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オントロジーの設計思想 
医療オントロジーの開発における 

困難さとその解決法

1. 世界で初めての，オントロジー的にエラーの
ない本格的医療オントロジー 
12診療科に渡る約6000疾患定義 

2. オントロジー構築にかかわるいくつかの先
進的な技術の創出とそれを用いた実装 

• 疾患に関して 
– バランス異常概念に基づく新しい疾患モデ
ルとそれによる統一的な疾患定義の実現 

– 動的is-a階層の生成 
•  多様な視点への対応 

– 属性の記述 

• 構造に関して 
– 複数の観点を許容する部分構造の 
モデル化 

•  数種類のpart-of関係の導入 
– 骨，血管，神経の接続（含む関節）

•  is-a/part-of 問題 
–  <指 part-of 手> and  

<指のけが is-a 手のけが> 
–  <左／右心房 part-of 心房> and  

<左／右心房 is-a 心房> 
–  “p-operator”の導入 

• 共通性の取り扱い 
– 汎用異常状態の導入 

•  3階層からなる性質記述階層 
•  管状のものは詰まり易い 
•  袋状のものに穴があくと漏れる 

– 汎用構造物 
•  腔状構造物，管状構造物，右腕と左腕
の共通性，
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オントロジー工学の心

•  本質を見ることによって、一見錯綜して見える対象世界に潜
む骨格構造をあぶり出す 
–  厳格な概念化と本質的な性質の把握 
–  計算機処理を前提とした厳格な記述 
–  属性記述の体系化 

•  多様性を扱う手立て 
–  多くの関係者が自分の 
仕事に活かせる概念体系 

–  ロール概念の利用 
–  動的なis-a階層の生成 

•  オントロジーは単なる 
概念分類ではない

コンピュータ上で表現
2010/03/30 公開シンポジウム「臨床医学オントロジー研究開発」  3 



疾患概念の内訳

•  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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疾患記述における諸問題

•  疾患のとらえ方 
–  異常状態の一種 
–  異常状態とそれを引き起こした原因の組 
–  異常状態を引き起こした機序としての因果連鎖の総体 

(詳しくは，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 
１つ以上の結果状態との総体） 

•  異常そのもののとらえ方 
–  現象として起こっている状態そのもの 
–  生命活動のバランスが崩れた状態 

•  疾患概念組織化の多様性 
–  疾患概念の本質構造を統一した観点からの概念化 
–  特定の観点に応じた動的なクラス階層の変換 

•  多様な属性記述 
–  属性オントロジーに支えられた一般性の高い属性記述
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点線の囲みが注目対象疾患連鎖

注目する病態

実線の囲みのひとつひとつが異なる注目疾患連鎖

因果連鎖
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病名の多様性（藤田伸輔　千葉大学）

病名の由来 
•  身体部位・臓器の機能に関する病名  ○○不全 
•  身体部位・臓器の状態に関する病名  ○○炎 
•  身体部位に起こった症候としての病名  偏頭痛、狭心症、高血圧、糖尿病 
•  障害の原因による病名   心筋梗塞 
•  病理形態に基づく病名   悪性腫瘍、潰瘍 
•  病因論に基づく病名    ○○菌性肺炎、鉄欠乏性貧血 
•  発見者に基づく病名    バセドー氏病 
•  特徴的環境・職業に基づく病名  高山病、潜水病、水俣病 
•  病状の推移に基づく病名   慢性○○、急性○○ 
•  疾患群をまとめた病名   成人病、シンドロームX 
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病名の多様性（藤田伸輔　千葉大学）[続き] 
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疾患に関連する概念のis-a階層

いわゆる疾患概念

疾患・症候群等，広く認知される病気概念

複数の疾患に汎用的に現れる異常状態

ドメイン（ヒト）非依存の異常状態

ドメイン（ヒト）依存の異常状態

 一般的に，疾患のような複雑な概念は，
様々な観点から議論されるため，統一的
な定義を行うことは容易ではない．概念
定義の多様性の問題 

 そのような概念においては，統一した観
点から概念化が重要

疾患＝患者が持つ状態が異常
→複数「異常状態」の組み合わせと系列で定義

バランス異常，原因系を含むバランス異常
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異常状態の3階層構造

