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(57) 要約 高周波磁場パルス強度の最適化に要する時間を短縮 し、M R I 全体の計測時間を短 < するこ
とを目的とする。 高周波磁場パルス強度を最適化するための処理内で、高周波磁場パルスの印加を行
初期状態を短時間で意図的に作 り出し、繰 り返 し印加する高周波磁場パルス間隔を短 する。高周波

磁場パルスの緩和時間よ り十分短 所定の時間間隔で繰 り返 し高周波磁場パルスを印加 し、磁気共鳴信
号強度が閾値以下となった状態を初期状態 とする。
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明 細 苫

初期状態生成方法、最適強度決定方法およ

技術分野

０００1 本発明は、被検体中の水素や燐等からの核磁気共鳴(以下、「N 」といぅ) 号を

計測し、核の密度分布や緩和時間分布等を画像化する核磁気共鳴イメージング(以

下、「MR 」といぅ)装置に関し、特に、印加する高周波磁場パルスの強度を調整する

技術に関する。

背景技術

０００2 MR 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NMR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。MR 装置では、傾斜磁場によって位相ェンコードおよび周波

数ェンコードされたNMR信号が、時系列データとして計測される。計測されたNMR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 静磁場内で静磁場方向を向いている被検体内の原子核スピン(以下、「スピン」とい
ぅ)は、高周波磁場の印加を受けて傾く。ここでは、ある一定時間、ある一定振幅で印

加される高周波磁場をR パルスと呼び、原子核スピンが傾く角度をフリップ角と呼ぶ

。以後、木明細菩では、R パルスの印加時間および振幅を合わせて強度と呼ぶ。従

って、フリップ角は、R パルスの強度に応じて定まる。なお、一般に、フリップ角が ０

となる強度で印加されるR パルスは、０パルスと呼ばれる。例えば、フリップ角が9０

。となるR パルスは 。、9０ パルスと呼ばれる。

０００4 MR では、被検体の形状、体内組織等の属性の相違に応じてNMR信号を受信する

受信コイル系の状態が変化する。このため、同じ強度のR パルスを印加しても、被検

体の部位によってスピンのフリップ角が典なる場合があり、正確な計測の妨げとなっ
ている。これを防ぐため、計測するNMR信号(以下、「ェコ一信号」といぅ) 自体を用い

て、被検体の属性が典なっても同じフリップ角が得られるよぅ、属性毎にR パルスの

強度を最適化する技術が知られている(例えば、特許文献 1参照。)。属性が変わる毎



に撮影の前に パルス強度を最適化し、最適ィヒされた強度のR パルスを用いて撮

影を行ぅ。

０００5 特許文献 1 : 特開昭6 1
191949号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 特許文献 1 に開示の技術では、R パルスの強度を微調整しながら印加を繰り返し、

ェコ一信号強度が最大となる強度を印加 R パルスの最適強度とする、R パルス強

度の最適化を行ぅ。このとき、R パルスの印加は、R パルスにょり傾けられたスピンが

熱平衡状態に戻るのを待ち、繰り返される。従って、R パルス強度の最適化に要す

る時間は、R パルスにょり傾けられたスピンが熱平衡状態に戻るまでの時間( 以下、「

緩和時間」といぅ) に依存する。高磁場であればあるほど、この緩和時間は長くなるた

め、特許文献 1 に開示の技術を用いる場合、R パルス強度の最適化に要する時間も

長くなる。従って、特許文献 1 に開示の技術にょりR パルス強度を最適化後、M R を

行ぅ場合、全体の計測時間も長くなる。

０００7 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、R パルス強度の最適化に要する時

間を短縮し、M R 全体の計測時間を短くすることを目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 本発明は、R パルス強度を最適化するための処理内で、R パルスの印加を行ぅ初

期状態を短時間で意図的に作り出し、繰り返し印加するR パルス間隔を短くする。ま

た、高周波磁場パルスの緩和時間ょり十分短い所定の時間間隔で繰り返し高周波

磁場パルスを印加し、磁気共鳴信号強度が閾値以下となった状態を初期状態とする

０００9 具体的には、静磁場中に配置された被検体に対して傾斜磁場を印加する傾斜磁

場印加手段と、前記被検体の磁化を所定のフリップ角で励起させる高周波磁場パル

スを印加する高周波磁場バルス印加部と、前記被検体が発生する磁気共鳴信号を

計測する計測部と、前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部と計測部との

動作を制御する制御手段とを備える磁気共鳴イメージング装置であって、前記制御

部は、前記高周波磁場パルス印加部が前記高周波磁場パルスを印加後、所定の時



間内に前記磁気共㎎信号か所定の閾値以下となる準定常状態を生成するよぅ、前記

前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部との動作を制御する準定常状態生

成部を備えることを特徴とする磁気共㎎イメーシンク装置を提供する。

発明の効果

００1０ 本発明によれは、 パルス強度の最適化に要する時間を短縮し、MR 全体の計側

時間を短くてきる。

発明を実施するための最良の形態

００11 くく第一の実施形態 ノノ

以下、本発明を適用する第一の実施形態について図面を参昭し税明する。なお、

発明の実施形態を脱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、その繰り返しの脱明は省略する。

００12 ます、本実施形態のMR 装置の一例の全体概要を脱明する。図1は、本実施形態

のMR 装置の全体構成を示すフロノク図てある。MR 装置1００は、NMR現象を利用し

て被検体の断層画像を得るものて、静磁場発生系 2と、傾斜磁場発生系 3と、迭信系

5と、受信系6と、信号処理系 7と、シーケンザ4と、中央処理装置(CPU)8とを備える。

００13 静磁場発生系 2は、垂直磁場方式てあれは、被検体 1の周りの空間にその体軸と直

交する方向に、水平磁場方式てあれは、体軸方向に、均一な静磁場を発生させるも

のて、被検体 1の周りに水久磁石方式、常電導方式あるいは超電導方式の静磁場発

生源か配置されている。

００14 傾斜磁場発生系 3は、MR 装置1００の座標系 (静止座標系 )において、X、Y、Zの3軸

方向に巷かれた傾斜磁場コイル9と、それそれの傾斜磁場コイルを駆動する傾斜磁

場電源 1０とを備え、後述のシーケンザ4からの命令に従ってそれそれのコイルの傾斜

磁場電源 1０を駆動することにより、X、Y、Zの3軸方向に傾斜磁場G，，G ，G，を被検

体 1に印加する。一般には、X、Y、Zのいすれか1方向にスライス方向傾斜磁場パルス

(G5)を印加して被検体 1に対するスライス面(撮影断面)を設定し、残り2つの方向に位

相ェンコート方向傾斜磁場パルス(Gp)と周波数ェンコート方向傾斜磁場パルス(G )

とを印加して、ェコ一信号にそれそれの方向の位置清報をェンコートする。

００15 迭信系 5は、被検体 1の生体組織を構成する原子の原子核スピンに核磁気共㎎を



起こさせるために高周波磁場パルス(以下、「 パルス」れぢ。)を印加するもので、

14aとを備える。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ザ4からの

指令によるタイミングで変調器 12により振幅変調し、この振幅変調された高周波パル

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送信コイル14a

に供給することにより、電磁波 (R パルス)が被検体 1に印加される。

００16 受信系6は、被検体 1の生体組織を構成する原子核スピンの核磁気共鳴により放出

されるN R信号卜コ一信号)を検出するもので、受信側の高周波コイル(受信コイル)

