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本日のお題

l保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

lデータ利活⽤環境について
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保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

１．趣旨

厚⽣労働省では、平成29 年６⽉に「保健医療分野におけるAI 活⽤推進懇談
会」報告書を取りまとめ、①我が国における医療技術の強みの発揮、及び、②
我が国の保健医療分野の課題の解決、の両⾯から、AI 開発を進めるべき重点６
領域を選定した。しかしながら、諸外国におけるAI 開発は急速に進んでおり、
本邦においても、諸外国に遅れを取ることなく、産学官が⼀丸となって取り組
めるよう、課題や対応策について早急に検討する必要が⽣じている。
このような状況に鑑み、今般、有識者を参集し、AI 開発及び利活⽤促進に向け
て幅広い視点から議論を⾏い、本邦にて取り組むべき事項を検討する。

２．検討事項

保健医療分野におけるAI 開発及び利活⽤を加速させるための課題や対応策及び
本邦における今後の研究開発の⽅向性。
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保健医療分野AI開発加速コンソーシアム 委員名簿

⽥辺 ⾥美 独⽴⾏政法⼈情報処理推進機構 主任研究員
○ 辻井 潤⼀ 国⽴研究開発法⼈産業技術総合研究所 フェロー・⼈⼯知能研究センター・研究センター⻑

⾓⼭ 和久 ⽇本製薬⼯業協会研究開発委員会創薬研究部会部会委員
豊⽥ 郁⼦ 患者・家族と医療をつなぐNPO 法⼈架け橋 理事⻑
中村 祐輔 国⽴研究開発法⼈医薬基盤・健康・栄養研究所理事⻑
新岡 宏彦 ⼤阪⼤学 データビリティフロンティア機構特任准教授
⽻⿃ 裕 公益社団法⼈⽇本医師会 常任理事
保科 学世 アクセンチュア株式会社AI センター⻑
松尾 豊 東京⼤学⼤学院⼯学系研究科 教授
間野 博⾏ 国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター 理事・研究所⻑・がんゲノム情報管理センター⻑
三島 良直 国⽴研究開発法⼈⽇本医療研究開発機構・理事⻑
宮⽥ 裕章 慶應義塾⼤学医学部医療政策・管理学教室・教授

◎ 村⼭ 雄⼀ 東京慈恵医科⼤学脳神経外科学講座主任教授
⼭内 英⼦ 聖路加国際病院 副院⻑
⼭本 晴⼦ 医薬品医療機器総合機構・理事⻑特任補佐〈医学総括担当〉
渡部 眞也 ⼀般社団法⼈⽇本医療機器産業連合会 副会⻑

（敬称略、50 ⾳順、◎は座⻑、○は副座⻑）
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これまでの議論の整理と今後の進め⽅

政府における新たなAI戦略の策定を受け、第12回、第13回でご議論頂いた内容とそれを踏まえた今後の進め⽅につい
て整理。

１．政府における新たなAI戦略の策定について

社会実装の充実に向けて新たな⽬標を設定して推進するとともに、パンデミックや⼤規模災害等の差し迫っ
た危機への対処のための取組を具体化すべく、令和4年4⽉22⽇にAI戦略2022が決定された。

２．AI戦略2022を踏まえた保健医療分野におけるAI開発・利活⽤促進に向けた検討について

AI戦略2022が決定されたことを踏まえ、保健医療分野におけるAI開発・利活⽤を促進するため、以下の内
容について議論を⾏った。

・ AI開発・利活⽤を促進する観点から、特に重点的に議論すべきテーマについて

・【AI戦略２０２２ ⼤⽬標】⽇本が強みを有する分野とAIとの融合について
⇒4/8では、医薬品開発におけるAIの活⽤について議論

・【AI戦略２０２２ ⼤⽬標】AI利活⽤を⽀えるデータの充実について
⇒5/31では、保健医療分野における公的データベースの活⽤、AIを活⽤した医療機器の開発・研究にお
ける患者データ利⽤の環境整備について議論
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これまでの議論の整理と今後の進め⽅

３．これまでに頂いた主なご意⾒について

〈データの利活⽤について〉

• 企業の⼆次利⽤も含め出⼝を⾒据えたデータ収集が必要。

• 電⼦カルテ等の標準化が必要。

• データ利⽤のための同意取得について、企業利⽤を含めたオプトインでの同意取得が重要。また、医療機
関での負担軽減の観点から、⼈⼯知能アバターによる同意取得や、個⼈がデータを保持する仕組みを設け
た上で、個⼈がデータをデポジットする仕組みが考えられる。⼀⽅、オプトアウト形式も重要であり、例
えば欧州では、健康医療データのオプトアウトによる⼆次利⽤を含めた統⼀的なルールができた。

