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疾患概念の捉え方(1/2)
  基本方針 

  疾患概念を「その原因と途中経過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結果状態との総体」として捉える． 

  疾患概念定義で扱うべき連鎖の種類 
  人体で起こりうると思われる全連鎖は，汎用的な連鎖（＝汎用連鎖）として，すべ
ての疾患から共通して参照される．

  疾患定義に必要な連鎖（注目疾患連鎖）と，その疾患を発症した患者に起こりう
る連鎖（派生対象疾患連鎖）に分けて考える． 

  注目連鎖は「疾患の定義」を表すので，その疾患を発症した患者には共通して見られる． 
  派生対象連鎖は，すべての患者に起こるとは限らない． 
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疾患概念の捉え方(2/2)
  疾患概念定義で扱うべき連鎖の種類 

  疾患定義に必要な連鎖（注目疾患連鎖）と，その疾患を発症した患者に起こりう
る連鎖（派生対象疾患連鎖）に分けて考える． 

  注目連鎖は「疾患の定義」を表すので，その疾患を発症した患者には共通して見られる． 
  派生対象連鎖は，すべての患者に起こるとは限らない． 

  注目疾患連鎖の範囲を広げることで疾患の下位概念が定義される． 
  範囲の広げ方は，原因系（上流疾患連鎖）・結果系（下流疾患連鎖）の２方向がある． 
  下位概念の注目疾患連鎖の総和を取る（＝注目対象疾患連鎖）ことで，下位概念の定
義からみた疾患概念の理解ができる． 
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（まとめ） 
　疾患定義において扱う連鎖の種類

  汎用連鎖：（注目する疾患に関係なく）人体で起こりうると思われる汎用的な連鎖
 　※すべての疾患から共通して参照される  

  疾患連鎖：疾患の定義に必要な連鎖
  注目疾患連鎖：その疾患を定義する際に注目される異常状態の連鎖 
  派生対象疾患連鎖：その疾患を発症した患者に起こりうる全連鎖． 
  　　　　すなわち，注目疾患連鎖から派生しうる全連鎖に相当．

  注目対象疾患連鎖：その疾患（およびその下位となる疾患）で定義されている注目
 　疾患連鎖の総和（＝Σ注目疾患連鎖）．その疾患の全下位概念の定義の集合． 
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教科書の定義との比較

  例）糖尿病の定義 
  「糖尿病は，インスリン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，無症状からケトアシドーシスや昏睡
に至る幅広い病態を示す」 
（日本糖尿病学会HPより引用

http://www.jds.or.jp/jds_or_jp0/modules/
committee/index.php?id=20　）
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糖尿病における疾患連鎖の例
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糖尿病における疾患連鎖の例
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ステロイド投与
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中心病態

糖尿病の「派生対象疾患連鎖」 「糖尿病」になった患者に発生
しうる異常状態の連鎖

糖尿病の「注目対象疾患連鎖」
「糖尿病」の下位概念の注目疾患
連鎖の総和
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注目する中心病態の違い

  同じ「異常状態の連鎖」をもつ疾患であっても，注目する
中心病態の違いによって，別の疾患概念として捉えられる 
  疾患を捉える立場（視点）の違いを表わしている． 
  別の疾患概念として定義されていても，「同じ連鎖」を含むこ
とは，計算機的に判断することができる． 
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バランス異常の必要性
  糖尿病を例として考えると… 

  糖尿病は，“「インスリン作用の不足」を原因として「高血糖」
が引き起こされている状態”と定義されている． 

  糖尿病には， 
  血中のインスリン量が絶対的に不足しているインスリン作用の不足
が常時起こっている状態　例）1型糖尿病 

  インスリン作用の発揮量（能力）の最大値が健常者よりも低下してい
るものの，平常時（通常の日常活動）において必要とされる作用量は
カバーできているため，高血糖が引き起こされてない状態（不顕性
状態）　例）2型糖尿病 

  なんらかの原因で必要とされるインスリン作用の発揮量が平常時よ
り大きくなり，高血糖が引き起こされた（不顕性状態が顕性化した）状態
　例）ステロイド糖尿病，妊娠糖尿病 

 などがある． 
  これらの疾患概念を適切に扱うために， 
  バランス異常：作用必要量（需要量）と作用発揮量（供給量）　
 　のバランスが崩れた状態 

 を導入する． 
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バランス複合異常の概要
  関連する４つの異常状態の組み合わせ＋その結果の「４＋１の
組み合わせ」で記述する．（さらに，それらの原因/結果を記述）

