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趣意書（研究費寄付のご依頼） 

 

拝啓 

時下 皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別なるご高配賜り、厚く御礼申し上げます。 

 近年、様々な分野で活用される AI（人工知能）を医療の現場に応用するため、２０１９年５月より

AI 研究所を蒲郡市民病院 整形外科内に設立し、活動を行って参りました。６ヶ月の歳月をかけて１つ

の画像診断システムが完成し、実臨床化へ向けた取り組みを継続しております。また、現在その他４つ

の研究プロジェクトを進行しており、２つの研究プロジェクトも追加で計画しております。プロジェク

ト規模の拡大に伴い NPO 法人内へ AI 研究部門を移転し研究を継続しております。つきましては、当研

究部門の概要についてご紹介させて頂きたく、本書面にてご案内申し上げます。 

 併せて、設立趣旨、研究部門の目的および研究内容を下記にてご高覧の上、趣旨にご賛同いただきご

協力頂きます場合は、ご寄付にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

１．設立趣意 

高齢化社会が進む日本では、加齢に伴う骨粗鬆症を素因とした椎体骨折や大腿骨近位部骨折が増

加傾向にあります。このような骨折を適切に診断、治療介入を行うことで健康寿命を伸ばすことが

できます。ただ、地域や施設ごとで画一的な高い質の医療が提供できているとは言い難く、診断が

遅れることや、適切な治療介入ができていないことも少なくありません。また、骨折の増加に伴い

大腿骨近位部骨折の手術件数は増加しており、このような骨折に対しては４８時間以内での手術加

療が生命予後を改善すると言われています。時間的な制約を解決するため、骨折型に合わせて適切

なインプラントを選択し発注、機材の搬入を行うという一連のプロセスを円滑に進めていく仕組み

が必要であると考えられます。 

近年、様々な分野で活用されている AI（人工知能）を医療の分野でも応用させることで、上記の

問題が解決し得ると考えました。課題の解決に向け、志を同じくする医師が議論を重ねた上で、臨

床研究事業を含む調査研究、研究回答の運営を効率的に行い、その事業成果の発表や検査データを

広く情報発信することで、医療分野および整形外科学の更なる発展をもって国民の健康増進と安心

して生活できる未来ある社会づくりに寄与したいと考え、ここに本研究部門の設立に至りました。 

実際に２０１９年５月より６ヶ月の歳月をかけて１つの画像診断システムが完成し、その診断精

度は整形外科医を上回るものとなりました。また、初期研修医を対象とした臨床試験では、画像診

断補助として AI を用いることで整形外科医と同等レベルまで診断精度を向上させることができま

した。AI の応用で高い精度の診断、客観的な治療介入が可能であることが示唆されたため、今後の

研究継続および研究内容の拡大を行っております。 

医療の分野での AI の応用可能性は非常に高く、我々だけでなく多くの医療従事者が AI に対して

寛容になり、臨床へ応用することで医療の質を高めうると考えられます。啓発、技術的支援を目的

として、医療従事者を対象とした研究会の開催を予定しております。 



２．研究目的 

 本研究部門は、AI を臨床応用するための臨床研究を通じて、市民に安全で安心できる医療環境を提供

し、豊かで充実した健やかな社会づくりに寄与することを目的とする。また、AI の興味のある医療従事

者に向けて、啓発および技術的支援を行うことを目的とする。 

 

３．研究・活動内容 

現在、３つのテーマ（骨折診断、骨粗鬆症関連、Smart Surgery: 診断から受注、搬送の円滑化） 

を設け、研究を行っております。 

テーマ 研究内容 概要 共同開発者 

骨折診断 ①大腿骨近位部骨折に対するスマホアプリでの 

AI 診断補助ツール開発 

“どこでも”“誰でも”使えるために、開発

済みの診断 AI をスマホアプリにする 

株式会社エクスメディオ 

(2020 年 2 月〜) 

