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ノート�ノート�
Elliptical Centric法を用いた

造影三次元MR Angiographyにおける
造影効果持続時間および撮像タイミングに関する検討

緒　言

　造影剤を用いた三次元（3D）MR angiography（MRA）

は，造影剤のT1短縮効果に基づいて血管像を得る方法

であり，対象とする血管に造影剤が到達するタイミン

グを狙って3D撮像が行われる．従来のtime of flight法

やphase contrast法による撮像と比べて，血流スピンの

位相分散による信号低下などの影響を受けにくく，広

範囲を短時間に撮像することが可能であることから，

現在広く用いられている撮像法である1～4）．この撮像

において血管描出能に影響する要因としては，造影剤
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Summary

In the present study, we quantitatively investigated the relationship between the signal intensity in a ves-
sel and the duration of contrast enhancement as well as scan timing in 3D contrast-enhanced MR angiography
using an elliptical centric phase-encoding technique.  A tube phantom filled with Gd-DTPA, acting as a ves-
sel, was taken out from the field of view during data acquisition, by using the “pause” function of our MR
scanner（GE Signa, 1.5 Tesla）, thereby simulating the presence and absence of a vessel.  The shortening of the
duration of enhancement corresponds to the delay of scan timing from the optimal point in the phase-encoding
of the centric-ordering system.  The signal intensity in a vessel（1-5 mm in diameter）decreased as the duration
of enhancement became shorter and the diameter of the vessel decreased.  When the number of partitions was
16 or 32 in a 128-mm-thick slab, the signal intensity obtained by the elliptical centric phase-encoding tech-
nique was almost the same as that obtained by the conventional centric phase-encoding technique.  However,
when the number of partitions was increased（64-124）, and if the duration of enhancement was short, the sig-
nal intensity obtained by the elliptical centric phase-encoding technique was higher than that obtained by the
conventional centric phase-encoding technique.  In conclusion, in terms of the duration of enhancement and
the delay of scan timing, the elliptical centric phase-encoding technique is superior to the conventional centric
phase-encoding technique when the number of partitions in a slab for 3D MR angiography is increased.
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の注入と撮像のタイミングや，対象とする血管にある

