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Outline

•  1) 解剖構造オントロジーの基本思想と特徴 
–  (1) 共通性の取り扱い 
–  (2) 複数観点を許容する部分構造の記述 
　　　～ 4種類の part‐of ～ 

–  (3) 骨・血管・神経 (含: 関節) の接続の表現 

•  2) 具体的記述例 
–  臓器の記述    (例: 心臓) 
–  動脈系と接続の記述　(例: 動脈系～下行大動脈) 
–  神経系と接続の記述　(例: 神経系～右視神経) 
–  関節・骨と接続の記述 
　　　　　　(例：環椎後頭関節, 第一頸椎, 後頭骨)

反映



基本思想と特徴

•  (1) 共通性の取り扱い 
–  「汎用構造物」 と 「ロールホルダー」 の使用 
–  上位構造と汎用構造物 

•  (2) 複数の観点を許容する部分構造の記述 
–  部分全体関係を記述する際の考慮事項 
–  4種類の part‐of を導入 

•  (3) 骨、血管、神経の接続 (含 関節) の表現 
–  「ポートとその種類」を用いた接続情報の記述 



(1) 共通性の取り扱い
•   血管と食道 

–  各々に固有の特性とは別に、 
いずれも中空の管状構造物であり、ものを導き送る機能を持つ 

–  閉塞, 狭窄, 詰まるなどにより、機能に不具合を生じる 

•   「共通性」を表現するための仕組み 
 　　　　　→ 　「汎用構造物の導入」 と 「ロールホルダーの活用」 

共通性を記述することは、概念の本質の理解の促進、並びに 
後の機械推論処理 (ある異常が生じた時に結果として起こりうる 

異常の推論など) にとって非常に重要



(1) 共通性の取り扱い ～上位構造と汎用構造物～

・器官一般は、「器官」 と 「サブシステム」から成る 
　この2つが主要な枠組み 
・「器官」は 
　　‐ 人体構造物 (臓器, 細胞・組織, 顔・頭など) 
　　‐ 汎用的構造物 (管状構造物, 壁状構造物など) 
　に分けられる。 

・1つの構造物はより詳細な構成部品の集合で記述

クラス制約 
で参照



(2) 複数の観点を許容する部分構造の記述

•  「1つの解剖構造物を、より詳細な構成部品の集合として 
 記述する」 ときの基本的な意味関係は「部分ー全体関係」      
 (part‐of)  

•  しかし考慮するべき問題が… 
–  Q1: 部分に分解する時の複数の観点をどうするか? 
　        「胃は 袋 と 壁 からなる」  
                vs  「胃は胃体部, 胃底部, 噴門部, 幽門部 からなる」 

–  Q2: 胃角は胃のある特定領域・部分に名前が付いているだけで 
 「胃の構成部品」とは言い難いが、胃の一部であることは間違いない。 
構成部品としての「part‐of」を用いて記述して良いか? 

1種類の part‐of 関係だけでは対応できない ！

目的に応じて使い分ける4種類の part‐of 関係を導入



•  部品的なもの【part】 
–  胃体部，噴門部，左心房，右心室など 
部分・部品をさす通常のpart 

•  全体をさすもの【whole】 
–  胃，血管等は，胃全体も腔状構造物であるし， 
血管全体も管状構造物である

(2)  4種の “part‐of” の導入 

【別視点でとらえた人体構造の記述】 

【通常のp/oでとらえた人体構造の記述】 

【 p/o-w】 

【p/o】 

【p/o-ｒ】 【任意の領域に部分名称がついている人体構造の記述】 

部分的な重複をゆるさない

部分的な重複をゆるす

【コンテキスト依存構造物】 【p/o‐gc】 

•  領域名称・部分名称的なもの【region】 
–  胃角，小弯，大弯，心先など

•  コンテキスト依存の汎用的構造物で他の部品や部分のクラス制約として 
参照されるRH【gc】 
–  胃壁や心房壁など，共通性のある構造が見られるもの
–  心臓にあるだけの心臓壁など
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複数の視点による分割を表現
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–  心臓にあるだけの心臓壁など

複数部位に共通の構造を記述



•  Step1）その人体構造物が，どのような部品から構成されるか 
　　　　（p/o）を考える 

–  1‐1) その部品がクラス制約として参照する概念を考える
•  A)「汎用的人体構造物」など，様々な人体構造物で共通に現れる
構造を一般化した概念（他の箇所で定義済み）を参照する

