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【要約】本研究では，意味を考慮した単語の重み付けのための新たな医学知識表現を提案する．医学知

識表現は，階層上で意味の視点を単語集合で表現し，タスクに共通する部分とタスクに依存する部分を

含んでいる．基本的には，階層ごとの単語集合が is-a 関係であり，論理否定を活用して単語を分類して

いる．また，タスク依存部分では，ランキングで表された医学知識を活用している．提案する医学知識

表現を組み込んだ重み付け手法は，死亡予測の実験で有効性が示されているため，特定のタスクにおい

て，提案手法が有効であることが示唆される．また，タスク共通部分を維持して依存部分を変更するこ

とで，様々な医学文書分析のタスクへ適用できると考えられる． 
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1. はじめに 

単語の重み付けとは，文書内の単語に対してある重要度の観点から数値で重みを付与する手法である．

文書をベクトル空間上で計算可能な形式に変換できるため，単語の重み付けは文書分析において本質的

であり基盤となる手法である．伝統的な重み付け手法は Term Frequency and Inverse Document Frequency 

(TFIDF)(Salton, 1988)である．この手法は，単語の文書頻度と逆文書頻度を用いて重み付けを行う．ある

一文書内で多く出現し，かつ多くの文書で出現しない単語を重要語とする．単語の頻度情報に基づいた

重み付けだけではなく，TFIDF を拡張し，単語の意味を考慮した重み付け手法が開発されている．文書

分析によっては単語がある領域において持つ意味を考慮した重み付けが必要となる．単語の意味を考慮

するために，オントロジーや単語のクラス情報が活用されている．医学文書を対象とした意味を考慮し

た重み付け手法では，Unified Medical Language System (UMLS)(Bodenreider, 2004)や MeSH の医学オント

ロジーや医学単語のクラス情報が活用され，情報検索や分類，センチメント分析といったタスクで用い

られている． 

しかしながら，特定のタスクにおける手法ではなく，どのタスクにも対応可能なタスクに依存しない

意味を考慮した単語の重み付けフレームワークはこれまでみられない．単語の意味の捉え方は，設定す

る文書分析のタスクに依存すると考えられる．適切な医学知識を組み込みながら，様々な意味の視点を

計算機で包括的に表現することが課題であると考えられる． 

そこで，本研究の目的は，タスクに共通し，かつ個別のタスクに適用可能な重み付けのための医学知

識表現を提案することである．本研究のアイデアは，オントロジーと単語のクラス情報を活用して，医

学文書内の単語のタイプを識別し，ある意味の視点から階層上で単語をカテゴリーごとに分けることで

ある．そして，カテゴリーに対して設定した意味の視点から重みを与えることで，カテゴリー内の全て

の単語に同じ重みが与えられる．提案する医学知識表現はタスクに共通する部分とタスクに依存する部

分で構成される．その基本的な性質は，階層ごとの単語集合が is-a 関係であり，論理否定（￢）を活用

した区分けをしている点である．また，タスクに依存する部分において，ランキングで表された医学知

識を活用している点も特徴である． 

提案する医学知識表現を用いた意味を考慮した重み付け手法は，死亡予測の実験で有効性が示されて

いることから，提案する知識表現が死亡予測というタスクで有効であることが示唆される．また，医学

知識表現はタスクに共通する部分が含まれているため，別のタスクに適した意味を捉えるために，ラン

キング知識の活用や，機械学習を用いたデータからの学習により，設定した意味の視点から単語を区別

することで，医学文書分析における様々なタスクへの応用が可能であると考えられる． 



 

本論文の構成は以下となる．2 章では，提案手法に関して，始めに提案する医学知識表現の基本的な

考え方を述べ，医学知識表現の性質とその表現を構築する方法を述べる．そして，医学知識表現による

意味を考慮した単語の重み付けの方法を述べ，実験による評価を述べる．3 章では提案手法の有効性と

課題，得られた結果の活用方法について考察を述べ，最後の 4 章で結論を述べる． 

 

2. 提案手法 

2.1.医学知識表現の基本的な考え方 

膨大な医学単語それぞれに対して，ある意味の視点から異なる重みを付与することは困難であると考

えられる．そこで，提案手法は，医学文書内の単語をある視点により階層的にカテゴリー化をし，その

カテゴリーに対して重みを与え，カテゴリー内の全ての単語は該当するカテゴリーの重みが一意に与え

られるものとする．ここでは，カテゴリー内の単語集合を意味の視点として計算機に表現させる．階層

的に区分けすることで，階層の浅い単語集合は様々なタスクに共通する部分となり，階層の深い単語集

合はある特定のタスクに依存する部分となる．つまり，タスクに共通する部分の単語集合はより抽象的

で，タスクに依存する部分の単語集合はより具体的であるといえる．このように，提案する医学知識表

現は，タスクに共通する部分とタスクに依存する部分の両方を含む． 

2.2.医学知識表現の性質 

本研究で提案する医学知識表現は以下の図 1である． 
 

 
図 1：提案する医学知識表現 

 

