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存亡の危機！？
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昨年度の「RadFan」誌上にて、今こそAl維新の時として

重要な局面の到来を語った中田典生氏（東京慈恵会医科大学） 。

あれから1 年が経ち、Alを取り巻く環境、そして今見える未来はどのように変わったのか。

始まった激動の時代を日本は放射線科は生き抜くことができるのか。

ェルピクセルと共同でAl開発を行っている

北村直幸氏（株式会社エムネス代表取締役）と共に、

開発に携わる立場からの視点も交えながら語って頂いた。

また途中から登地 敬氏（株式会社エムネス）にもご参加頂き、

割拠する各社のAlの行く末についても議論して頂いている。

同じ土俵では中国や
アメリカに勝てないが、
未知の部分に可能性
がある

中田 開発に関しては、まず日本の人た

ちは中国とかアメ リ カには絶対まともに

闘っても、同じ土俵では勝てないだろう

と思います。 しかし日本にはデータがい

っばいあって、アメ リ カとか中国のやら

ない未知の部分では可能性もあるだろう

と思います。 そもそもビジネスモデルが

うまくいってないんだろうと思います。

研究費をもらって大学で論文を書く研究

者はそのことだけにしか典味がなくて、

産業界との連携が弱すぎるんじゃないか

と感じます。

それからプログラミング教育は今、我

々の世代よりも若い人。我々ですとコン

ピューターは使うだけで自分でプログラ

ムなどを行う環境にはないのですが、今

は小学生の頃から徐々に国が教育にプロ

グラムを取り入れたりしているので、今、

高校生ぐらいより上、私達ぐらいまでが

1番プログラミングができない世代とし

て残っていくだろうと思います。

AIの開発に携わるエンジニアが少ない

という問題については、お年寄りとかも

含めて、今プログラムをやっていない人

で時間のある人が、認知症予防の目的も

兼ねてプロ グラムをやるのはいいんじゃ

ないかという話があります。教師学習用

データを作る上で 1番重要なのはお年寄

りだろうと、現役を引退したら無理して

遠隔画像診断で働くのもなかなか大変で

すから、自分たちの経験を活かして 、 教

師学習用データの作成に協力 してもらう
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のがいいのではないかと提案しています。

