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NMR：Tl強調像に対するグレイスケールモデル

三次元表示の検討
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　要旨　一般に画像を一般臨床医が診断に使用する場合，その画像の濃淡ができるしくみを十分理解する必

要がある．

　X線CTでは画像の濃淡はX線の吸収密度に大きく依存するため，ある程度の質的診断ができた．しか

しNMR－CTの場合，組織固有のパラメーターとわれわれが指示するパラメーターが存在するため1），画像

の濃淡の意味づけは非常に難しい．しかしこれを怠ると，NMR－CTを分解能だけでX線CTと比較するこ

とになり，NMR－CTの大きな特徴，水素原子の密度とその環境の違いによる，機能的背景を持・・た情報を

失う．

　今回，われわれは理論式より各パラメーターを変化させて求めたNMR信号強度を3次元に表示するこ

とによって3次元グレイスケールモデルを作成した．これにより臨床医のNMR－CTへの理解と画像を診断

する上での補助スケールとして使用できる．

1．方　　法

　NMR－CTの信号強度は組織固有のパラメー

ターとわれわれが指示するパラメーターの2系統

のパラメーター群により左右される．今回われわ

れは2種類のパラメーターを選択し，理論式より

求めた信号強度を3次元的にプロットし，3次元

グレイスケールモデルを作成し，実際の画像と比

較検討した．なお装置は旭化成，Mark－J常伝導

0．1Tを使用した2）．　NMR－CTの信号強度に変化

を与える組織側パラメーターは主に1）プロトン

密度，2）縦緩和時間，3）横緩和時間，4）flow関

数よりなる．2），3）の時定数はその周囲の分子構

造や水素原子相互の影響を受けて変化し，特に
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T1はその原子の動きやすさと関係し，一般に脂

肪組織では短く，脳脊髄液では長い．またわれわ

れが画像を構成するために指示するパラメーター

は，主に1）パルス系列，2）繰り返し時間，3）回

復時間（待ち時間），4）エコー時間，である．これ

らの2種類のパラメーター群により，おのおのの

A．組織固有のパラメー　　B．われわれの指示するパ

　ター　　　　　　　　　　　　ラメーター

Dプロトン密度（ρ）　1）パルス系列　（SR，　IR，　SE）

2）縦緩和時間　（TD　2）繰り返し時間　　　　（Tr）

3）横緩和時間　（T2）　3）回復時間（待ち時間）（Td）

4）flow関数　　　　　4）エコー時間　　　　　（Te）

　　　　　C．理論式より得られる信号強度

　DI8R＝Kρ（1－exp（－Tr／T1））

　2）IIR＝Kρ（1－2×exp（－Td／T1）十exp（－Tr／T1））

　3）IsE＝Kρ（1　－exp（－Tr／T1））×exp（－Te／T2）

　　　K一定数
　　　流速一〇とする
　　　18R，　IIR，18E一各パルス系列別の信号強度

Fig．1　The　parameters　and　the　theoretical　Equation．

　　　From　tissue　specific　parameters　and　operator

　　　dependent　parameters，　NMR－CT　images　are

　　　obtained　by　the　theoretical　equation．
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Fig．2　3D－gray　scale　model　for　SR　method．

Z

IR

2，000msec

s
s

　Td
1，000msec

　　tX　　　　A　　　B
　　Td　　　300　msec　500　ms㏄

　　　　　Fig．3　1R（oblique　lines：Td＝100　ms㏄）．
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組織の信号強度が異なってくるためコントラスト

のついた画像ができあがる3）．それらの信号強度

の理論式と各パラメーターの関係はFig．1のとお

りである．理論式を組織側のパラメーターより見

ると骨などのようにプロトン密度が小さい物質で

はいかなるパルス系列でもρが小さいため，信号

強度は小さく，また同じプロトン密度を持った物

質でも，固有のT1，T2が異なると信号強度も変化

する．また理論式をわれわれが指示するパラメー

ターより見ると，それらを適当に変化させること

により，いわゆるT1強調像やT2強調像が得ら

れる．たとえば1式においてTrを十分短く（300

msec）すれば組織固有のT1によってISRが大き

く変化するし，Trを十分長く（2，㎜msec）すれ

ば，EXP（－Tr／T1）の項は0に近づきISRがほぼ

Kρとなり，プロトン密度に依存した像ができる．
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NMR：Tl強調像に対するグしでスケールモデル 975
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Three　demensional
intensity　is　measured　through　theoretical

r，、xN＼＼＼＼＼’、

→ Tl

1，000　msec

　　Y

Td　400　msec

　　　　　　　　　　　A　　　B

　　　　　　　　300msec　500　msec

　　　　　　　Fig．4　1R（oblique　lines：Td．．－400　msec）．

SR　method，　repetition　time；（Tr）0・Tr・1，000　msec．

IR　method，　delay　time；（Td）O・Td・1，000　msec．

intrinsic　Tl　O・Tl・1000　msec．

theoretical　signal　intensity　by　the　equation（Fig．1：K－1，ρ＝1，flow・・0）．

　　　　　　　　gray　scale　model　is　demonstrated　in　which　NMR　signal

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　equation　with　various　parameters．
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　　　　　　Fig．5　Actual　cases（all　measured　by　ASAHI　Mark－J）．

Head：a＝SR（1，000），　b＝IR“00，1，000），　c－－IR（300，1，000）．

Body：d＝SR（500）、　e＝IR（100，1，500），　f－IR（350，1，000）．

By　SR　method，　distinction　of　the　contrast　between　white　matter　and　gray

matter，　or　liver　and　kidney　is　not　so　remarkable，　and　by　lRmethod，　the　contrast

of　each　organ　is　reversed　by　the　selection　of　Td．
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Table　1　0rgans　and　water　concentration（％）（Biology

