
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

【請求項２】
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　所定のコントラスト像を取得するための撮影の種類を示す撮影種に関して設定可能な複
数の条件を、操作者による制御が望ましい第１の条件と操作者による制御が望ましくない
第２の条件とに分類し、撮影種毎に記憶する記憶手段と、
　撮影種を選択するための選択手段と、
　選択された前記撮影種に対応する前記第１の条件を第１の形態にて表示する表示手段と
、
　表示された前記第１の条件の少なくとも一つを変更するための変更手段と、
　前記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された前記撮影種に関す
る制御を行う制御手段と、
　を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置。

　所定のコントラスト像を取得するための撮影の種類を示す撮影種に関して設定可能な複
数の条件を、画像のコントラストに支配的な第１の条件とそれ以外の第２の条件とに分類
し、撮影種毎に記憶する記憶手段と、
　撮影種を選択するための選択手段と、
　選択された前記撮影種に対応する前記第１の条件を第１の形態にて表示する表示手段と
、
　表示された前記第１の条件の少なくとも一つを変更するための変更手段と、



【請求項３】

【請求項４】

【請求項５】

【請求項６】

【請求項７】

【請求項８】

【請求項９】
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　前記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された前記撮影種に関す
る制御を行う制御手段と、
　を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置。

　前記記憶手段は、前記第１の条件の設定可能範囲を撮影種毎に記憶し、
　前記変更手段は、前記設定可能範囲において前記第１の条件の少なくとも一つを変更可
能とすること、
　を特徴とする請求項１又は２記載の磁気共鳴映像装置。

　前記記憶手段は、撮影種に応じて実行される所定の処理を示す処理種に関して設定可能
な複数の条件を、前記第１の条件と前記第２の条件とに分類して記憶し、
　前記選択手段は、処理種を選択可能であり、
　前記表示手段は、前記選択手段によって選択された前記処理種に対応する前記第１の条
件を第１の形態にて表示し、
　前記変更手段は、表示された前記処理種に対応する前記第１の条件の少なくとも一つを
変更可能であり、
　前記制御手段は、前記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された
前記処理種に関する制御を行うと、
　を具備することを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装
置。

　前記記憶手段は、前記第１の条件の設定可能範囲を処理種毎に記憶し、
　前記変更手段は、前記選択された処理種に関する前記第１の条件の少なくとも一つを、
前記設定可能範囲において変更可能とすること、
　を特徴とする請求項４記載の磁気共鳴映像装置。

　前記記憶手段は、少なくとも複数の撮影種を含む検査種に関して設定可能な複数の条件
を、前記第１の条件と前記第２の条件とに分類して記憶し、
　前記選択手段は、検査種を選択可能であり、
　前記表示手段は、前記選択手段によって選択された前記検査種に対応する前記第１の条
件を第１の形態にて表示し、
　前記変更手段は、表示された前記検査種に対応する前記第１の条件の少なくとも一つを
変更可能であり、
　前記制御手段は、前記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された
前記検査種に関する制御を行うと、
　を具備することを特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装
置。

　前記記憶手段は、前記第１の条件の設定可能範囲を検査種毎に記憶し、
　前記変更手段は、前記選択された検査種に関する前記第１の条件の少なくとも一つを、
前記設定可能範囲において変更可能とすること、
　を特徴とする請求項６記載の磁気共鳴映像装置。

　前記第１の条件は、操作者による制御を許可するものであり、
　前記第２の条件は、操作者による制御を禁止するものであること、
　を特徴とする請求項１乃至７のうちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装置。

　前記表示手段は、選択された検査種若しくは撮影種又は処理種に対応する前記第２の条
件を読み出し、当該第２の条件を第２の形態にて表示することを特徴とする請求項１乃至
８のうちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装置。



【請求項１０】

【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】

【０００２】
【従来の技術】
医療用画像機器は、被検体についての多くの情報を画像により提供するものであり、疾病
の診断、治療や手術計画等を初めとする多くの医療行為において重要な役割を果たしてい
る。現在では、主な医療用画像機器として、超音波診断装置、Ｘ線ＣＴ装置、磁気共鳴映
像装置、核医学診断装置等がある。中でも磁気共鳴映像装置は、軟部組織において優れた
コントラストをもつ画像を収集でき、医用画像診断において重要な位置を占めている。
【０００３】
このＭＲ画像においては、画像コントラストは、様々な撮影パラメータや現象、対象によ
って支配される。例えば、代表的な撮影種によるコントラストの異なる MR画像として、縦
緩和強調（Ｔ１Ｗ）画像、横緩和強調（Ｔ２Ｗ）画像、拡散強調（ＤＷ）画像、流入（ Ti
me-Of-Flight）効果を利用したＭＲ血管像（ＭＲＡ）、 Blood Oxygenation Level Depend
ent（ＢＯＬＤ）効果を利用した機能的ＭＲ画像（ｆＭＲＩ）などが知られている。これ
以外にも、造影剤を利用した画像が盛んに利用されている。このような多様なコントラス
ト画像を磁気共鳴映像装置によって提供するには、コントラストに影響を与える因子、す
なわち撮影パラメータを適切に制御する必要がある。
【０００４】
図１１は、従来の磁気共鳴映像装置が有する、撮影パラメータ、処理パラメータを制御す
るためのユーザインターフェースの一例を示した図である。図１１に示すように、従来の
磁気共鳴映像装置のインタフェースでは、あるパルスシーケンスの撮影条件を設定する場
合、設定可能な全ての撮影パラメータが表示され入力可能となっている。通常、この設定
可能な全ての撮影パラメータは、１０～２０種類にも及ぶ。このため、ある撮影種の画像
コントラストを得るために調整すべき撮影パラメータ等が解りづらく、キー操作やマウス
移動を繰り返し、撮影パラメータを逐一設定することが必要となる。従って、操作性に欠
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　前記第２の形態は、ハッチング表示であることを特徴とする請求項１乃至９のうちいず
れか一項記載の磁気共鳴映像装置。