程度の濃度の造影剤が存在する時間，すなわち造影効

果持続時間等が挙げられる．また画像のコントラスト

を決定するうえで k 空間の充填方法（ordering）も重要

と考えられる．

　造影3D MRAで主に用いられるordering法として

は，sequential法，centric法，およびelliptical centric法

の 3 種類が挙げられる5～7）．sequential法は k 空間の端

から順に（負の最大値から正の最大値に向かって）デー

タを収集する方法で，centric法は k 空間の中心から外

側に向かって正と負交互にデータを収集する方法であ

る．この二つのordering法は，k 空間の位相エンコー

ドまたはスライスエンコードのいずれかの方向におい

て，1 ラインずつデータが充填されていくという点で

共通である．位相エンコードとスライスエンコードの

関係を示すphase loopがphase-slice loopの場合には，

1 位相エンコードごとにスライスエンコード方向のデ

ータがすべて充填され，slice-phase loopの場合には，

1 スライスエンコードごとに位相エンコード方向のデ

ータがすべて充填される6，7）．これに対しelliptical

centric法は，位相エンコードとスライスエンコードの

両方向に関して，k 空間のより中心に近い部分からデ

ータ収集を行う方法である．phase loopによる 1 ライ

ンごとの収集ではなく，k 空間の中心から，らせん状

に広がる形でデータが充填される．

　造影3D MRAにおいては，造影剤が対象血管に高濃

度に存在するfirst passのタイミングで k 空間の低周波

領域のデータを充填することによって，コントラスト

の高い血管像が得られる．しかし実際の撮像において

は，撮像タイミングのずれや，高空間分解能撮像等で

撮像時間が長い場合など，造影効果の高い時間内に低

周波領域のデータが十分に収集されない場合も考えら

れる．これまでに，sequential法やcentric法について造

影効果の持続時間や撮像タイミング等に関する基礎的

な検討が行われ4，8，9），描出される血管の信号強度が

定量的に評価されている10，11）．しかし，elliptical cen-

tric法に関する同様の検討は少ない12，13）．本研究で

は，elliptical centric法において描出される血管の信号

強度が，造影効果持続時間や撮像タイミングにより，

どのように変化するかを定量的に評価することを目的

とする．ファントム実験を行い，centric法との比較を

交えて検討した．

1．方　法

　使用装置はGE社製Signa（1.5T）である．コイルはQD

Head coilを使用した．撮像シーケンスは当施設におい

て3D MRAに通常用いられている高速gradient echo法

（3Defgre，enhanced 3D fast gradient echo）を使用し，

撮像パラメータはTR 5msec，TE 1.3msec，FA 30˚，

加算回数 1 回，FOV 20cm，撮像マトリクス

256×256，スラブ厚128mmとした．ordering法はellip-
tical centric法を用いた．スラブ分割数は16（実効スラ

イス厚 8mm，撮像時間21sec），32（実効スライス厚

4mm，撮像時間40sec），48（実効スライス厚2.7mm，

撮像時間60sec），64（実効スライス厚 2mm，撮像時間

72sec），128（実効スライス厚 1mm，撮像時間158sec）

の 5 種類とした．同様の条件にて，centric法（phase

loopはphase-slice loop）を用いての撮像も行った．

　ファントムは，血管を想定した内径 1，3，5mmの

チューブにGd-DTPA希釈液（5mmol/l）を充填したもの

を使用した．各径のチューブの両端をアクリル製の板

に固定し，撮像領域内ではチューブが空中にある状態

とした．ファントムを撮像領域に設置してスキャンを

開始し，途中MR装置のポーズ機能を利用してファン

トムを取り出すという方法で，血管における造影剤の

有無を模擬した10）．今回の実験では造影信号の有無の

タイミングの正確性を重視するため流体ファントムは

使用せず，ファントムを取り出すまでの撮像時間を変

えることで全撮像時間に対する造影信号の存在時間の

割合（造影効果持続時間）を変化させた．

　撮像後MIP処理を加えて画像（MIP像）を作成し，こ

の画像上で各径のファントムに関心領域を設定し，信

号強度を測定した．関心領域はファントム径よりも十

分小さい大きさで複数設定し，これらの平均信号強度

を評価に用いた．スラブ分割数やordering法の異なる

撮像を比較するため，それぞれの撮像における造影効

果持続時間100％（撮像中常に造影剤が存在する場合）

の信号強度を基準とした相対値で，各造影効果持続時

間での信号強度を示した．

2．結　果

　実験により得られた，各スラブ分割数における造影

効果持続時間と血管ファントムの信号強度の関係を

Fig. 1に示す．ordering法はいずれもcentric系（k 空間

の中心部からデータ充填を開始する）11）であることか

ら，撮像タイミングが（至適な時刻よりも）遅れた場合

には，造影効果持続時間が短縮されることになる．し

たがって，Fig. 1の横軸の値（％）が低下することは，

造影効果持続時間の短縮，あるいは撮像タイミングの

遅れを表しているとみなせる．

　スラブ分割数16および32（Fig. 1a，b）において，el-

liptical centric法では，1mm径の血管に関しては造影

効果持続時間が短縮された場合の信号強度の低下はほ

ぼ直線的である．これに対し 3mm径では約50％，

5mm径では約30％まで造影効果持続時間が短縮され

ても，ほぼ100％の信号強度が得られる．しかし，こ
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Fig. 1 The signal intensity of a tube phantom（％）is given by the ratio of the signal intensity ob-
tained with each duration of the contrast-enhancement in scan（％）to the signal intensity
obtained with the 100％ enhancement-duration.  Black symbols on solid lines and white
symbols on dotted lines represent the results obtained by the elliptical centric phase-en-
coding technique and conventional centric phase-encoding technique, respectively.  Each
symbol represents a different diameter of vessel: ■and□; 1 mm, ▲and△; 3 mm, ●and○;
5 mm. The number of partitions in a slab is 16（a）, 32（b）, 48（c）, 64（d）, and 128（e）.  The
arrowhead（▲） on the horizontal axis represents the point corresponding to 16 sec of en-
hancement-duration, as an example, in each number of partitions.
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れ以下の造影効果持続時間では著明に信号強度が低下

