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臨床医学オントロジーにおける解剖構造オントロジーの詳細 

 
目次 

 
 
 
1. 解剖構造オントロジーの基本思想と特徴 
 
解剖構造は疾患概念の記述と並び、臨床医学オントロジーに欠かすことの出来ない重要

な基盤であるが、その記述の上では様々な要請が存在している。人体を構成する臓器、顔

や頭といった肢体的な構造物、組織&細胞、並びに呼吸器系、消化器系、内分泌系、筋骨格
系といったサブシステムなど、様々な種類の解剖構造物を定義するためには、まず最も基

本的な事として人体を各構成要素に再帰的に分解していくことが必要であるが、臨床分野

では対象世界の捉え方に応じて、複数の観点による分解方針が存在している。臨床におけ

る解剖構造概念を扱うためにはどれか 1つの観点だけを採用するのでは不十分であるため、
「複数の観点を許容した部分構造の記述フレームワーク」が必要である。また解剖構造物

を扱う上でその機能的側面は重要な要素であるため、「単に空間占有物としての形状的側面

のみならず、その構造物が持つ機能的側面との関係も同時に記述するフレームワーク」も

重要となる。さらにその機能的側面の記述は、例えば消化物・血液の流れや電気信号・力

の伝達などを考えれば分かるように、各構造物内で完結するものではなく他の構造物との
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関係性を記述することで初めて成されるものであるため、「他の構造物との接続とそこで伝

達されうる機能を記述するフレームワーク」も必要となる。 
このように考えると、解剖構造オントロジーの記述は、単に概念同士の汎化-特化関係 

(Is-A 関係), 部分-全体関係 (Part-Of 関係) だけを用いて人体を各構成要素に再帰的に分解
していくだけでは不十分であり、これまでのオントロジーには存在しないオペレータの導

入を含めた新しい記述方針を策定する必要があった。そこで多くの側面から議論を重ねた

結果、本オントロジーにおいては以下の 3 点を特徴とする記述フレームワークを用いるこ
ととした。 
 (1) 共通性と特殊性の記述 
   ‐ 複数の構造物に共通する性質と各構成物独自の性質を明示的に分離した記述 
(2) 複数観点を許容する部分構造の記述 

‐ 4種類の Part-Of 関係と、p-オペレータ、r-オペレータの導入 
(3) 接続ポートを用いた接続関係の記述 

‐ 骨・血管・神経 (含: 関節) の接続とその種類の表現 
以下、上記 3つの特徴について順に説明し、2章以下で具体的な記述例について解説する。 
 
 
1.1 共通性と特殊性の記述  

 
汎用構造物とロールホルダーの活用 

人体の解剖構造物では、複数の構造物で共通する性質がある。例えば血管と食道を例に

取ると、(1) いずれも中空の管状構造物であり、流動物を導き送る機能を持つ (2) 閉塞・狭
窄・流動物が詰まる などによりその機能に不具合を生じる、という点で共通している。一
方で、食道であれば、食道噴門腺などの存在や消化液分泌機能、血管であれば、静脈にお

ける弁の存在や血管内皮細胞独自の機能といった、各器官における特殊性も有している。

このように汎用的な構造の性質と、各構造物における特殊性を明示的に分離して記述する

ことは、概念の本質の理解を促進するのみならず、後の機械推論処理 (例えばある異常が生
じた時に結果として起こりうる異常の推論) にとって非常に重要である。そこで本オントロ
ジーでは「汎用構造物の導入」と「ロールホルダーの活用」により、このような「共通性・

特殊性」を表現する方針とした。 
 

汎用構造物の導入  ～汎用構造物までの解剖上位構造と共通性の表現～ 

「汎用構造物」とは、管状構造物、壁状構造物など人体の解剖構造物に汎用的に見られ

る共通構造を記述したもので、オントロジーにおいては「器官」の下位概念として位置づ

けられている。図 1 に、人体構造の上位構造から汎用構造物までの Is-A 階層、並びに汎
用構造物の下位概念を示す。上位の方の構造は「具体物 > continuant > もの > 機能物 > 
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生命体 > 器官一般」となっており、さらに「器官一般」の下位概念に「器官」と「サブシ
ステム」が存在している。器官は人体を構成する基本要素、サブシステムは器官の複合で

一連の生体機能を担うもので、この 2つが解剖構造を記述する際の主要な枠組みである。 

 

