平成 29 年度博士論文

3 次元 CISS 法を用いた高分解能 MRI による滑車神経の同定
および薄層スライス厚測定法の考案に関する研究

Evaluation of trochlear nerve with high-resolution 3D-CISS
MRI and measurement of sub-millimeter slice thicknesses

新潟大学大学院保健学研究科保健学専攻
放射線技術科学分野

金澤	
  勉
Tsutomu Kanazawa

3 次元 CISS 法を用いた高分解能 MRI による滑車神経の同定
および薄層スライス厚測定法の考案に関する研究
金澤 勉
新潟大学大学院保健学研究科保健学専攻
放射線技術科学分野

指導教員：大久保 真樹 教授

要旨
滑車神経は Transtentorial approach を行う外科的な操作において指標となり，テ
ント切痕に近接して走行するため，テント切痕を切開するような場合は損傷されやす
い．術前に画像上で滑車神経がテントに接触する場所を捉えておこくことは非常に
重要である．また，滑車神経麻痺等の病態の解明の一助ともなりうるため滑車神経
を画像で描出する意義は大きい．
本研究は，three-dimensional constructive interference in steady state（3D-CISS）
法による高空間分解能 MRI を用いて滑車神経の同定に特化した multi planar
reconstruction（MPR）画像の作成を行い，滑車神経の同定に適する撮像条件につ
いて検討することを目的とした．脳神経の中で最も細い滑車神経の同定には非常に
薄いスライス厚の設定が必須であり，0.5 mm および 0.25 mm のスライス厚を用いた．
このような薄いスライス厚の信頼性についての検討が必要であるが，現時点では 1
mm 未満の薄いスライス厚を測定できる方法は存在しない．そこで本研究では，従
来のスライス厚測定法であるウェッジ法を改良することにより薄いスライス厚測定へ
の適用を図った．
第 1 章では，本研究の背景，意義および目的を述べた．高分解能 MRI による中
枢神経領域における脳槽内の微細な血管や神経などの画像化について，および従

来の標準的な MR 画像のスライス厚測定法について概説した．その後，本論文の構
成について述べた．
第 2 章は，高分解能 3D-CISS MRI により滑車神経の同定に適する撮像条件（主
に磁場強度とスライス厚）について後ろ向き研究により検討することを目的とした．滑
車神経の同定のための指導を受けた診療放射線技師が，滑車神経の同定に特化
した断面の MPR 画像の作成を試みた．対象は異なる条件（1.5 T および 3 T，スライ
ス厚 0.5 mm および 0.25 mm）で撮像された総計 40 症例の左右の滑車神経（80 本）
である．滑車神経の同定率は，1.5 T 装置を用いた場合に比べ 3 T の方が有意に高
い結果であった．同定された滑車神経の距離を計測した結果，3 T ではスライス厚
0.25 mm の方が 0.5 mm 厚よりも有意に長くなり，またスライス厚 0.5 mm では，1.5 T
よりも 3 T の方が有意に長くなった．3D-CISS 法を用いて 3 T 装置で，スライス厚 0.25
mm の設定による高分解能撮像を行い，滑車神経に特化した適切な MPR 画像を作
成することにより，滑車神経の走行をより確実に，より長く同定できることが示唆され
た．
第 3 章では，スライス厚測定法であるウェッジ法において edge response function
（ERF）の数値微分による SNR の低下を防ぐために，非線形のフィッティングカーブ
を ERF に適用した方法（改良ウェッジ法）を考案した．スライス厚 5 mm と 3 mm の測
定において，改良ウェッジ法によって算出されたスライス厚は従来の標準的なスラブ
法やウェッジ法による値とほぼ一致することから，改良ウェッジ法の妥当性が認めら
れた．3D-CISS 法により撮像されたスライス厚 0.5 mm と 0.25 mm の画像のスライス
厚測定において，ERF データへのカーブフィッティングは良好であり，得られたスラ
イス厚は用いたスライス画像による変動は少なかった．改良ウェッジ法を用いて複数
のスライス画像から得たスライス厚を平均することによって，1 mm 未満の薄いスライ
ス厚についても信頼性の高い測定が可能であることが示された．
本研究結果より，3D-CISS 法を用いてスライス厚を 0.5 mm および 0.25 mm に設
定した場合，実効スライス厚はそれぞれ 0.543 mm，0.247 mm となることが確認され
た．いずれも設定スライス厚の 10%以下の差異であり，滑車神経の撮像条件として
設定したスライス厚 0.5 mm および 0.25 mm の精度が高いことが示された．滑車神経
の同定には，3D-CISS 法を用いて高磁場（3 T）および高分解能（スライス厚 0.25 mm）

の条件で撮像を行い，滑車神経に特化した適切な MPR 画像を作成することにより，
滑車神経の走行をより確実に，より長く同定できることが明らかとなった．ルーチン検
査において滑車神経をより確実に同定するための一手法となるものと期待される．
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Abstract
The trochlear nerve is the fourth cranial nerve and is the motor nerve of the
superior oblique muscle of the eye. The trochlear nerve can easily be injured during
surgical procedures. Preoperative identification of the trochlear nerve can assist in the
preoperative planning. The trochlear nerve is so thin that it is difficult to identify
reliably by Magnetic Resonance Imaging (MRI) and other imaging modalities in
routine clinical practice. The objective of the present study was to evaluate the
influence of higher magnetic field strength and higher spatial resolution for
identifying the trochlear nerve with three-dimensional constructive interference of
steady state (3D-CISS) MRI sequence. Very thin (sub-millimeter) slices were used for
achieving higher spatial resolution. The accuracy of very thin slice thickness should
be evaluated, however, there were no methods available for the measurements of
sub-millimeter slice thicknesses. In the present study, the standard method (‘wedge
method’) for measuring the slice thickness of MRI was improved so that it was
applicable to the measurement of sub-millimeter slice thickness. This thesis
comprises four chapters as follows.
In Chapter 1: “Introduction” described the background and the objective of this
study, and showed the outline of this thesis.
In Chapter 2: “Evaluation of trochlear nerve with high-resolution 3D-CISS MRI”

described the influence of higher magnetic field strength and higher spatial resolution
for identifying the trochlear nerve with 3D-CISS sequence. The study was performed
by retrospectively analyzing the MRI of 40 subjects (80 trochlear nerves); 28
trochlear nerves were examined in 1.5T MRI with slice thickness of 0.5 mm, 30
nerves in 3T MRI with slice thickness of 0.5 mm, and 22 nerves in 3T MRI with slice
thickness of 0.25 mm. Two radiological technologists, who were specifically trained
for the observation of the trochlear nerve on MRI, challenged to generate images by a
multiplanar reconstruction (MPR) technique with adaptively varying the MPR
parameters (e.g., oblique direction and slice location) according to the cisternal course
of the trochlear nerve from the point of exit to the tentorial edge. The trochlear nerve
identification was significantly better (p<0.05) on 3T MRI than on 1.5T MRI. The
mean distance of the nerve measured on thin-slice (0.25 mm) 3T MRI was
significantly longer (p<0.05) than that on 3T MRI (0.5-mm slice thickness), followed
by that on 1.5T MRI. The proposed procedure for generating images by the MPR
technique can be performed by trained radiological technologists. Use of
high-resolution (0.25-mm slice thickness) 3D-CISS sequence on a 3T scanner
accompanied with the proper MPR enables reliable identification of the trochlear
nerve.
In Chapter 3: “Measurement of sub-millimeter slice thicknesses” described the
improvement of the wedge method for the measurement of sub-millimeter slice
thicknesses in MRI. In the standard wedge method, the slice profile is obtained by
numerical differentiation of the measured edge response function (ERF). However,
differentiation of the ERF degrades the signal-to-noise ratio (SNR) of the slice profile,
and therefore, it would be practically difficult to apply the method to measurements of
very thin slices. The objective of this study was to improve the wedge method by
fitting a curve to the ERF. The curve-fit function was obtained by convolving an ideal
ERF (a ramp function) with a Gaussian function to represent ERF blurring.
Measurements of 5- and 3-mm slice thicknesses were performed on a 3T scanner
using the conventional wedge method, the improved wedge method, and another
standard method using an inclined slab (‘slab method’). Subsequently, 0.5- and
0.25-mm slice thicknesses from multiple slices acquired using 3D-CISS sequence
were measured using the improved wedge method. When measuring 5-mm slices, the

differences in measurements obtained using the improved wedge method and the
conventional slab and wedge methods were very small: <0.6% of the 5-mm slice
thickness. The difference was ≤1.7% for 3-mm slices. For 0.5- and 0.25-mm slices,
the mean values obtained using the improved wedge method were 0.543 ± 0.007 mm
and 0.247 ± 0.015 mm, with a 1.2 and 5.9% coefficient of variation across slices,
respectively. The validity of the improved wedge method was confirmed by the
comparison with the standard

methods, and potentially applicable to the

measurement of sub-millimeter slice thicknesses.
In Chapter 4: “Conclusions” summarized the results of this study. The accuracy
of slice thickness of 3D-CISS MRI was verified by the improved wedge method.
High-resolution 3D-CISS MRI on a 3T scanner accompanied with the proper image
reconstruction by the MPR technique is expected to enable reliable identification of
the trochlear nerve in routine clinical practice.
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第 1 章	
  緒論

