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1 概要
医療分野における言語処理研究は重要性および必要性
が増しているにも関わらず，我が国では研究者の数が
きわめて少なく，このままでは技術開発が追いつかな
いという事態も起こりうる。筆者らはこの主な原因の
１つは研究に利用できるコーパスが不足していること
だと考え，こうした現状を打開するために，研究者が
入手できるアノテーション済みコーパスを整備し，さ
らにそのコーパスを利用したシェアドタスクを開催す
ることを提案する。

2 背景と目的
本プロジェクトの提案に至るまでの背景および本プロ
ジェクトの目的について述べる。

2.1 医療分野における情報処理
我が国では医療分野における ICT（Information and

Communication Technology; 情報通信技術）の利活
用は他の分野と比べて 10年遅れていると言われてい
る。しかし，1999年にカルテの電子的な保存が法的に
認められるようになってから [1]，診療情報の記録は
紙カルテから電子カルテに着実に移行しつつあり，最
近では診療所や病院において電子カルテの画面を医師
と一緒に見ながら診察を受けることが珍しいことでは
なくなってきた。我が国における 2010年時点での電
子カルテの普及率はまだ 2割程度に過ぎないが，新規
に開業する診療所での導入率は 7～8割に上るとされ
[2]，今後さらに電子カルテの普及が進んでいくことは
確実である。
カルテの電子化に伴い，紙カルテの時代には行うこ

とが事実上不可能であった大規模な医療情報の利活用
が進むと期待されている。医療現場で蓄積されるデー
タの活用先として，大江らは次のような例を挙げてい
る [3]：

• 新たな医学的知見の抽出
• 診療行為の結果評価
• 類似症例の検索
• まれな副作用や疾患の頻度の正確な把握

こうしたデータ活用の実現のためには，病名や医薬
品名などの専門用語やそれに対応するコードの標準
化，データ記録形式の標準化，臨床医学知識の体系と
してのオントロジーの整備などが必要であり，これら
は現在，国や学会などの主導によって進められている
（たとえば次の文献およびWebサイトを参照のこと：
[4, 5, 6, 7]）。
データの利活用に伴うクレンジング作業などの負担

を考慮すると，データの入力後に標準化などの処理を
施すことよりも，データの入力時にできる限りの標準
化をしておくことが望ましいと考えることができる。
そこで，多くの電子カルテ・ソフトウェアには診療録
を入力するための標準的な「テンプレート」が用意さ
れており，それに沿って医師が入力をすることができ
るようになっている。
しかし，このような診療録の入力方法は医師の感覚

には馴染まず，そのためテンプレートは限定的な使用
にとどまっている [3]。よって診療録には，患者の状態
や医師の考察などが，基本的にはそれぞれの医師の言
葉で記載されており，そこから医学的な知見を抽出し
て利活用するためには，こうした医療文書の言語処理
が必要となる。

2.2 医療分野における言語処理
日々の医療の現場で生み出されるさまざまな種類の

情報には構造化しづらいものが多く，そのため医療情
報はテキストで表現されることが多い。紙カルテに蓄
積された医療文書を大規模に解析することは事実上不
可能であったが，現在は電子カルテの普及率が徐々に
ではあるが確実に伸びており，そのため言語処理技術
の活躍の機会が増大している。



表 1: 主なシェアドタスク

TREC Text Retrieval Conference [9]
CoNLL Conference on Natural Language Learning [10]
NTCIR NII Test Collection for IR Systems [11]

i2b2 Informatics for Integrating Biology and the Bedside [12]
BioNLP-ST BioNLP Shared Task [13]
BioCreative Critical Assessment of Information Extraction systems in Biology [14]

CALBC Collaborative Annotation of a Large Biomedical Corpus [15]
CASP Critical Assessment of Protein Structure Prediction [16]
CAPRI Critical Assessment of Prediction of Interactions [17]

