
医療情報学教室のご紹介
n 教育（大学院）・研究

n 社会医学専攻 医療情報学分野

n 医学博士（4年課程）
n 医科学修士（2年課程）

n 公共健康医学専攻 医療情報システム学分野

n 公衆衛生大学院（SPH.MPH）専門職修士（１年 or 2年）

n 健康科学看護学専攻 保健医療情報学

n 保健学博士（3年課程）

n 臨床部門

n 医学部附属病院企画情報運営部

n 東大病院電子カルテの運用・サービス

n 東大病院の全診療情報の管理
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医療情報学 Biomedical Informatics
医療を情報学の視点から捉える
ことにより、医療における情報処
理過程を科学的に取り扱う

情報学
ゲノム医療

医療情報学

生命科学

臨床医学

医療経済学

医療科学

医療情報システム学



教室の基本的方向性と特徴

n 医療現場で発生する医療情報をRealWorldデータとし
て利用価値を高める質、形式、構造で収集・蓄積する。

n このRealWorldデータをICTとAI技術により活用・分析
し、医療課題を解決する手法を提案し、実践により効
果を評価し、社会に還元する。

n 東大病院の診療情報管理部門と一体化

n 大規模な実診療データの利用を含め、実際に動いている情
報システムとビッグデータを研究対象にできる

n 医師、看護、工学、情報学など多彩なバックグラウンドの教員・
研究者が指導



主要な研究テーマ

n 健康医療RealWorldデータベースの構築と活用
n 生活圏での健康データと医療データの統合収集

n 臨床研究用多施設情報データベースの構築とその解析

n 医療情報の標準化と統合

n 臨床データと医学知識、ゲノム情報との統合活用

n モバイルICT医療
n 生活習慣病の自己管理、ウエアラブルデバイスでの健康情報収集

n 医療におけるAI(人工知能、自然言語処理、機械学習、
Deep Learning）の適用

n 臨床医学の知識と診療データとの意味処理

n Deep Learning （深層学習）を使った医療画像認識
n 医療文書データの自然言語処理による意味解析

n 臨床情報とパーソナルゲノム情報と統合解析環境の構築



ライフデータとメディカルデータの統合利用

医療機関

電子カルテシステム

SS-MIX2ストレージ

血圧

自己血糖測定

体重

問診票

生活圏での
健康情報

SS-MIX2準拠
パーソナルライフデータ

ストレージ

必要時に
連携

開発中の医療機関からの
情報と、生活圏の
情報を連携できる
新しい健康医療情報インフラ
の構築をめざしていく （クラウド）



臨床医学知識DBを活用した
家庭での健康医療情報収集のための
対話型問診ロボット（システム）の開発

問診項目
• 腹痛の有無
有ならその
部位

• ・・・
• ・・・

外部知識

はい、少し。

腹痛はありますか？

どのあたりでしょう？

どう言えば..

へそより下のほう
ですか？

臨床医学知識データベース
(オントロジー)

医学連結知識LilakDB

IT問診による
健康医療情報の収集

SS-MIX2準拠
パーソナルライフデータ

ストレージ



電子カルテ直結型症例レジストリシステム
MCDRSの研究開発と普及促進

J-DREAMS 糖尿病DBプロジェクト
国立国際医療研究C・日本糖尿病学会

J-CKD-DB 慢性腎臓病症例DB事業
日本腎臓病学会

循環器疾患レジストリ拠点
日本循環器学会

救急医療症例登録データベース
日本救急医学会

AMED慢性腎臓病進行例コホート研究

日本脳卒中データバンク
国立循環器病研究センター



DialBetics
脇 嘉代 特任准教授
（東大健康空間情報学講座）

糖尿病患者が血糖、運動、食生活を
自己管理することを支援する
スマートフォン・ICTシステム



⾼速・多施設
類似症例提⽰システムの開発

⾼速症例解析エンジン

「多施設」症例データベース
（SS-MIX形式）

症例解析Webインターフェース

⾼速症例解析システム（東⼤⽣産研）

浜松医⼤病院 島根⼤病院 秋⽥⼤病院 東⼤病院

浜松
医⼤
病院

島根⼤
病院

秋⽥⼤
病院

東⼤
病院

超⾼速データベースエンジン
（⾮順序型実⾏原理）

札幌データセンタ
SS-MIXバックアップストレージ

浜松
医⼤
病院

島根⼤
病院

秋⽥⼤
病院

東⼤
病院

匿名化・
レプリケーション

症例解析サービス

（名古屋⼤病院）（⼤阪⼤病院）（東北⼤病院） （ＺＺ病院）

（ ）はH29予定

AMED 臨床ＩＣＴ事業： 医用知能情報システム基盤の研究開発 (研究代表者：東京大学 大江和彦)