②大腿骨近位部骨折に対する PACS 接続機器での

AI 診断ツール開発 

医療機器承認または認証の取得 株式会社アルム 

SearchSpace 株式会社 

(2020 年 2 月〜) 

③椎体骨折に対する診断 AI の開発 X 線写真側面像からの AI 自動診断ツールの

開発 

NPO 内にて開発 

 (2020 年 5 月〜:予定) 

骨粗鬆症 ④椎体骨折に対する AI による重症度判定システ

ムの開発 

重症度に応じて適切な骨粗鬆症治療薬の選

択を可能にする 

エムスリーAI ラボ 

(2019 年 11 月〜) 

⑤胸部単純 X 線写真からの陳旧性椎体骨折 

AI 診断システム 

スクリーニングに用いられる胸部 X 線写真

から椎体骨折を診断することで、”いつの

まにか骨折“を持つ潜在的な骨粗鬆症患者

を特定し治療介入する 

エムスリーAI ラボ 

(2019 年 11 月〜) 

Smart 

Surgery 

⑥大腿骨近位部骨折の手術加療における必要イ

ンプラントサイズの予測 AI の開発 

股関節単純 X 線写真から必要インプラント

サイズを算出、提案する 

株式会社 SearchSpace 

(2020 年 4 月〜:予定) 

 

４．NPO 法人および AI 研究部門概要 

４−１．NPO 法人 名古屋整形外科地域医療連携支援センター 

内閣府ページ：https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/111001640 

センターホームページ：http://norh.umin.jp 

 

４−２．AI 研究部門 構成員 

佐藤 洋一 （蒲郡市民病院 整形外科） 

朝本 学宗 （津島市民病院 整形外科） 

小野 裕太郎、告野 英利（名古屋第二赤十字病院 整形外科） 

本田 聖和 （エムスリーAIラボ）     以上 

 

 

 



寄付金募集要項 

 
１．募金目標額 総額 ６００万円 

 

２．使途 

現在研究中テーマ（上記）の研究遂行および実臨床化を目的とする。 

 

なお、本研究は最終的には、この新たに開発したシステムが国内での実臨床現場で活用され、ひいて

は、我が国の骨粗鬆症および骨折診療環境の向上に寄与することを目的としている。 

 

３．期間 令和２年１月１日〜 

 

４．金額 １口の金額設定はありません。使途限定（研究項目①〜⑥）での寄付も承ります。 

 

５．お申し込み方法 

本研究部門の趣意に賛同下さり、ご協力いただける場合は、寄付申込書にご記入の上、下記事務局

宛にメール、FAXまたは郵送にてお送りくださいますようお願い申し上げます。 

 

６．お振込先 

三菱 UFJ 銀行 八事支店（266） （普） 0088627 

口座名義：特定非営利活動法人 名古屋整形外科地域医療連携支援センター 

 

ご入金確認後領収書をお送り致します。お手元に届くまで約２週間をご了承ください。 

 

７．その他 

ご賛同頂きました場合には、センター内ホームページへご芳名を掲載させて頂きます。また法人様

は上記に加えて、論文発表時に会社名をご掲載させて頂きます。 

 

８．ご連絡・お問い合わせ先 

NPO名古屋整形外科地域医療連携支援センター内 AI 研究部門 

〒465-0087 名古屋市名東区名東本町二丁目 22の 1 木村病院内 

 TEL ：080-4304-0041（研究責任者：佐藤洋一） 

FAX ：0566-98-6981（事務局） 

E-MAIL ：npo.fractureai@gmail.com 

ホームページ： https://www.fracture-ai.org 

 



 

NPO 名古屋整形外科地域医療連携支援センター内 AI 研究部門 事務局 御中 

2020 年   月   日 

 

寄付申込書 

NPO 名古屋整形外科地域医療連携支援センター AI 研究部門 

研究責任者 佐藤洋一 殿 

 

住所 〒               

会社名                

代表者              印 

 

NPO 名古屋整形外科地域医療連携支援センター内 AI 研究部門の趣意に賛同し 

下記金額を寄付金として申し込みます。 

 

