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はじめに

徳島県では，病理診断を行う専門の医師（病理医）の
不足と，それによる病理医の診断業務の負担の増加が非
常に深刻な問題となっている。その一つの解決策として，
遠隔診断が注目されている。われわれは，徳島大学病院
と徳島県内の病院を病理情報回線で結ぶ遠隔診断ネット
ワークの構築を進めており，本稿では，その取り組みに
ついて紹介する。

徳島県の病理医の診断業務の現状

病理診断とは，検査のために病変部から採取された組
織片や細胞，および手術で摘出された臓器・組織につい
て，ガラス標本を作製し，顕微鏡で観察して診断を行う
ことである。以前は HE（hematoxylin & eosin）染色と

いくつかの特殊染色によって大部分の診断が行われてき
た。これらは病理診断の基礎となるものであり，その重
要性に変わりはないが，現在では，より詳細な検索が求
められ，病変部の細胞におけるさまざまな分子の発現，
遺伝子変異，転座等の情報を加えた分子病理診断が求め
られるようになってきている。それとともに，病理医の
負担も以前にも増して大きくなっている。

それに対して，病理診断業務の中心的な役割を担う病
理専門医は，２０１９年現在，徳島県に１８人しかおらず，こ
れは全国ワースト９位（日本病理学会の調査による）で
ある（図１）。さらに，病理医の高齢化や，大量の診断
業務を一人でこなさなければならない，いわゆる一人病
理医（病院に常勤の病理医が一人しかいない状態）の問
題もある。長期的には病理医を増やしていくことが最も
重要と考えられるが，短期的には現在の診断業務の負担
をどう軽減していくかが課題となっている。

図１ 各都道府県の病理専門医数（２０１９年現在）
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病理遠隔診断（テレパソロジー）

テレパソロジー（telepathology）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１）。テレパソ
ロジーでは，実際の組織標本の代わりに，WSI（Whole
Slide Imaging），あるいは Virtual Slide（バーチャルス
ライド）と呼ばれる，スライドガラス標本全体，または
その一部を高精細にデジタル画像化したものを用いる。
WSI は，顕微鏡での観察と同じように，ディスプレイ
上で観察部位や倍率を自由に変えて観察が可能であり，
病理診断，コンサルテーションに利用することが可能で
ある２，３）。WSI の生成には，一般的に WSI スキャナーと
呼ばれる画像取り込み装置が必要となる（図２）。

また，情報のセキュリティ保護のために，VPN（Virtual
Private Network）と呼ばれる，インターネット回線を使
用して情報を送受信する際，送信時にデータを暗号化し，
受診側はそれを複合化してデータを受け取ることができ
る回線も必要となる。

徳島県における病理遠隔診断ネットワークの構築

これまでに述べてきたように，徳島県では，病理医不
足の中で，いかに業務負担を軽減していくかが，大きな
課題となっている。そこで，われわれは，日本病理学会

主体の研究開発事業「病理診断支援のための人工知能
（病理診断支援 AI）開発と統合的「AI 医療画像知」の創
出」（日本医療研究開発機構：AMED の公募事業）のプ
ロジェクトのひとつ「自立性・持続性を持った病理診断
支援システムを構築するための地域実証実験モデル」プ
ロジェクトに参画し，県内で常勤の病理医が一人，ある
いは不在の医療機関と徳島大学病院との間で病理情報回
線を連結し，一人病理医の診断支援や，病理医のいない
病院でも，病理診断や術中迅速病理診断ができる遠隔診
断ネットワークの構築を進めてきた。これまでは，病理
医のいない病院の病理診断を行うためには，病理医が時
間をかけてそこまで行くか，ガラス標本を郵送しても
らって診断するか，いずれかしか選択肢がなかった。し
かし，遠隔診断では，WSI を VPN 経由で徳島大学病院
に転送することによって，大学病院にいながら病理医が
コンピューターのモニターで画像を見て診断を行うこと
ができる。それによって，病理医の移動時間が不要にな
り，診断結果が届くまでの時間は短縮され，組織標本や
診断結果の郵送経費の節約にもつながると考えられる
（図３）。

現在，県内２つの医療機関（一人病理医の病院である
吉野川医療センターと，常勤病理医不在の病院である阿
南医療センター）と徳島大学病院が連携した遠隔病理診
断ネットワークを立ち上げ，病理診断のダブルチェック
をはじめとする連携診断を開始している（図４）。また，
この事業とは別に，県立三好病院（常勤病理医不在）と
の間でも術中迅速診断を遠隔診断で行っている。

徳島県病理遠隔診断ネットワークの病理診断支援に
よって得られた病理画像の一部は，全国の本事業に参画
する施設と同様にセキュリティの保たれた閉鎖型回線を
使って日本病理学会のクラウドサーバーに送られ，AI
診断システムの開発などに用いられている（図４）。こ
れまでに胃生検の病理診断を補助する AI 診断システム
が開発されており，徳島県遠隔病理診断ネットワークを
用いた同 AI 診断システムの検証実験も開始しており，
その有効性が確認できれば，広く全国に展開していく予
定となっている。

おわりに

徳島県のみならず，日本の多くの地域では病理医が不
足しており，それによる病理医の診断業務の負担の増加
は深刻な問題である。遠隔診断ネットワーク構築の推進図２ WSI（Whole Slide Imaging）スキャナー
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や病理診断を補助する AI 診断システムの開発が，年々
増加する診断業務に対する病理医の負担の軽減に寄与す
ることが期待される。
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図 3 病理遠隔診断（テレパソロジー）の利点

図 4 徳島県病理遠隔診断ネットワーク
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Current status and prospects of telepathology in Tokushima prefecture
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SUMMARY

In Tokushima prefecture, lack of pathologists who perform pathological diagnosis and the re-
sulting increase in the burden of pathologists’ diagnostic work have become serious problems. Now,
telepathology has been expected as one of the solutions. We are proceeding the construction of a
telepathology network that connects Tokushima University Hospital and two hospitals in
Tokushima Prefecture. This review introduces our efforts.

Key word : telepathology

上 原 久 典２２


