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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織が撮像された病理画像を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して病
理診断の基準にかかる予め設定された計測指標値を設定する計測指標設定手段と、
　前記各区分領域の計測指標値と前記各区分領域に隣接する区分領域における計測指標値
とに基づき病理計測にかかる重要度を前記各区分領域に設定する重要度設定手段と、
　前記区分領域のうち前記生体組織が撮像された領域が一定の割合をしめる区分領域を抽
出すると共に当該区分領域に対して前記計測指標値および前記区分重要度を対応付けて送
出する区分領域抽出手段と、
　前記送出された区分領域からなる病理画像を出力表示する区分領域出力表示手段とを備
えたことを特徴とする病理画像診断システム。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の病理画像診断システムにおいて、
　前記病理画像中の生体組織が予め設定された特定色により染色処理されている場合に、
前記計測指標設定手段は、前記特定色の予め設定された濃度の量に基づき病理診断にかか
る計測指標値を設定する色濃度指標値設定機能を備えたことを特徴とする病理画像診断シ
ステム。
【請求項３】
　前記請求項１に記載の病理画像診断システムにおいて、
　前記計測指標設定手段は、前記区分領域間のラプラシアンを計算することにより前記区
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分領域における計測指標値を設定することを特徴とする病理画像診断システム。
【請求項４】
　前記請求項１に記載の病理画像診断システムにおいて、
　前記計測指標設定手段は、隣接区分領域のモーメントに基づき前記区分領域における計
測指標値を設定することを特徴とする病理画像診断システム。
【請求項５】
　前記請求項１に記載の病理画像診断システムにおいて、
　区分領域抽出手段は、
　前記区分領域を前記設定された重要度の値が高い順に送信する重要度順送信機能を備え
たことを特徴とする病理画像診断システム。
【請求項６】
　前記請求項１、２に記載の病理画像診断システムにおいて、
　区分領域抽出手段は、
　前記設定された重要度の値がより高い区分領域をより低い圧縮率で符号化すると共に、
前記重要度の値がより低い区分領域をより高い圧縮率で符号化する区分領域圧縮機能を備
えたことを特徴とする病理画像診断システム。
【請求項７】
　生体組織が撮像された病理画像を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して病
理診断の基準にかかる計測指標値を設定し、前記各区分領域の計測指標値と前記各区分領
域に隣接する区分領域における計測指標値とに基づき病理計測にかかる重要度を前記各区
分領域に設定し、前記区分領域のうち前記生体組織が撮像された領域が一定の割合をしめ
る区分領域を抽出すると共に当該区分領域に対して前記計測指標値および前記区分重要度
を対応付けて送出し、前記区分領域からなる病理画像を出力表示することを特徴とする病
理画像処理方法。
【請求項８】
　生体組織が撮像された病理画像を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して病
理診断の基準にかかる計測指標値を算出する機能と、前記各区分領域の計測指標値と前記
各区分領域に隣接する区分領域における計測指標値とに基づき病理計測にかかる重要度を
前記各区分領域に設定する機能と、前記区分領域のうち前記生体組織が撮像された領域が
一定の割合をしめる区分領域を抽出する機能と、予め設定されたコンピュータに実行させ
ることを特徴とする病理画像診断プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、病理診断の対象となる病理組織画像の出力を行う病理画像診断システム、病
理画像処理方法、病理画像診断プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　病理診断は、一般的に、スライドガラス上の標本を病理医が顕微鏡で見ることで行われ
ている。しかしながら、顕微鏡の視野は限られているため、全体を診るために診る場所を
変えて隅々まで診る必要がある。このため、顕微鏡の代わりにスライドを電子画像として
取り込むタイプの画像スキャナが使われている。
　この場合は、顕微鏡の視野に相当するのは最大でもＰＣ（パーソナル・コンピュータ）
のモニタ解像度になるが、組織が小さく画像表示時の倍率が小さくない限り、組織の全体
の面積は、ＰＣのモニタ解像度の数十倍、数百倍になる。
【０００３】
　ところで、病理診断では、組織全体によって診断結果が決まるとは限らず、組織画像の
一部領域により診断結果が左右されることも多い。また、組織の離れた部分では異なった
様相を示すこともある。そのため、組織を一定の区分領域に分け、診断のための処理を行
