.、'MR　imaging　near　orthopedic　implnatd　with
　artefact　redcution　using　view-angle　tilting　and　off-resonance　suppressi
on'、ISMRM　2010　abstract　1128
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、独立請求項において医療装置、コンピュータ・プログラム・プロダクトおよ
び方法を提供する。従属請求項では実施形態が与えられる。
【０００９】
　よって、金属オブジェクトの近傍で磁気共鳴撮像を実行するためのよりよい収集技法が
必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　いくつかの実施形態では、上述した問題その他は、信号の選択を制約された空間領域お
よび制約された周波数範囲に限定するよう、MAVRICおよびSEMACのようなマルチスペクト
ル撮像技法の収集方式を適応させることによって解決されうる。選択は、励起に比べて再
集束の際に、異なる勾配強さおよび／または勾配極性を使うことによって限定される。
【００１１】
　SEMACについては、現在報告されているSEMAC収集方式はすでに励起および再集束の際の
勾配の使用を含んでいるので、この選択機構は直接適用できる。現在報告されているSEMA
C収集方式は限定された体積中の共鳴信号を選択するばかりでなく、その体積外の、共鳴
から外れた信号をも選択する。本願で提案される選択機構を使うと、選択される体積およ
び選択される周波数帯が限定される。よって、隔たった、共鳴から外れた信号の折り返し
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が回避される。選択される体積は、選択されたスライスの位相エンコードによってカバー
される体積にマッチさせることができる。逆に、位相エンコードされる体積を選択される
体積に合わせるよう、位相エンコード・ステップの数を選ぶことも可能である。
【００１２】
　この選択機構を、今まで非選択的な収集技法として報告されていたMAVRICについて可能
にするために、本発明は、MAVRIC収集方式に励起勾配および再集束勾配を追加することを
提案する。
【００１３】
　選択を、制約された空間領域および制約された周波数帯に限定するために、再集束とは
異なる勾配強さまたは異なる勾配符号を励起に使ういくつかの方式がある。
【００１４】
　今まで発表されているあらゆるMAVRIC技法について、励起および再集束は空間的には非
選択的であり、制約された周波数帯を選択するのみである。MAVRICを空間的に選択的にす
るために、本発明は、励起中または再集束中または両方において勾配を使うことを提案す
る。励起中だけに勾配を使うことは、再集束の間にゼロに等しい勾配強さを選ぶことと同
じであり、逆に、再集束中だけに勾配を使うことは、励起の間にゼロに等しい勾配強さを
選ぶことと同じである。励起中にも再集束中にも勾配を使う場合には、両勾配の強さまた
は符号または強さと符号の両方が異なっている必要がある。
【００１５】
　二つの勾配の組み合わせとRFパルスの周波数帯域幅が、励起および再集束両方によって
影響されるスピンの空間範囲および周波数帯を決定する。これはB0-Z図において視覚化で
きる。ここで、B0はスピンの周波数に正比例し、Zは選択方向における空間位置である。B
0-Z図では、まっすぐな垂直な帯は、限られた周波数帯をもつ空間的に非選択的なRFパル
スであり、傾いた帯は、勾配と組み合わせて限られた周波数帯をもつRFパルスである。共
鳴から外れたスピンが存在すると、勾配は必ずしもRFパルスの空間選択性を意図した空間
位置に制限しない。共鳴から外れた大きな周波数および意図した空間位置からの大きな空
間的偏位のあるスピンがいまだ選択されることがありうる。
【００１６】
　励起勾配と反対符号をもつ再集束勾配を選ぶことで、選択が、励起勾配と再集束勾配の
重なりによって画定される空間的領域に制限される。再集束勾配をゼロになるよう選ぶこ
とは、同様だがそれほど顕著でない効果をもつ。あるいはまた、重なり、よって空間的選
択性は、励起と再集束について反対符号をもつより強い勾配を選ぶことによって、より小
さくできる。これは、面を通じた（through-plane）方向での位相エンコードを控えるこ
とによって、単一スライスMAVRICを実行する可能性を開く。
【００１７】
　今日までに発表されているSEMAC技法については、励起および再集束は、励起および再
集束の両方に使われる単一の選択勾配によって空間的に選択的となることが意図されてい
る。しかしながら、SEMACについても、空間的選択性は、共鳴から外れたスピンの存在の
ため、必ずしも意図した空間位置に限定されない。共鳴から外れた大きな周波数および意
図した空間位置からの大きな空間的偏位のあるスピンがいまだ選択されることがありうる
。
【００１８】
　SEMACの空間的選択性を改善するため、本発明は、励起中において、再集束中とは異な
る強さまたは異なる符号または異なる強さおよび異なる符号を使うことを提案する。これ
は、MAVRICについて提案されるのと同様である。励起中に再集束中とは異なる勾配強さを
選ぶこと（図４）で、選択が、励起勾配と再集束勾配の重なりによって画定される空間的
領域に制限される。
【００１９】
　ある側面では、本発明は、中に金属オブジェクトが位置しているオブジェクト、特に検
査対象患者の一部を撮像する、または金属オブジェクトの近傍にある部分を撮像するため
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に適用される。すなわち、何らの手段も講じられなければ、金属オブジェクトは撮像すべ
き部分からの磁気共鳴画像の画像収集に影響しうる。この側面では、制約された撮像領域
は、被験体内の金属オブジェクト（１０２２）までの所定の距離内に位置される。あるい
は、制約された撮像領域が少なくとも部分的に金属オブジェクトを含むよう、制約された
撮像領域が位置される。
【００２０】
　本発明の実施形態は次のような技法を含んでいてもよい。
【００２１】