	
  近年，magnetic resonance imaging（MRI）では T2 緩和時間の長い水成分を高
信号に強調した MR hydrography の臨床応用が盛んに行われている．特に中枢神
経領域において，脳脊髄液を高信号として描出し脳槽内の血管や神経などの微
細な構造物を低信号として描出する MR 脳槽撮像（MR cisternography：MRC）が
広く用いられている[1−3]．MRC の一つである three-dimensional constructive
interference in steady state（3D-CISS）法[4]は優れた空間分解能を有し脳脊髄液の
流れのアーチファクトを抑えることで，脳槽内の微細な血管や神経などの画像
を得ることが可能である．さらに 3D-CISS 法は，高い signal-to-noise ratio（SNR）
を持ち，heavy T2 強調画像のコントラストを持つ撮像法である．脳神経外科領
域において聴神経腫瘍などの小脳橋角部腫瘍や下垂体腫瘍の診断や経過観察，
三叉神経痛や顔面痙攣の手術である神経血管減圧術の術前後の評価に広くに利
用されている[5, 6]．
	
  聴神経腫瘍患者において，術前に脳腫瘍と脳神経との位置関係を把握するこ
とは，手術方針の決定や術後の機能障害の予測を行う上で非常に重要である．
聴神経腫瘍は第 8 脳神経である聴神経から発生する脳腫瘍であり内耳道内の前
庭神経から発生し後頭蓋窩へ進展する．前庭神経でも本邦では特に下前庭神経
から発生することが多いとされており組織型は神経鞘腫である[7]．後頭蓋窩に
進展した腫瘍は，顔面神経や聴神経を伸展もしくは圧迫するようになり，腫瘍
が脳幹に接すると神経根や脳幹や小脳を圧迫することで神経学的に様々な症状
を引き起こす．画像診断は MRI によって行われ，薄層スライスで撮像を行えば
偽陽性がなく確実な診断が可能であるとされている[8, 9]．小脳橋角部には聴神
経腫瘍以外にも様々な疾患が発生し[10, 11]，疾患の種類によって治療方針が異
なるため鑑別は極めて重要である．また，聴神経腫瘍の増大は緩徐な例が多く
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[12]，経過観察を定期的に行い治療の開始時期を慎重に評価する必要があるため
正確な画像診断が重要とされる．
	
  三叉神経痛患者においては，三叉神経が周囲の血管によって圧迫されている
症例が多いことが報告されており[13, 14]，三叉神経痛の発生機序と考えられて
いる[15]．第 5 神経である三叉神経は小脳橋角部の脳幹より起始し，神経髄鞘が
中枢性髄鞘から末梢性髄鞘へ移行する．この移行する部分を junctional zone また
は root exit zone（REZ）と呼び，機械的圧迫に弱く圧迫性の刺激に対して容易に
脱髄を起こしやすい（図 1−1）．

図 1−1	
  脳神経起始部での神経血管圧迫図．標準的神経治療:三叉神
経痛より抜粋[15]

この部分で持続的に圧迫を受けると髄鞘欠落部分が生じ，脱髄部分で三叉神経
の活動電位が洩れを起こし誤って遠心性の痛覚繊維に伝えられるために疼痛発
作が生じると考えられている[16]．片側顔面痙攣に関しても，同様に第 7 神経で
ある顔面神経の神経根出口領域で蛇行した血管に圧迫されることによって起こ
ることが原因の一つといわれている[17]．三叉神経痛および片側顔面痙攣は，
2

各々知覚系と運動系の異常で全く異なった症状であるが，両者とも発作性，反
復性，不随意的な神経刺激症状を病態とするもので類似の疾患である．これら
に対し外科的な治療法として，Janetta らが小脳橋角部の三叉神経起始部や顔面
神経起始部で三叉神経や顔面神経を圧迫する血管を手術的に除圧することで三
叉神経痛や片側顔面痙攣が消失することを示し，その術式である神経血管減圧
術（microvascular decompression：MVD）を確立した[18−20]．本邦でも比較的安
全な手術方法として普及し，近藤ら[21]や福島ら[22]が良好な成績を報告してい
る．MVD は特に三叉神経痛に対しては唯一の根治療法であり，片側顔面痙攣に
対しても有用な治療法である．しかしの適応決定については厳格にならならな
ければならない．MVD の適応について最も重要なのは，除圧の効果があるかど
うかであり手術前に神経血管圧迫が存在するかどうかを診断することは極めて
重要である．現在これら聴神経腫瘍や三叉神経痛，顔面痙攣などの診断には，
MRI のルーチン検査として行われる two-dimensional（2D）撮像を用いたスライ
ス厚 5 mm 程度の厚いスライスの画像では診断が不可能であり，3D-CISS 法のよ
うな MRC 撮像と MR angiography（MRA）の比較的薄いスライス厚を取得でき
る 3D 撮像が必要とされている．したがって脳神経を画像化することは疾患の原
因を特定するだけでなく病態解明の一助にもなりうるため[23]，その意義は大き
い．
	
  本研究では滑車神経を対象とした．滑車神経は Transtentorial approach を行う
外科的な操作において指標となる．テント切痕に近接して走行するためにテン
ト切痕を切開するような場合は損傷されやすい．したがって，術前に滑車神経
がテントに接触する場所を画像上で捉えることは重要である．しかし，脳神経
の中で最も細いため，ルーチン検査における MR 画像では確実に同定すること
は難しいとされている[23−25]．そこで，3D-CISS 法による高空間分解能 MRI を
用いて滑車神経の描出に特化した multi planar reconstruction（MPR）画像の再構
成を行い，滑車神経の同定に適する撮像条件（主に磁場強度とスライス厚）に
3

ついて後ろ向き研究により検討することを目的とした（本論文第 2 章）．ここで，
画像のスライス厚は 0.5 mm および 0.25 mm の設定により検討したが，1 mm 未
満の非常に薄いスライス厚の信頼性（実効スライス厚の精度）についての検討
が必要である．
	
  MR 画像の標準的なスライス厚測定法として，信号を生ずる薄い傾斜スラブ層
を用いてスライスプロファイルを直接取得する方法（スラブ法）がある[26−29]
（図 1−2）．

図 1−2	
  スラブ法測定用ファントム．NEMA standards publication MS
5-2010 より抜粋[26]

この方法では，設定スライス厚の 20％以下の厚さの傾斜スラブ層を用いること
とされており，1 mm 未満の薄いスライス厚測定に適用できるファントムの製作
が困難である[26, 29]．また別のスライス厚測定法として，信号を生ずる物質に
アクリルなどの傾斜板を直接接触させ，傾斜面から取得された edge response
function（ERF）の数値微分によりスライスプロファイルを取得する方法（ウェッ
ジ法）がある[26, 27, 30−32]（図 1−3）．ウェッジ法ではファントム製作に関わる
制限はないが，ERF の微分処理に伴う SNR の低下が問題となり，現実的には薄
いスライス厚測定への適用は困難である[32]．したがって現時点では，1 mm 未
満の薄いスライス厚を確実に測定・評価できる方法はないといえる．

4

図 1−3	
  ウェッジ法測定用ファントム．NEMA standards publication
MS 5-2010 より抜粋[26]

	
  本研究では，従来のウェッジ法を改良することにより薄層スライス厚測定へ
の適用を図った（本論文第 3 章）
．考案した方法（改良ウェッジ法）により測定
したスライス厚と，従来の標準的な測定法（スラブ法およびウェッジ法）によ
り得られたスライス厚を比較することにより改良ウェッジ法の妥当性を検証し
た．そして，3D-CISS 法により得られた画像の薄層スライス厚を改良ウェッジ法
により測定し，滑車神経の同定に用いたスライス厚の精度を調べた．
	
  本論文の第 4 章は研究の結論であり，得られた研究成果を総括した．
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第 2 章	
  高分解能 3D-CISS MRI による滑車神経の同定

2-1 緒言
	
  著者の研究グループでは，3D-CISS 法を用いて脳神経の中でも比較的細く描出
が難しいとされていた外転神経について，Dorello 管と ponto-medullary sulcus の
解剖学的指標を同定することにより，その同定方法を確立する報告を行ってき
た[1]．この外転神経よりも細い滑車神経は，解剖学的な特性も関連し画像化は
さらに困難とされている．これまでに滑車神経の描出に関する様々な報告があ
り[2−8]，高空間分解能 MR 画像による検討もみられる[9−11]．滑車神経は中脳–
橋移行部の滑車神経核から起始し中脳被蓋内で左右の神経繊維が交差した後，
対側下丘の下端の脳幹部背側より起きる特異的な神経である．その後，四丘体
槽と迂回槽を前外側方向に通過し後床突起の後方で硬膜を貫き，最終的には動
眼神経，外転神経とともに海綿静脈洞の上壁に沿ってすすみ上眼窩裂から眼窩
内に入り上斜筋を支配する[12]．脳槽内の走行距離は 20.0〜40.5 mm，直径は
0.7～1.5 mm とされ[13]，脳神経の中では最も走行距離が長く最も細い．また，
脳槽内の滑車神経は脳幹背側の起始付近から数 mm 離れているテント切痕縁に
向かって外側に走行し，その後，前方に方向を変えテントの下方をテント切痕
縁のほぼ全長に渡り近接して走行し，後大脳動脈と上小脳動脈の間を通過する
[13]．
	
