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要旨
近年、アメリカで行われている大規模治験であるHuman Connectome Projectに
使用するシーケンスとして開発されたmultiband Echo Planar Imaging(MB-EPI)
をfunctional Magnetic Resonance Imaging(MRI)やdiffusion MRIに併用した研究
が報告されている。この手法は、スライス方向における撮像の高速化が可能である。
しかし、水分子の非制限拡散を対象としたDiffusional Kurtosis Imaging (DKI)に
MB-EPIを併用した報告はない。そこでMB-EPIをDKIに用いた場合、定量値画像
であるmean kurtosis(Kmean)、axial kurtosis(Kaxi)、radial kurtosis(Krad)にど
のような特徴が現れるか検討した。MB-EPIを用いて撮像時間を短縮させたもの
(short-DKI)と、Motion Probing Gradient(MPG)の印加軸数を増加させ従来法と同
じ撮像時間としたもの(MPG-DKI)2つを撮像し、従来法( reference DKI: ref. DKI)
と比較した。DKIの定量値画像であるMK mapおよび錐体路のtractographyを作成
し、後者を関心領域としてTract-specific analysisを施行し、定量値画像の平均値の
有意差検定を実施した。
結果として、全ての定量値画像で従来法(ref. DKI)に比べて、MB-EPIを用いた場
合(MB-short and MB-MPG)の錐体路の平均Kmean値は低下した。KmeanとKaxi
はMB-shortとMB-MPG両者ともref. DKIと比較して有意差が生じた。Kradにおい
ては両者とも有意差は生じなかった。
MB-EPIに関する報告の多くが、3 teslaや7 teslaの超高磁場のMRI装置に
32-channel以上の受信コイルを使用している。一方、本実験では1.5 tesla MRI装
置、12-channelの受信コイルを使用している。画像再構成における展開精度 に装
置やコイルの能力が大きく影響するため、統計学的な有意差が生じたと考えられる。
アーチファクトや画質の劣化は認められなかったことから、定性的な評価には有効
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であるが、撮像環境における装置の水準によっては定量的な評価を行うには十分な
注意が必要である。
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Usefulness and Consideration of Multi-band EPI using
Simulataneous Multi-Slice for Diffusion Kurtosis Imaging at 1.5
tesla Magnetic Resonance Imaging
Akihiro Kasahara
Abstract
Multiband echo planar imaging (MB-EPI) was developed as a sequence
for the Human Connectome Project of a large-scale clinical trial in the US.
Recently, the concomitant use of MB-EPI with functional magnetic resonance
imaging (MRI) or diffusion MRI was reported; however, the combination of
MB-EPI with diffusional kurtosis imaging (DKI) has not been reported. We
investigated the characteristics of mean kurtosis (Kmean), axial kurtosis (Kaxi)
and radial kurtosis (Krad), when MB-EPI was applied to DKI in a clinical 1.5
Tesla MRI. We obtained two DKIs, one of an MB-short when acquisition time
was shortened and one of an MB-motion probing gradient (MPG) with an
increased number of directions at acquisition, similar to a conventional DKI by
MB-EPI. These were compared to the reference DKI (ref.DKI). Quantitative
value maps of DKI and a tractogram of a pyramidal tract were prepared. The
latter was designated as the volume of interest, and a tract-specific analysis
was conducted to detect statistically significant differences in quantitative
value maps. When MB-EPI was used (MB-short and MB-MPG), mean value of
the pyramidal tract of all quantitative value maps decreased compared to the
ref.DKI. Both of the Kmean and Kaxi were statistically significant from the
ref.DKI. Both of the Krad were not statistically significant from the ref.DKI.
Unlike other studies, we used a 12-channel receiver coil in a 1.5 Tesla MRI.
Because the properties of the coil and MRI equipment adversely affect image
reconstruction accuracy, this might have led to the statistical significance that
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we found. Equipment specifications in the imaging environment should be
considered when carrying out quantitative evaluations.
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第１章	
 
