
    平成26年度日本医学会分科会用語委員会 
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     企画課国際分類情報管理室 室長  

水野誠司 愛知県心身障害者コロニー中央病院小児内科 
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日本医学会分科会 122学会中101出席 欠席21学会 

（ 会議資料１－１， １－２， １－３） 

 

 

１．日本医学会長挨拶  髙久史麿会長  

 

 本日は年末のご多忙のところ，各学会からこの委員会にお集まりいただきま

してありがとうございました． 

 脊山先生から，この用語委員会の新しい動きについて，特に管理委員会につ

いてご紹介があると思います．それから，お手元のプログラムにありますよう

な先生方から，いろいろな問題のご紹介があると思います．私もいろいろと勉

強させていただきたいと思っていますのでよろしくお願いたします． 

 それでは脊山先生，よろしくお願いします． 

 

２．日本医学会医学用語管理委員会委員長挨拶  

脊山洋右委員長（ 会議資料２）  

医学用語管理委員会の委員長をしております脊山です．本日はいろいろなこ

とをお諮りしたいと思います． 

 最初に，医学用語管理委員会からのご報告をしたいと思います． 
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 今年度で一番大きなことと申しますと『日本医学会医学用語辞典Ｗｅｂ版』

を４月１日から一般公開したことです．一般公開という意味が必ずしも周知さ

れていないので，アクセスの仕方をご説明します．日本医学会のホームページ

の右側に医学用語辞典と書かれたところがありますので，そこから入っていた

だければと思います． 

 各分科会で出している雑誌などに，「医学用語辞典に準拠すること」という

ような規則を載せていただくときには，このアクセスのアドレスが必要かと思

いましてここにお示しいたしました．そこがログインのページになっています

が，最初の１回だけは登録が必要です．この登録をしないと入れません．特に

この分科会の委員の方々は，以前から使われていた分科会に割り当てられた

「ＩＤ」と「パスワード」が今でも必要というように思われているかもしれま

せんが，その必要はなくなりました． 

 

 現在はログインのページで，「初めて登録される方」というところをクリッ

クしていただき，パソコンのメールアドレス，それからご自分で決められたパ

スワード，そのほか氏名とかいろいろの治応報を記入しますが，基本的にはそ

の２つが必須項目です．このように１度だけ登録していただくと，次回からは

「ログイン」のタブを押すだけで簡単に入れることになります．この登録を済

ませますと医学用語辞典全般のqualityに関わるいろいろなことができるよう

になっています．例えば，新たなる提案であるとか「この言葉はこういう表現

が適切」というような提案もできるようになっていますので，１回だけはきち

んと登録をしていただくことが必要になっています．  

 11月５日に「日本医学雑誌編集者会議」というのが行われましたが，医学雑

誌への投稿にあたって，「分科会の用語集と共に医学用語辞典Ｗｅｂ版に準拠

する」という一文を，投稿規定に盛り込むことが呼びかけられています．この

ときにパソコンのメールアドレスと，ご本人が決められたパスワードでログイ

ンしてアクセスしていただきたいと思います．今年４月に一般公開してから現

時点で８か月たちましたが，現在4,835名の方が登録されていまして，順調に

利用されていると思います． 

 このＷｅｂ版は，昨年の６月から英和と和英を一体化しましたので，今まで

あった英和・和英の概念ではなくて，どちらからでもアクセスできていろいろ

な使い方ができるというように組まれています．後ほどまたご報告あると思い

ますが，使い勝手の良いＷｅｂ版を一般公開していますので，どうぞご利用い

ただきたいと思っています． 

 それでは，最初の議題Ⅰは「疾病，障害および死因分類の改正とＷＨＯにお
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ける国際統計分類の検討状況」について，厚労省の方からご報告いただきたい

と思います．よろしくお願いします． 

 

３．議事  

  

１．疾病，傷害及び死因分類の改正と WHO における国際統計分類の検討状況

について（ 会議資料３－１， ３－２） 

渡 三佳 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健社会統計課 

      企画課国際分類情報管理室  室長 

 

厚生労働省統計情報部の渡と申します．よろしくお願いいたします． 

 本日は「疾病，傷害および死因分類の改正とＷＨＯにおける国際統計分類の

検討状況」ということで，お話をさせていただきます． 

 まずＩＣＤについてです．これは皆様よくご存じでらっしゃるかと思います

が，ＷＨＯの勧告により国際的に統一した基準で定められた疾病の分類であり，

現在のＩＣＤ－10は約14,000項目より構成されています．1900年に初めて国際

会議で承認，日本も同年より採用していまして，以降ＷＨＯにおいて約10年ご

とに改訂が行われ，ＩＣＤ－10は1990年にＷＨＯ総会において承認されていま

す． 

  日本では統計法施行令において，「疾病，傷害及び死因の統計分類」という

名前で定められていまして，死亡関係の統計，疾病の統計ですとか，それから

ＤＰＣにおいても利用されています． 

  これはＷＨＯの国際統計分類の概要です．ＩＣＤは主となるものですが，そ

のほかにもいろいろと分類があります．関連分類，派生分類というものもあり

ます． 

 生活機能分類のＩＣＦ，それから医療行為の分類であるＩＣＨＩというもの

もありまして，ＷＨＯでは各分類の検討を行っているというところです． 

 次に，国内における「疾病，傷害及び死因分類」の，今回の改正の流れにつ

いてお話しさせていただきます． 

 「疾病，傷害及び死因に関する分類」についてですが，現行のＩＣＤ－10は

2003年にＷＨＯが出していたものを元にしていました．かなり時間が経ってし

まったということで，今般改正を行うことにしたというところでございます．

こちらにつきましては，ＩＣＤについてわが国で適用するにあたって，総務省

の告示で定めて活用していますが，今回わが国で使っている告示されている分

類についての審議をするために，当厚生労働省の社会保険審議会統計分科会の

下に「疾病，傷害及び死因分類部会」というものを設置いたしまして，そこで
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検討していただきました． 

 2013年の11月から４回ほど部会を開催，また，ＩＣＤの専門委員会も開催し

て検討いただきしまして，一部改正の議論を行いました． 

 ＩＣＤの告示改正の流れです．下のほうが厚生労働省側での検討，上のほう

が総務省側での検討．総務省と申しましても，内閣府の統計委員会で検討にな

るのですが，このような流れで検討しています． 

 厚生労働省のほうなのですが，統計分科会で「ＷＨＯでは，ＩＣＤが新しく

なっています」というようなご報告をさせていただき，その後ＩＣＤ部会，Ｉ

ＣＤ専門委員会で検討をしまして，その結果について総務省に送り，現在は総

務省側で統計委員会の諮問・答申は済んでいまして，あとは作業をして告示を

待つばかりという状況になっています．  

 今回の改正にあたっての基本方針です．「原則としてＷＨＯの勧告どおりと

し，分類構造の変更等は行わない」ということで行っています． 

 また「2013年１月にＷＨＯより公表された勧告内容を基準として作業を行

う」，それから「分類名，病名等の和訳にあたって使用する病名および字体は，

日本医学会が取り決めている病名および字体を基本とする」．またそれ以外に

ついては「疾病，障害及び死因に関する分類の病名や字体を踏襲する」．それ

から「分類名，病名等の変更による社会的影響が大きいと考える場合は個別に

判断する」というような方針を定めまして，検討を行ってきたというところで

す．  

 以上，今回の日本における告示の改正についての話をさせていただきました

が，今度はＷＨＯ側における国際統計分類の検討状況を紹介させていただきま

す． 

 ＩＣＤの改訂なのですが，1900年に作られてから，当初は分類項目179程度

であったものがどんどん増えていまして，ＩＣＤ－９では1,179，7,130という

ことで，ＩＣＤ－10の現状のものでは14,000ほどの項目数となっています． 

 ＩＣＤの改定の間隔なのですが，ＩＣＤの最初のものからＩＣＤ－９くらい

までの間はおおむね10年くらいで改訂が行われていましたが，ＩＣＤ－10につ

きましては25年も使われてきています．  

 ＩＣＤの改善に関する用語の整理です．RevisionというものがＩＣＤ－10か

らＩＣＤ－11，ＩＣＤ－９からＩＣＤ－10というような版の変更．Updateとい

うものは大きな変更と小さな変更，Major Change，Minor Changeといっていま

すが，それぞれそのような改正・変更を行っています． 

  大きなものは３年に一度程度，小さなものは毎年ということで一応進めてい

くということになっていますが，必ずしもこのとおりになっているというわけ

でもないというところはあります． 
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 検討の組織です．ＷＨＯの国際統計分類ネットワークというのがございまし