北村 私は技術には詳 し くないのですが、

今、話をお聞きしてまさに仰る通りだと。

一線を退いた先生に教師データの作成を

お願いするのは非常に面白いなという印

象を受けます。先生が仰っ たよ うにアメ

リカや中国に負けるというのも、避けら

れないことだと思いますから。日本の中

で開発していこうとするならば、日本人

の技術者だけでなく海外の人を雇う企業

もどんどん出てくるでしょうが、その中

でどうしても最後は教師学習データをつ

くるということがポイン ト になってくる

と私自身も思います。 そこに若手の医師

が時間を割けるかといえばなかなか難し

ぃ。 そのお金をどこが喜んで出すか、最

終的にはビジネスモデルをどうするか。

ビジネスモデルの定まらない段階で取り

掛かるのはなかなか長続きしないし、難

しいだろうという 気はしています。

診断と同時に教師用
データを作れないか？

中田 超音波ですと超音波検査技士さん

に教師学習用データを作ってもらうのは

非常に現実的だと思うのですが、それ以

外のCTやMRIの画像診断についてはど

う思われますか。

北村 今の我々ですと、 診断をする過

程であまり時間を割かず同時に教師学習

データを作れるような、そういっ たツー

ルをより簡単にできないかと模索してい

ます。 いきなり 完成形を作るのはなかな

か難しいと思いますが、極端なことをい

えば精度が5割でもそれを使いながら学

習データも合わせて作っ ていければと 。

今お願いできそうなのが、カー‘ノルをあ

る病変の部位に持っ ていくと、その周り

の軌道を判別して自動でvolumeを測り

囲んでくれる。 それを修正すれば記録と

して残っ ていく 。 そういっ たツールでな

んとか補えないかとチャレンジ中です。

中田 AIそのもののプラッ ト フォ ーム、

具体的にEnvoyAIみたいにた＜さん集め

て起業することを考えている企業があり

ますが、それについてご意見はあります

か。

北村 そ うでもしないとスピード感を持

ってできないんじゃないかという気は し

ますが、私は賛成ですね。

中田 そのプラットフォームに関して教

師学習用データを提供する代わりに、見

返りとしてAIを段階的に安く使えるよう

にする、といった考えもあるようです。

そういった形態はどうでしょうか。

北村 まさにその方がいいかもしれませ

んね。 実際、弊社は（株）エムネスとし

て独自にはAI開発はしておらず、エルピ

クセルさんほか、いくつかの企業と共同

でやっているのですが、教師データ作成

のアイディアを出して、その見返りにで

きあがった成果物は安く使わせていただ

くという 契約のもと、 今、まさに進めて

います。

株
式
会
社
エ
ム
ネ
ス
代表
取
締
役

北
村
直
宰
氏

/ 

中田 そうですよね。 そうしていくと、

おそらく少し普及するのではないかと思

います。 要するに使わされるのではなく

て、開発にも協力するのはいい こ とです。

北村 ただある程度のレベルまで進んだ

状態で協力しないと、なかなか先生方は

納得されません。 例えば偽陽性がまだ多

い段階で 10カ所全部チェックしてくれ

とはとても頼めません。 ある程度絞り込

んで使える状態にならないと、これも頼

みにくいところはありますね。

検診の分野で
AIを活用し、できた
合間で教師データを
作ってもらう

中田 現役を引退した人、比較的時間の

ある人が教師学習用データをつくるとい

う仕組みは、遠隔画像診断も関係するよ
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うにも思われますが、遠隔画像診断の開

