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はじめに

　全国的に病理医不足は深刻な問題であり，テレパソロジー
システムを用いた病理診断，特に術中迅速病理診断の利用
が望まれている．しかし，既存のテレパソロジーシステムは専
用の画像送信装置，画像表示装置が必要であり，コストも高
く，個人の病理医でこれらのシステムを購入し使用すること
が困難であった．今回，我々はwebデータベースシステムを
利用した，汎用ブラウザーを使用する静止画像送信・表示シ
ステム（http://telepath.nedia.ne.jp/），ネットワークビデオサー
バを使用したWeb動画像送信・表示システムを構築し，その
有効性と限界を検証した．
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　静止画像送信は
webブラウザを用い
て行った．今回の実
験では6枚の組画像
に弱拡大画像を，画
像7に中拡大画像を，
画像8に強拡大画
像を送信した．

　コメント欄には，臨
床情報を記載した．
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デジタルカメラ：　　　　　　　　　
PowerShot A20 (Canon)

静止画像取り込み画像解像度：
1600×1200 pixel, JPEG

ネットワークビデオサーバ：
NC2004 (AVerMedia) 　　　　
320x240 pixel, 30fps, 
MPEG4

　参照をクリックしファ
イル選択ウィンドウを
開き，パソコンに保存
した画像を選択する．

送信をクリックして，画
像をサーバへ送る．

Webカメラ



ダブルクリックすることで，別
ウィンドウが開き，画像を拡
大して表示できる．
　　　　（1600×1200 pixel）

弱拡大
（6枚の組画像）

中拡大

強拡大

　送信コメント欄に
記載された臨床情
報が，診断者にメー
ルにて送信される．

　受信したメールのURLを
クリックして，汎用のweb
ブラウザでサーバへ送信さ
れた静止画像を閲覧する．



　動画像は，分割画面
（320x240 pixel）にて，
4枚の画像で表示される．

　単一画像表示では，は
じめ320x240 pixelで表
示されるが，画像をダブ
ルクリックすることで，
640x480 pixelで表示で
きる．

　デュアルモニターの使
用で，静止画像と動画
像を同時に表示できる．

動画像

静止画像

デジタルカメラによる顕微鏡動画像

Webカメラによる送信者の動画像クリック



症例と方法

～静止画像による遠隔病理診断～

・送信静止画像の違いによる正診率の検証

　　
←検証A：弱拡大から強拡大までの画像を送信

←検証B：弱拡大のみを送信

・前橋（サーバ設置場所）－前橋（群馬大学医学部）間：約2.5 km

　　通信環境：LAN（100Mb/s）

　　症例：群馬大学医学部付属病院病理部において術中迅速病理
　　　　　　診断に用いられた標本25症例（case01～25）

　　検証A：22症例，検証B：3症例．



・前橋（サーバ設置場所）－藤岡（公立藤岡総合病院）間：約20 km

　　通信環境：ADSL（8Mb/s）

　　症例：群馬大学医学部付属病院病理部において術中迅速病理
　　　　　　診断に用いられた標本25症例（case25～50）

　　検証A：22症例，検証B：3症例．

　　　　　　　検証　　　臓器 術中迅速診断 テレパソ診断 診断名の一致 腫瘍性および良悪性の一致

case01　　　A　　　右視床 Glioblastoma Anaplastic astrocytoma ×

case02　　　A　　　甲状腺 Follicular adenoma Adenomatous goiter, probable ×

case03　　　A　　　左側腹部 Adenocarcinoma Metastatic adenocarcinoma

case04　　　A　　　卵巣 Glanulosa cell tumor Adenocarcinoma ×

case05　　　A　　　右小脳 Hemangioblastoma Glioblastoma, suspected × ×

case06　　　A　　　肺 Lymph node 肺炎？肺リンパ腫？ × ×

case07　　　A　　　膀胱壁 Fibrous granulation tissue Not conclusive for cancer invasion

case08　　　A　　　横隔膜 Diaphragma tissue Skeletal muscle

case09　　　A　　　腹膜 Adenocarcinoma Metastatic adenocarcinoma

case10　　　A　　　右下顎 Hemangioma Capillary hemangioma

case11　　　A　　　左耳下腺 Pleomorphic adenoma Chronic sialoadenitis, × ×

case12　　　A　　　口腔組織 Squamous cell carcinoma Squamous cell carcinoma

case13　　　A　　　下垂体 Metastatic adenocarcinoma Metastatic adenocarcinoma