  滑車神経の走行全体を MR 画像上で把握することが困難とされる理由として
は，1）脳槽内の脳神経の中で最も細く，時にいくつかに枝分かれしていること
がある，2）通常の撮像断面は滑車神経に対し垂直方向に設定するために，元画
像では滑車神経の認識が困難である，3）接近している脳槽内の血管などとの区
別が難しい事が挙げられる．2002 年の Yousry らの報告[9]によると，1.5 T の MR
装置にてスライス厚 0.66 mm の 3D-CISS 法を用いて 60 本の滑車神経を 3 断面そ
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れぞれで同定を行ったところ，確実に同定できた割合は 60 例中，横断像で 45
例（75%）であったが，矢状断像では 40 例（67%），冠状断像では 39 例（65%）
と低下し，滑車神経を全く同定できない症例も存在した．また，高磁場，高分
解能撮像では 2013 年の Kanoto らの報告[10]があり，3 T にてスライス厚 0.5 mm
の高分解能 3D-Turbo Spin Echo（3D-TSE）法を用いて 20 本の滑車神経について
横断像にて同定を行った．その結果，滑車神経を全く同定できない症例は存在
しなかったが，滑車神経の走行を同定できた距離が脳槽内の神経全長の 50%以
下となる症例が全体の半数近く存在した．また 3D-TSE 法は撮像時間に 18 分以
上を要するためルーチン検査として行うことは難しい．ただし，これらの報告
はいずれも撮像時に設定した横断像や，もしくは MPR にて作成した横断像に直
交する矢状断像や冠状断像などを用いており，滑車神経を同定するために適し
た断面の画像再構成は行われていない．
	
  本章では，3D-CISS 法による高分解能 MRI を用いて滑車神経の同定に特化し
た断面の MPR 画像の作成を行い，滑車神経の同定に適する撮像条件（主に磁場
強度とスライス厚）について後ろ向き研究により検討することを目的とした．
滑車神経を同定しその走行の確認ができるような適切な MRP 画像を作成するた
めの手技に関して考察を加え，ルーチン検査としての可能性を検討する．

2-2 方法
2-2-1 使用機器
	
  異なる施設に設置された SIEMENS 社製の MRI 装置 2 機種を用いた．それぞ
れを装置 A と装置 B とした．装置 A は Magnetom Verio 3 T で，32ch Head Coil
を用いた．装置 B は Magnetom VISION 1.5 T で，quadrature detection（QD）Head
coil を用いた．画像再構成は，それぞれの MR 装置の付属機能である MPR を用
いて行った．滑車神経の距離計測にはワークステーション iNtuition（TeraRecon
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社製）を使用した．統計学的検定に用いた統計ソフトは Stat View（ver. 5, SAS
社製）と EZR（自治医科大学附属さいたま医療センター）[14]を用いた．

2-2-2 対象
	
  本検討は MR 装置 A を有する施設と，装置 B を有する異なる施設で行った．
撮像期間は，装置 B にて 2004 年 1 月から 2004 年 5 月まで，装置 A にて 2012
年 12 月から 2013 年 4 月までそれぞれ撮像を行った．対象は，臨床で滑車神経
を目的に撮像された症例ではないが，滑車神経が走行すると考えられる部位を
含み，滑車神経およびその周囲に病変が疑われておらず，造影を行っていない
単純撮像による症例とした．いずれも 3D-CISS 法と MRA を同時に撮像された
連続症例を用いた後ろ向き研究とした．装置 A（磁場強度 3 T）にて 3D-CISS 法
（スライス厚 0.5 mm）の撮像条件（これを“3 T-0.5 mm”とする）が適用され
た症例は 15 名（男性 7 名，女性 8 名，平均年齢 55.7±15.4 歳）である．装置 A
にて 3D-CISS 法（スライス厚 0.25 mm）の撮像条件（これを“3 T-0.25 mm”と
する）が適用された症例は 11 名（男性 7 名，女性 4 名，平均年齢 57.0±12.7 歳）
である．装置 B（磁場強度 1.5 T）にて 3D-CISS 法（スライス厚 0.5 mm）の撮
像条件（これを“1.5 T-0.5 mm”とする）が適用された症例は 14 名（男性 8 名，
女性 6 名，平均年齢 53.1±18.7 歳）である．合計で 40 症例であるが，装置 A で
撮像した症例には同日ではないがスライス厚 0.5 mm と 0.25 mm の両方の条件で
撮像した症例（重複する症例）が 3 例含まれている．本研究は，新潟大学医学
部倫理委員会にて承認（承認番号 1541）された．

2-2-3 撮像条件および MPR 画像の作成
	
  3D-CISS 法の撮像条件の詳細を表 2−1 に示す．ボクセルサイズは撮像条件 1.5
T-0.5 mm と 3 T-0.5 mm でほぼ同じであるが，3 T-0.25 mm では非常に薄いスラ
イス厚の設定[15]だけではなくピクセルサイズも若干小さくし撮像面内の分解
11

能を高くした．撮像スライス断面は，anterior commissure-posterior commissure
（AC-PC）ラインと平行な横断像で設定した．

表 2−1	
  撮像条件
1.5 T-0.5 mm

3 T-0.5 mm

3 T-0.25 mm

TR (ms)

12.25

5.87

7.65

TE (ms)

5.9

2.53

3.57

Flip angle (º)

70

33

33

Field of view (mm)

125

120

120

256×256

256×230

320×288

0.5

0.5

0.25

0.49×0.49

0.47×0.52

0.38×0.42

Number of slices

35

40

64

Parallel imaging

−

+

+

9:38

4:33

6:42

Matrix
Effective Slices (mm)
Spatial resolution (mm)

Acquisition time (min:s)
TR repetition time, TE echo time

	
  撮像後得られた画像データをグレースケール反転した．滑車神経の同定のた
めに，下丘直下の上髄帆を指標として脳幹部背側から滑車神経が出る場所を
Point of Exit（PE）と定義し，PE から 2 mm までの部位を REZ と定義した（図 2
−1）．
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図 2−1	
  滑車神経の同定の模式図．TN：Trochlear Nerve（滑車神経），
CS：Cavernous Sinus（海綿静脈洞），TE：Tentorial Edge（テント切
痕），AC：Ambient Cistern（迂回槽），QC：Quadrigeminal Cistern
（四丘体槽），SVe：Superior medullary Velum（上髄帆），PE：Point
of Exit，REZ：Root Exit Zone

MPR による画像再構成は，グレースケール反転した画像データ（横断像）を読
み込み，冠状断像と矢状断像を作成しそれら 3 断面の同時表示をさせた．最初
に PE の特定を行うが，下丘直下の上髄帆付近の PE と思われる部位の脳幹に接
触する構造物の全てについて，横断像のスライス位置を少しずつ変えながら表
示させて管状構造物の連続性の観察を行い，動脈ではないことを確認した．次
に述べる画像の観察過程において，MPR の回転軸や角度およびスライス位置を
任意に変更しながら 3 断面の作成を行った．動脈血管は除外し，その他の管状
構造物について連続性をみながらその走行を観察し，滑車神経の予想される走
行に矛盾しないことを確認した．構造物の走行がテント切痕に向かい，最終的
にはテント切痕に接触することを確認した．このような操作・観察により PE の
13

特定を行った．次に，特定した PE を中心にして MPR の回転軸や角度を任意に
変更し MPR の断面を連続的に変えながら PE から REZ まで同定した．1 画像，
あるいはできるだけ少ない枚数の画像に滑車神経がより長く描出されるような
断面の画像を再構成し MPR 画像の作成作業を終えた．MPR 画像のスライス厚
は撮像時の設定スライス厚とした．左右の滑車神経についてそれぞれ MPR 画像
の作成を行った．
	
  以上の観察過程において，PE の同定が困難な場合は PE の存在位置として想
定した範囲を広げて再度観察を行った．あるいは，脳槽内からテント切痕まで
の領域において滑車神経の可能性のある管状構造物を見つけ，その連続性を確
認しながら REZ 方向への走行をさかのぼり期待される PE の存在位置に到達す
るかどうかにより PE の同定を行った．また，滑車神経の走行を観察する際に血
管との判別が難しい場合は，MRA の元画像を参照することにより血管との識別
を行った．
	
  MPR 画像の作成および滑車神経の同定等に関わる作業は，診療放射線技師 2
名で行った．診療放射線技師は，40 年以上の経験のある神経放射線科医の指導
を受けており，うち 1 名は両施設の滑車神経の同定に参加をした．この 1 名は
診療放射線技師の臨床経験年数が 25 年（MR 担当 17 年）であり，MR 専門技師
認定資格を有している．また，MR 装置 A を有する施設の診療放射線技師 1 名
は経験年数 7 年（MR 担当年数 5 年），装置 B を有する施設の 1 名は経験年数 10
年（MR 担当年数 9 年）であった．

