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第 1 部 
 
1. 背景 
1.1. 医療情報システムにおける臨床医学オントロジーの必要性 
電子カルテの普及、臨床研究データベースなど医学・医療における電子化データベー

ス、特にテキストデータベースが大規模に蓄積されつつある。診療の場で、次々に出る

新しい医薬品情報や副作用情報、新しい検査方法や治療方法に関する情報、改訂されて

いく臨床ガイドラインや診断基準などに対応して、常に最適の医療を安全に実践するに

は、膨大な知識を常に吸収し、目の前にいる患者に生かす必要がある。研究面において

も、ゲノム関連情報と関連する臨床症例データとを連結させた解析研究は重要なテーマ

となっている。電子カルテデータなどの臨床テキストデータベースから、新たな臨床医

学的な知見、医薬品副作用などを発見するため、「テキストマイニング」も重要になり

つつある。 

このようにテキスト情報からの意味処理を行うには、そのために必須の情報資源（リ

ソース）が必要であり、第１に自然言語処理（NLP: Natural Languagre Processing）、第２

に用語辞書、第 3 に臨床医学領域での概念知識データベースとしてのオントロジー、が

必要であると考えられる。 

NLP は、自然言語により記述されたテキストの解析を行い、文の構造や用語の係り

受け関係を解析し、テキストから意味や知識を抽出したり検索したりするために必須で

ある。用語辞書は、ある概念や状況を記述するために使われる用語表現の多様さ、揺れ、

言語の違いを計算機によりできるかぎり吸収することが効率よい処理に直結するため

に重要であり、ＮＬＰにとって必要不可欠である。オントロジーは、臨床医学分野での

多様な用語ラベルと概念同士の関係をコンピュータが自動的にたどり、医学的な意味を

処理できる基盤となる知識データベースである。 

これらのリソースがどのような場面で具体的に必要となるかを考えてみることにす

る。たとえば医学知識に基づく高度な意思決定支援や文脈依存のユーザインタフェイス
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の実現には、次の３つの視点が必要になるであろう。 

１）「患者状態」、「医療者の患者理解状況と医療行為の意図」の理解 

このためには、電子カルテデータや検査結果などから、「患者の臨床病態をそれなり

に把握」「医療者がどのように患者の臨床病態を把握しているか」「何を意図して医療行

為（アクション）を起こそうとしているか」を計算機が把握する必要があり、このため

には、自然言語処理とオントロジーが必要になる。 

２）患者の状態と医療行為との関係の理解 

どのような状態のときに、どのような医療行為をとるべきか（とってはいけないか）

を計算機が判断できる必要があり、そのためにはルールベースやクライテリアテーブル、

ロジックなどの記述といった長く議論され研究されてきた人工知能分野あるいは知識

処理技術領域の研究成果が必要であり、その実現のためにはやはり用語辞書やオントロ

ジーが必要になると考えられる。 

３）「医療用語が表現している概念（意味）」の理解 

病名（疾患）、検査、医薬品、治療方法などの医療用語が、患者のどのような状態を

表現しているか、どのような状態をどのように変化させるのか、計算機が知る必要があ

り、こうした目的にとっても、オントロジーや用語辞書の存在は必須であろう。 

以上のように、蓄積される電子化医療データを有効活用するには、高度な「意味処理」

と「言語処理」ができることが必要であり、そのためには、「医学用語の意味（概念）」

をコンピュータが「理解して処理できる」ことが必要であり、医学用語の意味を定義し

たデータベース（＝オントロジー）とそれを処理するソフトウエア技術が必要（＝オン

トロジー工学）となる。 

 

1.2. 臨床医学オントロジーとは 
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オントロジー(Ontology)

にはいろいろな視点でさ

まざまな定義やとらえ方

があるか、ここでは、「あ

る領域（たとえば臨床医

学）で使用される概念

（Concept）を集積し、概

念と概念の相互関係、概念

と用語（人間にとっての表

現形）との相互関係をデー

タベース化することによ

って、その領域の知識全体

をコンピュータ処理可能な形で記述すること」と定義しておきたい。「その領域の知識

全体をコンピュータ処理可能な形で記述する」とは、図に示すように例えば「胃がん」

は悪性腫瘍の一種であり、部位は胃で、腫瘍な症状は腹痛や嘔吐であり、悪性腫瘍は悪

性であるといった関連する概念との間の関係付けをデータベース化してコンピュータ

でこの関係を辿って様々な目的に応じた意味情報処理を行えるようにすることである。

この図にもあすように、こうした関係付けデータベースがあれば、家庭の医学書レベル

の解説文章は自動生成できることになり、その詳細度はプログラムでコントロールでき

る。これができるというこは意味を理解しているということにつながる。 
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こうした用語や概念の辞書に関連したものはオントロジー以外にもこれまでに分類

