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明 細 書

発 明の 名称 ：磁 気 共 鳴 イ メー ジ ング装 置 及 び S A R 調 整 方 法

技 術 分 野

[0001 ] 本 発 明 は 、磁 気 共 鳴 イ メー ジ ング （以 下 、 「MRI 」 とい う）装 置 に お いて 、撮

像 の 際 に被 検 体 が 吸収 す る電磁 波 エ ネル ギ ー を表 す 指 標 の 一 つ で あ る SARを調

整 す る技 術 に 関す る。

背景 技 術

[0002] MRI 装 置 は 、被 検 体 、特 に人体 の組 織 を構 成 す る原 子 核 ス ピンが発 生 す る核

磁 気 共 鳴 （以 下 、關 R) 信 号 を計 測 し、 そ の 頭 部 、腹 部 、 四肢 等 の 形 態 や機 能 を

2次 元 的 に或 い は 3次 元 的 に画 像 化 す る装 置 で あ る。撮 像 に お いて は 、關 R信 号

に は 、傾 斜 磁 場 に よ って異 な る位 相 ェ ン コ一 ドが 付 与 され る と と もに周 波 数

エ ン コー ドされ て 、 時 系 列 デー タ と して計 測 され る。計 測 され た關 R信 号 は 、

2次 元 又 は 3次 元 フー リェ変 換 され る こ とに よ り画 像 に再 構 成 され る。

[0003] 上 記 MRI 装 置 で は 、核 磁 気 共 鳴現 象 を誘 起 す るた め に 、被 検 体 に電磁 波 で あ

る高 周 波磁 場 パ ル ス （以 下 、 「RFパ ル ス 」 とい う）が 照 射 され る。 そ こで 、 MRI

装 置 を使 用 す る際 の 臨 床 上 の 安 全 基 準 の 一 つ と して被 検 体 が 吸収 す る電磁 波

エ ネル ギ ー が あ る。 I EG60601-2-33, 2 nded i t i o nに よ る と、単 位 時 間 、単 位 質

量 あた りの 電磁 波 エ ネル ギ ー の 吸収 量 を SAR p ec i f i c Absorpt i o n gate) と し

て 、次 式 の よ うに定 義 し、被 検 体 に それ らの 上 限 値 以上 の 電磁 波 が 照 射 され

な い よ うに制 限 して い る。

全 身 SAR[W/kg]

身体部分

局 所 & i [『 / た ] = 任 意 のlOg に 吸 収 され る単位 時 た りのエ ネ ル ギー (3)



ここで、全身SARとは、被検体全身に吸収 され る電磁波エネルギー を被検体

の質量で割 った ものであ り、身体部分 SARとは、被検体の所望部位 に吸収 され

る電磁波エネルギー を被検体の所望部位の質量で割 った ものであ り、局所SAR

とは、任意の 10gに吸収 され る単位時間当た りの電磁波エネルギーである。

[0004] 特許文献 1には、被検体の体格情報か ら算出 された身体部分 SARとその上限

値 とを比較 し、上限値 を超 える場合には撮像条件 を変更す るように操作者 に

促す手法が記載 されている。

[0005] また、特許文献2には、撮像部位ではな く実際にRFパルスが照射 され る身体

部分か ら最適な身体部分 SARの上限値 を算出す る手法が記載 されている。

先行技術文献

特許文献

[0006] 特許文献 1 ：特開2006-95278 号公報

特許文献2 ：特開2009-72571 号公報

特許文献3 ：国際公開W0201 0001 747号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0007] しか しなが ら、特許文献 1および2では、SARが上限値 を超 える場合に、撮像