1.1

はじめに

研究背景

Magnetic Resonance Imaging(MRI)は、今日の画像診断において欠かすことの
できない検査機器となっている。MRI は、これまでにも様々な技術により新しい撮
像法が研究開発され、臨床の場に導入されてきた。
Diffusion Weighted Image(DWI)は脳の詳細な情報を得るための撮像法として
広く応用されている[1][2][3]。そして近年、後述するテンソル化や非ガウス分布拡
散解析のために DWI における Motion Probing Gradient(MPG)の印加軸数の増加
や複数の b 値による撮像によりデータ量は増加し、撮像時間は延長傾向にある。
DWI は、不規則な運動をしている水分子の信号を捉えている画像である。この不
規則な運動とはブラウン運動のことで水分子が自己拡散する現象のことである。
DWI は’’水分子の拡散は正規分布(ガウス分布)する’’という拡散方程式から導かれた
Einstein-Smoluchowski の式[4]、<x2>=2Dt を基本としており、水分子が自由拡散
しているという仮定のもとに成立している。D は拡散係数であり、時間 t で移動す
る距離の二乗平均<x2>は t に比例するということが示されている。つまり水分子は、
障壁にぶつかることなく拡散することが想定されている。しかし、人体の構造は有
限ではなく、実際には体内の水分子の拡散のほとんどは様々な障壁に衝突していて
拡散が制限された状態(非ガウス分布)と言える [5] [6]。よって自由拡散を仮定して
いる DWI は、生体内の拡散現象の特徴を表すことができるが、限界があるとえる。
近年、q space imaging(QSI)や Diffusional Kurtosis Imaging(DKI)といった制限拡
散を表現できる手法を用いた報告が増えてきた[7][8]。QSI とは µm 単位での水分
子の動態を把握することが可能な撮像法で、複数の b 値にて撮像して得たデータか
ら、フーリエ変換を用いて拡散変異確率密度分布、probability density
function(PDF)を算出する。正確な PDF を得るためには小さい b 値から大きい b
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値まで幅広く十分な数の b 値を必要とする。DKI は、水分子が自由拡散からどの程
度逸脱しているかを定量的に表した画像で、DWI よりも、実際の生体内の微細構
造を評価することができると言われている。また、QSI に比べて装置への負荷が少
なく、少数の b 値にて撮像可能なため現実的な検査時間内で施行でき、より容易に
非ガウス分布拡散解析[9]の臨床応用が行える。Raab らによる、DKI でグリオーマ
の悪性度の鑑別が可能であったという報告[10]もある。定量値画像として４次標準
化モーメントの平均尖度、mean kurtosis(Kmean)があり、これは各 MPG の方向
における拡散尖度(４次標準化モーメント)の平均を表したものである。また拡散尖
度テンソルの長軸方向の MPG における尖度を axial kurtosis(Kaxi)、それと垂直
な短軸方向の尖度を radial kurtosis(Krad)という。
MRI では、画像の高分解能化や高い信号雑音比の取得などのためには、より長い
撮像時間が必要とされる。DWI の撮像条件である b 値や MPG の数を増加させた
場合も撮像時間は延長する。そこで、撮像時間を高速化させる代表的なものとして
phased array coil の各コイルにおける感度差を利用した parallel imaging[11]があ
る。これはスライス面内でデータ収集を間引くことによって撮像時間の短縮を可能
にしている。これに対し、スライス方向における撮像時間の短縮を特徴とした
multi-band Echo Planar Imaging (MB-EPI) [12] [13]という技術が近年、臨床機で
撮像可能となった。
MB-EPI はアメリカの大規模治験として行われている Human Connectome
Project (HCP)[14]において、撮像時間短縮、高時間分解能化を目指して開発した技
術である。MB-EPI は、複数の断面を同時に励起することによってまず各スライス
のデータが重なった画像を得る、そして後処理で多数あるコイル感度の違いを利用
することによって各スライスのデータに分離する技術である [12]。MB-EPI におけ
るスライス方向の高速化の度合いを multi-band factor	
  (MB-factor)と呼んでいる。
既に MB-EPI を臨床応用した報告も散見されるようになっている[15][16]。Tong
らは MB-EPI を resting state functional MRI に応用し、時間分解能を向上させた
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ことで脳血流の周期的な変化より現れる安静時 blood oxygenation level
dependent(BOLD)信号のゆらぎとの強い相関が得られた報告[17]をしている。
1.2

