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Abstract : Orthographic normalization is significant for the acquisition of knowledges from sentences,
such as medical case reports. Many Japanese orthographic variations exist in medical sentences. To identify
terms meaning the same disease, serious costs of human resources are required. Various preceding methods
are studied to solve this problem, but some problems are still remains. Therefore, this paper proposes
integrated model for orthographic normalization of disease names using word embedding and syntactic
information.

1 はじめに
症例報告文章や電子カルテ、退院サマリー、人口
動態調査の死亡表などの医療分野における自由入力
文章には、標準病名マスターなど既存の標準用語集
に基づく Post Coordination では表現できない病名の
表記揺れが多数存在する。そのため、病名の分類や
検索、医用文章からの知識抽出などの処理において
表記揺れ病名とその正しい標準病名を同一視できな
い問題が生じる。よって、自由入力病名の表記揺れ
解消は解決すべき重要な課題である。
表記揺れ解消における先行研究では表記揺れ用語
の派生元用語を推定する transliteration による手法が
日本語[1], [2] のみならず中国語[3] や韓国語[4] などの言
語で提案されてきた。しかし、元用語が特定できな
い場合も存在するため、表記揺れが生じる知識を学
習することで表記揺れを解消する手法が提案された
[5], [6]が、未知の表記揺れには対応できない課題があ
った。他にも表記揺れ関係にある用語同士はスペル
が近いという前提で編集距離の類似度を用いて表記
揺れを解消する手法が提案されている[7] 。しかしな
がら、漢字・平仮名・アルファベット表記の差異は
十分に扱われていなかった。また、編集距離の類似
度を用いた手法ではスペルが全く異なる同義語に適
用できないことも問題である。
そこで、本研究では漢字・平仮名・アルファベッ
ト表記の差異や同義語も扱える自由入力病名に対す
る表記揺れの解消を目的とし、表記揺れ用語が有す
る意味の情報と文字の情報を用いた表記揺れ解消手
法を提案する。そして、用語の意味情報から標準病

名を推定する手法と文字情報から推定する手法をど
のように組み合わせればより精度を高めることがで
きるのか複数の統合方法を比較する。ここで、本稿
で述べる表記揺れ解消とは、表記揺れ用語を標準病
名マスターに登録されている標準病名の代表表記あ
るいは ICD10(2013)に紐づけることを意味する。

2 症例報告文章内の表記揺れ用語
本研究では AMED の臨床研究等 ICT 基盤構築研
究事業「人工知能による総合診療診断支援システム
の開発」で作成された CaseMap データベースを借用
して研究の材料に用いた。CaseMap データベースは
内科学会の 13,637 症例報告文章から疾患とその疾患
が誘発する病態や症状所見を抽出したデータで構成
されており、症例報告文章に記述された病態の遷移
を捉えている。CaseMap データベースに登録されて
いる用語数は 322,944 であり、用語種類数は 46,592
である。表 1 に CaseMap データベース内の病態遷移
の例を示した。
表 1 CaseMap データベース内の病態遷移の例

表 1 の 2 型糖尿病などある用語に着目した際にそ
の上流に用語を持たない用語は病名であることが多
いと考え、条件を満たす用語を集計し、標準病名マ

03-01

スターの代表表記、同義語、修飾語テーブルを用い
てどの程度標準病名で被覆できるのか調査した。そ
の結果、39,136 用語のうち 58%となる 22,776 用語が
被覆できず、用語の種類別では 3,694 用語のうち 67%
となる 2,471 用語が被覆できなかった。表 2 にそれ
らの被覆できなかった用語とそれらの名寄せ先とな
る標準病名の例を示した。表記揺れは一般に文字上
の差異を意味すると思われるが本稿では名寄せ先標
準病名と同義語関係にある被覆できなかった用語も
表記揺れ用語として扱った。

3.2 データセット作成
以下、3.3 節以降で述べるトレーニングデータセッ
トにおいても共通して CaseMap データベースの病態
遷移の情報を用いた。前処置として CaseMap データ
ベースにおける用語の出現頻度で上位 500 用語を確
認し、白血球と WBC のような症状・所見項目の正
規化を行った。

