
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

説明者： 教授 大江和彦
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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
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医療情報学
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医療経済学
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医療情報学分野
研究の方向性と特徴

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 次世代の電子カルテのプロトタイプ開発

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 ー医療AI開発学寄付講座

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）



コロナウイルス感染症対策に利用可能な機能
の開発に着手 （今月中に公開予定）

無症状や軽症で自宅療養中の患者を対象に、体温と体調の登録を促すリマ
インドメールを配信し、利用者がPLSに登録することで、医療従事者はPLS
医療アプリから患者の健康状態を確認することができる仕組みを公開する。

一般利用者の画面 医療従事者（医療機関、保健所、事業所等）の画面



次世代電子カルテの
構築プロジェクト

n AIとIoTを最大限活用した新しい
健康医療記録のプラットフォームづくり
n 企業との共同開発



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(2017-2019)
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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
担当：河添 特任准教授

Y Kawazoe, et.al.:  J. Imaging 2018,4,91



DialBetics
脇 嘉代 准教授

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



指導体制と院生,研究生など

n 医学博士課程 10名
n D4 理学 １名 機械学習、臨床検査学

n D3 理学 3名 ゲノム情報、医療AIなど
n D2 看護、健康科学 ２名 看護情報学、AI医療支援
n D1  医師、情報、工学 4名

n 医科学修士 ２年 ２名

n 客員研究員 ６名

n プロジェクト研究者関係 約１５名

教育・研究スタッフ
教授 １
准教授 2 
特任准教授 1
講師 １
特任講師 １
助教 3



院生の研究テーマでの論文
（抜粋）

u Mitani T, Doi S, Yokota S, Imai T, Ohe K. Highly accurate and explainable detection of 
specimen mix-up using a machine learning model. Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine. 2020;58(3): 375–383. 機会学習による検査検体取り違え検知

u Hayakawa M, Imai T, Kawazoe Y, Kozaki K, Ohe K. Auto-Generated Physiological Chain 
Data for an Ontological Framework for Pharmacology and Mechanism of Action to 
Determine Suspected Drugs in Cases of Dysuria. Drug Safety. 2019,42 オントロジを使った
副作用被疑薬の同定の枠組み

u Kagawa R, Shinohara E, Imai T, Kawazoe Y, Ohe K. Bias of Inaccurate Disease Mentions 
in Electronic Health Record-based Phenotyping. International journal of medical 
informatics. 2019 電子カルテによるフェノタイピングでの曖昧記述バイアス

u Ma X, Imai T, Shinohara E, Sakurai R, Kozaki K, Ohe K.: A Semi-Automatic Framework to 
Identify Abnormal States in EHR Narratives. Stud Health Technol Inform. 2017;245:910-
914. 電子カルテの言語記述から病態異常を同定する仕組み

u Iwai S, Kawazoe Y, Imai T, Ohe K.: Effects of Implementing a Tree Model of Diagnosis 
into a Bayesian Diagnostic Inference System. Stud Health Technol Inform. 2017;245:882-
886. 診断を支援するベイジアン推論システム



博士課程修了者の主な就職先

n 最近５年

n 国立研究機関 １

n 国立大学医学部講師 １

n 東京大学 特任助教 １

n 医療情報系企業 3
n 医療機関 1



連絡先
ohe-office@adm.h.u-tkyo.ac.jp

ホームページ

東京大学 医療情報学

所在地
東大病院管理研究棟4F
（企画情報運営部）


