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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。

特
集
2

特
集
2

特
集
2

参考文献

[1] 澤井高志：遠隔病理診断(テレパソロジー)の現状と問題点, 別冊・

　  医学のあゆみ『テレパソロジー2002』, pp.3-9, (2003)

[2] 佐々木功典 他： web site上でのvirtual slide, 病理と臨床 2006, 

　  Vol.24, No.4, pp.379-386, (2006)

[3] 中嶋 晴美：病理・細胞診検査業務支援システム「Expath2 」の

　  紹介, INTEC Technical Journal, Vol.4, pp.80-85, (2005)

AOKI Kosuke

青木　功介

● 株式会社インテックシステム研究所
● ICT研究部 主任研究員
● 画像処理及び画像通信技術の研究開発に従事

OZAWA Naoki

小沢　直幹

● 株式会社インテックシステム研究所
● ICT研究部 研究員
● 画像処理技術の研究開発に従事

　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。
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2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。
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　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。

図２  診断側システム

図３  依頼側システム

図４  診断画面
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表１  弊社テレパソロジーシステム仕様

顕微鏡映像を全面に表示
(1280×960画素)

オートフォーカスによる鮮明な画像

保存した画像を
表示して比較

観察画像の保存

スライドマップ 顕微鏡情報 多地点
ＴＶ会議画面

地方病院 拠点病院

診断結果を報告

臨床医

切断部位を
一部切除

病理医

顕微鏡病理技師

検体

遠隔病理診断

顕微鏡
操作

顕微鏡
操作

顕微鏡
映像

顕微鏡
映像

2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用



図５　遠隔診断のやり取り
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。
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　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。

図２  診断側システム

図３  依頼側システム

図４  診断画面
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表１  弊社テレパソロジーシステム仕様
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2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用



図５　遠隔診断のやり取り
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。
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　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。

図２  診断側システム

図３  依頼側システム

図４  診断画面
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表１  弊社テレパソロジーシステム仕様
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2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用



図５　遠隔診断のやり取り
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。
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　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。

図２  診断側システム

図３  依頼側システム

図４  診断画面
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2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用



図５　遠隔診断のやり取り
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特集2 インテックグループにおける研究開発

概要
　近年、医師不足が深刻化しており、ICT (情報通信技術) を用いたシステムにより、医師の負担、患者の負担を

軽減することがますます重要になっている。病理診断医が不在の病院でも、ネットワークを通して遠隔の病院へ

診断を依頼できるテレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムもその一つである。これまでは、ネットワークの

遅延が大きく、高画質で滑らかな操作が困難であったが、ネットワークのブロードバンド化により、リアルタイムな

操作が可能になり、本格的に普及が進んできている。

　本稿では、株式会社インテックシステム研究所（以下 当研究所）が開発したテレパソロジーシステムの機能に

ついて、K病院とT医療センター間での遠隔術中迅速診断の運用事例を交えて紹介する。
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　今回開発したテレパソロジーシステムは、ネットワークの先

にある顕微鏡を目の前にあるかのように操作して観察ができ、

リアルタイムに遠隔地から診断することが可能である。

　診断する医師は、遠隔地の顕微鏡に接続したCCDカメラか

らの画像を見ながら、手元のマウスや専用デバイスを用いて顕

微鏡操作を行う。

　本システムの仕様について表1にまとめる。

　本稿では、当研究所のテレパソロジーシステムの概要を説

明し、その運用を紹介した。今後、さらに、ブロードバンド

回線や、携帯電話等の無線高速通信の整備が進んでいく。こ

れにより、これまでネットワークに繋がらなかった地域にも

テレパソロジーシステムが使える可能性が出てきた。地域医

療機関への普及を目指し、より高品質な画像で、使い易く、

安価なシステムを開発して行くだけでなく、病理医間のネット

ワークシステムにも取り組んでいきたい。

 
　手術で切り出した腫瘍が悪性か良性か、影響度合はどのく

らいか等の判断をすることを病理診断と呼び、その診断を行

う医師が病理診断医（以下、病理医）である。特に、手術中

に病理診断を行い、手術の方針を決定するような診断は術中

迅速診断と呼ばれる。これら診断を行う病理医には高い専門

性が求められ、日本ではその数が常に不足している。[1]