て，下のほうの輪のようになっているようなところで検討を行っています． 

 ＩＣＤ－11の検討も行っているのですが，それは内側の点線の枠のなかにあ

りますようなもの，改訂運営会議とか各専門家からなったＴＡＧといわれる専

門部会がございまして，こういう組織で検討を行っています．ＴＡＧについて

は，日本の先生方にもご協力いただいているところがございます． 

 また，教育・普及委員会，生活機能分類グループ，死因分類グループ，国際

統計分類群拡張委員会とか，いろいろなグループがありまして，それぞれでＩ

ＣＦとかＩＣＨＩという診療行為の分類とか，そのようなところの検討も行っ

ています． 

 先ほどのこちらの図で，左側に19か所指定と書いてありますＷＨＯ国際統計

分類協力センターというのが，各国の貢献のスキームというような感じになっ

ていまして，こういう国際統計分類協力センターというものがございます．こ

れはＷＨＯを専門的・技術的に支援をするセンターになっていまして，現在19

のセンターがあります．日本もセンターとして貢献を行っているところです． 

 統計分類の意思決定なのですが，各センター１票で投票を行っています．日

本は以前オブザーバーとして参加していたのですが，日本協力センターとして

指定されまして，それで１票を入れているというところです． 

 ＩＣＤの改正・改訂につきましては，医学関係学会，医学会には多大なご協

力をいただきまして，本年も夏くらいにご意見をいただいたというところでご

ざいます．その節はご協力ありがとうございました．いただきましたご意見を

基に整理をいたしまして，ＷＨＯ側への意見出しとか，投票作業に活かしてお

ります．  

 ＩＣＤ－11についてなのですが，ＩＣＤ－10も25年も経っていますので，20

07年からＷＨＯで検討が開始されています．日進月歩の基礎医学，臨床医学，

公衆衛生の新しい知見を導入するということで，医学の専門家を中心とした検

討，先ほどＴＡＧというのを申しましたが，そういう場で検討が行われていま

す．また，新しいものとしましては伝統医学を新たに導入しています．まずは

日中韓の伝統医学というところで章立てをして，中身を作っていると聞いてい

ます． 

 あと，病名コードだけではなく疾患概念とか定義とか症状，解剖学的なもの

とか，いろいろな周辺情報も含めた情報体系を作ろうとしているというところ

です． 

 電子環境での活用を前提としたシステムとしまして，目的とする視点により

違った分類を導き出して使えるようにするというようなことが，検討されてい

ます． 
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 ＩＣＤ－11の改訂に向けた体制です．こちらの左にありますＷＨＯ組織とい

うのが，先ほどお見せしました図を少し大きくしたものでございます．内科Ｔ

ＡＧというのがあり，その下にそれぞれ分野ごとの，内分泌のワーキングとか，

そういうワーキンググループがあって活動していただいています． 

 日本は右側にありますように，日本の協力センターとして厚生労働省と，そ

のほか保健医療科学院，国立がん研究センター，日本診療情報管理学会，日本

東洋医学会というところにご協力いただきまして，ＩＣＤ－11の改訂作業を支

援しています．  

 検討組織です．こちらが詳細になります．申し訳ありませんがこちらが間違

えていまして，筋骨格系のところに日本の加藤先生にご参画いただいているの

がもれてしまっています． 

 赤字で書いていますのが，日本の先生が議長をなさっているというところで，

内科ＴＡＧは田嶼尚子先生にお願いをして，非常に精力的に活動してグループ

の作業をまとめていただいています．  

 ＩＣＤ－11の構成です．ＩＣＤ－10とＩＣＤ－11，11は作成途中なのですが，

２枚のスライドになっています．ＩＣＤ－10のほうが21章，ＩＣＤ－11のほう

が26章というところで，今のところβ版というのが出ています． 

 ４章に免疫機構の障害，６章に性と健康関連の症状，８章に睡眠・覚醒障害

というようなものがありまして，今までのＩＣＤ－10にはないような新たな章

ができるような検討がされています．ただ，こちらはまだβ版ですので，これ

からまだ少し変わるかもしれないという状況です． 

 いろいろな情報を入れる予定と申しましたが，疾患が有する特徴というとこ

ろで，疾患の周りにあるもの，このような遺伝病歴とか病理組織とか頻度とか，

そのようなものも合わせて情報として取り込んでいくというようなことが考え

られています．  

 目的ごとにそれぞれの分類を作るというイメージなのですが，今までは１つ

の分類だったのですが，今度は専門ごとに使いやすい分類を作ったり，例えば

specialty linearizationといっているのですが，各領域，各科で使いやすい

ようなものをその分類として持つというようなことができるようにということ

で考えられています． 

 また途上国であれば，途上国用の分類とかprimary careの分類とか，研究用

の分類とか，そういうものが大元のところから引っ張り出して作れるというよ

うなことで検討が進んでいます． 

 ＩＣＤ－11の改訂スケジュールです． 2013年くらいまでは2015年に出すと

言っていたのですが，少し遅れていまして，2017年のＷＨＯの世界保健総会で
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勧告をするということを目指して，作業がされているというところになります．  

 α版が作成されたのが2012年で，その後いろいろと検討がなされていまして，

現在β草案というのができています． 

 来年度は固まりました案を基に，フィールドテストとかレビューとか，今出

来上がっている分類の検証作業を行う予定とされていまして，それを基に結果

を反映して，最終案ができて，ＷＨＯでの承認というところまでいくという予

定になっています． 

 ＩＣＤ－11のフィールドテストなのですが，ＷＨＯからこうしろああしろと

はっきり示されているものではないのですが，現状のイメージといたしまして

は，ドラフトを翻訳しまして，いろいろな部分でコーディングをしてみて，そ

れが一致するかというようなことを行うとことが考えられています．また，Ｉ

ＣＤ－10とＩＣＤ－11でそれぞれコード付けをしてみて，比較をしてみるとい

うことも考えられています．  

 こちらに付けましたＩＣＨＩというものなのですが，これはinterventionの，

医療行為の分類なのですが，以前ＷＨＯも医療行為の分類を持っていましたが，

それがあまり広がらなかったというところがございまして，新たに作り直そう

というような動きがありました．それが2001年の「医療行為分類の開発を開始」

というところになっています． 

 そのあと，オーストラリアにありますＡＣＨＩというものを基にしたり，い

ろいろ検討がされていて，でもあまりアクティブではなかったのですが，最近

アメリカのＣＰＴをやっているところのＡＭＡと，ＷＨＯで一緒に検討すると

いうようなことになってきていまして，急に活動的になっているというところ

です．こちらについてもＩＣＤ－11と同じく2017年に採択ということが考えら

れて，一応予定としていわれています． 

 短くなってしまったのですが以上です．ありがとうございました． 

 

○脊山委員長  ありがとうございました． 

 かなりハイスピードでお話しいただきましたが，皆様方のお手元に，資料４

として今使われたスライドが示されていると思いますので，それに基づいて何

かご質問，ご意見等いただけましたらと思いますが，いかがでしょうか． 

 現在使われているＩＣＤ－10の次のバージョンであるＩＣＤ－11について，

これからどうやって制定されていくかというプロセスをお話しいただいたと思

います．それに対して日本の各関連分野で，どのように関与しているかという

ことがお分かりいただけたのではないかと思います． 

 どなたかご質問，ありますか． 

○大江副委員長  先ほどICD-11のβ版の一般公開，それからこの 
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interventionの分類のＩＣＨＩというのでしょうか，これのβバージョンの発

表というのがそれぞれご報告にありましたが，きょうお集まりの各学会の分科

会の用語委員の方々が少しご興味あるかもしれませんので確認なのですが，こ

の一般公開というのはもうされていて，きょうお集まりの方々も 

Ｗｅｂから見たりとかもできるのでしょうか．もしできるのであれば，何らか

の形で一般公開の情報などをまたご連絡いただけると参考になるかと思います

ので，よろしくお願いします． 

○渡 ＩＣＤ－11の，β版の章立て等とかの部分についてはＷｅｂ上で見られ

ますので，検索等していただければと思います．よろしくお願いします． 

○大江副委員長 この各学会の分科会の用語管理委員会の方々も，Ｗｅｂから

見られると．検索すれば出てくるということですね． 

 分かりました．ありがとうございます． 

○脊山委員長  今まで「ＩＣＤ－10」と言っていましたが，これおは25年が経

過したことになるのですね． 

○渡 はい． 

○脊山委員長 そうすると「ＩＣＤ－10」と言ったときに，何年版とか，その

ような呼び方があるのですか 

○渡 それぞれの年での大改正，小改正を行っていますので，ＩＣＤ－10の20

16年版とか，今回出るのは2013年版というように言っています． 

 来年の１月くらいには，日本側が2013年版を取り入れて告示ができるように

なるのですが，ここで糖尿病が今までＩＤＤＭ・ＮＩＤＤＭだったものが，

１型・２型というような言い方になり，「地震の受傷」というところが，

「津波の受傷」というものが入ったり．日本側も2003年版が基でしたので，

10年も経っていますので言葉等は変わっている部分もございます． 

○脊山委員長  分かりました．というのは，2013年版というのは日本版だとい

うことですね．すると大基のＩＣＤ-10いうのは…… 

○渡 現状は2014年ですので，2014年のものまでがあるということです． 

○脊山委員長  2014年版があるということですね． 

○渡 毎年毎年ちょこちょこは変更していますので，それぞれの版がありまし

て，３年に１回大改正をしていますので次の大改正は2016年が予定されてい

ます．それぞれ2016年版とか2013年版とか2010年版とか，そのような言い方

をしています． 

○脊山委員長  本来のＩＣＤ－10というのは英語だと思うのですが，それの日

本語版というのがありますね． 

 それから，大江先生がやっておられる標準病名集の病名と，それから後ほど

またご報告あると思うのですが，難病指定の病名等いろいろな病名がありま
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して，必ずしも同じではないということもありますので，その点も考慮して，

