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（次第，会議資料 1-1， 1-2， 1-3）  
日本医学会長挨拶  門田会長  

皆さん，こんにちは．昨年度から会長を拝命しております門田です．  
 本日は分科会の用語委員会の皆さまにお集まりいただく年1回の委員会です．

どうぞよろしくお願いします．  
 1週間前，11日ですが用語委員会関係で，今話題になっております遺伝の優

性遺伝，劣性遺伝を長年使ってきていることを，どうするか，変えるべきでは

ないか，作業はどのようにするのがいいのかということになり，公開シンポジ

ウムを開かせていただきました．各会からの幅広い意見をいただき，1週間経

ってこの会を開き，たぶん2度にわたってご参加いただいている先生方もたく

さんいらっしゃるのではないかと思いますが． 12月のこのタイミングで集ま

っていただきまして，まことにありがとうございます．  
 医学用語は，派手さはあまりありませんが，非常に重要であるのはまず間違

いない．1つ間違えば，世の中は非常に混乱に陥ることになると考えますと，

確実に時代にマッチした形で整理していく重要性があると思います．  
 同時に，医学・医療が日々進歩していくことになれば，新しいものが出てく

る，新しい言葉が出てくる．また古いことがおかしい，齟齬が出てくるという

ことになりだすと，本当に重要な，貴重な会だと思っております．  
 この用語委員会は，日本医学会では非常に早くから重要だということで立ち

上げた委員会の1つなのです．あらためて重要性を認識し，今の状況にマッチ

した形でやっていくために集まっていただいているという認識を新たに，よろ

しくお願いしたいと思います．  
 時代が徐々に変わっております． ICD-11が，いよいよ世の中に出てくるこ

とに対してわれわれの対応の必要があり，また新しい医療としてAIが出てき

ております．これから先新しいことが次々出てくるのに対して，どう対処して

いくか．  
 非常に重要な内容がそれぞれ入っています．各学会においても，扱いが少々

異なってくることもあると思いますが，医学会全体が集まってこの会を催すこ

とに意義があると思っております．  
 皆さま方のご協力を得て，混乱なくスムーズに正しいものが進んでいけるよ

うに，ぜひよろしくお願いして，私の開会の挨拶にしたいと思います．どうも

ありがとうございました．  
 

日本医学会医学用語管理委員会委員長 脊山洋右（ スライド1） 

 日本医学会医学用語管理委員会委員長の脊山です．今，門田先生が要点にす

べて触れていただきましたが，ちょうど１週間前に優性遺伝，劣性遺伝の言葉
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をどうするということで，医学会としては初めて一般の方々，患者さんの代表

や，高校教育の専門の方，言語学者，マスコミの方にお集まりいただきまして，

シンポジウムを開きました．それを含めてお話したいと思います．  
 dominantと recessiveという英語がありまして，学問的に言うと優性，劣性

でいいのですが，それでは困る場合があるということになりまして．日本遺伝

学会が，1年前の9月に，dominantは顕性， recessiveは潜性ということで用語

集を作られまして，新聞にリリースしたところ，毎日と朝日に載り，もう優性，

劣性遺伝はやめようという記事でしたので，顕性遺伝とか潜性遺伝という言葉

で教科書を書かれている方も出てまいりました．  
 こういうように用語を変える，新しい用語を決める際には，関係者の間での

十分な議論を経て，それから使用すべきではないかという意見が出てまいりま

した．昨年は新聞2紙が紹介記事を書きましたが，大変影響力が大きかったわ

けです．  
 日本学術会議でも，高校教育における用語の統一を検討されておりまして，

やはり顕性と潜性という提案が出されております．  
 用語の改訂を決めていくプロセスが必要ということになりました．私は，本

日は日本医学会の医学用語管理委員会の委員長という立場でお話をしておりま

すが，同時に医中誌Webを出している医学中央雑誌刊行会の理事長，それから

学術著作権協会の代表理事・会長も昨年から務めておりまして，この3つの会，

組織はそれぞれつながりがありまして，そういう観点から先日のシンポジウム

において，新たなことを1つ取り上げさせていただきました．  
 それは学術分野における著作権です．今までは用語だけの管理委員会，ある

いは用語委員会でありましたが，用語を使った論文を書く，教科書を作る，あ

るいは辞書を作るときには，コピーライトもきちんと意識しなくてはいけない

と感じました．本日から2週間後の1月1日に著作権法が改正されます．著作権

法の一部改正ですが，「学術分野における著作権を取り巻くトレンド」という

ことで，本日は1演題を設けまして，先生方にも論文を書く，あるいは読むと

きには，コピーライトも大切だということを認識していただきたく，お話しさ

せていただきます．  
 それでは議事に入ります．第１番目は「 ICD－11の我が国への適用に向けて」

ということで，厚労省の森先生，よろしくお願いします．  
議事  

1．  I C D－ 1 1の 我 が 国 へ の 適 用 に 向 け て （ ス ラ イ ド 2）  
森  桂 （ 厚 生 労 働 省 政 策 統 括 官 付 国 際 分 類 情 報 管 理 室 長 ）  

 厚生労働省国際分類情報管理室の森です，本日はどうぞよろしくお願いしま

す．  
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 われわれは国際統計分類， ICDをはじめとした分類を扱っておりまして，用

語の観点で日本医学会用語管理委員会と関連も深く，これまでいろいろご指導

をいただいておりました．本日は， ICD-11の話を中心に，お話しさせていた

だきます．  
 ICDに関しては，すでにご承知のところもありますので，簡単にご紹介いた

します．WHOが定めているもので，WHO憲章にも位置づけており，これを基

に，われわれは ICDを使って，たとえば人口動態で死亡統計をWHOに報告す

ることを行っております．  
 ICD自体は ICD－1，1900年から始まっておりまして，当時から日本でも適

用しておりました．今回， ICD－ 11に改訂になりますが， ICD－ 10が1990年
に改訂されておりますので，約30年ぶりの改訂となります．  
 ICDは，原文が英語となりますので，和訳をしたうえで統計法の統計基準と

して「疾病，傷害および死因の統計分類」を告示に示しております．統計基準

に位置付けることにより，公的統計，たとえば人口動態，または患者調査とい

った疾病統計など，さまざまな公的統計でこの分類を使うことになります．  
 死亡統計，こちらもよくご存知かと思いますが，このような国際統計分類を

用いて，長期のトレンドを把握することができます．  
 また近年の動向として，がん登録推進法が改正となり，死亡情報も用いるこ

とができるようになりました．運用は，人口動態統計のデータを全国がん登録

データベースに提供することにより，罹患情報等と突合してさまざまな分析に

使うなどの活用も始まっております．  
 次に， ICD－11について，ご報告とこれからの作業についてお話しします．  
 こちらは特徴をまとめたものですが，医学の専門家を中心に，特に今回は日

本の先生方，学会をはじめ財政的支援，人的支援を含め，たくさん参加いただ

いて作り上げてきたものです．  
 また，これまで疾病・死亡統計をメインに使われておりますが，もう少し視

野を広げてプライマリケア，臨床研究でも使いやすいように，柔軟なコード体

系となっております．また，日中韓の伝統医学が新たに盛り込まれました．  
 ICD－10と大きく異なるのは，これまで書籍を中心に展開されておりました

が，電子的な環境で使えるようにということで，時代に即した分類，システム

を作り上げてきた経緯がございます．  
 ICD－ 11開発は，遡ると 2007年，10年ほど前から始まった長い作業になり，

東京でキックオフが行われました．  
 日本医学会，日本内科学会，また日本病院会などさまざまなところから財政

的支援，人的支援をいただきまして今回の公表にいたりました．  
 これは以前， ICD－11が開発を行っていたときの検討組織で，内科，筋骨格
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系，眼科，そして伝統医学，また内科TAGにぶら下がるさまざまなワーキン

グなどで，日本の先生方が共同議長やメンバーとしてご参加いただきました．  
 これ以外にも国際学会を通じてご協力をいただき，先生方や学会のご協力に，

改めてこの場を借りて感謝を申し上げたいと思います．  
 今年6月にWHOが公表しました ICD－11の内容について，ご紹介したいと思

います．  
 新しい章がいくつかでき，コード数自体も増えております．まずは分類が詳

細になっています．これまで ICD－10では４桁を中心とした分類になっていま

すが，ものによって５桁，６桁といった細分が設けられています．  
 分類軸そのものが変更になっているところもあり，たとえば新生物ですと，

解剖学的な軸がメインとなっていましたが，組織型，病理を軸とした分類への

変更があります．  
 章の新設として，免疫系，睡眠・覚醒障害，性保健健康関連の病態，伝統医

学の病態．また， ICDとは別に制定されています国際生活機能分類の一部を取

り込んだ生活機能評価に関する補助セクションが，新しく盛り込まれています．  
 また，内容の変更ではありませんが，章の移動で，大きなものの 1つの例と

して，脳血管疾患の移動が挙げられます．これまでは循環器系の疾患に，くも

膜下出血や脳梗塞が分類として位置づけられていましたが，昨今の現代的な考

え方，国際的な議論を経て，神経系の疾患の章に位置づけられました．  
 その他に，エクステンションコードの章が創設されました．修飾語的な情報

については，いろいろなコードに柔軟に付加ができるようなコード体系になっ

ています．  
 また，さまざまな病名レベルでもデータを把握したり追跡したりできるよう

に，分類コードとは別に，ユニーク IDと呼ばれる細かいレベルでの IDが付け

られた工夫もされています．  
 ウェブ上で閲覧できる内容になりますが，左側に分類体系があり，ひとつひ

とつクリックしていくと，分類項目ごとに分類名，さらに解説文，追加情報と

いった細かい情報，詳しい情報も盛り込まれています．  
 除外用語，②の索引用語に，病名レベルの用語がたくさんぶら下がっている

構造となっています．  
 今後のWHOにおける ICD－11のアップデートのサイクルですが，まずは細

かいレベル，索引用語レベルや誤字修正を1年ごとにアップデートします．そ

して，国際報告に影響があるものについては 5年ごと，また死亡統計，疾病統

計のルールに影響のあるものについては 10年ごととなっており，レベルに応

じてアップデートしていく考え方が説明されています．  
 WHOにおける維持管理の体制ですが，基本的にはウェブサイトからPropos
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al，意見を提出することができます．意見提出されたものを，WHOの審議委