• 医療情報の利活⽤について、メディアも活⽤した国⺠への普及啓発が必要。また、医療現場や⺠間企業に
対して、データ利活⽤のルールを解説したガイドラインが必要。

〈AIの導⼊について〉

• AIホスピタル等の事例も踏まえつつ、 ⾼度な医療の実現、医療の均てん化、医療スタッフの働き⽅改⾰
に資するAIの導⼊にあたっての課題を把握すべき。

〈⼈材育成〉

• 医療とAIの両⽅が分かる⼈材の育成が必要。

〈⽇本が強みを有する分野へのAIの活⽤について〉

• 超⾼齢化社会が進んでいる⽇本では、介護分野におけるAIの活⽤が重要

7



これまでの議論の整理と今後の進め⽅
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〈医薬品開発におけるAIの活⽤について〉

• 低分⼦化合物だけでなく、バイオ医薬品や核酸医薬などの先進的な分野におけるAIの活⽤にも取り組むべ
き。

• 創薬プラットフォームについて、⾼い利⽤料であっても企業が使いたいと思えるものにすべき

• 電⼦カルテデータ等のデータをAIを⽤いた推論プロセスに取り⼊れた治験の仮想対照群の導⼊などの検討
も視野に⼊れるべき。

• 企業データの集約には、Federated Learningの他、秘密計算等の他の⼿法も含めて検討すべき。

〈保健医療分野の公的データベースの利活⽤について〉

• 学会が保有しているデータベースや⾃治体が保有する学校検診などのデータベースへの連結も検討すべき。

• アウトカム情報といった豊かな情報がないとAI開発には使えない。

• 個⼈情報保護の問題も含め、連結⽅法についての議論をすべき。

• NDBについて、探索的な利⽤のためのテストデータが必要。

• ⺠間企業が利⽤しやすい環境を整備すべき。

• NDBのクラウド解析基盤に、AIの開発基盤を搭載すべき。

• NDB等を活⽤したAI開発について、ユースケースを想定しながら、何が必要であるかを検討すべき。



これまでの議論の整理と今後の進め⽅
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〈AI医療機器開発のための患者データの利活⽤環境について〉

• 個⼈情報保護法を考慮した医療情報の加⼯⼿法について、ガイドラインを作成し基準を明確化すべき。特
に画像データについては基準がないため、国内で加⼯ソフトの開発が⾏われておらず問題である。

• ガイドラインの作成にあたっては、医療機関の実務に沿ったものとなるよう留意すべき。

〈その他深掘りすべきテーマについて〉

• 機械学習やディープラーニングといったAI技術について、保健医療分野でそれぞれのアルゴリズムを適⽤
する場合の留意事項など類型的議論が必要。

• 各課題の検討にあたっては、諸外国の状況も把握することも必要

※ 詳細は５〜24ページに掲載

４．今後の進め⽅について

これまでに頂いたご意⾒について、厚⽣労働省等の別の審議会等で検討されているもの（例えば電⼦カル
テの標準化など）もあることから、今後は特にAI開発・利活⽤に特化した課題について重点的に議論してい
くこととする。例えば、医療・介護現場へのAIの導⼊にあたっての課題の整理やAI開発・利活⽤に向けた⽅
策などの議論を⾏う。

また、頂いたご意⾒のうち、直ちに着⼿できるものについては対応を⾏う。具体的には、医療情報の加⼯
⼿法のガイドラインや⽣命・医学系指針の⼀部規定の⾒直し、保健医療分野の公的データベースを活⽤した
AI開発のユースケースの提⽰について検討を開始する。
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医療情報に関連する最近の制度改正の動向

11

2017年（平成29年） 次世代医療基盤法成⽴（2018年（平成30年）施⾏）

医療情報を匿名加⼯し、医療分野の研究開発での活⽤を促進
医療情報の第三者提供に際して、あらかじめ同意を求める個⼈情報保護法の特例

2015年（平成27年） 個⼈情報保護法改正（2017年（平成29年）全⾯施⾏）

個⼈情報の定義の明確化、要配慮個⼈情報に関する規定の整備、
匿名加⼯情報に関する規定の整備 等

2020年（令和２年） 個⼈情報保護法改正

2021年（令和３年） 個⼈情報保護制度の官⺠⼀元化

「仮名加⼯情報」の創設、利⽤停⽌・消去等の拡充、不適正利⽤の禁⽌、
越境移転に係る情報提供の充実 等

• 個⼈情報保護制度については、個⼈情報に対する意識の⾼まりや、技術⾰新を踏まえた保護と利活⽤のバラ
ンス等の観点から、平成27年以降、数次にわたり改正が⾏われてきた。