　前記第１の形態は、変更頻度の高い条件から所定の順番に配列した形態、又は履歴情報
に基づいて設定可能範囲の上限、下限、中間値の少なくとも一つを更新した形態であるこ
とを特徴とする請求項１乃至１０のうちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装置。

　前記表示手段は、前記選択された検査種若しくは撮影種又は処理種が変更された場合に
は、当該変更後の検査種若しくは撮影種又は処理種に対応する前記第１の条件を読み出し
て当該第１の条件を表示することを特徴とする請求項１乃至１１のうちいずれか一項記載
の磁気共鳴映像装置。

　前記表示手段は、前記選択された検査種若しくは撮影種又は処理種が変更された場合に
は、当該変更後の検査種若しくは撮影種又は処理種に対応する前記第１の条件を読み出し
て、当該第１の条件を推奨値に設定して表示することを特徴とする請求項１乃至１１のう
ちいずれか一項記載の磁気共鳴映像装置。

　所定の検査種、撮影種、処理種の少なくとも一つを実行する場合において設定可能な複
数の条件の設定可能範囲を、検査種若しくは撮影種毎又は処理種毎に前記記憶手段に登録
する手段をさらに具備することを特徴とする請求項１乃至１３のうちいずれか一項記載の
磁気共鳴映像装置。

　本発明は、磁気共鳴映像装置の種々のパラメータ設定に関する情報の提供に関する。



け、操作者にとって大きな負担となる場合がある。また、この操作性の欠如により、撮影
時間は長びくこととなり、操作者及び患者に負担をかけていた。
【０００５】
また、装置によっては、パラメータ群の１セットを記憶し再利用し易いくする工夫がなさ
れているものもある。しかしながら、この様な装置においても、ある撮影種による画像コ
ントラストを得るために調整すべき撮影パラメータ等が解りづらく、また、微調整が簡便
でない等の操作性に欠ける面があった。
【０００６】
ところで、撮影パラメータ等の最適な範囲は、あらかじめ磁気共鳴映像装置の製造機器メ
ーカが取扱説明書などで指示する場合もあれば、臨床検査技師や医師が決定する場合もあ
る。いずれにせよ、多数のボランティアや患者を撮影していくなかで、その範囲が確定さ
れる。この様なプロセスを経て得られるパラメータの最適な範囲は、価値の高いノウハウ
と言うことができ、最近特に重要視されている。現在では、このノウハウとしての最適な
パラメータ範囲は、学会発表や文献等を通じて社会全体に普及している。
【０００７】
しかしながら、学会発表や文献等では、その情報取得の機会が学会開催日程や文献発行日
程に依存することとなり、その迅速性に限界があった。また、提供される情報は、学会発
表者や文献投稿者に限定されることとなり、情報の自由度に限界があった。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速
且つ容易に選択・設定可能な磁気共鳴映像装置を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【００１１】

【００１２】

【００１６】
このような構成によれば、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速且つ容易に選択・設
定可能な磁気共鳴映像装置を提供することができる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の第１の実施形態乃至第４の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下
の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、
重複説明は必要な場合にのみ行う。
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　本発明の第１の視点は、所定のコントラスト像を取得するための撮影の種類を示す撮影
種に関して設定可能な複数の条件を、操作者による制御が望ましい第１の条件と操作者に
よる制御が望ましくない第２の条件とに分類し、撮影種毎に記憶する記憶手段と、撮影種
を選択するための選択手段と、選択された前記撮影種に対応する前記第１の条件を第１の
形態にて表示する表示手段と、表示された前記第１の条件の少なくとも一つを変更するた
めの変更手段と、前記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された前
記撮影種に関する制御を行う制御手段と、を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置
である。

　本発明の第２の視点は、所定のコントラスト像を取得するための撮影の種類を示す撮影
種に関して設定可能な複数の条件を、画像のコントラストに支配的な第１の条件とそれ以
外の第２の条件とに分類し、撮影種毎に記憶する記憶手段と、撮影種を選択するための選
択手段と、選択された前記撮影種に対応する前記第１の条件を第１の形態にて表示する表
示手段と、表示された前記第１の条件の少なくとも一つを変更するための変更手段と、前
記第２の条件及び変更された前記第１の条件に従って、選択された前記撮影種に関する制
御を行う制御手段と、を具備することを特徴とする磁気共鳴映像装置である。



