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高画質検査と
スループット向上を実現する
BioMatrixテクノロジー搭載の
次世代3T MRI 
MAGNETOM Lumina導入レポート

東住吉森本病院は、地域の救急病院として1971年に設立されました。大阪市南部
地域、特に東住吉区や平野区における急性期医療を担う中核病院として、24時間
365日の救急受け入れを行っています。同院は大阪府下で最も早い時期に地域医療
支援病院に認定された施設であり、さらには大阪府がん診療拠点病院の指定も受けて
います。同院は、救急病院として、また地域医療に貢献するために高度な医療機器を
整備してきました。今回の3T MRI MAGNETOM Lumina（以下 Lumina）もその
一環として導入されたものです。救急診療および、さまざまな検査におけるLuminaの
使用経験について、藤本 圭志 部長、平 吉成 主任、阪口 康志 技師にお話をうかがい
ました。

病院の特長とLumina導入の経緯についてお聞
かせください
平 主任 当院は大阪市南部地域、東住吉区
および平野区における中核病院として急性期
医療を担っています。地域医療支援病院に認定
されており、MRI検査のうち6割近くが紹介患者と
いう特色があります。MRIは、2004年に導入した
MAGNETOM Symphony（以下、Symphony）と、
2013年に導入したMAGNETOM Aera（以下、

非常に重要なポイントでした。結果的にLuminaと
いう選択は、間違っていなかったと考えています。

阪口 技師 Siemens Healthineersのライン
ナップには、他の選択肢もありましたが、当院は
研究機関ではありませんので過剰なスペックは
不要と考えました。実際の運用においては、コイル
システムの充実とDot Engineなどのサポート機能
を充実させることが重要と考え、Aeraには搭載
していなかった Large Joint DotやAbdomen 

Dotを追加し、関節専用コイルはすべて導入しま
した。また、新たに18チャンネルのUltra Flex 

Coilを導入したことで、満足のいく運用ができて
います。当院は、肝臓の造影検査も比較的多い
ので、Abdomen Dotは非常に役立っています。
Ultra Flex Coilは体幹部にも使用していますし、
コイル固定用の付属品も充実していますので
非常に役に立っています。

Aeraと比較して、3T MRIでの画質の評価をお聞
かせください
藤本 部長 2か月ほどの運用ですが、結論から
言うと非常に満足できる画像が得られています。
Aeraでも満足していましたが、比較すると一目
瞭然で、Luminaの方が間違いなく高画質です。
頭部領域では圧倒的に高画質で、特にMRAの
画像がきれいになり、画質の印象も大きく変わり
ました。高画質になったにもかかわらず、逆に
検査時間が短くなっていることにも驚いています。
Compressed Sensingの効果もあり、短時間で
はっきり、くっきり見えます。動脈瘤の描出や抹消
領域の描出にも明らかに違いがありますし（図1）、
Flowの影響も少ないという印象を強く受けました。
1.5Tが悪いわけではないのですが、3Tの方が
よりきれいになりました。
整形領域ではAeraと比較して分解能がさらに

高くなり、骨や軟骨、靭帯などの組織の境界がより
明瞭になりました。信号強度が高いのも印象的
です。頭部領域や整形領域などの動きのない部位
は予想通りの高画質で満足しています。

腹部領域については、導入前は不安もあり期待
していませんでしたが、思いのほかよくて驚いて
います。肝臓のダイナミック検査はコントラスト
が明瞭ですし、StarVIBEの画像もとてもきれい
です。MRCPも高分解能で画像が安定し精度が
上がった印象です。骨盤領域では、特に拡散強調
画像が大きく改善され、歪みやボケもなく高画質
になりました。
運用が始まってからの感想はといえば、頭部

と整形領域は予想どおり満足のいく画像、当初
不安のあった体幹部が思いのほか良好で満足して
います。予想したよりも全身に使えるので、今後の
検査の振り分けをどうしようかと悩んでいます。

