
１.一般科目

系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 予定期間 タイトル 詳細

生命倫
理

（1コマ）

目的：「新たなデータサイエンス」を学ぶ際にあた
り必要不可欠となる倫理について理解を深める。

概要：データサイエンスの利活用に際し必要不可
欠となる倫理について講義を行う。また、研究・社
会実装場面における倫理の考え方や方法につい
て解説し、理解を深める。

吉田雅幸先生
東京医科歯科大学 生命倫
理研究センター・教授

e-learning
先制医療研究の倫理面及び遺伝カウ
ンセリング

先制医療を推進する研究・社会実装場面での倫理面
及び遺伝カウンセリングの考え方や方法を説明する。

平成30年度カリキュラム



２.共通科目

系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 予定期間 タイトル 詳細

美添一樹先生
理化学研究所 革新知能統
合研究センター・ユニット
リーダー

10月 コンピュータ囲碁の進歩の背景、深層
学習の応用と探索アルゴリズム

確認中

田部井靖生先生
理化学研究所 革新知能統
合研究センター・ユニット
リーダー

10月～１1月
データ圧縮に基づく人工知能技術 確認中

山本陽一朗先生
理化学研究所 革新知能統
合研究センター・ユニット
リーダー

10月 人工知能からみた細胞像　～AI技術の
医療応用の現状と展望～

確認中

坂無英徳先生

産業技術総合研究所 工知
能研究センター 人工知能
応用研究チーム・上級主任
研究員

７月～９月 概論、機械学習による画像診断支援

昨今の人工知能関連技術の急速な進歩の影響により、コン
ピュータ診断支援技術がさらなる発展を遂げようとしている。本
講演では、幾つかの事例を紹介しながら、そこで用いられている
技術の概要について説明する。

村川正宏先生

産業技術総合研究所 人工
知能研究センター 人工知
能応用研究チーム・研究
チーム長

７月～９月
機械学習を用いた音響／センサデータ
からの異常検知

近年、高品位の音響、センサデータを容易に取得できるようにな
り、人間や構造物などの状態モニタリングに活用されるように
なってきた。本講義では、機械学習を用いてセンサデータから
「異常」を検知する取り組みについて、そこで用いられる手法や
具体的事例について紹介する。

瀬々潤先生

産業技術総合研究所 人工
知能研究センター 機械学
習研究チーム・研究チーム
長

７月～９月 オミクス解析における機械学習の利用

次世代シーケンサを始めとする大規模オミクス情報の観測が日
常となり、これらの情報を機械学習・人工知能で解析すること
で、高精度な診療マーカー開発の期待が高まっている。本講義
では、これらの背後にあるデータ解析技術の導入を行う。

西村拓一先生

産業技術総合研究所 人工
知能研究センター サービス
インテリジェンス研究チー
ム・研究チーム長

７月～９月
介護予防、医療活用のためのウェアラ
ブルの信号処理と知識化技術

介護予防、看護・医療分野に有用なウェアラブル機器をとりあ
げ、機器の信号処理方法と活用例を紹介する。また、現場の専
門家の知識と各ウェアラブル機器の活用知識を統合的に構造化
することで現場の改善や革新を生み出す人工知能技術を説明
する。

岸本泰士郎先
生

慶応大学医学部 精神神経
科学教室・専任講師

７月～９月
精神疾患における臨床症状の定量化
についてー情報通信技術や機械学習
を用いたアプローチ

確認中

田中博先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任教
授

７月
先制医療や個別化医療の概念とオミッ
クス解析の全世界での動向

確認中

辻真吾先生
東京大学 先端科学技術研
究センター・特任助教

７月
Network medicineの基礎知識とその応
用事例（仮）

この講義では、システム医学とは何か？について、まずはその
全体像を俯瞰するところから始めます。次に、システム医学の考
え方が何故必要なのかを解説し、この分野で道具としてよく使わ
れるグラフ理論の基礎を説明したあと、実際の応用例を紹介し
て、システム医学に関して理解を深める予定です。

菊池正隆先生
大阪大学 大学院医学系研
究科 ゲノム情報学共同研
究講座・特任助教

７月～９月
疾患の機序解明に向けたシステム医
学的アプローチ

本講義では、ゲノム、トランスクリプトーム、エピゲノムといったマ
ルチオミックスな視点から疾患を概観し、最新の知見について説
明する。中でも現在我が国において約200万人が罹患していると
言われるアルツハイマー病を含めた精神・神経疾患を中心に解
説するほか、近年身近になりつつある人工知能や機械学習と
いった技術がどのように臨床データやゲノムデータに応用できる
のかについても議論する。

肥田道彦先生
日本医科大学付属病院 精
神神経科・講師

７月～９月
脳機能画像による脳内・認知機能の評
価とシステム医学

近年の脳機能画像研究の進展に伴い、言語や感情を認識した
時の脳機能に関する臨床評価が可能となっている。本講義で
は、我々が行っている機能的MRIを用いた統合失調症の脳病態
の臨床評価法の開発の話題を中心にシステム医学との接点に
ついて講義を行う予定である。

