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(57)【要約】
【課題】画像化用検査装置の付属部品を考慮することを
可能にする。
【解決手段】磁気共鳴装置の少なくとも１つの付属部品
を検出し、かつ画像化測定法により付属部品の位置およ
び／または向きを検出するステップ、
　検出された付属部品をデータバンクのデータと比較す
るステップ、
　検出された付属部品に、データバンクに含まれ減弱値
を有する減弱マップを割り付け、かつ減弱マップを付属
部品の検出された位置および／または向きにマッチング
させるステップが実行される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁気共鳴装置の少なくとも１つの付属部品を検出し、かつ画像化測定法により付属部品
の位置および／または向きを検出するステップ、
　検出された付属部品をデータバンクのデータと比較するステップ、
　検出された付属部品に、データバンクに含まれ減弱値を有する減弱マップを割り付け、
かつ減弱マップを付属部品の検出された位置および／または向きにマッチングさせるステ
ップ
を有する患者の陽電子放出断層撮影データのための減弱値を求める方法。
【請求項２】
　画像化測定法が磁気共鳴法である請求項１記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つの付属部品が受信コイルであり、受信コイルの検出が受信コイルによる
磁気共鳴画像の測定に含まれ、受信コイルの投影輪郭の解析が行なわれ、投影輪郭の解析
から受信コイルの位置および向きが得られる請求項２記載の方法。
【請求項４】
　付属部品の検出が付属部品の画像の撮影を含み、付属部品の位置および向きが付属部品
の基準画像との相関解析によって求められる請求項１乃至３の１つに記載の方法。
【請求項５】
　付属部品の検出が付属部品の画像の撮影を含み、付属部品の位置および向きが付属部品
の画像のセグメンテーションによって求められる請求項１記載の方法。
【請求項６】
　付属部品の検出が、付属部品を一義的に識別する少なくとも３つのマーキングの検出に
よって行なわれ、付属部品の位置および向きが少なくとも３つのマーキングの空間位置の
解析によって求められる請求項１記載の方法。
【請求項７】
　マーキングがバーコードとして実施されている請求項６記載の方法。
【請求項８】
　マーキングがＲＦＩＤタグとして実施されている請求項６記載の方法。
【請求項９】
　検出された付属部品が、画像化用検査装置の付属部品であって画像化用検査装置に対し
て相対的に位置固定されない付属部品であり、割り付けられた減弱値が第１の減弱値であ
り、更に、
　画像化用検査装置に対して相対的に位置固定された付属部品にデータバンクからの第２
の減弱値を割り付けるステップ、
　患者の減弱値マップに第１の減弱値および第２の減弱値を結合するステップ
を含む請求項１乃至８の１つに記載の方法。
【請求項１０】
　位置固定された付属部品が患者用寝台である請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　更に、
　画像化用検査装置の画像化検査法により患者のデータセットを取得するステップ、
　データセットのデータから第３の減弱値を算出するステップ、
　患者の減弱値マップに第３の減弱値を付け加えるステップ
を含む請求項９又は１０記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の陽電子放出断層撮影（ＰＥＴ）データのための減弱値を求める方法に
関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、医療診断において、磁気共鳴断層撮影（ＭＲ）のほかに陽電子放出断層撮影（Ｐ
ＥＴ）もますます普及した。ＭＲは体内の構造および断層画像を表示するための画像化法
であるのに対して、ＰＥＴは生体内の物質代謝活動の可視化および定量化を可能にする。
【０００３】
　ＰＥＴは、定量的に器官または細胞範囲の機能を決定するために、陽電子放出体および
