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この１年間で追加された語彙数 
MeSH ：医学用語シソーラス（医学中央雑誌刊行会） 
 これまでの医学用語辞典への導入は2007、2011、2014年 
 2015〜2018 約1000個を追加 

 WEB版に寄せられた投稿（年間 14件） 
 pastral care ： パストラルケア 
 epiglottic vallecula ： 喉頭蓋谷 コウトウガイコク 
 end colostomy ： 一孔性人工肛門増設術、一孔性結腸瘻増設術 
 morning sickness ： 早期嘔吐、つわり 
 pinkeye ： 結膜炎 
 interstitium, stroma ： 基質の整理 
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概念数の変遷 
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日本語語彙数、英語語彙数の変遷 

67000

68000

69000

70000

71000

72000

73000

2006年 2008年 2009年 2010年 2012年 2013年 2014年 2016年 2017年 2019年 2020年 

英語 日本語 

2019/12/17 医学用語辞典WEB版のメンテナンス報告 5 



概念（同義語）とは 
日本語 英語 

バージャー病 Buerger's disease 

閉塞性血栓性血管炎 thromboangitis obliterans 
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日英ペア数の変遷 
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医学用語辞典WEB版の使用方法 
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検索窓 
 機能：  医学用語辞典に収載された英語や日本語を検索 

 検索対象： 英語、日本語、読み仮名 

 使える文字： 英数字は半角小に、カタカナはひらがなに、自動変換されて検索 

 補足：  英語は3文字以上、日本語は2文字以上の入力が必要 
  スペースで区切ると AND 検索になる 
  英語と日本語のAND検索はできない 

 注意事項 
◦ 異字体・略字体などの表記揺れは登録された通りでないと一致しない： 靭帯と靱帯 
◦ β ö ä è などが表示できない 
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 日本語と英語の一覧 
◦ 代表語には語尾に★ 
◦ 日本語と英語の正確な
対応関係は判らない 

 日英の正確な対応関係 

  

  
  

 日本語 
英語 
日本語と英語の属性 

 

 要望 または 履歴 
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属性 
 英語 

◦ UMLS マーク 
◦ 代表語 
◦ MeSH tree number 
◦ ラテン語、複数形、付記 

 

 日本語 
◦ 代表語 
◦ 推奨語と廃語、意見の異なるもの 

 

M+ MeSH の Subject Headings である 

M MeSH の Entry Term である 

U UMLSのどこかに存在する 

★ 代表語である 

奨 推奨語である 

旧 現在は使われていない用語である 

A01など MeSHのカテゴリー 
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要望 
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分科会用語集との比較 
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比較の手順 

分科会 医学会 

用語集を [英語：日本語] の1対1
対応のEXCEL表に変換して依頼 

医学会用語辞典と自動比較し 
チェックシートを作成 

チェックシートの内容に応じて 
修正もしくは要望を提出する 
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用語集からエクセル表を作成 
 書式 ： エクセルで日本語と英語のペアを列挙 
括弧による省略や注釈は禁止 
日本語と英語を１対１に対応した形に展開する 

 英語欄の文字種 
英数字の半角文字 
記号は % - + / など 
全角文字はギリシア文字とローマ数字を許容 

 日本語欄の文字種 
半角、全角のいずれも使用できる 
アルファベットや数字は半角を使用すること 
全角空白、 全角ダブルクォート(“) 、 
全角読点( 、)、アットマーク(@)は禁止 

英語 日本語 

clamp 鉗子 

enucleation of liver tumor 肝腫瘍核出術 

coronary artery bypass  冠状動脈バイパス手術 

liver biopsy 肝生検 

arthroscope 関節鏡 

hepatectomy 肝切除術 

reposition 還納 

fenestration of liver cyst 肝嚢胞開窓術 

hepatic pericystectomy 肝嚢胞切除術 

deroofing of liver cyst 肝嚢胞天蓋切除術 

ｕｎroofing of liver cyst 肝嚢胞天蓋切除術 

partial hepatectomy 肝部分切除術 

hepatic portojejunostomy 肝門部空腸吻合術  

mechanical arm  機械式アーム 

bronchoscope 気管支鏡 

pneumothorax  気胸 
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エクセル表の書式 ー 不適切な例 
Minimally invasive surgery (MIS) 略語の括弧。略語は別項目にする。 
epiphyseal plate → growth plate 参照の矢印。同義語として別項目にする 
IgG<sub>4</sub> 下付きなどのタグは使えない。 
有害反応、副作用 並列のカンマ、同義語は別項目にする 
転写《遺伝情報の》 説明の括弧。説明は記述できない。 
①脈絡膜静脈、②渦静脈【解】 意味の違いは別項目にする。出典の括弧は属性として別にする。 
臼蓋形成不全〔症〕 任意展開の括弧。展開して可能な語彙を別項目にする。 
感（知）覚消失 置換の括弧。展開して可能な語彙を別項目にする。 
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医学用語辞典との比較結果 

英 英語は存在するが、日本語は存在しない 

日 日本語は存在する、英語は存在しない 

無 英語も日本語も存在しない 

有 英語と日本語が日英ペアのレベルで完全に一致する 

有1 英語と日本語が同じ概念（同義語群）に属するが、日英ペアが異なる 

有2 英語と日本語が異なる概念（同義語群）に属する 
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比較結果の分類 
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日本語 英語 

分科会用語集の日英ペア 

日 英 

有 

無 

医学用語辞典 



 有１      有２ 
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たすき掛け 日英ペアが異なる概念にまたがる 

概念 概念1 概念2 



有１：日本語と英語が同じ概念に属するが、日英ペアが異なる 

英語（分科会） 日本語（分科会） 英語（医学会） 日本語（医学会） 

effect 効果 

effect 作用 

efficacy 効果 

efficacy 効能 

efficacy 効力 

efficacy 有効度 
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まとめ 
メンテナンス報告 
MeSHの更新を反映、収載語彙・概念数が増加 
要望に対応 

 

使用方法の解説 
分科会用語集との比較方法、結果の解釈 
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