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世界の内視鏡市場
2027年の市場予測
8.3兆円 A社（日本）

B社（日本）
C社（米国）

約70%

約15%

約15%

日本が世界の
市場の85%を保有
→日本が大きな
アドバンテージ



潰瘍性大腸炎とは
(Ulcerative Colitis; UC）
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潰瘍性大腸炎

⚫ 下血と腹痛を主訴とする原因不明の慢性大腸炎

⚫ 患者数は増加の一途、20万人以上と推測されている

⚫ 若年で発症することが多く、天寿を全うできる症例が

大部分である

⚫ 再燃と寛解を繰り返す

⚫ 長年にわたり免疫抑制治療を要することが多い

⚫ 重症化すると手術（大腸全摘術）となる

⚫ 炎症が長期的に続くと大腸がんのリスク増加難病情報センターHP

寛解期 活動期
（再燃）

軽症例が除外
されているため



潰瘍性大腸炎(UC)の内視鏡診断

潰瘍性大腸炎活動期 感染性腸炎
（キャンピロバクター腸炎）

感染性腸炎
（アメーバ大腸炎）

寛解期の潰瘍性大腸炎に
合併した

キャンピロバクター腸炎

⇒診断には内視鏡検査は必須であるものの、
感染性腸炎との鑑別がとても難しい



潰瘍性大腸炎(UC)の炎症の有無を評価する意義
-内視鏡・組織学的炎症-

Bryant RV, et al. Gut 2016

入院・手術・大腸がんリスク低下

⇒「粘膜治癒」は治療目標となっ
ている

内視鏡的炎症なし 内視鏡的炎症？？

組織学的炎症なし 組織学的炎症あり

内視鏡的・組織学的炎症の有無と
長期的な寛解の有無の関連

内視鏡的＋組織学的な炎症のない患者
で最も寛解を維持する頻度が高かった

内視鏡+ 組織学的寛解

内視鏡のみ寛解

組織学的炎症あり



画像強調内視鏡・拡大観察による炎症の評価

自家蛍光内視鏡 (AFI)Linked Color Imaging (LCI)

超拡大内視鏡
（メチレンブルー）

NBI併用超拡大内視鏡

⇒通常光観察に比べ、より客観的な評価が可能・組織学的寛解の予測に優れる

NBI拡大内視鏡

通常光観察

・ボタン1つでモード変更

・広い範囲での炎症評価

・専門医・非専門医を

問わずに評価

・拡大をするのに修練が

必要・病変の選択は専門

性に左右

・特殊な染色が必要

・より詳細な観察は可能

だが、広い範囲での評価

には向かない

Moriichi K, et al. Int J Colorectal Dis.  2015



Takenaka K, et al. Gastroenterology.  2020

◼ 通常光観察でのAIによる粘膜治癒の評価

◼ NBI併用超拡大内視鏡でのAIによる粘膜治癒の評価

Maeda Y, et al. Gastrointest Endosc.  2019

既存のUC-AI研究と本研究を着想するに至った経緯

✓ LCI・AFIといった画像強調観察における炎症を評価するAI研究はこれまでにない

✓ 組織学的な炎症評価において画像強調観察は通常光観察による評価を上回る

✓ NBI併用超拡大観察では、観察手技や病変選択は専門性に左右される

✓ 内視鏡医の診断能との比較がなく、学習させる画像の難易度が不明であった



潰瘍性大腸炎の炎症評価の問題点と本研究の目的

自家蛍光内視鏡 (AFI)Linked Color Imaging (LCI)

