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3月のある日のこと①
50代女性

2021年3月3日（水） 凹凸クリニック受診、 頭部MRI検査→脳腫瘍が疑われるが、難解に
て遠隔画像診断依頼となる。

2021年3月5日（金） 凹凸クリニック受診、頭部 MRI検査結果説明（下垂体腫瘍の疑い）、
精密検査のため血液（ホルモン）検査

2021年3月9日（火） 凹凸クリニック受診、血液結果説明、下垂体腫瘍の疑いが ↑
広島大学病院もしくは県立広島病院脳神経外科 受診を勧められる。
ご主人との相談も含め 一晩考えることに。

2021年3月10日（水） 凹凸クリニック受診、広島大学病院脳神経外科への 紹介を求める。
凹凸クリニック→広島大学病院病診連携室を介し、受診日が 3月16
日（火）に決定。

2021年3月16日（火） 広島大学病院脳神経外科受診。 下垂体腫瘍との診断 。
→手術困難。内服薬にて経過観察 となる。



3月のある日のこと②
50代女性

2021年3月3日（水） 霞クリニック受診、頭部 MRI検査。脳腫瘍（下垂体腫瘍） を疑われる
も断定に至らないとのことで、クリニック医師はすぐさまクラウドで
MRI画像を共有、コンサル機能を利用して 権威であるA医師に相
談。A先生からのアドバイスがメールで伝えられ、 翌日の血液検査
を打診される。