14bと信号増幅器 15と直交位相検波器 16と、A D変換器 17とを備える。送信コイル14

aから印加された電磁波によって誘起される被検体 1の応答の電磁波 (NMR信号)が被

検体 1に近接して配置された受信コイル14bで検出される。検出されたNMR信号は、

信号増幅器 15で増幅された後、シーケンザ4からの指令によるタイミングで直交位相

検波器 16により直交する二系統の信号に分割され、それぞれがA D変換器 17でディ

ジタル最に変換されて、信号処理系 7に送られる。

００17 シーケンザ4は、R パルスと傾斜磁場パルスとを所定のパルスシーケンスに従って

印加するよぅ制御する。C 8の制御で動作し、被検体 1の断層画像のデータ収集に

必要な種々の命令を送信系 5、傾斜磁場発生系 3、および受信系6に送る。なお、パ

ルスシーケンスは、R パルス、傾斜磁場パルス等のon o のタイミング、振幅等の細

み合わせのタイムチャートであり、撮影の目的に従って予め作成され、プログラムとし

てメモり(不図示)等に格納される。C 8は、パルスシーケンスに従ってシーケンザ4を

制御する。

００18 号処理系 7は、各種データ処理と処理結果の表示及び保存等を行ぅもので、 P

8と、RO RA 等の記憶装置18と、光ディスク、磁気ディスク等の外部記憶装置19

と、CRT等からなるディスプレイ2０とにより構成される。受信系6からのデータがCPU8

に入力されると、CP 8が信号処理、画像再構成等の処理を実行し、その結果である

被検体 1の断層画像をディスプレイ2０に表示すると共に、外部記憶装置19に記録す

る。

００19 操作部25は、MR 装置1００自体の各種制御情報および信号処理系 7で行ぅ処理の



各種制御情報の入力を受け付けるもので、トラックボール又はマウス23、および、キ

ーボード24を備える。操作部25はディスプレイ2０に近接して配置され、操作者は、デ

ィスプレイ2０を見ながら操作部25を介してインタラクティブにMR 装置1００の各種処理

に必要な情報を入力する。

００2０ なお、図1において、送信コイル14aと傾斜磁場コイル9とは、被検体 1が挿入される

静磁場発生系 2の静磁場空間内に、垂直磁場方式であれば被検体 1に対向して、水

平磁場方式であれば被検体 1を取り囲むよぅにして設置される。また、受信コイル14b

は、被検体 1に対向して、或いは被検体 1を取り囲むよぅに設置される。

００2 1 現在MR 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 ( ロトン)である。MR 装置では、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。

００22 本実施形態では、本撮影に先立ち、最適な強度を有するR パルス(某準パルス)を

決定する。すなわち、強度を変ィヒさせて微調整しながらR パルスの印加を繰り返し、

ェコ一信号のピーク値または積分強度が最大となる強度を有するR パルスを某準パ

ルスと決定する。ただし、本実施形態では、緩和時間より短い時間内にェコ一信号が

略発生しない状態の準定常状態を生成し、準定常状態を初期状態として、R パルス

の印加を繰り返す。以下、本実施形態では、某準パルスの決定に、ェコ一信号のピ

ーク値を用いる場合を例にあげて説明する。

００23 緩和時間を待たず、R パルスの印加を繰り返し、某準パルスを決定するため、本実

施形態のMR 装置1００は、某準R パルス決定処理部と、準定常状態生成部と、を備

える。これらの機能は、予めメモり(不図示)等に保持されたプログラムをC 8が実行

することにより実現される。

００24 某準R パルス決定処理部は、ェコ一信号のピーク値が最大となる強度を有するR

パルスを決定する某準パルス決定処理を実行する。この某準パルス決定処理におい

て、某準パルス決定処理部は、最初に準定常状態になったことを準定常状態生成部

から通知を受けると、パルスシーヶンスを実行し、得られたェコ一信号のビーク値を、

印加したR パルスの強度に対応づけて保持する。第1回目に印加するR パルスの



強度は、オペレータのマニュアル操作によって予め定められる。また、実行するパル

スシーケンスも予め定められる。以後、木明細菩では、某準 パルス決定処理にお

いて、スピンェコ一法( E )、グラデイェントェコ一法(GE) など予め定められたシーケン

スの中で印加するR パルスを、某準決定R パルスと呼ぶ。

００2 5 その後、某準R パルス決定処理部は、準定常状態になる毎に、某準決定R パル

スの強度を変ィヒさせてパルスシーケンスを実行し、得られたェコ一信号のピーク値と

印加した某準決定R パルスの強度とを対応づけて保持することを所定回数繰り返す

。その後、得られた結果を用いて、最大のピーク値に対応する強度を算出し、以降の

本撮影で使用するR パルスの強度と決定する。すなわち、当該強度を有するR パ

ルスを某準R パルスとする。なお、最大のピーク値に対応する強度は、例えば、測定

により得られた各ピーク値を補間することにより最大のビーク値を求め、求めた最大の

ビーク値に対応する強度を、保持されている強度の補間により求めるといった手順で

算出する。

００2 6 準定常状態生成部は、ェコ一信号が略発生しない状態である準定常状態を作成し

、某準R パルス決定処理部に準定常状態となったことを通知する、準定常状態生成

処理を行ぅ。本実施形態の準定常状態生成部は、緩和時間よりも十分短く設定され

た所定の時間間隔で、予め定められたフリップ角 巳度のR パルスの印加を行い、ェ
コ一信号の計測を繰り返す。ェコ一信号強度が所定の閾値以下である状態を準定

常状態とする。以後、木明細菩では、準定常状態生成のために印加するR パルスを

、準定常状態生成R パルスと呼ぶ。

００2 7 図2 は、本実施形態の準定常状態生成処理の概要を説明するための図である。静

磁場の方向を，軸方向とすると、熱平衡状態にある原子核スピンの核磁化ベクトル(以

後、「核磁化」といぅ。) 2０1は、，軸方向を向く。ここに、予め定めた方向 は にフリップ角

巳度の準定常状態生成R パルスを印加すると、励起後の核磁化 2０2 は、m 度フリッ

プする。その後、ある一定時間( n e Va )経過すると、原子核スピンの核磁化 2０3 のx

成分は、超微細磁場による拡散過程を経てx 平面内で拡散する。その状態で、さら

に方向 は でフリップ角 巳度の準定常状態生成R パルスを印加すると、，平面内で拡

散していた核磁化それぞれが 巳度フリップするため、核磁化 2０4 は，方向に拡散する



。なお、n e Va は、緩和時間より十分短く設定される。

００2 8 上記の方向 は でフリップ角 巳度の準定常状態生成R パルスの印加と、超微細磁場

による拡散過程とを交互に繰り返すことにより、核磁化は、z方向の磁化 (以後、「縦磁

化」といぅ。)と、x 平面内の磁化 (以後、「横磁化」といぅ。)とが、ともに飽和し、ェコ一

信号を発しない佳たは所定の閾値以下となる)状態、すなわち、準定常状態 2０5 とな

る。

００2 9 次に、準定常状態生成部による準定常状態生成処理の手順を説明する。図3 は、

本実施形態の準定常状態生成部による、準定常状態生成処理の処理フローである

。まず、準定常状態生成部は、準定常状態生成の指示を受け付けると、方向が ぽ で

、フリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルスR d をスライス選択傾斜磁場とと

もに印加する(ステップ 3０1)

