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同意の取得について： 

今回の研究では患者さんから同意取得はせず、その代りに対象となる患者さん

へ向けホームページで情報を公開しております。以下、研究の概要を記載して

おりますので、本研究の対象となる患者さんで、ご自身の情報は利用しないで

ほしい等のご要望がございましたら、大変お手数ですが下記のお問い合わせ先

までご連絡ください。 

 

研究課題名 

AI（人工知能）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 

当院における実施体制 

【研究責任者】 

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 消化器内科 准教授 上山 浩也   

【研究分担者】 

順天堂大学医学部附属 順天堂医院 消化器内科 助教 赤澤 陽一 

 

研究の意義と目的： 

近年、胃がん検診が従来のバリウム検査から胃内視鏡検診へ移行しつつありま

す。胃がん検診においては精度管理のため、専門医による内視鏡画像の確認作

業が義務付けられており、数万件の内視鏡検診に伴い、二次読影において専門

医が読影する画像枚数は 1 回 1 人当たり 1 時間で約 2800 枚と膨大なものと

なっており現場医師の負担となっております。2015 年に画像認識能力が人間

を上回った AI（人工知能）を医師の補助として使用すれば、画像確認作業の精

度・スピードの向上が期待されます。顕微鏡と同等の拡大倍率を持つ内視鏡（顕

微内視鏡）での研究においては、人工知能が専門医と同等の精度を出せること

が既に報告されており、皮膚科領域では反復学習機能を持った AI が専門医と同

等の画像診断能力を発揮する事が報告されています。しかし、実際の医療現場

における AI の内視鏡画像診断能力について検証した報告は未だ無いのが現状で

す。本研究では、AI を用いた内視鏡画像診断システムの初期型を開発し、実証

実験（収集した画像の 95％を AI 教育・学習用に使用。教育・学習後の AI 検証

用に残りの画像 5％を使用）を行い、内視鏡検診に関わる専門医の負担軽減が

可能か否かの検証を行います。専門医と同等の精度が AI により実現できれば、

専門医不足の地域においても、患者さんに精度の高い医療を提供できる可能性

があると考えられます。 

観察研究の方法と対象 

本研究の対象となる患者さんは、2013 年 2 月 1 日～2019 年 1 月 31 日の

間に当院消化器内科で内視鏡検査が施行された方です。患者さんの個人情報を

排除した上で内視鏡画像・動画を抽出します。 

 

研究に用いる試料・情報の種類 

2013 年 2 月 1 日～2019 年 1 月 31 日の間に当院消化器内科で内視鏡検査

が施行された患者さん（全体 10 万名、当院 3000 名）の内視鏡検査画像記録

システムに保存された内視鏡画像、内視鏡検査所見、内視鏡診断名。 



観察及び検査項目 

＜項目＞ 

臨床病理学的所見 

１．患者基礎情報 

  施設症例番号、年齢、性別 

  Helicobacter pylori (H. pylori)感染・除菌歴の有無 

  既往歴、家族歴、嗜好歴、基礎疾患など 

２．対象病変情報 

  腫瘍長径、主病変部位、肉眼型、色調、組織型、深達度、潰瘍（瘢痕）、

脈管侵襲、リンパ節転移 

  病変に応じて得られる病理組織学的な所見、診断 

特殊内視鏡の観察所見など 

内視鏡検査所見・診断 

ピロリ菌感染の有無に関する所見 

急性胃炎 びらん性胃炎 

急性胃炎 びらん性胃炎（たこいぼびらん） 

急性胃炎 表層性胃炎 

急性胃炎 急性胃粘膜病編（AGML） 

慢性胃炎 萎縮性胃炎 

慢性胃炎 腸上皮化生 

慢性胃炎 胃黄色腫 

ポリープ 過形成性ポリープ（山田分類２−４） 

ポリープ 胃底線ポリープ（山田分類２−４） 

ポリープ 胃粘膜下腫瘍（山田分類１） 

胃腺腫 

早期胃癌（I 型）、早期胃癌（IIa）、早期胃癌（IIb）、早期胃癌(IIc)、早期胃癌

(III) 

進行胃癌(BorI)、進行胃癌(BorII)、進行胃癌(BorIII)、進行胃癌(BorIV)、進行胃

癌(BorV) 

悪性リンパ腫 

MALT リンパ腫 

胃潰瘍 (A1)、胃潰瘍 (A2)、胃潰瘍 (H1)、胃潰瘍 (H2)、胃潰瘍瘢痕 (S1)、

胃潰瘍瘢痕(S2) 

デュラフォイ潰瘍 

胃憩室 

胃内視鏡治療後瘢痕 

逆流性食道炎  LA-M 、逆流性食道炎 LA-A、逆流性食道炎 LA-B、逆流性

食道炎 LA-C、逆流性食道炎 LA-D 

食道裂孔ヘルニア 

バレット食道(SSBE)、バレット食道(LSBE) 

食道静脈瘤 

カンジダ性食道炎

食道顆粒細胞腫

食道乳頭腫



食道異所性胃粘膜 

早期食道癌（O-I）、早期食道癌（O-IIA）、早期食道癌（O-IIB）、早期食道癌

（O-IIC）、早期食道癌（O-III） 

進行食道癌（１型）、進行食道癌（２型）、進行食道癌（３型）、進行食道癌

（４型） 

食道潰瘍 

食道憩室 

食道内視鏡治療後瘢痕 

食道アカントーシス 

十二指腸炎 

十二指腸潰瘍 (A1)、十二指腸潰瘍 (A2)、十二指腸潰瘍 (H1)、十二指腸潰瘍 

(H2) 

