
東邦大学医療センター大橋病院での
MRI検査の実際
東邦大学医療センター大橋病院は、
基幹病院として地域医療機関との  
連携強化、高度急性期医療の充実に
取組んできた。2018年 6月 20日に
新病院が開設され、高度医療を実現
するため最新の設備と施設の導入を

行い、体制や仕組みの充実に取組ん
でいる。
放射線科では 9名 (非常勤医師含む )
の放射線科医師がMRIや CTなどの
読影に加え IVRや放射線治療を施行
している。また、放射線部では 31名
の診療放射線技師が在籍しており、
このうち 8名がMRI2台とCT2台

を担当している。MRI装置は、新病院 
開 設 に 併 せ Ingenia Prodiva 
1 .5T(Prodiva 1 .5T)と3.0T装置
の 2台が新規導入され、30分の検査
枠で 1日平均 40件 (稼動から 4週間  
時点 )の検査を行っている。
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1.5Tと3.0Tでの検査運用、
Prodiva 1.5Tは3.0Tと同じプロト
コールによる検査を可能に
現在、当院でのMRI検査は、多種多様
な検査依頼に対応し、限られた時間の 
中で的確な診断を行う為のプロト
コー ルによって 構 成されて いる。 
Prodiva 1.5Tと3.0Tの検査運用は、 
特定の検査を除き殆ど同じプロトコール
にて対応している。一般的に、1.5Tと 
3.0Tを同じプロトコールで運用する 
ことは難しく、3.0Tの画質をあえて 
1.5Tに合わせた対応が余儀なくされる。 
しかし、当院が求めるMRI検査は、画質
を犠牲にすることなく、両装置で同等の
診断能を有した画像である。そのため、
1.5Tでありながら3.0T装置に合わせプ
ロトコールを作成し、頭部、脊椎、肝臓、
MRCP、四肢関節など全身領域に対応 
している。代表的なルーチンプロトコー
ルは全ての領域で、診断上不足のない
撮像シーケンスを用い 15分～ 20分
で撮像が終了する構成となっている。 
また、疾患別にオプションシーケンスも
用意しており適宜対応している。頭部
救急プロトコールにおいては、拡散強調、 
T2スター、3D-MRAで構成され6分 
以下で撮像が完了する。これらProdiva 
1.5Tで用いているプロトコールは全て
3.0T装置と同じであり、シーケンス 
それぞれの撮像時間もほぼ同等である。

Prodiva 1.5Tの画像は、われわれが 
求める期待通りであり、これまで、診断
上全く問題のない画像が得られている。
これにより、検査が 3.0Tに偏ること 
なく、磁場強度に依存しない検査運用が
行えている。

Release5.4アプリケーションを用いた
特徴的な検査
現在、Prodiva 1.5Tにはプラットフォーム 
としてRelease 5.4が稼動しており、
臨床的に有用なアプリケーションが搭載
されている。これまでアーチファクトに
関しては、MRI装置の限界、患者依存
によることが多く、画像診断に苦慮する 
ケースがあった。特に、呼吸や体動に 
よる動き、画像歪、脂肪抑制不良は画像
診断だけでなく、再撮像などによる検査 
スループットにも影響を与え、MRI 
検査全体のクオリティーを低下させる 
要因であった。また、3D撮像に関して
は、SNR不足や撮像時間延長の理由か
ら当院の検査方針には適さず、1.5T装
置によるルーチン検査への組み込みは 
困難であった。Prodiva 1.5Tは、ハード
ウエアに起因する高SNRとRelease 
5.4アプリケーションによるアーチファクト 
の低減により多くの臨床的な有用性を 
もたらしている。そのアプリケーションを
用いた特徴的な活用について紹介する。

