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第 1８回 日本デジタルパソロジー研究会総会
2019 年 8 月 29 日～8 月 31 日
アクトシティ浜松

コングレスセンター

研究会会長 挨拶

第 18 回 日本デジタルパソロジー研究会総会開催に向けて
日本デジタルパソロジー研究会
会長（President） 森 一郎
（国際医療福祉大学医学部病理学 教授）
昨年まで当研究会のほぼ総力を挙げて作成に協力してきたデジタルパソロジーガ
イドラインが、今年になって日本病理学会から公表されました。デジタルパソロジー
が当たり前となる時代がもうそこまで来ています。病理診断への AI の導入に関して
も、これまで夢物語だったのが何となくその可能性が具体的に見え始めたような気が
しています。もちろんデジタルパソロジーあっての AI 診断ですので、今後はさらな
る AI 技術の進歩を視野に入れながら、いかにして日常診断のワークフローに組み込
んでいくかが具体的に問われるように思います。このようなデジタル化の動きは日本
のみならず世界中で同時進行しています。昨年から始まった米国 DPA からのゲスト
を迎えての英語セッションは、今年はさらに台湾をはじめ多数の海外ゲストをお迎えすることができました。
皆様にはぜひ積極的に討論等にもご参加いただきますよう、お願い申し上げます。

世話人総会長 挨拶

第 18 回 日本デジタルパソロジー研究会総会開催にあたって
第 18 回 日本デジタルパソロジー研究会総会
世話人総会長（Congress Chair） 小倉 隆
（浜松ホトニクス株式会社）
日本デジタルパソロジー研究会も 18 年目を迎え、今回、浜松にて総会を開催させ
ていただく運びとなりました。
今回の総会では、
「光あるデジタルパソロジーの未来に、今、我々ができること」と
題し、これまで以上に国内外から多くのスピーカーをお招きしており、現在のデジタ
ルパソロジーの運用やその課題に始まり、国内・海外のデジタルパソロジーの状況、
更には今後、デジタルパソロジーにとって必要となる技術、特に人工知能(AI)を主と
した研究・技術・体制といった未来に至るまで幅広いデジタルパソロジーの世界につ
いて知ることのできる総会になっていると確信しております。
今回、多くの方々のご協力により、広く総会の案内をする事ができ、その結果、出展企業様も 20 社、事前
登録者数も 220 名以上という多くの方々にご参加いただける事となりました。この事からも、これまで以上に
デジタル病理分野に対して期待と展望を多くの方が持たれていると実感しています。
是非、今回の総会では多くの交流を通して、皆様にとっての「光あるデジタルパソロジーの未来にできるこ
と」をお考えいただけるきっかけとなれば幸いです。
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開催概要（About the Meeting）
●名称：第 18 回 日本デジタルパソロジー研究会総会
（Name: The 18th Annual meeting of JSDP）
<テーマ：光あるデジタルパソロジーの未来に、今、我々ができること>
（Theme: What we should do today toward the brilliant future of Digital Pathology）
●会期：2019 年 8 月 29 日（木）～31 日（土）
（Date: ２０１９/８/２９ (Thu) – ８/３１ (Sat)）
●会場：アクトシティ浜松 コングレスセンター 4 階
〒430-7790 静岡県浜松市中区板屋町 111-1
《講演会場》41 会議室
《展示会場》43 会議室 / 44 会議室（コーヒーブレイク会場を兼ねる）
（Place: Act City Hamamatsu, Congress Centre 4F. Conference: Room 41, Exhibition/Coffee:
Room 43/44）

●主催：日本デジタルパソロジー研究会（Hosted by JSDP）
●後援：日本病理学会（Supported by The Japanese Society of Pathology）
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10

11

12

受付 11:00～
8/29（木）

13

15

16

17

18

19

20

イベント

開会 15分 / 講演1 110分

講演2 50分 休

講演2 80分

移動

Welcome Party 90分

12:30集合-13:45戻り

14:00～16:05

16:35～17:25 憩

17:35～18:55

受付

19:30～21:00

Registration

（Thu）

14

コングレスセンター

Tour

21

コーヒーブレイク

Coffee Break

展示 Exhibition

8/30（金）
（Fri）

受付

講演3 100分

講演4 50分

講演5 90分

8:30～

9:00～10:40

11:10～12:00

13:00～14:30

Registration

コーヒーブレイク

ランチョンセミナー①

Coffee Break

E

講演6 140分
15:00～17:20

コーヒーブレイク

Luncheon

E

E 写真撮影

休憩

講演6
20分

18:00～

18:30
17:40～18:00

Coffee Break

移動
受付

懇親会 120分
Networking Reception
19:00～21:00

Group Photo

展示 Exhibition

8/31（土）
（Sat）

受付

講演7 90分

8:30～

9:00～10:30

Registration

E

講演8 90分

講演9 90分

11:00～12:30

13:30～15:00

コーヒーブレイク

ランチョンセミナー②

Coffee Break

講演10 60分/閉会 20分
15:30～16:50
コーヒーブレイク

Luncheon

E Session in English

Coffee Break

展示 Exhibition

８/２９ Thursday
講演 1 現在のデジタルパソロジー 臨床現場での応用
（Current clinical application of digital pathology）
講演 2 日本遠隔医療学会、IHE からの報告及びデジタルパソロジーに関する研究
（Report from IHE and Research regarding digital pathology）
８/３０ Friday
講演 3 各学会におけるデジタルパソロジーの現状と今後
（Use of digital pathology in several societies）
講演 4 日本デジタルパソロジー研究会総会
（Business meeting of JSDP for members）
講演 5 International Session with TSP(台湾病理学会)
講演 6 International Joint Session with DPA
８/３１ Saturday
講演 7 International Session with Sweden, China and Mongolia
講演 8 Cutting edge of Digital Pathology
講演 9 未来へと繋がる新規技術及び体制 ①
（New technologies and organizations 1）
講演 10 未来へと繋がる新規技術及び体制 ②
（New technologies and organizations 2）
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８/２９ Thursday
１１：００～
受付開始
（Registration）

１２：３０～１３：４５
浜松楽器博物館 見学（イベント）
（Visiting Hamamatsu Museum of Musical Instruments）

１４：００～１４：１５
開会式
（Opening Ceremony）

＜講演１＞現在のデジタルパソロジー 臨床現場での応用（１４：１５～１６：０５）
座長：齋藤 勝彦 富山市民病院 病理診断科
渡辺 みか 東北大学病院病理部

１４：１５～１４：３５
＜会長推薦講演＞ 座長：森 一郎 国際医療福祉大学医学部病理学
誠馨会病理センターにおけるデジタルパソロジーの紹介
張ヶ谷 健一
医療法人誠馨会 / 病理センター

１４：３５～１４：４５
遠隔病理診断ネットワークに必要な３つの条件と接続の重要性について
渡辺 みか
東北大学病院 / 病理部

１４：４５～１４：５５
医療法人鉄蕉会亀田グループの医療機関間連携への取り組み
原田 大
亀田総合病院 / 病理部
共同演者（Co-presenters）
福岡 順也 / 亀田総合病院
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１４：５５～１５：０５
鹿児島県北、熊本県南基幹病院と JCHO 病院間でのライブ画像対応バーチャルマイクロスコピーによる
遠隔病理診断支援体制の現状
猪山 賢一
JCHO 熊本総合病院 / 病理診断科
共同演者（Co-presenters）
佐藤 敏美 / JCHO 人吉医療センター・病理診断科
民本 重一 / JCHO 天草中央総合病院・病理室
畠中 慎吾 / 済生会川内病院・病理診断科
河野 公成 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
下野原 壮 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
折田 彩香 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
原田 康治 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科

１５：０５～１５：１５
臨床医、病院管理者としてテレパソにかかわる病理医、SE、ベンダーに望むこと
杉谷 篤
米子医療センター / 外科

１５：１５～１５：２５
病理部門システムと病理画像管理システム連携 −現場視点のワークフロー構築の提案−
津山 直子
公益財団法人がん研究会がん研究所 / 病理部
共同演者（Co-presenters）
竹内 賢吾 / がん研病理部

１５：２５～１５：３５
国立病院機構多施設共同研究『病理診断支援システムの機能と病理部門インシデントの関係を調査する
前向き登録研究(病理インシデント研究)』終了報告
寺本 典弘
四国がんセンター / 病理科・がん予防疫学研究部
共同演者（Co-presenters）
病理インシデント研究班 / 国立病院機構病理インシデント研究参加病理部門・計 27 施設

7

１５：３５～１５：４５
デジタルパソロジー画像に関するカラーマネジメントシステムの構築提案
東福寺 幾夫
高崎健康福祉大学 / 健康福祉学部医療情報学科
共同演者（Co-presenters）
高松 輝賢 / マトリクス株式会社
鈴木 昭俊 / 株式会社ニコン

１５：４５～１６：０５
＜特別講演＞ 遠隔デジタル病理の実臨床における活用
田村 忠司
株式会社パソネット / 代表取締役社長

１６：０５～１６：３５ コーヒーブレイク（Coffee Break）

＜講演２＞ 日本遠隔医療学会、IHE からの報告及びデジタルパソロジーに関する研究
（１６：３５～１８：５５）
座長：東福寺 幾夫 高崎健康福祉大学
近藤 恵美 シスメックス CNA 株式会社

１６：３５～１６：５５
＜招待講演＞ 医療のトランスフォーメイション時代における遠隔医療の現状と課題
近藤 博史
鳥取大学医学部付属病院 / 医療情報部

１６：５５～１７：０５
IHE病理・臨床細胞委員会関連セッション「IHE病理・臨床細胞委員会」活動報告【国内活動報告】
鈴木 昭俊
一般社団法人日本IHE協会 / 病理・臨床細胞委員会

１７：０５～１７：１５
IHE病理・臨床細胞委員会関連セッション「IHE病理・臨床細胞委員会」活動報告【海外活動報告】
近藤 恵美
一般社団法人日本IHE協会 / 病理・臨床細胞委員会
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１７：１５～１７：２５
デジタル病理画像表示用モニタ―に関する国際標準化についての最新動向
長谷川 幹夫
株式会社JVCケンウッド / ヘルスケア事業部

１７：２５～１７：３５ 休憩（Break）
１７：３５～１７：４５
R言語によるミスセンス変異有害性予測モデルの構築
池田 健
函館五稜郭病院 / がんゲノム医療センター

１７：４５～１7：５５
多重蛍光染色全組織デジタル画像を用いたCD8陽性T細胞の空間分布解析方法の検討
阿部 時也
慶應義塾大学 / 医学部病理学教室
共同演者（Co-presenters）
真杉 洋平 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
小川 優里奈 / 慶應義塾大学医学部 5 年
三浦 瑛祐 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
西村 瑶子 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
橋口 明典 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学医学部病理学教室

１7：５５～１８：０５
PathPresenter- A collaborative platform for data sharing in medicine
RAJENDRA SINGH
Icahn School of Medicine at Mt. Sinai / Pathology

１８：０５～１８：１５
H&E染色組織標本に対するブロックベース深層学習による肝細胞癌識別手法の検討
今井 大樹
東京工業大学 / 工学院
共同演者 (Co-presenters)
中村 友哉 / 東京工業大学
鈴木 賢治 / 東京工業大学
山口 雅浩 / 東京工業大学
阿部 時也 / 慶應義塾大学
橋口 明典 / 慶應義塾大学
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学
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１８：１５～１８：５５
デジタルパソロジーの現状に関するディスカッション

＜Welcome Party＞
１９：３０～２１：００
はままつ地ビールレストラン マイン・シュロス（Mein Schloss）
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８/３０ Friday
＜講演 3＞ 各学会におけるデジタルパソロジーの現状と今後（９：００～１０：４０）
座長：長村 義之 日本鋼管病院
伊藤 智雄 神戸大学医学部附属病院

９：００～９：２０
＜招待講演＞ デジタルパソロジーに関する診療報酬
佐々木 毅
東京大学大学院医学系研究科 / 次世代病理情報連携学講座

９：２０～９：４０
＜招待講演＞ 組織診断基準の一般化に向けたデジタルパソロジーの利用 ー国際肺癌学会の試みー
野口 雅之
筑波大学医学医療系 / 診断病理学
共同演者 (Co-presenters)
Erik Thunnissen / VUmc
南 優子 / 茨城東病院

９：４０～１０：００
＜招待講演＞ 各学会におけるデジタルパソロジーの現状と展望
国際細胞学会 International Academy of Cytology(IAC)の活動について
長村 義之
日本鋼管病院 / 病理診断科

１０：００～１０：２０
＜招待講演＞ 臨床検査技師へのデジタルパソロジー実践教育
滝野 寿
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 / 専務理事

１０：２０～１０：４０
総合討論

１０：４０～１１：１０ コーヒーブレイク（Coffee Break）
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＜講演４＞ 日本デジタルパソロジー研究会総会（１１：１０～１２：００）
１１：１０～１１：３０
座長：小倉 隆 浜松ホトニクス株式会社
＜特別講演＞ 3D 画像認識 AI による子宮頸癌細胞診断支援システム
諸岡 健一
九州大学大学院 / システム情報科学研究院
共同演者（Co-presenters）
倉爪 亮 / 九州大学
宮内 翔子 / 九州大学
長原 一 / 大阪大学
中島 悠太 / 大阪大学
浦西 友樹 / 大阪大学
大野 英治 / 京都橘大学
大野 節代 / 京都橘大学
宮本 朋幸 / 九州保健福祉大学
薬師寺 宏匡 / 九州保健福祉大学
西森 誠 / 九州保健福祉大学
大澤 幸希光 / 京都橘大学

