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〈要　約〉

　眼部悪性腫瘍は全てが希少がんであり、各々に鑑別の難しい仮面症候群（あるいはシミュレーター）がある。
眼瞼脂腺癌と霰粒腫、結膜扁平上皮癌と翼状片、眼内リンパ腫とぶどう膜炎、脈絡膜悪性黒色腫と脈絡膜母斑
などである。今後の少子高齢化による医療の地域格差は希少疾患から直面する問題であり、日本眼腫瘍学会は
眼瞼腫瘍の AI 診療支援技術の開発を目的として、日本眼科学会の取り組みに参加することになった。現時点で
は眼部腫瘍に関する研究は報告されていないが、米英で各々脈絡膜悪性黒色腫の研究が開始されている。皮膚
科領域では、ダーモスコピーによる悪性黒色腫の優れた AI 技術が開発され、海外では診療支援ツールとして実
用化されている。眼瞼腫瘍は、撮影画角や機材の違いだけでなく、皮膚、睫毛、眼瞼翻転の有無や角結膜など、
病変以外の多彩な所見を相殺しながら、病変の範囲を正しく検出する技術の開発が最も難しいことが予想され
る。限られた施設からではあるが、眼瞼脂腺癌を中心に791例 3,200枚の画像を収集し予備研究を開始した。本
稿は2021年4月10日に開催された第125回日本眼科学会総会における「シンポジウム18 眼科の人工知能：現
在と将来」における発表の主旨を総説として改変し寄稿したものである。

　 Introduction  

Ocular malignancies are rare, and each with its 
indistinguishable masked syndrome (or simulator). 
Include eyelid sebaceous carcinoma and chalazion, 
conjunctival squamous cell carcinoma and pterygi-
um, intraocular lymphoma and uveitis, and choroidal 
malignant melanoma and choroidal nevus. The prob-
lems that rare disease has to face in the future are 
regional disparities in medical care due to declining 
birthrate and aging population. Japanese Society of 
Ocular Oncology has decided to join the efforts of 
the Japanese Ophthalmological Society to develop 
the AI medical support technology for eyelid tu-
mors. At present, there were no studies reported 
on ocular tumors, but some studies have been initi-

ated in the United States and the United Kingdom 
on choroidal malignant melanoma. In the field of 
dermatology, an excellent AI model for malignant 
melanoma using dermoscopy has been developed 
and put to practical use as a medical support over-
seas. For eyelid tumors, it is expected that it will be 
difficult to develop a technique to correctly detect 
the extent of the lesion while offsetting various find-
ings other than the lesion, such as the presence of 
skin, eyelashes, eyelid flipping, corneal and conjunc-
tiva, as well as differences in imaging angles and 
equipment. We collected 3,200 eyelid tumors images 
of 791 cases, including eyelid sebaceous carcinoma 
from a limited number of institutions, and prelim-
inary study has begun. This paper is a modified 
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