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《原　著》

NMR：NMR信号強度のTl，　T2感度地図作成とその応用

一
NMR強調画像における強調の程度の定量化
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要旨　NMR像を読影する際には組織側パラメーターの画像上への影響を認識する必要がある．今回われ

われは各組織におけるT1，T2の変化と信号強度の変化との関係を表現する手段として信号強度のT1，T2

感度地図を作成した．すなわち対数微分法により各緩和時間の全体に対する変化率（a緩和時間／緩和時間）

と信号強度の全体に対する変化率（d信号強度／信号強度）との比，すなわちTl，T2おのおのの感度を計算

しその和を総緩和時間感度（S．total）とした．さらにT1を縦軸にT2を横軸にとり，　S．　tota1の値をカラー

7段階に分割し，旭MK－Jにて頻用されているパルス系列におけるT1，T2感度地図を提示した．一般に総

緩和時間感度は実際のNMR画像においてTl，T2の依存性（強調の程度）をよく表わしていたが，　IR法に

おいては，磁化ベクトルの反転の問題もあり，さらに地図使用上の注意点と限界について考察を加えた．

1．緒　　言

　NMR画像はプロトン密度，縦緩和時間（以下

Tl），横緩和時間（以下T2）等の組織固有のパラ

メーターの相違を画像に濃淡として表現している．

すなわちパルス系列パラメーターの選択によって

おのおのの組織側パラメーターの画像の濃淡に対

する影響の程度が大きく変化するため，前者を適

当に変化させると後者の僅かな違いによりさまざ

まなコントラストの画像が生まれ，微小病変や正

常組織からの僅かな緩和時間のずれなどを画像上

で認識することが可能となる．したがって今後日

常臨床にNMR画像が幅広く利用される際には，

読影する側がどの組織側パラメーターが現在みて

いる画像上でどの程度画像の濃淡に関与している
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かを理解することは必要不可欠である．今回われ

われは各組織におけるT1，T2の変化が画像の濃

淡にどの程度影響を与えるかを表現する手段とし

て信号強度のTl，T2感度地図を作成した．これ

により各臓器におけるT1，T2の画像の濃淡への

影響の程度が視覚的に把握でき，NMR画像をさ

らに質的診断に利用できる．

II．方　　法

　NMR画像の信号強度は組織側パラメーターと

パルス系列パラメーターによって（式1，2）の理

論式のごとく規定されている1｝．

Isrc（ISR）＝Kρexp（－Te／T2）

　×｛1－2×exp【一（Tr－Te／2）／T1】

　十exp（－Tr／T　1）｝

IisE（IIR）＝Kρ【1－2×exp（－Td／T1）】

　×exp（－Te／T2）×｛1－2

　×exp【一（Tr－Td－Te／2）／T　1］

　十exp［一（Tr－Td）／T1］｝

（1）

（2）

ただしρ一プロトン密度，T1一縦緩和時間，
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T2＝横緩和時間，以上組織側パラメーター．　Tr一

