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2013.1.26.  日本眼科学会傘下の23専門学会から推薦された7名の
委員からなる日本眼科学会用語委員会第1回会議で眼
科用語集の改訂(第6版)に取り組むことを決定。  

  2017年の完成を目処に眼科用語集Web Platformの構
築および第6版冊子体を刊行することとした。 

 
2013.4.5.  インターネット上に設けたopen data base platform 

(Web用語集α版)で編集作業が行えるシステム（joint 
authoring system）を構築、各委員はいつでも自身のＰＣ
から、課題にそって入力できるようになった。 

 
2016.10.7. 第14回会議では日本医学会医学用語管理委員会から

脊山洋右 委員長、小野木雄三 委員のご臨席を賜り懸案
事項について、ご助言、ご指導いただき、用語集編集に
あたっての基本ルールを確定した。 

 
2016.12.1.  用語集Web-α版(Foundation Layer)完成 

日本眼科学会用語委員会 



2016年 12月 Web-α版(Foundation Layer)完成  
2017年 1月 Web-β版(公開用画面)の日眼関連学会に公開 
   各関連学会指名 査読者による査読  
 2月 査読結果、関連学会の要望を踏まえ最終

調整を行い一般公開Web-β版を完成  
 4月 日眼会員への公開、意見聴取  
 6月 第6版を確定、冊子体の発刊 

スケジュール 

眼科用語集（第6版）の改訂 



新たな用語の多くが欧米に端を発するため、欧文用語を日本
語化する作業が用語の編集の中心的な課題 

眼科用語集の改訂をめぐる問題 

A. カタカナ問題 

B. 不適切用語問題 

C. “～性～”の使用基準 



A. カタカナ問題 

(1)  欧文用語を新規に採用する場合、カタカナ表記にすべきか、日本語“訳”表記にす
べきか、 

➡ 現状に即して英語読みに基づくカタカナ用語を採用する。 

日本語訳が可能な場合、用語というよりは“意味”としての機能を持つだけで、

実地臨床では、日本語にした用語は用いられず、原語が用いられている場合
が多い。 

adherence アドヒアランス, 服薬順守，治療法順守 
compliance コンプライアンス，服薬順守，治療法順守 

RAPD Relative Afferent Pupillary Defect 相対的瞳孔求心路障害 
DSAEK Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty デスメ膜剥離角膜内皮移植術 
DMEK Descemet membrane endothelial keratoplasty デスメ膜角膜内皮移植術 
DALK Deep Anterior Lamellar Keratoplasty 深部層状角膜移植 

特に、英文の略語はその傾向が強い。 

・・・ 2016.10.7.日医合意事項 



(2) 当初、日本語訳用語を選定したが、学術雑誌を含めて、一般に広まらず、形骸化して

しまった用語、広く行きわたっている原語のカタカナ表示にすべきか、日本語訳用語
を維持すべきか？ 

➡ 現状に即して英語読みに基づくカタカナ用語を採用する。 

saccade サッカード 衝動性眼球運動 
orthokeratology オルソケラトロジー 角膜矯正術 

(3) 日本語化した人名のカタカナ表記問題 

➡ 日本医学会用語集に例示されていない人名は、現状に即したカタカナ表
記に当用語委員会(日本眼科学会)で制定する。   

Lerber 

眼科用語集 医学会用語集 

レーバー レーベル 

・・・ 2016.11.4.@京都/臨床眼科学会 日本神経眼科学会 

・・・ 2016.10.7.日医合意事項 

・・・ 2016.10.7.日医合意事項 

A. カタカナ問題 



(3) 日本語化し定着している人名のカタカナ表記問題 

明治4年Theodor Leber が若年男子に両眼視力喪失が多発する4家系を報告（Graefes 
Arch Clin Exp Ophthalmol. 1871; 17:249–291）後、本邦でも同様視神経障害をレーベル病
として、独自の疫学的研究を始め、病態研究、治療的介入が行われてきた。 
 
日本眼科学会用語集に現行の第5版までレーベルとして掲載している。 
 
日眼会誌を始めとする学術雑誌、学部学生用の教科書などの出版物は、日眼会員は眼
科用語集に準拠しレーベルと記載する。 
 
厚生労働省の指定難病の疾患名は、日本眼科学会が関与する場合、眼科用語集にもと
づく。 

(背景) 
厚生労働省 指定難病３０２．レーベル遺伝性視神経症 

日本医学会用語集 

レーバー (英語読みのカタカナ表記) 

眼科用語集 

レーベル(学術用語＝日本語)の一部 

レーベル遺伝性視神経症 Leber hereditary optic neuropathy 

(論点) 