員会でありますCSAC，統計学的な視点で審議するところ，またMSAC，こち

らは医学的な観点から審議するところ，また死亡統計，疾病統計等のグループ

で議論をしまして，各委員会で改正するものもあれば，最終的に判断が必要な

ものについてはCSACで判断していく体制となっています．以上がWHOの話

になります．  
 国内適用に向けてということで，われわれ厚労省でも審議を本格的に始めた

ところです．社会保障審議会の統計分科会の下に設置されています ICD部会，

そして ICD専門委員会において，まずは和訳等を進めていくことにしておりま

す．それを進めましたら，最終的には告示改正になりますが，厚労省の審議を

経て，総務省での審議という流れになります．  
 ICD部会は，実際に告示改正の諮問答申をする場になりますが，スライドは

構成員のメンバーになっています．医療情報や公衆衛生などさまざまなご専門

の先生方に集まっていただいています．  
 これまでに論点として挙がっているものは，まず告示対象範囲，和訳対象範

囲をどのようにしていくかということです．  
 優先事項としては，死亡・疾病統計用分類の分類名，索引用語といったもの

を先行してはどうか．そのうえで，告示の対象範囲を検討してはどうかという

議論がありました．  
 また電子的な環境整備というところで，日本語でも使えるように整備をして

いくといった話がありました．  
 日本ではWHOの分類を集約した疾病分類表，死因分類表を作成しています．

これについても ICD－11に対応していく必要があり，今後の課題となっていま

す．  
 当面の作業としての和訳の考え方ですが，まずは ICD－11全体を一貫性のあ

る和訳にしていくことと考えていますが，場合によっては意訳を検討してはど

うか．意訳をするに当たっては，用語の概念範囲が変わらないようにというこ

とで，検討を進めたいと考えています．また，複数候補がある場合は，同意語

として追加してはどうかといった意見も挙げられています．  
 和訳を進めるにあたっては， ICD－ 10の既存訳，こちらは 30年前に作った

ものが基本となっており，この見直しも含めて検討していきたいと考えていま

す．また，日本医学会用語管理委員会で整備されています医学用語辞典との学

術的な整合性や，医療機関でよく用いられている標準病名マスター／傷病名マ

スターといったものも，参考にしたいと考えています．  
 先週， ICD専門委員会を開催したところで，まずは ICD専門委員会のメンバ

ーを中心に作業を進めたいと考えていますが，日本医学会を通じて傘下の学会
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にも意見照会をしたいと考えています．  
 実際の作業ファイルは 10万語を含むものになりますので，こちらを見てい

ただき，ご意見があれば意見提出をしていただきたいと考えております．  
 その際は，全体的なルールや考え方に則っていただきつつ，学術的な観点で

も意見の提出をお願いしたいと考えています．  
 意見を提出していただく際には，分類の構造全体を理解するために， ICD－

11のウェブサイトに飛んでいただく必要があります．用語の整合性という観

点からは，日本医学会医学用語辞典や病名マスター，また各分科会の用語辞典

等もあるかと思いますので，それらも参照しながら，ご意見等ありましたらい

ただければと考えています．  
 こういった作業を来年の2月にかけて一旦とりまとめて，来年5月にはWHO
総会に提出される最終版を確認したうえで，1次案，2次案を作っていきたい

と考えています．  
 個別にまた全体として医学用語管理委員会等にご相談することもありますの

で，ぜひご指導をよろしくお願いしたいと思います．  
 和訳以外のルールや，疾病，死因分類表の作成等も進めましたら，諮問，答

申を進め．早ければ早いほどいいのですけれども，おそらく数年かかる作業で

はないかと見込んでいます．  
 ICD以外の情報提供として，昨年もさせていただいたので，進捗したところ

だけご報告します． ICD以外に開発を進めている，Health Interventionの分

類といったものがあります．  
 今は案の段階で，WHOにおいて作業しているものです．主には手術や検査，

リハビリ等が中心になりますが，それ以外にも生活機能や政策評価，公衆衛生

上の介入など，幅広い範囲となっています．現在ウェブ上でも見られ，意見提

出もできるような状況となっています．分類体系も出てきています．  
 並行して厚生労働省でさまざまな公的なデータベースの整備も進められてい

ます．これらをリンクしたり，包括的に使っていくように整備が進められてい

ますので，このようなところで ICD，もしくは ICF， ICHIも活用しながら，医

療情報をさらに活用していければと考えています．  
 健康，医療，介護，さまざまなプラットフォームとして使っていくデータベ

ースの構築を進めながら，国際統計分類も貢献していきたいと考えています．  
 発表は以上になります，これからもご指導をよろしくお願いします．  
○脊山委員長  ありがとうございました．長らく待ち望んでいた ICD－11がい

よいよ動き出したということなのですが，本年6月に英語版は，一応世界に向

けて公表されたと考えていいわけですね．  
○森 はい．  
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○脊山委員長  それでは，今進められている作業で，日本で ICD－11が実際に

使われるのはいつ頃とお考えでしょうか．  
○森  できるだけ早くといったところにどうしてもなってしまうのですが．ま

ず和訳をとりまとめる，できれば来年度中にまとめたいと思っていますが，各

学会との協力や調整で，どれくらいかかるかといったところになるかと思いま

す．  
 また和訳だけではなくて，統計ルールや ICD－10や ICD－11の変換等さまざ

まな情報を整理しなければいけない．告示改正の手続きも必要になり，数年は

かかるのではないかと見込んでいます．  
○脊山委員長  では，2，3年後には実際に使われるということでよろしいです

ね．  
○森 できる限り早く進めたいと考えています．  
○脊山委員長  それからRevisionのスケジュールが先ほど出ていましたが，そ

れは英語版におけるRevisionのタイムスケジュールですか．  
○森  WHOが示していますのは，WHOの英語版におけるアップデートになり

ます．  
○脊山委員長 アップデートですね．  
○森  日本への適用は時点を固定しないとできません．また，順次毎年日本も

変わるというわけではなく，これまでは 10年くらいをめどに，日本の告示改

正は行われていますので，システムとの兼ね合いも踏まえながら，日本の改正

は考えていきたいと考えています．  
○脊山委員長  分かりました．アップデートは，英語版におけるアップデート

であるということですね．  
 森先生はあと数分で退席されるということですので，質問がありましたらど

うぞ挙手をしていただければと思います．もちろん，厚労省の方がまだこれか

ら残られますので，何か今のご発表について質問がありましたら，後ほどお伺

いするということでよろしいですか．どうもありがとうございました．  
 それでは次の議題に移ります．2番目は「日本医学会医学用語辞典WEB版の

メンテナンス報告」ということで，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WEB版のメンテナンス報告（ スライド3）  
小野木雄三（国際医療福祉大学教授／日本医学会医学用語管理委員会委員）  

 小野木です．毎年，医学用語辞典Web版について，何かしらお話しをしてい

ます．本日は現在ではなく，ちょっと未来のお話をしたいと思います．  
 未来の話をするに当たって，現在までどのように歩んできたのか，どのよう

に内容を改訂してきたのか，語彙がどれくらい増えてきたのか．そういうお話

をしたうえで，今後の改訂方針をどのように変えていく可能性があるのかを考
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えたいと思います．  
 この1年で追加された語彙数ですが，いちばん多かったのが厚生労働省の指

定難病で，実際には331語あるのですが，これには行政用語も含まれています．

たとえば「心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症」と「心室中隔欠損を伴う肺

動脈閉鎖症」があります．これは病名として難病には存在するわけですが，そ

のまま辞典に加えてもあまり意味がないと思われましたので，厳選してこれよ

り少ない数を登録しています．  
 それからMeSH，これは医学会用語辞典第3版が出版されたときから加わっ

たのですが，2015年から2017年の3年分，それから2018年の1年分を現在追加

する予定です．実際に追加されれば，MeSHから追加された語彙数ではいちば

ん多いことになります．  
 それからWeb版になってから要望というのを投稿していただけるようになっ

ておりまして，この辞典の内容も要望によって改良されていく仕組みになって

いますが，今年の場合には真菌の名称が56個追加されています．  
 大体，このような感じで毎年，どこかの学会から要望があったり，MeSHか

ら追加があったり，投稿で追加があったりします．全部合計しましても 1200
くらいです．非常に寂しい増加の割合になっています．  
 これをグラフにしました．まず2007年，第3版が出版された頃からです．次

にWeb版になって，この小さい点々は全部改訂されている，小さい変更がどん

どん加わっているタイミングを示していますが，この矢印があるところで大き

く増えています．これが実は，日本医学会総会に相当しています．  
 最初に，第3版は日本医学会総会に間に合うように出版されました．次にWe
b版はCDでの配布を用意していたのですが，震災があって日本医学会総会自体

が流れてしまったので，実際にはCD配布は行われませんでした．が，辞典の

内容はここでどんと増えています．  
 それからここでは，実際には日本医学会総会に間に合わせようとしたわけで

はないのですが，やはりMeSHに関連する言葉が加わっていて，これだけ増え

ています．今回，MeSHがいちばん多いのですが，指定難病の言葉を追加する

ことで，これだけ増える予定になっています．  
 このように徐々に増えているように見えますが，全体から見るとこんな感じ

で，縦軸をゼロから数えるとほとんど変わっていないということになります．  
 しかし，この 12年の間に，医学に関する用語はどんどん増えているはずで

すね．新しい技術がどんどん世の中に出てきていますし，それに携わった言葉

も増えているはずなので，この状態ではちょっとよくないと思われます．  
ということで，現在の辞典改訂の手段は，MeSHからの語彙追加，投稿され

た要望の採用，それから学会から個別に語彙の追加依頼があった場合，という
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ことになります．  
 さて，分科会用語集と辞典との比較チェックシートというサービスを以前か