うと、診断結果が決まった時点でこの処理を打ち切ることも可能であるため効率が良い。
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【０００４】
　このため、生体組織が撮像された生体（病理）組織画像を矩形ブロックに分けて、ブロ
ックごとに診断することは、例えば、特開平０６－００３６０１に開示された手法などに
開示されている。
　また、遠隔診断を行う場合など通信を介して電子画像の送信を行う場合は、伝送効率の
関係からも病理組織画像の矩形分割が検討されることが多い。
【０００５】
　しかしながら、病理診断の診断対象である病理組織画像について単純に矩形分割を行い
、矩形分割された各分割画像を機械的な手順、および順序(例えば左上から右下へ)により
、診断を行った場合、処理の効率化が限定されてしまうという不都合がある。
【０００６】
　また、例えば、画像診断にあたって、病理組織画像内における診断対象の注目区分領域
と、この注目区分領域に隣接する上下左右等の隣接領域との関係が重視されることもある
ため、上述のように、詳細な診断を機械的な順序で行った場合、診断効率が悪いばかりで
なく、異なるブロックにまたがる領域や画像全体から得られる情報が見落とされてしまう
といった不都合が生じ得る。
【０００７】
　これに対する関連技術として、送信側および受信側の画像通信装置を備え、送信側の画
像通信装置が、元の画像を分割した分割画像それぞれに優先度を設定すると共に、優先度
の高い分割画像の画像データ量を大きく、優先度の低い分割画像の画像データ量を小さく
して各分割画像の送受信を行うことにより伝送効率の高い画像通信を行う手法が開示され
ている(特許文献１)。
【０００８】
　また、この関連技術として、撮像された眼底画像を分割し各分割画像に優先度を設定す
ると共に、各分割画像を優先度に基づき表示する順番を設定し、診断時間を短縮する手法
が開示されている(特許文献２)。
【０００９】
　さらに、この関連技術として、多数の画像データのそれぞれに重要度を示す指標を設定
し、各画像データに対する処理作業が行われる度に指標の値を加算して、利用価値の高い
画像データを容易に選択可能とする手法が開示されている(特許文献３)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－０５７４９４公報
【特許文献２】特開２００６－１０２０９７公報
【特許文献３】特開２００７－１３５０６５公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上述のように、病理組織画像では、病理組織画像内における離れた部位
の組織領域間で異なった様相を示すことがあるため、上記特許文献１、２および３に開示
された関連情報では、画像全体から得られる情報を見落とされてしまうという不都合が生
じ得る。
　また、例えば、診断対象である病理組織画像の注目区分領域とこの注目区分領域に隣接
する上下左右等の隣接領域との関係が重視されることもあるため、上記特許文献１、２お
よび３に開示された関連技術のように、各分割画像に指標値を割当てる手法では、画像診
断効率が悪くなってしまうという不都合がある。
【００１２】
　更に、遠隔地診断などで、病理組織画像を通信により送信することが必要な場合、診断
のために重要な部分(画像領域)の送信が完了するまで診断を行うことができなかったり、
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一方で、詳細な診断を行う必要のない、つまり重要度が高くない画像領域が送信されるの
を待たなければならなかったりするといった状況も生じ得るため、全体的な病理診断効率
が悪くなってしまうという不都合がある。
【００１３】
［発明の目的］
　本発明は、上記関連技術の有する不都合を改善し、画像診断を効率的に行うことを可能
とする病理組織画像の出力を行う病理画像処理システム、病理画像処理方法、および病理
画像処理プログラムを提供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明に係る病理画像診断システムは、生体組織が撮像さ
れた病理画像を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して病理診断の基準にかか
る予め設定された計測指標値を設定する計測指標設定手段と、前記各区分領域の計測指標
値と前記各区分領域に隣接する区分領域における計測指標値とに基づき病理計測にかかる
重要度を前記各区分領域に設定する重要度設定手段と、前記区分領域のうち前記生体組織
が撮像された領域が一定の割合をしめる区分領域を抽出すると共に当該区分領域に対して
前記計測指標値および前記区分重要度を対応付けて送出する区分領域抽出手段と、前記送
出された区分領域からなる病理画像を出力表示する区分領域出力表示手段とを備えたこと
を特徴としている。
【００１５】
　又、本発明にかかる病理画像処理方法は、生体組織が撮像された病理画像を予め設定さ
れた区分領域に分け各区分領域に対して病理診断の基準にかかる計測指標値を設定し、前
