
資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1 コード表　300＿判定区分 正常範囲 ← 正常 正常

2 正常範囲 ← 正常範囲 正常範囲

3 正常範囲 ← 異常所見なし 異常所見なし

4 正常範囲 ← 異常なし 異常なし

5 正常範囲 ← 検査の範囲では異常なし 検査の範囲では異常なし

6 正常範囲 ← 差支えなし 差支えなし

7 正常範囲 ← 支障なし 支障なし

8 正常範囲 ← わずかな異常 わずかな異常

9 正常範囲 ← 放置可 放置可

10 正常範囲 ← わずかな異常がります わずかな異常がります

11 正常範囲 ← 措置不要 措置不要

12 正常範囲 ← 軽度基準外 軽度基準外

13 正常範囲 ← 軽度異常 軽度異常

14 正常範囲 ← 観察不要 観察不要

15 正常範囲 ← 有所見心配なし 有所見心配なし

16 正常範囲 ← 有所見健康 有所見健康

17 正常範囲 ← 放置可 放置可

18 要経過観察 ← 要観察 要観察

19 要経過観察 ← 要注意 要注意

20 要経過観察 ← 要管理継続 要管理継続

21 要経過観察 ← 経過観察中 経過観察中

22 要経過観察 ← 要観察（次回） 要観察(次回)

23 要経過観察 ← 日常生活注意 日常生活注意

24 要経過観察 ← 経過観察 経過観察

25 要経過観察 ← 管理継続 管理継続

26 要経過観察 ← 要観察１２か月後 要観察12か月後

27 要経過観察 ← 経過観察６か月後 経過観察6か月後

28 要経過観察 ← 要管理 要管理

29 要経過観察 ← 観察 観察

30 要経過観察 ← 要観察・指導 要観察･指導

31 要経過観察 ← 生活習慣の改善、経過観察 生活習慣の改善､経過観察

32 要経過観察 ← 要注意 要注意

33 要経過観察 ← 経過観察３か月後 経過観察3か月後

34 要経過観察 ← 家庭にて経過観察 家庭にて経過観察

35 要経過観察 ← 異常なし（管理中） 異常なし(管理中)

36 要経過観察 ← 産業医相談 産業医相談

37 要医療 ← 要受診 要受診

38 要医療 ← 要専門医 要専門医

39 要医療 ← 病院受診 病院受診

40 要医療 ← 要治療 要治療

41 要医療 ← 病院紹介 病院紹介

42 要医療 ← 通院継続 通院継続

43 要医療 ← 要手術 要手術

44 要医療 ← 要医療継続 要医療継続

45 要医療 ← 治療継続 治療継続

46 要治療継続 ← 医療継続 医療継続

47 要治療継続 ← 主治医受診 主治医受診

48 要治療継続 ← 現在治療中 現在治療中

49 要治療継続 ← 要継続医療・治療中 要継続医療･治療中

50 要治療継続 ← 異常なし（治療中） 異常なし(治療中)

51 要治療継続 ← 要治療継続 要治療継続

52 要治療継続 ← 要治療継続（コントロール良好） 要治療継続(ｺﾝﾄﾛｰﾙ良好)

53 要治療継続 ← 要治療継続（コントロール不良） 要治療継続(ｺﾝﾄﾛｰﾙ不良)

54 要治療継続 ← 加療中 加療中

55 要治療継続 ← 治療中（継続） 治療中(継続)

56 要治療継続 ← 治療中（要医師相談） 治療中(要医師相談)

57 要精密検査 ← 要二次検査 要二次検査

58 要精密検査 ← 要精密 要精密

59 要精密検査 ← 至急精検 至急精検

60 要再検査 ← 判定不能 判定不能

61 要再検査 ← 近日中再検査 近日中再検査

62 コード表　310＿判定追加情報 ３か月後経過観察 ← ３か月後に経過観察が必要 3か月後に経過観察が必要

63 ６か月後経過観察 ← ６か月後に経過観察が必要 6か月後に経過観察が必要

64 １年後経過観察 ← １年後に経過観察が必要 1年後に経過観察が必要

65 至急精検 ← 至急に精密検査が必要 至急に精密検査が必要

66 （自由筆記） ← （自由筆記） (自由筆記)

67 コード表　210＿胸部部位 右肺野 ← 右肺野 右肺野

68 右肺尖部 ← 右肺尖部 右肺尖部

69 右上肺野 ← 右上肺野 右上肺野

70 右中肺野 ← 右中肺野 右中肺野

71 右下肺野 ← 右下肺野 右下肺野

72 右全肺野 ← 右全肺野 右全肺野

73 右肺門部 ← 右肺門部 右肺門部

74 右縦隔 ← 右縦隔 右縦隔

75 右横隔膜 ← 右横隔膜 右横隔膜

76 右１弓　 ← 右１弓　 右1弓 

77 右２弓　 ← 右２弓　 右2弓 

78 右胸膜 ← 右胸膜 右胸膜

79 右肩甲骨 ← 右肩甲骨 右肩甲骨

80 右鎖骨 ← 右鎖骨 右鎖骨

81 右肋骨 ← 右肋骨 右肋骨

82 右腋窩 ← 右腋窩 右腋窩

83 左肺野 ← 左肺野 左肺野

84 左肺尖部 ← 左肺尖部 左肺尖部

85 左上肺野 ← 左上肺野 左上肺野

86 左中肺野 ← 左中肺野 左中肺野

87 左下肺野 ← 左下肺野 左下肺野

88 左全肺野 ← 左全肺野 左全肺野

89 左肺門部 ← 左肺門部 左肺門部

90 左縦隔 ← 左縦隔 左縦隔

91 左横隔膜 ← 左横隔膜 左横隔膜

92 左１弓 ← 左１弓 左1弓

93 左２弓 ← 左２弓 左2弓

94 左３弓 ← 左３弓 左3弓

95 左４弓 ← 左４弓 左4弓

96 左胸膜 ← 左胸膜 左胸膜

97 左肩甲骨 ← 左肩甲骨 左肩甲骨
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
98 左鎖骨 ← 左鎖骨 左鎖骨

99 左肋骨 ← 左肋骨 左肋骨

100 左腋窩 ← 左腋窩 左腋窩

101 両肺野 ← 両肺野 両肺野

102 両肺尖部 ← 両肺尖部 両肺尖部

103 両上肺野 ← 両上肺野 両上肺野

104 両中肺野 ← 両中肺野 両中肺野

105 両下野 ← 両下野 両下野

106 両全肺野 ← 両全肺野 両全肺野

107 両肺門部 ← 両肺門部 両肺門部

108 両縦隔 ← 両縦隔 両縦隔

109 両横隔膜 ← 両横隔膜 両横隔膜

110 両胸膜 ← 両胸膜 両胸膜

111 両肩甲骨 ← 両肩甲骨 両肩甲骨

112 両鎖骨 ← 両鎖骨 両鎖骨

113 両肋骨 ← 両肋骨 両肋骨

114 両腋窩 ← 両腋窩 両腋窩

115 肺外 ← 肺外 肺外

116 側面 ← 側面 側面

117 コード表　211＿胸部所見 異常所見なし ← 異常所見なし 異常所見なし

118 異常所見あり ← 異常所見あり 異常所見あり

119 シャントチューブ ← シャントチューブ ｼｬﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ

120 シャントチューブ ← シャント術後 ｼｬﾝﾄ術後

121 シルエット・サイン ← シルエット・サイン ｼﾙｴｯﾄ･ｻｲﾝ

122 ステント留意 ← ステント留意 ｽﾃﾝﾄ留意

123 すりガラス陰影 ← すりガラス陰影 すりｶﾞﾗｽ陰影

124 その他 ← その他 その他

125 びまん性病変 ← びまん性病変 びまん性病変

126 リンパ節石灰化影 ← リンパ節石灰化影 ﾘﾝﾊﾟ節石灰化影

127 リンパ節石灰化影 ← リンパ節の石灰化影 ﾘﾝﾊﾟ節の石灰化影

128 圧排 ← 圧排 圧排

129 異物 ← 異物 異物

130 医療器具装置 ← 医療器具装置 医療器具装置

131 医療器具装置 ← ペースメーカー術後 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ術後

132 医療器具装置 ← ポート留置後 ﾎﾟｰﾄ留置後

133 右胸心 ← 右胸心 右胸心

134 右側大動脈弓 ← 右側大動脈弓 右側大動脈弓

135 右房拡大 ← 右房拡大 右房拡大

136 右房肥大 ← 右房肥大 右房肥大

137 円形陰影 ← 円形陰影 円形陰影

138 円形石灰化 ← 円形石灰化 円形石灰化

139 円形無気肺 ← 円形無気肺 円形無気肺

140 炎症性変化 ← 炎症性変化 炎症性変化

141 横隔膜腫瘤影 ← 横隔膜の腫瘤影 横隔膜の腫瘤影

142 横隔膜腫瘤影 ← 横隔膜腫瘤影 横隔膜腫瘤影

143 横隔膜ヘルニア ← 横隔膜ヘルニア 横隔膜ﾍﾙﾆｱ

144 横隔膜挙上 ← 横隔膜挙上 横隔膜挙上

145 冠動脈術後 ← 冠動脈術後 冠動脈術後

146 冠動脈石灰化 ← 冠動脈石灰化 冠動脈石灰化

147 冠動脈閉塞 ← 冠動脈閉塞 冠動脈閉塞

148 間質性肺炎 ← 間質性肺炎 間質性肺炎

149 間質性変化 ← 間質性変化 間質性変化

150 奇静脈葉 ← 奇静脈葉 奇静脈葉

151 気管圧排 ← 気管圧排 気管圧排

152 気管狭窄 ← 気管狭窄 気管狭窄

153 気管支陰影 ← 気管支陰影 気管支陰影

154 気管支拡張像 ← 気管支拡張像 気管支拡張像

155 気管支壁肥厚像 ← 気管支壁の肥厚像 気管支壁の肥厚像

156 気管支壁肥厚像 ← 気管支壁肥厚像 気管支壁肥厚像

157 気管偏位 ← 気管偏位 気管偏位

158 気胸 ← 気胸 気胸

159 気胸術後 ← 気胸術後 気胸術後

160 亀背 ← 亀背 亀背

161 鋸歯状 ← 鋸歯状 鋸歯状

162 狭窄 ← 狭窄 狭窄

163 胸郭形成術後 ← 胸郭形成術後 胸郭形成術後

164 胸郭変形 ← 胸郭変形 胸郭変形

165 胸骨縦切開術後 ← 胸骨縦切開術後 胸骨縦切開術後

166 胸水 ← 胸水 胸水

167 胸椎 ← 胸椎 胸椎

168 胸部術後 ← 胸部術後 胸部術後

169 胸部大動脈瘤 ← 胸部大動脈瘤 胸部大動脈瘤

170 胸膜腫瘤影 ← 胸膜の腫瘤影 胸膜の腫瘤影

171 胸膜腫瘤影 ← 胸膜腫瘤 胸膜腫瘤

172 胸膜腫瘤影 ← 胸膜腫瘤影 胸膜腫瘤影

173 胸膜石灰化影 ← 胸膜の石灰化影 胸膜の石灰化影

174 胸膜石灰化影 ← 胸膜石灰化 胸膜石灰化

175 胸膜石灰化影 ← 胸膜石灰化影 胸膜石灰化影

176 胸膜プラーク ← 胸膜プラーク 胸膜ﾌﾟﾗｰｸ

177 胸膜炎 ← 胸膜炎 胸膜炎

178 胸膜肥厚 ← 胸膜肥厚 胸膜肥厚

179 胸膜肥厚 ← 限局性胸膜肥厚 限局性胸膜肥厚

180 胸膜病変 ← 胸膜病変 胸膜病変

181 胸膜癒着 ← 胸膜癒着 胸膜癒着

182 空洞影 ← 空洞影 空洞影

183 空洞影 ← 空洞陰影 空洞陰影

184 珪肺 ← 珪肺 珪肺

185 結節影 ← 結節影 結節影

186 結節影 ← 結節性陰影 結節性陰影

187 血管影走行異常 ← 血管影の走行異常 血管影の走行異常

188 血管影走行異常 ← 血管影走行異常 血管影走行異常

189 血管影増強 ← 血管影増強 血管影増強

190 肩甲骨脱灰性病変 ← 肩甲骨脱灰性病変 肩甲骨脱灰性病変

191 誤嚥后バリウム ← 誤嚥后バリウム 誤嚥后ﾊﾞﾘｳﾑ

192 甲状腺腫大 ← 甲状腺腫大 甲状腺腫大

193 硬化性変化 ← 硬化性変化 硬化性変化

194 硬化性変化 ← 硬化像 硬化像
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
195 骨折 ← 骨折 骨折