らやっています．日本医学会の用語辞典と分科会の用語集とを比較して，違い

を示して，日本医学会辞典にこういうものを加えてほしい，もしくは修正して

ほしい，という要望が分科会からありました場合には，応じるようにしていま

す．  
 昨年も，日本糖尿病学会の用語集と比較を行い，その結果をもとに日本糖尿

病学会から要請があり，語彙を追加していますが，それほど大量の追加には至

っていません．現在までに 12の学会にチェックシートをお渡ししていますが，

糖尿病学会のような例は少なく，語彙の増加にはあまりつながっていません．

それに日本医学会には129の学会がありますが，これら100あまりの学会との

比較はまだ行われていません．  
 ここからは少し先の未来のお話ですが，将来可能になるかもしれない改訂方

法についてお話したいと思います．まず，最近AIが流行っていますので，文

献であるとか，Webであるとか，そういうところから新しい語彙を探して登録

してくれるようなツールがあれば，大変嬉しいです．このようなツールは，す

でにどこかでだれかが作っているかもしれませんし，意外と早く実現するかも

しれませんが，今のところ手に入っていません．  
 次の改訂方法として考えているのは，日本医学会用語辞典には存在しないけ

れども，分科会の用語集には存在している語彙を追加してはどうかという案で，

これについてのお話をしたいと思います．  
 分科会用語集と医学用語辞典を比較する際には，分科会用語集をまずExcel
の形式に出力していただいています．Excelシートの1列目に日本語，2列目に

英語を記入していただきます．そのとき，日本語も英語も語彙は1個だけ入れ

ていただきます．コンマで区切ったり，括弧を付けて，省略を意味したり，あ

ってもなくてもいいというような意味を付けないようにしていただいて，もと

もとの用語集に括弧があった場合にはそれらを全部展開し，重複があっても構

わないので，日本語と英語とが，冗長な格好で 1対 1の語彙として，ペアにな

るようにして提出していただいています．  
 使用することのできる文字にいくらか制限がありますので，たとえば英語で

は原則として半角の英数字を使用するとか，日本語でも英数字が入っている場

合には半角を使うとか，こうした制限については，文字列チェッカーを使って

チェックしていただく体制ができています．  
 比較をした結果ですが，まず簡単なのが，日本語も英語も完全に一致した場

合です．次に部分一致で，日本語だけが一致して対応する英語が存在しない，

英語が一致して対応する日本語が存在しない，があります．次に，英語と日本
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語は両方とも存在するけれども，対応関係が異なっている場合があります．同

じ概念，つまり同義語のなかで対応しているけれども，日本語と英語の対応に

は存在しない場合．そして，概念としては違うところに属している場合があり

ます．こうしたややこしいのが日英の部分一致になります．  
 最後に，最も簡単なのが日本語も英語も存在しない場合です．これはその分

科会に特有な語彙でもあるわけですが，医学用語辞典には存在しない用語なの

で，これらをそのまま医学用語辞典に取り入れてしまえば，医学用語辞典の語

彙数は飛躍的に増加し，しかも医学界の新しい用語をうまくカバーすることが

できるのではないかと思います．  
 ちなみに，医学用語辞典と分科会用語集を比較するために，分科会の用語集

をどういう形式で提出していただいたら良いかの要件は，このホームページの

いちばん下の部分にあります．  
 ここをクリックしていただきますと，こんなページが出てきます．注意事項

がここにありまして，英語と日本語をこのように，１列ごとに，コンマなどが

入らない格好で 1対 1に並べる．冗長があっても構わないので，このような格

好にしていただく必要があり，例も載っています．  
 さらに，このいちばん下のところに文字列チェッカーがあります．Excelの
マクロで，文字列をチェックして望ましくない文字があれば警告してくれるも

ので，ダウンロードして使っていただけるようになっています．  
 さてこのようにして，もしも分科会にあって医学用語辞典にない言葉を追加

した場合，Web上の医学用語辞典はどうなるのか．そうした変更点として，ま

ず出典属性というものを追加しないといけないのではないかと考えています．

出典属性を導入することによって，後でお話しする矛盾の検出が楽になるだろ

うと考えています．  
 出典属性とは，その用語がどの分科会の由来であるかということを明記する

ような，典拠情報です．出典属性は，おそらく言葉だけに付くのではなくて，

日本語と英語のペアに付きますので，日英ペアの部分にどの分科会由来である

かということを表示することになるのではないかと思います．  
 とはいえ，今のところ，比較を行った分科会はたった 12しかありません．

もしその分科会由来の用語を全部入れたとしても，おそらく割合としてはごく

わずかです．しかし分科会の用語集もこれからは次第にデジタルに移行してい

くであろうということを考えると，いずれはすべての用語に出典属性が示され

るようになるだろうと思います．  
 例を示します．今ここで，真ん中の欄に代表語と推奨語，旧語が入っていま

すが，実は今この代表語というのは星印，それから旧語や推奨語というのは，

括弧に囲まれた形式でいちばん上の欄に表示できるようになっています．です
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から，ここは要らない情報なので，出典を示す欄に変更することができるので

はないかと思っています．  
 次に矛盾検出のお話をします．デジタルでデータが入手できるようになると，

医学用語辞典ではなくて分科会同士の間でどういう違いがあるかを検出するこ

とが，すごく簡単になります．  
 この「違い」検出を矛盾検出と言っていますが，同じ概念記述する異なる用

語である同義語の違い，同義語の中の代表語の違い，さらには概念の整理や分

割などいろいろな場合があると思います．  
 デジタルであれば比較して違いを検出することは容易になりますので，いろ

いろな比較検出ルールを作れば，見つけやすく検討しやすくすることができま

す．そうすれば分科会間での用語の調整が，現在はあまり行われていませんが，

活発になることが期待でき，医学用語の標準化にもつながっていくと思います．  
 ぜひ各分科会の用語集をデジタルにしていただきたいと思います．なかには，

まだ出版社に著作権があるというところもあるかと思いますが，いずれ改訂の

おりに，徐々にExcelなどのデジタルの形式に移行されていくと思いますので，

できましたらそこで日本医学会の辞典と比較していただけないかと思っていま

す．以上です．  
○脊山委員長  ありがとうございます．4，5年前から，小野木先生にプレゼン

テーションをしていただいています．各分科会が用語改訂を行うにあたって，

日本医学会医学用語辞典のフォーマットと申しますか，プラットフォームを使

って各分科会が用語改訂を行っていただくというケースが増えてきました．  
 分科会の用語改訂に用いるという要請があれば，医学用語辞典，先ほどあっ

た７万 8,000，８万近くの用語辞典のデータを，Excelの形で提供しています．  
 分科会でも，そのフォーマットのうえで改訂していただくと，スムーズに移

行できるようになりましたし，近隣の分科会間の用語の調整も，容易になりま

した．今後，用語改訂の予定のある分科会は，ぜひ医学用語管理委員会に問い

合わせいただいて，こちらのデータの提供と，分科会の改訂の内容の突き合わ

せをしていただければ良いのではないかと思います．すべての分科会が用語辞

典を持っているかは分かりませんが，あと100くらいの分科会がもし用語辞典

を新たに作る，あるいは改訂する計画がありましたら，ぜひ日本医学会に問い

合わせいただきたいと思います．  
 今の発表について，何かご質問はありますでしょうか．あるいはこうしてほ

しいという注文をいただければと思います．いかがでしょうか．それでは次に，

3番目の議事になります．「遺伝学用語改訂に関するワーキンググループから

の報告」ということで，辻先生，お願いします．  

3．遺伝学用語改訂に関するワーキンググループからの報告（ スライド4）  
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辻  省次（国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科教授／

日本医学会医学用語管理委員会委員，遺伝学用語改訂に関するワーキンググ

ループ座長）  
 遺伝学用語改訂に関するワーキンググループからの報告をします．  
 昨年の9月ですが，日本遺伝学会が遺伝学用語に関する改訂の提案をして，

朝日新聞などのメディアに取り上げられて，社会の関心が高いことが分かりま

した．それを受けて，日本医学会では，遺伝学の用語は，医学，教育，社会等

の幅広い分野に関連することから，用語を提案した日本遺伝学会からの委員の

参加も得て，医学用語管理委員会の下に遺伝学用語改訂に関するワーキンググ

ループを昨年 12月に立ち上げて，検討してきました．論点整理を行って，比

較的中立な立場から問題点を整理して，各分科会に提示して，分科会の意見を

いただくということを行ってきました．  
 教科書の一部ではすでに先走ってこういう言葉を使うところもありましたの

で，今年1月に，分科会に対して，慎重に対応してほしいという日本医学会か

らのお願いもお伝えしました．  
 ワーキンググループの論点整理を踏まえて，分科会にアンケートを行いまし

た．129分科会すべてから回答をいただき回収率 100％になり，あらためてこ

の場を借りて御礼を申し上げたいと思います．  
 日本医学会としては，用語を定めていく際にはそのプロセスを重視して，コ

ンセンサスを形成して広く理解を得ることが重要であると考えています．特に

社会的な影響が大きいと思われるこのdominant， recessiveの用語に関しては，

シンポジウムを開催して，医学会だけではなく幅広い分野の方々に参加いただ

いて意見をお伺いし，その議論に基づいてさらに検討を深めることになりまし

て，1週間前にシンポジウムを開催しました．  
 ワーキンググループとしては，現時点ではこういう用語にしましょうと結論

を出しているわけではなく，今回のシンポジウムの議論を踏まえて，これから

議論をさらに深めて，できれば本年度中，来年3月までに一定の見解を出すこ

とができればと，さらに作業を進めたいと考えています．  
 遺伝学用語改訂に関するワーキンググループは，ここに示したような方々に

参加いただいていまして，日本医学会の門田会長をはじめ，副会長の先生方に

も常時参加いただき，議論を深めてきております．  
 論点整理は6月に発表し，次のようなまとめをしました．dominant， recess
iveの訳語に関する経緯を，歴史を遡ってできるだけその由来についても整理