基本的な性質は，階層ごとの単語集合が is-a 関係である．例えば，ICD-10単語は医学単語の一種とな

る．また，論理否定（￢）を活用した区分けをしていることも特徴である．例えば，医学文書内の単語

を非医学単語と医学単語のように分類する． 

図 1の中の単語集合の包含関係は，以下のように示される． 

 

{非医学単語} ∪ {医学単語}  {医学文書内の単語} 

{非 ICD-10単語} ∪ {ICD-10単語}  {医学単語} 

{ICD-10ランク外単語} ∪ {ICD-10ランク単語}  {ICD-10単語} 

{死因ランク 15} ∪ {死因ランク i} ∪ {死因ランク 1}  {ICD-10ランク単語} 

 

ここで，死因ランク iは i番目の死因ランキング(Murphy, 2013)に該当する単語集合である．医学文書

内の単語は，非医学単語か医学単語のいずれかに属する．医学単語は非 ICD-10単語か ICD-10単語のい

ずれかに属する．ICD-10単語は ICD-10ランク外単語か ICD-10ランク単語のいずれかに属する．ICD-10



 

ランク単語は，15 の死因ランクのいずれかのカテゴリーに属する．このように，医学文書内の単語は，

いずれかの単語集合に属すこととなる． 

本研究では，タスクに共通する部分において ICD-10を活用している．ICDは，もともと死亡原因を分

類するためのもので，死亡率のデータ処理に適用されている(World Health Organization, 2004)．ICD の第

10 版である ICD-10 は，患者の重症度を捉えるのに適しているだけでなく，疾病や症状，所見に関する

医学単語を扱うため，疫学や健康管理といった多くの目的で用いられている．したがって，ICD-10はタ

スクに共通する部分に適した重要な要素であると考えられる．ただし，目的に応じて MeSH などの他の

医学単語のコードを用いることも考えられる． 

タスクに依存する部分では，ランキングで表された医学知識を活用する．その際，ランクごとに ICD-10

コードが対応している必要がある．ただし，ランキングを活用できない場合は，機械学習を用いたデー

タからの学習により，単語をカテゴリー分けし，具体的な単語の性質を捉える．本研究では，特にラン

キングを用いた場合の医学知識表現を対象としている． 

2.3.医学知識表現の構築方法 

医学単語や ICD-10 単語といった単語のタイプを識別するために，オントロジーを活用する．オント

ロジーは，概念化の明示的な規約と定義され，単語間の概念関係を階層構造でシステマティックに表現

する(Gruber, 1993)．また，「人間が対象世界をどのように見ているかという根元的な問題意識をもって

物事をその成り立ちから解きあかし，それをコンピュータと人間が理解を共有できるように書き記した

もの」とも定義され，基礎となる概念は対象とする世界に存在する概念と，それらの間に成立する関係

に関する記述を意味する概念化であるとしている(溝口, 2005)．本研究では，医学単語の概念を扱うた

めに，UMLS という医学オントロジーを用いる．UMLS は生物医学概念のリポジトリであるメタシソー

ラスや，135 の概念カテゴリーを含むセマンティックネットワーク，語彙資源で構成されている

(Bodenreider, 2004)．本研究では，特にコードで示された医学単語の概念情報を用いて，医学オントロジ

ーを辞書的役割と，他の医学知識へのマッピングのために活用する． 

提案する医学知識表現の共通部分では，始めに，UMLS の概念情報を用いることで，医学単語を識別

する．UMLS内の概念情報を持つ医学文書内の単語を医学単語とし，そうでない場合を非医学単語とする．

また，概念情報を用いながら，単語を ICD-10の医学知識へマッピングさせることで，単語の ICD-10コ

ードを取得する．ICD-10コードの有無で医学単語を ICD-10単語か非 ICD-10単語に分ける． 

依存部分では，本論文で対象としている患者状態の予測タスク（死亡予測）における患者状態の重症

度の意味の視点の場合，ICD-10コードを活用することで，死因ランキングの医学知識へ結びつけ，対応

する死因ランクごとで ICD-10 単語を区別する．図 2 は医学知識表現の共通部分と上記タスクに依存す

る部分を構築するために重要な知識を赤文字で示している． 

 