case14　　　B　　　腋窩リンパ節 No evidence of metastasis Probable metastatic carcinoma × ×

case15　　　A　　　右上顎洞粘膜 Chronic sinusitis Chronic parasinusitis

case16　　　A　　　耳下腺 Pleomorphic adenoma Pleomorphic adenoma

case17　　　B　　　下咽頭 Adenocarcinoma Adenocarcinoma, probable

case18　　　A　　　下顎 Sinusitis Benign tumor or mucocele × ×

case19　　　A　　　卵巣 Mucinous cystadenocarcinoma Endometrioid adenocarcinoma, suspected ×

case20　　　A　　　乳腺 Papillotubular carcinoma Papillary mmamary lesion × ×

case21　　　A　　　下咽頭 Squamous cell carcinoma Squamous cell carcinoma, suspected

case22　　　A　　　右側頚部 Squamous cell carcinoma Metastatic transitional cell carcinoma, probable ×

case23　　　B　　　リンパ節 No evidence of metastasis No metastasis

case24　　　A　　　左耳下腺 Malignant lymphoma Lymphomaの疑い

case25　　　A　　　右頚部皮膚 Metastatic squamous cell carcinoma 外傷性筋炎または筋壊死か？ × ×

13/25 = 52% 18/25 = 72%

case26　　　A　　　右小脳橋角部 Schwannoma Schwannoma, probable

case27　　　A　　　右乳腺 No evidence of malignancy Mammary gland with fibrosis

case28　　　A　　　リンパ節 Metastatic carcinoma, lymph node Metastatic carcinoma

case29　　　A　　　右肺上葉 Adenocarcinoma, papillary, well Adenocarcinoma, papillary type

case30　　　A　　　卵巣 Mature teratoma Mature teratoma

case31　　　A　　　卵巣 Ovarial carcinoma Serous papillary cystic tumor of boderline malignancy ×

case32　　　A　　　腹腔内結節 Metastatic carcinoma Pseudotumor like lesion × ×

case33　　　A　　　喉頭 Squamous cell carcinoma SCC, well-mod

case34　　　A　　　右肺上葉 Adenocarcinoma Adenocarcinoma, papillary type, mod

case35　　　A　　　左乳腺 Papillotubular carcinoma Noninvasive ductal carcinoma ×

case36　　　B　　　リンパ節 No evidence of metastasis MALT, suspected × ×

case37　　　A　　　右側口蓋粘膜 Pleomorphic adenoma Small round cell tumor × ×

case38　　　A　　　左口蓋 Myeloepithelioma Extramedullary plasmacytoma, suspected × ×

case39　　　A　　　左小脳 Anaplastic strocytoma grade 2 astrocytoma, suspected × ×

case40　　　A　　　右後頭葉 Metastatic adenocarcinoma Metastatic adenocarcinoma

case41　　　A　　　左肺下葉 Adenocarcinoma Adenocarcinoma, mod

case42　　　A　　　リンパ節 Metastatic adenocarcinoma Metastatic adenocarcinoma. Rectal Ca.,compatible

case43　　　A　　　左腎 Angiomyolipoma Angiomyolipoma

case44　　　A　　　右肺下葉 Cryptococcosis Benign lung tissue ×

case45　　　B　　　リンパ節 No evidence of metastasis Benign or normal, suspected ×

case46　　　A　　　卵巣 Clear cell adenocarcinoma Serous papillary cystic tumor of boderline malignancy,  suspected ×