記各区分領域の計測指標値と前記各区分領域に隣接する区分領域における計測指標値とに
基づき病理計測にかかる重要度を前記各区分領域に設定し、前記区分領域のうち前記生体
組織が撮像された領域が一定の割合をしめる区分領域を抽出すると共に当該区分領域に対
して前記計測指標値および前記区分重要度を対応付けて送出し、前記区分領域からなる病
理画像を出力表示することを特徴としている。
【００１６】
　更に、本発明にかかるコミュニティ管理プログラムは、生体組織が撮像された病理画像
を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して病理診断の基準にかかる計測指標値
を算出する機能と、前記各区分領域の計測指標値と前記各区分領域に隣接する区分領域に
おける計測指標値とに基づき病理計測にかかる重要度を前記各区分領域に設定する機能と
、前記区分領域のうち前記生体組織が撮像された領域が一定の割合をしめる区分領域を抽
出する機能と、予め設定されたコンピュータに実行させることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、以上のように構成され機能するので、これによると、画像診断を効率的に行
うことを可能とする病理画像診断システム、病理画像処理方法、病理画像診断プログラム
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明による病理画像診断システムの一実施形態を示す概略構成図である。
【図２】本発明による病理画像診断システムの一実施形態を示す概略構成図である。
【図３】本発明による病理画像診断システムの一実施形態を示す概略構成図である。
【図４】図１に開示した病理画像診断システムにおける病理画像の一例を示す説明図であ
る。
【図５】図１に開示した病理画像診断システムにおける病理画像中の対象ブロックと隣接
するブロックとの位置関係を示す説明図である。
【図６】図１に開示した病理画像診断システムにおける病理画像が表示された表示画面お
よびインターフェースの一例を示す説明図である。
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【図７】図１に開示した病理画像診断システムにおけるデータ処理装置の一実施形態を示
す概略ブロック図である。
【図８】図１に開示した病理画像診断システムにおける画像表示装置の一実施形態を示す
概略ブロック図である。
【図９】図２、３に開示した病理画像診断システムにおける画像送信装置（領域符号化装
置）の一実施形態を示す概略ブロック図である。
【図１０】図１に開示した病理画像診断システムにおける全体の動作処理ステップを示す
フローチャートである。
【図１１】図２に開示した病理画像診断システムにおける全体の動作処理ステップを示す
フローチャートである。
【図１２】図３に開示した病理画像診断システムにおける全体の動作処理ステップを示す
フローチャートである。フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
［実施形態１］
　次に、本発明の実施形態について、その基本的構成内容を説明する。
　本実施形態１の病理画像診断システム１は、図１に示すように、外部から送り込まれた
病理組織画像(Ｓ１０)における組織が撮像された画像領域(組織領域)を抽出する組織抽出
手段１０と、組織抽出手段１０で抽出された画像領域である矩形ブロックＳ２０を受け、
各矩形ブロックＳ２０について予め設定された病理組織にかかる指標量の計算を行う指標
量計算装置２０と、各矩形ブロックの指標量の重要度を算出し順序付けを行う重要度計算
手段３０と、重要度計算手段３０から送り込まれる矩形ブロックＳ２０を予め算出された
指標値Ｓ４０および重要度と対応づけて出力表示する画像表示手段４０ａを備えた構成を
とっている。
【００２０】
　以下、これを詳説する。
【００２１】
　組織抽出手段１０は、病理画像診断装置１の外部から入力された病理組織画像中におけ
る組織領域の抽出を行う。
　ここで、組織抽出手段１０は、組織が撮像された組織領域(画像領域)を、病理画像中に
おける染色された領域として検知する。具体的には、組織抽出手段１０は、上記病理組織
画像から特定の色(または輝度)のモノクロ画像を作成し、このモノクロ画像に対して、予
め設定された閾値による２値化画像作成アルゴリズム(例えば、判別分析法（大津の２値
化））により２値化処理を行う。
【００２２】
　尚、この段階では組織画像の抽出は画素単位までの正確さは必要ないため、病理組織画
像に対する画像処理は、矩形ブロック単位に行われるものとする。
　また、ノイズにより少数の組織領域画素のみのブロックが抽出されるのを回避するため
に、上記２値化処理を行う前にガウシアンフィルタなどのぼかしフィルタを利用してノイ
ズを抑制する処理を行うことが望ましい。
【００２３】
　また、組織抽出手段１０は、図４に示すように、病理組織画像Ｓ１０を矩形のメッシュ
で分割し、一定の画素数以上の組織領域(画素)を含むブロック(矩形ブロック)のみを処理
対象矩形領域として抽出する。
　尚、実際に病理組織画像中にメッシュを描く必要はなく、設定された各矩形ブロックの
