
SENSEは撮像時間を短縮する技術と
して、効果的に高速化を図ってきた。 
しかし、SENSEは SENSE factor
の増加に伴う信号ノイズ比 (SNR) 
の低下により、S E N S E  f a c t o r の 
限界を見極めた使い方が必要であった。 
一方、C o m p r e s s e d  S E N S E  
(C-SENSE) は圧縮センシングのデノ
イジング処理によりSNRと撮像時間に
よるTrade offが少ない時間短縮が 
可 能 で あ る。ま た、C-SENSEは、 
高速化だけでなく高空間分解能化や 
ノイズ除去など画質改善を目的とした 
活用も特徴の一つであり、さまざまな 
臨床応用が期待できる。熊本中央病院で
は 1.5Tと3.0TにC-SENSEを導入し、 
多くの撮像にC-SENSEを使用して 
いる。現在は、それぞれ検査のシチュエー

ションに応じた最適化を図りC-SENSE 
の特徴を活かした臨床応用を行っている。

検査シチュエーションに応じた活用
-全てに高速化を求めるのではなく目的
に応じた使い分け-
C-SENSEを用いた高速化は、大幅
な撮像時間短縮を図れるケースもあれば 
SNR やコントラストの低下が起こる
ケースも存在するため、シチュエーション 
に応じた使い分けが必要である。例えば、 
微細な組織間コントラストによる質的 
診断を目的とした場合、C-SENSEに
よる極端な高速化は画像診断に悪影
響を及ぼしかねない。一方、高いコン
トラストを有しているMRアンギオや
MRCPなど存在診断を目的とした場合 
は比較的高い高速化が期待できる。 

すなわち一つの検査でもC-SENSE
が有効に働く撮像シーケンスとそうでは 
ないものが混在しており、それぞれ目的
に応じたC-SENSE factorの設定が
重要である。また、C-SENSEを併用
する前の元々の撮像条件も考慮した設
定をお勧めする。もともとSNRに余裕
のない 1分程度のシーケンスと比較的 
SNRに余裕のある3分のシーケンス 
では、C-SENSE factorの設定値も
異なるし、そもそも 1分が30秒になる 
より、3分が1分30秒になった方が臨床的 
メリットは大きい。何倍速で取れるかでは 
なく、最後に何分で撮像しているかが 
重要で、元のシーケンスに依存した時間
短縮を図ることでC-SENSEの特徴を
活かした有効活用ができる。
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頭部救急用プロトコール
脳梗塞など脳卒中診療は迅速な診断が 
求められ、C-SENSEを時間短縮に 
有効活用できる領域といえる。現在、 
救急用プロトコールとして撮像時間2分
30秒、患者の入退室も含め6～ 7分で
運用している。以前も3、4分と比較的
短い撮像時間ではあったが、脳卒中診療
において臨床的価値は高いと考えている
（図 1）。

胆道系プロトコール
胆道系ルーチンも明らかに有効的に時間
短縮が図られている。特に、3D-MRCP
の大幅な時間短縮は効果的であり、 
以 前はHeavy T2(T2-VISTA)と
balanced-SSFP(3D-bTFE) の 2種
類を呼吸同期で撮像し8～10分程かかっ
ていたが、それぞれ約20秒まで短縮し 
呼吸停止下で撮像を行っている。現在 
胆道系プロトコールとしては、C-SENSE
の導入以降、ほとんどが息止め撮像に 
変更しており、実検査時間は10～ 15分

程度を達成している（図2）。胆道系MR
検査ではほとんどがルールアウト目的
や IPMNの経過観察などルーチン検査 
であるが、急性胆嚢炎など救急対応 
するケースもあるため、短時間検査は 
患者の負担を考慮すると有効な活用法と 
言える。精査目的や呼吸停止が困難な 
患者に対しては、約 1分の呼吸同期に 
よるMRCPで対応しており、患者の 
状態、検査の目的に応じたプロトコール
を準備し有効な活用ができている。
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図 1. 救急対応用頭部Fast scan

従来15分10秒からC-SENSEを用い2分28秒まで短縮している。大幅な検査時間の短縮が可能であるが、画質劣化は最小限に 
抑えることができている。

図2. 胆道系ルーチンプロトコール

2D T2WI、ｍDIXON、3D-bTFE、3D heavy T2 MRCPなどDWI以外のシーケンスは20秒以下の設定が可能。ほぼ 
呼吸停止下で検査が完了するため、大幅な撮像時間短縮が図れる。

C-SENSEの特徴を活かした臨床応用　
-C-SENSEを時間短縮に有効活用 -
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躯幹部プロトコール
熊本中央病院では転移性腫瘍の検索と
経過観察および熱源検索を目的とした
躯幹部MRI検査を年間400件以上
行っている。躯幹部MRIプロトコール 
は頭頂部から大腿中部まで広範囲を 
対象に、DWI、T1、T2、mDIXONなど 
複数の撮像を行い、高い感度で転移性
腫瘍などを検出している。C-SENSE
はDWI への併用はできないが、躯幹部
プロトコールへの活用法としては、DWI

