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要旨
　常磁性物質と反磁性物質の定性的検討において、2D─GRE 法による T2＊WI や Susceptibility weight-

ed image：SWI は磁化率に鋭敏なシーケンスを用いることで、有用であることが報告されている。特

に SWI は薄いスライス画像で空間分解能に優れた画像なため、2D─GRE 法による T2＊WI に比べ磁化

率の相違がより強調され有用であると言われている。そこで SWI の MPR 画像を用いて 3 次元的に視

覚化すると常磁性物質と反磁性物質の鑑別についてさらに容易であり有用な可能性が示唆された。ま

た、SWI における位相マスク処理の前後の画像の MPR 画像を 3 次元的に視覚化することで、位相画像

のみならず強度画像においても鑑別ができる可能性が示唆された。

序論
　常磁性物質と反磁性物質の MR 画像法による定性的検討では、1996 年に山田らが 2D─GRE 法を用い

て関心領域の中心部における位相シフトによって解析している1）。その後、2006 年に A Deistung らは

磁化率強調画像（susceptibility weighted image：SWI）を用いて脳内の常磁性物質と反磁性物質の描

出法を報告し2）、さらに 2008 年には GUIBOLD ソフトウエアを開発し、3 次元方向の磁化率強調画像

解析を行い脳内の常磁性物質と反磁性物質の鑑別に有用であることを報告している3）。

　我々は本論文において SWI の MPR 画像を用いて、3 次元的に可視化することで常磁性物質と反磁性

物質の定性的評価がさらに容易になるか否かの評価を行った。解析法は山田らと同様で、位相画像にお

けるプラス方向の位相変化を反磁性、マイナス方向の位相変化を常磁性とし、さらに SWI における位

相マスク処理の効果を 3 次元的に可視化し、評価した。

1．使用機器
　MRI 装置は東芝メディカルシステムズ株式会

社製 1.5T MRI 装置 EXCELART Vantage pow-

ered by Atlas を使用した。受信コイルは Atlas 

SPEEDER ヘッドを用いた。常磁性ファントム

は、90［mg/l］（1.6［mmol/l］）に希釈した SPIO

（superparamagnetic iron oxide）と 2％ 寒天を、

球状ポリプロピレン（PP）材質の容器（φ 10 

mm）に満たしたものを用いた。反磁性ファント

ムは球状の鉛（φ 10 mm）を用いた。そして両者

のファントムを蒸留水で満たした容器内に糸で吊

るした。

2．シーケンスとマスク処理
2．1　シーケンス
　撮像法は FSBB（Flow sensitive black blood）、

撮像シーケンスは FE3D、撮像パラメータは

TR/TE＝50 ms/40 ms、FA＝20°、SPEEDER 

factor＝2.0、b─value＝4　スライス厚＝1.5 mm、

FOV＝22×22 cm、マトリクス＝320×320 であ

る。

　FSBB は T2＊強調コントラストの FE3D シー
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ケンスに、弱い MPG（motion probing gradient）

を加えたシーケンスである4）。これによって T2＊

強調コントラストに加えて、動静脈とも血流信号

をディフェーズさせ black blood として描出させ

る特徴がある。

　なお、本実験では静止したファントムで行って

いるため、FSBB の MPG による flow の影響は

関係なく、磁化率強調（T2＊）効果をみている。

2．2　マスク処理
　磁化率強調画像作成の位相マスク処理は、オフ

ラインにて Haacke らの方法に準じて行った5）6）

（Fig. 1）。撮像により得られた位相画像とローパ

スフィルターとの差分位相により、バックグラウ

ンドの成分である高周波成分のみの位相画像を得

た。その位相画像に常磁性側に相当する負位相を

有する部分を低減させる非対称マスクを用い、撮

像により得られた強度画像（FSBB 画像）データ

に 4 回掛け合わせをした。最後に minIP 処理を

行った。

Fig. 1　オリジナル位相画像⒜から低周波成分の
み含んだ位相画像⒝を差分し高周波成分のみ含ん
だ位相差分画像⒞を作成する。⒞に位相変化量

（－π～π）を 1～0 の値に変換した負の位相マス
ク処理を行い、負の位相マスク像⒟を FSBB ⒠
に 4 回掛け合わせた後、最小値投影法（minIP）
による再構成画像を作成した⒡。

