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抄録 
 医療も DX（デジタルトランスフォーメーション）がさけばれる中、米国においてはコ
ロナ禍であった 2020 年春に米国保健局（CMS）により自宅からのリモート病理診断が承
認されるなど、世界のデジタルパソロジーは大きく進歩しています。一方、本邦では、そ
の具体的な方法や情報、法整備などまだまだ途上であり、デジタルパソロジーを導入した
いが、どのように始めたらいいかわからない、本当に有用なのかという疑問をもたれる事
も多いのではないかと思います。そこで、本ワークショップでは前半に新しい技術を導入
したスキャナの紹介を行い、後半は病理医が病理のために構築したクラウドサービスにつ
いてご紹介させていただきます。 

前半は MOTIC 社製『Easyscan Infinity』というスキャナをご紹介します。60 枚用と 100
枚用の Infinity シリーズがバージョンアップいたしました。この商品は従来の機能である
Z-stack や EDF という厚みをカバーするスキャンモードを持ちながら、12mp という高性
能のカメラを搭載することにより、画像の解像度とスキャン速度の向上を実現しました。
さらに従来の高容量スキャナに比べ、スペースとコストを抑えてご提供可能です。 

また後半では、スキャン画像や放射線 DICOM 画像を容易にクラウド上で閲覧し、共有
可能な『Pathpresenter』（米国本社）について、米国での活用事例や新たな AI の搭載や
LIS と連携可能な「ClinPxTM モデル」を含めてご紹介します。 

今回ご紹介する２つのツールはデジタル化を始めようとする病院や病理医にとって最適
なデジタルソリューションの一つと考えており、本邦における病理デジタル化への一助と
なることを願っております。是非弊社の提案するシステムをご覧ください。 
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Abstract 
As the wave of digital transformation spreads to the field medicine, the world has witnessed 
remarkable progress in digital pathology. In the spring of 2020, the U.S. CMS enabled 
pathologists to make pathological diagnosis from remote locations such as their home. 
Meanwhile, digital pathology in Japan is still underway with insufficient information, 
strategies, and regulations; those considering the implementation of digital pathology may 
not know how to start, or even be skeptical about its usefulness. In this workshop, we would 
like to introduce a digital slide scanner with new features, and a cloud-based service for 
pathologists which was designed by a pathologist. 
First, we will introduce the EasyScan Infinity, an updated model of the digital slide scanner 

system with 60-slide and 100-slide capacity options from MOTIC. In addition to the 
traditional Z-stack and EDF modes to treat thick sections, this model features 12mp high-
performance camera for improved resolution and scan speed. The scanner system is more 
affordable, and less space-consuming compared to the traditional high-volume scanners. 
Second, we will present PathPresenter (USA), a cloud-based platform that allows 

pathologists to view and share WSI and radiology DICOM images. The presentation will 
include implementation cases within the United States, as well as the new ClinPxTM model 
which enables AI installation and collaboration with LIS. 

The tools we present today are perfect solutions for hospitals and pathologists planning to 
digitize their workflow. We are hopeful that they will help drive forward the digitization of 
pathology in Japan.  