このため，英語圏では 1960年代から医療分野の言
語処理研究が盛んになったが，Chapmanらは他の分
野と比べてその進歩が遅いことを指摘している [8]。そ
の理由として Chapmanらはいくつかの要因を挙げて
いるが，主なものは次の 3 つである：

1. 入手できるコーパスが不足している
2. アノテーション済みのコーパスが不足している
3. アノテーション方針が統一されていない

つまり，医療文書は患者および医師の個人情報を含
んでおり，医師らは医療機関外の研究者と医療文書を
共有することに対して非常に気を遣う。また，アノテー
ション済みのコーパスが無ければ自動アノテーション
手法の客観的な評価はできず，教師付き学習もできな
い。さらに，アノテーション方針が共通していなけれ
ば複数のグループの研究成果を比較することが困難に
なる。
英語圏よりも医療分野の言語処理研究が進んでいな

いと考えられる我が国においても，こうした問題意識
は同様である。従って我が国の医療分野の言語処理研
究の隆盛のためには，日本語で書かれたアノテーショ
ン済みの医療文書を研究者が共有できる仕組みが必要
である。

2.3 シェアドタスク
さまざまな分野において，実験材料を共有して解析

手法の精度を競う，ということが行われている。こう
した催しの呼び方はいろいろであるが（shared task，
contest，competition，challenge evaluation，critical
assessmentなど），ここでは「シェアドタスク」に統
一する。
言語処理に関連した現行のシェアドタスクとして

は，TREC [9]をはじめとして CoNLL [10]や国立情

報学研究所によるNTCIR [11]，医療分野の i2b2 [12]，
生命科学分野の BioNLP-ST [13]，BioCreative [14]，
CALBC [15] などがある。また言語処理以外のタス
クでは，生体分子の立体構造を扱った CASP [16]や
CAPRI [17]といったシェアドタスクがその分野にお
いてはよく知られている（表 1）。
シェアドタスクに参加するグループには実験材料が

配られるため，解析手法を開発する研究者の多くが直
面する実験材料の入手という壁が取り払われる。また，
複数のグループで同じ実験材料を共有することで，ア
ノテーション方法や手法ごとの解析精度や特徴などを
評価したり議論したりできるようになる。さらに，そ
の分野で現在解くべきタスクが整理・共有される，研
究者がその分野に流入することを促す，といった効果
もある。

2.4 本プロジェクトの目的
本プロジェクトの長期的な目標は，医療分野の言語

処理に興味を持つ研究者が増加すること，および日本
語で書かれた医療文書の解析技術が向上することであ
る。そこで本プロジェクトではこの目標に向けて，研
究に利用できる医療分野コーパスを整備すること，そ
のコーパスを題材にしたシェアドタスクの開催を計画
すること，の２つを目的とする。

3 材料と方法
本プロジェクトを遂行するための方法について述べる。
生コーパスとして病歴要約を収集し，匿名化処理とア
ノテーションを施す。これを利用したシェアドタスク
を計画する。



図 1: 病歴要約の例（架空）

3.1 病歴要約
医療文書として真っ先に思い浮かぶのは診療録

（medical record）であるが，診療録は問診をしなが
ら記載されるものであるため，最小限の情報が整理さ
れずに書かれることが多く，また整った文章として書
かれないことが普通である（体言止めや単語の羅列な
ど）。そのため診療録からの情報抽出は敷居が高い。
そこで筆者らは，病歴要約（medical history）に注目
している。病歴要約は，たとえば入院していた患者が
退院する際や患者を他の医師に紹介する際などに，第
三者がその症例を理解できることを目的として書かれ
るもので，自然言語で記述される（図 1 にその例を
示す）。
医師は，他の医師によって書かれた図 1のような病

歴要約を読み，たとえば図 2のように重要な情報を抽
出・整理して臨床推論を行い診断仮説を立て，それを
確かめるための検査の決定や治療方針を組み立てる。
このように，病歴要約には診察をした医師によって