コード集や分類コード体系、用語集と用語コードマスターなどがある。これらの関係は

上図に示されるように、オントロジーは究極的にはその専門領域の知識イメージを計算

機処理可能形で概念関係データベースという形式で記述したものであり、オントロジー

上で使用される用語、すなわち概念を人間が言語で表現するための表記ラベルを収集し

整理したものが用語集である。用語に番号をふってそれ自体を計算機で処理しやすくし

たものが用語コードであり、用語とコードを対応づけた表が用語コードマスターである。

ある概念セットをある目的たとえば疾患分類、死因分類といった目的で整理するには、

階層的に整理するまてに視点を導入する必要があり、その視点で共通の特徴をもつクラ

スを階層的に構築して、その領域でのすべての概念がどこかのサブクラスに属するよう

にクラス体系を構築したものは分類体系である。個々の分類のクラス、サブクラスにコ

ードを割り当てればＩＣＤ１０コードのような分類コード体系が作れる。このように考

えると、すべての出発点はオントロジーと考えることも不可能ではない。 

 

1.3. 国内での臨床医学オントロジー構築の経緯 
2006 年に公表された政府ＩＴ戦略本部の重点計画 2006 には、「健康情報を高度に分

析するための技術の開発」のひとつとして、「収集された健康情報を高度に分析し、医
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療費適正化や医療支援、疫学的研究等への活用を可能とするため、健康情報用語を多軸

型に相互関連付けした用語体系（オントロジー）の開発を 2006 年度より開始する」と

の記述が見られる。これを受けて本事業は 2007 年度からスタートしたと考えられる。

2006 年(H18)度に実施された先行研究の科学技術振興調整費重要政策課題への機動的対

応の推進）による「臨床医学データ解析のための医療知識基盤データベースの構築に関

する研究」の報告を整理すると、当面の臨床医学オントロジー構築で必要となる概念規

模は図に示すものであり。特にこのなかで疾患、外貌学的構造、手術処置等がその骨格

をなすものと考えられる。 

 

 

 

1.4. 本報告書の位置づけ 
2007(H19)年度から 3 年間で「医療情報システムのための医療知識基盤データベース

研究開発事業」が実施されてきた。全体は 07(H19)年度、および 2008-2009(H20-21)年度

の２つの事業に分割され別個に実施された。07(H19)年度の報告書については、「医療情

報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業平成 19 年度報告書」にま

とめられているので、それを参照されたい。本報告書では、この成果を継続・発展させ

る形で実施された「医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業

平成 20-21 年度」についてとりまとめられている。 
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2. 研究推進体制 
平成 20−21 年度の本研究開発事業は、図の体制で実施された。 

 
総括的推進を実施した東京大学では、医学部附属病院に所属する臨床研究医師が１２

の診療科で本事業のコンテンツ作成者として参画した。また、オントロジー構築ツール

として日本語オントロジーを構築でき平成 19 年度事業でも採用されたソフトウエア

「法造」を使用した。 

 

研究に参画したメンバーを以下に示す。 

東大病院企画情報運営部：大江和彦、松谷司郎、佐藤恵、梶野正幸、吉田裕一 

東大疾患生命工学センター：今井健 

大阪大学産業科学研究所：溝口理一郎、古崎晃司、国府裕子、周俊 

（株）エネゲート：太田衛、垂見晋也 

東大病院（診療科）：宮本明栄（皮膚）、澤村裕正（眼）、上田高志（同）、脇嘉代（糖

尿代謝）、吉田剛（耳鼻）、別所雅彦（整形）、土井研人（腎内分泌）、林俊宏（神経内）、

河崎伸（呼吸器）、中村文彦（血液腫瘍）、庄田宏文（アレルギーリウマチ）、久保かな

え（同）、岡本明子（同）、武田憲文（循環）、安藤亜季（小児）、高梨さやか（同） 

研究協力または助言： 千葉大学病院地域医療連携部 藤田伸輔、東京医科歯科大学
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情報医科学センター 中谷純、東京大学知の構造化センター 荒牧英治 

 