浅原弘嗣先生

東京医科歯科大学 大学院
医歯学総合研究科 システ
ム発生・再生医学分野・教
授

７月～９月
ファンクショナルゲノミックスによる創薬
ターゲットの探索と再生医療ツールの
同定

遺伝子には、コーディングとノンコ―ディングに分かれ、それぞれ
背番号がつけられている。その機能を明らかにし、医療に役立て
るには、システマティックかつファンクショナルに細胞ベース、あ
るいは個体ベースでハイスループット、ハイコンテンツに解析を
行い、そのデータをパイルアップしていく中から、コアとなるター
ゲット遺伝子あるいはツールとなる分子を見出す戦略が有用で
ある。こうしたシステム医学的アプローチは、更に、今まで明らか
でなかった遺伝子プログラムの階層を炙り出し、新たなパラメー
ターの発見にもつながる可能性がある。

長谷武志先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任准
教授

７月～９月
遺伝子間制御ネットワークの推定アル
ゴルズムとそのシステム医学への応用

遺伝子は、一つの遺伝子のみで機能するわけではなく、多数の
遺伝子とお互いに制御し合い、多様な機能を発現する。多数の
遺伝子間の制御関係を記述した遺伝子間制御ネットワークは、
疾患メカニズムの解明や、新規の薬剤候補分子の探索などに活
用されつつある。しかしながら、実験で、ゲノムワイドな遺伝子間
制御ネットワークを推定するには、莫大なコストと時間が必要で
ある。この問題を解決するために、オミックスデータから、網羅的
に遺伝子間制御ネットワークを推定するためのアルゴリズムが
提唱されている。本講義では、様々な統計的手法に基づいた、
遺伝子間制御ネットワークを推定するアルゴリズムについて解

川上英良先生

理化学研究所 医科学イノ
ベーションハブ 健康医療
データAI予測推論開発ユ
ニット・ユニットリーダー

10月～１1月 医学・生物学研究におけるデータ駆動
型アプローチ

近年、医学・生物学領域において、膨大な網羅的計測データを
活用し、背後にある疾患や生命現象のメカニズムに迫るデータ
駆動型アプローチが着目されてきている。しかしながら、生命現
象・疾患は①構成要素が不均一、②作用が非線形（単純な比例
関係でない）、③直接観測できない潜在変数が多い、といった特
徴を持ち、従来数理解析で基本となってきた物理学的アプロー
チをそのまま適用するのは難しい。今回の講義では、ネットワー
ク解析や機械学習に基づく、複雑で多様な疾患・生命現象の理

柚木克之先生
理化学研究所 統合生命医
科学研究センター トランス
オミクス研究YCIラボ・上席

７月～９月 トランスオミクス 確認中

浅井義之先生
山口大学 医学部医学科 シ
ステムバイオインフォマティ
クス・教授

７月～９月

多階層システム医学プラットフォーム：
多階層膵β細胞モデルによる膵内分
泌系機能評価、薬物による心臓不整
脈発生の危険性評価

確認中

ゲノム統
計学概
論

（８コマ）

目的：ゲノム統計学の基礎となる、集団遺伝学・
遺伝統計学をはじめとする定量的な遺伝学の諸
理論を理解し、その定量的手法に習熟する。

概要：集団遺伝学・遺伝統計学等の諸理論につ
いて講義を行い、ゲノム統計学に関する基礎知
識を習得させる。また、がんや高血圧のような複
雑でありふれた疾患の病因遺伝子に対するゲノ
ム統計学の応用事例について解説し、大規模ゲ
ノムコホート研究、創薬、個別化医療に関する理
解を深める。

田宮元先生
東北大学 大学院医学系研
究科 ゲノム遺伝統計学分
野・教授

７月～９月

1.ゲノムビッグデータ統計学　第1回
2.ゲノムビッグデータ統計学　第2回
3.ゲノムビッグデータ統計学　第3回
4.ゲノムビッグデータ統計学　第4回
5.ゲノムビッグデータ統計学　第5回
6.ゲノムビッグデータ統計学　第6回
7.ゲノムビッグデータ統計学　第7回
8.ゲノムビッグデータ統計学　第8回

ゲノムビッグデータ統計学の基礎となる集団遺伝学・遺伝統計
学をはじめとする定量的な遺伝学の諸理論を理解し、その定量
的手法に習熟する。これにより、がんや高血圧のような複雑であ
りふれた疾患の病因遺伝子が持つ特徴を、自ら数理的に推定・
考察できるようになり、大規模ゲノムコホート研究、創薬・個別化
医療に必須の基礎知識を習得する。特に昨今のゲノムビッグ
データに特徴的なp>>n問題や多層的データに対する機械学習・
人工知能技術に基づく取り組みを紹介する。参考書として「ゲノ
ム医学のための遺伝統計学（田宮他・共立出版）」を利用する。

データサ
イエンス
基礎系
（3科目、
25コマ）

人工知
能・機械
学習概
論

（8コマ）

目的：「新たなデータサイエンス」の基盤となる、
人工知能・機械学習の理論的基礎から、実際の
応用事例に関する知識までを習得する。

概要：将来、データサイエンティストとして活躍す
る上で必要となる、人工知能・機械学習の理論的
基礎について講義を行う。また、機械学習・ＡＩの
実社会における応用事例について解説し、理解
を深める。

システム
医学概
論

（9コマ）

目的：データサイエンスの手法に関する知識を習
得し、生命医科学をシステム的観点から理解す
る。

概要：生命医科学をシステム的観点から理解する
ため必要となるデータサイエンスの手法について
講義を行う。また、システム医学の多様な疾患お
よび遺伝子の機能の探索に対する応用事例につ
いて解説し、システム医学に関する理解を深め
る。