case47　　　A　　　卵巣 Mature teratoma Mature teratoma (Dermoid cyst)

case48　　　A　　　鞍上部 Pituitary adenoma Pituitary adenoma

case49　　　B　　　リンパ節 Metastatic carcinoma Metastatic carcinoma, Breast Ca. compatible

case50　　　A　　　左腸形骨縁 Meningothelial meningioma Meningothelial meningioma

15/25 = 60% 20/25 = 80%



～静止画像＋動画像による遠隔病理診断～

　通信環境：イントラネット（100Mb/s）

　症例：利根中央病院において術中迅速病理診断に用いられた
　　　　　肺標本10例

　方法：全例において，弱拡大から強拡大までの静止画像を送信
　　　　したものを観察して診断，その後，動画を観察して再診断　
　　　　を行なった．

No.　　臨床診断 静止画像診断 動画像診断 最終診断

1　　　small cell carcinoma Small cell carcinoma ○ Small cell carcinoma ○ Small cell carcinoma

2　　　colon ca. meta. Adenocarcinoma ○ Adenocarcinoma ○ Metastatic adenocarcinoma (colon)

3　　　carcinoid susp. Carcinoid, suspected × Atypical carcinoid ○ Atypical carcinoid

4　　　lung ca. susp. Adenocarcinoma, papillary type ○ Adenocarcinoma, papillary type ○ Adenocarcinoma, papillary type

5　　　mesothelioma or 出血性膿胸 Mesothelioma △ Sarcoma, NOS △ Metastatic synovial sarcoma

6　　　SCC No evidence of malignancy ○ No evidence of malignancy ○ Bronchial mucosa, no evidence of carcinoma invasion

7　　　lung ca. SCC ○ SCC ○ SCC

8　　　lung ca. Macrophages or atypical cells × BAC △ Adenocarcinoma, papillary type

9　　　lung ca. Benign lung tissue ○ Benign lung tissue, fibrosis of pleura ○ Negative for carcinoma

10　　転移性肺癌 SCC or TCC △ TCC ○ TCC

診断名の一致率 60% 80% ○：診断名の一致

腫瘍性および良悪性の一致率 80% 100% △：腫瘍性および良悪性の一致

×：不一致

結果と考察

～静止画像送信および表示時間～

　　LAN：4～6秒，ADSL：4～7秒→臨床現場で使用可能．

　　ISDN：4～5分（参考実験）→臨床現場での使用は不適切．

～静止画像による遠隔病理診断一致率～

　診断名一致率：52%～60%　（56%）

　腫瘍性および良悪性の一致率：72～80%　（76%）



～送信静止画像の違いによる遠隔病理診断一致率の検証～

　　診断名一致率

　　　検証A：59%（26/44），検証B：33%（2/6）

　　腫瘍性および良悪性の一致率

　　　検証A：80%（35/44），検証B：67%（4/6）

　　→弱拡大のみよりは，強拡大を使用した方が診断一致率が　
　　　良い．

～静止画像による遠隔病理診断不一致例の検証～

・診断が困難であった症例

case25：meta. SCC
　ごく小領域にのみ病変が見
られた．

case01：glioblastoma
　迅速標本にglioblastoma相当
の病変が含まれていなかった．
永久標本で確定診断となった．



case32：meta. sig.
　ごく小領域にのみ病変が見
られた．

case38：myeloepithelioma
　形質細胞様細胞型筋上皮
腫で，形質細胞腫との鑑別を
要した．

→検証Ａから診断が困難であった症例を除くと，診断名一致率は
65%（26/40），腫瘍性および良悪性の診断一致率は85%
（34/40）であった．

・診断名の不一致例（14症例）

　卵巣癌（4症例），多形腺腫（3症例），乳癌（2症例），肺の良性
病変（2症例），甲状腺濾胞腺腫（1症例），右側頚部扁平上皮癌
（1症例），小脳血管芽腫（1症例）であった．