3T MRI導入にあたって、特に配慮したことが
あればお聞かせください
藤本 部長 安全性を考慮し、患者の動線を見直
しました。患者が間違って入らないように、特に
レイアウトに配慮しています。そのために新たに
前室も設けました。

阪口 技師 安全性に配慮するとともに、前室に
デジタルサイネージを設置しました。患者が待って
いる間に、患者向けの注意喚起がたいへん効果
的行えるようになりました。検査を待つ間に、検査
の流れや注意事項を動画で見られますので、患者
自身がヘアピンなどに気づくこともあります。また、
手術歴なども話してくれるようになり助かってい
ます。

Luminaから、従来のsyngoと操作性が異なる
syngo XA（以下XA）ラインとなりました。ご感想
をお聞かせください
阪口 技師 Aeraとの比較ですが、XAラインに
なっても基本的に同じ感覚で操作することができ
ます。24インチのワイドモニタになりましたが、
画面上の配置が変わっただけで、従来と同様
に直感的に操作できます。また、当院はワイド
モニタでDual Monitorを選択しましたので、
撮影と画像処理が完全に分離できるようになり、

非常に使いやすくなりました。XAラインになると
ともに、新しい機能も搭載されました。Volume 

Rendering（VRT）、Fusion機能も役に立ってい
ます。動脈瘤がある場合はすぐに画像処理でき
ますし、体幹部DWIのカラーマップもすぐに作成
できます。レジストレーションが自動化されている
ので、検査中でもFusion画像が即座に作成でき
ますので助かっています。またComputed DWI

により、撮像後に任意の b値のスライダー設定
やb値をコンソール上で入力することができます
（図2）。急性期の脳梗塞や体幹部でのHigh 

b-value DWIが、後処理で容易に作成できる
こともポイントが高いですね。
検査の準備段階では、Select & GOの機能が

思いがけず便利だと感じました。Aeraでもコイル
のハンドリングやポジショニングなどに不満は
なかったのですが、Luminaではさらに機能が
洗練されていて、正直に言って一度使うと手放せ
ないという感想です。
当院は救急指定病院ということもあり、MRI

担当者はローテーションで変わります。検査の
再現性という視点から見ても、Dot Engineは
非常に役に立っています。Aeraを導入した際に、
Brain Dot、Spine Dot、Cardiac Dotを導入し
運用してきましたので、Dot Engineの有用性は
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Aera）の2台体制で運用していました。これまでは
15年経過したSymphonyで、頭部、脊椎を中心に
多くの検査を行ってきましたが、近年は紹介施設
の要望も高くなってきており、体幹部検査では
MRCPや造影ダイナミック検査、整形領域では
手関節や膝関節の高精細画像の要望に対応する
のが難しくなっていました。また、当院が救急指定
病院で頭部の緊急検査が多いこともあり、地域の
ニーズに応え、短時間で高画質な検査ができる
最新の3T MRI導入について検討を始めました。

Lumina導入の決め手となった理由をお聞かせ
ください
平 主任 当院では、MRI検査は予約を5割にし、
いつでも検査を受け入れることができる体制を
とっています。また、救急患者は24時間受け入れる
ことが病院の方針であり、脳卒中疑いの患者が
中心となっています。Luminaを選択した理由は
いくつかありますが、まずはスループットと高画質
検査を両立できる装置であることが必須の条件で
した。また、Aeraでも採用している着脱テーブル
と70cmのオープンボアであることも必須条件で
した。さらに、24時間体制ですので、操作性も

平 吉成 主任藤本 圭志 部長

阪口 康志 技師

図1. CS4倍速のルーチンMRAと本体コンソールで処理した脳動脈瘤のVolume Rendering画像 図2. Calculated DWIによるHigh b-value（b3000）により
急性期脳梗塞の描出能が向上
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十分理解していました。今回は、Large Joint 

