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緒　　言緒　　言緒　　言緒　　言緒　　言
　嚥下運動は極めて高速かつ複雑な連続運動であ
る。嚥下造影検査（Video Fluoroscopy検査、以
下VF検査）は、この運動を可視化して評価・解
析するための画像検査法で、嚥下障害検査のゴー
ルドスタンダードとして用いられている 1, 2)。VF
検査は、１秒間あたり 30フレームで嚥下運動を
記録でき、またVF専用の椅子を用いることによ
り、検査時に被験者の姿勢の制約が少なくなるた
め、自然な嚥下運動の観察が可能である。その一
方で、X線被曝の観点より繰り返しの検査が困難
である、軟組織の描出力が劣るといった欠点も存
在する 2)。
　磁気共鳴画像検査法（Magnetic Resonance
Imaging、以下MRI）は、X線などの電離放射線
による被曝がなく、軟組織を高い空間分解能で描
出できる。しかし、撮像に時間が掛かるため、こ
れまで動態撮像には不向きとされてきた。ところ
が、近年のMRI技術の進歩によって高速撮像が
可能になり、嚥下動態撮像への応用が試みられる
ようになった3-7)。檜垣らは、Gradient Echo法の
1つである True FISP（Fast Imaging with
Steady-state Precession）を基本とし、これに
Keyhole Imaging技術、さらにParallel Imaging
技術の 1つであるGRAPPA（Generalized Auto-
calibrating Partially Parallel Acquisition）を併
用することで、１秒間あたり 10フレームの撮像
を実現している 7)。
　このように、これまでMRIによる嚥下動態撮
像法あるいは撮像条件についてはいくつかの報告
がみられるが3-7)、撮像に適した被験食品について
の検討はなされていない。嚥下機能は食物により
大きな影響を受けるため、VF検査では実際の摂
食場面を想定し、種々の模擬食品を用いて検査を
行っている 7)。このことからも、検査において被
験食品が重要な役割を果たすことは明らかであ
る。そこで本研究では、MRIによる嚥下動態撮像
に適した被験食品について検討を行った。

方　　法方　　法方　　法方　　法方　　法
使用装置および撮像条件使用装置および撮像条件使用装置および撮像条件使用装置および撮像条件使用装置および撮像条件
　使用装置および基本的な撮像条件は研究全体を
通して同一にした。撮像にはシーメンス社製超伝
導型 1.5T MRI装置MAGNETOM Symphony
Maestro Classを使用した。嚥下動態撮像を想定
して、受信コイルにはNeck用とSpine用の２つ
を使用し、矢状断方向の画像を得た。撮像法およ
び撮像条件は檜垣ら 7）の検討結果を基に、True
FISP、Keyhole Imaging、GRAPPAを併用し、
繰返し時間151.7ms、エコー時間1.4ms、積算回
数1、フリップ角50度、受信バンド幅1000Hz/画
素、スライス厚 6mm、Reduction Factor 2、撮
像マトリックス数82×128、再構成マトリクス数
164×256とした。撮影領域は 210×260mmと
した。撮像時間は約３秒で、連続画像 30枚を撮
像した。
　得られたMR画像はすべてDICOM（Digital
Imaging and Communications in Medicine）形
式で保存し、NIHで開発されたパブリックドメ
インソフト Image J 1.32Jに読み込んで解析し
た。

