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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２６年４月７日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局  北海道大学・大学院工学研究院   

（ふりがな）    ただの    しげる 

職・氏 名   教授・但野  茂        
 

1. 事 業 名 相手国（アメリカ合衆国）との共同研究  振興会対応機関（ NSF ） 

2. 研究課題名   MRE 用最適加振方法に関する共同研究                 

3. 全採用期間 

平成２４年４月１日 ～ 平成２６年３月３１日（２年０ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額 5,000,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  3,000,000 円 

 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

山本  徹 

梶原 逸朗 

菅  幹生 

藤崎 和弘 

龔  剣萍 

大橋 俊朗 

山口 茂彦 

黒川 孝幸 

鈴木 逸人 

北海道大学・教授 

北海道大学・教授 

千葉大学・准教授 

弘前大学・准教授 

北海道大学・教授 

北海道大学・教授 

北海道大学・准教授／国際弁理士 

北海道大学・特任助教 

北海道大学・博士後期課程２年 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  メイヨークリニック・教授・Kai-Nan An            
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（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Ehman Richard 

Kiaran P. McGee 

Qingshan, Chen 

Chen, Jun 

メイヨークリニック・教授 

メイヨークリニック・准教授 

メイヨークリニック・助教授 

メイヨークリニック・研究員 

 

6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載

してください。） 

6-1. 研究目的 

○臓器内の硬さ分布を非侵襲に測定する手法に Magnetic Resonance Elastography（MRE）がある。

MRE では MRI のガントリー内で生体臓器を加振し、MRI 画像に現れる組織の横波定常波（せ

ん断波）の波長から、組織の粘弾性パラメータである貯蔵弾性率と損失弾性率が計測される（図

１）。これまでの MRE 再構成画像は精度が悪い。これは臓器の加振技術の精度が悪いことに

起因する。 
○本研究では臨床 MRE 計測の精度向上をめざし、臓器各部位の MRE 計測に向けた最適加振方法

や最適 MRI 信号検出法の検討を行い、MRE に必要な装置仕様の決定と国際標準化のための基

礎技術を整備する。 
 
6-2. 研究計画 
○MRE 研究を先導する Mayo Clinic, USA と連携し、より高精度で安全な臨床用 MRI による MRE

加振方法について共同研究を実施する。 
○加振装置、MSG 制御技術、MRE 逆問題数理モデル、ファントム開発、生体臓器物性試験等の

MRE 要素技術の精度向上を図る。 
○MRE を臓器（肝臓等）に適用させた加振機の臨床仕様、生体加振プローブの設計、制御・解

析ソフトウェア作成、加振機の設置方法、など検討する。また、ヒト加振実験、臨床応用に向

けた検討を行う。 

○高精度 MRE 計測の標準化を図る。 

 

6-3. 実施状況 

【平成２４年度】 

１）共同研究キックオフ・ミーティング：Mayo Clinic (Rochester, USA)、2012/80/30-8/31 
○8/30 に、Department of Radiotherapy（放射線医学教室）、31 日に Biomechanics Research Labo

の２カ所で実施した。両日とも日本側からは、但野、中村、梶原、菅、鈴木の５名が参加

した。 
○8/30 の Department of Radiology では、USA 側は、MRE 研究で世界の第一人者である Prof. R. 

Ehman と個別の meeting を行った。その後、同教室の定例 MRE Group Meeting に参加し、本

プロジェクトの紹介と各研究内容を報告した。また、Mayo Group から現在進行中の MRE
研究が報告され、意見交換を行った。我々の研究に大変興味を持ってもらい、特にモデル

解析手法の開発が重要であると共通認識に立ち、今後共同で進めて行くこととした。 
○8/31 の Biomechanics Research Labo では、MRE Group の DR. Q. Chen, DR. A. Thoreson, DR. Y. 

Itoigawa, 他３名とミーティングを行った。  
○これまでの micro-MRI による MRE 研究に関する日本側研究状況を但野、中村、菅、梶原が

それぞれ報告し、それら研究内容による討論を行った。次いで、Mayo 側から、MRE の整

形外科領域の研究報告が行われ、意見交換を行った。 
○特に数値解析手法の精度が共通の話題となり、これらの研究のため、今後計測シミュレー
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ション手法の開発等を共同で実施することとした。また、共通の関心領域である、MRE の

