
   

 22世紀医療センター 令和３年度活動報告書  

 

講座名 医療 AI開発学講座 

代表者 特任准教授 河添 悦昌 

構成員 特任助教  篠原 恵美子 

構成員 特任助教  平林 真衣 

構成員 特任助教  柴田 大作 

構成員 特任研究員 嶋本 公徳 

 

【 講座概要 】 

• 少子高齢化と人口減少が進む社会の質を維持し、さらに発展させるためには、ICT（情報通

信技術）と AI（人工知能）技術とを基軸として、データを活用した合理的、効率的な社会運

営が必要と考えます。当講座は医学部附属病院 企画情報運営部を協力講座として、新しい

医療サービスの基盤となる ICT/AI 技術の開発を目指しております。また、本分野に携わる

若い研究者への支援拠点の形成と、学部や大学の枠を超えた共同研究を展開し医療の発展に

貢献することを目指して参ります。 

 

【 研究内容 】 

1. 主な研究活動 

カルテテキストからの情報抽出技術の開発 

• 電子カルテに記録されるテキストから病名や症状、所見などの情報を抽出し、構造化データ

とすることができれば、ビッグデータとして利用可能になると考えられます。これまで、約

350 例の希少・難治性疾患からなる症例報告に、詳細な注釈情報を付与したテキストコーパ

スを開発し、診療テキストから高い性能で情報を抽出する機械学習モデルの開発を進めてき

ました。また、テキストの著作権の許可を得て、研究者が利用できるようにコーパスを公開

してきました。 

テキストからの情報抽出を応用した研究 

• 上述の技術を応用して、カルテテキストから抽出した患者さんの情報をもとに遺伝性疾患を

スクリーニングする技術や、カルテテキストを情報源とする臨床疫学研究を進めております。

また、Twitter上でのデマ情報の解析に関する研究も行ってきました。 

服薬指導における対話システムの開発 

• 患者さんから問診情報を事前に取得することで、医療者の負担軽減や、医療者が気づかない

ような患者さんの変化を捉えることができる可能性があります。アンケート形式の定型的な

情報入力ではなく、相手の反応次第で話題の掘下げや転換を行うような、テキストによる対

話システムの開発を進めております。 

腎生検病理画像を利用した研究 

• 腎生検デジタル病理画像から、1) 腎生検病理画像から糸球体を検出する研究、2) 検出した

糸球体画像をその特徴に応じて分類する研究、3) 定量化した糸球体画像中の病変と腎予後

との相関を検討し、新規バイオマーカーとしての利用可能性を検討する研究を進めてきまし



   

た。 

 

2. 教育活動 

• 東京大学内の他専攻の大学院生と国際卓越大学院教育プログラム（WINGS）の学生の実習の

受け入れを行いました。また、医学部４年次（M2）と大学院医学系研究科公共健康医学専攻

専門職修士課程（SPH）においては「AIと医療」講義、社会人を対象とする医療RWD人材育成

事業（東京大学）や、AI技術とリウマチ学の接点を醸成する医学教育事業（日本リウマチ学

会）においては、医療画像を対象とする機械学習と自然言語処理の講義を行いました。 

 

【今後の展望】 

• 研究活動として、基盤技術としての自然言語処理のためのコーパスと活用するための機械学

習手法の開発と、医療データを利活用する技術の開発を進めます。また、言語理解に基づく

より知的な対話システムの開発を目指します。教育活動として、医療系の入門者に向けたよ

り一般的な人工知能技術の講義を通して、人材の裾野を広げることを目指します。 

 

【令和３年度活動実績 】 

＜論文・著書＞  

■ 英文論文 

1. Ryota Nishimura，Mai Miyabe Hirabayashi, Takashi Yoshino：Baseless-Rumor Alert Bot 

to Promote Reliability of Information, the IPSJ Journal, Vol.30, No.1, pp.2-14 (2022)． 

2. Kawazoe Y, Shibata D, Shinohara E, Aramaki E, Ohe K. A clinical specific BERT developed 

using a huge Japanese clinical text corpus. PLoS One. 2021 Nov 9;16(11):e0259763. 

3. Seki T, Kawazoe Y, Ohe K. Machine learning-based prediction of in-hospital mortality 

using admission laboratory data: A retrospective, single-site study using electronic 

health record data. PLoS ONE. 2021;16(2): e0246640. 