バランス複合異常

バランス複合異常駆動異常

不均衡性異常
の直後の結果
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作用発揮量状態

作用発揮量能力状態

作用発揮必要量状態

バランス複合
異常駆動異常
の直後の結果

作用発揮量能
力状態の原因

作用発揮必要量
状態の内因

作用発揮必要量
状態の外因

（バランス異常 
駆動異常）
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バランス複合異常の詳細

供給（能）力の低下
　‐供給量の低下
　‐質の低下

制御系の異常
‐センサーの異常
‐制御命令伝達の異常

運搬・伝達系の異常

受容系の異常
‐受容量の低下
‐作用発揮環境調の異常

必要作用発揮量の増加

外的要因

内的要因

因果関係

異常状態

作用発揮量能力
ある範囲までしか作用発揮
できない
※供給系・制御系・受容系を
含めた総合的な能力異常

バランス異常
　供給＞＜需要
　となってし
　まった状態

作用発揮量

作用発揮必要量
AND 

OR 

OR 

他
の
異
常

太線の４つの（異常）状態の程度がどの領域にあるかで，
顕性・不顕性など，５つの状態に分類できる

この因果連鎖が
不可逆のときもある

「作用発揮量が大きすぎ」
という異常も含める 

適
応
力
異
常

最大平常時必要量

0

最大過負荷時必要量

作用発揮量
　作用発揮量が必要量以下
　となっている状態

平常時必要量領域 
（日常生活下での負荷程度）

過負荷時必要量領域 
（健常者なら耐えられる）

超過負荷領域 
（健常者も耐えられない）

極低負荷領域 
（負荷がほとんどないorゼロ？）
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バランス複合異常のパターン例） 
　不顕性糖尿病
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バランス複合異常

バランス複合異常駆動異常

インスリン作用発揮量は健常者より
も低下しているが，平常時の負荷
には耐えられるので，バランス異常
が起こっていない



バランス複合異常のパターン例） 
　不顕性糖尿病が顕性化した状態
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バランス複合異常

バランス複合異常駆動異常何らかの原因で負荷（必要インスリン
作用）が増加すると，耐えられなくなり，
バランス異常が起こる．

インスリン作用発揮能力・作用発揮量
の低下レベルは変わっていない．



１．常時バランス異常 
２．過負荷によるバランス異常 
３．不顕性バランス異常 
３’．不顕性バランス異常が顕性化 
　　　した状態 
（４．極低負荷による不顕性）

◎インスリン作用不足
↑バランス異常

◎高血糖

◎インスリン作用発揮量不足
↑作用発揮量

◎必要インスリン作用増加
↑作用発揮必要量

◎インスリン作用発揮能力異常
↑作用発揮量能力

常時糖尿病（常時インスリン作用バランス異常）

◎インスリン作用不足
↑バランス異常

◎高血糖

◎インスリン作用発揮量不足
↑作用発揮量

◎必要インスリン作用増加
↑作用発揮必要量

◎インスリン作用発揮能力異常
↑作用発揮量能力

過負荷によるバランス異常

平常

内因

外因

内因

外因

◎（過度の）ステロイド投与

※骨折の時などに必要
それでは意味がない

超過

極低

極低 

（負荷）

★平常時必要量領域を
カバーできない

※健常者 
　　レベル

（供給）
５タイプの 
バランス複合異常
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例）糖尿病

最大平常時必要量

0

最大過負荷時必要量

平常時必要量領域 
（日常生活下での負荷程度）

過負荷時必要量領域 
（健常者なら耐えられる）

超過負荷領域 
（健常者も耐えられない）

極低負荷領域 
（負荷がほとんどないorゼロ？）



極低

◎インスリン作用不足
↑バランス異常

◎高血糖

◎インスリン作用発揮量不足
↑作用発揮量

◎必要インスリン作用増加
↑作用発揮必要量

◎インスリン作用発揮能力異常
↑作用発揮量能力

不顕性糖尿病

◎インスリン作用不足
↑バランス異常

◎高血糖

◎インスリン作用発揮量不足
↑作用発揮量

◎必要インスリン作用増加
↑作用発揮必要量

◎インスリン作用発揮能力異常
↑作用発揮量能力

不顕性糖尿病が顕性化した状態

平常時発揮量

平常時負荷

（正常）

内因

外因

内因

外因

◎ステロイド投与

過負荷

平常時
必要領域

◎作用不足
↑バランス異常

◎異常状態

◎作用発揮量不足
↑作用発揮量

◎必要作用増加
↑作用発揮必要量

◎作用発揮能力異常
↑作用発揮量能力

極低負荷時による不顕性

極低 

極低

（正常）

内因

外因

※必要作用発揮量が，極低負荷領域（＝０も
含めて極めて負荷が低い． 
例：無菌室に居る，寝ていて動かない）にあるため，
作用発揮能力が極めて低い状態（ゼロも含む）に