条件 を変更せずにSARを低減す る方法に関 して配慮が されていない。撮像条件

を変更す ると所望の画質 （コン トラス ト等）を有す る画像の取得が困難 となる

場合が生 じる。

[0008] そ こで本発明の 目的は、MRI 装置 を用 いた撮像の際に、SARが上限値 を超 え

る場合に、予め設定 された撮像条件 を変更せず、且つ、SARの制限内で所望の

撮像 を行なえる技術 を提供す ることである。

課題 を解決するための手段

[0009] 上記 目的を達成す るために、本発明は、複数のパルスシーケンスを組み合

わせて行 う被検体の撮像 において、パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化

を表す SARグラフを表示 して、パルスシーケンスのSAR予測値力《SAR上限値 と同



じか超 える場合に、そのようなパルスシーケンスの入れ替 え又は待ち時間の

揷入 を行 う。

[001 0] 具体的には、本発明のMRI 装置 は、複数のパルスシーケンスを組み合わせて

行 う被検体の撮像 において該被検体へのRF/《ルスの照射 を制御す るRF/《ルス

制御部 と、RFパルスの照射によ り、被検体 に吸収 され る電磁波エネルギーの

予測値であるSAR予測値 を計算す るSAR演算部 と、SAR予測値がその上限値未満

となるように、複数のパルスシーケンスの実行 を調整す るSAR調整部 と、SAR

予測値 を表示す る表示部 と、を備 え、SAR演算部は、パルスシーケンスのSAR

予測値の時間変化 を求め、パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を表す SA

Rグラフを作成 して表示部に該 SARグラフを表示 させ るSARグラフ表示制御部 を

備 えた ことを特徴 とす る。

[001 また、本発明のSAR調整方法は、複数のパルスシーケンスを組み合わせて行

う被検体の撮像 においてパルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を求めるス

テ ツプと、パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を表す SARグラフを表示

す るステ ップと、複数のパルスシーケンスの内の移動可能な/ 《ルスシ一ケン

スの入れ替 え、又は、複数のパルスシーケンスのいずれかの間に待ち時間を

揷入す るステ ップと、パルスシーケンスの入れ替 え又待ち時間の揷入後のパ

ルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を再計算す るステ ップと、パルスシ一

ケンスの入れ替 え又待ち時間の挿入 と、再計算 されたSAR予測値 と、を表す よ

うにSARグラフを更新す るステ ップと、を備 えた ことを特徴 とす る。

発明の効果

[001 2] 本発明のMRI 装置及びSAR調整方法 によれ ば、SARが上限値 を超 える場合に

、予め設定 された撮像条件 を変更せず、且つ、SARの制限内で所望の撮像 を行

うことができる。

図面の簡単な説明

[001 3] [ 図 1] 本発明に係 るMRI 装置の一実施例の全体構成 を示す ブロック図

[図2] 実施例 1に係 る演算処理部の各機能 を表す機能 ブロック図

[図3] 5つのパルスシーケンスを組み合わせて成 るプロ トコル を実行す る場合



のSAR予測値の時間変化 を表す SARグラフを表す図

[図4] 図3のパルスシーケンス2と3の順序 を入れ替 え、入れ替 え後のパルスシ

—ケ ンス 3以降のSAR予測値 を再計算 したSARグラフ を表す図

[図5] 図4のパルスシーケンス4と5との間に待ち時間を挿入 した後のSAR予測値

を再計算 したSARグラフ を表す図

[図6] SARグラフ（右図）とプロ トコル構成図 （左図）とを、各パルスシーケンス

の表示幅 （時間幅）を合わせて並列 させて表示 した図

[図7A]実施例 1の処理 フ ロー を表す全体 フ ロー チ ヤ一 ト

[図7B]実施例 1の処理 フロー を表す フローチャー トであ り、ステ ツプS704の詳

細処理 フ ロー を表す図

[図8A] SARグラフの表示態様 を表す図であ り、入れ替 え可能パルスシーケンス

の表示態様の一例 を示す図

[図8B] SARグラフの表示態様 を表す図であ り、挿入 を推奨す る待ち時間領域の

表示態様の一例 を示す図

[図9] プロ トコル構成図に入れ替 え制限情報 を表示す る例 を表す図

[図 10A]実施例 2の処理 フ ロー を表す全体 フ ロー チ ヤ一 ト

[図 10B]実施例 2の処理 フロー を表す フローチャー トであ り、ステ ップS 1004の

詳細処理 フ ロー を表す図

[図 11] パ ル ス シー ケ ンス の 入れ替 え方法 を 「自動」 「推奨表示」 「手動」の

中か ら選択す るためのメニュー表示の例 を示す図

[図 12] 操作者 に確認す るためのメッセー ジ表示であ り、 （a) はパルスシ一ケン

スの推奨入れ替 えを実行 して良いか否かを操作者 に確認ためのメッセー ジ表

示の例 であ り、 （b) は推奨待ち時間挿入 を実行 して良いか否かを操作者 に確認

す るためメッセー ジ表示の例 を示す図

[図 13] 実施例 3に係 る演算処理部の各機能 を表す機能 ブロック図

[図 14] プロ トコルの進行 と共にSAR実測値 を表示す るSARグラフの一例 を示す

図

[図 15] プロ トコルの進行中に待ち時間を挿入す る前のSARグラフの例 を示す図



[ 図 16] プロ トコルの進行中に待ち時間を挿入 した後のSARグラフの例 を示す図

[図 17] 実施例 3の処理 フロー を表す フローチャー トを示す図

[図 18] SAR実測値の測定方法の例 を示す図

[図 19] 実施例 3に係 る演算処理部の各機能 を表す機能 ブロック図

[図20] 実施例 4の処理 フロー を表す フローチャー トを示す図

[図2 1] 図3に示 したSARグラフ内の特に超過パルスシーケンス領域上に、変更

可能な撮像パ ラメー タとその現状値 とSAR予測値 を低減できる推奨値 をそれぞ

れ表示 しる例 を示す図。

[図22] 撮像パ ラメー タ値の変更のSARグラフの一例 を示す図

発明を実施するための形態

[001 4] 以下、添付図面に従 って本発明のMRI 装置の好ま しい実施例 について詳説す

る。なお、発明の実施例 を説明す るための全図において、同一機能 を有す る

ものは同一符号 を付 け、その繰 り返 しの説明は省略す る。

[001 5] 最初に、本発明に係 るMRI 装置 を図 1に基づいて説明す る。図 1は、本発明に

係 るMR I装置の一実施例の全体構成 を示す ブロック図である。

[001 6] このMRI 装置 は、關 R現象 を利用 して被検体 10 1の断層画像 を得 るもので、図

1に示す ように、静磁場発生磁石 102と、傾斜磁場 コイル 103及び傾斜磁場電源

109と、送信 RFコイル 104及びRF送信部 110と、受信 RFコイル 105及び信号検出

部 106と、信号処理部 107と、計測制御部 111と、全体制御部 108と、表示 操

作部 113と、被検体 10 1を搭載 してその被検体 10 1を静磁場発生磁石 102の内部

に出 し入れす るベ ッ ド112と、を備 えて構成 され る。

[001 7] 静磁場発生磁石 102は、垂直磁場方式であれ ば被検体 10 1の体軸 と直交す る

方向に、水平磁場方式であれ ば体軸方向に、それぞれ均一な静磁場 を発生 さ

せ るもので、被検体 10 1の周 りに永久磁石方式、常電導方式あるいは超電導方

式の静磁場発生源が配置 されている。

[001 8] 傾斜磁場 コイル 103は、MRI 装置の実空間座標系 （静止座標系）であるX、Y、Ζ

の3軸方向に巻かれた コイルであ り、それぞれの傾斜磁場 コイルは、それ を駆

動す る傾斜磁場電源 109に接続 され電流が供給 され る。具体的には、各傾斜磁



場 コイルの傾斜磁場電源 109は、それぞれ後述の計測制御部 111か らの命令に

従 って駆動 されて、それぞれの傾斜磁場 コイルに電流 を供給す る。 これ によ

り、X、Y、Ζの3軸方向に傾斜磁場Gx、Gy、Gzが発生す る。

[001 9] 2次元スライス面の撮像時には、スライス面 （撮像断面）に直交す る方向にス

ライス傾斜磁場パルス （Gs) が印加 されて被検体 10 1に対す るスライス面が設定

され、そのスライス面に直交 して且つ互 いに直交す る残 りの2つの方向に位相

ェンコ一 ド傾斜磁場パルス （Gp) と周波数ェンコ一 ド（リー ドァゥ ト）傾斜磁場

パルス （Gf) が印加 されて、關 R信号 （エコー信号）にそれぞれの方向の位置情報

がェンコ一 ドされ る。

[0020] 送信 RFコイル 104は、被検体 10 1にRFパルスを照射す るコイルであ り、RF送

信部 110に接続 され高周波パルス電流が供給 され る。 これ によ り、被検体 10 1

の生体組織 を構成す る原子の原子核ス ピンに關 R現象が誘起 され る。具体的に

は、RF送信部 110が、後述の計測制御部 111か らの命令に従 って駆動 されて、

高周波パルスが振幅変調 され、増幅 された後に被検体 10 1に近接 して配置 され

た送信 RFコイル 104に供給 され ることによ り、RFパルスが被検体 10 1に照射 さ

れ る。

[0021 ] また、送信側の高周波 コイル 14aか ら照射 された電磁波エネルギーの被検体

10 1への吸収量は、RF送信部 110か らの信号が入力され るSAR検出部 116で検出

され る。検出 された吸収量デー タは、後述す る計測制御部 111に出力され る。

このSAR検出部 1 6の詳細 は後述す る。

[0022] 受信 RFコイル 105は、被検体 10 1の生体組織 を構成す る原子核ス ピンの關 R現

象によ り放出 され るエコー信号 を受信す るコイルであ り、信号検出部 106に接

続 されて受信 したエコー信号が信号検出部 106に送 られ る。

[0023] 信号検出部 106は、受信 RFコイル 105で受信 されたエコー信号の検出処理 を

行 う。具体的には、RF送信 コイル 104か ら照射 された RFパルスによって誘起 さ

