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大阪府臨床検査技師会

第4回 中央地区ｵｰﾌﾟﾝｾﾐﾅｰ

育和会記念病院

画像診断部 渡邊 博隆

放射線領域の画像診断の臨床編

『MRIの画像診断から得られる臨床症例の解析』

2015年2月27日

大きく分けて2つのｺﾝﾄﾗｽﾄが存在する

（CTには1つのｺﾝﾄﾗｽﾄしかない）

MRI画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ

T1強調画像T2強調画像

T2強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ

● 水の多いところ＝白い（高信号）

● 水の少ないところ＝黒い（低信号）

● 脂肪＝白い（高信号）

水のある部分を見て白ければT2強調画像

T2強調画像強調画像強調画像強調画像

1 脳室は白い

2 髄質はやや黒い

3 脂肪は白い

1 脳脊髄液は白い

2 椎間板は白い

3 脂肪は白い

4 脊髄はやや黒い
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頭部頭部頭部頭部 腰椎腰椎腰椎腰椎

T1強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ強調画像のｺﾝﾄﾗｽﾄ

● 水の多いところ＝黒い（低信号）

● 水の少ないところ＝黒い（低信号）

● 脂肪＝白い（高信号）

水のある部分を見て黒ければT1強調画像

T1強調画像強調画像強調画像強調画像

1 脳室は黒い

2 髄質はやや黒い

3 脂肪は白い

1 脳脊髄液は黒い

2 椎間板は黒い

3 脂肪は白い

4 脊髄はやや黒い

1
2

3

2

3
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頭部頭部頭部頭部 腰椎腰椎腰椎腰椎
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この画像はＴ1強調画像?Ｔ2強調画像?

T2強調画像

ＴＴＴＴ2強調画像強調画像強調画像強調画像 ＴＴＴＴ1強調画像強調画像強調画像強調画像

本日のテーマ

1. 整形領域

2. 乳房

3. 腹部（肝臓）

4. 骨盤部（子宮・卵巣）

5. 胸部（心臓）

【患者】 40歳代 男性

【既往歴】 きれ痔

【主訴】 自転車にて転倒。

手のひらで体を支えた。

単純X線画像
単純X線画像
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T1強調画像 T2*強調画像 STIR画像

T1強調画像

舟状骨骨折のX線診断とMRI

舟状骨骨折は通常,単純X線写真で診断

されるが,急性期で偏位の少ないものは診

断が困難である。単純X線写真で異常が

ない場合でも,7～10日後に再撮影を行な

うと骨折線に沿って骨吸収が生じ骨折が

明らかにあることが多い。

【患者】 70歳代 女性

【既往歴】 無し

【主訴】 朝,高さ約30cmのﾍﾞｯﾄか

ら転落し腰部を叩打し救急

搬送。

単純X線画像 CT画像

T2強調像 T1強調像

STIR像
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◇骨折

• 外傷性骨折でMRIが行われる場合,関節内骨

折では関節内外の関節支持組織の状態を把

握する目的である。手関節では,三角線維軟

骨など,肩関節では腱板,関節振,二頭筋長頭

腱関節唇接合部など,膝関節では十字靭帯,
半月板,側副靭帯などが含まれる。

◇骨折

• 疲労骨折ではｽﾄﾚｽ性骨髄浮腫の状態から

早期診断が可能である。脊椎の脆弱性圧迫

骨折では,悪性腫瘍に伴う圧迫骨折との鑑別

に使われる。

正常骨 脆弱骨 病的骨

負荷の強さ負荷の強さ負荷の強さ負荷の強さ

強力な外力な外力な外力な外力

反復負荷負荷負荷負荷

生理的範囲範囲範囲範囲

外傷性骨折

脆弱性骨折

疲労骨折
病的骨折

骨の状態

脆弱性骨折とは

• 骨粗鬆症,骨軟化症,放射線治療,ｽﾃﾛｲﾄﾞ治療

など“脆弱”な状態にある骨に軽微な外力が

加わった場合に発生するｽﾄﾚｽ骨折である。

• 60歳以上の女性（閉経後骨粗鬆症）の胸腰

椎,仙骨,恥骨に好発する。

T2強調像 T1強調像 STIR

腰痛で来院

STIR

骨髄浮腫
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Honda徴候

• 仙骨の脆弱性骨折は特徴的に椎体を横走す

る骨折と両側仙骨翼を縦走する骨折からなる。

• 骨ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰでは「H」型の集積がみられるた

め名づけられた。

疲労骨折とは

• 健常な,正常の強度を有する骨に発生するｽﾄ

ﾚｽ骨折であり,多くはｽﾎﾟｰﾂなど過度の外力

が繰り返し加わることにより生じる。

• 古くは行軍骨折と呼ばれる兵士の中足骨骨

折が有名であったが,陸上選手やｻｯｶｰ選手

など足肢を酷使するｽﾎﾟｰﾂで疲労骨折が生じ

やすい。

【患者】 9歳 女性

【既往歴】 なし

【主訴】 右大腿部が痛い。最近,
親子でｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞをしている。