系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 タイトル 詳細

precisio
n

medicine
（2コマ）

目的：医療・ヘルスケア・創薬分野のデータサイエ
ンスにおける重要なトピックであるprecision
medicineに関する知識を習得する。

概要：創薬・医療分野のデータサイエンスにおけ
る重要なトピックであるprecision medicineについ
て講義を行う。また、国内外の最新の動向につい
て解説し、理解を深める。

田中博先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任教
授

７月～９月
1.precisoin medicineの基礎（仮）
2.precision medicineの国内外の動向
（仮）

確認中

茂櫛薫先生
順天堂大学大学院 医学研
究科 難病の診断と治療研
究センター・講師

７月～９月

1.Rの基本的な使い方
2.データの読み込みと可視化
3.統計解析(1)
4.統計解析(2)

1.Rのインストール、起動・終了方法、パッケージの追加方法、コ
マンド入力など、基本操作について学ぶ。
2.Excelで作成したファイルの読み込みや、ランダムデータの作
成、散布図・箱ひげ図・ヒートマップなどの可視化について学ぶ。
3.t検体やマン・ホイットニーのU検定など、単変量の統計解析に
ついて学ぶ。またシミュレーションデータを用いて、p値の意味合
いを目視確認する。
4.3群以上の比較や多重検定について学ぶ。また主成分分析や
クラスター分析などの多変量解析についても解析スキルを習得

長谷武志先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任准
教授

７月～９月

1.教師なし学習
2.教師有り学習（分類問題）
3.教師有り学習（回帰問題）
4.特徴量の抽出

１．Rを用いて、次元縮約法（t-SNE等）、および、クラスタリング
について、学び、演習を行う。　２．分類器モデルについて学ぶ。
Ｒを用いて、実際に分類器モデルの作成を行う。分類器モデル
の性能の評価法について学ぶ。　３．回帰モデルについて学ぶ。
Ｒを用いて、実際に回帰モデルの作成を行う。回帰モデルの性
能の評価法について学ぶ。　４．分類器モデル、および、回帰モ
デルの性能を向上させるために役立つ、特徴量抽出の方法につ

パイソン
プログラ
ミング演
習

（８コマ）

目的：データサイエンスの現場におけるデータの
前処理や人工知能・機械学習を用いた解析等に
必須のツールであるPython言語のプログラミング
技術を習得する。

概要：Python言語を用いて実際のデータの解析
を行う演習を通して、データの前処理の方法や、
人工知能・機械学習Ｉを用いた解析に関する基礎
技術を解説する。また、データ解析を行う上での
注意点や、効率的な解析方法について講義を行
い、データサイエンスの現場で用いられている解
析方法について理解を深める。

辻真吾先生
東京大学 先端科学技術研
究センター・特任助教

10月～12月

1.基本文法
2.便利な書き方
3.標準モジュールの紹介
4.データサイエンスの初歩
5.データの可視化
6.実際のデータ解析
7.機械学習1
8.機械学習2

演習1:Pythonの基本的な文法を学びます。Pythonは教育用の言語の影
響を受けて設計されているので、非常にシンプルな文法になっていて分か
り易いですが、いくつか注意点もあるので、ポイントを絞って解説します。
演習2:基本的な文法だけでも十分ですが、コードを短く書く事ができる技
を知っていると、日頃のコーディングが楽になります。基本文法をおさらい
しながら、すこし高度なコーディング技法を紹介します。
演習3:Pythonには、電池同梱（Battery included）という思想があって、日
頃のプログラミングでよく利用される機能を、はじめから備えています。こ
れは膨大なので、全部は紹介できませんが、よく利用するモジュールを中
心にその使い方を解説します。
演習4:Pythonはデータサイエンスの中心的な言語になりつつありますが、
それを支えているのは、数々の優秀な外部ライブラリです。numpyや
scipy、pandasなどがありますが、これらは、Pythonでデータを扱う時に中
心的な役割を担います。とくに、Excelの代わりとしても利用できるpandas
の利用方法は詳しく紹介します。
演習5:報告書や発表資料、論文などに使うことができる高品質な図を、
matplotlibを使うと、すぐに作る事ができます。また、seabornを使えば、
matplotlibの少しややこしい文法を、気にせず簡単に描画できるようになり
ます。pandasからの描画も合わせて紹介します。
演習6:ここまでの内容を、実際のデータ解析でどのように利用出来るの
か、紹介します。サンプルデータとしては有名な、タイタニック号沈没の
データを利用する予定ですが、これは変更になる可能性もあります。
演習7:昨今のAIブームは、機械学習アルゴリズムの進化によるものです。
まず、機械学習の全体像を説明し、クラスタリング、主成分分析などの教
師なし学習を紹介します。scikit-learnというライブラリを使うと、アルゴリズ
ムが違っても、統一的な書き方が可能です。
演習8:予測や回帰などに利用される、教師有り学習について紹介します。
SVMやRandom Forests、Deep Learningの基礎となるニューラルネット
ワークなど、いくつかの方法がありますが、出来るだけ多くの方法論を紹
介します。パラメータの最適化方法についても解説します。