れた被検体 10 1の応答のエコー信号が被検体 10 1に近接 して配置 された受信 RF

コイル 105で受信 され、後述の計測制御部 111か らの命令に従 って、信号検出

部 106が、受信 されたエコー信号 を増幅 し、直交位相検波によ り直交す る二系



銃の信号 に分割 し、それぞれ を所定数 (例 えば 128、256、5 12等）サ ンプ リング

し、各サ ンプ リング信号 をA D変換 してデ ィジタル量に変換 し、後述の信号

処理部 107に送 る。 従 って、エコー信号 は所定数のサ ンプ リングデー タか ら

なる時系列のデジタルデー タ （以下、エコーデー タという）と して得 られ る。

[0024] 信号処理部 107は、エコーデー タに対 して各種処理 を行 い、処理 されたェコ

一デー タを計測制御部 111に送 る。

[0025] 計測制御部 1 は、被検体 10 の断層画像の再構成に必要なェコ一デー タ収

集のための種 々の命令 を、主に、傾斜磁場電源 109と、RF送信部 110と、信号

検出部 106に送信 して これ らを制御す る制御部である。具体的には、計測制御

部 111は、後述す る全体制御部 108の制御で動作 し、ある所定のパルスシーケ

ンス に基づいて、傾斜磁場電源 109、RF送信部 110及び信号検出部 106を制御 し

て、被検体 10 へのRF/《ルス と傾斜磁場 / 《ルスの印加及び被検体 10 1か らのェ

コ一信号の検出を繰 り返 し実行 し、被検体 10 の撮像領域 についての画像の再

構成に必要なエ コー デー タの収集 を制御す る。 これ らの制御 によ り信号処理

部 107か らのエコーデー タを全体制御部 108に出力す る。

[0026] 全体制御部 108は、計測制御部 111の制御、及び、各種デー タ処理 と処理結

果の表示及び保存等の制御 を行 うものであって、GPU及びメモ リを内部に有す

る演算処理部 114と、光デ ィスク、磁気デ ィスク等の記憶部 115とを有 して成

る。具体的には、計測制御部 111を制御 してエコーデー タの収集 を実行 させ、

計測制御部 1 か らのエコーデー タが入力され ると、演算処理部 114がそのェ

コ一デー タに印加 されたェンコ一 ド情報 に基づいて、メモ リ内のK空間に相 当

す る領域 に記憶 させ る。メモ リ内のK空間に相 当す る領域 に記憶 されたエ コー

デー タ群 をK空間デー タともいう。そ して演算処理部 114は、 この K空間デー タ

に対 して信号処理や フー リェ変換による画像再構成等の処理 を実行 し、その

結果である被検体 10 1の画像 を、後述の表示 操作部 113に表示 させ ると共に

記憶部 115に記録 させ る。

[0027] 表示 操作部 113は、再構成 された被検体 10 1の画像 を表示す る表示部 と、M

RI装置の各種制御情報や上記全体制御部 108で行 う処理の制御情報 を入力す る



トラックポール又はマウス及びキーボー ド等の操作部 と、か ら成 る。 この操

作部は表示部に近接 して配置 され、操作者が表示部 を見なが ら操作部 を介 し

てインタラクテ ィブにMRI 装置の各種処理 を制御す る。

[0028] 現在 MRI 装置の撮像対象核種 は、臨床で普及 しているもの と しては、被検体

の主たる構成物質である水素原子核 （プロ トン）である。プロ トン密度の空間

分布や、励起状態の緩和時間の空間分布に関す る情報 を画像化す ることで、

人体頭部、腹部、四肢等の形態または、機能 を2次元 も しくは3次元的に撮像

す る。

実施例 1

[0029] 次に、本発明のMRI 装置及びSAR調整方法についての実施例 1を説明す る。本

実施例 は、複数のパルスシーケンスを組み合わせて成 るプロ トコル を実施す

る際に、プロ トコル を構成す る複数のパルスシーケンスに亘 つて、SARの予測

値 （以下、SAR予測値 という）の時間的変化 を個 々のパルスシーケンスに対応 さ

せてグラフ表示す る。そ して、 このグラフ上で、SAR予測値がSARの上限値 （以

下、SAR上限値 という）未満 となるように、パルスシーケンス同士の入れ替 え

や待ち時間挿入等の プロ トコル編集 を操作者が行なえるようにす る。

[0030] SAR予測値 とは、前述 したような全身SAR、身体部分 SAR、局所SARな ど、被

検体 に照射 され るRF/《ルスの電磁波エネルギーの内、当該被検体 に吸収 され

る吸収量の予測値 を意味す る。SAR予測値のグラフ（以下、SARグラフという）

は、 これ ら3種類のSARの内のいずれか又は複数種類 を組み合わせて表示す る

[0031 ] 以下、本実施例の詳細 を図2〜図5を用 いて説明す る。

[0032] 最初に、本実施例 に係 る演算処理の各機能 を、図2に示す演算処理部 114の

機能 ブロック図に基づいて説明す る。本実施例 に係 る演算処理部 114は、プロ

トコル選択部 201 、SAR演算部 202、SAR選択部 203、SARグラフ表示制御部 204、

SAR調整部 205を有 してなる。

[0033] プロ トコル選択部 201 は、記憶部 115に予め記憶 されている複数の プロ トコ

ル を表示部に表示す るとともに、操作者 によ り操作部 を介 して選択 された プ



口 トコルのデー タを記憶部 115か ら読み出 し、演算処理部 114内のメモ リに記

憶 させ る。 ここで、プロ トコル とは、診断 目的に応 じて定まる複数のパルス

シーケンスを組み合わせて成 る撮像手順である。パルスシーケンス とは、あ

る特定の コン トラス トを得 るための撮像手法であ り、ス ピンエコー （SE) パル

スシーケンス、グラデ ィエン トエコー （GrE) パルスシーケンス、ェコー プラナ

—パルスシーケンス、高速ス ピンエコー （FSE) パルスシーケンス、Time_of_f l

i ght (TOF) パルスシーケンスな どが例 である。なお、操作者が撮像前 にプロ ト

コル を編集す る場合は、当該 プロ トコル選択部 201 の処理は不要 となる。

[0034] SAR演算部 202は、事前 に入力された被検体情報 (年齢、性別、体重等）に基

づいてSAR種毎のSARの上限値 をそれぞれ計算す る。また、プロ トコル選択部 2

0 1で選択 された プロ トコル を構成す る各パルスシーケンスの撮像条件 とそれ

らの実行順序に基づいて、SAR種毎にパルスシーケンス毎のSAR予測値の時間

変化 を計算す る。SAR種 と しては、前述の全身SARと、身体部分 SARと、局所SA

Rのいずれかである。 これ らのSARは、パルスシーケンスの実行順序にも依存

す るので、後述す るように、パルスシーケンスの入れ替 えや待ち時間の挿入

等の プロ トコル編集が行なわれた場合には、SAR演算部 202は、パルスシ一ケ

ンス毎のSAR予測値の時間変化 を再計算す る。

[0035] SAR選択部 203は、SAR演算部 202で計算 されたパルスシーケンス毎の各 SAR種

の予測値の時間変化 と、各 SAR種のSAR上限値 とを比較 して、注意 を要す るSAR

種 を選択す る。 ここで 「注意 を要す るSAR種」 とは、SAR予測値がSAR上限値 と

同 じか超 えて しま うSAR種か、或 いは、そのようなSAR種が無い場合は、SAR上

限値に近 いSAR予測値 を有す るSAR種 を意味す る。 「注意 を要す るSAR種」が複

数 ある場合はそれ らのSAR種 を選択す るか、又は、最 もSAR上限値 を超 えるか

近 し、SAR種 を選択 しても良い。また、SAR選択部 203は、プロ トコル を構成す る

複数のパルスシーケンスの内で、 「注意 を要す るSAR種」を有す るパルスシ一

ケンスを特定す る。複数のパルスシーケンスが 「注意 を要す るSAR種」を有す

る場合は、それ ら複数のパルスシーケンスを特定す る。なお、パルスシ一ケ

ンス毎に 「注意 を要す るSAR種」が異なる場合 もある。



[0036] SARグラフ表示制御部 204は、SAR選択部 203で選択 されたSAR種 についてのSA

R予測値の時間変化 を表す SARグラフを作成 して表示部に表示 させ る。また、S

ARグラフの表示の際には、グラフ表示す るSAR種の上限値 も合わせて表示す る

[0037] SARグラフは、例 えば、縦軸 をSAR予測値 と し、横軸 を経過時間又はパルス

シーケンス種 とす る2次元座標上に、SAR予測値 をプロッ 卜して曲線 と して表

した ものである。パルスシーケンス種 を横軸 とす る場合は、各パルスシ一ケ

ンスの期間幅 をその撮像時間に対応 して設定す ることで、経過時間を横軸 と

す る場合 と同様の横軸 とす ることができる。

[0038] また、プロ トコル を構成す るパルスシーケンス毎の特性やSAR予測値 とSAR

上限値 との関係、或 いは、後述す る待ち時間が明確 に判別できるように、SAR

グラフにおける背景色、予測値曲線の線種や太 さ及び色等の表示態様 をパル

スシーケンス毎や待ち時間 とで異な らせてもよい。例 えば、以下の観点で表

示態様 を異な らせてもよい。

[0039] ( 1) SAR予測値力《SAR上限値未満のパルスシーケンス （以下、 「上限値未満パ

ルスシーケンス」 という）と、SAR上限値以上の （つま りSAR上限値 と同 じか超

える）パルスシーケンス （以下、 「超過パルスシーケンス」 という）とで、表示

態様が異なるように表示 してもよい。例 えば、 FSE (高速ス ピンエコー）系パル

スシ一ケンスはSAR予測値力《SAR上限値 を超 えやす い傾 向にある。また、GrE (

ダラデ ィエン トエコー）系パルスシーケンスはSARが低 い傾 向にあるので、 こ

れ らのパルスシーケンスが異なる態様で表示 され る場合がある。

[0040] (2) プロ トコルの中で実行順序 を変更可能で移動可能なパルスシーケンス （

以下、 「可動パルスシーケンス」 という）と、実行順序の変更不可で移動不可

能なパルスシーケンス （以下、 「不可動パルスシーケンス」 という）とで、表

示態様が異なるように表示 してもよい。例 えば、位置決め撮像 は最初に行な

われ るので、そのためのパルスシーケンスは不可動であるが、位置決め撮像

後のパルスシーケンスは、特に制約がなけれ ば可動 となるので、 これ らのパ

ルスシーケンスが異なる態様で表示 され る場合がある。