異常状態

異常状態のis-a階層

ヒトの異常状態

上位概念 下位概念

複数の疾患に汎用的
に現れる異常状態 

特定の疾患に現れる
異常状態 

不具合状態

疾患を構成し 
うる異常状態

疾患となる 
異常状態

ロール概念・ロールホルダー 
を介した特殊化

ドメイン非依存 
の異常状態 
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ロール概念・ロールホルダーを介した 
特殊化の詳細
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複数の疾患に汎用的
に現れる異常状態 

特定の疾患に 
現れる異常状態 

ドメイン非依存 
の異常状態 

複数の疾患に汎用的
に現れる異常状態 



汎用な 
異常状態の 
階層
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異常対象

属性

値

異常対象

属性

値

属性記述の具体例１



属性記述の具体例２
すべての異常状態は異常対象の属性の値が異常として表現され，同型フレームで記述

疾患は複数の異常状態(3組記述) 
の組み合わせで表現される

異常対象

属性

値

異常状態  異常対象  属性  値 
高血糖状態  血液  血糖値  高い  

血管狭窄  血管  断面積  小さい  
月経不規則  月経機能  周期 不規則

知能遅延  知能能力  発達速度遅い  

※対象は広義の人間，身体箇所の
みならず精神・生理機能，行動，
動作を含む 
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構造記述における諸問題

  人体構造物の本質構造の洞察 
  複数種類の部分という概念 

–  Component vs.特徴的な構造 vs. 材料 
–  Partition性（重複が無くかつ網羅性）の有無 
–  1種類のpart-of関係では無理がある 

  構造の特殊性と共通性 
 血管，リンパ管＝導管； 胃，心臓＝腔状構造 

  複数の観点 
–  部分の認定法が複数存在する 

  複数視点による構造の概念化 
  is-a/part-of 問題 

  指 part-of 手 
  指のけが is-a 手のけが 
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「胃」の構造の基本的捉え方

▌ 胃の通常のp/oを考える
▌ 胃は1つの腔状構造物

▌ その部品の詳細を考える
▌ 胃壁と胃腔より成る
▌ 胃壁は，粘膜層と筋層，外膜
の3層構造を持つ

▌ 胃壁組織は胃腺を持つ
▌ 胃壁は，粘膜下層組織，その
構成細胞といった末端的構成
物まで詳細化され，構成組織は
器官である「胃腺」を再帰

▌ 別の捉え方を考える
▌ 胃は胃底部，胃体部，噴門部
やなどの複数の構成部品より
記述

噴門部

幽門部

胃体部

胃底部

2010/03/30 公開シンポジウム「臨床医学オントロジー研究開発」 18 



構造の上位概念の枠組みと 
基本的考え •  1つの構造物はより詳細な構成部

品の集合として記述 
•  人体構造物は，細胞や組織，他器
官などの複数の構成要素からなる
構造物として概念化 

•  大枠は器官とサブシステム

器官一般 人体を構成する全構成要素とその複合

-サブシステム 器官の複合で一連の生体機能を担う

-器官 人体を構成する構成要素

　-汎用的構造物 壁状構造物などの汎用的構造物

　-組織＆細胞 細胞、組織といった末端的構成要素

　-臓器系器官 心臓や肝臓といった単体で動作する器官

　　　-最小構成器官 胃腺などの組織に埋め込まれた単体動作器官

上位概念構造の更新 
をお願いします．

•  末端的構造物と器官 
•  構成要素，器官一般は，細胞
や組織など，末端構成要素に
まで詳細化され，また，必要に
応じて，末端構成要素が器官
一般を再帰的に参照



