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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を収容し得る空間に静磁場を発生する静磁場発生手段と、前記静磁場に傾斜を与
える傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、前記被検体の生体組織を構成する原子の原
子核に核磁気共鳴を起こさせる高周波パルスをある所定のパルスシーケンスで繰り返し印
加する送信系と、前記核磁気共鳴により放出されるエコー信号を検出する受信系と、この
受信系で検出したエコー信号を用いて画像再構成演算を行う信号処理系と、得られた画像
を表示する手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記送信系と前記受信系と前記信号処理系の
動作を制御する制御系とを有した磁気共鳴イメージング装置において、
　前記制御系は、所定の繰り返し時間で前記複数のスライスを第１の順序で繰り返し励起
する第１の計測と、同一の繰り返し時間で前記複数のスライスを第１の順序と逆の順序で
繰り返し励起する第２の計測とを各々別々に実行し、各スライスについてそれぞれ２種の
データを得、前記信号処理系により、これら各スライスの２種のデータを用い、方向の相
反する血流からの信号が異なる画像を取得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】
　被検体を収容し得る空間に静磁場を発生する静磁場発生手段と、前記静磁場に傾斜を与
える傾斜磁場を発生する傾斜磁場発生手段と、前記被検体の生体組織を構成する原子の原
子核に核磁気共鳴を起こさせる高周波パルスをある所定のパルスシーケンスで繰り返し印
加する送信系と、前記核磁気共鳴により放出されるエコー信号を検出する受信系と、この
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受信系で検出したエコー信号を用いて画像再構成演算を行う信号処理系と、得られた画像
を表示する手段と、前記傾斜磁場発生手段と前記送信系と前記受信系と前記信号処理系の
動作を制御する制御系とを有した磁気共鳴イメージング装置において、
　複数のスライスにより所定の領域を撮像するシーケンスを複数回行い、各シーケンスは
複数スライスの励起順序を変えて行い、各シーケンスで得られたエコー信号を対応するス
ライス同士で差分処理し、差分処理したデータを再構成して所定の領域の画像を得ること
を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項３】
　被検体を収容し得る空間に静磁場を発生する静磁場発生磁石と、前記静磁場に傾斜を与
える傾斜磁場を発生する傾斜磁場コイルと、前記被検体に対し高周波パルスを印加すると
ともに前記高周波パルスの印加により発生するエコー信号を検出する高周波コイルと、前
記エコー信号を用いて画像再構成演算を行うＣＰＵと、再構成された画像を表示するディ
スプレイと、傾斜磁場及び高周波パルスを所定のパルスシーケンスで印加するよう制御す
るシーケンサとを有する磁気共鳴イメージング装置において、
　前記シーケンサは、所定の領域を撮像するためスライス位置を順次移動させ、各スライ
スでは高周波パルスを印加することにより一つ若しくは複数のエコー信号を検出するシー
ケンスを実行すると共に各スライスの高周波パルスの印加が所望の時間間隔でなされるよ
う制御して、各スライス毎に流入する流体のエコー信号を検出する第１の計測と、スライ
ス位置の移動を第１の計測におけるスライス位置の移動方向と逆方向に移動させて、第１
の計測と同様にシーケンスを実行して流体のエコー信号を検出する第２の計測とを実行し
、前記ＣＰＵは前記第１の計測と前記第２の計測の対応するスライス同士のデータもしく
は画像を差分処理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４】
　前記各スライスはオーバーラップするよう選択されることを特徴とする請求項１ないし
３のいずれか１項記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項５】
　前記各スライス毎の差分データもしくは画像を用いて２次元もしくは３次元の投影像を
再度画像再構成演算することを特徴とする請求項１ないし４いずれか１項記載の磁気共鳴