 
図 2：医学知識表現の共通部分と患者状態の予測（死亡予測）に依存する部分を構築するための知識 



 

2.4.医学知識表現を組み込んだ意味を考慮した単語の重み付け 

提案する医学知識表現の基本的な性質とタスクに依存する部分におけるランキングの活用によって，

医学知識表現を組み込んだ意味を考慮した単語の重み付けは以下の特徴を持つ． 
① 階層ごとの単語集合が is-a 関係 

本研究では，意味を考慮した単語の重み付けにおいて，ある意味の視点から単語に重要度を与え，単

語間に差異をもたらすために，提案する知識表現の構成要素である is-a 関係で示された単語集合の階層

の粒度を活用する．それにより，提案する重み付け手法は，浅い階層の単語集合よりも深い階層の具体

的な単語集合に対してより高い重みを付与する．例えば，共通部分では，ICD-10 単語に医学単語より

も高い重みを与える．タスクに依存する部分では，ICD-10 ランク単語に ICD-10 単語よりも高い重みを

与える．このように，階層の深い具体的な単語集合に対してより高い重みを与える． 

② 論理否定（￢）を活用した区分け 

本研究では，医学文書内の単語が Aでないという場合よりも Aであるという場合により高い重みを付

与する．ここで，A に該当する単語は，医学文書分析において重要語である．例えば，医学単語である

場合と医学単語でない場合（非医学単語）や，ICD-10単語である場合と ICD-10単語でない場合（非 ICD-10

単語）では，医学文書の分析で重要語と考えられる医学単語と ICD-10 単語に対して，それぞれ非医学

単語と非 ICD-10単語よりも高い重みを与える． 

③ ランキングで表された医学知識の活用 

本研究では，ランキングで表された知識を活用することで，単語集合で構成されるカテゴリーごとに

対応するランク情報に基づいてカテゴリー間の優劣をつける．例えば，15の死因ランクを含む死因ラン

キングにおいて，死因ランク 1位に該当するカテゴリーの重みは，15の死因ランクのカテゴリー間で最

も高くなる． 

これらの特徴をまとめることで，提案する意味を考慮した単語の重み付け手法は以下の規則に従う． 

 
W(非医学単語) < W(非 ICD-10 単語) < W(ICD-10ランク外単語) < W(死因ランク 15) < W(死因ランク 1) 

 

ここで，Wはカテゴリーの重みであり，W(非医学単語)は，非医学単語のカテゴリーの重みである．上

記規則のように，深い階層の単語集合が浅い階層の単語集合よりも高い重みとなる．論理否定を活用し

た区分けでは，例えば，非医学単語よりも，医学単語の中の非 ICD-10 単語により高い重みを与えてい

る．非 ICD-10 単語よりも，ICD-10 単語の中の ICD-10 ランク外単語により高い重みを与える．ICD-10

ランク外単語よりも，ICD-10ランク単語により高い重みを与える．このように，階層上で，Aでないと

いう場合よりも Aであるという場合により高い重みが与えられる．さらに，ランキング知識の活用によ

り，ICD-10 ランク単語の中でも，15 の死因ランクを含む死因ランキングにおいて，ランクが高ければ

高くなるほど，対応するカテゴリーの重みを高くする． 

2.5.実験による評価 

提案する医学知識表現を組み込んだ意味を考慮した単語の重み付け手法の有効性を検証するため，電

子カルテのデータベースである MIMIC II(Saeed, 2011)を用いた死亡予測の実験が行われた(松尾, 2016)．  

 

 
図 3：累積平均による精度の推移グラフ(松尾, 2016) 



 

表 1：4 つの手法の意味合い 

手法 手法の意味 

TFIDF TFIDFによる手法で，実験のベースラインである． 

TFIDF-MED-1 医学単語に対して重みを一意に上昇させた手法である． 

TFIDF-MED-2 医学単語の中でも ICD-10単語により高い重みを与えた手法である． 

TFIDF-MED-Ranking 死因ランキングの知識を含めた医学知識表現を組み込んだ手法である． 

 

論文(松尾, 2016)で示された結果は図 3である．図 3の中で記述している 4つの手法の意味は表 1で示

される．図 3 は，RBF カーネルを用いた SVM により，5-fold クロスバリデーションを 500 回実行した

累積平均による精度の推移を示している．縦軸がその精度であり，横軸が累積平均を求める範囲である．

結果から，TFIDF-MED-Ranking が最も高い精度を示したため，提案する医学知識表現を組み込んだ重み

付け手法の有効性が示された．このことから，提案する医学知識表現は，死亡予測というある特定のタ

スクにおいて有効であると考えられる． 

 