2-2-4 滑車神経の視覚評価による同定
	
  各撮像条件（3D-CISS 法：1.5 T-0.5 mm，3 T-0.5 mm，3 T-0.25 mm）の画像か
ら得られた MPR 画像を用いて視覚評価を行い，PE が同定可能，同定不能の 2
群に分けた．左右の滑車神経の評価は左右別々に作成された MPR 画像を用いて
それぞれ行った．前述の診療放射線技師 2 名がそれぞれ視覚評価を行い合議に
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て同定可能／不能を決定した．磁場強度の違い（スライス厚は 0.5 mm），および
スライス厚の違い（磁場強度は 3 T）について分割表にて同定可能／不能群の比
較を行い，フィッシャーの直接確率法により項目の頻度の統計学的有意差を求
めた（有意水準は 5%とした）．

2-2-5 滑車神経の走行距離の計測
	
  各撮像条件（3D-CISS 法：1.5 T-0.5 mm，3 T-0.5 mm，3 T-0.25 mm）の画像か
ら得られた MPR 画像を用いて，同定された滑車神経の走行距離を計測した．左
右の滑車神経の計測は左右別々に作成された MPR 画像を用いてそれぞれ行った．
この計測は，前述の両施設の滑車神経の同定に参加した診療放射線技師 1 名の
みが担当した．計測を行う日を変えて 3 回計測し平均値を求めた．得られた結
果について，各撮像条件群においてそれぞれ Shapiro-Wilk 検定により正規分布
を確認し，脳槽内の滑車神経走行距離の 3 群間における統計学的有意差を
Tukey-Kramer 検定により求めた（有意水準は 5%とした）．

2-3 結果
2-3-1 滑車神経の描出
	
  各撮像条件での MPR 画像の一例を図 2−2，2−3，2−4，2−5，2−6 に示す．図 2
−2 の 1.5 T-0.5 mm では，下丘直下の上髄帆が描出されるレベルで滑車神経は脳
幹部背側に接するように起因するため PE の正確な位置の特定は難しいが，脳幹
部背側から起因していることは明らかであることから PE の同定は可能と判定さ
れた症例である．滑車神経の走行は脳槽内では明瞭であり，途中で上小脳動脈
と接触するがテント切痕まで同定が可能であった．
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図 2−2	
  左滑車神経．1.5 T-0.5 mm の MPR による連続画像．a）PE
はやや不明瞭で正確な位置の特定は難しいが（矢頭），同定は可能で
ある．b）上小脳動脈（矢印）と接触後は明瞭であり（矢頭），c）テ
ントと接触してそれ以降は同定不能である

図 2−3	
  右滑車神経．3 T-0.5 mm の MPR による連続画像．a）PE（矢
頭）が明瞭に同定可能であり脳槽内も明瞭である．b）上小脳動脈（矢
印）と接触後すぐにテントと接触するため同定が不能となる
16

図 2−4	
  左滑車神経．3 T-0.5 mm の MPR による連続画像．a−d）上
小脳動脈（矢印）が同定できる．c）PE から REZ（矢頭）が明瞭に
同定可能であり遠位側で上小脳動脈と接触（矢印），d）接触からの
遠位側の滑車神経の同定は困難である
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図 2−5	
  左滑車神経．3 T-0.25 mm の MPR による連続画像．a）PE
（矢頭）が明瞭に同定可能であり脳槽内も明瞭である．b）上小脳動
脈（矢印）と接触，c）接触後もテント接触まで滑車神経（矢頭）が
同定可能
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図 2−6	
  3 T における 0.25 mm と 0.5 mm の違いによる滑車神経の同
定．撮像時期は違うが同一患者症例の上段が 0.5 mm，下段が 0.25 mm
の MPR による連続画像．a−e）右滑車神経（矢頭）はどちらも明瞭
に描出されている．c），d）左滑車神経は 0.25 mm 厚で同定可能（矢
頭）であるが，a）0.5 mm 厚では同定が不可能である
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図 2−3 の 3 T-0.5 mm では，PE およびその後の滑車神経の走行は明瞭であるが，
テント手前で血管に接触すると，それ以降は同定が困難であった．図 2−4 の 3
T-0.5 mm でも，PE およびその後の滑車神経の走行は明瞭であるが脳槽内で血管
に接触すると，それ以降は同定が困難であった．図 2−5 の 3 T-0.25 mm では，PE
は明瞭であり左の滑車神経が脳槽内で１画像に長く表示されている．血管に接
触した後も滑車神経神経を同定することが可能であった．図 2−6 では，3 T にお
ける同一症例での 0.5 mm 厚と 0.25 mm 厚の違いによる滑車神経の同定を示す．
0.25 mm 厚は 0.5 mm 厚に比べて SNR は低下するが，左の滑車神経については
0.5 mm 厚は同定が困難であるが 0.25 mm 厚では同定が可能である．

2-3-2 滑車神経の視覚評価による同定
	
  撮像条件 3 T-0.5 mm と 1.5 T-0.5 mm における滑車神経の同定結果を表 2−2 に
示す．同じスライス厚であるが，磁場強度 1.5 T では同定不能な滑車神経が 5 本
存在し全体の 17.9％となった．3 T では同定不能な滑車神経はなく，全例で REZ
より末梢側まで同定可能であった．3 T と 1.5 T の結果には有意差が認められた．

表 2−2	
  磁場強度の違いによる滑車神経同定数の比較（スライス厚
0.5 mm）
磁場強度

同定不能

同定可能

合計

1.5 T

5
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3T

0

30

30

	
  撮像条件 3 T-0.5 mm と 3 T-0.25 mm における滑車神経の同定結果を表 2−3 に
示す．いずれのスライス厚でも同定不能な滑車神経は存在せず，スライス厚 0.5
mm と 0.25 mm での有意差は見られなかった．しかし脳槽内でのテント切痕まで
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同定可能だった症例は，スライス厚 0.5 mm が 30 例中 21 例（70.0%），0.25 mm
厚は 22 例中 18 例（81.8％）となり，スライス厚 0.25 mm の方が 11.8％高い結果
となった．

表 2−3 スライス厚の違いによる滑車神経同定数の比較（磁場強度 3 T）
スライス厚

同定不能

同定可能

合計

0.5 mm

0

30

30

0.25 mm

0
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2-3-3 滑車神経走行距離の計測
	
  撮像条件 3 T-0.5 mm において同定された滑車神経の走行距離を計測した結果
の一例を図 2−7 に示す．2 枚の MPR 画像を用いて計測した結果であり，距離は
13.1 mm であった．撮像条件 1.5 T-0.5 mm，3 T-0.5 mm および 3 T-0.25 mm にお
いて同定された滑車神経（表 2−2）の計測距離は，それぞれ 8.4±5.5 mm，12.8
±8.0 mm，17.6±5.7 mm であった．磁場強度が高くスライス厚が薄くなるほど
同定距離は有意に長くなった．
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図 2−7	
  距離計測の一例（左滑車神経）．3 T-0.5 mm の MPR 画像に
ついて，2 スライスに渡る滑車神経の同定距離をワークステーショ
ンで計測

2-4 考察
	
  滑車神経は Transtentorial approach を行う外科的な操作において指標となる．
テント切痕に近接して走行するためにテント切痕を切開するような場合は損傷
されやすい．したがって，術前に滑車神経がテントに接触する場所を画像上で
捉えることは重要である．本研究では，3T MR 装置にて 3D-CISS 法で撮像した
画像を用いて滑車神経に特化した適切な MPR 画像を作成することにより，全 52
本の滑車神経（全 26 症例）のすべてが同定可能であった（表 2−3）．さらに，ス
ライス厚を 0.25 mm に設定することにより，同定できる滑車神経の距離が長く
なることを示した．Choi らの報告では[11]，3T MR 装置にて 3D-CISS 法で撮像
した画像（スライス厚 0.25 mm）を用いたところ，滑車神経を確実に同定できた
割合は 98.4%と報告している．ただし Choi らの検討は前向き研究として行われ
2 名の神経放射線医の合議による滑車神経の同定が行われている．また Bunch
らは[8]，ルーチン検査として行われた 5 分以下の短い撮像時間で得られた MR
画像を用いて 3 名の放射線科医の合議により滑車神経の同定を行った結果，同
22

定率は 88%であることを後ろ向き研究として報告している．いずれの同定率も
本研究における結果と同等と考えられる．本研究は診療放射線技師による MPR
画像の作成および滑車神経の同定を試みた後ろ向き研究であることから，ルー
チン検査において滑車神経を同定できる可能性を示唆するものと考えられる．
	