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、核磁気共鳴（以下「NMR」と略記する）現象を利用して被検体の所望部位の断
層画像を得る磁気共鳴イメージング（以下「MRI」と略記する）装置に関し、特に血管系
の走行を描出する際にその方向性を認識することの可能なＭＲＩ装置に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
ＭＲＩ装置の撮像機能として、造影剤等を使用することなく血流を描画するMRアンジオグ
ラフィ(以下MRAと略す)がある。ＭＲＩ装置における代表的な血流描画手法として、スラ
イス面への流入効果を用いたタイムオブフライト(TOF)法と、血流スピンがその移動方向
に印加された傾斜磁場により位相拡散を受けることを利用した位相法とがあり、位相法に
は、血流スピンの位相拡散を補償するシーケンス（リフェイズシーケンス）と位相拡散を
助長して信号消去するシーケンス（ディフェイズシーケンス）との差分をとることにより
血流描出するフェイズセンシティブ（PS）法と、血流スピンに異なる位相回転を与える一
対の傾斜磁場パルス（フローエンコードパルス）を用い、これらを交互に印加することに
よって一対のデータを得、これらフローエンコードデータの複素差分を取ることにより血
流描出するフェイズコントラスト（PC）法とがある。
【０００３】
これら従来の血流描画手法は、それぞれ一長一短があり、目的に応じて利用されている。
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例えば、ある領域を短い繰り返し時間ＴＲでＲＦ照射（プリサチュレーション）を行い、
この領域に流入する血流信号が高信号となることを利用する2D-TOF法の場合、撮像シーケ
ンスとしてはグラディエントエコー法のような短ＴＲのシーケンスを採用する必要があり
、EPIのような高速シーケンスを採用できない。またプリサチュレーションを行った領域
にいずれの方向から流入する血流スピンも高信号化されるので、動静脈分離を行うことが
できない。隣接する領域をプリサチュレーションする方法もあるが、この場合には動静脈
のどちらか１方向の血流しか可視化できない。
【０００４】
一方、PC法は、極性の異なるフローエンコード位相像の位相差分を取ることにより動脈と
静脈を分離する手法も用いられているが、血流スピンの位相シフトがπを超える高速流で
は折返しアーチファクトの問題がある他、シーケンスがフローリフェイズ型でないために
、乱流や流速の変化に弱く、血管の欠損やアーチファクトを生じ易いという問題も有して
いる。また血流速の定量的計測を目的とした２次元のＰＣ法では血管を含むスライス厚を
厚くできず、血管系の全体の走行を併せて観察するのに適していないという欠点があった
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は、動静脈分離（血流の方向性の描出）が可能である新規な血流描画機能を
備えたＭＲＩ装置を提供することを目的とする。
【０００６】
また本発明は、EPIのような高速の撮像シーケンスの適用が可能であり、これにより短い
撮像時間で血流描画を実現できるＭＲＩ装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明によるＭＲＩ装置は、複数のスライス面について順次
、高周波磁場照射による励起とエコー信号の計測とを繰り返し、得られたエコー信号から
血流画像を再構成する機能を備え、この機能の実行において、複数のスライス面を第１の
順序で励起する第１の計測と、第１の順序と逆の順序で励起する第２の計測とを実行し、
各スライスについてそれぞれ２種のデータを得、これら各スライスの２種のデータ間の差
分演算を行い、方向の相反する血流からの信号を異なる符号のデータとして取得する。
【０００８】
第１の計測において、複数のスライスを第１の方向（方向Ａとする）で順次励起していく
と、その方向Ａに流れる血流は相対的に短い繰り返し時間で繰り返し励起を受けることと
なり、その血流スピンからの信号は相対的に弱くなる。これに対し、逆方向（方向Ｂとす
る）に流れる血流は相対的に繰り返し時間ＴＲが長くなり、そこからの信号強度は静止部
とほぼ同じとなる。次に第２の計測において、同じ複数のスライスを第１の方向と逆方向
Ｂに順次励起した場合には、上記の場合と逆にＢ方向の血流からの信号が相対的に弱くな
