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商号 ARアドバンストテクノロジ株式会社 (略称 )

資本金 80,000,000円 ※資本準備金含む

設立 2010年1月

役員 代表取締役社長 武内 寿憲

社員数 正社員 267名 契約社員35名

国内所在地 【本社】 東京都渋谷区渋谷1-14-16 渋谷野村證券ビル8F

【大阪】 大阪府大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル3F

【名古屋】愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13 名古屋大同生命ビル3F

事業内容 クラウド技術活用を主とした
・BPR/ITコンサルティング事業
・クラウドＳＩ事業
・クラウドヘルスケア事業
・クラウドAI事業

国内関連 株式会社 エーティーエス

▶プロフェッショナルリソースサービス事業

▶メディアサービス事業

ARアドバンストテクノロジ株式会社は、個人情報保護に関

するプライバシーマーク制度を認証取得しております。
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グループ業績推移

（予想）



消化器内科

循環器内科

神経内科

婦人科

整形外科

・・・

人工知能解析システム
電子カルテ
システム

データ
送信

受診

 人工知能解析データ
 医学書データ
 実症例データ

 過去データ
 病院ごとのマスター化

症例と疾病の共起関係を学習

主訴を対話的に聞き出し、疑われる疾病群の空間表現を生成

ベイズ推定と深層学習のアンサンブルによる時系列変化の学習

問診データ 最適な診療科目の決定

NEDO：人工知能による診療科推論等の調査研究



病院における初診外来患者受付の流れ
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来 院 紹介状を用意

初診受付
診療科予約

問診票を記載・受付

診療科受診 初診・問診を行う

検査受診 必要な検査を行う

会 計 医療費を支払う



病院における初診患者受付時の問題点

初診患者の情報が正しく伝わらないことが
患者及び医療従事者に大きな負担がかかる元凶となり
場合によっては患者の生命を脅かすミスにつながる
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診療所からの紹介状の記述に不備が多
く、解読が困難な場合がある紹介状

患者記載の問診票に誤記が多く、正しい
情報が得られない場合がある問診票

医療知識に乏しい事務職員に診療科の
判定が委ねられている受付・予約

誤った診療科に割り当てられて、同じ診察
や検査が繰り返される検査



医療費の増大・医療被曝

初診患者の情報が正しく伝わらないことが
不要な医療費、不要な検査による弊害を生んでいる
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診療所で既に行った血液検査や
放射線検査が繰り返される

出展：厚生労働省 国民医療費の概要 出展：2012/06/24朝日新聞

不要な医療費

医療被曝の可能性



初診患者の情報が正しく伝わらないことが
病院の経営を部分的に圧迫し、医療の質全体の低下につながる懸念

出典：
全国公私病院連盟日本病院会
病院運営実態分析調査
（平成26年調査）
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病院経営の圧迫

 患者がたらい回しになることで、医療従事者の
負担が増加し、外来回転数の低下が生じる

 初診患者の対応に必要以上の事務員を
配置しなくてはならず、人件費が経営を圧
迫している



これらの問題の原因は？

医療機関、医療の業務内容、医療従事者
の問題ではないと仮定しました

見る、読む、書く、聞く、理解する、話す、伝える
という基本行為の難しさに原因の一端があると仮定



患者のたらい回し 医療費増・過剰検査 病院経営逼迫

初診患者の情報が正確に獲得できないことで生じる諸問題
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問題点の解決に向けたアプローチ

期待される効果

外来待ち時間短縮
（患者たらい回し解消）

経営効率化による、
医療機関の黒字化

過剰検査や重複診察に
伴う医療費の抑制

作業効率化・自動化による、
生産労働人口減への対策

初診患者の情報・状態を正確に把握し、
適切な診療科を推定するＡＩと端末・クラウド環境の研究・開発

アプローチ



主訴から高精度な診療科推論をするアルゴリズムの開発

救命救急トリアージに実装された重症度判定の人工知能アルゴリズムをベー
スに、限られた主訴情報から診療科推論ができるアルゴリズムを開発し、さらに
自然言語処理を組み合わせる事で、対話型な診療科推論を行う人工知能
問診支援を実現する（プロトタイプ開発済）。

病院毎にカスタマイズ可能な、自律的学習を行う初診外来端末の
開発

診療科の考え方は病院組織によって異なるため、一般的な判断機能だけで
は実用的ではないと考えている。設置された病院の実情・運用に合わせて最
適な診療科推論が可能なオンサイト学習のしくみを専用端末に実装する（プ
ロトタイプ開発済）。

個人情報を完全に保護しながら高精度な推論を可能にする
ＡＩ医療クラウドシステムの設計・構築

高度な診療科推論を行うためには、入力された主訴のみならず、既往歴、服
薬歴等の個人情報が必要である。これらの病院内の個人情報を院内にとどめ
たまま、クラウドにある人工知能エンジンと連携しながら診療科推論を行うセ
キュアな医療クラウドシステムを設計・構築する。
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システムの概要と計画



