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Abstract : This paper describes the effectiveness of using machine learning in clinical trials. Machine learning has used
various applications in the field of radiology.
The GPU cloud system is widely utilized for gathering the bigdata of medical image information and applying machine
learning for healthcare check screening in China.
Artificial intelligence enables “predictive” analysis by learning data from many years of time series and demonstrates its
effectiveness and power.
This paper suggests the future medical care by the distributed cooperative system such as blockchain and describes the
direction and prospect of application of medical image information in the future.
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1．はじめに
近年，医療，ヘルスケア関係のあらゆる環境において機
械学習のアルゴリズムが適用され，従来の人の手が必要で
あったさまざまな作業プロセスが自動化されてきている．
臨床の現場においても医師の意思決定をサポートする試み
は，現在世界中で闊達に研究がなされ，実臨床に応用され
ている．
機械学習のアルゴリズムは，画像処理の特徴検出の自動
化手法だけにとどまらず，活用するデータの大きさによっ

て（いわゆるビッグデータの活用）1 つの業務部門内のワー
クフロープロセスから病院全体，医療ヘルスケア業界その
もの，ひとりひとりの人間の行動分析から，さらに 1 国の
経済活動分析や予測まで広く応用されている．
ゆえに，医用画像における機械学習の応用も，データの
活用段階によるフェーズが存在する．
人工知能を医用画像に応用する研究は，歴史的段階を経
て，現在，人工知能は第 3 次ブームを迎えている[1]．
本稿では，データ量とデータの性質と分類によって「予
測」を行う機械学習を臨床試験における治療効果の判定予

Fig.1 ディープニューラルネットによる肺腫瘍部のセグメンテーション（U-Net の場合）
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測や予後予測に応用する事例やそのグローバルネットワー
ク上におけるブロックチェーンの活用の可能性など実例を
含めて説明し，現在の医用画像を用いた研究から臨床応用
へのホットトピックスを紹介する．

2．従来の医用画像における人工知能の活用
医用画像処理で機械学習が取り入れられる最も多い事例
は，病変の検出である．
すなわち正常症例と異常症例を学習によって分類するこ
とである．
もう 1 つの画像処理における機械学習の利用は，病変の
領域抽出である．
医用画像における領域抽出は，
アトラスベース
統計的モデルベース
変形モデルベース
機械学習
などがあげられる，近年では人工知能を使うことが通例に
なりつつある た め，畳 み 込 み ニ ュ ー ラ ル ネ ッ トワーク
（CNN）を使用する方法として NiftyNet などの医用画像専
用に公開されたオープンソースベースのライブラリなどが
紹介されている[2]．NiftyNet は，医用画像解析の研究用の
TensorFlow ベースのオープンソース CNN プラットフォー
ムである．
実際の機械学習による検出アルゴリズムの社会応用の 1
例として中国の黄河医院では，0.5 次の人工知能検診シス
テムなどが実際に稼働している．被験者は，スマートフォ
ンのみ持参すれば，検査から人工知能による診断結果の受
け取り，検査費の支払いまで全てスマートフォン 1 つで完
結することができる[3]．

被験者は，スマートフォンにダウンロードされた画像を
持ち帰ることができるため，自己責任，自己判断で画像を
本システムに登録している読影診断医師に転送することが
できる．
このシステムは，スマートデジタルフィルムと呼ばれて
いる（Fig.2 参照）
．
スマートフォンと人工知能を用いた同様の画像診断支援
は，スタンフォード大学においても開発され，CheXpert
という大規模な胸部 X 線デジタル写真の学習済み
（アノ
テーション済み）
データを配布し，それを人工知能の精度
テストのためなどに試用できるように公開配布している
[4]．
このような活動によって米国でも，スマートフォンで X
線写真を撮影すると人工知能が肺炎のチェックするシステ
ムを開発し，精度は ROI 解析の結果，診断医以上の精度
を発揮している．すでに Zebra Medical Vision 社が開発し
たデジタル胸部 X 線写真に基づく気胸の人工知能アラー
ト HealthPNX は，2019 年 5 月に米国食品医薬品局
（FDA）
510（k）認可を受けている[5]．