東大生産技術研究所
喜連川研究室との共同研究



・カルテ文章
(主訴, 既往, 所見等)

臨床医学
オントロジー

・患者基本情報
・入退院移動
・検体検査結果

・画像検査結果
・心電図
・・・・

・病名
・処方

SS-MIX2標準ストレージ 拡張ストレージ・自然言語データ

病
院

前回診察時

今回診察時

直面する患者の
臨床データ

マッピングモジュール
<機械学習 (Deep Learning等)>

(Text2Table: 開発済)

(医療知識基盤：開発済)

医学オントロジーを活用した
患者病態の把握と可視化

糸球体濾過量の低下

血中Ca濃度低下

カルテ文章
NLP処理
モジュール

研究開発ターゲット

患者病状進展の視覚的把握

医療情報学
今井健 准教授（疾患生命工）

9

６０００以上の疾患

AMED 臨床ＩＣＴ事業： 医用知能情報システム基盤の研究開発 (研究代表者：東京大学 大江和彦)



AI 人工知能（DeepLearning）応用による
胸部レントゲン検査の診断支援

AMED 臨床ＩＣＴ事業： 医用知能情報システム基盤の研究開発 (研究代表者：東京大学 大江和彦)

胸部レントゲン写真から
特徴表現抽出、異常値の検出
高精度の診断モデル生成

異常所見検出システムへ

データを生成する
モデルを学習

東京大学 工学系研究科
松尾豊研究室との共同研究



慢性腎臓病（CKD）の
Deep Learning技術を用いた腎生検病理画像の

自動分類による病理診断の効率化

厚生科研・臨床研究等ICT基盤構築研究事業
「Deep Learning技術を用いた腎生検病理画像の自動分類による病理診断の効率化と診断補助に関する研究」

畳み込み プーリング 畳み込
み

プーリング

特徴マップ:C1 特徴マップ:P1
特徴マップ:C2特徴マップ:P2

●●●

⼊⼒画像

形
態
所
⾒
分
類

畳み込み層で低〜⾼レベルの特徴を順次抽出
プーリング層で特徴の位置ずれを吸収

畳み込み＆プーリング層

… ……

全結合層

畳み込みニューラルネットワークを⽤いた⽷球体画像の形態所⾒分類

繰り返し

低レベル特徴（エッジ） 中レベル特徴（微細構造）

各形態所⾒毎に
２〜４クラスに分類

可視化し
たフィル
タ

日本腎臓学会、腎病理研究会との共同研究体制により実施



スタッフ

n 教授(院・病） 大江 和彦 MD, PhD （企画情報運営部長）
n 医療情報システムの標準化、電子カルテ、医学AIシステム、
臨床ゲノム情報学

n 准教授 今井 健 PhD（疾患生命工学センター医工情報学部門）
n 医学AI（人工知能、自然言語処理、機械学習）

n 特任准教授 脇 嘉代 MD, PhD （健康空間情報学社会連携講座）
n モバイル機器（スマートフォンなど）による糖尿病自己管理

n 講師(院・病） 田中 勝弥 PhD （企画情報運営部副部長）
n 医療情報ネットワークセキュリティー、医療情報連携、電子処方せんの実用化

n 講師(病・院） 河添 悦昌 MD, PhD
n e-Phenotyping、DeepLearning、臨床ゲノム情報学

n 講師(病・院） 新 秀直 MPH，CE （企画経営部副部長、PRセンター副部長）
n 医療機器管理、医療開発学、医療経営分析

n 特任講師（病） 横田 慎一郎 RN
n 看護情報学

n 助教（病） 4名： 笠井MD, PhD 、 井田DD,PhD、 毛利RN、 土井PhD
n 技術専門職員 3名

大学院担当教員 6名
病院担当教員 5名



院生,研究生,プロジェクト研究者
n 医学博士課程 5名

n D4 医師 Phenotyping,診療支援システム
n D3 情報工学 言語処理,電子カルテ文章解析
n D3  医師 AI技術による医学画像診断、腎病理診断
n D2 医師 次世代電子カルテ、診断支援システム

n D1 工学 機械学習、臨床検査学

n 医科学修士 4名（1年2名、2年1名）
n SPH修士 2名（1年） H29年9月ー
n 研究生 1名 工学系学士

n 客員研究員 ８名

n プロジェクト研究者関係 15名
n 特任助教 フルタイム2名
n 特任研究員 フルタイム２名、パートタイム1名
n 学術支援専門職員 2名
n 共同研究・登録研究員（企業等） パートタイム8名



２０１6.10.7 山中湖畔

２０１6.10 山中湖セミナー

連絡先
ohe-office@adm.h.u-tkyo.ac.jp

ホームページ

所在地
東大病院管理研究棟4F
（企画情報運営部）

東京大学 医療情報学

２０１6 宴会