196 骨島 ← 骨島 骨島

197 鎖骨術後 ← 鎖骨術後 鎖骨術後

198 鎖骨術後 ← 鎖骨の異常影 鎖骨の異常影

199 鎖骨骨折 ← 鎖骨骨折 鎖骨骨折

200 鎖骨骨折 ← 鎖骨骨折・骨折後 鎖骨骨折･骨折後

201 細気管支炎 ← 細気管支炎 細気管支炎

202 索状影 ← 索状影 索状影

203 脂肪腫 ← 脂肪腫 脂肪腫

204 治癒性変化 ← 治癒性変化 治癒性変化

205 腫瘍影 ← 腫瘍影 腫瘍影

206 腫瘍影 ← 腫瘤陰影 腫瘤陰影

207 線状石灰化 ← 線状石灰化 線状石灰化

208 線状石灰化 ← 樹脂状石灰化 樹脂状石灰化

209 線状石灰化 ← 樹脂状・線状石灰化 樹脂状･線状石灰化

210 心血管所見 ← 心血管所見 心血管所見

211 心血管所見 ← 縦隔所見 縦隔所見

212 心血管所見 ← 縦隔・心血管所見 縦隔･心血管所見

213 縦隔腫瘤影 ← 縦隔腫瘤影 縦隔腫瘤影

214 縦隔腫瘤影 ← 縦隔の腫瘤影 縦隔の腫瘤影

215 縦隔石灰化 ← 縦隔石灰化 縦隔石灰化

216 縦隔石灰化 ← 縦隔の石灰化影 縦隔の石灰化影

217 縦隔リンパ節腫大 ← 縦隔リンパ節腫大 縦隔ﾘﾝﾊﾟ節腫大

218 縦隔拡大 ← 縦隔拡大 縦隔拡大

219 縦隔気腫 ← 縦隔気腫 縦隔気腫

220 縦隔術後 ← 縦隔術後 縦隔術後

221 術後変化 ← 術後変化 術後変化

222 女性化乳房 ← 女性化乳房 女性化乳房

223 食道裂孔ヘルニア ← 食道裂孔ヘルニア 食道裂孔ﾍﾙﾆｱ

224 心陰影拡大 ← 心陰影拡大 心陰影拡大

225 心陰影拡大 ← 心拡大 心拡大

226 心陰影拡大 ← 心肥大 心肥大

227 心陰影拡大 ← 心陰影の拡大 心陰影の拡大

228 心先天異常 ← 心先天異常 心先天異常

229 心臓手術後 ← 心臓手術後 心臓手術後

230 心臓手術後 ← 心術後 心術後

231 心膜石灰化 ← 心膜石灰化 心膜石灰化

232 浸潤影 ← 浸潤影 浸潤影

233 浸潤影 ← 浸潤性陰影 浸潤性陰影

234 塵肺大陰影 ← 塵肺大陰影 塵肺大陰影

235 石灰化影 ← 石灰化影 石灰化影

236 石灰化影 ← 石灰化 石灰化

237 脊髄圧迫骨折 ← 脊髄圧迫骨折 脊髄圧迫骨折

238 脊柱管狭窄 ← 脊柱管狭窄 脊柱管狭窄

239 脊椎後弯 ← 脊椎後弯 脊椎後弯

240 脊椎側弯 ← 脊椎側弯 脊椎側弯

241 脊椎側弯 ← 脊柱側彎 脊柱側彎

242 脊椎側弯 ← 脊椎側彎術後 脊椎側彎術後

243 線状影 ← 線状影 線状影

244 線状影 ← 線状陰影 線状陰影

245 繊維化 ← 繊維化 繊維化

246 巣状肺炎 ← 巣状肺炎 巣状肺炎

247 造影剤残留 ← 造影剤残留 造影剤残留

248 多発性結節影 ← 多発性結節影 多発性結節影

249 多発輪上影 ← 多発輪上影 多発輪上影

250 大動脈延長 ← 大動脈の拡張像 大動脈の拡張像

251 大動脈延長 ← 大動脈拡張 大動脈拡張

252 大動脈延長 ← 大動脈の拡張像 大動脈の拡張像

253 大動脈蛇行 ← 大動脈蛇行 大動脈蛇行

254 大動脈蛇行 ← 大動脈の蛇行 大動脈の蛇行

255 大動脈石灰化影 ← 大動脈石灰化影 大動脈石灰化影

256 大動脈石灰化影 ← 大動脈の石灰化影 大動脈の石灰化影

257 大動脈弓突出 ← 大動脈弓突出 大動脈弓突出

258 大動脈弓突出 ← 大動脈弓の突出 大動脈弓の突出

259 大動脈疾患 ← 大動脈疾患 大動脈疾患

260 大動脈術後 ← 大動脈術後 大動脈術後

261 中葉症候群 ← 中葉症候群 中葉症候群

262 陳旧性肺結核 ← 陳旧性肺結核 陳旧性肺結核

263 陳旧性病変 ← 陳旧性病変 陳旧性病変

264 椎間板ヘルニア ← 椎間板ヘルニア 椎間板ﾍﾙﾆｱ

265 動脈管開存 ← 動脈管開存 動脈管開存

266 動脈硬化 ← 動脈硬化 動脈硬化

267 突出 ← 突出 突出

268 内臓逆位 ← 内臓逆位 内臓逆位

269 乳房術後 ← 乳房術後 乳房術後

270 嚢胞影 ← 嚢胞影 嚢胞影

271 嚢胞影 ← ブラ ﾌﾞﾗ

272 肺過膨張 ← 肺過膨張 肺過膨張

273 肺過膨張 ← 肺の過膨張 肺の過膨張

274 肺気腫 ← 肺気腫 肺気腫

275 肺気腫 ← 小葉中心性肺気腫 小葉中心性肺気腫

276 肺血管病変 ← 肺血管病変 肺血管病変

277 肺血管病変 ← 肺血管影の減少 肺血管影の減少

278 肺梗塞 ← 肺梗塞 肺梗塞

279 肺梗塞 ← 肺血栓塞栓症 肺血栓塞栓症

280 肺腫瘤 ← 肺腫瘤 肺腫瘤

281 肺切除術後 ← 肺切除術後 肺切除術後

282 肺切除術後 ← 肺切除後 肺切除後

283 肺切除術後 ← 肺術後 肺術後

284 肺先天異常 ← 肺先天異常 肺先天異常

285 肺線維症 ← 肺線維症 肺線維症

286 肺動静脈瘻 ← 肺動静脈瘻 肺動静脈瘻

287 肺動脈拡張 ← 肺動脈拡張 肺動脈拡張

288 肺分画症 ← 肺分画症 肺分画症

289 肺紋理増強 ← 肺紋理増強 肺紋理増強

290 肺門リンパ節腫大 ← 肺門リンパ節腫大 肺門ﾘﾝﾊﾟ節腫大

291 肺門血管拡張 ← 肺門血管拡張 肺門血管拡張
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
292 肺門血管塞栓術術後 ← 肺門血管塞栓術術後 肺門血管塞栓術術後

293 肺門腫大 ← 肺門腫大 肺門腫大

294 鳩胸 ← 鳩胸 鳩胸

295 斑状陰影 ← 斑状陰影 斑状陰影

296 斑状陰影 ← 斑状影 斑状影

297 板状無気肺 ← 板状無気肺 板状無気肺

298 不整陰影 ← 不整陰影 不整陰影

299 腹腔遊離ガス ← 腹腔遊離ガス 腹腔遊離ｶﾞｽ

300 分葉異常 ← 分葉異常 分葉異常

301 変形性脊髄症 ← 変形性脊髄症 変形性脊髄症

302 辺縁不整 ← 辺縁不整 辺縁不整

303 辺縁不整 ← 辺縁不明瞭 辺縁不明瞭

304 辺縁明瞭 ← 辺縁明瞭 辺縁明瞭

305 慢性炎症性病変 ← 慢性炎症性病変 慢性炎症性病変

306 無気肺 ← 無気肺 無気肺

307 網状陰影 ← 網状陰影 網状陰影

308 網状陰影 ← 網状影 網状影

309 葉間胸水 ← 葉間胸水 葉間胸水

310 葉間胸膜肥厚 ← 葉間胸膜肥厚 葉間胸膜肥厚

311 卵殻様石灰化 ← 卵殻様石灰化 卵殻様石灰化

312 粒状陰影 ← 粒状陰影 粒状陰影

313 粒状陰影 ← 粒状影 粒状影

314 漏斗胸 ← 漏斗胸 漏斗胸

315 漏斗胸 ← ロート胸 ﾛｰﾄ胸

316 肋骨奇形 ← 肋骨異常 肋骨異常

317 肋骨奇形 ← 肋骨変形 肋骨変形

318 肋骨奇形 ← 肋骨の奇形・変形 肋骨の奇形･変形

319 肋骨奇形 ← 肋骨奇形 肋骨奇形

320 肋骨硬化像 ← 肋骨硬化像 肋骨硬化像

321 肋骨硬化像 ← 肋骨の骨硬化像 肋骨の骨硬化像

322 肋骨腫瘤影 ← 肋骨腫瘤影 肋骨腫瘤影

323 肋骨腫瘤影 ← 肋骨の腫瘤影 肋骨の腫瘤影

324 肋骨破壊像 ← 肋骨破壊像 肋骨破壊像

325 肋骨破壊像 ← 肋骨の破壊像 肋骨の破壊像

326 肋骨骨折 ← 肋骨骨折 肋骨骨折

327 肋骨骨折 ← 肋骨骨折・骨折後 肋骨骨折･骨折後

328 肋骨島 ← 肋骨島 肋骨島

329 瘢痕像 ← 瘢痕像 瘢痕像

330 コード表　211＿胸部所見（診断） サルコイドーシス ← サルコイドーシス ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