繰り返し時間，Td一回復時間，　Te一エコー時間，

以上パルス系列パラメーター．18E（ISR）一スピン

エコー法（飽和回復法）の信号強度，1・SE（IIR）一反

転回復法の信号強度．ただし通常MK－Jでは勾

配磁場パルスによって得られるエコーによる画像

はSR像，　IR像とし，180度パルスによって得

られる画像はSE像としている．またK（定数）

はIR法の場合，通常は信号強度の絶対値をとる

ので，かっこ以下が正の場合は正，負の場合は負

の値となる．

　今回われわれはT1，　T2（0くT1＜1000　msec，

0〈T2〈100　msec）の各点においてTl，T2，および

プロトン密度の信号強度に対する感度S（intensity，

T1），　S（intensity，　T2），　S（intensity，ρ）を計算した．

すなわち対数微分法によりT1，T2，プロトン密度

の全体に対する変化率，に対する信号強度の全体

に対する変化率Sを求めた（式3，4，5）．

S（int．，　Tl）＝（A　int．／int．）／（4　T1／T1）

S（int．，　T2）r・（4　int．／int．）／（4　T2／T2）

S（int．，ρ）＝（4　int．／inL）／（4ρ／ρ）

ただしS（int．，ρ）は常に1である．

（3）

（4）

（5）

　次にT1感度とT2感度の和を各パルス系列に

おける総緩和時間感度S．total（intensity，　Tl，T2）

とした（式6）．

S．total（int．，　T1，T2）

　　＝S（int．，　Tl）十S（int．，　T2） （6）

　Table　1に信号強度とS（int”T1），　S（int．，　T2）

の符号との関係を示す．

　さらにNECパーソナルコンヒ゜ユーターPC

8801を使用し，前述した範囲内のおのおののT1，

T2における総緩和時間感度（S．　total）の値を7段

階に分けて（Table　2参照）感度地図を作成した．

　なお，T1＝400　msec，　T2－120　msecを中心にし

ておおよそ正常組織の範囲として関心領域（以下

ROI）を設定してある．またIR法においては反

転位置を白線で示している．すなわち白線より下

が反転前の磁化ベクトルである．

m．結　　果

　1）T1，　T2おのおのの感度について

　Table　1のようにSR法およびIR法でK＞0
の場合はS（int．，　Tl）とS（int．，　T2）の符号が異な

るため，総緩和時間感度（S．total）はおのおのの

感度が相殺するように働き，S．　totalの値は正味

の緩和時間依存度を表わす．またIR法でK＜0

の場合はS．totalは正となる場合もあり，その場

合は両緩和時間の影響が相加された値を示す．緩

和時間の増加が画像を明るくすることはS．total

の値より認識できるが，その値からはどちらの緩

和時間の影響が大きいかは判断できない．

　2）T1，　T2感度地図について

　以下は放医研で旭化成製NMR－CT　MK－J常伝

導0．1Tを使用する場合に頻用しているパルス系

列である．

　1．　SR（150，13）　Fig．1

　この感度地図では，すべての範囲においてS．

tota1の値は正味の緩和時間の依存度を表わす．

よってこのパルス系列ではある程度T2が大きけ

れば，広い範囲において画像の濃淡が軽度T1に

依存することを表わしている．ROI内ではS．　total

は（－1）となっている．

　2．　SR（1000，13）　Fig．2

　また繰り返し時間を長くとると，T1による依

存度が減少し，ROI内は（0）から（－1）となる．

実際このパルス系列では両緩和時間の影響は少な

い．

　3．　SE（1000，80）　Fig．3

　さらにエコー時間を長くとると，ほとんど全範

囲において画像の濃淡はT2依存となり，　ROI内

は（十1）となる．

　4．　IR（400，1000，13）　Fig．4

　（ROI）内ではS．　totalは（－2）から（－3）とな

り，特にT1が大きい場合にT1依存度が非常に

大きくなっている．すなわち，このパルス系列で

はT1の延長においてはごく僅かなT1の変化も

大きく画像の濃淡を左右していると考えられる．

さらに回復時間を適当に変化させ，ROI内にお
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Fig．1　SR（150，13）　（slightly　Tl－weighted）

　　　　　　Inncr　ROI　shows　a　slight　Tl　sensitivjty　and　the　contrast　of　normal　organ　depend

　　　　　on　the　change　ofTl．

Figs．⊥5　Tl，・T：－sensiti・ity　map・f　signal　inten～ity・

　　　　　　　T1、　T2－sensitiN，ity　（Tl　scnsiti、ity・T2　sensitiN．ity）　is　classified　　irlto　　sc、cn

　　　　　　　　different　color　indics　according　to　its　value　and　plotted　oll　TI　axis　（Tl二

　　　　　　　〇・　T1・　1000　msec）and　T2　axis（T2；0・　T2・　200　n｜scc）．

　　　　　　　　Inner　ROI（T11400　msec，　T2：120　msec）shows　ll－）rmal　state　organ　genel・ally．

Table　l　Thc　rc｜ationship　between　signa｜intensjty　and

　　　　　　　rcspcctive　T1，T2　sensitivity

Table　2　　Classification　of　total　relaxation　sensitivity

lSE（ISR）

llSE（liR）

　K／O
l1SE（IIR）

　K　・O

S（int．，Tり

一　〇「

！一

S（int．，T2）

　　　｝

ー
↓

｝

Cla∬

柏3）

中2）

（rD

（　0）

トり

C－2）

（．3）

Total　relaxation　sensitivity

　　　　　　S、total＼♪10

　　　10ンS．total＞1

　　　　1／S．totalジ0」

　　0．1／S．tota1＼－0．1

　　．0」＞S．totalンー．－1

　　　　1、FS．　tota1＞一一10

　　．10／S．total

Characteristics

Strongly
　　T2－weighted

Moderately
　　T2－weighted

Slightly

　　T2－weighted

Proton　density
　　weighted

Slightly

　　T1－weighted

Moderately
　　T1－weighted

Strongly
　　Tl－weighted
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Fig．2　SR（1000，13）　（proton　density－weighted）