• 医療分野においても、匿名加⼯情報の利活⽤に加え、令和４年４⽉からは、⽒名等を削除した「仮名加⼯情
報」を本⼈の再同意なく内部分析等に利⽤することが可能となる。

6⽉成⽴・公布

5⽉成⽴・公布



令和2年改正
令和4年4⽉全⾯施⾏

いわゆる３年ごと⾒直しに基づく改正
利⽤停⽌・消去等の拡充、不適正利⽤の禁⽌、

越境移転に係る情報提供の充実、「仮名加⼯情報」の創設等

ü 個⼈の権利利益の保護と活⽤の強化
ü 越境データの流通増⼤に伴う新たなリスクへの対応
ü ＡＩ・ビッグデータ時代への対応 等

個⼈情報保護制度の官⺠⼀元化

ü 官⺠通じた個⼈情報の保護と活⽤の強化
ü 医療分野・学術分野における規制の統⼀
ü 学術研究に係る適⽤除外規定の⾒直し 等

令和3年改正
令和4年4⽉⼀部施⾏

（地⽅部分は令和５年春頃施⾏）

個⼈情報保護法の令和２年度及び３年度改正について

出典︓第１回⽣命科学・医学系研究等における個⼈情報の取扱い等に関する合同会議 資料３-２（個⼈情報保護員会事務局説明資料）⼀部改変
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• AI画像診断機器等の性能評価において、
仮名加工情報を利用することの可否につ
いて検討した上で、教師用データや性能
評価用データとして求められる医療画像
や患者データについて整理を行い、当該
データを仮名加工情報に加工して用いる
際の手法等について具体例を示す。

• あわせて、仮名加工された医療情報のみ
を用いて行うAI画像診断機器等の開発・
研究等への「人を対象とする生命科学・
医学系研究に関する倫理指針」（令和３
年文部科学省・厚生労働省・経済産業省
告示第１号）の適用の要否について整理
を行い、その結果について周知する。

※ 実施時期：令和3年度措置

①規制改革実施計画に記載された事項の元となった提言

令和3年4月7日、規制改革推進会議 第10回 医療・介護ワーキング・グループ
タイトル：AI画像診断機器開発の促進のための意見書（一部抜粋）

②人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（倫理指針）

③個人情報保護法（個情法）

●学術研究か否かにより個情法上の取扱いが異なる
●令和2年改正法により創設された仮名加工情報への対応

※令和2年改正法
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議（第1回)配布資料より抜粋

4.データ利活用のあり方
氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設

これまでの
運用の
改善

令和3年3月23日文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号

●多機関共同研究が新たに定義され、研究代表者による原則一つのIRBによ
る一括審査が可能となった → 多機関の共通理解が必要
●倫理指針の適用範囲の周知の徹底

新たな課題
への対応

※厚生労働省等の生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議において審議中

規制改革実施計画（令和3年6月1 8日閣議決定）

に以下が明記

規制改⾰実施計画（令和3年6⽉18⽇閣議決定）
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厚生労働科学研究費補助金 政策科学総合研究事業（臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装事業）
AIを活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究

研究班による検討結果

2022年5月31日

研究代表者 公益財団法人医療機器センター専務理事 中野壮陛

第13回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

2022年5月31日
第13回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

資料2-2抜粋
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【研究班員】

• 島原 佑基 エルピクセル株式会社代表取締役
• 殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所弁護士
• 中田はる佳 国立がん研究センター研究支援センター生命倫理部COI管理室室長
• 中野 壮陛 公益財団法人医療機器センター専務理事 ※研究代表者
• 鍋田 敏之 富士フイルム株式会社メディカルシステム開発センター長

経営企画本部ICT戦略室副室長（一般社団法人日本画像医療システム工業会推薦）
• 浜本 隆二 国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野分野長
• 待鳥 詔洋 国立国際医療研究センター国府台病院放射線科診療科長
• 松橋 祐輝 公益財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所主任研究員
• 森 健策 名古屋大学大学院情報学研究科教授