A. カタカナ問題 



B. 不適切用語問題 

➡  anomaly は、全て、”異常”とするが、動静脈奇形と奇形腫は、日本医学会用語管理
委員会からの指示がない限り、例外扱いとして、そのまま残す。 

Axenfeld anomaly〈syndrome〉 アクセンフェルト異常〈症候群〉 
Peter’s anomaly ペータース異常 
Rieger anomaly〈syndrome〉 リーガー異常〈症候群〉 

（例） 

日本医学会用語委員会に従い、amaurotic familial idiocy, amaurotic idiocy, amaurotic 
cat‘s eyeはすべて削除した。 ・・・・・・・・・・・(Foundation Layerに削除日とともにDataは保存) 
 
牛眼buphthalmosは廃語となり現在は発達緑内障になっている。 

➡ 動物を冠する病名は、眼科領域では、これまで問題提起はないことから、現行用語
集を踏襲する。 

lagophthalmos 兎眼 
cat-like pupil 猫様(楕円)瞳孔 
tadpole pupil おたまじゃくし瞳孔 
crocodile tears ワニ涙〔味覚反射に伴う流涙〕 
rodent ulcer 蚕食性(角膜)潰瘍 

（例） 

・・・ 2016.10.7.日医合意事項 

・・・ 2016.10.7.日医合意事項 



C. “～性～”の使用基準 

(1)  “性”が重複し、そのいずれかを省略しても誤解を来さず、語呂にも差し障りない場合、
一部あるいはすべての性を削除する。 

proliferative diabetic retinopathy  増殖糖尿病網膜症 
congenital hereditary endothelial dystrophy 先天角膜内皮ジストロフィ 

この原則に従わない、“性”を省くことができない例 

（例） 

central serous chorioretinopathy 中心性漿液性脈絡網膜症 
chronic progressive external ophthalmoplegia 慢性進行性外眼筋麻痺 

(2)  (形容詞)＋(名詞)の形からなっている場合、形容詞が原因を示していれば、原則と
して“性”を削除しない。 

tuberculous chorioretinitis  結核性脈絡網膜炎 
allergic conjunctivitis  アレルギー性結膜炎 

この原則に従わない例外として、全身性の疾患に伴う眼所見を示す場合や具体
的な微生物の形容詞形は“性”を省く。 

atopic conjunctivitis アトピー結膜炎 
chlamydial conjunctivitis  クラミジア結膜炎 

（例） 



(3) (名詞)＋(名詞)の形からなっている場合、原則として“性”を削除する。 

inclusion conjunctivitis  封入体結膜炎 
cytomegalovirus corneal endotheliitis サイトメガロウイルス角膜内皮炎 
herpes zoster keratitis 帯状ヘルペス角膜炎 
denervation supersensitivity  除神経過敏 

（例） 

例外 

hypopyon iritis  前房蓄膿性虹彩炎 

➡ 統一的基準の作成が難しいことから、上記3原則に基づき、個別に例外を設
けて対応する。 ・・・ 2016.10.7.日医合意事項 

C. “～性～”の使用基準 



眼科用語集の改訂をめぐる問題 

A. カタカナ問題 

B. 不適切用語問題 

C. “～性～”の使用基準 

(1) 欧文用語を新規に採用する場合 
(2) 当初、日本語訳だった用語が形骸化ている場合 
(3) 日本語化した人名のカタカナ表記問題 

(1) 動物を冠する病名 
(2)  anomalyの訳 

(1) “性”が重複する場合 
(2) (形容詞)＋(名詞) 型 
(3)  (名詞)＋(名詞) 型 

（小括） 



A群 （主要用語）： 1,243 

B群 （冊子体掲載用語）： 3,941 

C群 （Webのみ掲載）： 372 

D群 （データベースに残し公開しない）： 259 

               （総語数）  5,815 

眼科用語集 
掲載 

語数 

用語のランク分け ←頻度、重要性、学術性、有用性 

眼科用語集（第6版）の改訂 

特 徴 

（参考資料） 



眼科用語集Web Platform 

Network-based Collaborative Authoring System 

Web眼科用語集-α版：作業画面(Foundation Layer/ Data Source) 

Web上、Cellの色分け表示 
 A群：ピンク 
 B群：薄青色 
 C群：白色 
 D群：赤字取り消し線 



用語間の関係： 同義語について推奨する上位の主要用語を指定した。 
本改訂作業では、上位語、下位語をすべて示すことはしていないので、シソーラス
(Thesaurus)にはほど遠いが、それを意識した試みである。 
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