　・これまで発表されているMAVRIC-SEMACハイブリッドは、相変わらず再集束および励起
に単一スラブ選択勾配強さが使われるので、本願で提案される発明とは本質的に異なって
いる。よって、この技法はMAVRICの体積選択的なバージョンとして提起されはしたが、SE
MACの場合と同様、相変わらず、隔たった、共鳴から外れた信号の折り返しのリスクを伴
う。そして、SEMACと同様に、本願で提案される発明は、隔たった、共鳴から外れた信号
のこの折り返しを避けるために、MAVRIC-SEMACハイブリッド技法に適用することもできる
。
【００２２】
　・位相エンコード・ステップの数を減らし、それにより選択された体積をアンダーサン
プリングすることによって、すべての選択された信号の周波数範囲に依存して、収集速度
と、選択された体積の境界から発する共鳴から外れた信号の潜在的な折り返しのリスクと
の間のトレードオフをすることができる。このトレードオフは、体積選択的なMAVRICに、
共鳴外れ抑制（Off-Resonance　Suppression）のあるSEMACに、また共鳴外れ抑制のあるM
AVRIC-SEMACハイブリッドに適用されうる。
【００２３】
　・諸実施形態は、圧縮センシングと組み合わされてもよい。
【００２４】
　・諸実施形態は、（画像ベースおよびk空間ベース両方の）パラレル・イメージングと
組み合わされてもよい。
【００２５】
　・諸実施形態は、単一MAVRICスペクトル・ビンまたは単一SEMACスライス励起からの画
像の組み合わせから、フル帯域幅の画像を再構成するすべての技法と組み合わされてもよ
い。これらの再構成技法は次のものを含みうる：
○結果として得られる信号がL√ΣI(S(ωI)

L)によって与えられる組み合わせアルゴリズ
ム（たとえば線形結合、平方和組み合わせ、最大輝度投影法（maximum　intensity　proj
ection））
○複素領域における組み合わせ、また絶対値領域における組み合わせ
○モデル当てはめ〔フィッティング〕
○畳み込み解除〔デコンボルーション〕またはぼけ解除〔デブラー〕。
【００２６】
　・発明された技法は、特異値分解を使ったノイズ削減と組み合わせることができる。
【００２７】
　・発明された技法は、スライス当たりの周波数範囲を、よってスライス当たりの必要と
されるSEMAC因子を決定する予備スキャンと組み合わせることができる。
【００２８】
　・発明された技法は、STIRパルスを使う脂肪抑制と組み合わせることができる。
【００２９】
　・発明された技法は、DIXON技法と組み合わせることができる。
【００３０】
　本発明の諸実施形態は、いくつかの応用をもちうる。たとえば、高齢化社会においてま
すます多くの患者が金属インプラントを担持するなか、金属の存在における診断撮像の必
要性は高まっている。マルチスペクトル撮像技法は、金属の存在における診断撮像を可能
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にする強力な手段であり、手術後の患者のための臨床解決策としてなくてはならないもの
である。本発明を使えば、マルチスペクトル撮像技法のスキャン時間が短縮され、そうし
た技法が、金属のまわりの存在における診断撮像のために、より実際的に使用できるよう
になる。金属は、次のものを含むが、これに限定されない。
・コバルトクロム
・チタン
・ステンレス鋼
・酸化ジルコニウム。
【００３１】
　諸実施形態は、数ある中でも次のようなケースなどの診断を含む応用領域にとって有益
となりうる。
・感染症を含む術後合併症、膝、腰、脊椎、肋骨、足首などのための整形外科インプラン
トまたは腫瘍骨再建または固定用プレートおよびねじまたはステントを含みうる金属オブ
ジェクトの存在における周囲の軟組織の健全性の評価。
・鉄配列（iron　disposition）のような超常磁性外来物質。
・弾丸や弾片、たとえば手術、外傷、金属処理産業の職務から帰結するものの存在におけ
る診断撮像。
【００３２】
　また、
・短距離放射線療法などのための介入のための器具のまわりでの撮像
・短距離放射線療法のために埋め込まれたシード
・たとえば生検または脳深部刺激のための針追跡
を含む療法応用や、可能性としては感受性アーチファクトが品質、よって画像の価値を制
限する他の領域にとっても有益となりうる。
【００３３】
　本稿で使われる「コンピュータ可読記憶媒体」は、コンピューティング装置のプロセッ
サによって実行可能な命令を記憶しうる任意の有形記憶媒体を包含する。コンピュータ可
読記憶媒体は、コンピュータ可読の非一時的な記憶媒体と称されることもある。コンピュ
ータ可読記憶媒体は、有体のコンピュータ可読媒体を称されることもある。いくつかの実
施形態では、コンピュータ可読記憶媒体は、コンピューティング装置のプロセッサによっ
てアクセスされることのできるデータも記憶できてもよい。コンピュータ可読記憶媒体の
例は、これに限られないが：フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ハードディスク・ド
ライブ、半導体ハードディスク、フラッシュメモリ、USBサム・ドライブ、ランダム・ア
クセス・メモリ（RAM）、読み出し専用メモリ（ROM）、光ディスク、光磁気ディスクおよ
びプロセッサのレジスタ・ファイルを含む。光ディスクの例は、コンパクト・ディスク（
CD）およびデジタル多用途ディスク（DVD）、たとえばCD-ROM、CD-RW、CD-R、DVD-ROM、D
VD-RWまたはDVD-Rディスクを含む。コンピュータ可読記憶媒体の用語は、ネットワークま
たは通信リンクを介してコンピュータ装置によってアクセスされることのできるさまざま
な型の記録媒体をもいう。たとえば、データはモデムを通じて、インターネットを通じて
またはローカル・エリア・ネットワークを通じて取得されてもよい。
【００３４】
　「コンピュータ・メモリ」または「メモリ」は、コンピュータ可読記憶媒体の例である
。コンピュータ・メモリは、プロセッサにとって直接アクセス可能な任意のメモリである
。コンピュータ・メモリの例は、これに限られないが、RAMメモリ、レジスタおよびレジ
スタ・ファイルを含む。
【００３５】
　「コンピュータ記憶」または「記憶」は、コンピュータ可読記憶媒体の例である。コン
