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研究代表実施施設 第 2 版（2021 年 2 月 12 日作成） 

鹿児島市立病院 第 1 版（2021 年 4 月 9 日作成） 

 

鶏卵アレルギーの経口負荷試験を行った 1 歳未満の 

患者様・ご家族の皆様へ 

 

【研究課題名】 

人工知能による乳児鶏卵アレルギーに対する食物経口負荷試験結果予測の研究 

 

【研究の対象】 

この研究は以下の方を研究対象としています。 

2016 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までに、国立病院機構三重病院、藤田医科大学ば

んたね病院、徳田ファミリークリニック、貝沼内科、大阪府済生会中津病院、徳島大学病院、

市立八幡浜総合病院、鹿児島大学病院、鹿児島市立病院、霧島市立医師会医療センター、あ

おぞら小児科にて鶏卵アレルギーの経口負荷試験（Oral food challenge test ;OFC）を行っ

た 1 歳未満例の患者様。 

 

【研究の目的・方法について】 

背景：生後 6 か月から鶏卵を少量でも摂取することで鶏卵アレルギーの発症を予防できる

可能性が報告され、乳児での OFC の需要は増加傾向にあります。しかし、食物アレルギー

の治療方針の決定や、安全で有意義な OFC の負荷量を予定するためには、アレルギーに精

通した医師の熟練した技術が要され、容易ではありません。 

 

目的：今回の研究では、対象となる様々な患者様の臨床背景を AI に学習させ、AI による治

療方針の補助を行うことを目的としています。 

 

意義： 

①医師が学習、経験によって決定していた OFC 方針を AI が補助することで、より安全で、

意義のある OFC を行うことが出来る 

②医師によって様々な判断をされていた OFC が、ある程度均一化され、患者様にとって地

域差、病院間差、医師による差がなく、食物アレルギーの診療を受けることができる。 

 

方法： 

１．鶏卵経口負荷試験を行った 1 歳未満の患者様の臨床情報を収集します。 

■OFC 前：月齢、性別、人工乳使用歴、持続する乳児湿疹またはアトピー性皮膚炎の

有無、多抗原感作の有無、誘発症状の有無（アナフィラキシーの有無）、血液検査の総

IgE、卵白・オボムコイド特異的 IgE 抗体、鶏卵以外にも検査歴があれば項目ごとの特

異的 IgE、家族のアレルギー歴の有無（父、母、兄弟）、親の不安の有無（自宅摂取への
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恐怖心、保育園入園希望など） 

■OFC 当日、後：OFC 総負荷量、摂取間隔、結果、症状出現時の症状の重症度、OFC

結果、OFC 後 1-3 か月での摂取量、6-12 か月での摂取量 

２．収集したデータを AI ソフトウェアが学習し、乳児鶏卵アレルギーに対する食物経口負

荷試験結果予測のための AI システムが作成されます。 

３．AI システム完成後に受診された患者様の臨床情報を入力し、OFC での最適な負荷量を 

検討し、実際に OFC を行って、陽性率を検討します。 

 

研究期間：倫理委員会承認日～2023 年 3 月 31 日 

 

【使用させていただく情報について】 

 鶏卵アレルギーの経口負荷試験を行った 1 歳未満例の患者様の臨床情報（上記）を利用

させていただきます。なお、このことは研究代表施設の三重病院倫理委員会、ならびに当院

の倫理委員会において厳正に審査され承認され、許可を得ています。また、患者様の情報は、

国の定めた「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に従い、匿名化したうえで管理

しますので、患者様のプライバシーは厳密に守られます。当然のことながら、個人情報保護

法などの法律を遵守いたします。 

 

【使用させていただく情報の保存等について】 

本研究で使用した患者様の情報は論文発表後 10 年間の保存を基本としており、保存期間

終了後、パソコンなどに保存している電子データは復元できないように完全に削除します。

ただし、研究の進展によってさらなる研究の必要性が生じた場合はそれぞれの保存期間を

超えて保存させていただきます。 

 

【外部への情報の提供】 

本研究は三重病院を主施設としていますが、完成した AI システムを利用したい他施設が

あった場合には利用する可能性があります。 

 

 情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

  国立病院機構 三重病院 臨床研究部 山田慎吾 

   