AIが外来患者の問診情報を対話的に取得し（タッチパネル方式）、その情報を機械学習で
解析し、必要な問診を問診機とやり取りしながら、最適な診療科を推論

システムイメージ



【性別年齢入力】

【服薬情報入力】

【部位選択】

【既往歴入力】

【期間入力】

【人工知能追加問診】

【症状入力】

【問診完了】

ユーザーインターフェース



ユーザーインターフェースに対する課題

 ユーザビリティコンセプトは 「いきなり誰でも使えること」
 メンテナンスコンセプトは 「カスタマイズしやすいこと」

選択肢が多くなってくると選択するときに迷う、
どれを選べばよいかわからない、などが発生する情報選択の負担

時間軸の表現や感覚的な症状に対する
質問回答が伝達しにくい意味伝達の難しさ

複雑な条件分岐が表現しにくい・メンテナンス
しにくいカスタマイズの難しさ

ところが、



問診におけるコミュニケーションデザイン

基本情報
・性別
・年齢

バイタルサイン
取得

症候・部位
判定

症候別
インタビュー

既往歴 投薬有無

基本的な流れ



問診におけるコミュニケーションデザイン

たとえば、
「頭が痛い」

※総務省消防庁「緊急度判定プロトコル」より引用



問診におけるコミュニケーションの難しさ

強いって？

経験値の差？

ガーンと頭を殴られたこと
がある？



問診におけるコミュニケーションの難しさ



問診におけるコミュニケーションの難しさ

今までに経験したことの
ないような痛みか

START

くも膜下出血

はい次の質問へ

いいえ

はい

過去に同じような
痛みがあったか

START

はい

その時、
診察してもらったか

くも膜下出血
だったか

次の質問へ

いいえ

・・・

次の質問へ

いいえ

ちょっと
言い換えて
みましょう



問診におけるコミュニケーションで懸念されること

インタビュアーのスキルレベル次第で、インタビュー
しなければならない内容が聞き漏れてしまう聞き洩らし

時間軸の表現や感覚的な症状に対する
質問回答が伝達しにくい意味伝達の難しさ

症状に対する原因や機序といった内容まで深
掘りすることは難しい原因と機序

このような要件を支えるUI、基本データが
医療系チャットボットには必要



CUI（Conversational UI）

自然言語や音声、画像で情報を引き出せる

チャットインターフェースが基本のため、新たな画面設計は必要ない

すべて上から下にスクロールして情報遷移するシンプルなUIであり、世間一般に
浸透している

ビジネスロジックとUIが直結していないため、機能の追加変更に強いといえる

自然言語の入力を受け付けるため、AIとの親和性が高いといえる



弊社のチャットボットに対する取り組み
マルチリンガル対応

導入と運用メンテナンスの負荷とコストが違う
LOOGUEの最大のポイント・従来型ChatFAQとの違い

AI ChatBot型 FAQサービス
学習エンジン搭載の



CUI（Conversational UI）

考える

書く 読む

理解する

医療系チャットボットは会話構成が複雑になる可能性が高いため、
手段は問わず、入力の負担少なく、正確に伝えることが重要

CUIは入力の制限が少なく、AIの出来次第で柔軟な会話を成り立たせる



CUI（Conversational UI）

考える

書く 読む

理解する

Conversational UI＋AIにより、
「理解して伝える」ことをもっと深く掘り下げることができないか？



医療系チャットボットに求められること

ICD-10、SNOMED-CT、MeSH等の基礎情
報で基盤を構築する必要がある医療の知識データ

要件に対し、どのようなコーパスを用意でき
るか、どのようなオントロジーを定義するか充実したコーパス

基本はシナリオで会話を構成するが、オントロジー
の間で動的な関連付けを行う

シナリオと自動的関連
付けの融合

「患者」や「受診者」を意識し、通常の業務系チャット
ボットよりも高い精度を提供する必要あり



オントロジーオントロジー

医療系チャットボットに求められること

ICD-10 SNOMED-CT MeSH etc・・・

コーパス コーパス コーパス

チャット会話モデル（シナリオベース＋AI）

チャットボット基盤インターフェース

目的に応じたアーキテクチャを検討する
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1. 医療現場におけるコミュニケーションロスは、人間が持
つ「見る、読む、書く、聞く、理解する、話す、伝える
という基本行為の難しさ」に原因の一端がある

2. 上記の原因を追究し、取り除いていくことで医療現場は
もっとスムーズになる

3. 医療現場においてチャットボットによるコミュニケー
ション支援は有効な手段の一つ

4. 専門知識データをいかにしてチャットボットに対して読
み込ませるか、モデルを構築できるかがカギ

5. 日本の医療テキストデータはまだまだ活用がなされてい
ない段階であり、大きく発展させていく必要がある

まとめ