００3０ 所定時間(WT) 経過後 (ステップ 3０2 )、準定常状態生成部は、ェコ一信号強度ECを

計測し(ステップ5 3０3 )、閾値 との大小関係を判別する(ステップ5 3０4 )。ここで、ェコ一

信号強度ECが所定の閾値 より大きい場合、( n e Va 時間経過後 (ステッ 3

０5 )、ステップ5 3０1にもどり、再度、方向が ぽ で、フリップ角が 巳度の準定常状態生成

R パルスをスライス傾斜磁場とともに印加する。

なお、ステッ 3０5 において、n e Va T時間待つのは、準定常状態生成R パル

スの印加間隔( n e Va )間で、局所磁場で横磁化を飽和させるためである。

００3 1 一方、5 3０4 において、ェコ一信号強度が所定の閾値以下の場合、(所定時間(縦磁

化回復時間T )経過後 (ステップ 3０6 )、準定常状態となったことを、某準R パルス決

定処理部に通知する(ステップ5 3０7 )。なお、本実施形態では、ステッ 53０2 において

、ェコ

ェコ一信号強度が0 となる状態を準定常状態と判別するよぅ構成してもよい。また、ス

テッ 3０6 は、某準R パルス決定処理部が行ぅよぅ構成してもよい。

００3 2 次に、本実施形態の、某準パルス決定処理を実現するパルスシーケンスを説明す

る。図4 は、本実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシー

ケンス図である。本図に示すよぅに、某準パルス決定処理が開始されると、まず、準定

常状態作成処理を実現するシーケンス4 1０が実行される。すなわち、準定常状態生



成部が、方向が ぽ でフリップ角が 巳度の準定常状態生成 パルス4０1の印加を、n

e a 間隔で、ェコ一信号が所定の閾値以下になるまで繰り返す。このとき、各準定常

状態生成R パルス4０1の印加と同時にスライス傾斜磁場4０2を印加する。

００33 ェコ一信号が所定の閾値以下になった時点から縦磁化回復時間T14０5経過後、某

準パルス決定処理部は、 E法、GE法などの予め定められた某準パルス決定用のシ

ーケンス42０を実行する。実行後、某準パルス決定処理部は、ェコ一信号のピークィ直

を印加した某準決定R パルスの強度とともに記憶する。

００34 某準パルス決定用のシーケンス42０の実行後、準定常状態生成処理部は、準定常

状態生成処理を実現するシーケンス4 1０を実行する。そして、準定常状態から縦磁化

回復時間T14０5経過後、某準パルス決定処理部は、某準決定R パルスの強度を微

調整し、シーケンス42０を実行する。以上のよぅに、シーケンス4 1０とシーケンス42０とを

所定回数繰り返し、某準決定R パルス強度と、当該R パルスにより得られるェコ一

信号のピーク値との組を記録し、最適強度を決定する。

００35 以上の某準パルス決定処理の処理手順を説明する。図5は、本実施形態の某準パ

ルス決定処理の処理フローである。ここでは、スピンェコ一シーケンスを用い、9０度パ

ルスを設定する場合を例にあげて説明する。また、某準パルス決定のために""回、

ェコ一信号のピーク値を収集するものとする。

００36 オペレータから、某準パルス決定処理の開始の指示を受け付けると、まず、某準パ

ルス決定処理部は、オペレータから目的とするフリップ角(強度)の設定を受け付け、

某準決定R パルスの強度として設定する(ステップ 5０1)。目的とするフリップ角とは、

本撮影で用いるR パルスのフリップ角である。ここでは、9０度パルスとする。その後、

ェコ一信号記録回数をカウントするカウンタnを初期化するにこでは、n二 とする。)。(

ステップ 5０2)。そして、準定常状態生成部に、準定常状態生成処理を開始するよぅ

指示を行ぅ。

００37 指示を受けた準定常状態生成部は、準定常状態生成処理を開始する(ステッ 55０

3)。すなわち、準定常状態生成部は、上述した準定常状態生成処理を了 、刊 、準定常

状態になったと判別後、縦磁化回復時間(T )待ち、某準R パルス決定処理部に通

知する。



００3 8 通知を受けた基準R パルス決定処理部は、設定された強度を有する基準決定R

パルスR を用い、スピン工コ一シーケンスを実行し、工コ一信号を計測するほテ

ップ 5０4 )。そして、工コ一信号のピーク値および墓準決定R パルスの強度を記録す

る(ステップ5 5０5 )。次に、工コ一信号の計測が予め定められた数に達したか判別する

。ここでは、カウンタn 三 nnであるか否か判別する(ステップ 5０6 )。n 三 n の場合、最も

大きいピーク値に対応するR パルスの強度を算出し、本撮影で用いるR パルスの強

００3 9 一方、ステッ 5０6で予め定められた数に達していない場合 ("く")
、某準決定

パルスの強度を微調整し(ステップ 5０8 )、カウンタnを インクリメントし(ステップ 5０9 )

ステッ 5０3 に戻る。なお、印加する某準決定R パルの強度の調整最は予め定め

ておく。

００4０ なお、他のR パルスの強度は、調整した某準R パルスに某づいて決定することが

できる。例えば、某準R パルスが9０度パルスの場合は、18０度パルスの強度を某準R

パルスの強度の2倍とすればよい。

００4 1 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、某準R パルス設定のために、某準決

定R パルスの印加を繰り返す間隔は、準定常状態が生成される時間に縦磁化回復

時間(T )を足し合わせた時間である。準定常状態が生成される時間間隔は、n e Va

(準定常状態生成R パルスの印加回数m 所定時間(WT) である。 n e Va X (m

) wTは、核スピンが熱平衡状態に戻るまでの時間に比べてはるかに短時間と

なるよぅ設定されているため、短時間で、某準決定R パルスの印加を繰り返すことが

できる。従って、短時間で某準R パルスを設定することができる。これにより、全計測

にかかる時間も短縮することができる。なお、本実施形態では、準定常状態生成R

パルスの印加間隔が短いため、R パルス印加時に発生する音の間隔が従来法に比

べて短くなる。

００4 2 なお、上記実施形態では、某準パルスの決定にェコ一信号のピーク値を用いる場

合を例にあげて説明したが、上述のよぅにェコ一信号の積分強度を用いてもよい。こ

の場合は、某準パルス決定処理において、ピーク値の代わりに積分強度を記録し、

最大の積分強度に対応する強度を算出し、本撮影で用いるR パルスの強度とすれ



ばよい。

００4 3 くく第二の実施形態 ノノ

次に、本発明を適用する第二の実施形態について説明する。第一の実施形態で

は、準定常状態生成処理において、同一のフリップ角で同一の方向の準定常状態

生成 パルスを繰り返し印加している。しかし、本実施形態では、繰り返し印加する

準定常状態生成R パルスの印加の方向を変ィヒさせる。なお、フリップ角は同一とす

る。以下、本実施形態の構成を、第一の実施形態と典なる構成に主眼をおいて説明

する。本実施形態においても、某準パルスの決定に、ェコ一信号のピーク値を用レ巧

場合を例に挙げて説明する。

００4 4 本実施形態では、上述のよぅに準定常状態生成部が繰り返し印加する準定常状態

生成R パルスの印加方向を変ィヒさせる。すなわち、第一の実施形態のよぅに印加方

向 は が一定ではなく、方向を典ならせて印加する。本実施形態の準定常状態生成部

による準定常状態生成処理の概要を、図6 を用いて説明する。

００4 5 静磁場の方向を，軸方向とすると、熱平衡状態にある原子核スピンの核磁化6 ０1は

、，軸方向を向く。ここに、予め定めた方向０1にフリップ角 巳度の準定常状態生成R

パルスを印加すると、核磁化6 ０2 は、 度フリップする。本図では、０1は一 方向とし

た場合を例示する。その後、一定時間( n e Va )経過すると、原子核スピンの核磁化6

０3 のx 成分は、超微細磁場による拡散過程を経てx 平面内で拡散する。その状態で

、さらに方向 でフリップ角 巳度の準定常状態生成R パルスを印加すると、，平面

内で拡散していた核磁化それぞれが 巳度フリップするため、核磁化6 ０4 は，方向に拡

散する。本図では、０2 は，方向とした場合を例示する。なお、 e Va は、緩和時間よ

り十分短く設定される。以後、m 回目の準定常状態生成R パルスの印加方向を０m

と表す。また、印加方向が ０mでフリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルスをR

０m と表す。

００4 6 某準定常状態生成R パルスR f の印加と、超微細磁場による拡散過程とを交

互に繰り返すことにより、縦磁化と横磁化とが、ともに飽和し、ェコ一信号が所定の閾

値以下の状態、すなわち、準定常状態 6 ０5 となる。なお、準定常状態生成R パルス

を印加する方向は、予め定めておく。例えば、複数の印加方向と、各方向の印加順



を定めておく。

００4 7 次に、本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理の手順を説明

する。図7は、本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理の処理フ

ローである。まず、準定常状態生成部は、準定常状態生成の指示を受け付けると、

準定常状態生成 パルス印加回数をカウントするカウンタmを初期化するにこでは、

m二 とする)(ステップ 7０1)。次に、方向が で、フリップ角が 巳度の準定常状態生

成R パルスR をスライス選択傾斜磁場とともに印加する(ステップ 7０2)