発をして何かお考えはないですか。

北村 今日初めてそのアイディアをお聞

きして、可能性を感じました。 定年退職

された方々は弊社にも何人かいらっしゃ

います。 胸部ー骨盤部のCTを中心にお

願いしていますが、若い時のように無理

は利きません。 検診を担当してもらうと

いうのも一案ですが、教師学習データの

作成を遠隔でお願いするのもいいですね。

中田 これからAIが 1 番最初に使われる

のは、北村先生が言われたような検診で

しょうね。 胸部単純写真とか、頭のMR

アンギオグラフィ、動脈瘤を検出すると

か、そういうところで使われ始めると思

うんです。 そうすると、その分野が現役

を引退された先生方が読影している検診

とバッティングするので、ちょうどその

数を少しずつ減らしていって教師学習用

のアノテーションやラベル作成に従事し

ていただくといいかなと私は思ったので

すが、北村先生としてはどうでしょうか。

北村 賛成ですね。

中田 ただしその先生ごとの専門もあり

ますよね。 その先生が得意な分野ならい

いのですが、そうでなければ難しいかも

しれません。 例えば胸部の肺疾患の細か

いところなどですね。 そういったところ

は専門性が要求されるとも感じますが、

逆に日本はマニアックな先生が多いので

ハードルは低いかと思います。 どうでし

ょうか。

北村 どうですかね。 マニアックにやっ

ておられる先生にも、世の中に広くツー

ルとして使えるような協力をしていただ

けるような仕掛けがいるのかもしれない

とは思います。

中田 それは遠隔画像診断の改革とはま

た別に必要なものでしょうか。 それとも

遠隔画像診断の会社でもまだ新しいこと

を始める余裕や、意欲は北村先生でした

らありますでしょうか。

北村 私の場合はより積極的にそういっ

たことには取り組みたいと思っています。

遠隔画像診断はことAIの視点からすれば、

データが l 力所に集まるという点で大き

なメリットがありますから、より多くの

先生の知見を集約できます。 特に特定分

野の先生でも自分が 1番だと自負してお

られる先生が何人もいらっしゃいますか

ら、そういった先生をあえて衝突させる

ことなく仲介し、遠隔画像診断のシステ

ムとしてそれぞれの意見を集め、結果と

して皆さんを幸せにする 。 そういったこ

ともできるのではと思っています。

しっかり対価を
払わなければ、よい教師
データは集まらない

中田 その点ではAIは先生を競争させる

のではなく、できたAI同士を競争させる

ことはよくありますから、それでいいの

ではないかと思います。

私が l つ懸念している点として、でき

あがった教師学習用データをどこかに集

めたり、返すときにそのデータに対して

お金を払うのではなくて、作成する人に

対して時給で払ったほうがいいと 。 労働

対価はそうあるべきものではないかと思

っています。 そこは遠隔画像診断とは違

うところになりますが、それについてご

意見、ありますでしょうか。

北村 どちらかというと、 今の私の思い

は先生に近いところがあります。 データ

に対してお金を払いましょうかという提

案もあるのですが、これまでもらったこ

とがないんです。 やはり仰られたように

教師学智データが 1番有用なので、そこ

に対して何かしらの労働対価、お金を払

わないといいデータは集まらないと思い

ますから、できればそうしたい。 間接的

にではありますが、今、弊社のアルバイ

卜で教師学習データの作成を頼んでいる

先生がうちにもいらっしゃいまして、作

成費としてお金を払っています。 ー概に

い＜らというかたちではなく時間給です

が、そういったかたちが主流になるだろ

うという気はしています。

中田 そうですね。 私としては、弁護士

さんと同じ考え方でいいんじゃないかと 。

良心的な弁獲士さんはとても早口ですよ

ね。 時間あたりの情報量が多いんです。

だからいい先生ほどゆっくり話すんじゃ

なくて、早口で話し、ます。 そうしたよう

に教師学習データもいい先生は時間あた

り働いてくださいます。 ただしそれがし

っかり正しくなければいけませんので、

後で評価するべきかもしれません。

国際的なフィールドで
ブラッシュアップを
軍ねてい＜

中田 そういった私が自分で考えたこと

が間違ってないかどうかを、色々な先生

に意見を間いていて、段々と確信を深め

ているのですが、学会とか、意見交換の

場についてお考えはありますか。

北村 プラスだけじゃないような気がし

て。実は私、稲極的に学会には参加して

いない、メンバーに入っていないんです。

意見の合う先生方ばかりが理事とか中心

メンバーにいらっしゃればいいのですが、

どうしてもやはりネガテイブな方も加わ

ってきます。学会という性質上そういっ

たところが出るので、私はとにかく現場

の立ち位囮にいますから、現場で突っ走

れるところを突っ走ろうかと考えていま

す。 当然、学会に入って多くの有識者、

大学を中心とした先生方と対話を重ねて

理解していただくといったところも当然

必要かなとは思うのですが。 さっきの話

につながるかと思いますが、われ 1番と

いう先生方がた＜さんいらっしゃるので、

とてもじゃないですがそこに入ってい＜

カも時間も今はないかなと思っています。

中田 逆にいうと、例えば我々のように

技術的なことをやっていると、国際的な

一定のルールで決められたコンテス ト の

ようなものなので、そこで勝つか負ける

かによって客観的に評価ができるため、

自分では 1番だと思っていても実際はそ

うならない場合がある 。 それは客観的か

なと思います。

北村 そうですね。 日本のところでは先
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ほど話したようなところもありますが、