3．放射線診断領域における人工知能の
多様な使われ方
画像診断領域において人工知能が介入し改善しうるワー
クフロープロセスが多く存在する．前項のように一般的も
しくは従来では，異常の検出や精度の高い臓器抽出や病変
抽出に焦点が当てらえることが多いが，実際，臨床現場に
おいては画像診断プロセスのあらゆる場面において人工知
能が活躍している．Lakhani ら[6]は，つぎのような人工知
能が適用されている項目をリストしている．
!画像検査プロトコルの作成

Fig.2 中国における人工知能による検診システムの 1 例
（黄河病院 : Digital Smart Film developed by Huiying Medical Technology, Beijing, China）
https : //mp.weixin.qq.com/s/d-kYNHA1wM4GbKRMEh8Fug
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!ハンギングプロトコル
!画質の改善と被ばく線量の低減（CT）
!画質の改善と撮像時間の短縮（MRI）
!画像評価（検像システム）
!検査スケジューリングと検査スタッフの最適化
!検査コスト（画像診断検査の会計の最適化）
!読影レポートの自然言語処理
!病変，領域抽出（治療効果判定：時系列評価）
!音声認識とディクテーションシステムの最適化
!医用画像ベースの検索エンジン
!テクスチャ解析とラジオミクス（精密画像診断研究）
などが挙げられているが，データの要素で分類した場合，
テキスト，音声情報，画像や動画といったマルチメディア
情報の生成と分類，これらのマルチメディア情報を複合し
て解釈し分類，回帰，予測をする時系列情報による機械学
習に集約される．

と歴史的変遷を示す．一般的に使用される Criteria は，固
形がんの評価において CT を利用する RECIST 1.1 である
が，RECIST 1.1 の評価手法は病変の大きさ
（直径や直交径
の短径など）
を基準に評価するため免疫反応に焦点を当て
た近年の免疫チェックポイント阻害剤のような場合は，
2017 年にパブリケーションされた iRECSIT のような PD
（増 悪 : Progressive Disease）か ら の 継 続 反 応 を 評 価 す る
Criteria が必要となり，造影効果の違いで薬効を判断すべ
き肝細胞癌のような場合は，CT 値の変化率を考慮する
Choi Criteria などが RECIST 1.1 に加えて評価法に加えら
れる．また，悪性神経膠腫のような脳に生ずる悪性腫瘍は，
MRI を用いる RANO Criteria やリンパ腫などは，PET を用
いる PERCIST や Cheson などの Criteria が用いられる．
これらの Criteria は，従来，治療効果を判定する医師や
熟練した医用画像解析のスペシャリストが計測を行い治療
効果についての総合効果レポートなどを報告していたが，
機械学習を取り入れることによって，病変の場所を認識し，
時系列の同じ造影時相の DICOM シリーズを自動表示し，
4．臨床試験・治験イメージングにおける
さらに，自動計測を行い治療効果の時系列判定も自動で表
機械学習の活用
示するシステムが登場している．Fig.4 と Fig.5 は，mint
Lesion という mint medical 社が開発をした治療効果判定支
さまざまな疾患に対する治療効果を評価するには，治療
援ソフトウェア
（国内では株式会社リジット社が販売）の機
の前後の比較評価をすることによって効果判定をすること
械学習を用いた時系列の病変検出/セグメンテーション/計
が可能となる．
測結果を示す．
抗がん剤の治療効果を判定する場合は，どのくらいの治
このように従来の医用画像における機械学習やディープ
療期間でいつまで抗がん剤治療を続けるかは，がん種，治
療目的（目標），抗がん剤の種類や副作用の程度によって異
ラーニングの利用は，ある検査日の 1 時相のみを対象とす
なるため，数週間ごとに間欠的に投与するのが通例であり， る画像に適用されていたが，複数の時系列の DICOM シ
投与期間の間，画像による治療効果を定量/定性的に判断
リーズを機械学習に適用することによって，病変検出のみ
するために CT，MRI および PET などが，治験の撮像実施
でなく，複数画像同時の領域抽出および自動計測，自動の
手順書に従って期間ごとに実施される．
治療効果判定が可能となる．
癌腫によって時系列で収集した画像データの種類やプロ
さらに，これらの機械学習システムをクラウド上で処理
トコルは，それぞれの癌腫で異なっており，その治療効果
することによって，治験用に匿名化する自動匿名化アップ
評価法は，国際標準化されている．Fig.3 に国際標準 Criteria
ロードシステムに加えて随時，治験の結果レポートを参照
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Fig.3 医用画像による治療効果判定 Criteria の変遷とソフトウェアによる Criteria 自動スイッチング例
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Fig.4 modified U-Net による機械学習による時系列画像の同時病変抽出セグメンテーションによる自動
長径/直交径の計測シーン（Software : mint Lesion developed by mint Medical GmbH）