検討検討検討検討検討 1.1.1.1.1.　信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について
　MRIによる嚥下動態撮像に適した被験食品は、
生体毒性がなく、自然な嚥下が可能でることに加
えて、高い信号強度を示し、他の解剖学的構造物
と明確に区別できるものといえる。そこで、候補
とした被験食品群の信号強度を測定し、その結果
を基に適切な被験食品を検討することにした。そ
の際に、MRIでは受信コイルからの距離に応じ
て受信感度が変化し、コイルに近いものほど高信
号に描出される点が問題となる。そこで、まず撮
像領域内での信号強度の変化すなわち信号強度の
位置依存性について検討した。なお、MRI装置に
は信号強度の均一化を計り、位置依存性を低減す
るためのノーマライゼーションフィルタが用意さ
れている。一般に臨床ではこのフィルタを使用す
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ることから、本研究においてもノーマライゼー
ションフィルタ処理を行った。
　被写体には自作した均質ファントムを使用し
た。均質ファントムは、蒸留水にゼラチン（マル
ハグループ製ゼライスゼラチンパウダー）を均一
に溶解させてゲル状にし、ポリプロピレン製の容
器に空気が混入しないように充填して作製した。
このファントムの矢状断像を上述の条件で撮像し
た。そして、得られた30枚の連続画像のうち、第
16番目のフレーム画像に対して図１に示すよう
にファントム像中央に直線 ROI（Region of
Interest；関心領域）を設定し、体軸方向の信号
強度プロフィールを求めて、撮像領域内の位置に
よる信号強度の変化について検討した。

検討検討検討検討検討 2.2.2.2.2.　動態撮像中の信号強度の安定性と種々動態撮像中の信号強度の安定性と種々動態撮像中の信号強度の安定性と種々動態撮像中の信号強度の安定性と種々動態撮像中の信号強度の安定性と種々
　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について

　信号強度に基づいて適切な被験食品を決定する
には、動態撮像によって得られる各フレーム画像
間での信号強度の安定性を把握することも必要と
なる。そこで、適切な被験食品となる可能性のあ
るものをいくつか選択し、動態撮像によって得ら
れたそれらの画像を基に信号強度の経時的変化に
ついて検討した。
　被験食品には、蒸留水、蒸留水に１ g/ml、2g/
ml、3g/mlの増粘剤（ライオン商事製トロミクリ
ア）を混和したもの、蒸留水に1ml/mg、2ml/mg、
3ml/mgのMRI用経口造影剤（大塚製薬製フェリ
セルツ）を混和したもの、魚肉ソーセージ（マル
ハ製フィッシュソーセージ）の 8種類を用いた。
これらの被験食品を京都科学製MRI性能評価用
ファントムMHR型に付属するアクリル樹脂製円
柱容器に入れ、上述の自作均質ファントムに並べ
て埋入した。そして、このファントムを検討1.と
同じ位置に設置し、上述の条件で撮像して 30枚
のMR画像を得た。図2に円柱容器を埋入した自
作均質ファントムを、図3にそのMR画像の最初
のフレーム画像を示す。
　得られた30枚の画像の各被験食品像に対して、
信号強度の測定を行った。測定位置は各被験食品
像のほぼ中央とし、10×10画素のROI内の平均
値を算出した。ROIの設定位置は、30枚の画像
すべてで同一とした。それぞれの被験食品の信号
強度は、設置位置の違いを考慮して、補正値を求
め計測した。そして、30枚の画像間で信号強度を
比較し、信号強度の経時的変化について検討し
た。また、各被験食品間で信号強度を比較し、嚥
下動態撮像への適応について検討した。

　　図 2　被験食品入り円柱容器を埋入した
　　　　自作均質ファントム
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　図 3　被験食品のMR画像