図 1: 人体構造の上位構造から汎用的構造物まで 
 

器官は、さらに「人体構造物 (臓器, 細胞・組織, 顔・頭など)」と、「汎用的構造物 (管
状構造物, 壁状構造物など)」に分かれている。例えば「心臓」や「食道」は「人体構造物」
の下位 (人体構造物 > 臓器系器官 > 生理機能的な器官 の下位) に位置づけられており、
そこで見られる汎用的な構造を記述するために、「汎用的構造物」の下位の概念をクラス制

約として用いる、という記述方針となっている。汎用的構造物の下位には、実質性構造物、

中空性構造物、汎用的機能構造物 などがあり、例えば中空性構造物の下位には「管状構造
物」などが存在している。 

 
具体的にこの「管状構造物」を食道や血管の定義中で用いる仕組みを以下図 2に示す。 

図 2の管状構造物の定義では、特定の器官に依存しない汎用的な性質 ― 例えば 「構成壁」
という役割を果たす「壁状構造物」、「内腔」という役割を果たす「空間」、「断面積」とい

う役割を果たす「面積」などから構成されており、「ものを導き送る機能」を有しているこ

と ― が記述されている。 
一方、「食道」や「血管」では、まず「この管状構造物を構成要素のクラス制約として参

照すること」により管状構造物という共通性を表現し、それぞれの器官に固有の性質は、
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各器官の定義内で「(1) 汎用的な特性を特殊化する or (2) 新しい特性を追加する」ことで
表現している。例えば、(1) 血管の定義における血管壁ロールは、参照している管状構造物
の構成壁ロールを “特殊化” することで記述し、また (2) 血管壁という壁状構造物が内膜、
中膜、外膜から成っているという特殊性は、壁状構造物では定義されていない特性をここ

で新しく “追加” することで記述している。 

図 2: 汎用構造物の参照と共通性の表現 
( p/o は part-of,  a/o は attribute-of 関係を表す) 

  
ロールホルダーの活用   ～ロールホルダーを用いた共通性の表現～ 

 上述の例は、異なる器官で共通する性質を記述した例であるが、もちろん同一器官内の

異なる部品に対しても共通の性質を記述することができる。例えば図 2 の食道の定義にお
いては、構成要素の役割を果たす管状構造物を「食道管」として定義し、さらにその「食

道管」をクラス制約として参照して「上部食道」「中部食道」「下部食道」を定義している。

このような仕組みを実現するのがロールホルダーの活用である。ロールホルダーとはある

クラスのインスタンスがある概念定義(コンテキスト)下で特定の役割(ロール) を担ってい
る状態の概念化である。食道の例で言えば、「管状構造物のインスタンスが食道概念定義の

コンテキスト下で構成要素ロールを担った状態」の概念化が「食道管」ロールホルダーで

ある。これをまたクラス制約として参照することで、上部食道、中部食道、下部食道がい

ずれも食道管であることを表現している。同様に、下の図 3では胃体部、胃底部、噴門部、
幽門部は、胃というコンテキスト下で、腔状構造物がそれらのロールを担った状態 (ロール
ホルダー) として定義されている。これによって、上記 4つの部分がいずれも「構成壁・内
腔・容積・開口部 などからなる構造上の共通性 (腔状構造物であること) を持っている」
ということが記述されている。ここでも先と同様に、個々の構造物の特殊性は、「特殊化か

新しい特性の追加」によって記述することができる。例えば、元の腔状構造物の定義にお

ける内腔はそれぞれ「胃体腔」「胃底腔」などに、またクラス制約の壁状構造物は「r-胃壁
全体」に特殊化されている。(r-オペレータについては後述) 
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図 3: ロールホルダーの利用による共通性の表現 
 
 
1.2 複数観点を許容する部分構造の記述  

 
4種類の Part-Of関係の導入 

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‐全体関係 (Part-Of 関係)」である。従って、解剖構造オントロジーの記述にお
いては、概念間の性質の継承を表現する上で用いられる図 1で示したような Is-A 関係より
も圧倒的に多くの頻度で使用されている。しかし既存のオントロジーでも広く用いられて