研究の目的

上記のように DKI や MB-EPI それぞれに関する報告は散見されるが、これらを
併用し、
評価した報告はみられない。そこで本研究は一般的に普及している 1.5tesla
MRI 装置を使用して diffusion MRI の一種である DKI と撮像時間の高速化を図る
MB-EPI を併用した際の定量値画像に生じる影響と撮像時間の短縮の有用性を検
討した。
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第２章	
 

diffusion kurtosis imaging

2.1

拡散強調画像

2.1.1

Motion Probing Gradient

	
  拡散強調画像では無数のプロトンのランダムな動きを捉えている。プロトンの移
動が比較的自由であると信号は抑えられ、移動が少なく制限されていると高信号に
なる。このプロトンの動きはどのように捉えているのかであるが、代表的にベース
として使用されるSpin Echo(SE)法において180°パルスを挟むように大きさが等し
く反対方向を向いた一対の傾斜磁場が役割を果たしている。この傾斜磁場をMPG
といい、最初にプロトンの位相を意図的に分散させて、180°パルス印加後に先ほど
分散させたプロトンの位相を再収束させている(図1)。これにより移動が自由なプロ
トンほど180°パルス前後のMPGによる位相変化が異なるため信号が抑えられ、移
動が少なく制限を受けているプロトンはその変化が少ないために高信号となる。
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Spin Echo法をベースとした拡散強調画像の撮像シーケンス

図1

MPGの大きさをG[mT/m]、MPGの印加時間をδ[msec]、MPGの
間隔をΔ[msec]とする。
2.1.2

b-value

	
  拡散強調画像ではMPGを加えることによって、その間にプロトンの位相の分散
を生じさせるが、このMPGの影響の大きさをb-valueとしていて、以下の式にて表
される。
!

𝑏 = 𝛾!𝐺 !𝛿! ∆ − !

[s/mm2]

磁気回転比をγ[MHz/T]とする。
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磁気回転比は静磁場により一定であるためb-valueはMPGの大きさと印加時間を変
えることにより決定される。高い値のb-valueを使用することによって、より拡散
が制限されている、すなわち移動が少ないプロトンを捉えることができるようにな
るが、エコー時間も延長するため信号強度が低下する。
2.1.3

apparent diffusion coefficient
このように、拡散の度合いは様々な影響により異なるが拡散係数という指

標を用いている。拡散係数の単位はb-valueの逆数であり[mm2/s]である。拡散係数
を取り扱う場合は純粋な拡散現象のみを表現できているわけではないので、みかけ
の拡散係数としてADC(apparent diffusion coefficient)で表現されている。
2.2

拡散異方性

	
  先にも示した通り、人体の構造は極めて複雑であり、微細な組織によって構成さ
れている。これら神経繊維などの様々な細胞小器官によって拡散が妨げられること
がある。例えば、ある方向に向かい走行している神経繊維があるとして、これに沿
った方向の拡散は拡散を妨げられることはないが、直交する方向への拡散は大きく
制限を受ける。このように同じ場所からであっても拡散される方向によってその度
合いが異なることを拡散の異方性があるといい、方向によって拡散の差が大きいと
異方性が強いと表現する。逆にどの方向においても拡散が等しい場合を異方性が弱
く、等方性であると表現する。
2.3

拡散テンソル

	
  拡散の異方性を表現するには１つのベクトルでは十分ではなく神経繊維方向の
拡散係数(λ1)、またそれに直交する２方向の拡散係数(λ2,λ3)を求めなければならな
い。そこで導入されたものがテンソルである。テンソルは３×３の行列と考えるこ
とができ、楕円体のモデルである(図2)。
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図2

拡散テンソルの楕円体モデル

拡散テンソルDは次の式で表される。
𝐷!!
𝐷 = 𝐷!"
𝐷!"

𝐷!"
𝐷!!
𝐷!"

𝐷!"
𝐷!"
𝐷!!

Dxx,Dyy,DzzはそれぞれMPGをx,y,z軸方向に印加して得られた拡散係数である。
MPGを斜めに印加した時の拡散係数はDxx,Dyy,Dzz,Dxy,Dxz,Dyzの一次式で表せる。
2.4

fractional anisotropy

拡散テンソルはこのような楕円体モデルを応用して拡散の方向性の解析を行う
ことができる。拡散の異方性の強さを示す代表的なものの一つとしてfractional
anisotropy (FA)がある。
FAは次式で表される。
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𝐹𝐴 =

3
2

𝜆! − 𝐷

!

+ 𝜆! − 𝐷

!

+ 𝜆! − 𝐷

!     

𝜆! ! + 𝜆! ! + 𝜆! !