調整中 ７月～９月

調整中

計算機
実習系
（2科目、
16コマ）

Ｒプログ
ラミング
演習
（８コマ）

目的：データサイエンスの現場における統計処理
や機械学習を用いた解析等に必須のツールであ
るＲ言語のプログラミング技術を習得する。

概要：Ｒ言語を用いて実際のデータ解析を行う演
習を通して、統計処理や機械学習を用いた解析
に関する基礎技術を解説する。また、データ解析
を行う上での注意点や、効率的な解析方法につ
いて講義を行い、データサイエンスの現場で用い
られている解析方法について理解を深める。

調整中

７月～９月

ゲノムサ
イエンス
基礎系
（3科目、
8コマ）

ゲノム医
科学基
礎

（3コマ）

目的：医療・ヘルスケア・創薬分野のビッグデータ
解析の現場で必須となる、ゲノム医科学の知識を
習得する。

概要：創薬・医療分野のビッグデータ解析現場の
で必要となる、ゲノム医科学の知識について講義
する。また、ゲノム医科学の実際の活用事例につ
いて解説し、理解を深める。

森岡勝樹先生

次世代
シーケン
サ解析
（３コマ）

目的：医療ビッグデータ解析の基盤技術である、
次世代シーケンサーの原理とその解析法につい
ての基礎知識を習得する。

概要：医療ビッグデータ解析の基盤技術である、
次世代シーケンサーの原理とその解析法につい
て講義する。また、次世代シーケンサーを利用し
た最先端の研究について解説し、理解を深める。



３.専門科目

系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 タイトル 詳細

加藤規弘先生
国立国際医療研究センター
研究所 遺伝子診断治療開
発研究部・部長

１０月　上旬
疾患ゲノムコホート・バイオバンク：
NCBN

ゲノム医療の実用化に向けて、learning healthcare systemを整
備する必要性が唱えられている。この背景には診療記録の電子
化の進展があるものの、実際、そのままで臨床研究に使うことは
難しく、膨大なデータを統合・共有して統一的に扱えるシステム・
体制の構築が必要である。同研究基盤としての、疾患ゲノムコ
ホート・バイオバンクの例としてNational Center Biobank

竹内史比古先生

国立国際医療研究センター
研究所 遺伝子診断治療開
発研究部 遺伝子治療開発
研究室・室長

7月23日 多因子疾患のデータ科学

日本では、電子カルテは個別医療機関ごとに別々に構築されて
おり、全体的な統合は難しい。そこで特定の疾患に限定して、医
療機関を超えたデータベースの構築が試みられている。J-
DREAMSでは、国立国際医療研究センターの糖尿病クラウドセ
ンターに全国の糖尿病患者の匿名化した情報が収集されてい
る。日本や米国における多因子疾患の医療情報の統合とデータ
マイニングについて紹介する

岡﨑敦子先生

国立国際医療研究センター
研究所 メディカルゲノムセ
ンター ゲノム医療研究推進
室・室長

１０月～１２月
＊４限希望

心血管代謝性疾患のデータ科学

次世代シーケンサーによる遺伝性疾患の原因遺伝子変異の探
索が普及した一方で、同定された候補変異のpathogenicity（病
原性）の検証は必ずしも容易ではない。心血管代謝性疾患を例
に、候補変異の絞り込み方法を遺伝統計学的アプロ―チ・実験
的アプローチ両面から紹介するとともに、変異データベースの活
用法や登録方法についても触れる

水澤英洋先生
国立精神・神経医療研究セ
ンター・総長

１０月～１２月
未診断疾患，IRUD beyond，神経疾患
（各論）

約7,000といわれる未診断疾患の診断を確定するために，次世
代シーケンサーを用いた解析によるゲノム情報と臨床情報を共
有化する体制が国際的に進展している。こうしたゲノム医療が神
経疾患や医療全体に及ぼす影響について概説し，さらに環境要
因が大きく遺伝子の影響が比較的小さいとされる孤発性疾患へ
のアプローチについて議論する。

髙橋祐二先生
国立精神・神経医療研究セ
ンター 神経内科診療部・部
長

１０月～１２月 神経疾患（総論），遺伝性小脳失調症

神経難病の領域におけるゲノム医療の進展による恩恵は大き
い。未知の遺伝性疾患の診断のみならず病態メカニズムを解明
し，治療ターゲットを絞り込んでいく過程において，ゲノム医療に
とどまらずオミックスを駆使したデータサイエンスが重要である。
疾患遺伝子の同定から病態解明に繋がる道筋を示すとともに，
難病医療の現在から将来展望を提示し，実例として我々が実施

木村円先生
国立精神・神経医療研究セ
ンター トランスレーショナ
ル・メディカルセンター・室長

１０月～１２月 希少疾患，国際協調，筋ジストロフィー

希少疾患の治療開発の現状と課題，および国際的にすすめられ
るデータシェアリングについて概説する。臨床情報とゲノムやオ
ミックス情報をリンクするための国際的なネットワークを構築し疾
患の疫学の解明や治療開発へ活用する試み，その中で我が国
における筋ジストロフィーにおける取り組みについて紹介する。

疾患
データ科
学特論
（がん）
（3コマ）

目的：ビッグデータを用いたがん研究で必要とな
る、がんに関する病理画像データベース・電子カ
ルテデータベース・遺伝子変異と発現データベー
スに関する知識を習得する。