いるこの Part-Of関係も、その使用においては以下のような問題を考慮する必要がある。 
 
(Q1) 部分に分解する時の複数の観点をどう取り扱うか？ 

 例えば胃を袋状の構造物と見る観点では、胃全体は胃の内腔、胃壁全体に分けられ、

さらに胃壁全体は内壁、筋肉壁、外壁に分解できる。しかし一方で、胃内壁を構成す

る細胞の種類の分布や消化に関わる役割の違いから、胃噴門部、胃体部、胃底部、胃

幽門部の 4 つに部分に分けられるとする観点も存在する。これらはどちらがより正し
い観点かという問題ではなく、片方の情報だけではもう一方の情報を記述することが
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できないため、臨床上必要な概念を記述するという目的からは「複数の観点を扱う」

フレームワークが必要である。 
(Q2) ある構造物の構成部品とは言い難いが、特定領域・部分に名称がついている場合、 
構成部品としての部分-全体関係を表す Part-Of を用いて記述して良いか？ 
 例えば、胃角は胃のある特定領域・部分に名前がついているだけで胃の構成部品であ

るとは言い難いが、胃の一部であることは間違いない。これは構成部品としての「部

分」とは別種類の概念であるため、通常の Part-Of 関係とは区別して扱う仕組みが必
要である。 

 
 これらの問題に対応するためには 1 種類の Part-Of 関係だけでは無理がある。そこで本
オントロジーでは以下図 4 に示すとおり、目的に応じて使い分ける 4 種類の Part-Of 関係
を導入した。 

図 4:  4種類の Part-Ofの導入 
 
(1) まず、ある構造物の構成部品としてとらえられる部分構造物は通常の Part-Of【p/o】で
記述する。ある構造物を【p/o】にて構成要素に分解する際にはそれら部品間の部分的な重
複は許さない。(2) また、ある構造物の分割観点が複数ある場合、「別観点で捉えたその構
造物全体」を Part-Of (whole)【p/o-w】を用いて記述する。それを実際に部品に分割して
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いく際には【p/o】を用いて分割していく。(3) 任意の領域に部分名称がついているものに
ついては、Part-Of (region)【p/o-r】にて記述する。これによって構成部品としての Part-Of
ではないが、空間占有領域として一部であるという関係が記述できる。(4) また、ある解剖
構造物定義のコンテキスト下において定義される汎用的構造物を  Part-Of (general 
component)【p/o-gc】を用いて記述する。これは直接的にある構造物の部品を記述するも
のではなく、複数の部品の間に共通する性質を抽象化した概念を記述するためのものであ

る。例えば心室壁と心房壁が同じ心臓壁としての共通構造を持つことを表現するために、

一回「心臓壁」という抽象的な汎用的構造物を心臓コンテキスト下で定義する時などに使

用する。 
 
以下、具体的な例について説明する。図 5 に示したものが通常の【p/o】を用いた記述で

ある。「心臓」概念の構成部品である心房、心室、三尖弁、僧帽弁などが記述されている。 
図 6は【p/o-w】の使用例を示している。胃をいきなり構成部品に分割するのではなく、「袋
として見た胃」と「4つの部分から見た胃」という 2つの観点に分け、後者の胃は「別観点
から見た全体構造物」という意味で【p/o-w】を用いて記述されている。2 つの観点による
胃をそれぞれさらに細かい部分構造物に分解するときには、通常の【p/o】を用いて(胃壁全
体・胃腔)、(胃体部・胃底部・噴門部・幽門部) 記述している。 
(尚、図 5～図 8 においては、説明のため便宜的にスロット順番を入れ替え、不要な部分を
畳んで表示している) 

 

       

図 5:【p/o】の例              図 6:【p/o-w】の例 
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    図 7:【p/o-r】の例            図 8:【p/o-gc】の例 
 

図 7 は【p/o-r】の使用例である。胃の構成部品としての部分ではないが特定領域に付けら
れた名称である大弯、小弯、胃角などを「胃壁全体のある任意の部分領域」が担うロール

あるいはロールホルダーと見なし、部品としての【p/o】と区別した領域包含関係に基づく
【p/o-r】により記述している。 
図 8は【p/o-gc】の使用例である。まず心房壁や心室壁に共通する、構造などの性質を抽象
化した「心臓壁」という「心臓コンテキスト下の汎用構造物」を【p/o-gc】で定義し、それ
が壁状構造物であることや、心内膜や心筋層などの構造物からなることを記述している。