ピュータ記憶は、任意の不揮発性コンピュータ可読記憶媒体である。コンピュータ記憶の
例は、これに限られないが、ハードディスク・ドライブ、USBサム・ドライブ、フロッピ
ー（登録商標）ドライブ、スマートカード、DVD、CD-ROMおよび半導体ハードドライブを
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含む。いくつかの実施形態では、コンピュータ記憶はコンピュータ・メモリであってもよ
いし、逆にコンピュータ・メモリがコンピュータ記憶であってもよい。
【００３６】
　本稿で用いるところの「コンピューティング装置」は、プロセッサを有する任意の装置
を包含する。本稿で用いるところの「プロセッサ」は、プログラムまたは機械実行可能な
命令を実行できる電子コンポーネントを包含する。「プロセッサ」を有するコンピューテ
ィング装置への言及は、二つ以上のプロセッサまたは処理コアを含む可能性があると解釈
されるべきである。プロセッサはたとえば、マルチコア・プロセッサであってもよい。プ
ロセッサはまた、単一コンピュータ・システム内のまたは複数のコンピュータ・システム
の間に分散されたプロセッサの集まりを指すこともある。コンピューティング装置という
用語は、それぞれが単数または複数のプロセッサを有するコンピューティング装置の集合
またはネットワークを指す可能性もあると解釈されるべきである。多くのプログラムはそ
の命令を、同じコンピューティング装置内であってもよく、あるいは複数のコンピューテ
ィング装置を横断して分散されていてもよい複数のプロセッサに実行させる。
【００３７】
　本稿で用いるところの「ユーザー・インターフェース」は、ユーザーまたは操作者がコ
ンピュータまたはコンピュータ・システムと対話することを許容するインターフェースで
ある。「ユーザー・インターフェース」はまた、「ヒューマン・インターフェース装置」
と称されてもよい。ユーザー・インターフェースは情報またはデータを操作者に提供し、
および／または情報またはデータを操作者から受け取ってもよい。ユーザー・インターフ
ェースは操作者からの入力がコンピュータによって受け取れるようにしてもよく、コンピ
ュータからユーザーに出力を提供してもよい。換言すれば、ユーザー・インターフェース
は操作者がコンピュータを制御もしくは操作することを許容してもよく、該インターフェ
ースはコンピュータが操作者の制御または操作の効果を示すことを許容してもよい。デー
タまたは情報のディスプレイまたはグラフィカル・ユーザー・インターフェース上への表
示は、情報を操作者に提供することの例である。キーボード、マウス、トラックボール、
タッチパッド、ポインティング・スティック、グラフィック・タブレット、ジョイスティ
ック、ゲームパッド、ウェブカメラ、ヘッドセット、ギア・スティック、ハンドル、ペダ
ル、ワイヤードグローブ、ダンス・パッド、リモコンおよび加速度計を通じたデータの受
領はみな、操作者からの情報またはデータの受領を可能にするユーザー・インターフェー
ス・コンポーネントの例である。
【００３８】
　本稿で用いるところの「ハードウェア・インターフェース」は、コンピュータ・システ
ムのプロセッサが外部のコンピューティング装置および／または装置と対話するおよび／
またはこれを制御することを可能にするインターフェースを包含する。ハードウェア・イ
ンターフェースは、プロセッサが、制御信号または命令を外部のコンピューティング装置
および／または装置に送ることを許容してもよい。ハードウェア・インターフェースは、
プロセッサが、外部のコンピューティング装置および／または装置とデータを交換するこ
とを可能にしてもよい。ハードウェア・インターフェースの例は、これに限られないが、
ユニバーサル・シリアル・バス、IEEE1394ポート、パラレル・ポート、IEEE1284ポート、
シリアル・ポート、RS-232ポート、IEEE-488ポート、ブルートゥース接続、無線ローカル
・エリア・ネットワーク接続、TCP/IP接続、イーサネット（登録商標）接続、制御電圧イ
ンターフェース、MIDIインターフェース、アナログ入力インターフェースおよびデジタル
入力インターフェースを含む。
【００３９】
　磁気共鳴（MR:　Magnetic　Resonance）データは、本稿では、磁気共鳴撮像スキャンの
間に磁気共鳴装置のアンテナによって原子スピンによって放出された高周波信号の記録さ
れた測定として定義される。磁気共鳴撮像（MRI:　Magnetic　Resonance　Imaging）画像
は本稿では、磁気共鳴撮像データ内に含まれる解剖学上のデータの再構成された二次元も
しくは三次元の視覚化として定義される。この視覚化はコンピュータを使って実行できる
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。
【００４０】
　ある側面では、本発明は、被験体から磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システム
を有する医療装置を提供する。磁気共鳴データは撮像ゾーンから収集される。本医療装置
はさらに、本医療装置を制御するプロセッサを有する。本医療装置はさらに、プロセッサ
による実行のための機械実行可能命令を記憶するメモリを有する。該命令の実行は、プロ
セッサに、マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドを生
成させる。本稿で用いるところのパルス・シーケンスは、時間の関数として磁気共鳴撮像
システムによって実行されるべき一組の動作を包含する。本質的には、パルス・シーケン
スは、磁気共鳴撮像システムの機能を制御するための一組の高レベル命令である。パルス
・シーケンスを磁気共鳴撮像システムを制御するコマンドに変換するために、ソフトウェ
ア・モジュールなどが使用されてもよい。マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスは、
磁気共鳴撮像システムにマルチスペクトル撮像を実行させるパルス・シーケンスである。
マルチスペクトル撮像は、いくつかの異なる周波数上で実行される。撮像は、共鳴ピーク
上および共鳴周波数ピークからぎりぎり外れた諸周波数において実行される。
【００４１】
