
Compressed SENSE 検査運用
Compressed SENSEは、Compressed Sensingを融合することで生まれた新しい高速化技術です。2つの技術が 
相補的に機能することによって高速化を実現し、解剖情報を得るための静的な撮像からダイナミック撮像、頭部、腹部、整形、
心臓領域の撮像、さらには2D、3D撮像など、ルーチンの幅広い撮像へシームレスに対応します。

Compressed SENSEによるベネフィット
現在、Compressed SENSEは世界34以上の国、1,400
以上の施設で導入されており、年間 3,000,000の人々が 
検査時間の短縮、検査ストレス軽減、診断能の向上などの恩恵 
を得ています。日本では、350以上の装置に導入されており、 
国内のCompressed SENSEの様々な検査運用が世界へ 
発信されています。Compressed SENSEは撮像時間を 
短縮することにより、多くのベネフィットを生み出します。検査数

の増加、飛び込み検査の受け入れ体制の確立、患者に接する 
時間や検査準備時間の確保、息止め時間の短縮など患者と 
スタッフのストレス軽減などが期待できます。時間にゆとりが 
できた分を診断能の向上のために、空間分解能の向上、特殊
シーケンスの追加など画質や診断にプラスとなるベネフィットを
実感いただけます。このようなCompressed SENSEによる
新しい検査運用は、国内の多くの施設で実施され、病院経営
の観点からも大きなメリットをもたらしています。
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Clinical benefit

MRCP検査にC-SENSEを使用
CS factorを調整することで、動きに強い画像に
当院MRI検査の約 6割はMRCPです。撮影プロトコルの
数は以前と変えていませんが、C-SENSEを使用することで
検査トータル時間は約6割程度まで短縮できています。CS 
factorを4に上げることで、shot数が減少し撮像時間も短縮
でき、結果的に動きに強い画像が取得できます。

3D MRCP 高分解能撮像の短時間化
今後は「膵がんドック」もスタート予定
現在は0.8mmの isoボクセル（AP方向 72mm180スライ
スで3分54秒）で3D MRCP検査を行っています。これまで
以上に小さな変化の発見につながっています。嚢胞性病変との
交通管も描出される症例も見られるようになりました。上腹部は
特に呼吸によるアーチファクトの多い領域ではありますが、画質
が安定しているため、今後は「膵がんドック」を始める予定にして
います。

ブレが少なく読影ストレスも低減
これまで呼吸同期が合わない患者様はMRCP画像もT2WI
系の画像もブレてしまっていましたが、CSを利用して短時間 
撮像することで、ブレが少なく読影する際のストレスが低減しま 
した。

Technical benefit

患者様へより快適な環境の提供
狭いところが苦手な患者様も検査可能に
当院で IPMNの経過観察をされている患者様は、以前の装置
でも検査を受けられていたことがあります。患者様からは検査
時間が短くなって楽になったと言っていただくことがよくあります。
「検査を受けたいけど長時間は無理」と申し出がある場合は、
患者様に息止め撮像が多くなることを説明し同意を得た上で実
施しています。息止め撮像をメインとして、MRCPのみ呼吸同
期で撮像することで検査トータル時間が 15分程度で終了する
ため、患者様に喜ばれています。

高速化により安定した画像提供が可能
以前と比べ高い空間分解能でも時間短縮ができている上に、
呼吸による動きの影響を抑えた画像も収集できるようになった
ため、それぞれの画質が向上しています。安定して画像が得られ
る点においても、CSを導入したことは非常によかったと思って
います。

MR担当者による画質の変化が少ない
CSを使用した画像は細かく設定ができるようです。日々MR
担当者が交代して撮像しても、安定的に画像が得られています。
特に設定を変更することもないようです。

取材協力：放射線診断科医長　稗田 雅司先生

患者様の負担が少なく、迅速な治療につなげられる
広島記念病院（広島県広島市）では、かかりつけ医の先生方や他の医療機関との連携を強化し、地域医療機関が連携しあう
「地域完結型」の医療を目指しています。MRI装置は 2019年に Ingenia 1.5Tが稼働しており、現状では検査の約6割が
MRCP検査となります。
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広島記念病院のC-SENSE Benefits heat map
検査時間の短縮と高画質化により、さらなる診断能の向上と患者様への検査
負担の低減を目的とした運用を行っている。

Compressed SENSE × 
国家公務員共済組合連合会 広島記念病院
Ingenia 1.5T

腹部領域における高速化と高画質の両立　
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Clinical image 国家公務員共済組合連合会 広島記念病院

MRCPルーチンプロトコル

MRCP症例

Dual FFE IP BH

EPI DWI b1000 FB

診断　分岐型 IPMN
所見 : 主膵管と嚢胞性病変の間に交通管が観察できる

診断　分岐型 IPMN
所見 : 多房性嚢胞性病変があり、膵頭部の嚢胞内にはT2WIで低信号の 
　　　結節状に見える部分がある

診断　胆嚢腺筋腫症
所見 :  胆嚢底部寄りに壁肥厚とR-A sinus様の所見が認められる

診断　膵尾部嚢胞性病変
所見 : 膵尾部に小嚢胞の集簇が認められる
　　   腫瘤部より末梢の主膵管が拡張している
　　   主膵管の乳頭開口部が嚢状に軽度拡張している

Dual FFE OP BH

T2WI ssh cor BH

T2WI MultiVane XD RT

3D GRASE MRCP BH

SPIR T2WI MultiVane XD RT

3D TSE MRCP RT

撮像テクニック C-SENSE スライス数 Matrix (mm) TR (ms) TE (ms) 撮像時間 (min)

3D MRCP RT 3D-TSE 4.0 180 0.8×0.8×0.8

(0.8×0.8×0.4)

1557 653 3:54
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Philips MR×臨床のコンテンツ
・C-SENSEの特長を活かした臨床応用
  検査のシチュエーションに応じた検査スループットと診断能向上
・東邦大学医療センター大橋病院 x
  Philips Ingenia Prodiva 1.5T
  Ingenia Prodiva 1.5TがもたらすMRI検査の多様性
・脳卒中診療におけるMRIの役割
  脳卒中診療に革新を及ぼす“Arterial Spin Labeling”
  小樽市立病院脳卒中診療の運用
・聖隷三方原病院 x Philips Ingenia Prodiva 1.5T
  Ingenia Prodiva 1.5Tの多彩なシステムにより、臨床的可能性が広がる
・3D NerveVIEWによる腰神経叢の評価
  外科的判断に及ぼす影響
・Philips Ingenia Elition 3.0Tが臨床に与えるインパクト 
  グラジエントシステムとアプリケーションの進歩

Philips MR × 臨床
臨床現場の声をお届けします

プロダクトに関するコンテンツ
Compressed SENSE、3D APT、MR装置の特徴をお届けします

主なコンテンツ
・ フィリップスのMRソリューション
・ Philips BlueSeal マグネット

・ Philips MRI×臨床
・ フィリップスMRI ユーザーズミーティングGyro Cup

Philips MR landing page
The next MR wave

Philips MRに関する多くの情報を掲載しています

www.philips.co.jp/the-next-mr-wave


