
    

OLYMPUS ICT-AIプラットフォーム 技術戦略説明会 

内視鏡検査におけるAI診断支援のためのオープンプラットフォームの開発 
～消化器内視鏡におけるCAD（コンピューター診断支援）アプリケーション提供へ～ 

2019年 3月13日 
オリンパス株式会社 

医療マーケティング本部 内視鏡イメージングマーケティング部 
山田 貴陽 
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※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

OLYMPUS AI 
Server in Surgery 

Advanced Imaging 

AR/VR 

AI Based  
SI & Protocol 
Tracking 

Active Energy  
Control 

Image 
Navigation 

Voice Control 

Advanced 
Manipulation 

Endoscopy 
Intelligent System 

Intelligent Sensing 
for Inspection 

Digital Imaging 
Sensing 

Evidence-based 
Machine Inspection 

Support for 
Human 
Inspection 

Inspection Evidence and 
Effectiveness Data Analysis 

Multi-modal 
Inspection Data 

Analysis 

検査準備 

内視鏡挿入 

診断 

処置 

機器の洗浄 
消毒作業 

OLYMPUS ICT-AI活用： 顧客業務効率化・満足度向上 

レポート作成 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 
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消化器内視鏡検査・治療ワークフロー 

検査準備 

内視鏡挿入 

診断 

処置 

レポート作成 

機器の洗浄 
消毒作業 

ICT活用で 
検査準備の負荷軽減 

AI活用(ナビゲーションシステム等）
で挿入支援※ 

AI活用で診断支援※ ICT活用により 
半自動でレポート作成 

ICT活用で洗浄・消毒 
作業効率化&品質UP 

ICT活用で 
治療の効率化 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

Endoscopy Intelligent System 
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消化器内視鏡検査・治療ワークフロー 
ICT活用で 
検査準備の負荷軽減 

AI活用で 
ナビシステムで挿入支援 

AI活用で診断支援※ ICT活用で 
半自動化でレポート作成 

ICT活用で洗浄・消毒 
作業効率化&品質UP 

検査準備 

内視鏡挿入 

診断 

処置 

レポート作成 

機器の洗浄 
消毒作業 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

Endoscopy Intelligent System 
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コンピューター診断支援 

CAD 
Computer-Aided Diagnosis 

コンピュータ検出支援 
CADe : 
computer-aided detection 

コンピュータ診断支援 
CADx : 
computer-aided diagnosis 

コンピュータ診断支援（CAD） 

医用画像をコンピュータで定量的に解析し、 
「医師による病変の診断（発見や鑑別）」を 
側面より支援する機能 

発見 鑑別 生検採取 内視鏡 
治療 

内鏡視下 
手術 外科手術 

最終的な判断は医師が行う 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 
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食道 

胃 

大腸 
小腸 

消化器領域における対象臓器・疾患 

がん 
腫瘍 

どのような疾患・臓器を対象とするのか？ 

炎症性腸疾患 
etc... 
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医療従事者との協力はもとより自社CAD開発と併せて 
優れたAI技術をもつ他機関との協業も検討し 
消化器内視鏡分野における様々なCADを実現 

パートナー 

AI＆CAD関連機関 

企業 
研究団体 
Etc… 

病院 

Etc… 
学会 

医療従事者 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 
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内視鏡検査効率に貢献 

疑わしい領域を 
リアルタイムに自動検出 

医師の病変発見作業を支援 

大腸内視鏡 

コンピュータ検出支援 (CADe :Computer-aided detection) 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

 
 
 
 
 
症例画像のため、掲載しておりません 
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画像端の病変 遠景の病変 顕著な病変 

エキスパートドクターの教師情報を基に、 
様々な条件において病変を検出できるよう学習 

コンピュータ検出支援 (CADe :Computer-aided detection) 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

症例画像のため、掲載しておりません 
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暗部の病変 平らな病変 小さく写る病変 

エキスパートドクターの教師情報を基に、 
様々な条件において病変を検出できるよう学習 

コンピュータ検出支援 (CADe :Computer-aided detection) 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

症例画像のため、掲載しておりません 
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大腸内視鏡検査における医師の診断補助に貢献。 
AIを搭載した内視鏡画像診断支援ソフトウェア 
「EndoBRAIN®」を発売。内視鏡分野のAI技術
において国内初の薬事承認を取得。 

コンピュータ診断支援 (CADx :Computer-aided diagnosis) 

ニュースリリース：2019年2月25日 
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大腸内視鏡検査においてAIによる臨床
診断支援ソリューションを有するai4gi社
（カナダ）と共同開発契約を締結 

※Satis Operations社とImagia社によるジョイントベンチャー 

Artificial Intelligence for Gastrointestinal Tract 

ニュースリリース：2018年5月7日 
                      Olympus America Inc. より 

コンピュータ診断支援 (CADx :Computer-aided diagnosis) 



No data copy / No data transfer permitted 2019/3/18 13 

近い将来…   様々な企業が、夫々のCAD機器を提供 

企業A CAD機器 

企業B CAD機器 

企業C CAD機器 

オリンパス CAD機器 

CAD オープンプラットフォーム 

企業D CAD機器 

医師は複数のCAD機器を準備しなければならない… 
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企業A CAD機器 

企業B CAD機器 

企業C CAD機器 

オリンパス CAD機器 CAD オープンプラットフォーム 

協業企業も含めた複数のCADソフトを搭載 
→協業企業により開発されたCADのアルゴリズムを当社
プラットフォーム向けのソフトに変換 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

CAD オープンプラットフォーム 

企業D CAD機器 
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企業A CAD機器 

企業B CAD機器 

企業C CAD機器 

オリンパス CAD機器 

企業D CAD機器 

変
換 

変
換 

アルゴリズム 

CADソフト① 

CADソフト② 

CADソフト③ 

アルゴリズム 

アルゴリズム 

CAD オープンプラットフォーム 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

CAD オープンプラットフォーム 

協業企業により開発されたCADのアルゴリズムを、当社のCADソフトに互換できるよう変換し、
当社のプラットフォームとして、複数のCADソフトを提供できる技術 
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企業A CAD機器 

企業B CAD機器 

企業C CAD機器 

オリンパス CAD機器 

企業D CAD機器 

CAD オープンプラットフォーム 

協業企業が独自に開発したCAD機器も、 
状況に応じて、当社の販売チャネルを活用し、販売することを考慮 

変
換 

変
換 

CADソフト① 

CADソフト② 

CADソフト③ 

CAD オープンプラットフォーム 

※医薬品医療機器等法未承認の技術です。 

当社から 
提供 

当社から 
提供 

アルゴリズム 

アルゴリズム 

アルゴリズム 
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AI、ICTを活用し、更なる内視鏡医療の普及・発展に貢献できる
技術開発にチャレンジを続けます 
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