331 びまん性汎細気管支炎 ← びまん性汎細気管支炎 びまん性汎細気管支炎

332 ファロー四徴症 ← ファロー四徴症 ﾌｧﾛｰ四徴症

333 リンパ腫 ← リンパ腫 ﾘﾝﾊﾟ腫

334 悪性胸腺腫 ← 悪性胸腺腫 悪性胸腺腫

335 横隔膜腫瘍 ← 横隔膜腫瘍 横隔膜腫瘍

336 横隔膜弛緩症 ← 横隔膜弛緩症 横隔膜弛緩症

337 解離性大動脈瘤 ← 解離性大動脈瘤 解離性大動脈瘤

338 外骨腫 ← 外骨腫 外骨腫

339 活動性肺結核 ← 活動性肺結核 活動性肺結核

340 冠動脈狭窄 ← 冠動脈狭窄 冠動脈狭窄

341 冠動脈疾患 ← 冠動脈疾患 冠動脈疾患

342 間質性肺炎 ← 間質性肺炎 間質性肺炎

343 癌性胸膜炎 ← 癌性胸膜炎 癌性胸膜炎

344 奇形腫 ← 奇形腫 奇形腫

345 気管支拡張症 ← 気管支拡張症 気管支拡張症

346 気管支肺炎 ← 気管支肺炎 気管支肺炎

347 胸腺癌 ← 胸腺癌 胸腺癌

348 胸腺腫 ← 胸腺腫 胸腺腫

349 胸壁腫瘍 ← 胸壁腫瘍 胸壁腫瘍

350 胸膜中皮腫 ← 胸膜中皮腫 胸膜中皮腫

351 珪肺 ← 珪肺 珪肺

352 血胸 ← 血胸 血胸

353 後天性心疾患 ← 後天性心疾患 後天性心疾患

354 甲状腺腫瘍 ← 甲状腺腫瘍 甲状腺腫瘍

355 骨腫瘍 ← 骨腫瘍 骨腫瘍

356 骨折 ← 骨折 骨折

357 骨軟骨腫 ← 骨軟骨腫 骨軟骨腫

358 骨肉腫 ← 骨肉腫 骨肉腫

359 細菌性肺炎 ← 細菌性肺炎 細菌性肺炎

360 縦隔リンパ節転移 ← 縦隔リンパ節転移 縦隔ﾘﾝﾊﾟ節転移

361 縦隔炎 ← 縦隔炎 縦隔炎

362 縦隔疾患 ← 縦隔疾患 縦隔疾患

363 縦隔腫瘤 ← 縦隔腫瘤 縦隔腫瘤

364 助骨腫瘍 ← 助骨腫瘍 助骨腫瘍

365 心室中隔欠損症 ← 心室中隔欠損症 心室中隔欠損症

366 心肥大 ← 心肥大 心肥大

367 心不全 ← 心不全 心不全

368 心房中隔欠損症 ← 心房中隔欠損症 心房中隔欠損症

369 神経原腫瘍 ← 神経原腫瘍 神経原腫瘍

370 神経鞘腫 ← 神経鞘腫 神経鞘腫

371 神経節腫瘍 ← 神経節腫瘍 神経節腫瘍

372 塵肺 ← 塵肺 塵肺

373 塵肺症 ← 塵肺症 塵肺症

374 石綿肺 ← 石綿肺 石綿肺

375 線維性骨異形成 ← 線維性骨異形成 線維性骨異形成

376 僧帽弁狭窄 ← 僧帽弁狭窄 僧帽弁狭窄

377 僧帽弁閉鎖不全 ← 僧帽弁閉鎖不全 僧帽弁閉鎖不全

378 早期肺癌 ← 早期肺癌 早期肺癌

379 大動脈解離 ← 大動脈解離 大動脈解離

380 大動脈瘤 ← 大動脈瘤 大動脈瘤

381 大葉性肺炎 ← 大葉性肺炎 大葉性肺炎

382 大理石病 ← 大理石病 大理石病

383 中葉症候群 ← 中葉症候群 中葉症候群

384 陳旧性胸膜炎 ← 陳旧性胸膜炎 陳旧性胸膜炎

385 陳旧性膿胸 ← 陳旧性膿胸 陳旧性膿胸

386 陳旧性肺結核 ← 陳旧性肺結核 陳旧性肺結核

387 転移性骨腫瘍 ← 転移性骨腫瘍 転移性骨腫瘍

388 転移性肺腫瘍 ← 転移性肺腫瘍 転移性肺腫瘍
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
389 動脈硬化 ← 動脈硬化 動脈硬化

390 内臓逆位 ← 内臓逆位 内臓逆位

391 軟部腫瘍 ← 軟部腫瘍 軟部腫瘍

392 乳腺腫瘤 ← 乳腺腫瘤 乳腺腫瘤

393 妊娠中 ← 妊娠中 妊娠中

394 妊娠中中止 ← 妊娠中中止 妊娠中中止

395 膿胸 ← 膿胸 膿胸

396 杯細胞種 ← 杯細胞種 杯細胞種

397 肺アスペギルス症 ← 肺アスペギルス症 肺ｱｽﾍﾟｷﾞﾙｽ症

398 肺カルチノイド ← 肺カルチノイド 肺ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ

399 肺悪性腫瘍 ← 肺悪性腫瘍 肺悪性腫瘍

400 肺炎 ← 肺炎 肺炎

401 肺化膿症 ← 肺化膿症 肺化膿症

402 肺過誤腫 ← 肺過誤腫 肺過誤腫

403 肺癌 ← 肺癌 肺癌

404 肺気腫 ← 肺気腫 肺気腫

405 肺結核 ← 肺結核 肺結核

406 肺硬化性血管腫 ← 肺硬化性血管腫 肺硬化性血管腫

407 肺高血圧 ← 肺高血圧 肺高血圧

408 肺腫瘍 ← 肺腫瘍 肺腫瘍

409 肺小細胞癌 ← 肺小細胞癌 肺小細胞癌

410 肺水腫 ← 肺水腫 肺水腫

411 肺線維症 ← 肺線維症 肺線維症

412 肺腺癌 ← 肺腺癌 肺腺癌

413 肺転移 ← 肺転移 肺転移

414 肺非小細胞癌 ← 肺非小細胞癌 肺非小細胞癌

415 肺野型サルコイドーシス ← 肺野型サルコイドーシス 肺野型ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

416 肺良性腫瘍 ← 肺良性腫瘍 肺良性腫瘍

417 肺扁平上皮癌 ← 肺扁平上皮癌 肺扁平上皮癌

418 肺囊胞症 ← 肺囊胞症 肺囊胞症

419 非結核性抗酸菌症 ← 非結核性抗酸菌症 非結核性抗酸菌症

420 非定形抗酸菌症 ← 非定形抗酸菌症 非定形抗酸菌症

421 弁疾患 ← 弁疾患 弁疾患

422 弁置換術後 ← 弁置換術後 弁置換術後

423 慢性気管支炎 ← 慢性気管支炎 慢性気管支炎

424 良性骨腫瘍 ← 良性骨腫瘍 良性骨腫瘍

425 良性肺腫瘍 ← 良性肺腫瘍 良性肺腫瘍

426 コード表　220＿心電図所見 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

427 Ⅰ度房室ブロック ← １度房室ブロック 1度房室ﾌﾞﾛｯｸ

428 Ⅰ度房室ブロック ← １度房室ブロック 1度房室ﾌﾞﾛｯｸ

429 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック（０．２２ｓｅｃ≦ＰＱ）Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(0.22sec≦PQ)

430 Ⅰ度房室ブロック ← ＡＶブロックⅠ度 AVﾌﾞﾛｯｸⅠ度

431 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

432 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック（軽度） Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(軽度)

433 Ⅰ度房室ブロック ← 房室ブロックⅠ度 房室ﾌﾞﾛｯｸⅠ度

434 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック　（０．２２ｓｅｃ≦ＰＱ）（疑）　Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ (0.22sec≦PQ)(疑) 

435 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック（中高度） Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(中高度)

436 Ⅰ度房室ブロック ← 房室ブロックⅠ度（６－３－２） 房室ﾌﾞﾛｯｸⅠ度(6-3-2)

437 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック　（０．２２ｓｅｃ≦ＰＱ）Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ (0.22sec≦PQ)

438 Ⅰ度房室ブロック ← Ⅰ度房室ブロック Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

439 Ⅰ度房室ブロック ← 第Ⅰ度ＡＶブロック 第Ⅰ度AVﾌﾞﾛｯｸ

440 Ⅰ度房室ブロック ← 第１度房室ブロック 第1度房室ﾌﾞﾛｯｸ

441 Ⅰ度房室ブロック ← 第１度房室ブロック 第1度房室ﾌﾞﾛｯｸ

442 Ⅰ度房室ブロック ← 第Ⅰ度房室ブロック 第Ⅰ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

443 Ⅰ度房室ブロック ← 房室ブロックⅠ度 房室ﾌﾞﾛｯｸⅠ度

444 Ⅱ度房室ブロック ← 第Ⅱ度房室ブロック 第Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

445 Ⅱ度房室ブロック ← Ⅱ度房室ブロック　 Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ 

446 Ⅱ度房室ブロック ← 第２度房室ブロック 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ

447 Ⅱ度房室ブロック ← Ⅱ度房室ブロック（疑）　 Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(疑) 

448 Ⅱ度房室ブロック ← 房室ブロックⅡ度 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度

449 Ⅱ度房室ブロック ← 房室ブロックⅡ度 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度

450 Ⅱ度房室ブロック ← 房室ブロックⅡ度（２：１／６－２－２）房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(2:1/6-2-2)

451 Ⅱ度房室ブロック ← ２度房室ブロック 2度房室ﾌﾞﾛｯｸ

452 Ⅱ度房室ブロック ← ２度房室ブロック 2度房室ﾌﾞﾛｯｸ

453 Ⅱ度房室ブロック ← 第２度房室ブロック 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ

454 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← 高度ＡＶブロック（２：１） 高度AVﾌﾞﾛｯｸ(2:1)

455 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← Ⅱ度房室ブロック（２：１） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(2:1)

456 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← 房室ブロックⅡ度２：１型 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度2:1型

457 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← 房室ブロックⅡ度２：１ 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度2:1

458 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← ２：１高度房室ブロック 2:1高度房室ﾌﾞﾛｯｸ

459 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← ２：１房室ブロック 2:1房室ﾌﾞﾛｯｸ

460 Ⅱ度房室ブロック（２：１） ← Ⅱ度房室ブロック２対１ Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ2対1

461 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（Ｍ） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(M)

462 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（ＭｏｂｉｔｚⅡ） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MobitzⅡ)

463 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（モビッツ） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾓﾋﾞｯﾂ)

464 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度Ｍタイプ 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度Mﾀｲﾌﾟ

465 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック　（ＭｏｂｉｔｚⅡ）（疑）　Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ (MobitzⅡ)(疑) 