表 2 標準病名で被覆できなかった用語とその正解
標準病名の例

3 手法
本研究では 2 章で取得した標準病名で被覆できな
かった表記揺れ病名に対してその名寄せ先となる標
準病名あるいは ICD10(2013)を 1347 種類の標準病名
から正しく選択できるか試みた。表 1 における 2 型
糖尿病や糖尿病性ケトアシドーシスのような下流に
病態や症状所見を持つ用語群に存在する 1508 種類
の標準病名に対して同義語をその代表表記と同一概
念とみなし、1347 種類の標準病名を取得した。また、
ICD10 で同一概念とみなすと 901 種類の ICD10 が存
在した。
研究の流れとして、まず意味情報を用いて標準病
名を推定する手法 4 種類と文字情報を用いて推定す
る手法 2 種類をそれぞれ比較し、精度の高かった手
法を１つずつ選択した。その後、選択した手法を組
み合わせた 3 種類の手法を比較検討した。

3.1 コーパス作成
表 1 に示した病態遷移の情報を以下に示したよう
に Word2Vec に用いるコーパスとして作成した。

Word2Vec で異なる病態遷移データの用語の学習

を防ぐためにハイパーパラメータである Window サ
イズの値と同数のカンマで異なる病態連鎖間を繋い
だ。事前調査において、症例報告文章を形態素分割
したコーパスよりも症例報告文章から抽出された病
態遷移の情報をコーパスに用いた方が語の類似度判
定の成績が良かったため、以下本稿では病態遷移の
情報をコーパスとして用いた。

テストデータセットには表記揺れ病名とその
名寄せ先となる標準病名のデータセットを用い
た。標準病名マスターで被覆できなかった 2,471 種
類の用語のうち、CaseMap データベース内の出現頻
度順 454 用語について、名寄せ先の標準病名を人手
で正解付けした。今回、提案する手法は病名の意味
情報を用いたため、表記揺れ病名の名寄せ先となる
標準病名が上記の 1347 種類内に存在していなけれ
ば解くことができない。そのため、名寄せ先に正解
付けした標準病名が 1347 種類内に存在する 246 デ
ータセットをテストデータセットに用いた。

3.3

意味情報モデルと文字情報モデル

意味情報モデル 1 (SEM1)
3.1 で作成したコーパスを用いて Word2Vec で用語
の分散表現を獲得し、コサイン類似度から表記揺れ
病名に対する標準病名及び ICD10 を推定した。
A.

意味情報モデル 2 (SEM2)
3.1 で作成したコーパス内の各用語に対して形態
素分割処理を行ったコーパスを用いて Word2Vec で
用語の分散表現を獲得し、コサイン類似度から表記
揺れ病名に対する標準病名及び ICD10 を推定した。
形態素分割は MeCab に IPA 辞書、表記揺れ病名、標
準病名、LiLak 症状所見辞書を追加して行った。
B.

C. 意味情報モデル 3 (SEM3)
下流に何らかの病態や症状所見を持つ用語群に含
まれる標準病名に対し、その疾患が誘発する下流の
病態や症状所見を Bag of Words 形式で取得し、その
疾患の分散表現ベクトルとみなした。ベクトルの次
元数は 17,769 であり、全症例で 1 度しか出現しなか
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った用語は考慮しなかった。表 1 を例にとると 2 型
糖尿病、体重低下、HbA1c 上昇、糖尿病性ケトアシ
ドーシス、pH 低下、HCO3 低下が 1、その他の病態・
症状所見が 0 となった分散表現ベクトルとなる。
獲得した分散表現ベクトルを入力とし、1347 の標
準病名を出力とする 3 層のニューラルネットワーク
を構成した深層学習モデルを用いて学習した。テス
トとして表記揺れ病名についても同様のデータを作
成し、標準病名及び ICD10 を推定した。ただし、モ
デルの条件は中間層 200 次元、中間層の活性化関数
Relu、勾配降下法 (SGD)、学習率 0.01、バッチサイ
ズ 10、エポック数 300 に設定した。
D. 意味情報モデル 4 (SEM4)
C で獲得した疾患が誘発する下流の病態や症状所
見の用語に対して形態素分割処理を行った上で形態
素を Bag of Words 形式で取得し、これを標準病名の
分散表現ベクトルとみなした。ベクトルの次元数は
7,366 であり、1 度しか出現しなかった形態素は考慮
しなかった。形態素分割は B と同条件で行った。
テストとして表記揺れ病名についても同様のデー
タを作成し、C と同条件の深層学習モデルで標準病
名及び ICD10 を推定した。
E. 文字情報モデル 1 (SYN1)
各 246 表記揺れ病名に対して対象となる 1347 標
準病名との編集距離の類似度を求め、類似度の高さ
で標準病名を推定した。編集距離の類似度を計算し
た式を以下に示した。
編集距離の類似度(𝑡1 , 𝑡2 ) = 1 −