り、Ａ方向の血流からの信号が相対的に強くなる。従って、これら２種の計測で得られた
データの差分を取ると、静止部分は画素値（信号強度）０となり、血流では方向によって
符号の異なるデータを得ることができる。
【０００９】
この場合、隣接スライス面同士をオーバーラップさせながら順次励起していった場合には
、静止部についてはオーバーラップした部分について繰り返し励起を受けることになるた
め、オーバーラップさせない場合に比べ静止部の信号強度を抑制できる。これにより血流
部分の描出能を高めることができる。
【００１０】
尚、本発明において撮像シーケンスとしては、グラディエントエコー系のシーケンスを採
用することができ、同一スライスの多重の励起がなくても血流信号を静止部に対して相対
的高コントラストで描出できるため、１回の励起で複数のエコー信号を計測するマルチエ
コー（EPIを含む）シーケンスの採用も可能である。
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【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
図８は本発明が適用されるＭＲＩ装置の全体構成を示すブロック図である。このＭＲＩ装
置は、ＮＭＲ現象を利用して被検体の断層像を得るもので、図８に示すように、静磁場発
生磁石２と、傾斜磁場発生系３と、送信系５と、受信系６と、信号処理系７と、シーケン
サ４と、中央処理装置（ＣＰＵ）８とを備えている。
【００１３】
静磁場発生磁石２は、被検体１の周りにその体軸方向または体軸と直交する方向に均一な
静磁場を発生させるもので、被検体１の周りのある広がりをもった空間に永久磁石方式ま
たは常電導方式あるいは超電導方式の磁場発生手段が配置されている。
【００１４】
傾斜磁場発生系３は、X,Y,Zの三軸方向に巻かれた傾斜磁場コイル９と、それぞれの傾斜
磁場コイルを駆動する傾斜磁場電源10とから成り、後述のシーケンサ４からの命令に従っ
てそれぞれのコイルの傾斜磁場電源10を駆動することにより、X,Y,Zの三軸方向の傾斜磁
場Gx,Gy,Gzを被検体１に印加するようになっている。この傾斜磁場の加え方により被検体
１に対するスライス面を設定することができる。
【００１５】
シーケンサ４は、被検体１の生体組織を構成する原子の原子核に核磁気共鳴を起こさせる
（励起する）高周波磁場（ＲＦ）パルスをある所定のパルスシーケンスで繰り返し印加す
るもので、ＣＰＵ８の制御で動作し、被検体１の断層像のデータ収集に必要な種々の命令
を、送信系５及び傾斜磁場発生系３及び受信系６に送るようになっている。
【００１６】
送信系５は、シーケンサ４から送り出されるＲＦパルスにより被検体１の生体組織を構成
する原子の原子核に核磁気共鳴を起こさせるためにＲＦ磁場を照射するもので、高周波発
振器11と変調器12と高周波増幅器13と送信側の高周波コイル14aとから成り、高周波発振
器11から出力された高周波パルスをシーケンサ４の命令にしたがって変調器12で振幅変調
し、この振幅変調されたＲＦパルスを高周波増幅器13で増幅した後に被検体１に近接して
配置された高周波コイル14aに供給することにより、電磁波が被検体１に照射されるよう
になっている。
【００１７】
受信系６は、被検体１の生体組織の原子核の核磁気共鳴により放出されるエコー信号(NMR
信号)を検出するもので、受信側の高周波コイル14bと増幅器15と直交位相検波器16とA/D
変換器17とから成り、送信側の高周波コイル14aから照射された電磁波による被検体１の
応答の電磁波(NMR信号)は被検体１に近接して配置された高周波コイル14bで検出され、増
幅器15及び直交位相検波器16を介してA/D変換器17に入力してディジタル量に変換され、
さらにシーケンサ４からの命令によるタイミングで直交位相検波器16によりサンプリング
された二系列の収集データとされ、その信号が信号処理系７に送られるようになっている
。
【００１８】
信号処理系７は、ＣＰＵ８と、磁気ディスク18及び磁気テープ19等の記録装置と、CRT等
のディスプレイ20とから成り、ＣＰＵ８でフーリエ変換、補正係数計算像再構成等の処理
を行い、任意断面の信号強度分布あるいは複数の信号に適当な演算を行って得られた分布
を画像化してディスプレイ20に断層像として表示するようになっている。なお、図８にお
いて、送信側及び受信側の高周波コイル14a、14bと傾斜磁場コイル９は、被検体１の周り