2015年版ができることを期待するということですよね． 

○渡 そうですね．今回は2013年のものを基にしたものが，来年の１月頃に日

本で告示されます．それは日本医学会の用語を主に参照させていただきまし

たが，今後先生がおっしゃったようなことをふまえ，使い勝手がいいように

していきたいと思っています． 

○脊山委員長  2017年に本家のほうのＩＣＤ－11が提案されて今から3年後の 

2018年から日本でも使われると．そのように理解してよろしいのでしょうか． 

○渡 日本で使われることにつきましては，ＩＣＤ－11が出てきましたらＩＣ

Ｄの部会とかそのようなところでご検討いただいて，徐々に準備をして使う

ようになっていくかなと思っています． 

○脊山委員長  ではまだ４，５年先になるということで，それまではＩＣＤ－

10が使われているということでしょうか． 

 今の件に関しまして，どなたかご質問，あるいはご意見いただけますか．よ

ろしいでしょうか．それでは，ありがとうございました． 

○脊山委員長  続きまして，「日本医学会医学用語辞典改訂について」，小野

木委員からお願いします． 

 

              

２．日本医学会医学用語辞典改訂について  小野木雄三委員（ 会議資料４）  

 

医学用語事典は，現在Ｗｅｂ版で公開されていますが，中身は随時修正して

おりまして，それを改訂として今回紹介させていただきます． 

 改訂の内容ですが，大きく分けて２つあります．ＭｅＳＨというのは 

Medline，文献検索をするための用語集なのですが，医学文献はすべてＭｅＳ

Ｈで索引付けされています．そのＭｅＳＨの英語に対応する用語，それがこの

辞典のなかにいくつかありまして，それに「Ｍ」のマークをつけています． 

 さらにＭｅＳＨ以外にもいろいろな用語集がありまして，ＵＭＬＳ（United

 Medical Language System）というものがあるのですが，そこのなかのどこか

に載っているような単語というのは，「Ｕ」というような恰好で分かるように

なっています．今回は，今まで2012年版に対応していたＭｅＳＨ，それの用語

をＭｅＳＨ2014年版に対応させたということです．ＭｅＳＨの言葉を全部採用

するのではなくて，いくつか適当ではないものを除きました．その方針につい

てお話しします．それからもう１つは，医学会用語辞典のＷｅｂ版には要望を

投稿するという機能がありまして，実際に投稿された件についてのご説明をし

ます． 
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 まずＭｅＳＨですが，ＭｅＳＨのほかにこの医学用語辞典にはいろいろな機

能があります．基本的には，医学用語に関して英語と日本語の対応付けを行う

ということです．その次に，さまざまな同義語があるなかで，どの言葉がいち

ばんふさわしいか，それを日本語について設定しているという機能があります．  

 多くのものには代表語がついていますが，ほとんどはただ同義語が列挙され

ているだけで特に代表語がないものが多いと思います．ただ，代表語があるだ

けではなく，これは積極的に使うべきではない，もしくはこれを使ってほしい

と．そういうものに対して【旧】の印とか，推奨の【奨】の印とか，そういう

ものをつけるようになっています． 

 最後にＭｅＳＨとの対応を示すという機能があります．このようにいろいろ

なものが目的として含まれているので，非常にややこしい構造をしています．

のちほど申し上げますが，いろいろ投稿されてくる要望のなかにもそういうも

のが複雑に入り込んでいる気がします．  

 まず，ＭｅＳＨですが，2014年版というのは概念数が27,149個，用語自体は

22万個ほどあります．概念というと難しいのですが，いろいろな同義語がある

なかでそれを代表する言葉Main Heading，それが27,149個あるということにな

ります． 

 前回，2012年版で今医学用語辞典に入っているＭｅＳＨのマーク，それ以降

で2014年版までに1,056個のMain Headingが追加されています．それに対して

検討を行いました．そのうち 541個の Main Headingを採択することにしました．

約半分ですが，どうして半分しか取らなかったのかというお話をいたします． 

  

先ほども申し上げましたが，ＭｅＳＨはもともと索引付けを行って検索する

ための用語集です．もちろん医学に関連しない用語もたくさんあります．それ

から，検索のための用語．十把一絡げに，ある領域をまとめて検索する．その

ような言葉もあります． 

 それから，研究が盛んな領域であるとか，高度に細分化されて医学用語辞典

にあまりふさわしくないような，あまりに細かい言葉というのもあります．お

おまかに分けて，こういうものを除くということになります． 

 ＭｅＳＨはカテゴリーというものが記載されていて，ＡからＮまで，それか

ら最後にＶとＺというのがあります．このなかでＤ「化学物質と薬物」，これ

はあまりに細かい化学物質の名前が列挙されていますので，これを省きます．

それからＶ「出版特性」とＺ「地理」ですが，これも医学自体には関係がない．

むしろ文献検索には関係があるのでしょうが，そういうものは医学としてはふ

さわしくないということで，カテゴリーでＤとＶとＺを除外しています． 
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それ以外に医学用語ではない語彙．ここにお示ししましたようにAnimals， 

Baseball，Beauty，Bread，そのほかいろいろとありますが，今回の更新のな

かではAir，Beds，Candy，Fishes，Marriage，その他いろいろこのような言葉．

医学辞典に入れなくても普通の英語の辞典で十分に分かる，もしくは常識で分

かるであろうという言葉は省いています． 

  Medline検索用の「範疇」と書きましたが，検索をするために十把一絡げにと

いう，ある範囲のものをまとめて指定するような言葉です．例を言いますとA

nimal Diseases，動物の病気です．複数形で書かれているので分かりやすい

のですが，こういうものが特徴的です． 

 今回の例でいいますとBites and Stings，これは噛み傷であるとか刺し傷，

両方まとめてそれに関する論文を検索したい，そのためにある言葉です． 

Costs and Cost Analysis，これも同じような感じです．Elevators and Escal

ators．それに関する論文はもちろんあるのでしょうが，これを日本語に訳し

たところで，エレベーターとエスカレーターという日本語になって何も面白く

ないですね．ですから，これは省いたということになります． 

 ほかにもいろいろありますが，これを見分けるのが非常に難しくて，ＭｅＳ

Ｈの言葉のなかで「範疇」の言葉であるのか，それともちゃんとした言葉であ

るのかというのを見分けるのが，なかなか難しかったような気がします． 

  

これは細分化された言葉です．Chromosomes, Human, Pair10．あまりに細か

くて人間のChromosomes，そのレベルでも十分であろうということで，それ以

上細かいものは省いてあります．ほかにも山ほどこういうものはありました．

もちろん研究でこういうものを索引として文献検索をしたいという場合には，

もちろんこれは非常に必要な言葉だと思うのですが，それは文献検索で必要な

言葉であって辞典には必要ないということです． 

 これは個別判断の例ですが，Medicare，Medicaid，State Health Plans．ア

メリカの制度に関するものとか組織であるとか，そういうものが多いのですが，

これは個別判断ということで採択したものもあれば，非採択にしたものもあり

ます．Nurse Practitionersというのも，日本で導入されればそれに対応する

言葉というのが採用されるようになると思います． 

以上がＭｅＳＨに関することで，次から要望の投稿に入ります． 

 2014年４月以降，今まで約７か月の間に投稿された要望は，13名の方から50

件の要望がありました．50件の要望ですが，それを展開し，関連する用語75件

について検討をしています．多くは言葉が間違っている，字が間違っている，

読み仮名が違うという単純な修正で，これは修正いたしました． 
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 それ以外，専門的見地からの確認などを行いまして，４件がそのまま修正せず，