　病理医が常勤するのは大学病院や地域の大病院に限られ、

規模の小さい病院では病理医不在の場合が多い。病理医不在

の病院では、非常勤で病理医に来てもらうか、検体を郵送で

病理医へ送り、結果をもらっている。これでは、患者側も病

理医側も時間が掛かり、その負担は大きい。

　テレパソロジー（遠隔病理診断支援）システムは、患者か

ら採取した組織や細胞の顕微鏡画像をネットワーク経由で伝

送し、その画像を遠隔地の病理医が観察することにより診断

を行うものである(図１)。病理医不在の病院でも、通信回線を

利用し、他院の病理医に迅速な診断を依頼できる。また、テレ

パソロジーシステムは、複数の病理医から同時に所見をもらえ

る利点もある。

　このようなシステムは10年以上前から試みられてきたが、

近年のネットワークのブロードバンド化により、本格的に普及

が進んできた。

　また、組織標本の顕微鏡画像を走査し、画像を繋ぎ合わせて

コンピュータ上でデータ化された標本を観察するバーチャルス

ライド（以下VS）というシステムも近年登場し、普及し始め

ている。VSは初回のデータ作成に時間がかかる点やフォーカ

ス調整等の柔軟性に欠ける点等に問題があるが、標本データの

保存性や作成されたデータへのアクセスの容易さをメリットと

して、主にカンファレンスや教育方面での需要があり、迅速性

を大きな利点とするテレパソロジーシステムとは別の用途が期

待されている。[２]

図１  遠隔病理診断

　診断する側のシステムはPC、デュアルディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクとクライアントソフトである(図２)。

診断を依頼する側は電動顕微鏡、顕微鏡に接続したCCDカメラ、

PC、TV会議用のカメラ・マイクとサーバーソフトとなってい

る。現在、顕微鏡はNikon ECLIPSE ９０iに対応している。

CCDカメラには１４５万画素（有効画素）、毎秒１５フレームの

連続撮影が可能なSONY DFW-SX９１０を採用し、IEEE１３９４

インタフェースによってPCと接続している。顕微鏡とPCは

USBで接続されている(図３)。

　また、依頼側病院の手術室にも、PCとディスプレイ、TV会

議用のカメラ・マイクが設置してあり、診断結果のやり取りや、

診断の様子が分かるようになっている。

　ネットワークは、両地点間にNTTのBフレッツやCATV等の

一般的な高速回線を使用し、インターネットを通して接続する。

６Mbps以上の帯域があれば、スムーズな観察が可能である。

また、セキュリティを考慮し、VPN(Virtual Private Net-

work)によってデータを送受信している。

図２  診断側システム

図３  依頼側システム

図４  診断画面

画像

ネットワーク

使用帯域

対応顕微鏡

制御

フォーカス

機能

マーキング機能（画像及び情報保存）
自動マップ（標本全体像作成）
画像と顕微鏡制御のリンク

多地点TV会議
業務システムとの連携

123万画素（1280×960Pixel）
毎秒最大15フレーム（自動制御）

ブロードバンド回線
（Bフレッツ、光プレミアム、ケーブルTV等）

6～12Mbps（指定可）

Nikon ECLIPSE 90i

X-Yステージ移動、Zフォーカス調整
対物レンズ切替

視野絞り、開口絞り、NDフィルタ制御

オートフォーカス
マニュアルフォーカス

表１  弊社テレパソロジーシステム仕様

顕微鏡映像を全面に表示
(1280×960画素)

