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臨床医学オントロジーの活用

•  将来の活用例 
– 蓄積された臨床データベースから　 

•  テキストマイニングによる知識発見 

•  類似症例や類似の疾患経過の検索 

•  データ入力時の患者状況に依存した専門用語提示など高度なマ
ンマシンインターフェイスの実現 

•  文章データを含む多施設臨床医学データの疫学的解析 
•  フリー入力された臨床所見データの表現の揺れを吸収した自動
コーディングや統計処理 

•  意味的相互運用性を維持した施設間のデータ交換やデータ移行 

•  医療安全確保のための高度な意思決定支援システムや診断支
援システム
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当面の活用目標の例 
（１）医療安全に関する警告システム

•  例：ジギタリス 剤の禁忌情報（添付文書） 
– 房室ブロック、洞房ブロックのある患者［刺激伝導
系を抑制し、これらを悪化させることがある］ 

– 閉塞性心筋疾患（特発性肥大性大動脈弁下狭窄
等）のある患者［心筋収縮力を増強し、左室流出
路の閉塞を悪化させることがある］ 

→　電子カルテに登録されている、標準病名マ
スター収載病名だけでは、左心室流出路が
狭窄している疾患を見つけ出して、禁忌であ
ることを警告することは容易ではない。
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当面の活用目標の例 
（２）患者状態の把握/検索

•  例：ジギタリス  剤の適応症情報（添付文書） 
– 次の疾患に基づくうっ血性心不全（肺水腫、心臓喘
息等を含む） 
•  先天性心疾患、弁膜疾患、高血圧症、虚血性心疾患（心筋
梗塞、狭心症等）、肺性心（肺血栓・塞栓症、肺気腫、肺線
維症等によるもの）、その他の心疾患（心膜炎、心筋疾患
等）、腎疾患、甲状腺機能亢進症ならびに低下症等 

→　疾患Aに起因した患者状態B　という連鎖状態
の認識　 

→　オーダが適切か警告できる 
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当面の活用目標の例 
その他 

•  自動的なICD‐10 分類コーディング 
– 患者状態の把握からICD分類に必要な情報を抽
出 

•  DPC入力、がん登録などにおける入力支援 
– 放射線治療、化学療法の有無などを自動設定 

•  初診入力時に、入力すべき情報テンプレート
を自動提示 

•  診療サマリー文章から、医薬品の副作用と思
われるイベントを発見 

5



臨床医学オントロジー 
(概念間や用語との関係DB) 

標準用語コードマスター 
（用語とコードの対応表）

分類体系と分類コード 

電子カルテ 
医療安全支援システム 
臨床データベース 
症例データベース 
シミュレータ 
意思決定支援 

プログラムで 
呼出し使用

医学オントロジーとその応用システムとの関係

人が利用
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オントロジーを臨床情報の標準化に活用する 

利 
活 
用 
の 
た 
め 
の

基
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計

各
社
の
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム

医療知識基盤高度利用システムの開発

人体解剖構造用語 
（部位・臓器・器官） 
基本セット３０００語 
（例：肝臓、胆嚢、胃・・）

病名用語（例：胃癌） 
基本セット５０００語

症状用語（例：腹痛、発熱） 
基本セット１０００語

手術・処置用語（例：切除、縫合） 
基本セット３０００語

(新)
医
薬
品 
・ 
検
査
項
目 
・ 
検
査

結果用語　基本セット（推定約10000語）

(新)
治 
療 
看 
護 
介 
護 
用 
語　　 
・ 
患 
者 
説 
明

基本セット推定約5000語 
（例：歩行訓練、リハビリ、体位交換、化学療法、寛解）

拡充

基本
知識

応用 
知識

拡大
破線内：H21年度までに 
　　　　　開発済み

拡充

利用

利用 
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標準化における 
意味的な相互運用性 

特に臨床情報の長期継続利用性 

 収集されたデータの質の均質化が重要 
 データ自体の意味が、施設の違いや時間経過で異ならないこと
が重要 
⇒　施設間の標準化はある程度可能 
 ・検査基準値の標準化、診断基準の統一など 