466 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室Ｂ・Ｍ Ⅱ度房室B･M

467 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（ＭｏｂｉｔｚⅡ型） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MobitzⅡ型)

468 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロックモビッツ型 Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸﾓﾋﾞｯﾂ型

469 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度Ｍ型 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度M型

470 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度（モビッツ） 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(ﾓﾋﾞｯﾂ)

471 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

472 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（モービッツⅡ） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾓｰﾋﾞｯﾂⅡ)

473 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← ２度ＡＶブロック（ＭＯＢ） 2度AVﾌﾞﾛｯｸ(MOB)

474 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロック２度 房室ﾌﾞﾛｯｸ2度

475 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← ２度房室ブロックＭⅡ型の疑い 2度房室ﾌﾞﾛｯｸMⅡ型の疑い

476 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（ＭⅡ型） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MⅡ型)

477 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← Ⅱ度房室ブロック（モービッツⅡ型）Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾓｰﾋﾞｯﾂⅡ型)

478 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度（モビッツ） 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(ﾓﾋﾞｯﾂ)

479 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 第２度房室ブロック（ＭＯＢＩＴＺ－２ 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MOBITZ-2

480 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← ２度房室ブロックＭⅠ型 2度房室ﾌﾞﾛｯｸMⅠ型

481 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 第２度房室ブロック（Ｍ） 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(M)

482 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 第２度房室ブロック（モビッツⅡ型）第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾓﾋﾞｯﾂⅡ型)

483 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度（モビッツ６－２－１）房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(ﾓﾋﾞｯﾂ6-2-1)

484 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← ２度房室ブロックＭⅠ型の疑い 2度房室ﾌﾞﾛｯｸMⅠ型の疑い

485 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 第２度房室ブロック（ＭＯＢＩＴＺ－１ 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MOBITZ-1
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
486 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロック２度（モビッツ） 房室ﾌﾞﾛｯｸ2度(ﾓﾋﾞｯﾂ)

487 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← 房室ブロックⅡ度ＭｏｂｉｔｚⅡ型 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度MobitzⅡ型

488 Ⅱ度房室ブロック（Ｍｏｂｉｔｚ） ← ２度房室ブロックＭⅡ型 2度房室ﾌﾞﾛｯｸMⅡ型

489 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（Ｗ） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(W)

490 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（ウェンケバッハ型）Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ型)

491 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ型房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度Wenckebach型

492 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック　（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ）　Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ (Wenckebach) 

493 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ）Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(Wenckebach)

494 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロックウェンケバッハ型Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ型

495 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度Ｗタイプ 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度Wﾀｲﾌﾟ

496 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ型房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度Wenckebach型

497 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ型）Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(Wenckebach型)

498 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← ２度ＡＶブロック（ＷＥＮ） 2度AVﾌﾞﾛｯｸ(WEN)

499 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度Ｗ型 房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度W型

500 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（Ｗ型） Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(W型)

501 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度（ウ゛ェンケバッハ）房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(ｳﾞｪﾝｹﾊﾞｯﾊ)

502 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 第２度房室ブロック（ＷＥＮＣＫＥＢＡ第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(WENCKEBA

503 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室ブロック（ウェンケバッハ）Ⅱ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(ｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ)

504 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロックⅡ度（ウエンケバッハ６－２－３）房室ﾌﾞﾛｯｸⅡ度(ｳｴﾝｹﾊﾞｯﾊ6-2-3)

505 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 房室ブロック２度（ウェンケバッハ） 房室ﾌﾞﾛｯｸ2度(ｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ)

506 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← 第２度房室ブロック（Ｗ） 第2度房室ﾌﾞﾛｯｸ(W)

507 Ⅱ度房室ブロック（Ｗｅｎｃｋｅｂａｃｈ） ← Ⅱ度房室Ｂ・Ｗ Ⅱ度房室B･W

508 Ⅲ度房室ブロック ← Ⅲ度房室ブロック Ⅲ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

509 Ⅲ度房室ブロック ← Ⅲ、ａＶＦのＱ波 Ⅲ､aVFのQ波

510 Ⅲ度房室ブロック ← ３度房室ブロック 3度房室ﾌﾞﾛｯｸ

511 Ⅲ度房室ブロック ← 第３度房室ブロック 第3度房室ﾌﾞﾛｯｸ

512 Ⅲ度房室ブロック ← 房室ブロックⅢ度 房室ﾌﾞﾛｯｸⅢ度

513 Ⅲ度房室ブロック ← 第３度房室ブロック（ＭＯＢＩＴＺ－ 第3度房室ﾌﾞﾛｯｸ(MOBITZ-

514 Ⅲ度房室ブロック ← Ⅲ度房室ブロック Ⅲ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

515 Ⅲ度房室ブロック ← 第Ⅲ度房室ブロック 第Ⅲ度房室ﾌﾞﾛｯｸ

516 Ⅲ度房室ブロック ← Ⅲ度房室ブロック（疑）　 Ⅲ度房室ﾌﾞﾛｯｸ(疑) 

517 Ⅲ度房室ブロック ← 房室ブロック３度 房室ﾌﾞﾛｯｸ3度

518 Ⅲ度房室ブロック ← ３度房室ブロック 3度房室ﾌﾞﾛｯｸ

519 Ⅲ度房室ブロック ← ３度ＡＶブロック 3度AVﾌﾞﾛｯｸ

520 Ｊ波 ← Ｊ波 J波

521 Ｐ≧０．１２ｓｅｃ ← Ｐ≧０．１２ｓｅｃ P≧0.12sec

522 ＰＱ延長 ← Ｐ－Ｑ延長 P-Q延長

523 ＰＱ延長 ← ＰＱ≧０．２２ｓｅｃ PQ≧0.22sec

524 ＰＱ延長 ← ＰＱ延長（０．２２～０．２４） PQ延長(0.22~0.24)

525 ＰＱ延長 ← ＰＱ延長≧０．２５秒 PQ延長≧0.25秒

526 ＰＱ延長 ← 高度のＱＴ延長 高度のQT延長

527 ＰＱ延長 ← ＰＱ間隔の延長 PQ間隔の延長

528 ＰＱ短縮 ← ＰＱ短縮 PQ短縮

529 ＰＱ短縮 ← ＰＱ＜０．１２ｓｅｃ PQ<0.12sec

530 ＰＱ短縮 ← Ｐ－Ｑ短縮 P-Q短縮

531 ＰＲ延長 ← Ｐ－Ｒ延長 P-R延長

532 ＰＲ延長 ← ＰＲ延長（６－３） PR延長(6-3)

533 ＰＲ延長 ← ＰＲ延長 PR延長

534 ＰＲ延長 ← ＰＲ著名延長 PR著名延長

535 ＰＲ延長 ← 軽度ＰＲ延長　 軽度PR延長 

536 ＰＲ延長 ← 軽度ＰＲ延長（疑）　 軽度PR延長(疑) 

537 ＰＲ短縮 ← ＰーＲ短縮 PｰR短縮

538 ＰＲ短縮 ← 短ＰＱ症候群 短PQ症候群

539 ＰＲ短縮 ← Ｐ－Ｒ短縮 P-R短縮

540 ＰＲ短縮 ← ＰＲ短縮（６－５） PR短縮(6-5)

541 ＰＲ短縮 ← Ｐ－Ｒ短縮 P-R短縮

542 ＰＲ短縮 ← 短いＰ－Ｒ間隔（疑）　 短いP-R間隔(疑) 

543 ＰＲ短縮 ← 短いＰ－Ｒ間隔 短いP-R間隔

544 Ｑ／Ｒ≧１／３＆０．０２≦Ｑ＜０．０３ｓｅｃ← Ｑ／Ｒ≧１／３＆０．０２≦Ｑ＜０．０３ｓｅｃQ/R≧1/3&0.02≦Q<0.03sec

545 Ｑ／Ｒ≧１／３＆Ｑ≧０．０３ｓｅｃ ← Ｑ／Ｒ≧１／３＆Ｑ≧０．０３ｓｅｃ Q/R≧1/3&Q≧0.03sec

546 ＱＲＳ－Ｔ狭角異常 ← ＱＲＳ－Ｔ狭角異常 QRS-T狭角異常

547 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ間隔延長 QT間隔延長

548 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長 QT延長

549 ＱＴ間隔延長 ← 軽度なＱＴ延長 軽度なQT延長

550 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長の傾向 QT延長の傾向

551 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長（９－７－１） QT延長(9-7-1)

552 ＱＴ間隔延長 ← 軽度なＱＴ延長（９－７－３） 軽度なQT延長(9-7-3)

553 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長疑い QT延長疑い

554 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長症候群 QT延長症候群

555 ＱＴ間隔延長 ← 軽度なＳＴ上昇（９－２－２） 軽度なST上昇(9-2-2)

556 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長軽度　 QT延長軽度 

557 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴｃ時間延長 QTc時間延長

558 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴＵ延長 QTU延長

559 ＱＴ間隔延長 ← 軽度のＱＴ延長　 軽度のQT延長 

560 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴｃ延長（ＴがＲ－Ｒの半分を超えるもの）QTc延長(TがR-Rの半分を超えるもの)

561 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長（疑）　 QT延長(疑) 

562 ＱＴ間隔延長 ← 高度のＱＴ延長 高度のQT延長

563 ＱＴ間隔延長 ← 軽度ＱＴ延長 軽度QT延長

564 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴ延長の疑い QT延長の疑い

565 ＱＴ間隔延長 ← 高度のＱＴ延長（疑）　 高度のQT延長(疑) 

566 ＱＴ間隔延長 ← ＱＴＣ短縮（所見としない） QTC短縮(所見としない)

567 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴ間隔短縮 QT間隔短縮

568 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴ短縮 QT短縮

569 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴ短縮（９－７－２） QT短縮(9-7-2)

570 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴ短縮症候群 QT短縮症候群

571 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴｃ時間短縮 QTc時間短縮

572 ＱＴ間隔短縮 ← ＱＴＣ短縮 QTC短縮

573 Ｒ≧５㎜＆Ｒ／Ｓ≧１ ← Ｒ≧５㎜＆Ｒ／Ｓ≧１ R≧5㎜&R/S≧1

574 ＲＳＲ’パターン ← ＲＳＲ’パターン RSR'ﾊﾟﾀｰﾝ

575 ＲＳＲ’パターン ← Ｒ‐Ｒ´型 R‐R´型

576 ＲＳＲ’パターン ← ｒｓＲ´パターン rsR´ﾊﾟﾀｰﾝ

577 ＲＳＲ’パターン ← ＲＲ′型Ｒ≧Ｒ′ RR′型R≧R′

578 ＲＳＲ’パターン ← ｒｓｒパターン rsrﾊﾟﾀｰﾝ

579 ＲＳＲ’パターン ← ＲＲ’型 RR'型

580 ＲＳＲ’パターン ← ＲＳＲ’パターン（７－５） RSR'ﾊﾟﾀｰﾝ(7-5)