2021年3月4日（木） 霞クリニック受診、頭部 MRI検査結果説明（下垂体腫瘍の疑い）、精
密検査のため血液（ホルモン）検査

2021年3月8日（月） 霞クリニック受診、血液結果説明、 下垂体腫瘍との診断 。
A医師のアドバイスに従い、 内服薬にて経過観察 となる。



1. 最適な医療の提供の為の、医師／医療従事者間コラボレーション
○ 医師が診療科、病院・クリニック、地域、国を越えて、症例情報を共有することで、より専門的な

診断支援をスピーディーに受けられ、より良い医療を患者に提供できる

医療におけるクラウドの可能性（クラウドだからできること）

2. チーム医療の為の、 AI開発におけるデータ連携
○ データの提供収集→加工→AI開発→利用のプロセスにおい

てクラウドの活用により、データの有効活用、 AI開発時間、コ

スト、統一されたデータ管理を実現

専門医による遠隔画像診断

知り合いやネットワーク上の
他の医師によるコンサル

学会、研究会、専門医相談
会等での難症例の相談



医師、医療従事者間コラボレーション
〜COVID-19 CTトリアージ事例



トリアージ待機の解消に向けて

2020年末に感染患者数が全国的に増加

医療体制がひっ迫

感染患者のトリアージの滞り発生

CT トリアージ施行を決定

令和2年12月23日の中国新聞より

http://www.hph.pref.hiroshima.jp/about/topics/img/triage_201223.pdf


トリアージ待機の解消に向けて

迅速な結果配信

求められていたもの

被験者は全てコロナ陽性患者

→　医療従事者との接触時間をなるべく減らしたい

目的はトリアージ

→　ネクストステップに早く移りたい

安全な運用 医療従事者の安全の確保をしたい

→　密集を避ける＝稼動できる医療従事者数が限られる

→　運用を迅速に行う  ＝ 医療従事者の数を増やして対応する

トリアージ運用がクラスターになる事を防ぐ

→　一般人が感染しない仕組みが必要

運用方法を見極めを行い、安全かつ迅速という、難易度の高い問題解決が必要



トリアージ待機の解消に向けて

“LOOKREC”の利用

解決策

コロナトリアージ専用のレポーティングシステムの開発と実装

クラウドシステムの利用によりアップロード〜読影〜結果配信までタ

イムラグなし

読影医は現地に行かず、 遠隔で対応

移動CT搭載車 病院外にトリアージ施設を置くことで、一般人や患者から隔離した運

用が可能

携帯電話回線＋LOOKRECにて撮影後処理も全てモバイル化

安全に配慮しつつ、読影医の大量確保・運用が可能となった



ためる 記録する

見る 共有する

◯ 検査画像  

 （DICOM：CT・MR・CR…  病理 ）

病院
クリニック

◯ レポートシステム

　　レポートデータ

　　（放射線・病理）

　　（胸部・胃部健診）

個人・家族
在宅診療
クリニック

検査データ 診療データ

研究・教育
機関ex） 

◯ 検査データ共有

・画像配信　　  ・コンサル機能

・PHR連携　　・データ連携（ AI・分析）

※ビューワ  ソフトウェア

  医療機器販売名：ルックレック

  医療機器承認番号：  227AGBZX00096000

医師が医師のために作った医療支援クラウド（LOOKREC）



広島県新型コロナウイルストリアージ外来

医師5名（医師4名+感染症科医師1名）

看護師6名（看護師5名＋感染制御部看護師1名）

放射線技師2名　事務2名

当日の流れ

1.    受付（県職員）

2.    問診票記入（本人）

3.    バイタルチェック（看護師）

4.    採血（看護師）

5.    CT

6.    診察（医師）

場所　　　　　：コジマホール・中区スポーツセンター 

期間　　　　　：2020年12月23日～12月26日 

診療放射線技師：霞クリニック：3名　A,B,C 

　　　　　　　　広島大学病院：3名　D,E,F 



CT車 

待合室 

クリーンエリア 

PC/プリンタ  

EV 

EV 

脱衣室 

問診 

採血 

診察 



CT車内の感染対策

● 出っ張り部分など患者さんが触

れて感染しそうな箇所へビニル

シートなど養生を施す  

⇨拭き取り清掃 

● 寝台、枕部は機械部分が露出

しないようディスポシートで覆う

（患者ごとの交換は不要）  

● 操作スペースはク

リーンエリアとする

ため養生 

● 患者導線を明確に

する工夫（矢印）  

● CT車入り口 

階段あるため注意

必要 

● 防風シートあるが

汚染に危険あるた

め撤去 



個人用防護具　personal protective equipment： PPE

シューカバー 

プラスチックエプロン 

ニトリル手袋・PVC手袋 

キャップ 

フェイスガード 

N95マスク・サージカルマスク 



CT診断フロー

CT

診察（感染症医師）  

画像診断（放射線診断医師）  

診断レポートをプ
リントアウト  

撮影・オーダー（診療放射線技師）  

upload tool  

DICOM 
strage 

モバイル 
ルーター 

画像診断・レポート作成  

レポート 

1. CT撮影後、画像をノートPCへDICOM転送 

2. uploadフォルダを監視しDICOMファイルがアーカイブ

されるとLRへアップロード 

3. 遠隔読影オーダーを自動作成 

4. 読影医によりオーダー済検査を読影開始 

5. 画像診断実施、読影結果をLR内にアーカイブ 

6. 現場スタッフは、レポート作成された検査からレポー

トをプリントアウトし、診察室へ移送 



トリアージ専用LOOKREC



検査日  担当放射線技師  撮影件数  コロナ肺炎疑い 

2020/12/23  A,D  37  19 

2020/12/24  B,E(F)  51  30 

2020/12/25  A,F(D)  49  28 

2020/12/26  C,D(E)  59  40 

合計    196  117 

広島県新型コロナウイルストリアージ外来　結果

単位：分 撮影〜アップロード 撮影〜返却

mean 6.8 13.5
min 3 4
median 5 12
max 20 85

撮影終了からレポート返却まで平均14分（中央値 12分）

撮影終了からレ
ポート返却まで平
均14分！（中央値 

12分）

約60%に
肺炎疑い



クラウドだから実現できたこと

● 迅速な立ち上げ（2日で立ち上げ）
○ 計画から実施まで2日という限られた時間の中で、 PaaS（GAE）の機能をフル活用し、トリ

アージ専用の読影ツールを開発（オンプレでないので関連機器へのインストール等の必要
もゼロ）

● チーム医療の安全確保
○ 撮影、診断をクラウドを介して物理的に離れた場所で行うことで、感染リスクを最小化、対

応できる読影医の数も早期に確保可能

● 診断のスピード向上（ 14分以内）～医師関連系
○ CT車から直接クラウドを介して読影し、発生源入力ベースで診断結果をスピーディーに返

す事で、トータルのスピード向上
○ 血液検査よりも先に診断結果返却

医療従事者同士が施設・地域を越えてコラボレーションすることで患
者への迅速かつ適切な診断を行える可能性を体現



その他の例：スポーツ分野でのコラボレーション 
● スポーツチームのトレーナー、チームドクターなどがLOOKRECを利用し、いつでもどこからでも

選手の検査画像データを共有する
● 過去の選手のCD画像を選手ごとに一元的に管理する
● 各スポーツ選手の画像の蓄積および症例参照が可能
● プロ・トップアスリートからアマチュアまで