　　　　　　Inner　ROI　shows　a　little　relaxation　cffect．
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Fig．3　SE（1000，80）　（slightly　T2－weighted）

　　　　　　Inner　ROI　shows　typical　T2　dependent　picture．

Presented by Medical*Online



NMR：NMR信号強度のT1，T2感度地図作成とその応用 1465

m疏川撒馴脚川……鍋是H

喘劇

』
ハ蕊禦

欄
加
熔
体

IOlrAL　SENSITIVITY

3
う
」
1
6
0
1
う
」
内
」

　
　
　
　
一
　
●

　
　
　
　
　
　
●

Tl《

囎

1　　　協螂　　獅

－」． 8…■吉工㎜“．±；撒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　　　　　　－．．．回“㎜認：3ご±1：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工・．ロ埼脚8m1‘：まξ±コ：エ
1・　　　　8　　　セ1膿＝：：：1：・．．　　　　　　　　■　　　　　　　’一．“ロm－8；ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　且

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一A“口““7訂ロロ3：m

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　台■ロxτ宮ロ3巫コ呂」☆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口喜口“百口謬3、口玄こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．・五一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．“n■聞■エ㎜＝＝：：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1亘
　　　　　　　　　　　　一

一一

　一一
ロ
ロ

，
，
，
，
・
B
，
1
・
‘
，
・
・
，
・

Fig．4　1R（400，1000、13）　（moderately－strongly　T1－weighted）

　　　　　　Inner　ROI　shows　TI　sensitivity、　especially　higher　senSitivity　in　the　region　of

　　　　　　500msec　ofT1．
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Fig．5　1R（100，1000、13）

　　　　　　Inner　ROI　shows　that　changes　in　relaxation　sensitivity　occur　in　the　same　direction

　　　　　　ofchange　in　NMR　signal　intensity．　The　elongation　ofeach　relaxation　time　bring

　　　　　　the　increase　of　NMR　signal　intensity．
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けるTl依存度を適当に変えることも可能である．

