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第13 回日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会総会 

 

会  期：平成26 年8 月28 日（木）～30 日(土) 
会  場：青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール 他 

 〒030-0803 青森県青森市安方1 丁目1 番40 号 
TEL：017(735)5311  FAX：017(735)2067  

http://www.aomori-kanko.or.jp/web/ 
主  催：日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会 （日本ＴＰ・ＶＭ研） 

後 援：一般社団法人日本病理学会、日本臨床細胞学会青森県支部 
 

会  長： 三重大学医学系研究科腫瘍病理学講座教授 白石  泰三 
世話人総会長： 株式会社クラーロ代表取締役社長  高松 輝賢 

参加費：会員 5,000 円、非会員 7,000 円  Welcome Party: 3,000 円  懇親会費 7,000 円 
研究会会員受付：会期内随時 年会費  3,000 円   日本ＴＰ・ＶＭ研事務局受付デスクにて 

 
本会出席により日本病理学会病理専門医資格認定更新のポイントが付与されます 

 
 

受  付： 8 月28 日（木）１６：００～１８：００ 8 月29 日（金）、30 日（土） 09:00～終日 
 青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール入口受付デスク 

 
講演発表： 青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール にて 

 
スライド受付：青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール入口受付デスク 

  （ご発表の１時間前までにお済ませ下さい。） 
 

Digital Pathology 技術基準検討会： ８月２８日（木）１５：００～１６：００ 
  青森県観光物産館アスパム ９階 会議室｢津軽｣ 

 
   ＊総会参加者の本検討会への傍聴を歓迎します。 ただし検討会メンバーとして議論に参加を 
   ご希望になられる場合は、本会事務担当の近藤恵美さま（サクラファインテックジャパン（株））まで 
   事前にお知らせ下さい。 

 

テレパソロジーイブニングミーティング「がん登録」について： ８月２８日（木）１６：３５～１８：２５ 
  青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール 

 
Welcome Partｙ： ８月２８日（木）１８：３０～ 

  青森県観光物産館アスパム 14 階 Dining Cafe はなぁふ 
 

懇親会： ８月２９日（金）１８：３０～  
  レストラン わいん倶楽部  TEL: 017(721）4422 

  http://www.imgnjp.com/wineclub/ 
 

役員会： ８月３０日（土）０８：００～ 
  レストラン わいん倶楽部  TEL: 017(721）4422 

  http://www.imgnjp.com/wineclub/ 
 

http://www.imgnjp.com/wineclub/
http://www.imgnjp.com/wineclub/
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【青森県観光物産館アスパム周辺交通図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【会場周辺地図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

交   通 

 
【飛行機でお越しの皆様】 

「青森空港」から青森市内行きの連絡バスに乗車。 
 『県庁通り』バス停下車 (約３３分、７００円)、バス停から徒歩５分程度です。 

 
【列車でお越しの皆様】 

最寄駅はＪＲ青森駅です。 
 東北新幹線の終着駅「ＪＲ新青森駅」で『奥羽本線』に乗り換え１駅、６分程度で到着します。 

 「ＪＲ青森駅東口」から徒歩で８分程度。 
 東口を出て左に進み、青森ベイブリッジをくぐると見えてくる三角形の建物がアスパムです。 

 
【ＪＲ新青森駅からタクシーでお越しの皆様】 

「ＪＲ新青森駅」からアスパムまで所要時間は約１５分、料金は約２０００円程度です。 
 

【車でお越しの皆様】 
青森自動車道「青森中央ＩＣ」を降りて１つ目の信号を右、２つ目の信号を右に曲がって１５分ほど走ると

正面に三角形のアスパムが見えてきます。 
 

 
 

青森県観光物産館アスパム 



 - 4 -

【発表メイン会場】 青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール 

 

 

【機器展示・ドリンクコーナー】 青森県観光物産館アスパム １階 イベントホール 

 

 

青い森ホール 

イベントホール 
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会長ご挨拶 

第 13 回日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会総会開催に寄せて 

白石 泰三（三重大学医学系研究科腫瘍病理学講座教授） 

 

 当研究会は平成 13 年に発足し，今年で 13 年目となります。昨年の研究会には日本病理学会の深山

理事長にもご参加頂きました，これを契機に病理学会内に「デジタルパソロジー検討委員会」が発足し

ました。テレパソロジー運用ガイドラインの改訂など，病理学会との共同作業も始まっています。今後も

他学会との連携強化をこれまで以上に進めていく所存です。今年は「がん登録」をテーマとしたイブニ

ングセミナーも企画され，さらに領域の拡大を目指します。本研究会の変わらない点は，病理医だけで

はなく，臨床医，臨床検査技師，IT 研究者・技術者，そしてベンダーの方々が集まる，学際的な研究会

であることです。今後はがん登録に関わる診療情報管理士など，さらに広い分野の方々が参集できる

場を提供できるようにしたいと思っております。 今年の総会は青森市で開催されます。皆様には奮っ

てご参加いただきますようお願い申し上げます。本総会の世話人である高松氏，および関係各位に心

よりの謝意を表しますと共に，皆様のご健勝と一層のご活躍を祈念申し上げます。 

 

 

------------------------------------------------------- 
 

世話人総会長 ご挨拶 
 

第 13 回青森総会開催に寄せて 
 

高松 輝賢 （株式会社クラーロ代表取締役社長） 
 

 このたび、第１３回日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会を、皆様のご協力を得て

青森で開催することとなりました。昨今、デジタルパソロジーの普及によりネットワークと ICT技術を活用

した新たな展開が次々と現れてきており、実用レベルとしてすでに現場で幅広く普及してきております。

この新たなステージを迎えたデジタルパソロジーを見すえるため、今回は厚生労働大臣政務官の赤石

清美先生に臨床検査技師としての経験をふまえたご講演をしていただくのを始め、ネットワーク診断で

は滋賀県立成人病センターの真鍋先生、iPad を用いた新たな展開としては東北大学の渡辺先生、

Digital Pathologyによる病理診断業務の効率化につきまして、NPO法人総合遠隔医療支援機構理事長

の井内先生など、最前線でご活躍の先生方に実例のご報告としてご講演して頂く予定です。また、テレ

パソロジーにおける創生期を支えられた澤井先生に、岩手医科大学を退職されたのにあわせ、テレパ

ソロジーの歴史と進歩についてのご講演をお願いしております。さらには、アメリカでご活躍の八木先

生や、中国病理機器学会の会長である Zheng 氏など海外の情勢をふまえたご講演もございます。この

ほか、スライドスキャナの色に関するテーマも議論したいと思っており、この分野でのご専門である東京

工業大学の山口先生にも、医療分野におけるカラーマネージメントに関するテーマでのご講演をいた

だく予定です。このように、現在必要なデジタルパソロジーに関するあらゆるテーマについて活発な議

論ができる内容となっております。多数のご参加と、活発な議論をお願いしたいと思います。 
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------------------------------------------------------- 
第1日目（8月28日 木曜日） 

------------------------------------------------------- 
１３：００～１６：００       機器展示準備 （搬入、設置、調整） 

------------------------------------------------------- 
１５：００～１６：００   Digital Pathology 技術基準検討会 

 （青森県観光物産館アスパム ９階 会議室｢津軽｣） 
   
  ＊総会参加者の本検討会への傍聴を歓迎します。 ただし検討会メンバーとして議論に参加を 
    ご希望になられる場合は、本会事務担当の近藤恵美さま（サクラファインテックジャパン（株））まで 
    事前にお知らせ下さい。 
 

司会進行：東福寺幾夫（高崎健康福祉大学） 
------------------------------------------------------- 
１６：００～１６：４５            展示機器見学 
------------------------------------------------------- 
１６：４５～１７：００           開 会 式 

（青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール） 

 
司会：土橋康成（ルイ・パストゥール医学研究センター） 

------------------------------------------------------- 
１７：００～１８：２５  テレパソロジー・イブニングミィーティング 

「がん登録」について 
（青森県観光物産館アスパム 2 階 青い森ホール） 

 
司会進行：白石泰三（三重大学） 

東福寺幾夫（高崎健康福祉大学） 
 

話題提供者 
寺本典弘（四国がんセンター） 

芳賀拓也（サクラファインテックジャパン株式会社） 
鬼島 宏（弘前大学） 

鈴木昭俊（株式会社ニコン） 
 

指定討論者 
伊藤智雄（神戸大学） 

福岡順也（長崎大学） 
原田 大（昭和大学、Philips Japan 社外顧問） 

他 
------------------------------------------------------- 
１８：３０～      Welcome Party 

（青森県観光物産館アスパム 14 階 Dining Cafe はなぁふ） 

 
土橋康成（ルイ・パストゥール医学研究センター） 

司会：花田のぞみ（株式会社クラーロ） 
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------------------------------------------------------- 
第２日目（8月2９日 金曜日） 

------------------------------------------------------- 
０９：００～１０：００    ＩＨＥ病理・臨床細胞委員会関連セッション 

病理・臨床細胞部門における成果と将来課題 

一般社団法人日本ＩＨＥ協会 病理・臨床細胞委員会 

     座長：  近藤 恵美 （サクラファインテックジャパン株式会社） 

         鈴木 昭俊 （株式会社ニコン） 

０９：００～０９：１５ 

 IHE-01：病理診断レポートの標準化について 

     鈴木 昭俊 （株式会社ニコン） 

 

０９：１５～０９：３０ 

 IHE-02：DICOM-WG26（病理部門）動向報告 

     近藤 恵美（サクラファインテックジャパン株式会社） 

 

０９：３０～０９：４５ 

 IHE-03：病理部門システムベンダの標準化対応状況調査報告 

     東福寺 幾夫（高崎健康福祉大学） 

 

０９：４５～１０：００       討    論 

------------------------------------------------------- 
１０：００～１１：００  一般演題（Ⅰ） デジタル病理学の進歩 

   座長： 森 一郎 （国際医療福祉大三田病院） 

    渡辺 みか （東北大学病院） 

 

１０：００～１０：２０ 

 GO-01: 「Z 軸ビデオ細胞画像(Zavic)データベースを利用した細胞診コンサルテーション 

 の実現可能性の検証研究」第１報 

 山城 勝重 （北海道がんセンター 病理診断科） 

 市原 周 （名古屋医療センター 病理診断科）  

 眞能 正幸 （大阪医療センター 臨床検査診断部）  

 谷山 清己 （呉医療センター 病理診断科）  

 寺本 典弘 （四国がんセンター 病理科）  

 田口 健一 （九州がんセンター 病理診断科）  

 鈴木 宏明 （北海道がんセンター 臨床病理研究室）  

 山下 夏美 （四国がんセンター 臨床研究センター）  
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１０：２０～１０：４０ 