構造における共通性と特殊性の課題

一般的には，概念の本質構造を逃さないために，共通性を汎用的な概念で捉えること
が大切．これは，深い概念理解，概念の共通性の機械処理に重要． 
同時に，専門的な概念では，概念がもつ特殊性の把握も重要なポイント

  概念の特殊性と共通性を同時に扱うことが課題

共通性

特殊性 

食道 血管

中空であり，流動物が流れる

食道噴門腺などの部分器官の
存在，ユニークな細胞により消
化液分泌

中空であり，流動物が流れる

閉塞，狭窄，流動物が詰まるなどの不具合を起こす

静脈であれば弁を有し，血管
内皮細胞独自の機能 

汎用的な構造の特質＋各器官において独自性を有する構造物としての記述  
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汎用的な構造概念の導入 
-概念の共通性と特殊性を同時に扱うために- 

共通性ある汎用な構造情報

各構造物に独自な情報各構造物に独自の情報

胃壁の層構造や胃腺
という器官の存在．

血管壁独自の層構造血
管内皮細胞独自の機能

  汎用性と独自性の両情報
を同時に扱う

  空間のような実体を持た
ない概念も，構造を構成
する構成要素(部品)とし
て定義して利用する

共通性ある汎用な構造情報

  コンテキストに依存しない
汎用的な構造概念を導入

胃壁も血管壁も壁構造
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汎用的構造物



具体的記述
構造物は複数の構成部品より成る

  胃は胃体部，噴門部やなどの
複数の構成部品より記述

  胃は汎用的な中腔構造 
  袋状で胃腔と胃壁より構成さ
れ，容積をもつ

汎用的な構造概念
により，共通の構造
情報を認識

  胃壁は，粘膜層と筋層，外膜
組織や胃腺を持ち，独自の構
成細胞(主細胞・G細胞)による
ガストリン・ペプシノゲン分泌な
ど独自の機能を有する

汎用的構造
物の特殊化
により，構造
物の特殊性
を認識

  胃壁は，粘膜下層組織，その
構成細胞といった末端的構成
物まで詳細化され，構成組織
は器官である「胃腺」を参照
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Is-a & part-of 問題
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P-operator 

　 心房　＝　左心房と右心房からなる実体 
p-心房　＝　心房の全ての部品を代表する概念 

左心房  is-a  p-心房 
左心房 part-of  心房

Xの任意の部品 is-a p-X 
p-X = Xの全ての部品を代表する概念
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Part-of構造をis-a構造に変換
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接続ポート

接続ポートの種類で，接続の種類や性質を表す 
　→ポート間の依存関係（例：ものを通すには構造的 
　　　接続が必要） 

接続ポート 
　‐ものを通すポート　（機能） 
　　　・流体を通すポート　　例）脈管の接続 
　　　・力を通すポート　　　　例）骨の接続 
　　　・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 
　　… 
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関節体

関節体

接続部分

関節の基本構造

接続部分

関節腔

関節半月

関節円盤

靭帯

関節包

関節の基本構造を持つ 
汎用的構造物を定義する

関節は先の汎用的構造
物を参照して定義する

接続構造の記述は基本方
針にのっとり、互いのポー
ト参照により記述

相互参照

接続の種類はポートにより
判別する



【脈管接続】 

【xx血管】 

【部分血管】 

【接続先血管】 

【通常接続】 

【分岐接続①】 
【接続先血管】 

【接続先血管】 

【xx血管】 
【分岐接続②】 

【xx血管】 

【接続先血管】 

【接続先血管】 

【部分血管】 

【接続先血管】 

【部分血管】 

分岐部分の故障を扱うには 
「分岐部分」を小さな部品として 
捉える必要がある

この部分も，小さな部品化

2010/03/30 公開シンポジウム「臨床医学オントロジー研究開発」 29 



【脈管接続2】 

【xx血管】 

【分岐接続①】 
【接続先血管】 

【接続先血管】 

この部分も，小さな部品化
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