[0041 ] (3) 待ち時間領域 と他のパルスシーケンス領域 とで異なる表示態様 と しても

よい。

[0042] また、SAR選択部 203で、 「注意 を要す るSAR種」が複数選択 され、それ らの

SAR種のグラフを共に表示す る場合は、SARグラフの縦軸 を、各 SAR種の上限値

に対す る予測値の割合 を示す相対値表示、或 いは、それぞれの予測値 をその

まま表示す る絶対値表示でも良い。相対値表示の場合は、SAR上限値 を示す ラ

インは 1本 となるが、絶対値表示の場合は、SAR上限値 を示す ラインは、表示

され るSAR種の種類分表示 され ることになる。 どのSAR種のグラフをどのよう

に表示す るかは、予め設定 してお く、或 いは、操作者が選択できるもの とす

る。

[0043] なお、SAR予測値 と してグラフ表示す るSAR種 は、 「注意 を要す るSAR種」の

他 に複数のSAR種のSAR予測値 を同時に、或 いは操作者が所望す る一つ又は複

数のSAR種 についてグラフ表示 しても良い。

[0044] 図3にSARグラフの一例 を示す。図3は、5つのパルスシーケンスを組み合わ

せて成 るプロ トコル を実行す る場合のSAR予測値の時間変化 を表す SARグラフ

を示す。具体的には、図3は、横軸 をパルスシーケンスの種類又は撮像経過時

間、縦軸 をSAR値 とす る2次元座標上に、身体部分 SAR予測値 をプロッ トして表

したSARグラフである。 この身体部分 SARは、被検体情報 とパルスシーケンス

の特徴 に基づいてSAR演算部 202で計算 されてSAR選択部 203で 「注意 を要す るS

AR種」 と して選択 されたSAR種である。また、身体部分 SARの上限値 302も、身

体部分 SARの予測値の時間変化曲線 301 とともに表示 した ものである。 この上

限値 302は一定値なので、横軸 に平行なラインと して表 され る。

[0045] また、グラフの横軸 には、パルスシーケンス毎に区切 り線 303が表示 され る

。その際、隣 り合 う2つ区切 り線の間隔を、その間のパルスシーケンスの撮像

時間に対応 させて表示 してもよい。 さらに、パルスシーケンス毎にパルスシ

—ケンス名304及び撮像時間305を表示 してもよい。

[0046] また、図3のSARグラフは表示態様の異な らせ方の一例 を示す。具体的には

、上限値未満で可動なパルスシーケンス306 (306-1 , 306-2) の身体部分 SARにつ



いては白色の背景色上に細線の予測曲線でプロッ 卜し、上限値未満で不可動

なパルスシーケンス307の身体部分 SARについては灰色の背景色 に細線の予測

曲線でプロッ 卜し、超過で可動なパルスシーケンス308の身体部分 SARについ

ては実線菱形模様の背景上に太線の予測曲線でプロッ 卜し、超過で不可動な

パルスシーケンス309の身体部分 SARについては点線菱形模様の背景上に太線

の予測曲線でプロッ 卜して表示 している。

[0047] SAR調整部 205は、プロ トコル を構成す る複数のパルスシーケンスの入れ替

え又は待ち時間挿入の プロ トコル編集 を行 う。プロ トコル を構成す る複数の

パルスシーケンスのいずれかのSAR予測値がSAR上限値 と同 じか超 えて超過 と

なる場合に、プロ トコル を構成す る各パルスシーケンスの実行順序の変更や

待ち時間の挿入 を行 うのが本発明であ り、本実施例 では操作者がそのような

プロ トコル編集操作 をSARグラフ上で操作 表示部 113 (入れ替 え操作入力部又

は待ち時間挿入操作入力部）を介 して行 う。操作者の プロ トコル編集操作に従

つて、SAR調整部 205は、パルスシーケンスの入れ替 え又は待ち時間挿入の プ

口 トコル編集 を行ない、プロ トコルデー タを更新す る。そ して、何 らかの プ

口 トコル編集が行なわれ る毎に、SAR演算部 202は、編集 された プロ トコル を

構成す る各パルスシーケンスの実行順序に基づいて、SAR種毎に （少な くとも

選択済みのSAR種 について）パルスシーケンス毎のSAR予測値の時間変化 を再計

算す る。そ して、SAR選択部 203は注意 を要す るSAR種 を選択 し、SARグラフ表

示制御部 204は、選択 されたSAR種 についてのSAR予測値 をグラフ表示 して、SA

Rグラフが更新 され る。

[0048] 例 えば、超過パルスシーケンスが、可動なパルスシーケンスである場合に

は、パルスシーケンスの位置 を変更す ることによ り、SAR予測値 を低減す るこ

とが可能である。操作者のSARグラフ上でのパルスシーケンス入れ替 え操作に

基づいてSAR調整部 205がパルスシーケンスの入れ替 えを行 うと、SAR演算部 20

2は、表示中のSARグラフと同 じSAR種 について、入れ替 え られた最初のパルス

シーケンス以降のSAR予測値の再計算 を行 う。そ して、SARグラフ表示制御部 2

04は、再計算 されたSAR予測値 をグラフ表示 して、SARグラフが更新 され る。



図4に、可動パルスシーケンスの入れ替 え後のSARグラフの一例 を示す。図4の

例 では、図3のパルスシーケンス2と3の順序 を入れ替 え、入れ替 え後のパルス

シーケンス3以降のSAR予測値が再計算 され、結果 と してパルスシーケンス3で

SAR予測値が上限値 を超過 していた ものが上限値未満 とな った場合 を示す。

[0049] また、超過パルスシーケンスが、不可動なパルスシーケンスである場合に

は、パルスシーケンスの前 に待ち時間を挿入す ることによ り、予測 SAR値 を低

減す ることが可能である。操作者のSARグラフ上での待ち時間挿入或 いは挿入

した待ち時間の増減又は削除の操作に基づいて、SAR調整部 205がパ ル ス シ一

ケンス間に待ち時間を挿入 し、挿入 した待ち時間の増減や削除を行 うと、SAR

演算部 202は、表示中のSARグラフと同 じSAR種 について、挿入箇所以降のSAR

予測値の再計算 を行 う。そ して、SARグラフ表示制御部 204は、再計算 されたS

AR予測値 をグラフ表示 し、挿入 された待ち時間領域 を他の領域 と異なる表示

態様 と して、SARグラフが更新 され る。図5に、待ち時間挿入後のSARグラフの

—例 を示す。図5の例 では、図4のパルスシーケンス5のSAR予測値が依然 と し

て上限値 を超過 していた ものが、' 《ルスシーケンス4と5との間に待ち時間 501

が挿入 され、 '《ル ス シーケンス5のSAR予測値が上限値未満にな つた場合 を示

す。そ して、挿入 された待ち時間は、波線の背景模様で表示 され、他のパル

スシーケンス領域 とは異なる表示態様 と している。なお、超過パルスシ一ケ

ンスが、可動パルスシーケンスの場合でも、待ち時間の挿入は可能である。

[0050] また、プロ トコル を構成す る各パ ル ス シーケンス とSARグラフとを対応付 け

て表示 してもよい。 さらに、SARグラフ部分の表示 非表示の切 り替 えを可能

に してもよい。 この例 を図6に示す。図6は、SARグラフ（右図）と、プロ トコル

を構成す る各パルスシーケンスを時系列に表す プロ トコル構成図 （左図）とを

、各パルスシーケンスの表示幅 （時間幅）を合わせて並列表示 し、プロ トコル

構成図側 に設 けたチ ェックボ ックス 601 にてSARグラフ部の表示/ 非表示の切 り

替 えを可能にす る例 を示す。プロ トコルの編集操作は、プロ トコル構成図上

、或 いは、SARグラフ上のいずれか一方で行 ってよ く、一方で行 う編集操作に

合わせて他方 も同時に編集 されて、共に再表示 され る。



[0051 ] 以上のパ ル ス シーケンス入れ替 え操作、待ち時間挿入操作、及びグラフ表

示切 り替 え操作は、操作部の トラックポールまたはマウス、キーボー ドを介

して操作者が行 う。 トラックポールまたはマウスでは、表示部に表示 されて

いるメニ ューか ら選択す る方法、ポタンをク リックす る方法、表示項 目その

ものを ドラッグす る方法 を用 いた操作で実現できる。

[0052] 例 えば、頭部ルーチン検査では、T 1強調画像、T2強調画像、FLAI R画像、拡

散強調画像、MRA画像な どを撮像す る。T 1強調画像やT2強調画像 は、SEシーケ

ンスか FSEシーケンスで撮像 され るのが一般的であ り、SAR予測値が高 くなる

傾 向がある。一方、MRA画像 は一般的にT0Fシーケンスで撮像す るが、 これ はG

r E系シーケンスなので、SAR予測値が低 くなる傾 向がある。従 って、T 1強調画

像やT2強調画像 と、MRA画像の撮像順番 を入れ替 えることによ り、撮像条件 を

変更せずに、SAR予測値 を低減す ることが可能 となる場合がある。

[0053] 次に、上記演算処理部 114の各機能部が連携 して行 う、本実施例の処理 フロ

— を図 7A、 7Bに示す フローチャー トに基づいて説明す る。本 フローチャー ト

はプログラム と して予め記憶部 115に記憶 されてお り、必要に応 じて演算処理

部 114の メモ リに 口一 ドされてGPU等によ り実行 され ることで実施 され る。

[0054] 最初に、図 7Aに基づいて全体処理 フロー を説明す る。

[0055] ステ ップS701 で、操作者 は、操作部 を介 して、身長、体重、年齢、性別等

の被検体情報 を入力す る。

[0056] ステ ップS702で、SAR演算部 202は、ステ ップS701 で入力された被検体情報

に基づいて、SAR種毎にSAR上限値 を計算す る。

[0057] ステ ップS703で、プロ トコル選択部 201 は、記憶部 115に予め記憶 されてい

る複数の プロ トコルの リス トを表示部に表示 して、操作者 に所望の プロ トコ

ルの選択 を促す。操作者 は、 リス トの中か ら所望の プロ トコル を選択 し、そ

の プロ トコル選択に合わせて、撮像部位、使用す る照射 コイル等の撮像条件

の入力や変更を行 う。或 いは、操作者 は、プロ トコル を選択す ることな く、

複数のパ ル ス シーケンス とそれぞれの撮像条件 を入力 してプロ トコル を構成

しても良い。そ して、プロ トコル選択部 201 は選択 された プロ トコルデー タを



記憶部 115か ら読み出 して、或 いは、操作者 によ り構成 された プロ トコルのデ

