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この研究の詳細についてお知りになりたい方は、下欄の問い合わせ担当者ま

で直接お問い合わせください。 

なお、この研究の研究対象者に該当すると思われる方の中で、ご自身の診療

情報（カルテの情報）をこの研究に使ってほしくないと思われた場合にも、下

欄の問い合わせ担当者までその旨をご連絡下さい。 

試料・情報の利用

目的及び利用方

法 

 

●研究の名称 

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 

 

●研究の対象 

2000 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日に皮膚科を

受診し、診断や治療を受け臨床写真を撮影された方 

 

●研究の目的 

レントゲン写真や CT 画像を人工知能（AI）により自動診

断するシステムの開発が進んでおり、近い将来 AI による

自動読影が可能となると考えられています。一方、皮膚科

領域はテレダーマトロジーとも呼ばれる遠隔診断システ

ムが民間業者によりすでに実用化していますが、これは

AI ではなく皮膚科医が写真や臨床情報を基に遠隔診断し

ているため、多くの症例を短時間に処理することはできま

せん。 

AI の開発には多量の皮膚病の写真が必要であることから、

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。浜松医科大学はその共同研究施設となっていま

す。データベースは臨床写真、ダーモスコープ写真、病理

組織写真、そしてそれらの症例に紐付けされた臨床情報が

集積されますが、個人が特定されるようなことはありませ

ん。研究の中核となるナショナルデータベース構築のた

め、浜松医科大学医学部附属病院皮膚科は当科で保管して

いる皮膚疾患の写真をそのデータベースに提供すること

にしました。 

 

●研究の期間 

倫理委員会承認後 ～ 2030 年 12 月 31 日 
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●他の機関に提供する場合には、その方法 

共同研究機関である筑波大学へのデータの提供は、記憶媒

体（ＤＶＤ）に保存し、郵送で行います。記憶媒体に保存

する場合には、個人を特定する情報は削除し、パスワード

をかけ、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、当センターの個人情報分担管理者が保

管・管理します。 

 

利用し、又は提供

する試料・情報の

項目 

 

●研究に使用する試料・情報： 

臨床写真、診断名、年齢、性別、病理像（データのある一

部の症例）、検査データ、治療、転帰 

利用する者の範

囲 

●共同研究機関の名称及び研究責任者 

1. 大阪大学 皮膚科 教授 藤本 学 (代表者)  
2. 東北大学 皮膚科 准教授 山﨑 研志 
3. 東京大学 皮膚科 教授 佐藤 伸一 
4. 慶応義塾大学  皮膚科 教授 天谷 雅行  
5. 東京女子医科大学 東医療センター 教授 田中 勝  
6. 日本医科大学武蔵小杉病院 教授 安齋 眞一  
7. 新潟大学 皮膚科 教授 阿部 理一郎 
8. 山梨大学 皮膚科 教授 川村 龍吉 
9. 信州大学 皮膚科 教授 奥山 隆平 
10. 京都大学 皮膚科 教授 椛島 健治 
11. 高知大学 皮膚科 教授 佐野 栄紀 
12. 九州大学 皮膚科 講師 伊東 孝通  
13. 熊本大学 皮膚科 准教授 福島 聡 
14. 琉球大学 皮膚科 教授 高橋 健造 
15. 慶応義塾大学 医療政策・管理学 宮田 裕章  
16. 東北大学 東北メディカルメガバンク機構 教授  

長﨑 正朗 022-273-6051 
17. 理化学研究所 革新知能統合研究センター病理情報学 

ユニット リーダー 048-467-3626 
18. 理化学研究所 革新知能統合研究センター遺伝統計学 

チーム リーダー 048-467-3626 
19. 国立情報学研究所 アーキテクチャ科学研究系 教授 
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 合田 憲人 03-4212-2522 
20. 国立情報学研究所 コンテンツ科学研究系 教授  