 GO-02: 生検材料：WSI を用いた遠隔１次病理診断における 

 「WSI 適正・不適正」について 

 島田 修 （一般社団法人白亜会 病理診断科 ＤＰＪ細胞病理医院） 

 桜井 貞弘 （佐野厚生総合病院）  

 

１０：４０～１１：００ 

 GO-03:  バーチャルスライドを併用した病理学実習における学生意識調査 

 --バーチャルスライド主体の病理組織実習に向けて-- 

 筑後孝章 

 （近畿大学医学部病理学教室、近畿大学医学部総合医学教育研修センター） 

------------------------------------------------------- 
１１：００～１１：２０        展示機器見学・休憩 
------------------------------------------------------- 
１１：２０～１１：５０    特 別 報 告 

SR-01: 日本病理学会平成25 年度テレパソロジー・バーチャルスライド利用状況調査報告 

東福寺 幾夫１、白石 泰三２、佐々木 毅３ 

１高崎健康福祉大学、２三重大学、３東京大学 

 

座長：澤井高志 （仙台オープン病院・東北大学） 

------------------------------------------------------- 
１１：５０～１２：００   ランチョンセミナー準備 

------------------------------------------------------- 
１２：００～１３：００    ベンダー合同体・ランチョンセミナー(Ⅰ） 

司会進行：東福寺幾夫（高崎健康福祉大学） 
 

  12:00～ 株式会社三啓 

  12:15～ オリンパス株式会社 

  12:30～ 株式会社クラーロ 

  12:45～ ライカマイクロシステムズ株式会社 

 

  詳細は、別冊 ベンダー合同ランチョンセミナー・展示ガイドをご覧下さい。 
 

------------------------------------------------------- 
１３：００～１３：３０    お昼休み 

------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------- 
１３：３０～１４：１０      特別講演（Ⅰ） 
 

PL-01: 我が国のテレパソロジーの発展と共に歩んで 25 年 

澤井 高志１）２） 

   １）仙台オープン病院病理診断科 部長 

   ２）東北大学病理形態学 客員教授 

 

座長： 白石泰三（三重大学） 

------------------------------------------------------- 
１４：１０～１５：１０  一般演題（Ⅱ） 診断の自動化・画像解析 

座長：土橋康成（ルイ・パストゥール医学研究センター） 

山口雅浩（東京工業大学） 

１４：１０～１４：３０ 

 GO-04: カラーテクスチャー解析によるバーチャルスライド画像からの異常検出 

 野里 博和（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

 曲 佳（筑波大学） 

 坂無 英徳（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

 高橋 栄一（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

 村川 正宏（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

 寺井 謙介（東邦大学医療センター 佐倉病院 病院病理部） 

 蛭田 啓之（東邦大学医療センター 佐倉病院 病院病理部） 

 

１４：３０～１４：５０ 

 GO-05: バーチャルスライドを用いた肝細胞がん診断支援ソフトウエア実用化への試み 

 阿部時也 1、橋口明典 1、山﨑剣 1、尾島英知 1、Maulana Abdul Aziz2、金沢宏 2、 

 Chamidu Atupelage2、村上百合 2、木村文一 2、石川雅浩 3、駒形英樹 3、小林直樹 3、 

 山下慶子 4、丸亀敦 4、斉藤彰 4、喜友名朝春 4、山口雅浩 2、坂元亨宇 1 

 1 慶應義塾大学 医学部 病理学教室 

 2 東京工業大学  

 3 埼玉医科大学  

 4 日本電気株式会社 

 

１４：５０～１５：１０ 

 GO-06 ROI 検出技術としてのホモロジーによる画像解析手法 

 中根 和昭（大阪大学大学院医学系研究科） 

 土橋 康成 （公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター） 
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------------------------------------------------------- 
１５：１０～１５：３０    展示機器見学・休憩 
------------------------------------------------------- 
１５：３０～１６：３０     特別要望講演 
 

    SRL-01: 「厚生労働省のデジタルパソロジーへの対応」 
 

ご挨拶 厚生労働大臣政務官 赤石 清美さま 
ご講演 厚生労働省医政局研究開発振興課 

医療技術情報推進室 室長補佐 高尾 洋之さま 
 

座長：高松輝賢（株式会社クラーロ） 
------------------------------------------------------- 
１６：３０～１６：５０       展示機器見学・休憩 
------------------------------------------------------- 
１６：５０～１７：３０      招請講演 

IL-01: 医療分野におけるカラーマネージメントの動向 

東京工業大学 学術国際情報センター 教授 山口 雅浩 先生 
 

座長：八木由香子（マサチュセッツ総合病院・ハーバード大学） 
------------------------------------------------------- 
１７：３０～１７：４０          功労者表彰式 
------------------------------------------------------- 
１７：４０～１７：５０       記念撮影 
------------------------------------------------------- 
１７：５０～１８：３０       休  憩、 移 動 
------------------------------------------------------- 
１８：３０～        懇 親 会 
 

 

レストラン わいん倶楽部  TEL: 017(721）4422 

青森市新町2 丁目2-1 協働社ビル２F 

 

司  会 

土橋康成（ルイ・パストゥール医学研究センター） 
花田のぞみ（株式会社クラーロ） 

 
 

 
------------------------------------------------------- 

第３日目（8月３０日 土曜日） 
------------------------------------------------------- 
０８：００～０９：００      役 員 会 

   レストラン わいん倶楽部  TEL: 017(721）4422 

   青森市新町2 丁目2-1 協働社ビル２F 

------------------------------------------------------- 
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０９：００～０９：４０   一般演題（Ⅲ） 遠隔診断の進歩 

座長： 吉見直己（琉球大学）、伊藤智雄（神戸大学） 

０９：００～０９：２０ 

 GO-07:  ビジョンテック®を用いた離島遠隔術中迅速診断の実際 

 國吉 真平 1)、小菅 則豪 1)、玉城 智子 1)、青山 肇 1)、齊尾 征直 1) 2)、吉見 直己 1) 

 1) 琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座 

 2) 琉球大学医学部付属病院病理部 

０９：２０～０９：４０ 

 GO-08:  デジタルスチルカメラを用いた施設内テレサイトロジーの検討 

 - スマートホンとの画像および操作性の比較 - 

 金山和樹 1), 米田 操 2), 白石泰三 1) 

 三重大学大学院医学系研究科腫瘍病理学 1),  

 鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科臨床検査コース 2) 

------------------------------------------------------- 
０９：４０～１０：１０      要望講演（Ⅰ） 

 RL-01:  バーチャルスライドと iPad を用いたモバイル環境での 

 遠隔迅速病理診断支援の試み：その有用性と必要性について 

 渡辺 みか （東北大学病院病理部）  

 

座長：山城勝重（北海道がんセンター） 

------------------------------------------------------- 
１０：１０～１０：３０       展示機器見学・休憩 
------------------------------------------------------- 
１０：３０～１２：００   International Session 

Invited Speakers from China 
Chairs.：Prof. T. Shiraishi (Mie University) 

Dr. Y. Tsuchihashi (Louis Pasteur Centre for Med. Res., Kyoto) 
 

１０：３０～１１：１０ 
 IS-01: The Current Situation of Diagnostic Pathology Service and 

Possible Contribution of Telepathology 
Zheng JIE 

  Department of Pathology, Peking University Health Science Center, 
 Beijing, China 

１１：１０～１１：５０ 
 IS-02: Current situation of implementing Whole Slide Scanner 

and prospects in Chinese Market 
Zhongxi Zheng, PhD 

CEO UNIC Technologies, Inc. 



 - 12 -

------------------------------------------------------- 
１１：５０～１２：００   ランチョンセミナー準備 
------------------------------------------------------- 
１２：００～１２：４５    ベンダー合同体・ランチョンセミナー(Ⅱ） 

司会進行：東福寺幾夫（高崎健康福祉大学） 

 

  12:００～ サクラファインテックジャパン株式会社 

  12:１５～ 浜松ホトニクス株式会社 

  12:３０～ ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

 

  詳細は、別冊 ベンダー合同ランチョンセミナー・展示ガイドをご覧下さい。 

------------------------------------------------------- 
１２：４５～１３：１５    昼休み 

------------------------------------------------------- 
１３：１５～１３：４５     総 会 

------------------------------------------------------- 
１３：４５～１４：３０      海外招請講演 

OIL-01: 
Current Overview of Digital Pathology in Clinical, Education and Research 

Yukako Yagi, PhD 
 

Director of the MGH Pathology Imaging & Communication Technology (PICT) Center 
Massachusetts General Hospital 

Affiliated Faculty, Wellman Center for Photomedicine, 
Massachusetts General Hospital 
Assistant Professor of Pathology 

Harvard Medical School 
 

Chair. Prof. Junya Fukuoka 
(Nagasaki University, Nagasaki, Japan) 

 

------------------------------------------------------- 
１４：３０～１４：５０     展示機器見学・休憩 

------------------------------------------------------- 
１４：５０～１５：３０    要望講演（Ⅱ） 

 RL-02: さざなみ病理ネット －その求めるネットワーク像、成果と課題－ 

 真鍋 俊明 

 （滋賀県立成人病センター 研究所、滋賀県病理 ICT 協議会） 

 

司会：森谷卓也（川崎医大） 
------------------------------------------------------- 
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１５：３０～１６：００    要望講演（Ⅲ） 

 RL-03:  Digital Pathology による病理診断業務の効率化 

 井内 康輝 （株式会社病理診断センター） 

 

座長： 真鍋俊明（滋賀県立成人病センター研究所）

------------------------------------------------------- 
１６：００～１７：００：          

   テレパソロジー（デジタルパソロジー）運用ガイドラインの改訂に向けて 

Round Table Discussion 

 

司会： 白石泰三（三重大学） 

------------------------------------------------------- 
１７：００～１７：１０          閉  会  式 

 

次年度世話人総会長挨拶 

森谷卓也（川崎医科大学） 

------------------------------------------------------- 
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SRL-01: 特別要望講演 

厚生労働省のデジタルパソロジーへの対応 

 

ご挨拶 厚生労働大臣政務官 赤石 清美さま 

ご講演 ： 

ICT(Information and Communication Technology) 

医療の現状 

高尾 洋之 

厚生労働省医政局経済課課長補佐 

東京慈恵会医科大学 

 

医療におけるICT (Information and Communication Technolo- 

gy) は近年めざましい発展がある。 

「日本再興戦略」、 

「世界最先端 IT 国家創造宣言」、 

「健康・医療戦略」 

の政府における政策の中で、医療における ICT の推進が

提言されている。 

現在の医療における ICT に対する考え方と現状について

報告をする。 

 

  * 我が国における医療 ICT 

  * 厚生労働省による取り組み 

  * 事例 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL-01: 特別講演 （Ⅰ） 

我が国のテレパソロジーの発展と共に歩んで 25年 

 

澤井 高志１）２） 

１）仙台オープン病院病理診断科 部長 
２）東北大学病理形態学 客員教授 

 

我が国のテレパソロジーは、医療の高度化、診断病理医の

不足、IT機器の進歩と国の法的規制緩和に後押しされて

発展してきた。テレパソロジーの目的は、いろいろあった

が、我が国においては、厚生省が手術中の迅速診断の促

進という点に主眼をおいて推し進め、施設ごとにばらばら

に行われていたのを 1996年遠隔医療研究班（班長：開原

成允教授）として組織し、遠隔放射線、遠隔在宅診療の分

野とともに遠隔医療の柱の一つとした． 

 当初、テレパソロジーはアナログで行われていたが、し

ばらくして、通信、画像ともにデジタル化に移行した.もの珍

しさも手伝って医師、技師だけでなく、地方自治体でも情

報化という観点から興味を示したが、医療系のなかでは外

科系の臨床医が関心を持つ反面、病理医の間では画像が

悪い、伝送が遅いということで不評であった。特に診断に

時間がかかり過ぎるということと悪い画像で誤診したときの

責任が確定してないという点などから反対も多かった. 