頂点一つと矩形ブロックの縦横サイズを記憶する設定としてもよい。
【００２４】
　指標量計算手段２０は、上述のように、組織抽出手段１０で抽出された矩形ブロックＳ
２０の指標量を計算する。
　尚、指標量計算装置２０は、同時並行、分散的に病理指標の計算を行う指標量計算部２
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０１、２０２、２０３、…を備えている。尚、本実施形態１では、指標量計算部２０１、
２０２、２０３からなる指標量計算装置２０を例示しているが、指標量計算装置２０に設
定される指標量の数はこれに限定されない。
【００２５】
　尚、病理医による病理組織の画像診断は、低倍率でまず組織全体を見て、細胞核、細胞
質が濃く染色された部分、染色の濃さの変化が大きい部分を見つけ、その付近を高倍率に
切り替えて詳しく細胞核一つ一つを詳しく診る粗密探索的な方法が良く行われる。
　そこで、本実施形態では、病理組織診断にかかる指標量として、病理組織の画像をブロ
ック単位に分け、大域的な染色の濃度を調べるための[a]ブロック内指標量、大域的な染
色変化を調べるための[b]ブロック間指標量、染色濃度や変化が人工的な理由であるかを
調べるための[c]全ブロック指標量を導入する。
【００２６】
　[a]ブロック内指標量は、矩形ブロックを構成する各画素の情報から計算できる指標量
である。
　この指標量は、炎症や癌などの病気により生じる異常細胞核、異常細胞核群に対応した
領域の特定色の絶対的な濃度や特定色で抽出された画素の塊の形状に関する量、例えば、
矩形ブロック内のモーメント、Huモーメント、判別分析閾値、特定色の画素数、特定色の
画素数塊の個数、面積平均、分散、長さ平均、分散、円形度平均、分散などが用いられる
。
【００２７】
　また、元の病理組織画像に対して、フーリエ変換などの信号処理やエッジ抽出フィルタ
のなどの画像処理を行うことにより処理済画像を生成し、当該処理済画像におけるモーメ
ント、Huモーメント、判別分析閾値、特定色の画素数、特定色の画素数塊の個数、面積平
均、分散、長さ平均、分散、円形度平均、分散などに基づき指標量を算出する設定として
もよい。
【００２８】
　次いで、上記の指標量のうち、直感的でないものについて説明する。上記モーメントは
、画像処理の対象画像(ここでは、病理組織画像とする)における画像輝度値Ｉ(x, y)、お
よびx, y方向の次元としてm, nを設定し、以下に示す[数１]の計算式により求められる。
【数１】

　また、１次元のＨｕモーメントはｍ2,0，ｍ0,2を正規化された中心モーメントとする、
【数２】

でも求められる。
　円形度は、Ｓを面積、Ｌを周囲長として
【数３】

により求められる。
【００２９】
　ここで、具体的に、病理組織画像としてのＨＥ(ヘマトキシリン-エオジン)染色画像に
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ついて考える。このＨＥにおける細胞核の部分は、ヘマトキシリンで青紫に、細胞質の部
分は、エオジンで赤紫に染まる性質がある。この場合、赤、青やその補色のシアン(水色)
、マゼンタ(紫)の色信号のHuモーメント、判別分析閾値、画素数塊の個数などの指標は、
病理診断のための重要な指標となる。このため、本実施形態では、例えばHuモーメント、
判別分析閾値、特定色の画素数を定量化した値から指標量(ブロック内指標量)の算出を行
う。
【００３０】
　[b]ブロック間指標量は、(a)のブロック内指標量を元にその周辺ブロックとの変化度を
計算することで得られる。
この指標量は、病理診断の重視される細胞核の増殖過程に対応した特定の組織領域内の周
辺とその周辺領域の変化を反映し、例えば、ブロック単位のラプラシアンや周辺ブロック
との分散などが用いられる。
【００３１】
　ここでは、ラプラシアンの値を、例えば、対象ブロック(図５(ア))に隣接する抽出ブロ
ックのすべての指標量(指標値)の合計値から、対象ブロックの指標値に隣接する抽出ブロ
ックの数を乗じた値を引いた値とする(数３)。
　図５に示すように、対象ブロック(ア)は、隣接する８近傍ブロック(上下左右斜めの矩
形ブロック)のうち７つの隣接ブロックをもつので、ラプラシアンは、以下に示す［数４
］に基づき算出される。
【数４】

【００３２】
　[c]全ブロック指標量は、[a]ブロック内分散値に基づき算出される値であって、画像全
体の矩形ブロックの指標(量)値から計算される統計量(平均、分散、ヒストグラムなど)で
ある。
　この全ブロック指標量は、上記の[a],[b]が病理的な理由で生じたのか病理に関係のな
い人為的な理由で生じたのかを検証するためのもので、各矩形ブロックの優先度の算出に
は関係しないが、スライド作成時や撮影時の失敗などによる異常な画像として警告を出す
ために補助的に用いられる。
　尚、上記算出された上記単独または複数の指標量は、スカラー値、もしくはベクトル値
として重要度計算手段３０に送られる。
【００３３】
　重要度計算手段３０は、各ブロックに付随するスカラー値もしくはベクトル値である指
標量の順序付けを行う。重要度は病理診断的な理由に基づいて次のように設定できる。