する．centric法においても同様の結果となり，明らか

な差は認められない．

　スラブ分割数48（Fig.1c）では，1mm径については

ordering法による差は認められない．しかし，3mm径

および 5mm径においてはcentric法に比べelliptical cen-

tric法による撮像の方が，より短い造影効果持続時間

まで100％の信号強度が保たれる結果となる．さらに

スラブ分割数が64や128に増加すると（Fig. 1d，e），造

影効果持続時間が短縮された場合のelliptical centric法

とcentric法との信号強度差はより著明となる．

　Fig. 1の横軸の造影効果持続時間は，撮像時間に占

める造影剤の存在する時間の割合（％）である．したが

って，造影剤の存在する時間が一定でも，スラブ分割

数によって撮像時間が変化すれば，横軸の値は異な

る．一例として造影剤の存在する時間を16secと仮定

した場合，各スラブ分割数における造影効果持続時間

はそれぞれFig. 1a～eの横軸上に記号（▲）で示す位置に

相当する．この場合の信号強度を 3mm径を例にとっ

てみると，スラブ分割数16と32（Fig. 1a，b）ではellip-

tical centric法とcentric法においてほとんど差はみられ

ない．しかしスラブ分割数48では，elliptical centric法

では信号強度が約78％となり，centric法（約71％）より

も高くなる．スラブ分割数64ではelliptical centric法で

約69％，centric法で約53％であり，さらにスラブ分割

数128ではelliptical centric法で約62％，centric法で約

33％となり，著明な信号強度差が現れる．このように

スラブ分割数を増加すると，造影効果持続時間が短縮

された場合に，elliptical centric法がcentric法よりも信

号強度が高くなる傾向がみられる．

3．考　察

　造影3D MRAに関するさまざまな検討により，対象

とする血管に造影剤が到達するタイミングを狙って撮

像を行うことが重要であり，造影効果の持続する時間

内に k 空間の中央付近のデータ収集を行えば，その時

間が短縮してもある程度の信号強度（コントラスト）が

保たれることが報告されている8～13）．elliptical centric

法に関する本研究においてもこれと同様の傾向が確認

され，描出される血管の信号強度を定量的に評価する

ことができた．

　本研究ではスラブ分割数を変化させての比較を行った

が，スラブ厚を一定としていることからスラブ分割数が

多くなるほど実効スライス厚は小さくなり，1 本の血管

がより多くのスライスに含まれることとなる．このよう

にスライス厚に対して血管径が大きい場合には，k 空間

のスライスエンコード方向におけるデータの広がりは小

さく，中央付近でのみ大きな値となる10，11）．逆にスラ

ブ分割数が少なくスライス厚に対して血管径が小さい

場合には，k 空間のスライスエンコード方向における

データの広がりが大きくなる．その顕著な場合が血管

が 1 スライスに収まる場合であり，この時 k 空間の

データはスライスエンコード方向に均等に分布する

（一定値を持つ）．

　今回の検討におけるcentric法のphase loopはphase-

slice loopであり，1 回の位相エンコードにつきスライ

スエンコード方向のデータがすべて収集される．これ

に対しelliptical centric法では位相エンコード，スライ

スエンコードの両方向において中心部から外側へ向か

う順序でデータ収集されるため，k 空間のスライスエ

ンコードと位相エンコードのいずれの方向においても

中心部のデータをより早く収集し終えることができ

る．Fig. 2は，一例としてelliptical centric法とcentric

法でそれぞれ撮像時間の25％が経過した時点で収集さ

れた k 空間データの範囲を，スライスエンコード方向

および位相エンコード方向の二次元の概略図にて示し

たものである5）．elliptical centric法では，centric法に

比べスライスエンコード方向の周辺部におけるデータ

が充填されない分，位相エンコード方向における中心

部のデータ充填範囲が広くなっている．

　造影効果持続時間が短い場合，描出される血管の信

号強度を高くするためには，限られた時間内で k 空間

においてより大きい値を持つデータを優先的に収集す

ることが必要である．スライス厚に対して血管径が大

きく，k 空間のスライスエンコード方向の中心部と周

辺部とのデータの持つ値の差が大きい場合には，ellip-

tical centric法を用いてスライスエンコード方向の中心

部を優先的に収集し周辺部は後で収集する（その分位

相エンコード方向の中心部をより広く収集する）こと

による効果が大きい．しかし，スライス厚に対して血

管径が小さく，k 空間のスライスエンコード方向の中

心部と周辺部とのデータ値の差が小さい場合にはその