3. 疾患概念の記述の概要 
本事業で研究開発のコアとなるのは疾患概念の定義と解剖構造の記述である。まず疾

患概念を記述するために、平成 19 年度事業において検討された疾患概念の記述につい

て再度見直しを行うこととした。 

まず病名用語が表現している疾患とは何か、たとえば「糖尿病」という用語は患者の

何を記述しているのかについて再検討する。 

心身になんらかの原因で「通常とは異なる状態」が発生し、それが次々と別の状態を

引き起こし、その結果として心身がいつもとは違う何かを自覚したり、医療者により他

覚されたり、検査により異常結果が出るような状態を引き起こす。これを医療者が、既

知の「疾患と呼ばれている」概念が定義している状態と同様の状態が患者に発生してい

ると同定（＝診断）したとき、その患者はその疾患にかかっていると診断される。従っ

て、疾患概念は心身の何らかの異常状態として定義でき、その疾患の必要十分条件とし

ての異常状態を記述することによって記述できると考え、平成 19 年度までにおいては

その方針で開発を進められている。 

例えば糖尿病の概念は「糖尿病は、インスリン1作用の不足による慢性高血糖を主徴

とし、種々の特徴的な代謝異常を伴う疾患群である。その発症には遺伝因子と環境因子

がともに関与する。代謝異常の長期間にわたる持続は特有の合併症を来たしやすく、動

脈硬化症をも促進する。代謝異常の程度によって、無症状から昏睡に至る幅広い病態を

示す」と日本糖尿病学会のホームページ（HP）に記載されている。当初の方針はこう

した記述の前半部分を概念化するべく、糖尿病の必要十分条件として、「持続的高血糖

がある異常状態」を記述し、派生する種々の症状や検査異常を起こりうる可能制のある

状態として記述していた。ここでは、糖尿病は「持続的高血糖状態」を糖尿病性高血糖

として必要十分条件として持つ疾患として定義されており、ここの p/o（part-of 関係）

はカーディナリティー（属性の繰り返し可能回数）が１で定義されているのに対して、

血液検査値異常である高 HbA1c 状態、症状である多尿は病状によっては現れることが

あるのでカーディナリティーは 0 または１としている。 
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しかし、この記述方針をすべての疾患に拡張していく上で、例えば「治療中で良好に

血糖がコントロールできている糖尿病」は、糖尿病の持つ「持続的高血糖状態」という

性質を受け継がない点で、糖尿病のサブクラス（下位概念）と言えないこととなり、疾

患とその治療状態との意味の上下関係を的確に記述できない、などいくつか問題がある

えことが議論された。 

その結果、こうした問題を解決していくには、疾患概念は単にその主病態とそれをと

りまく「起こる可能性のある症状や所見」の集合として記述するのではなく、「その原

因と途中で起こる異常状態を含めた一連の状態変化の連鎖と、それにより引き起こされ

ている１以上の結果状態との総体」としてとらえるのが適当であるという立場をとるこ



医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業報告書（暫定版 2010.4.10)
第 1 部 

Copyright(c)2010 by The University of Tokyo and The Osaka University, All Rights Reserved.  9

ととした。 

糖尿病を例にすると、「糖尿病とは、身体の日常活動におけるインスリン機能の需要

最大値に対して、インスリン作用の供給可能な最大値が低いという状態が、なんらかの

原因により引き起こされている。その結果として、インスリン需給バランスが崩れるこ

とがあれば血糖が上昇し、崩れていなければ血糖が正常を保っていることもある状態で

ある。それにより高血糖が持続する状態が起こればさまざまな合併症が引き起こされう

る状態」として定義される。こうすることにより、「インスリン注射により需給バラン

スがとりあえず保たれ良好に血糖がコントロールでき、結果として血糖が常時高いわけ

ではないが、注射をやめれば高血糖が持続する」といった糖尿病のコントロール状態も

自然な形で記述することができる。またこのように定義された糖尿病に、特定の原因を

追加記述することにより、特定ではない原因により起こっているとして記述した概念で

ある糖尿病よりも、意味的に特化している点で糖尿病のサブクラス化することになる。

例えばステロイド糖尿病は、ステロイドホルモン剤と呼ばれる一群の薬剤の投与により、

一時的に引き起こされるインスリン需給バランスが崩れて、糖尿病と全く同じ状態が発

生した状態を指すが、このような状態も糖尿病の下位概念として容易に記述できる。 

 

前述した日本糖尿病学会 HP にある糖尿病の概念の後段部分「代謝異常の長期間にわ

たる持続は特有の合併症を来たしやすく、動脈硬化症をも促進する。代謝異常の程度に

よって、無症状から昏睡に至る幅広い病態を示す」という記述は疾患の定義を一般的に

考える上で意味深い。糖尿病では、高血糖が持続する結果として引き起こされうる種々

の身体変化状態を総体としてとらえていることになる。一方で、糖尿病特有の合併症と

いう表現で記述されている個々の身体変化は、すべての糖尿病患者で常にすべてが発生

するわけではなく、その重症程度、経過の長さ、治療の経過などさまざまな要因によっ

て、見られるものもあれば見られないものもある。また上記の記述には「動脈硬化症」

のように糖尿病以外の原因により引き起こされる別に疾患に相当する異常状態も含ま

れている。 

 