概要：ビッグデータを用いたがん研究で必要とな
る、がんに関する病理画像データベース・電子カ
ルテデータベース・遺伝子変異と発現データベー
スの実例について講義を行する。また、がんの疾
患データベースを用いた最先端の研究事例につ
いて解説し、実際の研究事例に関する理解を深
める。

※がん研究会における研修プログラムに参加を
希望する受講生は、本科目を全て受講することが
望ましい。

森誠一先生

公益財団法人がん研究会
がんプレシジョン医療研究
センター　次世代がん研究
シーズ育成プロジェクト・プ
ロジェクトリーダー

１０月～１１月

1.がん関連データベース概論
2.がんのゲノム研究におけるがん関連
データベースの利活用の実際
3.クリニカルシーケンシングにおけるが
ん関連データベースの利活用の実際

①疾患登録、病理診断、画像診断、遺伝子配列情報、遺伝子発
現情報等のデータベースのうち、がんに関連する代表的なもの
の概略について述べる。、②がんのゲノム研究を実施するにあ
たって有用なデータベースの、利用法について、利用可能な
データやその利用の実際について述べる。、③がんのクリニカル
シーケンシングを行う上で、がん関連データベースの利用法につ
いて、利用可能なデータやその利用の実際について述べる。

三嶋博之先生
長崎大学 原爆後障害医療
研究所 人類遺伝学分野・
助教

１０月～１２月
国外の疾患ゲノムバリエーションデー
タベース

ClinVar（稀少疾患変異中心）, COSMIC（がんゲノム変異中心）を
はじめとする疾患ゲノムバリエーションデータベースについて、そ
の背景・位置付けや利用方法について学ぶ。またAMED小児稀
少・未診断疾患イニシアチブ（IRUD-P）など実際のプロジェクトで
の利用を踏まえたデータ解析への応用について学ぶ。

鎌田真由美先生

京都大学 大学院医学研究
科 人間健康科学系専攻
ビッグデータ医科学分野・
研究員

１０月～１２月
臨床ゲノム情報統合データベース事業
の取り組み

ゲノム医療の臨床実装には、”臨床情報が付帯したゲノムデータ
の共有”が重要となる。
昨年度より開始されたAMED「臨床ゲノム情報統合データベース
事業」は、「がん」「希少・難治疾患」「感染症」「認知症」「難聴」の
疾患領域における、ゲノム情報および疾患関連性等の臨床情報
を集積・共有するものである。
本講義では、本事業での取り組みと現在京都大学で開発してい
る統合データベースシステムを紹介し、ゲノム医療におけるデー
タ共有の重要性について議論したい。

茂櫛薫先生
順天堂大学大学院 医学研
究科 難病の診断と治療研
究センター・講師

１０月～１２月 がんのデータベース

TCGAをはじめとする各国のがんゲノムプロジェクトの概要につ
いての講義を行う。また、各プロジェクトを統合してデータベース
化したcBioPortalを用いて、検索方法やデータ入手方法について
学ぶ。

本多栄治先生
クラリベイト・アナリティクス
（株）・ソリューション　スペ
シャリスト

１２月
※4or5時限

創薬・医薬品開発の現場におけるキュ
レーションデータの活用事例

生体内相互作用、生理活性物質・治験薬、臨床試験、特許、な
どの情報を基にしたデータベース・解析ソフトの概要を解説し、
実際の創薬の現場での利用例を紹介する。また、キュレーション
データとビッグデータの関係性についてもあわせて考察したい。

山本雅之先生
東北大学 教授東北メディカ
ル・メガバンク機構・機構長

確認中

田中博先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任教
授

１０月　１週目 Biobank/Genome Cohort概論
バイオバンクには２つの流れがあり、疾患バイオバンクと、大規
模一般住民型ゲノムコホートに分類される。それぞれについて、
歴史と進展の過程を詳しく論じる。

荻島創一先生
東北大学 東北メディカル・メ
ガバンク機構 統合データ
ベース室　・室長

１０月～１２月
国内外の最近の動向とゲノムデータ共
有、表現型データの共有・利活用

確認中

髙井貴子先生
東北大学 教授東北メディカ
ル・メガバンク機構 コホート
情報管理室・室長

１０月～１２月
東北メディカル・メガバンクにおけるコ
ホート調査データ管理

東北メディカル・メガバンク機構では、15万人の登録者より4千項
目を超える健康情報（生活習慣、生化学検査、生理機能検査、メ
ンタルヘルス、認知検査、罹患歴）を収集し、幅広く研究利用に
供するためのデータベースを構築している。このデータ管理のた
めに、個人情報の適切な管理と強固なセキュリティ対策、データ
モニタリングとデータクリーニング、コホート調査の進捗管理、が

