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項目

説明

試料・情報の利 研究課題名

AI による内視鏡画像自動診断(病変拾いあげ)システムの実証実験

用目的

内視鏡画像から病変を自動で見つけ出すシステムを開発することで、病気

研究目的

及び

の見落としを減らし、早期に正しい診断をつけることに役立てるため。

利用方法

研究対象者 2022 年 3 月までに当院で内視鏡検査を受けた方
研究期間

⻄ 暦 2019 年 10 月 29 日 〜 ⻄ 暦 2022 年 3 月 31 日

利用する試料・情報の項目 [ ] 血液

[ ] だ液

（チェック[X]が入った項目を [ ] 病理組織
利用します）
[ ] 毛髪

[ ] 排泄物（尿・便） [V] その他 (内視鏡画像と診断記

試料・情報の 当 セ ン タ ー 井口

[ ] 診療記録

[ ] 臨床検査データ
録)

靖弘

管理について 研究責任者
の責任者
試料・ 当センターでの実施診 消化器内科消化管
情報を 療科/部局等
利用す
る者の
範囲

共同研究の場合、共同
研究機関および各施設
での研究責任者

【研究代表機関】
●担当研究業務：データ収集及び収集画像等の読影・データアノテー
ション・データ解析・論文作成作業
研究責任者：多田 智裕
所属組織：医療法人ただともひろ胃腸科肛門科
所属部署：胃腸科
住所：埼⽟県さいたま市南区別所７−２−１ファーストタワー202
電話：048‑837‑9333
http://www.musashiurawa.jp/ichoka/
【共同研究機関】
●担当研究業務：データ収集及び収集画像等の読影・データアノテー
ション・論文作成作業
共同研究者：平澤 俊明
所属組織：がん研有明病院
所属部署：内視鏡診療部
住所：東京都江東区有明 3‑8‑31
電話：03‑3520‑0111
http://www.jfcr.or.jp/index.html
共同研究者：松尾 恵五
所属組織：東葛辻仲病院
所属部署：大腸肛門科
住所：千葉県我孫⼦市根⼾ 946‑1
電話：04‑7184‑9000
http://tokatsu‑tsujinaka.com/index.php

共同研究者：⼤⻄ 達也
所属組織：ららぽーと横浜クリニック
所属部署：胃腸科
住所：神奈川県横浜市都筑区池辺町 4035‑1 ららぽーと横浜 1 階
電話：045‑929‑5082
http://lala‑clinic.jp
共同研究者：七條 智聖
所属組織：大阪国際がんセンター
所属部署：消化管内科
住所：大阪府大阪市中央区大手前 3‑1‑69
電話：06‑6945‑1181
http://www.mc.pref.osaka.jp
共同研究者：野中 康一
所属組織：埼玉医科大学国際医療センター
所属部署：消化器内科（消化器内視鏡科）
住所：〒350‑1298 埼玉県日高市山根 1397‑1
電話：042‑984‑4111
http://www.international.saitama‑med.ac.jp
共同研究者：熊谷 洋一
所属組織：埼玉医科大学総合医療センター
所属部署：消化管・一般外科
住所：〒350‑8550 埼玉県川越市鴨田 1981
電話：049‑228‑3619
http://www.saitama‑med.ac.jp/kawagoe/index.html
共同研究者：川田 研郎
所属組織：東京医科⻭科⼤学
所属部署：消化管外科学分野

食道外科

住所：〒113‑8510 東京都文京区湯島 1‑5‑45
電話：03‑3813‑6111
http://www.tmd.ac.jp/index.html
共同研究者：大久保

政雄

所属組織：山王病院
所属部署：消化器センター
住所：〒107‑0052 東京都港区赤坂 8‑10‑16
電話：03‑3402‑3151
http://www.sannoclc.or.jp/hospital/index.html

共同研究者：柄川 悟志
所属組織：大阪警察病院
所属部署：内科、消化器内視鏡センター
住所：〒543‑0035 大阪府大阪市天王寺区北山町 10‑31
電話：06‑6771‑6051
http://www.oph.gr.jp
共同研究者：齋藤 宏章
所属組織：仙台厚生病院
所属部署：消化器センター消化器内科
住所：〒980‑0873 宮城県仙台市⻘葉区広瀬町 4‑15
電話：022‑222‑6181
http://www.sendai‑kousei‑hospital.jp
共同研究者：鈴木 英雄
所属組織：筑波大学附属病院
所属部署：光学医療診療部
住所：〒305‑8576 茨城県つくば市天久保 2 丁目 1 番地 1
電話：029‑853‑3735
http://www.hosp.tsukuba.ac.jp
共同研究者：園田 英人
所属組織：伊万里有田共立病院
所属部署：外科
住所：〒849‑4193 佐賀県⻄松浦郡有⽥町⼆ノ瀬甲 860 番地
電話：0955‑46‑2121
http://www.imari‑arita‑hp.or.jp
共同研究者：田中 潤一郎
所属組織：キッコーマン総合病院
所属部署：外科
住所：〒278‑0005 千葉県野田市宮崎 100
電話：04‑7123‑5911
http://hospital.kikkoman.co.jp/index.html
共同研究者：寺田 俊明
所属組織：医療法人社団俊和会