・腫瘍性および良悪性の不一致例（6症例）

　多形腺腫（3症例），乳癌（1症例），肺良性病変（1症例），小脳
血管芽腫（1症例）であった．



不一致症例の検討
卵巣癌
　卵巣癌は実際の迅速標本においても診断名を苦慮する例が多く，永久標本確認後
に診断されるべき症例があり，静止画像システムでも診断名を確定することが困難で
あったと考えられる．

多形腺腫
　多形腺腫は腫瘍の組織像が多彩で，送信画像数の制限された静止画像システムで
は，他の腫瘍と見誤ることが多かったのではないかと考えられる．

乳癌
　乳癌の診断は，実際の迅速病理診断の現場においても診断困難例が多く，標本を
注意深く観察しなければならない．静止画像システムでは画像送信枚数が限られて
いるため，病変を多くの視野で観察することが困難であり，元来良悪判定の困難な乳
癌の診断には不向きであると考えられる．

甲状腺濾胞腺腫
　濾胞癌との鑑別には，被膜浸潤，脈管侵襲が重要であり，これらの有無を確認しな
ければ診断確定は不可能である．標本の一部の画像から診断を確定する静止画像
システムは，この様な腫瘍の診断には不向きであると考えられる．

肺内リンパ節
　標本作成前のマクロ像を観察できれば診断に至ったと考えられる．標本の部分像か
ら判断したため，診断者は肺炎ないし肺リンパ腫と診断したと考えられる．

肺クリプトコッカス
　標本内にある菌体の発見が正確な診断につながる．実際の迅速診断においては臨
床にて，クリプトコッカスの診断がなされており，菌体の発見の手助けとなった．実験
では臨床診断を肺感染症疑いとし，臨床診断を不明瞭なものとした，また，静止画像
システムの解像度では，菌体の観察が不可能であった．

右側頚部扁平上皮癌
　静止画像システムを用いての診断では移行上皮癌の転移と診断された．送信した
静止画像から上皮性の腫瘍であることは明らかであるが，迅速標本であるため，組
織に人工変性が加わり細胞間が浮腫状に解離し，また，明瞭な角化巣の形成が認め
られなかったことから，この様な診断に至ったものと考えられる．

小脳血管芽腫
　臨床情報が手助けとなる症例と考えられる．本症例の画像所見は壁在結節を伴う
嚢胞性腫瘍で，脳血管撮影にて腫瘍に一致して濃染していた．これらの所見から臨
床診断は血管芽腫であった．詳細な臨床情報があれば，正確な診断に結びついたと
考えられる．



～静止画像＋動画像による遠隔病理診断一致率～
　静止画像による診断一致率
　　診断名一致率：60%，腫瘍性および良悪性の一致率：80%．
　動画像による診断一致率
　　診断名一致率：80%，腫瘍性および良悪性の一致率：100%.

→動画像を用いることによって，診断一致率が上昇した．したがっ
て，動画像の使用は遠隔病理診断に有効であると考えられる．
しかし，動画像は画像解像度が低く，高倍率の観察には利用で
きるが，低倍率の観察では組織像が不明瞭となる．また，動画像
の操作を指示する時に，静止画像の弱拡大が役立ち，静止画像
の補助なしに動画像の使用は行えないと考えられる．

～動画像送信遅延時間～
　イントラネット（100Mb/s）：<0.5秒
　ADSL（8Mb/s：前橋ー前橋，参考実験）：約2秒．

→現在の通信環境ではイントラネット内での使用であれば，ストレ
ス無く使用できるが，ADSLを使用してのインターネット環境では
ストレスを感じてしまう．

結語
・使用法に留意することで，実際の臨床現場で使用可能な，web
を利用した遠隔病理支援システムを開発した．
・動画像の使用は今後の課題であるが，診断一致率を上昇する
のには必要なシステムである．

協力
　NediA(http://www.nedia.ne.jp), V-TECH(http://www.v-tech.co.jp)
　Medical Evolutional Network(http://www.medical-e.net)