それにもかかわらず、厚労省はある程度の評価はして

2000 年にはテレパソロジーの保険診療への導入、2002 年

にはテレパソロジーの施設認定など規制緩和を進めてくれ

た。ほぼ同時期に発足した日本テレパソロジー研究会の

活動も大きな推進力となった． 

その間にも各研究者、ベンチャーなどのよる機器の開発が

行われたが、テレパソロジーが大きく進歩したのはインフラ

が光ファイバーは変わったこととパソコンの機能が格段に

向上したことで、伝送容量は飛躍的に大きくなり、画像は静

止画像から動画像へとリアルタイムでの伝送が可能になっ

た．また、1997 年に米国で開発されたバーチャルスライド

は、迅速診断、画像保存だけでなく、教育、研究面とその

利用を大きく拡大させた． 

現在は通信衛星を利用して国内だけでなく、国際的な動画

による画像通信も可能となり、 

教育面では長年に亘る光学顕微鏡による組織実習の歴史

を塗り替え、さらにバーチャル画像を利用した遠隔教育も

可能になった． 

 今回は、このように大きく変貌を遂げてきたテレパソロジ

ーを将来どのように発展さっせていくかを考えてみたい。 
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OIL-01: 海外招請講演 
Current Overview of Digital Pathology in  
Clinical, Education and Research 
 
Yukako Yagi, PhD 
Director of the MGH Pathology Imaging & 
Communication Technology (PICT) Center 
Massachusetts General Hospital 
Affiliated Faculty, Wellman Center for 
Photomedicine, 
Massachusetts General Hospital 
Assistant Professor of Pathology 
Harvard Medical School 
 
Since the successful adaptation of e Care into the 
clinical setting digital pathology has assumed a 
more important role in pathology diagnosis as 
well as in patient care. Progress on large scale 
validation studies for integrating WSI system 
into pathology workflow in some institutions has 
been performed.  The digital pathology 
community worldwide has already 
acknowledged the issues we have been 
demonstrating for a number of years now 
concerning slide quality, image quality, staining 
consistency, color consistency and etc . Recently 
many working groups and committees were 
organized to discuss and find solutions to these 
issues. Researchers, pathologists, and vendors 
worked together to establish working guidelines 
and standardization approaches for each of the 
issues.  However. the most present circulated 
guidelines or standardization methods are not 
straightforward to understand. For instance it is 
not very clear what exactly we need to do to 
standardize the color of digital slides, how to 
evaluate the image quality then how to improve 
the quality, how to manage the data, and how 
the results of the standardization affect clinical 
diagnosis or our researches. 

The network infrastructure design for whole slide 
imaging system has advanced for the last years. 
And it is for this reason that many institutions 
have started to offer 2nd opinion and consultation 
services to various countries outside the USA. 
Indeed, gradual changes are occurring in 
telepathology implementations.  Telepathology 
methods and equipment would now be more 
flexible to fit to the unique circumstance between  

 
different countries.  As the gamut of 
telepathology network becomes wider it is 
important for us to have clear understanding on 
the differences in pathology diagnosis, social, 
economic scenarios, and the valid expectations 
against telepathology of the different parties. 
 This way we would be able to forge international 
collaboration smoothly. 
 Collaborative research efforts between different 
departments within an institution, and within the 
same specialization in multiple institutions are 
becoming the trend recently. Issues on how to 
transfer and exchange data and how to proceed 
with their interpretations remain the bottlenecks 
of the collaborations. 
 A system should be built to support and manage 
all the activities mentioned above and it should be 
integrated into the e Care infrastructure. 
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IS-01: 国際セッション（I） 
The Current Situation of Diagnostic Pathology 
Service and Possible Contribution of 
Telepathology 
 
Zheng JIE 
Department of Pathology, Peking University 
Health Science Center, Beijing, China 
 
Recent years the diagnostic pathology service in 
China has been improved tremendously. Major 
international guidelines have been introduced 
into the routine diagnostic pathology processes, 
and a lot of domestic guidelines have been set up, 
which have contributed to the improved 
standardization of patient care.  
At the movement we still face to several 
difficulties to overcome, including the shortage 
of experienced diagnostic pathologists, 
unbalance in service standard among different 
hospitals, rapidly increasing workload in 
pathology service, further need in 
standardization of newly introduced molecular 
diagnosis, and establishment of nationwide 
pathology resident training program. 
In order to overcome the above difficulties, 
telepathology may play an important role in 
several aspects, including pathology resident 
training, diagnostic consultation, undergraduate 
and postgraduate teaching.  
Although there are some unsatisfactory aspects 
in diagnostic pathology service in China, the 
Pathology Departments at high level in 
diagnostic pathology service can help other 
Pathology Departments at relatively middle or 
low level. Centralized Pathology Departments at 
Ningbo city has shown its advantages. And 
many independent laboratories in diagnostic 
pathology service also play some supplementary 
role. A bright future can be seen in rapidly 
developing China. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS-02: 国際セッション（II） 
Current situation of implementing Whole Slide 
Scanner and prospects in Chinese Market 
 
Zhongxi Zheng, PhD 
CEO UNIC Technologies, Inc. 
 
 Digital pathology is an important technology 
innovation in the last decade, which laid a 
foundation for tele-pathology and  quantitative 
diagnosis applications in the future, this 
technology can not only help release pathologist 
from work-loading microscope observation, but 
it will dramatically relief the patient from 
hunting for famous pathologist world wide 
when on is in trouble, this technology is 
especially expected to be useful and worth value 
to deploy in the countries with big populations 
and vast territories. 
This presentation will roughly show the recent 
tele-pathology progress made in China, 
including the problems encountered during the 
process. 
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IL-01: 招請講演 

医療分野におけるカラーマネージメントの動向 

 

山口 雅浩 

 東京工業大学 学術国際情報センター 

 

従来、医療画像といえば放射線画像を指しており、基本的

にグレイスケール画像であった。近年、遠隔医療や電子カ

ルテ・デジタル病理学・画像解析技術の応用などの進展と

ともに、病理や皮膚科などの分野でカラー画像の利用が進

んでいるが、カラー画像に関する規格・基準・標準などは

十分に整備されていない。このような背景の下、米国食品

医 薬 局 (FDA) と DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) が国際カラーコンソーシアム

(ICC)と連携して、2013 年 5 月に"Summit on Color in 

Medical Imaging"と題した会合を開催した。その後 ICC がメ

ディカルイメージング・ワーキンググループ(MIWG)を組織

し、活動を開始している。現在、デジタルスライドスキャナ

における色補正、医用ディスプレイのカラーマネジメント、

デジタルカラー写真、眼底写真、マルチスペクトルなどの

検討が進められている。MIWG の成果は、FDA における

規制や基準の検討、DICOM による規格化などへ反映され

るものと考えられ、今後のデジタル画像技術の応用に対す

る影響は大きい。本発表では MIWG の検討状況を紹介す

るとともに、今後の望ましい方向性について考えたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RL-01: 要望講演 （Ⅰ） 

 バーチャルスライドと iPadを用いたモバイル環境での 

遠隔迅速病理診断支援の試み： 

その有用性と必要性について 

 

 渡辺 みか 

東北大学病院病理部 

 

【はじめに】 遠隔迅速病理診断は病理医不足に伴う種々

の問題を解決する一手段であるが、特に東北の様に絶対

的な病理医数の不足と偏在の著しい地方では有用性が高

いといえる。しかし、実際には診断医自体が不足している

ことから、大学病院の様な中核病院においても対応が困難

な場合が少なくない。我々は iPad を用いたモバイル環境

での遠隔病理診断支援システムを構築し実践しており、今

回その有用性について言及する。 

【システムの構築】 バーチャルスライド(VS) FINO(Claro)と

Pratico (Sankei)を利用し smart VPN(Softbank)を介した、有

線環境下での遠隔病理診断システムを東北大学病院と十

和田市立病院、気仙沼市立病院との間で構築した。iPad に

よるモバイル環境での診断支援には、smart VPN上および

Softbank のホワイトクラウド上に web サーバを構築し、VS

で撮像した VS 画像を、smartVPN を介して web サーバに

upload し、iPad からVPN環境にてサーバにアクセスするこ

とにより、セキュリティ上の安全性を担保したモバイル環境

下にて遠隔診断支援を実施した。無線回線は softbank 4G 

LTE を用いた。 

【結果】 4G LTE 回線を用いたモバイル環境での通信は、

良好なスピードおよび画質が得られており、多くの場合診

断に支障を来すことはなかった。LTE 回線が接続しづらい

環境下では結像に時間がかかり、場所により影響をうける

ことがわかった。操作性については有線環境と遜色ない結

果であった。 

 2013年10月から2014年8月8日までのVSでの遠隔診

断は全 102 例で、そのうち iPad による診断を行ったものは

49 例（48％）であった。iPad 診断 49 例中、迅速診断は 21

例（43％）であり、残りの 28 例（57％）は若手の迅速診断支

援であった。 

【考察】 iPad のモバイル環境での遠隔診断支援は画質や

スピードなど有線環境と遜色なく行えた。これにより診断医

の不足を補う手段となりうることが示唆されるとともに、若手

支援、育成にも有用性が高いことが証明された。今後さら

なる活用を目指していきたい。 
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RL-02: 要望講演 （Ⅱ） 

さざなみ病理ネット －その求めるネットワーク像、 

成果と課題－ 

 

真鍋 俊明 

滋賀県立成人病センター 研究所 

滋賀県病理 ICT 協議会 

 