【００１９】
図１は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置１０の概略構成を示した図である。磁気共鳴
映像装置１０は、被検体としての患者Ｐを載せる寝台部と、静磁場を発生させる静磁場発
生部と、静磁場に位置情報を付加するための傾斜磁場発生部と、高周波信号を送受信する
送受信部と、システム全体のコントロール及び画像再構成を担う制御・演算部と、を備え
ている。
【００２０】
静磁場発生部は、例えば超電導方式の磁石１０１と、この磁石１０１に電流を供給する静
磁場電源１０２とを備え、被検体Ｐが遊挿される円筒状の開口部（診断用空間）の軸方向
（Ｚ軸方向）に静磁場Ｈ０  を発生させる。なお、この磁石部にはシムコイル１１４が設
けられている。このシムコイル１１４には、ホスト計算機１０６の制御下で、シムコイル
電源１１５から静磁場均一化のための電流が供給される。寝台部は、被検体Ｐを載せた天
板を磁石１０１の開口部に退避可能に挿入できる。
【００２１】
傾斜磁場発生部は、磁石１０１に組み込まれた傾斜磁場コイルユニット１０３を備える。
この傾斜磁場コイルユニット１０３は、互いに直交するＸ、Ｙ及びＺ軸方向の傾斜磁場を
発生させるための３組（種類）のｘ，ｙ，ｚコイル１０３ｘ、１０３ｙ、１０３ｚを備え
る。傾斜磁場部はまた、ｘ，ｙ，ｚコイル１０３ｘ、１０３ｙ、１０３ｚに電流を供給す
る傾斜磁場電源４を備える。この傾斜磁場電源４は、後述するシーケンサ５の制御のもと
、ｘ，ｙ，ｚコイル１０３ｘ、１０３ｙ、１０３ｚに傾斜磁場を発生させるためのパルス
電流を供給する。
【００２２】
傾斜磁場電源１０４からｘ，ｙ，ｚコイル１０３ｘ、１０３ｙ、１０３ｚに供給されるパ
ルス電流を制御することにより、物理軸である３軸Ｘ，Ｙ，Ｚ方向の傾斜磁場を合成して
、互いに直交するスライス方向傾斜磁場Ｇｓ、位相エンコード方向傾斜磁場Ｇｅ、および
読出し方向（周波数エンコード方向）傾斜磁場Ｇｒの各論理軸方向を任意に設定・変更す
ることができる。スライス方向、位相エンコード方向、および読出し方向の各傾斜磁場は
、静磁場Ｈ０ に重畳される。
【００２３】
送受信部は、磁石１０１内の撮影空間にて被検体Ｐの近傍に配設されるＲＦコイル１０７
と、このコイル１０７に接続された送信器１０８Ｔ及び受信器１０８Ｒとを備える。この
送信器１０８Ｔ及び受信器１０８Ｒは、シーケンサ１０５の制御のもとで動作する。送信
器１０８Ｔは、核磁気共鳴（ＮＭＲ）を起こさせるためのラーモア周波数のＲＦ電流パル
スをＲＦコイル１０７に供給する。受信器１０８Ｒは、ＲＦコイル１０７が受信したエコ
ー信号（高周波信号）を取り込み、これに前置増幅、中間周波変換、位相検波、低周波増
幅、フィルタリングなどの各種の信号処理を施した後、Ａ／Ｄ変換してエコー信号に応じ
たデジタル量のエコーデータ（原データ）を生成する。
【００２４】
制御・演算部は、シーケンサ（シーケンスコントローラとも呼ばれる）１０５、ホスト計
算機１０６、演算ユニット１１０、記憶装置１１１、表示装置１１２、入力装置１１３、
を備える。この内、ホスト計算機１０６は、記憶したソフトウエア手順により、シーケン
サ１０５にパルスシーケンス情報を指令するとともに、装置全体の動作を統括する機能を
有する。
【００２５】
ホスト計算機１０６は、位置決め用スキャンなどの準備作業に引き続いて、撮影種毎に応
じた所定のパルスシーケンス、撮影パラメータ設定に基づいてイメージングスキャンを実
施する。ここで、撮影種とは、あるコントラスト像を取得するための撮影の種類を意味す
る。具体的な撮影種としては、縦緩和強調（Ｔ１Ｗ）画像、横緩和強調（Ｔ２Ｗ）画像、
拡散強調（ＤＷ）画像、流入（ Time-Of-Flight）効果を利用したＭＲ血管像（ＭＲＡ）、
Blood Oxygenation Level Dependent（ＢＯＬＤ）効果を利用した機能的ＭＲ画像（ｆＭ
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ＲＩ）、その他造影剤を使用した画像等を取得するための撮影が挙げられる。また、撮影
パラメータは、撮影種毎に好適な画像を取得するために、当該撮影種に影響を及ぼすパラ
メータ（一つとは限らない）である。
【００２６】
また、ホスト計算機１０６は、撮影種に応じた処理種に従って、データ処理及び画像処理
を行う。ここで、処理種とは、特定の撮影種によって取得されたデータに対して施される
処理の種類である。この処理種においても、好適な画像を取得するために影響するパラメ
ータ（一つとは限らない）が存在する。以下、このパラメータを、処理パラメータと呼ぶ
。
【００２７】
さらに、ホスト計算機１０６は、撮影パラメータ、処理パラメータを管理し、所定形式の
インタフェースにてユーザに提供する撮影条件管理部１０６ａを有している。なお、撮影
条件とは、撮影種毎に管理される撮影パラメータ、及び処理種毎に管理される処理パラメ
ータを指す。この撮影条件管理部１０６ａの構成及び機能については、後で詳しく説明す
