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対象疾患 胃癌、食道癌、大腸腺腫、大腸癌 

アセットの概要 消化管早期腫瘍性病変に対して機械学習を通じて自動診断システムを構

築する。初期段階の実験としてオープンソースにおける最新の deep 

learning を用いた画像認識システムにより既存の内視鏡的病変画像に対

する認識実験を行い良好な成績が得られつつある。今後認識率向上、対象

疾患拡大の為、画像認識機械学習に関する専門家とのコラボレーションを

行う予定である。 
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消化管腫瘍性病変の内視鏡画像を用いた
自動画像診断装置構築に関する研究



消化管腫瘍性病変に対する内視鏡画像診断

〇 質的診断
・拡大内視鏡 （補助的に画像強調）
・超拡大内視鏡 （自動診断装置）

〇 拾い上げ診断
・画像強調内視鏡 （補助的に拡大）

・NBI、BLI、i-scan
・蛍光内視鏡
・広角内視鏡



機械の眼による
拾い上げ診断の改善の試み



顔認識システム

病変検出補助システム



最新のOpen Innovationの導入、確認

CNN、SSD



物体認識と代表的なCNN
Alex Net

GoogLeNet

ILSVRC 2012 winner
ImageNet Classification 
Top-5 error
16.4%

ResNet

ILSVRC 2014 winner
ImageNet Classification 
Top-5 error
6.7%

ILSVRC 2015 winner
ImageNet Classification 
Top-5 error
3.5%



物体検出-R-CNN、SSD

Liu, Wei, et al. "SSD: Single Shot MultiBox Detector." arXiv preprint arXiv:1512.02325 (2015).

Girshick, Ross, et al. "Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation." 
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014.



Image Classification-CNN

～Python+Chainer+GooogLeNet～



Learning Dataset （Polyp）



Learning Dataset （Normal）



Inspection for Image Classification







Object Detection-SSD

～Python+Keras（TensorFrow）+inception v3～



SSD （Python+Keras+TensorFlow)



Learning Datasets for Legion Detection



Modified Algorism for Legion Detection



Legion Detection by SSD



Legion Detection by SSD



Legion Detection by SSD



Legion Detection by SSD



Legion Detection by SSD



画像情報専門家とのコラボレーション

Multiple Methods Evaluation
～Sommelier - RIKEN～



On 4DICP



領域抽出
機械学習

（Sommelier）

セグメンテーション画像
※ 既存情報収集
※ 正解領域付き画像
※ 病理診断結果添付

First Step （セグメンテーション画像抽出条件設定）

食道 20例

胃 20例

大腸 20例

領域表示
調整

＋

検証用データセット
静止画でのdetectionを
検証

食道 正常 10例
病変 10例

胃 正常 10例
病変 10例

大腸 正常 10例
病変 10例

追加収集画像への
要望を収集

〇 オプトアウト、公開情報
〇 画像、病理診断は匿名化
〇 Study No. vs. ID の対応表

は個人情報管理者管理

同意、個人情報保護対策

〇 情報提供元施設への体制
確認

同意、個人情報保護対策



領域抽出
機械学習

（Sommelier）

セグメンテーション画像
※ 既存情報収集
※ 正解領域付き画像
※ 病理診断結果添付

2nd Step （セグメンテーション画像抽出、学習）

食道 80例

胃 80例

大腸 80例

領域表示
調整

＋

検証用データセット
静止画でのdetectionを
検証

食道 正常 20例
病変 20例

胃 正常 20例
病変 20例

大腸 正常 20例
病変 20例

アルゴリズム選択、
領域表示システムへの
フィードバック

〇 オプトアウト、公開情報
〇 画像、病理診断は匿名化
〇 Study No. vs. ID の対応表

は個人情報管理者管理

同意、個人情報保護対策

〇 情報提供元施設への体制
確認

同意、個人情報保護対策



Photoshop Lightroom による
セグメンテーション画像データベースシステム



NEXUS - ラベル、マスク情報付きデータベースシステム

診断に画像ラベルを付与する階層を追加 （追加ソフトで対応可能）
病変領域描画→対応画像に紐付けしてマスク情報として出力

1

2

3

4

5

6

7

8

胃 ：慢性萎縮性胃炎 ：画像 １．２．

胃 ：早期胃癌 ：画像 ３．４．５．６．７．８．

食道 ：異常なし ：画像

十二指腸：異常なし ：画像



自立成長
学習

学習用データ収集システム
※ 前向き情報収集
※ 有病変画像選定
※ 自動匿名化

3rd Step （NEXUS改修→多施設での病変情報収集）

食道 〇〇例

胃 〇〇例

大腸 〇〇例 領域表示
調整

＋

検証用データセット
静止画でのdetectionを
検証

食道 正常 20例
病変 20例

胃 正常 20例
病変 20例

大腸 正常 20例
病変 20例

自律成長学習による
診断能の改善を確認

プロトタイプ
アルゴリズム

＋

〇 文面同意（包括同意？）
〇 画像、病理診断は匿名化
〇 Study No. vs. ID の対応表

は個人情報管理者管理

同意、個人情報保護対策

〇 個人情報判断
〇 情報提供元施設への体制

確認

同意、個人情報保護対策



進捗状況

〇 画像情報専門家とのコラボレーション
・ 倫理委員会通過待ち

・ 画像データベースシステムの構築

〇 最新のOpen Innovationの導入、確認
・ 導入に成功、内視鏡画像での病変認識を確認
・ 初期段階の成果発表を検討

〇 最新の内視鏡機器による新世代の画像認識
・ 3D-AIに向けた情報収集、専門家との協議へ
・ 特殊光時間差照射等、新規画像認識に関する開発