寺田病院

所属部署：外科
住所：〒123‑0873 東京都足立区扇 1‑20‑12
電話：03‑3898‑5231

http://terada‑hp.org

共同研究者：中里 雄一
所属組織：仙台循環器病センター
所属部署：外科・消化器外科
住所：〒981‑3133 宮城県仙台市泉区泉中央 1 丁目 6‑12
電話：022‑372‑1111
http://www.mygsji.or.jp/junkanki/index.html
共同研究者：山田 篤生
所属組織：東京大学医学部附属病院
所属部署：消化器内科
住所：〒113‑8655 東京都文京区本郷７−３−１
電話：03‑3815‑5411
http://www.h.u‑tokyo.ac.jp/
共同研究者：岡 志郎
所属組織：広島大学病院
所属部署：消化器•代謝内科
住所：〒734‑8551 広島県広島市南区霞 1‑2‑3
電話：082‑257‑5939
http://home.hiroshima‑u.ac.jp/endosc/
共同研究者：田口 淳一
所属組織：医療法人社団ミッドタウンクリニック
所属部署：循環器内科
住所：〒107‑6206 東京都港区赤坂 9‑7‑1 ミッドタウン・タワー6F
電話：03‑5413‑0080
http://www.tokyomidtown‑mc.jp
共同研究者：星川

聖人

所属組織：岸和田徳洲会病院
所属部署：消化器内科
住所：〒596‑0042 大阪府岸和田市加守町 4‑27‑1
電話：072‑445‑9915
https://kishiwada.tokushukai.or.jp/
共同研究者：大熊 幹二
所属組織：藤沢湘南台病院
所属部署：消化器内科

住所：〒252‑0802 神奈川県藤沢市高倉 2345
電話：0466‑44‑1451
http://www.fj‑shonandai.jp/
共同研究者：吉良 文孝
所属組織：東⻑崎駅前内科胃腸科クリニック
所属部署：内科・胃腸科・内視鏡内科・消化器内科
住所：〒171‑0051 東京都豊島区⻑崎 4‑7‑11

マスターズ東⻑崎 1 階

電話：03‑5926‑9664
http://www.umeoka‑cl.com/higashinagasaki/
共同研究者：眞嶋 浩聡
所属組織：自治医科大学附属さいたま医療センター
所属部署：総合医学第１講座

消化器内科

住所：〒330‑8503 埼⽟県さいたま市⼤宮区天沼町１−８４７
電話：048‑647‑2111
https://www.jichi.ac.jp/center/
共同研究者：手島

一陽

所属組織：同愛記念病院
所属部署：消化器内科
住所：〒130‑8587 東京都墨田区横網 2‑1‑11
電話：03‑3625‑6381
http://www.doai.jp/
共同研究者：横山 正
所属組織：よこやまＩＢＤクリニック
所属部署：消化器内科・消化器外科
住所：〒460‑0022 愛知県名古屋市中区金山 1‑14‑9
電話：052‑228‑7075
http://y‑ibd.jp/
共同研究者：山田 真也
所属組織：京都第一赤十字病院
所属部署：消化器内科
住所：〒605‑0981 京都府京都市東山区本町 15‑749
電話：075‑561‑1121
http://www.kyoto1‑jrc.org/