る。
【００２８】
なお、ホスト計算機１０６によって制御されるイメージングスキャンは、画像再構成に必
要なエコーデータの組を収集するスキャンであり、ここでは２次元スキャンに設定されて
いる。また、パルスシーケンスとしては、３次元（３Ｄ）スキャンまたは２次元（２Ｄ）
スキャンである。そのパルス列の形態としては、ＳＥ（スピンエコー）法、ＦＳＥ（高速
ＳＥ）法、ＦＡＳＥ（高速  Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ  ＳＥ）法（すなわち、高速ＳＥ法にハ
ーフフーリエ法を組み合わせたイメージング法）、ＥＰＩ（エコープラナーイメージング
）法、などが用いられる。
【００２９】
シーケンサ１０５は、ＣＰＵおよびメモリを備えており、ホスト計算機１０６から送られ
てきたパルスシーケンス情報を記憶し、この情報にしたがって傾斜磁場電源１０４、送信
器１０８Ｔ、受信器１０８Ｒの動作を制御するとともに、受信器１０８Ｒが出力したエコ
ーデータを一旦入力し、これを演算ユニット１１０に転送するように構成されている。こ
こで、パルスシーケンス情報とは、一連のパルスシーケンスにしたがって傾斜磁場電源１
０４、送信器１０８Ｔおよび受信器１０８Ｒを動作させるために必要な全ての情報であり
、例えばｘ，ｙ，ｚコイル１０３ｘ、１０３ｙ、１０３ｚに印加するパルス電流の強度、
印加時間、印加タイミングなどに関する情報を含む。
【００３０】
また、演算ユニット１１０は、受信器１０８Ｒが出力したエコーデータ（原データ又は生
データ）をシーケンサ１０５を通して入力し、その内部メモリ上のフーリエ空間（ｋ空間
または周波数空間とも呼ばれる）にエコーデータを配置し、このエコーデータを各組毎に
２次元又は３次元のフーリエ変換に付して実空間の画像データに再構成する。また演算ユ
ニットは、必要に応じて、画像に関するデータの合成処理、差分演算処理などを行うこと
ができる。
【００３１】
この合成処理には、２次元の複数フレームの画像データを対応する画素毎に加算する加算
処理、３次元データに対して視線方向の最大値又は最小値を選択する最大値投影（ＭＩＰ
）又は最小値（ＭＩＰ）投影処理などが含まれる。また、合成処理の別の例として、フー
リエ空間上で複数フレームの軸の整合をとってエコーデータのまま１フレームのエコーデ
ータに合成するようにしてもよい。なお、加算処理には、単純加算処理、加算平均処理、
重み付け加算処理などが含まれる。
【００３２】
記憶装置１１１は、再構成された画像データのみならず、上述の合成処理や差分処理が施
された画像データを保管することができる。また、記憶装置１１１は、撮影種ごとに管理
される撮影パラメータ及び処理パラメータを記憶する撮影条件データベース１０６ａを有
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している（図２参照）。
【００３３】
表示装置１１２は画像を表示する。また入力装置１１３を介して、術者が希望する撮影条
件、パルスシーケンス、画像合成や差分演算に関する情報、パラメータ制御に関する情報
をホスト計算機１０６に入力できる。さらに、後述する形態にて、撮影種ごとに管理され
る撮影パラメータ及び処理パラメータを制御するためのインタフェースを提供する。
【００３４】
入力装置１１３は、オペレータからの各種指示・命令・情報を装置１２にとりこむための
、関心領域（ＲＯＩ）、検査種、撮影種、処理種の選択、撮影種（又は検査種、処理種）
ごとに管理される撮影条件の設定などを行うための入力装置（マウスやトラックボール、
モード切替スイッチ、キーボード等）が設けられる。
【００３５】
通信装置１２０は、ネットワークを介して他の装置と情報通信を行う。また、通信装置１
２０は、第４の実施形態にて説明するように、記憶装置１１１内に格納された撮影情報を
、ネットワークを介して所定のサーバに転送する。
【００３６】
（撮影条件管理機能）
次に、本磁気共鳴映像装置が有する撮影条件管理機能について説明する。
【００３７】
図２は、撮影条件管理部１０６ａによって実行されるの撮影条件管理を説明するための図
である。図２に示すように、まず、入力装置１１３を介して、撮影種情報が入力されると
（ステップＳ１）、撮影条件管理部１０６ａは、記憶装置１１１内の撮影条件データべー
ス１１１ａから当該撮影種に対応する撮影条件を読み出す（ステップＳ２）。読み出され
た撮影条件は、表示装置１１２に所定の形態にて表示される（ステップＳ３）。
【００３８】
　図３は、表示装置１１２に表示された、当該撮影種に対応する撮影条件を示した図であ
る。図１１と比較すると、パラメータの配列が異なっている。また、一部のパラメータに
ついては
とし、入力不可能になっている。
【００３９】
　すなわち、本撮影条件管理では、撮影種毎に管理される撮影条件を、操作者による調整
が望ましいパラメータと、調整が望ましくないパラメータとに分類し、調整が望ましいパ
ラメータのみ調整可能なインタフェースを提供する。操作者による調整が望ましいパラメ