• 山本 隆一 一般財団法人医療情報システム開発センター理事長

【オブザーバー】
• 厚生労働省大臣官房厚生科学課
• 厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課プログラム医療機器審査管理室
• 個人情報保護委員会事務局
• 一般社団法人日本医療機器産業連合会
• 小林 和馬 国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野研究員
• ショパンアントワンエルピクセル株式会社研究開発部 副ゼネラルマネージャー・チーフエンジニア
• 杉江紗緒里 エルピクセル株式会社 EIRL事業本部データマネジメントエンジニア
• 成行 書史 富士フイルム株式会社メディカルシステム事業部 ＩＴソリューション部統括マネージャー

【事務局】公益財団法人医療機器センター附属医療機器産業研究所

AIを活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究班

AIを活用した医療機器の開発・研究におけるデータ利用の実態把握と課題抽出に資する研究班名簿

2022年5月31日
第13回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

資料2-2抜粋
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今後の議論を活性化させるために、各取り組みの特徴を相対的イメージとして参考までに私案として示したもの

本厚生労働科学研究における検討結果を利活用した開発
①医療機関で適切なデータ加工※が出来る、
比較的少数の医療機関のデータ利活用
※データ加工を専門業者等へ委託する場合を含む

次世代医療基盤法を利活用した開発 ②複数の医療機関のデータ利活用
※①に比べデータを膨大に収集、認定事業者が匿名加工

個人情報保護法の学術研究例外による研究
※学術研究例外は学術研究を目的としている

③基礎的研究の要素が強く、
学術研究として学術研究機関とともに実施

［利活用が想定されるシーン］

ü 研究・開発しようとする医療機器・技術などの意図や効果、データの収集目的、研究開発の参画関係者、研究開発フェーズ等により
利活用のあり方は異なり、また組み合わた利活用も想定される

［各取り組み］

（参考）本取り組みの相対的位置づけ

2022年5月31日
第13回保健医療分野AI開発加速コンソーシアム

資料2-2抜粋
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その他の取組

• 既存の医用画像データ等を収集して実施する性能評価試験
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l 人工知能技術を利用した医用画像診断支援システムやDNAシークエンサーを利用した遺伝子変異解析システム
等の診断用医療機器を対象とし、追加的な侵襲・介入（診断結果の伝達を含む。）を伴うことなく、既存の
医用画像データ又は生体試料及びこれらに関連する既存の診療情報等注１）を収集して実施する性能評価試験
を対象とする。 注１）通常の診療で得られたものだけでなく、バイオバンク、データベース等において提供されているものも含む。

対象となる性能評価試験

具体的な取扱い
l 当該試験は治験には当たらないため、医療機器GCP省令は適用されない。

l なお、倫理性及び信頼性確保の観点から、以下の対応が必要。

l 当該試験だけで当該医療機器の評価が可能か否かは別途個別に判断。

注２）試験に使用するデータ等の第三者への提供・開示及び承認申請を含む商用利用に関する患者等の同意が適切に得られていることについて、承
認申請時にPMDAの求めに応じて申請者が根拠資料に基づいて説明できること。

注３）試験に使用するデータ等の信頼性確保のための適切な管理（例えば、QC/QA体制の構築等）が行われ、施行規則第114条の22に規定する申請資
料の信頼性の基準に従って添付資料が作成されていること。適切な管理が行われていることについて、信頼性調査時に申請者が根拠資料に基
づいて説明できること。

注４）関連する既存の診療情報も含めた信頼性確保のための適切な管理が行われていること。

（１）既存の医用画像データ又は生体試料のみ
を収集し、新たに評価上必要な情報等を付ける
等した上で、性能評価に用いる場合
（試験に使用するデータ等の信頼性確保のため
に、原資料（カルテ情報等）との照合ができる
ようにしておく必要がない場合）

（２）既存の医用画像データ又は生体試料及びこ
れらに関連する既存の診療情報を収集し、性能評
価に用いる場合
（試験に使用する診療情報の信頼性確保のために、
原資料（カルテ情報等）との照合ができるように
しておく必要がある場合）

倫理性確保注２） － ○

信頼性確保注３） ○ ○注４）

承認申請時の添付
資料の位置付け

設計及び開発に関する資料
（施行規則第114条の19第１項第１号ロ）

臨床試験の試験成績に代替する資料
（施行規則第114条の19第１項第１号ヘ）

追加的な侵襲・介入を伴わない既存の医用画像データ等を用いた診断用医療機
器の性能評価試験の取扱いについて（令和３年９月29日薬生機審発0929第１号）
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ご清聴ありがとうございました