の空間に配置された静磁場発生磁石２の磁場空間内に設置されている。
【００１９】
次にこのような構成におけるＭＲＩ装置において、シーケンサ４の実行する血流描画のた
めの撮像シーケンスについて説明する。
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【００２０】
図１は本発明のＭＲＩ装置によって撮像される領域を模式的に示した図で、本発明におい
ては、被検体の目的とする血管Ａ、Ｂを含む撮像領域について血管にほぼ直交するように
スライス面を設定し、これら複数のスライス面について２つの異なる順序でマルチスライ
ス撮像を行う。
【００２１】
マルチスライス撮像は、図２（ａ）に示すように、１つのスライスについての繰り返し時
間ＴＲ内に、順次各スライスについてＲＦパルスによる励起とエコー信号計測を繰り返し
、これを位相エンコードステップを変化させながら繰り返す。尚、図２（ａ）では約１回
半の繰り返ししか示していないが、各スライスについて画像再構成に必要な位相エンコー
ド数のエコー信号を計測するまで撮像シーケンスが繰り返される。
【００２２】
また図中、撮像シーケンスの詳細は示していないが、例えば、１回のＲＦパルス照射によ
るスライス選択励起後、傾斜磁場の反転によって１つのエコー信号を発生させるグラディ
エントエコー法による撮像シーケンス（図２（ａ））や、１回のＲＦパルス照射によるス
ライス選択励起後、ブリップ状の位相エンコード傾斜磁場を印加しながら読み出し傾斜磁
場の極性を複数回、反転させて、複数（図では簡単のために２個のみ示している）のエコ
ー信号を計測するマルチショット或いはシングルショットEPIシーケンス（図２（ｂ））
を採用することができる。マルチショットEPIの場合には、図２（ｂ）に示すシーケンス
を位相エンコードのオフセット量を変化させながら繰り返す。また図２では簡単のために
スライス１～５までしか示していないが、ＴＲ時間内に数１０程度のスライス数を計測す
ることができる。
【００２３】
このようなマルチスライス撮像を、第１の計測では図１中最下のスライス１から順に最上
のスライスＮまで、例えば人体の場合足方から頭方へ、励起／計測を行い、第２の計測で
はその逆に上のスライスＮから下のスライス１まで順次励起／計測を行う。
【００２４】
このように順次スライスを励起していった場合に、第１の計測では、励起順方向に流れる
血管Ａ内の血流はスライス１からスライス２、スライス３へと移動していく際に、繰り返
し時間ＴＲよりかなり短い間隔で多重励起を受けることになり、信号強度が低下する。こ
れに対して、励起順と逆方向に流れる血管Ｂ内の血流は、励起の繰り返し時間は静止部の
ＴＲとほぼ同じであって、血管Ａに対し相対的長ＴＲとなる。即ち、信号は相対的に高強
度となる。
【００２５】
一方、第２の計測では、スライスの励起順が逆になるため第１の計測とは全く逆に血管Ａ
からの信号が高信号となり、血管Ｂからの信号が低信号となる。
【００２６】
このことを図３を参照して更に説明する。まずスライス間でオーバーラップがない場合を
考える（図３（ａ））。スライス１で励起された血流Ａは、次に励起されるスライス２側
に移動するが、この血流が次に励起されるまでの時間（実効的繰り返し時間ｅＴＲ）は血
流の速度ｖによって異なり、次のようになる。
【００２７】
血流速度ｖが比較的速く、
ｖ≧２Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）
（式中、Ｄはスライスの厚さ、ＴＲは設定繰り返し時間、ＮはＴＲ内で励起されるスライ
ス数を表す。以下同じ）を満たす場合には、スライス１を励起した後、スライス２を励起
するまでに血流Ａは既に次のスライス３から先へ移動しているため、実効的ＴＲ（ｅＴＲ
）は
ｅＴＲ＝∞
となり、多重励起による信号強度の低下はない。血流速度ｖが、
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Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）≦ｖ＜２Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、スライス２励起時にスライス１内で励起された血流の全部又は一部がスライ
ス２内にあることになるので、スライス２内に存する血流については、
ｅＴＲ＝ＴＲ／Ｎ
スライス３以降へ移動した血流については、
ｅＴＲ＝∞