１１：３０～１２：００
デジタルパソロジー研究会総会

＜ランチョンセミナー（Luncheon seminar）＞
１２：００～１３：００（各社５分）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

インディカ・ラボ
パスイメージング株式会社
サクラファインテックジャパン株式会社
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
株式会社フィリップス・ジャパン
株式会社クロノスメディカルデバイス
ライカマイクロシステムズ株式会社
正晃テック株式会社
ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
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＜講演５＞ International Session with TSP (台湾病理学会)（１３：００～１４：３０）
Chair：Tomoo Itoh, M.D. Professor, Department of Diagnostic Pathology, Kobe University Hospital
Junya Fukuoka, M.D. PhD Professor, Nagasaki University/Kameda Medical Center /
Department of Pathology

１３：００～１３：２０
Development of Artificial Intelligence (AI)-Assisted System for Pathology Diagnosis Using Open
Source
Wen-Yi Liang
Taipei Veterans General Hospital / Department of Pathology and Laboratory Medicine

１３：２０～１３：４０
Detection of nasopharyngeal carcinoma in nasopharyngeal biopsies using deep learning
Wen-Yu Chuang
Department of Pathology, Chang Gung Memorial Hospital (Linkou), Taoyuan, Taiwan

１３：４０～１４：００
Antibody-supervised deep learning for qualification and quantification of perineural invasion in breast
cancer
Yen-Lin Chen
Department of Pathology, Cardinal Tien Hospital, School of Medicine, Fu-Jen Catholic University

１４：００～１４：２０
Advancing Pathology with AI-Powered Digital Workflow
Joe Yeh
aetherAI / CEO's Office

１４：２０～１４：３０
Cytology-Surgical Pathology Correlation using nature language processing (NLP)
Hsiang-Sheng, Wang
Taipei Veterans General Hospital, Pathology Department

１４：３０～１５：００ コーヒーブレイク（Coffee Break）

＜講演６＞ International Joint Session with DPA（１５：００～１８：００）
Chair：Anil Parwani The Ohio State University / Pathology
Ichiro Mori M.D. Professor Department of Pathology, International University of Health and
Welfare

１５：００～１５：３０
Embracing the 3rd revolution of pathology: challenges and opportunities for practicing pathologists
Marilyn M. Bui
Moffitt Cancer Center, Tampa, FL. USA / Pathology
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１５：３０～１６：００
Transformation of Diagnostic Pathology: Impact of Digital and Computational Pathology Tools
Anil Parwani
The Ohio State University / Pathology

１６：００～１６：３０
Digital Pathology for Everyday Sign Out
Liron Pantanowitz
University of Pittsburgh Medical Center / Pathology

１６：３０～１６：５０
Development of research group in Japanese Society of Digital pathology
Junya Fukuoka
Nagasaki University/Kameda Medical Center / Department of Pathology

１６：５０～１７：２０
パネルディスカッション
（Panel Discussion）
Chair：Anil Parwani The Ohio State University / Pathology
Ichiro Mori M.D. Professor Department of Pathology, International University of Health and
Welfare

１７：２０～１７：４０ 休憩（Break）
１７：４０～１７：５０
Introducing a concept of Radiology-Pathology conference – A move toward cross-disciplinary
specialty
町田 洋一
Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
共同演者（Co-presenters）
Takashi HORI / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Akira YOSHIKAWA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Youko MASUZAWA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Yoichi MACHIDA / Department of Radiology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Junya FUKUOKA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
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第 1８回 日本デジタルパソロジー研究会総会
2019 年 8 月 29 日～8 月 31 日
アクトシティ浜松

コングレスセンター

１７：５０～１８：００
Nation-wide multidisciplinary diagnosis using cloud-based database, PathPresenter®
渡辺 至都
長崎大学病院 / 病理診断科
共同演者（Co-presenters）
財前 圭晃 / 長崎大学病院
田畑 和宏 / 長崎大学病院
加島 志郎 / 兵庫県立淡路医療センター
吉川 亮 / 亀田総合病院
黒田 揮志夫 / 長崎大学病院
Raaji Singh / Mt. Sinai hospital
福岡 順也 / 長崎大学病院

＜写真撮影（Group photo）＞
１８：００～１８：３０

＜懇親会（Networking Reception）＞
１９：００～２１：００
オークラアクトシティホテル浜松 ４階 平安の間（Okura ACT CITY HOTEL 4F）
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８/３１ Saturday
＜講演７＞ International Session with Sweden, China and Mongolia（９：００～１
０：３０）
Chair：Ichiro Mori M.D. Professor Department of Pathology, International University of Health and
Welfare
Takashi Ogura HAMAMATSU PHOTONICS K.K.

９：００～９：３０
(Title: TBD)
Erica Pettersson
Tieto, Lab Manager

９：３０～１０：００
Practices on Digital Pathology & Intelligent Pathology of China
Jianglong Chang
91360 Med Tech (Nanjing) Co., Ltd / AI R&D

１０：００～１０：２０
Review of the use of international telepathology for liver and non-liver cases from Mongolia
Dungubat Erdenetsogt
Department of Pathology, International University of Health and Welfare
Sarandelger Odgerel
Department of Adult Pathology, National center of Pathology, Mongolia

１０：２０～１０：３０
質疑応答
（Questions）

１０：３０～１１：００ コーヒーブレイク（Coffee Break）
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＜講演８＞ Cutting edge of Digital Pathology（１１：００～１２：３０）
Chair：Ichiro Mori M.D. Professor Department of Pathology, International University of Health and
Welfare
Yasunari Tsuchihashi M.D. Louis Pasteur Centre for Medical Research

１１：００～１１：３０
Another Direction of Digital & Computational Pathology
Yukako Yagi
Memorial Sloan Kettering Cancer Center / Pathology

１１：３０～１２：００
WSI 遠隔病理診断を用いた海外医療援助のビジネスモデルの提案
（Proposal of one business model of medical support of foreign country using WSI telepathology）
森 一郎（Ichiro Mori）
国際医療福祉大学医学部病理学（Department of Pathology, International University of Health and
Welfare）
共同演者 (Co-presenters)
潮見 隆之（Takayuki Shiomi）/ 国際医療福祉大学医学部病理学（Department of Pathology, International University of Health and
Welfare）
松岡 亮介（Ryosuke Matsuoka）/ 国際医療福祉大学医学部病理学（Department of Pathology, International University of Health and
Welfare）

１２：００～１２：１０
長崎-亀田ネットワークにおけるデジタル細胞診の試験運用
吉川 亮
亀田総合病院
共同演者（Co-presenters）
堀 隆 / 亀田総合病院
桝澤 容子 / 亀田総合病院
Andrey Bychkov / 亀田総合病院
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＜ランチョンセミナー＞
１２：３０～１３：３０（各社５分）
① メドメイン株式会社
② 株式会社パソネット
③ 株式会社インテック
④ 株式会社Ｉ＆Ｉ病理研究所
⑤ 株式会社ニコンインステック
⑥ 三谷商事株式会社
⑦ Motic
⑧ 大日本印刷株式会社
⑨ 浜松ホトニクス株式会社

＜講演９＞ 未来へと繋がる新規技術及び体制 ①（１３：３０～１５：００）
座長：伊藤 智雄 神戸大学医学部附属病院
塚本 徹哉 藤田医科大学医学部 / 病理診断学

１３：３０～１４：００
＜招待講演＞ AI 技術の基礎から現在と病理 AI の最前線 信頼される AI 技術にむけて
山本 陽一朗
国立研究開発法人 理化学研究所 / 革新知能統合研究センター / 病理情報学チーム

１４：００～１４：１０
深層学習を用いた病理画像解析の実際
川井 将敬
山梨大学医学部人体病理学講座

１４：１０～１４：２０
人工知能の細胞診への応用：敵対的生成ネットワークを用いた肺細胞の自動分類性能の改良
塚本 徹哉
藤田医科大学医学部 / 病理診断学
共同演者（Co-presenters）
寺本 篤司 / 藤田医科大学医療科学部放射線学科
山田 あゆみ / 藤田医科大学医療科学部放射線学科
桐山 諭和 / 成田記念病院病理診断科

１４：２０～１４：３０
ホモロジーの概念を用いた呼吸器細胞診支援技術
中根 和昭
大阪大学大学院医学系研究科
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１４：３０～１４：５０
＜特別講演＞ JP-AID による病理診断支援 AI 開発の進捗
吉澤 明彦
京都大学大学院医学研究科 / 総合解剖センター

１４：５０～１５：００
ディープラーニングの臨床応用−長崎におけるワークフロー構築の紹介
長谷川 魁
長崎大学 / 医学部
共同演者（Co-presenters）
坂元 太朗 / 長崎大学医学部
古川 智偉 / 長崎大学医学部
黒田 揮志夫 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
財前 圭晃 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
田畑 和宏 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
吉川 亮 / 亀田総合病院
加島 志郎 / 兵庫県立淡路医療センター
福岡 順也 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座

１５：００～１５：３０ コーヒーブレイク（Coffee Break）

＜講演１０＞ 未来へと繋がる新規技術及び体制 ②（１５：３０～１６：３０）
座長：前田 一郎 北里研究所病院
田畑 和宏 長崎大学病院 病理診断科

１５：３０～１５：５０
DICOM & Whole Slide Imaging
大石 英資
浜松ホトニクス株式会社

１５：５０～１６：００
撮影機器の異なる病理画像に対する深層学習モデル
三浦 瑛祐
慶應義塾大学 / 医学部病理学教室
共同演者（Co-presenters）
橋口 明典 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
阿部 時也 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
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１６：００～１６：１０
医薬品研究の非臨床試験における人工知能を用いた病理検査の取り組み
甲斐 清徳
第一三共株式会社 / 研究開発本部 安全性研究所
共同演者（Co-presenters）
安野 恭平 / 第一三共株式会社
植松 直也 / 大塚製薬株式会社
土屋 卓磨 / 大塚製薬株式会社
岩本 和樹 / 富士通株式会社
袴田 和巳 / エルピクセル株式会社
高畑 隆之 / シスメックス株式会社

１６：１０～１６：２０
WSI を利用した病理診断およびその利用のためのユーザーインターフェースアプリケーションの構築
郷田 敦史
聖マリアンナ医科大学 / 病理学
共同演者（Co-presenters）
長宗我部 基弘
前田 一郎

１６：２０～１６：３０
免疫染色ガイドによる病理診断業務支援のためのアプリケーションシステム開発の検討
中西 陽子
日本大学医学部 / 病態病理学系腫瘍病理学分野
共同演者（Co-presenters）
五味 悠一郎 / 日本大学理工学部
池上 浩樹 / 日本大学理工学部応用情報工学科
芳賀 卓也 / サクラファインテックジャパン
西巻 はるな / 日本大学医学部腫瘍病理学
小林 博子 / 日本大学医学部腫瘍病理学
大荷 澄江 / 日本大学医学部腫瘍病理学
楠美 嘉晃 / 日本大学医学部腫瘍病理学
唐 小燕 / 日本大学医学部腫瘍病理学
根東 義明 / 日本大学医学部医療管理学
大城 真理子 / 名桜大学国際学群経営情報教育研究学系
増田 しのぶ / 日本大学医学部腫瘍病理学

１６：３０～１６：５０
閉会式
（Closing Ceremony）
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８/２９ Thursday
＜講演１＞ 現在のデジタルパソロジー 臨床現場での応用

誠馨会病理センターにおけるデジタルパソロジーの紹介
張ヶ谷 健一
医療法人誠馨会 / 病理センター
抄録
私共は医療法人誠馨会の病院群の一つ千葉メディカルセンター (CMC、千葉市中央区)病理診断科にあります。
直近の課題は、現在、病理診断をサポートしている契約７急性期病院における医療の質を確保するため、質の
高いバーチャル病理診断科としての機能を果たすことであります。更に、県や、全国レベルで、私共と同様な
システムの立ち上げにも参画することも重要な役割の一つと考えております。
現在、CMC は急性期病院３病院と病−病連携を契約しており、誠馨会病理センターは CMC を含め急性期４病
院の病理診断を WSI 画像を用いて行っております。尚、病理検査室を持たない急性期３病院も、私共の所有し
ている松戸病理検査ラボにて病理標本を作製、WSI を用いて画像化し、衛生検査所型の病理診断を行っており
ます。また、この内６病院の迅速病理診断を WSI を用いて CMC で行っております。スタッフの陣容は常勤病
理医２名、非常勤病理医 10 名（蘇我４、松戸 6）
、後期研修医 1 名であります。
私共は病理診断支援システム Spark Main（SECOM Med. System Co., LTD）を各病院との連携媒体として使
用しており、システムを立ち上げますと、病理番号、検体の出された施設名、受付日、報告予定日、スライド
標本枚数、画像枚数、臓器名などが表示され診断リストが現れます。診断担当者は割り振られた病理番号をク
リックすると、病理診断支援システムの３つの画面が立ち上がり、１. 診断と所見の画面、２. 病理画像、3. 依
頼票と切り出し図を含めたマクロ画像が描出されます。これらを用い、画像診断を行い、診断、コメント、主
要ミクロ画像を収載し、診断報告書として作製、語句のチェックを行った後、病理診断結果が各病院の電子カ
ルテに伝送されます。次に、迅速診断ですが、常勤病理医が勤務する病院における診断の流れと、概要は同様
です。
当システムでは frozen section を scanner に取り込んで、
WSI を用いて複数の病理医によって診断され、
結果が手術室の臨床医に電話回線を介して伝達されます。
今後の展望
私共の将来展開の目標は、地理的な handicap を克服した精度の高い病理組織画像 WSI の transfer system の
確立と、これを用いた病理診断情報が、治療に必要な患者様の臨床情報、分子診断情報と統合されることによ
り、患者病態に最適な治療選択を行うための有用な情報として臨床家に提供される合理的な体系を確立するこ
とであります。
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遠隔病理診断ネットワークに必要な３つの条件と接続の重要性について
渡辺 みか
東北大学病院 / 病理部
抄録
遠隔病理診断は病理画像のデジタル化に加えて画像の伝送が加わるため、ネットワーク環境が診断を左右する
大きな要因となり得る。しかし、機器やモニター、回線など個々の単体での議論はなされているが、それらの
機器を適切に接続し運用するという点が非常におろそかにされてきたと感じる。
遠隔病理診断ネットワークで必要な条件は“速さ speedy”“安定性 stable”“安全性 secure”の３つの S である。速
さは画像移動や結像の速さ、安定性はいつも繋がり速さが安定している、安全性は情報漏洩がなく機密性が保
持されることである。
東北大学病院病理部においては、1994 年より遠隔病理診断を行っており、2013 年から whole slide image を
用いた新たな遠隔病理診断システムを構築し遠隔病理診断を行ってきたが、非常に遅く不安定な３S を満たさ
ない状況であり、かなりのストレスを感じてきた。
この度ネットワークの見直しを行い、３S が満たされなかった要因を追求したところ、接続設定に不備があっ
たことが大きな要因であったことが判明した。これを改善するとともに、ネットワーク全体を見直し最適化す
ることにより、
“速い”“安定した”“安全な”３S を満足する遠隔病理診断ネットワークを構築するに至った。今回当
施設での経験を踏まえて、３S を満たすネットワークに重要なこと、特にネットワーク全体の設定・最適化を
コーディネートすることの重要性について発表する。
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医療法人鉄蕉会亀田グループの医療機関間連携への取り組み