42件は修正．３件は，判断が難しいというか意味不明なものが多いということ

です．26件がちょっと難しくて，要検討というように分類しました． 

 修正したもの，修正しなかったものの例です．左側に「橈側皮静脈」，真ん

中に「頭側皮静脈」と書いてあります．これは「頭側皮静脈というように訳す

のではないですか」と，そういう投稿があったということです．これはなぜか

と言うと，cephalic veinという言葉でcephalicというのは「頭」を意味する

ので，それは昔の人が間違って訳したのではないかということだったと思いま

す．これは解剖の先生にお尋ねしまして，元通り「橈側」が正しいと．手首で

すから親指側の橈骨，これの「橈」という字が正しいということで非修正にな

っています． 

 次が，Hermanski-Pudlak．このHermanskiの最後の「i」を「y」にするので

はないか．確かにＷｅｂで引くと「y」で書かれたHermanskyが非常に多いので

すが，ＭｅＳＨの側ではちゃんと「i」と登録されているので，これについて

はＭｅＳＨに合わせるということでそのままにしてあります． 

 以降は修正の話ですが，「マルピギー管」は「マルピーギ管」が正しい．毛髪

細胞，これはhair cellという英語で，それに引っ張られて「毛髪」になった

と思うのですが，正しくは「有毛細胞」です．それから「ライソソーム」 ，

その同義語として「リソソーム」を加えたほうがいいのではないかということ

で付け加えてあります．「サビンワクチン」というように書いてあったものは，

「セービンワクチン」というようにしました． 

 それに関連して，非経口ポリオ生ワクチン．ソークワクチンの同義語にこう

いうものがあったのですが，ソークワクチン自体は不活化ワクチンですので，

これは間違っているということで削除しました． 

 小人症「dwarfism」．ほかにもこういう差別的な言葉と認識されている言葉

が最近たくさん増えてきまして，「小人症」を「低身長症」というように改め

て，同時に「小人症」という言葉に【旧】の印をつけています． 

 次は，要検討の例です．順番に行くと大変なのですが，大きく分けると同義語

に追加していいのではないかというもの，読み仮名が違ったもの，それから本

当に間違っていたようなもの，いろいろです． 

 最初に書いてある「低比重リボタンパク」というものは，タンパクとタンパク

質とどちらもあるので，どちらが本当ですかというお話です．２番目のrigidi

ty，これは表記ゆれがあって「固縮」「強剛」「硬直」，それらのどれが正し

い日本語であるのか．表記ゆれがあるので，それを正しく示してもらえないだ

ろうかという要望でした． 

 この辺りは，最初の目的のところでもお話ししましたが，ほかにももっとた
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くさんの同義語のある言葉もあるのですが，そのなかでどれを代表語とするか

というのを定めていない概念というのがたくさんあります．生理学であるとか

神経生理学であるとか，その領域に絞るとある程度はそういうものの代表語と

いうのが決まることもあるのですが，今，領域を定めていない状況ではこうい

う言葉というのにはいろいろな言葉，いろいろな日本語があるということで，

列挙するようにしています． 

 同義語を追加するのはよしとして，動静脈血酸素較差は「かくさ」か「こう

さ」かですね．これもいろいろ辞書を調べて較差は「かくさ」らしいというこ

とで，「かくさ」にしています．それからハイフンの有無．それについてはＭ

ｅＳＨに合わせるということで，B-cellであるとか，antimicrobialのような

言葉については対応しています． 

 

 それから，読み仮名．「洞」は「とう」か「どう」か．「洞性」は「とうせい」

か「どうせい」か．それから「上４分の１盲」は「うえよんぶんのいちもう」

なのか「うえしぶんのいちもう」なのか． 

 まだこれからいくつか眼科に問い合わせないといけないとか，ご意見をお尋ね

することもあるかと思います．「帯状」は「おびじょう」なのか「たいじょう」

なのかどっちなのか．これは「帯状角膜炎（たいじょうかくまくえん）」とい

う言葉があって，そのなかに「帯状ヘルニア（たいじょうへるにあ）」という

言葉もあって，これも問い合わせないといけないのですが，「帯状回ヘルニア」

の間違いであろうということで，「帯状ヘルニア」という言葉自体は「帯状回

ヘルニア」に変更してあります． 

「昼間仮眠」は「ひるまかみん」か「ちゅうかんかみん」か．これは「ひるま」

にしました．「真性細菌」，これは正しいの「真正」のほうが正しいです．

「罹患率」は避けるべき用語ではないかという投稿があったのですが，そんな

ことはないということで「罹患率」はそのまま使っています． 

 「慢性疲労症候群」は最近出てきた言葉で，患者さんは非常に辛い思いをして

いて，筋痛性脳脊髄炎という言葉も，ほかの病名もいろいろあるのですが，そ

のように重い病気，重い状態であるのに「慢性疲労」と．「ただ疲れ過ぎじゃ

ないの」みたいな誤解をされる言葉であると．「これはちょっと納得できない．

もっとほかの言葉を出してくれ」という要望がありました．これについては，

世の中の趨勢というか学界との対応とか，そういうのを待つということで，と

りあえずは「筋痛性脳脊髄炎」というのを登録することにしてあります． 

 これらが要検討の例です．ちなみに，いちばん上のタンパクとタンパク質に

ついて，似たような言葉がほかにもあるのではないかと，それを類似パターン

として探してみました． 
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～性，～法．断層心エコー法というのは，「断層心エコー」としても全く同じ

意味で使われているではないかと．リウマチ病学は「リウマチ学」でも同じで

はないかとか，そんな感じです． 

 いちばん右側に，それに関連する語彙数というのが出ています．タクパク質と

いうのは下から４番目ぐらいにありますが163個．それよりも非常に影響の大

きい千個以上という言葉がたくさんあります．これについては，とりあえずは

同義語としてそのままやっていますが，もう少し検討したうえでふさわしい方

向に変えていきたいと思っています． 

 

 以上，まとめです． 

 ＭｅＳＨに対応したということ．それから，用語に対処したということ．それ

で2014年３月27日と11月30日に改訂版を出しています．今後とも要望の投稿，

よろしくお願いしたいと思います． 

以上です． 

 

○脊山委員長  ありがとうございました． 

 これまでに14名の方から50件ぐらいの提案がありましたが，最初に私が申し

ましたように，医学用語辞典ＷＥＢ版に登録していただくと新たな提案がで

きるようになっていますので，いま例をいくつか示していただきましたが，

「この言葉は，こういう意味ではないの？」とか提案ができて，それはリア

ルタイムに私共に伝わってきますので，ぜひ医学用語辞典Ｗｅｂ版に登録し

ていただいて，そういう場を活用していただきたいと思います． 

 ただ今の報告について何かご意見，ご質問ありますか．どうぞ． 

○峯 徹哉（日本消化器内視鏡学会）  

日本消化器内視鏡学会から参りました． 

 今の説明で，非常に大変だなというのは分かりますし，ご苦労されているの

も分かるのです．ただし，抜けている点があります．たとえば日本で最初に

発見した人，また発明した手技は，日本人が提唱した日本語がありますね．

そのあと，海外でそれとは別の英語になってしまった．その英語を日本語に

変えてしまって，最初の言った方の日本語と全く違うこともあると思うので

す．そういう経過に関しては，どう考えられておられるのでしょうか． 

 日本人が始めた手技ですので，それはやはり尊重すべきではないかという気

がするのです．そういうことは，用語委員会とかではどう考えていらっしゃ

るでしょうか． 

○小野木委員  具体的には，どのような言葉がありますか． 

○峯委員  たとえばＥＲＣＰという言葉がありますね．手技のことなのですが，
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内視鏡的逆行性膵胆管造影．それが今，ＥＲＣＰという言葉がアメリカとヨ

ーロッパでそのように使われているし，日本でも同じように使われています．

その日本語訳が「内視鏡的逆行性胆管膵管造影」になっているのです．「膵

胆管」という言い方を，最初に手技を確立した人がちゃんと論文にも書いて

いるのですが，それが外国の言葉になってしまって，和訳をされ別の日本語

にしてしまったので，最初の言葉と違った言葉になっていることがあるので

す．そういう点がどうなのかなとずっと思っているので，この場を借りてご

質問したいのですが． 

○小野木委員  歴史的な言葉については，あまり考慮されていないと思います．

たとえば「鵞口瘡」という言葉が昔あって，最近あまり使われていないので

第３版になるときに削ったような，そのほかにも古い言葉はかなり削ったり

しているのです．ただ，ＥＲＣＰは今も使われていまして，それについての

日本語はおそらく一般的によく使われているほうを重視します．同義語とし

て，ほかの言葉や表記も加えるというような感じだと思います． 

○峯委員  私は内視鏡学会の用語委員長もやっていまして，学会では代々から

その先生の立場を尊重して，最初の日本語を使うということを，日本消化器

内視鏡学会ではやっているのですが，ほかの日本消化器病学会とか日本内科

学会では，逆にＥＲＣＰという単に英語を和訳した言葉で使っているので，

ちょっとどうかとずっと思っています．そういう点もまたいつか質問をした

いと思いますし，そのこともご配慮いただければと思っています． 

 どうもありがとうございました． 

○小野木委員  ありがとうございました．ぜひ要望として投稿していただけれ

ばありがたいです． 

○脊山委員長  ぜひ投稿していただきたいと思います．  

○斉藤洋司（日本緩和医療学会）  

日本緩和医療学会の斉藤です． 

先ほど用語の修正についてのご説明で，Ｗｅｂから個人が出したものに対応し

た内容だったと思うのですが，私たちの学会からも追加や修正の用語案を出し

ています．それらの用語についてはまだ検討中なのか，どういう対応になって

いくのか教えていただけますか． 

○小野木委員  いくつかの分科会から，比較シートという要望がありお出しし

ています．ただ，現在のところ戻ってきているのは大腸肛門学会だけだと思い

ます．放射線腫瘍学会からは，「比較シートなしに，こういう言葉を追加して

ほしい」ということが来ています．それは戻ってきた時点で，違う部分を探し

出してそれを検討するという，そういうフェーズに入ると思います． 

○斉藤委員  ９月か10月に提出しているはずですが，もう一度学会の事務局に
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確認してお問い合わせしたいと思います． 

