大阪大学医学部附属病院では、医学・医療の発展の為に様々な研究を行っています。その中
で今回示します以下の研究では、患者さんの臨床写真を使用いたします。この研究の内容を
詳しく知りたい方や、臨床写真を利用することをご了解いただけない方は、下記【お問い合
わせ先】までご連絡ください。
【研究科題名】皮膚疾患画像ナショナルデータベースの構築と AI 活用診療支援システムの
開発
【研究機関】大阪大学医学部附属病院皮膚科
【研究責任者】藤本 学（皮膚科 教授）
【研究代表者】藤澤 康弘（筑波大学皮膚科 准教授）
【研究の目的】
皮膚病の中には、感染症や薬疹などの救急疾患、及び皮膚癌などのように見落としや対応の
遅れが致命的になることがあります。そこで、皮膚科医のみならず皮膚科へ紹介頂く一般医
においてもその見極めが非常に重要となります。そのために、人工知能（AI）による自動診
断システムの開発が重要と考えられ、AI の開発には多量の皮膚病の写真が必要となります。
今回日本皮膚科学会が主導し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）による研究
費を財源とした皮膚病を集めた国家的なデータベースを作成する研究を開始しました。
【研究の方法】
大阪大学皮膚科で保管している皮膚病の写真をそのデータベースに提供することにしまし
た。データベースには皮膚病の写真、ダーモスコープ写真、病理組織写真とその診断名，年
齢，性別，診断根拠となった臨床情報，治療内容，そして転帰などの情報が紐付けされたデ
ジタルデータとして保管されます。なお，提供前に個人を判別できる可能性のある写真（個
人が特定可能な顔面全体の写真，特徴的な刺青や詳細な指紋など）を除外しますので，個人
が特定できるような写真及び臨床情報は一切提供しません．
【研究の対象】
2000 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までに当院で皮膚疾患の診断や治療を受けた患者さ
んです

【研究の期間】
実施承認後から 2030 年 12 月末まで
【共同研究について】
この研究は、他の病院や研究施設と共同で行っています。
対象となる患者さんの情報は、匿名化されて、筑波大学に送られます。多くの情報を解析す
ることで、医学・医療の発展に役立つ成果が得られることが期待されます。
【個人情報の取り扱い】
収集した臨床写真や臨床情報は、名前、住所などの患者さんを直接特定できる情報を除いて
匿名化いたします。個人を特定できるような情報が外に漏れることはありません。
さらに詳しい本研究の内容をお知りになりたい場合は、
【お問い合わせ先】までご連絡くだ
さい。他の患者さんの個人情報の保護、および、知的財産の保護などに支障がない範囲でお
答えいたします。
【共同研究機関名・研究者名】
研究組織は以下の様になっています。
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【お問い合わせ先】
大阪大学医学部附属病院皮膚科 花岡 佑真
〒565-0871
大阪府吹田市山田丘２－２
Tel: 06-6879-3031