これを利用することによってFA mapを作成することができる。図3は３次元の
x,y,z方向を赤、緑、青に対応させて２次元にて表示させたFA color mapである。

	
 
図3

拡散テンソルの異方性を利用し作成したFA color map

脳梁のように左右方向に走行するものは赤く、上縦束のうように前後方向に走行す
るものは緑に、内包後脚のように上下方向に走行するものは青く表示されている。
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2.5

diffusion tractography

また、テンソルの楕円体モデルの長軸方向を辿って行き、特定的な神経繊維など
を抽出して３次元的に表示させてものを拡散テンソルtractography(diffusion
tensor tracrography)という(図4)。

図4

拡散テンソルtracrography
左の大脳脚を通り運動野へ向かい走行している錐体路

2.6

自由拡散と制限拡散

コップに入っている水は止まっているように見えるが、水分子単体に注目すると
それぞれは不規則な運動をしている。この不規則な運動とはブラウン運動のことで、
水分子の微視的な自己拡散であり、自由拡散と表現する。DWIでは水分子は自由拡
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散していることを前提としている。しかし、人体内の水分子の拡散は様々な障壁に
拡散(移動)を制限されている。これを制限拡散と表現する。
2.7

拡散尖度画像

	
  水分子の拡散平均変異が正規分布からどれだけ逸脱しているかを統計量として
表した画像が拡散尖度画像である。Diffusion Kurtosis Imagingと呼ばれ、0と
3000s/mm2以下の少なくとも２つのb値のみで撮像可能で臨床応用しやすいことが
利点の一つである。
	
  MPGを複数方向にかけて撮像し、各ピクセル毎の統計量におけるテンソルデー
タを得る。長軸方向の統計量(尖度:Kurtosis)をKaxi、短軸方向の統計量をKrad、
全てのMPGにおける統計量の平均をKmeanと呼ぶ。DKIを撮像して得た健常人の
Kmeanを示したMK mapを(図5)に示す。	
 

図5

DKIを撮像して得た健常人のMK map
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第 3 章

diffusion kurtosis imaging の撮像精度(安
定性)検証

3.1

はじめに(精度検証)

今日多種のモダリティが開発され、臨床現場に多く普及しているが、医用画像と
して様々な分解能や再現性などが必要であり、それらが要求されている。DKI の研
究や臨床応用が近年盛んになってきており、臨床に応用した報告はいくつもでてき
ている。しかしその値は正確なものなのか、そしてそもそも DKI 自体の精度は正
確といえるのか。そういった、DKI によって算出される定量値のばらつきや撮像精
度についての報告はない。そこでまず統計学的手法を用いて DKI の撮像精度を検
討することとした。
3.2

対象と方法(精度検証)

3.2.1

対象(精度検証)

健常人ボランティアの男性 4 名(age=27.63±5.25)を対象とした。
3.2.2	
 

使用装置と撮像条件(精度検証)

装置は 1.5 tesla MRI 装置(MAGNETOM Avanto B17、SIEMENS)、12-channel
head coil を使用した。撮像条件は single-shot SE-EPI、FOV=24.5*24.5[cm2]、
matrix size=98*98、slice thickness=2.5[mm]、slice gap=0[mm]、slice sections=60,
TR/TE=6100/88ms、δ/Δ＝32.7/37.4ms、MPG directions＝30、b-value＝
0,1000,2000 [s/mm2]、GRAPPA acceleration factor:2, average:1 とし、１対象者
あたり同日 2 回ずつ連続した 5 日間の計 10 回）撮像した。Diffusion Kurtosis
Estimator (https://www.nitrc.org/projects/dke)を用いて得られた元画像から各定
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量値画像である平均拡散尖度(Kmean)と拡散尖度テンソルの長、短軸方向における
拡散尖度(Kaxi, Krad)を得た。
3.2.3

解析方法(精度検証)

解析は MRIcro(http://www.mccauslandcenter.sc.edu/mricro/mricro/
mricro.html)を用いた。まず、大脳実質全体、小脳実質全体それぞれの関心領域
(Region of interest:ROI)をとった。同時に得られた各定量値画像の大脳と小脳それ
ぞれにおける ROI 部分の平均信号値を求めた(図 6)。そして平均値について１要因
の要因分散分析である One-way factorial ANOVA を用いて統計学的評価を Excel
上にて検証した。この分散分析により日にち間の変動を調べた。