高橋順子先生
三井情報株式会社 ソリュー
ションセンター バイオメディ
カル室

１０月～１２月 ヨーロッパを中心としたバイオバンク 確認中

脇嘉代先生
東京大学 大学院医学系研
究科 健康空間情報学講
座・特任准教授

7月19日
糖尿病患者のライフスタイルを支援す
るモバイル環境について（仮）

確認中

宇田淳先生
滋慶医療科学大学院大学
医療管理学研究科 医療安
全管理学専攻・教授

１０月～１２月
地域医療介護連携サービスの安全管
理をめぐる社会システムや実践につい
て（仮）

確認中

髙尾洋之先生
東京慈恵会医科大学　先端
医療情報技術研究講座　准
教授

１０月～１２月 医療におけるICT技術の活用と課題 確認中

水島洋先生 国立保健医療科学院 研究
情報支援研究センター長

１０月～１２月
医療ブロックチェーン利活用の現状と
可能性

確認中

ビッグ
データ医
療系
（6科目、
22コマ）

疾患
データ科
学特論
（慢性疾
患）
（3コマ）

目的：ビッグデータを用いた慢性疾患研究におい
て必要となる、慢性疾患に関するゲノム医療・電
子カルテデータベース・疾患ゲノムコホートバイオ
バンクに関する知識を習得する。

概要：ビッグデータを用いた慢性疾患研究におい
て必要となる、慢性疾患に関するゲノム医療・電
子カルテデータベース・疾患ゲノムコホートバイオ
バンクの実例について講義する。また、慢性疾患
データベースを用いた最先端の研究事例につい
て解説し、実際の研究事例に関する理解を深め
る。

※国立国際医療研究センターにおける研修プロ
グラムに参加を希望する受講生は、本科目を全
て受講することが望ましい。

疾患
データ科
学特論
（精神疾
患）
（3コマ）

目的：ビッグデータを用いた精神疾患研究で必要
となる、精神疾患に関するゲノム医療・電子カル
テデータベース・疾患ゲノムコホートバイオバンク
に関する知識を習得する。

概要：ビッグデータを用いた精神疾患研究で必要
となる、精神疾患に関するゲノム医療・電子カル
テデータベース・疾患ゲノムコホートバイオバンク
の実例について講義する。また、精神疾患データ
ベースを用いた最先端の研究事例について解説
し、実際の研究事例に関する理解を深める。

※国立精神・神経センターにおける研修プログラ
ムに参加を希望する受講生は、本科目を全て受
講することが望ましい。

生命医
科学ビッ
グデータ
ベース
特論
（4コマ）

目的：医療・ヘルスケア・創薬の現場でデータサイ
エンスを活用する上で必要となる、生命医科学分
野のビッグデータに関する知識を習得する。

概要：がん、稀少疾患、感染症、認知症、生体内
相互作用、生理活性物質など広範な生命医科学
分野のビッグデータに関する講義を行う。また、
医療・創薬の現場でデータサイエンスを活用する
ために必要な知識を解説し、理解を深める。

Biobank
/Genom
e

Cohort
特論
（4コマ）

目的：医療・ヘルスケア・創薬の現場でデータサイ
エンスを活用する上で必須である、バイオバンク
とゲノムコホートの利活用に関する知識を習得す
る。

概要：国内外の代表的なバイオバンクとコホート
調査に関する講義を行う。また、医療・創薬の現
場におけるバイオバンクとコホートデータの実際
の活用事例について解説し、理解を深める。

モバイル
ヘルス
特論
（4コマ）

目的：医療・ヘルスケア・創薬に関するビッグデー
タの基盤を構成する、モバイルヘルスの技術や
地域医療介護連携サービスとその安全管理に関
する知識を習得する。

概要：モバイルヘルス技術や地域医療介護連携
サービスと安全管理に関する講義を行う。また、
これらの実社会での活用事例について解説し、
最先端の研究について理解を深める。



系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 タイトル 詳細

田中博先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任教
授

１０月～１２月 ビッグデータ創薬・ＡＩ創薬特論 確認中

長谷武志先生
東京医科歯科大学 医療
データ科学推進室・特任准
教授

１０月～１２月
たんぱく質間相互作用ネットワーク解
析とdeep learningを活用した、新規薬
剤候補の探索について

たんぱく質間相互作用ネットワークは、数千のタンパク質の関係
性を記述した、複雑なネットワークである。この様な複雑なネット
ワークから、意味のある情報を抽出するために、様々な統計的
手法が用いられてきた。本講義では、この様な統計的手法のレ
ビューを行い、その後、我々が開発した、deep learningによる、た
んぱく質間相互作用から情報を抽出する手法について解説を行
う。また、抽出した情報を活用した、新規薬剤分子の探索、およ
び、drug repositinoingの候補となる薬剤の探索について、解説を

山西芳裕先生
九州大学 生体防御医学研
究所 システムコホート学分
野・准教授

１０月～１２月
機械学習とデータ駆動型ドラッグリポジ
ショニングによる創薬

本講義では、疾患、薬物、低分子化合物、遺伝子、タンパク質、
分子ネットワークに関する様々な医薬ビッグデータを基に、薬物
の潜在的標的分子（オフターゲットを含める）や新規効能（適応
可能疾患）を予測する機械学習の手法について説明する。がん
や神経変性疾患など様々な疾患に対する応用例を紹介する。