００4 8 所定時間(WT)経過後 (ステップ5 7０3)、準定常状態生成部は、ェコ一信号強度を計

測し(ステップ 7０4)、ェコ一信号強度ECと閾値 との大小関係を判別する(ステッ 7

０5 )。ここで、ェコ一信号強度が所定の閾値より大きい場合、n e va 時間経過

後 (ステップ 7０6 )、カウンタmを インクリメントし(ステップ 7０7)、ステッ 7０2にもどり、

方向が で、フリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルスをスライス傾斜磁場とと

もに印加する。

００4 9 一方、5 7０5 において、ェコ一信号強度が所定の閾値以下の場合、(所定時間(縦磁

化回復時間T )経過後 (ステップ 7０8)、準定常状態となったことを、某準R パルス決

定処理部に通知する(ステップ 7０9)。なお、本実施形態においても、ステッ 7０5 に

おいて、ェコ一信号強度が0となった状態を準定常状態と判別してもよい。

００5０ 次に、本実施形態の、某準パルス決定処理を実現するパルスシーケンスを説明す

る。図8は、本実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシー

ケンス図である。本図に示すよぅに、某準パルス決定処理が開始されると、まず、準定

常状態作成処理を実現するシーケンス8 1０が実行される。ここでは、準定常状態生成

部が、方向 m(m 二 1、2，3‥・)でフリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルス8０1

の印加を、n e va 間隔で、ェコ一信号強度が所定の閾値以下となるまで繰り返す。

このとき、各準定常状態生成R パルス8０1の印加と同時にスライス傾斜磁場8０2を印

加する。

００5 1 ェコ一信号強度が所定の閾値以下となった時点から縦磁化回復時間T18０5経過後

、某準パルス決定処理部は、 E法、GE法などの予め定められた某準パルス決定用

のシーケンス8 2０を実行する。実行後、某準パルス決定処理部は、ェコ一信号のピ一



ク値を計測し、印加した墓準決定 パルスの強度とともに記憶する。

００5 2 某準パルス決定用のシーケンス8 2 ０の実行後、準定常状態生成処理部は、準定常

状態生成処理を実現するシーケンス8 1０を実行する。そして、準定常状態から縦磁化

回復時間T18 ０5 経過後、墓準パルス決定処理部は、某準決定R パルスの強度を微

調整し、シーケンス8 2 ０を実行する。以上のよぅに、シーケンス8 1０とシーケンス8 2 ０とを

所定回数繰り返し、某準決定R パルス強度と、当該R パルスにより得られるェコ一

信号のビ一列直との細みを記録し、最適強度を決定する。

００5 3 なお、本実施形態の R 装置の構成および某準パルス決定処理部による某準パル

ス決定処理の処理手順については、第一の実施形態と同様であるため、ここでは説

明を省略する。

００5 4 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、某準R パルス設定のために、某準決

定R パルスの印加を繰り返す間隔は、準定常状態が生成される時間に縦磁化回復

時間( T )を足し合わせた時間である。準定常状態が生成される時間間隔は、準定常

状態が生成される時間間隔は、n e Va X (準定常状態生成R パルスの印加回数m

) 所定時間(WT) である。 n e va X (m w は、核スピンが熱平衡状態に戻

るまでの時間に比べてはるかに短時間となるよぅ設定されている。また、本実施形態

では、準定常状態を生成する際、準定常状態生成R パルスの方向を変えて印加し

てい
る。従って、磁化を任意方向に拡散することができるため、同方向に印加を繰り返す

第一の実施形態に比べてより少ない回数で準定常状態となる可能性が高く、より、効

率的に準定常状態を生成することができる。従って、第一の実施形態に比べ、さらに

短時間で、某準決定R パルスの印加を繰り返すことができる。従って、短時間で某

準R パルスを設定することができる。これにより、全計測にかかる時間も短縮すること

ができる。本実施形態においても、準定常状態生成R パルスの印加間隔が短いた

め、R パルス印加時に発生する音の間隔が従来法に比べて短くなる。

００5 5 また、準定常状態生成R パルスの印加回数が低減されるため、その分、被検体に

吸収される電磁ェネルギー A R )が低減される。

００5 6 くく第三の実施形態 ノノ



次に本発明を適用する第三の実施形態にっいて説明する。本実施形態では、準

定常状態生成処理において、準定常状態生成 パルスの印加後、スポイラ傾斜磁

場を印加する。スポイラ傾斜磁場を印加することにより、横磁化を飽和させ(横磁化が

消去され)、準定常状態への移行を早めることができる。以下、本実施形態の構成を

、第一の実施形態と典なる構成に主眼をおいて説明する。また、本実施形態におい
ても、某準パルスの決定に、ェコ一信号のピーク値を用いる場合を例に挙げて説明

する。

００5 7 本実施形態では、上述のよぅに、準定常状態生成R パルス印加の間にスポイラ傾

斜磁場を印加する。本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理の

概要を、図9を用いて説明する。

００5 8 静磁場の方向を，軸方向とすると、熱平衡状態にある原子核スピンの核磁化9０1は

、，軸方向を向く。ここに、予め定めた方向 は にフリップ角 巳度の準定常状態生成R

パルスを印加すると、本準定常状態生成R パルスにより励起後の核磁化9０2 は、m

度フリップする。その後、スポイラ傾斜磁場をX 、 、z の少なくとも一方向に印加すると

、スポイラ傾斜磁場および超微細磁場による拡散過程を経て、原子核スピンの核磁

化9０3 のx 成分は、x 平面内で拡散する。その状態で、さらに方向 は でフリップ角 巳

度の準定常状態生成R パルスを印加すると、，平面内で拡散していた核磁化それ

ぞれが 巳度フリップするため、核磁化9０4 は，方向に拡散する。なお、スポイラ傾斜磁

場印加時間(G C n e Va )は、緩和時間より十分短い。このよぅに、本実施形態ではス

ポイラ傾斜磁場を印加することにより横磁化を飽和させる。

００5 9 上記の方向 は かっフリップ角 巳度の準定常状態生成R パルスR の印加と、ス

ポイラ傾斜磁場の印加および超微細磁場による拡散過程とを交互に繰り返すことに

より、縦磁化と横磁化とが、ともに飽和し、ェコ一信号が所定の閾値以下の状態、す

なわち、準定常状態 9０5 となる。

００6０ 次に、本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理手順を説明す

る。図1０は、本実施形態の準定常状態生成部による、準定常状態生成処理の処理

フローである。まず、準定常状態生成部は、準定常状態生成の指示を受け付けると、

方向が ぽ でフリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルスR をスライス選択傾



斜磁場とともに印加する(ステップ 。

００6 1 所定時間(WT)経過後 (ステップ 1００2)、準定常状態生成部は、ェコ一信号強度EC

を計測し(ステップ5 1００3)、閾値 との大小関係を判別する(ステップ5 1００4)。ここで、ェ
コ一信号強度が所定の閾値より大きい場合、スポイラ傾斜磁場を印加する(ステッ

1００5)。そして、ステップ5 1００1にもどり、再度、方向が ぽ で、フリップ角が 巳度の準定

常状態生成 パルスR をスライス傾斜磁場とともに印加する。

００62 一方、5 1００4において、ェコ一信号強度が所定の閾値以下の場合、(所定時間(縦

磁化回復時間T )経過後 (ステップ 1００6)、準定常状態となったことを、某準R パルス

決定処理部に通知する(ステップ 1００7)