　パルス・シーケンスは、制約された撮像領域からの磁気共鳴データを選択的にエンコー
ドする。すなわち、パルス・シーケンスは、制約された撮像領域の外部のスピンを除外す
るよう、制約された撮像領域内のスピンをエンコードするよう適応される。撮像ゾーンは
制約された撮像領域を含む。パルス・シーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配
を含む。励起磁場勾配および再集束磁場勾配は異なる複数性および／または異なる大きさ
をもつ。本稿で用いるところの励起磁場勾配は、撮像ゾーン内のスピンの配向を操作する
高周波パルスの間に磁気共鳴撮像システムによって生成される磁場勾配を包含する。本稿
で用いるところの再集束磁場勾配は、撮像ゾーン内の磁性スピンを再集束させる磁場勾配
を包含する。特に、再集束磁場勾配は、磁気共鳴データの収集の直前に加えられる。異な
る複数性および／または異なる大きさをもつ励起磁場勾配および再集束磁場勾配を使うこ
との効果は、これが制約された撮像領域の選択であるということである。
【００４２】
　前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴制御コマンドを磁気共鳴撮像システ
ムに送らせる。これは、磁気共鳴撮像システムに、磁気共鳴データを収集させてもよい。
前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴撮像システムから磁気共鳴データを受
領させる。前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴データを使って制約された
撮像領域の磁気共鳴画像を再構成させる。本発明の諸実施形態は、制約された撮像領域か
らの撮像データの位置を許容し、制約された撮像領域外のスピンからの磁気共鳴信号が磁
気共鳴画像中にアーチファクトや歪みを引き起こさないような仕方で収集がされるので、
有利となりうる。
【００４３】
　もう一つの実施形態では、前記命令の実行はさらに、プロセッサに、被験体内の金属オ
ブジェクトまでの所定の距離以内の制約された撮像領域を位置付けさせる。いくつかの実
施形態では、プロセッサは、磁気共鳴撮像システムに予備スキャンを取得させる。前記装
置は、次いで予備スキャン内の金属オブジェクトを位置付けし、次いで該金属オブジェク
トに隣接するまたは該金属オブジェクトまでの所定の距離内の制約された撮像領域を位置
付けしてもよい。金属オブジェクトはB0場の歪みを引き起こすことがあり、よって金属オ
ブジェクトに隣接する磁気共鳴画像におけるアーチファクトまたは歪みを引き起こしうる
ので、この実施形態は有益となりうる。しかしながら、特許請求されるマルチスペクトル
撮像パルスは、金属オブジェクトに隣接する画像の歪みを防止するために適応される。
【００４４】
　もう一つの実施形態では、前記命令の実行はさらに、プロセッサに、制約された撮像領
域が金属オブジェクトを少なくとも部分的に含むよう、制約された撮像領域を位置付けさ
せる。この実施形態は、金属オブジェクトを少なくとも部分的に囲む組織の撮像を許容す
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るので有益となりうる。たとえば、腰インプラントまたは他の金属デバイスを囲む組織が
調査できる。
【００４５】
　もう一つの実施形態では、磁気共鳴撮像システムは、B0磁場を生成する磁石（１００４
）を有する。B0磁場は、主磁場と称されてもよい。B0磁場は、撮像ゾーン内の磁気スピン
を整列させるためのものである。B0磁場の不均一性は、再構成される磁気共鳴画像におけ
るアーチファクトにつながりうる、磁気スピンにおける位相エンコード誤差を引き起こし
うる。
【００４６】
　前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴撮像システムに予備的磁気共鳴デー
タを収集させる予備的磁気共鳴制御コマンドを生成させる。前記命令の実行はさらに、プ
ロセッサに、予備的な磁気共鳴画像を再構成させる。前記命令の実行はさらに、プロセッ
サに、予備的な磁気共鳴画像を使って撮像ゾーン内のB0不均一性領域を同定させる。B0不
均一性領域は、B0場が所定の磁場強さから所定量より大きく異なる領域である。前記命令
の実行はさらに、プロセッサに、制約された撮像領域を、少なくとも部分的に、B0不均一
性領域内に位置付けさせる。
【００４７】
　予備的な磁気共鳴画像は、プロトン密度画像または撮像ゾーン内のB0場のマップであっ
てもよい。よって、予備的磁気共鳴データは、通常のプロトン密度強調データであっても
よいし、あるいはB0場を記述するデータを含む磁気共鳴データであってもよい。たとえば
、DIXON　B0マッピングが実行されてもよい。プロトン密度強調画像では、感受性効果を
引き起こす多様な構造が同定されうる。感受性効果は、主磁場（B0場）における誘起され
た変動につながる。これは、解剖学的構造（たとえば肺）、衣服、スキャナ・アクセサリ
ー、金属または非金属の介入設備、金属オブジェクトおよび金属または非金属のインプラ
ントを含むがこれに限られない多くのことに起因しうる。B0密度画像においてB0不均一性
領域を同定するためには、標準的な画像セグメンテーション技法が使用されてもよい。プ
ロトン密度画像では、セグメンテーションされたオブジェクトが、B0不均一性を予測する
ために使われる。
【００４８】
　もう一つの実施形態では、マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスは、MAVRICパルス
・シーケンスである。MAVRICは、Multi-Acquisition　Variable　Resonance　Image　Com
bination（複数収集可変共鳴画像結合）の略である。MAVRICパルス・シーケンスは、励起
される帯域幅を制限するときに歪みおよびアーチファクトを最小化する。次いで、MAVRIC
は、全スペクトル範囲をカバーするために複数の共鳴周波数オフセットを使う。
【００４９】
　もう一つの実施形態では、MAVRICパルス・シーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁
場勾配のうち一つのみが大きさゼロをもつ。
【００５０】
　もう一つの実施形態では、MAVRICパルス・シーケンスについて、励起磁場勾配および再
集束磁場勾配が反対の極性をもつ。
【００５１】
　もう一つの実施形態では、マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスはSEMACパルス・
シーケンスである。SEMACはSlice-Encoding　for　Metal　Artifact　Correction（金属
アーチファクト補正のためのスライス・エンコード）の略である。SEMACは視野角傾斜技
法に基づいて歪みアーチファクトを補正し、スライス方向での追加的な位相エンコードを
使うことによって、分解された（resolved）励起プロファイルを実際のボクセル位置に整
列させる。本質的には、SEMAC技法は、磁場不均一性に対して、励起された各スライスの
エンコードを使って金属アーチファクトを補正する。スライス・エンコードは、追加的な
z位相エンコードのあるいくつかの実施形態では視野角傾斜スピンエコー・シーケンスを
拡張することによって達成できる。
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【００５２】
　もう一つの実施形態では、SEMACパルス・シーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁
場勾配のうち一つのみが大きさゼロをもつ。
【００５３】
　もう一つの実施形態では、SEMACパルス・シーケンスについて、励起磁場勾配および再
集束磁場勾配が反対の極性をもつ。
【００５４】
　もう一つの実施形態では、前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴撮像シス
テムに予備的磁気共鳴データを収集させる予備スキャン磁気共鳴制御コマンドを生成させ
る。予備的磁気共鳴データは、制約された撮像領域を表す。前記命令の実行はさらに、プ
ロセッサに、予備スキャン磁気共鳴画像を再構成させる。前記命令の実行はさらに、プロ
セッサに、予備スキャン磁気共鳴画像を使って、制約された撮像領域を選択する位相エン
コード因子を決定させる。この実施形態は、SEMACパルス・シーケンスが、制約された撮
像領域内のデータを収集するために最適化されうるので有利である。
【００５５】
　もう一つの実施形態では、パルス・シーケンスは、圧縮センシングを組み込む。この実
施形態では、完全なk空間はサンプリングされない。圧縮センシングでは、以前に収集さ
れた磁気共鳴画像が、のちに収集される画像を部分的に再構成するために使われる。これ
は、被験体に動きがあって素速く画像を収集することが望ましい状況において、特に有用
となりうる。
【００５６】
　もう一つの実施形態では、パルス・シーケンスはパラレル・イメージングを組み込む。
【００５７】
　もう一つの実施形態では、パルス・シーケンスは脂肪抑制のための反転パルスを組み込
む。
【００５８】
　もう一つの実施形態では、前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴データを
使ってフル帯域幅画像を再構成させる。マルチスペクトル撮像技法では、画像の異なる領
域が異なるスペクトル範囲で収集されうる。フル画像は、異なるスペクトル範囲で収集さ
れる画像の異なる部分を取得することによって再構成できる。
【００５９】
　もう一つの実施形態では、前記命令の実行はさらに、プロセッサに、特異値分解を使っ
て磁気共鳴画像におけるノイズ削減を実行させる。
【００６０】
　もう一つの側面では、本発明は、医療装置を制御する機械実行可能命令を有するコンピ
ュータ・プログラム・プロダクトを提供する。コンピュータ・プログラム・プロダクトは
たとえばコンピュータ可読記憶媒体に記憶されていてもよい。前記医療装置は、被験体か
ら磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システムを有する。磁気共鳴データは撮像ゾー
ンから収集される。前記命令の実行は、プロセッサに、マルチスペクトル撮像パルス・シ
ーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドを生成させる。パルス・シーケンスは、制約され
た撮像領域からの磁気共鳴データを選択的にエンコードする。前記撮像ゾーンは前記制約
された撮像領域を含む。パルス・シーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配を含
む。励起磁場勾配および再集束磁場勾配は異なる複数性および／または異なる大きさをも
つ。前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴制御コマンドを磁気共鳴撮像シス
テムに送らせる。前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴撮像システムから磁
気共鳴データを受領させる。前記命令の実行はさらに、プロセッサに、磁気共鳴データを
使って、制約された撮像領域の磁気共鳴画像を再構成させる。
【００６１】
　もう一つの側面では、本発明は、医療装置を制御する方法を提供する。同様に、本発明
は、医療装置を制御するコンピュータ実装する方法をも提供する。前記医療装置は、被験
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体から磁気共鳴データを収集する磁気共鳴撮像システムを有する。磁気共鳴データは撮像
ゾーンから収集される。本方法は、マルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁
気共鳴制御コマンドを生成する段階を含む。パルス・シーケンスは、制約された撮像領域
からの磁気共鳴データを選択的にエンコードする。前記撮像ゾーンは前記制約された撮像
領域を含む。パルス・シーケンスは、励起磁場勾配および再集束磁場勾配を含む。励起磁
場勾配および再集束磁場勾配は異なる複数性および／または異なる大きさをもつ。本方法
はさらに、磁気共鳴制御コマンドを磁気共鳴撮像システムに送る段階を含む。本方法はさ