整理された情報が凝縮されており，またその内容には
臨床推論に必要となる健康情報と病名の組み合わせな
どが含まれる。よって，病歴要約は診断・診療支援シ
ステムのためのデータ取得先の 1つとしても用いるこ
とができる。

3.2 病歴要約の収集
疾患に罹患している（もしくは罹患が疑われる）患

者の病歴要約をさまざまな診療科の医師から収集する。
病歴要約にはその患者本人の年齢や健康情報などを

はじめとして，社会生活像，家庭の事情や家族の病歴
要約などの個人情報ないし準個人情報が含まれる。ま
た医師の考察も入るため，医師の個人情報も含まれる
とも考えられている。よって個人情報保護の観点から

図 2: 病歴要約からの情報抽出の例

これをそのまま研究に供することはできない。そこで，
実際の患者の病歴要約を収集するのではなく，疑似的
な病歴要約を書き起こしたものを収集する。この際，
医学の知識のない者が書いた病歴要約が実際の患者象
を反映することは大変難しく，その後の解析には耐え
ないと考えられる。そのためさまざまな診療科の医師
に書き起こしを依頼し，さらに念を入れて実際の病歴
要約やカルテに対して行うのと同じようにして匿名化
処理を行う。

3.3 アノテーション
収集した病歴要約に対してタグを付与する。
病歴要約へのアノテーションは，診断・診療支援シ

ステムのみならず，医師が重要な情報を見やすいよう
に表示するためにも使うことができる。これらの目的
をのバランスを考慮してタグを設計する。現在予定し
ているタグは，匿名化の対象となる情報（日付・年齢，
性別，地名・施設名，人名）と，医師が患者の病歴を
理解するのに重要な情報（病名，症状，発症のきっか
け）である（図 3）。
アノテーション作業は医療事務や ICDコーディン

グスペシャリストの経験者などの，専門的な知識や経
験を有するアノテータに依頼する（ICD [18]はWHO
が定めている病名のコード集であり，日本語では「国
際疾病分類」と呼ばれる）。筆者らのグループではこ
れまでに，病名や症状などにコードを付与するツール
を開発してきた。こうしたツールを利用してアノテー
ション作業の負担を軽減する。

3.4 シェアドタスクの計画
前節までに構築したタグ付き病歴要約コーパスを利

用したシェアドタスクMedIST-j（Medical Informatics



図 3: タグの例

Shared Task for Japanese）の開催を計画する。これ
は，医療分野における情報処理技術，特に日本語の言
語処理技術の評価と向上および情報交換を目指した
シェアドタスクである。また，これらの分野において
現在解決が望まれている問題を明らかにして研究者コ
ミュニティへ提供することも目的とする。
初回のタスクとして，実際の患者の病歴要約を研究

利用する際に必須となる「テキスト匿名化」と診断の
根拠となる患者の愁訴や所見を抽出する「臨床情報抽
出」を行う。
参加資格は特に設けず，大学，研究所，企業などか

ら広く参加者を募集し，個人でもグループでも参加で
きるものとする。

4 予想される効果
本プロジェクトで提案するシェアドタスクは，我が国
において医療分野の言語処理を担う研究者が増加する
こと，および日本語の医療文書の言語処理技術が向上
することを狙いとしている。これ以外にも，シェアド
タスクを通じて解くべきタスクが研究コミュニティで
共有される，医療文書のアノテーション方針が洗練さ
れる，スポンサー企業と対話をすることで産業界が求
めている医療分野の言語処理の技術が明らかにされる，
といった効果も期待できる。
海外に目を向けると，医療分野の言語処理シェアド

タスクとして 2006年から米国国立衛生研究所（NIH;
National Institutes of Health）の主導による i2b2 [12]
が開催されている [19]。このシェアドタスクは英語で
書かれた医療文書の解析技術の向上に貢献している。
しかし，我が国においては医療文書は英語ではなく日
本語で書かれている。そのため i2b2とは別に，我が
国においては日本語の医療文書の言語処理技術を培っ
ていく場が必要である。
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