𝐸𝑑𝑖𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑡1 , 𝑡2 ) × 2
𝑙𝑒𝑛(𝑡1) + 𝑙𝑒𝑛(𝑡2)

編集距離(Edit Distance)は 2 つの文字列間において
一方の文字列をもう一方の文字列に変換するための
文字の置換、削除、挿入の数である。[8] 式中の len(tn)
は用語 tn の文字数である。編集距離の類似度は-1 か
ら 1 の値を取りうる。
F. 文字情報モデル 2 (SYN2)
標準病名に対して構成文字を分散表現として Bag
of Words 形式で取得し、これを標準病名の文字情報
ベクトルとみなした。また、表記揺れ病名の正解と
なる標準病名が標準病名マスターの同義語テーブル
に同義語を持つ場合はその同義語も学習に用いた。
文字情報ベクトルの次元数は 826 となった。
テストとして表記揺れ病名についても同様のデー
タを作成し、C と同条件の深層学習モデルで標準病
名及び ICD10 を推定した。

3.4 統合モデル
用語の正解数を指標にした時に高い精度を示した手
法は意味情報では SEM4、文字情報では SYN2 であ
ったため、それらのモデルを統合モデルに用いた。
A. 統合モデル 1 (INT1)
入力に用いた分散表現ベクトル同士を統合した。
次元数は 8,192 となった。
テストとして表記揺れ病名についても同様のデー
タを作成し、3.3 節の C と同条件の深層学習モデル
で標準病名及び ICD10 を推定した。
B. 統合モデル 2 (INT2)
表記揺れ病名ごとに解くモデルを変えることでよ
り精度が向上すると予測した。そこで、各 246 表記
揺れ病名に対して対象となる 1347 標準病名との編
集距離の類似度を求めた際に最も類似度の高い値が
設定した閾値よりも高い値を持つ表記揺れ病名グル
ープ、それ以外のグループに分けた。なお、閾値を
0.1 ずつずらして比較し、より精度が高くなった閾値
を調べた。
閾値よりも高い値を持つグループには文字情報モ
デル、低いグループには意味情報モデルを適用し、
それぞれのグループごとに標準病名及び ICD10 を推
定した。
C. 統合モデル 3 (INT3)
深層学習モデルは出力層で 1347 種類の標準病名
に対して何らかの値を出力し、その後、最も値が高
かった標準病名を推定病名として選択している。そ
こで、SEM4 と SYN2 がそれぞれ最終層で出力した
1347 標準病名に対する値を合計してから最も高か
った値で標準病名及び ICD10 を推定するモデルを考
えた。
合計する際に各モデルの値の比率を 0%から 100%
の間で 10%ずつずらして寄与率を変化させ、より精
度が高くなった寄与率を調べた。

4 実験結果
4.1 意味情報、文字情報モデルの結果
表 3 に各意味情報モデルと各文字情報モデルのテ
ストに おける標 準病名の正解 数と その正 解率、
ICD10 の正解数とその正解率、標準病名の TOP10 正
解数とその正解率を示した。標準病名の TOP10 正解
数はモデル推定後に対象となる標準病名を類似度の
高かった順に並べたとき上位 10 位以内に名寄せ先
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となる標準病名が入っていた数である。いずれにお
いても正解数は 246 表記揺れ病名のうちいくつ正解
したかを表す。
表 3 実験結果 1
標準病名 標準病名
正解数 正解率[%]
SEM1
SEM2
SEM3
SEM4
SYN1
SYN2