581 ＲＳＲ’パターン ← Ｒ－Ｒ型 R-R型

582 ＲＳＲ’パターン ← ｒｓｒ’パターン（ｒ＞ｒ’） rsr'ﾊﾟﾀｰﾝ(r>r')
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
583 ＲＳＲ’パターン ← Ｒ－Ｒ’型 R-R'型

584 ＲＳＲ’パターン ← Ｖ１・２のＲＲ’型 V1･2のRR'型

585 ＲＳＲ’パターン ← Ｒ－Ｒ’型軽微所見 R-R'型軽微所見

586 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高不良 R波増高不良

587 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波異常 R波異常

588 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波の減高 R波の減高

589 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波減高 R波減高

590 Ｒ波増高不良 ← 前胸部Ｒ波減高 前胸部R波減高

591 Ｒ波増高不良 ← Ｒ≦２㎜減少 R≦2㎜減少

592 Ｒ波増高不良 ← Ｒ低電位 R低電位

593 Ｒ波増高不良 ← 小さなＲ波の減高 小さなR波の減高

594 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波低下 R波低下

595 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高不良 R波増高不良

596 Ｒ波増高不良 ← Ｖ１Ｒ波増高 V1R波増高

597 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波の増高不良（１－２－８） R波の増高不良(1-2-8)

598 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波の増高不良 R波の増高不良

599 Ｒ波増高不良 ← 小さなＲ波の減少 小さなR波の減少

600 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高不良（疑）　 R波増高不良(疑) 

601 Ｒ波増高不良 ← ＱＲＳ増高不良 QRS増高不良

602 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波の増高不良 R波の増高不良

603 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高不良 R波増高不良

604 Ｒ波増高不良 ← 高いＲ波（左側） 高いR波(左側)

605 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波減高（疑）　 R波減高(疑) 

606 Ｒ波増高不良 ← 小さなＲ波増高不良 小さなR波増高不良

607 Ｒ波増高不良 ← 高いＲ波 高いR波

608 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高 R波増高

609 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波成長不良　 R波成長不良 

610 Ｒ波増高不良 ← 小さなＲ波の増高不良 小さなR波の増高不良

611 Ｒ波増高不良 ← 高いＲ波（右側） 高いR波(右側)

612 Ｒ波増高不良 ← Ｒ波増高（軽度） R波増高(軽度)

613 Ｒ波増高不良 ← 高いＲ波（左側） 高いR波(左側)

614 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン S1･S2･S3ﾊﾟﾀｰﾝ

615 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３パターン S1､S2､S3ﾊﾟﾀｰﾝ

616 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１．Ｓ２．Ｓ３．パターン S1.S2.S3.ﾊﾟﾀｰﾝ

617 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン（２－４） S1･S2･S3ﾊﾟﾀｰﾝ(2-4)

618 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１２３パターン S123ﾊﾟﾀｰﾝ

619 Ｓ１・Ｓ２・Ｓ３パターン ← Ｓ１Ｓ２Ｓ３パターン S1S2S3ﾊﾟﾀｰﾝ

620 ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ－Ｔ低下 ST-T低下

621 ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ下降 ST下降

622 ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ低下 ST低下

623 ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ低下（軽度非虚血型） ST低下(軽度非虚血型)

624 ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ低下 軽度ST低下

625 ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ低下　（０．０２５～０．０５ｍＶ）軽度ST低下 (0.025~0.05mV)

626 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ変化 ST-T変化

627 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ異常 ST-T異常

628 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ異常（４－１） ST-T異常(4-1)

629 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴーＴ異常（疑）　 STｰT異常(疑) 

630 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ変化の傾向 ST-T変化の傾向

631 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下の疑い ST低下の疑い

632 ＳＴ－Ｔ変化 ← 肥大性ＳＴ変化 肥大性ST変化

633 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下り気味 ST下り気味

634 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ接合部低下 ST接合部低下

635 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（軽微） ST低下(軽微)

636 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度ＳＴ低下（０．０２５～０．０５ｍＶ）軽度ST低下(0.025~0.05mV)

637 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度ＳＴ低下　（０．０２５～０．０５ｍＶ）（疑）　軽度ST低下 (0.025~0.05mV)(疑) 

638 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ，Ｔ下降 ST,T下降

639 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ異常（５－１） ST-T異常(5-1)

640 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ異常（軽度） ST-T異常(軽度)

641 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下　（０．０５ｍＶ以上）　 ST低下 (0.05mV以上) 

642 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下の傾向 ST低下の傾向

643 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下降（Ｊ型） ST下降(J型)

644 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（０．０５ｍＶ以上） ST低下(0.05mV以上)

645 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（軽微正常） ST低下(軽微正常)

646 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度ＳＴ低下（０．２５～０．５ｍｍ） 軽度ST低下(0.25~0.5mm)

647 ＳＴ－Ｔ変化 ← ０．５≦ＳＴ↓＜１．０㎜（Ｉ型） 0.5≦ST↓<1.0㎜(I型)

648 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ↓＜０．５㎜（Ｉ型） ST↓<0.5㎜(I型)

649 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ異常（著明） ST-T異常(著明)

650 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ変化 ST-T変化

651 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下　（０．０５ｍＶ以上）（疑）　 ST低下 (0.05mV以上)(疑) 

652 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常の疑い 軽度ST-T異常の疑い

653 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下降（軽度） ST下降(軽度)

654 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（０．５ｍｍ以上） ST低下(0.5mm以上)

655 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（高度） ST低下(高度)

656 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（軽度虚血型） ST低下(軽度虚血型)

657 ＳＴ－Ｔ変化 ← １．０≦ＳＴ↓＜２．０㎜（Ｉ型） 1.0≦ST↓<2.0㎜(I型)

658 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ↓≧１．０㎜（Ｊ型） ST↓≧1.0㎜(J型)

659 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ低下 ST-T低下

660 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔ変化の疑い ST-T変化の疑い

661 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下　（０．０５ｍＶ未満）　 ST低下 (0.05mV未満) 

662 ＳＴ－Ｔ変化 ← 非特異的ＳＴ－Ｔ異常 非特異的ST-T異常

663 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下降（高度） ST下降(高度)

664 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（４－３） ST低下(4-3)

665 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（中等度） ST低下(中等度)

666 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ軽度低下 ST軽度低下

667 ＳＴ－Ｔ変化 ← 下壁の虚血 下壁の虚血

668 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ↓≧２．０㎜（Ｉ型） ST↓≧2.0㎜(I型)

669 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ－Ｔの変化 ST-Tの変化

670 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ異常（疑）　 ST異常(疑) 

671 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（軽度） ST低下(軽度)

672 ＳＴ－Ｔ変化 ← 非特異的ＳＴ－Ｔ変化 非特異的ST-T変化

673 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下降（中等度） ST下降(中等度)

674 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ低下（極高度） ST低下(極高度)

675 ＳＴ－Ｔ変化 ← ＳＴ下降（高度） ST下降(高度)

676 ＳＴ－Ｔ変化 ← 中程度のＳＴ低下 中程度のST低下

677 ＳＴ－Ｔ変化 ← 虚血性ＳＴ低下 虚血性ST低下

678 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度非特異的ＳＴ－Ｔ変化 軽度非特異的ST-T変化

679 ＳＴ－Ｔ変化 ← 一次性ＳＴ－Ｔ変化 一次性ST-T変化
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
680 ＳＴ－Ｔ変化 ← 一部ＳＴーＴ異常　 一部STｰT異常 

681 ＳＴ－Ｔ変化 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常 軽度ST-T異常

682 ＳＴ－Ｔ変化 ← 一次性Ｔ変化 一次性T変化

683 ＳＴ上昇 ← ＳＴ上昇 ST上昇

684 ＳＴ上昇 ← ＳＴ変化 ST変化

685 ＳＴ上昇 ← 安静時軽度ＳＴ上昇 安静時軽度ST上昇

686 ＳＴ上昇 ← Ｓ－Ｔ上昇 S-T上昇

687 ＳＴ上昇 ← ＳＴ平低化 ST平低化

688 ＳＴ上昇 ← Ｃｏｖｅｄ型軽度ＳＴ上昇（右胸部） Coved型軽度ST上昇(右胸部)

689 ＳＴ上昇 ← ＳＴ上昇（９－２） ST上昇(9-2)

690 ＳＴ上昇 ← ＳＴ変化やや明らか ST変化やや明らか

691 ＳＴ上昇 ← ＳＴ上昇 ST上昇

692 ＳＴ上昇 ← ＳＴ上昇（９－２－１） ST上昇(9-2-1)

693 ＳＴ上昇 ← ＳＴ変化を伴なう左室肥大 ST変化を伴なう左室肥大

694 ＳＴ上昇 ← 軽度ＳＴ上昇 軽度ST上昇

695 ＳＴ上昇 ← ＳＴ変化軽度 ST変化軽度

696 ＳＴ上昇 ← ＳＴ波異常 ST波異常

697 ＳＴ上昇 ← ＳＴ変化著明 ST変化著明

698 ＶＰシャント ← ＶＰシャント VPｼｬﾝﾄ

699 ＶＰシャント ← 軸正常型 軸正常型

700 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ WPW

701 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（間欠性） WPW症候群(間欠性)

702 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（Ｃ型） WPW症候群(C型)

703 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症侯群 WPW症侯群

704 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（間歇性） WPW症候群(間歇性)

705 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（疑） WPW症候群(疑)

706 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（６－４） WPW症候群(6-4)

707 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（持続性） WPW症候群(持続性)

708 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群の疑い WPW症候群の疑い

709 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（６－４－２） WPW症候群(6-4-2)

710 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群Ｂタイプ WPW症候群Bﾀｲﾌﾟ

711 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群疑い WPW症候群疑い

712 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（Ａ型） WPW症候群(A型)

713 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群Ｂ型 WPW症候群B型

714 ＷＰＷ症候群 ← デルタ波 ﾃﾞﾙﾀ波

715 ＷＰＷ症候群 ← ＷＰＷ症候群（Ｂ型） WPW症候群(B型)

716 ＷＰＷ症候群 ← 間歇性ＷＰＷ症候群 間歇性WPW症候群

717 ＷＰＷ症候群 ← ＬＧＬ症候群 LGL症候群

718 スポーツ心 ← スポーツ心臓 ｽﾎﾟｰﾂ心臓

719 スモールＱ波 ← スモールＱ波 ｽﾓｰﾙQ波

720 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型ST上昇(coved型)

721 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｂｒｕｇａｄａ症候群 Brugada症候群

722 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ（ｃｏｖｅｄ型） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ(coved型)

723 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型心電図の疑い ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型心電図の疑い

724 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｂｒｕｇａｄａ型心電図 Brugada型心電図

725 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型（ｃｏｖｅｄ） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型(coved)

726 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ症候群の疑い ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ症候群の疑い

727 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｂｒｕｇａｄａ様心電図 Brugada様心電図

728 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型心電図（コーブド型） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型心電図(ｺｰﾌﾞﾄﾞ型)

729 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ症候群疑い ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ症候群疑い

730 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｃｏｒｖｅｄ型ＳＴ上昇 Corved型ST上昇

731 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型（疑）　 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型(疑) 

732 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ症候群疑い　 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ症候群疑い 

733 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｃｏｖｅｄ型ＳＴ上昇 Coved型ST上昇

734 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← ブルガダ型 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型

