
内閣府 SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）
「AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療システム」

”サブテーマA02: 新型コロナウイルスの治療薬・ワクチンの開発に資する
データ連携基盤の構築”プロジェクトの研究成果

５月24日より、申請による研究利用申し込みの受け付けを開始します

新型コロナウイルス感染症例の診療・検体解析情報等の
データ連携基盤を構築しました

データベースの利用受付を開始します

記者会見資料
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国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所（NIBIOHN)では、内閣府・戦略
的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）の「AI ホスピタルによる高度診断・
治療システム」 において、

令和2年度、「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)の治療薬・ワクチンの研
究開発に資するデータ連携基盤の構築」プロジェクトとして、COVID-19症例の
データを連携して利用することが可能なデータ基盤の構築を進めてきました。

今般、診療情報1,778例（臨床検体解析情報が付随するもの163例、胸部CT画像
が付随するもの1,615例からなる）のデータを、利活用形態に応じて利用可能とし
たクラウド型データベースシステムを構築した。このデータベースを広く研究に
利活用いただけるよう、

〇当該データベースの概要をお知らせします。

〇当該データベースシステムの利用手続きを定め、5月24日よりデータ利用・共
同研究の申請を受け付けます。

記者会見の概要
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 SIP第2期「AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・治療シス
テム」の成果を活用して構築。

 多施設における診療および臨床検体情報。
 データ量は、診療情報1,778例（臨床検体解析情報が付随するもの

163例、胸部CT画像が付随するもの1,615例からなる）の複数時点
のデータ（データ項目によって異なる）。

 急性期から回復期までの診療情報に紐づいた解析情報、画像情報
の時系列データ。

 情報セキュリティ、個人情報保護の観点から、秘密分散・秘密計
算などの高度な技術を活用して、セキュリティの高い医療データ
ベースとして管理。

 クラウド型のため、特定データサイトへの物理的アクセスやデー
タメディアのやりとりが不要。

データベースの特徴



COVID-19臨床データ連携基盤構築の必要性

海外

COVID-19患者の臨床データが登録・公開され、ワクチンや治療薬の開発に利用。
SARS-CoV-2 Sequences | GenBank (米国NCBI)
COVID-19 Data Portal | EMBL-EBI (欧州バイオインフォマティクス研究所 EBI )等

COVID-19に対する臨床研究が多数実施中であるが、各研究が別々に管理されていて
連携されていない。データ管理方針、システムの違いを超えて共有・公開して、二次
利用する仕組みは確立されていない。研究成果がワクチンや治療薬の開発に迅速かつ
有効に活かされていない。
☆二次利用が可能なCOVID-19臨床データ連携基盤を早急に整備する必要がある

日本

国単位で連携して、オールジャパンでCOVID-19の国難に迅速に対応する必要がある。
AIホスピタルでは既に、サブテーマAで「セキュリティの高い医療情報データベース
の構築」、サブテーマA、Dで「連携病院の医療情報の秘密分散・計算プラットフォー
ムの構築」等の技術開発が進んでいる。その成果を活用して、AIホスピタル事業とし
て本プロジェクトを行うことによって、セキュアなデータ連携基盤を迅速に構築する
ことが可能となる。

AIホスピタル事業で行う意義

研究の背景



【機密性1】

医療情報,
解析データ

医療機関

アカデミア

民間企業

コンソーシアム

サブテーマC、D
「画像、病理組織、血液等の解析分

析に係るAIアルゴリズム」

サブテーマA、D
「連携病院の秘密分散・計算プラッ

トフォーム」

医療機関A
医療機関B

・
・

医療機関X

医療機関

COVID-19
データ連携基盤

COVID-19
データ連携基盤

サブテーマA「セキュリティの
高い医療情報データベースの構
築」内で構築

医療機関・
研究機関と連携

データ
利活用

治療薬開発

ワクチン開発

研究開発連携機関

新型コロナウイルスの治療薬・ワクチンの開発に資するデータ連携基盤

連携組織（今後）
成果活用・連携

研究所

アカデミア

研究機関

プロジェクトゴール

サブテーマB
「医療AIプラットフォーム：AI技術
を活用した診断・治療支援サービ

ス」

最終ゴール

解析
データ

プロジェクトの概要

重症化阻止
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サブテーマC、他研究・医療機関
• 医薬基盤研（今井由美子、山本拓也）
• がん研究会がんプレシジョン医療研究