ブロック内の色の均質性の場合、例えば細胞核の密集や濃さの場合は、画素の色値や密度
が大きいほうが炎症や癌などの病気の可能性があるので重要度は高くなる。
ブロック内の塊の均質性の場合は、例えば大きな円形度の高い画素塊(ＨＥ染色の場合は
青い大きな円形塊)が多い場合は、癌細胞の可能性があるので重要度は高くなる。
ブロック間のラプラシアンのような周囲との変化の場合、変化量が大きい方が細胞増殖過
程の異常として現れる病気の可能性があるので重要度は高くなる。
これらのような具体的な数値で計算される場合は、色値、密度などそのままの数値で使っ
ても良いし、一定レンジで分けてランク化しても良い。
　上記順序については、大小順位(全順序)の他、必ずしも順序づけがされていないグルー
プとの対応づけであっても良い。指標量をx、順位もしくはグループをｙ、対応する写像
をfとすると、
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【数５】

という関係になり、順序が全順序の場合は、fは関数になり、グループｙと写像（関数）f
とは、以下の［数６］に示す関係となる。

【数６】

【００３４】
　指標量計算手段２０が、単一の指標量計算部２０１で構成されている場合は、指標量は
スカラー値になるので単純に値の大小により順位付けを行うことができる。
　指標量計算手段２０が、複数の指標量計算部(２０１、２０２、…)で構成されている場
合は、写像(関数)を与える必要がある。
　ここで、写像(関数)の与え方は、指標量の選択とどの指標を重視するかによって変わる
。全指標の重要度が等価である場合は、全指標の総和による算出する。
【００３５】
　尚、上記関数ｆは、数式で表せる関数以外に、ある指標が特定数値に入る場合は、他の
指標に関係なく、特定の順位やグループに属するような写像であってもよい。
【００３６】
　また、算出に先立ち指標値と順位(グループ)が対応づけられたデータが入手できる場合
は、ニューラルネットワークやサポートベクターマシンのような機械学習によりｆを設定
してもよい。
【００３７】
　重要度計算手段３０は、全ブロックの順位(グループ)が得られた後、順位(グループ)と
指標の値をブロックに対応づけて画面表示手段４０ａに送る。
【００３８】
　画像表示手段４０ａは、重要度計算手段３０から入力するブロックの順位と指標値Ｓ４
０を元の画像の矩形ブロックと対応づけて、予め設定されたディスプレイなどの出力装置
に出力表示する。
【００３９】
　ここで、病理画像Ｓ１０の表示画面およびインターフェースの一例を図６に示す。
　ここでは、図６左図の濃灰色のブロックと図６右図の表の重要度列の上から３番目の重
要度Ｃの行が対応づけられている。
【００４０】
　尚、重要度は、同じものがあっても良く、この例ではＣとＦが２つある。
　また、複数の重要度を設定してもよく、その場合は、重要度のメニュで切り替えられる
ようにする。
【００４１】
　以上のように、本実施形態１では、病理組織画像に設定された各矩形ブロック(領域)で
病理組織にかかる指標量(値)を設定し計算することにより、病理組織画像に対して局所的
に定量化された値を割り当てることができ、元の病理組織画像を、病理組織の重要度に応
じて定量的に表示することができる。
　このため、利用者は病理組織画像全体の様子が定量的に把握できるので、効率的、且つ
迅速に病理画像診断を行うことができ、更には、診断時間を短縮することができる。
【００４２】
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　また、本実施形態では、設定された各矩形ブロックに指標値が与えられることで病理組
織としての重要度が設定されるので、隣接ブロックを含む、複数ブロック間に跨り把握さ
れる病理的に重要な領域を発見容易に出力表示することができる。
【００４３】
　［実施形態１の動作説明］
　次に、上記実施形態１における病理画像診断システムの動作の概要を説明する。
　生体組織が撮像された病理画像を予め設定された区分領域に分け各区分領域に対して、
指標量計算部２０が、病理診断の基準にかかる計測指標値を設定し（指標量設定工程）、
次いで、重要度計算手段３０が、前記各区分領域の計測指標値と前記各区分領域に隣接す
る区分領域における計測指標値とに基づき病理計測にかかる重要度を前記各区分領域に設
定する（重要度設定工程）。
　次いで、重要度計算手段３０は、前記区分領域のうち前記生体組織が撮像された領域が
一定の割合をしめる区分領域を抽出し（組織領域判定抽出工程）、この区分領域に対して
前記計測指標値および前記区分重要度を対応付けて送出し、画像表示手段４０ａが、前記
区分領域からなる病理画像の出力表示を行う。
【００４４】
　ここで、上記指標量設定工程、重要度設定工程、および組織領域判定抽出工程について
は、その実行内容をプログラム化し、コンピュータに実行させるように構成してもよい。
　以下、上記実施形態１における病理画像診断システムの動作について、図１０のフロー
チャートに基づいて詳説する。
【００４５】
　まず、撮像またはスキャンされた後、染色処理された病理画像(元の病理画像)が、組織