あっても，バランス異常が生じない状態．

※感染症や，骨粗鬆症のときには意味がある．

平常時発揮量

平常時
必要領域

★過負荷時必要量領域

をカバーできない

（同じ人の状態が変化）
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バランス異常を含む疾患連鎖

インスリン作用
バランス異常

受容体異常

失明

β細胞
の破壊

高血糖

血中インスリン量 
の絶対的低下
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ステロイド投与

１型糖尿病

失明を伴った糖尿病

ステロイド糖尿病

上流疾患連鎖
中心病態の 
原因系となる 
異常状態の連鎖

中心病態の 
結果系となる 
異常状態の連鎖

…

…

…

…

下流疾患連鎖

　　中心病態の原因を「バランス異常」として捉えるときは時は，
関連する４つの異常状態の組み合わせ（＝バランス複合
異常）とその結果からなる「（４＋１の組み合わせで定義さ
れる）バランス複合異常駆動異常」を中心病態とする．

バランス複合異常

糖尿病

バランス複合異常駆動異常

中心病態
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疾患定義に必要な連鎖の 
オントロジー記述

  汎用連鎖 
  各異常状態に，因果連鎖上で直近の原因/結果を記述しておき，参照時
に原因/結果を辿って必要な情報を収集し連鎖を提示する． 

　※「汎用連鎖」を表す概念（クラス）は定義しない． 
  疾患連鎖：中心病態と上流/下流連鎖からなる概念構造を定義する． 

  注目疾患連鎖 
  対象病態連鎖を参照し，「クラス制約からの継承・特殊化」で注目す
る病態の範囲を記述する． 

 ※個数制約は，原則0..1→1に特殊化される． 

  注目対象疾患連鎖 
  注目疾患下流連鎖の定義から動的に収集して提示する． 

 ※記述内容は，注目疾患連鎖の定義内容に準じる． 

  派生対象疾患連鎖 
  注目疾患連鎖と汎用連鎖の定義から動的に収集して提示する． 

 ※各異常状態の個数制約は0..1（起こりうる）とする． 
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異常状態・汎用連鎖の定義

　注：説明を簡単にするため「バランス異常」の記述は省略している．

原因/結果を辿ることで 
汎用連鎖を生成する

※起点や辿る方向（原因or
結果）は必要に応じて任意
に選択可能
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汎用連鎖 
異常状態の組み合わせ
で表現する

異常状態の定義 
直近の原因/結果を記述する．
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疾患連鎖・バランス異常の 
オントロジー表現

19 

※疾患連鎖が 
　-中心病態 
　-上流疾患連鎖 
　-下流疾患連鎖 
　から構成されるという 
　点は共通

中心病態が（通
常の）異常状態

中心病態がバランス複合
異常（＋その結果）

  基本方針 
  疾患の下位概念として 

  バランス異常によらない疾患 
  バランス異常による疾患 

 を定義して，それぞれの疾患ご
とに，疾患連鎖の定義を変える．
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注目疾患連鎖の 
オントロジー表現
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中心病態が（通常の）
異常状態

中心病態の原因 
＝上流連鎖の起点 

中心病態の結果 
＝下流連鎖の起点

クラス制約で 
それぞれの起点となる 
ロールホルダーを参照 
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注目する連鎖の範囲は
クラス制約からの継承
（▼スロット）で表現

バランス異常による疾患では，
中心病態が「バランス複合異常

（＋その結果）」となる



バランス複合異常の表現

バランス異常

作用発揮量状態

作用発揮量能力状態

作用発揮必要量状態

構成する４つの（異常）状態
と，それらの発揮量などの程
度の大小を記述 

バランス異常の原因は
クラス制約でロールホ
ルダーを参照

不顕性のときな
どバランス異常
が起こらない場
合があるため 
個数制約=0..1
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疾患定義の具体例-糖尿病(1/4)-　

