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１．本年度の研究成果	 

バーチャルスライド(VS)は、病理組織標本全体をデジタル化することによって、インタ

ーネットを介し遠隔地のパソコンで画面選択操作しながら観察可能とする技術であり、診

断の支援を通じてがんの病理診断の均てん化に資するものと期待されている。	 

本年度は、昨年度までの研究を継続・展開する方針で下記の研究を行った。	 

１）簡便なコンサルテーションシステムの開発と運用	 

診断困難例に対し、VS を利用して複数の専門家に同時にコンサルテーションを依頼する

ことのできるシステムを作成し実用のための検討を重ねている。岩手医科大学ではシステ

ムを独自に開発し、依頼先の医師登録、依頼作成文、回答確認、依頼管理、といったコン

サルテーションにおける一連の流れが網羅されている。これらは大学で管理する Web サー

バ内で管理されており、インターネット環境下であれば、自宅や職場先でも依頼文が作成

でき、コンサルタントは VS を観察することができる。この方法で今回 26 症例のコンサル

テーションを実施し、岩手をはじめ、宮城、長野、福岡などの専門医へ依頼し、早い回答

では 17 分で返事が得られた。	 

２）地域内における教育的画像共有の簡便システム運用の検討	 

	 日本病理学会北海道支部学術集会（標本交見会）における VS による症例提示は本年も継

続して行い、データベースへの収載症例数も増加している。とくに微小な生検検体のみの

症例検討においては、複製プレパラートを多数作ることなく十分な事前検討が行えること

から、当日の討議が有意義なものになっている。	 

３）国立がん研究センターがん対策情報センターを介する拠点病院と専門家によるコンサ

ルテーション運用のさらなる効率化	 

	 コンサルテーション症例 VS のコンサルタントへの公開を継続しているとともに、以下の

研究を継続的に実施・運用している。１）診療連携拠点病院（以下拠点病院）を中心とす

る病理診断難解症例の病理診断コンサルテーション（以下コンサルテーション）の実施、

２）コンサルテーション症例バーチャルスライド（以下 VS）を用いた病理診断意見作成、

３）コンサルテーション症例病理組織像の VS の作成、のコンサルタントへの公開、４）平

成 22 年コンサルテーション症例病理診断業務報告書の公開、５）「外科病理診断の手引き」

の公開、６）VS による研究論文組織画像作成の試み。	 

４）VS を用いた病理基盤技術の集約化と精度管理	 

a)	 バーチャルスライド(VS)を活用した茨城県内での免疫染色標本作製の集約化	 

	 前年度に引き続きつくばヒト組織診断センターを拠点施設として茨城県立中央病院を含

む 3 施設から一部の免疫染色標本作製の依頼を行い、作製された免疫染色標本の VS 取り込

み画像を依頼元病理医が観察し、病理診断の補助とした。標本作製依頼の方法や、画像取

り込み終了の連絡方法など、VS を利用した迅速性を生かすための運用方法を改良し、より

効率的な集約化方法を目指した。	 

b)	 バーチャルスライド(VS)を活用した病理標本作製の精度管理	 

	 本年度は茨城県検査技師会と協同し、茨城県内の 18 医療施設で作製された H.E.染色標



本、鍍銀染色標本の染色性を VS を利用し 16 名の病理医が評価を行っている。従来、少人

数で行われていた標本染色性の評価を VS を利用することで多数の病理医で行うことが可

能となり、より精度の高い評価を行うことができると考えられる。	 

c)	 VS 画像データの定量解析による診断標準化に関する検討	 

バーチャルスライド（VS）で取込まれた乳癌のバイオマーカーの画像データ全体を画像解

析することの可能性と有用性を探った。すなわち Ki67、estrogen	 receptor(ER)、HER2 の

免疫組織化学的染色標本を VS によりスキャンして、Definiens 社の画像解析ソフトウェア

TissueStudio を用いて標本全体の画像解析を行った。いずれのマーカーについても目視計

測と比較し、精度の高い評価が可能であるとともに、こうした解析が施設を越えて地域内

などで共有可能であることがわかった。	 

５）施設や地域特性に応じた病理診断支援体制構築の推進	 

北海道地区をモデル地区の一つと位置づけ、昨年度に続き日本病理学会北海道支部との

共同作業として、道内医療機関における病理医配置、遠隔病理診断の実態の調査・整理、

意見交換のためのフォーラムを開催する。本年度は、これに先立ち道内病理専門医の意識

調査をアンケート形式で行っている。北海道内の病理医、病理診断と関わりの深い臨床医、

VS を含む病理デジタル画像機器開発にあたるメーカー各社、体外診断薬試薬供給メーカー、

大手検査センター関係者などに参加を呼びかけ、本年１１月に研修会を開催する予定であ

る。北海道の行政担当官を交え、北海道の地政学的事情も踏まえた有意義な意見交換がな

されることが期待される。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

平成２１‐２２年度は、１）VS と電子メールを併用した簡便なコンサルテーションシス

テムの少数例による運用実験、２）北海道地域をモデルとした教育的画像共有の簡便シス

テム運用の検討、３）国立がんセンターがん対策情報センターを介するコンサルテーショ

ン運用の効率化、４）免疫組織化学染色や FISH など病理補助診断法の、VS を用いた集約

化と精度管理体制構築のための基礎的検討、５）施設や地域特性に応じた VS 活用事例の集

積、６）日本病理学会北海道支部との共同作業として、VS の有効利用を推進するための地

域内調査と運用試案の立案に着手した。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

本研究では、これまでの研究事業で明らかになった問題点をふまえ、地域のがん診療機

関の病理医と、拠点病院や高度専門機関、専門家との連携支援網など、各レベルにおける

運用の簡便性や実現性などを検証・開発してきている。一部の試みはすでに施設や地域に

おいて運用が定着し、一定の効果を挙げていると考えられる。今後、病理業務の質・量の

急増に追いつかない絶対的病理医不足の状況は当面解消されないと予想されることから、

人材育成の推進や人員配置の効率化を含め、拠点病院を核とするより体系的な病理診断支

援や、専門性の高い業務の集約化、技能水準の標準化など各地域の事情に適合する多面的

な事業が実践されることを目標に研究が行われることが期待される。実際に諸々の地域や

施設が直面する社会的事情に対し、VS 活用で解決できるものを見極め、運用計画を立案し

提言していく必要がある。本研究で、北海道地域を対象に取り組んでいるいくつかの研究

は、やがて全国レベル、または他地域へ普遍化されるモデルとなる可能性を意識したもの

である。	 



	 バーチャルスライドを用いた系統的診断支援網は欧米でも例がなく、世界的に注目され

る試みである。本研究によって全国のがん診療施設の病理診断を効率よく支援するために

最適なバーチャルスライドの運用法、またこれを有効活用するための地域・施設・臓器別

専門家集団等の体制整備のあり方を示しこれを実現することができれば、全国のがん患者

が上質で標準的な診療を享受することが可能になるとともに、医療資源を有効利用する社

会的基盤の構築や人材育成にもつながるものと期待される。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

	 本研究では診療目的で得られた標本のみを用いるため、新たに検体を採取することはな

く患者への身体的危険はない。本研究自体への参加に関する患者からのインフォームド・

コンセントは得ていないが、他の臨床研究との付随的共同研究として行われるものは当該

臨床研究においてインフォームド・コンセントを得て行われる。診断、評価、解析、発表

において患者個人識別情報は完全にマスクされる。その他、臨床研究に関する倫理指針（平

成２０年厚生労働省告示第４１５号）および申請者所属機関の倫理規定を遵守して行われ

る。	 
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