整形外科領域の応用について、意見交換を行い、お互いの研究を共同で実施するため、よ

り緊密な情報交換を行うことにした。 
２）MRE 用加振機の実用化改良： 

○申請者らが開発した加振機は低磁場 MRI での使用を想定した装置であり、臨床用 MRI 使用

を想定した改良開発のため、Mayo Clinic の臨床用 MRI 室の調査および加振機性能確認をボ

ランティア実験により実施した。 
○また、MRE 計測逆問題数理モデルの精度検討を日本側、USA 側共同で実施した。それに伴

い、本加振機の精度改良および MSG 制御技術改良、micro MRI 用 MRE のための制御シー

ケンスの検討を行った。 
○本項の研究打合せおよび実験のため、若手研究者（菅）を Mayo Clinic (Rochester, USA)に派

遣した。上記キックオフミーティングの前の３日間である。 
○また、加振機改良および精度向上、および生体加振プロープの開発等の打合せおよび実験

のため、鈴木（博士学生）を千葉大学、放射線医学研究所、および筑波大学に派遣した。 
３）制御・解析ソフトウェア開発： 

○micro MRI を用いた MRE 計測のための解析手法を検証するため、MRE 計測の有限要素法シ

ミュレーション技術の開発を行った。 
【平成２５年度】 
１）加振装置、MSG 制御技術、MRE 逆問題数理モデル、ファントム製造、生体臓器物性試験等

の MRE 要素技術の更なる精度向上を図る。 
○micro MRI を用いた加振方法や mSG 制御技術最適化の実験を行った。加振方法では、FRP

弾性棒を用いた縦波加振を行い、加振位置、試験片境界条件、加振周波数を 50〜300Hz と

し最適な加振条件を検討した。試験片材料の硬さ（ヤング率）と MRE 計測弾性率 G’、G”
の関係が線形となり、再現性も良好なことを確認した。 

○MSG 制御技術に関しては、加振周波数と MRI パルス印加タイミングを調整し、シーケンス

の最適化を図った。これにより任意の加振周波数によるシーケンスが作成可能となり、MRE
取得画像の精度が改良した。 

○臓器ファントムの候補材料を選定するため、アガロースゲルとゼラチンを使用した。アガ

ロースゲルでは、それぞれの濃度を 0.6、0.8、1.2、1.5、2.0wt%とし、硬さを変化させた。

ゼラチンの場合、濃度を 5、7、10、12、15wt%の硬さの異なる５種類の試験片を作成した。

これらの試験片の MRE 実験を行い、静的弾性率と G’、G”の関係を確認した。また、二種

類の硬さの異なる材料からなる二層試験片を作成し、その MRE 実験も行い、二層間の硬度

差が MRE で計測されることを確認した。 
○生体臓器物性試験として、豚大腿筋と豚肝臓の MRE 計測を行った。加振周波数を 50、100、

150、200、250Hz とし、振幅を 0.1、0.3、0.5mm の実験を行い、生体臓器の MRE 画像を計

測した。内部に加振波形が伝播して行く過程が確認された。 
２）ヒト加振実験 

○ボランティア加振実験を micro-MRI と Mayo Clinic で行った。測定された硬度の臨床的精度

検証方法を議論した。やはり、ファントムほど測定精度は望めなく、今後の検討課題とな

った。 
３）若手研究者派遣（日本）  

○鈴木（DC２年）をインターンシップとして 2014 年 2/8〜3/30 まで Mayo Clinic に滞在させた。

その間、MRE に関する実験方法、臨床検査方法を研修し、その解析モデルの超弾性連続体

モデルの FEM シミュレーションについて共同研究を実施した。 
４）FEM シミュレーションモデル解析（日本） 
○MRE 数値モデルや生体組織の加振モデルを作成し、MRE の数値シミュレーション手法を開

発する。これにより実験各パラメータの影響を検討した。 
○本手法で使用される数理モデルと、MRE による逆問題解析の妥当性の確認のため、三次元

有限要素法による MRE 計測シミュレーション手法を開発した。またシミュレーション結果

と実験結果を比較参照したところ、実験結果の妥当性が確認された。本手法を用いて肝臓
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の MRE 計測シミュレーションを行い、妥当な結果を得た。 
５）共同研究ワークショップ（2013 年 12 月、北大） 
○日本側研究の進捗状況を確認するためミーティングを開催した。参加者は、但野、梶原、鈴

木、中村、富田、後藤、である。 
６）共同研究総括ミーティング 
○2014 年 1 月 22 日、23 日、Mayo Clinic (Rochester, USA）で行った。日本側参加者は、但野、

梶原、中村、大橋、山口の５名であった。 
○1/22 Mayo Clinic Biomech Labにおいて、日本側からこれまでの研究成果を報告し、意見交換

を行った。USA側参加者は7名であった。参加のProf. K-N Anからは、興味深い成果が得られ

ており、今後とも協力して行きたい、とのコメントを頂いた。その後、Mayo側から研究報

告がなされ、これに関する意見交換を行った。 
○1/23 Mayo Clinic Radiology Lab において、日本側からこれまでの研究成果を報告した。参加

者は2名であった。当該研究の第一人者であるProf. Ehmanと貴重な意見交換が実現した。同

教授からは今後とも更なる研究の進展と協力関係を続けて行きたいとのコメントを頂いた。

その後 Prof. A Manducaと計算機シミュレーションに関するお互いの成果を報告し、共通の

課題等を整理した。 
７）研究成果を国内外の学会等で発表する。 
○本事業による研究成果を国内外の学会で発表した。 
 ・Journal 論文（Journal 投稿中を含む） 3 本 
 ・国際会議 Proceedings   4 本 
 ・国際会議発表    4 回 
 ・国内学会等発表   5 回 

 