一方、心房あるいは心室からは「心臓壁をクラス制約として参照したロールホルダー」と

して心房壁、心室壁を記述することで共通性と特殊性を表現している。 
 
以上のように見てきた、汎用構造物の参照や 4 つの Part-Of を用いた記述は複雑である

ため、記述に一貫性を持たせる工夫が必要となる。そこで、以下のような手順により統一

的な記述指針とした。 
 

Step1) まず対象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) 「汎用的構造物」など様々な人体構造物で共通に現れる概念 (他で既に定義済み) 
     を参照する。(ex. 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) 必要があれば、対象の構造物化で共通して参照される汎用構造物を p/o-gc を使     
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    って定義し、参照する。(ex. 心臓コンテキスト下での心臓壁) 
 1-2) その部品の詳細を定義する 
   ロール概念・ロールホルダーの記述により、1つの構造物をより詳細な構成部品の集 

合として再帰的に詳細化する。  
 
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 Step1) で定義した p/oの組以外の別の区分認定法がある場合は、 
    p/o-w を用いる。(ex. 胃の別観点での区分法) 
  B) 既に定義した p/o の特定の切り取り領域が、別の部分名称で捉えられる場合は 
    p/o-r を用いる。(ex. 胃角、大弯等の記述) 
 
 
p-オペレータ, r-オペレータの導入 

上述の「部分構造記述フレームワーク」は ‘部分’ という言葉の持つ意味の多様性に対す
る考察に基づき、その部分としての性質を明示的に区別して記述するためのものであった。

これを応用し、ある「解剖構造物の部分である概念」を簡易的に指し示すためのオペレー

タを導入した。それぞれ【p/o】、【p/o-r】に対応して、「p-オペレータ」、「r-オペレータ」と
呼ばれるものである。p-オペレータを解剖構造物に付与することにより、「その構造物の『構
成部品としての部分』となっている部分概念の一般化」を表すことができ、r-オペレータを
付与することで、「その構造物の『部品とは言えないが任意の空間的切り取り領域』となっ

ている部分概念の一般化」を表すことができる。 
例えば図 7 で言えば、大弯、小弯、胃角は胃壁の一部であり胃壁全体ではないため、ク

ラス制約を「胃壁全体」とするのは誤りである。また一部だとしても「胃壁全体」の部品

としての部分構造物ではなく、「胃壁全体」のある空間的切り取り領域が担っているロール

あるいはロールホルダーである、ということからそのクラス制約を「p-胃壁全体」ではなく
「r-胃壁全体」としている。 

 
このオペレータは解剖構造の記述にとどまらず、疾患概念記述においても「Is-A, Part-Of

関係の同時成立問題の解決」という重要な役割を果たす。例えば図 9 は簡易的な例として
「手/指の骨折」「心臓/心房の病気」の事例を示した。「手の骨折」と「指の骨折」の間には
Is-A関係が成立している。一般的に概念間の Is-A関係が成立している状況では、対応する
スロット間同士でも Is-A 関係が成立していなければならないが、この記述では対応する
「手」、「指」の間には Part-Of 関係しか成立していない。それはここでいう「手」あるい
は「指」が暗黙的に「手構造物全体」「指構造物全体」を指し示していることに起因してい

る。実際「手の骨折」といったときは必ず手全体が骨折しているのではなく、手のある部



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 3部 
 

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

分構造物が骨折している状態であるということからもこの記述が問題であることが分かる。

そこで、本オントロジーでは p-オペレータを用いて「(手全体を含む)手の任意の部分構造物」
であるということを表現し、疾患定義で用いることでこの問題を解決した。図 10に示すよ
うに「手の骨折の故障箇所を「p-手」とすれば、手の部分構造物である指部品は、「手」と
は Part-Of 関係であると同時に、手の任意の部分構造物の一般化である「p-手」とは Is-A
関係が成立するため、矛盾なく記述することができる。 

 

 
図 9:  Is-A, Part-Of の同時成立問題 

 

 
図 10:  p-オペレータを用いた解決法 

 
 
1.3 接続ポートを用いた接続関係の記述  

 これまでは汎用構造物やロールホルダーの利用による「共通性・特殊性」の記述や、複

数種類の Part-Of関係の導入による部分構造記述フレームワークについて述べてきたが、
これだけでは解剖構造の記述には不十分である。例えば、心臓の構成部品を記述し、汎用