— タを、演算処理部 114内のメモ リに記憶 させ る。

[0058] ステ ップS704で、SAR調整が行われ る。詳細 は後述す る。

[0059] ステ ップS705で、ステ ップS704でSAR調整後、プロ トコル を構成す る全ての

パルスシーケンスに関 してSAR予測値力《SAR上限値未満 となれ ば、撮像が許可

され、操作者が操作部か ら撮像の実行開始 を入力す ると、撮像が開始 され る

[0060] 以上までが、本実施例の全体処理 フローの説明である。

[0061 ] 次に、図 7Bに基づいて、上記ステ ップS704の詳細処理 フロー を説明す る。

[0062] ステ ップS71 1で、SAR演算部 202は、ステ ップS703で入力設定 された プロ ト

コル及び撮像条件 に基づいて、プロ トコル を構成す る各パルスシーケンスの

撮像条件 とそれ らの実行順序 とに基づいて、SAR種毎にパルスシーケンス毎の

SAR予測値の時間変化 を計算す る。次に、SAR選択部 203は、計算 したSAR種毎

のSAR予測値の時間変化の中か ら注意 を要す るSAR種 を選択す る。

[0063] ステ ップS71 2で、SARグラフ表示制御部 204は、選択 されたSAR種のSAR予測

値のSARグラフを作成 し、表示部に表示 させ る。同時にステ ップS702で計算 さ

れたSAR上限値 もグラフ表示す る。その際、前述の通 り、SARグラフ表示制御

部 204は、可動 / 《ルスシーケンスの表示態様 と不可動 / 《ルスシーケンスの表示

態様 とを異な らせ、超過 / 《ル ス シーケンスの表示態様 と上限値未満 / 《ル ス シ

—ケンスの表示態様 とを異な らせ る等のSARグラフにおける各部の表示態様の

制御 を行 う。

[0064] ステ ップS71 3で、SAR調整部 205は、SAR上限値以上のSAR予測値 を有す る超

過パルスシーケンスが存在す るか、SAR上限値未満のSAR予測値 を有す る上限

値未満パルスシーケンスのみかを判定す る。そ して、いずれかのパルスシ一

ケンスが超過 となる場合 （No) は、SAR調整部 205はその超過パルスシーケンス

を特定 し、ステ ップS71 4に移行す る。上限値未満パルスシーケンスのみの場

合 （Yes) は、SARの調整が終 了す る。

[0065] ステ ップS71 4で、SAR調整部 205は、ステ ップS71 3で特定 された超過パルス



シーケンスが可動か どうかを判定す る。可動の場合 （Yes) はステ ップS71 5に移

行 し、可動でない場合 （No) はステ ツプS71 7に移行す る。

[0066] ステ ップS71 5で、操作者 は、必要に応 じて、SARグラフ上で、操作部 を介 し

て可動パルスシーケンス同士を入れ替 えるプロ トコル編集操作 を行 う。SAR調

整部 205は、操作者が可動パルスシーケンスの入れ替 えを行な ったか否かを判

定す る。操作者が入れ替 えを行な った場合 (Yes) は、ステ ップS71 6に移行す る

。操作者が入れ替 えを行なわなか った場合 （No) は、ステ ップS71 7に移行す る

[0067] ステ ップS71 6で、SAR調整部 205は、ステ ップS71 5で操作者 によ り行われた

可動パルスシーケンス同士を入れ替 えるプロ トコル編集操作に基づき、可動

パルスシーケンス同士の入れ替 えを反映 してプロ トコル を確定 し、確定 した

プロ トコル情報 をメモ リに記憶す る。そ して、ステ ップS71 1に戻 り、確定 し

た プロ トコルについてのSAR予測値が再計算 され る。

[0068] ステ ップS71 7で、操作者 は、必要に応 じて、SARグラフ上で、操作部 を介 し

てパルスシーケンス間に待ち時間を挿入す る。SAR調整部 205は、操作者が待

ち時間挿入 を行な ったか否かを判定す る。操作者が待ち時間挿入 を行な った

場合 (Yes) は、ステ ップS71 8に移行す る。操作者が待ち時間挿入 を行なわなか

つた場合 （No) は、ステ ップS71 4に戻 って、操作者が可動パルスシーケンス同

士の入れ替 え又は待ち時間のいずれかの操作 を行 うまで、ステ ップS715とス

テ ップS71 7の監視 を繰 り返す。

[0069] ステ ップS71 8で、SAR調整部 205は、ステ ップS71 7で操作者 によ り行われた

パルスシーケンス間へ待ち時間を挿入す るプロ トコル編集操作に基づき、待

ち時間挿入 を反映 してプロ トコル を確定 し、確定 した プロ トコル情報 をメモ

リに記憶す る。そ して、ステ ップS71 1に戻 り、確定 した プロ トコルについて

のSAR予測値が再計算 され る。

[0070] 以上までが、ステ ップS704の詳細処理 フローの説明である。

[0071 ] 以上説明 したように、本実施例のMRI 装置及びSAR調整方法は、プロ トコル

を構成す る複数のパルスシーケンスに亘 つて、SAR予測値の変化 を各パルスシ



—ケンスに対応 させてグラフ表示す る。その結果、操作者 は一 目で、SAR上限

値以上のパルスシーケンスを特定す ることが可能になる。そ して、 このSARグ

ラフ上で、操作者 にパルスシーケンス同士の入れ替 えや待ち時間挿入等の プ

口 トコル編集操作 を可能 とす る。その結果、SAR予測値がSAR上限値以上の場

合に、予め入力された撮像条件 を変更せず、且つ、SAR上限値の制限内で所望

の撮像 を行 うことができるようになる。

実施例 2

[0072] 次に、本発明のMRI 装置及びSAR調整方法についての実施例 2を説明す る。本

実施例 は、パルスシーケンスの入れ替 えプログラムを備 えて、パルスシ一ケ

ンスのSAR予測値がSAR上限値以上の場合に、装置が 自動でパルスシーケンス

の入れ替 え、又は、待ち時間挿入 を行 い、プロ トコルの再編集 を自動的に行

う。以下、前述の実施例 1と異なる箇所のみ詳細 に説明 し、同一の箇所につい

ては詳細説明を省略す る。

[0073] 本実施例 に係 るパルスシーケンスの入れ替 えアル ゴ リズムについては、例

えば特許文献 3に記載 されている技術 を用 いることができる。 ここでは このァ

ル ゴ リズムの詳細説明は省略す る。

[0074] 最初に、本実施例 に係 る演算処理の各機能 を、図2に示す演算処理部 114の

機能 プロック図に基づいて説明す る。本実施例 に係 る演算処理部 114の各機能

部の構成は図2と同様であるが、SARグラフ表示制御部 204、SAR調整部 205の処

理内容が実施例 1と異なる。

[0075] SAR調整部 205は、上記パルスシーケンスの入れ替 えアル ゴ リズムを実現す

るプログラムが予め記憶 されている記憶部 115か ら当該 プ口グラムを読み込ん

で実施す る。プロ トコル を構成す る複数のパルスシーケンスのいずれかのSAR

予測値がSAR上限値以上の （超過 となる）場合に、演算処理部 114内のメモ リに

記憶 された プロ トコル情報 に基づいて、入れ替 え可能なパルスシーケンスの

特定又は待ち時間を挿入可能な位置 (パルスシーケンス間）を特定す る。そ し

て、パルスシーケンス入れ替 えと待ち時間の挿入処理に関す る、 自動化、推

奨表示、及び、手動の内か ら操作者の選択によ り、処理内容 を制御す る。 自



動化が選択 されたな らば、SAR調整部205 は、パルスシーケンスの入れ替 えァ

ル ゴ リズムに基づいて、 自動的にパルスシーケンスの入れ替 え処理又は待ち

時間挿入処理 を行 う。推奨表示が選択 されたな らば、操作者 に対 して、入れ

替 え可能 と特定 したパルスシーケンスの入れ替 え又は挿入可能 と特定 した待

ち時間挿入の推奨 を行ない、操作者が これ らの推奨 を受け入れた場合には、

それ らの処理 を行 う。手動が選択 されたな らば前述の実施例 1と同様の処理 を

行 う。

[0076] なお、予めパルスシーケンスの入れ替 え制限が指定 されている場合は、SAR

調整部205 はその制限情報 に従 って入れ替 えを行 う。移動不可能なパルスシ一

ケンスは移動禁止に設定す る。また、互 いに切 り離せない一連のパルスシ一

ケンスグルー プを分離不可 と設定す る。なお、分離不可なパルスシーケンス

グルー プを複数設定 しても良 く、グルー プ間の優先順位 を設定す ることで、

グルー プ間の順序 を優先順位の通 りとす る。また、グルー プに含まれ るパル

スシーケンスの実行順序 を当該グルー プ内で変更できるようにす る。例 えば

、造影剤検査では、T 1強調画像、T2強調画像 を造影剤投入前後で撮像す るこ

とが多い。従 って、造影剤投入前後でそれぞれパルスシーケンスグルー プを

形成 し、そのグルー プ内で撮像順番 を入れ替 える、 というようなケースが考

え られ る。

[0077] SARグラフ表示制御部204 は、推奨表示が選択 された場合に、SAR調整部205

で入れ替 え可能 と特定 されたパルスシーケンスを他 と異なる表示態様 に してS

ARグラフを表示す る。 これ によ り、操作者 にパルスシーケンスの入れ替 えを

推奨す る。図8Aに入れ替 え可能パルスシーケンスの表示態様の一例 を示す。

図8Aでは、パルスシーケンス2と3が入れ替 え可能であ り、 これ らのパルスシ

—ケンスの区切 り線 をそれぞれ丸太点線 801 で表示 している。また、入れ替 え

可能なパルスシーケンスが存在 しない場合は、SARグラフ表示制御部204 は、

推奨 され る待ち時間の挿入領域 を他 と異なる表示態様 に してSARグラフを表示

す る。図8Bに、パルスシーケンス5の先頭位置 に挿入 を推奨す る待ち時間領域

を角太点線802で表示す る例 を示す。



[0078] また、SARグラフ表示制御部 204は、パルスシーケンスに入れ替 え制限情報

が設定 されていた場合には、図6に示 した プロ トコル構成図に入れ替 え制限情

報 を表示 しても良い。その例 を図9に示す。パルスシーケンス 1は、位置決め

用画像 （スキヤノ画像）の撮像等 を行 う準備スキャンであ り、最初に行 う必要

があるため、パルスシーケンス 1の領域 に移動禁止マーク901 を表示す る。ま

た、造影検査であるパルスシーケンス5及び6は、造影剤が投入 され るパルス

シーケンス4と分離不可であ り、且つ、必ずパルスシーケンス4の後に実行 さ