○小野木委員  ただ，こちらの作業をできるようなフォーマットに，今変えて

いる最中かもしれませんので． 

○斉藤委員  そうですか．こういうフォーマットで提出してくださいというこ

とをお聞きし，そのフォーマットで提出はしています．よろしくお願いします．  

○小野木委員  分かりました． 

○柏井 聡（日本眼科学会）  

日本眼科学会の柏井です． 

 先ほどお示しになられた２点に関しまして．１つのほうはおそらくquadrant

anopiaの訳だと思うのですが，現在の第６版の日本眼科学会の用語集ではまだ

旧用語として，「四半盲（しはんもう）」という名称を使っています．この名

称はあまり適切ではないので，現在，日本神経眼科学会と日本視野学会の各用

語の分科会に依頼しまして，四分の一盲（よんぶんのいちもう）ないしは（し

ぶんのいちもう）という名称についての検討をしています．これは来年，日本

眼科学会で最終的な結論を出します．したがって，現在の時点では日本眼科学

会の用語集では四半盲（しはんもう）という名称が掲載されています． 

 もう１点のほうの「帯状（たいじょう）ヘルニア」に関しては，これは眼科

の用語ではありません．眼科のほうは，先ほど指摘されましたように「帯状角

膜炎（たいじょうかくまくえん）」とかいったような名称ですが，ヘルニアと

いうのはどういうわけで入ったのかちょっと分かりません． 

○小野木委員  それは間違いですね． 

○柏井委員  そうだと思います． 

○小野木委員  では「おびじょう」ではなく，「帯状角膜炎（たいじょうかく

まくえん）」でよろしいですね． 

○柏井委員  日本眼科学会眼科用語集(第5版)には帯状角膜変性(タイジョウカ

クマクヘンセイ)：band keratopathyとして掲載されています． 

○脊山委員長  ご意見ありがとうございます．これで次の議題に移らせていた

だきます． 

 次は「「奇形」という医学用語を考える」ということで，水野先生，お願いい

たします． 

 

３．「奇形」という医学用語を考える（ 会 議 資 料 ５ ）      

愛知県心身障害者コロニー中央病院小児内科  水 野 誠 司  

                           

愛知県心身障害者コロニー中央病院の水野と申します． 

本日，提示させていただきます話題は，小児科学会用語ワーキンググループ委
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員長の長崎大学の森内浩幸教授が企画され，ここでお話する予定でしたが，本

日所用で出席できず，代理として水野がお話しさせていただきます． 

 

 日本小児科学会用語ワーキンググループでは，医学用語は患者さんと医療者

をつなぐコミュニケーションツールであるとの考えのもとに，患者さんやその

家族の視点で医療・医学用語について検討してきました．そのなかで，「奇形」

という用語はそれが疾患名として用いられる場合に，患者さんや家族が不快に

感じ，ときに尊厳を傷つけられたと感じることもある用語の１つとして取り上

げてまいりました．子供に「奇形」を含む病名をつけられた両親は，それを受

容しがたく感じることがあります． 

 

 一方で「奇形」という用語は，基礎医学から臨床医学まで幅広く用いられる

学術用語でもあります．保険や福祉の分野でも使われ，何よりも一般社会にお

いても定着している言葉です．したがって，この問題は一分科会である日本小

児科学会においてのみ議論することではなく，関連の深い学会とも共にこの問

題を検討していきたいと考えています． 

 それぞれの学術用語には，それぞれの定義があります．そのために置き換え

は容易ではありません．しかし，疾患の名称として用いられる場合には，患者

さんがより受け入れられやすい名称に置き換えることも検討されうると考えま

す．スライドには１つの置き換えの例を示しています． 

 

 また形態異状に関して，異なる語義を持つ複数の英語の医学用語に対して，

「奇形」という１つの日本語で対応させているという問題も見えてきます． 

 このほかにも患者さんが不快に感じたり，尊厳を傷つけられたと感じる医学

用語については，置き換えが検討されるべきであると考えます．その１つには，

動物の名称が用いられている医学用語があります．例として猿線，猿手，鵞口

瘡，牛眼，蜘蛛状肢，猫鳴き症候群などが該当します． 

 顔貌に関する医学用語におきましても，動物の名称を用いたものや，患者さ

んが不快に感じる可能性がある言葉が少なからず存在します．これらの一部は，

日本医学会医学用語辞典にも掲載されている用語です．英語圏におきましても，

これらの用語の置き換えが現在進んでいます．特に動物の名称や差別的な名称

のついた医学用語に関しては，置き換えが強く進められています．これらにつ

いても，今後洗い出しと検討する仕組みが必要ではないかと考えています． 

 私どもは，患者さんや家族にとって辛い響きのある医学用語の置き換えを検

討するために，この問題の関与が大きい，もしくは関心の深い分科会が寄り合

って話し合うワーキンググループを結成することを提案いたします．進捗は随
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時日本医学会用語委員会にも連絡し，まとまった内容はすべての分科会にも通

達し，public commentsも得るようにいたします． 

 このような過程を経て，十分な審議のもとに同意が得られましたら，「奇形」

および関連する医学用語の置き換えを提言したいと考えています． 

 

   つきましては，本日の提案をそれぞれに分科会にお持ち帰りいただき，ワー

キンググループの設置および参加についてご検討いただければと存じます． 

 ワーキンググループにおける話し合いはメールを用いても行えますが，会議が

必要となった場合の旅費等の費用については，それぞれの分科会で負担するこ

とができるかどうかもご確認ください． 

 以上，小児科学会用語ワーキンググループから問題提起と提案をさせていただ

きました． 

どうもありがとうございました． 

 

○脊山委員長  どうもありがとうございました． 

 今までは分科会の先生方からの提案というのは届いていたのですが，一般公

開した結果として，いわゆる一般の方からの提案とか疑義とかというのも届く

ようになりました．今「奇形」ということを例に，各分科会への呼びかけをし

ていただきましたが，どうかご協力願いたいと思います． 

 今の件につきましてどなたかご意見，ご質問ありますか．どうぞ． 

○武内康雄(日本法医学会) 

 日本法医学会から来ました武内です． 

ご提案の趣旨は非常によく分かります．ただし一言いいたいのは，このご提案

の「異状」という言葉です．異なる状態．これはもうすでに外科学会とか医学

会などが問題にしている「異状死体」とか，死体を検案して異状があるときに

届けなければならないと医師法に書かれている「異状」という言葉は非常に難

しい言葉になっていまして，法律のほうでも医学会でも多少混乱が生じている

というのが現状です． 

 ここにさらにいわゆる「先天性奇形」を意味する言葉の代用としての「異状」

というのが入ると，ますます使い方が厄介になるのではないかと思います．何

かに置き換えるというときは，その置き換えの言葉がすでに医学会や関連する

法曹会等にあるかどうか，または関連する法律にあるかどうかについて，よく

ご検討いただいてご審議いただけなければ，非常に混乱が大きくなる可能性が

あります． 

 そういう点について，事前にどこかにお聞きになるか，public commentを求

めるとおっしゃいますので，そういうときにちゃんと聞いていただくようにし
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ていただかなければいけないのではないかなと思います． 

 ご提案の趣旨に関しては賛成ですが，言葉の使い方についてもう少し考慮い

ただけないかということで，こちらの考えを伝えさせていただきます． 

○脊山委員長 ありがとうございます． 

○水野委員  今回，置き換えを考える仕組みを作ろうという提案ですので，き

ょうここに出しました置き換えの１つの例に関しましてはもちろん詰めていな

いものですし，不適切なものもあるかと思いますが，それも広く検討していく

仕組みを作って，その上で進めていきたいというように考えています． 

○武内委員  よく承知いたしました．ありがとうございました． 

○脊山委員長  それでは次に，「電子カルテ用の標準病名マスターについての

報告」を，大江先生からお願いします． 

 