　　　　Data　Book　1975）

臓器

白質

灰白質

水晶体

肝

膵

腎

脾

骨

骨格筋

含水量（％）

　70．0

　84．0

　67．6

　75．0

　74．8

　78．4

　78．7

　43．9

　76．0

　ここで理論式1および2に対するわれわれの作

成した3グレイスケールモデルを説明する（Figs．

2，3，4）．X軸にSRでは繰り返し時間，　IR法で

は回復時間，Y軸に固有のTl，　Z軸に各パルス

系列の理論式にT1，　Tr，　Tdを代入した場合の信

号強度をとり，3次元的にプロットしたモデルで

ある．ここでK－1，ρ一1，流速一〇と仮定してい

る．AはT1－300　msecで白質または肝が対応し，

BはT1－500　msecで灰白質または腎が対応する．

H．結　　果

　Figure　2はSR法の3次元モデルである．　Tr

を変化させてもA，Bの信号強度差は小さく，Tr

が大きくなると信号強度に差がなくなってくる．

Figs．3，4はIR法である．　Fig．3のようにTd－

100msecでは信号強度はT1が長いBで大きく，

Fig．4のようにTd＝400　msecではT1の短いA

の信号強度が増す．これにより回復時間（Td）の変

化によって組織の濃淡が反転することが理解でき

る．Fig．5は実際の症例で白質と灰白質，肝と腎

の濃淡を見ているが，SR法ではコントラストが

つきがたく，IR法では回復時間のとり方によっ

て濃淡が反転している．プロトン密度（ρ）はここ

ではρ＝1としたが，Table　lより4）一般に正常

臓器の含水量パーセントは骨，水晶体などの一部

の特殊な臓器をのぞけば狭い範囲に分布しており，

したがってプロトン密度差も僅かと考えられる．

以上より各パラメーターの違いにより信号強度が

変化することが理解でき，NMR－CTを見た場合

に，臓器の濃度差よりある程度の緩和時間や含水

量の変化も推測できる．

m．考　　察

　一般臨床医がNMR－CT像を診断に使用する場

合，その画像の濃淡ができるしくみを理解するこ

とは必要不可欠である．X線CTにおいては画素

の濃淡はX線の吸収密度，すなわち主として組織

を構成する原子番号に由来するため，複雑な画像

構成の理論式に関する知識なしで，ある程度の組

織の質的診断を行ってきた．しかしNMR－CTの

場合はFig．1のごとく2系統のパラメーター群

と理論式に基づいた信号強度により画像が構成さ

れる．この理論式には流速における信号強度の変

化は考慮されていない．NMR信号の流速におけ

る変化は多くの施設で研究されているが，統一的

な理論式は現在のところ存在しない．またSE法

でいわゆる読み出しパルスに180度パルスを使

用した場合の理論式に直接関係してくるT2の影

響は入っていない．またスピンワープ法でのエ

コーが出るまでの時間（エコー時間：数ミリ秒か

ら十数ミリ秒）や以前のパルス間隔の影響（1＋

ExP（－Tr／T1）×ExP（－Tr／T1））－1も考慮されてい

ない．しかし各機種ごとに各臓器の正常T1を測

定し3次元グレイスケールモデル上に正常値とし

てA，Bのごとく表示すれば，より正常からのず

れを視覚的に把握できる．よって臨床医がNMR－

CTを見る場合に，たとえばSOL（占拠性病変）

が存在した場合にこの3次元グレイスケールモデ

ルにより，画像の濃淡からある程度の組織の含水

量や緩和時間の変化を論ずることができる．
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Summary

NMR　3　Three　1）emensiona1　Gray　Scale　Model　to　Tl　lmages　of　NMR－CT

　　　　Shinichiro　ToRll＊，　Hiroo　IKEHIRA＊，　Nobuo　FuKuDA＊，　Takeshi　IINuMA＊，
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　　The　important　point　for　clinicians　to　interpret

pattern　of　diagnostic　imaging　system　is　how　to

understand　the　principle　of　image　production　me－

chanism．　Since　X－ray　CT　produces　the　image

contrast　from　X－ray　attenuation　coeMcient　in

the　tissue，　it　can　provide　some　degree　of　qualita－

tive　diagnosis　from　the　images．　However，　in　the

case　of　NMR－CT，　it　is　very　difHcult　to　interpret

the　image　contrast　because　there　are　tissue　specific

parameters　and　operator　dependent　parameters

（intrinsic　parameters　and　pulse　sequence　timing

parameters）respectively．　When　these　under－

standing　are　negrected，　NMR－CT　images　can

only　be　compared　with　X－ray　CT　images　in　terms

of　spatial　resolution．　Under　these　situation，　the

important　functionaいnformation　which　can　be

obtained　from　NMR－CT　imaging　w川not　be
evaluated．　The　diagnostic　imaging　of　NMR－CT

has　a　unique　characteristics　representing　changes

in　proton　density　and　relaxation　time　in　di　fferent

circumstances．　In　this　report，　we　demonstrated

the　three　dimensional　gray　scale　model　in　which

NMR　signal　intensity　was　measured　through

theoretical　equation　with　various　parameters

and　displayed　three　dimensionally．　These　model

will　help　clinician’s　understandings　about　NMR－

CT　image　and　can　be　used　for　the　supplementary

interpretative　scale　to　diagnose　the　NMR－CT

lmages・

　　Key　words：NMR　images，　Contrast，　T　1，　Gray

scale　mode1．
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