3．検討方法
3．1　常磁性物質と反磁性物質の位相シフト
　高周波成分のみの位相画像を MPR により、冠

状断像と矢状断像に再構成した。そして、常磁性

ファントムと反磁性ファントムの位相シフトを調

べた。山田らは関心領域の中心部の位相シフトに

よって解析を行っているが1）、我々は MPR によ

り関心領域の静磁場方向と静磁場と垂直方向の先

端の位相シフトの解析を行った。

3．2　SWI の位相マスク処理効果の視覚化
　位相マスク処理を行う前の強度画像（FSBB）

と位相マスク処理によって得られた磁化率強調画

像を比較・検討した。検討内容は両者の横断像

と、MPR による冠状断像・矢状断像において関

心領域の静磁場方向・静磁場と垂直方向の径を測

定した。なお測定は株式会社 Zaio 製のワークス

テーションを使用し、profile curve の半値幅

（full width at half maximum; FWHM）を測定し

3 回の平均値を採用した。

4．結果
4．1　常磁性物質と反磁性物質の位相シフト
　常磁性ファントムと反磁性ファントムの位相画

像（高周波成分のみ）を Fig. 2 に示す。常磁性フ

ァントムでは静磁場と垂直方向の辺縁が高信号と

なり正位相を示したが、静磁場方向の先端は低信

号となり負位相を示した。一方、反磁性ファント

ムでは静磁場と垂直方向の先端が低信号となり負

位相を示したが、静磁場方向の先端は高信号とな

り正位相を示した。

4．2　SWI の位相マスク処理効果の視覚化
　常磁性ファントム、反磁性ファントムの強度画

像（FSBB）と磁化率強調画像を Fig. 3─4 に示す。

今研究では、位相マスク処理として常磁性側に相

当する負位相を有する部分を低減させる非対称マ

スクを用い、両者を比較すると、位相マスク処理

によって常磁性ファントムでは静磁場方向の径が

大きくなり、低信号領域の強調が可視化された。
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一方、反磁性ファントムでは静磁場と垂直方向の

径が大きくなり低信号領域の強調が可視化され

た。

Fig. 2　常磁性ファントムと反磁性ファントムの
位相画像（高周波成分のみ）
常磁性ファントムでは静磁場と垂直方向（X 軸・
Y 軸方向）の辺縁が高信号となり正位相を示した
が、静磁場方向（Z 軸方向）の先端は低信号とな
り負位相を示した。一方、反磁性ファントムでは
逆の傾向を示した。
⒜常磁性ファントムの Ax 像、⒝反磁性ファント
ムの Ax 像
⒞常磁性ファントムの Sg 像、⒟反磁性ファント
ムの Sg 像

Fig. 3　常磁性ファントムの強度画像（FSBB）
と磁化率強調画像
常磁性ファントムでは負の位相マスク処理によ
り、Ax 像（X 軸・Y 軸方向）では変化がなかっ
た。Sg 像において静磁場方向（Z 軸方向）の径
が大きくなった。
⒜強度画像（FSBB）の Ax 像、⒝磁化率強調画
像の Ax 像
⒞強度画像（FSBB）の Sg 像、⒟磁化率強調画
像の Sg 像

Fig. 4　反磁性ファントムの FSBB と位相マスク
処理後の FSBB
反磁性ファントムでは、負の位相マスク処理によ
り静磁場と垂直方向（X 軸・Y 軸方向）の径が大
きくなったが、静磁場方向（Z 軸方向）では変化
がなかった。
⒜強度画像（FSBB）の Ax 像、⒝磁化率強調画
像の Ax 像
⒞強度画像（FSBB）の Sg 像、⒟磁化率強調画
像の Sg 像

5．考察
5．1　常磁性物質と反磁性物質の位相シフト
　山田らの解析結果では反磁性物質の横断像の中

心部は正位相を示したが、今研究では辺縁を解析

し横断像の辺縁は負位相を示す結果を得た。ま

た、MPR による冠状断像・矢状断像の解析を加

えることで、静磁場方向の位相シフトについても

検討することができ、常磁性物質の静磁場方向の

先端では負位相を示す結果を得ることができた。

今研究では、1.5 mm スライス厚の連続画像が得

られ磁化率の平均化（ボクセル効果）が少なく、

さらに 2D─GRE 法と比べ磁化率効果に鋭敏なシ

ーケンスを用い、磁化率効果を強調する位相マス

ク処理を用いる SWI に着目したため、辺縁部の

位相についても明瞭に描出され解析できたと考え

られる。Deistung らも GUIBOLD を用いた SWI

の 3 次元処理で脳内の常磁性物質と反磁性物質の

判別を行っている3）。そして、これらの解析によ

って SWI の位相画像（高周波成分のみ）は常磁

性物質と反磁性物質の鑑別についてより精度の高

いものであり、MPR によりさらに容易に行うこ

とができると示唆された。さらに、minIP 表示が
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行われているため、複数の撮像スライスの中で最