となる。異なる実効的ｅＴＲの信号割合いは血流速度ｖに応じて異なり、ｖが小さくなる
ほどＴＲ／Ｎとなる割合が増す。血流速度ｖ＝Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）の場合の血流はすべてｅ
ＴＲが最短の（ＴＲ／Ｎ）となる。信号強度はスライス内各血流スピンのｅＴＲに相関す
る信号強度を位相を含め存在割合で加算したものとなる。
【００２８】
また血流速度ｖが遅い場合、即ち
ｖ＜Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、スライス２に流入した血流については
ｅＴＲ＝ＴＲ／Ｎ
となり、スライス１に残留している血流については、その実効的ｅＴＲはほぼ設定ＴＲと
等しくなる。この場合にも信号強度はこれら実効的ｅＴＲの信号の割合の荷重平均となる
。
【００２９】
このように血流Ａでは、ｖ≧２Ｄ／（ＴＲ／Ｎ）の場合を除き、実効的ｅＴＲがＴＲ／Ｎ
となる血流の割合に応じた信号低下を生じる。
【００３０】
一方、逆方向に流れる血流Ｂでは、スライス２にはスライス３側からの励起を受けていな
い血流が流入することになるので、その実効的ｅＴＲは∞である。従って信号の低下はな
い。また静止部では各スライスは直前のスライスの励起によって励起されることはないの
で、実効的繰り返し時間ｅＴＲは設定ＴＲとほぼ同じとなる。
【００３１】
このようにスライス間のオーバーラップがない場合には、血流Ａのみが血流速度ｖに依存
した多重励起を受ける。従って血流速度を考慮して、スライス厚さＤ及びスライス数Ｎを
設定することにより、血流Ａの信号のみを効果的に抑制することができる。
【００３２】
次に隣接するスライスが図３（ｂ）に示すように所定のインターバルＰ（オーバーラップ
量＝Ｄ－Ｐ）で順次励起される場合を考える。この場合には血流Ａの速度が、
ｖ≧（Ｄ＋Ｐ）／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、スライス１を励起した後、スライス２を励起するまでに血流Ａは既に次のス
ライス３から先へ移動しているため、実効的ｅＴＲは
ｅＴＲ＝∞
となり、多重励起による信号強度の低下はない。血流速度ｖが、
Ｐ／（ＴＲ／Ｎ）≦ｖ＜（Ｄ＋Ｐ）／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、スライス２励起時にスライス１内で励起された血流の全部又は一部がスライ
ス２内にあり、スライス２内に存する血流については、
ｅＴＲ＝ＴＲ／Ｎ
となり、多重励起を受ける。他の部分はスライス３以降に移動しており、
ｅＴＲ＝∞
となる。この場合にも多重励起を受ける血流の割合いは、血流速度ｖに応じて異なり、信
号強度はこの割合で加算したものとなる。
【００３３】
また血流速度ｖが非常に遅く、
ｖ＜Ｐ／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、その実効的ｅＴＲは静止部とほぼ同じと見做すことができる。従ってスライ
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ス間のオーバーラップがある場合にも、血流Ａは、非常に速い場合を除き、少なくとも一
部の血流が血流速度に応じた多重励起を受け、その割合で決まる信号強度の低下がある。
【００３４】
一方、逆方向に流れる血流Ｂでは、血流速度ｖが
ｖ≧（Ｄ－Ｐ）／（ＴＲ／Ｎ）
の場合には、実効的ｅＴＲ＝∞となるが、
ｖ＜（Ｄ－Ｐ）／（ＴＲ／Ｎ）
の場合はオーバーラップ部にあるか否か、血流の上流のスライスか否かにより異なった励
起を受けることになる。即ち、あるスライスで励起されて逆方向に移動する際に、オーバ
ーラップ部に残っている部分は、それ以降の励起時に励起されることになるので、その実
効的ｅＴＲは
ＴＲ／Ｎ＜ｅＴＲ＜ＴＲ
となる。一方、非オーバーラップ部にある部分は、１位相エンコードステップ前の繰り返
し時間で、それより上流側のスライスを励起したときに励起された血流が流入している場
合があり、その場合実効的ｅＴＲは、
ｅＴＲ＝ｎＴＲ／Ｎ
（ｎは、ＴＲ、Ｎ、ｖ、Ｐによって決まる整数で、Ｎより小さい）
となる。但し上流側のスライスでは、そのように前の位相エンコードステップで励起され
た血流の流入はないので、この場合には実効的ｅＴＲは、ｅＴＲ＝∞となる。血流Ｂにつ
いては、このような３つの実効的ｅＴＲによる信号の荷重平均が信号強度となるが、これ