原田 大
亀田総合病院 / 病理部
共同演者（Co-presenters）
福岡 順也 / 亀田総合病院

抄録
2016 年の診療報酬改訂により「すべての病理診断を医療機関で行うための環境」が整備され、病理学会からも
その体制を推進すべく声明が出されている（平成 28 年 9 月 2 日）
。医療法人鉄蕉会亀田グループではこの流れ
に則り、北海道のＡ病院と都内のＢクリニックとの間でそれぞれ医療機関間連携を結び、デジタルパソロジー・
ネットワークを用いて日常診断業務を遂行し始めた。今回はその連携業務内容を紹介しつつ、そこから見えて
きた今後の課題について考察を加えたい。
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鹿児島県北、熊本県南基幹病院と JCHO 病院間でのライブ画像対応バー
チャルマイクロスコピーによる遠隔病理診断支援体制の現状
猪山 賢一
JCHO 熊本総合病院 / 病理診断科
共同演者（Co-presenters）
佐藤 敏美 / JCHO 人吉医療センター・病理診断科
民本 重一 / JCHO 天草中央総合病院・病理室
畠中 慎吾 / 済生会川内病院・病理診断科
河野 公成 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
下野原 壮 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
折田 彩香 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科
原田 康治 / 水俣市立総合医療センター・臨床検査科

抄録
当院病理診断科が実施したアンケート調査では、全国 JCHO グループ病院 57 施設中で病理診断科未設置病院
が 35 施設（64%）あり、常勤病理医の早急な確保は JCHO 病院グループの基盤を強固をする上でも最重要課
題の一つである。当面のこの現状打破の一手段として、JCHO 調査研究事業（2018~2019）の支援により、病
理医不在の JCHO 天草中央総合病院にライブ画像対応バーチャルマイクロスコピーを導入し、JCHO 熊本総合
病院と JCHO 人吉医療センターの二ヶ所の常勤病理医が連携して、術中迅速病理診断支援、細胞診のダブルチ
ェック、臨床医からの病理診断に関するコンサルテーションへの対応、臨床検査技師の技術指導等を試みてい
る。本研究会ではこれまで実施してきた JCHO 熊本総合病院・病理診断科、済生会川内病院・病理診断科と熊
本県南に位置し常勤病理医不在の水俣市立総合医療センター間での 2 年間のライブ画像対応バーチャルマイク
ロスコピーによる遠隔病理診断支援の成果を報告し、これらの実績を踏まえて病理診断領域においても JCHO
病院主導で地域医療支援体制の広域的革新と発展を図る一つの方策を提言したい。この方策を広域的に発信し
ていく事は、患者さんに対し術中迅速病理診断が不可欠な手術の場合には病理専門医不在地域においても、常
勤病理医のいる遠隔地 JCHO 病院から術中迅速遠隔病理診断を受けられ、病理医不在に起因した医療の質の地
域格差の解消にも大きく貢献出来るものである。また、病理診断科における IT 機器の積極的な活用は近未来の
AI による病理診断への展望も考慮すると、これからの若手病理医にとっても魅力ある病理診断科の環境整備を
整えておく必要性があるものと思われる。この様な先進的ネットワークの活用は若手病理医や細胞検査士の継
続的人材の充足と病理診断や細胞診の習熟にも大きく寄与する事が期待される。
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アクトシティ浜松
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臨床医、病院管理者としてテレパソにかかわる病理医、SE、ベンダーに
望むこと
杉谷 篤
米子医療センター / 外科
抄録
当院は鳥取県西部の二次医療圏に属する 270 床の急性期基幹病院である。本年 3 月、病理医が定年退職を迎え
た。同一医療圏内に大学病院があるが常勤病理医が補充できていない。外科医、病院管理者の視点からテレパ
ソにかかわる病理医、SE、ベンダーに望むことを考えてみた。
<当院の現状>
1. 常勤病理医がいなくなり、病理診断、特に迅速標本の診断が不便
2. 電子カルテの更新時期で、テレパソのスキャナー、電子カルテ、院内外ネットワークの連携も含めて、仕様
書と予算を検討中
3. 腎移植を多数施行しており移植腎生検を診断できる病理医が近隣にも全国的にも不足
4. 骨髄移植も多数施行しており、細胞診の迅速診断が必要
5. 鳥取大学を核とするおしどりネットに接続して、患者情報提供病院として GigabitNet、参照病院としてイン
ターネット回線を利用して情報を交換
6. オンライン診療が必要な周辺環境
<病理医に望むこと>
1. 一部病理医の研究対象としてスタートしたテレパソは一般臨床医から見ると敷居が高く、実臨床に即した提
言を望む
2. 腎生検診断は移植医からの臨床データ、臨床診断も含めた対面コンサルが必須
3. 一般の術後病理診断は報告書作成とともにカンファレンス、学会発表、論文作成に必要なマクロ画像、ミク
ロ画像の撮影と解説がほしい
<SE に望むこと>
1. 上級医療情報技師と診療情報管理士の資格を取得して、現今の医療制度、DPC システム、地域医療と遠隔
医療の理解
2. スキャナーと電子カルテ、院内外 LAN のセキュリティとシステム維持に精通
3. 電子カルテに組み込むための仕様書作成
4. 付帯する設備、機器、将来構想の病院上層部への提案
<ベンダーに望むこと>
1. 従来のテレパソは保管場所節約と院内 LAN の活用にとどまるので、実臨床を網羅的に理解したうえで、ス
キャナーの性能、回線の整備と維持を安価に開発・供給
2. 多くの標本を、短時間で良好な画質でスキャンし、保存形式は DICOM に統一
3. 診断依頼先が他社の機種であっても、Viewer の付与や連携が可能
4. Real-time で Discussion できるシステム環境を構築
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病理部門システムと病理画像管理システム連携
−現場視点のワークフロー構築の提案−
津山 直子
公益財団法人がん研究会がん研究所 / 病理部
共同演者（Co-presenters）
竹内 賢吾 / がん研病理部

抄録
世界ではデジタル技術を使って医療データを管理・活用する Data-driven のデータヘルス改革が始まっており，
臨床現場もその対応が求められている．診断病理分野においても，デジタルパソロジー・システムが使われ始
めており，その流れにある．こうした whole-slide image(WSI)を用いた病理診断が進むにつれて，病理部門シ
ステム（laboratory information system: LIS）と WSI を管理するシステムの連携の重要性が高まっている．よ
く用いられるのは，LIS の診断画面を開いた状態で，マクロ画像の閲覧と同様，WSI をブラウザ経由で表示す
る方法である．病理医ごとの診断リストが LIS 上に作成されていれば，依頼書やガラス標本なしで病理医は診
断を開始することができ，スライドの取り違えもない．ただし，この方法は病理番号から WSI を表示させる機
能に特化していると言え，WSI の管理や病理情報のデータベース化の推進などについては改良の余地が十分残
っている．我々は実用性を犠牲にせずに，LIS と WSI の仕組みを見直し，種々工夫を加えることにより，信頼
性を維持しながら，より機能的に病理診断が可能なアーキテクチャーを開発した．これによれば，病理医は診
断の進捗や追加染色の状況管理も把握することができ，効率的な診断業務を行うことができる．将来的にはガ
ラス標本と紙がなくなり，モニターのみで病理医が診断するような状況にも対応できる．本発表では，この新
アーキテクチャーの仕組みと作業の流れを報告したい．
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国立病院機構多施設共同研究『病理診断支援システムの機能と病理部門
インシデントの関係を調査する前向き登録研究(病理インシデント研究)』
終了報告
寺本 典弘
四国がんセンター / 病理科・がん予防疫学研究部
共同演者（Co-presenters）
病理インシデント研究班 / 国立病院機構病理インシデント研究参加病理部門・計 27 施設

抄録
平成２９年に行われた国立病院機構病院中 27 施設の病理部門が参加する多施設共同前向き登録研究『病理イ
ンシデント研究』の解析結果を報告する。診断依頼受け付けから報告まで、危険性の大小を問わず、期間中に
病理部門で発生したすべてのインシデントを対象とした。参加国立病院機構の病理診断支援システム(病理シス
テム)の現状は様々で、入力補助機能、カセットライター,染色装置などシステムを構成する周辺機器の有無や
連携に大きな差があった。
1576 件のインシデントが Web 経由で登録され、うち誤診・重複・対象外などを除いた 1347 件（うち細胞診
関係 167 件）が解析対象となった。診断報告後に発覚したインシデントは 192 件、そのうち治療に関わりかね
ないものが 111 件あった。インシデントの発生時点の内訳は『オーダーから受付まで』が最も多く 453 件、次
いで病理診断時 405 件、標本作製時 391 件、細胞診断時 56 件、報告後 30 件、その他 11 件であった。うち報
告者が『医療事故につながる恐れがある』とした重大なものが、217 件あった。
『病理システムのおかげで重大
化が防げた』とされたものが 57 件、
『病理システムの不具合』とされたものが 25 件あった。大部分は電子カ
ルテ・周辺器機との連携の失敗、マスタの不備だが、データ消失やシステム間の移行の失敗の例もあった。カ
セット作成関係のインシデントはカセットライター装備施設（10 件）においては非装備施設（49 件）より有
意に発生頻度が低かった（χ2test P<0.01）
。オーダー発生から受付までが最も多く、臨床医の記載ミス、オー
ダリング項目ミス、標本受け渡しのミスなどが占める。それによる固定忘れや左右間違いなど致命的なものも
有り、オーダリングシステムと病理システムの連携の進歩により改善が期待される。発生したインシデント内
容を見ると病理診断時の支援機能の発達はまだ十分でないものと思われる。
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デジタルパソロジー画像に関するカラーマネジメントシステムの構築提
案
東福寺 幾夫
高崎健康福祉大学 / 健康福祉学部医療情報学科
共同演者（Co-presenters）
高松 輝賢 / マトリクス株式会社
鈴木 昭俊 / 株式会社ニコン

抄録
【背景】従来の顕微鏡の接眼レンズを通しての観察では、同一視野に異なった標本の像を複数観察することは
できなかった。病理診断でのモニタ画面を利用した観察の普及に伴い、同一モニタ画面上に複数の標本画像を
並べ、比較検討するなどの観察機会も増大している。筆者らは、顕微鏡や WSI（Whole Slide Imaging）機器は
そこに組み込まれた光源により標本の照明光のスペクトル分布や色温度に差異のあることを報告してきた。一
方、
最近のテレビのデジタル化や高精細化に伴い、
テレビモニタやテレビカメラの色管理技術も進展している。
それらの技術はデジタルパソロジーの領域でも利用することが可能である。
【目的】顕微鏡カメラや WSI 機器で生成されるデジタルパソロジー画像について、カラーマネジメントシステ
ムを構築し、色管理のされた病理画像を蓄積・交換可能とすることを目的とする。
【方法】本会では、デジタルパソロジー技術基準検討会を設け、デジタルパソロジー機器の技術基準を提案し
てきた。この検討会には、多くのベンダー技術者が参加し、オープンな場で討議し、成果を上げてきた実績が
ある。カラーマネジメントシステムの構築についても、この検討会で議論を進めることが適当と考える。具体
的には、以下の手順で検討を進めることを提案する。
（１） カラーマネジメントに関わる基礎知識の共有化
（２） 顕微鏡および WSI 機器のカラーマネジメントシステム構築計画の策定
（３） 上記計画に沿ったカラーマネジメントシステム構築の推進
（４） カラーマネジメントシステムの運用評価と改善
【期待される効果】カラーマネジメントシステムの構築・運用により、デジタルパソロジー画像の色味の、撮
影あるいは表示する機種に対する依存性が減少し標準化が進むことで、画像解析等の応用が促進される。
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遠隔デジタル病理の実臨床における活用
田村 忠司
株式会社パソネット / 代表取締役社長
抄録
株式会社パソネットは、2012 年に静岡市でスタートした高精度デジタルスキャナとインターネットＶＰＮを連
動させ、遠隔デジタル病理を提供する企業である。
事業を始めたきっかけは、消化器の内視鏡検査に力を入れている臨床医が感じていた旧来の病理診断に対する
以下の様な問題意識だった。
・もっと早く患者さんに病理検査の結果を教えてあげたい
・信頼出来る病理医に検体を見てもらいたい
・患者さんに結果を説明する際に、分かりやすい報告書が欲しい
パソネットでは、近年急速に発達してきた情報通信技術を組み合わせたシステムと、優秀な病理医との協力関
係を融合させ、これらの問題を解決するべく事業を進めている。
一方、事業を通じて、遠隔デジタル病理の仕組みが病理医にも以下の様なメリットを提供することが明らかに
なってきた。
・顕微鏡に比べて大きな視野を持つディスプレイで画像を見られる
・遠隔地にいる他の病理医と画像を共有して相談することができる
・遠隔地にいる病理医と臨床医が相談することができる
このように、臨床医・病理医双方に役立つ事業を 7 年にわたって提供してきた結果、少しずつ評価が高まり、
サービスを提供する医療機関も増えてきた。
今後は、全国にクライアントを広げ、将来的には海外にも事業を展開していきたいと考えている。
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＜講演２＞ 日本遠隔医療学会、IHE からの報告及びデジタルパソロジーに関する研究