 さざなみ病理ネットとは、滋賀県健康医療福祉部の指揮

の下、滋賀県立成人病センターの主導で立ち上げられた

バーチャルスライドによる遠隔病理診断ネットワーク体制で

ある。設立時より広域連携を念頭に置き、京滋領域でネット

ワークを構築したが、近々他県の施設との連携も行われる

ことになっているものである。現在では、同じく県主導で行

っている病・病・診・在宅連携を目指した ICT ネットワーク

（愛称：びわ湖メディカルネット）の関連事業として位置付け

られ、関連施設間での病理画像の利用も模索されている。

さざなみ病理ネットにおけるネットワークは、複数の参加施

設間での多連結性、双方向性を特徴とするもので、単に 2

施設間で病理診断体制を構築するものではない。さらに、

いくつかの機能を内包し、組織診、細胞診に関する（１）術

中迅速診断における診断前精度管理体制、（２）通常病理

診断補助支援体制、（３）正式および意見コンサルテーショ

ン体制、の構築を目指してきた。また、将来的には、（４）コ

ンパニオン診断への応用、（５）教育体制の確立、（６）精度

管理体制の確立、を行っていくことにしている。本講演で

は、まず、求められるネットワーク像についてお話する。そ

の上で、昨年度までの成果、ネットワーク体制の現状と将

来像、見えてきた課題について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RL-03: 要望講演 （Ⅲ） 

Digital Pathology による病理診断業務の効率化 

 

井内 康輝 

株式会社病理診断センター 

 

  2012 年 4 月、（株）病理診断センターを設立し、バーチ

ャルスライドシステムを使った病理診断業務を開始した。 

通信手段としては、NTT の光ファイバー網（VPN）を用いた。

病理標本の作製は、各医療機関、検査センター等で行い、

バーチャルスライド化は浜松ホトニクスの Nanozoomer を用

いた。 業務ソフトは（株）ハイエレコンに委託して独自に開

発し、サーバーは画像診断業務を行う （株）エムネスと共

有化した。 このことによって、各医療機関において、同一

患者の画像診断と病理診断を相互に参照することを可能と

した。 さらに現在は、Google 社のクラウドサービスを利用

して、光ファイバー網のない遠隔地（海外を含む）への遠

隔病理診断業務を開発中である。 
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IHE-01～03： 

病理・臨床細胞部門における成果と将来課題 

 

鈴木 昭俊１）２） 近藤 恵美１）３） 東福寺 幾夫１）４） 

 
１）一般社団法人日本ＩＨＥ協会 病理・臨床細胞委員会 

２）株式会社ニコン ３）サクラファインテックジャパン株式会社 
４）高崎健康福祉大学 

 

 

 技術委員会からは、2014 年度は、「病理診断レポート」と

して、IHEテクニカルフレームワーク・ボリューム３の構造化

レポート（Anatomic Pathology Structured Reports（APSR））

をベースに、病理・臨床細胞部門で発生する文書の標準

化を目的として検討を開始した。文章の構造や見栄えに関

する指定文章とともにテキストファイルに記述するための言

語（マークアップ言語）（eXtensible Markup Language

（XML））でコード化されている診療文書アーキテクチャ

（Clinical Document Architecture：CDA）リリース 2（R2）で記

述した構造について原案を紹介する。 

 また、2013 年9 月リスボン：ポルトガル、2014 年3 月サン

ディエゴ：米国、6 月パリ：フランスで開催された DICOM 

WG-26 について、話題となっている「標本ユニーク ID」、

「Digital Pathology ワークフロー」、「FDAカラーサミットやマ

ルチスペクトラルの検討」を含め動向について報告する。 

 

 企画委員会からは、システムへの実装が全く進んでいな

い現状を踏まえ、我が国の主要な病理部門システムベン

ダを対象に、①病院情報システムとの接続に対する問題点、

②病院情報システムとの接続の標準化や規格化への対応

（実装）への問題点③IHE 委員会に期待することをインタビ

ュー形式で調査した結果は以下のとおりであった。 

（１）病理部門システムの単独商談は少なく、HIS の更新と

同時の事例が多い。 

（２）HIS と病理部門システムの接続仕様は HIS ベンダから

提示され、ユーザから IHE対応などの要求仕様が出される

ことはほとんどない。 

（３）病理部門システムベンダにとっては、主要な HIS との

接続は経験済みで、大きな開発負担を感じていないことも

事実。 

（４）病理関連機器やシステムに関わる業界団体がないた

め、ベンダの標準化への意欲も弱い。 

 

 

 

 

 

 

 

SR-01: 特別報告 

日本病理学会平成25年度テレパソロジー・バーチャルスラ

イド利用状況調査報告 

 

東福寺 幾夫１、白石 泰三２、佐々木 毅３ 
１高崎健康福祉大学、２三重大学、３東京大学 

 

 我が国では 1990 年代にテレパソロジー（以下TP）システ

ムの開発が活発化し、1990 年代半ばには臨床応用が始ま

った。TP 利用実態把握のため、医療情報システム開発セ

ンター、厚生労働省 TP 研究班や日本病理学会などにより

日本病理学会認定病院、同登録病院等の病理部門を対象

として、6回（2000年、2003年、2005年、2008年、2010年、

2013 年）のアンケート調査が実施された。今回は、2013 年

調査結果および過去データとの比較結果を報告する。 

 2013 年調査結果から、TP 導入施設の約半数がバーチャ

ルスライド（以下VS）で TPを実施しており、TP専用機の利

用施設は 20％を下回ったことが判明した。TP の年間実施

件数は増加傾向を維持しており、以前の調査で 70％程度

あった術中迅速診断を遠隔組織診や組織診補助の件数が

大きく上回った。TP の評価は、医療の地域間格差是正や

患者の術後 QOL 向上、医療の質向上への貢献について

は肯定的であったが、病院経営への貢献面では低評価で

あった。 

 VS は 2004 年から導入が始まり、厚生労働省のがん医療

の均てん化補助金がついた 2007 年から導入施設が増加

した。 その用途は、多い順に、カンファレンス、ガラス標

本の代替、希少・典型標本保存、学会発表、教育実習など

であった。しかし、VSの評価は、医療の地域間格差の是正

や患者満足度向上、病院の収益改善へ貢献度いずれも低

く、改善の方策の検討が必要である。 
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GO-01: 

「Z 軸ビデオ細胞画像(Zavic)データベースを利用した細胞

診コンサルテーションの実現可能性の検証研究」第１報 

 

山城 勝重 （北海道がんセンター 病理診断科） 

市原 周 （名古屋医療センター 病理診断科）  

眞能 正幸 （大阪医療センター 臨床検査診断部）  

谷山 清己 （呉医療センター 病理診断科）  

寺本 典弘 （四国がんセンター 病理科）  

田口 健一 （九州がんセンター 病理診断科）  

鈴木 宏明 （北海道がんセンター 臨床病理研究室）  

山下 夏美 （四国がんセンター 臨床研究センター）  

 

 Z-axis video for cytology, Zavic は顕微鏡のステージを上

下させ、焦点を変えながら細胞(集塊)を観察している様子

をビデオ撮影した動画ファイルである。本研究はこれをイ

ンターネット上にデータベースとして保存・公開した Zavic 

DB を通して細胞診のコンサルテーションが可能かどうか

を検証するものであり、国立病院機構の中でがん診療に

中心的な役割を果たす 6施設の病理医と細胞検査士の参

加をもって行われている。現在、実際のコンサルテーショ

ンに近似した 2種類の診断実験を 3 年かけて行っている。 

研究は２つの診断実験からなり、ひとつは診断カテゴリが

「鑑別困難」、「悪性疑い」の診断困難な乳腺穿刺吸引細胞

診45 症例を対象として、症例提示施設以外の分担研究

者がコンサルタント役としてZavic DBの観察を通した診断

とガラス標本の回覧鏡検診断を行い、診断者毎の診断カ

テゴリの再現性を検証するものである。二つめは「悪性」と

確定したが組織型の推定が困難であった各施設から提供

された計36症例を対象に2 つの診断法の推定組織型が

確定診断(組織診断)にどの程度近づくかを検証するもので

ある。 顕微鏡診断と Zavic 観察による診断の再現性が明

らかになれば、Zavic DBを通した診断は迅速性、広域性

の点で優れておりコンサルテーション実現への確かな根

拠を作ることとなる。本発表では診断実験の進捗状況およ

び一部結果について報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO-02:  

生検材料：WSI を用いた遠隔１次病理診断における 

「WSI 適正・不適正」について 

 

島田 修 

（一般社団法人白亜会 病理診断科 ＤＰＪ細胞病理医院） 

桜井 貞弘 （佐野厚生総合病院）  

 

 演者は非常勤勤務する医療施設(佐野厚生総合病院)で

の日常病理診断について、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線を介し

WSI(whole slide image)で前日予診を行ってきた。生検材料

に限れば、95%症例は WSI で１次診断可能であった(12 枚

ﾏﾙﾁﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ観察。昨年発表)。１次病理診断の是非が話

題となっているので、昨年発表内容に引き続き「WSI 適正・

WSI 不適正」を設定し検討した。 

 「WSI 適正・不適正」は乳がんや甲状腺がん取扱い規約

にある報告形式「検体適正」を敷衍したものである。WSI に

起因するﾋﾟﾝﾄ不良、ｽｷｬﾝ範囲ﾐｽ等は「WSI 不適正」、１次

診断に至ったものは「WSI適正」とした。 

 「WSI 適正」の判定の場合は、WSI を用いた１次病理診断

は LM と同等であった。病変が複雑な症例の場合は、WSI

適正ならば、第１報は出すことができる。特殊染色追加、ｴ

ｷｽﾊﾟー ﾄ診断等を追加して第2報病理診断に至るので、WSI

と LMで流れは同じであった。 

 医療法等の遵守や、依頼書記載等の他条件が成立する

場合に限られるものの、WSI 適正を病理報告書内に宣言

することにより、生検材料では、WSI による病理診断が可能

になると考えられた。 

 WSI は光学顕微鏡(LM)の仕組みを利用したものであるか

ら、観察する画像そのものはWSIよりもLM が優位である。

いっぽうWSI にもメリットがあり、WSIを高精細ﾓﾆﾀｰで表示

した場合は低倍画像の描写に優れ、またや大型ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

で表示した場合は多人数での観察に優れている。WSI 装

置を活用し、通信回線を介して 1 次病理診断を行えないか

検討することは意義あることと考える。 
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GO-03:  

バーチャルスライドを併用した病理学実習における学生意

識調査 

--バーチャルスライド主体の病理組織実習に向けて-- 

 

筑後孝章 

近畿大学医学部病理学教室、近畿大学医学部総合医学教

育研修センター 

 