記 

寄付金額 金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円也 

担当者（連絡先）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

住所 〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

部課名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

担当者名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

TEL ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ FAX ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

E-mail ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

以上 

 

 



令和元年度 事業報告書 

令和元年５月１日〜令和２年３月３１日まで 

 

NPO名古屋整形外科地域医療連携支援センター AI 研究部門 

 

１．事業実施の概略 

 ５月１日より研究項目第一弾「大腿骨近位部骨折に対する AI（人工知能）を用いたコンピュータ支援

画像診断システムの他施設共同開発研究」を開始した。研究組織の結成、医療画像の収集、倫理委員会

の承認、エンジニアとの契約を経て、１１月末にアルゴリズムが完成した。完成したアルゴリズムを用

いた臨床試験を初期研修医、整形外科医、総勢３５名を対象に行い、実臨床での有用性を確認した。こ

の研究結果が NHK、東海テレビ、中日新聞などの各メディアに取り上げられ、また中部整形外科災害外

科学会にて学会奨励賞の受賞となった。 

 本研究結果を臨床現場まで届けるため、２社と２つのプロジェクトを立ち上げた。１つ目が株式会社

エクスメディオであり、スマートフォンを用いた AI による自動診断と遠隔診断を可能とするアプリの

制作で、２０２０年末でのα版リリースを目指している。２つ目が株式会社アルムであり、こちらは医

療機器認証を検討しており、またこれに伴う公的な大型開発助成金の取得に向けて活動を続けている。 

 活動内容を骨粗鬆症診断と治療分野にも広げ、株式会社エムスリー内にあるエムスリーAIラボと共同

に、SQ法を用いた椎体骨折の重症度自動判定システム、胸部単純 X線写真からの陳旧性椎体骨折診断シ

ステムを開発中である。後者についてはパイロットスタディの結果で高精度の結果が得られたため、多

施設での精度検証を行う予定である。 

新年度からは術前計画の自動化 AI の研究開始も予定している。 

 

２．事業の実施に関する事項 

 （１）特定非営利活動に係る事業の実施に関する事項 

 

事業名 

（定款に記載した

事業） 

具体的な事業内容 (A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

(D)受益対象者の範囲 

(E)人数 

事業費の額 

(単位:千円) 

第５条(１)③ 

整形外科や地域医

療及び連携に関す

る研究や活動事業 

研究項目① 

エンジニアに対する交通費，

宿泊費（面談用） 

A)2019/7/23 

B)名古屋駅 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

45 

 研究項目① 

予備調査費 

A)2019/10/16 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

912 

 研究項目① 

予備調査報告書作成 

A)2019/10/16 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

240 



 研究項目① 

上記２項目の消費税 

A)2019/10/16 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

92 

 研究項目① 

本調査費 

A)2019/11/23 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

912 

 研究項目① 

本調査費報告書作成 

A)2019/11/23 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

240 

 研究項目① 

上記２項目の消費税 

A)2019/11/23 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

11 

 研究項目① 

計算資源費用・実費 

A)2019/11/23 

B)インターネット上 

C)4 

D)SearchSpace 株式会社 

E)2 

38 

 研究項目① 

診断テストに対する謝礼 

A)2019/12/15 

B)amazon.jp 

C)1 

D)医療関係者 

E)32 

64 

 記者会見 A)2020/1/8 

B)蒲郡市役所 

C)1 

D)テレビ局、新聞社 

E)17 

 

 日本メディカル AI学会 

学会発表 口演 

A)2020/1/31-2/1 

B)東京ビッグサイト 

C)3 

D)医療関係者 

E)1100 

 

 研究項目② 

データ引き出し委託料 

A)2020/1/30 

B)蒲郡市民病院 

C)1 

D)医療関係者 

E)1 

50 

※令和元年度は収益がないため、佐藤洋一 1,420,028円，朝本学宗 1,289,820 円の持ち出しとなる。 

 