735 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｃｏｖｅｄ型ＳＴ上昇（右胸部） Coved型ST上昇(右胸部)

736 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｃｏｖｅｄ型） ← Ｃｏｖｅｄ型軽度ＳＴ上昇 Coved型軽度ST上昇

737 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型ST上昇(saddle back型)

738 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← Ｓａｄｄｌｅｂａｃｋ型ＳＴ上昇 Saddleback型ST上昇

739 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← Ｓａｄｄｌｅｂａｃｋ型ＳＴ上昇（右胸部） Saddleback型ST上昇(右胸部)

740 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← ブルガダ（ｓａｄｄｌｅｂａｃｋ型） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ(saddleback型)

741 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← ブルガダ型（ＳＢ） ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型(SB)

742 ブルガダ型ＳＴ上昇（ｓａｄｄｌｅ　ｂａｃｋ型）← ブルガダ型心電図（サドルバック型）ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型心電図(ｻﾄﾞﾙﾊﾞｯｸ型)

743 ブルガダ心電図 ← ブルガダ心電図 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ心電図

744 ブルガダ心電図 ← ブルガダ ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ

745 ブルガダ心電図 ← ブルガーダ症候群 ﾌﾞﾙｶﾞｰﾀﾞ症候群

746 ブルガダ心電図 ← ブルガタ型 ﾌﾞﾙｶﾞﾀ型

747 ブルガダ心電図 ← ブルガタ症候群 ﾌﾞﾙｶﾞﾀ症候群

748 ブルガダ心電図 ← ブルガタ型心電図 ﾌﾞﾙｶﾞﾀ型心電図

749 ブルガダ心電図 ← ブルガダ症候群 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ症候群

750 ブルガダ心電図 ← ブルガダ型心電図 ﾌﾞﾙｶﾞﾀﾞ型心電図

751 ブルガダ心電図 ← ＲＲ’型（ブルガタ型） RR'型(ﾌﾞﾙｶﾞﾀ型)

752 異所性心房調律 ← 異所性心房調律 異所性心房調律

753 異所性心房調律 ← 異所性心房調律（ほぼ正常） 異所性心房調律(ほぼ正常)

754 異所性心房調律 ← 異所性調律 異所性調律

755 異所性心房調律 ← 間欠性異所性上室調律 間欠性異所性上室調律

756 異所性心房調律 ← 異所性心房調律（冠状静脈洞調律）異所性心房調律(冠状静脈洞調律)

757 異所性心房調律 ← 左房下部調律 左房下部調律

758 異所性心房調律 ← 異所性心房調律の疑い 異所性心房調律の疑い

759 異所性心房調律 ← 移動性心房性調律 移動性心房性調律

760 異所性心房調律 ← 左房調律 左房調律

761 異所性心房調律 ← 異所性調律 異所性調律

762 異所性心房調律 ← 移動性心房調律（正常） 移動性心房調律(正常)

763 異所性心房調律 ← Ｗａｎｄｅｒｉｎｇｐａｃｅｍａｋｅｒ Wanderingpacemaker

764 異所性心房調律 ← 右房下部調律 右房下部調律

765 異所性心房調律 ← 異所性上室性調律 異所性上室性調律

766 異所性心房調律 ← ワンダリングペースメーカー ﾜﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

767 異所性心房調律 ← 下部心房調律 下部心房調律

768 異所性心房調律 ← 心房下部調律 心房下部調律

769 異常Ｑ波 ← 異常ＱＳ波（前壁） 異常QS波(前壁)

770 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（下壁） 異常Q波(下壁)

771 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波 異常Q波

772 異常Ｑ波 ← 幅広いＱ波 幅広いQ波

773 異常Ｑ波 ← Ｑ波 Q波

774 異常Ｑ波 ← 亜急性の下壁に異常Ｑ波 亜急性の下壁に異常Q波

775 異常Ｑ波 ← 下壁に異常Ｑ波 下壁に異常Q波

776 異常Ｑ波 ← Ｑ波異常（疑）　 Q波異常(疑) 
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
777 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波疑い 異常Q波疑い

778 異常Ｑ波 ← Ｑ，ＱＳ型 Q,QS型

779 異常Ｑ波 ← Ｑ・ＱＳ型クラス２ Q･QS型ｸﾗｽ2

780 異常Ｑ波 ← ＱＳパターン QSﾊﾟﾀｰﾝ

781 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（１－１） 異常Q波(1-1)

782 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（前壁） 異常Q波(前壁)

783 異常Ｑ波 ← Ｑ波の異常 Q波の異常

784 異常Ｑ波 ← 幅広い異常Ｑ波 幅広い異常Q波

785 異常Ｑ波 ← ｑ波（下壁） q波(下壁)

786 異常Ｑ波 ← 亜急性の前壁に異常Ｑ波 亜急性の前壁に異常Q波

787 異常Ｑ波 ← 前壁中隔梗塞（Ｖ１Ｖ２Ｑ波） 前壁中隔梗塞(V1V2Q波)

788 異常Ｑ波 ← Ｑ波　 Q波 

789 異常Ｑ波 ← 境界域Ｑ波 境界域Q波

790 異常Ｑ波 ← Ｑ．ＱＳ型クラス１ Q.QS型ｸﾗｽ1

791 異常Ｑ波 ← Ｑ・ＱＳ型クラス３ Q･QS型ｸﾗｽ3

792 異常Ｑ波 ← ＱＳパターンＶ１ QSﾊﾟﾀｰﾝV1

793 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（Ⅱ・Ⅲ・ａＶＦ） 異常Q波(Ⅱ･Ⅲ･aVF)

794 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（前壁ＱＳ型） 異常Q波(前壁QS型)

795 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（前壁中隔） 軽度異常Q波(前壁中隔)

796 異常Ｑ波 ← 急性の側壁に異常Ｑ波 急性の側壁に異常Q波

797 異常Ｑ波 ← ｑ波（側壁） q波(側壁)

798 異常Ｑ波 ← 急性の下壁に異常Ｑ波 急性の下壁に異常Q波

799 異常Ｑ波 ← Ⅰ誘導のＱ波 Ⅰ誘導のQ波

800 異常Ｑ波 ← Ｑ異常 Q異常

801 異常Ｑ波 ← 境界域Ｑ波（疑）　 境界域Q波(疑) 

802 異常Ｑ波 ← Ｑ．ＱＳ型クラス２ Q.QS型ｸﾗｽ2

803 異常Ｑ波 ← Ｑ・ＱＳ軽度変化 Q･QS軽度変化

804 異常Ｑ波 ←
805 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（Ⅲ・ａＶＦ） 異常Q波(Ⅲ･aVF)

806 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（前壁中隔） 異常Q波(前壁中隔)

807 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（前壁中隔ＱＳ型） 軽度異常Q波(前壁中隔QS型)

808 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（前壁） 軽度異常Q波(前壁)

809 異常Ｑ波 ← Ｑ陰性 Q陰性

810 異常Ｑ波 ← 亜急性の側壁に異常Ｑ波 亜急性の側壁に異常Q波

811 異常Ｑ波 ← 前壁に異常Ｑ波 前壁に異常Q波

812 異常Ｑ波 ← Ｑ異常疑い Q異常疑い

813 異常Ｑ波 ← ＱＳ波 QS波

814 異常Ｑ波 ← Ｑ．ＱＳ型クラス３ Q.QS型ｸﾗｽ3

815 異常Ｑ波 ← Ｑ・ＱＳ高度変化 Q･QS高度変化

816 異常Ｑ波 ← ＱＳ型 QS型

817 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（前壁中隔ＱＳ型） 異常Q波(前壁中隔QS型)

818 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（側壁） 軽度異常Q波(側壁)

819 異常Ｑ波 ← 側壁の幅の広い異常Ｑ波 側壁の幅の広い異常Q波

820 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（下壁） 軽度異常Q波(下壁)

821 異常Ｑ波 ← 急性の前壁に異常Ｑ波 急性の前壁に異常Q波

822 異常Ｑ波 ← 前壁中隔に異常Ｑ波 前壁中隔に異常Q波

823 異常Ｑ波 ← Ｑ波疑い Q波疑い

824 異常Ｑ波 ← Ｖ１のＱＳパターン V1のQSﾊﾟﾀｰﾝ

825 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（Ｖ１・Ｖ２） 異常Q波(V1･V2)

826 異常Ｑ波 ← Ｑ・ＱＳ中等度変化 Q･QS中等度変化

827 異常Ｑ波 ← ＱＳ波（前壁） QS波(前壁)

828 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（Ｖ１・Ｖ２・Ｖ３） 異常Q波(V1･V2･V3)

829 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波（側壁） 異常Q波(側壁)

830 異常Ｑ波 ← 幅広い異常Ｑ波（１－１－２） 幅広い異常Q波(1-1-2)

831 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波の疑い 異常Q波の疑い

832 異常Ｑ波 ← 軽度異常Ｑ波（下壁ＱＳ型） 軽度異常Q波(下壁QS型)

833 異常Ｑ波 ← 亜急性の前壁中隔に異常Ｑ波 亜急性の前壁中隔に異常Q波

834 異常Ｑ波 ← 側壁に異常Ｑ波 側壁に異常Q波

835 異常Ｑ波 ← 異常Ｑ波の傾向 異常Q波の傾向

836 移行帯偏位 ← 移行帯偏位 移行帯偏位

837 移行帯偏位 ← 移行帯の右方ずれ 移行帯の右方ずれ

838 移行帯偏位 ← 右房・左房負荷 右房･左房負荷

839 移行帯偏位 ← 移行帯の左方ずれ 移行帯の左方ずれ

840 移行帯偏位 ← 心房負荷 心房負荷

841 移行帯偏位 ← 移行帯右偏位 移行帯右偏位

842 移行帯偏位 ← 負荷陽性 負荷陽性

843 移行帯偏位 ← 移行帯右方ずれ 移行帯右方ずれ

844 移行帯偏位 ← 負荷陰性 負荷陰性

845 移行帯偏位 ← 移行帯左偏位 移行帯左偏位

846 移行帯偏位 ← 発作性上室性頻脈 発作性上室性頻脈

847 移行帯偏位 ← 移行帯左方ずれ 移行帯左方ずれ

848 移動ペースメーカー ← 移動ペースメーカ－ 移動ﾍﾟｰｽﾒｰｶ-

849 移動ペースメーカー ← 異所性ペースメーカー 異所性ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

850 移動ペースメーカー ← 移動性ペースメーカ 移動性ﾍﾟｰｽﾒｰｶ

851 移動ペースメーカー ← ペースメーカ移動 ﾍﾟｰｽﾒｰｶ移動

852 移動ペースメーカー ← 移動性ペースメーカー 移動性ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

853 移動ペースメーカー ← 移動ペースメーカー 移動ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

854 移動ペースメーカー ← ペースメーカー移動 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ移動

855 移動ペースメーカー ← 移動ペースメーカーの疑い 移動ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰの疑い

856 移動ペースメーカー ← ペースメーカ移動 ﾍﾟｰｽﾒｰｶ移動

857 移動ペースメーカー ← 移動性ペースメーカー 移動性ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