オートフォーカスによる鮮明な画像

保存した画像を
表示して比較

観察画像の保存

スライドマップ 顕微鏡情報 多地点
ＴＶ会議画面

地方病院 拠点病院

診断結果を報告

臨床医
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顕微鏡病理技師

検体

遠隔病理診断

顕微鏡
操作
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操作

顕微鏡
映像

顕微鏡
映像

2.1  特徴
　本システムの特徴として、次の６つの点があげられる。

(１)ハイビジョンクラスの高精細な動画像を送信する。診断側

は２つのディスプレイを持っており、1つの画面全体に高

精細な顕微鏡画像を表示する。これまで主として使われて

きた標準(SD)画像と比べて４倍の画素数を表示でき、よ

り細かい観察が可能となる。

(２) X-Yステージ、フォーカス、対物レンズ切換え、絞り・フィ

ルタの調整、コントラスト調整等、遠隔地から顕微鏡操作

のほぼ全てが行える。また、オートフォーカス機能を持っ

ており、操作性が向上している。

(３) 全ての操作をマウスによって直感的かつスムーズに操作す

ることができる。簡単なクリック操作で観察ができ、キー

ボードショートカットと組み合わせることで、素早い操作

も可能である。

(４)フレームレートの動的制御により、操作時の動きの滑らか

さと、静止時の高画質を両立している。

(５)多地点におけるTV会議が可能で、各地点に顕微鏡映像を

配信できる。依頼する側の手術室にも端末を置くことで、

病理医との迅速なやり取りが可能である。

(６)病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2」[３] と

の連携により、病理業務全体の効率化に貢献できる。

2.2  画像伝送
　診断する場合は、画質の高い画像が重要である。しかし、診

断部位に到達するまでは、画質よりも顕微鏡操作のレスポンス

性が重要となる。既存のテレパソロジーシステムは、高精細な

静止画像を送るシステムか、標準(SD)画質の動画像を送るシ

ステムがほとんどであった。静止画の場合は、高精細であるが

レスポンスが悪く、動画の場合は、レスポンスは良いが、解像

度が低かった。一方、ハイビジョンクラスの動画像を送るシス

テムも実験されているが、ネットワーク帯域が３０Mbps程度必

要であり、一般的な回線では安定した通信ができない場合が多

く、未だ実用的ではない。

　今回、弊社が開発したテレパソロジーシステムは、Motion-

JPEG方式を採用し、あえてフレーム間の差分圧縮を行わな

いことで、状況に応じたダイレクトな画質とフレームレート

の調整を行っている。これにより、診断時においては、高品

質な画像を送信するがフレームレートは低く抑え、顕微鏡操

作時には、画質を低くするがフレームレートを上げることで、

レスポンスを向上させている。この切り替えをタイムラグな

く滑らかに行っている。これにより、ハイビジョンクラスの

画像でも、実用的な６Mbpsという狭帯域で可能としている（特

許出願中）。

2.3  ユーザーインタフェース
　顕微鏡の遠隔操作を行う診断側の端末は２台のディスプレイ

によって構成される。マルチディスプレイ構成の1台に顕微鏡

画像を全画面表示し、他方のディスプレイには診断を補佐する

各種機能、情報としてTV会議、スライドマップ、顕微鏡の情

報、保存画像等を表示する(図４)。通常、観察を行うと観察し

た領域のスライドマップが自動的に作成されるが、はじめに全

体像の把握を行いたい場合はあらかじめ全体のスライドマップ

を作成する機能を利用できる。

　顕微鏡のステージ移動はマウスを用いて顕微鏡画像上をクリッ

ク、あるいはドラッグすることで地図システムを操作する感覚

で任意の方向に動かすことができる。標本のどの部分を見てい

るかを示すスライドマップ上で、観察したい位置をクリックす

ることにより、直接移動させることも可能である。この他にもキー

ボードのカーソルキーや専用デバイスによる操作も可能である。

　レンズの切替えはマウスやキーボード等から行い、レンズ

ごとに絞りやフィルタを調整しておくことで、レンズ切替え

の際には、最適な絞りやフィルタの値に設定される。1倍レン

ズによる超低倍率から４０倍、１００倍等の高倍率まで通常の顕微

鏡観察と同様に利用することが可能である。

　フォーカスの調整はオートフォーカスとマニュアルフォー