図 1　信号強度の位置依存性を検討するために
　　用いた自作均質ファントムのMR画像と信
　　号強度プロフィールを得るために設定した
　　直線ROI
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検討検討検討検討検討 3.3.3.3.3.　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ
                              角の影響について角の影響について角の影響について角の影響について角の影響について
　True FISPのようなGradient Echo法では、撮
像時のフリップ角によって画像のコントラストが
変化する8)。検討2.において、撮像時のフリップ
角は檜垣らの検討結果を基に 50度としたが、こ
れは被験食品としてゼリー飲料を用いた場合に適
切となる設定値である。被験食品が異なれば、適
切なフリップ角も異なる可能性がある。そこで、
種々の被験食品を対象として、フリップ角が信号
強度に与える影響について検討した。
　被験食品には、検討2.で使用した蒸留水、蒸留
水に１g/ml、3g/mlの増粘剤（ライオン商事製ト
ロミクリア）を混和したもの、蒸留水に 2ml/mg
のMRI用経口造影剤（大塚製薬製フェリセルツ）
を混和したもの、魚肉ソーセージ（マルハ製
フィッシュソーセージ）を使用した。これに加え
て、臨床応用を想定し、入手が容易で有用性が高
いと思われるココア（片岡物産製バンホーテンコ
コア）、ゼリー飲料（森永製菓製ウィダーinゼリー
エネルギーイン）も対象とした。検討2.と同様に、
これらの被験食品をプラスチック製円柱容器に入
れ、自作均質ファントムに並べて埋入し、検討1.
と同じ位置に設置して、30枚のMR画像を得た。
　フリップ角は、10、30、50度と変化させ、検
討 2.と同じ方法で各被験食品の信号強度を測定
した。測定値はすべて、検討1.の結果を基に、位
置依存性のない値に補正した。信号強度の測定

は、第 16番目のフレーム画像について行った。
結　　果結　　果結　　果結　　果結　　果

検討検討検討検討検討 1.1.1.1.1.　信号強度の位置依存性について　信号強度の位置依存性について　信号強度の位置依存性について　信号強度の位置依存性について　信号強度の位置依存性について
　直線ROIに沿った信号強度プロフィールを図4
に示す。ノーマライゼーションフィルタ処理を
行っても、撮像領域内の位置によって信号強度が
変化した。足方向に向かうにつれて信号強度が低
下する傾向が認められ、最大で約15%の信号低下
がみられた。

検討検討検討検討検討 2.2.2.2.2.　動態撮像中の信号強度の安定性と種々　動態撮像中の信号強度の安定性と種々　動態撮像中の信号強度の安定性と種々　動態撮像中の信号強度の安定性と種々　動態撮像中の信号強度の安定性と種々
　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について　　　の被験食品の信号強度について
　測定によって得られた各被験食品の信号強度
は、検討1.の結果に基づいて補正した。すなわち、
最も信号強度の高い位置に設置した蒸留水の位置
における自作均質ファントムの信号強度を、他の
被験食品の設置位置における自作均質ファントム
の信号強度で除することにより、各設置位置にお
ける補正係数を算出した。そして、各被験食品の
信号強度に、その設置位置に応じた補正係数を乗
ずることで、位置依存性のない測定値を求めた。
　30枚の連続画像について各被験食品の信号強
度を測定し、補正した結果を図5に示す。いずれ
の被験食品においても、信号強度に若干の経時的
変化がみられた。しかし、その変動は最大でも 5
％程度であり、ほぼ安定した信号強度を示した。
　被験食品の中で最も高い信号強度を示したのは
蒸留水であったが、蒸留水に 3ml/mgのMRI用
経口造影剤を混和したもの、蒸留水に１ g/mlの
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図 4　自作均質ファントムのMR画像より得られた信号強度プロフィール
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増粘剤を混和したものと大きな差は認められな
かった。蒸留水に増粘剤を混和したものの信号強
度は、濃度の低い方が高い信号強度を示す傾向が
見られた。魚肉ソーセージは他の被験食品と比べ
て、明らかに低い信号強度を示した。

検討検討検討検討検討 3.3.3.3.3.　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ　被験食品の信号強度に対するフリップ
　　　角の影響について　　　角の影響について　　　角の影響について　　　角の影響について　　　角の影響について
　それぞれのフリップ角での各被験食品の信号強
度を図6に示す。全般的に、フリップ角が大きい
ほど高い信号強度を示す傾向がみられた。魚肉
ソーセージはフリップ角による相違は認められ

ず、ほぼ一定の信号強度を示した。フリップ角50
度においては、信号強度の大きい順に、蒸留水、
1g/ml増粘剤、2mg/ml経口造影剤となった。フ
リップ角30度においては蒸留水、1m/ml増粘剤、
3m/ml増粘剤、の順となり、フリップ角 10度で
は 1g/ml増粘剤、2mg/ml増粘剤、ゼリーの順で
あった。