することを行いました．改訂すべきという立場と，改訂すべきでないという両

方の立場から，さまざまな意見を集約しました．  
 さらに，もしも改訂するとすればどのような用語がありうるかということで，
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顕性，潜性にこだわることなく，幅広く用語について検討して，複数の用語が

挙げられました．  
 Dominant， recessiveに関しては，遺伝形式を表す言葉であって疾患に対す

る直接の修飾語ではありませんので，そういう観点をもっと強く表す言葉がい

いのではないかという意見も出されました．また ,100年の医学の歴史の中で使

われてきた言葉であることから，急に変えると，かえって混乱を招くこともあ

って，併記すべきか否かも議論しましたし，合意形成のプロセスに関しても，

さまざまな検討を行いました．  
 論点整理からいくつか紹介したいと思いますが，改訂すべきでないという立

場，これまでどおりでよいという立場からは，生命科学分野に関わる医師や研

究者において，優性，劣性という訳語に何の問題も感じていない方々が非常に

多いことが分かりました．特に医療現場で，これで困るという経験を持つ人は

あまり多くない，ほとんどないのではないかという意見が出ました．また，変

更することによる混乱の懸念ですが，特に100年近く使われてきた訳語である

ので，安易な改訂は混乱を生むのではないかという意見もありました．  
 現在の訳語を取り下げるに当たっての懸念としては，より本質的な問題とし

て本来学術用語には差別意識等は全くなく，純粋に現象を記述する概念がある

のみであり，仮に優性，劣性という訳語が差別的な意味合いを含むとしてふさ

わしくないと公的に表明した場合，逆にこれらの言葉には差別的な意味が含ま

れると認めることになるのではないかという意見も出されました．  
 むしろ行うべきは，訳語，ラベルがいかなるものであろうとも，概念自体は

差別意識等とは全く関係ない中立なものであることをアピールして，理解が得

られるように，努力していく必要があるのではないかという意見が出されまし

た．  
 改訂すべきという意見は，学術分野の多くの人々は，学習の過程で優性，劣

性の意味を正しく理解していると思われるが，一方で優性，劣性には，どうし

ても優劣という語感を伴うので，それが問題ではないかということです．  
 また，dominantに関しては，他を支配する，影響力が強いということで，

優という言葉が出たのではないかと思われますが，一方 recessiveは，本来引

っ込むとか退くというような意味であって，劣っているという意味は全くなく

優性に対する対語として劣性が用いられたのではないかとも考えられるという

ことです．  
 ただ，優劣という印象を伴うことは避けがたく，この点は無視できないので

はないかという意見が出されています．医療現場においては，優性遺伝，劣性

遺伝を用いる場合には，患者さん，ご家族との 1対 1の対応で説明するわけで

すが，教育の場では1対多の立場で教育するので，誤解が生まれやすいのでは
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ないかという意見も出されました．  
 社会への影響ですが，やはり優劣の語感が強く影響しているということがあ

ります．教育現場では，優劣の問題が大きく取り上げられてきているわけです．  
 社会からの要望の観点では，日本遺伝学会の提案があったときにYahoo!ニ
ュースで取り上げられたアンケートでは524件のコメントが寄せられており，

数が多いということは社会の関心が非常に高いことを反映していますが，賛成，

反対は半々で割れています．反対の意見には言葉狩り，ポリティカル・コレク

トネスに対して辟易しているという意見なども見られました．  
 訳語そのものとしては学術的な正しさ，意味の想像しやすさ，普遍性が必要

ですし，また漢字の難しさは難点になりますし，視覚的，聴覚的な弁別性は重

要であるとワーキンググループでも繰り返し議論されました．  
 ワーキンググループで候補になっている訳語としては，dominantに対して

は顕性ということであまり大きな反対はないのですが， recessiveに対しては

さまざまな意見があります．日本遺伝学会は潜性という言葉を提案しましたが，

これ以外にも隠れるの隠性，それから伏性などが出されました．  
 意味的な観点からはいずれも合っているのですが，隠性という言葉に関して

は，少しネガティブなイメージがあるかもしれないという意見があります．  
 顕性，潜性は日本的には実は非常に早い段階で提案された言葉であるという

こともあって，歴史的にも過去の提案を反映しているということです．中国で

は顕性と隠性が使われています．  
 ただ，漢字の難しさという点からすると，顕性は難しい，潜性も隠性も難し

い，伏性は易しいと．また別の意見としては，顕性と並んだときに潜性，隠性

は，視覚的な弁別性が悪い．特に潜性は顕性と比べると発音が非常に似ている

ので，弁別性が良くないとかなり否定的な意見も出されています．  
 遺伝学の用語としては，隠性はネガティブの陰性という言葉と重なりますし，

伏性はDNA複製の複製と同じ発音になりますので，混乱を招くのではないか

という意見も出されています．  
 それ以外にも伏性については，中国の方に見せますと，実は优というこの文

字と紛らわしいということで，この文字と間違えると優性のほうにとられると

いうことがあって，視覚的に誤解しやすい．漢字文化のなかで考えると，多少

は意識しておいたほうがいいのかもしれないと思います．日本ではあまりこの

字は用いられませんので，問題ないかもしれませんが．  
 各分科会に対してのアンケート結果ですが，改訂の必要ありという意見と改

訂の必要なしという意見が，拮抗している状況でした．また，その他がたくさ

んあるのですが，それぞれの学会，分科会のなかで意見が分かれて，分科会の

なかでも意見の統一がしにくいということがありました．分科会のなかでは全
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体としても意見が半々に割れていて，どちらか１本に統一することが難しいと

いう状況があるように見受けられます．  
 新たな用語として顕性，潜性以外にどのような言葉があるかとの問いに対し

ても，たくさんの提案をいただきました．ひとつひとつは読みませんが，なか

には，たとえば形質発現性や形質潜在性，あるいは第 1様式，第 2様式とか，

いろいろ内容を説明する言葉があってもいいのではないかという意見が出まし

た．裏を返せば，なかなか意見の一致をみないということにもなるわけです．  
 改訂すべきであるという立場からもさまざまな意見が出ていますが，遺伝形

式といってもdominantと recessiveで二者択一になるものではなく連続的にな

ってきて，疾患によって，遺伝子変異によってはdominant inheritanceにな

る場合もあるし， recessive inheritanceになる場合もあるということで，難

しいという意見もあります．  
 本来医学用語は価値観を有するものではないということは，明確に意識した

ほうが良いというところではありますが，一方で社会のなかでは優劣という価

値観に引きずられやすい言葉であるということも，無視できません．  
 意見の集約が困難という意見がたくさん出されました．元々英語の訳語であ

り，科学的に誤りであることが明確でない限り継続すべきであるとか，差別語

でないことを教育すべきであるとか，日常，診療上で大きな支障はないとか，

変更により混乱が生じる可能性があるなどの慎重な意見も出されました．  
 全体をみると，医学分野のなかで捉える言葉と，教育，あるいは社会のなか

で捉える言葉の間にかなり乖離があるというのが，今回の議論の原点にあるよ

うにも思われます．教育畑の分野と医学系の分野の研究者間でのコミュニケー

ションがあまり取れていなかったこともあろうかと思われます．学術会議で出

された言葉に関しても，実は臨床遺伝学の分野の研究者は入っていなくて，生

物学，あるいは教育系の方々が中心になって出したので，やはりコミュニケー

ション不足はかなりあったと思われます．  
 1週間前に公開シンポジウムを開催しました．分科会からは日本人類遺伝学

会と日本神経学会から発言をいただきまして，この2つの学会は共に学会のな

かで意見の統一ができなかったという発言でした．  
 それから，日本医史学会理事長の坂井建雄先生から，用語の在り方について

解剖学の歴史を含めて話していただきました．国語学の分野からは明治大学の

田中牧郎先生に，特に優の言葉について，歴史的に意味が変遷してきていると

いうことを紹介いただきました．  
 メディアからは，朝日新聞と毎日新聞のそれぞれ瀬川茂子さん，青野由利さ

んからも話していただいて，当事者の立場から太宰牧子さん．教育畑では法政

大学国際高等学校の鈴木惠子さんに中等教育の生物分野における遺伝教育の実
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情を話していただきました．結論が得られたわけではありませんが議論は非常