佐藤 真一 03-4212-2527 

21. 東京大学 附属病院 教授 大江 和彦 03-5800-6427 

22.   東 京 農 工 大 学  工 学 研 究 院  教 授  清 水  昭 伸 
042-388-7478 

23   産業医科大学 皮膚科 教授 中村 元信
 093-691-7445 
24.   大阪市立大学 皮膚科 教授 鶴田 大輔

 06-6645-3826 
25.   鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科 

 部長 松下 茂人 099-223-1151 
26.   大阪みなと中央病院 皮膚科 部長 三浦 宏之

 06-6572-5721 
27.   三重大学 皮膚科 助教 後藤 啓元

 059-232-1111 
28.   静岡済生会総合病院 皮膚科 部長 松本 賢太郎

 054-285-6171 
29.   金沢大学 皮膚科 教授 松下 貴史

 076-265-2343 
30.   沼津市立病院 皮膚科 部長 秦 まき

 055-924-5100 
31.   平塚市民病院 皮膚科 科長 栗原 佑一

 0463-32-0015 
32.   藤田医科大学 皮膚科 准教授 有馬 豪

 0562-93-9256 
33.   横浜市立みなと赤十字病院 皮膚科 部長 渡邊 憲

 045-628-6100 
34.   奈良県立医科大学 皮膚科 准教授 新熊 悟

 0744-29-8891 
35.   島根大学 皮膚科 助教 越智 康之

 0853-23-2111 
36.   日本医科大学多摩永山病院 皮膚科 准教授  

長田 真一 042-371-2111 
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37.   近畿大学奈良病院 皮膚科 教授 山田 秀和
 0743-77-0880 

38.   名古屋市立大学 皮膚科 医員 鳥居 寛
 052-851-5511 

39.   国立病院機構仙台医療センター 皮膚科 部長  
飯澤 理 022-293-1111 

40.   県立広島病院 皮膚科 部長 田中 麻衣子
 082-254-1818 

41.   順天堂大学医学部附属練馬病院 皮膚科 准教授 
 深井 達夫 03-5923-3111 

42.   JCHO 金沢病院 皮膚科 医長 小村 一浩
 076-252-2200 

43.   岡山市立市民病院 皮膚科 部長 岡﨑 布佐子
 086-737-3000 

44.   群馬大学 皮膚科 助教 渋沢 弥生
 027-220-8284 

45.   虎の門病院 皮膚科 部長 林 伸和
 03-3588-1111 

46.   福井大学 皮膚科 医員 笠松 宏至
 0776-61-3111 

47.   大阪病院 皮膚科 部長 竹原 友貴
 06-6441-5451 

48.   滋賀医科大学皮膚科 講師 加藤 威
 077-548-2233 

49.   国際医療研究センター病院 皮膚科 科長 玉木 毅
 03-3202-7181 

50.   南和歌山医療センター 皮膚科 医長 南 宏典
 0739-26-7050 

51.   宝塚市立病院 皮膚科 部長 山本 哲久
 0797-87-1161 

52.   東京女子医科大学病院 皮膚科 助教 宮田 龍臣
 03-3353-8111 

53.   広島大学 皮膚科 助教 松尾 佳美
 082-257-5555 
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54.   京都府公立大学法人京都府立医科大学 皮膚科 助教
 小森 敏史 075-251-5586 

55.   東邦大学大森病院  皮膚科 准教授 石井 健
 03-3762-4151 

試料・情報の管理

について責任を

有する者の氏名

又は名称 

●研究責任者 

大阪大学 皮膚科 教授 藤本 学 

浜松医科大学 皮膚科 教授 本田 哲也 

試料・情報の利用

又は他の研究機

関への提供の停

止（受付方法含

む） 

 

あなたの情報を研究に使用することや、あなたの試料また

は情報を他の研究機関に提供することを望まない場合に

は、問い合わせ先まで連絡をいただければ、いつでも使用

や提供を停止することができます。連絡方法は、問い合わ

せ先に記載のある電話もしくはメールでお願いします。 

資料の入手また

は閲覧 

 

 

この臨床研究の計画や方法については、あなたのご希望に

応じて資料の要求または閲覧ができます。あなたがご自分

の研究結果を知りたいと希望される場合は、研究担当者に

その旨をお伝えいただければ、他の研究対象者に不利益が

及ばない範囲内で、あなた自身にあなたの結果をお伝えし

ます。希望された資料が他の研究対象者の個人情報の場合

には、資料の提供または閲覧はできません。 

情報の開示 あなたご自身が研究の概要や結果などの情報の開示を希

望される場合は、他の参加者に不利益が及ばない範囲内

で、原則的に結果を開示いたします。しかし、情報の開示

を希望されない場合は、開示いたしません。 

また、本研究の参加者以外の方が情報の開示を希望する

場合は、原則的に結果を開示致しません。 

問い合わせ先 

 

 

〒431-3192 

浜松市東区半田山一丁目 20 番 1 号 

浜松医科大学医学部附属病院 

診療科：皮膚科 

担当者：伊藤泰介 

TEL：  053-435-2650  FAX：053-435-2368 

E-mail：dermaweb@hama-med.ac.jp 