【目的】本学医学部 3 年生の病理学実習はこれまで顕微鏡

と組織標本を使用して行ってきた。今回バーチャルスライド

主体の講義・実習体制への移行の過渡期として組織標本と

バーチャルスライドを一部併用して実施し、学生の意識調

査を行った。【方法】病理学各論は3学年後期に２週間連日、

午前中に集中講義が、同日午後に病理組織実習が実施さ

れた。実習は学生にバーチャルスライド併用を自由に選択

させ、実習終了後にバーチャルスライドの操作、病理学へ

の意識変化などについてアンケートをとった。【結果】操作

に関しては約７割の学生がバーチャルスライドにすんなり

馴染めたと答えた。また顕微鏡観察に比べ画面が大きく見

やすい点や教員への質問や学生同士での検討がしやす

い点、眼が疲れないなどの回答があった。また、バーチャ

ルスライドと顕微鏡観察との比較を問う質問では、微動調

節、両眼視の問題があげられ、実習以外での利用や試験

対策への利用を希望する回答があった。病理学への関心

に関して、約半数は興味が増したと回答し、高学年および

臨床研修でも利用したいとの回答もあったが、病理医を希

望したいと答えた者はいなかった。【考察】バーチャルスラ

イド使用は、病理学への関心度を高めるために有効と思わ

れ、今後の病理学教育に多くの参考データが得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO-04:  

カラーテクスチャー解析によるバーチャルスライド画像から

の異常検出 

 

野里 博和（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

曲 佳（筑波大学） 

坂無 英徳（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

高橋 栄一（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

村川 正宏（産業技術総合研究所 情報技術研究部門） 

寺井 謙介（東邦大学医療センター 佐倉病院 病院病理部） 

蛭田 啓之（東邦大学医療センター 佐倉病院 病院病理部） 

 

近年のデバイス技術や情報通信技術の発展に伴い、高

精細な病理画像を容易にデジタル保存できるようになった

ため、高速・高精度な画像認識によるコンピュータ支援診

断(CAD)手法に注目が集まっている。 

本発表では、産業技術総合研究所が提唱する適応学習

型汎用認識法に基づく病理CAD技術について紹介する。

本手法では、事前に定義した「異常であることの性質」に基

づいて異常を探すのではなく、数多くの正常な病理画像

から「正常であることの性質」をシステムが統計的に学習し、

それから逸脱した検査画像を「正常ではない＝異常」とし

て検出する。本研究では、カラーテクスチャー解析を利用

し、バーチャルスライドデータから得られるタイル状に分割

された画像データから異常検出を行い、結果を表示するソ

フトウェアを作成した。検証実験では、胃生検病理標本か

ら抽出した正常組織の画像をデータベースとした学習モ

デルを構築し、がんを含む胃生検病理組織のバーチャル

スライドデータに対して本手法による異常検出を試みた。 
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GO-05:  

バーチャルスライドを用いた肝細胞がん診断支援ソフトウ

エア実用化への試み 

 

阿部時也 1、橋口明典 1、山﨑剣 1、尾島英知 1、Maulana 

Abdul Aziz2、金沢宏 2、Chamidu Atupelage2、村上百合 2、木

村文一 2、石川雅浩 3、駒形英樹 3、小林直樹 3、山下慶子 4、

丸亀敦 4、斉藤彰 4、喜友名朝春 4、山口雅浩 2、坂元亨宇 1 
1 慶應義塾大学 医学部 病理学教室 
2 東京工業大学  
3 埼玉医科大学  
4 日本電気株式会社 

 

 近年、バーチャルスライド(VS)技術は、遠隔病理診断、教

育だけでなく、画像解析を利用した診断支援にも適用の範

囲を広げつつある。本発表では、当院に導入した肝細胞

がん診断支援ソフトウエア(肝がん診断ソフト)を肝生検標本

に適応した結果について報告する。肝がん診断ソフトは、

肝生検 HE 染色標本の VS 画像に対して、約 1mm2の関心

領域を組織部分に網羅的に設定し、そこから、細胞核、細

胞配列に関する98の特徴量を取得、特定の判別式に適用

し、がん、非腫瘍の判別を実行する。判別式は当院の肝生

検、手術検体を教師データとして利用し、①核特徴量のみ

を変数に用いた場合と②核特徴量と細胞配列に関する特

徴量を変数に用いた場合の二種類を作成した。本ソフトの

有用性評価に他施設のEdmondsonグレードG2を中心とし

た 46 肝生検 530 の関心領域を利用した。本ソフトは

Windows2012 サーバー上で並列処理された。がんの判別

結果は①核特徴量の場合、感度 0.90、②核と細胞配列の

場合、感度0.92であった。計測時間は 46肝生検530 の関

心領域で、23 時間58 分であった。細胞核の特徴量に加え

て、細胞配列に関する特徴量を加えることで、がんの検出

率を上げることができた。今後、実用化に向けて、特異度

の評価や、幅広いグレードでの検討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO-06 : 

ROI 検出技術としてのホモロジーによる画像解析手法 

 

  

中根 和昭（大阪大学大学院医学系研究科） 

土橋 康成 （公益財団法人ルイ・パストゥール医学研究センター） 

 

 計算機による病理診断支援技術は、各方面で進歩してい

る。今後、これらの技術を有機的に組み合わせることで、有

効性のあるシステムが形成されることが期待されている。そ

のためには、まずROI（興味領域）を素早く抜き出す技術が

求められている（第１２回ヨーロッパ病理学会）。 

ROI とは、病理診断の過程において、特に診断の手掛かり

となる情報を多く含んだ組織領域の事であり、大腸の場合

は大腸腫瘍（良性、悪性ともに）が粘膜に発生点を持つこと

から、粘膜層に存在し腫瘍としての細胞集積のある場所

（具体的には細胞密度が高く、構築の乱れた細胞集積とし

て認識される場所であり、通常弱拡大でヘマトキシリンの

色調が強いことで特徴付けられる）として認識されている。

これらを素早く検出できるのであれば、既成の方法を応用

しやすくなる。 

ホモロジーを用いた画像解析技術についてのコンセプト

は何度も紹介しているが、これまでは実行例が示されただ

けで、その有効性が示される詳細な検討結果が提出され

ていなかった。今回、大阪府立成人病センターから提供さ

れた１８４５例の画像に対して、本手法を適用した結果と、

実際の病理診断結果との照合を試みる。とくに、今まで偽

陽性として処理していたものに対して、詳細に分析を加え

ることで、本システムが ROI 検出システムとして有用である

かを検討する。 
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GO-07:   

ビジョンテック®を用いた離島遠隔術中迅速診断の実際 

 

國吉 真平 1)、小菅 則豪 1)、玉城 智子 1)、青山 肇 1)、齊尾 

征直 1) 2)、吉見 直己 1) 
1) 琉球大学大学院医学研究科腫瘍病理学講座 
2) 琉球大学医学部付属病院病理部 

 

【はじめに】沖縄県はその地理的特性から離島など僻地に

おける良質な医療の提供が課題となっている。我々は昨

年度までの沖縄県地域再生医療事業として、遠隔地医療

の取り組み、その一環で、県立宮古病院との術中迅速診断

5 件において新規デジタル画像取得装置であるビジョンテ

ック®（サクラファインテック）の使用経験を有したので報告し

たい。 

【方法と結果】ビジョンテック®はバーチャルスライド（以下

VS）作成とライブ機能のハイブリッド性を有する特徴がある

が、今回はライブ機能を用いて診断を行った。経験した 5

例は断端4例(胃2、胆管1、乳腺1)、センチネルリンパ節1

例であり、時間を記録できた 3 症例 4 回の標本作製後、診

断に要した時間は平均 9.25 分であった。尚、検体処理の

確認には遠隔操作可能なネットワークカメラ (Canon 

VB-C60)を併用した。 

【考察】ビジョンテック®はVS化を前提とした遠隔診断システ

ムに比べてVS化の時間が短縮でき、受信側での合焦操作

が容易なため、VS では合焦が難しい標本に対応できるこ

と等が利点として挙げられる。また、今回は遠隔診断システ

ムの一環のなかで、ネットワークカメラを併用することで検

体の肉眼所見の確認と標本作製部位を指示でき、時間短

縮の一助となっていると考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO-08:   

デジタルスチルカメラを用いた施設内テレサイトロジーの

検討- スマートホンとの画像および操作性の比較 - 

 

金山和樹 1), 米田 操 2), 白石泰三 1) 
1)三重大学大学院医学系研究科腫瘍病理学  
2)鈴鹿医療科学大学保健衛生学部医療栄養学科臨床検査

コース 

 

【はじめに】当院の超音波内視鏡下穿刺吸引（以下

EUS-FNA）では, 細胞検査士と細胞診専門医がベッドサイ

ドへ出向し細胞診断を行っているが , スマートホン

(i-phone:以下 iP)を利用した簡易型テレサイトロジーも併用

している. しかし, 細胞診断する際に画質が問題となること

もある. 今回我々は, 高解像度(2200 万画素)のデジタルス

チルカメラ(Cyber-shot:SONY:以下 CS)を用いて撮影し, iP

との操作性と画像を比較検討した. 

【対象と方法】対象は膵通常型腺癌 10 例とした. 方法は, 

Diff-Quik 染色標本を撮影し, ①撮影から転送までの時間, 

②転送から返信までの時間, ③画質, の三項目を比較し

た iP の撮影方法はカメラレンズを接眼レンズから数 cm 離

して, ズーム機能を使用して撮影した. CS は, カメラを片

手で接眼レンズに固定し撮影した.  

【結果】撮影から転送までの時間, 転送から返信までの時

間は iPで平均46.8 秒, 65.2秒, CSで平均43.4 秒, 57.3秒

であった. CS の画像は, iP に比べ腫瘍細胞の核の輪郭, 

核小体などの所見が鮮明であった. iP では集塊内の観察

が困難であったが, CSでは観察が可能であった.  