mDIXON XD と 3D-BrainVIEW
のルーチン化 (図 1)
頭部造影T1強調は術前精査目的や術後
のフォローアップに対し必須の撮像シー
ケンスである。従来は2Dシーケンスを
3方向撮像していたが、Prodiva 1.5T
で は、mDIXON XDとBrainVIEW
にて撮像を行っている。mDIXONは
脂肪信号と水信号を分離し計算画像と
して従来の脂肪抑制よりも脂肪抑制効果 
が高い画像が得られる。アルゴリズム
が改良されたmDIXON XDは、計算
エラーが少ない画像の取得と、金属など 
画像歪みを補正する技術が組み込まれ 
ている。頭部造影 T1強調画像では 
術後のステープラーなど金属が存在 
するケースにおいても歪みの影響を 
最小限に抑え良好な画像を得ることが 
で きる。3D-BrainVIEWは 組 織 間 
コントラストの最適化と高いblack-
blood効果が得られれる3D高速SE法 
であり、mDIXON同様、高空間分解能
で全脳をカバーすることができる。また、 
black-blood効果が高いことから、 
血管内信号を抑制し、造影増強効果を 
示す疾患をより強調することにより、 
転移性脳腫瘍など正確な検出が可能と 
なる。mDIOXN、3D-BrainVIEWとも 
に 約 1.0mmの isotropicデ ー タ を 
4分～ 5分で取得可能であり、現在、 
頭部造影MR検査のルーチンシーケンス
として運用している。

図2. MultiVane XDを併用した肩関節MRI
MultiVane XDを併用することで、呼吸によるアーチファクトが低減され、
撮像時間も約半分に短縮されている
T2 TSE: 0.8×0.65mm, 3:17min
T2 TSE MultiVane XD: 0.45×0.45mm, 1:28min

図 1.造影後 mDIXON-XDと3D BrainVIEW
mDIXON-XD: 1.0×1.0×1.4mm, 2:46min
3D BrainVIEW: 1.35×1.1×1.1mm, 4:42min

T1 mDIXON FFE
(Source image)

T2 TSE

3D BrainVIEW
(Source image)

T1 mDIXON FFE
(MPR image)

T2 MultiVane XD TSE

3D BrainVIEW
(MPR image)
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MultiVane XDによる動きへの
取り組み(図2、図3)
呼吸や体動など動きへの対策はMRI 
検査の大きな課題であった。短時間撮
像、体動補正などにより改善は見込める 
ものの、さまざまな動きに対し万全な 
方法ではなかった。MultiVane XDは
アルゴリズムが改良され、大きな動きや
複雑な動き (突発的な動き ) に対し高い 
補正効果が期待できる。また、従来、 
同様の手法は撮像時間の延長が問題点で 
あったが、SENSEの併用が可能に 
なったことにより時間延長を伴うこと 
なく動きのアーチファクトを低減した 
画像が取得できる。現在、肝臓EOB、
MRCP、肩関節MRI検査に対し積極的
に使用している。また、肩関節MRIも
呼吸性のアーチファクトが診断に影響を
及ぼす場合があるが、アーチファクトが

発生した場合の追加撮像用として用意し
ている。今後、可能な限りMultiVane 
XDを多様化し動きに強いプロトコール
を確立したいと考えている。

Black-blood Imaging (図4)
当院では頸動脈の動脈硬化性プラーク 
に対し、血管内空の信号を抑制する 
Black-Blood Imagingにより頸動脈
プラークの性状評価、脆弱性の正確な
評価を積極的に行っている。Black-
Blood Imagingとして特徴的なプロト
コールは、3D-BrainVIEWを用いた 
高空間分解能シーケンスをマルチコント
ラストに用いている点と、mDIXON-
XDを組み合わせてた3D-グラジエント 
エコー法を使用している点である。
3D-BrainVIEW は 1mm isovoxel 
(リコンボクセルサイズ0.45mm×3)