４． 電子カルテ用標準病名マスターについての報告（ 会議資料６）   

        医学用語管理委員会副委員長 大江和彦  

 

 それでは毎年この会で報告をさせていただいていますので，今年も「電子カ

ルテ用の標準名マスターについて」の，ご報告をしたいと思います．初めてお

聞きの方もおられるかもしれませんので，どういうものかということをまずご

紹介しておきたいと思います． 

 「標準病名マスター」といいますのは，病名情報を電子カルテなどの医療情

報システムで効率的に処理できるということを目的として，同じ病気でもさま

ざまな表現の違いをできる限りなくてして，１つの病気に１病名の表記．それ

から，計算機で処理しやすい病名のコード番号，こういったものを実現して，

それを一覧表にしたものということになります．コンピュータで処理すること

を主たる目的にしていますので，１つの病名の表現に対してそれを一意に識別

できる英数字の病名コードが割り当てられた表になっています． 

 それから，国際分類に対応するためにこの１つの病名表現に対してICD-10の

分類コードを振っているという表になっています．あとでご紹介しますが，約

二万数千の見出し語というようなものがあるわけですが，それだけではさまざ

まな患者さんの状態を表現するときにまだ不足するということから，どんどん

追加していくということも行われているわけです．しかし，網羅することはで

きませんので，その用語の前あるいは後ろに接頭語・接尾語という形で付ける

ことのできる修飾語のリストが用意されていまして，実際に情報システムで使

うときには，それらを組み合わせてより詳細な病名を表現できるようにしてあ

るというのが１つの特徴です． 
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 現在，これは世の中では２つの名称でリリースされています．１つは，財団

法人医療情報システム開発センター（ＭＥＤＩＳ—ＤＣ）から提供されている

「ICD-10対応標準病名マスター」というデータファイルです．もう１つは，社

会保険診療報酬支払基金から提供されている，「レセプト電算処理用の傷病名

マスター」という電子ファイルです．中の列の作り方は少し違いますが，収載

されている病名の用語数やコード，それから用語の表記などは完全に一致して

います． 

 これは2001年10月に，当時「ICD-10対応標準病名マスター」というものがリ

リースされまして，翌年，別途リリースされていたレセプト処理用のマスター

と統合して，同じものにするという作業の結果生まれてきたものでして，当時

からこの日本医学会の用語管理委員会の監修・承認を受けています． 

 そういった関係から，この会でも毎年ご紹介していますし，最後のほうでお

願いしますが，用語管理委員会の委員の先生方に随時サポートをいただいてい

ます．2003年には，修飾語も含めて完全に一本化して，現在に至っています．

  

 次に行政上の位置づけです．平成14年に「この病名マスターに収載されてい

る用語を，レセプトの傷病名欄に記載すること」という通知がされ，以後，レ

セプトの電子化にあたってはこの電子ファイルの収載用語が利用されるという

ことが続いています． 

 また，2010年の３月には，厚生労働省の標準規格の１つとして採択され，厚

労省の医療情報関係のコンピュータシステムを用いる事業で，積極的に活用す

るように通知が出されています．  

 そういうわけで，現在電子カルテシステムおよび病院に導入されているレセ

プトコンピュータシステムのほぼ100％に，この標準病名マスターというもの

が搭載されているという状況です． 

 

 メンテナンスの体制ですが，診療報酬支払基金のもとにメンテナンスをする

専門の作業班が設置されていまして，私が班長を担当させていただいています．

コアメンバーとしてはリリースをしている組織，それから臨床医数名，日本医

師会から数名，それから支払基金から出ており，コアメンバーで寄せられたさ

まざまな要望，それから新たに追加しなければいけない情報，たとえば診断分

類が新しくなったとか，そういったようなことから得られた情報をもとに追加

あるいは変更作業をしてきまして，大体年に４回，現在は３月，６月，10月，

１月に改訂版をリリースしています． 

 具体的な要望はさまざまなところから来ますが，多くは医療機関の病名管理

室のようなところから，支払基金あるいはＭＥＤＩＳのほうに要望がきていま
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す． 

 検討にあたっては，明らかに採択して差し支えないというものも多いわけで

すが，一方で，既存の病名を置き換えるといったような作業．あるいは，要望

されてきた病名よりも別の病名のほうが望ましいのではないか．そういったよ

うな疑問がある場合には，必要に応じてこの用語管理委員会の分科会の各先生

方にメールでお問い合わせをしたりして，ご意見をお聞きしています．また，

ICD-10コードの付与についても，疑義があるようなケースについては随時関係

の機関，ICD-10室などに確認をお願いしています． 

 

 この図は，上のほうにあるグラフが総数の推移でして，目盛りが右側にあり

ますが，約10年前に収載件数は19,511でしたが，現在24,529になっています． 

 

 リリースの方法です．先ほどお話ししたように基本的にはＭＥＤＩＳという

ところのホームページ，それから支払基金のホームページからリリースされて

いますが，さらに詳しい過去の改訂情報，それからさまざまな測定や検索ツー

ルが用意されていまして，それについてはこの病名マスター，作業班が運営し

ているホームページから入手いただくことができます． 

 

 これは公式なＭＥＤＩＳのICD-10対応標準病名マスターの提供サイトで，こ

ちらが支払基金の傷病名マスターの提供サイトになります． 

 現在，標準病名マスターの収載語の数は，先ほどお話ししたように24,000を

超えていますが，修飾語が約2,000強．それから，索引語といいまして，個々

の病名に異なるいろいろな表現が使われることが多いですから，同義語として

収載したり，また英語の略語、それから検索の際に見つけるためにあったほう

がいいと思われるような索引の用語，そういったものも合せて索引語として99,

000ぐらいの語が登録されています． 

 多くの情報システムで，ドクターあるいは医療事務の方が，数文字入力した

文字列を索引語のなかから検索して，ヒットした用語の本来の対応する見出し

語病名を登録できる．そのようなシステムとして作られていると思います． 

 

 なかのコード番号のことを，少しご説明します． 

コード番号は，分類コードも含めて重要なものとしては４種類が１つの病名に

登録されています．１つは，病名管理番号というものでして，同じ傷病であっ

ても異なる表現，用語があれば異なる番号を振るといったようなシステムで作

られている番号です． 

 ですから，たとえば仮に「かぜ」と「感冒」というのが同じ傷病だとします
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と，それに対しては異なる２つの語がありまして，それぞれに異なる管理番号

がついています．それに対して，それが１つの病気だということを表すために，

同じ病名の概念には１つの概念コードというものが振られていまして，これは

リリース以来基本的には変えないという形になっています． 

 それとは別に，これは先ほどのマスター作成の経緯から，レセプト電算処理

をするレセプトコードというものが別途最初から作られていましたので，それ

がレセプト処理のときに使うということで付加されています．それから，先ほ

どお話ししたICD-10の分類コードが４桁，あるいは５桁で振られています． 

 

 このように１つの病名に複数のコードがついているので，それを簡単に検索

して，どんなコードがついているかを見るということを便利にするために，こ

の病名の詮索ソフトが先ほどのサイトから提供されています．パソコン版とし

ては，Windows版で「病名くん2.0」というのがリリースされています． 

 それから，まもなくMac版の「病名マックン」というのが，もうすぐ出る予

定です． 

 

 それから，スマートフォンiPhone版とAndroid版も，昨年から公開されてい

ます．こちらのほうはちょっとかわいいアイコン、かわいい名前で「病名さん」

いう名前になっていますが，なかの病名は同じです． 

 

 ここまでが病名マスターの現状とメンテナンス状況ですが，病名のマスター

のメンテナンスにあたりまして，特に新しく病名を追加するという作業のなか

で，最近まとめてたくさん追加しなければいけないことがありました． 

 それは今年の10月に110個の指定難病が告示され，これをできる限り来年の

早い時期に対応しようということで，不足している病名を追加する作業を行い

ました．１月１日のリリースで，ほぼ対応できるものと思いますが，その作業

の過程で，病名の用語のブレといいますか表現のゆれ，微妙な違いが見つかり

ましたので，こういう違いがあるということをきょうは話題としてご紹介して

おきたいと思います． 

 青字が告示された指定難病の語です．これは告示病名ですので，今後簡単に

は変えられないものと思われます．赤字が，それとほぼ同義と考えられる既存

の日本医学会用語．それから，黒字が同じく今ご紹介した病名マスターの用語

ということになります． 

 

 いくつか例をあげました．たとえば慢性炎症性脱髄性多発神経炎については，

医学会用語では末尾のところがニューロパチーとなっています。それからクロ
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ウ・深瀬症候群，これが医学会用語ではＰＯＥＭＳ症候群とクロウ・深瀬症候