以外のシーケンスに応用することで今まで 
以上の情報量を得ることができる。 
今まで、T1強調（矢状断像、冠状断像）、
T2強調（横断像、冠状断像）を2Dで
撮像していたが、3D-VISTAの追加 
で従来と同等の検査時間で高空間分解能 
T1およびT2強調画像を取得できる。
3D-VISTA は nearly-isotropic 
データを取得しており、後処理として 
多断面観察が可能であり、1mm程度
の分解能で脊椎、肋骨、リンパ節などを 

詳細に観察できる。また、3Dシーケンス
でありながら従来と比べ時間短縮が図ら 
れているので呼吸停止下3D-mDIXON
やSTIRの追加により骨転移と赤色随の
鑑別診断にも役立っている。躯幹部プロト 
コールでは、全体の検査時間は従来と 
変わらないが、複数断面必要であった
2D撮像を1回の3D-VISTAで代用する
ことにより時間的メリットと併せて今まで
以上の情報量が取得できることから診断
能向上に繋がっている（図3）。

以前の躯幹部プロトコール（2014）　検査時間約25分

現在の躯幹部プロトコール（2017）　検査時間約25分

2D T2-TSE

2D T2-TSE

DWI（MPR）

DWI（MPR）

3D T1-VISTA

図3. 躯幹部プロトコールの比較

以前は、T1強調 (矢状断像、冠状断像)、T2強調 (横断像、冠状断像)を2Dで撮像していたが、高空間分解能3D-VISTAを追加し従来と同じ検査時間で情報
量が飛躍的に増加した。3D-VISTAはT1-VISTAが 1分52秒×2回、T2-VISTAは19秒×3回、3D-mDIXONは18秒×2回で撮像している。

3D T2-VISTA 3D mDIXON water in-phase Out-of--phase Fat-image

DWI（MIP）

DWI（MIP）

DWI（MPR）

DWI（MPR）

2D T1-TSE 2D T2-TSE

2D T2-TSE

2D T1-TSE

2D T1-TSE
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T2コントラストの改善
高空間分解能化、高コントラスト化、モー
ションアーチファクト対策など、画質 
改善には撮像時間の延長を伴う。しか
し、C-SENSEを上手に活用することに 
より、時間延長を伴わない画質改善を 
図ることができる。肝臓T2強調画像の
例では、一般的に呼吸停止可能な撮像 
時間とするためTR の短縮と低いマト
リックス数を設定し対応していたが、T2
コントラストや空間分解能の低下を招い
ていた。C-SENSEではコントラストや
空間分解能と撮像時間のトレードオフが

解消される分、同等の撮像時間でTRの
延長が可能となりT2コトンラストを改善
することができる（図4）。

呼吸停止困難患者への応用
腹部や心臓のように呼吸の制御が難しい 
患者に対しては加算回数を増加させモー
ションアーチファクトを低減させる方法 
(Smart Averaging) を用いる場合が 
ある。しかし、加算回数増による撮像時間
の延長を伴うため造影ダイナミックで使用
することは困難であった。この方法におい
ても5回の加算であればC-SENSEを 

5倍速にすれば時間延長を伴わずモーショ
ンアーチファクトを低減することができる
（図5 上段）。腹部造影ダイナミック検査
に有用であり、自由呼吸下で30秒程度の 
ダイナミック撮像を連続的に行うことに 
より、診断上十分なダイナミックの情報を 
得ることが可能となる（図5 下段）。 
従来、上腹部MRI検査において呼吸停止
困難患者はMRI検査適応外となるケース
もあったが、C-SENSEを有効に活用する 
ことにより診断上何ら問題のない画像 
を取得できる。

T2W-TSE (呼吸停止)　
TR 3329ms/ TE 100ms
17sec

T2W-TSE (呼吸停止)　
TR 7000ms/ TE 100ms
Compressed SENSE 2.0
17sec

図4. 呼吸停止によるT2強調画像
撮像時間を考慮しTRの短縮を余儀なくされ 
ているケース (左図 )。TRを長くすることに 
よって延長した撮像時間をC-SENSEによって
短縮し、長いTRでも呼吸停止可能な時間に
短縮することが可能。これにより肝血管腫の
T2コントラストが改善 (矢印 )

図5. Smart Averagingによる自由呼吸下撮像
上段：呼吸停止不良のT2強調画像、モー
ションアーチファクトが出現 (左図 )。Smart 
Averagingによる自由呼吸下撮像はモー
ションアーチファクトが改善されている。Smart 
Averaging法は撮像時間の延長を伴う(5分
57秒)、C-SENSEにより3分02秒まで短縮で
きている。

下 段：Smart Averagingを 用 い た 腎 臓
dynamic。1dynamic27秒を連続的に撮像し、
dynamic情報が自由呼吸下で取得できる。
※Smart Averaging: 1回目の加算で全位相
エンコードデータを行った後に次の加算を行う
手法。モーションアーチファクトを低減させるアベ
レージング技術。