  MRC の一手法である 3D-CISS 法は脳神経の描出には適した撮像法であり，脳
脊髄液を高信号にそれ以外を低信号に描出する．神経や血管などの構造物の周
りに脳脊髄液が存在することによって構造物を分離して捉えることができる．
すなわち，滑車神経，小脳テント，血管などの構造物の間に脳脊髄液が存在し
なければ，それらを分離して描出することは困難である．本検討では滑車神経
がテント切痕接触後の末梢側で同定できた症例はなかった．これは滑車神経が
テントに接触しながら前方に走行し硬膜を貫通する走行をとるためと考えられ
る．また，撮像条件 3 T-0.5 mm において滑車神経が脳槽内で一旦血管と接触し
た後は末梢側の滑車神経の走行を同定できなくなる症例があった（図 2−4）．ス
ライス厚を 0.25 mm にし部分体積効果による影響を抑えることにより神経と血
管の区別がつきやすくなるものと考えられる（図 2−6）．同定された滑車神経の
距離を計測した結果，
スライス厚 0.5 mm より 0.25 mm の方が有意に長くなった．
滑車神経は直径 0.7〜1.5 mm とされておりスライス厚 0.5 mm でもある程度の同
定は可能であると思われる．しかし，MPR による任意の断面を用いる場合には
スライス厚がより薄い方が画質の劣化が少ない再構成が可能であり，確実な同
定のためにスライス厚 0.25 mm の設定が適切であると考えられる．
	
  滑車神経に特化した MPR による再構成断面の作成においては，まず画像のグ
レースケール反転により神経を高信号に，脳脊髄液を低信号に表示させること
で神経の視認性を高くした．滑車神経の脳槽内の同定は，脳幹からの起始部で
ある PE または脳槽内遠位部の硬膜貫通部のどちらかを確認してから管状構造に
沿って同定をしていく．しかし，硬膜貫通部の直前の滑車神経はテント切痕と
接触しながら走行をするので画像では捉えることができない．したがって PE の
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同定が最初の重要な作業となる．そのため，滑車神経の走行に関する解剖学的
知識に基づいて，あらかじめ走行方向と脳幹から起始する部位を予想した上で
MPR 画像の回転軸・角度やスライス位置を調整する事が必要である．滑車神経
の走行を追う際には，走行の連続性を確保しながら MPR の回転軸・角度を変え
て観察し，滑車神経を追えなくなった時点でスライス位置を変えさらに回転角
度を少しずつ変える．これにより確実な PE の同定および滑車神経のより長い走
行の追跡が可能になると考える．滑車神経と血管が近接あるいは接触して区別
が難しい場合には，MRA の元画像を観察して血管を確実に識別した上で，滑車
神経の走行を少しずつ同定していく．MRA の元画像において血管は高信号，脳
脊髄液や脳神経は低信号に描出されるので，3D-CISS 法と対比させながら観察を
すれば神経と血管の識別を行うことが可能である．以上の MPR 画像の作成およ
び滑車神経の同定等に関わる作業は，滑車神経の走行に関する解剖学的知識を
習得し経験を積むことにより診療放射線技師が習熟することができ，ルーチン
検査として実施できるものと考えられる．
	
  本研究ではスライス厚を 1 mm 未満の非常に薄い設定（0.5 mm および 0.25 mm）
[15]としたため，画像の SNR は低い．特に撮像条件 3 T-0.25 mm では，ピクセル
サイズも小さく設定し撮像面内の分解能も高くしたことから他の撮像条件より
も SNR の低下は大きい（図 2−6）
．一般に，SNR が低い状態では CISS 法により
濃度分解能を高くした場合でも，神経のような微細な構造物の認識が悪くなり
同定が困難である．したがって SNR の担保は必須であり，そのための対応策と
して加算回数の増加や Parallel imaging の不使用などが考えられる．いずれも撮
像時間の延長につながり，ルーチン検査としての実施が困難になる．今回の検
討では，磁場強度 3 T の装置を用いてチャンネル数の多い受信コイル（32ch Head
Coil）を使用することによって SNR の低下を抑えた．その結果，非常に薄いス
ライス（0.25 mm）の高分解能な画像であるが，ある程度 SNR が保たれ，滑車
神経の良好な同定，および長い距離の計測が可能であったと考えられる．
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  本検討で用いた撮像条件 1.5 T-0.5 mm における症例では，滑車神経と脳幹の
軸がなす角度は平均で 95.0±6.4°であった．これは撮像における基準断面とした
AC-PC ラインと平行に近いものであり，撮像により得られる横断像（元画像）
において滑車神経の PE から REZ までの一部が線状に描出されている可能性が
高い条件であったといえる．MPR 画像の作成にあたり，まず元画像において滑
車神経と推測される構造物を探すことが重要である．滑車神経が元画像で線状
に見えていれば PE の確実な同定につながり，また MPR 画像の作成および滑車
神経の同定等に関わる作業の効率化も期待できる．撮像における基準断面を
AC-PC ラインに設定することは，滑車神経同定のための重要な条件の一つと考
える．
	
  本検討では，症例の背景因子や滑車神経の左右差については検討を行ってい
ない．また steady state 系のシーケンスのひとつである 3D-CISS 法は T2/T1 値の
コントラストを有しており[16]，造影剤を投与した場合に血管が造影され神経と
の判別が容易になる可能性がある．今後，滑車神経同定における造影剤の効果
を検討する必要があると考える．

2-5 結語
	
  3D-CISS 法を用いて高磁場装置（3 T）で薄いスライス厚（0.25 mm）の設定に
よる高分解能撮像を行い，滑車神経に特化した適切な MPR 画像を作成すること
により，滑車神経の走行をより長く同定できることが示唆された．ルーチン検
査において滑車神経をより確実に同定するための一手法となるものと考えられ
る．
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第 3 章	
  薄層スライス厚測定法の考案

3-1 緒言
	
  近年，MRI の高磁場化や傾斜磁場性能の向上により，Gradient Echo を用いた
Steady State 系シーケンスの最短 Repetition time（TR），最短 Echo time（TE）の
短 縮 化 が な さ れ ， 数 ミ リ 秒 で の TR ， TE 設 定 が 可 能 と な っ て お り 主 に
3-demensional（3D）撮像で臨床利用がされている[1]．3D 撮像は，人体構造を立
体的かつ詳細に把握をするための撮像法として有用性が確立しており[2−4]，脳
神経を始め心血管系や腹部病変など全身に応用されている[1]．特に脳槽内の血
管や神経などの微細な構造物を明瞭に描出する MRC の一つである 3D-CISS 法は，
スライス厚 1 mm 以下での撮像を行うことが可能となっている[5−8]．MRI によ
る 2D 撮像と 3D 撮像との違いは，k 空間が 2D か 3D かの違いということである
が，3D 撮像は，2D 撮像と比べてスライス間隔のない連続した薄いスライスの
データを取得することが可能である．2D 撮像と 3D 撮像の k 空間の充填例を図 3
−1 に記す．2D 撮像は，スライス選択における RF パルスの送信バンド幅は 1 ス
ライス分であり，得られたデータは 1 位相エンコードごとに位相方向に充填し
ていく．一つの k 空間が充填されると，共鳴周波数を変化させて隣のスライス
のデータを収集する．これを繰り返して，すべてのスライスのデータを収集す
る（図 3−1. a）．3D 撮像は，スライス選択における RF パルスの送信バンド幅は，
すべてのスライス分であり，スラブという広い範囲の励起を行う．スライスエ
ンコード傾斜磁場は，位相エンコード傾斜磁場と同じような働きをし，各スラ
イスはスライスエンコードで選択される[9]（図 3−1. b）．このため，2D 撮像とは
スライス特性が異なる．
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図 3−1	
  各撮像での k 空間充填方法．a）2D 撮像での k 空間充填方
法．1 スライスごとに k 空間を埋める．b）3D 撮像での k 空間充填方
法．3D 撮像ではスライス方向にもスライスエンコードを行い，各ス
ライスはスライスエンコードで選択される

	
  スライス厚の測定は MRI 装置の性能維持管理の目的で行われている．スライ
ス厚の評価法については，National Electrical Manufacturers Association（NEMA）
基準[10]や American Association of Physicists in Medicine（AAPM）報告[11, 12]に
よるスラブ法とウェッジ法が挙げられる．これらは，いずれも一般的にスライ
スプロファイルの full width at half maximum （FWHM）でスライス厚を評価する．
今回，標準的なスライス厚測定方法を 3D 撮像に適応し検討を行った．スラブ法
[10−13]は信号を生ずる薄い傾斜スラブ層を用いてスライスプロファイルを直接
取得する方法であり，AAPM 報告で設定スライス厚の 20％以下の厚さの傾斜ス
ラブ層を用いることが提唱されている．したがって薄層スライス厚の評価を目
的とした場合，技術的にファントム作成が困難であり Signal noise ratio（SNR）
の低下も考えられる[10, 13]．一方，ウェッジ法は，信号を生ずる物質にアクリ
ルなどの傾斜板を直接接触させ，傾斜面から取得された edge response function
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（ERF）の数値微分よりスライスプロファイルを取得する[10, 11, 14−16]．ウェッ
ジ法はスラブ法に比べ，より薄いスライス厚測定に対応でき，ファントムを作
成する上でスラブ法に比べ制限がない．しかし数値微分を用いることでスライ
スプロファイルの SNR の低下がおこり，1 mm 未満の薄層のスライス厚測定に
適応することは困難である[16]．現時点では 1 mm 未満のスライス厚を適確に評
価する方法はなく，新たな手法の開発が必要と考える．
	