	
  	
  	
 
図6

精度検証の解析の流れ
(図の ROI は大脳の場合)
trace 画像から ROI を作成し、各定量値画像に当てはめ、ROI 部

22

分の平均値を算出した。
3.3

結果(精度検証)

全ての定量値画像において統計学的な有意差は認められなかった。DKI より計算
できる定量値画像については 0.27~0.81 の範囲で P 値をとり、安定した信号値が計
測できた(図 7)。大脳と小脳を比較すると、小脳の方がより低い P 値を示す傾向に
あった。

図7

3.4

各定量値画像における P 値

考察(精度検証)

大脳に比べて小脳の P 値が小さくなった原因として、小脳の解剖学的な位置関係
より磁化率の影響を受けやすいためだと推測した。磁化率が原因として起こりえる
歪みの影響を受けにくいシーケンスによる撮像で改善が見込まれる。
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3.5

結論(精度検証)

各定量値画像は統計学的に有意差が認められないということになり、DKI は安定
した精度で信号値、画像を得ることができると言える。
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第 4 章

拡散強調画像におけるmultiband EPIの設
定MB factorの影響

4.1

はじめに(MB factorの検討)

MRI の発展におけるハード面の貢献は大きい。装置のスペックが向上することに
より、取得できる情報も増えてきた。近年では 4D 撮像や多数の b 値、MPG を使
用した拡散解析など非常に情報量の多い検査も行われるようになっている。必要な
情報量に比例して撮像時間は長くなり、その間体勢を変えずに動かずにいる患者の
負担は増える。それに伴い高速撮像の技術が注目されるようになってきた。そこで
拡散強調画像における multiband EPI の撮像精度を検証した。
4.2

対象と方法(MB factorの検討)

4.2.1

対象(MB factorの検討)

健常人ボランティアの男性4名(age=26.25±1.26)を対象とした。
4.2.2	
 

使用装置と撮像条件(MB factor の検討)

装置は 1.5 tesla MRI 装置(MAGNETOM Avanto B17、SIEMENS)、12-channel
head coil を使用した。撮像条件は single-shot SE-EPI、FOV=24.5*24.5[cm2]、
matrix size=98*98、slice thickness=2.5[mm]、slice gap=0[mm]、slice sections=60,
TR/TE=6620~1690/88ms、MPG directions＝30、b-value＝0,1000[s/mm2]、
GRAPPA acceleration factor:2, average:1 とし、MB factor を 1~4 に変化させ、
それぞれの ADC と FA を比較した。比較は３種類とし、MB factor が 1 のときの
最短 TR(6620[msec])に揃えて撮像したもの、それぞれの MB factor における最短
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TR にて撮像したもの、水の縦回復を考慮して TR=4000[msec]にて撮像したものと
した。MB factor=2,3,4 における最短 TR と撮像時間は表１のようになった。
表１	
  各 MB factor における min.TR と撮像時間

4.2.3

解析方法(MB factor の検討)

解析は TrackVis を用いて錐体路の tractography を作成し、tract-specific
analysis(TSA)を実施した。TSA については同様の操作をする第 5 章にて後述する。
TSA で得られた平均値について Excel 上にて分散分析を実施し有意差を調べた 。
4.3

結果(MB factor の検討)

それぞれの比較条件において得られた ADC、FA を図８、９に示した。FA と ADC
共に MB factor が大きくなるほどノイズが目立ち、平均値は下がる傾向となった。
FA と ADC 共に３つの比較条件全てにて、MB factor=2 で MB factor=1 と有意差
はなかったが MB factor=3,4 で MB factor=1 と有意差が生じた(P<0.05)。
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図8

各MB factor、TRにおけるADC
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図9
4.4

各MB factor、TRにおけるFA

考察、結論(MB factorの検討)

	
  MB factor が大きくなるほど最短 TR は短縮するが、短すぎる TR の場合水の縦
回復が間に合わなく得られる信号は低下する。その場合、TR を 4000[msec]まで延
長して十分な縦回復を得ることも考えられるが、こうすると短縮した撮像時間は元
に近づき multiband EPI を用いる利点がなくなってしまう。1.5tesla MRI 装置、
MPG の印加軸方向数 30 軸での本条件においては MB factor=2 が妥当であった。
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第 5 章
5.1