陽電子消滅の特別な特性を利用する。この場合に患者には検査前に放射性核種により標識
されている適切な放射性薬剤が投与される。放射性核種は崩壊時に陽電子を送出し、陽電
子は近傍の電子と相互作用をし、それによっていわゆる消滅が生じる。その際に互いに反
対方向に（１８０°ずれた方向に）２つの光子が放出される。これらの光子は２つの対向
するＰＥＴ検出器モジュールによって定められた時間窓内に検出される（同時測定）、そ
れによって、消滅位置が、これらの両検出器モジュール間の接続線上の位置に決定される
。
【０００４】
　検証のためにＰＥＴにおける検出器モジュールは、一般にガントリアーチ長さの大部分
を網羅しなければならない。各検出素子は、光子検出時に、時間と検証位置すなわち対応
する検出素子とを指定する事象記録を発生する。
【０００５】
　これらの情報は高速ロジック装置に伝送されて比較される。２つの事象が最大時間間隔
以内で一致する場合に、関係する両検出素子間の接続線上において対消滅過程が発生した
ものと見なされる。ＰＥＴ画像の再構成は断層撮影アルゴリズム、すなわちいわゆる逆投
影により行なわれる。
【０００６】
　特に複合装置（例えば、ＭＲ－ＰＥＴ装置）におけるＰＥＴデータの取得時に、検査さ
れる患者とＰＥＴ検出器との間に、例えばＭＲコイルおよび支持補助手段のような移動物
体や、例えば患者用寝台のような非移動物体が存在する。消滅放射線が発生源位置からＰ
ＥＴ検出器までに通過しなければならない患者組織によって常に発生するＰＥＴ信号の減
弱のほかに、上述の物体もＰＥＴ信号の減弱をもたらす。これは、結果として生じるＰＥ
Ｔ画像にアーチファクトをもたらす。ＭＲ装置の場合には、ＭＲ信号の発生源までの距離
をできるだけ僅かに保つために検査者によって患者の体に配置可能であるいわゆる局所コ
イルが存在する。患者組織についての減弱値は、ほとんどＰＥＴデータに並行して取得さ
れるＭＲデータから算出可能であるのに対して、このことは患者以外の上述の物体に関し
ては容易に可能でない。ＭＲ－ＰＥＴ装置の開発当初から上述の問題が発生した。なぜな
らば、ＰＥＴ信号の放射線経路内において幾つかの物体が活動しなければならないかであ
る。基本的には、吸収および散乱放射の影響を最小にするために、ＭＲ－ＰＥＴ装置の放
射線経路内における物体の個数はできるだけ少なくすべきである。
【０００７】
　ＰＥＴシステムにおいて、一方においてＰＥＴ検出器システムの個々の検出素子の異な
る感度を均一にする規準化を行なうことは公知である。この場合に、他方では、静止した
物体の影響は補正可能である。なぜならば、これらは基準化においても後で行なわれる患
者測定においても同一の位置にあるからである。原理的には測定中に使用される全ての物
体についてこのような補正を行なうことができる。これは放射線源またはＰＥＴ－ＣＴ測
定による特別に行なわれる透過測定によって行なわれる。この透過測定から減弱値マップ
（μマップ）が求められる。しかしながら、患者の本来の測定中にはこれらのデータはほ
とんど使用できない。なぜならば、特に、局所コイルの如き移動物体の位置および向きは
測定ごとに変わるからである。
【０００８】
　ＣＴ画像の画素への減弱値の割り付けのための方法において、ＣＴ画像のセグメンテー
ションを行ない、異なるＣＴ値を有する領域を識別することは公知である（例えば、特許
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文献１参照）。詳細には組織、骨および異物が区別される。変換規則の使用によって、Ｃ
Ｔ画像のデータから直接的に減弱値を求めることができる。これは、異なる物質分類ごと
に異なる係数を考慮するだけである。ルックアップテーブルにおいて異なる物質ごとに係
数が格納されている。この場合にＣＴ画像における換算規則は、各ＣＴ値に係数に基づい
て減弱値を割り付けることができる。代替として、ルックアップテーブルに、多数の物質
からなる物体について係数が格納されているとよい。
【特許文献１】国際特許出願公開第２００７／０９２６９６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の課題は、画像化用検査装置の付属部品を考慮することができる、減弱値を求め