００63 次に、本実施形態の、某準パルス決定処理を実現するパルスシーケンスを説明す

る。図11は、本実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシー

ケンス図である。本図に示すよぅに、某準パルス決定処理を開始すると、まず、準定

常状態作成処理を実現するシーケンス 111０が実行される。すなわち、準定常状態生

成部が、方向 は でフリップ角が 巳度の準定常状態生成R パルス 11０1の印加と、，、
、z方向の少なくとも1方向へのスポイラ傾斜磁場 111０9 1 1 1０ 1 1 11の印加とを、ェコ

一信号が所定の閾値以下になるまで交互に繰り返す。なお、準定常状態生成R パ

ルス 11０1の印加と同時にスライス傾斜磁場 11０2を印加する。

００64 ェコ一信号が所定の閾値以下になった時点から、縦磁化回復時間T11 1０5経過後、

某準パルス決定処理部は、 E法、GE法などの予め定められた某準パルス決定用の

シーケンス 112０を実行する。実行後、某準パルス強度とともに記憶する。

００65 以上のシーケンス 111０とシーケンス 112０とを所定回数繰り返し、某準決定R パルス

強度と、当該R パルスにより得られるェコ一信号のビーク値との組を記録し、最適強

度を決定する。

００66 なお、本実施形態のMR 装置の構成および某準パルス決定処理部による某準パル

ス決定処理の処理手順については、第一の実施形態と同様であるため、ここでは、

説明を省略する。

００67 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、某準R パルス設定のために、某準決

定R パルスの印加を繰り返す間隔は、準定常状態が生成される時間に縦磁化回復



時間( T )を足し合わせた時間である。準定常状態が生成される時間間隔は、( G C n e

va wT) X (準定常状態生成R パルスの印加回数m w である。( G C n e Va

w T) X (m w は、核スピンが熱平衡状態に戻るまでの時間に比べてはるか

に短い。特に、本実施形態では、第一、第二の実施形態と典なり、準定常状態生成R

パルス印加後、n e Va 時間待つ代わりにスポイラ傾斜磁場を印加する。これにより

、さらに短時間で横磁化を消去することができ、より効率的に準定常状態を生成する

ことができる。従って、第一の実施形態に比べ、さらに短時間で、某準決定R パルス

の印加を繰り返すことができる。従って、短時間で某準R パルスを設定することがで

きる。これにより、全計測にかかる時間も短縮することができる。本実施形態において

も、準定常状態生成R パルスの印加間隔が短いため、R パルス印加時に発生する

音の間隔が従来法に比べて短くなる。

００6 8 また、準定常状態生成R パルスの印加回数が低減されるため、その分、被検体に

吸収される電磁ェネルギー( A R )が低減される。

００6 9 くく第四の実施形態 ノノ

次に本発明を適用する第四の実施形態について説明する。本実施形態では、準

定常状態生成処理において、第二の実施形態同様、繰り返し印加する準定常状態

生成R パルスの印加の方向を変ィヒさせる。さらに、準定常状態生成R パルス印加

後、第三の実施形態同様、スポイラ傾斜磁場をX 、 、z の少なくとも1方向に印加する

。以下、上記各実施形態と典なる構成に主眼をおいて説明する。本実施形態におい
ても、某準パルスの決定に、ェコ一信号のピーク値を用いる場合を例に挙げて説明

する。

００7 ０ 図1 2 は、本実施形態の準定常状態生成部による、準定常状態生成処理の概要を

説明するための図である。ここで、静磁場の方向を，軸方向とすると、熱平衡状態にあ

る原子核スピンの核磁化 1 2０1は、，軸方向を向く。ここに、予め定めた方向 にフリ

ップ角 巳度の準定常状態生成R パルスを印加すると、核磁化 1 2０2 は、m 度フリップ

する。本図では、 は一 方向とした場合を例示する。その後、スポイラ傾斜磁場をX

、 、z の少なくとも一方向に印加すると、スポイラ傾斜磁場および超微細磁場による拡

散過程を経て、原子核スピンの核磁化 1 2０3 のx 成分は、x 平面内で拡散する。その



状態で、さらに方向０2でフリップ角 巳度の準定常状態生成R パルスを印加すると、

，平面内で拡散していた核磁化それぞれが 巳度フリップするため、核磁化 12０4 は，
方向に拡散する。本図では、０2 は，方向とした場合を例示する。なお、スポイラ傾斜

磁場印加時間(G C n e Va )は、緩和時間より十分短い。本実施形態ではスポイラ傾

斜磁場を印加することにより横磁化を飽和させる。以後、m回目の準定常状態生成R

パルスの印加方向を０m と表す。

００7 1 上記方向０mかつフリップ角 巳度のR パルスの印加と、超微細磁場による拡散過

程とを交互に繰り返すことにより、縦磁化と横磁化とはともに飽和し、ェコ一信号が所

定の閾値以下の状態、すなわち、準定常状態 12０5 となる。なお、準定常状態生成R

パルスを印加する方向は、予め定めておく。例えば、複数の印加方向と、各方向の

印加順を定めておく。

００7 2 次に、本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理の手順を説明

する。図13は、本実施形態の準定常状態生成部による準定常状態生成処理の処理

フローである。まず、準定常状態生成部は、準定常状態生成の指示を受け付けると、

準定常状態生成R パルス印加回数をカウントするカウンタmを初期化するにこでは、

m 二 とする) (ステップ 13０1)。次に、方向が で、フリップ角が 巳度の準定常状態

生成R パルスをスライス選択傾斜磁場とともに印加する(ステップ 13０2 )