医療のトランスフォーメイション時代における遠隔医療の現状と課題
近藤 博史
鳥取大学医学部付属病院 / 医療情報部
抄録
トランスフォーメイションと言う言葉が使われ始めている。映画にもあるが、学術的には 2004 年、スウェー
デンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した概念である。アマゾンドットコムは本の検索と
配送システムのデジタル化から始まり、コンテンツのデジタル化になり、当初の仕組みは変化した。物品の配
送システムも残っているが、物品の購入はなく、製造現場からの直接ネット販売、最近ではオーダメイドも変
貌する。
医療の分野もカルテのデジタル化が普及した。この基盤の下、AI, IoT, ロボットは高精度化、省力化から始ま
り、従来の医療の仕組みを変える。考えると医療は情報ありきの仕事である。診断、投薬は遺伝子情報も入れ
ると AI が強い。手術についても、製造業の匠の技はロボットが習得する時代である。
医療の対象も変化した。１９世紀までの人類の敵は外因の感染症だった。克服されてきて、敵はがん、生活習
慣病などの内なる敵である。特に生活習慣病はがんの発生頻度をあげ、遺伝子情報にも関連する。時代は人生
120 年、生活習慣病を中心とした予防医学が中心になると言われる。
医療情報は医療機関内の情報の電子化から始まった。次に医療機関連携、オンライン診療の時代になり、医療
機関外の日常の個人が対象になってきた。現在の対象は生活習慣病などの慢性疾患である。
「オンライン診療」
＝（イコール）
「診療所と在宅患者を結ぶ、TV 会議システム」と思われているところもあるが、幾つかのシス
テムは症状変化、脈拍、体温、体重などのモニター情報を含む。先進の AI 技術では音声から気分や体調がわか
る。呼吸器疾患や心疾患も近い。ビデオ画像から年齢、性別、脈拍、歩行障害等。携帯できる超音波も存在す
る。禁煙外来支援、体重コントロールの支援、ロボットを使った治療もある。また、専門医と患者の早期コン
タクトの実現も遠隔医療の対象であり課題である。
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IHE 病理・臨床細胞委員会関連セッション「IHE 病理・臨床細胞委員会」
活動報告【国内活動報告】
鈴木 昭俊
一般社団法人日本 IHE 協会 / 病理・臨床細胞委員会
抄録
2018 年度の IHE 国内活動は、Ⅰ．デジタルパソロジー技術検討会で「病理診断のためのデジタルパソロジー
システム技術基準」の医療機器 CLASS-2 に向けた改定、Ⅱ．IHE-PaLM 国際委員会のプロファイル検討、で
あった。
2019 年度の IHE 国内活動は、Ⅰ．
「IHE-認定技術者制度」の開催、Ⅱ．JAHIS 標準文書の改定を予定している。
昨年紹介した「IHE-認定技術者制度」が、いよいよ 10 月にセミナーを開催し、11 月に認定試験を実施する運
びとなった。ドメインは、6 部門（放射線、循環器、臨床検査、ITI、PCD、そして病理・臨床細胞）が参加す
る。試験範囲は、①IHE 基礎、②HL7 基礎、③DICOM 基礎、④病理テクニカルフレームワーク、⑤病理デジ
タル画像、⑥病理診断レポート、⑦IHE-PaLM である。
標準文書の改定では、海外で開催された WSI コネクタソンの影響により、WSI 関連で CP(Change Proposal)
が多く出されたため、
「病理・臨床細胞 DICOM 画像データ規約」の DICOM-2019d への改定および、スキマ
トロンに対応した「病理診断レポート構造化記述規約」の改定を予定している。
最新の標準文書類の入手先は、以下のとおりである。
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IHE 病理・臨床細胞委員会関連セッション「IHE 病理・臨床細胞委員会」
活動報告【海外活動報告】
近藤 恵美
一般社団法人日本 IHE 協会 / 病理・臨床細胞委員会
抄録
2016 年 1 月に国際 IHE-AP（病理ドメイン）と国際 IHE-LAB（臨床検査ドメイン）が統合して誕生した国際
IHE-PaLM（Pathology and Laboratory Medicine）における 2018 年 9 月～2019 年 8 月の活動状況について、
病理関連の内容を中心に報告する。特に Digital Pathology 関連では、WSI からの画像取得の部分を中心に検討
が進められているので、詳細を紹介する。
また、今後の活動予定についても報告する。
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デジタル病理画像表示用モニタ―に関する国際標準化についての最新動
向
長谷川 幹夫
株式会社 JVC ケンウッド ヘルスケア事業部
抄録
デジタル病理診断に於けるモニターは、
画像を表示するという、
言わば顕微鏡に相当する重要な機器であるが、
今までコンピュータシステムを構成するひとつの装置として、モニター性能特性については顧みられることが
少ないと言う実情がある。しかしながら昨今の病理標本のデジタル画像化機器の進化により画質が向上し、デ
ジタルによる一次診断も認められる時代になり、病理医の診断補助を目的とした AI エンジンの開発も進んでい
るが、最終診断は病理医が判断することには変わりなく、画像表示機器としては一層の精度向上が求められて
いる。
一方かねてよりデジタル化が進んでいる放射線分野では、国際規格として IEC62563-1（医用画像表示システ
ムの評価手法）が 2009 年に制定され､各国ではそれに対応した規格作りがなされており、日本国内では JESRA
ガイドラインが代表的である｡ 本年4月にはIEC国際会議が東京で開催され､”医用モニター基準値規格”が議論
された｡現時点では主として放射線画像が主体となった規格ではあるが､今後は WSI に於けるデジタル病理画
像を表示するモニターについても要求される可能性がある｡ ここではデジタル画像を表示する医用モニターに
対する要求とその国際標準化動向について最新の動向を解説する。
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R 言語によるミスセンス変異有害性予測モデルの構築
池田 健
函館五稜郭病院 / がんゲノム医療センター
抄録
【はじめに】
現在，ミスセンス変異の有害性を予測するコンピュータ・ツールが数多く公開され，広く利用されている．
dbNSFP（database for nonsynonymous SNP’s functional predictions）は，それらのツールの結果をまとめ
て参照できるデータベースで，R パッケージの「myvariant」経由で容易にアクセスできる．
がん遺伝子パネル検査に関わる遺伝子群を対象に，各ツールを統合した機械学習予測モデルを作成した．
【方法】
データセット；FoundationOne Dx がカバーする 324 遺伝子について，ClinVar に登録されているミスセンス
変異のうち，Review status（主張の信頼性）が星一つ以上である 7,587 変異を解析対象とした．各ミスセンス
変異について，22 種類のツールが評価するスコア（rank score）を，dbNSFP v3.0 より一括取得した（2019
年 2 月 15 日）
．
訓練データとテストデータ；22 種類のツール全てにおいて欠損値のない変異のみを対象とした．ClinVar での
臨床上の意義（Clinical significance）がほぼ明確な 3,347 変異のうち，2017 年までに登録された 2,591 変異を
訓練データ，2018 年に登録された 756 変異をテストデータとした．ClinVar での臨床上の意義が「benign」ま
たは「likely benign」を「無害」
，
「likely pathogenic」または「pathogenic」を「有害」と分類し，従属変数と
した．
予測モデル；ランダムフォレスト法により予測モデルを構築した．独立変数には，MetaLR，MetaSVM およ
び REVEL を除いた 19 種類の予測ツールのスコアを用いた．モデルの精度は AUC（ROC 曲線下面積）により
評価した．
【結果と考察】
作成したモデルの AUC は 0.967 であった．このモデル同様，他ツールを用いた教師あり学習である MetaLR，
MetaSVM および REVEL の AUC は，それぞれ 0.888，0.897 および 0.955 であった．その他の予測ツールで
は，AUC の最高値は 0.939（VEST3）
，最低値は 0.668（GenoCanyon）であった．教師あり学習で作成された
予測ツールは，それ以外のツールに比べ予測精度が高い傾向を示した．
今回，R パッケージ「myvariant」を用いることで，変異データの収集・解析が容易に行えた．

34

第 1８回 日本デジタルパソロジー研究会総会
2019 年 8 月 29 日～8 月 31 日
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多重蛍光染色全組織デジタル画像を用いたCD8 陽性T 細胞の空間分布解
析方法の検討
阿部 時也
慶應義塾大学 / 医学部病理学教室
共同演者（Co-presenters）
真杉 洋平 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
小川 優里奈 / 慶應義塾大学医学部 5 年
三浦 瑛祐 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
西村 瑶子 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
橋口 明典 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学医学部病理学教室

抄録
【背景】膵癌における細胞障害性 T 細胞浸潤の空間分布情報は、予後予測や治療選択において重要である。本
研究では、チラミドシグナル増幅を用いた多重蛍光染色全組織デジタル画像を生成し、膵癌における CD8 陽性
細胞の空間分布解析方法を提案する。
【方法】未治療切除膵癌 214 症例の全組織切片を実験対象とし、FFPE 組織切片をライカバイオシステム製
Leica Bond-Max により CD8(Alexa 488)、ケラチン 7（Alexa 594）
、核（Hoechst）の３重蛍光染色し、さら
に同一切片でヘマキシリン・エオジン（HE）染色を実施した。蛍光染色工程ではチラミドシグナル増幅法を適
用し、浜松ホトニクス製 NanoZoomer XR を用いて多重蛍光染色全組織のデジタル画像を撮影した。撮影条件
は、対物レンズ：40 倍（解像度 0.23μm/pixel）に設定し、蛍光撮影については標準フィルターセット
(DAPI/FITC/TRITC)の一視野露光時間:13.6msec 設定で撮影し、明視野撮影については蛍光撮影時の撮影プロ
ファイルを利用することで、蛍光画像と HE 染色画像を位置同期させた。生成した全組織デジタル画像解析に
ついては、腫瘍全領域に対して 1mm 四方の ROI にタイリングし、CD8 陽性細胞と膵癌細胞としてケラチン 7
陽性細胞の抽出処理を実行し、腫瘍内における空間分布解析を実施した。腫瘍境界・範囲のアノテーションは
HE 染色画像から決定され、蛍光画像解析時に参照した。空間分布解析プログラムは MATLAB にて開発した。
【結果】1 症例あたりの撮影時間は蛍光約 50.3min、透過約 2.5min であった。全 214 症例の腫瘍領域に対する
ROI 数は 27,273 で、ROI あたりに要した解析時間はタイリング処理：5.5sec、陽性細胞抽出処理：3.1sec、細
胞間距離計算処理:0.2sec であった。解析結果より CD8 陽性細胞密度が高いほど患者予後が良い傾向が示され
たが、その関係性は腫瘍中心部の CD8 陽性細胞密度で最も強いことが見出された。
【まとめ】
チラミドシグナル増幅を用いた多重蛍光染色全組織デジタル画像を用いた CD8 陽性細胞の空間分布解析方法
は、実用的な撮影・解析時間内で複雑な膵癌免疫微小環境の評価を可能にする。
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PathPresenter- A collaborative platform for data sharing in medicine
RAJENDRA SINGH
Icahn School of Medicine at Mt. Sinai / Pathology
Abstract
PathPresenter is a web based digital pathology solution built by clinicians who understand the proper use
and context in which pathology images and data could be shared and used to enhance practice, research
and education in medicine. MySlideBox is a tool that provides a file management system on the cloud. All
kinds of medical data can be easily uploaded and shared as files or folders between users, institutions, and
hospitals. Native tools allow the data to be integrated with PowerPoint presentations for conferences or be
built into quizzes and self assessment modules to enhance educational offerings. GroupChat allows
clinicians to form closed groups and upload data and hold conferences for discussion from anywhere in the
world. Getting or providing second opinion facilities are inbuilt in the platform.
PathPresenter was launched in 2017 and has over 70,000 users in 164 countries. Validation that the
solution is useful is provided by many of our users. Including WHO, MSKCC, BU, Nagasaki University,
University of Sydney, AAD, ISDP and IAC. Data is stored on HIPAA compliant and secure Microsoft Azure
cloud. The PathPresenter public library is the biggest open public repositories for pathology images and has
14,000+ WSI for anyone to view and use.
The final goal is to provide hospitals and academic centers an end to end web based platform for
interdisciplinary research, practice and education allowing clinicians and researchers to easily avail of data,
find the tools to use the data and help our patients in the best possible way.
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H&E 染色組織標本に対するブロックベース深層学習による肝細胞癌識別
手法の検討
今井 大樹
東京工業大学 / 工学院
共同演者 (Co-presenters)
中村 友哉 / 東京工業大学
鈴木 賢治 / 東京工業大学
山口 雅浩 / 東京工業大学
阿部 時也 / 慶應義塾大学
橋口 明典 / 慶應義塾大学
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学