ータとしては、例えば、当該撮影種によって得られる画像のコントラスト調整に支配的な
パラメータ等が考えられる。一方、カスケード表示される調整が パラメータ
は、その撮影種において変更してはいけないパラメータであり、例えば、当該撮影種によ
って得られる画像のコントラスト調整に大きく影響しないパラメータや、法律にて規制さ
れた範囲に収める必要があるパラメータ等が考えられる。
【００４０】
操作者は、図３に示したインタフェースから、所望のパラメータを選択し、当該パラメー
タの数値等を変更し、決定する（ステップＳ４）。必要なパラメータ変更・決定を終える
と、撮影条件の設定を完了し、ホスト計算機１０６は、当該条件の内容によって撮影・デ
ータ処理を実行する（ステップＳ５）。なお、最終的に設定され、撮影に使用された撮影
条件は、最適撮影条件として撮影条件データベース１０６ａ記憶される。この最適撮影条
件は、適宜第４の実施形態で述べる手法にて、グローバルなシステムにて集中的に管理す
ることも可能である。
【００４１】
このように、撮影種に必要最小限の固有なパラメータ群を集中的に配置したり、入力可能
状態を制御する構成によれば、マウス移動などの操作を煩雑にすることなく撮影条件を迅
速且つ容易に選択・設定することができる。その結果、操作者の操作上の負担を軽減する
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、ユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像装置を提供することができる。また、撮影時間を
短縮することができ、操作者及び患者の精神的負担を軽減することができる。
【００４２】
　なお、図３に示した表示形態及び内容は、撮影種（この場合は撮影種 A）に依存してい
る。従って、撮影種を変更すれば、パラメータの配列やカスケード状態は、原則として変
更後の撮影種に対応した内容に変更される。例えば、撮影パラメータとしてのフリップ角
がカスケード表示される撮影種Ａから、当該フリップ角の制御が必要な撮影種Ｂに変更し
た場合には、当該フリップ角は、図３に示すカスケード表示領域から パラメー
タの領域に変更される。
【００４３】
（変形例）
次に、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの変形例について説明する。
【００４４】
図４は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図である。図４
に示す構成では、図３と比較してカスケード表示部分がなく、調整可能なパラメータのみ
が表示されて変更可能となっている。
【００４５】
　図５は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図であり、調
整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合の例である。例えば、図
５に示した の設定範囲の上限をＰ２Ｕ、下限をＰ２Ｌとする。この場合、
撮影種 Aに固有の設定として、Ｐ２はＰ２ＬとＰ２Ｕとの間で設定可能な構成とすればよ
い。
【００４６】
さらに、上記調整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合、設定範
囲の中間値という概念を導入することで、撮影種間の切換時の制御を適切に行うことも可
能である。
【００４７】
図６は、撮影種 Bから撮影種 Aに変更した場合の当該インタフェースの挙動を示している。
なお、図６において、Ｐ２及びＰ４は、撮影種Ａにおいて標準的なパラメータであり、Ｐ
２ＬとＰ２Ｕとの中間値Ｐ２Ｍ、及びＰ４ＬとＰ４Ｕとの中間値Ｐ４Ｍは、撮影種 Aの推
奨パラメータ値であるとする。また、撮影種ＢのパラメータＰ２の設定可能範囲は、撮影
種ＡのパラメータＰ２の設定可能範囲と異なるとし、さらに、撮影種ＢでのＰ２の現在の
値は、撮影種Ａの設定可能範囲からずれているとする。
【００４８】
図６に示すように、撮影種Ｂから撮影種Ａに変更した場合、Ｐ２の値は撮影種Ａにおける
設定可能範囲に含まれる必要がある。本撮影条件管理機能では、このＰ２初期値として、
推奨値としてのＰ２Ｍを設定する。このように、パラメータの値を撮影種の切換に際して
中間値に設定することで、推奨条件からの条件変更が容易になる。
【００４９】
以上述べた構成によっても、撮影条件を迅速且つ容易に選択・設定することができる。そ
の結果、操作者の操作上の負担を軽減する、ユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像装置を
提供することができる。
【００５０】
次に、本磁気共鳴映像装置によるより具体的な効果を、スピンエコー法を用いた T1W画像
を例に、従来例と比較しながら説明する。
【００５１】
一般に、スピンエコー法における信号強度式は以下のように表される。
【００５２】
【数１】