００7 3 所定時間(WT) 経過後 (ステップ5 13０3 )、準定常状態生成部は、ェコ一信号強度を

計測し(ステップ 3０4 )、ェコ一信号強度E C と閾値 との大小関係を判別する(ステッ

プ5 13０5 )。ここで、ェコ一信号強度が所定の閾値より大きい場合、スポイラ傾斜磁場

を印加し(ステップ5 13０6 )、カウンタmを1インクリメントする(ステップ5 13０7 )。そして、ス

テップ 13０2 にもどり、再度、方向が ０mで、フリップ角が 巳度の準定常状態生成R

パルスR d をスライス傾斜磁場とともに印加する。

００7 4 一方、5 13０5 において、ェコ一信号強度が所定の閾値以下の場合、(所定時間(縦

磁化回復時間T )経過後 (ステップ 13０8 )、準定常状態となったことを、某準R パルス

決定処理部に通知する(ステップ5 13０9 )。なお、本実施形態においても、ステップ5 13

０3 において、ェコ一信号強度が 0 となった状態を準定常状態と判別してもよい。

００7 5 次に、本実施形態の、某準パルス決定処理を実現するパルスシーケンスを説明す



る。図14 は、本実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシー

ケンス図である。本図に示すよぅに、某準パルス決定処理が開始されると、まず、準定

常状態作成処理を実現するシーケンス 141 ０が実行される。ここでは、準定常状態生

成部が、方向 m(m 二 1、2 、3 、・‥)でフリップ角が 巳度の準定常状態生成 パルス

14０1の印加と、X 、 、z方向の少なくとも1方向へのスポイラ傾斜磁場 14０9 141 ０ 141

1の印加とを、ェコ一信号が所定の閾値以下になるまで交互に繰り返す。また、各準

定常状態生成R パルス 14０1の印加と同時にスライス傾斜磁場 14０2 を印加する。

００7 6 ェコ一信号が所定の閾値以下になった時点から、縦磁化回復時間T114 ０5 経過後、

某準パルス決定処理部は、 E法、G E法などの予め定められた某準パルス決定用の

シーケンス 142 ０を実行する。実行後、某準パルス強度とともに記憶する。

００7 7 以上のシーケンス 141 ０とシーケンス 142 ０とを所定回数繰り返し、某準決定R パルス

強度と、当該R パルスにより得られるェコ一信号のビーク値との組を記録し、最適強

度を決定する。

００7 8 なお、本実施形態の某準パルス決定処理部による某準パルス決定処理の処理手

順については、第一の実施形態と同様であるため、ここでは、説明を省略する。

００7 9 以上説明したよぅに、本実施形態によれば、某準R パルス設定のために、某準決

定R パルスの印加を繰り返す間隔は、準定常状態が生成される時間に縦磁化回復

時間( T )を足し合わせた時間である。準定常状態が生成される時間間隔は、( G C n e

va wT)X (準定常状態生成R パルスの印加回数m ) WTである。( G C n e Va

wT) X (m w は、核スピンが熱平衡状態に戻るまでの時間に比べてはるか

に短い。特に、本実施形態では、第一、第二の実施形態と典なり、準定常状態生成R

パルス印加後、n e Va 時間待つ代わりにスポイラ傾斜磁場を印加する。これにより

、さらに短時間で横磁化を消去することができ、より効率的に準定常状態を生成する

ことができる。また、本実施形態では、準定常状態生成R パルスを毎回方向を変え

て印加している。従って、磁化を任意方向に拡散させることができるため、同方向に

印加を繰り返す第一の実施形態に比べてより少ない回数で準定常状態となる可能性

が高い。従って、上記各実施形態に比べ、さらに短時間で、某準決定R パルスの印

加を繰り返すことができる。従って、短時間で某準R パルスを設定することができる。



これにより、全計測にかかる時間も短縮することができる。本実施形態においても、準

定常状態生成 パルスの印加間隔が短いため、R パルス印加時に発生する音の

間隔が従来法に比べて短くなる。

００8０ また、準定常状態生成R パルスの印加回数が低減されるため、その分、被検体に

吸収される電磁ェネルギー( A R)が低減される。

００8 1 なお、上記各実施形態では、準定常状態生成処理において、準定常状態生成R

パルスのフリップ角は一定とした場合を例にあげて説明している。しかし、フリップ角も

印加毎に変化させるよぅ構成してもよい。また、第一および第二の実施形態において

、準定常状態生成R パルス印加間隔 n e Va は一定とした場合を例にあげて説明し

ているが、これも変ィヒさせるよぅ構成してもよい。また、スポイラ傾斜磁場を印加する場

合、その強度も変ィヒさせるよぅ構成してもよい。

００8 2 図15は、フリップ角を印加毎に変化させる場合の準定常状態生成部による準定常

状態生成処理の処理フローである。ここでは、m回目の準定常状態生成R パルスの

印加方向を m、フリップ角を 度とする。方向 でフリップ角 m度の準定常状

態生成R パルスをR mと表す。また、m回目の準定常状態生成R パルス印加

直後に印加するスポイラ傾斜磁場の強度をG とする。なお、各回の印加方向、フリッ

プ角、スポイラ傾斜磁場強度は、予め定めておく。

００8 3 まず、準定常状態生成部は、準定常状態生成の指示を受け付けると、準定常状態

生成R パルス印加回数をカウントするカウンタmを初期化するにこでは、m 二 とすめ
(ステップ 15０1)。次に、方向が で、フリップ角が m度の準定常状態生成R パル

スR m をスライス選択傾斜磁場とともに印加する(ステップ 15０2 )