群が併記されていますが，前者のほうが優先語という形でマーキングがされて

いまして，それにしたがって病名マスターの用語のほうもＰＯＥＭＳ症候群を

採択して，クロウ・深瀬症候群のほうは同義索引語にされています． 

 次の例はＨＴＬＶ－１で，これは些細な表記の問題で，数字の１を使うかロ

ーマ数字のⅠを使うかというようなゆれがあります． 

 それから，外国人の人名の表現はかねてからよく問題になるケースですが，

スティーブンスの「ブ」の部分が，「ヴ」なのか「ブ」なのかというようなケ

ース． 

 それから，ルビンシュタイン・テイビ症候群というものがありますが，ルビ

ンスタインで，「シュ」か「ス」かという問題．あるいは「テイビ」か「ティ

ビ」かというような違いが表れています． 

 それから，高安動脈炎．これは医学会用語では大動脈炎症候群と同義とされ

ていまして，個人名をなるべく使わない病名にしていこうという流れもあると

いうことでしたので，大動脈炎症候群のほうが病名マスターに採択されていま

すが，こういった問題は，方針としてどちらを採択するのかということを決め

る際に，なかなか問題になるケースではないかと思います． 

 それから，巨細胞性動脈炎．これも医学会用語集でも「巨細胞動脈炎」と，

「性」がないという表現．それから，側頭動脈炎と同義ということが書かれて

いまして，欧米の国際分類では側頭動脈炎の表現が英語で使われていることか

ら，病名マスターでは側頭動脈炎を採択したりしていると．同じ概念だが，単

純に記述のブレというレベルではない違いという問題もあります． 

 それから，チャージ症候群のように，英字で書くのか発音で書くのかという

ような問題． 

 また，最後はクリオピリンをクライオピリンと書いているゆれの問題などが

ありまして，一度告示病名になりますとなかなか変更できないわけですが，こ

うした問題をどのように整理していくのかということが，最近の話題ではない

かと思いました． 

 これに関しては，この医学会用語管理委員会でも議論を少ししまして，先日

髙久医学会長と脊山委員長連名で，厚生労働省に対して，今後さらに増えてい

くとされているこの指定難病について，用語を決めるときに医学会用語集をぜ

ひ参考にしていただきたいというような趣旨のお願いをしたところです． 

 ということで，標準病名マスターは約13年前にリリースされまして，55回に

及ぶ改訂を続けていまして，本日お集まりの各分科会の先生方に必要に応じ助

言を得てきました．現在，ほぼ全ての医療情報システムの病名のデータベース

に活用されているということから，このビッグデータの時代にデータベース解
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析に非常に重要な役割を果たしているコード表というように言えます． 

 今後も継続して適切なメンテナンスが行われるように，分科会の先生方にも

ご協力を継続してお願いしたいと思います．私からは以上です． 

 ありがとうございました． 

 

○脊山委員長  最後のところで話題となりましたが，指定難病になってしまい

ますと，これは法律上の規程でその後は変え難いというところもありますので，

是非指定する前に医学会で使われている用語との整合性をとっていただきたい

という要望をしている状況です． 

 どうもありがとうございました． 

 それでは多少時間が超過していますので，これから辻先生に「神経疾患にお

ける用語統一に向けての課題」というお話を伺いたいと思います． 

 よろしくお願いします． 

 

６．神経疾患における用語統一に向けての課題  

辻 省次（ 会議資料７） 

東京大学神経内科の辻です． 

私は日本医学会の医学用語管理委員会の委員でもありますが，日本神経学会で

用語委員会の委員長を長く務めていましたので，その関係で話題提供したいと

思います．  

 タイトルは「神経疾患における用語統一に向けての課題」ということですが，

神経系の疾患ということで，精神科あるいは脳神経外科を含めて，神経系の領

域での用語統一ということが課題になっています． 

 この領域に関連する用語集ですが，日本神経学会は『神経学用語集』の第３

版を出しています．日本脳神経外科学会はＷｅｂで会員に提供していると伺っ

ています．それから，精神科領域では『ＤＳＭ－５の病名・用語翻訳ガイドラ

イン』というものが発表されていて，その初版が出ているという状況です． 

 これらを見ていて分かったことですが，これらの用語集の間で統一されてい

ない用語が少なからず存在するということ．それから，それぞれの学会の用語

集には，用語に対する学術的な認識はもちろんですが，それと共に，時代と共

に変動する社会状況といいますか，そういったものを考慮して，複合的な要素

のうえで作成されていて，そのスタンスが学会間で微妙に違っているというこ

とを認識する必要があると思います． 

 このような背景から，用語を統一することは望まれるのですが，単にシンプ

ルにどの用語を採用するかということだけではなくて，さまざまな複合的な要

素も十分に考慮に入れる必要があります．また，学会と学会の領域のちょうど
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ボーダーラインにくるようなところの用語というのが，ブレが出やすいと感じ

ています．  

 これは神経学用語集の改訂第３版の表紙です．この特徴を，ひと言述べたい

と思います．  

 最初に，この凡例というものが示されています．これが２ページから23ペー

ジまでという非常に長い凡例が記載されていまして，そこに用語の選択にあた

ってどのように考えたかということが詳しく述べられています．これはぜひご

参照いただければと思います．本日いろいろ話題になっていることに関しても，

かなり詳しく書かれているところがあります． 

 たとえばそのなかで１つ例にあげます．先ほども少し話題になりましたが，

rigidityの和訳です．硬直，強剛，固縮，強直といった言葉が用いられるわけ

ですが，ここに詳しく書かれていまして，たとえば本邦ではパーキンソン病に

おけるrigidityについては，その性質の特殊性から「筋強剛」という言葉が用

いられてきました． 

 一方で，電気生理学の発展に伴い筋電図所見上でspasticityに対してrigidi

tyに「固縮」という言葉が用いられてきて，それが「筋固縮」と表現される，

あるいは除脳動物などに見られるような固縮をそのように扱うということで，

状況によってこの使い分けが必要であるというように，ここで考えを述べてい

ます． 

 たとえばここにあげますように，decerebrate rigidityは「除脳硬直」と使

います．あるいは，パーキンソン病で見られるようなrigidityに関しては「鉛

管様強剛」とか「頸部強剛」とかと使います．一方で，たとえばgamma rigidi

tyなどは「ガンマ固縮」と使います．nuchal rigidity ，これは髄膜炎におけ

る項部の硬直ですが，これは「項部硬直」と使うわけで，rigidityといっても

状況によって日本語訳を使い分ける必要があるというのが，日本神経学会のス

タンスです．  

 これは日本医学会の用語，日本神経学会，それから脳神経外科学会の用語を

並べて比較してみました．お手元の資料で「折りたたみナイフ様硬直」という

ところの英語に誤植があります．clasp-knife rigidityとすべきでした．申し

訳ありません． 

 ここで見て分かりますことは，たとえばcogwheel rigidityという用語があ

ります．これはパーキンソン病でみられるrigidityの一種です．日本医学会の

ほうでは「歯車様固縮」という言葉を使っていますが，日本神経学会あるいは

脳神経外科学会は「歯車様強剛」ということで，先ほどの凡例で示した考え方

に立てば，ここは「強剛」という言葉を使うべきなので，こちらのほうを変え

ていただいたほうがいいのではないかと思われます．同じようにlead pipe ri
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gidityも「鉛管様固縮」となっていますが，これは「強剛」とすべきであろう

ということで，状況によってこの使い分けが必要であろうということです．  

 日本神経学会の凡例では，「症」「法」「術」ということについても，使い

分けをいろいろ記述してあります．本来「症」は，病気の性質を指す，すなわ

ち症状の名称に用いられてきて，その症状の集合が「病」であると．本来はそ

うあると理解しているのですが，今日ではだいぶ変わってきまして，疾患名に

「症」をつけて，症候名では「症」を省く傾向にあるということがありますの

で，使い方も時代と共に変わってきているということがあります． 

 先ほどから話題に出していますＤＳＭ－５ですが，これは日本精神神経学会

の先生方が中心になってその翻訳が行われて，現在発刊されていますが，その

ガイドラインが精神神経学会雑誌に発表されています．この翻訳作業にあたっ

て，日本精神神経学会だけではなくて精神科病名検討連絡会ということで，関

連する多くの学会の協力を得て，合議で定められているというところがありま

す． 

 ただ，たとえば日本神経学会とか，ちょっと領域の違うところはあまり参加

していないということで，先日も精神科の先生方とも，もっと広く連携できる

ように呼んでいただけるといいのではないかということをお話ししたのですが，

いずれにしましても，精神科領域では，このように非常に多くの学会で協力し

て，用語の選択を行っているということです．  

 そこに記載されている基本方針は大変参考になると思いますが，「病名・用

語を決める際の連絡会の基本方針を以下に列挙する」と書いてありまして，①

として「患者中心の医療を行われるなかで，病名・用語がより分かりやすいも

の，患者の理解と納得が得られやすいものであること．②として「差別意識や

不快感を倦まない名称であること」．③として「国民の病気への認知度を高め

やすいものであること」．④として「直訳がふさわしくない場合には意訳を考

え，アルファベットの病名はなるべく使わないこと」というように記載されて

いて，このような基本方針というのは大変重要なことではないかと，私は考え

ています． 

 今回の和訳のなかで大きなポイントは，たとえば「障害」という言葉と「症」

という言葉に関して，「障害」という表現を「症」に変えることが提案されて

います．それは「障害」といいますと，不可逆な状態にあるというようなこと

に誤解されるかもしれないということで，それを「症」に変えたほうがいいの

ではないかという意見がだいぶ出たようです． 

 その一方で，「症」とすることは逆に病名を意味しますので，過剰診断や過

剰治療につながる可能性があるなどの，慎重な意見もあったということです．

現在のガイドラインでは，この「症」を使った場合と，これまでの旧病名を
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「／」で併記するということで記載されるように説明されています． 