Fig.5 人工知能による時系列の計測曲線と治療効果判定の結果表示の例
（Software : mint Lesion developed by mint Medical GmbH）

することができ，画像を用いた治験判定支援のワークフ
ローが効率化され，より短期間で治験データを収集し結果
が参照できることによってドラッグラグ
（新薬が市場に投
入される時間のラグ）が解消できる．

5．医用画像の特徴量解析と機械学習ラジオミクス
近年のスーパーコンピュータの計算スピードの向上に
よって次世代シークエンサーによるゲノム解析の精度が飛
躍的に発展している．
現在の解析結果から単一の腫瘍のなかにも多数のサブク
Vol.36 No.2（2019）

ローンが存在することが明らかになっている．これを腫瘍
内不均一性（Intratumor heterogeneity）と称されている．腫瘍
内不均一性はさまざまなタイプのがんにおいて観察されて
おり，がんの治療抵抗性の一因になっていると考えられる
[7,8]．
一方，医用画像における腫瘍を画素の集合とみなした場
合，画像特徴量解析によって腫瘍内部のさまざまなテクス
チャーメジャーが計算可能である．
Kumar らは，「CT，PET，または MRI などの医用画像生
成検査機器で得られた医用画像からの高スループットでの
大量の高度な定量的画像特徴の抽出および分析」をラジオ
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ミクス（radiomics）
と定義している[9]．
近 年 は，腫 瘍 の 遺 伝 子 タ イ プ（Genotype）や 表 現 型
（phenotype）の解析とこのラジオミクスを融合した研究が
盛んに行われている．
医用画像を用いる放射線医学（Radiology）の分野と生物
学分野のデータを統合して網羅的に解析をする研究領域の
名称であるオミックス
（omics）を融合してゲノムやプロテ
オームの研究をすることをラジオミクス
（Radiomics）と称
する場合もあるが，Genomic
（ゲノムの構造，進化，機能
を扱う）
や proteomics
（プロテオームの構造や機能 : 細胞，
組織，生物で発現されるタンパク質の相補体を扱う分野）
だけを扱うのがラジオミクスと定義されているわけではな
い．
このラジオミクスに機械学習を利用することによって従
来の検出や領域抽出だけの枠に留まらず腫瘍の良悪性の判
断，効果の高い薬剤の選択，奏効率や無増悪期間の予測な
どが可能となる．もちろんデータが多いほど予測の精度が
高くなっていく．Fig.5 に機械学習ラオミクスの計算プロ
セス例を示す．ソフトウェアは，中国北京の清華大学とス
タンフォード大学の共同ベンチャー企業である Huiying
Medical Technology 社が開発した RadCloud
（国内：株式会
社リジットが配布）を用い た．RadCloud は，画 像 VOI の
特徴量として
1. First order statistics
2. Shape feature
3. GLCM feature
4. GLRLM feature
5. GLSZM feature
6. Wavelet
など，1000 インデックス以上の特徴量とゲノムや臨床情
報との相関解析および次元削減処理を実行することが可能