センター （清谷一馬）
• 東京都医学総合研究所（小原道法）
• 大阪大学（岡田随象）
• 昭和大学（小谷透）
• 札幌医科大学（成松英智）等

研究体制

医薬基盤研究所（代表）

サブテーマD、他医療機関等
• 大阪大学（藤野裕士）
• 横須賀共済病院（⾧堀薫）
• 昭和大学（小谷透）
• 広島大学（志馬伸朗）
• 札幌医科大学（成松英智）
• 徳洲会インフォメーションシステム

株式会社
（尾﨑勝彦）等

サブテーマB：日立製作所株式会社
昭和大学（小谷透）、医薬基盤研究所（小原有弘、今井由美子）

検体・診療情報等の提供 検体・画像の解析

セキュリティの“クラウド型”データベース(DB)
の構築

医薬基盤研究所（小原有弘、今井由美子）今井由美子：研究総括
小原有弘：研究倫理・DB構築
山本拓也：検体の解析

サブテーマA01：
株式会社情報通信総合研究所（大平弘）
NTTコミュニケーションズ株式会社
（櫻井陽一）

アバター等を用いたインフォームドコンセント取得の説明補助ツールの開発
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データベースに格納されているデータとデータ構成

軽症～重症のCOVID-19入院患者 1,778例における

① 急性期から回復期までの複数時点※の診療情報に臨床検体（血液、気道液）の
解析情報が付随した、データの二次利用の同意がとれているもの（163例）

基本情報＋診療情報＋検体の解析情報（ウイルスゲノム, ホストゲノム, 免疫レパトア,

サイトカイン, 抗体）

➁ 急性期から回復期までの複数時点※の診療情報に胸部CT画像情報が付随した、
情報公開の下にオプトアウトで情報を収集したもの（1,615例）

基本情報＋診療情報＋画像情報 ※時点数は入院期間や観察期間によって異なる

異なる臨床経過の複数時点のデータ

悪化死亡

回復

回復

回復

回復 再悪化

再悪化

悪化死亡

⾧期療養

縦軸:重症度 横軸:時間 †死亡

軽症

中等症

重症

データ構成
┗患者IDフォルダ

┗時点IDフォルダ
┣基本情報・診療情報ファイル (CSV)
┣ホストゲノムファイル(FASTQ)
┣ウィルスゲノムファイル (FASTQ)
┣免疫レパトアファイル (FASTQ)
┣サイトカインファイル(CSV)
┣抗体ファイル(CSV)
┗画像情報フォルダ

┗DICOM画像.zip



レベル 情報 利用形態

データのレベル分類と利用形式

カタログ情報
ホームページに公開

https://www.nibiohn.go.jp/COVID-database/

データベース

５月24日より、レベル１のカタログ情報の閲覧と、
レベル２＆レベル３の研究利用の申し込みの受け付けを開始します

企業やアカデミア等が
研究目的で利活用可能
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データの種類 データ内容 匿名加工変換ルール等

診療情報

A 基本情報 基本情報 年齢, 性別 年齢10歳ごとに表示
0「男性」, 1「女性」

B 診療情報

基礎疾患等 高血圧, 慢性肺疾患, 慢性腎疾患, 肝疾患, 糖尿病, 
血液疾患, 悪性腫瘍等の有無 0「無」, 1「有」

基本集計 入院日数, ICU滞在日数, 総酸素投与日数, 総人工
呼吸日数, 総ECMO日数,転帰等 変換なし

重症度 重症度スコア, 酸素化係数 変換なし

投薬等 アビガン, レムデシビル, トシリズマブ, ステロ
イド等の投薬の有無 0「無」, 1「有」

治療法等 人工呼吸, ECMOの有無等 0「無」, 1「有」

血液・生化学的
検査

ヘマトクリット, 白血球数（好中球数，リンパ球
数）, 血小板数, アルブミン，総ビリルビン, 
AST(GOT), ALT (GPT), LDH, 尿素窒素，クレ
アチニン, Na, K, 血糖値, CRP

異常高値, 正常高値, 正常標準値, 
正常低値, 異常低値等

画像情報 C 画像情報 胸部CT画像

変換なし検体解析
情報

D1 ホストゲノム情報 ホストゲノム 全ゲノムシークエンス

D2 ウイルス情報 ウイルスゲノム SARS-CoV2全ゲノムシークエンス

D3 免疫情報

免疫レパトア T細胞受容体（TCR）、B細胞受容体（BCR）の
レパトアシークエンス

サイトカイン

CTACK,Eotaxin,Basic FGF,G-CSF,GM-
CSF,GRO-a,HGF,IFN-a2,IFN-g,IL-1a,IL-
1b,IL-1ra,IL-2,IL-2Ra,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-
7,IL-8,IL-9,IL-10,IL-12 (p70),IL-12 (p40),IL-
13,IL-15,IL-16,IL-17,IL-18,IP-10,LIF,MCP-
1,MCP-3,M-CSF,MIF,MIG,MIP-1a,MIP-1b,b-
NGF,PDGF-BB, RANTES,SCF,SCGF-b,SDF-
1a,TNF-a,TNF-b,TRAIL,VEGF