⇒専門医・非専門医問わず、簡便で、より客観的な評価・組織学的寛解の予測を目
指して、人工知能・深層学習による自動診断システムの開発が望まれる

通常光観察

⚫ 患者数は増加しているが、非専門医であっても診断する機会が増加し、拾い上げ
診断が重要であるが、感染性腸炎との鑑別困難であり、診断自体が困難

⚫ 内視鏡に加え、生検による組織学的炎症評価は患者さんの予後を左右するが、
煩雑さや侵襲性・診断の確実性が問題となる



研究チーム

消化管・胆膵
グループ

炎症性腸疾患
チーム

内視鏡診断

画像収集・解析

高橋慶太郎
（消化器病指導医
消化器内視鏡指導医）

機械学習
・深層学習

旭川医科大学 内科学講座
病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野

消化器・内視鏡部門

教授：藤谷幹浩
准教授：盛一健太郎

アノテーションを付与した
良質な画像を提供
（専門医が診断）

機械学習で得られた結果を
フィードバック

→ハイパーパラメーターを修正

消化管・胆膵
グループ
機械学習・
深層学習
チーム

統計・機械学習
佐藤裕基（メディカルAI学会公認資格
コース修了・消化器病・消化器
内視鏡専門医）

深層学習

榎本克朗
（メディカルAI学会
公認資格コース修了）

予測精度の高い
NCCを作成

安藤勝祥
（消化器病指導医
消化器内視鏡指導医）



研究デザイン

【目的】

潰瘍性大腸炎の炎症の有無について、深層学習を用いて診断能を評価し、

内視鏡医の診断能と比較する

【症例】

2017年～2021年に当科で潰瘍性大腸炎の疑いで大腸内視鏡検査を受けた200例

【画像】

• 通常光（白色光）200枚

• AFI 200枚

• LCI 200枚

【病理画像】 200枚（内視鏡画像と同じ部位から生検）

→病理専門医による診断；潰瘍性大腸炎の有無と炎症の程度

【研究デザイン】

後ろ向き研究
（旭川医科大学倫理委員会；18267）

合計600枚



研究概略

白色光 200枚

200枚

200枚

潰瘍性大腸炎疑い
で大腸内視鏡検査を
施行した200例

1症例につき、同部位から3画像

内視鏡画像と同じ部位から生検

①既存のCNNモデル
を用いて解析

• CNN ①
• CNN ②
• CNN ③・・・

教師データ・正解データ

診断精度を比較

②内視鏡医
8名による診断

• 炎症のあり・なし
を内視鏡画像
から判定

LCI

AFI



研究方法
1. 総画像枚数 600枚（200枚x3セット）

→画像拡張（Data augmentation)；回転（+60、+120、+180)

オフライン拡張；合計 2400枚（800枚x3セット）

→実臨床データを意識し、回転のみのデータ拡張とした

（内視鏡スコープの回転により、画像は回転して撮影されうる）

2. トレーニングデータ・テストデータ

→ランダムに選別；トレーニング 650枚＋テストデータ 150枚

3. 機材

• DRAM 32GB (SSD 512GB)

• CPU; Intel Core i7-8700

• GPU; NVIDIA GeForce RTX

深層学習の具体的な手法

高価なデバイスを用意しなくても

実行可能（≒手軽）なシステムを
目指した



研究結果

内視鏡医による判定結果
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研究結果 CNN① CNN②

通常、専門医・専攻医が行う場合の正診率は80-85% 
(Moriichi et al. Endoscopy. 2015)

→判読の難しい症例が多いデータセットにもかかわらず
感度、特異度、正診率の上昇が認められる

特に画像強調内視鏡では深層学習による
診断能向上の効果が大きい

医師読影



本年度の研究計画

1. 既存の内視鏡データベースを活用

→収集画像枚数の増加と掘り起こし

(当科が確立した道内データベース

UC 1000名⇒道内の約13%*）

2. 前向き(prospective)での画像収集

→治療効果判定などへの応用と

治療効果の早期予測

3. 社会実装に向けた取り組み

→道内各診療拠点のニーズの拾い上げ

1. ハイパーパラメーターの調整

2. 画像強調内視鏡（2モード）と

白色光の組み合わせによる

診断能向上の検証

3. リアルタイム診断・動画対応への検討

→独自のCNNモデルを構築し、

更に精度の高いAIアルゴリズムを

確立する

【炎症性腸疾患チーム】 【機械学習・深層学習チーム】

*平成26年度末衛生行政報告例からの推計



我々のシーズとコラボレーションの必要性

研究シーズ

• 画像強調内視鏡を潰瘍性大腸炎の
AI診断に活用した世界初の研究

• ハイパフォーマンスなデバイスが不要

• 潰瘍性大腸炎の
良質・豊富な内視鏡データベース

• 内視鏡診断と対応する病理組織
（正解データ；病理専門医による診断）

• 現在、動画対応（リアルタイム診断）に
向けた技術を開発中
（高いフレームレートでの動作を確認）

本事業での
コラボレーション

• AI技術の社会実装に向けた
ソフトウェア開発

→特許取得とライセンスアウト
→現在、潰瘍性大腸炎に対するAI診断は
「ブルーオーシャン」

• 産官学連携による
オープンイノベーション・スタートアップ

→今後数年間に大きく成長する産業
→日本が主導権を得ている内視鏡産業
では国内企業にアドバンテージ



将来展望

潰瘍性大腸炎患者の多い
欧米へのライセンスアウト

専門医・専攻医のトレーニング
ソフトウェアとして活用

生検が不可能な症例（抗血小板・
抗凝固薬内服例、穿孔症例など）
に対する的確な診断

高パフォーマンスなデバイスが不要
→内視鏡技術が未発達な地域への
技術提供