に深まったシンポジウムだったように思います．  
 坂井先生からたくさんの示唆に富む発言をいただきまして，簡単に紹介しま

す．用語の改訂に関しては，たとえば統合失調症を例にして，用語改訂の必然

性に十分な理由があるのか，具体的なメリットは何かという問いかけがありま

したし，生物系と医学系の間の用語の調整が必要であると，関係者による協議

の必要性が指摘されました．それから生物学用語は高等学校までの生物学教育

で教えられ，一般社会人には比較的なじみが少ない，医学用語は逆に，社会に

広く浸透している可能性があると指摘されました．顕性，潜性は必ずしも最良

ではない，特に潜性には異論が多く，伏性，不顕性，形質潜在性などさまざま

な提案があり，混乱を収拾する必要がある．出版社，特に医学や看護系の出版

社では先取りして言葉を変えているところもあるという混乱が始まっているこ

ともありますので，収拾する必要がある．日本医学会が中心になって，丁寧な

プロセスで用語の選定・統一を図るべしというお言葉でした．  
 法政大学国際高等学校の鈴木先生の発表資料をそのまま提示させていただき

ますが，鈴木先生の高校の高校生にアンケート調査していただきましたところ，

優性，劣性を正しく理解していますかという質問に対して，「はい」と答えた

人は非常に少ないのです．ほとんどの人は「いいえ」か「よく分からない」と

いうことで，これが高校2年生の現状であるように思います．  
 遺伝学の扱いが高等学校，中学校で不十分である．特にヒトの遺伝学に関し

ては非常に限られているということがあって，中学校，高等学校での教育にお

ける遺伝学の充実の必要性ということも，話していただきました．  
 ワーキンググループとしては，今回のシンポジウムを受けてさらに議論を深

めて，来年3月までに一定の方向性を決めて，分科会の方々にも提示できれば

と考えています．ご意見がありましたら，いつでも結構ですのでワーキンググ

ループ，あるいは日本医学会にご連絡をいただければと思います．どうぞよろ

しくお願いいたします．以上です．  
○脊山委員長  どうもありがとうございました． 1週間前のシンポジウムを総

括していただきました．本当にいい会であったと皆さん言われてます．  
 今紹介がありましたように，多方面の方々の意見を伺いました．一方，新聞

報道によって，早速，顕性，潜性で教科書を書かれた方もありまして，この問

題は本年度中，来る3月までには方針を提示したいということですが，そのよ

うによろしくお願いいたします．どうもありがとうございました．  
 それでは次の議題は，「『奇形』を含む医学用語の置き換え提案」というこ

とで，日本小児科学会からの経過報告を，森内先生，お願いします．  
4．「奇形」を含む医学用語の置き換え提案：日本小児科学会からの経過報告



17 
 

（ スライド5）  
森内  浩幸（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児科学教授

／日本小児科学会理事）  
 皆さんこんにちは，日本小児科学会の森内と申します．  
 奇形の問題は，随分前から取り上げてきていることですが，イントロとして

今までの議論も含めて話をしていきたいと思います．  
 用語の置き換えが必要な場合というのは，学術的に定義が曖昧，もしくは不

正確な場合はもちろんですが，そのほかにも患者や家族の尊厳を傷付ける恐れ

がある場合にも，私たちは考えてきております．  
 たとえば，いちばんいい例として蒙古症，モンゴリズムという言葉がありま

す．これは疾患の発見者であるダウン先生が，白人なのに白人よりも劣ったモ

ンゴロイドの遺伝子を持って生まれたために，肉体的，もしくは知的に劣って

いるということで付けた名称ですので，当然差別満載で廃止になっています．  
 外観的な特徴を動物に例えるのも，患者，家族の尊厳を傷付ける可能性大と

いうことにもなるかと思います．このようなさまざまな用語は今でも時々使わ

れることがありますが，当然使うべきではないと思われます．  
 それから，たとえばヨーロッパの王室は近親婚を繰り返してきたために，遺

伝性の疾患がどんどん蓄積していったという経緯があります．ハプスブルク家

の最後の王様であるカルロス２世は，生まれつきさまざまな疾病を持って苦し

んだそうで，その外観的な特徴を取ってこのような医学用語も実はあるそうで

す．確かに問題です．私が医学生の頃には，こういう言葉（睡眠時閉塞性無呼

吸）はまだあまり出ておらず，むしろピックウィック症候群というディケンズ

の小説の登場人物を使った病名もよく使われておりました．  
 微妙なところですが，言葉自体に差別や侮蔑の意図がなくても非常にきつい

響きを与えるものということで，ここには日本語，特に漢字の持つ特異性があ

ると思います．こういうさまざまな言葉，日本語，漢字だとこういうネガティ

ブなイメージが直感的かつ瞬間的に伝わってしまうことがあります．  
 一方，元々この精神分裂病の元であるschizophreniaや，痴呆症の元であるd
ementiaは，まさにこういう意味なのですが，欧米人であってもこういった言

葉を見て，直感的，瞬間的にネガティブなイメージを抱くことはほとんどない

と聞いています．  
 新しい置き換え語として統合失調症，認知症が生まれてきたのは，周知のと

おりです．確かに医学的にはやや不正確，そして国語的にも少し不自然なとこ

ろがあるのですが，それでもこれらは採用されました．ただ単に患者や家族の

感情面に配慮したということだけではなく，結果として疾患の早期発見，適切

な介入につながるというメリットもあったようです．  
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 ただ，なかなか線を引くのが難しいことがあります．小児科医がよく使う

「くる病」という言葉がありますが，実はこれは佝僂という言葉に由来する差

別用語です．でも，だれもそんなことは知りませんので，小児科臨床の現場で

も，くる病という病名を聞いて傷つくような患者や家族はまずいません．  
 一方で，「うちの名字と同じだからノロは何とかしてくれ」とか，「ダウン

は響きが悪いからアップにしてくれ」とか，ここまで言われるとどこまで対応

していいのか，どうしても線が引けないということにもなります．  
 日本小児科学会から，奇形に関する提案をしてきた経緯は，実際に臨床の現

場でこういった言葉を使って説明すると，患者や家族を傷付けてしまう．どう

してもこれを何とかしてほしいという声が上がってきたことがスタートです．  
 では，そもそも奇形という言葉が本当にきつい響きのある言葉かということ

ですが，実はこの奇形という漢字そのものには，そんなに差別的な意味合いは

ありません．普通とは違う，異常という意味合いにもなるかもしれませんが，

これ自体には差別的意味合いがないのです．  
 ただ，かつて奇形にはこの漢字（畸形）が当てられていました．この漢字に

はかたわという意味があり，かたわものというのは，かつて肉体的，もしくは

身体的に役に立たない人をさげすむような意味で使われてきましたので，かた

わという言葉は現在放送禁止用語に挙げられています．これが言葉狩りなのか

どうなのか，議論はなかなか難しいところだろうと思います．  
 奇形に関することは，すでに4年以上前から，日本医学会医学用語管理委員

会で議題として取り上げています．非常に多くの学会や団体を巻き込むことで

あり，社会に大きな影響を及ぼすことは認識していましたので，拙速な議論を

することは避けたいと．ゆっくりとアプローチしていき，何らかの着地点を見

つけていきたいということで，ゆっくりとスタートしております．  
 2016年の日本医学会シンポジウムでも，この奇形に関する話題を取り上げ

て，私も発表させていただきました．そのときにマスメディアにも取り上げて

いただきましたが，その後のm3.comで見てみると，延々といろいろな議論が

あったのですが，賛否両論，両方の極端な意見がいろいろ出て，なかなか着地

点を見つけるのが難しいのだということを，ここでもまた認識しました．  
 2016年に日本医学会医学用語管理委員会の承認を得たうえで，日本医学会

分科会すべてにアンケートを送りました．100％の回答率で，さまざまな意見

が寄せられました．  
 その内容は，昨年のこの用語委員会で発表しまして，これを元にして，今後

さらに議論を深めていきたいということで，この後すぐにワーキンググループ

の結成などを含めた提案をする予定だったのですが，優性，劣性遺伝の問題が

持ち上がり，こちらのほうが緊急性があるということで，しばらく足踏み状態
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になっていましたが，あらためて日本医学会にお願いしたいと思っています．  
 奇形という言葉は，もちろん差別，侮蔑的な意図ということを少し考えてい

るわけですが，さらに定義が曖昧なところもあります．  
 今，日本医学会の医学用語集にこれだけの言葉（anomaly，abnormality，
defect，deformity，dysgenesis，dysmorphism，malformationなど）に，こ

の奇形という言葉が当てられているわけですけれど，医学的な意味合いの違う

いろいろな言葉が，全部この奇形という日本語で当てられてしまうということ

で問題があると思っています．  
 私どもがアンケートを送った際に，議論のたたき台となるように原則案を出

してみました．  
 いただいた意見はいろいろありましたが，時間の都合上全部を読み上げるこ

とはしませんが，ぜひ見ておいていただければと思います．  
 総論としてどのような意見が出たかと言いますと，まず患者家族への配慮で

の置き換えには，ほとんどの分科会で賛同していただきました．ただし削除で

はなくて併記が必要だということ，それから何でもかんでも奇形を置き換える

のではなく，患者に影響のある言葉だけを抽出したらどうかということ．医学

的，科学的，言語学的，社会的な根拠を十分に検討し，社会的な影響への配慮，

医学系以外の学会への配慮も必要だという意見をいただきました．  
 提案それぞれに関しては，違う医学的な意味合いがあるにもかかわらず全部

奇形が当てられているもの（anomaly，deformity，malformation）に関して

は，このようにしてはという提案に関して大多数の賛同意見を得ることができ

ました．  
 一方，奇形という言葉を全部これ（違形）に置き換えたらどうかという意見

には，いろいろな意見が出まして，賛否両論さまざまで，なかなかまとまらな

いことが分かりました．  
 それからこういったこと（ terato-を含む用語の置き換え）に関する提案も，

賛成の意見が多かった半面，こういった言葉は直接患者や家族に使って影響を

与えるものではないから，置き換える必要がないのではないかという意見が，

特にこういった言葉を使うことが多い分科会から挙げられましたので，重たい

意見だろうと思いました．  
 特に臨床現場で使う病名として挙がるもの，特にこの人名に奇形が付いてい

るものを置き換える．これに関しては，ほとんどの分科会から賛同意見をいた

だきました．一方で，この先天性○○疾患のような置き換えに関しては，いろ

いろな異論が出てきていました．  
 ただその一方で，たとえばこの先天奇形症候群の奇形に関しては，厚生労働

省の小児慢性特定疾病事業では，染色体および遺伝の変化による疾患という置
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き換えがされてます．医学的にはあまり正しくありませんし，私たちで提言し