れなけれ ばな らない。 この場合、パルスシーケンス4、5、6で分離不可なパル

スシーケンスグルー プを形成す る。なお、パルスシーケンス5のSAR予測値がS

AR上限値以上の場合、パルスシーケンス5と6を入れ替 えた りす ることが可能

である。そ こで、パルスシーケンス4、5、6の領域 に分離不可マーク902を表

示す る。 この分離不可マーク902は、先頭位置が必須のパルスシーケンス4に

対 して互 いに入れ替 え可能なパルスシーケンス 4 , 5がそれぞれぶ ら下がるッ リ

一構造 を表すマークである。 このツ リー構造マークの枝部分は、入れ替 え可

能なパルスシーケンスを意味す る。

[0079] 次に、上記演算処理部 114の各機能部が連携 して行 う、本実施例の処理 フロ

— を図 10A、10Bに示す フローチャー トに基づいて説明す る。なお、前述の実

施例 1の処理 フロー を表す図 7A、7Bの フローチャー トと同 じステ ップについて

は詳細な説明を省略す る。本 フローチヤ一 トはプログラム と して予め記憶部 1

15に記憶 されてお り、必要に応 じて演算処理部 114のメモ リに ロー ドされてGP

U等によ り実行 され ることで実施 され る。

[0080] 最初に、図 10Aに基づいて全体処理 フロー を説明す る。

[0081 ] ステ ップS701 〜S703は、図 7Aで示 した実施例 1の処理ステ ップと同様である

ので説明を省略す る。

[0082] ステ ップS 1001 で、操作者 は、パルスシーケンスの入れ替 え方法 を 「自動」

「推奨表示」 「手動」の中か ら選択す る。SAR調整部 205が、図 11に示す よう

なメニュー を表示部に表示 させ、操作者の選択 を受け付 ける。操作者 は、操

作部 を介 して、 「自動」 「推奨表示」 「手動」の中か ら所望の手法 を選択 し



て設定す る。

[0083] ステ ップS 1002で、操作者 は、パルスシーケンス入れ替 えの優先順位や入れ

替 え不可、或 いはパルスシーケンスグルー プの設定を行な ってもよい。例 え

ば、図9に示す ようなプロ トコル構成図上で可動パルスシーケンス毎に、 < (

グルー プ番号）- (グルー プ内番号）> を設定す る。グルー プ番号で優先順位 を

設定 し、同 じグルー プ番号のパルスシーケンスを同一グルー プと し、同 じグ

ルー プ内番号 同士のパルスシーケンスをグルー プ内で入れ替 え可能 とす る。

これ らの設定が不要であれ ば、 このステ ップをスキ ップす る。

[0084] ステ ップS 1003で、SAR調整部 204は、ステ ップ1001 で選択 された手法 を判定

す る。 「手動」が選択 された場合 (Yes) には、SARの調整 を手動で行 うためス

テ ツプS704に移行す る。ステ ップS704の詳細 は前述の実施例 1と同様であるの

で説明を省略す る。 「手動」以外、即ち 「自動」あるいは 「推奨表示」が選

択 された場合 （No) には、ステ ップS 1004に移行 して、S 1001 及びS 1002での設定

に基づき、SARの 自動調整が行われ る。 このステ ップの詳細 は後述す る。

[0085] ステ ップS705で、ステ ップS704又はステ ップS 1004でSAR調整後、プロ トコ

ル を構成す る全てのパルスシーケンスに関 してSAR予測値力《SAR上限値未満 と

なれ ば、撮像が許可 され、操作者が操作部か ら撮像の実行開始 を入力す ると

、撮像が開始 され る。

[0086] 以上までが、全体処理 フローの説明である。

[0087] 次に、図 10Bに基づいて、上記ステ ップS 1004の詳細処理 フロー を説明す る

[0088] ステ ップS71 1〜 S71 4は、図 7Bで示 した実施例 1の処理ステ ップと同様である

ので説明を省略す る。

[0089] ステ ップS 1005で、SAR予測値力《SAR上限値以上のパルスシーケンスが可動の

場合 （ステ ップS71 4でYes) 、SAR調整部 205は、パルスシーケンスの推奨入れ替

えを算出す る。そ して、SARグラフ表示制御部 204は、ステ ップS 1003で 「推奨

表示」が選択 された場合には、SARグラフにパルスシーケンス入れ替 えの推奨

表示を行 う。 この推奨表示については前述の通 りである。



[0090] ステ ップS 1006で、SAR調整部 205は、ステ ップS 1003の選択が 「自動」力、「

推奨表示」力、、を判定す る。 「自動」の場合はステ ップS71 0に移行 して、SAR

調整部 205はステ ップS 1005で算出 したパルスシーケンスの推奨入れ替 えを実

行す る。 「推奨表示」の場合は、ステ ップS 1007に移行す る。

[0091 ] ステ ップS 1007で、SAR調整部 205は、ステ ップS 1005で算出 したパルスシ一

ケンスの推奨入れ替 えを実行 して良いか否かを操作者 に確認す るため、表示

部に例 えば図 12 (a) のような確認 メッセー ジを表示 させ る。そ して、操作者が

「Yes」ポタンを押下 して、パルスシーケンスの推奨入れ替 えに同意 した場合

(Yes) は、ステ ップS71 0に移行 して、SAR調整部 205はステ ップS 1005で算出 し

たパルスシーケンスの推奨入れ替 えを実行す る。その後にステ ップS71 1に戻

つて、パルスシーケンス入れ替 え後のSAR予測値が再計算 され、SARグラフが

再表示 され る。操作者が 「No」ポタンを押下 して、パルスシーケンスの推奨

入れ替 えに拒否 した場合 （No) は、ステ ツプS 1008に移行す る。

[0092] ステ ップS 1008で、SAR予測値がSAR上限値以上のパルスシーケンスが不可動

の場合 （ステ ップS71 4でNo ) 、或 いは、ステ ップS 1007で操作者が 「No」ポタン

を押下 して、パルスシーケンスの推奨入れ替 えに拒否 した場合は、SAR調整部

205は、推奨待ち時間挿入 を算出す る。そ して、SARグラフ表示制御部 204は、

ステ ップS 1003で 「推奨表示」が選択 された場合には、SARグラフに待ち時間

挿入の推奨表示を行 う。 この推奨表示については前述の通 りである。

[0093] ステ ップS 1009で、SAR調整部 205は、ステ ップS 1003の選択が 「自動」力、「

推奨表示」力、、を判定す る。 「自動」の場合はステ ップS71 2に移行 して、SAR

調整部 205はステ ップS 1008で算出 した推奨待ち時間挿入 を実行す る。 「推奨

表示」の場合は、ステ ップS 10 10に移行す る。

[0094] ステ ップS 10 10で、SAR調整部 205は、ステ ップS 1008で算出 した推奨待ち時

間挿入 を実行 して良いか否かを操作者 に確認す るため、表示部に例 えば図 12 (

b) のような確認 メッセー ジを表示 させ る。そ して、操作者が 「Yes」ポタンを

押下 して、推奨待ち時間挿入に同意 した場合は、ステ ップS71 2に移行 して、S

AR調整部 205はステ ップS 1008で算出 した推奨待ち時間挿入 を実行す る。その



後にステ ップS71 1に戻 って、待ち時間挿入後のSAR予測値が再計算 され、SAR

グラフが再表示 され る。操作者が 「No」ポタンを押下 して、推奨待ち時間揷

入 を拒否 した場合は、ステ ップS71 4に戻 る。

[0095] パルスシーケンスの入れ替 え又は待ち時間の挿入が行なわれて、SAR予測値

力《SAR上限値未満 となるまで、図 10Bの処理が繰 り返 され る。

[0096] 以上までが、ステ ップS 1004の詳細処理 フローの説明である。

[0097] 以上説明 したように、本実施例のMRI 装置及びSAR調整方法は、パルスシ一

ケンスの入れ替 えアル ゴ リズムを用 いて、パルスシーケンスがSAR上限値以上

の場合に、装置が 自動でパルスシーケンスの入れ替 え、又は、待ち時間挿入

を行 い、プロ トコルの再編集 を自動的に行 うので、操作者の プロ トコルの再

編集の負担 を低減 して、予め入力された撮像条件 を変更せず、且つ、SAR上限

値の制限内で所望の撮像 を短時間で実行できるようになる。

実施例 3

[0098] 次に、本発明のMRI 装置及びSAR調整方法についての実施例 3を説明す る。本

実施例 は、プロ トコルに基づいた撮像の進行中に、未実行のパ ル ス シーケン

スについての入れ替 えや、待ち時間挿入 を行 う。その際、SARの実測値 を計測

し、計測 したSAR実測値に基づいて、未実行のパルスシーケンスについてのSA

R予測値 とSARグラフの更新 を行 う。以下、前述の実施例 1と異なる箇所のみ詳

細 に説明 し、同一の箇所については説明を省略す る。

[0099] 最初に、本実施例 に係 る演算処理の各機能 を、図 13に示す演算処理部 114の

機能 プロック図に基づいて説明す る。本実施例 に係 る演算処理部 114の各機能

部の構成は図2で示 した実施例 1の構成の他 にSAR実測部 1301 を有す る。また、

SAR演算部 202、SARグラフ表示制御部 204、SAR調整部 205の処理内容が前述の

実施例 1と異なる。

[01 00] SAR実測値の測定方法は、NEMA Standards Pub l i cat i on MS 8-2008 で既定 さ

れてお り、図 18のようにRF送信部 110内に配置 された RFアンプ1801 、RFアンプ

1801 内に配置 されたDua l方向カプラー 1802、RF Sp l i tter (RF Fアンプ1801 か

らの高周波信号 を0° と90° に分離す る）1803、RF Bodyコイル 1804、及びオ シ



ロス コ一 プ1805を接続 して測定 され る。SAR実測値は、オ シロス コー プ1805で

測定 され る ピーク電力を被検体の体重で割 つた値 となる。オ シロス コー プで

測定 され る ピーク電圧は、

p =p - P - P - P (
ect r rd reflect dummy co l V

[01 0 1] Pforward RFコイルの端子に流れ る ピークRF順電力 （18 10)

Prefleot RFコイルの端子に流れ る ピークRF反射電力 （18 11)

Pdu ダ ミー ロー ドとオ シロス コー プ間の伝送回路の電力損失

( 18 12)