 たとえばpanic disorderのところを見ると，今回のＤＳＭ－５の和訳では，

「パニック症／パニック障害」ということで，ＤＳＭ－５の和訳としてパニッ

ク「症」ということが提案されているわけです．日本医学会用語辞典では「パ

ニック障害」という表現になっていますし，日本神経学会では「恐怖性障害

（パニック障害ともいう）」という表現になっていて，このあたりもズレが生

じているということになります． 

 

 それから，Gilles de la Tourette症候群に関しては，Tourette症，あるい

はTourette障害という言葉が提案されていて，神経学会ではTourette症候群，

日本医学会でもTourette症候群ということで，このあたりまでいくとちょっと

過剰かなという感じも個人的には受けます． 

 それから，Anorexia Nervosaに関しては，「神経性やせ症」という言葉が提

案されています．日本医学会のほうでは「神経性食思不振症」，あるいは「神

経性食欲不振症」ということで，ズレが生じているということがあります． 

  課題としては，神経系の疾患に関する用語に限っても，各学会から出されて

いる用語集の間で，統一されていない用語が少なからずあるということを認識

する必要があると思います．特に診療科の間の境界領域にくるような用語にズ

レが生じやすくて，お互いにそのあたりが少し共有しにくいというところがあ

ります． 

 

 それぞれの学会の用語集には，用語に対する学術的な認識だけではなくて，

時代と共に変動する社会状況など複合的な要素のうえで作成されているという

ことがありますし，小児科や精神科ではそのようなところに非常に手厚く配慮

しているという傾向があるのだと思います．用語を統一することが望まれます

が，シンプルに統一することはやはり困難なところもありまして，社会情勢な

ども含めて十分に考慮に入れて検討していく必要があるということだと思いま

す． 

 たとえば先ほどのＤＳＭ－５でもたくさんの学会が入っていますが，希望と

してはそれ以上にもっと広く連携することがやはり必要で，そこで用語の統一

に向けての検討が望まれるのだと思います．特に境界領域にくるような言葉が，

ズレが生じやすいというところに留意する必要があると思います． 

 たとえば先ほどお示ししたなかでも，ここにあるmovement disorderとか，m

otor disordersに関しては，神経学会では運動異常症という言葉を使っていま

すが，ＤＳＭ－５では運動症群とか，運動障害群ということで，言葉がかなり

違うというところがありまして，こういった境界領域にくる言葉はズレが生じ
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やすいということだと思います． 

 それから，ＩＣＤ－11のお話が先ほど厚労省の方からありましたが，現在準

備が進んでいる段階ですので，この機会により一層の用語統一を目指す必要が

あって，そのためにはこれまで以上に広い学会間の連携というものも，進めて

いく必要があるではないかなと感じました． 

 以上です． 

 

○脊山委員長  ありがとうございました． 

 最後のところに集約されていますが，日本医学会の用語管理委員会としても，

この５～６年，各分科会の用語の統合と整合性をとるということを課題にして

きました．本日は神経疾患領域における問題点というものを提議していただき

ましたが，先ほども申しましたように，今までの冊子体とか，あるいは閉鎖さ

れたＷｅｂ版と違いまして，この４月から公開されているＷｅｂ版では，「こ

こはこうすべきである」というような提案が，簡単にできるようになったので，

どうぞ問題点を指摘していただいて，それを医学用語管理委員会では関連分野

の先生方に意見聴取をするというような形でのプロセスを構築していきたいと

思っています． 

 辻先生，どうもありがとうございました． 

 幸いにしてスケジュールどおりに進行していますので，これからは質疑応答

の時間を設けています．もうすでに何人かの方からご意見をいただきましたが，

この用語委員の集まり，現在は122の分科会がありまして，そのなかでのいく

つかの分科会が独自の用語集をお持ちだということで，その整合性をとってい

きたいというのが趣旨です．それで分科会間での調整というものが基本ではあ

りますが，やはり広い観点から用語の在り方というものを考えていきたいと思

っています． 

 それからＩＣＤ10からＩＣＤ11のお話がありましたが，そういう国際的な動

きと，それに対応する日本の用語の問題ということがありまして，いろいろな

ご意見があろうかと思います．これから十数分間の時間がとってありますので，

フロアからご提案，あるいは質問等をいただけたらと思います．いかがでしょ

うか． 

○一瀬白帝（日本血栓止血学会）  

日本血栓止血学会の一瀬と申します． 

 われわれの分野では凝固因子が20くらいあるのですが，50年ぐらい前にヨー

ロッパの連中が主になって，ローマ数字で番号をつけてしまったのです．そう

しますと，ローマ数字に慣れていない（われわれを含めて）と非常に間違えや

すい．特に XⅢとⅧ ,XII． 13は３つのⅠがありますが， 12は２つで間違ったり．
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昨年度は厚労省から，13因子の濃縮製剤の保険適用を拡大してもらったのです

が，そのときの厚労省の通知もXⅢではなくⅧで来てしまったのです．とにか

く(XとVも)間違う． 

 医療現場では，頻繁にそういうことが起きています．受託検査センターでは

どうしているかというと，国際的に決められたローマ数字の横に，（ ）を入

れてアラビア数字を書いているのです． 

 われわれが論文を見ていても，そういう間違いが頻繁にあるのです．先ほど

の電子カルテ用の標準病名マスター，そのときにＨTＬＶ-ⅠのⅠを，アラビア

数字に決められたというので，私は少なくとも日本医学会における病名として

は非常にいいのではないかと思いました． 

 （ICDとマッチさせるために、国内では）せめてアラビア数字とローマ数字

を併記するようにしてはどうかということを，提案させていただきたいと思い

ます． 

○脊山委員長  ありがとうございました．いかがでしょうか． 

○大江副委員長  電子カルテの病名マスターのほうは，たしかに現在はローマ

数字を見出し語にしていまして，同義語のほうに算用数字を入れているという

ような形で，コンピュータで検索する場合にはどちらを入れてもヒットするよ

うには作ってあるという状況です． 

 実はコンピュータ上処理する場合も，アラビア数字のほうがはるかに間違い

も少なくて便利です．ローマ数字ですと，Ⅰで表すのか本当にローマ数字の文

字を使うのかというのはいろいろな問題が起こりがちですので，ご支持いただ

けるなら早速にでも直したいなと，病名マスターのほうは感じているところで

す． 

 

○一瀬委員  ありがとうございます． 

 そういう診断，検査のオーダー，それから治療薬の発注，こういうところで

頻繁に間違っているのです．ですから，（個人的な提案ですが、医療安全のた

めに）ぜひともご協力いただければと思っています． 

 

○脊山委員長  貴重なご意見，ありがとうございました． 

 スマートフォン対応の検索ソフトがオープンされているのですね．そうする

と，診療現場においてパソコンがなくてもスマホで標準病名が簡単に検索でき

るということで，これはおおいに使っていただきたいと思います． 

 先ほどは難病のところで３件の比較がありましたが，それは将来的には１つ

に統一するという努力を今行っていることを示したわけで，そのプロセスにお

いてできるだけ広い意見を聴取したうえで，１つにまとめていきたいと思って



 

- 30 - 

います． 

 そのほか，ご意見をいただけますか．せっかくおいでいただいたのでここで

お話しいただければと思うのですが．ご提案，あるいはご質問．先ほどいくつ

かの報告がありましたが，それでも結構ですので，どなたかご意見をいただけ

ますか． 

 

７ ． 閉 会 の 言 葉  

医 学 用 語 管 理 委 員 会 委 員 長  脊 山  洋 右  

 きょうは中身の濃い報告と質疑が行われたと思います．その内容をぜひ活か

して，医学用語の整合性をとるという作業を，これからも続けていきたいと思

います． 

 閉会の言葉と言っても，今お話ししたことで尽きています．きょうはお忙し

いところをお集まりいただきまして，どうもありがとうございました．これを

もちまして閉会とさせていただきます． 

 

               ――終了―― 