単純X線では,特に異常なし

T1強調像 STIR

【患者】 14歳 男性

【既往歴】 なし

【主訴】 少年野球硬式で捕手をし

ている。2ヶ月前から肩に痛み

がある。

単純X線画像
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R L

• ﾘﾄﾙﾘｰｶﾞｰｼｮﾙﾀﾞｰとは,小学生高学年から中

学年の野球少年に認められる上腕骨近位端

線の離開で,疼痛,圧痛を訴える.単純X線像で

左右差をもって患側骨端線が健側より離開し

ていることが診断の決め手となる.過度の投

球動作による骨端線癒合遅延および損傷で

あるが,単純X線像は上腕骨近位骨折分類の

Salter-Harris分類のtype1に相当する.

T1強調画像 脂肪抑制T2強調画像 T2＊強調画像脂肪抑制T2強調画像

T2＊強調画像脂肪抑制T2強調画像

関節窩はどの部位でも外に向かっ

て鋭角に存在するが,投球障害肩

の後下方では丸みを帯びた骨変形

（slant appearance）と同部の関節

唇・硝子軟骨の肥厚が存在する.

投球障害肩の大部分（85%）に,こ
のslant appearanceを認めた.
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上腕骨近位骨端線の離開を認め,
脂肪抑制T2強調像で高信号域を

認める.炎症を疑わす所見を認める.

【患者】 60歳代 男性

【既往歴】 肺気腫

【主訴】 右肩が特に最近,挙上

できなくなってきた。

T1強調像 T2*強調像

T2*強調像

Hill-Sachs lesion Bankert lesion
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画像診断： Bankart lesion
(関節包の剥離・損傷)

画像所見のポイント

MRI
• 関節唇損傷の描出にはT2＊

強調像または脂肪抑制

ﾌﾟﾛﾄﾝ像が有用である。

• 関節唇損傷は前下部に多く,関節唇の不整・変形・

欠損・信号上昇として認められる。

• Hill-Sachs lesionは骨頭後外側の陥凹として認めら

れ,急性期には骨髄浮腫を伴う。

• MR関節造影では関節唇の断裂・偏位・変形・前下

関節上腕靭帯の弛緩・断裂,関節包の前部の骨膜

からの剥離が認められる。

【患者】 70歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 左肩の痛み,挙上できず。

T2*強調像

T1強調像 T2*強調像
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STIR像 MRI関節造影

MRI関節造影STIR像T2*強調像

画像診断：棘上筋腱断裂

画像所見のポイント

単純X線写真

• 肩峰下骨棘,肩峰下面の骨硬化や陥凹,大結節上面の骨硬

化や嚢包性変化。

MRI
• 脂肪抑制ﾌﾟﾛﾄﾝ強調像やSTIR像が有用

• 斜冠状断と斜矢状断の少なくとも2方向の撮影を行う。

• 断裂の好発部位は棘上筋腱の大結節付着部の前方寄り

• 完全断裂：腱の不連続・欠損・腱・筋肉の近位側への退縮

【患者】 30歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 右肘に軟部腫瘤。
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T1強調像

T2強調像

STIR像

ADCdiffusion

画像診断：類上皮腫（類表皮嚢腫）

画像所見のポイント

• 境界明瞭な皮下の嚢胞性病変,単房性が多

い。

• 内部が角質物質によりわずかに不均一。

• T2強調像で高信号であるが,ｶﾞﾝｸﾞﾘｵﾝよりも

やや低信号。

• 角質物質により通常の嚢胞よりも拡散しにくく

なっておりADC値が低いのが特異的。

【患者】 40歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 第1趾に軟部腫瘤。

T1強調像 STIR像
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T2強調像T1強調像

diffusion ADC

画像診断：ganglion

画像所見のポイント

• 境界明瞭な皮下の嚢包性病変。

• 多房性のことが多い。

• T2強調像で内部の粘液は自由水と同程度の

著明な高信号。

• 拡散しやすくADC値は自由水と同程度に高

い。

【患者】 70歳代 女性

【既往歴】 特になし

【主訴】 右乳房に,しこりが触れる。

R L R L
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画像診断： 乳癌
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【患者】 70歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 健診にてｴｺｰで腫瘍を指