4. Ma X, Imai T, Shinohara E, Kasai S, Kato K, Kagawa R, Ohe K. EHR2CCAS: A framework 

for mapping EHR to disease knowledge presenting causal chain of disorders – chronic 

kidney disease example. J Biomed Inform. 2021 Mar;115:103692. 

 

■ 和文論文  

1. 平林（宮部） 真衣, 吉野 孝, 河添 悦昌. 新型コロナウイルス感染症流行時における

Twitter上の流言訂正情報に関する分析，情報処理学会論文誌，Vol.63 No.1 29–44 (Jan. 

2022). 

 

＜学会・講演会発表＞  

■ 国際学会 

1. Futoshi Ishii, Reiko Hayashi, Emiko Shinohara, Motomi Beppu. Application of Network 

Analysis to Multiple Causes of Death Data in Japan. The 29th International Population 

Conference (IPC2021), International Union for the Scientific Study of 



   

Population(IUSSP), Dec. 9, 2021. 

 

■ 国内学会  

1. 篠原 恵美子、別府 志海、林 玲子、石井 太. 死亡個票における「死亡の原因」欄の記載文

字列の分析. 41回医療情報学連合大会，2021年11月20日. 

2. 柴田 大作，河添 悦昌，篠原 恵美子，嶋本 公徳. 詳細なアノテーション基準に基づく症例

報告コーパスからの固有表現及び関係の抽出精度. 第41回医療情報学連合大会，2021年11月

19日. 

3. 河添 悦昌，篠原 恵美子. 患者状態に関する網羅的なアノテーション基準とFHIR Condition

リソースとのマッピングの検討. 第41回医療情報学連合大会，2021年11月19日. 

4. 河添 悦昌，篠原 恵美子. 希少・難治性疾患を対象とした症例報告テキストコーパスの構築. 

第41回医療情報学連合大会，2021年11月19日. 

5. 青木 美和，横田 慎一郎，遠藤 美代子，篠原 恵美子，大江 和彦. 植込型補助人工心臓装

着患者のケア可視化のための外来看護記録の自然言語処理による分析. 第22回日本医療情

報学会看護学術大会，2021年7月31日. 

6. 林玲子，別府志海，石井太，篠原 恵美子. 日本における複合死因の分析. 日本人口学会第

73回大会, 2021年6月. 

7. 篠原 恵美子，河添 悦昌，柴田 大作，嶋本 公徳，関 倫久. 医療テキストに対する網羅的

な所見アノテーションのためのアノテーション基準の構築. 第25回日本医療情報学春季学

術大会. 

8. 西村涼太，平林（宮部）真衣，吉野孝：感情極性と関心度合に着目した流言の分析，2021年

度情報処理学会関西支部支部大会講演論文集(2021)． 

9. 下津拓未，平林（宮部）真衣，吉野孝：否定的感情に着目した飲食物に関するテキストの分

析，2021年度情報処理学会関西支部支部大会講演論文集(2021)． 

10. 草竹大暉，平林（宮部）真衣，吉野孝：Twitter上で多数の訂正がなされる流言の特徴分析，

2021年度情報処理学会関西支部支部大会講演論文集(2021)． 

11. 宇衛穂乃実，平林（宮部）真衣，吉野孝：お土産のおいしさ想起支援のためのお土産と類似

商品の類似性分析，2021年度情報処理学会関西支部支部大会講演論文集(2021)． 

12. 林央也，吉野孝，平林（宮部）真衣：飲食レビューにおいて魅力を感じさせる言語表現の分

析，2021年度情報処理学会関西支部支部大会講演論文集(2021)． 

13. 宇衛穂乃実，平林（宮部）真衣，吉野孝：商品画像とシズルワードを用いたお土産のおいし

さ連想可能性の検証，情報処理学会研究報告，第156回情報システムと社会環境研究発表会，

2021-IS-156(5)，pp.1-6(2021)． 

14. 宇衛穂乃実，平林（宮部）真衣，吉野孝：お土産と類似した商品抽出のための類似性判定手

法の検討，情報処理学会研究報告，グループウェアとネットワークサービス研究会，

2022-GN-115(5)，pp.1-7(2022)． 

 

＜講演会・研究集会＞ 

1. 嶋本 公徳, 中村 一成, 山口 亮平, 堂本 裕加子, 河添 悦昌, 塚本 達雄, 大江 和彦. 腎



   

生検病理画像からの糸球体自動検出における 2 施設間の精度比較. 第 10 回日本医療情報学

会「医用人工知能研究会」人工知能学会「医用人工知能研究会」(SIG-AIMED)合同研究会. 2021

年 5月 7日.  