十二指腸潰瘍瘢痕 (S1)、十二指腸潰瘍瘢痕(S2) 

十二指腸ポリープ（ブルンネル腺腫） 

十二指腸ポリープ（粘膜下腫瘍） 

十二指腸腺腫 

十二指腸憩室 

十二指腸異所性胃粘膜 

十二指腸内視鏡治療後瘢痕 

十二指腸癌 

大腸 異常なし 

大腸腺腫(Ip)、大腸腺腫(Isp)、大腸腺腫(Ip)、腸腺腫(IIa)、大腸腺腫(IIb)、大腸腺

腫(陥凹型 IIa+IIc)、大腸腺腫(陥凹型 IIc) 

大腸過形成ポリープ(Ip)、大腸過形成ポリープ(Isp)、大腸過形成ポリープ(Ip)、

大腸過形成ポリープ(IIa) 

大腸過形成ポリープ(IIb)、大腸過形成ポリープ(陥凹型 IIa+IIc)、大腸過形成ポリ

ープ(陥凹型 IIc) 

SSAP 

若年性ポリープ 

早期大腸癌（0-Ip）、早期大腸癌（0-Isp）、早期大腸癌（0-Is）、早期大腸癌

（0-IIa）、早期大腸癌（0-IIb）、早期大腸癌（0-IIc） 

進行大腸癌(1 型)、進行大腸癌(2 型)、進行大腸癌(3 型)、進行大腸癌(4 型)、進

行大腸癌(5 型) 

カルチノイド

大腸粘膜下腫瘍

大腸ポリープ遺残再発

大腸内視鏡治療後瘢痕

大腸憩室症

大腸憩室炎

大腸黄色腫

大腸メラノーシス

大腸癌吻合部

虚血性大腸炎

直腸炎

感染性大腸炎



潰瘍性大腸炎 緩解期、潰瘍性大腸炎 活動軽度、潰瘍性大腸炎 活動性中程

度、潰瘍性大腸炎 活動性重度 

クローン病

肛門ポリープ

痔核

大腸 便残渣

回腸  正常 

回腸  回腸末端炎 

十二指腸潰瘍 

Brunner 腺過形成 

外部への試料・情報の提供 

データセンターへのデータの提供は、特定の関係者以外がアクセスできない状

態で行います。対応表は、当院の個人情報管理者 消化器内科 赤澤陽一が保

管・管理します。 

研究解析期間：承認日～2020 年 1 月 31 日 

研究対象者の保護 

本研究に関係するすべての研究者は、ヘルシンキ宣言（2013 年 10 月 WMA

フォルタレザ総会[ブラジル]で修正版）及び人を対象とする医学系研究に関する

倫理指針（2017 年 2 月 28 日一部改正）に従って本研究を実施します。

個人情報の保護 

患者さんの情報は、個人を特定できる情報とは切り離した上で使用します。ま

た、研究成果を学会や学術雑誌で発表されますが、患者さん個人を特定できる

情報は含みません。 

利益相反について 

本研究は、順天堂大学医学部附属 順天堂医院 消化器内科の研究費によって

実施しておりますので、外部の企業等からの資金の提供は受けておらず、研究

者が企業等から独立して計画し実施するものです。従いまして、研究結果およ

び解析等に影響を及ぼすことはありません。なお、本研究の責任者および分担

者は、順天堂医院医学系研究利益相反マネジメント委員会に必要事項を申告し、

その審査を受けております。 

研究組織 

研究代表施設と研究代表者：  

多田 智裕、医療法人ただともひろ胃腸科肛門科 

参加施設： 

順天堂大学   上山 浩也 

がん研有明病院 平澤 俊明 

東葛辻仲病院  松尾 恵五 

ららぽーと横浜クリニック 大西 達也 

大阪国際がんセンター 七條 智聖



埼玉医科大学国際医療センター 野中 康一 

埼玉医科大学総合医療センター 熊谷 洋一 

東京医科歯科大学 川田 研郎 

医療法人社団DAP 阿保 義久 

山王病院 石原 聡一郎 

大阪警察病院 柄川 悟志 

仙台厚生病院 齋藤 宏章 

筑波大学附属病院 鈴木 英雄 

伊万里有田共立病院 園田 英人 

キッコーマン総合病院 田中 潤一郎 

医療法人社団俊和会 寺田病院 寺田 俊明 

とよしま内視鏡クリニック 豊島 治 

仙台循環器病センター 中里 雄一 

東京大学医学部附属病院 山田 篤生 

広島大学病院 岡 志郎 

医療法人社団ミッドタウンクリニック 田口 淳一 

岸和田徳洲会病院 中村 彰宏 

所属組織：湘南藤沢徳洲会病院 宗像 博美 

湘南鎌倉総合病院 賀古 眞 

きたやま胃腸肛門クリニック 北山 大祐 

藤沢湘南台病院 大熊 幹二 

荒川肛門科外科医院 松田 大助 

東長崎駅前内科胃腸科クリニック 吉良 文孝 

自治医科大学附属さいたま医療センター 眞嶋 浩聡 

河北総合病院外科 梅谷 直亨 

お問い合わせ先：  

本研究に関するご質問がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報および知的財産の保護に支障が無

い範囲内で、研究計画書および関連資料を閲覧することができますのでお申し

出ください。 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者

さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象者としませんので、

下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じる

ことは有りません。 

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-1-1  

電話：03-3813-3111 （内線）３３０５ 

研究担当者：上山浩也 