抄録
デジタル画像化した間組織の H&E 選初期組織標本に畳み込みニューラルネット（CNN）を適用することで肝
細胞癌の自動識別手法の検討を行った。注目領域をブロックに分割して VGG16 モデルによる CNN を適用し、
各ブロックの出力であるスコアを統合することで、領域ごとの判定を行う。
この方式により約 150 症例、1000 画像を用いた実験を行った結果、各及び組織構造と特徴量を用いたサポー
トベクトルマシン（SVM）を超える制度が得られた。また各ブロックのスコアを解析することで、深層学習の
精度改善の方策、説明可能性の向上などに関する検討を行った。
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８/３０ Friday
＜講演３＞ 各学会におけるデジタルパソロジーの現状と今後

デジタルパソロジーに関する診療報酬
佐々木 毅
東京大学大学院医学系研究科 / 次世代病理情報連携学講座
抄録
平成 30 年診療報酬改定では、デジタル画像を活用した病理診断が保険収載された。デジタル病理画像に基づ
く病理診断を行った場合に、病理診断料と病理診断管理加算が請求できるようになった点である。従来までは
術中迅速診断に関してデジタル病理画像による病理診断は許容されていたが、通常の病理診断では保険診療上
は許容されていなかった。それが通常の病理診断でも拡大適応になったという解釈になる。保険請求を行う際
の留意事項通知として「デジタル画像に基づく病理診断を行うに当たっては、関係学会による指針を参考とす
ること」との留意点が付記されている。この「関係学会による指針」に関しては、
「一般社団法人日本病理学会
による「デジタル病理画像を用いた病理診断のための手引き」及び日本デジタルパソロジー研究会による「病
理診断のためのデジタルパソロジーシステム技術基準」を指す。デジタル病理画像の作成、観察及び送受信を
行うにつき十分な装置・機器とは、これらの指針に定められた、画像取り込み、画像の送受信、画像の表示等
についての技術基準を満たす装置・機器を指す」とされている。ここで注意しなくてはならないのが「スキャ
ナー」に関する独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による「スキャナー＝病理ホールスライド画像診断補助
装置」の定義である。すなわち「クラス I（一般医療機器）
」としては「病理スライド標本全体の高倍率画像（病
理ホールスライド画像）を取り込み、画像を装置内部の記録装置に保存・表示を行う装置をいう」と定義され
ており、
「クラスⅡ（管理医療機器）
」としては「病理スライド標本全体の高倍率画像（病理ホールスライド画
像）の取り込み、保存・表示等を通して、病理診断の補助や治療計画の策定を支援する病理画像を処理する装
置をいう」とされている。すなわち、素直に解釈すれば通常の病理診断に用いるスキャナーはクラスⅡ（管理
医療機器）を用いるという解釈が成立する可能性がある。この点に関しては当日議論したいと考えている。
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組織診断基準の一般化に向けたデジタルパソロジーの利用
ー国際肺癌学会の試みー
野口 雅之
筑波大学医学医療系 / 診断病理学
共同演者 (Co-presenters)
Erik Thunnissen / VUmc
南 優子 / 茨城東病院

抄録
WHO 組織分類を実際に行っているのは WHO 本体ではなく、フランスのリオンにある IARC（International
Agency for Research on Cancer）であり、毎年だいたい１臓器ずつ WHO 組織分類の改訂がなされている。改
訂に当たって、まず WHO 分類改訂のための Working Group（WG）が作られるわけであるが、肺癌の場合、
世界肺癌学会（IASLC, International Association for the Study of Lung Cancer）の病理パネルのメンバー30
名程度がこれに当たることになっている。この 30 名の約半分は米国の病理医であるが残りは日本を含めて広
く世界中の病理医が参加することになる。WHO 分類作成の最も重要な点の一つに“診断一致率の向上”がある。
どのような素晴らしい診断基準を作成したとしてもその診断一致率が低ければ世界基準としての意味がない。
IASLC では現在オランダの Erik Thunnissen が中心となって診断基準の一致率向上に向けて digital slide を用
いた解析を行っている。特に小細胞癌と大細胞神経内分泌癌の鑑別、また腺癌の亜型分類と浸潤径の計測の一
致率を digital slide system を用いて web base で行うことで、世界中の WG のメンバーが個々の病院で参加す
ることが可能になる。このようにして診断一致率を下げる要因を検討し、得られたデータはより良い診断基準
作成のための資料となる。一方でこの digital slide system を用いれば web base の教育サイトを設けることも
可能となり、広く世界中の病理医が一致率の高い診断基準で病理診断を行える手助けにもなる。本口演では特
に肺腺癌の亜型分類や浸潤径の診断一致率の向上のための試みを紹介したい。

39

各学会におけるデジタルパソロジーの現状と展望
国際細胞学会 International Academy of Cytology(IAC)の活動について
長村 義之
日本鋼管病院 / 病理診断科
抄録
2016 年の第 19 回国際細胞学会 ICC（横浜開催）から 2019 年の第 20 回国際細胞学会 ICC(シドニー開催)まで
の 3 年間 IAC の理事長を務めさせていただいた。この 3 年間の活動として、Global の視点からの細胞診教育に
力を入れた。
IAC の Website に掲載されている教育資材の内容は
１．ウェブにて参加するケーススタディ
２．ライブカンファレンス Webinars
３．IAC チュートリアル 世界 10 か所で施行した 3 日間の講習会
他に、特にデジタルパソロジー研究会と関連深いものとして、
４．バーチャルスライドライブラリー
５．
“New” IAC and CAP 婦人科細胞病理デジタルアトラス
があげられる。
バーチャルスライドライブラリーでは、FNA（甲状腺、唾液腺、乳腺、膵臓、肺、腎など）
、非婦人科（体腔液、
尿）
、婦人科（Conventional, LBC）計 60 例の細胞診がデジタルおよび静止画像で鏡検可能である。自身の回
答を選択し、正解を照合した上で学習するように組まれている。
IAC and CAP 婦人科細胞病理デジタルアトラス では、計 98 例の婦人科スメアー（Conventional 34 例、LBC64
例）の種々の病変が経験できる。鏡検の後、選択肢で回答して、正解と比較することが出来る。本アトラスは、
Underserved region に向け作成された経緯があるが、教育的な価値は非常に高いと言える。
このように、デジタルパソロジーを駆使した教育資材を大いに活用していただきたい。
最後に、IAP の US-Canada 支部の総会 USCAP では、昨年 2018 より IAC Companion Symposium を開催し
ている。IAC の新たな展開として期待するものである。
3 年間の任期中に多くの方々のご尽力でいくつかの Milestone ともいうべき成果を上げることが出来た。深甚
なる感謝の意を表するものである。
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臨床検査技師へのデジタルパソロジー実践教育
滝野 寿
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会 / 専務理事
抄録
厚労省は「医師の働き方改革」に関するタスク・シフティングが可能な医師の業務や実施上の課題について意
見交換を始めている。この中で日本病理学会は、現在病理医が担う業務のうち、臨床検査技師に業務移管が可
能と考えられる業務として、
「デジタル病理画像の取り込み・機器の調整・データ管理等」を掲げている。日本
臨床衛生検査技師会では、平成 26 年より病理学会と合同で「認定病理検査技師制度」を立ち上げた。すでに
920 名の認定者を輩出している。同制度の受験ならびに更新のための要件には、デジタル画像の取り扱いにつ
いての項目を多く含めている。
また、当会が立ち上げと運営に深く関わった日本病理精度保証機構の外部精度管理調査では、Whole Slide
Image 装置(WSI)で取り込んだ画像を利用した外部精度管理調査を実施している。今後は、生検検体に関して
はすべて、手術検体に関しては病理医が指定した標本をスキャナーで取り込む作業を病理医の指導の下で行う
ことで業務移管は可能と思われる。
デジタル画像の作成には、病理組織標本作製等に関して取扱いに慣れ、病理検査に精通し、データ管理に関し
て優れた知識を有している臨床検査技師であれば、デジタルパソロジーに関するシステムの構築や、運用につ
いての支援が十分できると考える。
今後、データ管理学を含む臨床検査技師の教育や人材育成が急務と思われる。
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＜講演４＞ デジタルパソロジー研究会総会

3D 画像認識 AI による子宮頸癌細胞診断支援システム
諸岡 健一
九州大学大学院 / システム情報科学研究院
共同演者（Co-presenters）
倉爪 亮 / 九州大学
宮内 翔子 / 九州大学
長原 一 / 大阪大学
中島 悠太 / 大阪大学
浦西 友樹 / 大阪大学
大野 英治 / 京都橘大学
大野 節代 / 京都橘大学
宮本 朋幸 / 九州保健福祉大学
薬師寺 宏匡 / 九州保健福祉大学
西森 誠 / 九州保健福祉大学
大澤 幸希光 / 京都橘大学

抄録
標本画像から子宮頸癌細胞を自動検出する研究が長年行われていて、米国では子宮頸部細胞診断システムが製
品化されている。既存のシステムでは、ある特定の焦点で撮影した 2 次元画像を用い、形態学的に著しい異型
度を示す進行癌細胞は高精度で検出できる。一方、初期癌では、多数の正常細胞と、異型度の低い初期癌細胞
や前癌状態の細胞（異形成細胞）が混在している。この場合、既存システムのように特定の焦点のみで細胞を
観察しても、核異型の認識が不可能な焦点があり、異常細胞の検出が難しく、そのためこれらの細胞の検出精
度が低い。
これに対し、我々は、標本のバーチャルスライド画像から細胞の 3 次元形状を推定し、その形状を含む形態情
報を用いて Deep Neural Network (DNN)によって正常・前癌・癌細胞を識別する子宮頸癌細胞診断支援シス
テムについて研究を行っている。バーチャルスライド画像は、焦点を変えながら標本を撮影した多重焦点画像
列とみなせる。そこで、まず、多重焦点画像列から細胞の 3 次元形状を推定する技術を開発している。また、
復元した形状情報と、バーチャルスライド画像から得られる画像情報を組み合わせて、正常・前癌・癌細胞を
識別する DNN を構築している、本システムにより、2 次元画像では必ずしも観察し得なかった細胞核の 3 次
元形状を鮮明に観察でき、既存のシステムでは認識困難な、初期段階での癌細胞・異形成細胞を確実に検出で
きる。
本発表では，本プロジェクトの現状と今後の課題について述べる。
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＜講演５＞ International Session with TSP (台湾病理学会)