る方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この課題は、請求項１のステップを有する方法によって解決される。請求項１によれば
、次のステップを有する患者のＰＥＴデータのための減弱値を求める方法が提供される。
　磁気共鳴装置の少なくとも１つの付属部品を検出し、かつ画像化測定法により付属部品
の位置および／または向きを検出するステップ、
　検出された付属部品をデータバンクのデータと比較するステップ、
　検出された付属部品に、データバンクに含まれ減弱値を有する減弱マップを割り付け、
かつ減弱マップを付属部品の検出された位置および／または向きにマッチングさせるステ
ップ。
　本発明の有利な実施態様は次の通りである。
　画像化測定法が磁気共鳴法である（請求項２）。少なくとも１つの付属部品が受信コイ
ルであり、受信コイルの検出が受信コイルによる磁気共鳴画像の測定に含まれ、受信コイ
ルの投影輪郭の解析が行なわれ、投影輪郭の解析から受信コイルの位置および向きが得ら
れる（請求項３）。
　付属部品の検出が付属部品の画像の撮影を含み、付属部品の位置および向きが付属部品
の基準画像との相関解析によって求められる（請求項４）。
　付属部品の検出が付属部品の画像の撮影を含み、付属部品の位置および向きが付属部品
の画像のセグメンテーションによって求められる（請求項５）。
　付属部品の検出が、付属部品を一義的に識別する少なくとも３つのマーキングの検出に
よって行なわれ、付属部品の位置および向きが少なくとも３つのマーキングの空間位置の
解析によって求められる（請求項６）。マーキングがバーコードとして実施されている（
請求項７）。マーキングがＲＦＩＤタグとして実施されている（請求項８）。
　検出された付属部品が、画像化用検査装置の付属部品であって画像化用検査装置に対し
て相対的に位置固定されない付属部品であり、割り付けられた減弱値が第１の減弱値であ
り、更に、画像化用検査装置に対して相対的に位置固定された付属部品にデータバンクか
らの第２の減弱値を割り付けるステップ、患者の減弱値マップに第１の減弱値および第２
の減弱値を結合するステップが含まれる（請求項９）。位置固定された付属部品が患者用
寝台である（請求項１０）。更に、画像化用検査装置の画像化検査法により患者のデータ
セットを取得するステップ、データセットのデータから第３の減弱値を算出するステップ
、
　患者の減弱値マップに第３の減弱値を付け加えるステップが含まれる（請求項１１）。
【００１１】
　上述の方法は例えば患者のＰＥＴデータの測定前に使用される。付属部品が測定に使用
されるならば、付属部品は最初のステップにおいて画像化測定法により識別のために検出
される。第２および第３のステップにおいて、検出された付属部品の減弱値がデータバン
クから読み出され、付属部品に割り付けられる。読み出された減弱値はＰＥＴデータの減
弱補正に使用可能である。
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【００１２】
　それによって、各測定にともなう移動可能な（および固定の）付属部品の従来可能でな
かった減弱補正が可能である。好ましいことに、求められた減弱値がこの減弱値とは無関
係に求められた患者減弱値と統合されてμマップを形成するので、光子の全減弱が算出可
能である。
【００１３】
　付属部品の位置および向きを検出し、かつ減弱値マップを付属部品の検出された位置お
よび／または向きにマッチングさせることによって、特に効率的な方法が提供される。な
ぜならば、データバンクには、既に述べたように、透過測定から求められた付属部品の減
弱値が格納されているからである。付属部品の減弱値のそれぞれの算出のために、患者の
ＰＥＴデータが測定される際に、データバンクからの既知の減弱値を付属部品の現在の位
置および向きにマッチングさせることだけが必要である。この方法における利点は、簡単
化されかつ付属部品の位置および向きの検出に関して低減された付属部品のデータ取得に