【まとめ】CSは, 撮影から転送までの時間が短く, 操作が簡

便であった. また, 高解像度のためより詳細な観察が可能

であった. CSは, 形状が円筒で接眼レンズに設置しやすく

撮影に適しており, テレサイトロジーに応用可能と考えられ

た.  
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------------------------------------------------ 

資料１：テレパソロジー運用ガイドライン 

------------------------------------------------ 

ガイドラインの必要性と目標 

テレパソロジー（telepathology: 遠隔病理診断）とは、画像

を中心とした病理情報を電子化し、種々の情報回線を通じ

て他地点に伝送し、空間的に離れた２地点、または多地点

間で、狭義には病理組織や細胞診の診断およびコンサル

テーションを、広義には診断のみならず、教育、研修、学会

活動など、病理の諸活動を行うことを言う。 

テレパソロジーは旧厚生省の通達により、「対面診療を規定

した医師法第 20 条との関連の問題は生じない。」とされ、既

に法律的に認められた医療行為となっている。また条件付

き乍ら、術中迅速遠隔病理診断に対しては保険適用が為さ

れている。 

現在までに報告された遠隔病理診断、遠隔細胞診の診断

成績は、直視下の診断と較べて大きな遜色のないものであ

り、テレパソロジーは地域医療に対して大きな貢献をして来

たが、顕微鏡直視下の診断と較べた場合に、単位時間に

処理出来る画像情報量に一定の限界が存在し、かつ使用

システムによって診断者の観察視野選択の自由度に関して

一定の制限が存在することは事実である。従って、安全で

有効、かつ責任の担えるシステム運用を達成する為には、

適切なテレパソロジーの機器使用とシステム運用を解説す

るガイドラインの作成が望まれた。 

これらを踏まえて遠隔病理診断・細胞診断の実施に当たっ

ては、対象となる患者に対して、テレパソロジーの有用性と

限界について主治医から適切なインフォームドコンセントを

行う必要がある。 

テレパソロジー機器の性能や使用回線の伝送能力は絶え

ず向上するものである。また病理診断・細胞診断を巡る社

会情勢も絶えず変化して行くものと考えられる。従ってそれ

ら変化によってテレパソロジーシステムの運用法も絶えず影

響を受けるものであるから、本ガイドラインの内容も時代変

化に適合させるべく、絶えず見直しがなされるべきものであ

る。 

総論的事項 

（１） 遠隔病理診断、遠隔細胞診断は、それに参加する医

療スタッフが空間的に離れていても、意思疎通良好な単一

の医療チームとして機能することが求められるチーム医療

である。 

（２） 遠隔病理診断、遠隔細胞診断に参加する医療スタッ

フは、相互の良好な意思疎通をはかる為の環境を整備して

おかねばならない。具体的には速やかに応答可能な電話、

ファックス、電子メイルなどの通信手段を相互に確保するこ

と。良好な人間関係を保持することなどが含まれる。 

（３） 遠隔病理診断、遠隔細胞診断に直接関与する医療ス

タッフとして、１）診断依頼者としての主治医、２）診断依頼

側施設で標本作製および診断画像の採取・伝送を担当す

る病理技師、および、３）遠隔診断受諾者としての病理医

（細胞診断医）が含まれる。 

（４） 使用する遠隔病理診断システムが同期型の場合、あ

るいは非同期型であっても即時の診断応答を求める使用

法を予定する場合は、遠隔診断は原則として予約確認制で

実施する必要が生じ、参加する医療スタッフ全員の事前の

スケジュール調整が求められる。 

（５） 使用する遠隔病理診断システムが非同期型の場合、

診断依頼側は診断側に対して診断・コンサルテーションの

希望内容・条件を伝え、その受諾の可否を事前調整する必

要がある。診断・コンサルテーションが受諾された場合、診

断画像の送受信の確認が取れることが望ましい。 

（６） 遠隔病理診断・細胞診断の依頼主治医は、診断の依

頼にあたって、基本的患者情報、臨床情報の要約を遠隔

病理診断医に伝える義務がある。 

（７） 遠隔病理診断依頼施設の担当病理検査技師は、主

治医の依頼と指示、および必要に応じて遠隔病理医との協

議・依頼・指示のもとで、良好な標本作製を行い、遠隔診断

病理医の求めに応じた画像伝送、またはシステムの起動と

標本の搭載を行う。 

（８） 遠隔病理診断医は、能動システム、受動システムの別

に拘わらず、診断情報に不足を感じた場合には診断依頼

側施設の主治医および担当病理検査技師に標本または画

像の追加を求めて診断を行う。 

（９） 業務としての位置付けをする遠隔病理診断・細胞診

断の実施にあたっては、関係施設間、または関係者間で文

書による遠隔診断・コンサルテーション委託契約を締結する

ことが求められる。 

（１０） 上記契約の中には、遠隔診断関与者、その業務分

担と責任、作業手順、システムの保守・管理・維持、および

システムの導入整備、運用に関わる費用負担に関わる事項

が含まれることが必要である。 

（１１） 遠隔診断で用いた画像の全て、または診断の決め

手となった代表的画像の抜粋については、適切な記憶媒

体に保存し、必要に応じて再生可能な状態としなければな

らない。 

（１２） 遠隔病理診断・細胞診断にあたり、診断の前および

後ともに、診断関係者全員が患者情報の保護について義

務と責任を負うものとする。特にインターネットを用いたテレ

パソロジーでは、特別のセキュリティーの方策を講じない限

り、直接患者の特定につながる情報をネット上で扱ってはな

らない。一方ファックスは患者情報が比較的保護され得る

古典的方法である。 またセキュリティー目的で行われる患

者の匿名化と解読の過程では、患者情報の取り違えが起こ

る危険性を潜在的に孕むが、患者と画像の同一性につい

ては、繰り返し万全の注意を払ってこれを確認しなければな

らない。 

------------------------------------------------ 
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術中迅速遠隔病理診断・コンサルテーションの環境整備と

具体的手順 

（遠隔操作型自動化顕微鏡使用能動診断システムを用い

た場合） 

診断依頼側病院におけるテレパソロジー実施の基本環境

の整備 

１）診断依頼側としてテレパソロジーを責任担当出来る医療

チームを構成すること。具体的には； 

（１）使用するテレパソロジー機器について、充分な基礎知

識と基本操作技術を持った、医師および技師を配置するこ

と。 

（２）病院内に迅速凍結切片標本および迅速細胞診の標本

作製の機器整備が適切に行われ、かつ迅速凍結切片標本

および迅速細胞診の標本作製技術をもった検査技師を配

置すること。 

２）テレパソロジーの円滑な運用の為に、テレパソロジー担

当者に次の連絡手段を確保すること。 

（１）患者情報の秘守が保証され、かつ速やかな応答が可

能なファックス 

（２）テレパソロジー用に常時速やかに応答し得る電子メイ

ル 

３）遠隔病理診断・コンサルテーションに参加する医師、技

師、および遠隔診断病理医の三者の良好な意志疎通を常

に保持すること。 

遠隔診断実施の具体的手順 

１）遠隔病理診断・コンサルテーションを依頼する病院（以

下依頼側施設）は、遠隔病理診断・コンサルテーションの必

要が発生した都度、直ちにその旨を、診断受託側施設（以

下受託側施設）に伝え、両者の事前協議による日程および

時間調整を経て、遠隔病理診断の実施を予約する。 

２）事前予約により実施の決まった遠隔病理診断・コンサル

テーションに対して、診断依頼側施設、診断受諾施設双方

の関係者は、その日時に合わせて、遠隔診断の実施に対

して充分な態勢を整える。 

３）診断依頼側施設の主治医は、予定される遠隔診断症例

の臨床情報の要点、提出予定検体の臓器種別、提出個数、

および遠隔診断の目的を、診断受諾施設の担当病理医に

事前に伝えることを義務とする。 

４）診断依頼側施設の主治医または検査技師は、遠隔病理

診断あるいは遠隔細胞診断用の検体が提出された時点で、

「検体が提出され、これから標本作製に取りかかること」を、

診断受諾側施設の担当病理医に電話で伝える。 

５）４）を受けた診断受諾側施設の担当病理医は、直ちに遠

隔診断受信用システムを立ち上げ、診断画像情報の受信

に対して待機する。 

６）診断依頼側施設の担当検査技師は、遠隔病理診断用

の組織標本または細胞診標本を作成後、直ちにそのスター

ト画像を取り込み、患者基本情報とともに診断受諾側施設

の担当病理医宛て、送信する。 

７）６）の送信情報を受信した診断受諾側施設の担当病理

医は、顕微鏡遠隔操作により診断を進める。また必要に応

じて診断依頼側施設の主治医または同担当技師に、患者

または検体情報の追加を求める。 

８）診断受諾施設の担当病理医は、７）で得られた診断過程

と結果を、音声情報で直接主治医に伝えるとともに、診断依

頼側および診断受諾側施設双方で同期・共有するコンピュ

ータ画面上に、決め手となった診断画像情報を提示し、か

つ診断結果を文字情報に表して、確実に主治医に伝えるこ

ととする。 

９）診断依頼側施設の担当検査技師は、遠隔診断が終了

後、用いた組織切片標本または細胞診標本を、速達または

宅急便などの速やかな方法により、遠隔診断を行った担当

病理医の元へ届けることとする。 

１０）遠隔病理診断を担当した病理医は、９）で送られた組

織切片標本または細胞診標本を受け取り次第、直接顕微

鏡下にこれらを観察し、再度診断を行い、遠隔診断の正誤

を判定する。 

１１）１０）において遠隔診断に誤りがあったことが判明した場

合は、そのことを遅滞なく診断依頼側施設の主治医に伝え、

正しい診断結果を改めて伝えることとする。 

１２）遠隔病理診断の結果は、観察した画像情報の全てとと

もに、適切な電子媒体に保存記録し、必要な場合には直ち

に再生出来るようにする。 

１３）診断依頼側施設のテレパソロジー関係者と、診断受諾

側施設のテレパソロジー担当病理医とは、定期的に直接対

面の会合を持ち、内外のテレパソロジーに関する諸問題の

情報を共有し、テレパソロジーのより良き運営方法と活用法

を検討する 

 

2005.08.27 

第３回日本テレパソロジー研究会（三重）にて承認 
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------------------------------------------------ 