– 例）胃を構成する袋のクラス制約として「腔状構造物」を参照
•  B)必要であれば，そのコンテキスト下（人体構造物）のみで使わ 
　れる，一般化した概念を p/o‐gc を使って定義し参照する
– 例）心臓コンテキストで，心房，心室で共通して参照される壁
として「心臓壁」を p/o‐gc を使って定義 

–  1‐2) その部品の詳細を定義する
　　　　（＝ロール概念・ロールホルダーの定義）．

•  例）胃を構成する袋＝「胃袋（腔状構造物）」として，胃袋は 
       「胃壁」と「胃腔」から構成される…として再帰的に詳細化する

(2)  4種の “part‐of” の使い分け方針  1) 



•  Step2）基本的な記述ができた後、部品について別の捉え方 
　　がある場合は，必要に応じて p/o‐w，p/o‐r  を用いて記述 

–  A) 全体物のp/oに，1)で定義したp/oの組以外に別の捉え方 
  　（組み合わせ，切り方）がある場合．p/o‐w を用いる．
※ p/o‐w以下のスロットを合わせると「全体物」となる 

•  例）胃は，1つの袋という捉え方とは別に，「胃体部」，「胃底部」，
…の４つの部分から成る，という捉え方がある． 

–  B) 既に定義したp/oの特定の部分が，別の部分名称で捉えられる 
　  場合は，p/o‐r を用いる． 

•  例）胃壁のある一部分は，「胃角」，「大弯」，…などの概念で捉え
られる．

(2)  4種の “part‐of” の使い分け方針  2) 
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(3)  接続の表現 ～ A) 基本的枠組み ～　

お互いのポートを相互参照

・血管A → Aの接続部分 → Aの接続ポート → Bの接続ポート →B の接続部分 → 血管B 
　　　で、血管A から 血管B への接続を辿ることができる 
・接続箇所の不具合は，「接続ポートの不具合」として扱う。 
　接続部の状態を血管と分けて記述することで、　「血管同士は存在しているが、 
　接続が切れている」 という状態を表現可能 

血管A 血管B 

血管Bのポート血管Aのポート

血管Aの接続部分 血管Bの接続部分



(3)  接続の表現 ～ B) 接続の種類　

•  接続ポートの種類 

–  ものを通すポート　（機能） 
•  流体を通すポート　　例）脈管の接続 
　　- 「脈管接続ポート」 

•  力を通すポート　　　 例）骨の接続 
　　- 「骨骨接続ポート」 
　- 「骨関節接続ポート」 

•  信号を通すポート　　例）神経の接続 

–  位置関係ポート（ものを通すことには関係ない） 
•  接触ポート 

–  触れているだけポート 
–  触れてくっついているポート

   … 



Outline

•  1) 解剖構造オントロジーの基本思想と特徴 
–  (1) 共通性の取り扱い 
–  (2) 複数観点を許容する部分構造の記述 
　　　～ 4種類の part‐of ～ 

–  (3) 骨・血管・神経 (含: 関節) の接続の表現 

•  2) 具体的記述例 
–  臓器の記述    (例: 心臓) 
–  動脈系と接続の記述　(例: 動脈系～下行大動脈) 
–  神経系と接続の記述　(例: 神経系～右視神経) 
–  関節・骨と接続の記述 
　　　　　　(例：環椎後頭関節, 第一頸椎, 後頭骨)

反映

以上の特徴を用いて、各解剖構
造はどのように記述されるか



「p/o」を用いて、心臓の基本構成要素の準備 
～必要に応じて、汎用構造物」を参照～ 
(例): ・左心房・右心房は、抽象的な「心房」を参照 
　　　・左心房壁, 右心房壁 は「心臓壁」を参照 
　　　　→ 共通する性質を表現可能 

「p/o‐r」 を用いて、 
心臓の部品ではないが、ある特定領域についている 
名称の取り扱い

「p/o‐gc」 を用いて、 
心臓定義全般で使用されうる 
「心臓コンテキスト下での汎用構造物」の定義

臓器の表現 (例: 心臓)



・右心房部は、右心房壁、心房中隔、 
　空間としての右心房、大静脈洞、 
　心房側右房室口 から成る。 
・また、上大静脈、下大静脈と「孔構造物」 
　で接続している。そこの部分は、 
　右心房部の p/o‐r である「大静脈洞」 
・三尖弁とポートを介して接続 
　　→ 右心室へ 