摘される。

20sec 90sec 210sec
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画像診断： 肝細胞癌

【患者】 20歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 健診にてｴｺｰで腫瘍を指

摘される。

画像診断： 肝血管腫

【患者】 60歳代 女性

【既往歴】 特になし

【主訴】 健診にてｴｺｰで腫瘍を指

摘される。
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画像診断： 肝血管腫
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月経周期

月経期 増殖期 分泌期

0000 14141414
28282828日日日日

卵胞期卵胞期卵胞期卵胞期 黄体期黄体期黄体期黄体期

排卵排卵排卵排卵

排卵のある前の,盛んに増殖してベッドを作ってい

る時期を「増殖期」といいます。

内膜は,排卵時には,分厚くて（約10mmほどにもな

ります！）コイル状の血管の豊富な,やわらかい

ベッドになります。

排卵後の,粘液を分泌し着床を待っている時期を

「分泌期」といいます。

月経周期による子宮体部の変化

月経直後 増殖期

（卵胞期）

分泌期

（黄体期）

内膜

Junctional 

zone

筋層

薄い

（1～2mm）

境界不鮮明，

厚い

低信号

徐々に肥厚

徐々に明瞭化

徐々に信号上昇

厚い

（5～7mm）

境界鮮明な

低信号

比較的高信号

増殖期 分泌期月経直後

月経期 増殖期 分泌期

0000 14141414
28282828日日日日

月経周期による卵巣の変化

卵胞期初期：卵巣表面に大きさが揃った2～3mmの卵胞を数個認める。

卵胞期 ：その後，排卵まで主席卵胞が増大し，排卵直前には最大

2.5cm程度になる。

黄体期 ：ドミナント卵胞は黄体となって，徐々に収縮する。造影増

強効果も弱まる。

月経直後 増殖期

分泌期
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【患者】 50歳代 女性

【既往歴】 特になし

【主訴】 下腹部に違和感がある。

画像診断： 子宮筋腫

子宮腺筋症子宮筋腫
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子宮筋腫 ＝ 境界明瞭

子宮腺筋症 ＝ 境界不明瞭

【患者】 70歳代 男性

【既往歴】 特になし

【主訴】 朝8時から胸痛出現し自転車で

受診される.1週間前から胸痛

on  offあり.

来院時の心電図 2014年11月07日 来院時の心電図 2014年11月07日

2007年3月20日 治療前

Seg 6  100%閉塞閉塞閉塞閉塞
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ｽﾃﾝﾄ留置 3.5×18mm 治療後

治療前 治療後 第一対角枝開通

ｼﾈ MRI

2腔断面像 3腔断面像

4腔断面像

約1ヶ月後

Dyanamic MRIｼﾈ MRI
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遅延造影MRI 貫壁性梗塞

【患者】 70歳代 女性

【既往歴】 特になし

【主訴】 心ｴｺｰにて左房内異物を

認めた為,紹介となり入院.

CT画像 VR

右冠動脈 RCA 左冠動脈 LAD 左冠動脈 LCX

CT画像

単純 造影 CT画像 MPR
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T1強調画像 T2強調画像

病理結果：左房粘液腫

誰にでもできる

空間分解能実験

Mat 230×256  Time 3:51

メーカー推奨シーケンスメーカー推奨シーケンスメーカー推奨シーケンスメーカー推奨シーケンス

Mat 922×1024 Time 7:42
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Mat 821×1024 Time 6:53 Mat 461×512 Time 3:51

エンコード数と画質

大

小

短

長

低

高多

少

エンコード数 CRT像

空間

分解能

S/N
撮影

時間

ノイズっぽい

粗い

撮影領域を一定とする

画像の基礎

パラメータと画像

積算回数

低 高

厚

薄

スライス厚

広

狭

撮影領域

少

多

マトリクス

少 多

低 高S/NS/N

低 高S/N低 高S/N

低

高

分

解

能

低

高

分

解

能

低

高

分

解

能

低

高

分

解

能

画像の基礎

パラメータと画像

Mat 230×256  Time 3:51 Mat 922×1024 Time 7:42

Mat 821×1024 Time 6:53 Mat 461×512 Time 3:51