考　　察考　　察考　　察考　　察考　　察

信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について信号強度の位置依存性について
　ノーマライゼーションフィルタは、コイルの感
度分布から補正データを作成し、信号強度の均一

図 5　各被験食品の信号強度の経時的変化
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図 6　フリップ角の違いによる各被験食品の信号強度

0

200

400

600

800

1000

1200

50度 30度 10度

蒸留水

1g/ml増粘剤

3g/ml増粘剤

2mg/ml経口造影剤

魚肉ソーセージ

ココア

ゼリー信
号

強
度

フリップ角

0

200

400

600

800

1000

1200

50度 30度 10度

蒸留水

1g/ml増粘剤

3g/ml増粘剤

2mg/ml経口造影剤

魚肉ソーセージ

ココア

ゼリー信
号

強
度

フリップ角



- 5 -

化を計って位置依存性を低減するためのものであ
る。しかし、このフィルタ処理を行っても、図 2
に示したように信号強度の位置依存性は残存し、
足方向に向かうにつれて低下した。これは、現状
ではコイルの感度分布の取得方法、もしくは補正
データの作成方法に問題があるためと考えられ
る。信号強度にこのような位置依存性が存在する
と、各被験食品の信号強度を直接比較することは
困難になる。このため、今回の検討では均質ファ
ントムの信号強度に基づいて精密な補正を行い、
位置依存性の影響を除去した。
　一方、臨床でこのような補正を行うことは困難
である。実際の嚥下動態撮像では、被験食品が口
腔から咽頭を経て食道へ向かう様子、すなわち頭
方向から足方向へ移動する様子を観察する。この
ため、被験食品が食道に近い位置にあるほど、輝
度が低下した画像を観察することになる。特に、
食道入口部での評価の際にどの程度問題になるか
は今後検討する必要があると考えられた。正確な
画像取得のためにも、より補正効果の高いノーマ
ライゼーションフィルタの開発が望まれる。

動態撮像中の信号強度の安定性について動態撮像中の信号強度の安定性について動態撮像中の信号強度の安定性について動態撮像中の信号強度の安定性について動態撮像中の信号強度の安定性について
　図5に示したように、動態撮像によって得られ
た各フレーム画像間で、それぞれの被験食品の信
号強度はほぼ安定性していた。このことから、信
号強度の位置依存性の問題を除けば、MRIによ
る動態撮像法で得られる連続画像は安定したコン
トラストを示すものと考えられた。

被験食品の選定基準について被験食品の選定基準について被験食品の選定基準について被験食品の選定基準について被験食品の選定基準について
　嚥下機能は食物により大きな影響を受けるた
め、VF検査では、実際の摂食場面を想定し，種々
の模擬食品を用いて検査を行っている 1, 2)。この
ようなVF検査の模擬食品を考慮し、本実験では
臨床で使用されており、一般的に入手可能な食品
を基本とし選定した。また、高速な嚥下運動を
MRIで動態撮像する際に使用する被験食品とし
ては、周囲軟組織と明確に区別できるだけの高い
信号強度を示すことが要求される。
　MRIでは一般に、T1強調画像と T2強調画像
（あるいはT2＊強調画像）を撮像するが、T1強調
画像ではT1緩和時間が短い物質ほど、T2強調画
像ではT2緩和時間が長い物質ほど高信号になる。
生体物質のほとんどは、T1緩和時間が短いもの
はT2緩和時間も短く、T2緩和時間が長いものは