10

20

30

40

(8) JP 3980897 B2 2007.9.26

調整可能な

パラメータＰ２



　
　
　
【００５３】
ここで、 T2および T1はそれぞれ組織の横緩和時間および縦緩和時間で、 TEはエコー時間、
TRは繰り返し時間である。頭部の T1W画像を取得するには、 TEはできるだけ小さくし、 TR
は白質や灰白質の T1値と同程度か、やや小さい値を用いる。１．５ T（テスラ）であれば
、 TRは 500ms程度である。
【００５４】
実際には、コントラスト分解能の高い T1W画像を得るには別の因子を考える必要がある。
スピンエコー法は一組の９０°パルスと１８０°パルスでスライス選択励起された NMR信
号を観察するので、マルチスライス撮影においては各パルスの選択特性がコントラストに
影響を与える。このため、 TEは実際にはある程度大きい値を取らざるを得ないし、 TRの最
適値も変わることがある。一方で、ある撮影時間内で必要なスライス枚数やスライス厚が
要求されたり、一定レベルの空間分解能が必要になる。このように、質の良い T1W画像を
得るためには、様々な制約条件・要求条件から最適な撮影条件を指定することが重要とさ
れる。
【００５５】
このような最適な撮影条件はある一組の値を取ることは希であり、ある範囲のなかで臨機
応変に変更することがある。例えば、上記の T1W画像の場合には、被検者の頭部の大きさ
に依存して撮影枚数を増やしたい場合がある。このとき、 TRを若干延長することで対応す
ることが多いが、延長し過ぎるとコントラストが T1Wからずれてしまう。つまり、臨床上
許される TRの範囲が決まってくる必要がある。
【００５６】
この様に、好適な画像コントラストを取得するためには、種々のパラメータを適切に制御
する必要がある。その一方で、撮影の主目的にはあまり影響しない、すなわち好適な画像
コントラストの取得には影響しないパラメータも種々存在する。従来では、これら全ての
パラメータを例えば図１１に示す形態にて提供し、選択・調整可能としていた。
【００５７】
これに対し、本磁気共鳴映像装置によれば、撮影の主目的に大きな影響を及ぼすパラメー
タ、すなわち撮影種毎に画像コントラストに支配的なパラメータのみ調整可能とし、その
他のパラメータは制御不可能な形態にて表示されるのみである。従って、操作者は、撮影
の目的に影響を及ぼすパラメータを迅速且つ簡便に調整することができ、好適なコントラ
スト画像を取得することができる。
【００５８】
（第２実施形態）
次に、第２の実施形態について説明する。本実施形態は、操作の履歴情報に基づいて調整
可能なパラメータ群の設定を変更することで、よりユーザーフレンドリーな磁気共鳴映像
装置を提供するものである。
【００５９】
図７は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置がによって提供されるインタフェースのパラ
メータ設定例を示した図である。図７の設定例は、各パラメータの変更回数を集計した履
歴情報に基づいて、パラメータの表示位置を制御するものである。例えば、図７に示すよ
うに、変更回数の多いパラメータ（Ｐ９など）は、使い勝手が良い様にインターフェース
の左上部に配置させるような設定変更をしている。
【００６０】
なお、その他の履歴情報に基づいた設定制御としては、パラメータ毎に設定した値自体の
集計をとり、設定可能範囲の上限や下限、あるいは中間値を更新していく構成等がある。
【００６１】
このような履歴情報は、当然ながら撮影種毎に集計・管理することが望ましい。また、調