の分解能で撮像時間は約4分30秒を 
実 現して おり、高 い black-blood 
効果とコントラスト分解能により、脂
質に富んだ lipid coreやプラーク内 
出血などを正確に判断することができる。
mDIXON-XDを組み合わせてた3D- 
グラジエントエコー法は、グラジエント 
エコー法の高いT1コントラストと高速 
撮像という特徴を活かし、スクリーニング 
目的として使用している。また、頸部 
から胸部付近の脂肪抑制もmDIOXN-
XDにより良好であり、広範囲を対象 
とした不安定プラークの検出に適して 
いる。
Prodiva 1.5Tでは、十分な信号量に 
より、高速化と高空間分解能化を両立が
可能であり、いわゆる“攻めた”条件設
定によっても高い診断脳を有した画像が 
得られている。

図3. MultiVane XDを
併用した肝臓MRI
T2 TSE MultiVane XD: 
0.45×0.45mm, 
1:28min
T2 TSE SPAIR 
MultiVane XD: 
0.78×0.70mm, 
2:06

図4. 頸動脈Black 
Blood Imaging
VISTAによる
マルチコントラストと
mDIXON-XDによる
高コントラスト分解能を
ルーチンに応用
T1 VISTA: 
1.0×1.0×0.9mm, 
4:37min
T2 VISTA: 
0.95×1.04×0.9mm, 
4:20min
mDIXON-XD: 
0.63×0.63×1.5mm, 
4:54min

T2 TSE MultiVane XD

T2 TSE SPAIR MultiVane XD

T1 VISTA
Slice 120
Mtrix size 1.0×1.0×0.9mm
Scan time 4:37

T2 VISTA
Slice 120
Mtrix size 0.95×1.04×0.9mm
Scan time 4:20

mDIXON-XD
Slice 120
Mtrix size 0.63×0.63×
1.5mm
Scan time 4:54
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検査ワークフローに関して
検査効率やワークフローにおいても
多くのメリットを臨床にもたらしている。 
特に軽量化され柔軟性に富んだコイル 
はポジショニングやセッティングが  
容易で検査を担当する放射線技師の  
業務効率向上に繋がっている。特に、
MSK-Mコイルを用いた足関節検査 
では、コイルサポートを用いたセッ
ティングを行っている。コイルサポート 
は、専用コイルを用いるより簡便な  
ポジショニングが可能で、スループット 
向上に効果的である。さらに固定具と
しても安定性があるため、患者の体動
による再撮影も軽減することができ 
ている (図 5)。体格の大きい患者への
対応にも適していると考えている。体
幹部検査の場合、コイルの形状によっ

てはコイルがボア上部にあたり70cm
ボアであってもガントリー内に患者
を送ることができない場合がある。 
Prodiva 1 .5T体幹部用コイルは 
薄い形状であることから、60cm 
ボアであっても患者に苦痛を与える 
ことなく検査が行えたことを経験  
できた。また、このようなケースで
は 1 .5TであることからB1の影響を
抑えることもできるため、積極的に 
Prodiva 1.5Tでの検査を行っていく。
Prodiva 1.5Tによるワークフロー 
は、まさに“Breeze Workflow”
というキーワードのとおり、前装置か
らのワークフローが改善され、放射線
技師の業務効率向上と患者の負担軽減
を可能にしたシステムであると言える。

さいごに
Prodiva 1 .5T導入後、画像に関し
ての率直な印象は、”画質が綺麗で  
あること” “基本に忠実な画像を作り
出す装置であること“である。ちょっと
した病変のコントラストや空間分解能  
は設定した撮像条件が正確に反映  
されており、われわれが望むMRI 
画像を提供してくれる。また、検査数  
増加を視野に入れたプロトコールや
検査枠の見直しも検討しており、今の
画質を担保した検査時間の短縮にも
期待できる。今後、Prodiva 1 .5T 
のポテンシャルを最大限引き出した  
臨床および研究を進めて行きたいと
考えている。

図5. MSK-Mコイルとコイルサポートを用いた足関節MRI
MSK-Mコイルとコイルサポートを用いることにより容易なセッティングと固定具としての安定性が得ら
れる。また、高いコイル感度により良好な画像が得られている。