⇒　しかし時間経過による意味の変質は避けられない 
 ・症状・所見の分類定義の違いは患者像を変化させる 
・診断基準の変化は対象集団を変容させる 
・検査手法の変化、測定手段の変化 
・合併疾患の有無は、疾患概念の変化や合併症とみなすか　 
　どうかの考え方の変化の影響をうける

長期の臨床データの個々の意義の持続可能性の確保

8



悉皆型標準化 
匿名臨床データベース各施設の 

電子カルテ
クラウド・コンピューティング 

標準化匿名臨床データベース連携機構 

医療知識基盤データベースの内包 
（臨床医学オントロジー・ 
標準医学ターミノロジー）

データ活用支援 
標準ツールボックス 

国際標準データ連携 
インターフェイス

医療情報安全管理機構 
（匿名化・セキュリティー管理）

データ形式・ 
コード変換ボックス 臨床 

ＤＢ 
管理 
機構

標準化された匿名臨床データベース 
  連携機構の研究開発とその提供 

研究者
9



米国の医療医学オントロジー 
SNOMED-CT 

Systematized Nomenclature of Medicine 
-Clinical Terms

 380,000 以上の臨床医学概念を収載し、相
互間の意味関係をデータベースにした概念
間関係データベース 
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SNOMED　開発の歴史

•  1965　病理学の構造化用語集　
SNOP（Systematized Nomenclature of Pathology）by 
College of American Pathologists

•  1974 SNOMED
•  2002 SNOMED CT (Clinical Terms)

– 英NHSの Clinical Terms V3　を統合
–  325,000概念、800,000表記,950,000関係

•  2007 International Healthcare Terminology 
Standards Development Organization (IHTSDO)に、
知財権が移管

11



SNOMED-CT is-a階層 
DM-type2(糖尿病２型）
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SNOMED-CT association  
DM-type2(糖尿病２型）
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SNOMED‐CTと 
臨床医学オントロジーの違い

•  SNOMED‐CTは、医学用語辞書に収載されて
いる医学用語同士の関係をつけていったもの 

v.s.  

•  開発中の臨床医学オントロジーは、臨床医学
概念を疾患と解剖構造を基軸にして、概念を
定義し、その結果として定義された概念同士
に関係が自動生成されるもの 
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臨床医学オントロジーの課題

•  １．　データモデルと技術手法 
– 医療・医学の進歩に伴う概念や定義の変遷と混在使用に
ついて、その汎用的取扱い手法の確立 

– 現場で使用されている各種の臨床分類や業務上の分類
との関連付け方法の確立 
•  ＩＣＤ１０，ＤＰＣ，ＷＨＯ分類,・・・ 

•  ２．他DBとのマッピング・融合化 
–  SNOMED‐CT、NCIシソーラス、FMAなど英語大規模用語概
念ＤＢとの関連付け方法の整理 

–  Geneオントロジーなど遺伝子レベルのオントロジーとの関
連付けの汎用的手法の確立
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•  3. オントロジー利用の観点から 
– 効率的かつオープン利用可能なデータベース構造の設
計と実装 

– 標準的なＡＰＩの定義と実装 
•  利用のためのサービスインタフェイスの開発 

– 臨床現場で使用する多様な表記と概念との対応作成とそ
の利用方法の標準化 
•  表記のゆれ、略語、ミススペル、誤変換への対応 

– オントロジー活用を前提とした実践的な自然言語処理
パッケージの開発と提供 

– 実用的なアプリケーションソフトウエアの開発と実用性の
評価
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ディスカッションタイム 

臨床医学オントロジー開発とその利用に 
関わりたい方がおられれば 
ご連絡をお待ちします。 

ohe‐office@adm.h.u‐tokyo.ac.jp

17