らに、磁気共鳴撮像システムから磁気共鳴データを受領する段階を含む。本方法はさらに
、磁気共鳴データを使って、制約された撮像領域の磁気共鳴画像を再構成する段階を含む
。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
　下記では、本発明の好ましい実施形態について、単に例として、図面を参照して、述べ
る。
【図１】本発明のある実施形態に基づく方法を示す流れ図を示している。
【図２】励起中の勾配および再集束のための反対の勾配をもつMAVRIC収集についてのB0-z
図である。
【図３】励起中の勾配をもつMAVRIC収集についてのB0-z図である。
【図４】図２に呈示されたものと同様の、体積選択のあるMAVRIC収集についてのB0-z図で
ある。
【図５】本発明のある実施形態に基づく、SEMAC共鳴外れ抑制パルス・シーケンスについ
てのB0-z図である。
【図６】標準的なSEMACパルス・シーケンスの一部についてのパルス図である。
【図７】本発明のある実施形態に基づく、SEMAC共鳴外れ抑制パルス・シーケンスについ
てのパルス図である。
【図８】標準的なMAVRICパルス・シーケンスについてのパルス・シーケンス図である。
【図９】本発明のある実施形態に基づく、選択的MAVRICパルス・シーケンスを示す図であ
る。
【図１０】本発明のある実施形態に基づく医療装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　これらの図面における同様の符号を付けた要素は、等価な要素であるかまたは同じ機能
を実行する。先に論じた要素は、機能が等価であればのちの図では必ずしも論じられない
。
【００６４】
　図１は、本発明のある実施形態に基づく方法を示す流れ図である。ステップ１では、マ
ルチスペクトル撮像パルス・シーケンスを使って磁気共鳴制御コマンドが生成される。パ
ルス・シーケンスは、制約された撮像領域からの磁気共鳴データを選択的にエンコードす
る。ステップ１０２では、磁気共鳴制御コマンドが磁気共鳴撮像システムに送られる。ス
テップ１０４では、磁気共鳴データが磁気共鳴撮像システムから受領される。最後に、ス
テップ１０６では、磁気共鳴データを使って、制約された領域について、磁気共鳴画像が
再構成される。
【００６５】
　図２は、励起中の勾配および再集束のための反対の勾配をもつMAVRIC収集についてのB0
-z図である。B0軸は２００とラベル付けされている。z軸は２０２とラベル付けされてい
る。矢印２０４は励起厚さを示す。矢印２０６はデータが収集されたz方向における領域
広がりを示す。２０８とラベル付けされた平行四辺形は、励起中のB0,z空間の領域を表す
。２１０とラベル付けされた平行四辺形は、再集束勾配中のB0,z空間を示す。励起２０８
および再集束勾配２１０によって画定される菱形様の領域は、制約された撮像領域２１２
に対応する。この画像は、言語のある実施形態に基づくMAVRICパルス・シーケンスが、制
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約された撮像領域２１２を選択的に選択するためにどのように使用されうるかを示す。B0
軸２００に平行な諸水平線は、z方向における位相エンコードされた空間を示す。
【００６６】
　図３は、励起中の勾配のあるMAVRIC収集についてのB0-z図である。この収集方式では、
再集束は勾配なしで行われる。他の実施形態では、別の方式は、勾配なしの励起および勾
配のある再集束を含んでいてもよい。この場合における励起勾配によって選択されたB0,z
空間の領域は、３０８とラベル付けされ、収束勾配によるものは３１０とラベル付けされ
ている。このスキャンでは、励起勾配および再集束勾配３１０による選択が、制約された
撮像領域２１２を画定する。
【００６７】
　図４は、図２に呈示したのと同様の体積選択をもつMAVRIC収集についてのB0-z図である
。この場合、選択される体積は単一スライスに帰着され、そのため面を通じた（through-
plane）方向での位相エンコードを実行する必要はなくなる。これは二次元MAVRIC収集に
つながる。励起勾配によって選択されるB0,z空間中の領域は４０８とラベル付けされてお
り、再集束勾配によって選択されるB0,z空間中の領域は４１０とラベル付けされる。励起
および再集束勾配は制約された撮像領域２１２を画定する。
【００６８】
　図５は、SEMAC共鳴外れ抑制（SEMAC-ORS:　SEMAC　Off-Resonance　Suppression）とし
て知られる、共鳴外れ抑制のあるSEMACパルス・シーケンスについてのB0-z図である。こ
の実施形態では、励起勾配は再集束勾配よりやや強い。同じ概略図は、共鳴外れ抑制を使
うSEMAC-MAVRICハイブリッドを示すためにも使用されうる。励起勾配によってエンコード
される領域は５０８とラベル付けされる。５１０とラベル付けされる領域は再集束勾配に
よってエンコードされる領域である。これら二つの勾配の組み合わせが、制約された撮像
領域２１２を画定する。共鳴外れ信号がない場合には、この制約された撮像領域の広がり
は、励起厚さを画定する矢印２０４によって示される領域となる。
【００６９】
　図６は、標準的なSEMACパルス・シーケンス６００の一部についてのパルス図である。
このパルス図では、m勾配６０２、p勾配６０４、s勾配６０６および印加されるRF励起６
０８が示されている。s勾配６０６は選択（select）勾配である。s勾配６０６内には、励
起勾配６１０および再集束勾配６１２およびVAT勾配が示されている。この例では、励起
勾配６１０および再集束勾配６１２は同じ大きさをもつ。
【００７０】
　図７は、図６に示したのと似たパルス・シーケンス７００を示している。この場合、図
６のSEMACパルス・シーケンスは、本発明のある実施形態に基づくSEMAC-ORSパルス・シー
ケンスとなるよう変更されている。励起勾配は７１０とラベル付けされ、再集束勾配は７
１２とラベル付けされ、VAT勾配は７１４とラベル付けされている。この場合、励起勾配
７１０および再集束勾配７１２はもはや同じ大きさはもたない。図７のパルス・シーケン
スは、図５に示したものと同様のサンプリング方式につながる。
【００７１】