【研究組織】 

【研究代表実施施設】 

研究責任者  国立病院機構 三重病院 臨床研究部 山田慎吾 

【研究全体の実施体制】 

研究代表者  山田 慎吾  国立病院機構三重病院 臨床研究部 

研究分担者    

藤澤 隆夫  国立病院機構三重病院 院長 

長尾 みづほ 国立病院機構三重病院 アレルギー疾患治療開発研究室 室長 

高瀬 貴文  国立病院機構三重病院 小児科 
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安田 泰明  国立病院機構三重病院 小児科 

松永 真由美 国立病院機構三重病院 小児科 

浜田 佳奈  国立病院機構三重病院 小児科 

星 みゆき  国立病院機構三重病院 小児科 

野上 和剛  国立病院機構三重病院 小児科 

徳田 玲子  徳田ファミリークリニック、国立病院機構三重病院 臨床研究部 

貝沼 圭吾  貝沼内科、国立病院機構三重病院 臨床研究部 

近藤 康人  藤田医科大学ばんたね病院 小児科 教授 

森 雄司   藤田医科大学ばんたね病院 小児科 助教 

水谷 公美  藤田医科大学ばんたね病院 小児科 助教 

斎藤 彩子  藤田医科大学ばんたね病院 小児科 助教 

中島 陽一  藤田医科大学 小児科学講座 講師 

岡本 薫   藤田医科大学 小児科学講座 助教 

盛田 健人   三重大学工学部 情報工学科 助教 

平口 雪子  大阪府済生会中津病院 小児科，免疫・アレルギーセンター 

杉本 真弓  徳島大学 小児科学講座 講師 

桑原 優   市立八幡浜総合病院 小児科 

今給黎 亮  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児科学講座 医員 

   中﨑 奈穗  鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 小児科学講座 医員 

池田 尚弘    鹿児島市立病院  小児科  

吉川 英樹    霧島市立医師会医療センター 小児科  

井上 博貴    霧島市立医師会医療センター 小児科  

立元 千帆    医療法人元洋会  あおぞら小児科  

古城 圭馴美 医療法人元洋会  あおぞら小児科 

 

 

  研究事務局   国立病院機構 三重病院 臨床研究部 山田慎吾 

 データセンター 国立病院機構 三重病院 臨床研究部 山田慎吾 

 

【患者様の費用負担等について】 

本研究を実施するに当たって、患者様の費用負担はありません。また、本研究の成果が将

来 AI システムなどの開発につながり、利益が生まれる可能性がありますが、万一、利益が

生まれた場合、患者様にはそれを請求することはできません。 

また血液検査は診療の中で必要な分を保険診療内で行い、研究目的のために血液検査を

されることはありません。 
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【研究資金】なし 

 

【利益相反について】 

 この研究は，特定の企業からの資金は一切用いません。「利益相反」とは，研究成果に影

響するような利害関係を指し，金銭および個人の関係を含みますが，本研究ではこの「利益

相反（資金提供者の意向が研究に影響すること）は発生しません。 

 

【研究の参加等について】 

本研究へ情報を提供するかしないかは患者様ご自身の自由です。従いまして、本研究に診

療情報を使用してほしくない場合は、遠慮なくお知らせ下さい。その場合は、患者様の診療

情報は研究対象から除外いたします。また、ご協力いただけない場合でも、患者様の不利益

になることは一切ありません。なお、これらの研究成果は学術論文として発表することにな

りますが、発表後に参加拒否を表明された場合、すでに発表した論文を取り下げることはい

たしません。 

患者様の診療情報を使用してほしくない場合、その他、本研究に関して質問などがありま

したら、以下の照会先・連絡先までお申し出下さい。 

                    

【お問い合わせについて】 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。ご希望

があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計

画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

 

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

住 所：〒514－0125 三重県津市大里窪田町 357 番地 

電 話：059-232-2531 

担当者：国立病院機構三重病院 臨床研究部 山田慎吾 

 

 

当院のお問い合わせ先・相談窓口： 

住 所：〒890-8760 鹿児島市上荒田町 37 番 1 号 

電 話：099-230-7000（代表） 

当院の研究責任者：鹿児島市立病院 小児科 池田 尚弘 

 