構造物の参照によってそれらの構造・機能の共通性、特殊性を記述しても、心臓の中を血

流がどのように流れていくのかを表現することができない。血管同士の接続や分岐、骨と
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骨の関節を介した接続など人体構造には様々な接続が存在し、また脈管接続のように内部

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接続関係、関節のよ

うに力学的変化が伝わる接続関係など役割も様々である。このような構造物同士の接続関

係の記述は、途中の接続が不具合を起こすことで起こりうる下流での異常状態を推論する

ために必要であり、解剖構造オントロジーの開発において、構造物の構成部品の記述と共

に重要な要素である。 
 複数の観点から検討を重ねた結果、本オントロジーでは接続ポートという概念を導入す

ることで接続関係を記述する方針をとった。図 11 に接続ポートを用いた接続記述の基本枠
組みを示す。「ポート」は「ポート」を接続先として持ち、またその接続状態を属性として

持っている。基本的には、このポートが構造物の p/o部品である「接続部分」に仮想的に存
在するものとし、接続相手先のポートを記述することで、接続関係を記述している。例え

ば「血管 A」はまず p/o 部品で「血管 Aの接続部分」を持ち、その接続部分は、さらに接
続ポート「血管 Aの接続ポート」を p/o 部品として持っている。同様に血管 Bの方にも接
続ポートを記述し、接続先としてお互いのポート (ロールホルダー) を参照しあうことで、
どちらからも接続関係を追えるようになっている。 
 

 
図 11: 接続ポートを用いた接続の表現   ～基本的枠組み～ 

 
 図にあるように、血管 A と 血管 B の接続を辿るために、複数の構成要素を辿らなけれ
ばならないが、このような接続ポート方式をとったのは、以下の 3つの機能を実現するた
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めである。 
 

(1) 接続部分を元の構造物と分けて概念化することで、例えば人工的に接続部分だけを置
き換える手術操作の記述などを自然に記述できるようにすること。 

(2) 接続箇所の不具合を「接続ポートの状態」として記述し、構造物と分離して記述する
ことで、例えば、骨の脱臼のように、構造物同士は存在しているが、接続が切れてい

るという状態を自然に表現すること。 
(3) 異なる接続ポートの種類 (脈管接続, 神経接続, 力学接続等) を用いることで、その接
続は何を伝達する機能を持つかを区別すること。 

 
接続の種類には、脈管接続、力学接続、神経接続、空間的に近接しているが隙間があり信

号、流体、力などは伝わらない空間接続、神経や血管が細かく枝分かれして筋肉や臓器に

分布していく分布状接続、動脈と静脈が毛細血管を通して接続する毛細血管型接続などが

あり、これらの種類の選択により血液が流れる接続、電気信号が伝わる接続などを区別し

て辿ることができる。 
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2. 具体的記述例 
 
以上のような記述フレームワークを用い、各解剖構造物が具体的にどのように記述される

かについて説明する。 
 
2.1 臓器の記述  (例 : 心臓 ) 

 
図 12 に心臓の上位構成要素の記述を示す。トップレベルでは、まず【p/o】を用いて心

臓の基本構成要素を準備している。ここでは前述の記述指針に従い、必要に応じて汎用構

造物を参照することで共通性を記述している。例えば左心房・右心房は【p/o-gc】を用いて
定義された、心臓コンテキスト下の汎用構造物である「抽象的な心房」を参照、同様に左

心房壁、右心房壁は「心臓壁」を参照し、それぞれ共通性を記述している。また、【p/o-r】
を用いて、心臓の部品ではないが特定領域についている冠状溝、後室間溝などを定義して

いる。 

 

図 12:  心臓の記述 ～トップレベル構成要素～ 
 
次に、抽象的な心房を参照したロールホルダーである「右心房部」の詳細を示したのが図

13 である。ここでは、右心房部がさらに詳細化され、右心房壁、心房中隔、空間としての
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右心房、大静脈洞、心房側右房室口から成ることが記述されている。上大静脈、下大静脈

とは「大静脈洞」において「孔構造物」で接続しており、各接続部はそれぞれ脈管接続ポ

ートの 1種である「右心房‐上大静脈ポート」「右心房―下大静脈ポート」で相手先と接続
している。また、心房側右房室口にて、ポートを介して三尖弁と接続している。 

 
図 13: 心臓の記述  ～右心房部の詳細～ 

 
三尖弁は、図 14に示す通り尖構造物である三尖弁前尖、三尖弁中隔尖、三尖弁後尖からな
り、右心房からは三尖弁―右心房接続ポートを介して接続している。また接続部分に対す