このような、ある疾患の定義で記述される状態がさらにその後に連鎖的に引き起こす

状態があり、それらを全体として捉える広範な状態連鎖を概念として扱う必要があると

考え、それを対象疾患連鎖と呼ぶこととした。前出 HP での定義の後段部分の記述は、

この対象疾患連鎖に対応した概念を記述していると考えられる。一方、対象疾患連鎖は

必要に応じて計算機処理により形成できることを前提とした上で、疾患概念において必

要十分な部分連鎖だけを定義として記述したものが個々の疾患概念の定義であると考



医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業報告書（暫定版 2010.4.10)
第 1 部 

Copyright(c)2010 by The University of Tokyo and The Osaka University, All Rights Reserved.  10

えることとし、これを注目疾患連鎖と呼ぶことにした。 

 

以上の考え方を下図に示す。 

 

この図で個々のボックスは心身内で見られるひとつの異常状態で、矢印は因果連鎖の

方向を示している。糖尿病の定義を注目疾患連鎖として定義した説明図を以下に示す。 

 

こうして記述された糖尿病、I 型糖尿病（インスリン依存性糖尿病）、失明を伴った糖

尿病のそれぞれの記述と相互間の関係を下図に示す。ここでは、糖尿病の下位概念とし

て常時インスリン不足糖尿病、必要時インスリン不足糖尿病、失明を伴った糖尿病があ
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り、常時インスリン不足糖尿病の下位概念に 1 型糖尿病が定義されている。 

 

 
この分類は下記のような成因分類にもとづいた考え方をオントロジーで記述する方

法を示したものと言える。 

 

「疾患連鎖に現れるすべての異常状態」をすべての疾患について和集合をとると、心

身に起こりうる異常状態の連鎖のネットワークが形成でき、これを汎用連鎖を呼ぶこと

にしている。汎用連鎖は、新しい疾患概念を形成する上でその基盤となる連鎖であり、

知識発見処理などにおいて役立つものと考えられる。 

 

疾患を異常状態の連鎖のサブセットと捉えるこの考え方は、コンピュータシステムの
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ソフトウエア障害に例えて言うと、ある原因で入力データに予測不能なデータが投入さ

れ、それを格納する変数の配列領域が不足し、別の変数領域のデータを破壊したために、

結果としてデータベースが破壊された、といった一連の状態の因果連鎖に対して、（そ

んな障害名はないが）「入力データ異常性変数破壊型データベース障害」というシステ

ム障害名が定義されている状況を取り扱っていると理解するとよい。 

 

以上の考え方にもとづく疾患概念記述の新しい考え方に関する詳細は、第 2 部で説明

する。 

 

一方、ここでいう疾患概念と、診断名として使用されるラベルで表現される疾患とは

実は異なることを明確にする必要があることも朗かになってきた。 

糖尿病は診断基準があり、図のように空腹時血糖の値に閾値を設定することで定義さ

れている。 

 

しかし 1985 年の学会診断基準では空腹時血糖値>= 140mg/dL を糖尿病と診断してお

り、この基準が 99 年 5 月に変更されているため、インスリン不足による持続的高血糖

状態という概念を糖尿病疾患概念として定義し記述しても、それを「糖尿病として診断

する」かどうかは基準をどこに置くかで変わることになる（図）。このことは、言い換

えると、人体に起こっている異常状態の連鎖としての疾患概念と、それを観測して一定

の基準をあてはめて疾患が存在すると診断した概念とを区別する必要があるというこ

とである。そこで、人体に起こっている異常状態の記述を疾患概念のうち、観測できる

かどうかとは独立に存在している異常状態の連鎖としての疾患概念として記述するこ
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ととし、これをフォーマル疾

患と呼ぶことした。この考え

方自体は平成 19 年度研究事

業で提示されていることを継

承している。 

いわゆる診断される概念と

しての疾患とフォーマル疾患

との関係は、前者はフォーマ

ル疾患に診断基準を設けて診

断した状態、およびフォーマ

ル疾患として異常状態が現在

臨床医学知識においては不明であり定義できないため結果として観測される症状や所

見の組み合わせでのみ表現される症候群、精神疾患の大部分、検査値異常で記述される

病名などを含むことになる。 

 