資料２：日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会・

日本臨床細胞学会 合同 テレサイトロジー運用ガイドライン 

------------------------------------------------ 

はじめに：ガイドライン作成の経緯と目標 

細胞診（cytology）は、使用される技術および診断手続きなどが、

病理組織診断の場合とは異なる点が少なくない。従ってこれを遠

隔で行うテレサイトロジーも、組織を対象としたテレパソロジーと

は異なった側面を有するものである。 テレパソロジーの運用ガ

イドラインは、2005年８月に、日本テレパソロジー・バーチャルマ

イクロスコピー研究会（旧日本テレパソロジー研究会）において作

成されたが、それは主に術中迅速組織診断を行う場合を想定して

いた。 従ってそのガイドラインをそのままルーチンを含めた遠隔

細胞診に適用すると不具合な点が少なからず出てくるのが避けら

れなかった。 そこで細胞診の特性を充分に踏まえた、遠隔細胞

診専用の運用ガイドラインを作成する必要が生じていた。 一方

臨床細胞学会においては、平成11年の会長（杉下 匡先生）諮問

「テレサイトロジー検討委員会報告」があり、また数次に亘る学会

ワークショップやシンポジウムにおいてテレサイトロジーに関する

議論が深められて来た。 そして平成18年11月、日本テレパソロ

ジー・バーチャルマイクロスコピー研究会と日本臨床細胞学会は

合同で、「テレサイトロジー運用ガイドライン作成の為の委員会」を

立ち上げ、約半年の検討を経て、本編が作成された。 

目    標： 

 本ガイドラインは、術中迅速細胞診のみならず、ルーチンの細

胞診も対象とし、それらが”遠隔”の状況においても、電子的手段

を用いて安全にかつ有効に行われるために必要な手続き、方法

および 注意点を明らかにすることを目標とした。 また遠隔細胞

診の基本的技術課題についても一定の解説を付すこととした。 

総論的事項 

遠隔細胞診（テレサイトロジー：telecytology）の定義と類型： 

遠隔細胞診（テレサイトロジー：telecytology）は、細胞診ガラス標

本上の細胞像をデジタル情報化し、それらを種々の回線を通じて

遠隔地に伝送し、そこでモニター上に細胞画像として再現し観察

することにより、遠隔の２地点、または多地点間で、狭義には細胞

診断やコンサルテーションを、広義には細胞診教育、研修、学会

活動など、細胞診断学の諸活動を行うことを言う。 顕微鏡画像診

断の広領域を扱う広義のテレパソロジー（telepathology: 遠隔病理

診断）の一分野に含まれる。 

また遠隔診断システムは、構成要素の物理的、機械的側面の違

い、画像観察法および運用法の違いなどから、様々に分類出来

る。 その分類の代表的なものを以下に列挙したが、各システム

には長所および短所があり、テレサイトロジーを行うにあたっては、

目的に適したシステム選択をする必要があることは言うまでもな

い。 

画像観察法による分類： 

１）静止画システム 

２）動画システム 

画像の取得側と遠隔観察側との画像同期状態による分類： 

１）同期システム 

２）非同期システム 

観察視野選択権の違いによる分類： 

１）受動診断システム 

２）能動診断システム 

画像取得のタイミングと範囲および画像観察法の違いによる分

類： 

１）バーチャルスライドシステム 

   １）－１ カメラ画像タイリングシステム 

   １）－２ ラインセンサーシステム  

２）非バーチャルスライドシステム 

使用回線の物理的種別による分類： 

１）メタル回線システム 

２）光ファイバーシステム 

使用回線の帯域による分類： 

１）ナローバンドシステム 

２）ブロードバンドシステム 

使用回線の運営様態による分類： 

１）公衆回線システム 

２）専用線システム 

３）インターネットシステム 

 

テレサイトロジーと法律： 

平成９年１２月２４日の旧厚生省の通達、健政発第1075号 ”情報

通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について” により、

「遠隔診療のうち、医療機関と医師または歯科医師相互間で行わ

れる遠隔診療については、医師又は歯科医師が（地域医療機関

で）患者と対面して診療を行うものであり、（対面診療を規定した）

医師法第20条および歯科医師法２０条との関連の問題は生じな

い---」とされ、遠隔診療のうち病理画像等の遠隔診断は法律上

容認されるとの見解が示されている。 テレサイトロジーは上記の

病理画像等の遠隔診断に含まれるものである。 

 

チーム医療としてのテレサイトロジー： 

テレサイトロジーはチーム医療の一つであり、参加する各メンバ

ーが空間的に離れていても、意思疎通良好な単一の医療チーム

として機能出来るようにしなければならない。 

 

テレサイトロジーの診断限界： 

現在までに報告されたテレサイトロジーの診断成績は、従来の顕

微鏡直視下の細胞診断と較べて大きな遜色のないものであった。

しかし乍ら少なくとも現時点では、遠隔診断では顕微鏡直視下の

診断と較べた場合に、単位時間に処理出来る画像情報量に一定

の限界が存在し、また遠隔診断者の細胞観察の自由度にも一定

の制約があることも事実である。 従って、遠隔診断の成績が、顕

微鏡直視下の診断成績を超えることは理論上あり得ず、遠隔診断

者はこのことを常に念頭に置き、自らの遠隔診断成績が顕微鏡直

視下の診断の場合に限りなく近づくよう努力をしなければならな

い。 
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細胞診における業務分担とテレサイトロジー： 

細胞診は形態系検体検査の一つに含まれており、主治医と細胞

検査士および細胞診専門医の３者が、分担・連携・共同して行うべ

き医療業務となっている。 そのワークフローは通常次の３段階に

分けられる。すなわち、１）まず主治医が細胞検体の採取と場合

によってはその１次処理（塗抹と固定）を行い、２）次に細胞検査

士が検体処理と標本作成およびスクリーニングを行い、３）そして

最後に細胞診専門医が、細胞検査士との共同体制のもとで、細胞

判定と診断を行う。  

現在までのところ、テレサイトロジーは上記ワークフローの内、２）

のスクリーニング終了後以降のプロセスを遠隔で行うことが適切

である。 

 

テレサイトロジーに於けるスクリーニングの位置づけ： 

上述プロセス２）のスクリーニングは、膨大な量の画像情報処理が

行われる過程である。従ってこれを遠隔状況下で行うことはバー

チャルスライドの場合を含めてなお困難である。 現在までのとこ

ろ普及型コンピュータの能力、および普及型の商業回線の伝送

能力は、スクリーニングで発生する画像情報を実用時間内に処理

することを可能としていない。 したがって、スクリーニングは患者

と主治医および細胞検査士のいる地域病院側の on site の作業

として位置付けなければならない。 

 

テレサイトロジーに於けるセキュティー： 

テレサイトロジー実施にあたり、診断の前および後ともに、診断関

係者全員が、患者情報の保持について特段の注意を払う必要が

あり、その保護について義務と責任を負うものとする。 

 

ガイドラインの逐次見直しの必要性： 

テレサイロトジー機器の性能および使用回線の伝送能力などの

機能的要素は、絶えず変化・向上するものである。また医療を巡

る社会情勢や価値観も絶えず変化して行くものと考えられる。従

って本ガイドラインはそれら変化に対応すべく、絶えず内容の見

直しと改訂を重ねることとする。 

 

各論的事項 

（１） テレサイトロジーに参加する医療スタッフとして、１）診断依

頼側施設の主治医、２）同じく診断依頼側施設で細胞標本作製、

スクリーニングおよび診断画像の採取・伝送を担当する細胞検査

士、および、３）遠隔診断受諾者としての細胞診専門医が含まれ

る。 

（２） テレサイトロジーに参加する医療スタッフは、相互に良好な

意思疎通をはかる為の環境を整備しなければならない。具体的

には速やかに応答可能な電話、ファックス、電子メイルなどの通

信手段を確保するとともに、良好な人間関係を保持しなければな

らない。 

（３） 術中迅速遠隔細胞診では、これを担当する細胞検査士およ

び遠隔診断担当医の同時スタンバイが求められる。 従って原則

として予約制で実施するものである。 

（４） ルーチンの細胞診を遠隔で行う場合は、診断画像情報のや

り取りの仕方、細胞判定の方法および細胞診断の返答の仕方な

どについて、診断依頼側と診断受諾側施設の当事者間で事前の

協議と了解を成立させておかねばならない。 

（５） テレサイトロジーを依頼する地域病院側主治医は、診断依

頼時に、基本的患者情報および臨床情報の要約を、遠隔細胞診

断医に伝える義務がある。 

（６） テレサイトロジーの依側施設の細胞検査士は、主治医およ

び遠隔細胞診断医の、依頼と指示のもとで、良好な標本作製と、

適切なスクリーニングを行う。 また遠隔診断システムを起動し、

必要に応じて標本を機器に搭載する。 適切な画像選択および

画像伝送は、細胞検査士の役割であるが、その適切性の維持と

向上のために、細胞検査士と遠隔細胞診断医とは、診断精度向

上のための協議を絶えず行うことが必要である。 

（７） 遠隔細胞診断医は、能動システム、受動システムの別に拘

わらず、診断情報に不足を感じた場合には、直ちに診断依頼側

施設の主治医および担当細胞検査士に対して、患者情報の追加

や、標本または画像の追加を求めるべきである。 

（８） 業務としての位置付けをするテレサイトロジーの実施にあた

っては、関係施設間、または関係者間で文書による遠隔診断・コ

ンサルテーション委託契約を締結することが求められる。 

（９） 上記契約の中には、遠隔診断関与者、その業務分担と責任、

作業手順、システムの保守・管理・維持、およびシステムの導入整

備、運用に関わる費用負担に関わる事項が含まれることが必要で

ある。 

（１０） 遠隔診断終了後、少なくとも診断の決め手となった代表的

画像については、適切な記憶媒体に保存し、必要に応じて再生

可能な状態としなければならない。 

（１１） ガラス標本での診断レビュー： 遠隔診断された細胞診症

例のうち、可及的多数症例について、ガラス標本の直接検鏡レビ

ューによる診断検証を行うこととし、診断精度保証に役立てる。 

（１２） インターネットを用いたテレサイトロジーでは、特別のセキ

ュリティーの方策を講じない限り、直接患者の特定につながる情

報をネット上で扱ってはならない。 一方ファックスは患者情報が

比較的保護され得る古典的方法である。 

（１３）セキュリティー保持の目的で行われる患者の匿名化と、匿名

化情報の解読の過程では、患者情報の取り違えが起こる危険性

を潜在的に孕む。従って患者と診断画像の同一性については、

繰り返し万全の注意を払ってこれを確認しなければならない。 

（１４） テレサイトロジーにおけるデータベースの構築と診断精度

保証： テレサイトロジー診断を通じて、患者臨床情報、細胞所

見・診断などを含むテキスト情報と細胞画像情報とを結合させた

診断データベースを構築することが出来る。 テレサイトロジーの

診断精度保証は、通常の細胞診の場合と同様であり、それを上記

の診断データベースを用いて、電子的手続きとしてより効率的に

行うことが可能となる。 

基本的技術解説など 

１) 現在テレサイトロジーでは、テレパソロジー専用機器、リアル

タイムの顕微鏡動画像、バーチャルスライドなどが利用可能とな
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っている。 これらには高額の設備投資を必要とし、また運用体制