ある。
【００１４】
　本発明の有利な実施形態においては、画像化測定法がＭＲ測定法である。特に、ＭＲ－
ＰＥＴ装置の場合には、ＭＲ法による付属部品の検出が有利である。なぜならば、付属部
品のための付加的な検出システムが必要でないからである。代替として、付属部品を光学
的な画像化システムにより検出することができる。
【００１５】
　付属部品がＭＲ装置の受信コイルである場合には、本発明の有利な構成は、受信コイル
による磁気共鳴画像の測定による受信コイルの検出を含む。受信コイルの投影輪郭の解析
が行なわれ、その解析から受信コイルの位置および向きが得られる。投影輪郭の解析は、
ＭＲ装置の受信コイルの位置および向きを決定するための実証された方法である。この種
の方法は米国特許出願公開第２００５／２５３５８４号明細書から公知である。
【００１６】
　本発明の有利な代替実施態様においては、付属部品の検出が付属部品の画像の撮影を含
む。付属部品の位置および向きが付属部品の基準画像との相関解析によって求められる。
グラフィック画像処理によって、付属部品の前もって撮影された基準画像とのこのような
画像比較を行うことは、付属部品の位置および向きの簡単な決定を可能にする。この方法
は受信コイルに限定されず、どの付属部品にも、したがって、例えば支持補助手段にも適
用可能である。
【００１７】
　本発明の他の有利な実施態様では、付属部品が少なくとも３つのマーキングによって一
義的に識別される。これらのマーキングが検出され、付属部品の位置および向きが少なく
とも３つのマーキングの空間位置の解析によって求められる。マーキング自体の形態また
はそれらの相互の相対的な位置によって、空間内における付属部品の位置および向きを簡
単に決定可能である。付加的に、マーキングの形態および方位を介して、付属部品を一義
的に識別することができる。例えば、各検出すべき付属部品の上に３つのマーキングが互
いに異なる間隔で配置されるとよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下において図面を参照して説明する実施例において本発明の他の利点および構成を明
らかにする。
　図１はＭＲ－ＰＥＴ複合装置の概略図を示し、
　図２は方法の好ましい実施例の概略的なフローチャートを示す。
【００１９】
　本発明の実施例は、好ましくはＭＲ－ＰＥＴ複合装置により使用される。複合装置は、
ＭＲデータもＰＥＴデータもアイセントリックに取得可能であるという利点を有する。こ
れは、関心領域内の検査ボリュームを第１のモダリティ（ＰＥＴ）のデータにより正確に
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規定し、これらの情報を他のモダリティ（例えば、磁気共鳴）において利用することを可
能にする。外部のＰＥＴ装置からＭＲ装置へ関心領域のボリューム情報を伝達することは
確かに可能であるが、しかしデータのレジストレーションのために著しく多くの労力が発
生する。一般にＰＥＴデータセットで選択された関心領域において、磁気共鳴法またはそ
の他の画像化法により決定可能な全てのデータが求められる。例えば、分光法データの代
わりに、関心領域における磁気共鳴検査によるｆＭＲＩデータ、拡散マップ、Ｔ１または
Ｔ２強調画像または定量パラメータマップも得られる。同様にコンピュータ断層撮影法（
例えば潅流測定法、多重エネルギー画像化法）またはＸ線撮影法も使用可能である。上述
の方法の利点は、それぞれ、関心領域をＰＥＴデータセットにより患者の特に今問題にな
っている病気に的確に絞り得ることにある。
【００２０】
　しかしながら、補足するに、多数のいわゆるトレーサの使用によって、種々の生物学的
特性をＰＥＴデータセットに表示し、そのようにして関心領域およびそれによって決定さ
れたボリュームを更に最適化すること、あるいは後続の検査において解析される複数の異
なる検査ボリュームを一度に選択することも可能である。
【００２１】
　図１は重ね合わされるＭＲおよびＰＥＴの画像表示のための装置１を示す。装置１は公
知のＭＲ管２からなる。ＭＲ管２は図１の紙面に対して直角方向に延在する長手方向ｚを