対象と方法

対象

健常人ボランティアの男性 13 名(age=29.0±5.39)を対象とした。また本研究は、
東京大学医学部附属病院(承認番号:3500)および駒澤大学医療健康科学部・医療健康
科学研究科倫理委員会の承認（承認日：2012 年 7 月 4 日）を得てから開始した。
対象被験者には「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に則り,	
 口頭によ
る研究の意義,	
 目的,	
 方法などを説明した後に書面による同意を得た者のみを対
象とした。また,	
 書面にて同意した場合においても,	
 口頭により同意を撤回するこ
とが可能である事についても説明を行った。
5.2

使用装置と撮像条件

全ての画像は 1.5 tesla MRI 装置(MAGNETOM Avanto B17、SIEMENS)、
12-channel head coil を用いて撮像した。
撮像方法は次の 3 種類を比較した。まず MB-EPI を使用しない従来法、すなわ
ち ref. DKI、これに加え MB-EPI を使用して撮像時間を短縮させた方法(MB-short)、
そして MB-EPI を使用して ref. DKI とほぼ同じ撮像時間になるように MPG の印
加軸数を増加させた方法(MB-MPG)である。なお、本実験における MB-EPI シー
ケンスの version は Release R012(https://www.cmrr.umn.edu/multiband/#refs)
を使用している。
各撮像の共通条件は single-shot SE-EPI、FOV=24.5*24.5[cm2],matrix
size=98*98,slice thickness=2.5[mm], slice gap=0[mm], slice sections=60,
b-value=0, 1000, 2000[s/mm2], δ/Δ =32.7/37.4[ms], GRAPPA acceleration
factor:2, average:1 としている。比較条件として、MB-short、MB-MPG の
MB-factor は２としていて、MB-MPG は MPG 印加軸数を 50 まで増加させること
によって ref. DKI とほぼ同じ撮像時間になった。(表 2)
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表2

5.3

撮像条件の比較部分

解析方法

図 10 に解析の過程を示す。まず FSL4.0(http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/
fsl4.0/feat5/detail.html)を使用して全 DWI データの歪み補正をかけた。ref. DKI
にて得られた b=0,1000[sec/mm2]の DWI データより Diffsion Toolkit
(http://www.trackvis.org/dtk/)を使用して FA map を作成した。tractography は主
要な神経路である錐体路とした。

30

図 10

TSA に使用する錐体路の VOI 作成法

TrackVis (http://www.trackvis.org)を使用して FA map 上で大脳脚に seed ROI を
設定した。VOLUME-ONE と dTVⅡ.FZR(広島市立大学情報科学研究科	
  増谷ら
により開発)を使用して ref. DKI の b0 の一次運動野に target ROI を設定した。そ
してこれらの ROI を用いて TrackVis を使用して錐体路の tractography を作成し
た(図 11-a)。tractography のアルゴリズムには 2nd-order Runge Kutta method を
用いた。
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図11-a

TrackVis により作成した錐体路のtractography

MRIcro を使用して、この tractography を Voxelize して Volume of interest(VOI)
を作成した(図 11-b)。
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図 11-b

voxelize した錐体路の tractography

各撮像から得られた DWI データより Diffusion Kurtosis Estimator を使用して
kurtosis 解析し、各定量値画像(Kmean、Kaxi、Krad)を作成した。この定量値画
像と錐体路の VOI を用いて TSA [18] を実施した。そして Dunnett’s test により撮
像条件間における平均値の有意差検定を Excel 上にて実施した。
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第 6 章

結果

各撮像における MK map を図 12 に示す。明らかなアーチファクトや画質の劣化
は認められなかった。

図 12

各撮像における MK map
撮像時間はそれぞれ reference DKI で 8 分 20 秒、
MB-short で 5 分 14 秒、MB-MPG で 8 分 14 秒。