Dotに加えAbdomen Dotを導入したことで、
上腹部における造影検査の再現性が飛躍的に
向上しました。従来は、造影剤を注入してから
撮影を開始するまで緊張が絶えずストレスを
感じていましたが、Abdomen Dotにより、ボタン
ひとつで完全に同じタイミングで造影ダイナ
ミック検査が可能になり、とても助かっています。
3T MRIを導入するにあたっては不安もありまし
たが、体幹部を含めAeraと同じ感覚で運用でき
ています。藤本部長の話にもありましたが、不安
要素であった体幹部に関しても、まったく問題
なく良好な検査ができています。

Luminaに新たに搭載されたBioMatrixについて、
お使いになったご感想をお聞かせください
阪口 技師 稼働前から、Luminaには、BioMatrix

という頭頸部および体幹部における磁場の調整
機能（Shiming）が搭載されていると聞いていま
した。また、呼吸状態を確認するためのモニタ
リング機能とスループットを向上するための機能
が強化されていることも聞いていました。
実際に運用した感想は、とても良好です。頭頸

部用コイルでのCoilShimにより自動で調整して
くれますので、頭頸部領域でも運用を意識する
ことなく良好な脂肪抑制ができます。特に造影
後の脂肪抑制撮影やDWI検査で違いがはっきり
と出ています。近年話題のWhole Body DWIに
おいても、スライスごとに磁場を調整する機能
（Slice Adjust）の効果がはっきりとわかります。
Whole Body DWIでは寝台を移動しながら個別
に撮影したMIP画像をつなぎ合わせているわけ
ですが、従来は、つなぎ合わせる部分に必ず歪み
が生じていました。Slice Adjust機能は設定や
検査時間を意識することなく、自動で調整し歪み
のない画像を提供してくれます。
また、寝台に内蔵されているRespiratory 

Sensorにより、寝ている患者の呼吸モニタリング
ができますので、たとえば救急検査における
意識レベルの低い患者の呼吸状態なども常に
確認できます。さらに、息止めが必要な上腹部の
造影検査では、呼吸停止ができているかどうか
の確認もできるなど、有用性の高い機能が搭載
されています。将来的には心臓の動きも電極を
貼らずにモニタリングできるそうなので、大いに
期待しています。スループットを向上するための
機能であるSelect & GOやDot EngineもVEライン
以上に便利になっています。さらにLuminaでは
Magnetも新設計されて、Z軸方向の撮影領域が

長くなりました。広範囲な大腿骨検査や下腿骨
検査においても、歪みの少ない良好な画像が
得られています。

新たなアプリケーションTurboSuiteについて、
実際に使用したご感想をお聞かせください
阪口 技師 3D撮影におけるCAIPIRINHA VIBE、
CAIPIRINHA SPACEの精度が高くなり、高画質
な検査が短時間で行えるようになりました。今回
はCompressed Sensingも搭載され、頭頸部の
MRAや腹部のMRCPで非常に役に立っています。
救急患者の頭部検査では8倍速のCSを運用して
いますが、急性期の患者に対して十分な検査が
できています（図3）。MRCPでも10倍速の3D撮影
ができますので（図4）、検査のスループットが
飛躍的に向上しました。まだ、運用を開始して2か
月ほどなので、詳細な検討はできていませんが、
今後、撮影条件を検討していきたいと考えてい
ます。
また、Compressed Sensingに加え多断面

同時励起 SMSも使えるようになりました。従来
は、EPIシーケンスに限られていましたので用途

も限定的でしたが、Luminaからは TSE法でも
使用可能になりました。コイルシステムに依存
することもありますが、短時間撮影を行っても画像
に影響しないことは衝撃的でした。

今後、期待されることがあればお聞かせください
藤本 部長 Siemens Healthineersの3T MRIは、
私たちが予想した以上の性能を発揮しています。
今のところ不満はありませんが、あえて今後に
期待したいことをあげるならアーチファクトに
ついてです。Aeraと比較して決して劣る部分では
ありませんが、1.5Tで確認されるアーチファクト
が3T装置でも同じように出現します。AIやDeep 