国際的なところは大賛成です。我々が一

緒にやっている技術者も、先生もご存じ

の通り、 Kaggleなど様々なところで優秀

\ なものが出てくる中、常にブラッシュア

ップしながら、いいものを拾い上げてい

るというかたちになっていますので。日

本の学会の動きと世界的なコンテストも

含めて、そういった集まりとそのレベル

の差だけを見ても、日本でAI開発を進め

ていくのは厳しいのかなという気持ちは

実感しています。

中田 いずれにしてもこういったITの技

術は国際的なものであまり国境がありま

せん。アルゴリズムも国境なんてないで

すから。特に画像に関してはそう言えま

す。従って、あまり日本だからとか、日

本国内でとか、そういうことにあまりこ

だわる必要もないような気はしますね。

「放射線科を置くより
AIの方がいい」？
AIに合わせ働き方を
変えてい＜必要性

中田 遠隔治療は残念ながら色々な問題

が起きましたけど、それに関して何かご

意見ありましたら教えて頂きたいのです

が、いかがですか。

北村 今、診療報酬がどこまでつくのか。

誰もわからないところはあるでしょうが、

少なくとも今の国のお財布状況で行くと、

人間の医師の診断料以上のものはつくと

は考えにくいですね。行程の中でいずれ

その一部をAIに任せるというかたちにな

っていくだろうという程度の見立てをし

ていますけどね。

中田 Alを使うことによって放射線科医

の仕事の効率が向上して、短時間で読影

が完了できるようになると大量の読影レ

ポートを作成することができますよね。

そうすると結果的に診療報酬の総額が多

くなってしまうとか、そういった可能性

はないでしょうか。

北村 まさに仰るようなことは考えられ

ます。ただ私はどちらかというと放射線

科の中ではまだAIの利用についての肯定

派賛成派はそこまで数は多くないだろ

うという気がしていまして。むしろ仮に

今、薬事を通ったものが出てきたときに

放射線科医がいる病院よりもいない病院

ではどうか？ 現状、遠隔画像診断で中

田先生もご存じのように持ち出しがあり

ますよね。保険で得たものからコンサル

ティング契約で別途我々に支払っていま

すから、病院の経営からいうとそこをな

んとか抑えたい。人に払うお金よりもAI

のほうが安くなれば、多分そちらに切り

替えるんじゃないかと思うんです。画像

診断のお金さえも出せていない病院、か

つ診療科の先生に頼んでおられるところ

ほどやはり AIは利用されるのではないか

という気がしまして。

中田 そうすると、診療報酬は特に悪影

響はなく、経済的な面では非常に先生に

もメリットがあるかもしれませんし、患

者さんも喜ぶかもしれないけれども、放

射線科にはあまりメリットがない、とい

うことでしょうか。

北村 十分そうなる可能性が高いと私自

身も思い、頑張っています。最後はやは

り診療報酬と同様、放射線科ではなく病

院が判断することです。そこで放射線科

医のレポート、所見を優先するか、 AIを

優先するか。少なくとも放射線科医のい

ない病院は先ほどいいましたようにAIを

参考にすることになるでしょう。これは

勝手な私の予想ですが、そういった病院

で経験をした人が病院を移ったとき、放

射線科よりもAlのほうがいいよと思えば、

それまでかなという気がしているのです。

中田 アメリカで糖尿病の網膜の医療機

器がAIを導入した機器として認可されま

した。あれは眼科の専門医がいなくても

使用していいと決められています。同様

の事態が起きると、放射線科医はいなく

ならないにしても、必ずしも必要ではな

いという風潮は出てくるでしょう。現状、

これ以上放射線科医が増えるとは思えな

いので、私のスタンスとしては、放射線

科医がいっばい仕事をして、山のように

読影レポートをちゃんと書いて、それが

客観的に患者さんに利益につながるんじ

ゃないかといつもいっているのですが、

現実問趣としてはもっと怖いことが起き

そうかもしれないなっていうのが、北村

先生のご意見ですかね。

北村 放射線科医そのものの立ち位置と

いいますか、やる仕事、働き方が多分変

わってくるのではないでしょうか。

中田 要するにAIでできない仕事という

ことですか？

北村 先ほど仰られたように、 AIも各社

様々なものを出してくるでしょうから、

病院によっては例えば肺の結節を見つけ

るAIも、いくつかのAIを併用して、それ

ぞれの意見が違ったときにどれが正しい

のかを判断する、というようなところで

す。普段も確かにAIによって読影時間が

短縮されるから数が多く読める。これも

今の仕事とは違う放射線科医の仕事にな

ると思うんです。 AIが引っかかったとこ

ろを放射線科医がチェックする、という

かたちになると。

放射線科全体が
危機感を持ち、
まとまって臨むべき

中田 北村先生に聞くのが正しいかどう

か分かりませんが、診療放射線技師が今

やっている仕事、例えば心臓のMRIは非

常にAIのターゲットとして相性がよく、

位置決めなども自動で行い大幅に検査時

間を短縮するAIがアメリカではそろそろ

認められるところに来ています。そうい

ったものが日本でも普及するとすれば、

それはいい傾向なのでしょうか。

北村 それは回答に困りますね。

中田 こういった現実もこれから考えな

ければいけないかと思います。放射線学

会が他の学会と合同でシンポジウムを行

うときには、そういった話題も取り入れ

ようかなと、今考えてる最中なのですが。

北村 大事なのは診療放射線技師にしろ、
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放射線科医師にしろですが、そこまでの