10

20

30

40

50

(9) JP 3980897 B2 2007.9.26



整可能なパラメータ群の更新は、操作者が任意に実行してもよいし、磁気共鳴映像装置自
体の命令によっても良い。また、ネットワーク接続された機器やソフトウェアの指示に従
って更新しても良い。さらに、当該更新の頻度やタイミングは、不定期（任意）に行って
も良いし、定期的であってもよい。
【００６２】
このように、実際の使用頻度の集計等、履歴情報を参照することにより、操作者の使用状
態に則したインターフェースにすることができる。
【００６３】
（第３実施形態）
次に、第３の実施形態について説明する。
【００６４】
近年、特定の撮影種に対して特有のデータ処理が必要となることがしばしばある。診断画
像における定量化やインフォームドコンセントにおける説明力の向上など、画像やデータ
を処理すること自体がますます重要になっている。したがって、撮影種毎の撮影パラメー
タのみならず、当該撮影種に対して施す特定の処理に関する処理パラメータも、インター
フェースで簡易に扱うことが求められている。
【００６５】
さらに、最近の傾向として、検査目的に応じたパルスシーケンスを実行することが重要と
なってきている。また、画像診断に際しては、複数のコントラスト画像を比較することで
組織性状の判定や疾患部位の存在を診断することになる。この様に、検査の目的に応じた
撮影、データ処理等のプロトコルが組まれており、検査種毎の撮影条件もインターフェー
スが扱うべき情報と考えられる。なお、検査種とは、特定の検査を目的として、当該検査
に必要な撮影、データ処理等の全てを含むプロトコル全体を含むものを指す。
【００６６】
そこで、本実施形態では、特定の撮影種と、当該特定の撮影種に対して特有の処理を施す
特定の処理種とを組み合わせた検査種毎に撮影条件を管理し、所定形態のインタフェース
を提供する装置について、図８、図９を参照しながら説明する。
【００６７】
図９は、検査種の定義から、定義された検査種の実行までの本装置１０の操作順を示した
フローチャートである。図９において、まず、実行する撮影種と、当該撮影種に対して所
定の処理を施す処理種とを対応付けて、検査種の定義を行う（ステップＳ１１）。撮影条
件管理部１０６ａは、定義された検査種、及び当該検査種に関連する撮影条件を記憶装置
１１１内に記憶する。
【００６８】
図８は、ある検査種における撮影と処理との対応関係を示す表を示している。図８に示す
ように、検査種１は３つの撮影種（Ａ、Ｂ、Ｃ）と３つの処理種（ａ、ｂ、ｃ）から構成
されている。撮影種Ａに対しては処理種ａが対応している。これは撮影種Ａを撮影した場
合には処理種ａを行うことが決まっていることを示している。具体的には、例えば、拡散
強調画像においては、正規直交な３軸に拡散強調パルスを印可する場合には通常、いわゆ
る Isotropic画像を作成することが普通である。この他にも、 MR血管撮影における最大値
投影（ MIP）や、ｆ MRIにおける統計処理や標準脳へのあてはめ、心臓機能検査における定
量計算、 Perfusion撮影における各種計算画像の作成などが挙げられ、 MR画像における処
理の重要性はますます高まっている。
【００６９】
なお、撮影種及び処理種の内容は予め定義されているものとするが、必要であれば、所定
の操作によって新たに定義することも可能である。また、検査種、撮影種、処理種の定義
は、予め製造メーカによって提供されている構成であってもよい。
【００７０】
次に、検査種選択メニューが提示され（ステップＳ１２）、操作者が所望の検査種を選択
すると、当該選択された検査種を構成する撮影種及び処理種が、撮影条件管理部１０６ａ
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によって読み出され、例えば図８に示した形態にて表示される（ステップＳ１３）。
【００７１】
次に、例えば撮影種Ａを実行し（ステップＳ１４）、その後当該撮影種Ａに対応する処理
種ａが実行される（ステップＳ１５）。この撮影種Ａ及び処理種ａの各実行時においては
、既述の形態にて撮影条件が提供される。
【００７２】
続いて、撮影種Ｂ、処理種ｂ、撮影種Ｃ、処理種ｃ、を実行して、検査種１を終了する。
【００７３】
このように構成したインターフェースにより、検査目的に応じて組み立てられたプロトコ
ルを簡単に選択し実行することが可能となる。
【００７４】
また、検査種はある診断ツリーにおいて必要かどうかが決定されており、撮影開始前に決
定されていることが多い。したがって、操作者は、検査種という指標によって、従来より
も大幅に設定回数を減少させることができ、作業の迅速化を図ることができる。
【００７５】
（第４の実施形態）
次に、本発明の第４の実施例を説明する。本実施形態では、さらに高い自由度で、迅速か
つ簡便に各施設等で決定されたノウハウとしての最適撮影条件（すなわち、最適パラメー
タの設定値や設定範囲）を集中管理し、これらの情報を保護しながら有償又は無償で他の
施設に提供する、あるいは製造メーカにフィードバックする情報提供システムについて説
明する。
【００７６】
図１０は、本実施形態に係るシステムの構成を示した図である。図１０に示すように、本
システムは、通信装置を有し、各医療施設（図１０では、病院Ａ、病院Ｂ、病院Ｃ）に設
けられた磁気共鳴映像装置１０と、撮影条件収集ユニット１２と、撮影条件管理ユニット
１３とから構成されている。各装置及び各ユニットの間は、情報通信網によって接続され
ており、情報通信が可能となっている。
【００７７】
撮影条件収集ユニット１２は、対象となる磁気共鳴映像装置から必要なタイミングで撮影
条件を収集し、蓄積する。この収集のタイミングは、収集ユニット側から指示される場合
もあれば、磁気共鳴映像装置１０から指示される場合もある。収集ユニットに蓄積された
情報は、ユーザインターフェース開発の参考材料になるとともに、個々の操作者に特化し
たインターフェースを作成するためなどに利用される。
【００７８】
撮影条件管理ユニット１３は、情報蓄積サーバ１３０、ライセンス管理認証サーバ１３１
、課金サーバ１３２から構成される。情報蓄積サーバ１３０は個々の磁気共鳴映像装置か
ら得られた撮影条件情報を収集し蓄積する。ライセンス管理認証サーバ１３１は、撮影条
件に関するサービスを個々の操作者や磁気共鳴映像装置に提供するかどうかを規定するラ
イセンスを発行したり、認証したりする。課金サーバ１３２は、管理された撮影条件情報
やサービスを利用した料金の計算、および精算をする。
【００７９】
（撮影条件の管理・提供サービス）
次に、本システムによって実行される、撮影条件の管理・提供サービスについて説明する
。
【００８０】
まず、各磁気共鳴映像装置１０の記憶装置１１１に記憶されている撮影条件情報は、通信
装置１２０により、情報通信網を通じて撮影条件収集ユニット１２に転送される。さらに
、撮影条件収集ユニット１２に転送された撮影条件情報は、適宜自動的に、撮影条件管理
ユニット１３の情報蓄積サーバ１３０に格納される。なお、撮影条件収集ユニット１２又
は撮影条件管理ユニット１３を製造メーカの専用サーバとすれば、撮影条件を自動的にフ
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ィードバックすることができる。
【００８１】
また、転送される撮影条件情報は、撮影条件データべースそのものでもよいし、通信デー
タ量削減の観点から、同データベースから抽出され加工された情報でも良い。後者の場合
には、磁気共鳴映像装置１０は、撮影条件情報を通信用に加工する装置をさらに具備する
