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4D Flow MRIとは

　4D Flow MRIとは、3次元画像に血流
情報を合わせて血流解析を行う検査法の
総称である。4D Flow MRIを始めるには、
MRI装置によりcine PC法を用いて3方向
の血流位相画像を得ること1〜7）、血管の3次
元画像を得ること、そして血流解析用の
アプリケーションを使用することが必要
である。cine PC法は、以前より2次元法で
断面の血流解析で使用されていたが、得
られる情報は限られていた8〜16）。4D Flow 
MRIを行うためには多断面で3方向の位
相画像が必要となる。2次元法でも得る

リケーションは、装置付属のものは少な
く別の用意する必要がある。多くのメー
カーから発売されているが、それぞれに
解析できる種類が異なるため購入時には
注意が必要である。また、画像出力もそ
れぞれ異なるため確認が必要である。

当院の4D Flow MRI

　磐田市立総合病院は、静岡県2次医療
圏において地域がん診療連携拠点病院、
救命救急センターおよび第2種感染症指
定などの指定医療機関であり、多くの学
会認定や施設基準を満たしている。日々
の診療では、33診療科、500床、職員数

ことは可能であるが、空間分解能と時間
分解能及びSNRが低いことなどが大きな
問題であり、臨床での4D Flow MRIの使
用には適していない。そこで効率的に多
断面で3方向の位相画像を得るため3次元
収集型のcine PC法（3D cine PC MR）17〜23）

が1985年マークル氏により報告された17）。
3D cine PC MRは、高いSNRと撮像時間の
短縮が可能となり、10分程度で30断面、
1心拍あたり20時相を得られることで臨
床での使用が可能となった。しかし、更
なる時短が必要であり様々な時短手法が
検討され、現在は実装されている。血管
外観を取得するMRA画像は、3D cine PC 
MRで得られる強度画像や別に撮像した
MRA画像が必要となる。画像解析用アプ

　4D Flow MRIは、MRI撮像法の3D cine PC法で得られる3方向の位相画とMR Angiography画像を使用し、
種々多様な血管内流体解析を可能にした新しい検査法である。近年では、4D Flow MRIは一般的MRI用語となり
つつあり、診断や血管性病変発生の推定、予防、予後推定や治療方針の決定のパラメータとして多くの施設で4D 
Flow MRI検査を行われることが望まれる。今回は、最初に4D Flow MRIをみなさんに理解していただき、当院で
の取り組みや解析を行う環境、技術的背景として基本的撮像原理や解析できる血流情報の種類、4D Flow MRIで
最も重要なパラメータであるVENC設定のポイントと対策、4D Flow MRI検査時の撮像時間の実際と時間短縮対
策、4D Flow MRI撮像時のポイント、当院の通常検査で実際に撮像し血流解析された臨床画像について紹介する。

　4D Flow MRI is a new MRI imaging method that enables a wide variety of blood flow fluid dynamics 
analysis using three directions phase images obtained by the three-dimension cine phase contrast 
method and MR angiography images. In recent years, 4D Flow MRI has become a general MRI term, and 
it is desired that 4D Flow MRI examinations be performed at many hospitals as a hemodynamic 
parameter for diagnosis, estimation of vital information concerning hemodynamic disorders, the 
severity, and the treatment outcomes estimated quantitatively.
　This time, we will introduce the technical background of 4D Flow MRI, the points of imaging, clinical 
images, etc.

	4D	Flow	MRI
	 〜技術的背景そして臨床への道しるべ〜
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約886名（放射線診断技術科35名）、入院
患者392名／ 1日平均、外来患者1,092名／
1日平均であり、地域の基幹病院として
最新の医療を提供している。

　当院では4D Flow MRI検査を10年以上
にわたり行ってきた。当初は研究的要素
が強く限られた時間と症例で行ってきた
経緯があった。しかし、現在では脳動脈

疾患症例を中心に胸部血管疾患21）、腹部
血管疾患など臨床からの要望合わせて通
常検査予約枠での検査を実現している。
　今回は今までの経験と研究で得た4D 
Flow MRI検査に関して必要なことを紹
介する。

当院の4D Flow MRI
検査を行うための環境

　当院では、MRI装置（図1）としてGEヘル
スケア・ジャパン社製のDiscovery MR 
PLUS 3.0TとOptima MR 450w Expert 1.5T
の2台を有しており、両装置で4D Flow 
MRIの撮像が可能となっている。
　4D Flow MRI撮像のアプリケーションは、
Vios 4Dを使用しており、この特長は①Cardiac 
Gatingを併用した3DのPhase Contrastイメー
ジング法である事 ②自由呼吸下での4D 
Flow MRI高速撮像シーケンスである事

（腹部など動きのある領域は、K空間の
低周波領域の加算増加が可能で、撮像時
間延長を最小限にした上でアーチファク
トの低減が可能） ③ベクトル方向の3次
元に加えて時間の1次元を利用し4Dの形
態情報と血流情報を同時に取得できる事 
④時間軸のパラレルであるHyper Kat法
を用いることで短時間でのデータ収集が
可能である事の4事項である。
　4D Flow MRI解析装置は、アールテック
社製のFlovaと富士フイルム社製SYNAPSE 
VINCENTの4Dフローを使用している。両
装置ともに流速情報、流線画像（Stream 
Line：STL）、血管壁剪断応力（Wall shear 
stress：WSS）、OSI（Oscillatory Shear 
Index）などの血流情報解析が可能である
が、エネルギー損失の解析はできていな
い。また、詳細情報はFlovaで出力が多い。
当院での両装置の使い分けは、臨床にお
いて解析画像のDICOMでの出力が可能で
利便性の高いSYNAPSE VINCENTの4Dフ
ローを使用し、詳細情報を得る場合など
は研究用としてFlovaを使用している。

4D Flow MRIの
基本的撮像原理

　PC法の特徴は、プラスとマイナスが対
になったBipolar Gradientを使用すること
である。Bipolar Gradientにより、静止部図2	 3D	ine	PC法のパルスシーケンス（cartesianによるkデータ充填法）

図1	 当院のMRI装置