危機感を持ってる人がいるかどうか、で

すよね。

中田 それは確かにそうですね、メディ

アが多少危機感を煽るのは重要です。

北村 大賛成です。 煽ってほしいです。

危機感を持っていない人は、本当に危う

いのではないかという気がします。

中田 このディープラーニングは、かつ

て今まで様々なITの技術がありましたが、

それと比較にならないほど急激なスピー

ドで進化しているような気がするのです。

医療の場合は教師学習用データを集めた

り、作成に時間がかかるので、 一見効率

の悪いように見えますが、その精度の向

上は目ざましいものがあります。

北村 そこは同感です。 今でも実際そう

ですよね。 写真を撮るにあたって職人の

ようなポジション。 それがまさに診療放

射線技師さんだったような気がするので

すが、今やボタン 1つで何でも撮れるよ

うになってきています。 今でもそうした

状況ですから、先ほどいわれたようなか

たちになってくると、診療放射線技師と

呼ぶのが適切なのか。 そういった問題に

なってくる 。

中田 あるメーカーのプロモーションビ

デオで2030年の放射線科の未来といっ

たテーマのCMを見ました。 それにはも

ちろん放射線科医もいるのですが、診療

放射線技師さんが真っ先に登場するんで

すよ。 何するかというと、患者さんに怖

くないですよとか、何分かかりますとい

うことを説明して、なおかつ放射線科の

先生がレポートをビデオレターとして作

成していました。 例えば治療のドクター

でも放射線科のドクターでも、患者さん

とのコミュニケーションを取るために非

常に重要な役割を果たしていますから、

そういった役割は今後も残っていくでし

ょう 。

もう 1つ挙げますと、画像診断のみな

らず実は既にアメリカでは、放射線治療

計画のAI も 1 つ認められているものがあ

ります。そうなると放射線治療計画も全

てAIに置き換わるだろうという予測は簡

単に成り立ちますので、放射線科全体に

対するインパク ト は非常に強いようです

ね。 そういったところも、まとまって向

き合わなければならないと思います。

メーカー依存のAI

中田 アメリカではもう 30を超える AI

が認可されていて、あと半年の間に70

を超えるだろうと 。 その次にまた半分＜

らいに淘汰されるんじゃないかっていわ

れています。 それからもう 1つ告知した

いのですけれど、 CTやMRIのraw dataか

ら AIアルゴリズムがつくられるものが出

てきています。 それをご存知ですか。

北村 はい、お聞きしております。

中田 まず最初に使用されるのが頭部の

CTですと、出血とか脳梗塞の急性の疾

患に使われるだろうと思うんですね。 そ

うすると夜間、放射線科医がいない場合

に救急のドクターが使うようになるし、

CTのウィンドウレベルなども関係なく

raw dataですから診断できますよね。 こ

れはいいことだらけなんですけれども、

問題はraw data というところです。 メー

カーに集められてメーカー依存のAIがで

きるのが問題です。

北村 それは我々放射線科医は面白くな

いというか、それではよろしくないとだ

ろうと思います。 病院がやはりメーカー

にraw dataを解析させようとすると、か

なり設備投資を病院として要求されます

ね。 資金がない中でAIを活用したいがた

めにそこに投資する 。 確かにそれは明確

な論理でそれこそ成り立つことでしょう

けど、結局病院も苦しい、国も苦しい、

患者も苦しい。

我々放射線科医としては、画像データ

をクラウド上に上げることで、固定のメ

ーカーだけじゃなく、ほかのメーカーの

解析も自由にできる。 先ほど言いました

A社、 B社、 C社、これの結果ができる。

そういうプラッ ト フォームの上台がやっ

ぱり必要になってくるんじゃないでしょ

うか。

中田 そうですね。 ベンダー依然のAIは

多分メーカーはつくりたがると思うです

けども、それ以外のものも当然みんなが

使えるものとしてこの業界として、健全

にAIを発達させるためにはいいかもしれ

ませんね。

北村 いずれGAFAのようなところはそ

ういったところを目指してやっぱりやら

れるのではないかなという気がします。

GAFAのAIは
スマホで診断する？

中田 いや、私はむしろGAFAよりも CT

やMRIをつくつてるモダリテイベンダー

がもう既にそういうことやろうとしてい

ますので、それは別に生き残りを図るた

めにはしょうがないことなのかなって思

って見てたんですけども。 GAFAはむし

ろもっと違うことを考えてる気がします。

患者さんがスマホを使って、例えばスマ

ホにしゃべりかけて、スマホで写真を撮

るとうつ病が診断できるとか。 もっと 1

歩先広いものを考えてる傾向にあるよう

な気がしますけれど。 CTやMRIはモダリ

テイベンダーに依存するので、あまり

GAFAは放射線科的にはそんなには敵に

ならないと思います。 むしろCTやMRIを

つくつているベンダーさんがお互いに限

りなく競争をするほうが怖いような気が

しますがね。

北村 そうですね。ユーザーからすると、

それが競争して精度が上がって、結果的

にずいぶん高価なものを利用できるよう

になればいいんでしょうけど。 先ほどい

いましたようにそこで囲い込みが従来の

ようにあって、さらにお金もた＜さん必

要となってくるのであれば、結局医師で

あったり、病院であったり、患者さんに

とって本当にいいことなのかどうなのか

っていったところにつながるような気が

してるのですけれど。

併存か淘汰か

登地（株式会社エムネス） 中田先生、

1つ、ご意見をお聞かせください。 AIの
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個性というか、逆に寡占化みたいなこと

