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改訂の内容 

 MeSH2014年版への対応 
 MeSHからの非採択方針について 

 医学用語辞典Web版に投稿された要望 



医学用語辞典の目的 

 医学用語の英語と日本語の対応付けを行う 
 

 日本語医学用語に代表語を選定し、用語の規範を示す 
重要な場合は【推奨】や【旧語】を表示する 
 

 MeSHとの対応を示す 



MeSH2014 
 概念数（Main Heading） 27149 個 

用語数 222030 個 

 前回の改訂後に追加された1056個のMHについて検討。 

 541概念（MH）を医学用語辞典に採択。 



MeSH 
医学論文に対して索引付けを行い、検索するための用語集。 
 

医学に関連しない用語 

検索のための用語 

高度に細分化された用語 
 

これらは医学用語辞典には必要ない。 



MeSHカテゴリーでの除外 
A 解剖 

B 生物 

C 疾患 

D 化学物質と薬物 

E 分析・診断・治療の技術・機器 

F 精神医学・心理学 

G 生物科学 

H 自然科学 

I 人類学・教育・社会学・社会現象 

J 工業技術・産業・農業 

K 人文科学 

L 情報科学 

M 人間 

N 保健医療 

V 出版特性 

Z 地理 



医学用語でない語彙 
今までの例 今回の更新時の例 

Animals Air 
Baseball Beds 
Beauty Candy 
Bread Fishes 
Color Marriage 
Golf Men 
Rain Milk 
Schools Seasons 
Snow Sound 
Tennis Weather 
Moon Wind 
CD-ROM Flowers 