  本研究では，ウェッジ法において ERF の数値微分による SNR の低下を防ぐた
めに，非線形のフィッティングカーブを ERF に適用した方法（改良ウェッジ法）
を考案する．改良ウェッジ法の基本原理は，2D 画像のスライス厚測定に用いら
れている従来のウェッジ法と同様である．まず，改良ウェッジ法により測定し
た 2D 画像のスライス厚（5 mm および 3 mm）と，従来のスラブ法およびウェッ
ジ法により得られたスライス厚を比較することにより考案法の妥当性を検証し
た．次に，考案法を用いて 3D-CISS 法により得られた 3D 画像のスライス厚（0.5
mm および 0.25 mm）の測定を行った．

3-2 方法
3-2-1	
  使用機器
	
  使用した MRI 装置はシーメンス社製の静磁場強度が 3 T の Magnetom Verio で
あり，使用コイルは 12Ch ヘッドコイルとした．使用ファントムは，スラブ法の
測定には，PHILIPS 社製 MRI 装置付属の傾斜板ファントム（図 3−2）を用いた
（これをスラブファントムとした）．ウェッジ法および改良ウェッジ法の測定に
は，日興ファインズ社製の 90−401 型ファントム（図 3−3）を用いた（これをウェッ
ジファントムとした）．これらのファントムは，スラブ法およびウェッジ法にお
いて用いられる典型的なものである．スラブファントムは直径約 200 mm，高さ
50 mm の円柱状の形状をしており，内部には信号を発生しない素材で作られた 2
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つのくさび状の傾斜板が傾斜角 11.3°にて向かい合わせで 1 mm 離れて配置され，
並列に 2 組相対している．

図 3−2	
  スラブファントムの外観

図 3−3	
  ウェッジファントムの外観
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この傾斜板の 1 mm の間には硫酸銅が封入されている．硫酸銅の T1 値および T2
値を実験により測定したところ，それぞれ 420 ms，340 ms であった．並列して
いるうちの片側のくさび状の傾斜板の図を示す（図 3−4）．

図 3−4	
  スラブファントムの内部配置とスラブ角度

ウェッジファントムは，直径 230 ｍｍ，高さ 250 mm の円柱状であり，内部に
は信号を発生しない傾斜角 15°のくさび状の物質と PVA ゲルが接触した構造と
なり，並列に 2 組相対して配置されている．PVA ゲルの T1 値および T2 値は，
測定実験によりそれぞれ 785 ms，140 ms であった．並列しているうちの片側の
くさび状の傾斜板の図を示す（図 3−5）．

図 3−5 ウェッジファントムの内部配置とウェッジ角度
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3-2-2 スライス厚の測定方法
3-2-2-1 スラブ法
	
  スラブ法によるスライス厚測定は，NEMA 基準に明示されている標準的な方
法で行った[10−12]．図 3−4 に示す横断像を用いて，x 軸に沿った信号強度プロ
ファイル曲線をスライスプロファイルとして得る．スライスプロファイルから
FWHM を求める．スライス平面（xy 平面）の y 軸回りの回転誤差（θ）は以下の
式（1）から求めた．

	
  𝜃 =

!"#!!

!! !  !! !"#(!!)
!! !!!

（1）

!

ここで，
w1 と w2 は 2 組相対しているスラブ（図 3−4）それぞれから求めた FWHM，
α はスラブの傾斜角（11.3°）である．スライス厚は，以下の式（2）から算出
される．
	
  Slice thickness＝w1× tan (α＋θ )

（2）

3-2-2-2 ウェッジ法
	
  ウェッジ法によるスライス厚測定は，NEMA 基準に明示されている標準的な
方法で行った[10, 11, 16]．図 3−5 に示す横断像を用いて，x 軸に沿った信号強度
プロファイル曲線を ERF として得る．ERF を数値微分（差分）処理することに
よりスライスプロファイルを得る．スライスプロファイルから FWHM を求める．
スラブ法における式（1）を用いてスラブ法同様に y 軸回りの回転誤差（θ）を求
め，式（2）からスライス厚を算出する．ただし，式（2）における w1 と w2 は 2
組相対しているウェッジそれぞれから求めた FWHM，α はウェッジの傾斜角
（15°）である．
3-2-2-3 改良ウェッジ法
	
  ウェッジファントムと撮像スライスとの位置関係を図 3−6. a に示す．
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図 3−6	
  改良ウェッジ法．a）ウェッジファントムとスライスとの位
置関係．b）スライス特性が理想的な矩形である場合の ERF を想定
したランプ関数 f(x)．c）ボケを表すガウス関数 g(x)．d）f(x)と g(x)
の重畳積分

スキャン平面を xy，スライス方向を z とする．撮像された MR 画像（スキャン
平面）における x 軸方向の信号強度プロファイルを ERF として得る．スライス
特性が理想的な矩形である場合，ERF は図 3−6. b に示すランプ関数の形状とな
る．すなわち，理想的な形状の ERF（f(x)）として以下の式（3）で表されるも
のとする．
𝑏                                          𝑥 < 𝑥!

	
 

!!!

	
  𝑓 𝑥 =        !

	
 

! !!!

𝑥+

!!! !!!!
!! !!!

                𝑥! ≤ 𝑥 ≤ 𝑥!

𝑎                                          𝑥! < 𝑥
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（3）

ここで，a は信号を発生する PVA ゲルにおける画像上での信号強度であり，b
はくさび状の物質における信号強度である．くさび状の物質は信号を発生しな
い材料で作成されているが，画像上では低値の信号強度（オフセット）を持つ
ことから，b はそれを表す値として設定する．スライス特性は実際には理想的な
矩形ではないことから，スライス特性によって f(x)がボケることにより，ERF の
形状が生成されると仮定する．ボケを表す関数として次式（4）のガウス関数を
用いる（図 3−6. c）．

	
  𝑔 𝑥 =

!
!!  !

!  

e

!!
!!!

（4）

ここで w はガウス関数の半値幅を規定するパラメータである．一般的な画像生
成系の数学モデルに基づき[17]，f(x)を被写体関数，g(x)を伝達関数と考え，次式
（5）に示すように，f(x)と g(x)との重畳積分（合成積）によって ERF が生成さ
れると仮定する（図 3−6. d）．
	
  ERF(𝑥) = 𝑓 𝑥 ∗ 𝑔 𝑥

（5）

ここで，*は重畳積分を表す．合成積 ERF(x)は 5 つのパラメータ x1，x2，a，b，
w によって算出される．ERF(x)が，実測した ERF データにフィットするように
最小二乗法によって 5 つのパラメータの値を決定する．得られたフィッティン
グカーブに対して，従来のウェッジ法と同様に微分処理を行い，スライスプロ
ファイルを得て FWHM を求める．y 軸回りの回転誤差についての補正を行いス
ライス厚を算出する．

3-2-3 撮像条件および解析ソフトウェア
	
  撮像条件を表 3−1 に示す．測定スライ厚は，5 mm，3 mm と薄層スライス厚と
して 0.5, 0.25 mm とした．スライス厚 5 mm の測定では，NEMA 基準書や AAPM
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報告に従い[10−12]，2D の Spin Echo（SE）法を用いた．TR はファントム内容物
質の T1 値の 3 倍以上である 3000 msec としマルチスライスモードを用いてスラ
イス枚数を 3 枚とした．スライスギャップはプロファイルの中心間距離が測定
スライス厚の 2 倍となるように設定した．

表 3−1	
  各スライス厚測定におけるパルスシークエンスと撮像条件
Slice thickness (mm)
5

3

0.5

0.25

Sequence

Spin echo

Spin echo

3D-CISS

3D-CISS

TR (ms)

3000

470

8.35

9.95

TE (ms)

7

7

3.56

4.48

Flip angle (º)

85

85

33

33

Field of view (mm)

320

230

80

80

320×320

256×256

256×256

320×320

1.00

0.90

0.31

0.25

Number of excitation

1

5

3

4

Number of slices

3

3

60

60

Slice gap (mm)

5

3

...

...