共同研究者：神⼾ 貴雅

⻑⾕川ビル 6F

所属組織：三愛病院
所属部署：消化器内科
住所：〒338‑0837 埼玉県さいたま市桜区田島 4‑35‑17
電話：048‑866‑1717
http://sanai.or.jp/
共同研究者：⻄野 晴夫
所属組織：松島クリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒220‑0045 神奈川県横浜市⻄区伊勢町 3‑138
電話：045‑241‑7311
http://www.matsushima‑hp.or.jp/clinic/
共同研究者：山岡 肇
所属組織：仙台消化器内視鏡内科クリニック泉中央院
所属部署：消化器内科
住所：〒981‑3100 宮城県仙台市泉区中央 1 丁目 15‑2
赤間総業泉中央パーキングビル 1 階
電話：022‑343‑8696
共同研究者：中里 雄一
所属組織：上大岡診療所
所属部署：消化器科
住所：〒233‑0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東 2 丁目 3−26
京急ファミリー倶楽部 2F
電話：045‑353‑8382
共同研究者：中里 雄一
所属組織：湘南健診クリニック ココットさくら館
所属部署：内視鏡検査室
住所：〒231‑0062 神奈川県横浜市中区桜木町 1 丁目 1‑7 ヒューリッ
クみなとみらい 13 階
電話：046‑867‑2877
https://dock‑yokohama.jp/
共同研究者：佐藤 ⺒喜夫
所属組織：龍ヶ崎済生会病院
所属部署：消化器内科
住所：〒301‑0854 茨城県龍ケ崎市中里 1 丁目 1 番
電話：0297‑63‑7111
http://www.ryugasaki‑hp.org

共同研究者：貝瀬 満
所属組織：日本医科大学
所属部署：消化器内科学
住所：〒113‑8603 東京都文京区千駄木 1‑1‑5
電話：03‑3822‑2131
https://www.nms.ac.jp/hosp/
共同研究者：遠藤 豊
所属組織：大船中央病院
所属部署：消化器・IBD センター
住所：〒247‑0056 神奈川県大船 6‑2‑24
電話：0467‑45‑2111
http://ofunachuohp.net/
共同研究者：辻本 達寛
所属組織：つじもとクリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒631‑0036 奈良県奈良市学園北 2‑1‑5
電話：0742‑51‑7000
http://www.tsujimoto‑clinic.com/
共同研究者：浜野 徹也
所属組織：浜野胃腸科外科医院
所属部署：消化器内科
住所：〒276‑0046 千葉県八千代市大和田新田 1146‑10
電話：047‑450‑8822
http://www.hamanoclinic.com/
共同研究者：⿊⽥ 敏彦
所属組織：ニコタマ大腸・肛門クリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒158‑0094

東京都世田谷区玉川 3‑7‑1

電話：03‑3700‑7777
http://www.nico‑tama.jp/

共同研究者：内藤 雅康
所属組織：内藤病院
所属部署：消化器外科
住所：〒830‑0038 福岡県久留⽶市⻄町 1169‑1

新二子玉川ビル 2 階

電話：0942‑32‑1212
http://www.shoufukai.or.jp
共同研究者：永岡 哲郎
所属組織：永岡医院
所属部署：内視鏡内科
住所：〒963‑8071 福島県郡山市富久山町久保田字上野 17‑1
電話：024‑922‑2818
http://www.derudasu.com/nagaoka‑clinic/
共同研究者：濱野

徹也

所属組織：東京女子医大八千代医療センター
所属部署：消化器内科
住所：〒276‑8524

千葉県八千代市大和田新田 477‑96

電話：047‑450‑6000
http://www.twmu.ac.jp/TYMC/
共同研究者：鈴木

隆二

所属組織：筑波胃腸病院
所属部署：内視鏡内科
住所：〒300‑1252

茨城県つくば市高見原 1‑2‑39

電話：029‑874‑3321
http://www.tsukubaichou.com/
共同研究者：山中 茂
所属組織：あつぎ内視鏡・内科クリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒243‑0018

神奈川県厚木市中町３−１２−１ 厚木国際ビル

７F
電話：046‑223‑4976
http://www.atsugi‑naishikyou.com/
共同研究者：石窪 力
所属組織：石くぼ医院
所属部署：消化器内科
住所：〒362‑0813

埼玉県北足立郡伊奈町学園 2‑187

電話：048‑872‑6121
http://ishikuboclinic.com/
共同研究者：中元

和也

所属組織：お茶の水駿河台クリニック
所属部署：消化器内視鏡内科
東京都千代田区神田駿河台 2‑1‑47

住所：〒101‑0062

電話：03‑5280‑9122
http://www.gazo.or.jp/
共同研究者：金子

健太郎

所属組織：金子医院
所属部署：胃腸科・内科・外科・肛門外科
茨城県⽔⼾市百合が丘町 8‑5

住所：〒311‑1134

電話：029‑304‑0288
http://www.kaneko.or.jp/
共同研究者：富田 慎二
所属組織：坂本内科医院
所属部署：内科
茨城県⽔⼾市⾒川 2‑192‑3

住所：〒310‑0912

電話：029‑241‑3939
共同研究者：沖田

英明

所属組織：おきた内科クリニック
所属部署：内科
住所：〒739‑1700

広島県広島市安佐北区落合南 1‑11‑15

電話：082‑841‑0033
http://www.okita‑naika.com/
共同研究者：森田

宏

所属組織：桶川中央クリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒363‑0022 埼玉県桶川市若宮 2 丁目 2‑22
電話：048‑786‑6628
https://www.okegawa‑clinic.jp/