Medline検索用の「範疇」語彙 
今までの例 今回の更新時の例 

Animal Diseases Bites and Stings 

Annual Reports as Topic Costs and Cost Analysis 

Blood Physiological Phenomena Elevators and Escalators 

Magic Equipment and Supplies 

Malocclusion, Angle Class I Fees and Charges 

Ocular Physiological Processes Mental Processes 

Physical Processes Staining and Labeling 



あまりに細分化された語彙 
今までの例 今回の更新時の例 

Chromosomes, Human, Pair 10 Chromosomes, Human, 1-3 

Chromosomes, Human, Pair 11 Chromosomes, Human, 13-15 



個別判断 
採否 ＭＨ 日本医学会日本語 

採択 

Medicare メディケア《米国》 

Medicaid メディケイド《米国》 

State Health Plans 州保健衛生計画 

State Medicine 州による医療、国家医療 

United States Public Health Service 米国公衆衛生局 

United States Department of Veterans Affairs 米国退役軍人局 

United States Department of Defense 米国国防総省 

非採択 

United States Office of Economic Opportunity   

United States Office of Technology Assessment   

United States Indian Health Service   

United States Government Agencies   

American Civil War   

Pediatric Nurse Practitioners   

Family Nurse Practitioners   



要望の投稿 

2014年4月以降に医学用語辞典Web版に投稿された要望 

 13名の方から 

 50件の要望 

 関連する用語75件について検討 
 

 誤字などの単純な修正 

 専門的見地からの確認などを経て 
 

  4件 非修正 

 42件 修正 

  3件 判断困難 

 26件 要検討 



非修正・修正の例 

  語彙 問題点 結果 

1 橈側皮静脈 頭側皮静脈では？ 橈側が正しい（非修正） 

2 Hermanski-Pudlak Hremansky-Pudlak MeSHに合わせる（非修正） 

3 マルピギー管 マルピーギ管 修正 

4 毛髪細胞 ： hair cell 有毛細胞 修正 

5 ライソソーム リソソーム、ライソソーム 同義語に追加 

6 サビンワクチン セービンワクチン 修正 

7 非経口ポリオ生ワクチン ソークワクチンは不活化ポリオワクチン 「非経口ポリオ生ワクチン」を削除 

8 小人症 : dwarfism 低身長症 小人症に【旧】を付す 



要検討の例 

  語彙 問題点 結果 

1 低比重リポタンパク タンパク、タンパク質 調べて提示 

2 rigidity 表記ゆれ：固縮、(筋)強剛、硬直(rigor)、spasticity 問い合わせ？ 凡例？ 併記 

3 治療的自我 治療的自己？ 同義語に追加 

4 情動 感情や情緒は？ 同義語に追加 

5 痛覚消失 痛覚脱失は？ 同義語に追加 
6 カナー症候群 自閉的な では？ カナーもアスペルガーも使わない 

7 動静脈血酸素較差 「かくさ」か「こうさ」か かくさ 

8 B細胞 B-cellかB cellか MeSHに合わせる 
9 抗菌の anti-microbialかantimicrobialか MeSHに合わせる 

10 肛門洞、洞房、洞性 「とう」か「どう」か どう 

14 上４分の１盲 「しぶん」か「よんぶん」か 眼科に問い合わせ 

15 帯状ヘルニア 「たいじょう」か「おびじょう」か 眼科に問い合わせ 

16 昼間過眠 「ひるま」か「ちゅうかん」か ひるま 

17 真性細菌 「真性」か「真正」か 真正 

18 罹患率 避けるべき用語では？ そんなことない 

19 慢性疲労症候群 もっと病気らしい言葉を 筋痛性能脊髄炎を登録、同義語にはしない。 



性 アフタ性の アトピー性の アフタ性腟炎 アルカリ性の ウイルス性の 
カタル性黄疸 ダニ性皮膚炎 ポリープ性の マラリア性の 多クローン性 
非イオン性薬 ウイルス性干渉 キニーネ性弱視 リウマチ性斜頚 
抗リウマチ性の 殺ウイルス性の 発疹チフス性の アルコール性弱視 
アレルギー性応答 ウイルス性結膜炎 ヒアリン性白血球 ヒスタミン性頭痛 
ヒステリー性弱視 マラリア性悪液質 アレルギー性眼瞼炎 フリクテン性結膜炎 
抗スピロヘータ性の アテトーシス性眼運動 抗ウイルス性抗生物質 
クリプトコックス性髄膜炎 洞結節リエントリー性頻拍 
実験的アレルギー性甲状腺炎 房室結節リエントリー性頻拍 

〜性 〜 8800 

法 断層心エコー法 酸エッチング法 子宮内タンポン法 
超音波ドプラ法 卵管カテーテル法 尿管カテーテル法 心臓カテーテル法 
持続ドレナージ法 耳管カテーテル法 絨毛膜サンプリング法 

〜法 〜 1843 

病 リウマチ病学 職場ストレス病 抗パーキンソン病薬 〜病 〜 1546 
状 ポリープ状の ラムダ状縫合 クローバー状頭蓋 〜状 〜 1353 
型 ジャクソン型てんかん ロジスティック型人口 ジョーンズ・モート型反応 

固定レート型ペースメーカ 
〜型 〜 898 

様 ソーセージ様指 黄体ホルモン様作用 〜様 〜 388 
血 無カタラーゼ血症 高インスリン血症 低ナトリウム血症候群  血症 症 275 
赤 ウイルス赤血球凝集 無ヘモグロビン赤血球 赤血球 血球 195 
質 C4結合タンパク質 Mタンパク質 タンパク質分解 タンパク質合成 

大豆タンパク質 血清タンパク質 巻き戻しタンパク質  
タンパク質 タンパク 163 

尿 シスチン尿症 〜尿症 〜症 49 
線 レチウス線条 線条 条 24 
質 象牙エナメル質境界 象牙質エナメル質境界 エナメル質 エナメル 17 

「タンパク と タンパク質」の類似パターン 



まとめ 

 医学用語辞典をMeSH2014年版に対応 

 医学用語辞典Web版に投稿された要望に対処 

 2014/3/27 と 2014/11/30 に改訂版 
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