16:30

10:04

25:41

71:45

Matrix
Pixel size (mm)

Acquisition time (min:s)

3D-CISS three-dimensional constructive interference in steady state
TR repetition time
TE echo time
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スライス厚 3 mm の測定も同様に NEMA 基準書や AAPM 報告に従ったが，TR
については臨床で使っている 470 msec とした．TE はいずれも臨床で用いている
7 msec とした．0.5 mm と 0.25 mm のスライス厚測定では 3D-CISS 法を用いた．
スライスプロファイルの測定に利用されるピクセル数が多くなるように，Field
of view（FOV）を小さく設定した．薄層スライス厚および小 FOV の設定による
SNR の低下を補うために加算回数を増加させた．
	
  撮像された画像におけるスライスプロファイル（スラブ法）や ERF データ
（ウェッジ法および改良ウェッジ法）の取得は，アメリカ国立衛生研究所
（National Institutes of Health:NIH）で開発されたフリーウェアの画像解析ソフト
ImageJ を用いた．スライスプロファイルおよび ERF からのスライス厚の算出に
は，表計算ソフトウェア Excel（Microsoft 社）を用いた．改良ウェッジ法で必要
となるカーブフィッティングは，Excel の拡張機能であるソルバーを用いて行っ
た．

3-2-4 各スライス厚でのスライス厚測定
3-2-4-1 スライス厚 5 mm および 3 mm
	
  スライス厚 5 mm で撮像したスラブファントムの画像を図 3−7 に示す．

図 3−7	
  スラブファントム画像
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図に示した 10 本のスライスプロファイル（Profile 1−10）は相対したくさび状の
傾斜板の片方から収集し，Profile 1’−10’はもう片方から収集した．スライス厚は
それぞれの Profile の組合せ（Profile 1 と 1’，Profile 2 と 2’，．．．Profile 10 と 10’）
から測定した．得られた計 10 個のスライス厚データを平均した．また，Profile 1
−10 と Profile 1’−10’をそれぞれ平均し，それを一組の Profile として用いること
によりスライス厚を算出した．ウェッジ法と改良ウェッジ法においても同様に，
10 本の Profile（すなわち ERF）を収集し（図 3−8）スライス厚を算出した．

図 3−8	
  ウェッジファントム画像

	
  スライス厚 3 mm で撮像したスラブファントムの画像を用いて，図 3−7 に示す
方法と同様に 10 本のスライスプロファイル（Profile 1−10 および Profile 1’−10’）
を収集した．Profile 1−10 と Profile 1’−10’をそれぞれ平均し，それを一組の Profile
として用いることによりスライス厚を算出した．ウェッジ法と改良ウェッジ法
においても同様にスライス厚を算出した．
3-2-4-2 スライス厚 0.5 mm および 0.25 mm
	
  3D-CISS 法を用いてスライス厚 0.5 mm でウェッジファントムを撮像した 60
スライスの画像から，相対する 2 つのウェッジが交差する点に近い連続した 20
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スライスを選択した（これをスライス番号 1−20 とする）．スライス番号 11 の画
像を図 3−9 に示す．図に示した 57 本の ERF プロファイル（Profile 1−57）を片方
のウェッジ法より収集し，もう片方からもの 57 本（Profile 1’−57’）の ERF を収
集した．得られた Profile 1−57 と Profile 1’−57’をそれぞれ平均し一組の ERF と
して用いて，改良ウェッジ法によりスライス厚を算出した．同様に他の全スラ
イスについてもスライス厚を算出し，計 20 個のスライス厚のデータを得た．ま
た，スライス厚のばらつきを調べるために変動係数を求めた．

図 3−9	
  0.5 mm 厚のウェッジファントム画像

スライス厚 0.25 mm の画像を用いて，同様にスライス厚の測定を行った．ただ
し，スライス厚 0.25 mm の画像は 0.5 mm 厚の画像よりもピクセルサイズを小さ
く設定したため（表 3−1），取得できる ERF プロファイルの本数を 73 本に増加
させた（図 3−10）．
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図 3−10	
  0.25 mm 厚のウェッジファントム画像

3-3 結果
3-3-1 スライス厚 5 mm および 3 mm
	
  改良ウェッジ法において，ERF データにフィッティングを行った結果を図 3−
11 に示す．フィッティングカーブの ERF データへの適合は非常に良いことがわ
かる．スライス厚 5 mm の測定における，スラブ法，ウェッジ法，改良ウェッジ
法による結果を図 3−12 に示す．従来のウェッジ法では測定に用いるプロファイ
ル（1−10）によって得られるスライス厚がスラブ法に比べ大きく変動した．改
良ウェッジ法では，プロファイルによるスライス厚の変動はスラブ法と同程度
であった．各プロファイルから得られたスライス厚の平均は，スラブ法，ウェッ
ジ法および改良ウェッジ法それぞれにおいて，5.27±0.02，5.27±0.12，5.24±0.03
mm であった．改良ウェッジ法と他の測定法による結果との差異は非常に小さく
（0.03 mm 以下），設定スライス厚 5 mm の 0.6%以下であった．
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図 3−11	
  改良ウェッジ法におけるスライス厚 5 mm の ERF データに
フィッティングを行った一例

図 3−12	
  各スライス厚測定法におけるスライス厚 5 mm のスライス
厚測定結果
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また，10 本のプロファイルを平均して一組のプロファイルとして用いてスライ
ス厚を算出した結果は，スラブ法，ウェッジ法および改良ウェッジ法それぞれ
において，5.27，5.26，5.24 mm であった．改良ウェッジ法と他の測定法による
結果との差異は非常に小さかった（0.03 mm 以下）．
	
  スライス厚 3 mm の画像から得られた 10 本のプロファイルを平均して一組の
プロファイルとして用いてスライス厚を算出した結果は，スラブ法，ウェッジ
法および改良ウェッジ法それぞれにおいて，3.24，3.20，3.19 mm であった．改
良ウェッジ法と他の測定法による結果との差異は非常に小さく（0.05 mm 以下），
設定スライス厚 3 mm の 1.7%以下であった．

3-3-2 スライス厚 0.5 mm および 0.25 mm
	
  改良ウェッジ法によるスライス厚 0.5 mm の測定において，ERF データに
フィッティングを行った結果を図 3−13. a に示す．ERF の形状は傾斜部分の両側
に Gibbs リンギングアーチファクトがみられるが，フィッティングカーブはその
変動成分を除いた ERF 全体の形状によく適合していることがわかる．ERF デー
タおよびフィッティングカーブそれぞれの微分処理によって得られたスライス
プロファイルカーブを図 3−13. b, c に示す．ERF から得られるスライスプロファ
イルは SNR が低く，FWHM の決定が困難であることがわかる．これに対して，
フィッティングカーブから得られたスライスプロファイルを利用することによ
り正確な FWHM の算出が可能である．同様に，スライス厚 0.25 mm の測定にお
ける結果を図 3−14 に示す．0.5 mm における結果と同様に，フィッティングカー
ブから得られたスライスプロファイルを用いることで FWHM の正確な決定が可
能であることがわかる．図 3−13. a および図 3−14. a に示すフィッティングカーブ
における 5 つのパラメータの値を表 3−2 に示す．
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図 3−13	
  改良ウェッジ法による 0.5 mm 厚の ERF データ．a）ERF
データにフィッティングを行った結果．b）ERF データでの微分結果．
c）フィッティングデータでの微分結果
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図 3−14	
  改良ウェッジ法による 0.25 mm 厚の ERF データ．a）ERF
データにフィッティングを行った結果．b）ERF データでの微分結果．
c）フィッティングデータでの微分結果
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表 3-2	
  フィッティングパラメータの値（図 3−13. a および図 3−14. a
の結果における値）

Slice thickness

Fitting parameters
x1

x2

a

b

w

0.5 mm

-0.955

1.126

344.9

27.5

0.242

0.25 mm

-0.400

0.500

1738.1

583.5

0.144

	
  改良ウェッジ法によるスライス厚 0.5 mm の測定において，各スライス画像か
ら算出したスライス厚の結果を図 3−15 に示す．スライス厚は平均で 0.543±0.007
mm で，設定スライス厚よりも 8.6%厚い結果となった．スライスによるばらつ
きは小さく，変動係数は 1.2%であった．同様に，スライス厚 0.25 mm の測定に
おける結果を図 3−16 に示す．スライス厚は平均で 0.247±0.015 mm で，設定ス
ライス厚よりもわずかに薄い（-1.2%）結果となった．変動係数は 5.9%であり，
0.5 mm の測定におけるばらつきよりもやや大きくなった．
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図 3−15	
  改良ウェッジ法のスライス厚 0.5 mm の測定結果．各スラ
イス画像から算出したスライス厚

図 3−16	
  改良ウェッジ法のスライス厚 0.25 mm の測定結果．各スラ
イス画像から算出したスライス厚
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3-4 考察
	
  スライス厚の測定を目的とする場合，正確な信号強度プロファイルを取得す
るために十分に高い SNR を持った画像の撮像が行われる[10−12]．1 mm 未満の
非常に薄いスライス厚の測定においても，ウェッジファントムを用いてある程
度の SNR を保った ERF データの取得は可能である（図 3−13. a，図 3−14. a）．し
かし，ウェッジ法は ERF の微分処理が必要であるため，わずかな雑音の影響に
よりスライスプロファイルの SNR は大きく低下する（図 3−13. b，図 3−14. b）．
そこで，微分処理の前段階で ERF データにカーブフィッティングを行い雑音の
影響を抑えることで，その後の微分処理による SNR の低下の改善を図った．こ
れにより，1 mm 未満のスライス厚測定においても正確なスライスプロファイル
の取得が可能であると考えられる．
	
  スライス厚 5 mm および 3 mm の測定において，改良ウェッジ法により算出さ
れたスライス厚は従来の標準的な測定法（ウェッジ法，スラブ法）による値と
同等な値であった．この結果は改良ウェッジ法の妥当性を示すものである．さ
らに，従来のウェッジ法はスライス厚 5 mm の測定において，取得されるプロ
ファイルによる変動が大きいことが確認さた（図 3−12）．標準的なスライス厚
（3～5 mm）の測定においても画像の SNR が十分に高いものではない場合には，
ウェッジ法よりも改良ウェッジ法による測定が適するものと考えられる．
	
