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医学系で行う計算機科学
1)行列演算の安定性と多項式演算の効率性の融合
計算機を利用する医学系で行う研究において，工学系での研究と大きく異なることは個人情報を扱うことで，限られた環境で研究を強
数理モデルを解析する際，連続データ・関数の解析には数式処理，離散データの解析には数値計算が利用されるが，双方の間には理論
・
いられることです．医療AIを行うには，数理モデル1)・プログラミングを理解・習得することはもちろんのこと，匿名化（個人情報）
的なギャップがあり異なる分野で研究がされている．“数値計算による高精度計算”と“数式処理による厳密効率計算”をを融合させた分
解析環境の構築およびセキュリティ 3)についての知識も要求され，多くの場合にはそれぞれの専門家と協力して研究することが必要と
野は数値数式融合計算の名で知られ、摂動のある種々の入力（多項式・行列など）を扱うことをコンセプトとしています．アルゴリズ
なります．本研究室では，すべてを一人で行えることを目指しますが，様々な研究グループと協力して計算機を利用した多種多様な研
ムを開発・実装について，医療データなどの問題を通して研究します．
究も行っています．

1) Combine symbolic and numeric computations

✓ 手術室のデータを利用したビッグデータ解析
Formula manipulation
(symbolic computation) is used to analyze continuous modeling and emphasizes exact computation faster.
✓ 医療画像を用いた医療AIの開発および研究までのデータの前処理
Numerical✓ computation
is used to analyze discrete modeling, and emphasizes approximate computation accurately. Concept of
医療コンテンツを扱うe-learning
Symbolic-numeric
computation
is to treat perturbation input such as polynomial, rational function with floating-point numbers and
✓ 計算機を利用する応用数学（数式処理）
matrix without distinction. Developing and implementation of algorithm can be studies from mathematical approach using medical
data and other actual data.

Computer Science in Medical Division
2) e-learningを含むシステム開発と管理、その検証

The major difference between research in the biomedical field, which uses computers, and research in the engineering field is that

研究を進める上で，コンピュータの利用は欠かせない．上で述べた実装や計算のみならず，実務を通してシステム構築(e-learning
it involves the handling of personal information and requires research to be conducted in a limited environment. In addition to
system)・コンテンツ開発やその教育効果の検証についてなど，幅広く勉強および経験を積むことができます．
understanding and mastering mathematical models and programming, medical AI requires knowledge of anonymization (personal
（備考：学術情報メディアセンター クラウド室 協力教員）

information), construction of analysis environments, and security, and in many cases requires cooperation with specialists in each field.
In our laboratory, we aim to be able to do everything by ourselves, but we also collaborate with various research groups to carry out
2)using
Development
and Management of ICT systems, including e-learning
various researches
computers.

Use of computers/ICT system is indispensable for promoting research. Not only implementation and computation described in above,
✓ Big data analysis using medical data
development of system (including e-learning system) and of contents can be also learned and researched pathing practical work
✓
experiments. e-learning for medical content
✓ Symbolic-numeric computation
(Collaboration:
Office of Educational Cloud, University of Tsukuba)
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