Development of Artificial Intelligence (AI)-Assisted System for
Pathology Diagnosis Using Open Source
Wen-Yi Liang
Taipei Veterans General Hospital / Department of Pathology and Laboratory Medicine
Abstract
A number of commercial and open-source platforms for digital pathology have emerged in recent years.
While commercial platforms provide robust functionality and support, their cost can be prohibitive for some
users, and they may not address specialized use cases. Open-source solutions are free and can be readily
extended to address user-specific needs, but often require significant technical expertise to deploy, and
may not have extensive documentation or support.
We had acquired a whole slide scanner (Hamamatsu Nanozoomer S210) two years ago and begun to use
whole slide images for daily primary diagnosis in some of our pathologists’ cases after the validation
process complete. About one year ago, we tried to develop AI-assisted system for pathology diagnosis
using self-assembled computer and opening source software and platforms. In present, we had
successfully developed and implanted our Web-based platform and self-developed algorisms for Ki-67
index in gastrointestinal neuroendocrine tumors and automatic mycobacterium tuberculosis detection in
whole slide images of acid-fast stain which revealed better performance in accuracy and efficiency than
using traditional methods.
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Detection of nasopharyngeal carcinoma in nasopharyngeal biopsies
using deep learning
Wen-Yu Chuang
Department of Pathology, Chang Gung Memorial Hospital (Linkou), Taoyuan, Taiwan
Abstract
Pathological diagnosis of nasopharyngeal carcinoma (NPC) could be challenging, since most cases are
non-keratinizing carcinoma with little differentiation and many admixed lymphocytes. Recently, deep
learning has been shown to successfully identify metastatic breast cancer in lymph nodes. Our aim was to
evaluate the possibility to identify NPC in nasopharyngeal biopsies using deep learning. A total of 240
nasopharyngeal biopsies (120 NPC cases and 120 benign cases) were used as the training set. Other 20
nasopharyngeal biopsies (10 NPC cases and 10 benign cases) were used as the validation set. Manual
annotation was performed on these 260 cases by an experienced senior pathologist. Deep neural networks
were used for machine learning. At the first stage, cropped square image patches of 256 × 256 pixels were
used as training materials. The patch-level algorithm effectively distinguished NPC patches from benign
patches, with an area under the receiver operator characteristics curve (AUC) of 0.995. At the second stage,
whole-slide images were sequentially cropped into patches and inferred with the patch-level algorithm.
The inferred results were reconstructed into a whole-slide image with a smaller size for training and
validation. Other 100 nasopharyngeal biopsies (50 NPC cases and 50 benign cases) were then used as the
testing set for the slide-level algorithm. Finally, the AUC was 0.985 for slide-level identification of NPC in
the testing set. Our result shows for the first time that deep learning is capable of identifying NPC, a cancer
usually with little differentiation and many admixed inflammatory cells.
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Antibody-supervised deep learning for qualification and quantification
of perineural invasion in breast cancer
Yen-Lin Chen
Department of Pathology, Cardinal Tien Hospital, School of Medicine, Fu-Jen Catholic University
Abstract
Background
Perineural invasion in tumor is a well-known prognostic biomarker in cancer. Traditionally, perineural
invasion was defined as a qualitative factor rather than a quantitative factor. Therefore, perineural invasion
can be found as a controversial statement in breast cancer literature. However, if we want to do the
qualitative analysis in breast cancer perineural invasion will be a huge work burden in pathologists. In this
study, we propose and evaluate an approach based on antibody-guided annotation and deep learning to
quantify perineural invasion areas in hematoxylin and eosin (H&E) stained samples.
Methods
There were 317 patients with breast pathology were enrolled and randomly divided into training and test
cohorts. H&E stain and the S100 antibody were performed and digitally scanned. The cancer regions,
nerves and perineural invasion regions were annotated in H&E whole-slide images and using the
S100-expression as a guide. In analysis, the images were divided into 4 groups of background, cancer,
nerve and perineural invasion from which features were extracted using a pretrained convolutional neural
network (CNN).
Results
There were 262 patients with pathology-proven breast cancer and another 55 benign breast lesions were
enrolled in the current study. We further extracted the annotation with a 299*299 pixels picture. In a set of
7,059 labeled superpixels (Background: 3263, Cancer: 1888, Nerve: 1658 and Perineural invasion: 250), the
CNN approach achieved an overall F-score of 0.8812 in discrimination of perineural invasion. Moreover,
precision, recall and accuracy were all above 0.85 (0.8805, 0.8839, 0.8842 accordingly).
Conclusion
Our findings indicate that deep learning can be applied to identify and quantify perineural invasion in breast
cancer samples using a basic morphology staining only. This method can reduce the cognitive burden on
pathologists and improve their efficacy in histopathological characterization of perineural invasion in breast
cancer and quantification of this poor prognostic factor in future studies.
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Advancing Pathology with AI-Powered Digital Workflow
Joe Yeh
aetherAI / CEO's Office
Abstract
The core process of histopathology slide reading has largely remained the same in the past decades.
Pathologists examine thin sections of tissue specimen through the binoculars of a microscope. Despite
readily available software and hardware solutions, the adoption of digital pathology workflow has been very
slow. One the main reasons is that return of investment is difficult to assess. The advent of AI-powered
image analysis has dramatically changed this perception and created unprecedented interest in digital
pathology. Deep neural networks have been shown to outperform human experts in several pathology
reading tasks, such as detection of metastatic cancer cells in lymph nodes. In this talk, I will use aetherAI ’s
own use cases to illustrate how AI can help improve efficiency, prevent mistakes, introduce objective
standards, and facilitate quantification of the pathology reading process. I will further discuss the potential
impact of AI on pathology and implications for future research.
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Cytology-Surgical Pathology Correlation using nature language
processing (NLP)
Hsiang-Sheng, Wang
Taipei Veterans General Hospital, Pathology Department
Abstract
Background:
Cytology is mainly used to diagnose or screen for cancer. Correlation of cytology and paired surgical
pathology is a very important mechanism of quality assurance program by helping cytopathologists to
improve their accuracy and reduce the gray-zone. However, it is a time-consuming and exhausted work.
The current study aims to make the correlation using state-of-the-art nature language processing (NLP).
Materials and Methods:
We collect the data base of cytology and surgical pathology reports from 1994 to 2018 in Taipei Veterans
General Hospital. The correlation of cytology and surgical pathology groups into 4 categories (“unrelated”,
“match”, “under diagnosis” and “over diagnosis”). We use tensorflow and keras as our NLP backend and
build the word/ character embedded system. The NLP structure is created by word and character
embedded input then followed by several bidirectional long-short term memory layer (LSTM). Then the
cytology and surgical pathology LSTM are concatenated together and joint 2 dense layer. 110,590 paired
cytology-surgical pathology reports are labelled. We balance the size of each category using over-sampling
method: 100,000 paired cytology-surgical pathology reports as training set; 10,590 paired reports as
validation set.
Results:
After several cycles of training, the model achieves stabilized accuracy rate in training set (98.01%) and
validation set (95.23%). Most of the wrong cases (84.78%) are in the “unrelated” group. Due to its diverse
features, the model wrongly grouped them into “match” or “over diagnosis” categories.
Conclusions:
In our study, we present a NLP model to handle the correlation between cytology and surgical pathology
reports. In the future, we will keep adding the diversity of “unrelated” group in order to improve the
accuracy and specificity.
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＜講演６＞ International Joint Session with DPA

Embracing the 3rd revolution of pathology: challenges and
opportunities for practicing pathologists
Marilyn M. Bui
Moffitt Cancer Center, Tampa, FL. USA / Pathology
Abstract
The recent FDA approval of the 2nd whole slide imaging system for primary diagnosis in US signaled that
digital pathology (DP) has gain momentum and continues to evolve as a valuable tool for pathologists.
Digital pathology gives rise to artificial intelligence (AI) which is considered the 3rd revolution of pathology.
There are boundless opportunities in the development of AI in pathology. Its application includes detection,
quantification, classification, prognosis and prediction. This presentation section is to review the revolution
of DP and its impact on precision medicine, discuss lessons learned and challenges exist, and identify
future opportunities and collaboration potential. Digital Pathology Association (DPA)’s mission is to
facilitate education and awareness of digital pathology applications in healthcare and life sciences.
Pathology Visions is the annual scientific meeting of the DPA. DPA is celebrating its 10th anniversary in
2019. Through its leadership and membership, DPA has made significant contribution to the advancement
of DP and AI. DPA’s accomplishments will be highlighted.
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Transformation of Diagnostic Pathology: Impact of Digital and
Computational Pathology Tools
Anil Parwani
The Ohio State University / Pathology
Abstract
The past several years have seen significant technical advancement in the ability to use whole slide
imaging (WSI) to digitize large numbers of slides automatically, rapidly and at high resolution. These
advances have allowed pathologists to better archive, view, analyze and share their whole slide images.
Some of the proven uses of WSI are using it for education (digital teaching sets, tumor boards),
documentation and quality assurance (archiving consult and medicolegal cases), clinical uses (remote
consultations, primary diagnosis), and image analysis. In our institution, we have validated and have been
implementing WSI for multiple applications including using WSI for primary diagnosis. Some laboratories
currently using WSI have made headway at integrating their digital slides with laboratory information
system (LIS), and started streamlining their “digital workflow” with the intent of moving to a “slideless”
laboratory. This talk will address the state of WSI technology and computational pathology tools in
pathology laboratory today and provide an overview of using WSI and AI tools in pathology, focusing on
what all labs need to know about the technology, workflow impact, clinical quality and financial
opportunities
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Digital Pathology for Everyday Sign Out
Liron Pantanowitz
University of Pittsburgh Medical Center / Pathology
Abstract
Digital pathology technology is mature enough for laboratories to go fully digital. When coupled with AI tools
this creates many opportunities to improve clinical practice and patient outcomes. However, only a handful
of labs around the world have started going fully digital. Even fewer have deployed AI technology. During
this talk Dr. Pantanowitz will invite you to join him in the year 2025, where you will spend time with him
digitally signing out his cases. During this simulated time together you will witness the tremendous
potential of Digital Pathology. This talk will demonstrate the capability of Digital Pathology to appropriately
triage cases, enhance routine tasks, quickly connect with colleagues, better diagnose disease, and help
predict outcomes - all in a day's work!
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Development of research group in Japanese Society of Digital
pathology
Junya Fukuoka
Nagasaki University/Kameda Medical Center / Department of Pathology
Abstract
The history of digital pathology in Japan is fairly long. The first remote pathology diagnosis was introduced
in the English literature in 1992. In 1999, the national committee has developed as the first form of JSDP
(Japanese Society of Digital Pathology). Since then, several Japanese vendors have developed high spec
whole slide imaging (WSI) scanners, and the scanners have been distributed to several hundreds of
institutes throughout Japan. Although the initial movement toward digitization was quite early in Japan
compared to western countries, the rules to implement WSI to the clinic, such as guidelines, has not been
successfully prepared until 2019. In 2016, a research group has set up inside JSDP to gain evidence in the
field of digital pathology. Since then, several studies have launched including validation of WSI based
primary diagnosis including cytology, development of training course/program to pathologists and
pathology technicians, studies to prove the benefits of WSI to shortcut turn around time and to increase
diagnostic accuracy by remote expert consultations. Currently, studies to find an efficient workflow to
implement artificial intelligence into pathology practice are also initiated in the research group. In the
session, outcomes of the latest studies along with the history of research group inside JSDP will be
introduced.
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Introducing a concept of Radiology-Pathology conference – A move
toward cross-disciplinary specialty
町田 洋一
Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
共同演者（Co-presenters）
Takashi HORI / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Akira YOSHIKAWA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Youko MASUZAWA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Yoichi MACHIDA / Department of Radiology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba
Junya FUKUOKA / Department of Pathology, Kameda Medical Center, Kamogawa, Chiba

Abstract
Pathology and radiology are core disciplines of so-called medical imaging. There is a growing voice from the
leading authorities that medical imaging can be a single specialty soon, combining expertise and
advancements of both disciplines. Digital technology is a medium greatly facilitating this potential switch.
Radiology was universally digitized more than a decade ago. Now pathology follows the same path.
Introduction of digital pathology has brought pathology and radiology closer. While pathological diagnosis
remains the gold standard, radiological findings can be essential clues to approach a correct final diagnosis.
Direct communication between both specialties in the frame of the radiological-pathological conference
provides invaluable solution for challenging cases in clinical practice.
Nagasaki-Kameda Digital Pathology Network connecting academic institution (Nagasaki University
Hospital), large-scale hospital (Kameda Medical Center), and affiliated centers was established in 2017. It
includes around 40 pathologists, both general and specialized, who are responsible for diagnosing over
40,000 cases annually. Our department serves as a model facility for the primary diagnosis through digital
pathology, which is successfully adopted only in a few medical centers worldwide. In 2018 we achieved a
fully digital workflow for biopsies, surgical specimens, immunostains, outside consults, and frozen service.
In August 2018 we started a trial of the Radiology-Pathology (RP) conference on a daily basis, which
integrated three digital imaging tools (radiology, pathology, and cytology) in a single group discussion. This
presentation will report about our early experience and provide an overview of the RP conference, including
clinical and educational impacts.
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Nation-wide multidisciplinary diagnosis using cloud-based database,
PathPresenter®
渡辺 至都
長崎大学病院 / 病理診断科
共同演者（Co-presenters）
財前 圭晃 / 長崎大学病院
田畑 和宏 / 長崎大学病院
加島 志郎 / 兵庫県立淡路医療センター
吉川 亮 / 亀田総合病院
黒田 揮志夫 / 長崎大学病院
Raaji Singh / Mt. Sinai hospital
福岡 順也 / 長崎大学病院

Abstract
We have developed a cloud-based platform in collaboration with Mt. Sinai hospital (Pathpresenter®) which
enables to visualize WSI, clinical data, and radiological DICOM data in one page. For cases as diffuse lung
disease, multidisciplinary discussion (MDD) is a critical process to reach accurate diagnosis which require
close communication between specialists (clinicians, radiologists and pathologists). The system provides
user-friendly reach from any devices including smartphones that can be integrated to web-conference
system regardless of the location.
The system has started in June of 2018, and total of 273 consultation cases from 36 hospitals were signed
out by using the system. Among 273 cases, 257 were analyzed before and after the input of clinical and
radiological data, and 32 out of 257 histological diagnosis (12.5%) were changed. Diffuse lung disease
requires etiological diagnosis on top of histological diagnosis, and 248 cases were evaluated before and
after the input of clinical and radiological data. By that, etiological diagnosis of 76 cases (30.6%) were
changed after input of clinical and radiological data. Among 273 cases, 191 were further submitted to MDD
panel where 20 pulmonary expert including pathologist, radiologist and pulmonologists joined through
web-conference system, webex (cisco, San Francisco).
Our results emphasize the importance of dynamic input of clinical and radiological data and for that, cloud
based platform covering multi-formatted data is useful.
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８/３１ Saturday
＜講演 7＞ International Session with Sweden, China and Mongolia

Practices on Digital Pathology & Intelligent Pathology of China
Jianglong Chang
91360 Med Tech (Nanjing) Co., Ltd / AI R&D
Abstract
1. Introduction to the pathology field of China.
2. The development of digital pathology in China, including related achievement and products.
3. The development of intelligent pathology in China, including related achievement and products.
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Review of the use of international telepathology for liver and non-liver
cases from Mongolia
Dungubat Erdenetsogt
Department of Pathology, International University of Health and Welfare

Sarandelger Odgerel
Department of Adult Pathology, National center of Pathology, Mongolia
Abstract
The use of international telepathology consultation in Mongolia has been increasing due to limited numbers
of well-experienced pathologists and the demand for increased daily clinical activities of diagnostic
procedures in difficult cases. Over the years (since 2009), several academic and commercial
teleconsultation networks have been established for international telepathologic interpretation.
One of the earliest of these undertakings was iPATH, developed by the University of Basel, we started an
International static Telepathology project since 2009.
Later (since 2012) CM (the Campus Medicus), a similar international telepathology platform with Clinical
Decision Support module provides the local pathologists and clinicians with the possibility to receive
second opinions from colleagues all over the world.
More recently (from 2018), several international telepathology networks have been established at National
Pathology center in Ulaanbaatar having supports of large academic institutions of Japan (e.g. International
University of Health and Welfare-IUHW in Tokyo (only as pilot manner now) and the Hiroshima University)
all a contemporary telepathology platforms have adopted WSI.
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＜講演 8＞ Cutting edge of Digital Pathology