抽出手段１０に入力される(ステップＳ１)。組織抽出手段１０は、この病理画像から当該
病理画像の輝度成分のモノクロ画像を作成し(ステップＳ２)、生成されたモノクロ画像か
ら、大津の２値化などのアルゴリズムを用いて、組織画像領域の抽出を行う(ステップＳ
３：組織領域抽出機能)と共に、指標量計算部２０に送信する。
【００４６】
　指標量計算部２０は、元の病理画像とそれに対応する２値化画像を、それぞれブロック
(矩形ブロック)で分割する(ステップＳ４)と共に、組織画像が含まれる各画像ブロックで
指標量を算出し(ステップＳ５：指標量算出機能)、各ブロックを重要度計算手段３０に送
信する。
　重要度計算手段３０は、単一もしくは複数の指標量から指標量と重要度とを関連づける
写像(関数)により各ブロックの重要度を算出する(ステップＳ６：重要度算出機能)。
【００４７】
　重要度計算手段３０は、元の病理画像の各ブロックと重要度情報との関連づけ情報に基
づいて、予め設定されたモニタなどの表示装置に病理画像を出力表示する(ステップＳ７)
。
　ここでは、各ブロックと重要度情報、指標量情報との対応づけが示された出力表示が行
われるものとする。
【００４８】
　尚、組織領域抽出機能、指標量算出機能、重要度算出機能については、その実行内容を
プログラム化し、病理画像診断装置１内に予め備えられたコンピュータに実行させるよう
に構成してもよい。
【００４９】
病理画像診断装置１内に設けられた組織抽出手段１０、指標量計算部２０、重要度計算手
段３０、および画像表示手段４０ａを、それぞれを装置化した、組織抽出装置１００、指
標量計算装置２００、重要度計算装置３００、および画像表示装置４００ａを、通信回線
などで接続した構成としてもよい。
【００５０】
　また、本実施形態１における構成内容の変形例として、上記実施形態１の組織抽出装置
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１００、指標量計算装置２００を構成する指標量計算部２００１，２００２，…、および
重要度計算装置３００にからなる構成に代えて、図７に示すように、入力データとして入
力された画像データ(ブロック)、指標量情報、および重要度情報を記憶するするメモリや
記憶ディスクなどのストレージ装置２５１と、画像データ(ブロック)における組織領域の
抽出、各ブロックの指標量、重要度の算出を行うＣＰＵなどの演算部２５２とからなるデ
ータ処理装置２５０を備えた構成としてもよい。
【００５１】
　また、画像表示装置４００ａは、図８に示すように、重要度計算手段３０から送り込ま
れた、画像情報(ブロックデータ)、重要度情報、指標値情報を含む入力データを蓄積する
メモリやディスクなどのストレージ装置３５１と、ユーザが入力指示を行うキーボードや
ポインティングデバイス等の入力機器３５２と、ＣＰＵ３５２による処理結果を出力表示
するモニタ３５３と、入力データと入力指示によりモニタに表示する結果の計算を行うＣ
ＰＵなどの演算装置３５２を備えた構成としてもよい。
【００５２】
　このように構成することにより、病理画像診断装置１に設定されたＣＰＵによって処理
された機能を、上記演算処理装置２５０、および画像表示装置４００ａそれぞれに分散し
て割当てることができるので、各装置におけるＣＰＵの処理負荷を抑制することができる
。
　［実施形態２］
　次に、本発明にかかる実施形態２の病理画像診断システムについて説明する。ここで、
前述した実施形態１と同一の部分については、同一の符号を付するものとする。
　この実施形態２は、システムの機器構成部分は前述した実施形態１(図１)とほぼ同一の
構成を備えており、図２に示すように、実施形態１(図１)の画像表示手段４０ａに代えて
、画像送信手段４０ｂを備え、更に、この画像送信手段４０ｂと通信回線を介して接続さ
れた受信側端末４５ｃを備えた点が実施形態１の場合と相違する。
【００５３】
　画像送信手段４０ｂは、重要度計算手段３０から送り込まれるブロックの重要度順位と
指標値Ｓ４０に基づき、重要度順位が高い順にブロックデータＳ５０ｂを、通信回線に対
して出力(送信)する(ブロック出力送信機能)。
　また、画像送信手段４０ｂは、受信側で必要な重要度のブロックデータの受信が完了し
たとき、受信側端末から停止要求信号Ｓ６０を受信すると共に、この停止要求信号Ｓ６０
に基づきブロックデータの送信を停止する(データ送信停止機能)。
【００５４】
　尚、実施形態２における組織抽出手段１０、指標量計算手段２０、重要度計算手段３０
は、前述した実施形態１(図１)の場合と同様に動作するものとする。
【００５５】
　［実施形態２の動作説明］
　次に、上記実施形態３における病理画像診断システムの動作について、図１１のフロー
チャートに基づいて説明する。
【００５６】
　まず、撮像、またはスキャンされた後、染色処理された病理画像が組織抽出手段１０に
入力される(ステップＡ１)。組織抽出手段１０は、この病理画像から当該病理画像の輝度
成分のモノクロ画像を作成し(ステップＡ２)、生成されたモノクロ画像から、大津の２値
化などのアルゴリズムを用いて大まかな組織画像領域の抽出を行う(ステップＡ３：組織
領域抽出機能)と共に、指標量計算部２０に送信する。