臓器の表現 (例: 心臓)



臓器の表現 (例: 心臓)

・三尖弁から、ポートを介して接続 
・右心室部も同様に、複数の壁と空間と 
　口から成る 
・ポートを介して、肺動脈弁へ接続。 
　その部分は、右心室部の p/o‐r である 
　「肺動脈口」 
・以下同様に、接続を追うことができる 
　肺静脈 → 左心房 → 左心室 → 大動脈 



血液循環系 
　　<下位>　動脈系 
　　　　<p/o>　動脈系血管システム 
　　　　　　<p/o>　大動脈 
　　　　　　　　<p/o>　下行大動脈　

(1) 動脈系は血液循環系の下位概念として 
　まとめて記述している。 

(2) 動脈系の構成要素として、 
　‐ 汎用的構造物である 「動脈」 
   ‐ 動脈系が提供する「動脈系循環機能」 
　　　　(動脈血液を導き送る機能 etc.) 
　‐ その機能を提供する「動脈周辺筋肉」 
　‐ 血管の集合体である「動脈系血管システム」 
　が存在している。 

(3) 「動脈系血管システム」以下の p/o 階層にて 
　各種動脈とそれらの間の接続関係を記述 

動脈系の記述 　～例: 下行大動脈～



・下行大動脈は 
　胸部大動脈と腹部大動脈から成る 

・胸部大動脈は 
　胸部大動脈N1 ～ 胸部大動脈N3 から成る

・「胸部大動脈N1」 は 「気管支動脈分岐点」 
　にて、「脈管接続ポート」 を介して 
　「気管支動脈」 (本流) と  
　「胸部大動脈N2」 (分流) に枝分かれしている 

さらに下行大動脈の構成要素を見ると …

動脈系の記述 　～例: 下行大動脈～



～～

動脈系の記述 　～接続種類の区別～

～～～～ ～～

接触接続

接触接続

脈管接続
脈管接続

　　右腋窩動脈 =(接触接続)=> 正中神経右内側根 
　　右腋窩動脈 =(脈管接続)=> 右鎖骨下動脈



・神経系は、 
　「器官一般 > サブシステム > 神経系」に 
　　p/o 階層を用いて記述 
・人体の左右差を無くした抽象概念を参照し、 
　左右の別はロールホルダーで表現 

神経系の記述　～例: 右視神経～

左右を統合した　“視神経” 全体

左右に共通する “(抽象) 視神経” 
　　　　(p/o‐gc　にて記述)

ロールホルダーで表現された “右視神経”



～～

神経系の記述　～接続種類の区別～

～～

ふわっと接続 (神経)

～～～～ ～～

接触接続

[接続の種類は接続ポートの種類で記述] 
　右視神経 =[ふわっと接続 (神経)]=>  右視神経円盤；視神経乳頭 
　　右視神経        =[接触接続]=> 　  右長毛様体神経

(神経 => 組織) 
(神経 => 神経)



関節・骨・接続の記述 ～関節～

関節体

関節体

接続部分

関節の基本構造モデル

接続部分

関節腔

関節半月

関節円盤

靭帯

関節包

・関節構造モデルに従い、関節の構成要素を記述 
・「関節体」, 「靱帯」, 「関節円板」, 「関節半月」,  
　「関節唇」はそれぞれ接続ポートを持つ 

関節記述のテンプレート 
　「汎用的関節構造物」の導入



関節・骨・接続の記述 ～骨～

上位構造から骨、さらには椎骨まで



関節・骨・接続の記述 ～骨～

・さらに 「椎骨」 をクラス制約とし 
　複数の頸椎に共通な抽象的概念 
　「頸椎」 をロールホルダーで記述 

・さらに 「頸椎」 をクラス制約として 
　「第二頸椎」 をロールホルダーで 
　記述 

・このようにして記述される複数の骨を 
　関節の定義の中で参照し、 
　接続情報を記述    → 次ページ



関節と骨の接続記述 

(例) 
環椎後頭関節における 
「第一頸椎」と「後頭骨」 
の接続 

・血管, 神経 と同様に 
　ポートとその種類を　 
　用いて接続を表現 
　(関節接続ポート) 

関節・骨接続の記述 ～接続～

相互参照



ご静聴ありがとうございました