医療AIにおける協業プラットフォーム



・脳動脈瘤、肺結節、乳癌、半月板など
・AIプラットフォーム国家プロジェクトにも参画中

LOOKRECを通して診断にAIを組み込む 



データの提供・収集
（研究機関、医療機関、製薬メーカー等）

データの加工／アノテーション
（専門医、研究者、データサイエンティスト）

AI研究・開発
（AIアルゴリズム開発ベンダー等）

AIの実装・利用
（医療機関、診断センター等）

● 関係者（企業）とのデータの授受が煩雑
● データの管理・コンプライアンス遵守が大変
● 蓄積したデータの有効活用を検討したい

● DICOMビューアーやアノテーションツール
など複数のツールの習熟および利用を求
められる、

● そもそも診療や日常研究に忙殺されていて
時間がなかなかとれない

データ共有・匿名化・セキュリティの担保

が共通の基準での管理が難しい

● 優秀なアノテーターは多忙、セグメンテー
ションツールに不慣れ

● 作業時間が掛かったり、質問題でアルゴリ
ズム生成に必要以上の教師データが必要
になる（コスト↑、開発スピード↓）

● AIを試したいが、既存システム（多くがオン
プレ）や診断業務に組み込むのが大変

● データを貯めておきたいが業務で使うスト
レージは肥大化、高コスト

医療AIを取り巻くチャレンジ 



● データの発生時保存をしそのデータ
を共有することでデータ受け渡し時
間、コストを節約

● 容量を気にせずにRawデータを可
能な限り保存できる

データの提供・収集
（研究機関、医療機関、製薬メーカー等）

データの加工／アノテーション
（専門医、研究者、データサイエンティスト）

AI研究・開発
（AIアルゴリズム開発ベンダー等）

AIの実装・利用
（医療機関、診断センター等）

クラウドがデータのリアルタ

イム共有、セキュリティ（アクセ
スコントロール）、低コストを実
現

● クラウド上のデータへ直接アクセする
ことで場所を問わない作業

● ツールを統一化、ブラウザ化すること
で場所と時間の効率化

● アノテーション済みの膨大なデータを
活用して様々な種類の研究・開発を
同時に行える

● コンピュートリソースの心配から解放

● Plug-in形式、またサブスクでのAIアル
ゴリズムの利用により多種の検証、利
用が簡単に

● 診断から新たに生まれるデータも低コス
トに保存、移行の手間から解放

クラウドで実現する医療AI協業プラットフォーム 

CT CR
・・・



● データの発生時保存をしそのデータ
を共有することでデータ受け渡し時
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・・・



医療支援AI活用に関する国プロジェクトへ参画中 

医療支援AI
プラットフォーム

【その他AI（予定）】
・音声認識
・ゲノム解析　　など

【画像診断支援AI（放射線、病理）】

AIベンダ 1

AIベンダ 2

AIベンダ 3

AIベンダ 4

・
・
・

DICOM

簡単アップロード

医師が使いたいAIを
簡単に選択できる

ポータルサイト

※上記概念図は、将来構想を含みます。. 

【医療機関側】

簡単にAI結果を参照

ITに詳しくな
い医師

・匿名化対応
・AIベンダの振分
・AI結果の管理
・ビューワへの描画

DICOMデータ

AI結果
（座標等）



エムネスとLOOKRECについて



身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝え

世界中の医師や医療従事者が連携して、

患者のために理想の医療が提供できるようにすること。

エムネスのミッション



エムネス医療機関様

読影・報告書作成 読影依頼・参照 

常勤11名の

放射線診断専門医が

質の高い報告書を

ご提供

難症例はその場で

複数医師での

カンファレンスを

実施

過去画像のある

患者様については

経過を比較した

読影を実施

読影は

2営業日以内
  （受付時間：月〜金　9:00〜17:30）

緊急症例には

即時対応を実施
（概ね1時間程度）

専門家集団による遠隔画像診断 放射線診断専門医　常勤 11名

その他登録医師 7０名



病院／クリニック／健診機関 読影センター

③自動画像アップロード ④診断依頼

⑥レポート参照

⑤読影・レポート作成

①検査実施 ②画像保存

SSL/TLS

インターネット 

SSL/TLS SSL/TLS

UploadTool

遠隔読影＆LOOKRECのシステムイメージ 



テクノロジースタック
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LOOKRECアーキテクチャ



 
 

ありがとうございました。
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