　図８は、標準的なMAVRICパルス・シーケンスについてのパルス・シーケンス図を示して
いる。s勾配６０６において励起および再集束勾配がないことを注意しておくべきである
。
【００７２】
　図９は、本発明のある実施形態に基づく選択的なMAVRICパルス・シーケンス９００を示
している。図８のパルス・シーケンス８は、今や逆極性の励起勾配９１０および再集束勾
配９１２があるよう修正されている。これは、図４に示したものと同様のサンプリング方
式につながる。
【００７３】
　図１０は、本発明のある実施形態に基づく医療装置１０００の例を示す。医療装置１０
００は磁気共鳴撮像システム１００２を有する。磁気共鳴撮像システム１００２は磁石１
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００４を有する。磁石１００４は、ボア１００６が貫通している円筒型の超伝導型磁石１
００４である。磁石１００４は超伝導コイルとともに液体ヘリウム冷却されたクライオス
タットを有する。永久磁石または抵抗のある磁石を使うことも可能である。複数の異なる
型の磁石の使用も可能である。たとえば、分離円筒型磁石およびいわゆる開放型磁石の両
方を使うことも可能である。分離円筒型磁石は、磁石のアイソ面（iso-plane）へのアク
セスを許容するためにクライオスタットが二つのセクションに分離されているほかは、標
準的な円筒型磁石と同様である。そのような磁石はたとえば、荷電粒子ビーム療法との関
連で使用されることがある。開放型磁石は一方が他方の上にある二つの磁石セクションを
もち、その間の空間は被験体を受け入れるのに十分大きい。二つのセクションの配置はヘ
ルムホルツ・コイルと同様である。開放型磁石は、被験者が閉じ込められた感じを受けに
くいので人気がある。円筒型磁石のクライオスタット内部には、超伝導コイルの集合があ
る。円筒型磁石１００４のボア１００６内には、磁場が磁気共鳴撮像を実行するために十
分強くかつ一様である撮像ゾーン１００８がある。
【００７４】
　磁石のボア１００６内にはまた、磁石１００４の撮像ゾーン１００８内の磁気スピンを
空間エンコードするよう磁気共鳴データの取得のために使われる一組の傾斜磁場コイル〔
磁場勾配コイル〕１０１０もある。傾斜磁場コイル１０１０は傾斜磁場コイル電源１０１
２に接続されている。傾斜磁場コイル１０１０は代表的であることが意図されている。典
型的には、傾斜磁場コイル１０１０は、三つの直交する空間方向における空間エンコード
のために、三つの別個の組のコイルを含む。傾斜磁場電源は傾斜磁場コイルに電流を供給
する。傾斜磁場コイル１０１０に供給される電流は、時間の関数として制御され、ランプ
状またはパルス状にされてもよい。
【００７５】
　撮像ゾーン１００８に隣接して、撮像ゾーン１００８内の磁気スピンの配向を操作する
ためおよびやはり撮像ゾーン１００８内のスピンからの電波送信を受信するための高周波
コイル１０１４がある。高周波アンテナは複数のコイル要素を含んでいてもよい。高周波
アンテナはチャネルまたはアンテナと称されてもよい。高周波コイル１０１４は高周波ト
ランシーバ１０１６に接続される。高周波コイル１０１４および高周波トランシーバ１０
１６は、別個の送信および受信コイルならびに別個の送信機および受信機によって置き換
えられてもよい。高周波コイル１０１４および高周波トランシーバ１０１６は代表的であ
ることは理解される。高周波コイル１０１４は専用の送信アンテナおよび専用の受信アン
テナをも代表することが意図されている。同様に、トランシーバ１０１６は別個の送信機
および受信機を表していてもよい。
【００７６】
　被験体１０１８は磁石１００４のボア１００６内の被験体台１０２０上に置かれる。被
験体１０１８は、部分的に撮像ゾーン１００８内に位置される。被験体はその中に金属オ
ブジェクト１０２２を有している。金属オブジェクト１０２２の隣に制約された撮像領域
１０２４がある。金属オブジェクト１０２２は磁石１００４によって生成されるB0場の歪
みを引き起こす。金属オブジェクト１０２２はB0場における歪みを生成するものの、医療
装置１０００は、制約された撮像領域１０２４からのアーチファクト画像を収集すること
ができる。傾斜磁場コイル電源１０１２およびトランシーバ１０１６はコンピュータ・シ
ステム１０２６のハードウェア・インターフェース１０２８に接続されている。コンピュ
ータ・システム１０２６はさらに、プロセッサ１０３０を有する。プロセッサ１０３０は
、ハードウェア・インターフェース１０２８、ユーザー・インターフェース１０３４、コ
ンピュータ記憶１０３６およびコンピュータ・メモリ１０３８に接続される。
【００７７】
　コンピュータ記憶１０３６はマルチスペクトル撮像シーケンス１０４０を含むものとし
て示されている。コンピュータ記憶１０３６はさらに、マルチスペクトル撮像シーケンス
１０４０から生成された磁気共鳴制御コマンド１０４２を含むものとして示されている。
コンピュータ記憶１０３６はさらに、磁気共鳴撮像システム１００２によって磁気共鳴制
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御コマンド１０４２を使って収集された磁気共鳴データ１０４４を含むものとして示され
ている。コンピュータ記憶１０３６はさらに、磁気共鳴データ１０４４を使って制約され
た撮像領域１０２４の磁気共鳴画像１０４６を含むものとして示されている。コンピュー
タ記憶１０３６はさらに、項目１０４８、１０５０、１０５２、１０５４および１０５６
を含むものとして示されている。これらの項目はすべての実施形態において存在するわけ
ではない。項目１０４８は、予備スキャン磁気共鳴制御コマンドである。項目１０５０は
、予備スキャン磁気共鳴制御コマンド１０４８を使って収集される予備スキャン磁気共鳴
データ１０５０である。項目１０５２は、予備スキャン磁気共鳴データ１０５０を使って
生成された予備スキャン磁気共鳴画像である。コンピュータ記憶１０３６は、予備スキャ
ン磁気共鳴画像１０５２を使って生成されたSEMACパルス・シーケンスのための位相エン
コード因子１０５４を示している。コンピュータ記憶１０３６はさらに、複数の制約され
た撮像領域の集合から再構成されたフル帯域幅画像１０５６を含むものとして示されてい