3. 考察 

3.1.提案手法の有効性と課題 

本研究で提案する医学知識表現は，死亡予測の実験でその有効性が示されたことから，ある特定のタ

スクにおいて医学知識表現が有効であることが示唆される．医学知識表現は，タスクに共通する部分が

含まれているため，別のタスクに適したランキングの医学知識を活用することで，別のタスクにも適用

が可能であると考えられる．適したランキングが存在しない場合は，機械学習を用いたデータからの学

習で，ある意味の視点から単語間のカテゴリー分けが可能であると考えられる．提案手法の特徴は，オ

ントロジーの is-a 関係を活用して，単語に意味づけをしている点である．医学知識表現の課題としては，

表現を拡張させていく際に，is-a 関係だけでなく，他の概念間の関係性を考慮して記述する必要がある

と考えられる． 

提案する医学知識表現による意味を考慮した単語の重み付けは，死因ランキングの知識を組み込んで

いるため，疾患によらない患者状態の予測が可能であると考えられる．患者状態の予測（死亡予測）の

結果から，どの患者にリスクがあるかを分析することや，予測に影響を及ぼす単語を分析することがで

きると考えられる．また，患者の重症度を考慮した単語の重み付けにより，文書を計算可能な形式に変

換していることから，データの二次利用の観点から，特定の疾患の予測や，患者の重症度に基づいた類

似症例検索といった，患者のリスクに関する様々な医学文書分析への適用が可能になると考えられる．

しかしながら，例えば，癌疾患に関する単語の場合，提案手法は癌の種類の違いによらず，重症度の観

点から癌疾患に関する単語全てに同じ重みを付与していることが課題であると考えられる． 

3.2.得られた結果の活用方法  
本研究の対象は医学文書であるため，得られた結果を医療へ応用することは，患者の回復や安全に大

きな影響を及ぼすことになる．さらに，結果の解釈には高い専門性が必要であると考えられる．したが

って，患者・専門家（医者）・技術者の 3軸により，得られた結果の活用方法を考察する．まず，前提

として，得られた結果（データ）の解釈は，その人の立場や思いなどによって異なると考えられる．例

えば，患者によっては，自身のリスクを知りたい人もいれば知りたくない人もいると考えられる．医者

によっては，本研究で対象としている患者の死亡を予測するタスク自体をマイナスに捉える人もいると

考えられる．一方で，医者は医療の視点から，技術者は技術の視点から，得られた結果から何ができて

何ができないかを提示することが可能であると考えられる．そこで，得られた結果を医療へ応用するた

めに，対象となるタスクとそこから得られた結果について，何を望んで何を望まないかという患者・専

門家の思いと，何ができて何ができないかという専門家と技術者の考えを構造的に表現することが有効

であると考えられる． 

 

4. 結論 

本研究は，意味を考慮した単語の重み付けにおいて，タスクに共通し，個別のタスクにも適用が可能

な医学知識表現を提案した．本知識表現は，オントロジーやランキングの知識を効果的に組み合わせな

がら，単語集合を意味の視点として階層的に表現することで実現した．階層ごとの単語集合が is-a 関係



 

で，論理否定を用いた区分けをしていることを基本的な性質とした．重み付けにおいては，医学文書内

の単語を意味の観点からカテゴリーへ階層的に区分けし，カテゴリーに対して設定した意味の視点から

重みを与えることで，カテゴリー内の単語には該当する重みが一意に与えられた． 

医学知識表現を組み込んだ意味を考慮した単語の重み付け手法は，死亡予測の実験で有効性が示され

ていることから，特定のタスクにおいて提案手法が有効であることが示唆された．また，医学知識表現

のタスク共通部分を維持したうえで，タスク依存部分において，設定するタスクに適した医学知識を組

み込むことや，機械学習によりデータから学習をすることで，様々な医学文書分析のタスクに適した意

味を考慮した単語の重み付け手法の開発が可能になると考えられる．文書分析のためには，単語の重み

付けにより，文書を計算可能な形式に変換することが不可欠である．本研究は，医学知識表現を組み込

んだ意味を考慮した単語の重み付けにより，患者状態の重症度の観点から文書を計算可能な形式にして

いるため，変換された文書を活用して，患者のリスクに基づいた様々な医学文書分析が可能になると考

えられる．今後は，得られた結果を医療へ応用するために，患者・専門家（医者）・技術者の 3軸に基

づく表現方法の構築を検討する． 
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