  NEMA 基準や AAPM 報告でのスライス厚測定は，2D 撮像で行うことを前提
としている[10−12]．2D 撮像におけるスライス選択は，Radio Frequency（RF）に
よる選択的な励起により行っている．3D 撮像では，スライス方向における位相
エンコードによりスライス選択が行われる．3D 撮像により得られた画像に対す
るスラブ法やウェッジ法によるスライス厚測定に関する検討は，著者の知る限
り吉田ら[18]による報告以外はない．吉田らは 3D 画像のスライスプロファイル
を評価するための特異的な条件についての考察を行っている．本研究で考案し
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た改良ウェッジ法は，原理的には従来の 2D 画像を対象としたウェッジ法と同様
である．
スライスプロファイルから FWHM を求める処理において，従来のウェッ
ジ法よりも改良ウェッジ法が優れることを示したものであり，3D 画像に特化し
た手法ではない．
	
  3D 撮像で得られたスライス厚 0.5 mm および 0.25 mm の画像における ERF の
形状にはリンギングアーチファクトが見られた（図 3−13. a，図 3−14. a）．このアー
チファクトは，3D 撮像のスライス選択で用いられる位相エンコード数が少ない
ことによって起こる．スライス厚を変えずに位相エンコード数のみを増加（ス
ラブ厚を増加）させた場合には，リンギングアーチファクトは低下する．すな
わち，アーチファクト成分はスライス厚には依存しないものであり，スライス
厚測定においては不要な成分であると考えられる．改良ウェッジ法における
ERF データへのフィッティングは，ランプ関数とガウス関数の形状に基づいて
いることから（図 3−6），リンギングアーチファクトのような細かな変動に適合
するものではなく，ERF 全体の大きな変化パターンを表す曲線となる．その結
果，図 3−13. b および図 3−14. b に示すように，リンギングアーチファクト成分
を除いた ERF 全体の変化パターンがフィッティングにより表されていると考え
られる．すなわち，提案したフィッティング関数はリンギングアーチファクト
含む ERF データにも適用可能であり，スライス厚測定に必要な ERF の形状を適
確に表現できるものと考えられる．さらに，改良ウェッジ法によるスライス厚
0.5 mm および 0.25 mm の測定において，各スライス画像による変動は小さいこ
とが示された（図 3−15，図 3−16）．しかし，スライス厚 0.25 mm の測定におけ
る変動は 0.5 mm の測定よりもやや大きくなる傾向がみられた．1 mm 未満のス
ライス厚測定においては，多数のスライス画像からスライス厚を算出し平均す
ることによって信頼性の高い測定が実現できるものと考える．
	
  3D-CISS 法を用いてスライス厚を 0.5 mm および 0.25 mm に設定した場合，実
効スライス厚はそれぞれ 0.543 mm，0.247 mm となることが確認された．いずれ
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も設定スライス厚の 10%未満の差異であり許容誤差に収まると考えられる[12,
19, 20, 21]．
	
  考案した改良ウェッジ法の妥当性は，スライス厚 5 mm と 3 mm の測定におい
て従来のスラブ法やウェッジ法との比較により確認された．0.5 mm および 0.25
mm の測定については，現時点では適用できる測定法が他に存在しないことから
改良ウェッジ法の直接的な検証は行えない．また，スライス厚 0.25 mm の測定
においてスライスプロファイルの FWHM を算出する際に必要とされるピクセル
数（NEMA 基準と AAPM 報告から推奨では 6 ピクセル以上）を満たすことがで
きなかった（図 3−14. b）．今回の設定（表 3−1）では画像の SNR の低下を改善
するために加算回数を 60 回としたため，撮像時間は 71 分 45 秒を要する．ピク
セルサイズをより小さくするためには，さらなる加算回数の増加（撮像時間の
延長）が必要となる．改良ウェッジ法により 1 mm 未満のスライス厚の測定は可
能であることが示されたが，条件設定における制限やデータ解析の煩雑さなど
があり，測定は容易なものではないと思われる．

3-5 結語
	
  ウェッジ法における微分処理前の ERF データにカーブフィッティングを行い，
SNR の高いスライスプロファイルを得る改良法を考案した．この改良ウェッジ
法の妥当性は，スライス厚 5 mm と 3 mm の測定において従来の標準的なスラブ
法やウェッジ法との比較により確認された．3D-CISS 法により撮像されたスライ
ス厚 0.5 mm と 0.25 mm の画像のスライス厚測定において，ERF データへのカー
ブフィッティングは良好であり，得られたスライス厚は用いたスライス画像に
よる変動は少なかった．改良ウェッジ法を用いて複数のスライス画像から得た
スライス厚を平均することによって，1 mm 未満の薄いスライス厚についても信
頼性の高い測定が可能であることが示唆された．
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第 4 章	
  結論

	
  滑車神経は Transtentorial approach を行う外科的な操作において指標となり，
テント切痕に近接して走行するため，テント切痕を切開するような場合は損傷
されやすい．術前に画像上で滑車神経がテントに接触する場所を捉えておこく
ことは非常に重要である．また，滑車神経麻痺等の病態の解明の一助ともなり
うるため滑車神経を画像で描出する意義は大きい．
	
  本研究は，3D-CISS 法による高空間分解能 MRI を用いて滑車神経の同定に特
化した MPR 画像の作成を行い，滑車神経の同定に適する撮像条件について検討
することを目的とした．脳神経の中で最も細い滑車神経の描出には非常に薄い
スライス厚の設定が必須であり，0.5 mm および 0.25 mm のスライス厚を用いた．
このような薄いスライス厚の信頼性についての検討が必要であるが，現時点で
は 1 mm 未満の薄いスライス厚を測定できる方法は存在しない．そこで本研究で
は，従来のスライス厚測定法であるウェッジ法を改良することにより薄いスラ
イス厚測定への適用を図った．
	
  第 1 章では，本研究の背景，意義および目的を述べた．高分解能 MRI による
中枢神経領域における脳槽内の微細な血管や神経などの画像化について，およ
び従来の標準的な MR 画像のスライス厚測定法について概説した．そして，本
研究の目的および論文の構成について述べた．
	
  第 2 章は，高分解能 3D-CISS MRI により滑車神経の同定に適する撮像条件（主
に磁場強度とスライス厚）について後ろ向き研究により検討することを目的と
した．滑車神経の同定のための指導を受けた診療放射線技師 2 名が，滑車神経
の同定に特化した断面の MPR 画像の作成を試みた．対象は計 40 名の左右の滑
車神経（80 本）である．滑車神経の同定率は，1.5 T 装置を用いた場合に比べ 3 T
の方が有意に高い結果であった．同定された滑車神経の距離を計測した結果，3
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T ではスライス厚 0.25 mm の方が 0.5 mm 厚よりも有意に長くなり，またスライ
ス厚 0.5 mm では，1.5 T よりも 3 T の方が有意に長くなった．3D-CISS 法を用い
て 3 T 装置で，スライス厚 0.25 mm の設定による高分解能撮像を行い，滑車神経
に特化した適切な MPR 画像を作成することにより，滑車神経の走行をより確実
に，より長く同定できることが示唆された．
	
  第 3 章では，スライス厚測定法であるウェッジ法において ERF の数値微分に
よる SNR の低下を防ぐために，非線形のフィッティングカーブを ERF に適用し
た方法（改良ウェッジ法）を考案した．スライス厚 5 mm と 3 mm の測定におい
て，改良ウェッジ法によって算出されたスライス厚は従来の標準的なスラブ法
やウェッジ法による値とほぼ一致することから，改良ウェッジ法の妥当性が認
められた．3D-CISS 法により撮像されたスライス厚 0.5 mm と 0.25 mm の画像の
スライス厚測定において，ERF データへのカーブフィッティングは良好であり，
得られたスライス厚は用いたスライス画像による変動は少なかった．改良
ウェッジ法を用いて複数のスライス画像から得たスライス厚を平均することに
よって，1 mm 未満の薄いスライス厚についても信頼性の高い測定が可能である
ことが示された．
	
  本研究結果より，3D-CISS 法を用いてスライス厚を 0.5 mm および 0.25 mm に
設定した場合，実効スライス厚はそれぞれ 0.543 mm，0.247 mm となることが確
認された．いずれも設定スライス厚の 10%以下の差異であり，スライス厚の精
度は高いことが示された．滑車神経の撮像条件として設定したスライス厚 0.5
mm および 0.25 mm の信頼性が確認できた．滑車神経の同定には，3D-CISS 法を
用いて高磁場（3 T）および高分解能（スライス厚 0.25 mm）の条件で撮像を行
い，滑車神経に特化した適切な MPR 画像を作成することにより，滑車神経の走
行をより確実に，より長く同定できることが明らかとなった．ルーチン検査に
おいて滑車神経をより確実に同定するための一手法となるものと期待される．
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