4. 人体解剖構造の記述の概要 
医療オントロジーを開発するにあたって、人体解剖構造物 の記述は、疾患とともに

基盤的な位置づけとなる。ここでは、まず人体解剖構造オントロジーを構築するにあた

って、単純に部分-全体関係である part-of 関係だけでは医療で使われる解剖構造に関係

した概念が十分に扱えないことから、通常の part-of 関係以外に 3 種類の part-of 関係を

新たに導入した。 

胃は袋状の構造物と見れば、胃全体に対して胃の内腔、胃壁全体からなる。胃壁はさ

らに内壁、筋肉壁、外壁からなっていおり、これら相互の関係は通常の part-of 関係で

記述できる。一方、袋状の胃は、その入り口に近い部分を胃噴門部、袋中央部の一番大

きい部分は胃体部、胃の出口に近い部分は胃幽門部と呼ばれ、これらの各部分は、胃内

壁を構成する細胞の種類の分布が大きく異なり、消化に関わる役割も異なっているため、

異なる部分名称が与えられている。内腔、胃壁を part-of としたまま、これらの部分名

称構造をも袋状の胃の part-of としてしまうことは視点が異なっているため適切でない。

そこで別視点の part-of 関係として、part-of-whole（全体を別視点でとらえた部分）関係

として記述する。また、機能や構造は異なるわけではないが湾曲する胃の内側カーブと

外側カーブにはそれぞれ小弯（しょうわん）、大弯（たいわん）という名称が付けられ

ており、「小弯に出来た胃癌」などと表現する。このように部分名称を導入するため、

part-of-region関係を新たに導入する。3つ目は、part-of-gc関係(gc:general context)である。



医療情報システムのための医療知識基盤データベース研究開発事業報告書（暫定版 2010.4.10)
第 1 部 

Copyright(c)2010 by The University of Tokyo and The Osaka University, All Rights Reserved.  14

これは、ある解剖構造物の中（というコンテキストの中）で使用することができる汎用

構造物と、それが所属する解剖構造物との関係を記述する際に使用される。たとえば先

に述べたように胃壁は胃の内壁、筋肉層、外壁からなるが、それぞれの構造は胃特有で

あり、心臓や腸とは異なる。しかし、胃のどの部分においても基本的にあ同じ胃壁構造

を保っているため、胃のコンテキスト内では胃壁構造の記述を参照利用できる。この場

合、「胃壁 part-of-gc 胃」と記述することにより、胃壁構造を参照できるようにする。

以上の計 4 種類の part-of 関係により、医療で使用されている解剖部位や構造の概念を

自然な形式で記述できる。 

次に重要な記述は、２つの解剖構造物の接続に関する記述である。血管Ａと血管Ｂの

接続している状態、血管Ａが血管Ｂを分岐している状態、骨Ａが骨Ｂと関節を介して接

続している状態、など人体ではさまざまな構造物が同士が直接または間接的に接続し、

接続において血管のように内部に流体が流れうるような接続関係、神経のように電気信

号が伝達するような接続関係、関節のように力学的変化が伝わるような接続関係など役

割にも違いがある。途中の破綻により異常状態が惹起されることを推論するためにはこ

うした接続関係を辿れることが、オントロジー開発の目的のひとつとして必要である。

そこで、接続の基本的な枠組として図 10 のように、ふたつの構造物の接続部分には双

方に接続のためのポートが仮想的に存在するものとし、そのポートを介して相手ポート

と接続する方針をとった。図 10 では、血管Ａは part-of-region 関係として部分名称構造

「血管Ａの接続部分１」を持ち、そこには「血管Ａのポート１」が部分構造として存在

し、このポートは血管Ｂのポート１を接続先として持つ、という記述となっている。こ

うすることにより、接続箇所の不具合は、接続ポートの不具合として扱うことができ、

医療上、接続部分の狭窄や損傷が重大な疾患を引き起こすようなケースや、接続部分だ

け人工物に置き換える手術操作の記述が自然に行えるメリットがある。 
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接続の種類としては、神経接続、脈管接続、力学接続、分布状接続、空間接続、毛細

血管型接続などに分け、接続ポート間に接続の種類を記述する方法をとっている。こう

した区別をすることにより、電気信号が伝わるか、血液が流れる接続か、などを区別し

て探索することができる。ちなみに分布状接続は、神経や血管が細かく枝分かれして筋

肉や臓器に分布していく接続形態で、空間接続は空間的には近接しているが間隙があり

信号、流体、力などが伝わらない接続を指している。空間上の近接関係を記述すること

により、一方の構造物がむくみなどにより腫れた場合に他方の構造物を圧迫して障害を

きたす可能性があるといった推論ができる。 

 

解剖学的記述の詳細は第 3 部で報告する。 

 

 