規定する。
【００２２】
　図１に示されているように、ＭＲ管２の内側に同軸にて、長手方向ｚの周りに対をなし
て対向配置された複数のＰＥＴ検出ユニット３が配置されている。ＰＥＴ検出ユニット３
は、ＬＳＯ結晶からなるアレイ４を備えたＡＰＤ（Avaranche Photo Diode）フォトダイ
オードアレイ５と電気増幅器回路（ＡＭＰ）６とからなるとよい。しかし、本発明は、Ａ
ＰＤフォトダイオードアレイ５およびその前段に接続されたＬＳＯ結晶からなるアレイ４
とを有するＰＥＴ検出ユニット３に限定されず、検出のためにいわば他の性質のフォトダ
イオード、結晶および装置も使用可能である。
【００２３】
　重ね合わされるＭＲおよびＰＥＴの画像表示の処理はコンピュータ７によって行なわれ
る。
【００２４】
　ＭＲ管２は長手方向ｚに沿って円筒状の第１の撮像視野を規定する。ＰＥＴ検出ユニッ
ト３は長手方向ｚに沿って円筒状の第２の撮像視野を規定する。本発明によれば、ＰＥＴ
検出ユニット３の第２の撮像視野はＭＲ管２の撮像視野とほぼ一致する。これは、長手方
向ｚに沿ったＰＥＴ検出ユニット３の装置厚さの相応の適合化によって実現される。
【００２５】
　患者による光子減弱を補正する減弱マップ（μマップ）を算出することは一般的に行わ
れている。このμマップには各空間点に関してそこに存在する物質の減弱値が格納される
。減弱値は光子軌道に応じて減弱補正に使用される。以下において説明する方法により、
このようなμマップの設定時に患者自身のみならず測定に使用される存在する付属部品も
考慮される。これらの付属部品は、例えば患者用テーブル、支持補助手段、ＭＲ装置の一
般的に使用される可変に位置決め可能な受信コイル（局所コイル）である。あらゆる場合
に先ず個々の付属部品自体の減弱値を患者なしで放射線源による透過測定により測定し、
それからそれぞれの付属部品について減弱マップを作成することが必要である。測定され
た物体の減弱マップはデータバンクに格納される。
【００２６】
　その際に各測定前にどの付属部品が測定に使用されるかを求めるべきである。例えば、
患者用テーブルは各測定時に使用される。しかしながら、一般に患者用テーブルの位置は
測定ごとに異なる。これは、例えば、ある測定で患者の頭部が患者用テーブルの先端にお
いて測定され、次の測定で患者の腹部が患者用テーブルの中央範囲において測定される場
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合である。患者用テーブルの減弱値は一般に患者用テーブルの位置に依存して異なる。し
かしながら、ＰＥＴ検出システムに対する患者用テーブルの相対的な位置はＭＲ－ＰＥＴ
装置の座標系を介して既知であるので、予め求められた減弱マップに応じて、患者用テー
ブルのその都度の位置の正しい減弱値を選択して、減弱補正に使用することができる。
【００２７】
　ＭＲ－ＰＥＴ装置に対して相対的に自由に位置決め可能な付属部品、支持補助手段およ
び受信コイルの場合には、減弱マップに加えて、測定ごとに、それぞれの付属部品の位置
および向きがＭＲ－ＰＥＴ装置の座標系において検出されなければならない。付属部品の
位置および向きが分かり次第、データバンクからの減弱マップを使用し、この減弱マップ
をそれぞれの付属部品の位置および向きにマッチングさせることができる。これらの値は
患者のμマップおよび固定設置の物体のμマップと統合されて、総合μマップを形成する
。
【００２８】
　以下において、付属部品の位置および向きを決定するための多数の実施例を説明する。
実施例の幾つかは有り得るあらゆる種類の付属部品に関して普遍的に使用可能である。他
の実施例は、特に受信コイルの向きおよび位置を決定するために用いられる。
【００２９】
　本発明の１つの実施例においては、位置および向きが検出されるべき受信コイルにより
磁気共鳴画像が撮影される。磁気共鳴画像の評価においてコイルの投影輪郭が決定される
。この投影輪郭からコイル位置およびコイル向きを算出することができる（米国特許出願
公開第２００５／２５３５８４号明細書）。
【００３０】