効果は低く，elliptical centric法とcentric法とで描出さ

れる血管の信号強度に大きな差はみられないと考えら

れる．

　今回の結果においても，スラブ分割数16や32では

elliptical centric法とcentric法との信号強度に明らかな

差はみられない（Fig. 1a，b）．これは，スラブ分割数

16や32では実効スライス厚が 8mmおよび 4mmとなる

ことから，1～5mm径の血管は 1 ないし 2 スライス内

に収まり，前述のように k 空間のスライスエンコード

方向の中心部と周辺部とのデータの持つ値の差が小さ

いためであると考えられる．一方，スラブ分割数を増

やし実効スライス厚が小さくなるにつれて，5mm径や

3mm径の血管は多くのスライスに含まれるようにな

る．すると，k 空間のスライスエンコード方向の中心
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部と周辺部とのデータ値の差が大きくなり，造影効果

持続時間が短い場合においてelliptical centric法を用い

るとcentric法よりも高い信号強度が得られたと考えら

れる（Fig. 1c～e）．また，このような造影効果持続時

間に関する考察は，撮像タイミングに関しても適用す

ることができる．撮像タイミングが遅れた場合（造影

効果持続時間が短縮されることになる），スラブ分割

数が少ないとき（実効スライス厚に対して血管径が小

さい場合）にはelliptical centric法を用いてもcentric法

とほぼ同等な信号強度となる．しかし，スラブ分割数

が多い場合（実効スライス厚に対して血管径が大きい

場合）には，elliptical centric法は撮像タイミングの遅

れに対してcentric法に比べて有利であると考えられ

る．

　今回得られた結果（Fig. 1）は，造影剤が存在する状

態で収集されたデータが，k 空間の全体に占める割合

を変化させた場合の相対的な信号強度の変化を示した

ものであり，TRやTE等の撮像条件や造影剤の濃度な

どといった条件に依存せず，広く適用できると考えら

れる．一例として，実験ではスラブ分割数を128とす

る撮像時間は158secであったが，もしも30secで撮像

可能な場合には，Fig. 1eの横軸の100％が30secに相当

するものと考え，Fig. 1eの結果を適用できる．

　今回の検討では造影剤の有無を模擬したのみで，実

際のfirst passにおける血流や造影剤の濃度変化を考慮

したものではない．またMIP画像上の信号強度のみに

よる評価であり，アーチファクト等を含めた画像全体

の視覚的な評価は行っていない．これらに関する検討

が今後の課題である．

4．結　語

　elliptical centric法を用いた造影3D MRAにおいて，

造影効果持続時間および撮像タイミングと，描出され

る血管の信号強度との関連を定量的にとらえることが

できた．elliptical centric法は，スラブ分割数が少ない

（実効スライス厚に対して血管径が小さい）場合には

centric法と大きな差異はみられない．しかし，高分解

Fig. 2 Schematic representations of k-space data in cen-
tric phase-encoding（upper）and elliptical centric
phase-encoding（lower）.  The parts presented in gray
indicate the data in k space acquired during the first
25％ of the scan.

能撮像等においてスラブ分割数が多くなる（実効スラ

イス厚に対して血管径が大きくなる）と，造影効果持

続時間の短縮や撮像タイミングの遅れに対してcentric

法よりも有利であることが明らかとなった．
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Fig. 1 造影効果持続時間を変えて撮像した各画像における血管ファントムの信号強度を，造影効果持続時間を100％として撮像し
た画像の信号強度に対する割合（％）で示した．elliptical centric法における結果は実線（黒色の凡例）で示し，従来のcentric
法における結果は点線（白抜きの凡例）で示した．血管ファントムの直径は，■と□は 1mm，▲と△は 3mm，●と○は 5mm
を表す．スラブ分割数は，16（a），32（b），48（c），64（d）および128（e）である．横軸に記す矢印（▲）は，一例として，造影剤
の存在する時間を16secと想定した場合の，各スラブ分割数における造影効果持続時間を示す．

Fig. 2 centric法およびelliptical centric法における k 空間データの概略図
灰色で示した部分は，撮像時間の25％が経過した時点で収集された k 空間データの範囲を表す．

図表の説明�
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