００8 4 所定時間(WT) 経過後 (ステップ5 15０3 )、準定常状態生成部は、ェコ一信号強度を

計測し(ステップ 5０4 )、ェコ一信号強度ECと閾値 との大小関係を判別する(ステッ

プ 15０5 )。ここで、ェコ一信号強度が所定の閾値より大きい場合、強度G mのスポイラ

傾斜磁場を各軸方向に印加し(ステップ5 15０6 )、カウンタmを1インクリメントする(ステッ

プ 15０7 )。そして、ステップ 15０2 にもどり、再度、方向が で、フリップ角が m度

の準定常状態生成R パルスR d m mをスライス傾斜磁場とともに印加する。

００8 5 一方、5 15０5 において、ェコ一信号強度が所定の閾値以下の場合、(所定時間(縦



磁化回復時間T )経過後 (ステップ 15０8 )、準定常状態となったことを、某準 パルス

決定処理部に通知する(ステップ5 15０9 )。なお、ステップ5 15０5 において、ェコ一信号

強度が0 となった状態を準定常状態と判別してもよい。

００8 6 図16に、この場合の、某準パルス決定処理を実現するシーケンス例を示す。本図に

示すよぅに、某準パルス決定処理が開始されると、準定常状態生成処理を実現する

シーケンス 161 ０を実行する。ここでは、フリップ角が 度で方向が の準定常状態

生成R パルス 16０1およびスライス選択傾斜磁場 16０2の印加と、X 、 、z方向の少なく

とも1方向へのスポイラ傾斜磁場(16 ０9 161 ０ 161 1)の印加とを、ェコ一信号が所定の

閾値以下になるまで交互に繰り返す。

００8 7 ェコ一信号が所定の閾値以下になった時点から、縦磁化回復時間T116０5経過後、

某準パルス決定処理部は、 E法、G E法などの予め定められた某準パルス決定用の

シーケンス 162 ０を実行する。実行後、某準R パルス強度とともに記憶する。

００8 8 以上、準定常状態生成R パルスのフリップ角を印加毎に変化させる場合に、準定

常状態生成R パルスの印加方向も印加毎に変ィヒさせる場合を例にあげて説明した

が、準定常状態生成R パルスの印加方向は、固定であってもよい。フリップ角を印加

毎に変ィヒさせることにより、核磁化を任意分だけフリップさせ、拡散させることができる

ため、より短時間で準定常状態になる可能性が高まる。

００8 9 なお、上記の各実施形態では、準定常状態生成処理において、印加する準定常

状態生成R パルスのフリップ角、方向、n e Va 、スポイラ傾斜磁場の有無は、予め

定められている。しかし、オペレータが実施時に設定、または、微調整可能なよぅに構

００9０ この場合、本実施形態のMR 装置1００は、G U 処理部を備える。G U 処理部は、設

定画面 17００を生成し、ディスプレイ2０に表示させる。また、操作部 2 5 とディスプレイ2０

とを介して人力された指示を受け付ける。

００9 1 図17は、G U 処理部が生成し表示させる設定画面 17００の一例である。本図に示す

よぅに、設定画面 17００は、準定常状態生成R パルスの強度 (フリップ角)を受け付ける

フリップ角設定部 17 1０、準定常状態生成R パルスの印加方向を受け付ける方向設

定部 172 ０、スポイラ傾斜磁場を印加しない場合、準定常状態生成R パルス印加間



隔を受け付ける n e Va 設定部 173 ０、スポイラ傾斜磁場を印加する場合、スポイラ傾

斜磁場の強度を受け付けるスポイラ傾斜磁場強度設定部 174 ０を備える。なお、n e V

a 設定部 173 ０とスポイラ傾斜磁場印加の有無設定部 174 ０は、いずれか一方のみ入

力可能なよぅに構成する。

００9 2 それぞれ、準定常状態生成 パルス印加毎に設定可能なよぅに構成してもよい。こ

の場合は、フリップ角設定部 17 1０、方向設定部 172 ０、 。Va 設定部 173 ０、スポイラ

傾斜磁場強度設定部 174 ０、それぞれに、所定数入力欄を設ける。また、設定項 目選

択指示部 179 ０を備え、オペレータがR パルス印加毎に変更する項 目を選択可能な

よぅに構成してもよい。設定項 目選択指示部には、準定常状態生成R パルスの強度

、準定常状態R パルスの印加方向、準定常状態生成R パルスの印加間隔、スポイ

ラ傾斜磁場強度を、それぞれ、準定常状態生成R パルスの印加毎に変ィヒさせる指

示を受け付けるチェックボタン(1791 1792 1793 1794) を供える。この場合、オペレ

ータが選択した項 目に関するパラメータのみ入力可能なよぅに構成してもよい。

００9 3 設定画面 17００は、オペレータが入力を終えた指示を受け付ける確認ボタン175 ０お

よび某準パルス決定処理開始の指示を受け付けるスタートボタン176 ０をさらに備える

。オペレータの確認ボタン175 ０の押下を受け付けると、入力されたパラメータにより実

現されるシーケンスの概要を示すシーケンス表示ウインドウ177 ０、スキャンした某準決

定R パルス強度に対するエコー信号強度を表示するスキャン結果表示ウインドウ178

0をさらに備えてもよい。

００9 4 GU 処理部は、設定画面 17００を介して受け付けたパラメータを、某準パルス決定処

理部および準定常状態作成処理部に通知する。某準パルス決定処理部および準定

常状態作成処理部は、受け取ったパラメータに従って、処理を実行する。

００9 5 なお、準定常状態生成R パルス印加毎にパラメータを変更する場合、準定常状態

作成処理部は、欄に付与された番号順にパラメータを用いて処理を実行する。入力

された全数を用いても準定常状態とならない場合は、また、最小の番号を有する欄の

パラメータに戻り、実行を継続する。

００9 6 また、設定画面 17００は、準定常状態生成R パルスの印加回数を受け付ける印加

回数受付部 181 ０を備えてもよい。この場合、印加回数受付部 179 ０で受け付けた回数



、準定常状態生成 パルスを印加した時点で準定常状態と判断する。すなわち、上

記各実施形態の準定常状態生成処理において、ェコ一信号強度を計測し、閾値と

の大小を判別する処理は行わない。経験上、準定常状態となるために必要な準定常

状態生成R パルスの印加回数が推測できる場合は、ここで回数を指定することにより

判別処理を省くことができるため、その分、全体の処理時間が短くなる。

００97 上記各実施形態では、墓準パルス決定処理のシーケンスで用いる某準決定R パ

ルスを9０度パルスとする場合を例にあげて説明しているが、墓準決定R パルスは、こ

れに限られない。任意のフリップ角のR パルスの某準パルスを決定することができる

図面の簡単な説明

００98 図 第一の実施形態の R 装置の全体構成を示すブロック図である。

図2 第一実施形態の準定常状態生成処理の概要を説明するための図である。

図3 第一の実施形態の準定常状態生成処理の処理フローである。

図4 第一の実施形態の墓準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシーケ

ンス図である。

図5 第一の実施形態の墓準パルス決定処理の処理フローである。

図6 第二実施形態の準定常状態生成処理の概要を説明するための図である。

図7 第二の実施形態の準定常状態生成処理の処理フローである。

図8 第二の実施形態の墓準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシーケ

ンス図である。

図9 第三実施形態の準定常状態生成処理の概要を説明するための図である。

図1０第三の実施形態の準定常状態生成処理の処理フローである。

図11 第三の実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシー

ケンス図である。

図12 第四実施形態の準定常状態生成処理の概要を説明するための図である。

図13 第四の実施形態の準定常状態生成処理の処理フローである。

ケンス図である。



図15 本発明の実施形態の準定常状態生成処理の処理フローの他の例である。

図16 本発明の実施形態の某準パルス決定処理の概要を説明するためのパルスシ

ーケンス図の他の例である。

図17 本発明の実施形態の設定画面の一例を示す図である。

符号の説明

1 被検体、2 静磁場発生系、3 傾斜磁場発生系、4 シーケンザ、5 送信系、6

受信系、7 号処理系、8 中央処理装置( PU)、9 傾斜磁場コイル、1０

傾斜磁場電源、11 高周波発信器、12 変調器、13 高周波増幅器、14a 高周

波コイル(送信コイル)、14b 高周波コイル(受信コイル)、15 号増幅器、1

6 直交位相検波器、17 A D変換器、18 記憶装置、19 外部記憶装置、2０ ディス

プレイ、23 トラックボール又はマウス、24 キーボード、25 操作部、

1００ MR 装置



請求の範囲

静磁場中に配置された被検体に対して傾斜磁場を印加する傾斜磁場印加部と、前

記被検体の磁化を所定のフリップ角で励起させる高周波磁場パルスを印加する高周

波磁場パルス印加部と、前記被検体が発生する磁気共鳴信号を計測する計測部と、

前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部と計測部との動作を制御する制御

部とを備える磁気共鳴イメージング装置であって、

前記制御部は、前記高周波磁場パルス印加部が前記高周波磁場パルスを印加後

、所定の時間内に前記磁気共鳴信号が所定の閾値以下となる準定常状態を生成す
るよぅ、前記前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部との動作を制御する準

定常状態生成部を備えること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

2 請求項 1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記準定常状態生成部は、

準定常状態作成のために前記高周波磁場パルスを印加する準定常状態高周波磁

場パルス印加部と、

前記所定の時間後に前記磁気共鳴信号の強度が前記閾値以下であるか否か判

別する判別部と、

前記判別部の判別結果に応じて前記準定常状態高周波磁場パルス印加部の動

作を制御する準定常状態生成制御部と、を備えること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

3 請求項2記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記準定常状態生成制御部は、前記判別部の判別結果が否である場合、所定の

時間後、前記準定常状態高周波磁場パルス印加部に前記高周波磁場パルスを再

度印加させること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

4 請求項3記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記高周波磁場パルスの印加方向は一定であること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。



5 請求項3記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記高周波磁場パルスのフリップ角は一定であること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

6 請求項2記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記定常状態生成部は、前記判別部の判別結果が否である場合、スポイラ傾斜磁

場を印加後、前記準定常状態高周波磁場パルス印加部に前記高周波磁場パルスを

再度印加させること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

7 請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記高周波磁場パルスの印加方向は一定であること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

8 請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記高周波磁場パルスのフリップ角は一定であること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