　本発明の代替実施例においては、非常に短いエコー時間により動作するＭＲシーケンス
（例えば、国際公開第２００６／２６４０２号パンフレットおよび国際公開第２００５／
２６７４８号パンフレットから公知のＵＴＥ；Ultrashort echo time（超短エコー時間）
）により、付属部品のハウジングの画像が撮影される。画像処理方法により、撮影された
ＭＲ画像上においてコイル位置および向きが算出される。一方では相応のコイルの基準画
像との相関解析によってコイル位置およびコイル向きを決定することができる。この場合
に回転マトリックスおよび並進ベクトルが算出される。これらは、コイルの基準画像を実
際に撮影された画像と一致させる基準コイル画像の回転および移動を規定する。この変換
計算方法は用語"画像の剛体レジストレーション"にて知られている。
【００３１】
　他方では、撮影されたＭＲ画像を基準画像の使用なしにセグメンテーションすることが
できる。セグメンテーションによって、コイルの画像が、データバンクに格納されている
減弱係数を有する異なる物質の異なった領域に切り分けられる。それにより付属部品の減
弱マップをフレキシブルにデータバンクから読み出して、減弱値をμマップに引き取るこ
とができる。
【００３２】
　他の代替実施例では、付属部品が、ＭＲ画像内において簡単かつ自動的に検出可能であ
る少なくとも３つの点状のマーキングを備えている。マーキング物質としてＭＲ画像内に
おいて強いコントラスト特性を示す全ての物質が適している。これの例が鉄、フッ素、ガ
ドリニウムなどである。検査の最初におけるＭＲ測定により、空間内にこれらの３つの点
の位置が決定される。ＭＲ装置の受信コイルの位置を求めようとする場合、使用される受
信コイルの型はＭＲ装置のソフトウェアにとって既知である。この情報は受信コイルの動
作のために必要であり、一般にはＭＲ装置の受信コイルとの電気的な接続によって自動的
に認識される。ＭＲ装置の相応のソフトウェアが、使用された受信コイルに相応の減弱マ
ップをデータバンクから割り付けることを可能にする。空間内における３つのマーキング
の位置によって求められた位置および向きにより、この減弱マップが相応に回転させられ
て、μマップ内に挿入される。
【００３３】
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　その他の付属部品もマーキングにより識別しようとする場合、マーキングを一義的な識
別のために使用することができる。例えば、付属部品の型をマーキング内にコード化する
ことができる。これは、例えばマーキングの異なる間隔または個々の形状付与によって行
なうことができる。
【００３４】
　他の代替は、付属部品の識別のためのバーコードまたはＲＦＩＤ（Radio Frequency Id
entification）タグの使用にある。バーコードまたはＲＦＩＤタグの読み取りのために適
切なスキャナを測定装置に取り付けるとよい。
【００３５】
　図２は本発明の有利な実施形態の概略的なフローチャートを示す。これは、患者に取り
付けられる受信コイルの例にて、どのようにして患者の減弱マップおよび受信コイルの減
弱マップの算出を可能にするかを示している。ステップＳ１において、２つの３Ｄデータ
セットがＭＲシーケンスＵＴＥにより２つの異なるエコー時間において取得される。この
方法は公知である（例えば、「Ｊ．Ｒａｈｍｅｒ，ｅｔ．ａｌ，；“Ｔｅｎｄｏｎ　Ｉｍ
ａｇｉｎｇ　Ｕｓｉｎｇ　３Ｄ　Ｕｌｔｒａｓｈｏｒｔ　ＴＥ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ”；Ｐ
ｒｏｃ．Ｉｎｔｌ．Ｓｏｃ．Ｍａｇ．Ｒｅｓｏｎ．Ｍｅｄ．１４（２００６）」参照）。
両３Ｄデータセットにおいて患者に取り付けられた受信コイルを認識することができる。
表示の改善のために、第２のステップＳ３において、両３Ｄデータセットの差が形成され
る。非常に短い緩和時間を有するプロトン信号に由来する画像が生じる。患者自身の減弱
値を決定するために、第３のステップＳ５において、患者のＭＲデータセットが取得され
る。このＭＲデータセットは、第４のステップＳ７において、公知の方法（例えば、「Ｈ