Pooi l 無負荷の コイルによ り吸収 された ピーク電力

の式よ り求め られ る。

[01 02] そ して、SAR検出部 116に、オ シロス コー プ1805の出力が入力され るか、或

いは、オ シロス コー プ1805を経 由せずに、RFコイルの端子に流れ る ピークRF

順電力 （18 10) とRFコィルの端子に流れ る ピークRF反射電力 （18 11) とダ ミー 口

- ドか らの伝送回路の電力損失 （18 12) とがそれぞれ入力され る。そ してSAR検

出部 116で、例 えば、各高周波信号の包絡線 （エンベ ロー プ）を検出 して、フィ

ル タ リングゃA/D変換等の処理 を行 い、処理後のデー タを計測制御部 1 に伝

送す る。計測制御部 111に入力された これ らのデー タは、SAR実測部 1301 に伝

送 され、SAR実測部 1301 は、 これ らの入力値 と上記 （4) 式 とに基づいて、SAR実

測値 を、必要に応 じて或 いは定期的に、好ま しくは リアル タイムに求める。

[01 03] SAR演算部 202は、プロ トコルの内の実施済部 （つま り撮像が終 了 したパ ル ス

シーケンス）のSAR実測値に基づいて、未実施部 （つま り撮像が開始 されていな

いパルスシーケンス）のSAR予測値 を修正す る。例 えば、実施済部のSAR予測値

に対す るSAR実測値の割合 を求め、未実施部のSAR予測値にその割合 を積算 し

、実施済部のSAR実測値に加算す ることで、未実施部のSAR予測値 を修正す る

。プロ トコルは リアル タイムに進行 し、その進行に合わせてSAR実測値が求め

られ るので、SAR演算部 202は、未実施部のSAR予測値 を リアル タイムに又は適

宜更新す る。

[01 04] SARグラフ表示制御部 204は、SARグラフを表示す る際に、SAR予測値の他 にS



AR実測値の変化 を表すグラフも表示す る。SAR実測値のグラフ表示の際には、

SAR実測値が プロ トコルの進行 と共に追加 されてい ぐ I青報なので、SARグラフ

上にはプロ トコルの進行状況 を表す情報又はマークも表示す る。そ して、 こ

の プロ トコルの進行状況 を表す情報又はマークの変化に合わせてSAR実測値 を

表示 してい く。なお、SAR実測値の表示は、適宜 (例 えば、パルスシーケンス

終 了毎）或 いは リアル タイムの何れでもよい。一方、プロ トコルの内の未実施

部では、プロ トコルの内の実施済部のSAR実測値に基づいてSAR予測値が修正

された場合には、SARグラフ表示制御部 204は、そのSAR予測値の修正をグラフ

表示に反映す るようにSARグラフを更新す る。SARグラフの更新は、適宜 (例 え

ば、パルスシーケンス終 了毎）或 いは リアル タイムの何れでもよい。図 14にプ

口 トコルの進行 と共にSAR実測値 を表示す るSARグラフの一例 を示す。

[01 05] 図 14に示す SARグラフでは、SARグラフ表示制御部 204は、プロ トコルの進行

状況 を表す情報又はマークの一例 である縦線 1401 をプロ トコルの進行 と共に （

つま り時間経過 と共に）左側か ら右側 に向けて移動 させ る。 さらに、SARグラ

フ表示制御部 204は、縦線 1401 の移動に合わせて （つま りプロ トコルの進行に

合わせて）縦線の左側 にSAR実測値 をSARグラフ上にプロッ トしてい くことで、

SAR実測値の時間変化 を表す SAR実測値曲線 1402を表示す る。なお、SARグラフ

表示制御部 204は、SARグラフにSAR予測値曲線 301 とSAR上限値 ライン302も表

示す る。 このように、SARグラフに複数種類のグラフが表示 され る。

[01 06] また、プロ トコルの進行中に、操作者 による、プロ トコルの未実施部にお

けるパルスシーケンスの入れ替 えや、未実施部に待ち時間の挿入 編集 削

除を可能 とす る。例 と して図 14では、プロ トコル進行の現在状況 を表す縦線 1

401 の右側では、パルスシーケンス4及び5はまだ撮像が開始 されていない為、

これ らのパルスシーケンスの入れ替 えの操作が可能である。また、パルスシ

一ケンス4又は5の前 に待ち時間の挿入 編集 削除 も可能である。パルスシ

一ケンスの入れ替 え操作や待ち時間挿入の操作が行われた場合、再編集 され

た プロ トコルの未実施部に関 して、SAR調整部 205はプロ トコルの再編集 を行

し、、SAR演算部 202はSAR予測値 を再計算 し、SARグラフ表示制御部 204はSARグ



ラフを更新す る。

[01 07] さらに、プロ トコルの進行中に、SAR実測値に基づいて再計算 したSAR予測

値がSAR上限値 と同 じか超 えた場合には、SAR調整部 205は、待ち時間を挿入す

る。プロ トコルの進行中に待ち時間を挿入す る例 を図 15 , 16に示す。図 15は、

パルスシーケンス3の撮像終 了後に、SAR演算部 202が、パルスシーケンス3ま

でのSAR実測値に基づいて、パルスシーケンス4及び5のSAR予測値 を再計算 し

、SARグラフ表示制御部 204がその再計算結果に基づいてSARグラフを更新 した

場合 を示す。SAR予測値の再計算の結果、パルスシーケンス5の再計算 SAR予測

値がSAR上限値 を超過 し、SAR予測値曲線 301 の一部がSAR上限値 を超 えた こと

を示 している。図 15の場合、パルスシーケンス5は他のパルスシーケンス と入

れ替 えることが出来ない （不可動）ので、SAR調整部 205は、パルスシーケンス5

の前 に待ち時間を挿入 し、SARグラフ表示制御部 204が挿入 された待ち時間を

表す ようにSARグラフを更新す る。パルスシーケンス5の前 に待ち時間 1601 を

挿入 したSARグラフの一例 を図 16に示す。図 16は、待ち時間 1601 の挿入によ り

、/ 《ルスシーケンス5のSAR予測値力《SAR上限値未満 とな った ことを示 している

[01 08] 次に、上記演算処理部 114の各機能部が連携 して行 う、本実施例の処理 フロ

— を図 17に示す フローチヤ一 卜に基づいて説明す る。本 フローチヤ一 トはプ

ログラム と して予め記憶部 115に記憶 されてお り、必要に応 じて演算処理部 11

4のメモ リに 口一 ドされてGPU等によ り実行 され ることで実施 され る。

[01 09] ステ ップS 1701 で、演算制御部 114は、プロ トコルに したが って撮像 を開始

す る。その際、プロ トコル を構成す る複数のパルスシーケンスを、それ らの

プロ トコル内での実行順序に従 って、順次計測制御部 111に各パルスシーケン

スの実行 を指示す る。また、SAR実測部 1201 は、パルスシーケンスの進行に合

わせて リアル タイムに又は適宜SARの計測 を行ないSAR実測値 を取得 し、演算

処理部 114内のメモ リに記憶 させ る。そ して、SARグラフ表示制御部 204は、プ

口 トコルの進行状況 を表す情報又はマークをSARグラフに表示す ると共に、SA

R実測値 をSARグラフにプロッ 卜す る。



[01 0] ステ ップS 1702で、プロ トコル中の一つのパルスシーケンスの撮像が終 了す

ると、SAR実測部 1201 は、プロ トコル中で未実行のパルスシーケンスを数 える

[01 11] ステ ップS 1703で、未実行パルスシーケンスの数が 1以上の場合 （Yes) はステ

ップS 1706に移行す る。 1未満の場合 （No) は、ステ ップS 1705に移行す る。

[01 2] ステ ップS 1705で、未実行パルスシーケンスの数が 1未満の場合は、全ての

パルスシーケンスの撮像が終 了 し、プロ トコルに基づいた撮像 を終 了す る。

[01 3] ステ ップS 1706で、SAR演算部 202は、実行中又は実行済パルスシーケンスの

SAR実測値に基づいて、プロ トコル中の未実行パルスシーケンスのSAR予測値

を計算す る。計算の仕方は前述の通 りである。

[01 4] ステ ップS 1707で、SARグラフ表示制御部 204は、ステ ップS 1706で計算 され

たSAR予測値に基づいて、SARグラフにおけるプロ トコル中の未実行パルスシ

一ケンス部 を更新す る。

[01 5] ステ ップS 1708で、SAR調整部 204は、ステ ップS 1706で再計算 されたSAR予測

値 とSAR上限値 とを比較す る。SAR予測値がSAR上限値未満 となる場合は、ステ

ップS 1704に移行す る。SAR予測値がSAR上限値以上の場合は、ステ ップS 1709

に移行す る。

[01 6] ステ ップS 1709で、SAR調整部 204は、未実行パルスシーケンスの数が2以上

でその中で可動パルスシーケンスが存在す るか否かを判定す る。 この条件 に

合致す る場合 (Yes) はステ ップS 17 10に移行す る。 この条件 に合致 しない場合 （

No) はS 17 12に移行す る。

[01 7] ステ ップS 17 10で、操作者 は、必要に応 じて、SARグラフ上の プロ トコル未

実行部で、操作部 を介 して可動パルスシーケンス同士を入れ替 えるプロ トコ

ル編集操作 を行 う。SAR調整部 205は、操作者が可動パルスシーケンスの入れ

替 えを行な ったか否かを判定す る。操作者が入れ替 えを行な った場合 (Yes) は

、ステ ップS 17 11に移行す る。操作者が入れ替 えを行なわなか った場合 （No) は

、ステ ップS 17 12に移行す る。

[01 8] ステ ップS 17 11で、SAR調整部 205は、ステ ップS 17 10で操作者 によ り行われ



た可動パルスシーケンス同士を入れ替 えるプロ トコル編集操作に基づき、可

動パルスシーケンス同士の入れ替 えを反映 してプロ トコル を確定 し、確定 し

た プロ トコル情報 をメモ リに記憶す る。そ して、ステ ップS 1706に移行 して、

SAR予測値の再計算 とSARグラフの更新が行なわれ る。

[01 9] ステ ップS 17 12で、SAR調整部 205は、SARグラフ上の プロ トコル未実行部で

、待ち時間を挿入す る。待ち時間の挿入は、いずれかの未実行パ ル ス シーケ

ンスの先頭に挿入 され る。そ して、ステ ップS 1706に移行 して、SAR予測値の

再計算 とSARグラフの更新が行なわれ る。

[01 20] ス テ ツプS 1704で、ス テ ツプS 1708でSAR予測値がSAR上限値未満である場合

は、演算処理部 114は、計測制御部 111に次のパ ル ス シーケンスを開始す るよ

う指示す る。そ してステ ップS 1702に以降す る。

[01 2 1] 以上までが、本実施例の全体処理 フローの説明である。

[01 22] 以上説明 したように、本実施例のMRI 装置及びSAR調整方法は、プロ トコル

に基づいた撮像の進行中に、実行中又は実行済みのパルスシーケンスについ

て、SARの実測値 を計測 し、計測 したSAR実測値に基づいて、未実行のパルス

シーケンスについてのSAR予測値 とSARグラフの更新 を行 う。そ して、 このグ

ラフ上で、操作者 に未実行のパルスシーケンスについての入れ替 えや待ち時

間挿入等の プロ トコル編集操作 を可能 とす る。 これ によ り、SAR予測値 をよ り

精度良 く求めることができ、プロ トコルの進行中にSAR予測値がSAR上限値以

上にな っても、即座 に、未実行のパルスシーケンスについての入れ替 えや待

ち時間挿入 を行な って、予め入力された撮像条件 を変更せず、且つ、SAR上限

値の制限内で所望の撮像 を行 うことができる。

実施例 4

[01 23] 次に、本発明のMRI 装置及びSAR調整方法についての実施例 4を説明す る。本

実施例 は、SARグラフ上で、パルスシーケンスの各種パ ラメー タの変更を可能

にす る。以下、前述の実施例 1と異なる箇所のみ詳細 に説明 し、同一の箇所に

ついては説明を省略す る。

[01 24] 可動なパルスシーケンスが存在 しない、或 いは、パルスシーケンスの入れ



替 えを行な っても依然 と してSAR予測値力《SAR上限値未満 とな らない場合、且

つ、待ち時間の挿入が好ま しくない場合は、撮像 目的に叶 う範囲でパ ル ス シ

一ケンスの各種撮像パ ラメー タを変更す ることによ り撮像の実行が可能にな

る。本実施例 は、 このような撮像パ ラメー タの変更をSARグラフ上で可能にす

る。

[01 25] 最初に、本実施例 に係 る演算処理の各機能 を、図 19に示す演算処理部 114の

機能 プロック図に基づいて説明す る。本実施例 に係 る演算処理部 114の各機能

部の構成は図2で示 した実施例 1の構成の他 に撮像パ ラメー タ設定部 1901 を有

す る。また、SAR演算部 202とSARグラフ表示制御部 204の処理内容が前述の実

施例 1と異なる。

[01 26] 撮像パ ラメ一 タ設定部 1901 は、変更可能な撮像パ ラメ一 タについて、SAR予

測値 を低減可能な推奨値又は推奨範囲を計算す る。そ して、操作者 によ り、

撮像パ ラメー タ値の変更指示が入力され ると、撮像パ ラメー タ設定部 1901 は

、変更 された撮像パ ラメー タの値に基づいてパ ル ス シーケンスを変更 し、変

更 したパルスシーケンス情報 を計測制御部 111に通知す る。

[01 27] SAR演算部 202は、撮像パ ラメー タの値が変更 されたパルスシーケンスにつ

いて、SAR予測値 を再計算す る。

[01 28] SARグラフ表示制御部 204は、SARグラフ上に、撮像パ ラメ一 タ設定部 1901 で

求め られた変更可能な撮像パ ラメー タの現状値 とSAR予測値 を低減可能な推奨

範囲を表示 して、操作者の撮像パ ラメー タ値の変更指示を受け付 ける。また

、SARグラフ表示制御部 204は、SAR演算部 202によ り再計算 されたSAR予測値に

基づいてSARグラフを更新す る。

[01 29] 次に、上記演算処理部 114の各機能部が連携 して行 う、本実施例の処理 フロ

一を説明す る。本実施例の全体処理 フローは図 7Aと同 じなので説明を省略す

る。本実施例 におけるステ ップS704の詳細 を図20に示す フローチヤ一 卜に基

づいて説明す る。図20の フローチャー トは、図 7Bで説明 した実施例 1の フロー

チャー トと比較 し、ステ ップS2001 〜S2004のみが異なる。他 は同 じなので説

明は省略す る。



[01 30] ステ ップS2001 で、プロ トコルの中で可動パルスシーケンスが無 く（ステ ツ

プS71 4でNo ) 、且つ、待ち時間揷入が不可の （或 いは無い、ステ ップS71 7でNo)