をおイ司いしたいんですけども、今、山の

ように世界各国のAIがつくられて、開発

されて、それが近い将来販売されてい＜

わけです。同じ機能、例えば胸部CTで

肺がんを検出するっていうそのためのAI

が今、例えばA社、 B社、 C社からざっと

出てきたときに、どうなんでしょうか。

併存していくのか、それとも淘汰されて

最後は 1個だけになっていくのか。 人間

のドクターでいうと、さっきも話にあり

ました、 ドクターそれぞれの癖とか個性

とか、あるいは優劣みたいのが人間ある

と思うんですけど、同じようなことがAI

にもいえるようになるんですかね。

中田 非常にいい質問だと思います。 技

術的にはこれを足して 1番いいものをつ

くることは可能なんです。 ただし、個々

の会社が販売してますよね。 だから淘汰

されていくのが、 AIの技術的な側面から

すると自然な流れだと思います。

1番いい例が囲碁の世界チャンピオン

に勝ったAIです。 お互いに競争させて、

より強いAIができるんですよ 。 そういう

ことは理論的には可能なんです。 学習さ

せた学習のモデルを保存して、明日もま

たそれをロー ド して使うことができるわ

けです。 人間じゃ考えられないけれど。

そうすると、足して 2で割ったり、いい

ところだけを性能をアップさせるために

調整したりすることは技術的には可能な

のです。

登地 ヤマダ先生はA社のAIを使って、

スズキ先生はB社のを使ってるけど、私

はやっぱり G社を使いたい。 そういう状

況はそんなに長く続かない？

中田 それはある中間ではそういう期間

が多分存在すると思います。

登地 ゆくゆくは？

中田 統合されていく 。 だから雨後の竹

の子のごとく、いろいろな会社がつくつ

て出てくるのですけれども、何年かする

とそれが買収とか、吸収合併で淘汰され

ていく 。

登地 ありがとうございました。

中田 だから逆にいうと、使う側からす

るとプラッ トフ ォームが重要なのです。

登地 そうですね。

AIを使って患者さんに
わかりやすいレポートを
書くのが理想

中田 それは民主主義というものです。

多数決であそこがいいっていったらいい

んです。 本当には競争させるわけにいか

ないからという風になってくるんじゃな

っても受け入れ側が受け入れなかったら、

それは仕事がなくなると思うのです。

中田 逆に今の放射線科医が仮に今の

10倍仕事ができるようになって、 10倍

放射線科の レポートが書けるようになっ

たとして。 アメリカみたいに患者さんに

分かりやすいレポートを書く、もしくは

AIの助けをかりて専門用語を分かりやす

く解説して患者さんが分かりやすいよう

にしてしまうかもしれませんね。

北村 実は我々は中田先生が仰ったよう

に、そこを目指してます。今は患者さん、

病院に受け入れられないのは、忙しすぎ

て、相手のことを考えたレポー ト が嚇け

いですか？ てないのです。 だから、いかにそこを丁

これは、日本では難しいと思いますが、 寧にしましてここにAIの力を借りたい。

アメリカでは若い放射線科専門医を中心

に患者中心医療を実践して、患者にわか 中田 私、アメリカに行ったときに感じ

りやすい読影レポートの作成をするムー たのですが、患者さん中心の放射線科で、

ブメン トが広がつています。 患者さんに分かりやすいレポー ト 書くつ

北村 いや、どうですかね。 先ほどもい

いましたように放射線科医がレポート を

書けている施設がやっぱり日本の医療機

関全体でみると少なすぎるので、放射線

科医だけで議論してること自体が私は何

か大きな勘違いじゃないかなという気が

するのです。

中田 なるほど。 それはするどい気がし

ます。 私もアルバイトに行けばそういう