る名称「弁輪」はロールホルダーとして記述されている。さらに同様にして接続ポートを

介して右心室へとつながっている。 
 
右心室についても以下同様である。図 15に示すとおり、三尖弁からポートを介して接続し、
複数の壁・空間・口から構成されている。以下同様に、肺静脈→左心房→左心室→大動脈

と接続を辿ることができる。 
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図 14:  心臓の記述  ～三尖弁の記述～ 

 

図 15:  心臓の記述  ～右心室部の詳細～ 



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 3部 
 

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

2.2 動脈系の記述  (例 : 下行大動脈 ) 

 
次に動脈系の記述として下行大動脈を例に説明する。動脈系は、「器官一般 > サブシス

テム > 血液循環系」の下位概念としてまとめて記述されている。動脈系の構成要素として
は、図 16の左側に示す通り、 

(1) 汎用的構造物である「動脈」 
(2) 動脈系が提供する「動脈系循環機能」 

(部分機能として動脈血液を導き送る機能、動脈駆動のための筋収縮機能) 
(3) その機能を提供する「動脈周辺筋肉」 
(4) 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。そして、「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する、という方針である。動脈系血管システム > 大動脈 > 下行大
動脈 とp/o階層を辿って到達する「下行大動脈」の詳細を示したものが図16の右側である。 
ここではまず、「下行大動脈」は、胸部大動脈と腹部大動脈から成ることと、下行大動脈の

動脈血を導き送る機能を持つことが記述され、さらに「胸部大動脈」の部分構造物を見る

と、「胸部大動脈 N1」～「胸部大動脈 N3」から成ることが記述されている。これは途中の
分岐構造によって分断された胸部大動脈の各パートを分けて記述しているためである。そ

して図 16右側の★印に記述されているように、「胸部大動脈 N1」は「気管支動脈分岐点」 

 

図 16: 動脈系の記述  動脈系～下行大動脈と、その分岐構造 
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にて「脈管接続ポート」を介し、「気管支動脈」(本流) と「胸部大動脈 N2」(分流) に枝分
かれしていることが記述されている。他の動脈についても同様で、分岐がある場合は分岐

点とその分岐点で分けられる動脈の各パートを分けて記述し、同様の接続記述を行ってい

る。 
また、図 17に示すとおり、右腋窩動脈、左腋窩動脈は、【p/o-gc】によって定義された抽

象的な腋窩動脈という汎用構造物を参照し、左右性の別を記述することで共通性と特殊性

を記述している。本オントロジーにおける動脈系全ての接続は、当初男女それぞれ左右に

分けて記述したエクセルデータを元に左右を統合し、最終的に男性版、女性版を作成した。

これは静脈系についても同様である。接続の種類については、図 17に示す通り、例えば右
腋窩動脈から正中神経右内側根への接続は「接触接続」、同じく右鎖骨下動脈への接続は「脈

管接続」というように接続ポートの種類によって区別されている。 

 

図 17:  動脈系の記述  接続種類の区別 
 
2.2 神経系の記述  (例 : 右視神経 ) 

 
神経系は、器官一般 > サブシステム > 神経系 に動脈系と同様 p/o 階層を用いてまと

めて記述されている。また動脈・静脈系と同様、人体の左右差を無くした抽象的な汎用構

造物を参照し、左右の別を別途記述することで共通性と特殊性を記述している。これも動

脈・静脈系と同じく男性版と女性版を作成した。図 18 に右視神経の具体例を示す。神経系
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の部分構造物として、左右を統合した抽象視神経を定義し、それを参照したロールホルダ

ーとして「右視神経」が定義されている。さらに動静脈系と同様に、接続ポートを介して

神経 => 神経の接続や、神経 => 組織 の接続などがその種類と共に記述されている。 

 
図 18:  神経系の記述 ～右視神経～ 

 
2.3 関節・骨と接続の記述  

 
骨同士が関節を介して接続することを記述するために、まず関節と骨自身の記述が必要

である。関節については図 19に示すとおり、まず関節の基本構造モデルを作成し、それに
基づいて「器官 > 汎用的構造物 > 汎用的機能構造物」の下位概念として「汎用的関節構
造物」を定義した。これは様々な関節を記述するテンプレートの役割を果たすもので、関

