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Development of an Automated Processing Method to Detect Coronary Motion for
Coronary Magnetic Resonance Angiography
Hiroya Asou, N. Imada, and T. Sato; Hiroshima/JAPAN
Purpose:
On coronary MR angiography (CMRA), cardiac motions worsen the image quality. To improve the image quality, detection of cardiac
especially for individual coronary motion is very important. Usually, scan delay and duration were determined manually by the operator. We
developed a new evaluation method to calculate static time of individual coronary artery.
Methods and Materials:
At first, coronary cine MRI was taken at the level of about 3 cm below the aortic valve (80 images/R-R). Chronological change of the
signals were evaluated with Fourier transformation of each pixel of the images were done. Noise reduction with subtraction process and extraction process were done. To extract higher motion such as coronary arteries, morphological filter process and labeling process were added. Using
these imaging processes, individual coronary motion was extracted and individual coronary static time was calculated automatically. We
compared the images with ordinary manual method and new automated method in 10 healthy volunteers.
Results:
Coronary static times were calculated with our method. Calculated coronary static time was shorter than that of ordinary manual method.
And scan time became about 10% longer than that of ordinary method. Image qualities were improved in our method.
Conclusion:
Our automated detection method for coronary static time with chronological Fourier transformation has a potential to improve the image
quality of CMRA and easy processing.
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ボランティアによる自動選択と手動選択での画像
を比較した結果，自動選択は実撮影時間が延長する
傾向にあったが，画像は良くなる結果であった．
これらの結果より，フーリエ変換を利用した静止時
相自動選択処理は画質を改善し，心臓 MRI アプリ
ケーションの半自動化に寄与することを報告した．
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ので EPOS で登録したところ accept され，初めて海

謝

辞

外学会への参加を手に入れることができた．ところ
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