9 請求項6記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

前記スポイラ傾斜磁場の強度は一定であること

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

０ 請求項 1記載の磁気共鳴イメージング装置であって、

オペレータからパラメータの入力を受け付ける操作部をさらに備え、

前記操作部は、表示画面を備え、

前記表示画面を介してオペレータから前記準定常状態生成部が前記準定常状態

を生成するためのパラメータの入力を受け付けること

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であって、

前記制御部は、計測において印加する前記高周波磁場パルスの目的とするフリッ

プ角について、検査対象に応じた最適な強度を決定する最適強度決定部をさらに備

え、

前記最適強度決定部は、前記準定常状態生成部が生成する準定常状態になるの



を待って前記強度を変ィヒさせて前記高周波磁場パルスを印加し、前記磁気共鳴信

号を計測することを繰り返し、前記磁気共鳴信号が最大となる場合の前記強度を前

記最適な強度と決定すること、

を特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

2 静磁場中に配置された被検体に対して傾斜磁場を印加する傾斜磁場印加部と、前

波磁場パルス印加部と、前記被検体が発生する磁気共鳴信号を計測する計測部と、

前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部と計測部との動作を制御する制御

部とを備える磁気共鳴イメージング装置における、初期状態生成方法であって、

前記高周波磁場パルスの印加を、当該印加から所定時間経過後に計測する磁気

共鳴信号の強度が閾値以下となるまで繰り返すこと

を特徴とする初期状態生成方法。

3 静磁場中に配置された被検体に対して傾斜磁場を印加する傾斜磁場印加部と、前

波磁場パルス印加部と、前記被検体が発生する磁気共鳴信号を計測する計測部と、

前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部と計測部との動作を制御する制御

部とを備える磁気共鳴イメージング装置における、前記所定のフリップ角の高周波磁

場パルスの最適な強度を決定する最適強度決定方法であって、

請求項 12に記載の初期状態生成方法で生成される初期状態になるのを待って高

周波磁場パルスの強度を変ィヒさせて印加し、前記磁気共鳴信号を計測し、印加した

前記高周波磁場パルスの強度に対応づけて記憶することを繰り返す計測ステップと

前記計測ステップで最大の磁気共鳴信号に対応する強度を最適強度と決定する

最適強度決定ステップと、を備えること

を特徴とする最適強度決定方法。

4 静磁場中に配置された被検体に対して傾斜磁場を印加する傾斜磁場印加部と、前

波磁場パルス印加部と、前記被検体が発生する磁気共鳴信号を計測する計測部と、



前記傾斜磁場印加部と高周波磁場パルス印加部と計測部との動作を制御する制御

部とを備える磁気共鳴イメージング装置における、磁気共鳴イメージング方法であっ
て、

請求項 13に記載の最適強度決定方法で、計測において印加する前記高周波磁場

パルスの最適強度を決定する最適強度決定ステップと、

前記決定された最適強度を有する高周波磁場パルスを用いて計測を行ぅ計測ステ

ップと、

前記計測ステップでの計測結果から画像を再構成する画像再構成ステップと、を備

えること

を特徴とする磁気共鳴イメージング方法。
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high-frequency magnetic-field pulses are applied again after the
spoiler-inclining magnetic field was applied. Therefore, claims 6 -
9 cannot find any technical relationship to claims 4 - 5 .

Investigations are likewise advanced in the following.

The invention of claim 10 has a technical feature in that it has
an operation unit for accepting the inputs of parameters for creating
the quasi-steady state.

The invention of claims 11 and 13 - 14 has a technical feature in
that the flip angle of the case in which the magnetic resonance signal
becomes the highest is determined as the optimum flip angle.

Hence, the inventions of claims 1-14 do not comply with the requirement
of unity of invention, and are divided into the following four inventions
in accordance with the special technical features.

Claims 1 - 5 and 12: The application direction or flip angle of the
high-frequency pulses is constant.

Claims 6 - 9 : The high-frequency magnetic-field pulses are
again applied after a spoiler- inclining magnetic
field was applied.

Claim 10 : An operation unit for accepting the inputs of
parameters for creating the quasi-steady state.

Claims 11 and 13 - 14: The flip angle of the case, in which the magnetic
resonance signal becomes the highest, is decided
as the optimum flip angle.
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A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int Cl A61B5/055 (2006. 01) i , G01R33/48 (2006. 01) i

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 国際特許分類 I P C )

IntCl A61B5/055, G01R33/48

最小限資料以外の資料て調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 午
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 9 午
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 9 午
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 9 午

国際調査て使用した電子テ タ ス テ タ ス の名称、調査に使用した用譜

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及ひ 部の箇所か関連する きは、 その関連する箇所の表示 請求項の番号

X JP 1-141653 A (横河メデイカ) /ステム株式会社) 1989.06.02, 第 1-3, 12

Y 2 頁右下欄第 1 8 -第 3 頁左上欄第 1 4 (7 ア な し) 4-5

H・Y .CARR, Steady-State Free Precession in Nuclear Magnetic 4-5

Resonance, PHYSICAL REVIEW, VOLUME 112,NUMBER 5 , 1958.12.01,

P . 1693-1701

Matt A . BERNSTEIN, HANDBOOK OF MRI PULSE SEQUENCES, 2004, 4-5
P . 582-596

ヴ C 欄の続きにも文献か 挙 されて る。 ヴ テ y ト ア に関する別紙を参 。

ホ 引用文献の力テ の日の役に公表 された文献
ΓA 特に関連のある文献てはな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献てあ て

もの 出願 矛盾するものてはな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許てあるか、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表 されたもの ΓX 特に関連のある文献てあ て、 当該文献のみて発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性かな 考えられるもの

日若し は他の特別な理 由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献てあ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 t の、当業者に t て自明てある組合 に

ΓO 口頭によ る開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性かな 考えられるもの
rp 国際出願 日前て、か 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト ア 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
1 0 . 0 4 . 2 0 0 9 2 1 . 0 4 . 2 0 0 9

国際調査機関の名称及ひあて先 特許庁審査官 権限のある職員 2 Q 3 8 0 8

日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 谷垣 圭二
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞か関三T 4 番 号 電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 9 2

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 2 - ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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第 欄 請求の範囲の 部の調査かてきな ときの意見 (第 1 の 2 の続き )

怯第 条第3項 ( P C T 17条 (2) (a) の規定によ り、 この国際調査報告は次の理 由によ り請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ r 請求項 は、 この国際調査機関か調査をすることを要 しなV 対象に係 るものてある。
ま り、

・ ビ 請求項 は、有意義な国際調査をすることかてきる程度まて所定の要件を価たしてV

なV 国際出願の部分に係 るものてある。 o ま り、

3・ r 請求項 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されてV なV。

第m欄 発明の単 性か欠如して る ときの意見 第 の の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かぁる とこの国際調査機関は詔、めた。
特開平 1 - 1 4 1 6 5 3 号公報 (以下、r文献 U する。) の第 2 頁右下欄第 - 第

頁左上欄第 1 4 τには、定常状態に達 してNMRf 号が正し 信号の値を示すまで励起を繰 り

返すこ 、定常状態にな たら励起 スや反転 ス の最適振幅を得るためにそれらの振
幅を変えて信号強度を測るこ が記載されて る。また、定常状態にするために励起を繰 り返
す 、定常状態になるまでは信号強度が徐 に低下して き、定常状態になる t 信号強度がほ
ぼ一定になるこ は周 である。そ すれば、文献 1 はNMRfH号を用 て定常状態を判断し
て るため、NMRf 号強度に所定の閾値を設け、閾値を下回 た ど で定常状態を判断
して るこ は明ら である。

[備考欄 ] に統 <

i ・ r 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に 寸したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
項に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求項に て調査することかてきたのて、追加調
査手数科の納付を求めな た。

・デ 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のぁ た次の請求項のみに て作成した。

・ 汀 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求項に て作成した。

請求項 1 5 1 2

追加調査手数科の異議の中立てに関する住意
デ 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。

追加調査手数科の納付 と共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間
内に支払われな た。
追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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備考欄
第m欄の続き

よ て、上記各発明に共通する請求項 1 - 3 , 1 2 に記載された事項は、 P C T規 lJ 1 3
2 の第 2 文の意味における 特別の技術的特徴 J は認められな 。
この上で、請求項 4 - 5 に係 る発明の高周波 ス の印加方向又は ップ角が一定であるこ
t が、初めて 特別な技術的特徴 J えるものである。

対 して、請求項 6 - 9 係 る発明は、定常状態判別結果が否である場合にスポイラ傾斜磁場を
印加後、高周波磁場 ス を再度印加するこ を技術的特徴 するものである ら、この請求
項 6 - 9 は、請求項 4 - 5 技術的な関連性を見 だすこ はできな 。
以降、同様に検討を進める 、

請求項 1 0 に係 る発明は、準定常状態を生成するための ラメ タの入力を受け付ける操作
部を有するこ t を技術的特徴 t するものである。

請求項 1 1 ，1 3 - 1 4 に係 る発明は、磁気共鳴信号が最大 なる場合の7 ! ップ角を最適
な 7 ! ップ角 決定するこ を技術的特徴 t するものである。

よ て、請求項 1 - 1 4 に係 る発明は発明の単一性の要件を満たしておらず、特別な技術的
特徴で整理する 、次の なる。

請求項 1 - 5 , 1 2 高周波 ス の印加方向又は7 ! ップ角が一定
請求項 6 - 9 スポイラ傾斜磁場を印加後、高周波磁場 ス を再度印加する
請求項 I 0 準定常状態を生成するための ラメ タの入力を受け付ける

操作部
請求項 I I ， 1 3 - 1 4 磁気共鳴信号が最大 なる場合の7 ! ップ角を最適な

7 ! ップ角 決定

式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (特別 i ) ( 2 0 0 7 午 4 月 )
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