抗体 SARS-CoV2抗体(N-IgG,S1-IgG,N-IgM)

データ概要（カタログデータ）

レベル２：匿名加工情報相当 レベル3：個人を識別しうる情報

５月24日より、医薬基盤研究所HPからカタログ情報の閲覧が可能。
（https://www.nibiohn.go.jp/COVID-database/）
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〇レベル１：カタログ情報（ホームページ上に公開、主体を問わず閲覧可能）
研究所ホームページ（URL https://www.nibiohn.go.jp/COVID-database/）にて
5月24日に公開

〇レベル２：匿名加工情報相当の診療・解析情報（申請に基づきデータ利用）
個人の識別が不可能となるような匿名加工を施して作成したデータ。
研究計画に基づき、研究所に利用申請することで、審査の上、利用が可能

〇レベル３：ゲノム情報等含む診療・解析情報（申請に基づき、共同研究で共同利用）
ホストゲノム情報及び画像情報も含めて構成されるデータ
研究目的によっては、完全に個人の識別性をなくしての研究が行えないものもある
ので、研究所との共同研究として共同利用が可能

データのレベル分類と利用形式

５月24日より、レベル１のカタログ情報の閲覧が可能となります！
５月24日より、レベル２＆レベル３の申請による研究利用申し込みの

受け付けを開始します！

クラウド型なので、特定データサイトへの物理的アクセスやデータメ
ディアのやりとりが不要。



利用者の皆様へプロジェクトの紹介 利用者の申請について よくあるご質問

新型コロナウイルス感染症
データ利用プラットフォーム

お問い合わせ

NEWS

2021年5月24日 お知らせ カタログデータの公表、申請による研究利用申し込みの受け付けを開始します

MORE

PAGE TOP

National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition. All Rights Reserved.

ホーム

利用者データダウンロードサイト

レベル2 ダウンロード

レベル3 アクセスレベル1 ダウンロードカタログ
データ

利用申し込
みについて

５月24日より、医薬基盤研究所HPから閲覧できます
https://www.nibiohn.go.jp/COVID-database/
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利活用例

情報 利用例（他コロナ研究との連携を含む）

診療情報

・病態の解明や治療に関する臨床的研究

・病態予測、層別化システム開発の基盤情報

・ワクチンや抗ウイルス薬等の治験のプロトコール設定

ウイルス情報（ウイルスゲノム）

・ウイルス変異に関するウイルス分子疫学研究

・高病原性変異ウイルスに対するワクチンや抗ウイルス薬開発

・in silicoシミュレーションによる抗ウイルス薬開発

免疫情報（レパトア・抗体・サイトカイン）
・重症化のメカニズムや治療薬の効果に関する研究

・重症化阻止免疫薬開発

ホストゲノム情報
・重症化等に関するゲノム研究

・ゲノム情報による病態予測、層別化システム等の開発

画像情報（胸部CT)

・COVID-19の画像診断に関する研究

・画像診断AIプログラム研究（教師データとして）

・画像による重症化予測システムの開発



• 今後、新興・再興感染症データバンク事業ナショナル・
リポジトリ(REBIND)等とも連携、協力していく予定です。

• SIP AIホスピタルの成果を活用して、COVID-19の診療
情報ならびに臨床検体解析情報等の研究開発データの連
携基盤を構築しました。

• ５月24日より、格納されているカタログデータの公表、
申請による研究利用申し込みの受け付けを開始します。
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このデータベースは、令和2年度、検体の提供や検体解析デー

タの第三者による利用にご理解をいただき、ご協力に同意いた

だいた患者様、本プロジェクトの趣旨に賛同いただいて、緊張

したCOVID-19の医療現場において、検体や診療情報等の提供

を行っていただいた医療従事者の皆様、コロナ禍の研究環境で、

迅速に検体の解析やデータベースの構築を行っていただいた、

研究協力機関を含む、関係した大勢の方々の献身的なご協力に

よって構築され、今回、カタログデータの公開、申請いただい

た研究利用者への提供が可能となったものです。


