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１． まえがき
不妊治療のひとつに体外受精では，複数の受精卵を培養し，その中から専門医が質の高い受精卵を選別し，体内に戻
す．この専門医の代替，または，セカンドオピニオンとして，機械学習を利用するのが目標である．過去に収集された「実
際の妊娠成否が既知の受精卵画像」の見え方を機械学習することで，専門医の知見を補間または補完し，受精卵画像から
の妊娠成否の判定成功率を向上させる．
機械学習に代表される人工知能技術を，大量のデータ解析に利用することは極めてポピュラーであり，それ自体は誰で
も容易に思いつくことである．そこで我々の研究では，以下の２点で独創性を出す．


機械学習による妊娠判定根拠の可視化：医学的な応用において，機械が完全に専門医を代替することは倫理的・心
情的に考えにくく，スクリーニングやセカンドオピニオンとしての役割が機械には期待される．しかし，現在の機
械学習，特に高い性能を誇る深層学習は「なぜそのような判断がなされたのか」が不明であり，そ専門医の支援に
は利用しにくい．そこで，
「画像中のどの領域のどの特徴に基づいて判断がなされたか」という情報を可視化するこ
とによって，実用性を向上させる．



染色体異常による妊娠失敗：受精卵の染色体異常により妊娠失敗する場合，
「この失敗画像の見た目」は「妊娠成功
画像の見た目」とほぼ一致する．よって，
「妊娠成功画像の見た目」と「妊娠失敗画像の見た目」が異なるという前
提に基づいた機械学習は難しい．そこで，このように「見た目が同じであるにも関わらず妊娠の成否が変化する」
ことを許容する新たな機械学習フレームワークを利用する．

２． 提案手法
本研究申請時における研究目標は，を「
（１）染色体異常による妊娠失敗への対応」「
（２）可視化根拠の高精度化」の
２点に関して，既存手法を拡張することであった．
まず「
（１）染色体異常による妊娠失敗への対応」について述べる．染色体異常により「妊娠成功画像の見え方」と「妊
娠失敗画像の見え方」が一致してしまうという問題に対して，正常（妊娠成功）データと異常（妊娠失敗）データの識別
において「正常データに対してのみ学習用の正解ラベルが与えられる」という問題(1)を当てはめて解決を図る．すなわち，
妊娠成功した受精卵画像はすべて「妊娠成功画像の見た目」であることが保証されているため，正解ラベル（妊娠成功ラ
ベル）を与える．一方，妊娠失敗した画像には「妊娠成功画像の見え方」と「妊娠失敗画像の見え方」が混在しているた
め，正解ラベルも失敗ラベルも与えないまま機械学習用の学習画像として用いる．
このアプローチの深層学習における精度をさらに向上させるため，AUC（Area Under Curve）損失と呼ばれる高性能な
機械学習器の学習基準を，深層学習にあわせて修正した新たな損失関数を提案した．この提案損失関数では，学習データ
だけに特化した過剰な損失関数の最小化を避けることで，学習器の汎化性能を向上させ，テストデータにおける認識性能
を上げることに成功した．この提案手法によって，一般的な「妊娠成功ラベルと妊娠失敗ラベル」による深層学習と比べ
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て，大幅な性能向上を実現した．実験結果
を図１に示す．比較のため，一般的な「正
解ラベルも失敗ラベルも学習データに与
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図１．手法の定量的評価．
「成功と推定した画像が実際に成功画像である割合」を示す
図１
手法の定量的評価．「成功と推定した画像が実際に成功画像である割合」を示す
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ついて述べる．まず，深層学習の根拠可視
化の既存手法(2)を受精卵画像に適用した．
しかし，受精卵画像が時系列画像であるの
に対し，この従来法は単一画像にしか対応
していない．そのため，見た目がほぼ同じ
連続フレームに対して，それぞれ全く異な
る根拠が示されることがあった．この問題
の解決のため「連続フレームの判断根拠は
類似する」という制約を加えることで，時
系列データでの判断根拠の信頼度を向上
させた．
この成果を，専門医の従来の知見と比較
して，提案手法による可視化結果の妥当性
を検証した（図２）
．Gardner 分類と呼ばれ
る従来の知見では，細胞分裂が進んでくる

図２
判断根拠の可視化画像中，赤いほどその領域に注目して妊娠成否判定したことを意
図２．判断根拠の可視化画像中，赤いほどその領域に注目して妊娠成否判定したこと
味する．
を意味する．

とあらわれる内細胞塊と呼ばれる領域の密度が高いほど，妊娠成功率が高いとみなされている．図２を見ると，その内細
胞塊の領域が，
「深層学習が推定のために注目した領域」として赤く示されていることが確認できた．

３． むすび
医療現場における実用性・有用性のため，妊娠成否判断の高性能化に加え，判断根拠の可視化による専門医の支援を実
現するのが，本研究の目標である．本研究成果は，専門医である共同研究者らとの合同発表(3)が，日本最大の関連学会で
ある日本産婦人科学会において 1,500 件以上の発表論文の優秀論文上位 20 件に選ばれていることから，研究目標の実現
に向けて着実に進んでいるといえる．
今後は，どうしても学習データ数が少なくなってしまう医学分野における機械学習の性能を向上させるため，仮想的に
学習データ数を増やす「データ拡張」を受精卵画像の妊娠成否推定に特化させることで，テスト時の汎化性能を向上させ
るアプローチを検討する．また，専門医である共同研究者の期待・要求・疑問をくみ取りつつ，実応用に向けた開発を進
める．
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