ら実効的ｅＴＲは、いずれもＴＲ／Ｎに比べ長いので、血流Ａのような多重励起による信
号抑制は生じない。
【００３５】
静止部では、スライス１とスライス２がオーバーラップしていない部分（図中、斜線部分
）は、直前のスライスの励起によって励起されていないので、実効的繰り返し時間ｅＴＲ
は設定ＴＲとほぼ同じであるが、オーバーラップ部分は
ｅＴＲ＝ＴＲ／Ｎ
となり、多重励起を受ける。従ってオーバーラップ量を適当に設定することにより、静止
部の信号強度を抑制でき、血流Ａ、静止部、血流Ｂの順に信号強度を異ならせることがで
き、後述する差分処理後の血流画像のコントラストを上げることができる。尚、オーバー
ラップ量が多すぎると撮像領域全体をカバーするためのスライス枚数が増えるため、最終
的に撮像時間の延長を招くことになるとともに、遅い血流の飽和を招くことになるので、
オーバーラップ量はスライス厚の20～80％程度、好適には50％以下とする。但し、体幹部
の動脈等ではオーバーラップ量を増しても構わない。
【００３６】
次にこのように血流の方向により信号強度を異ならせた計測で得られたデータから画像再
構成する手段について説明する。
【００３７】
上述の２種のマルチスライス撮影を行うことにより、各スライスについて図４に示すよう
に１組の画像データを得ることができる。同一スライスについて得られた１組の画像は、
一方（第１の計測で得られた画像）は血管Ａは低信号で、血管Ｂが高信号で描出されてお
り、他方（第２の計測で得られた画像）は血管Ｂは低信号で、血管Ａが高信号で描出され
ている。
【００３８】
次にこれら１組のデータ同士で差分（例えば第１の計測で得られた画像データから第２の
計測で得られた画像データを引く）を行う。差分は、各々を画像再構成した後に複素デー
タ又は絶対値の差分を行ってもよく、或いは再構成前の信号データを用いた複素差分後に
再構成を行っても構わない。これにより静止部を消去し、血管のみの画像が得られる。こ
の際、血管の画素値は血流の方向によって符号が異なったものとなる。上記差分処理は各
スライス毎に行われ、これによりスライス数分の差分像が生成される。
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【００３９】
次に得られた差分像を投影処理することにより領域全体の投影血管像を作成する。血管の
一部分をそれぞれ部分的に含む連続した多数枚の二次元画像から投影像を得る方法として
は、公知の手法として光線軌跡法による最大値投影法（ＭＩＰ）或いは最小値投影法（Ｍ
ｉｎＩＰ）があるが、ここでは最大値投影法と最小値投影法を組合せて両方向の血管を描
画する。
【００４０】
上述したように差分像は符号の異なるデータが含まれており、単純にMIP処理或いはMinIP
処理を行った場合、一方の方向の血管しか描画できないことになる。そこで次のような処
理を行う。まず図５（ａ）に示すように正負両方に閾値αを設定し、絶対値が閾値α以下
は血管以外の組織と見做し０レベル若しくはαとし灰色で表示する。閾値を超えるものに
ついては血管と見做し、値が正の場合には例えば白色とし、負の場合には黒色とする。こ
こで光軸上に閾値を超える正の信号と負の信号が重なった場合には、正負の絶対値の大き
い方を表示する方法（図５（ｂ））か、正負いずれか優先するものを予め決めておき、こ
の設定に従い、一方を表示する方法（同図（ｃ））のいずれかを採用することができる。
いずれの方法とするかは診断上の必要性を考慮して任意に選択することができる。（ｂ）
の方法は、信号値の高い血管を優先的に描画させる場合に好適であり、（ｃ）の方法は動
脈、静脈のいずれかを優先的に描画させる場合に好適である。
【００４１】
尚、血流の方向表示は、上述した白黒表示の他、値が正の場合を赤、値が負の場合を青と
するような、２つの値に色相的に区別できるそれぞれの色相を付与するカラー表示等によ
り識別可能にしてもよい。また上述の投影処理は、従来の投影処理と同様、投影の方向は
冠状断、矢状断、軸横断の方向など任意に設定することができ、更に図６に示すように、
ある軸Ｃを中心として回転させて、たとえば±45°程度角度のついた投影から、5°～10
°おきに投影像を作成し、それらを動画像として表示することも可能である。これにより
血管の前後関係等奥行き、血管の構造を認識することができ、上述した（ｂ）または（ｃ
）の方法を選択することによって隠れてしまった血管についても他の方向から確認するこ
とができる。
【００４２】