Learningなど新しい技術の応用で、MRIの弱点
が改善されることに期待しています。

阪口 技師 当院はAera導入当初よりDot Engine

を運用しており、評価し有効に使用しています。
Dot Engineに改良を加え、AIやDLを用いる
ことで、学習機能が付加され、さらに便利になる
ように期待しています。

（2019年12月4日取材）

放射線科スタッフの皆様

syngo XAプラットフォームの進化

Product

2019年12月1日～12月5日まで米国シカゴで開催されたRSNA 2019（第105回北米放射線学会）において、syngo XAプラット
フォームの新しいソフトウェアバージョンXA20のリリースが発表されました。syngo XAプラットフォームは、BioMatrix技術と
ともに登場した、再現性と生産性の向上を実現させる新しいプラットフォームです。syngo VEプラットフォームの特長を生かし
つつ、より操作性や視認性が向上し、数多くの新しいアプリケーションやシーケンスに対応しています。今回のXA20では、さらに
高い画質の安定性と効率性を両立する新技術が使用可能になります。

SMS TSE Dixon

SMS（Simultaneous Multi Slice）は複数断面に対応するRFを同時に印加
して多断面を励起し画像を収集することで、撮像時間の短縮が可能になる
高速化技術です。EPIへの適応から始まったSMSは、現在TSE（Turbo Spine 

Echo）シーケンスにも使用でき、画質の劣化を伴わずに従来の約半分の
時間で撮像した例や、同じ撮像時間でより薄いスライス厚で枚数を多く
撮像した例などが報告されています。
Dixon法は In-phaseとOpposed-phaseの画像から、水画像、脂肪画像の
計算が可能な撮像技術です。脂肪抑制法の一つとして使われることが多く、
一度の撮像で脂肪抑制画像と脂肪抑制していない画像を同時に得られる
こと、磁化率の影響を受けにくいことが知られています。
今回発表されたSMS TSE Dixonは、この2つの技術の融合であり、広範囲

の均一な脂肪抑制画像を、これまでの約半分の時間で得ることが可能に
なります（図1）。従来に比べて再現性・効率性がより高い検査を実現します。

PD TSE Dixon 両側股関節
1.3x1.3x 3mm
TA 4：16 min

図1

PD TSE Dixon 両側股関節SMS2
1.3x1.3x 3mm
TA 2：17 min

StarVIBE Dixon

StarVIBEはVIBE（Volume Interpolated Breath-hold Examination）に
ラジアルサンプリング法を併用することで、動きに強い3D造影撮像を可能
にしたシーケンスです。小児や高齢など、息止めの管理が難しく動きの
抑制が難しい被検者でも、通常呼吸下で胸腹部の3D撮像を行うことが
できます。また、StarVIBEはコイルや部位の依存なく使用でき、呼吸に
限らず嚥下や腸管などあらゆる領域の動きに対しても高い効果が報告され
ています。
StarVIBE DixonはStarVIBEにDixon法を組み合わせたシーケンスです
（図2）。上腹部に加え、胸部や頸部など、磁場の不均一の影響が出やすい
部位でも、より安定した脂肪抑制効果が期待できます。また、In-phaseと
Opposed-phaseの画像が同時に得られることで、診断に使える情報が
増える可能性もあります。

XA20ではその他にも、Elastographyへの Spin Echo EPIシーケンス適応など、安定した高画質を実現するためのイノベーションが発表されています。
これからもSiemens Healthineersは、Precision Medicineへの対応を目指し、ソフトウェア・ハードウェアともに進化させてまいります。今後の開発
にもご期待ください。

図3. CS8倍速での救急対応MRA（TA2：29） 図4. CS10倍速による息止めMRCP

図2
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