場合に、撮像パ ラメー タ設定部 1901 は、変更可能な撮像パ ラメー タについて

、SAR予測値 を低減可能な推奨値又は推奨範囲を計算す る。

[01 3 1] ステ ップS2002で、撮像パ ラメ一 タ設定部 1901 は、SARグラフ上に、変更可

能な撮像パ ラメー タの現状値 とSAR予測値 を低減可能な推奨値又は推奨範囲を

表示す る。図2 1に表示例 を示す。図2 1は、図3に示 したSARグラフ内の特にSAR

予測値がSAR上限値以上の超過パルスシーケンス3の領域上に、変更可能な撮

像パ ラメー タと して計算 された TR (繰 り返 し時間）とスライス数が選択 されて

、 これ らの撮像パ ラメー タの現状値 とSAR予測値 を低減できる推奨値がそれぞ

れ表示 された例 である。

[01 32] ステ ップS2003で、操作者 は、操作部 を介 して、SARグラフ上で変更可能な

撮像パ ラメー タについて、その値 を推奨範囲の中か ら選択 して設定す る。

[01 33] ステ ップS2004で、撮像パ ラメー タ設定部 1901 は、ステ ップS2003で変更 さ

れた撮像パ ラメー タの値に基づいてパルスシーケンスを変更 し、変更 したパ

ルスシーケンス情報 を計測制御部 111に通知す る。そ して、ステ ップS71 1に移

行 して、SAR予測値の再計算 とSARグラフの更新が行なわれ る。

[01 34] 以上の処理 を、プロ トコル を構成す る全てのパルスシーケンスについて、

そのSAR予測値力《SAR上限値未満 となるまで繰 り返す ことによ り、全てのパル

スシーケンスについて実行可能な撮像パ ラメー タ値 を設定す ることが可能に

なる。その結果、図2 1に示す SAR上限値 を超過す るSAR予測値が存在す るSARグ

ラフが、図22に示す様 に全てのSAR予測値がSAR上限値未満に変わ る。

[01 35] 以上までが、全体処理 フローの説明である。

[01 36] なお、以上の説明は、超過パルスシーケンスについて、その撮像パ ラメ一

タの値 を変更す る例 を説明 したが、必要に応 じて、上限値未満パルスシーケ

ンスについてもその撮像パ ラメ一 タ値 を変更 しても良い。

[01 37] また、本実施例の撮像パ ラメー タ値の変更は、実施例 1のようにプロ トコル

開始前 に行 っても良い し、実施例 3のように、プロ トコル実行中に行 っても良



い。

[01 38] 以上説明 したように、本実施例のMRI 装置及びSAR調整方法は、SARグラフ上

で、パルスシーケンスの各種パ ラメー タの変更を可能にす る。特に、プロ ト

コルの中で可動パルスシーケンスが無 く、且つ、待ち時間挿入が不可の場合

に、撮像パ ラメー タ値 を変更す ることによって、事前 に設定 した撮像条件 (撮

像パ ラメ一 タ値）では実行不可能なプロ トコルゃパルスシーケンスであっても

、可能な範囲で撮像パ ラメー タ値 を変更す ることによって、SAR上限値の制限

内で所望の撮像 を行 うことができるようになる。

[01 39] 以上が、本発明を適用す る具体的な実施例 である。 しか し、本発明は、以

上の各実施例 で開示 された内容にとどま らず、本発明の趣 旨を踏まえた上で

各種形態 を取 りえる。例 えば、実施例 2と実施例 3とを組み合わせて、プロ ト

コルの進行中に、プロ トコル未実行部のSAR予測値力《SAR上限値以上 と成 った

場合に、未実行部のパルスシーケンスに関 して、 自動的に入れ替 えや待ち時

間挿入 を行 っても良い。

符号の説明

[01 40] 0 被検体、 102 静磁場発生磁石、 103 傾斜磁場 コイル、 104 送信 RF

コイル、 105 受信 RFコイル、 106 信号検出部 106、 07 信号処理部、 108

全体制御部、 109 傾斜磁場電源、 110 RF送信部、 111 計測制御部、 112

ベ ッ ド、 113 表示 操作部、 114 演算処理部、 115 記憶部、 116 SAR検出

部



請求の範囲

[請求項 1] 複 数のパルスシーケンスを組み合わせて行な う被検体の撮像 におい

て該被検体への RFパルスの照射 を制御す るRFパルス制御部 と、

前記 RFパルスの照射によ り、前記被検体 に吸収 され る電磁波ェネル

ギ一の予測値であるSAR予測値 を計算す るSAR演算部 と、

前記 SAR予測値がそのSAR上限値未満 となるように、前記複数のパル

スシーケンスの実行 を調整す るSAR調整部 と、

前記 SAR予測値 を表示す る表示部 と、

を備 えた磁気共鳴イメー ジング装置であって、

前記 SAR演算部は、前記パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を

求め、

前記パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を表す SARグラフを作

成 し、前記表示部に該 SARグラフを表示 させ るSARグラフ表示制御部 を

備 えた ことを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装置。

[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 SARグラフ表示制御部は、前記 SAR予測値の時間変化 を表す SAR

予測値のグラフと前記 SAR上限値 とを前記 SARグラフに表示す ることを

特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装置。

[請求項 3] 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 SARグラフ表示制御部は、前記 SARグラフにおいて、前記 SAR予

測値がSAR上限値以上 となるパルスシーケンス部分 と、前記 SAR予測値

力《SAR上限値未満 となる/ 《ルスシーケンス部分 とで、表示態様 を異な

らせ ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一 ジング装置。

[請求項 4] 請求項 3記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記 SARグラフにおいて、前記 SAR予

測値が前記 SAR上限値以上 となるパルスシーケン部分の背景 と、前記S

AR予測値が前記 SAR上限値未満 となるパルスシーケンス部分の背景 と

で、表示態様 を異な らせ ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装



[請求項 5] 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 SARグラフ表示制御部は、前記 SARグラフにおいて、移動可能な

パルスシーケンス部分 と、移動不可能なパルスシ一ケン部分 とで、表

示態様 を異な らせ ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装置。

[請求項 6] 請求項 1記載の磁気共鳴イ メー ジング装置 において、

移動可能なパルスシーケンスの入れ替 え操作 を受け付 ける入れ替 え

操作入力部 を備 え、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記パルスシーケンスが入れ替 え ら

れたSARグラフを作成 して前記表示部に表示 させ ることを特徴 とす る

磁気共鳴イ メー ジング装置。

[請求項 7] 請求項 1記載の磁気共鳴イ メー ジング装置 において、

2つのパルスシーケンスの間に待ち時間の挿入操作 を受け付 ける待

ち時間挿入操作入力部 を備 え、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記待ち時間が挿入 されたSARグラフ

を作成 して前記表示部に表示 させ ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一

ジング装置。

[請求項 8] 請求項 2記載の磁気共鳴イ メー ジング装置 において、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記 SARグラフに、前記パルスシ一ケ

ンス 間の区切 りを表す情報 を表示す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ

一ジング装置。

[請求項 9] 請求項 2記載の磁気共鳴イ メー ジング装置 において、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記 SARグラフに、前記パルスシ一ケ

ンス の 名称 と撮像時間を表示す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメー ジ

ング装置。

[請求項 10] 請求項 1記載の磁気共鳴イ メー ジング装置 において、

移動可能なパルスシーケンスの特定 と、該特定 したパルスシ一ケン

スの入れ替 えを行な うSAR調整部 を備 えた ことを特徴 とす る磁気共鳴



イメー ジング装置。

請求項 1記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記複数のパルスシーケンスのいずれかの間に待ち時間の挿入可能

な箇所の特定 と、特定 した箇所に待ち時間の挿入 を行な うSAR調整部

を備 えた ことを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装置。

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 SARグラフ表示制御部は、前記複数のパルスシーケンスを組み

合わせた撮像の進行 を表す情報 を前記 SARグラフに表示す ることを特

徵 とす る磁気共鳴イメー ジング装置。

請求項 1記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記複数のパルスシーケンスの内で、実行済パルスシーケンス又は

実行中のパルスシーケンスについて前記被検体 に吸収 された電磁波ェ

ネルギ一であるSAR実測値 を求めるSAR実測部 を備 えた ことを特徴 とす

る磁気共鳴イメー ジング装置。

請求項 13記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記 SAR実測値の時間変化 を前記 SAR

グラフに表示す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一ジング装置。

請求項 13記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記 SAR演算部は、前記 SAR実測値に基づいて、前記複数のパルスシ

—ケンスの内の未実行パルスシーケンスについてのSAR予測値 を更新

し、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記更新 されたSAR予測値 を反映す る

ように前記 SARグラフを更新す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一 ジ

ング装置。

請求項 13記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記複数のパルスシーケンスの内の未実行パルスシーケンスについ

て、移動可能なパルスシーケンスの入れ替 え又は待ち時間の挿入 を行

な うSAR調整部 を備 えた ことを特徴 とす る磁気共鳴イメー ジング装置



[請求項 17] 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 SAR予測値がSAR上限値以上 となるパルスシーケンスの撮像 / くラ

メー タについて、前記 SAR予測値が前記 SAR上限値未満 となるように変

更可能な撮像パ ラメー タを求める撮像パ ラメー タ設定部 を備 え、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記変更可能な撮像パ ラメー タを前

記 SARグラフに表示す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ一 ジング装置

[請求項 18] 請求項 17記載の磁気共鳴イメー ジング装置 において、

前記 SAR演算部は、前記変更可能な撮像パ ラメー タの値の変更に基

づいて、前記 SAR予測値がSAR上限値以上 となる/ 《ルスパルスシ一ケン

スのSAR予測値 を再計算 し、

前記 SARグラフ表示制御部は、前記再計算 されたSAR予測値が反映 さ

れ るように前記 SARグラフを更新す ることを特徴 とす る磁気共鳴ィメ

一ジング装置。

[請求項 19] 複数のパルスシーケンスを組み合わせて行な う被検体の撮像 におい

て、

前記パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を求めるステ ップと

前記パルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を表す SARグラフを表

示す るステ ップと、を有 し、

前記 SARグラフを表示す るステ ップは、前記 SARグラフにおいて、少

な くとも 2 つのパルスシーケンス部分の表示態様 を、各々のパルスシ

—ケンスのSAR予測値又は入れ替 えの可否に基づいて異な らせ ること

を特徴 とす るSAR調整方法。

[請求項 20] 請求項 19記載のSAR調整方法において、

前記複数のパルスシーケンスの内の移動可能なパルスシーケンスの

入れ替 え、又は、前記複数のパルスシーケンスのいずれかの間に待ち



時間を挿入す るステ ップと、

前記パ ル ス シーケンスの入れ替 え又前記待ち時間の挿入後の前記パ

ルスシーケンスのSAR予測値の時間変化 を再計算す るステ ップと、

前記パルスシーケンスの入れ替 え又前記待ち時間の挿入 と、前記再

計算 されたSAR予測値 と、を表す ように前記 SARグラフを更新す るステ

ップと、

を備 えた こ とを特徴 とす るSAR調整方法。
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