カスの両方が用意されている。自動で調整を行いながら、必

要に応じてマウスのホイールや専用のダイヤルデバイスを用

いてフォーカスの手動調整を行うことができる。

　観察中の画像は位置情報と共に保存することができ、画像

リストへ登録される。保存した画像に対し、比較表示や顕微鏡位

置の再現、病理・細胞診検査業務支援システム「EXpath2 」への

登録といった操作が行える。

3.1  術中迅速診断へのシステム導入事例
　実際のテレパソロジーシステムの運用について、診断依頼

側のK病院（地方病院）と病理医がいるT医療センター（拠点

病院）間での遠隔術中迅速診断を例に解説する(図５)。

　両病院は、直線距離で約５０km離れており、実際の移動に

は２時間近くかかる。

(１) 診断依頼

　　　術中迅速診断を必要とする手術がある場合、K病院の病

理担当の技師がEXpath2を用いて診断依頼を作成、登録

する。T医療センターの病理医は登録された診断依頼を受

け、診断に関する情報を事前に確認する。

　　　原則として診断依頼は手術の前日までに行われるが、

臨時で術中迅速診断が入ることもあり、診断の直前ある

いは診断中に診断依頼を作成することもある。

(２) 診断準備

　　　術中迅速診断当日、K病院では手術で摘出した検体が病

理検査室へと運ばれると病理技師は術中迅速診断に用いる

凍結標本の作製を開始する。同時にT医療センターへ連絡

し、T医療センターではテレパソロジーシステムを接続し

て病理医が待機する。術中迅速診断は開始時間が予定時間

からずれる事も多く、診断自体が中止になることもあるた

め、病理医が常駐するT医療センターによって診断が行え

ることは大きなメリットである。

　　　病理技師は、ネット会議機能を使用し、標本の作製を行い

ながらT医療センターの病理医と診断についての確認を行

うことができる。検体のマクロ画像（標本作成前の摘出切片

の画像）が必要な場合は病理技師が撮影を行いEXpath2

へ画像を登録し、T医療センターの病理医が確認する。

　　　１０分ほどで標本が完成すると、病理技師は顕微鏡に標

本をセットして、ネット会議で検体の情報を伝え、診断の

開始を依頼する。

(３) 術中迅速診断

　　　T医療センターの病理医はテレパソロジーシステムによっ

て顕微鏡を遠隔操作しながら標本を観察することにより診

断を行う。T医療センターでは複数の病理医によって同時

に確認することで診断の精度を高めている。顕微鏡の操作

については、標本の交換以外の操作は全てT医療センター

から可能なため、K病院の病理技師は標本をセットした後

は基本的に顕微鏡には触らない。

　　　検体が複数ある場合は、ネット会議を用いて連絡し、

T医療センターからの要望によって標本を交換する。

　　　診断はカンファレンスを交えながら、通常5分程度で終

了する。

(４) 診断結果報告

　　　診断の結果が出るとK病院の手術室へ連絡し、ネット会

議機能で臨床医に結果を報告する。報告の後、執刀医は必

要な検体がこれで終了かどうかを伝える。さらに追加で検

体が出る場合は、検体を待って再び術中迅速診断を行う。

　　　上記の報告後、T医療センターの病理医はEXpath2を

用いて術中迅速診断報告書を作成、登録する。術中迅速診

断報告書が完成すると、ネット会議機能によってK病院の

病理技師に伝えられ、病理技師はEXpath2に登録された

報告書を印刷して執刀医に提出する。

　　　術中診断終了後、K病院で永久標本を作製してT医療

センターに郵送する。T医療センターでは病理医が郵送さ

れた標本を再診断し、その診断結果をもって最終診断報告

書を作成し、EXpath2に登録する。最後にK病院の病理

技師が、登録された最終診断報告書を確認し、執刀医に提

出する。

3.2  課題と対策
　実際の運用にあたっては、コミュニケーションを円滑に進め

られることが重要視された。

　一連の診断フローの中では病院を隔てた病理医と病理技師間

での検体情報や細かい指示のやり取り、病理医から臨床医への

診断結果の報告等、音声を介して重要な情報の交換が多く行わ

れる。しかし、手術室や病理検査室は騒音が多く会議にはあま

り適さない環境のため、当初に導入したTV会議用の機材では

会話を上手く聞き取れない問題が発生した。

　この対策として、マイクスピーカーに高性能ノイズリダクション、

適応型エコーキャンセラを備えるYAMAHA PJP-２５URを採

用することで音声品質が改善され、快適な遠隔コミュニケーション

を提供することができた。

3. 運用