しかし，さらにTlが大きい場合には磁化ベクト

ルは反転以前となり，緩和時間の延長が信号強度

の増加になるため読影には注意を要する．

　5．　IR（100，1000，13）　Fig．5

　このパルス系列ではROI内はほとんどK〈0

であり，磁化ベクトルの反転以前のNMR信号

のデータによりわれわれは読影を行っている．両

緩和時間の影響が相加されるため，僅かな緩和時

間の変化が認識できるが，その画像の濃淡からど

ちらの緩和時間の影響が大きいかは判断できない．

IV．考　　察

　最適パルス系列パラメーターの選択の検討は組

織側パラメーターの僅かな相違から最大の情報を

引き出す日的で，主に画像を作成する側から各施

設で行われている．Hendricらは2組織間の固有

パラメーターの相違を分別する方法を信号／雑音

比で論じており2），さらにMitchel13）やMoran4）

らは白質，灰白質との分別を中心にプロトン密度，

T1，T2の信号強度の感度を個々に論じている．

今回われわれはそれらの方法で設定されたパルス

系列で撮影されたNMR像を実際に臨床医が読

影する際に，現在画像上で見ている組織において

プロトン密度，Tl，T2等のパラメーターがどの

程度画像の濃淡に関与しているかを表現する手段

としてTl，T2感度地図を作成した．ただしこの

地図には以下のような仮定がある．すなわちTl，

T2は実質組織ではある程度相関を持って変化す

るが5），今回はそれらの全体に対する変化率は等

しいとし，また一般にT1感度とT2感度の符号

が異なるため，総緩和時間感度は両緩和時間感度

の和とした．すなわちT1，T2双方が同じパーセ

ントで同方向に変化した場合のそれらの影響の相

殺された残りを総緩和時間感度としている．この

ためこの関係が明らかに保たれない場合，具体的

に言えば脂肪変性，ヘモジデローシス，NMR造影

剤の使用等では地図上の表示はかならずしも実際

と一致せず，おのおのの緩和時間感度S（int．，　T1），

S（int．，　T2）の値から検討しなければならない．

また今回は信号／雑音比からの検討は行っていな

いのでTl，T2感度が大きくてもその付近での信

号強度の絶対値が小さい場合は実際の読影が困難

となり，前回発表した信号強度地図との対比が必

要である6）．

　またIR法で磁化ベクトルの反転前は緩和時間

感度S（int．，　Tl），　S（int．，　T2）の双方が正となる場

合がある（Table　l参照）．すなわちT1，T2個々

の感度が加算された形で画像上に反映し両緩和時

間の延長が信号強度の増加となり，より濃淡のつ

いた画像となるため，緩和時間の延長した微小病

変の描出がさらに容易になる等の利点を持つ．し

かしS．totalの値からはTl，T2の依存性の判断

は不可能であり，実際の画像でも脂肪組織と腎臓

といったT1の大きく異なった画像が同様に明る

く写る．通常この欠点をわれわれ臨床医は形態上

あるいは他のパルス系列の画像との比較から補っ

ているが，反転前のNMR信号の符号を計算上判

定しIR像を作成する方法も試みられている7｝．

　次にS．totalの値については，今回はその定量

的評価は行っていない．プロトン密度と緩和時間

は物理量としては互いに独立であるが，生体内で

はaTl－7．94　Aρの関係があるとの報告もあり8），

ρの僅かな変化をTlが増幅するとの見方もでき

る．また計算上ρの感度は常に1であり，おお

まかな目安としてはS．total＜－0．1以下がT1の

影響を受けた画像と考えられる．

　またRO1のS．　totalの値と強調画像における

緩和時間強調の程度との対応は，おおまかには

Table　2のごとくである．近い将来T1，T2が精

度よく測定され，各組織が地図上に点や領域とし

て表示されれば，各パルス系列ごとに総緩和時間

感度がわかり，従来いわゆるT1強調像，　T2強

調像，プロトン密度強調像として分類されていた

画像をさらに詳しく各組織においてのおのおのの

緩和時間強調の程度として定量化し，実際の数値

として表示することができる．よってNMR信号

から得られる非特異的物理量の変化からある程度

の質的情報を読み取ることができる．
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NMR：T1，　T2－Sensitivity　Map　of　Signal　lntensity　to　Diagnosis　of　NMR－CT

Shinichiro　ToRII＊，　Hiroo　IKEHIRA＊，　Nobuo　FuKuDA＊，　Yukio　TATENo＊

　　　　　Masahiro　ENDou＊，　Tooru　MATsuMoTo＊，　Takeshi　IINuMA＊，

　　　　　　　　　　　　Yasuhiro　UEsHIMA＊＊and　Junko　NlslzAwA＊＊

＊D∫vゴぷ∫o〃cゾc1加ゴcal　1～eseachハ「a”o旭〃itぷtit〃te　of　Radio　log〆caム∫cie〃ces，　Chiba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊／lsahi　Medical　CO．，L’∂．

　　For　the　interpretation　of　NMR　images，　it　is

important　to　recognize　the　effect　of　tissue　specific

parameters　on　the　image　contrast．

　　In　this　study，　we　prepared　T1，　T2－sensitivity

（total　relaxation　sensitivity）map　as　a　means　of

presentation　of　the　correlation　between　T1，　T2

change　and　signal　intensity　change　of　various

tlssues．

　　Ratio　between　fractional　rate　changes　of　each

relaxation　time　against　entire　relaxation　time　and

those　of　signal　intensity　against　entire　signal

intenSity；　　（d　　intenSity／intenSity）／（∠t　relaxatiOn

time／relaxation　time），　are　measured　respectively

by　means　of　logarithmic　differentiation，　by　which

the　sensitivity　of　each　TI　and　T2（S（int．，　T1）and，

S（int．，　T2））was　calculated．　The　summation　of

respective　relaxation　sensitivity　was　designated

as　total　relaxation　sensitivity（S．　tota1（int．，　T1，

T2））．　The　resulting　S．　total（int．，　T1，　T2）is　clas－

sified　into　seven　different　color　indices　according

to　its　value．　The　classified　S．　total　are　plotted　on

TI　axis（T1；0＜T1〈1，000　msec）and　T2　axis

（T2；0＜T2〈200　msec）．

　　We　present　Tl，　T2－sensitivity　map　under　the

pulse　sequence　which　applied　frequently　on

Asahi　Mark－J　system．

　　The　classified　S．　total　express　generally　the

degree　of　dependence　of　respective　relaxation　time

and　we　discuss　about　the　precaution　and　limitation

of　Tl，T2－sensitivity　map　application．

　　Key　words：NMR　images，　Contrast．　T1，　T2
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