青木事成先生

中外製薬株式会社 医薬安
全性本部安全性リアルワー
ルドデータサイエンス部・部
長

１０月～１２月 医療データ活用の今（仮） 確認中

宮岡悦良先生
東京理科大学 理学部第二
部 数学科・教授

１月後半 医療統計学概論 確認中

石田貴士先生
東京工業大学 情報理工学
院 情報工学系 知能情報
コース 准教授

１１月～１２月 IT創薬における機械学習利用の最新動向 確認中

江崎剛史先生

国立研究開発法人 医薬基
盤・健康・栄養研究所　バイ
オインフォ
マティクスプロジェクト

１０月～１２月

創薬支援を目指した薬物動態予測システ
ムの構築

詳細：近年の創薬にかかる研究開発費用の高騰に伴い、アカデ
ミアが創薬創出に担う役割の重要性が広く認識されてきつつあ
る。そこで我々は、AMEDの創薬支援推進事業「創薬インフォマ
ティクスシステム構築」において、アカデミア創薬研究を支援する
システムの開発として、データベースと薬物動態パラメータの予
測モデルの構築を進めてい。データベースには公共データベー
スから抽出したデータも蓄積しているが、データの量と質を充実
させるためには、データを精査して収集することが必要不可欠で
ある。そこで、文献から必要なデータだけを抽出するための自動
化システムの構築をを同時に進めている。本講義では、開発を
進めているデータベースと各種薬物動態パラメータの予測シス
テムの現状について紹介するとともに、研究遂行において生じた
課題と自動化への取り組み、そして今後の展望について述べ

岡野原大輔先生
Preferred Infrastructure社
取締役副社長

１０月～１２月 深層学習を使った新薬の探索から創造 確認中

堀本勝久先生
産業総合研究所 創薬分子
プロファイリング研究セン
ター・副センター長

１０月～１２月

1.オミックスデータの創薬活用（基礎
編）（仮）
2.オミックスデータの創薬活用（応用
編）（仮）

①オミックスデータを活用してアウトカムに結び付けるための解
析について、背景となる考え方を解説し、その考え方に沿った技
術開発の実例を紹介する。、②ドラッグリポジショニング及び
マーカー探索について、アウトカムに到達するための解析例を紹
介する。特に、技術的な紹介より解析を進める上での考え方に
ついて重きをおく。

福井一彦先生

産業総合研究所 創薬分子
プロファイリング研究セン
ター システム数理統合チー
ム・チーム長

１０月～１２月
1.情報統合における創薬（基礎編）
（仮）
2.情報統合における創薬（応用編）
（仮）

近年、大量のデジタル化されたデータがあふれ出しビッグデータ
時代の到来が言われている。このデータ主役と考えられるビッグ
データ解析において、ライフサイエンス研究分野での知識発見
のためには量と質の両方が必要と考えられ、この取り組みとし
て、データの標準化や統合化などが国内や欧米で実施されてい
る。本講義では、データ駆動型解析を目的とし、データの有効活

福西快文先生

産業総合研究所 創薬分子
プロファイリング研究セン
ター 3D分子設計チーム・
チーム長

１０月～１２月
※中村先生の前の時間

創薬支援ソフトウェアmyPrestoでの薬
物探索・ドッキングの計算理論

myPrestoは化合物データベース、薬物ドッキング、分子動力学
シミュレーションから、スクリーニング、物性予測まで幅広い機能
をもつソフトウェアである。タンパク質データベースPDBには、13
万件のタンパク質立体座標が登録されており、これらを用いるこ
とで、既存薬の作用機構を見たり、薬物探索を行うなどができ
る。そこで、演習に先立ち、基本的な理論を前半の講義で紹介

中村寛則先生
株式会社バイオモデリング
リサーチ・代表取締役社長

１０月～１２月
※福西先生の後の時間

創薬支援ソフトウェアmyPrestoでの薬
物探索・ドッキングの計算演習

myPrestoは化合物データベース、薬物ドッキング、分子動力学
シミュレーションから、スクリーニング、物性予測まで幅広い機能
をもつソフトウェアである。
myPrestoに関する基本的な理論の講義に引き続き、後半として
myPrestoを使った創薬計算の演習を行う。

竹内恒先生

産業総合研究所 創薬分子
プロファイリング研究セン
ター 構造モダリティ研究
チーム・チーム長

１０月～１２月

1.立体構造解析にもとづく創薬研究（基
礎編）（仮）
2.立体構造解析にもとづく創薬研究（応
用編）（仮）

創薬標的タンパク質の立体構造や薬剤との相互作用を実験的
に
明らかにすることは、創薬標的を特定したり、立体構造に基づ
き、
新たな薬を構築するための重要な情報を与える。本講義では、
我々が
行っている溶液NMRを用いた事例を中心に、立体構造解析にも
とづく
創薬研究について、講義を行う予定である。

福澤薫先生
星薬科大学 薬学部 薬品物
理化学教室・准教授

１０月～１２月
1.生体高分子の量子化学計算
2.フラグメント分子軌道法の創薬への
応用

①分子間の精密な相互作用や化学反応を予測するためには、
分子の電子状態に基づく量子化学計算が有効である。本講義で
は、生体高分子の量子化学計算を高速高精度に実現することが
できる「フラグメント分子軌道（FMO）法」についての基礎を解説
する。、②タンパク質の量子化学計算が可能なFMO法によって、
これまでにない高精度の構造ベース創薬が可能になってきてい
る。FMO法は、新規化合物の精密な設計や合理的なリード化合
物の最適化、インシリコスクリーニング、さらにはビッグデータに
基づく創薬へと繋がることが期待されている。本講義では産学官
連携のFMO創薬コンソーシアムやスーパーコンピュータの活用