たわけではないのですが，厚労省でも先にしてくれているようです．  
 こちらの先天性心奇形を心疾患，これも形態的なものだけではなくて機能的

なものも含むので，医学的に十分正しいとは言えませんが，ある程度定着した

ような印象を持っています．  
 こちらのほうの一件（提案 4， 5）については，やはり異論が少なくありま

せんでした．  
 以上を受けて私たち日本小児科学会で，現時点で日本医学会に提案しようと

思ったことは，直接患者や家族の尊厳を傷付ける恐れがある病名，そこに付い

ているものは早く置き換える方向で進めていただきたい．  
 ただし，それ以外の奇形を含む用語に関しては，賛否両論さまざまあります

ので，やはり慎重な議論を進めていく必要があるだろうと．アンケート調査を

する段階は終わりましたので，これ以上何かをするとなると，関係する学会，

団体などの代表者を含めたメンバーでワーキンググループを立ち上げて，十分

な議論をしていくということを願っています．  
 どうしても100％意見の一致をみることがないことは，先ほどの優性，劣性

遺伝の場合でも同じですが，何とかバランスの取れた議論をして，患者や家族

の感情に十分配慮し，なおかつ医学的にもある程度は納得できるような形での

着地点を見つけることができればと願っています．ご清聴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．4年，5年がかりの問題なのですが，

できるところから実施していく．たとえば，時折ノロという人名系が付いてい

るのはそうですよね．奇形という言葉を外すと，そういう対応で良いかと思う

のですが．全部をバッと変えるのは難しいということが，よく分かりました．  
 ではまた議論を進めていただいて，近いうちに提案していただけたらと思い

ます．よろしくお願いします．次は「AI関連技術の活用で知る医学用語の現

状課題」ということで，荒牧先生，お願いします．  
5．AI関連技術の活用で知る医学用語の現状課題  

荒牧  英治（奈良先端科学技術大学院大学研究推進機構特任准教授）  
ご紹介ありがとうございました．奈良先端大の荒牧が表記の題で発表します．  

 私の研究室はソーシャル・コンピューティング研究室といいまして，海外で

は非常にこういった研究室がたくさんあるのですが，日本では唯一の研究室に

なっています．これを翻訳すると，社会と計算という感じで，社会で扱われて

いるさまざまな問題を計算的に，AIを用いて扱う研究室になっています．  
 中心的テーマとして，医療用語に関する統計，AIに関する解析も柱として

行っていますので，その成果などを紹介したいと思います．  
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 こちらは私見も交えまして，医学用語の英和，医学用語辞典の編集方針より，

現状の課題について抜粋させていただきました．  
 課題としまして，2つ挙げさせていただいています．対応する日本語が複数

ある場合には，使用すべき推奨語を定める．もう1つは，そのなかでも一般社

会で使われているような医学用語とも可能な限り一致させる．学会として推奨

用語を決めるのですが，一般用語にも配慮しながら決めるといった課題がある

かと思います．  
 これをAIで支援するためには，どんな語がどれだけ使われているか，その

現状を把握することが，第一歩だと思います．この部分にAIが使えるのでは

ないかと思います．  
 発表内容は，まず，簡単に現状のAIを用いた言語処理用技術，テキスト解

析の技術を紹介します．  
 その後にどんな語がどれだけ使われているのかといった統計であったり，あ

る概念を表現するのにどんな語が多いのかといった概念単位での集計であった

り，あとは語の難しさといったようなものを測る，そういった試みについて，

on goingなものも含めながら，紹介していきたいと思います．  
 ではまず初めに，AIの部分のどんな処理がといった部分を説明します．こ

ちらに処理の流れを簡単に説明しました．電子カルテが与えられたとします．

ほとんどの部分，自然文で書かれている部分がほとんどのカルテ方式にはあり

ますので，その部分に対して，病名であると決めた場合には病名を取ってきま

す．この部分は病名です．さまざまなバリエーションはあるのですが，これは

たとえば ICDの場合でしたら， ICDでいうとR11なのではないかと分類してい

くと．こういった病名を特定して，表記の○○○をするといった技術を，この分

野の基本技術となります．大量のカルテをこのように処理してやると，さまざ

まなバリエーションが自動的に集まるともいえます．  
 この処理を，ほかのAIとの比較でちょっと比べさせてください．一般でい

ちばん，最も有名な進んでいるAIの分野は，画像処理の分野かと思うのです

が．昨今，ニュース番組でも多く取り上げられておりますので先生方もご存知

かと思います．  
 簡単に，その復習のためにまとめますと，画像が与えられて，この部分がが

んですよと教えてやると，この部分は人間が教師信号として与えてやります．

それが緑色の部分です．  
 こういったものを1,000回くらい与えてやると，未知の画像に対しましても，

たぶんこの部分ががんなのではないかというように，自動的に当てられます．

この部分の精度がきわめて高いといったものが，最近の深層学習の技術となり

ます．  
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 ではこの部分のテキスト版とは一体どういった技術なのかと言いますと，全

く同じような枠組みで，文が与えられます．画像に比べて文はかなり地味です

が，この部分が病名ですよと教えてやると， 2型腫瘤が病名ですよとか，この

部分も病名ですよと教えてやると，ちょっと変わった文がきても，たぶんこの

部分が病名なのではないか．何とかを認めとあったら，たぶんその前の部分は

病名なのではないかというように分類ができます．  
 さらに，これをその後の処理でも分類してやるところまで含めていくと．こ

ういった枠組みとしては同じで，教師信号をひたすら繰り返して，その付け方

を機械が学習していくといったことになります．  
 こういったものは，すでにいくつかツールとして公開されていて，海外でも

いくつか有名なツールがありますし，うちの研究室でも配布しているツールが

あります．  
 病名が与えられると，その病名部分を取ってきて，それを文章中で本当に患

者に発生しているのか発生していないのか．この部分ですと肝細胞がんではな

くといっていますので，この病名はネガティブな所見であるといったことも判

定して，さらにこの部分を ICDコードやMedDRAとかMeSHなどに変換する．

こういったのが一定精度でできるようになっています．  
 大体，退院サマリのような比較的文法的な文ですと，80％の精度で ICDに変

換する作業が完了します．こういったツールも公開してますので，興味のある

方はお使いになっていると思います．  
 ここからが本題です．こういったツールがあるとして，現状の課題がどの程

度解けるのかといったことにチャレンジしてみました．  
 まず教師信号として，公開されている文章である日本内科学会の地方会演題

の症例報告3.9万テキストを対象としました．3.9万テキストの病名表記すべて

に，人間がマーキングしました．なんと 60万表現もありましたが， 60万表現

を， 60万回これが病気だと教えてやる．病気，もしくは症状と教えていると

いうようにしました．  
 そのように作った人工知能的なモデルに対して，与える文章は次の3つを用

意しました．東大病院の大江先生に協力いただき東大病院内の退院サマリ 30
万テキスト，診療録の文章1,000万以上．あとは一般社会での浸透度合いを知

るために，患者の闘病記も収集しました．患者の闘病記は，なかなか件数を数

えるのは難しいですが，10メガ分くらいを材料にしました．  
 これに対して病名の自動抽出を行いますと，大体158万くらいのバリエーシ

ョンの表現が集まりました．データの構造としては，こういった感じになりま

す．いろいろな病名が出てきまして， ICDなどに自動変換した結果が付いてい

ます． ICDを経由して標準病名や，MedDRAなども付与されています．  
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 そして，それぞれの材料，サマリ，診療録，患者の文章に何回出現したかと

いった頻度の情報が出現します．非常に誤りも含まれてますので，頻度が大き

いものに関しては，３万件ほどは人間が修正しました．このようなリソースを

作って，この後議論したいと思います．  
 こういった一般的な統計結果なのですが，高頻度の部分は非常に当たり前す

ぎて，低頻度はかなりゴミが多くてあまり面白くないのですが，抜粋したので

紹介します．こちらがそれぞれの材料別の，高頻度病名になります．こちらは，

診療録の低頻度病名になります．こうやって見ますと，各材料，どこを見まし

てもサマリリスト，発熱，高血圧，糖尿病という順番で頻度が高くなります．

症例報告でも発熱，意識障害が2位にきてまして，糖尿病になります．診療録

ですと，疼痛が1番にきてます．患者自身が疼痛を訴えることが多いので，頻

度が多くなっているのかと思います．闘病記ですと，がんや痛みや心配とか，

精神的な症状が上にきます．何となく，様相が伝わるかと思います．  
 一方，低頻度を見ますと，打ち間違いとかも一定数，この規模になってくる

と集まってきます．たとえば，形態不明浸潤性といったものの，形態が携帯電

話の携帯になっています．こういった間違いであっても，6回ほどあります．

もしくはインターネット依存といったような正式な病名かどうかよく分からな

いものも入ってきます．あとはびりびりするような感覚異常とか，生々しい表

現も3回といった形で，かなりのバリエーションが集まってくる，こういった

事象が集まります．  
 こういった事象を， ICDなどの概念ごとに集計することもできます．集計結

果を 2つ紹介します．こちらはR11，吐き気などに関するような部分なのです

が，それに関する表記をいろいろ収集したものになっています．  
 いちばん多いのは２万件で嘔吐，次が２万件弱で嘔気，次がぐっと減って悪

心，気分不快などとなります．下のほうにいくと胃のむかつきとか，少量自然

嘔吐となります．実は，この表自体は端折っていまして，R11に関しても600
くらいのバリエーションが集まっています．  
 このように集計すると，頻度をみながら学会としてはこれがいいのだけれど，

ちょっと頻度が少ないなとか，ほかの会ではこのようなのを使っているのだな

といった参考になるのかもしれません．そういった一助に，現状のAIでも統

計が期するのかと思います．  
 こちらの右のほうは肥満に関するもので，いちばん多いのが肥満，次が肥満

症，3番目は高度肥満，中心性肥満，単純性肥満などと，頻度はどんどん下が

り，超肥満といった変な表現も1回あります．頻度のばらつきを見て，推奨す

べき用語の決定の一助になるのではないかと思います．  
 実際に推奨されること，そうではないもの，頻度のばらつきもこちらで集計
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してみました．副甲状腺機能亢進症といった推奨用語と，今はもう使われなく

