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Ai情報センターとは？
Ai情報センター代表理事・Ai学会理事長

山本正二

Ai情報センターについて

ン読影、意見書の作成③全国データ
で死因が不明ならば、医療関連死で
ば、
短時間での画像送信が可能となり、
の集積・解析④読影難渋症例に対す
ないということもできるのです。画
Ai読影が可能です（光回線なら１GB
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の複数読影医による画像鑑定―で
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異状死だけではなく、脳死判定等の
が開催されました。医師会館の大ホー
す。生体画像に関しても、複数診断
査を受けることができ、客観的な証
場合にも使用することができます。今
ルがほぼ満席になるくらいの多くの
医による鑑定にも対応し、裁判の画
拠になり得るということを意味して
後こういった、画像情報をベースにし
方々が参加され、熱心な討議が行わ
像鑑定業務も行っています。
います。｢客観的な情報を、第三者が
た第三者機関による監査が、医療事
れました。この中で、Ai実施施設か
Ai情報センターは、各地域のAi
評価する｣、これがAi情報センターに
故などが疑われる場合に広く使われ
らの報告として、８大学を含めた10
センターの統合組織として、Ai情報
求められるAiの姿だと考えます。
ることになるでしょう。
施設からの報告が行われ、各地の医
を統括し一括管理するデータベース
療施設で、Aiが実施されるようになっ （DB）作成や、ネットワークを用い （２）複数鑑定の意義
まとめ
てきたことを実感しました。
た、e-learning systemの開発などを
もう一つ、重要な点は複数鑑定で
死体専用機を所有する大学も20施
行う予定です。各地のAiセンター
す。Ai情報センターでは、開設当初
以上のように、今後Aiが広まるにつ
設を超え、今後は、各県あるいは各
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れています。Ai情報は社会的な資
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Aiの実施状況は？