Another Direction of Digital & Computational Pathology
Yukako Yagi
Memorial Sloan Kettering Cancer Center / Pathology
Abstract
Pathology imaging involves conversion of tumor tissue samples from glass slides to digital images to
improve diagnosis while providing an infrastructure for Computational Pathology. The move to a fully digital
workflow will allow this enhancement of diagnosis through computer-augmented diagnostic algorithms.
Once pathology slides are digitized,
morphometric analysis allows the application of mathematical modeling to analyze the histologic features.
Machine learning can then be applied to derive more data from the slides, and computational analysis
allows the development of algorithms to improve efficiency of slide review, calculate numerical data, and
merge pathology data with molecular, clinical or other large data sets. The criteria for
diagnosis can thus be made more objective, based on the use of deep learning. AI as a digital assistant will
revolutionize diagnostic pathology and research. It will enable pathologists to be faster, more efficient, and
more accurate by supplanting subjective with objective criteria. New technologies and testing the newest
technologies for enhanced medical imaging have been taking the important role in Digital and
Computational Pathology to add another dimension in diagnosis.
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WSI 遠隔病理診断を用いた海外医療援助のビジネスモデルの提案
(Proposal of one business model of medical support of foreign country using WSI
telepathology)

森 一郎
国際医療福祉大学医学部病理学
(Department of Pathology, International University of Health and Welfare)
共同演者 (Co-presenters)
潮見 隆之
（Takayuki Shiomi）
/ 国際医療福祉大学医学部病理学
（Department of Pathology, International
University of Health and Welfare）
松岡 亮介（Ryosuke Matsuoka）/ 国際医療福祉大学医学部病理学（Department of Pathology,
International University of Health and Welfare）

Abstract
Introduction: We opened a health check facility HECI (Health Evaluation and Prevention Center, Cho Ray
Hospital and International University of Health and Welfare) in Ho-Chi-Minh city, Vietnam serving the
Japanese standard health check system on late September 2018. This project is based on the successful
telepathology conference with Cho-Ray Hospital (CRH) in 2011 and 2015. I’d like to report the issues in
international WSI telepathology full double-check system and discuss the possibility as a business model.
Methods: CRH provides building, doctors, nurses, staffs, etc., while our university provides medical
equipments, system infrastructures, advisors, training opportunities in Japan, and remote diagnosis of
medical images from Japan. We use NanoZoomer S 210 (Hamamatsu Photonics, Japan) as a WSI
scanner, and WebPath (SeikoTec, Japan) as a pathology information system. Communication is done by
English. Prior to open, we accepted 3 Vietnamese pathologists from CRH to study in Mita hospital, Japan.
Samples for pathology examination are restricted to both endoscopic biopsy specimens and gynecological
cytology specimens. Slide preparation and primary diagnosis are made by the pathology division of CRH.
For histology slides, at least 3 consecutive slices are mounted on a same slide glass to avoid folding or
partial deletion of the slices, and scan them using 40x mode. Cytology slides are prepared by Liqui-Prep, a
kind of LBC method. They are screened and diagnosed by Vietnamese pathologists using conventional
microscope. Cytologically negative cases (NILM in Bethesda), we scan only one 10x10 mm square region
while positive cases were scanned with at most 5 regions of interest (ROI) both with 40X and 7-layer
Z-stack mode. We login to the HECI pathology information system from Japan through leased line, and
double-check the report viewing the WSIs. Final diagnoses are translated into Vietnamese by Vietnamese
pathologists and passed to the patients.
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長崎-亀田ネットワークにおけるデジタル細胞診の試験運用
吉川 亮
亀田総合病院
共同演者（Co-presenters）
堀 隆 / 亀田総合病院
桝澤 容子 / 亀田総合病院
Andrey Bychkov / 亀田総合病院

抄録
近年、バーチャルスライドを用いた遠隔病理診断は組織診において広く普及しつつある。対して、z 軸方向の
厚みの問題など、画像技術的な理由から細胞診のデジタル化は困難であると考えられてきた。これまでの報告
例は数少なく、そのほとんどは遠隔迅速細胞診を取り上げたものである。
長崎-亀田ネットワークでは、生検と手術材料の組織診断を完全デジタル化しており、この経験を活かして細胞
診のデジタル化を試みている。今回、我々のデジタル細胞診の試験的導入および運用について報告する。
今回導入が実施された亀田総合病院では、年間症例数が組織診では約 17000 件、細胞診では約 22000 件であ
る。通常、細胞診の診断フローは、細胞検査技師 2 名によるスクリーニングとその後の病理専門医によるサイ
ンアウトからなる。使用された機器は、ビデオカンファレンスプラットフォーム(Webex, USA)、デジタル顕微
鏡(Olympus, Japan）、遠隔操作顕微鏡(Sakura, Japan)、リアルタイム z-stack 画像取得プラットホーム
(Panoptiq, ViewsIQ, Canada)、 強化被写体深度および z-stack モード付きスライドスキャナー(Motic, China)
であった。
試験的に導入された後、十分な有用性がある考えられ、現在も継続して運用されている方法は以下の通りであ
る。1）Webex とデジタル顕微鏡、もしくは Panoptiq を用いた遠隔でのサインアウト（過去 10 ヶ月で 1134
例）
。ここでは、細胞検査技師がデジタル顕微鏡もしくは z-stack 画像を操作し、病理専門医が遠隔で画像を評
価する方法をとっている。2）Panoptiq を用いた、病理科内および放射線科とのカンファレンスでの細胞診画
像の供覧（前者は過去 26 ヶ月で 2087 例、後者は過去 10 ヶ月で 125 例）
。検討例のうち、特に肺や体腔液に
おいて有益であった。3）Motic を用いた細胞診陽性症例の WSI 化(過去 26 ヶ月で 1112 例)。これは LIS との
統合および AI 構築を目的としている。
細胞診におけるデジタル化には解決すべき課題が残っているものの、運用を開始することで、診断カンファレ
ンスや過去症例参照にて高い有用性を確認した。
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＜講演 9＞ 未来へと繋がる新規技術及び体制 ①

AI 技術の基礎から現在と病理 AI の最前線 信頼される AI 技術にむけて
山本 陽一郎
国立研究開発法人 理化学研究所 / 革新知能統合研究センター / 病理情報学チーム
抄録
人工知能(Artificial intelligence, AI)技術は、医用画像解析から自動翻訳まで、様々な分野で画期的な成果をもた
らしてきた。特に、この数年で Deep learning は安定した技術として確立され、一部については非専門家でも
簡単に行うことができるようになったと言える。現在、次のステップとして、どれだけその解析結果を「信頼」
できるかどうかに注目が移っており、2019 年大阪で行われた G20 の文書においても AI の説明可能性の重要性
が取り上げられている。
機械学習技術の進歩は著しい。特に、医療分野における競争は激化しており、レッド・オーシャンの真ん中に
いると言っても過言ではない。現在、一般的に広く医療分野で使用されている機械学習手法は、Deep
learning を主体とした教師あり学習であり、ビッグデータに基づいたその精度は非常に高い。しかしどのよう
なモデルを使う場合にも、対象となるデータにどれだけの情報が含まれているかどうかは常に重要な問題とな
る。情報自体が含まれていなければ、どのような解析手法も役には立たない。その点、病理画像や細胞画像に
は膨大な情報が含まれているため、これらの潜在的な可能性について多大な注目が集まっている。
真に医療現場で役立つAI を実現させるためには、
現場を知る医療従事者とAI 研究者の協力体制が必須である。
本講演では、AI 技術の基礎からの病理学分野への応用、そして、医療 AI 技術の説明可能性について話をさせ
ていただきたい。
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深層学習を用いた病理画像解析の実際
川井 将敬
山梨大学医学部人体病理学講座
抄録
2012 年に深層学習が ILSVRC2012 (ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition) においてベンチ
マークを塗り替えてから、人工知能の可能性は爆発的に広がった。初めその適応としては教師ありデータを用
いたクラス判別が主であったが、2014 年に提唱された GAN (敵対的生成的ネットワーク), 2017 年に提唱され
た Transformer などの新たな手法の登場により人工知能研究は適応範囲の拡大を続けている。デジタルパソロ
ジーもその例外ではなく人工知能が応用される事例は増加しているが、人工知能をワークフローに組み込むこ
とは容易ではない。我々は細胞診/組織診の自件例ならびに TCGA (The Cancer Genome Atlas) で公開されて
いる組織診のバーチャルスライドデータを用いて深層学習をベースとした解析（教師ありデータを用いたクラ
ス判別、GAN を用いた画像編集/生成）を研究している。その経験や研究結果の一部と共にデジタルパソロジ
ーと人工知能の統合に必要な環境、知識、手法を概説する。
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人工知能の細胞診への応用：敵対的生成ネットワークを用いた肺細胞の
自動分類性能の改良
塚本 徹哉
藤田医科大学医学部 / 病理診断学
共同演者（Co-presenters）
寺本 篤司 / 藤田医科大学医療科学部放射線学科
山田 あゆみ / 藤田医科大学医療科学部放射線学科
桐山 諭和 / 成田記念病院病理診断科

抄録
細胞診におけるスクリーニングや診断を支援する技術として、良悪性鑑別や組織型分類などの人工知能技術の
開発が活発に進められている。我々は人工知能技術のひとつである深層畳み込みニューラルネットワーク
(deep convolutional neural network: DCNN)を用いて肺細胞の組織型分類の検討を行ってきた。分類精度は
76%程度であるが、さらなる精度向上のためには様々なバリエーションの細胞像を用いた DCNN の学習処理が
必要となる。そこで本研究では新たな試みとして、人工知能技術の一つである敵対的生成ネットワーク
(generative adversarial network: GAN) を用いて擬似的に細胞像を大量に生成し、それらを用いることで
DCNN による肺癌組織型の分類精度が向上するか検討を行った。本研究では、Papanicolaou 染色した肺細胞
診検体から腺癌 75 枚、扁平上皮癌 130 枚、小細胞癌 84 枚の細胞像を顕微鏡で撮影した画像を対象とし、最初
にこれらの画像を基に、GAN にて各１０万枚の擬似細胞像を生成した。それらの画像を１６層構造の DCNN
に入力し、事前学習を行う。そして、事前学習された DCNN に実際の画像を与え、DCNN の追加学習を行う。
３分割交差検証法にて分類精度の評価を行った結果、本手法の分類精度は従来手法よりも高値となった。よっ
て、GAN による画像生成は、人工知能による画像分類処理の性能を向上させるために有効な技術であると考え
られた。
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ホモロジーの概念を用いた呼吸器細胞診支援技術
中根 和昭
大阪大学大学院医学系研究科
抄録
肺癌は世界で死亡率が最も高い癌である。日本国内においても、肺癌の死亡率は男性で 1 位、女性で 2 位とな
っている。検査を担当する細胞検査士は資格取得後も形態学のスキルを上げなければならず、熟練するまでに
年月を要するうえ、高齢化に伴う肺癌を含む肺疾患患者の増加も相まって益々細胞検査士の手が不足している。
このような背景の下、細胞診断の自動化の研究が進められて来た。しかし、判断の鍵となる核内のクロマチン
の状態の定量評価が非常に困難なため、有効な結果が得られていない。これまでに、我々のグループはホモロ
ジーの概念を基礎とする方法で大腸癌組織の解析を進めてきたが、今回この方法をブラッシュアップした形で
肺の細胞に対する解析を行う。
呼吸器細胞診の標本は、核内クロマチンの詳細な撮影が可能である高性能顕微鏡 (BZ-X700) を用いて画像デ
ータ化した。本画像の細胞核の部分に着目して、二値化パラメータを変化させ、そのベッチ数の変化を解析す
る。この変化の様子に機械学習を適用させることで、呼吸器細胞診の良性・悪性の判別が可能であることが分
かった。また、小細胞癌と非小細胞癌の判別が可能であることも分かった。
今後、核を自動的に抽出する機能をシステムに持たせれば、標本全体の自動判別が可能となると思われる。
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JP-AID による病理診断支援 AI 開発の進捗
吉澤 明彦
京都大学大学院医学研究科 / 総合解剖センター
抄録
JP-AID は，日本病理学会が日本医療研究開発機構(AMED)より受託しているプロジェクトで，全国１６大学，
７市中病院，７病理学会支部，２地域連携病理ネットワークで蓄積されている病理診断などの医療情報の紐付
いた whole slide imaging (WSI)を，セキュアな通信環境で収集し，その収集された WSI を元に人工知能
（artificial intelligence: AI）を用いた病理診断支援ツールを開発することを目標としている。２０１８年度，
胃生検を対象とした AI によるダブルチェックシステムを開発した。このシステムでは，胃生検 WSI 上に癌の
ある確度をヒートマップで表示させることで，微小な癌の見落としを回避することを目標としている。プロト
タイプ版として一施設のアノテーション情報を用い開発した AI アルゴリズムでは，Group5 の感度は 95%，
Group1 の特異度は 82.2%, 不一致率は 16.2%であった。また，ROC 曲線上，AUC は 0．879 であった。これ
が汎用の AI アルゴリズムであることを検証するため，参加 10 施設各 200 例にて評価したところ，Group5 の
感度は 98．3−100％（Group2-5 の感度：94．3−100％）ながら，Group1 の特異度は 37.9−71.7％と低く，
Group1 と Group2-5 の一致率も 49−74.2％であった。原因としては，HE 染色は施設ごと色合いが異なること
が考えられ，ユニバーサルな病理 AI アルゴリズムの開発には多施設での材料を用いる必要性があることが分か
った。
現在，
さらに多くのアノテーション材料を用い，より精度の高い胃生検用の AI エンジンを開発中である。
また，昨年度は胃生検以外にも大腸生検，子宮頚部生検を対象とした AI エンジンの開発に着手した。また，本
年度はさらに複数の AI エンジンの開発が計画されている。さらに，本プロジェクトでは，AI エンジンの検証
を，地域病理診断ネットワークである福島県，徳島県地域病理ネットワークで行っている。本発表では，現段
階の JP-AID の成果を，総合的に報告する予定である。
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ディープラーニングの臨床応用−長崎におけるワークフロー構築の紹介
長谷川 魁
長崎大学 / 医学部
共同演者（Co-presenters）
坂元 太朗 / 長崎大学医学部
古川 智偉 / 長崎大学医学部
黒田 揮志夫 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
財前 圭晃 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
田畑 和宏 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座
吉川 亮 / 亀田総合病院
加島 志郎 / 兵庫県立淡路医療センター
福岡 順也 / 長崎大学 大学院医歯薬学総合研究科 病理学 病理診断科学講座