 （２）その他の事業 

   令和元年度はありません 

 

 

 

 

 

 

 



３．会議の開催に関する事項 

 （１）オフライン会議 

ア プロジェクト開始にあたる会議 

（ア）開催日時および場所 

令和元年５月９日 １８時００分〜２０時００分 名古屋マリオットアソシアホテル ロビ

ー 

 （イ）議題 

  面談、今後のプロジェクト開始にあたっての打ち合わせ 

 

  イ 定期会議① 

 （ア）開催日時および場所 

  令和元年７月１９日 １８時００分〜２０時００分 タカシマヤ ゲートタワーモール

 （イ）議題 

  プロジェクトの進捗状況確認 

 

 ウ エンジニア面談 

 （ア）開催日時および場所 

  令和元年７月２３日 １８時００分〜２１時００分 タカシマヤ ゲートタワーモール 

 （イ）議題 

  エンジニア顔合わせ、今後のプロジェクト内容の方針確認 

 

 エ 定期会議② 

 （ア）開催日時および場所 

  令和元年１０月２１日 １８時００分〜２０時００分 タカシマヤ ゲートタワーモール 

 （イ）議題 

  プロジェクトの進捗状況確認 

 

 オ 定期会議③ 

 （ア）開催日時および場所 

  令和元年１２月２６日 １８時００分〜２１時００分 タカシマヤ ゲートタワーモール

 （イ）議題 

  プロジェクト完了にあたっての振り返り、今後の活動方向性について 

 

 カ 定期会議④ 

 （ア）開催日時および場所 

  令和２年１月３１日 １８時００分〜２１時００分 東京ビッグサイト 

 （イ）議題 

  学会発表内容の振り返り、今後の活動方向性について 



 （２）オンライン会議（Zoomアプリを用いた） 

 （ア）開催日時および場所 

  令和元年６月１８日、６月２５日、７月３日、８月８日、８月１６日、９月４日、９月１８

日、１０月８日、１０月１０日、１０月１５日、１１月１日、１１月７日、１１月１５日、１１月１９

日、１２月１２日 

  令和２年１月１４日、１月２９日、２月３日、２月１９日、２月２８日、３月５日 

 （イ）議題 

  プロジェクト進捗状況確認、活動内容検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和二年度 活動計画書予算案 

令和２年４月１日〜令和３年３月３１日まで 

 

NPO名古屋整形外科地域医療連携支援センター AI 研究部門 

 (単位：円) 

科目 特定非営利活動に係る事業 その他事業 合計 

Ⅰ 経常収益    

 １．受取会費 0 0 0 

 ２．受取寄付金 6,000,000 0 6,000,000 

 ３．受取助成金等 2,000,000 0 2,000,000 

 ４．事業収益(執筆,賞) 300,000 0 300,000 

 ５．その他収益 0 0 0 

 経常収益計 8,300,000 0 8,300,000 

Ⅱ 経常費用    

 １．事業費    

（１）人件費 0 0 0 

  （２）その他経費    

    研究項目② 開発費 3,168,000 0 3,168,000 

    研究項目② サーバー代 38,828 0 38,828 

研究項目⑥ 開発費 3,168,000 0 3,168,000 

研究項目⑥ サーバー代 38,828 0 38,828 

事業費計 6,413,656 0 6,413,656 

 ２．管理費    

  （１）人件費 0 0 0 

  （２）その他経費 0 0 0 

   管理費計 0 0 0 

 経常費用計 6,413,656 0 6,413,656 

   当期経常増減額 △3,703,808 0 △3,703,808 

Ⅲ 経常外収益    

 経常外収益計 0 0 0 

Ⅳ 経常外費用    

 経常外費用計 0 0 0 

   経理区分振替額 0 0 0 

   当期正味財産増減額 △1,886,344 0 △1,886,344 

   前期繰越正味財産額 0 0 0 

   次期繰越正味財産額 1,886,344 0 1,886,344 

 