撮像時間に関しては、MB-EPI を使用した MB-short は MB-EPI を使用していな
い ref. DKI に比べて 37.2％(8:20→5:14)短縮した。また被験者 13 名の左右の錐体
路 26 パターンにおける各撮像で得られた Kmean の平均値±標準偏差は、ref. DKI
が 1.1684±0.0594、MB-short が 1.1158±0.0646、MB-MPG が 1.1000±0.0555 とな
った(表 3、図 13)。Kaxi の平均値±標準偏差は、ref. DKI が 0.9015±0.0298、MB-short
が 0.8465±0.0324、MB-MPG が 0.8412±0.0294 となった(表 4、図 14)。Krad の平
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均値±標準偏差は、ref. DKI が 1.5123±0.1470、MB-short が 1.4394±0.1354、
MB-MPG が 1.4323±0.1247 となった(表 5、図 15)。DKI に MB-EPI を併用するこ
とによって、MB-EPI を併用しない場合に比べて錐体路部分の信号平均値は下がる
傾向がみられた。

表3

各撮像法における錐体路の Kmean の平均値
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表4

各撮像法における錐体路の Kaxi の平均値

表5

各撮像法における錐体路の Krad の平均値
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**

P<0.01

**
**

図 13

各撮像法における錐体路の Kmean の平均値

**

P<0.01

**
**

図 14

各撮像法における錐体路の Kaxi の平均値
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n.s.
n.s.

図 15

各撮像法における錐体路の Krad の平均値

統計学的な検定については、Kmean、Kaxi にて MB-EPI を使用した MB-short、
MB-MPG それぞれにおいて ref. DKI と比較し、有意差が生じる結果となった
（Kmean の MB-short と ref. DKI で P=0.0052、MB-MPG と ref. DKI で
P=0.0003、Kaxi の MB-short と ref. DKI で P=0.0000013、MB-MPG と ref. DKI
で P=0.0000013）。Krad にて MB-EPI を使用した両方は ref. DKI と比較して有
意差は生じなかった。(MB-short と ref. DKI で P=0.1111、MB-MPG と ref. DKI
で P=0.0746)
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第7章
7.1

考察

Multiband EPI により得られる効果

	
  本実験においての MB factor は 2 を用いているが、さらに高い MB-factor を用
いることによって最短 TR をより短くすることは可能である。その結果、撮像時間
をさらに短くすることが可能になる。しかし、この条件では水分子が十分に縦緩和
していない状態のまま更なる励起を行ってしまい、得られる信号が減少していって
しまう。このため TR は十分な縦緩和を考慮した時間を選択すべきである。よって
MB-EPI を使用したことによって短縮された最短 TR をそのまま用いることができ
るとは限らない場合があり、MB-EPI を使用する際は適切な MB-factor を選択する
必要がある。
7.2

得られた結果に対する過去の報告との一致性

	
  MB-EPI におけるスライス分離の際に、本来あるべきスライスでは信号が低下す
るとともに他のスライスに信号が混在してノイズとなる[19]。このスライス分離不
全の度合いは、leakage factor(L-factor)として示され、MB-factor の増加に伴い上
昇する[20]。本実験において、MB-EPI を用いたことによって錐体路の信号の平均
値に低下がみられたが、スライスの分離不全によるものだと考えられ、これは
Kamil らの報告[19]と同じ傾向を示している。
	
  本研究の撮像条件では parallel imaging を使用している。そのためスライス面内
における高速化の度合いを示す reduction factor の増加に伴って SNR の低下や
geometry factor (g-factor)の上昇を招く。g-factor とは画像データを展開する際に
画質を低下させる因子のことである[11]。parallel imaging 技術には GRAPPA	
 
（Generalized Autocalibrating Partially Parallel Acquisition）法[13]を用いてい
るが、Xu らの報告によると MB-EPI におけるスライスの分離にこれを応用した技
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術(slice-GRAPPA)[21]を使用しているため、これらの併用により g-factor はさらに
高くなるとされている[20]。本研究においても MB-EPI と parallel imaging による
GRAPPA 法を併用しているため、Xu らの報告と同様の傾向を示したと考える。ま
た L-factor を低減させるために MB-EPI では重なり合うスライスを phase 方向に
ずらす方法[20]があるが、parallel imaging 法による phase encode の減少によりス
ライス面内に折り返しが発生する[22]。そのため画像を phase 方向にずらす効果が
低下する。よって MB-EPI と parallel imaging のそれぞれの factor のバランスに
は注意が必要である。
Wiggins らの報告[23]に、原則として受信コイルのエレメントが多ければ、より
撮像の高速化は可能と示され、スライス方向においても同様であるとされている
[21]。そこで Wiggins らは 3Tesla の MRI 装置にて 96,32,12-channel の受信コイ
ルを使用して、g-factor の比較を行っている[23]。そしてそれぞれのコイルにおけ
る acceleration rate を同じとしたとき、エレメントの数が少ないほど g-factor の上
昇を認めている。
MB-EPI に関する報告のほとんどが、3 tesla や超高磁場の 7 tesla の MRI 装置
に 32-channel 以上の受信コイルを使用している。しかし本実験では 1.5 tesla 装置、
12-channel の受信コイルを使用している。これらより、L-factor の影響に加え、信
号雑音比	
  SNR の低下が画質の低下を招くことによって、MB-EPI を使用した撮
像（MB-short と MB-MPG）と従来法（ref. DKI）との間に統計学的な有意差が生
じたと考えられる。Krad においてのみ有意差が生じなかったのは Kmean と Kaxi
に比べ標準偏差が大きく、MB-EPI を使用した撮像法と従来法の値の分布の重なり
が広くなったためであると考えられる。
7.3