【００５７】
　尚、上記組織領域抽出機能に先立ち、組織領域外のノイズの影響を抑えるためにぼかし
フィルタを入れるのもよい。
【００５８】
　指標量計算部２０は、元の病理画像とそれに対応する２値化画像を、それぞれブロック
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(矩形ブロック)で分割する(ステップＡ４)と共に、組織画像が含まれる各画像ブロックで
指標量を算出し(ステップＡ５：指標量算出機能)、各ブロックを重要度計算手段３０に送
信する。
　重要度計算手段３０は、単一もしくは複数の指標量から指標量と重要度とを関連づける
写像(関数)により各ブロックの重要度を算出する(ステップＡ６：重要度算出機能)。
【００５９】
　また、重要度計算手段３０は、算出された重要度の高い順にブロックをソートし(ステ
ップＡ７)、画像送信手段４０ｂに送信する。
　画像送信手段４０ｂは、各ブロックデータに対して重要度情報を付加すると共に、重要
度の高い順にブロックデータを受信側端末に送信する(ステップＡ８)。
【００６０】
　次いで、受信側は必要な重要度のブロックデータを受信後、ブロックデータの送信停止
を要求する停止要求信号を、送信側である画像送信手段４０ｂに送信する。
　画像送信手段４０ｂは、この停止信号を受信した(ステップＡ９：ＹＥＳ)場合に、符号
化済みブロックデータの送信を停止する(ステップＡ１０：送信終了)。
【００６１】
　尚、組織領域抽出機能、指標量算出機能、重要度算出機能については、その実行内容を
プログラム化し、病理画像診断装置１内に予め備えられたコンピュータに実行させるよう
に構成してもよい。
【００６２】
　また、本実施形態２における構成内容の変形例として、上記実施形態２の組織抽出装置
１００、指標量計算装置２００を構成する指標量計算部２００１，２００２，…、および
重要度計算装置３００とからなる構成に代えて、図７に示すように、画像データ(ブロッ
ク)、指標量情報、および重要度情報を蓄積するメモリや記憶ディスクなどのストレージ
装置２５１と、画像データ(ブロック)における組織領域の抽出、各ブロックの指標量、重
要度の算出を行うＣＰＵなどの演算部２５２とからなる演算処理装置２５０を備えた構成
としてもよい。
【００６３】
　また、画像送信装置４００ｂは、図９に示すように、重要度計算手段３０から送り込ま
れた、画像情報(ブロックデータ)、重要度情報、指標値情報を含む入力データを読込み一
時的に記憶するメモリやディスクなどのストレージ装置(ディスクメモリ４１１)と、この
ディスクメモリ４１１に読み込まれたブロックデータから重要度情報の値に基づき送信す
るブロックを決定すると共に、そのブロックを画像情報から切り出す処理を行うＣＰＵ４
１２と、通信回線に接続されＣＰＵ４１２の制御により、切り出した画像(ブロック)をビ
ットストリームとしてネットワークに送信し、受信装置から送り込まれる停止要求信号を
受信するネットワークインタフェース４１３とを備えた構成を有するものとする。
　尚、本実施形態２のＣＰＵ４１２、およびネットワークインタフェース４１３は、上述
のように、重要度の高い順にブロックデータ(ブロック)の送信を行う。
【００６４】
　このように構成することにより、病理画像診断装置１に設定されたＣＰＵによって処理
された機能を、上記演算処理装置２５０、および画像送信装置４００ｂそれぞれに分散し
て割当てることができるので、各装置におけるＣＰＵの処理負荷を抑制することができる
。
【００６５】
　［実施形態３］
　次に、本発明にかかる実施形態３の病理画像診断システムについて説明する。ここで、
前述した実施形態１と同一の部分については、同一の符号を付するものとする。
　この実施形態３は、システムの機器構成部分は前述した実施形態１(図１)とほぼ同一の
構成を備えており、図３に示すように、実施形態１(図１)の画像表示手段４０ａに代えて
、画像送信手段４０ｃを備え、更に、この画像送信手段４０ｂと通信回線を介して接続さ
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れた受信側端末４０ｃを備えた点が実施形態１の場合と相違する。
【００６６】
　領域符号化手段４０ｃは、重要度計算手段３０から送り込まれるブロック(データ)の順
位と指標値Ｓ４０に基づき、各ブロックデータに対してブロック毎に異なる符号化を行う
(ブロック符号化機能)。
　送り込まれたブロックの重要度がより高いブロックに対しては、元画像に完全に復元可
能な、可逆符号化を行う。
　また、領域符号化手段４０ｃは、送り込まれたブロックの重要度が低くなるにつれて、
その重要度に対応して圧縮率を高くしていき、より高い圧縮率となる符号化を行い(機能)
、符号化されたブロックのデータ量(送信データ量)の軽減を行う。
【００６７】
　更に、領域符号化手段４０ｃは、符号化済みブロックデータＳ５０ｃを受信側に送り、
受信側で重要度の高く送信が必要な符号化済みブロックデータの受信がすべて終了したと
き、受信側(端末)から停止信号６０を受け取り、符号化済みブロックデータの送信を停止
する(データ送信停止機能)。