藤谷秀章先生
東京大学先端科学技術セ
ンター システム生物医学分
野・特任教授

１２月

1.生体分子動力学シミュレーションの
基礎
2.分子動力学シミュレーションの創薬
応用

①タンパク質や核酸などの生体高分子の水中や脂質膜中での
熱的な振舞いを分子動力学シミュレーションで正確に記述する
為に必要な基盤技術について説明する。原子・分子などの微視
的世界を記述する量子力学に基づいて生体分子のモデルを構
築して、先進的コンピュータで分子動力学シミュレーションを実行
する理論と技術について歴史的背景を織り交ぜて説明する。、
②創薬標的タンパク質と薬などの低分子化合物の相互作用を正
確記述する為に必要な分子モデリング法と分子動力学シミュ
レーションから実験で測定される熱力学量を導出する理論を紹
介する。京コンピュータなどで実行された創薬応用シミュレーショ
ンで得られた結果について治療薬としての応用面とタンパク質科

広川貴次先生
筑波大学 医療医学系・教
授

１０月～１２月

1.化合物情報に基づく創薬インフォマ
ティクス
2.タンパク質構造情報に基づく創薬イ
ンフォマティクス

①情報科学的な手法による化合物の表現方法（線形表記、二次
元、三次元表記）や、薬らしさを評価するデータ解析（記述子、ド
ラッグライクネス）、化合物探索技術（類似性検索、ファルマコ
フォア）について概説する、②タンパク質構造情報に基づく化合
物ドッキング手法、バーチャルスクリーニングを中心に、その関
連技術である活性ポケット予測や分子動力学計算も含めて概説

本間光貴先生

理化学研究所 ライフサイエ
ンス技術基盤研究センター
制御分子設計研究チーム・
チームリーダー

１０月～１２月

1.インフォマティクスとシミュレーション
を融合したインシリコスクリーニング
2.創薬におけるインシリコ薬物動態、毒
性予測

①近年の創薬において、インフォマティクスやシミュレーションを
利用したインシリコスクリーニングは無くてはならないものとなっ
ている。本講義では、インフォマティクスやシミュレーションの基
本的な理論、創薬現場でのメリット・デメリット、最近の動向など
について実例を交えながら紹介する。また、最先端の研究とし
て、機械学習（人工知能）的な方法や量子化学計算（FMO法）の
応用などについても触れる、②医薬品を開発するためには、疾
患の原因となる標的タンパク質への薬理作用の強さだけではな
く、体内における薬物の動態や毒性などの問題を解決する必要
がある。実際、臨床試験では過半数を超える医薬候補品が、薬
物動態、毒性のために開発失敗している。本講義では、問題とな
る薬物動態、毒性のメカニズムとそれらをインシリコで予測する

ＡＩ創薬
系

（3科目、
20コマ）

ＡＩ創薬
／現代
医薬統
計学特
論

（6コマ）

目的：創薬・医療の現場でデータサイエンスを活
用する上で必須である、ＡＩとリアルワールドデー
タ医療統計に関する知識を習得する。

概要：ＡＩとリアルワールドデータ医療統計の解析
技術について講義を行う。また、創薬・医療の現
場における実際の解析事例について解説し理解
を深める。

分子創
薬プロ
ファイリ
ング特
論

（8コマ）

目的：創薬の現場でデータサイエンスを活用する
上で必須である、データ駆動型の化合物とオミッ
クスのビッグデータ解析に関する知識を習得す
る。

概要：オミックスと化合物のビッグデータに対する
データ駆動型の解析技術について講義を行う。ま
た、創薬の現場における実際の応用事例につい
て解説し、理解を深める。

インシリ
コ創薬
化学
特論（8
コマ）

目的：データ駆動型の計算分子創薬に必須であ
る、ＦＭＯ法や分子動力学法に関する基礎理論と
その応用に関する知識を習得する。

概要：ＦＭＯ法や分子動力学法などのシミュレー
ション技術についての基礎理論について講義を
行う。また、これらのシミュレーション技術の創薬
の現場における実際の応用事例について解説
し、理解を深める。



４．研修プログラム（座学）

系統 科目名 目的と概要 講師 所属・役職 タイトル 詳細

マネジメ
ント特論
（8コマ）

将来、医療人・研究者・企業人として活躍するうえで
必要なマネジメントスキルのうち、特に、プロジェクトマ
ネジメント、キャリアマネジメント、ビジネスコミュニケー
ションを中心に解説する。

竹内勝之ほか
東京医科歯科大学キャリア形
成支援室　特任教授

調整中

1.マネジメント概論
2.プロジェクトマネジメント
3.人材マネジメント
4.キャリアマネジメント
5,6.ビジネスコミュニケーション（ワーク
ショップ）
7,8.プロジェクトデザイン（ワークショップ）

博士人材推奨

知的財産
特論

特許、著作権など研究開発やビジネスの場面で必要
になる知的財産のエッセンスを講義する。また、研究
開発やビジネスにおける知的財産戦略のケーススタ
ディを行い、知的財産に対する理解を深める。

竹内勝之ほか
東京医科歯科大学キャリア形
成支援室　特任教授

調整中

1.知的財産概論（アカデミア研究における
知的財産管理の目的）
2.特許制度Ⅰ
3.特許制度Ⅱ
4.研究者のための特許調査（実習）
5.ビジネスと知財Ⅰ
6.ビジネスと知財Ⅱ
7.著作権の基礎
8.論文の作成と著作権

博士人材推奨