T2WI-TSE(呼吸停止 )

Smart Averaging Dynamic、加算回数5、C-SENSE 4.27 秒/ Dynamic

Dynamic
27秒

Dynamic 
Pre

54秒 1分21秒 1分48秒 2分 15秒

Smart Averaging T2WI-TSE(自由呼吸下 )
加算回数5、C-SENSE4　3:02

C-SENSEの特徴を活かした臨床応用　
- 時間短縮だけではもったいない -
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時間短縮がもたらす診断能向上
呼吸制御が可能な患者に対しては、撮像
時間短縮により診断能向上をもたらすこ
とができる。肝臓造影ダイナミックでは
一般的に 1ダイナミック 15～ 20秒で
対応している。C-SENSEを用いるこ
とで7 秒程度まで画質の劣化なく撮像
時間の短縮が可能であり、3相の肝動
脈相を 1 回の呼吸停止下で得ることが

可能なことから、肝細胞癌の特徴的所見
を明確に把握することができる（図6）。
心臓MRIにおいても同様の効果を得る
ことができる。心臓MRIではCINE、
P e r f u s i o n、遅延造影、b l a c k -
bloodなどほとんどが呼吸停止下での
撮像となり、呼吸停止間の位置ずれや
コントラストの低下（遅延造影のnull 
pointのずれ）などが問題視されて 

いた。しかし、心筋遅延造影では2回の 
呼吸停止が 1 回で可能となり、問題視 
されていた呼吸による位置ズレやコント
ラスト低下を改善できる（図 7）。また、 
冠動脈MRAも実時間4、5 分で対応 
出来ることから（図8）、心臓MRIでは
呼吸回数の減少や検査拘束時間の短縮
など患者負担も大幅に軽減できている。

図6. C-SENSEを用いた高時間分解能造影Dynamic
肝細胞癌症例に対し、3秒/1 dynamicの造影dynamic。C-SENSEにより7秒まで撮像時間を短縮することにより高時間分解能が可能となった。 
肝細胞癌の特徴的所見が明瞭に観察できる (矢印 )。

Early phase 
1-2

Dynamic Pre Early phase 
1-1

Early phase 
1-3

portal hepatic DWI T2WI
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図7. C-SENSEを用いた3D心筋遅延造影
上段：通常の心筋遅延造影、2回に分けて撮像を行っていたため1回目と2回目のスライス断面やnull pointのズレの問題が発生していた。
下段：左室全体を1回の撮像でカバーすることができるため、従来の問題点の改善と呼吸停止回数現象による患者負担を軽減できる。

3D心筋遅延造影
19s x 2回呼吸停止

3D心筋遅延造影
20s x 1回呼吸停止　
C-SENSE 8.0

図8. C-SENSEを用いたwhole Heart Coronary MRA
心臓ドックによる連続 18症例のwhole Heart Coronary MRA。C-SENSE factor は5.0、平均実撮像時間は4分 14秒 (表記時間は約3分 )で 
安定した画質が得られている。
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余った検査時間を有効活用
-エクストラ1と検査枠の新しい概念-
C-SENSEによってルーチン検査に 
変化を与えたこととして、追加シーケンス
の容易さがあげられる。30分枠検査で
25分が経過しているケースを例にとる 
と、通常 5分程度かかる3D-VISTA 
の追加は、検査枠を超えてしまうため 
諦めるが、1分台の3D-VISTAであれば 
十分対応できる。頭部のケースでは、 
頭部MRAで流速や渦流の影響により 
内頚動脈に信号欠損が起きた際、TE 
を短 縮させ たMRAの 追 加により 

信号欠損をアーチファクトと判断する 
ことができる。この場合も 1分以下
の shortest TE MRAであれば無理 
なく追加が可能で、かつ診断能向上
に直結するエクストラ 1となる。現在
熊本中央病院では、エクストラ用シー
ケンスを各領域、様々なシチュエー
ションで用意しており、MRI検査の
質の向上に役立っている。検査時間
短縮により余った時間の有効活用 
として、飛び込み検査を受け入れや 
すい環境を作り出すことができる。今まで 
30分掛かっていたMRCPが 15分まで 

短縮することで、容易に飛び込み検査 
を受け入れることができる。飛び込み 
検査のプロトコールに関しても、不定 
愁訴が主訴の頭部MRI検査では5分
以内で対応しており、器質的疾患の除外 
目的であれば十分な情報が得られて 
いる。また、飛び込み検査の受け入れ 
環境を整えることにより、検査数増加に
もつながり病院経営にとってもメリット
を作り出すと考えられる。今後検査枠の 
概念を変えることができるかもしれ 
ない。
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おわりに
C-SENSEを上手に臨床応用するに
は、検査のシチュエーションに応じた運
用が重要であり、診断能向上、検査ス
ループット向上、検査数増加など様々な
恩恵をもたらすと考えている。