なった上皮小体機能亢進症といったものになっています．実際にそれぞれの材

料で 20倍近い頻度の差があり，副甲状腺機能亢進症のほうが使われているこ

とが分かります．  
 これはもうすでに決定されて，こちらの推奨語になっている状態ですが，ど

れを推奨語にするか決める際にこういった情報を見てやると，高PTH血症と

いう関連する用語も結構使われているとか， 2次性といった 2の部分の表記が

数字か漢字かといったバリエーションとか，さまざまな関連する情報と共に決

定が可能かと思います．  
 また，今回の集計ですとサマリ，症例報告，診療録といった形の材料別にし

ていますが，実際のところは各診療科別にすることも考えられましたし，各種

学会別にすることもできます．  
 そのように書いた場合には，この学会では非常にこの病名は使われているが，

違う学会では少ないといった頻度別の情報なども，自動的に収集可能かと思い

ます．  
 実際こういった技術を用いますと，さまざまなアプリケーションが実現可能

で，このように文章を書いてやると，あなたが使った表現はもの忘れなのです

が，もの忘れといったものは ICDでいうとR413で，R413的には記憶障害とい

った表現がいちばん多いですよといったような自動的に文章を校正するサービ

スも構築可能です．  
 こういった前向きに推奨用語等を使わせるようなUIであったり，もしくは

用語を検索するシステムであったり，こういったインターフェースを使うこと

で，より用語の普及などが図れる実装方法も可能かと思います．  
 さらに，こういった用語のAI化は，用語の抽出だけではなく，用語に付帯

するさまざまな応用的な情報も抽出可能です．そのためには，一旦教師信号と

して教えてやる必要があるのですが，一例として，さまざまな語に関する情報

が推定可能としまして，用語の難しさに関する例を紹介させてください．  
 一般の人が思う用語の難しさを，さまざまな用語を1,000個選びまして，そ

れをクラウドソーシングといった方式で，Web上のアンケート方式で，用語の

難しさをアンケートで聞きました．それを教師信号としまして，どんな語が難

しいのか一般の語の難しさを，文字情報である漢字の頻度であったり画数であ

ったり，ひらがなの多さであったり，さまざまな文字に関する情報に分解して，

どれが難しさと関係するのか相関関係を推定しました．一旦このモデルを作る

と，全く未知の語であっても，一般の人がどれくらい難しそうであるかといっ

たものを推定できる．そういった難しさ推定機を構築可能になります．  
 そのようにして作った難しさ構築機で，難易度を推定した結果がこちらにな
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ります．これは160万件全件でやったわけではないのですが，無作為抽出した

3万件ほどで，いちばん難しかった例は，急性進行性びまん性管内増殖性糸球

体腎炎が，断トツの難易度でした．次に難しかったものや上位を見ますと，C
REST症候群のCRESTの部分が分からないと何の病気かよく分からない，DL
BCLといったアルファベットばかりのものは，結構難しいということが分か

ります．  
 一方，簡単なものは，鼻水や頭痛になります．こういった用語を決める際に，

その用語がどれくらい難しそうになるかといったこともアンケートを採らずと

も今の機械学習で，機械が一般の方の代わりに答えてくれる．先ほどのお話に

あった優性，劣性なども，どのくらい難しいのか推定可能かもしれません．  
 まとめの次に，すでにいくつかの応用事例もありまして，これは昨年やりま

した応用事例なのですが，添付文書1万数件を対象として，本来はすべてMed
DRAといった副作用報告用語で書かれるはずなのですが，ここから病名らし

きものを抽出して，それがどの程度MedDRAにないような副作用症状といっ

たものが含まれているといった調査を行いました．  
 このような自動調査とか用語の不均一さも，現状のAI，言語処理技術を用

いると，一瞬で自動的に判定できる例として紹介させていただきました．  
 以上で用意した演題，内容をまとめさせていただきますと，基本的に現状の

AIができることとしては，病名の出現をリアルタイムに把握可能である点が，

いちばん強いと思います．病名辞書を用意しなくても，病名のようなものを自

動的に持ってきて，しかもほぼ時間がかからずに現状の使われている頻度とい

った統計を得ることができます．  
 どんな語がどれだけ使われているのか，そしてそれを ICDに変換ができます

から，ある概念を言うのにどの用語が使われているのかといった情報がリアル

タイムに把握可能かと思います．また，それ以外にもその語がどのくらい難し

いのかさまざまな情報も見つけられる可能性があります．  
 このような技術を援用しながら，先生方が用語を決める際には何かお助けで

きることがありましたらと思いますので，よろしくお願いします．以上で，発

表を終わります．  
○脊山委員長  ありがとうございました．AIの新しい応用ということで，カル

テなどにある言葉を登録する，その結果としてこういうデータが出てくるとい

うように理解してよろしいのでしょうか．  
○荒牧 はい，そうです．  
○脊山委員長  今の発表についての質問，意見等はありますか．用語を決めて

いくうえでのデータにも使えるということになりますでしょうか，理解度の良

さとか間違えやすさ，難しい言葉がありました．分かりました，どうもありが
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とうございました．それでは次の議事に移ります．6番目は，「学術分野にお

ける著作権を取り巻くトレンド」ということで，イントロダクションのときに

私が少しお話ししましたコピーライトについて，よろしくお願いします．  

6．学術分野における著作権を取り巻くトレンド（ スライド6）  
石島 寿道（学術著作権協会事務局長）  

 紹介ありがとうございます，学術著作権協会の石島と申します．本日は用語

委員会の会議ということで，著作権は少し異質なテーマだと思うのですが，情

報提供ということで聞いていただければと思います．  
 学術分野における著作権を取り巻くトレンドということで，昨今法改正もあ

り，直接，間接的に法改正の内容，各学会にとって影響するとは思うのですが．

本日は短い時間ですので，オープンアクセス化が昨今進められていますが，そ

こと切っても切り離せないのが著作権でして，どういう関係になってくるのか

ということと，国内の学協会にとって，どういう対応をされていくのがよいの

かということについて，情報提供できればと思います．  
 まずオープンアクセス化ですが， 2002年にブダペストオープンアクセスイ

ニシアチブというオープンアクセスに関する国際会議があり，そこで定義され

ています．  
 条文を読ませていただきますと，雑誌論文をインターネット上で自由に利用

することができ，すべての利用者に閲覧，ダウンロード，コピー，配布，印刷，

検索，全文へのリンク，索引化のためのクロール，ソフトウェアへの取り込み，

その他合法的な目的での利用を，中略しますが，財政的，法的，技術的な障壁

無しに許可することとなっています．  
 これは，さまざまな利用をオープンアクセスで可能にするということで，非

常に自由度の高い定義になっています．  
 こういったものが生まれた背景としては，学術雑誌，学術論文は約60年，7
0年の間に年間発表数が30倍くらいになりまして，増加に伴って出版費用が増

加して，学術雑誌の価格が高騰しました．図書館などでも購入を中止するよう

な所が現れて，さらに価格が高騰するということで，いわゆるシリアルズ・ク

ライシスが発現して，それに対してオープンにアクセスできるようにしていこ

うというのが，元々の背景であると考えます．  
 ただ，現在は完全にフリーに使えるようにしてしまうというよりは，アカデ

ミックユースに限定してオープンにしたほうがいいのではないかと．つまり商

用利用などの場合には適切な著作権の許諾を得て使用料を払ってもらうように

していくのがいいのではないかという議論も巻き起こっています．  
 オープンアクセスとひとえに言いましても，いくつか方法がありまして．大

別しますと，1つはグリーンオープンアクセスです．こちらは研究者自身が投
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稿して発表した論文の，主としていわゆる査読前のバージョンを，研究機関の

機関リポジトリや，研究者のWebサイトに公開することで，オープンアクセス

を達成する方法です．  
 もう1つがゴールドオープンアクセスです．従来の学術雑誌は，読者が費用

を支払う購読型でしたが，著者が費用を支払う．Article Processing Charge
（APC）と言われていますが，APCを支払うことでオープンアクセスを達成

する方法です．  
 グリーンオープンアクセスは出版バージョンではないものがオープンになる

という一方で，ゴールドオープンアクセスは出版バージョンがオープンになる

違いがあります．  
 ゴールドオープンアクセスのなかでも，さまざまな形態の学術雑誌があり，

出版社が出版しているものもあれば，学会が出版しているものもありますが．

大きくこちらの2つに分けますと，フルオープンアクセス誌，こちらは全収録

論文に無料でアクセスできる学術雑誌，雑誌単位でオープンアクセスになって

いる．よく知られたところではPLOS Oneや，PeerJなどの雑誌が有名かと思

います．  
 もう一方でハイブリッド型のオープンアクセス誌もあり，こちらは購読誌な

のですが，著者が追加で費用を支払うことで，論文単位でオープンアクセスに

なる雑誌です．  
 海外では，現在，主としてゴールドオープンアクセス誌のなかでもフルオー

プンアクセス誌化を推進しているところですが，背景としては，欧米の学協会

はハイ・インパクト・ファクターのジャーナルを有していることと，APCを

助成する制度もしっかり作られていますので，潤沢な資金があるからです．  
 一方で，日本では研究レベルは高いものの，ハイ・インパクト・ファクター

のジャーナルがあまりないということと，学協会自身にとっても潤沢な資金が

あるとは言えない状況もありますので，グリーンオープンアクセスの選択に主

眼が置かれていると思われます．  
 オープンアクセス化した論文がどれくらい増えているかは，2018年にPiwo
warという方が発表した論文があり，論文数の推移と，オープンアクセス論文

がどれくらい増えているかを示した図が出ています．  
 こちらの左側に掲載されているのが，論文数がどれくらい増えてきているか．

1950年代は年間10万本くらいだったのですが，今は年間300万本くらいになっ

ているということで，この灰色になっているところがオープンアクセスになっ

ていない論文です．色が付いているのがオープンアクセス化したもの．大体，

今は28％くらいがオープンアクセス化しているとされています．  
 この色付けされたところで，Goldといっているものが，フルオープンアク
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セスジャーナルというものになっています．ほかにも，GreenとHybridは先