20
39
66
80
70
91

8.1
15.9
26.8
32.5
28.5
37.0

ICD10
ICD10
正解数 正解率[%]
23
44
73
93
90
99

9.3
17.9
29.7
37.8
36.6
40.2

標準病名 標準病名
TOP10
TOP10
正解数 正解率[%]
39
15.9
92
37.4
152
61.8
168
68.3
129
52.4
152
61.8

モデル間に着目すると INT3 で用いた手法が他と
比較して最も病名の表記揺れ解消に適していること
がわかった。

4.3 病名の表記揺れが解消できた例
表 5 に SEM4 が SYN2 より優位な結果であった例
例を、表 6 に SYN2 が SEM4 より優位な結果であっ
た例をそれぞれ 10 ペアずつ示した。
表 5 SEM4 が優位な結果であった例
SEM4でTOPに名寄せ先標準病名が出現した例

SEM1, 2 と 3, 4 では標準病名の正解率に倍程度の
差が見られ、3, 4 の方が良い精度を示したことから、
Word2Vec で病名の分散表現を獲得し、コサイン類似
度による類似度評価よりも、疾患が有する病態や症
状所見の Bag of Words 形式の分散表現を獲得し、3
層のニューラルネットワークで類似度評価を行った
手法の方が病名の意味を捉えやすいことがわかった。
また、SEM1 よりも 2、3 よりも 4 の正解率の方が高
かったことから、用語の形態素分割が精度向上に寄
与することがわかった。
SYN1 と 2 では 2 の正解率の方が高かったことか
ら 、 編 集 距 離 の 類 似 度 を 用 い る よ り も Bag of
Character として構成文字の情報を用いる方が精度向
上に寄与することがわかった。
ICD10 を推定する結果ではいずれのモデルにおい
ても標準病名の正解率よりも ICD10 の正解率の方が
高かった。このことは、1 位には正解とした標準病名
は出現しなかったが同じ ICD10 を持つ標準病名が 1
位に出現していたことを意味する。

表記揺れ病名

標準病名

肝原発悪性リンパ腫

悪性リンパ腫

成人型Still病

成人スチル病

Crowned_Dens_Syndrome

偽痛風

Guillan-Barre症候群

ギラン・バレー症候群

成人T細胞性リンパ腫

成人T細胞白血病リンパ腫

Churg-strauss症候群

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

Fibrillary_glomerulonephritis

糸球体腎炎

IgD型多発性骨髄腫

多発性骨髄腫

Multicentric_CastlemanDisease

キャッスルマン病

Henoch-Schoenlein紫斑病

IgA血管炎

表 6 SYN2 が優位な結果であった例
SYN2でTOPに名寄せ先標準病名が出現した例
表記揺れ病名

標準病名

びまん性大細胞型リンパ腫

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫

非閉塞性腸間膜虚血症(NOMI)

非閉塞性腸間膜虚血

インフルエンザウイルス肺炎

インフルエンザ肺炎

Langerhans細胞組織球症

ランゲルハンス細胞組織球症

抗基底膜抗体型急速進行性腎炎

急速進行性糸球体腎炎

緩徐進行性1型糖尿病

緩徐進行1型糖尿病

亜急性連合変性症

亜急性連合性脊髄変性症

CML_lymphnodalblast_crisis

慢性骨髄性白血病

Diffuse_Large_BCellLymphoma

びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫

肝型ウイルソン病

ウイルソン病

4.2 統合モデルの結果
表 4 に INT1 から INT3 における結果を示した。
表 4 実験結果 2
ICD10
標準病名 標準病名 ICD10
正解数 正解率[%] 正解数 正解率[%]
INT1
INT2
INT3

102
108
138

41.5
43.9
56.1

110
118
146

44.7
48
59.3

標準病名 標準病名
TOP10
TOP10
正解数 正解率[%]
154
62.6
188
76.4
210
85.4

統合モデル 2 において編集距離の類似度の閾値を
0.2 に設定したときに正解率が最も高かった。
統合モデル 3 において意味情報モデルの出力値を
50%、文字情報モデルの出力値を 50%として統合し
たときに正解率が最も高かった。