限界点と将来への課題

本実験における装置、撮像条件においては Kmean、Kaxi で従来法と有意差が生
じたが、L-factor を低下させる新しい技術が報告されており、これにより本実験内
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容においても改善が見込める可能性がある[24]。今後の改善により 1.5tesla 装置、
12-channel 受信コイルを使用した本撮像条件でも従来法と有意差のない画像が得
られることが期待される。
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第8章

結論

ME-EPI に関して報告されているもののほとんどは 3 tesla や超高磁場の 7 tesla
の MRI 装置に 32-channel 以上の受信コイルを使用しているが本研究においては一
般的に多く普及している 1.5tesla の MRI 装置に 12-channel の受信コイルを用いた
検証をし、MB-EPI を DKI に併用した。MB-EPI を併用した DKI は併用なしのも
のより撮像時間を 37.2％短縮させることが可能となった。一般的な DWI と比べて
長い撮像時間を必要とする DKI への併用は臨床に用いていく際に有用であるとい
える。特に、高齢化社会となっている今日では、認知症によることから検査中動か
ずにいることができなかったり、関節などの痛みにより長時間同じ姿勢でいること
ができなかったりする患者は増えている。撮像前のポジショニングなどといった事
前準備や撮像条件の検討などを確実に行うことは前提として、しかしながらどうし
ても患者が検査を続行することが困難になった場合に、その時点で中断してしまっ
たり、患者が苦しい思いをしながら続けて体動によるアーチファクトが表れてしま
ったりするよりも、まず読影に耐えられる画像を得ることが大事であり患者の利益
になると考える。こういった場合に撮像時間を短くする高速撮像技術の長所が生か
される。しかし本実験では錐体路による TSA で有意差検定を実施したところ、
Kmean、Kaxi にて従来法との間に統計学的な有意差が生じた。よって他の報告に
おける使用 MRI 装置、受信コイルよりも低磁場強度、少ない channel 数を用いて
データ収集を行った本研究の場合のように、使用する MRI 装置の磁場強度や受信
コイルの channel 数などといったハードのスペックによっては SNR の低下や、
L-factor の増加が起きて画質に影響するため、定量的な評価には十分な注意が必要
である。注意点としては施設における MRI 装置、撮像条件での至適 MB factor の
選択を含めた MB-EPI の MB factor と parallel imaging の reduction factor のバ
ランスの最適化をするなどの検証を実施することが挙げられ、技術的な改善点とし
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て配布される MB-EPI 技術の向上による L-factor の最小化や受信コイルの channel
数増加が挙げられる。
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略語表
(略語)
MB-EPI

(英語)
	
  	
  	
  	
  multiband Echo Planar Imaging

MRI

Magnetic Resonance Imaging

DKI

Diffusional Kurtosis Imaging

Kmean

mean kurtosis

Kaxi

axial kurtosis

Krad

radial kurtosis

MPG

Motion Probing Gradient

ref. DKI

reference DKI

DWI

Diffusion Weighted Imaging

QSI

q space imaging

PDF

probability density function

HCP

Human Connectome Project

MB- factor

multiband factor

BOLD

blood oxygenation level dependent

SE

Spin Echo

ADC

apparent diffusion coefficient
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FA

fractal anisotropy

ROI

Region of interest

TSA

tract-specific analysis

VOI

Volume of interest

L-factor

leakage factor

g-factor

geometry factor

GRAPPA

Generalized Autocalibrating Partially Parallel
Acquisition
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