ほど説明しましたが，Bronzeもあり．あまり明確な表記はされていないので

すが，無料で読めるものの再利用については制限があるケースも，こちらの論

文では区分されています．このように，海外ではこのGoldが増えてきている

現状があります．  
 一方で学協会の経営基盤は，従来型の購読誌モデルを採用した場合に，どう

いった資金の流れがあるかを図示してみました．通常，学協会ですと研究者の

方，あるいは賛助会員の企業から会費を徴収しているというところで，購読料

を設定していないところもありますが，購読料がある場合は学会誌が売れると

購読料が入る．そのなかで，会員サービスと出版費用を賄っている現状がある

と思います．あとは，こちらは金額的にはそれほど大きくないのですが，当協

会から通じて著作権の使用料が分配されています．こういった経路で，収支が

成り立っているのかと思います．ただ一方で，会員数が減少していることもあ

りますので，現状では学協会では経営基盤は，会員の減少に伴って少し揺らい

できてしまっている状況もあると思います．  
 オープンアクセス誌を採用した場合にどうなるかですが，研究者，および賛

助会員からの会費というところは従前どおりになると思いますが，一方でAP
Cを取ることになりますので，投稿料が1つ加わります．  
 フルオープンアクセスと言われる完全に自由に使えますよということになり

ますと，著作権の使用料は徴収できないことになりますので，著作権等管理事

業者の経路は1つ消えていきます．  
 また研究者からの投稿料を担保するために，海外では民間のファンドがかな

り助成しています．たとえばイギリスですとThe Wellcome Trustとか，アメ

リカですとゲイツ財団がかなり強力な助成をしてますので，APCが支払える

関係が成り立っています．日本ではあまり充実していない現状がありますので，

今すぐにAPC型に完全に切り替えてしまうと，研究者が投稿料を払えないこ

とによって投稿が減ってしまうことも十分に考えられます．少なくとも十分に

投稿料の回収が見込める関係が形成されるまでは，たとえば著作権に関しても

商用利用の場合にはちゃんと使用料を取るなど収入経路は1つでも残しておく

のがよいと考えられます．  
 オープンアクセス化と著作権ということなのですが，オープンアクセス誌の

論文では，よくクリエイティブ・コモンズというライセンス証を使っています．  
 こちらは説明を割愛しますが，よく用いられるのはCC-BYというものと，

あとはCC-BY-NC系統です．CC-BYはその帰属先さえ記載すれば自由に使え

るということなのですが，NCが付いている場合は非営利目的でしか使えない

ことになります．この後にSAとかNDが付くのですが，これは改変が可能か，



29 
 

改変が不可かということになります．CC-BYはフルオープンアクセス誌で採

用されていますが，CC-BY-NC系統はHybrid型で使われることが多いライセ

ンスになります．  
 最後に，オープンアクセス誌にさまざまな形態があるなかで，引用率がどの

ように変化するのかということについても，この論文で報告されています．  
 すべての論文を引用率1としたときに，全部のオープンアクセス誌は引用率

が大体 1.18倍になるという報告がありますが，そのなかでもGold誌について

は，0.83と下がってしまうと．  
 一方で，GreenとHybrid型は1.3を超えてきますので，いろいろな要因は考

えられるのですが，Gold誌では投稿料を徴収すれば掲載してしまうというこ

とで，ハゲタカジャーナルなどが普及し，今でもそういった問題は顕在化して

いるので，すぐにフルオープンアクセス型に変えてしまう弊害も考えられます．  
 今後，出版社等に学会誌の発行を委託する場合に，どういった出版社を選べ

ばよいかは，その出版社がどういうポリシーを展開しているかも確認したうえ

で，検討されるのがよろしいかと思います．  
 結論としては，海外でも研究者の著者費用を助成する仕組みが充実している

ものの，多くのオープンアクセス論文はアカデミックユースを対象としている

現状があります．商業目的での利用については，従前どおり著作権の使用料を

得ているということになります．日本では，助成する仕組みもまだ盤石とは言

えない状況もありますから，即座にAPCに依拠するようなフルオープンアク

セスを実現するというよりは，従前の仕組みを活かしながら，まずはグリーン

オープンアクセスを可能にする方向で適用していくのが，当面の戦略上はよい

のではないかと，私見になりますが，皆さまに検討いただきたい内容になりま

す．  
 短い時間でしたが，オープンアクセス化と著作権について情報を提供させて

いただきました．以上です．  
○脊山委員長  ありがとうございました．以前のように冊子体でジャーナルが

出ているときには，コピーライトの利用とか著作権の使用料とか，そういうの

はコントロールが簡単だったのですが，WEB上でのオープンアクセスジャー

ナルということになりますと，実態がなかなか掴みにくいこともあって，今の

ような問題が生じております．  
 またオープンアクセスジャーナルのかなりのものが，いわゆるブラックジャ

ーナルと言われていて，実態がはっきりしない，コンピュータが止まってしま

ったらデータは消えるというようなものも数多くありまして，そういうものに

学位論文を投稿した場合に，価値があるのかどうか，学位に値するかどうかは，

先日の新聞で取り上げられていました．  
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 本日話していただいたことは，今までは論文を書くということはコピーライ

トの権利者になって，その論文を買って読むことは自由なのですが，データを

ほかに使うときにはコピーライト料が必要ですよということだったのですね．

冊子体ではなくて，オープンアクセスジャーナルになってくると，ますます実

態が分からなくなってくるので問題になるということがあります．  
 本日あえてコピーライトのことを取り上げましたのは，日本医学会には129
分科会がありまして，かなりのところがそれぞれの冊子体，あるいはオープン

アクセスジャーナル，あるいはいろいろな形での発表をされていると思うので

すが，コピーライトも 1つ念頭に置いていただきたいということがあり，取り

上げさせていただきました．  
 何か今の問題についての質問，意見はありますでしょうか．突然こういう話

を聞いても，どこをつついていいのかがよく分からないということもあろうか

と思いますが，これから先は，コピーライトについても目を向けていただきた

いということであります．どうもありがとうございました．  
 発表は以上をもちまして終了いたしますが，ここで今までの6つの発表につ

いて，質問，意見等がありましたら承りたいと思いますが，いかがでしょうか．

ICD-11につきましても，厚労省の方が残っておられますので，何か質問があ

りましたらどうぞ．  
 本年6月に公表されたWHOの英語版，それをこれから日本語に翻訳していく

という作業があろうかと思います．医学中央雑誌刊行会でも，MeSH対応の日

本語版のシソーラスを毎年更新していますので，それも参考になるのではない

かと思います．  
 どなたかご質問，ご意見，ありますでしょうか．もしないようでしたら，ち

ょうど時間となりますので，閉会の挨拶を副会長の飯野先生にお願いしたいと

思います．  
8．閉会の挨拶 飯野  正光副会長  
 医学会副会長の飯野です．岸副会長がご挨拶する予定でしたが，体調の関係

で本日は出席になれないということで，代わって挨拶させていただきます．  
 医学用語というと，まさに医学の基本中の基本で，医学者同士がいろいろと

議論するには用語をきちんと統一して，同じことを話しているというベースが

ないと話が進まないわけです．非常に基本的なものでありながら，本日はこん

なにさまざまな課題があるのかということが非常によく分かった大変素晴らし

いシンポジウムだったと思います．  
 医学用語ということで分科会のなかで閉じているだけではなく，非常に社会

との関連も深いということが分かりました．医療統計に関係しまして， ICD－

11という話がありましたが，まさに国の政策を決めるようなべーサルなデー
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タを積み重ねるところに，医学用語が非常に関係しているということを感じま

した．  
 それから，優性，劣性遺伝という用語を，これも100年前から使われていた

のですが，今は少し社会的な問題になっていて．辻先生の話を聞くと，変えな

くてよいという意見を聞くとまさにそうだなと思うし，変えたほうがいいとい

うとそれもそうだなと思うし，本当にどちらにするかというのは非常に難しい

ので，辻先生はこれから3月まで大変な苦労をされるのではないかと思います．

議論を深めていただいて，皆さんが納得できるようなバランスの取れた結論に

いたるものと信じております．  
 奇形という問題につきましても話していただきました．これも似たような状

況だと思いますので，今後，ワーキンググループを作って議論を深めていただ

きたいと思っております．  
 先ほどAIの話が出て，びっくりしたのは，AIで抽出したら160万用語が出て

きたということで．今，日本医学会の用語集は8万ということなので，その差

をどのように考えるかということなのです．  
 160万のなかにもいろいろなものが，玉石混交しているので，すべてを用語

集に載せる必要はないのかもしれませんが，非常に広いものがあるということ

で，用語委員会でも今はボトムアップで，各分科会からの意見をまとめ，すく

い上げてどんどん増やしていこうという状況であると理解していますので，今

後進むことを期待しています．  
 また，オープンアクセスという話も出ていましたが，確かにオープンアクセ

スのジャーナルは，われわれ読む者にとってはどのジャーナルにもアクセスで

きるという意味で非常にありがたいことで，どんな雑誌もすぐに読めるのは非

常にいいことなのですが，一方でハゲタカジャーナルという影の側面もあると

いうことで，これも今後，日本医学会として注目していかなければいけないと

思います．  
 本日は2時間にわたり，医学用語をテーマとして，非常にさまざまな観点か

ら議論をいただきました．会をまとめていただきました脊山先生には，大変感

謝を申し上げます．また，この会に参加していただきました各分科会の代表の

方々，またこの演者の方々，関係者の方々にお礼を申し上げまして，閉会の言

葉としたいと思います．本日はどうもありがとうございました．  
○脊山委員長  それでは，これをもちまして閉会とさせていただきます．どう

もお忙しいところ，ありがとうございました．  
 

――終了―― 