【００６８】
　［実施形態３の動作説明］
　次に、上記実施形態３における病理画像診断システムの動作について、図１２のフロー
チャートに基づいて説明する。
【００６９】
　まず、組織抽出手段１０に、撮像され、スキャンされた後、染色処理された病理画像が
入力される(ステップＢ１)。組織抽出手段１０は、この病理画像から当該病理画像の輝度
成分のモノクロ画像を作成し(ステップＢ２)、生成されたモノクロ画像から、大津の２値
化などのアルゴリズムを用いて大まかな組織画像領域の抽出を行う(ステップＢ３：組織
領域抽出機能)。指標量計算部２０に送信する。
【００７０】
　尚、上記組織領域抽出機能に先立ち、組織領域外のノイズの影響を抑えるためにぼかし
フィルタを入れるのもよい。
【００７１】
　指標量計算部２０は、元の病理画像とそれに対応する２値化画像を、それぞれブロック
(矩形ブロック)で分割する(ステップＢ４)と共に、組織画像が含まれる各画像ブロックで
指標量を算出し(ステップＢ５：指標量算出機能)、各ブロックを重要度計算手段３０に送
信する。
　重要度計算手段３０は、単一もしくは複数の指標量から指標量と重要度とを関連づける
写像(関数)により各ブロックの重要度を算出する(ステップＢ６：重要度算出機能)。
【００７２】
　また、重要度計算手段３０は、算出された重要度の高い順にブロックをソートし(ステ
ップＢ７)、領域符号化手段４０ｃに送信する。
　領域符号化手段４０ｃは、ソートされた順に、各ブロックの重要度に応じて圧縮率を変
えながら、各ブロックの符号化を行う(ステップＢ８)。
【００７３】
　次いで、領域符号化手段４０ｃは、符号化されたブロックデータに重要度情報を付加し
て受信側に送信する(ステップＢ９)。
　受信側は必要な重要度のブロックデータを受信後、ブロックデータの送信停止を要求す
る停止要求信号を、送信側である領域符号化手段４０ｃに送信する。
　領域符号化手段４０ｃは、この停止信号を受信した(ステップＢ１０：ＹＥＳ)場合に、
符号化済みブロックデータの送信を停止する(ステップＢ１１送信完了)。
【００７４】
　尚、組織領域抽出機能、指標量算出機能、重要度算出機能については、その実行内容を
プログラム化し、病理画像診断装置１内に予め備えられたコンピュータに実行させるよう



(13) JP 5387147 B2 2014.1.15

10

20

30

40

に構成してもよい。
【００７５】
　また、本実施形態３における構成内容の変形例として、上記実施形態３の組織抽出装置
１００、指標量計算装置２００を構成する指標量計算部２００１，２００２，…、および
重要度計算装置３００とからなる構成に代えて、図７に示すように、画像データ(ブロッ
ク)、指標量情報、および重要度情報を蓄積するメモリや記憶ディスクなどのストレージ
装置２５１と、画像データ(ブロック)における組織領域の抽出、各ブロックの指標量、重
要度の算出を行うＣＰＵなどの演算部２５２とからなる演算処理装置２５０を備えた構成
としてもよい。
【００７６】
　また、領域符号化装置４００ｃは、上記画像送信装置４００ｂと同様に、図９に示すよ
うに、重要度計算手段３０から送り込まれた、画像情報(ブロックデータ)、重要度情報、
指標値情報を含む入力データを読込み一時的に記憶するメモリやディスクなどのストレー
ジ装置(ディスクメモリ４１１)と、このディスクメモリ４１１に読み込まれたブロックデ
ータから重要度情報の値に基づき送信するブロックを決定すると共に、そのブロックを画
像情報から切り出す処理を行うＣＰＵ４１２と、通信回線に接続されＣＰＵ４１２の制御
により、切り出した画像(ブロック)をビットストリームとしてネットワークに送信し、受
信装置から送り込まれる停止要求信号を受信するネットワークインタフェース４１３とを
備えた構成であってもよい。
【００７７】
　尚、本実施形態３のＣＰＵなどの演算装置４１２は、ブロックの切り取りとビットスト
リーム化の間で画像データの符号化を行い、その時の圧縮率はブロックの重要度に応じて
変更を行うものとする。
【００７８】
　これにより、病理画像診断装置１に設定されたＣＰＵによって処理された機能を、上記
演算処理装置２５０、および領域符号化装置４００ｃそれぞれに分散して割当てることが
できるので、各装置におけるＣＰＵの処理負荷を抑制することができる。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、遠隔地間で行われる病理画像診断や、遠隔医療にかかる画像診断を支援する
システムに適用することができる。
【符号の説明】
【００８０】
　１　病理画像診断装置(病理画像診断システム)
　１０　組織抽出手段
　２０　指標量計算部
　３０　重要度計算手段
　２０１、２０２、２０３、…　指標計算部
　２５０　データ処理装置
　２５１、３５１、４１１　ディスクメモリ
　２５２、３５３、４１２　ＣＰＵ(中央処理装置)
　３５４　モニタ
　４００ａ　画像表示装置
　４００ｂ　画像送信装置
　４００ｃ　領域符号化装置
　４１３　ネットワークインタフェース
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