で あ る（Fig.6 の 下 段 参 照），次 元 削 減 に は，Variance
Threshold 法，Seletct KBest 法，Lasso 法などで削減する．
特徴量相関解析としては PCA, Related Analysis Chart,
Cluster Analysis Chart などで解析が可能である．次元削減
した結果パラメータは機械学習の入力に使用され，教師
データと学習データに割り振られた結果を ROC 曲線で表
示し AUC などで，どの機械学習アルゴリズムが最適かを
判断することができる
（Fig.7 参照）．
Fig.8に機械学習ラジオミクスのフロー概要図をまとめる．
この RadCloud システムは，クラウドコンピューティン
グ技術，ビッグデータ分析方法および機械学習アルゴリズ
ムを使用して，DICOM フォーマットの画像データ
（自動
匿名アップロード機能を有する）
，検査報告書および臨床
情報などのデータを病院，部門または研究グループのクラ
ウドプラットフォーム上で一元管理し，人のマニュアル作
業による反復労力を減らし，暗号化通信によってデータセ
キュリティを確保することができる（Fig.8 参照）．
プロジェクト参加者は，ネットワークにアクセスして
データベースファイルをいつでもどこでも管理し，クラウ
ドプラットフォームの画像解析ソフトウェアとコンピュー
ティングツールを使用してデータを分析および処理するこ
とができるため，プロジェクト操作の利便性が向上する．
Radiomics Cloud Platform は，対象領域の信号強度，形状，
テクスチャ特性を記述するための 1,000 を超える固有値計
算アルゴリズムを提供し，SVM，kNN，XGBoost および
その他のビッグデータ分析方法を提供するというものであ
る．この一元化されたプロジェクト管理によって，臨床デー
タおよび画像データは，個人および共同プロジェクトを通
じてデータベースで管理および共有されます．また，自動
疑似論文生成機能を持つことも 1 つのユニークな特徴であ
る．Fig.9 に自動疑似論文作成例を示す．

Fig.6 ラジオミクス計算プロセスにおけるデータベース構築と病変領域抽出例
（Software : RadCloud developed by Huiying Medical Technology, Beijing, China）
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Fig.7 次元削減と機械学習結果
（Software : RadCloud developed by Huiying Medical Technology, Beijing, China）
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Fig.8 AI Radiomics workflow
（referenced by Huiying medical technology, Beijing, China）.
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Fig.9 機械学習後の疑似論文出力機能
（Software : RadCloud developed by Huiying Medical Technology, Beijing, China）

ピールしても世界に広がるネットワーク上でグローバルな
人種にも対応できる人工知能システムには遥かに及ぶこと
なく，日本製であっても使用される代物になるとは考え難
い．
IoT や AI の活用が広がる中，製造業においても「モノ」
今後は，グローバル社会へ投入するクラウド型の多民族，
から「ICT サービス」へのビジネスモデル変革が進みつつ
多言語，多国で使用できる人工知能ネットワーク画像診断
ある．しかし，日本の製造業は，これらの新たな ICT ビ
システムが必須システムとして使用されていくことは自明
ジネスに追従できずに苦しい経済状況が続いている．企業
の理である．
単位においては，2019 年，時価総額ランキングも GAFA
人工知能を搭載したシステムが通例になってくるとネッ
（Google, Apple, Facebook, Amazon），中国のアリババ，テ
トワークの中立性（インターネット上の全てのデータを平
ンセント，バイドゥなどの ICT 企業がランクの上位を占
等に扱うべきだとする考え方）
の方向へ移行すると考えら
めており，韓国，台湾の企業も ICT 企業が上位ランキン
れる．
グに位置している．残念ながら日本は，トヨタ自動車が 45
医療機器業界においては，過去において特定の医療機器
位前後でようやく登場するほど，企業力も落ちている．GDP
メーカでしか互換性のない独自の画像フォーマットで医用
の総和も人口 3 分の 2 のドイツにも並ばれかねないほど生
画像を取り扱っていたが DICOM 規格で国際標準規格化さ
産性が落ちている状態である．2018 年では，世界の科学
れ，現在では，クラウド VNA
（ベンダー中立アーカイブ :
技術論文数でもすでにインドに抜かれ，アカデミアの領域
Vendor Neutral Archive）という画像データをクラウド上で
でも，もはや一人負け状態に陥っている．深層学習の論文
データ交換する場合に医療機器メーカの仕様に依存するこ
誌の採択数でも米中の 2 強国がダントツであり，ICT の技
となく画像データをどの医療機器や病院のシステム上でも
術や分析訓練を受けている大卒生の数も他国と比べて極め
通信し，取り扱えるようなネットワーク間を中立にデータ
て少ないという統計が報告されている[10]．
転送するためのゲートウェイシステムが開発されて市場の
日本の医療における人工知能の研究の成果や社会的に貢
ネットワークシステムに搭載されている．
献する優れたシステムの投入が他国に比べて圧倒的に遅れ
クラウド VNA が発展している中，現在，最先端のネッ
ていることは，すでに周知であるが，原因の 1 つは，人工
トワーク技術は，国境を超えたブロックチェーンの利用で
知能の研究で最も重要なデータの入手に手間と時間と労力
ある．
がかかりすぎることがあげられる．
ブロックチェーンは，その定義として「ビザンチン障害
さらにデータをクラウド環境下で扱うことに極めて非積
を含む不特定多数のノードを用い，時間の経過とともにそ
極的である．ローカルなオンプレミス環境下で集めた日本
の時点の合意が覆る確率が 0 へ収束するプロトコル，また
の病院のみで集めた，日本人医師のみのアノテーションに
はその実装をブロックチェーンと呼ぶ．」とされている[11]．
よる日本人のための医療人工知能システムを投入したとこ
ビザンチン障害とは，分散通信環境において，通信およ
ろで，今後，オリンピックなどを契機に増え続ける外国人
観光客や移民の受け入れによる生産性の向上を目指すのに， び個々のオブジェクトが故障または故意によって偽の情報
を伝達する可能性がある場合に，全体として正しい合意を
世界に通用しないネットワークと人工知能システムをア