節体、関節腔、関節包、靱帯、関節半月、関節円板、関節唇などから構成されている。関

節によっては存在しない部分構造もあるが、個数制約 (カーディナリティ) にてそれを表現
している。また、関節腔、関節包、関節体はそれぞれ空間、膜、硬骨のロールホルダー、

関節円板、関節半月、関節唇などは軟骨のロールホルダーとして記述し、共通性と特殊性

を表現している。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

ち、関節内構造物同士、あるいは骨への接続を記述することができる。 
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図 19:  関節の記述テンプレート「汎用的関節構造物」 
 
一方、骨は図 20に示すとおり、人体構造物 から Is-A階層を辿った静力学的運動器官の下
位概念に位置している。骨の下位概念には軟骨、硬骨などがあり、さらに硬骨の下位には

長骨、不規則形骨などが存在している。例えば不規則形骨の下位概念には「椎骨」があり、

その詳細な定義は図 20 の右側に示す通りである。中空性構造物の「椎体」、弓状構造物の
「椎弓」、さらにその部分構造として「椎孔」、「上関節突起」などから構成されている。 
 
また図 21に示すとおり、こうして定義された「椎骨」をクラス制約として参照し、複数

の頸椎に共通な抽象的概念である「頸椎」をロールホルダーとして定義している。またさ

らにその「頸椎」をクラス制約として参照し、「第二頸椎」をロールホルダーとして記述し

ている。このようにロールホルダーの使用とその再帰的な参照を用いて、共通性と特殊性

を表現している。またこのようにして記述された複数の骨を、先に述べた関節の定義の中

で参照することで、接続情報を記述するという枠組みである。 
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図 20:  骨 ～上位構造から骨さらには椎骨まで～ 
 

 
図 21: 骨 ～椎骨から第二頸椎まで～ 
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図 22 に関節と骨を統合し、接続関係を記述した例を示す。図中の「環椎後頭関節」では、
汎用的関節構造物の記述方式に則り関節体が定義され、図 20, 21のように定義された骨「第
一頸椎」と「後頭骨」を参照している。さらに例えば「第一頸椎」は環椎上関節窩を関節

面の接続部分として持ち、後頭関節窩と関節接続ポートを介して接続している。一方「後

頭骨」からも同様にして接続ポートを相互参照し、第一頸椎との接続が記述されている。 
 

 
図 22: 関節と骨の接続記述 
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3. 解剖構造オントロジーの現状 
 
これまで見てきた解剖構造オントロジーは、5つのパートに分かれている。 

(1) 器官一般、サブシステムなど抽象度の高い解剖構造概念や、汎用的構造物、基本的な臓
器の記述などを含む解剖オントロジーの上位構造は、疾患概念記述の上位構造とまとめて

臨床医学トップオントロジー内に記述されている。 
(2) 各種動脈については (1)のオントロジー中の「動脈系」定義における「動脈系血管シス
テム」以下に p/o 階層で記述されるものであるが、非常に数が多くなるため作業上はトッ
プオントロジーとは切り離し、男女それぞれ左右別に記述されたエクセルファイルを用い

て入力を行った。結果を専用の変換プログラムを用いて左右統合し、若干の人手修正を経

てオントロジー形式にしたものを男性版、女性版それぞれ作成した。男女で細かな差異は

あるが、概念数として約 6,400、接続数として約 5,600 程度の規模である。(但し分岐部に
おいて血管を分割して数え、また左右の別を統合した抽象的な血管も数に含めている)。 
(3) 静脈系 (4) 神経系についても動脈系と同様に左右別に作成されたエクセルファイルか
ら左右統合しオントロジー形式に変換したものを、男性版、女性版それぞれ作成した。こ

れも動脈系と同様の数え方により、「静脈系」は概念数: 約 3,600、接続数: 約 3,000 程度、
一方「神経系」は概念数: 約 6,800、接続数: 約 3,200 程度の規模となっている。 
(5) 関節・骨とその接続についても同様に汎用的関節構造物のテンプレートに則り、各関節
を構成する構造物とそれに接続する骨ならびに接続部分の構造物をエクセルファイルで記

述しているが、オントロジー形式への変換は現在進行中である。骨・関節の概念定義は共

に約 200~250、接続については約 350程度の規模である。 