．Ｚａｉｄｉ，ｅｔ．ａｌ．，“Ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ
－ｇｕｉｄｅｄ　ａｔｔｅｎｕａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｓｃａｔｔｅｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉ
ｏｎｓ　ｉｎ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｂｒａｉｎ　ｐｏｓｉｔｒｏｎ　
ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ”；Ｍｅｄ．Ｐｈｙｓ．３０．５，Ｍａｙ　２
００３」参照）にしたがって評価されるので、ここでは患者組織の減弱値が生じる。減弱
値が患者のμマップに登録される。第５のステップＳ９において、コイルの３Ｄデータセ
ットのセグメンテーションが行なわれる。それによって、３Ｄデータセット上において受
信コイルの識別が可能である。ＵＴＥ差画像には患者からの信号とコイルからの信号しか
存在しない。患者の位置がステップＳ７において既に決定されているので、全ての他の信
号をコイルに割り当てることができる。どのコイルが検査中に使用されるかは既知である
ので、セグメンテーションされたコイルの減弱値をセグメンテーションからの位置点に割
り当てることができる。３Ｄデータセットにおける受信コイルおよび患者の区別は、一方
では異なる信号強度によって、他方では受信コイルおよび患者の一般的に知られている位
置によって識別される。第６のステップにおいて、受信コイルの減弱値が患者のμマップ
に付け加えられる。第７のステップにおいて、そのようにして決定されたμマップが、公
知の方法にしたがって、撮影されたＰＥＴデータセットの減弱補正に使用される。
【００３６】
　ＭＲデータから患者のμマップを決定するステップＳ７は、受信コイルの減弱値の決定
に実質的に依存せず、したがって上述の方法の別の個所で使用可能である。
【００３７】
　上述の方法はコイルの位置および向きの検出に限定されない。むしろ、例えば支持補助
手段またはヘッドホンのような他の物体もこの方法により減弱補正に利用され得る。
【００３８】
　本発明の代替実施形態では、第５のステップＳ９において、コイルまたはその他の物体
の位置の決定が基準画像との比較およびグラフィック（図形）解析によって行なわれる。
同様に、この場合に基準画像との相関解析を行なうこともできる。
【００３９】
　他の代替実施形態では、受信コイルの位置はこのコイルにより撮影されたＭＲ概観画像
において受信コイルの感度プロフィールを解析することによって決定される。この実施形
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態では受信コイルだけが決定可能である。この場合に、付加的な支持補助手段またはその
他の物体は既述の方法、例えばこれらの物体のセグメンテーションによって決定すること
ができる。
【００４０】
　上述の方法はＰＥＴ－ＭＲ装置に限定されない。基本的にはＰＥＴと一緒に使用されか
つ放射線経路内に減弱作用を有する物体が存在する他の画像化装置においても、物体を相
応に検出することができる。このために、使用されるモダリティに応じて、物体の位置お
よび向きの決定のために適切な方法が使用されるとよい。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】ＭＲ－ＰＥＴ複合装置の概略図
【図２】本発明による方法の好ましい実施例の概略的なフローチャート
【符号の説明】
【００４２】
２　　　　　ＭＲ管
３　　　　　ＰＥＴ検出ユニット
４　　　　　ＬＳＯ結晶からなるアレイ
５　　　　　ＡＰＤフォトダイオードアレイ
６　　　　　電気増幅回路（ＡＭＰ）
７　　　　　コンピュータ
Ｓ１～Ｓ９　ステップ

【図１】 【図２】
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