2. 河添 悦昌. 腎生検病理画像の診断補助を例とした医療画像に対する Deep Learning 技術の

応用. AI技術とリウマチ学の接点を醸成する医学教育事業 教育シンポジウム, 2021年 6月

13日/9月 26日/2022年 1月 23日. 

3. 河添 悦昌. 腎病理 WSIを対象とした Deep Neural Networkによる画像認識. 第 56回日本小

児腎臓病学会 教育講演,2021年 7月 9日. 

 

＜解説・総説＞ 

1. 林 玲子，別府 志海，石井 太，篠原 恵美子. 老衰死の統計分析. 人口問題研究, 第 78 巻

第 1号（2022年 3月） 

2. 石井 太，林 玲子，篠原 恵美子，別府志海. 複合死因データに関する分析手法とその応用 -

わが国データへのネットワーク分析適用の試み-.人口問題研究, 第 78巻第 1号（2022 年 3

月） 

3. 河添 悦昌. AI による腎生検病理画像の診断補助に向けた取り組み. 先進医療ＮＡＶＩＧＡ

ＴＯＲ医療とＡＩ最前線. 

4. 河添 悦昌. 腎病理 WSIを対象とした Deep Neural Networkによる画像認識. 科学評論社 第

13巻第 4号. 

 

■ 競争的研究資金 

1. 文部科学省, 研究活動スタート支援「人工知能による健康相談の対話コーパス開発に関する

調査研究」（代表：柴田大作 | R3-R5） 

2. 文部科学省, 科学研究費助成事業 基盤研究（C）「日本の食の魅力を伝達する異言語間シズ

ル情報提供手法に関する研究」（代表：平林真衣 | R3-R5） 

3. 文部科学省, 科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) 「COVID-19関連制限と外国人居住者の

健康福祉：ビッグデータ解析による自然実験」(分担：河添悦昌, 篠原恵美子, 平林真衣, 代

表：東京大学 神馬征峰 教授 | R3-R5) 

4. 厚生労働省, 厚生労働行政推進調査事業「次世代の医療情報標準規格への改定等に関する研

究」(分担：河添悦昌, 代表：東京大学 大江和彦 教授 | R3-R4) 

5. 文部科学省, 科学研究費助成事業 基盤研究（B）「遺伝性疾患のスクリーニングに向けた診

療記録からの表現型の抽出と臨床応用評価」(代表：河添悦昌, 分担:篠原恵美子 | R2-R4)   

6. 厚生労働省, がん政策研究事業「がんゲノム医療推進に向けたがん遺伝子パネル検査の実態

調査研究」(分担：河添悦昌, 代表：東京大学 瀬戸泰之 教授 | R2-R4) 

7. 厚生労働省, 厚生労働科学研究費補助金 「人口の健康・疾病構造の変化にともなう複合死

因の分析手法の開発とその妥当性の評価のための研究」(分担：篠原恵美子, 代表：国立社

会保障・人口問題研究所 別府志海 室長 | R2-R4)  

8. 文部科学省, 科学研究費助成事業 基盤研究（B）「災害時における状況を考慮したユーザセ

ントリックな行動促進情報基盤」（分担：平林真衣, 代表：甲南大学 灘本明代 教授 | R1-R3） 



   

9. 文部科学省, 科学研究費助成事業 基盤研究（A）「レセプトデータベース(NDB)の利用を容易

にするための包括的支援システムの開発」(分担：河添悦昌, 代表：京都大学 加藤源太 准

教授 | H30-R4) 

 

■ 社会活動 

1. 河添 悦昌. ICD10対応標準病名マスター検討委員会作業班 委員 

2. 河添 悦昌. 厚生労働省 患者情報登録WG／造血器腫瘍サブWG 委員 

3. 河添 悦昌. 日本医療情報学会 次世代健康医療記録システム共通プラットホーム課題研究

会 HL7-FHIR 日本実装検討WG 委員 

 