2010/3/30 22 

バランス異常

作用発揮量状態

作用発揮量能力状態

作用発揮必要量状態

バランス異常の結果

公開シンポジウム「臨床医学オントロジー研究開発」 

糖尿病のis-a階層

糖尿病の概念定義
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：特殊化した個所
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糖尿病のis-a階層

常時インスリン不足糖尿病の概念定義

インスリン作用バラン
ス異常，および高血
糖状態が常に起こる 
（個数制約=1に特殊化）

インスリン作用発揮能力，
および作用発揮量が 

「極低負荷領域」まで低下．

疾患定義の具体例-糖尿病(2/4)-　
常時インスリン作用バランス異常）
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：特殊化した個所
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糖尿病のis-a階層

1型糖尿病の概念定義

上流疾患連鎖（原因系） 
をβ細胞破壊まで特殊化

疾患定義の具体例-糖尿病(3/4)-　
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：特殊化した個所
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糖尿病のis-a階層

失明を伴う1型糖尿病の概念定義

下流疾患連鎖（結果系） 
を失明状態まで特殊化

疾患定義の具体例-糖尿病(4/4)-　



必要の応じて生成する疾患連鎖

  汎用連鎖・派生対象疾患連鎖
・注目疾患連鎖は，必要の応
じてオントロジーの定義から動
的に生成・表示する（後ほど
DEMO）
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汎用連鎖の表示画面

疾患連鎖の表示画面

派生対象疾患連鎖・
注目疾患連鎖への
表示切り替え



他の疾患におけるバランス異常

 多くの疾患について，原理的には原因となるバランス異常を捉えることが可能 
 虚血性心疾患 

 バランス異常：酸素の必要量　ｖｓ．　酸素の供給量 
 バランス異常の結果：　心筋細胞の壊死

 骨粗鬆症 
 バランス異常：骨の吸収量　ｖｓ．　骨の生成量 
 バランス異常の結果：　骨強度の低下

 骨折 
 バランス異常：骨に加わる力　ｖｓ．加わった力に対する反作用力 
 バランス異常の結果：　骨折 

 感染症 
 バランス異常：ウィルスの攻撃力　ｖｓ．ウィルスに対する抵抗力（免疫力） 
 バランス異常の結果：　感染状態 

 バランス異常を明示的に扱うか否かは，疾患の種類による 
 不顕性状態を扱う必要がある 
 原因の種類を区別したい　　　…などの場合にバランス異常の扱いが必要
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交通事故による骨折：加わった外力が「超過負荷」
骨粗鬆症に伴う骨折：骨粗鬆症が反作用力の低下の原因



疾患オントロジーの現状
  疾患概念の入力・拡充作業 

  定義を入力するための「テンプレート」
およびその内容に沿った「入力システ
ム（専用DB）」を作成し，12診療科の臨
床医が疾患概念の定義に必要なデー
タを入力 

  入力結果を専用の変換プログラムを用
いてオントロジー形式に変換 

  現状ではバランス異常を省略した簡易
形式への変換だが，この結果にバラン
ス異常の定義を追加する方法は検討
済み． 
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アレルギーリウマチ内科：37 
眼科                ：561 
血液内科            ：415 
呼吸器内科          ：788 
耳鼻科              ：470 
循環器内科          ：610 
小児科              ：879 
神経内科            ：418 
腎臓内分泌内科      ：142 
整形外科            ：139 
糖尿病代謝内科      ：506 
皮膚科              ：1086 
-------------------------- 
   合計             ：6051 
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疾患オントロジーの現状 
　疾患概念の数：　　　６０５１　 
　疾患を含む全概念数：約１万５千 
　全スロット数：　　　約６万 疾患テンプレート 疾患入力システム



まとめ

  疾患概念の定義 
  疾患概念を「その原因と途中経過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結果状態との総体」として捉える 

  ４つの連鎖の扱い 
  汎用連鎖：注目する疾患に関係なく，人体で起こりうると思われる汎用的な連鎖
  注目疾患連鎖：その疾患を定義する際に注目される連鎖（＝疾患の定義） 
  派生対象疾患連鎖：その疾患で起こりうる全連鎖（注目疾患連鎖から派生する連鎖）．
  注目対象疾患連鎖：その疾患の全下位概念の定義の集合（＝Σ注目疾患連鎖）． 

  バランス異常の扱い 

  疾患オントロジーの現状 
  １２診療科の臨床医による定義 
  疾患数：６０５１，全概念数：約１万５千，スロット数：約６万 

  今後の課題 
  各診療科ごとに構築した疾患オントロジーの統合 
  バランス異常の定義の拡充 
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