共同研究者：松本

啓志

所属組織：川崎医科大学附属病院
所属部署：消化管内科
住所：〒701‑0192

岡山県倉敷市松島 577

電話：086‑462‑1111
https://h.kawasaki‑m.ac.jp/

共同研究者：渡邊 嘉行
所属組織：総合川崎臨港病院
所属部署：内科
住所：〒210‑0806

神奈川県川崎市川崎区中島 3‑13‑1

電話：044‑233‑9336
http://rinko.or.jp/
共同研究者：上山 浩也
所属組織：順天堂大学医学部
所属部署：消化器内科
住所：〒113‑8421

東京都文京区本郷 2‑1‑1

電話：03‑3813‑3111
https://www.juntendo.ac.jp/med/
共同研究者：永田

充

所属組織：湘南藤沢徳洲会病院
所属部署：内視鏡内科
住所：〒251‑0041

神奈川県藤沢市辻堂神台 1‑5‑1

電話：0466‑35‑1177
https://fujisawatokushukai.jp/
共同研究者：伊藤 公博
所属組織：ＭＹメディカルクリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒150‑0042 東京都渋谷区宇田川町 20‑17 NMF 渋谷公園通り
ビル 5F
電話：03‑6452‑5100
https://www.mymc.jp/
共同研究者：関川 憲一郎
所属組織：東京逓信病院
所属部署：消化器内科・内視鏡センター
住所：〒102‑8798 東京都千代田区富士見 2‑14‑23
電話：03‑5214‑7111
https://www.hospital.japanpost.jp/tokyo/index.html
共同研究者：池澤 和人
所属組織：筑波記念病院
所属部署：消化器内科
住所：〒300‑2622

茨城県つくば市要 1187‑299

電話：029‑864‑1212

http://www.tsukuba‑kinen.or.jp/
共同研究者：今枝

博之

所属組織：埼玉医科大学病院
所属部署：消化管内科
住所：〒350‑0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
電話：049‑276‑1111
http://www.saitama‑med.ac.jp/hospital/
共同研究者：新畑

博英

所属組織：さいたま市⺠医療センター
所属部署：消化器科
住所：〒331‑0054 埼⽟県さいたま市⻄区島根 299‑1
電話：048‑626‑0011
https://www.scmc.or.jp/
共同研究者：引地

拓人

所属組織：福島県立医科大学附属病院
所属部署：内視鏡診療部
住所：〒960‑1295 福島県福島市光が丘 1 番地
電話：024‑547‑1111
https://www.fmu.ac.jp/
共同研究者：沖本

英子

所属組織：島根大学医学部付属病院
所属部署：消化器内科
住所：〒693‑8501 島根県出雲市塩冶町 89‑1
電話：0853‑23‑2111
https://www.med.shimane‑u.ac.jp/hospital/

共同研究者：藤原

大輔

所属組織：ふじわら内科クリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒702‑8022 岡山県岡山市南区福成 1 丁目 167‑1
電話：086‑250‑8070
https://www.fujiwara‑naika‑clinic.com/
共同研究者：中田

博也

所属組織：なかた消化器・内科クリニック

所属部署：消化器内科
和歌山県和歌山市中島 574‑2

住所：〒641‑0006

電話：073‑418‑7077
http://www.naishikyo.jp/
共同研究者：富田 誠
所属組織：富田医院
所属部署：内科・消化器内科
住所：〒491‑0911

愛知県一宮市野口 2 丁目 16 番 8 号

電話：0586‑45‑0148
http://www.tomitaiin.com/
共同研究者：藤田

葉子

所属組織：伊月健診クリニック
所属部署：人間ドック
徳島県徳島市東船場町 1‑8

住所：〒770‑0911

電話：088‑653‑2315
http://www.itsukikenshin.jp/
共同研究者：江頭

秀人

所属組織：湘南鎌倉総合病院
所属部署：消化器病センター
住所：〒247‑8533

神奈川県鎌倉市岡本 1370 番 1

電話：0467‑46‑1717
https://www.shonankamakura.or.jp/
共同研究者：木村

典夫

所属組織：大網白里市立国保大網病院
所属部署：内科
住所：〒299‑3221 千葉県大網白里市富田 884‑1
電話：0475‑72‑1121
http://city‑oamihp.com/
共同研究者：大澤