抄録
背景：デジタルパソロジーと情報科学の発展により、病理学における AI 活用を検証する研究が数多く発表され
ている。しかし、AI を実臨床に導入するには、AI の開発とは別に、AI を導入する workflow の確立が重要とな
る。我々は、AI を実臨床で活用する workflow のモデルを構築し、実装を行ったので、その運用について紹介
する。
方法：長崎大学病院、亀田総合病院、兵庫県立淡路医療センターの 3 施設が共同した NAGASAKI-NET の一環
で行われている。過程は以下の４つに分けられる。１）3 施設合同の診断カンファレンス（サインアウトセッ
ション）時に対象症例を選定し、解析依頼を提出する。２）依頼症例の WSI を汎用画像形式においてダウンロ
ードし、画像解析ソフトに取り込み解析をする。３）次営業日に実施される合同カンファレンスにて、複数の
病理医が AI の解析結果を評価する。AI の解析結果を参照し、必要に応じて診断報告へと反映させる。４）解
析に誤りのあった箇所を優先的にトレーニングデータに加工し、AI モデルの追加学習を実施する。現在、腫瘍
細胞数の計測において約 100 症例のデータを取得した。
結果：NAGASAKI-NET において AI を実装した workflow の構築を行った。AI による腫瘍細胞の領域識別と細
胞数計測の精度について前向き検討が進み、大多数の症例において病理医の判断が AI により修正されることが
確認された。AI 導入により、得られた恩恵や解決すべき問題点が浮き彫りとなり、我々の workflow を紹介す
るとともにその利点と問題点を共有する。
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＜講演１０＞ 未来へと繋がる新規技術及び体制 ②

DICOM & Whole Slide Imaging
大石 英資
浜松ホトニクス株式会社
抄録
本発表では、米国放射線学会と米国電気工業会が策定した規格である DICOM （Digital Imaging
Communications in Medicine）において、WSI（Whole Slide Imaging）への適用、WG26 の活動、弊社の取
込みについて説明し、課題に関する報告を行う。医療画像といえば、CT や MRI、胸部 X 線などの画像を思い
浮かべる方が多いと思う。
病理ガラススライドをデジタル化した画像も、もちろん医療画像であるが、現在は、スキャナベンダごとに異
なる画像形式、画像閲覧ソフトを使用しており、可読性、可搬性が十分とは言えない。また医療画像としては、
検体情報や診断、解析のためのアノテーションデータが画像に付属する情報となっていることが望ましいが、
そのようなデータも標準化が必要である。医療画像は DICOM という規格で標準化されており、病理ガラスス
ライド画像も既に DICOM で規格化（Supplement145, Supplement122）されている。DICOM WG26 は、病
理分野を扱う DICOM のワーキンググループであり、DICOM 規格に対する修正提案（Correction Proposal）
などを議論しており、また、Connectathon や IHE-PaLM（Integrating the Healthcare Enterprise - Pathology
and Laboratory Medicine）との合同会議についても議論、提案を行っている。弊社は、DICOM WG26 の要請
に応え、スキャナベンダとして最初に DICOM 形式の病理スライド画像を DICOM WG26 に提供した。本報告
では、弊社が参加した北欧地域における病理ワークフローフルデジタル化プロジェクトでの DICOM 化につい
て説明する。弊社は、DICOM WG26 が主催した、DICOM Digital Pathology Connectathon（相互運用性を示
すショーケース）に過去３回参加しており、その報告と、他社の参加状況、課題に関する説明を行う。また、
弊社における DICOM 化の手法（専用画像形式から DICOM 形式へのデータ変換および PACS へのデータ送信
方法）について説明を行う。
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撮影機器の異なる病理画像に対する深層学習モデル
三浦 瑛祐
慶應義塾大学 / 医学部病理学教室
共同演者（Co-presenters）
橋口 明典 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
阿部 時也 / 慶應義塾大学医学部病理学教室
坂元 亨宇 / 慶應義塾大学医学部病理学教室

抄録
【背景】病理診断支援に人工知能の活用が求められるが、放射線などの医療画像と異なり、病理デジタル画像
の規格化はなされていない。本研究では、複数の撮影機器の入出力特性を調査し、特定の機器で撮影された病
理画像の学習により作成された学習モデルが、他の機器で撮影された病理画像に適応可能かを検証した。
【方法】初めに、撮影機器の入出力特性を調査するため、四つの撮影機器に対して大日本印刷製の三つの顕微
鏡較正ミクロチャート（色標準、階調標準、インメガクロスハッチ（歪み・解像力）
）を利用した。次に、二つ
の異なる撮影機器における深層学習モデルを評価するため、カールツァイス製顕微鏡 Axio Imager.Z2 にキヤノ
ン製カメラ EOS1D C を搭載した病理画像撮影装置を用いて、胃生検症例において癌 169 ROIs・非癌 233 ROIs
の学習セットを作成した。深層学習のフレームワークには GoogLeNet を使用し、癌・非癌の判別を行い、正
解率 100％の学習モデルを作成した。同様の症例について、浜松ホトニクス製 NanoZoomer XR にて全組織画
像を取得し、前述した学習セットのうち癌 36 ROIs・非癌 19 ROIs に対して同様の部位の画像を全組織画像か
ら切り出して、検証データを作成した。
【結果】四つの撮影機器の入出力特性は、色、階調、解像度特性の違いが明らかであった。色、階調特性につ
いては、目標とする撮影機器特性へ変換する補正行列を適用した結果、色差が軽減した。深層学習モデルの評
価では、検証データを前処理なしに検討したところ、正解率は 92.7％であった。一方、検証画像について、ヒ
ストグラムマッチング法を用いて色補正を行い検討したところ正解率は 100％に改善した。一方、教師画像の
データ拡張を行い、新たな学習モデルを作成し検討したところ正解率は 98％にまで改善した。
【考察】病理画像の撮影機器による違いが、学習モデルの作成に少なからず影響を与えることが示唆された。

66

第 1８回 日本デジタルパソロジー研究会総会
2019 年 8 月 29 日～8 月 31 日
アクトシティ浜松

コングレスセンター

医薬品研究の非臨床試験における人工知能を用いた病理検査の取り組み
甲斐 清徳
第一三共株式会社 / 研究開発本部 安全性研究所
共同演者（Co-presenters）
安野 恭平 / 第一三共株式会社
植松 直也 / 大塚製薬株式会社
土屋 卓磨 / 大塚製薬株式会社
岩本 和樹 / 富士通株式会社
袴田 和巳 / エルピクセル株式会社
高畑 隆之 / シスメックス株式会社

抄録
医薬品の非臨床安全性試験においては、種々の実験動物（げっ歯類：マウス、ラット、非げっ歯類：イヌ、サ
ルなど）を用いて疾患モデルの薬効評価試験、正常な動物に薬剤を大量投与して毒性を惹起させ、その毒性の
質や機序、安全域、動物種差などを検討する上で、病理組織検査が極めて重要である。一方、これら非臨床安
全性試験では、2 種（げっ歯類及び非げっ歯類）の動物の約 40 臓器について毒性を調べるため、病理検査は多
大な時間と労力を要し、新薬の研究開発で律速になる場合がある。近年、artificial intelligence（AI）はヒトの
腫瘍診断にも適用されて、論文も多く見かけるようになってきている。創薬の分野においても、医薬・医療関
係機関が所属しているコンソーシアムである Life Intelligence Consortium（LINC）で非臨床安全性試験の開発
候補化合物選抜前の段階で AI を病理検査に適用するためのワーキンググループ活動を行っており、プロトタイ
プ AI 適用事例としてスクリーニング試験で非腫瘍病変がみられない臓器を選別して鏡検リソースを削減し、病
理検査の効率化を図るモデルについて検討している。今回、トキシコゲノミクスプロジェクト及びトキシコゲ
ノミクス・インフォマティクスプロジェクトにおいて、既知の肝毒性物質をラットに投与して誘発された Open
TG-GATEs の肝非腫瘍性病変画像を教師データーとして用い、
ラットの肝臓の AI 解析について検討したので、
その事例を紹介し非臨床安全性試験における病理検査への AI 適用の課題と展望について概説する。
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WSI を利用した病理診断およびその利用のためのユーザーインターフェ
ースアプリケーションの構築
郷田 敦史
聖マリアンナ医科大学 / 病理学
共同演者（Co-presenters）
長宗我部 基弘
前田 一郎

抄録
当学では、AMED 森班 ｢病理医不足を解決する WSI を用いた医療チームによる Medical Arts の創成研究｣
にて、病理診断ダブルチェック時の WSI 利用による診断精度および Turn Around Time (TAT) 検討研究を行
った。
その際、スライド標本診断及び WSI (Philips Ultra Fast Scanner, Image Management System, 閲覧ブラウ
ザ : Google Chrome ) 診断において、各ユーザーインターフェースアプリケーション（スライド標本診断アプ
リ、WSI 診断アプリ）を構築・活用し、診断精度および TAT の測定を行った。結果、WSI とその診断アプリ
を利用することでスライド標本とその診断アプリ使用時の診断よりも TAT の短縮傾向がみられたことを以前
に前田ら*1 が報告した。
上記の経験を基に、2018 年度に実施した神奈川県臨床検査精度管理の病理学的検査調査において、調査参加施
設が染色した標本 (Hematoxylin-Eosin, Periodic Acid Schiff, Ki-67) の染色性評価およびその結果閲覧のため
に、WSI を活用した染色精度管理用ユーザーインターフェースアプリケーションの構築を行った。
今回は上記で構築した各アプリケーションの概要及び今後の展望について紹介したい。
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免疫染色ガイドによる病理診断業務支援のためのアプリケーションシス
テム開発の検討
中西 陽子
日本大学医学部 / 病態病理学系腫瘍病理学分野
共同演者（Co-presenters）
五味 悠一郎 / 日本大学理工学部
池上 浩樹 / 日本大学理工学部応用情報工学科
芳賀 卓也 / サクラファインテックジャパン
西巻 はるな / 日本大学医学部腫瘍病理学
小林 博子 / 日本大学医学部腫瘍病理学
大荷 澄江 / 日本大学医学部腫瘍病理学
楠美 嘉晃 / 日本大学医学部腫瘍病理学
唐 小燕 / 日本大学医学部腫瘍病理学
根東 義明 / 日本大学医学部医療管理学
大城 真理子 / 名桜大学国際学群経営情報教育研究学系
増田 しのぶ / 日本大学医学部腫瘍病理学

抄録
【はじめに】分子生物学的知見の発展によって手術困難な進行がんや再発がんに対しても様々な治療が効果を
示すようになってきたことから、がんの診断には、顕微鏡下の形態学的診断にタンパク発現や遺伝子情報を加
えたより詳細な情報の必要性が生じている。しかしながら一人の病理診断医が個人で全診療科および全臓器の
情報を網羅し、アップデートしていくには負荷を要する。そこで本研究では、診断学分野における臨床意思決
定支援システム（Clinical Decision Support System: CDSS）の応用として、病理形態組織における鑑別診断の
ための免疫染色ならびに遺伝子検査情報を集約し、これらの情報を診療ワークフローの中で簡便に取り出せる、
アプリケーションシステムの開発を試みた。
【方法】まず病理診断アルゴリズムの検討を行った後、各種癌取扱い規約、診療ガイドライン、WHO、アトラ
ス等より臓器名、部位、疾患名、ICD-O-3、染色項目などのテキスト単位の知識情報を切り出して抽出し、独
自のコード付けを行ってマスタファイルを作成した。Web フォームでユーザーインターフェースを構築して実
装し、試行と改良を重ねた。
【結果】本システムの一部の臓器について、インターネット上（http://nsp.ce.cst.nihon-u.ac.jp/evico）に公
開した。iOS などのモバイル端末でも利用でき、臓器毎の腫瘍の鑑別診断名や、診断確定のための免疫染色、
遺伝子検査項目を簡便に一読でき、紙媒体への印刷も可能なシステムであることが示された。
【考察】本システムは、個人の経験と専門性を問わず日常的な病理診断ワークフローの効率化、具体的には診
断業務時間の短縮をめざすものである。特に、専攻医など経験の浅い病理診断医の教育と支援や、特定の臓器
や領域に特化しつつある病理診断専門医における非専門臓器領域の診断業務支援および生涯教育(On-the-Job
Training)への有用性が期待される。
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出展社
①サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
②ライカマイクロシステムズ株式会社
③ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

④パスイメージング株式会社
⑤サクラファインテックジャパン株式会社
⑥株式会社フィリップス・ジャパン
⑦メドメイン株式会社
⑧株式会社クロノスメディカルデバイス
⑨正晃テック株式会社
⑩株式会社インテック
⑪株式会社Ｉ＆Ｉ病理研究所
⑫株式会社ニコンインステック
⑬三谷商事株式会社
⑭ソフトバンク株式会社
⑮オリンパス株式会社
⑯Motic
⑰大日本印刷株式会社
⑱株式会社パソネット
⑲インディカ・ラボ
⑳浜松ホトニクス株式会社
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