SEM4 を用いることで Crowned_Dens_Syndrome と
偽痛風や Guillain_Barre_Syndrome_Variant とギラン・
バレー症候群など編集距離の類似度や構成文字では
解くことができない病名の表記揺れを解消すること
ができたことからアルファベット・漢字・カタカナ
間の表記揺れにも対応できることがわかった。
文字情報モデルが正解した例からほとんどは文字
列上の差異を捉え、表記揺れを解消していることが
わかったが、CML_lymphnodalblast_crisis と慢性骨髄
性白血病は一見構成文字では推定できないと思われ
る。しかし、標準病名マスターに代表表記である慢
性骨髄性白血病を示す CML が同義語として登録さ
れているため、構成文字で正解できたことがわかっ
た。
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5 考察

かと予想している。

いずれのモデルにおいても形態素分割を行ったモ
デルの方が行っていないモデルよりも良い精度を示
した理由は、形態素分割が分散表現ベクトルの次元
数の抑制に寄与したからであると考えられる。(実際
に SEM3 の次元数は 17,769 であり、SEM4 の次元数
は 7,366 であった。)
編集距離の類似度を用いたモデルよりも構成文字
を用いたモデルの方が精度が高かった理由は、日本
語の漢字には癌や炎など文字自体に意味があるため、
この情報が表記揺れ病名の解消に貢献したと推察さ
れる。
いずれのモデルにおいても ICD10 を推定したとき
の正解率が標準病名を推定したときの正解率を上回
った結果から、ICD10 分類としては正解していても
文字列上における標準病名の差異を扱うための病態
遷移の情報が CaseMap データベースに存在していな
かったためにその差異を捉えられなかったのではな
いかと示唆される。
本来、意味情報が十分に存在していれば表記揺れ
解消に文字情報を用いる必要はないはずであるが、
統合モデルの方が意味情報モデルよりも良い精度を
示したことから、CaseMap データベース内の病態遷
移の情報には類似疾患を区別するのに十分な情報量
が含まれていなかったため、意味情報と文字情報の
組み合わせによって相乗効果が生じたと考えられる。
今回のタスクでは標準病名を 1/1347、ICD10 を
1/901 で正確に当てられるかを解いているため、未学
習時の正解率はそれぞれ 0.074%と 0.11%である。こ
れを踏まえると統合モデル 3 における標準病名の正
解率 56.1%、ICD10 の正解率 59.3%、標準病名の
TOP10 正解率 85.4%は十分に高く、INT3 が病名の表
記揺れ解消に実用的と考えられる。
今後より精度を向上させるためには INT3 の手法
を考慮すると SEM4 と SYN2 のそれぞれを改善する
必要があると考えられる。SEM4 が正解した表記揺
れ用語とその標準病名、不正解であった表記揺れ用
語とその標準病名の結果に差がないか調査したとこ
ろ、正解した表記揺れ用語の標準病名はトレーニン
グデータセット内に平均 35 個存在したのにもかか
わらず、不正解であった表記揺れ用語の標準病名は
トレーニングデータセット内に平均 22 個しか存在
しなかった。このことから、今後症例数の蓄積に伴
い、学習が促進されると考えられる。
また、今後表記揺れ病名とその標準病名の正解デ
ータセットを多く作成し、学習データに表記揺れ病
名を追加することで表記揺れの情報を学習できれば
特に SYN2 における精度向上に寄与するのではない

6 おわりに
本稿では意味情報モデル SEM4 と文字情報モデル
SYN2 の出力層の結果を統合した INT3 モデルを用
いることで個々のモデルよりも多くの自由入力病名
の表記揺れ解消ができることを示した。
本研究の限界として正解標準病名が CaseMap デー
タベース内にないと表記揺れの解消はできない。そ
のため、今後未登録の標準病名を有する症例を加え
ていくことでより多くの表記揺れ用語に対応できる
と考えられる。
本研究は自然言語を用いたアプリケーションにお
いて、病名の表記揺れを解消するタスクや ICD10 分
類をするタスクへの適用を想定している。今回は疾
患名のみに注目したが、今後は症状所見を対象とす
る予定である。表記揺れ用語を人手で個々に解消す
るタスクは人的コストが大きい。そこで、あらかじ
め数個程度の候補を表示し、その中から選択し、な
ければ他を探すような形式で利活用されることを目
指している。本研究が表記揺れ解消研究の礎となる
ことを期待している。
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