構成となる。また、転送のタイミングは、操作者による任意のタイミングであってもよい
し、磁気共鳴映像装置自体の命令によっても良い。また、情報通信網に接続された他の磁
気共鳴映像装置、撮影条件収集ユニット１２、撮影条件管理ユニット１３の指示に従って
転送しても良い。
【００８２】
次に、所望するタイミングで、当該システムを使用するライセンスを有する所定のライセ
ンシー（例えば、病院関係者、メーカ、メンテナンスプロバイダ等）が、磁気共鳴映像装
置１０、或いは所定の端末を介して、撮影条件管理ユニット１３０に対し撮影条件情報の
取得を要求する。このとき、セキュリティの観点から、ライセンス管理認証サーバ１３１
が、情報取得を要求する主体がライセンシーであることの確認、すなわちアクセス権の認
証を実行する。この認証は、例えば一般的にパスワード入力、ライセンシーＩＤの入力に
よるもの等が考えられる。当該ライセンス管理認証サーバ１３１によってアクセス権が認
証された場合には、当該頼センサーは、情報蓄積サーバ１３０にアクセスすることができ
、所望の撮影条件をダウンロードすることができる。
【００８３】
なお、既にライセンスを有するユーザではなく、新たにライセンス取得を希望するユーザ
に対しては、所定の操作により、ライセンス管理認証サーバ１３１によってライセンス発
行手続が実行される。
【００８４】
また、ユーザーフレンドリーなシステムを提供するため、ライセンシー側の装置１０或い
は端末において、この撮影条件情報を取得するためのプログラムや、ライセンスを発行す
るためのプログラムが実行される構成であってもよい。
【００８５】
次に、当該撮影条件情報を有償にて提供する場合には、課金サーバ１３２は、ライセンシ
ー毎の情報提供料の計算を行い、情報通信網を介した銀行口座からの引き落とし等の決済
を自動的に実行する。
【００８６】
このような構成によれば、各病院や施設・医師などにより作成された固有の撮影条件を開
発へフィードバックさせたり、独自性のある撮影条件の価値を保護し、他者へ有償ないし
無償で提供することが可能となる。
【００８７】
なお、病院など施設内に複数の磁気共鳴映像装置がある場合には、各磁気共鳴映像装置と
情報通信網を介した外部の装置との情報通信を実行する中継器を設ける構成であってもよ
い（図１０病院Ｃ参照）。また、撮影条件収集ユニット１２と撮影条件管理ユニット１３
とを一体化させたユニットを設ける構成であっても、同様の効果を得ることができる。
【００８８】
また、撮影条件収集ユニット１２又は撮影条件管理ユニット１３を製造メーカの専用サー
バとした場合、フィードバックされた撮影条件は、製造メーカ側の磁気共鳴映像装置にお
いて検証した後、要求のあったライセンシーに提供する構成であってもよい。この様な構
成を取ることで、さらに改良を加えてより好適な撮影条件として提供することができ、ま
た、製品開発の有効な情報源として利用することもできる。さらに、被情報提供者（今の
場合、ライセンシー）にとっては、製造メーカによる検証を受けた情報であるから、安心
して使用することができる。
【００８９】
以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の思想の範疇において、当業者であ
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れば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変形例及び修正例につい
ても本発明の範囲に属するものと了解される。例えば以下に示すように、その要旨を変更
しない範囲で種々変形可能である。
【００９０】
上記各実施形態においては、撮影条件データベース１１１ａ内に予め記憶された撮影種毎
の撮影条件を使用する構成であった。これは、特定の撮影種において調整すべきパラメー
タと、そうでないパラメータとを分別することは、一般ユーザにとっては困難であること
を考慮したものである。しかしながら、本磁気共鳴映像装置１０に撮影種毎の撮影条件編
集機能を持たせ、ユーザ自身が特定の撮影種において調整可能なパラメータ、及びパラメ
ータ設定範囲等を、新たな撮影条件として定義可能とする構成であってもよい。
【００９１】
また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組合わせた効
果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される
複数の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施
形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとす
る課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果の少なくとも
１つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【００９２】
【発明の効果】
以上本発明によれば、撮影種毎に最適な撮影パラメータ等を迅速且つ容易に選択・設定可
能な磁気共鳴映像装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置１０の概略構成を示した図である。
【図２】図２は、撮影条件管理部１０６ａによって実行されるの撮影条件管理を説明する
ための図である。
【図３】図３は、表示装置１１２に表示された、当該撮影種に対応する撮影条件を示した
図である。
【図４】図４は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図であ
る。
【図５】図５は、撮影種毎の撮影条件を提供するインタフェースの他の例を示した図であ
り、調整可能なパラメータの設定範囲が撮影種に依存して変化する場合の例である。
【図６】図６は、撮影種 Bから撮影種 Aに変更した場合の当該インタフェースの挙動を示し
ている。
【図７】図７は、本実施形態に係る磁気共鳴映像装置がによって提供されるインタフェー
スのパラメータ設定例を示した図である。
【図８】図８は、ある検査種における撮影と処理との対応関係を示す表を示している。
【図９】図９は、検査種の定義から、定義された検査種の実行までの本装置１０の操作順
を示したフローチャートである。
【図１０】図１０は、本実施形態に係るシステムの構成を示した図である。
【図１１】図１１は、従来の磁気共鳴映像装置が有する、撮影パラメータ、処理パラメー
タを制御するためのユーザインターフェースの一例を示した図である。
【符号の説明】
１０…磁気共鳴映像装置
１２…撮影条件収集ユニット
１３…撮影条件管理ユニット
１０１…磁石
１０２…静磁場電源
１０３…傾斜磁場コイルユニット
１０３ｘ．１０３ｙ…コイル
１０４…傾斜磁場電源
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１０５…シーケンサ
１０６…ホスト計算機
１０６ａ…撮影条件管理部
１０７…ＲＦコイル
１０８Ｔ…送信器
１０８Ｒ…受信器
１１０…演算ユニット
１１１…記憶装置
１１１ａ…撮影条件データベース
１１２…表示装置
１１３…入力装置
１１４…シムコイル
１１５…シムコイル電源
１２０…通信装置
１３０…情報蓄積サーバ
１３１…ライセンス管理認証サーバ
１３２…課金サーバ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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