6．グローバル時代の医用画像人工知能と
ブロックチェーン

−36−

医用画像情報学会雑誌

Fig.10 医用画像の送受信を含めたブロックチェーンの適用スキーム
（株式会社リジット,代表者がエスト
ニアで開発し て い る 新 し い 医 用 画 像 情 報 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ス キ ー ム：TexelCraft 社, Tallin,
Estonia）

形成できるかを問う問題である[12]．ブロックチェーンと
は，このような問題が生じても時間の経過とともに合意を
得る可能性がある特徴をもつ分散型台帳技術といえる．
世界の国の中でブロックチェーン技術の導入を国家レベ
ルで導入し，成功している国の例が，エストニアである．
世界でいち早く政府自体がブロックチェーンを採用して成
功している．ブロックチェーンのもつ応用可能性は非常に
高く，すでに電子カルテについては，臨床情報を交換する
ための FHIR 規格の ONC ガイドラインに準拠するように
設計された，ブロックチェーンベースのアーキテクチャな
どが提供され始めている．
ブロックチェーンは，画像そのものを運ぶ役目ではなく，
切 り 離 し た DICOM 情 報 を 暗 号 化/復 号 化 す る ブ ロ ッ ク
チェーン上で分散管理して，必要時に復号すれば，クラウ
ド VNA でも，よりセキュアにデータ送受信ができるとい
う設計になっている．
Fig.10 に典型的な医用画像イメージングネットワーク
とブロックチェーンの応用例を示す．
これらの技術が国際的に常套システムとなった場合は，
より高い次元の情報漏えい防止のグローバルネットワーク
システム上で国際共同治験や研究系のグローバル臨床試験
なども急速に進み，ドラッグラグやデバイスラグが解消さ
れると考える．

7．おわりに
現在，通信スピードは，第 5 世代通信の時代にすでに入っ
ており，高速大容量通信が実現することによって，短時間
で長距離通信となった場合，その情報活用の恩恵は，一国
にとどまることなくグローバルに普及する．医療機器は
IoT 化され，どの国，どの時間でも被験者情報を共有して
検査や治療が行われるようになるであろう．
被験者自身が，どの年齢のときに，どのような疾病にか
かり，どのような臨床データを時系列情報として蓄積した
か？例え，いろいろな病院で診察をしていたとしても，ブ
Vol.36 No.2（2019）

ロックチェーンの分散台帳技術によって情報をまとめ，人
工知能が，予後の予測や時代に適切な治療法，薬剤を選択
するような時代が来るであろう．
医療は，患者中心の医療が実現し，精密医療の研究成果
によって個別医療が実現し，患者個人で生命の価値を選択
し，QOL をコントロールする時代に入っている．
このような医療における患者個人の価値の判断に関して
も人工知能が介入することによって意思決定の緩衝材にも
なりうる．
将来は，あらゆる分野の専門学者が参画して学域を超え
て医療そのものの価値を再定義するような新しい超高齢化
社会の問題に挑戦していくことになるであろう．
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