も大きい位相シフトが表示され、2D─GRE 法に

よる T2＊WI に比べ磁化率の相違がより強調され

ていることがわかった。

5．2　SWI の位相マスク処理効果の視覚化
　今研究では、強度画像（FSBB）と磁化率強調

画像の位相マスク処理の前後の MPR 画像を比較

することによって、位相画像のみならず強度画像

においても常磁性物質と反磁性物質の定性的検討

を 3 次元的に行うことができた。A Deistung ら

は SWI の 3 次元処理により磁性物質による位相

の変動の相違を位相画像において可視化してい

る3）。本研究では強度画像と SWI の対比をする

ことにより強度画像においても常磁性物質と反磁

性物質の判別が容易になることが示された。さら

に SWI で行われる位相マスク処理の効果を視覚

化することでき、常磁性物質では位相マスク処理

によって静磁場方向の低信号領域が強調され、磁

性物質の描出されるスライス数が増加するため、

位相マスク処理によって描出能が向上する可能性

が考えられる。

5．3　臨床応用
　臨床応用として、ファントムによる定性的検討

と同様の検討を行った。検討の対象は常磁性物質

として微小出血が存在する症例、反磁性物質とし

て石灰化が存在する症例である。磁化率強調画像

の作成については b＝4 の FSBB 画像データを用

い、同様の位相マスク処理を行い解析した。撮像

は横断像のみ行ったが、静磁場方向の影響を比較

するため、位相画像（高周波成分のみ）、強度画

像（FSBB）、磁化率強調画像をそれぞれ MPR に

より矢状断表示した。画像は常磁性物質として微

小出血が存在する症例（75 歳女性）と石灰化が

存在する症例（78 歳女性）である（Fig. 5─6）。

位相画像（高周波成分のみ）において、微小出血

では静磁場と垂直方向の先端が高信号となり正位

相を示し、静磁場方向の先端は低信号となり負位

相を示した。一方、石灰化では静磁場と垂直方向

の先端が低信号となり負位相を示したが、静磁場

方向の先端は高信号となり正位相を示した。ま

た、FSBB（強度画像）と磁化率強調画像を比較

すると、微小出血は負位相を示した静磁場方向、

石灰化では静磁場と垂直方向の低信号領域の強調

が可視化された。このように臨床画像において

も、ファントム study と同様の傾向が得られ、

位相画像（高周波成分のみ）は微小出血と石灰化

の鑑別に有用であり、さらに、MPR により 3 次

元的に評価することで鑑別の精度が高まると考え

られる。また、位相マスク処理の前後の画像を比

較し、位相マスク処理効果を視覚化することで強

度画像においても鑑別できると考えられる。今

回、臨床画像では微小出血や石灰化を用いたが、

今研究で行った定性的検討はウィルソン病や肝性

脳症などの銅沈着やマンガン沈着の検出にもまた

有用な可能性があると考えられる。そして、今検

討に用いた石灰化のような生理的石灰化だけでは

なく、臨床には鉄を含んだ石灰化など異なる構造

の石灰化もあり、石灰化の構造により位相シフト

が異なると考えられ、生理的石灰化と病的石灰化

の鑑別にも有用な可能性もあると考えられる。

Fig. 5　微小出血が存在する症例（75 歳女性）
⒜ CT 像、⒝位相画像、⒞強度画像（FSBB）、
⒟磁化率強調画像
⒠位相画像、⒡強度画像（FSBB）、⒢磁化率強
調画像
位相シフト、位相マスク処理による効果は常磁性
ファントム同様の傾向を示した。
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Fig. 6　石灰化が存在する症例（78 歳女性）
⒜ CT 像、⒝位相画像、⒞強度画像（FSBB）、
⒟磁化率強調画像
⒠位相画像、⒡強度画像（FSBB）、⒢磁化率強
調画像
位相シフト、位相マスク処理による効果は反磁性
ファントム同様の傾向を示した。

結語
　磁化率に鋭敏なシーケンスを用い、薄いスライ

ス画像で空間分解能に優れた SWI の位相画像

（高周波成分のみ）を MPR により 3 次元的に視

覚化することにより、常磁性物質と反磁性物質の

鑑別に有用である可能性が示唆された。

　位相マスク処理の前後の画像を比較することで

位相マスク処理効果を視覚化することができ、位

相画像のみならず強度画像においても常磁性物質

と反磁性物質の定性的評価を行うことができ、さ

らに MPR により 3 次元的に評価することで精度

が高まる。
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Abstract
　It was reported that 2D T2＊-weighted GRE imaging and susceptibility-weighted imaging （SWI） 

are quite useful for qualitative evaluation of paramagnetic and diamagnetic materials. Particularly, 

SWI is more sensitive for susceptibility difference between them than 2D T2＊-weighted GRE imag-

ing, because SWI is able to obtain excellent images with thin slice thickness and high spatial resolu-

tion. In this article, we performed to visualize superparamagnetic iron oxide （SPIO） solution as para-

magnetic material and lead as diamagnetic material by using multiplanar reconstruction of SW 

images and we could differentiate two substances easily and indicate the utility to the clinical appli-

cation. Furthermore, the possibility to differentiate them not only on phase images but also on mag-

nitude images was suggested by using 3D visualization of MPR images before and after phase mask-

ing process of SWI.

Qualitative evaluation of paramagnetic and diamagnetic materials in susceptibili-
ty-weighted imaging （SWI）; Clinical utility of multiplanar reconstruction method”
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