T1緩和時間も長い。T1緩和時間が短い生体物質
の代表は脂肪で、T2緩和時間が長い物質は水で
ある。このため、脂肪を豊富に含む組織・臓器は
T1強調画像で高信号に、水を豊富に含む組織・臓
器はT2強調画像で高信号に描出される。一方、組
織・臓器中に高濃度蛋白質や常磁性体が存在する
と、T1緩和時間が短縮され、T1強調画像で高信
号に描出される。
　今回撮像の基本とした True FISPは、物質の
T1緩和時間とT2緩和時間の両者が密接に信号強
度に影響し、撮像条件の設定によってどちらがよ
り強く影響するかが決まる。このため、被験食品
の選定にあたっては、T2緩和時間の長い、すな
わちT1緩和時間の長い蒸留水を基本とし、その
粘度を上げるもの、あるいは常磁性体が入ってお
りT1緩和時間を短縮させるものという基準を設
定し、基準を満足するものの中から入手が比較的
容易なものを選択した。増粘剤は、摂食・嚥下障
害患者によく用いられ、粘度を上げる目的のみで
使用される 9)ことから選択した。ゼリーも、入手
が極めて容易で、増粘剤と同様に摂食・嚥下障害
患者によく用いられるという観点から対象とし
た。ゼリーに常磁性体が含まれていないことは成
分表より確認した。T1緩和時間を短縮させるも
のとしては、常磁性体のMnイオンを１杯あたり
約0.74mg含む 10, 11)ココアを選択した。また、常
磁性体の鉄イオンを含むMRI用経口造影剤フェ
リセルツは、消化管用の造影剤として実績がある
ため、これも検討とした。魚肉ソーセージに関し
ては、予備実験で魚肉ソーセージを口腔内に保持
して撮像を行ったところ、舌との間に信号強度の
大きな差が認められなかったため、周囲軟組織を
想定して対象に加えた。

被験食品の信号強度とフリップ角の影響に被験食品の信号強度とフリップ角の影響に被験食品の信号強度とフリップ角の影響に被験食品の信号強度とフリップ角の影響に被験食品の信号強度とフリップ角の影響に
ついてついてついてついてついて
　画像のコントラストに大きく影響するフリップ
角を変えて得た各被験食品像の信号強度を測定し
たところ、図6に示したように、全般的にフリッ
プ角が大きいほど高い信号強度を示す傾向がみら
れた。ただし、魚肉ソーセージの信号強度はフ
リップ角によらずにほぼ一定であった。このこと
から、実際の撮像にあたっては、フリップ角を大
きくした方が被験食品と周囲軟組織とのコントラ
ストが高くなると考えられた。
　フリップ角 50度において、蒸留水、蒸留水と
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増粘剤を混和したもの、蒸留水とMRI用経口造
影剤を混和したもの、ゼリーはいずれも高い信号
強度が得られ、魚肉ソーセージとの間で十分なコ
ントラストを示した。これらはすべて、被験食品
として適切と考えられた。ただし、MRI用経口造
影剤の使用には、わずかではあるが下痢等の副作
用の心配もある12)。今回の検討結果より、蒸留水
あるいは蒸留水と増粘剤を混和したもので十分な
信号強度とコントラストが得られることが明らか
になったため、MRI用経口造影剤を使用する必
要性はないと思われた。一方、ココアについては、
十分な信号強度、魚肉ソーセージとの間の十分な
コントラストが得られず、被験食品として不適切
と考えられた。

MRIMRIMRIMRIMRIによる嚥下動態撮像に最適な被験食品にによる嚥下動態撮像に最適な被験食品にによる嚥下動態撮像に最適な被験食品にによる嚥下動態撮像に最適な被験食品にによる嚥下動態撮像に最適な被験食品に
ついてついてついてついてついて
　嚥下障害の状態によっては、粘度の低い被験食
品が必要になる。誤嚥診断の検査や食形態の移行
時に行う検査の際には、それぞれの患者に適した
粘度の被験食品の使用が好ましい。これらのこと
を考慮すると、MRIによる嚥下動態撮像に最適
な被験食品は、T2緩和時間の長い水を基本とし、
必要に応じてその粘度を調整できるもの、すなわ
ち水と増粘剤を混和したものと考えられた。

結　　論結　　論結　　論結　　論結　　論
　MRIによる嚥下動態撮像に適した被験食品に
ついて、その信号強度を基に検討を行った結果、
増粘剤を使用して蒸留水の粘度を変化させた食品
が適していると考えられた。
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