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Abstract:
MST is the database of the term which is necessary for the electronic record
of the digestive organ fiberscope inspection data.
OMED
(World
Organization
for
Digestive Endoscopy) introduces MST corresponding to each language of ten countries (English,
France, Italy, Germany, Portugal, Spain, Russia, Hungary, Czech, Turkey) to the public.
MST is little structuralized term definition, and the idea of MST thinks us to apply it
as for other image inspection as well.
It aimed at establishing UI of the report system
which used the term definition like MST structuralized by developing MST Reorting System to
comply with multi languages including Japanese edition.
It was proved that there were
various problems in the difference between each language thought a difference in the judgment
of the difference which it thinks of a misprint in translation with, and the note and so on as a
result of comparing multiple language editions MST. We had an interview with Dr.Delvaux of
OMED, and did a report and suggestion toward the development of future MST.
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1. 背景

MST は数少ない構造化された用語定義であり、

OMED(世界消化器内視鏡学会)は、データの電

我々は MST の思想が広く診療情報の扱い全般

子記録に必要な用語のデータベース

に応用出来るものと考えている。4) 5) 6)7)8)

（MST:Minimal Standard Terminology）を公
開しており、10 ヶ国（英語・フランス・イタリ

2. 目的

ア・ドイツ・ポルトガル・スペイン・ロシア・

日本語版を含めた計 11 ヶ国語に対応する MST

ハンガリー・チェコ・トルコ）の各言語に対応

レポーティングシステムを開発することにより、

している。1) 2)

MST の様な構造化された用語定義を使用した

日本消化器内視鏡学会でも、日本で普遍的に使

レポートシステムの UI(User Interface)を確立

用されている用語を追加した MST 日本語版を

することを目的とした。

公開している。3)

構造化された用語を扱うと言うことは、レポー
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トを記述する際の自由度を減少させるという事

発展に向けて以下の３点についての報告と提言

であり、このマイナス面を UI でカバーする必

を行った。

要がある。さもなければいくらデータの後利用
試作した MST レポートシステムの評価

等を謳っても実際には使用してもらえないから

4.1.

である。

我々のソフトウェアの特徴としている “目的項

単純な例を挙げれば、構造化された木構造の末

目への到達容易性” であるスクロール無しでの

端に行き着くまでにいくつもの操作が必要では、

一覧可能な UI の実装は高い評価を受けること

実用的な UI とは言えない。

ができた。(図 2)

また、使用場面に応じた記述粒度の自由度も必

しかし、構造化用語定義を使用する際の関門で

要であり、検診と精査では要求される粒度が異

ある「複数選択の扱い」及び「粒度」等の問題

なる。さらにレポートを参照する側あるいは受

について議論した結果、詳細粒度データのグル

診者や患者にとっては平易な文章化も必要であ

ーピングなど、
MST の構造化定義だけでなく、

ると考えた。9)

ソフトウェアのインタフェースとしてカバーす
べき点が残っていることが分かった。(図 3)

3. 方法
MST 自体のマスターテーブルを作成するため

4.2.

に、日本語版を含む全 11 ヶ国言語版 MST の比

早期癌に関して、日本は世界に先行している。

較を行い、各国語版における差異を検討した。

MST においても早期癌に関する部分への拡張

また、MST の用語定義自体に過不足等や曖昧

を提言し、OMED としての見解を確認したと

な点がないか、MST を使用した場合の症例等

ころ、消化器腫瘍のパリ分類を MST に追加す

の扱いについて、消化器内視鏡医からの意見聴

ることを検討しているとのコメントを得ること

取を行った。

ができた。

早期癌に対する日本語版での重要な拡張

UI に関しては、
複雑な構造階層を辿るのではな
く、フラットな画面構成から目的の項目を容易

4.3.

に選択可能とするものとした。

多国語版の比較検討過程で浮上したいくつかの

多国語版における不整合点の報告

問題点を報告した。

4. 結果

これらの問題点を解決すべき対応策として、コ

多国語版 MST を比較した結果、翻訳時の誤植

ードを含むメンテナンス体制等に対して提言を

に依ると思われる差異や注釈の判断の違いと思

行ったところ前向きに検討したいとのことであ

われる各国語間の相違など、様々な問題がある

った。

ことが判明した。(図 1)は構造が異なっている

なお、Normed Verlag 出版の本の内容と Web

一例である。

で公開されている MST の Term が微妙に異な

我 々 は 、 OMED

,

る点について、どれを原本と考えればよいかと

DATA

の質問に対しては、MST は改訂されており、

PROCESSING COMMITTEE の Chairman

Normed Verlag(OMED) の方が原本である事

である Dr. Delvaux と面談し、今後の MST の

を確認した。

STANDARDISATION

TERMINOLOGY
and
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5. 考察
現在、MST のバージョンをコントロールする
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STANDARDISATION

and

DATA

PROCESSING COMMITTEE）の活動が停止
しているとのことであったが、MST の理念は
重要なものであり、日本の臨床現場からも様々
な拡張提案がなされている 10)。医療情報の視点
からも協力して積極的に活動していくことが大
切ではないだろうか。このような多国語に対応
した用語を使用することにより、言語の壁と地
域を乗り越えた真の医療に役立つデータの蓄積
が可能になると考える。
MST は消化器内視鏡用の用語集であるが、そ
の概念は消化器内視鏡に限定されることなく、
超音波検査や放射線系の検査にも適用可能なも
のである。
MST のような世界レベルの用語集を構築する
には臨床と医療情報の知識と膨大な時間を要す
るため、関連学会等が互いに協力し合って歩み
を止めることなく育てていく必要がある。
更に、このような構造化された用語を使用して
もらうためのUIには相当の工夫が必要である。
構造階層を辿る手段としてはいくつかの手法が
考えられる(図 4)が、まずユーザーが選択したい
項目に行き着くこと自体が困難であってはなら
ない。Dr. Delvaux も MST を使うには「学習
曲線が必要である」とコメントしているが、敷
居の高さはまさにこの点にある。
次ぎに、同じ場所に複数の所見がある場合など
まとめて書くか・個別の所見として書くかとい
った問題がある。MST では、そのどちらも許
容しているが、UI 側では"Same"といったサポ
ート機能が必要となるかも知れない。
医学と情報学の融合は、まさに医療情報学会が
担うべき所であると考える。
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