ことは日常茶飯事なので、非常によ＜分

かります。

北村 遠隔画像診断をやって 1 番強く感

じるのは、大病院で勤務医していたとき

ほど、放射線科医に対しての価値を皆さ

んが抱いてないということなのです。

中田 それは放射線専門医の数を見れば、

一目瞭然ですね。

北村 そうです。 だから先ほどの話にも

少しつながるのですけど、ここにAIが出

てきたときに本当に一般の診療科の医師、

あるいは患者さんがわれわれを必要とす

るかどうか。 放射線科医が絶対自分のほ

うが優秀なんだ、いいんだってい＜らい

ていう迎動があるのですけれど、そうい

うのは主流なのかっていろいろな先生に

聞いて回ったんですよ。 そしたら主流じ

ゃないと 。

ところが学会そのものはそういうもの

を目指してるんです。 よくよく分析して

みると、将来を担う若い先生の方向なん

ですよね。 患者さん中心にいかないと駄

目だと 。 だけど年寄りは今まで通り、日

本の放射線科と同じですよね。 専門用語

をものすごくいっぱい書いて、詳しいレ

ポートを忠くけども、患者さんが見たら

分からないレポートができる 。 アメリ力

でもそうなんですけれど、若い人にはそ

ういうムープメントがあります。 多分将

来、あと 1 5年ぐらいすると患者さんに

語りかけるようなビデオレターなみたい

なものができるのでは。 それはあるメー

カーさんのビデオCMでもやっていたけ

れど、私ら、なかなか難しいかなと思う

んですけど。 今まさに内科や外科の先生

が患者さんに所見を説明するというのが

1番重要だから、本当はそれを放射線科

医がやらなきゃってというか、助けてあ

げなきゃいけないことなんだけれど、そ

れができないんだろうと 。 そこにジレン

マがあります。 学会にいってそんなこと

いっても無視される。そこはなかなか難
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しい課題だと思います。 放射線科医には

そういうことをきちんと本音ではいわな

くてはいけないことかもしれないですね。

画像診断のレポートを
患者さんに

北村 弊社の遠隔画像診断契約施設では、

われわれのレポートを直接患者さんに渡

してるところが増えてきてるんです。

中田 私達の病院でも、結果や診断を患

者に直接プリントして渡すようにしてい

ますけど、多分それはだんだん増えてい

＜傾向かと思います。

北村 増えてきます。 われわれが遠隔画

像診断でレポート を書くときは、ほぼ英

語は使わず、あえて日本語で書いて、患

者さんが見ても分かるようなレポートを

書いてるのが弊社の要するに目指してい

るところなのです。 そこが、ほかの読影

センターと違うところであるのですが。

分かりやすいレポートはかなり時間をか

けて書いておりますので、レポートにAI

を活用していきたい。 まさしく弊社では

それを開発巾なんですけれど。

中田 そういうシミュレーション処理と

いうか言語処理的なAIってのは、どうや

らできそうな気がしています。 夏目漱石

風にするとか、森 鴎外風にするみたい

なのはできるようになってきてるから、

それはできそうな気がします。 それがち

ゃんと伝わるかどうかわからないですけ

れど。 最後に北村先生何か読者に喚起し

たいことなど。

北村 先程も申し上げましたが、「Rad

Fan」の読者にはみんな危機感を持って

ほしいと思いますね。

中田 危機感、感じました。 放射線科医

としての危機感っていうのですね。 大い

に参考にさしていただいて煽っていきた

いと思います。 北村先生、お忙しい中、

大変参考になるご意見誠にありがとうご

ざいました。
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