博之

所属組織：自治医科大学付属病院
所属部署：内科学講座消化器内科学部門

富士ﾌｨﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ国際光学医

療講座
住所：〒329‑0498

栃木県下野市薬師寺 3311‑1

電話：0285‑44‑2111
http://www.jichi.ac.jp/hospital/top/index.html

共同研究者：大前

芳男

所属組織：川崎幸病院
所属部署：消化器内科
神奈川県川崎市幸区大宮町 31 番地 27

住所：〒212‑0014

電話：044‑544‑4611
https://saiwaihp.jp/
共同研究者：山下

重雄

所属組織：吉祥寺南病院
所属部署：外科
東京都武蔵野市吉祥寺南町 3‑14‑4

住所：〒180‑0003

電話：0422‑45‑2161
https://www.kichijoujiminami‑hp.jp/
共同研究者：永尾

清香

所属組織：東京大学医学部付属病院
所属部署：消化器内科
住所：〒113‑8655 東京都文京区本郷 7‑3‑1
電話：03‑3815‑5411
http://gastro.m.u‑tokyo.ac.jp/
共同研究者：辻

陽介

所属組織：東京大学医学部付属病院
所属部署：消化器内科
住所：〒13‑8655 東京都文京区本郷 7‑3‑1
電話：03‑3815‑5411
http://gastro.m.u‑tokyo.ac.jp/

共同研究者：傍島

潤

所属組織：傍島外科
所属部署：内科・消化器外科
住所：〒350‑1142

埼玉県川越市藤間 937‑3

電話：049‑245‑3211
共同研究者：石井

賢一

所属組織：医療法人クレモナ会 ティーエムクリニック
所属部署：消化器内科
住所：〒360‑0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻 48
電話：048‑533‑8836
https://www.cremona.gr.jp/

共同研究者：竹田

努

所属組織：順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センタ
ー
所属部署：消化器内科
住所：〒136‑0075 東京都江東区新砂 3 丁目 3 番 20 号
電話：03‑5632‑3111
https://www.juntendo.ac.jp/hospital̲gmc/
共同研究者：磯本

一

所属組織：鳥取大学医学部付属病院
所属部署：第二内科診療科群
住所：〒683‑8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36 番地 1
電話：0859‑33‑1111
http://www2.hosp.med.tottori‑u.ac.jp/
共同研究者：佐藤

俊大

所属組織：医療法人社団

佐藤医院

所属部署：消化器科
新潟県柏崎市大字土合 663 番地 1

住所：〒945‑0106
電話：0257‑22‑2837
共同研究者：林

量司

所属組織：医療法人財団

荻窪病院

所属部署：消化器内科
住所：〒167‑0035 東京都杉並区今川 3 丁目 1‑24
電話：03‑3399‑1101
https://www.ogikubo‑hospital.or.jp/
共同研究者：矢作

直久

所属組織：慶応義塾大学病院
所属部署：腫瘍センター
住所：〒160‑8582

低侵襲療法研究開発部門

東京都新宿区信濃町 35

電話：03‑3353‑1211
http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/shinryo/cancer/
共同研究者：津川

周三

所属組織：湘南記念病院
所属部署：内科
住所：〒248‑0027 神奈川県鎌倉市笛 2 丁目 2‑60
電話：0467‑32‑3456

http://www.syonankinenhp.or.jp/
共同研究者：志村

純一

所属組織：かまくらクリニック
所属部署：院⻑
住所：〒247‑0063 神奈川県鎌倉市梶原 5 丁目 1‑1
電話：0467‑45‑4161
https://itp.ne.jp/info/146120361200000899/
共同研究者：渡邊

義行

所属組織：一般財団法人日本健康管理協会

新宿健診プラザ

所属部署：消化器内科
住所：〒160‑0021 東京都新宿区歌舞伎町 2‑3‑18
電話：03‑3207‑1111
http://nikkenkyo.or.jp/shinjuku/
共同研究者：小田島

慎也

所属組織：帝京大学医学部附属病院
所属部署：消化器内科
住所：〒173‑8606

東京都板橋区加賀 2‑11‑1

電話：03‑3964‑1211
http://www.teikyo‑hospital.jp/

●担当業務：システム委託業務・研究事務作業サポート業務
株式会社 AI メディカルサービス
住所：埼玉県さいたま市南区別所 7‑2‑1‑202
電話：048‑837‑9333
●担当業務：システム共同研究開発
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
住所 〒305‑8560 茨城県つくば市梅園 1‑1‑1 中央第１
実験責任者：野里

博和

所属部署：人工知能研究センター
電話：029‑861‑3842
http://www.airc.aist.go.jp/

人工知能応用研究チーム