以上説明したように、本発明のＭＲＩ装置は、マルチスライス撮像を実行する際に、励起
順方向に流れる血流のスピンは多重励起を受け低信号化することを利用し、励起順の異な
る２つの計測で得られたデータの差分により、血流信号を方向によって符号の異なるデー
タとして取得するものである。この場合、図１において最初に励起されるスライス１につ
いてみると、このスライス１に流入してくる励起順方向の血流は多重励起を受けていない
ため、低信号化しない。同様に第２の計測で最初に励起されるスライスＮについても励起
順方向の血流の信号は低信号化しない。従って励起順の異なる２つの計測の差分を取った
場合、最初と最後のスライス１、Ｎについては血流方向の差が不明瞭となる。
【００４３】
このような撮像領域両端における不明瞭な部分をなくすために、最初と最後のスライスの
データを削除してもよいが、より好適には最初に励起されるスライスに隣接する領域を予
めＲＦ照射することにより飽和（プリサチュレーション）しておくことが好ましい。
【００４４】
撮像シーケンスにプリサチュレーションを加えた実施例を図７に示す。この実施例でも、
撮像領域を目的とする血管Ａ、Ｂに略直交する複数のスライスに分けてマルチスライス撮
影し、この際、スライスの励起順序の異なる第１の計測と第２の計測を実施することは図
１の実施例と同様であるが、本実施例では第１の計測でマルチスライス撮影する際に、最
初に励起されるスライス１に隣接する領域Ｓ1（図中、下側の領域）をＲＦ照射し、この
領域のスピンを飽和させておく。第１の計測終了後、第２の計測を開始する場合にも最初
に励起されるスライスｎに隣接する領域Ｓ2（図中、上側の領域）を同様にプリサチュレ
ーションし、スピンを飽和させる。
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隣接領域をプリサチュレーションした後、スライス１（或いはスライスＮ）を励起した場
合、ここには飽和した領域Ｓ1（或いは領域Ｓ2）からの血流スピンが流れ込んでくるため
、血流からの信号を低信号化することができる。これにより撮影領域の両端のスライスに
おいて、血管Ａと静止部及び血管Ｂとの信号の差が明瞭となり、血流捕捉能力を上げるこ
とができる。
【００４６】
このようなプリサチュレーションは、撮像シーケンスの如何に関わらず行うことができ、
図２（ａ）及び（ｂ）に示すマルチスライスシーケンスの前段に領域Ｓ1又はＳ2のプリサ
チュレーション工程を挿入すればよい。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のＭＲＩ装置によれば、血流描画機能としてスライス励起順
序が逆転した二種のマルチスライス撮像を行い、これらの差分を行うことにより、方向の
異なる血流を極性の異なる信号として描画することが可能となる。またマルチスライス撮
像として、一回のスライス励起で画像再構成に必要な全位相エンコード分のエコーを計測
するＥＰＩを採用することができ、これにより10秒以下程度の極めて短時間で血流画像を
得ることができる。
【００４８】
更に本発明のＭＲＩ装置では、従来のPC法で問題となる乱流の影響を受けにくく、動静脈
の重なりに対しても明確に血流の方向を識別可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のＭＲＩ装置により実行されるMRアンジオグラフィ計測法の概念を示す説
明図
【図２】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれシーケンサが実行する撮像シーケンスの実施例を
示す図
【図３】本発明によるMRアンジオグラフィ計測法の原理を説明する図
【図４】本発明のＭＲＩ装置における画像処理の一実施例を示す図
【図５】本発明のＭＲＩ装置における投影処理を説明する図
【図６】本発明のＭＲＩ装置における画像処理の一実施例を示す図
【図７】本発明のＭＲＩ装置により実行されるMRアンジオグラフィ計測法の他の実施例を
示す図
【図８】本発明が適用されるＭＲＩ装置の全体構成を示す図
【符号の説明】
1…被検体、2…静磁場発生装置、3…傾斜磁場発生系、4…シーケンサ、5…送信系、6…受
信系、7…信号処理系、8…CPU、9…傾斜磁場コイル、10…傾斜磁場電源、14a…送信側の
高周波コイル、14b…受信側の高周波コイル
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