る。各制約された撮像領域は、別個の周波数を使って取得される。フル帯域幅（full　ba
ndwidth）とは、異なる周波数領域からのこれらの画像がフル画像に組み合わされること
を意味する。
【００７８】
　コンピュータ記憶１０３６はさらに、予備的磁気共鳴データ１０５３、予備的な磁気共
鳴画像１０５５および予備的な磁気共鳴画像１０５５において同定されたB0不均一性領域
の位置１０５７を含むものとして示されている。いくつかの実施形態では、予備的な磁気
共鳴画像はB0マップである。
【００７９】
　コンピュータ・メモリ１０３８は、制御モジュール１０５８を含むものとして示されて
いる。制御モジュール１０５８は、医療装置１０００の動作および機能を制御するための
コンピュータ実行可能なコードを含む。コンピュータ・メモリ１０３８はさらに、コマン
ド生成モジュール１０６０を含むものとして示されている。コマンド生成モジュール１０
６０は、磁気共鳴制御コマンド１０４２および予備スキャン磁気共鳴制御コマンド１０４
８およびパルス・シーケンス１０４０からの予備的な磁気共鳴制御コマンドを生成するよ
う適応される。コンピュータ・メモリ１０３８はさらに、画像再構成モジュール１０６２
を含むものとして示されている。画像再構成モジュール１０６２は、磁気共鳴データ１０
４４、１０５０、１０５３から磁気共鳴画像１０４６、１０５２、１０５５を再構成する
ためのコンピュータ実行可能なコードを含む。コンピュータ・メモリ１０３８はさらに、
位相エンコード因子決定モジュール１０６４を含むものとして示されている。位相エンコ
ード因子決定モジュール１０６４は、予備スキャン磁気共鳴画像１０５２から位相エンコ
ード因子１０５４を計算するためのコンピュータ実行可能なコードを含む。コンピュータ
・メモリ１０３８はさらに、フル帯域幅画像再構成モジュール１０６６を含むものとして
示されている。フル帯域幅画像再構成モジュール１０６６は、フル帯域幅画像１０５６を
再構成するために使われるコンピュータ実行可能なコードを含む。
【００８０】
　コンピュータ・メモリ１０３８はさらに、画像セグメンテーション・モジュール１０６
８を含むものとして示されている。画像セグメンテーション・モジュール１０６８は、い
くつかの実施形態では、B0場不均一性を生じる、磁気共鳴画像１０５５中のオブジェクト
を同定するために存在していてもよい。B0不均一性領域の位置は、画像セグメンテーショ
ン・モジュール１０６８を使って同定および選択された。
【００８１】
　本発明について、図面および以上の記述において詳細に図示および説明してきたが、そ
のような図示および説明は制約ではなく例解または例示するものと考えられるべきである
。本発明は開示されている実施形態に限定されるものではない。
【００８２】
　図面、本開示および付属の請求項を吟味することから、開示されている実施形態への他
の変形が、特許請求される発明を実施する際に当業者によって理解され、実施されること
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ができる。請求項において、「有する／含む」の語は他の要素やステップを排除するもの
ではなく、単数形の表現は複数を排除するものではない。単一のプロセッサまたは他のユ
ニットが、請求項において記載されているいくつかの項目の機能を充足してもよい。ある
種の施策が互いに異なる従属請求項に記載されているというだけの事実がそれらの施策の
組み合わせが有利に使用できないことを示すものではない。コンピュータ・プログラムは
、他のハードウェアと一緒にもしくは他のハードウェアの一部として供給される光学式記
憶媒体または半導体媒体のような好適な媒体上で記憶／頒布されてもよいが、インターネ
ットまたは他の有線もしくは無線の遠隔通信システムを介するなど他の形で頒布されても
よい。請求項に参照符号があったとしても、範囲を限定するものと解釈すべきではない。
【符号の説明】
【００８３】
２００　B0軸
２０２　z軸
２０４　励起厚さ
２０６　収集されたB0,z
２０８　励起勾配
２１０　再集束勾配
２１２　制約された撮像領域
３０８　励起勾配
３１０　再集束勾配
４０８　励起勾配
４１０　再集束勾配
５０８　励起勾配
５１０　再集束勾配
６００　SEMACパルス・シーケンス
６０２　M勾配
６０４　P勾配
６０６　S勾配
６０８　RF励起パルス
６１０　励起勾配
６１２　再集束勾配
６１４　VAT勾配
７００　SEMAC-ORSパルス・シーケンス
７１０　励起勾配
７１２　再集束勾配
７１４　VAT勾配
８００　MAVRICパルス・シーケンス
９００　選択的MAVRICパルス・シーケンス
９１０　励起勾配
９１２　再集束勾配
１０００　医療装置
１００２　磁気共鳴撮像システム
１００４　磁石
１００６　磁石のボア
１００８　撮像ゾーン
１０１０　傾斜磁場コイル
１０１２　傾斜磁場コイル電源
１０１４　高周波コイル
１０１６　トランシーバ
１０１８　被験体
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１０２０　被験体台
１０２２　金属オブジェクト
１０２４　制約された撮像領域
１０２６　コンピュータ・システム
１０２８　ハードウェア・インターフェース
１０３０　プロセッサ
１０３２　ユーザー・インターフェース
１０３４　ユーザー・インターフェース
１０３６　コンピュータ記憶
１０３８　コンピュータ・メモリ
１０４０　マルチスペクトル撮像パルス・シーケンス
１０４２　磁気共鳴制御コマンド
１０４４　磁気共鳴データ
１０４６　磁気共鳴画像
１０４８　予備スキャン磁気共鳴制御コマンド
１０５０　予備スキャン磁気共鳴データ
１０５２　予備スキャン磁気共鳴画像
１０５３　予備的な磁気共鳴データ
１０５４　位相エンコード因子
１０５５　予備的な磁気共鳴画像
１０５６　フル帯域幅画像
１０５７　B0不均一性領域
１０５８　制御モジュール
１０６０　コマンド生成モジュール
１０６２　画像再構成モジュール
１０６４　位相エンコード因子決定モジュール
１０６６　フル帯域幅画像再構成モジュール
１０６８　画像セグメンテーション・モジュール
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