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The phase contrast computed tomography is considered to be highly 

effective when the subject is a soft tissue. This is because the phase change 

when X-rays pass through the object is clearer than the absorption change. 

In this case, since the projection data is obtained in a wrapped state, an 

unwrap process for connecting discontinuous line segments is necessary. 

However, complete unwrapping is difficult because the discontinuous line 

segments are cut off due to measurement noise and interferometer defects in 

the actual observation system. In this study, we focused on deep learning, 

and proposed a phase unwrapping method using convolutional neural 

network, which has an excellent effect in image discrimination, and 

examined its effect.  
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我々は、血管系そのものの機序解明や高血圧、がんなどの生活習慣病に

関する知見の獲得を目的として、非対称反射光学素子（Si 結晶）によって得ら

れる放射光単色Ｘ線の一軸方向を幾何学的に拡大して二次元照射面を形成

し、二次元Ｘ線検出器（CCD、CMOS、HARP、PILATUS）を利用して二次元動

画像を得ることができる微小血管系診断システムの開発を BL-14C、NE7A で

実施してきた。 

図１には、微小血管系診断システムの概念図を示す。上記検出器を利用す

ることで、小動物の直径 100 ㎛ 程度以下の血管系を描出することが可能であ

る。血管系診断では、血管の形状や血流などの時間的変化を評価することも

重要であり、目的とする情報を得るために放射光単色Ｘ線、検出器の物理的

特性、それらを考慮した画像処理は研究上の重要なパラメータとなっている。

また、医学試料を対象とするＸ線イメージングでは、画像情報を得るうえで被

写体への被ばく線量を考慮しなければならない場合も多い。 

 今回、偏向電磁石ビームライン PF-AR NE7A および縦型ウイグラービームラ

イン PF BL-14C において、吸収コントラストイメージング法で得られる微小血

管系画像に関して目的とする情報を描出するためのイメージングシステムに

関する特性評価、画像処理に関する検討を行ったので報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

図１. 微小血管系診断システムの概念図 
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【背景・目的】 

骨密度検査の DIP（Digital Image Processing）法は、骨粗鬆症の診断・予防に 

対して一般的に行われている検査である。 

臨床において DIP 法は診断用Ｘ線により行い、DIP 法の検査結果の基準は 

日本骨代謝学会より示されて、この基準から骨密度の判定が行われている。 

本研究では単色Ｘ線の実験結果と臨床の基準とを比較することにした。 

【方法】 

《単色Ｘ線による DIP 法用画像の作成》 

ＦＰＤに人骨ファントム（右手部）を密着させ、単色Ｘ線（PF BL-14C 33keV） 

を右中手骨の中央付近に向けて１秒間照射した（４画像）。 

《単色Ｘ線による DIP 法用画像のピクセル値測定》 

Image J を用いて４画像の右第二中手骨の中央付近（測定範囲：骨幅方 

向８mm・骨長軸方向７mm）のピクセル値を測定した。そして、４画像のピク 

セル値の平均値を求めた。

《単色Ｘ線による DIP 法用画像のピクセル値とアルミニウムステップの関係》 

平均ピクセル値に相当するアルミステップの厚さを読み取った。 

【結果・考察】 

① 平均ピクセル値に相当するアルミニウムステップの厚さは、７mm 程度と

読み取ることができた。

② 臨床の基準では、右第二中手骨のアルミニウム厚は２～３mm 程度とさ

れている。

③ 実験結果と臨床の基準でアルミニウム厚に差が生じたことは、検討課題

と捉えられる。

④ 臨床では診断用Ｘ線（管電圧：50kV）を使用することにより、連続スペクト

ルＸ線の影響が推測される。

⑤ DIP 法の精度向上を考えると、この検討課題は解明すべきと判断する。
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