構築上の問題なども随伴することを無視できない。 一方、顕微

鏡静止画像を取得し、インターネットを用いて伝送し、これにかか

わるコメントをやり取りして判定・診断する簡便な方法も行われて

来たが、その精度が劣る訳ではない。 

２) 画像の質に関して： 共有する画像は通常デジタル静止画像

であり、そこでは画像サイズが1280x960ピクセル、8ビットカラー

深度（RGBで1670万色）以上が推奨される。ただし画像サイズは

これよりも小さいものも必要に応じて利用可能である。デジタル圧

縮は容認されるが一般に普及している方法、例えば JPEG形式な

どによることが望ましい。デジタルカメラのセンサーの画素の多さ

は画像の鮮明さとは直接関係しないが、多くの情報を得る方法と

しては多い方が望ましい。なお、ディスプレィの表示画素数を超

えた画像はウインドウのスクロールなどの操作を加えないと表示

できないので注意を要する。現時点では、デジタル画像は顕微

鏡を直接観察するよりも分解能が十分と言えないが、撮影者の意

図した所見が観察者により容易に認識されるのであれば許容さ

れる。 

３) 画像の枚数： 診断依頼を行う検査士は診断に必要な可及的

に多くの画像を撮影することが望ましいが、撮影者（依頼者）、観

察者（診断者）の負担を考えて30枚を越えないようにしたい。経

験的には、多くの症例ではおよそ10枚程度の画像で十分に所見

を伝えることが可能と思われる。静止画像故に1枚のJPEG画像フ

ァイルでは焦点を変えた表現が出来ないので必要に応じて焦点

を変えた撮影が必要になる。 

４) 画像転送の方法： さまざまの方法が容認され、特定の ftpサ

ーバ、SQLサーバなどに保存先を用意する方法、これに対し特

定のサーバを持たない電子メールへの添付なども考慮される。

前者ではプラットホームに依存しないクライアントソフトウエアでサ

ーバに接続できることが望ましい。後者の方法では画像は依頼側、

診断側の双方で保存されていることが必要である。いずれの方法

でもテレサイトロジーに限定した独自の症例番号を付与して管理

すべきである。 

５) 意見交換の方法： 症例紹介、討論、診断などのコメント交換

はさまざまの方法が容認され、特定のサーバなどに保存先を用

意する方法、これに対して特定のサーバをもたないで、電子メー

ルのように単にコメントを交換することなども考慮される。 前者で

はプラットホームに依存しないクライアントソフトウエアでサーバ

に接続できることが望ましい。 後者の方法では依頼側、診断側

の双方で保存されることが必要である。  

 

 

平成１９年５月２３日 
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資料３： 

日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会

会  則 

 

(2001 08.25設立総会承認） 

(2005 08.27 総会改訂承認） 

(2006 08.26 総会改訂承認） 

第一条   会の名称： 

 本会を日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー

（ＶＭ）研究会と称し、その英語名は、 Japanese Research 

Society of Telepathology and Pathology Informatics 

(JRST-PI)とする。 

第二条   目 的： 

 本会は日本におけるテレパソロジー及び関連病理情報

学の研究、応用、及び普及を目指す諸活動を行い、以て

医学医療の発展に寄与することを目的とする。 

第三条   会員組織： 

 本会は、第二条の目的に賛同する、次の個人会員およ

び団体賛助会員から構成される。 

（１）個人会員： テレパソロジーや病理情報学に携わる病

理医、臨床医、臨床検査技師、テレパソロジーを中心とし

た病理情報システム開発とシステム運用に携わる官民関係

者、および本会目的に賛同するその他の個人で、幹事会

が入会を承認した者。 

（２）団体賛助会員： 本会の目的に賛同し、本会を賛助す

る企業、法人、その他の社会団体で、その資格と権利を別

途の定めに規定する。 

第四条   役員組織： 

 本会の目的達成の為、会長一人、庶務、企画および会計

を担当する幹事数名、及び監事二人をおくこととする。 

第五条   役員の選任： 

（１）会長：幹事の互選により会長を選任する。 

（２）幹事：個人会員の互選により幹事を選任する。 

（３）庶務、企画、会計担当幹事：会長による指名と幹事会

の承認を経て、庶務、企画、会計担当幹事を選任する。 

（４）監事：会長による指名と幹事会の承認を経て、幹事以

外の個人会員から監事二人を選任する。 

第六条   役員任期： 各役員の任期は２年とし、再任を妨

げない。 

第七条   事  業： 

 本会の目的達成の為、以下の定例及び随時の会合を開

催する。 

（１）春・秋に開催する定例幹事会 

（２）年一回の総会・研究会 

（３）その他 

第八条   会  計： 

 本会の運営に係る、通信費、交通費、会場費、その他事

務経費は、個人会員からの年会費及び団体賛助会員から

の会費を以て充てることとする。 

第九条   会計年度： 

 本研究会の会計年度は、４月から始まり、翌年３月末日ま

でとする。 

第十条   会計報告と監査： 

 会計担当幹事は、旧年度の会計をまとめ、春期開催の定

例幹事会に報告し、了承を得たあと、監事による監査を受

ける。 

 監事は会計監査結果を、直近の年次総会時に全会員に

報告し了承を得ることとする。 

第十一条   会  費： 

（１）個人会員：年会費を 3,000 円とする。 

（２）団体賛助会員：１賛助団体・法人・企業あたり、年額 

50,000 円とする。 

第十二条   事務局： 

 本会の事務局は会長の指名する施設に置くこととする。 

第十三条   会則の変更： 本会の会則の変更は、幹事会

の協議を経て総会に於いて決定することとする。 

第十四条   会則に定めのない事項の扱い： 

 本会則に定めのない事項については、幹事会で協議決

定し、総会に於いて報告することとする。 

 

 附   則： 

一、本会発足の平成１３年に限り、役員の選任を研究会設

立世話人会に於いて行い、設立総会での承認を経て、そ

の任期を平成１５年３月末までとする。 

ニ、本会則は、平成１３年８月２５日開催の設立総会にかけ

て、承認発効することとする。 

 

団体賛助会員に係わる別途の定め 

（2001 09.11  日本テレパソロジー研究会幹事会決定） 

 (2004 04.13   日本テレパソロジー研究会幹事会改訂決

定） 

（１）団体賛助会員の定義：日本テレパソロジー研究会団体

賛助会員とは、同研究会規約第３条の（２）に規定されたも

の、つまり同研究会の目的に賛同し、同研究会を賛助する

企業、法人、その他の社会団体をいう。 

（２）賛助会員申し込み：団体賛助会員になろうとするもの

は、書面を以って日本テレパソロジー研究会事務局宛てに

随時申し込むものとし、年会費の支払いと幹事会承認を以

てその会員資格を得るものとする。 

（３）団体賛助会員は、日本テレパソロジー研究会の活動状

況を知る権利を有し、総会を含めた同研究会の諸活動に

代表者を出席させることができることとし、１賛助団体・法

人・企業あたり３人まで、会費 3,000 円で研究会総会に出

席可能とする。 

（４）団体賛助会員は日本テレパソロジー研究会総会およ

び各種委員会での決議権を有さない。 

（５）本規定の制定、改廃は幹事会で決定し、総会に報告

する。 
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相談役幹事 

・澤井高志（岩手医大病理） 

・井藤久雄（鳥取大学病理） 

・長村義之（国際医療福祉大） 

・真鍋俊明（滋賀県成人病センター研究所） 

 

特別会員相談役 

・向井 清（東京都済生会中央病院病理） 

・佐々木 功典（社会保険下関厚生病院） 

 

事務局担当、庶務企画担当幹事 

・土橋康成（パストゥール医学研究センター） 

 

企画担当幹事 
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会長指名幹事 

・山城勝重（北海道がんセンター） 

・伊藤智雄（神戸大学病理部） 

・福岡順也（長崎大学病理部） 

・新井信隆（東京都神経研究所） 

・坂元享宇（慶応大学病理） 

 

その他一般幹事 

・谷山清己（呉医療Ｃ・中国がんセンター） 

・布引 治（神戸常盤大学保健科学部） 

・鈴木昭俊（株式会社ニコン） 

・近藤恵美（サクラファインテックジャパン（株）） 

・高松輝賢（株式会社クラーロ） 

・木下善康（オリンパス株式会社） 

 

監事 

・大城政文（浜松ホトニクス（株）） 

・笠井啓之（ライカマイクロシステムズ（株）） 

 

 

 

 

International Board Members: 

・Yukako Yagi, PhD 

Director, MGH Pathology Imaging & Communi- cation 

Technology (PICT) Center, MGH 

Harvard Medial School 

 

 

外部アドバイザー 

・松野吉宏（北海道大学病理部） 

内部アドバイザー 

・長谷部孝裕（国立がん研究センター） 

 

（以上敬称略） 

 

 

 

 

日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研

究会（日本ＴＰ・ＶＭ研究会） 

Japanese Research Society of Telepathology 

and Pathology Informatics (JRST-PI) 

 

事務局 

（公財）ルイ・パストゥール医学研究センター内 

〒606-8225 京都市左京区田中門前町 103-5 

tel.075-712-6009 fax.075-712-5850 

事務担当：津久井淑子 
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ベンダー技術展示 

 展示会場 青森県観光物産館アスパム １F イベントホール 

 公開時間 8月29日09:00～16:55、8月30日09:00～15:30 

 出 展 者 機器展示参加企業は以下の７社です。 

  Ａ 浜松ホトニクス株式会社 

Ｂ 株式会社三啓 

Ｃ ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

Ｄ 株式会社クラーロ 

Ｅ サクラファインテックジャパン株式会社 

Ｆ オリンパス株式会社 

Ｇ ライカマイクロシステムズ株式会社 
 

 

 

 

ベンダー合同体・ランチョンセミナー 

 8月29日 12:00 ① 株式会社三啓 

   12:15 ② オリンパス株式会社 

   12:30 ③ 株式会社クラーロ 

   12:45 ④ ライカマイクロシステムズ株式会社 

   8月30日 12:00 ① サクラファインテックジャパン株式会社 

   12:15 ② 浜松ホトニクス株式会社 

   12:30 ③ ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 
 

 

広告協力 

株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン 

東北化学薬品株式会社 

シバタ医理科株式会社 

 
※ベンダー合同ランチョンセミナー・展示ガイドに広告を掲載致しました。 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E
 

F 

G 

ドリンクコーナー 出入口 

１F イベントホール 
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本研究会総会をご支援戴いた下記賛助会員各社、ご出展各社、 

広告掲載各社に深謝申し上げます。 

  

 ・オリンパス株式会社 

 ・サクラファインテックジャパン株式会社＊ 

 ・浜松ホトニクス株式会社＊ 

 ・ユーエスディ株式会社＊ 

 ・株式会社ニコン＊ 

 ・株式会社クラーロ＊ 

 ・株式会社インテック＊ 

 ・ライカマイクロシステムズ株式会社＊ 

 ・株式会社三啓＊ 

 ・正晃株式会社＊ 

 ・ソフトバンクテレコム株式会社＊ 

 ・ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 

 ・株式会社フィリップス エレクトロニクス ジャパン＊ 

 ・東北化学薬品株式会社 

 ・シバタ医理科株式会社 

 

  （掲載順不同 ＊賛助会員） 
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