858 移動ペースメーカー ← ペースメーカーの移動 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰの移動

859 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波 陰性T波

860 陰性Ｔ波 ← Ｔ異常 T異常

861 陰性Ｔ波 ← Ｔ＞１２㎜ T>12㎜

862 陰性Ｔ波 ← Ｔ波陰性 T波陰性

863 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ（Ｖ１、Ｖ２、Ⅲを除く） 陰性T(V1､V2､Ⅲを除く)

864 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（Ｖ１・Ｖ２・Ⅲを除く） 陰性T波(V1･V2･Ⅲを除く)

865 陰性Ｔ波 ← 巨大陰性Ｔ波 巨大陰性T波

866 陰性Ｔ波 ← Ｔ波異常（疑）　 T波異常(疑) 

867 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ　（Ｖ１・Ｖ２・Ⅲ　を除く）　 陰性T (V1･V2･Ⅲ を除く) 

868 陰性Ｔ波 ← Ｔ波変化 T波変化

869 陰性Ｔ波 ← Ｔ／Ｒ＜１／１０ T/R<1/10

870 陰性Ｔ波 ← Ｔ波陰性左房負荷 T波陰性左房負荷

871 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ＜１．０㎜ 陰性T<1.0㎜

872 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（Ｖ２） 陰性T波(V2)

873 陰性Ｔ波 ← 巨大陰性Ｔ 巨大陰性T
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
874 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ　 陰性T 

875 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ　（Ｖ１・Ｖ２・Ⅲ　を除く）（疑）　陰性T (V1･V2･Ⅲ を除く)(疑) 

876 陰性Ｔ波 ← Ｔ波の変動 T波の変動

877 陰性Ｔ波 ← Ｔ／Ｒ＜１／２０ T/R<1/20

878 陰性Ｔ波 ← Ｔ波陰転 T波陰転

879 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ≧５．０㎜ 陰性T≧5.0㎜

880 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（軽度） 陰性T波(軽度)

881 陰性Ｔ波 ← 中程度以上の陰性Ｔ波 中程度以上の陰性T波

882 陰性Ｔ波 ← Ｔ波陰性 T波陰性

883 陰性Ｔ波 ← Ｔ波平低（疑）　 T波平低(疑) 

884 陰性Ｔ波 ← Ｔ波異常 T波異常

885 陰性Ｔ波 ← Ｔ変化明らか T変化明らか

886 陰性Ｔ波 ← Ｔ波逆転 T波逆転

887 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波 陰性T波

888 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（高度） 陰性T波(高度)

889 陰性Ｔ波 ← 低いＴ波 低いT波

890 陰性Ｔ波 ← Ｔ波陰性平低 T波陰性平低

891 陰性Ｔ波 ← 二相性Ｔ波 二相性T波

892 陰性Ｔ波 ← Ｔ変化著明 T変化著明

893 陰性Ｔ波 ← 異常Ｔ波 異常T波

894 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（５－２－２） 陰性T波(5-2-2)

895 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（５－２－１） 陰性T波(5-2-1)

896 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（中等度） 陰性T波(中等度)

897 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ（Ｖ１、２、Ⅲを除く） 陰性T(V1､2､Ⅲを除く)

898 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波（高度） 陰性T波(高度)

899 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ（巨大陰性Ｔ） 陰性T(巨大陰性T)

900 陰性Ｔ波 ← Ｔ波平低 T波平低

901 陰性Ｔ波 ← ３相性Ｔ 3相性T

902 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ（０～５ｍｍ） 陰性T(0~5mm)

903 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ（５～１０ｍｍ） 陰性T(5~10mm)

904 陰性Ｔ波 ← ２相性Ｔ 2相性T

905 陰性Ｔ波 ← 陰性Ｔ波 陰性T波

906 陰性Ｔ波 ← 非特異的Ｔ波異常 非特異的T波異常

907 陰性Ｔ波 ← １．０≦陰性Ｔ＜５．０㎜ 1.0≦陰性T<5.0㎜

908 陰性Ｕ波 ← Ｕ波 U波

909 陰性Ｕ波 ← Ｕ波（＋） U波(+)

910 陰性Ｕ波 ← Ｕ波異常 U波異常

911 陰性Ｕ波 ← Ｕ波増高 U波増高

912 陰性Ｕ波 ← 異常Ｕ波 異常U波

913 右胸心 ← 右胸心 右胸心

914 右胸心 ← 右胸心？（９－６－１） 右胸心?(9-6-1)

915 右軸偏位 ← 右軸偏位 右軸偏位

916 右軸偏位 ← 右軸偏位（２－３） 右軸偏位(2-3)

917 右室高電位 ← 右高電位 右高電位

918 右室内肉柱 ← 右室内肉柱 右室内肉柱

919 右室肥大 ← 右室肥大 右室肥大

920 右室肥大 ← 右室肥大（３－２） 右室肥大(3-2)

921 右室肥大 ← 軽度右室肥大 軽度右室肥大

922 右室肥大 ← 軽度な右室肥大 軽度な右室肥大

923 右室肥大 ← 右室肥大（疑）　 右室肥大(疑) 

924 右室肥大 ← 右室拡大 右室拡大

925 右室肥大 ← 右室肥大の疑い 右室肥大の疑い

926 右心性Ｐ ← 右心性Ｐ 右心性P

927 右心性Ｐ ← 右心性Ｐの疑い 右心性Pの疑い

928 右心性Ｐ ← 右心性Ｐ疑い 右心性P疑い

929 右心性Ｐ ← 右心負荷 右心負荷

930 右房性Ｐ波 ← 右房性Ｐ波 右房性P波

931 右房性Ｐ波 ← Ｐ≧２．５㎜ P≧2.5㎜

932 右房性Ｐ波 ← 右房拡大 右房拡大

933 右房性Ｐ波 ← 右房負荷 右房負荷

934 右房性Ｐ波 ← 右房拡大（９－３－１） 右房拡大(9-3-1)

935 右房性Ｐ波 ← 右房負荷の疑い 右房負荷の疑い

936 右房性Ｐ波 ← 右房肥大 右房肥大

937 右房性Ｐ波 ← 右房肥大疑い　 右房肥大疑い 

938 右房性Ｐ波 ← 右房拡大　 右房拡大 

939 右房性Ｐ波 ← 右房拡大（疑）　 右房拡大(疑) 

940 炎症後変化 ← 炎症後変化 炎症後変化

941 確定できない不整脈 ← 不整脈 不整脈

942 確定できない不整脈 ← 不整脈（軽度） 不整脈(軽度)

943 確定できない不整脈 ← 異所性不整脈 異所性不整脈

944 確定できない不整脈 ← 多発性不整脈 多発性不整脈

945 確定できない不整脈 ← 二段脈 二段脈

946 確定できない不整脈 ← 不整脈（ＲＲ不整） 不整脈(RR不整)

947 確定できない不整脈 ← 不整脈（軽度） 不整脈(軽度)

948 確定できない不整脈 ← 心室性不整脈 心室性不整脈

949 確定できない不整脈 ← 多発性心室性不整脈 多発性心室性不整脈

950 確定できない不整脈 ← 心室三段脈（８－１－４） 心室三段脈(8-1-4)

951 確定できない不整脈 ← 心室二段脈（８－１－６） 心室二段脈(8-1-6)

952 確定できない不整脈 ← 不整脈（ＲＲ不定） 不整脈(RR不定)

953 確定できない不整脈 ← 不整脈の組合せ 不整脈の組合せ

954 確定できない不整脈 ← 高度な不整脈 高度な不整脈

955 確定できない不整脈 ← 洞不整脈 洞不整脈

956 確定できない不整脈 ← 心室性三段脈 心室性三段脈

957 確定できない不整脈 ← 心室二段脈 心室二段脈

958 確定できない不整脈 ← 不整脈（軽度）移動性ペースメーカー不整脈(軽度)移動性ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

959 確定できない不整脈 ← 呼吸性不整脈 呼吸性不整脈

960 確定できない不整脈 ← 洞不整脈（８－９－１） 洞不整脈(8-9-1)

961 確定できない不整脈 ← 呼吸性Ｒ－Ｒ移動 呼吸性R-R移動

962 確定できない不整脈 ← 上室性不整脈 上室性不整脈

963 確定できない不整脈 ← 不確定の不整脈 不確定の不整脈

964 確定できない不整脈 ← 三段脈 三段脈

965 確定できない不整脈 ← 二連脈 二連脈

966 確定できない不整脈 ← 三連脈 三連脈

967 冠硬化 ← 冠硬化 冠硬化

968 冠状静脈洞調律 ← 冠静脈洞調律 冠静脈洞調律

969 冠状静脈洞調律 ← 不整脈（軽度）冠静脈洞調律 不整脈(軽度)冠静脈洞調律

970 冠動脈石灰化 ← 冠動脈石灰化 冠動脈石灰化
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
971 冠不完 ← 冠不完 冠不完

972 完全右脚ブロック ← 完全右脚ブロック 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

973 完全右脚ブロック ← 右脚ブロック 右脚ﾌﾞﾛｯｸ

974 完全左脚ブロック ← 完全左脚ブロック 完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ

975 完全房室ブロック ← 完全房室ブロック 完全房室ﾌﾞﾛｯｸ

976 完全房室ブロック ← 完全右脚ブロック（７－２） 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(7-2)

977 完全房室ブロック ← 完全左脚ブロック（７－１） 完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ(7-1)

978 完全房室ブロック ← 完全房室ブロック（６－１） 完全房室ﾌﾞﾛｯｸ(6-1)

979 完全房室ブロック ← 完全右脚ブロック（持続性） 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(持続性)

980 完全房室ブロック ← 完全左脚ブロック（持続性） 完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ(持続性)

981 完全房室ブロック ← 完全房室ブロック 完全房室ﾌﾞﾛｯｸ

982 完全房室ブロック ← 一過性右脚ブロック 一過性右脚ﾌﾞﾛｯｸ

983 完全房室ブロック ← ＳＴ上昇を伴う右脚ブロック ST上昇を伴う右脚ﾌﾞﾛｯｸ

984 間欠性完全右脚ブロック ← 間歇性完全右脚ブロック 間歇性完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

985 間欠性完全右脚ブロック ← 間欠性右脚ブロック 間欠性右脚ﾌﾞﾛｯｸ

986 間欠性完全右脚ブロック ← 完全右脚ブロック（間歇性） 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(間歇性)

987 間欠性完全右脚ブロック ← 間欠性右脚ブロック 間欠性右脚ﾌﾞﾛｯｸ

988 間欠性完全右脚ブロック ← 間歇性右脚ブロック 間歇性右脚ﾌﾞﾛｯｸ

989 間欠性完全右脚ブロック ← 完全右脚ブロック（間欠性） 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(間欠性)

990 間欠性完全右脚ブロック ← 完全右脚ブロック（疑）　 完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(疑) 

991 間欠性完全左脚ブロック ← 完全左脚ブロック（間欠性） 完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ(間欠性)

992 間欠性完全左脚ブロック ← 完全左脚ブロック（間歇性） 完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ(間歇性)

993 間欠性完全左脚ブロック ← 間歇性完全左脚ブロック 間歇性完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ

994 間欠性完全左脚ブロック ← 間歇性左脚ブロック 間歇性左脚ﾌﾞﾛｯｸ

995 間欠性房室変行伝導 ← 間欠性房室変行伝導 間欠性房室変行伝導

996 間欠性房室変行伝導 ← 心室内変行伝導 心室内変行伝導

997 間欠性房室変行伝導 ← 変行伝導 変行伝導

998 間欠性房室変行伝導 ← 変行伝導現象 変行伝導現象

999 期外収縮 ← 期外収縮 期外収縮

1000 期外収縮 ← 頻発する期外収縮 頻発する期外収縮

1001 期外収縮 ← 非伝導性心房性期外収縮 非伝導性心房性期外収縮

1002 期外収縮 ← 散発性期外収縮 散発性期外収縮

1003 期外収縮 ← 異所性期外収縮 異所性期外収縮

1004 期外収縮 ← 接合部期外収縮 接合部期外収縮

1005 期外収縮 ← 房室接合部性期外収縮 房室接合部性期外収縮

1006 期外収縮 ← 多発性期外収縮 多発性期外収縮

1007 期外収縮 ← 心室性期外収縮散発 心室性期外収縮散発

1008 期外収縮 ← 心室性期外収縮（散発性） 心室性期外収縮(散発性)

1009 期外収縮 ← 心室性期外収縮（単発） 心室性期外収縮(単発)

1010 脚ブロック ← 脚ブロック 脚ﾌﾞﾛｯｸ

1011 脚ブロック ← 両脚ブロック 両脚ﾌﾞﾛｯｸ

1012 急性心膜炎 ← 急性心膜炎 急性心膜炎

1013 境界域Ｑ波 ← 境界線のＱ波 境界線のQ波

1014 境界域Ｑ波 ← 境界域Ｑ波 境界域Q波

1015 境界域Ｑ波 ← 境界域Ｑ波（１－２） 境界域Q波(1-2)

1016 境界域Ｑ波 ← 境界域Ｑ波（１－２－９） 境界域Q波(1-2-9)

1017 狭心症 ← 狭心症術後 狭心症術後

1018 狭心症 ← 狭心症 狭心症

1019 極端な軸偏位 ← 極度の右軸偏位 極度の右軸偏位

1020 極端な軸偏位 ← 高度な左軸偏位 高度な左軸偏位

1021 極端な軸偏位 ← 高度の右軸偏位 高度の右軸偏位

1022 極端な軸偏位 ← 電気軸の異常 電気軸の異常

1023 極端な軸偏位 ← 極端な軸偏位 極端な軸偏位

1024 極端な軸偏位 ← 高度な左軸偏位－４０度以上 高度な左軸偏位-40度以上

1025 極端な軸偏位 ← 高度な右軸偏位 高度な右軸偏位

1026 極端な軸偏位 ← 極度な軸偏位 極度な軸偏位

1027 極端な軸偏位 ← 異常左軸偏位 異常左軸偏位

1028 極端な軸偏位 ← 高度な右軸偏位（２－２） 高度な右軸偏位(2-2)

1029 極端な軸偏位 ← 高度の軸偏位 高度の軸偏位

1030 極端な軸偏位 ← 左軸偏位（高度） 左軸偏位(高度)

1031 極端な軸偏位 ← 右軸偏位（高度） 右軸偏位(高度)

1032 極端な軸偏位 ← 高度な軸偏位 高度な軸偏位

1033 極端な軸偏位 ← 右軸偏位（疑）　 右軸偏位(疑) 

1034 極端な軸偏位 ← 高度右軸偏位 高度右軸偏位

1035 極端な軸偏位 ← 軸偏位 軸偏位

1036 極端な軸偏位 ← 高度右軸偏位 高度右軸偏位

1037 極端な軸偏位 ← 高度左軸偏位 高度左軸偏位

1038 極度の移行帯の右方ずれ ← 極度の移行帯の右方ずれ 極度の移行帯の右方ずれ

1039 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ低下 軽度ST-T低下

1040 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ－異常 ST-異常

1041 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常（４－３－２） 軽度ST-T異常(4-3-2)

1042 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常 軽度ST-T異常

1043 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← ＳＴ－Ｔ異常（軽度） ST-T異常(軽度)

1044 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常（４－２） 軽度ST-T異常(4-2)

1045 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常（４－５） 軽度ST-T異常(4-5)

1046 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常（４－３－１） 軽度ST-T異常(4-3-1)

1047 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ上昇 軽度ST-T上昇

1048 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ変化 軽度ST変化

1049 軽度ＳＴ－Ｔ低下 ← 軽度ＳＴ－Ｔ異常（４－４－１） 軽度ST-T異常(4-4-1)

1050 軽度な右軸偏位 ← 軽度右軸偏位 軽度右軸偏位

1051 軽度な右軸偏位 ← 軽度な右軸偏位 軽度な右軸偏位

1052 軽度な右軸偏位 ← 右軸偏位（軽度） 右軸偏位(軽度)

1053 軽度な右軸偏位 ← 軽度の右軸偏位 軽度の右軸偏位

1054 梗塞周囲ブロック ← 梗塞周囲ブロック 梗塞周囲ﾌﾞﾛｯｸ

1055 硬塞 ← 硬塞 硬塞

1056 Ｔ波増高 ← 高いＴ波 高いT波

1057 Ｔ波増高 ← Ｔ波上昇 T波上昇

1058 Ｔ波増高 ← 高いＴ波Ｖ３、Ｖ４ 高いT波V3､V4

1059 Ｔ波増高 ← テントＴ ﾃﾝﾄT

1060 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高 T波増高

1061 Ｔ波増高 ← Ｔ波高電位 T波高電位

1062 Ｔ波増高 ← テント状Ｔ波 ﾃﾝﾄ状T波

1063 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高（軽度） T波増高(軽度)

1064 Ｔ波増高 ← Ｔ増大 T増大

1065 Ｔ波増高 ← Ｔ増高 T増高

1066 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高（広範囲でテント状のみ４）T波増高(広範囲でﾃﾝﾄ状のみ4)

1067 Ｔ波増高 ← 陽性Ｔ（Ｖ１） 陽性T(V1)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1068 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高 T波増高

1069 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高（高度） T波増高(高度)

1070 Ｔ波増高 ← 陽性Ｔ（Ｖ１）（５－６） 陽性T(V1)(5-6)

1071 Ｔ波増高 ← Ｔ波増大 T波増大

1072 Ｔ波増高 ← 高いＴ波（９－５） 高いT波(9-5)

1073 Ｔ波増高 ← Ｔ波増高（疑）　 T波増高(疑) 

1074 Ｔ波増高 ← 前回陰性Ｔの陽性化 前回陰性Tの陽性化

1075 高血圧性心疾患 ← 高血圧性心疾患 高血圧性心疾患

1076 高電位 ← 高電位 高電位

1077 高電位 ← 高電位（３－１） 高電位(3-1)

1078 高電位 ← 著明な高電位 著明な高電位

1079 高電位 ← Ｒ波高電位 R波高電位

1080 高電位 ← Ｒ波高電位（右室） R波高電位(右室)

1081 高電位 ← Ｒ波高電位（軽度） R波高電位(軽度)

1082 高電位差 ← 右室側高電位差 右室側高電位差

1083 高電位差 ← 高電位（３．０ｍＶ以上） 高電位(3.0mV以上)

1084 高電位差 ← 軽度左側高電位差 軽度左側高電位差

1085 高電位差 ← 高電位（４．０ｍＶ以上） 高電位(4.0mV以上)

1086 高電位差 ← 右側高電位差 右側高電位差

1087 高電位差 ← 高電位（疑）　 高電位(疑) 

1088 高電位差 ← 左室側高電位差 左室側高電位差

1089 高電位差 ← 高電位差 高電位差

1090 高電位差 ← 左側高電位差 左側高電位差

1091 高電位差 ← 左Ｒ高電位 左R高電位

1092 高電位差 ← 左室高電位差 左室高電位差

1093 高電位差 ← 左右Ｒ高電位 左右R高電位

1094 高度洞房ブロック ← 高度洞房ブロック 高度洞房ﾌﾞﾛｯｸ

1095 左脚後枝ブロック ← 左脚後枝ブロック 左脚後枝ﾌﾞﾛｯｸ

1096 左脚後枝ブロック ← 左脚後枝ブロック１２０度以上 左脚後枝ﾌﾞﾛｯｸ120度以上

1097 左脚後枝ブロック ← 左脚枝ブロック 左脚枝ﾌﾞﾛｯｸ

1098 左脚後枝ブロック ← 左脚後枝ブロック 左脚後枝ﾌﾞﾛｯｸ

1099 左脚後枝ブロック ← 左脚後枝ブロックの疑い 左脚後枝ﾌﾞﾛｯｸの疑い

1100 左脚前枝ブロック ← 左脚前技ブロック 左脚前技ﾌﾞﾛｯｸ

1101 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロック（疑）　 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ(疑) 

1102 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロック 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ

1103 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロックの疑い 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸの疑い

1104 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロック 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ

1105 左脚前枝ブロック ← 左脚ブロック 左脚ﾌﾞﾛｯｸ

1106 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロック－４５度以上 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ-45度以上

1107 左脚前枝ブロック ← 左前壁左脚ブロック 左前壁左脚ﾌﾞﾛｯｸ

1108 左脚前枝ブロック ← 右脚＋左脚前枝ブロック 右脚+左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ

1109 左脚前枝ブロック ← 左脚前枝ブロック 左脚前枝ﾌﾞﾛｯｸ

1110 左軸偏位 ← 軽度左軸偏位 軽度左軸偏位

1111 左軸偏位 ← 左軸偏位－３０度以上 左軸偏位-30度以上

1112 左軸偏位 ← 軽度な左軸偏位 軽度な左軸偏位

1113 左軸偏位 ← 左軸偏位 左軸偏位

1114 左軸偏位 ← 軽度な左軸偏位（２－１－３） 軽度な左軸偏位(2-1-3)

1115 左軸偏位 ← 軽度な左軸偏位　 軽度な左軸偏位 

1116 左軸偏位 ← 左軸偏位（２－１－１） 左軸偏位(2-1-1)

1117 左軸偏位 ← 軽度の左軸偏位　 軽度の左軸偏位 

1118 左軸偏位 ← 左軸偏位（２－１－２） 左軸偏位(2-1-2)

1119 左軸偏位 ← 左軸偏位（軽度） 左軸偏位(軽度)

1120 左軸偏位 ← 軽度左軸偏位 軽度左軸偏位

1121 左軸偏位 ← 左軸偏位（疑）　 左軸偏位(疑) 

1122 左室高電位 ← 左高電位 左高電位

1123 左室高電位 ← Ｒ高電位（左室） R高電位(左室)

1124 左室高電位 ← 高電位（左室に対応する誘導） 高電位(左室に対応する誘導)

1125 左室高電位 ← Ｒ波高電位（左室） R波高電位(左室)

1126 左室高電位 ← 高電位（左室に対応する誘導） 高電位(左室に対応する誘導)

1127 左室高電位 ← 高電位：左室誘導 高電位:左室誘導

1128 左室高電位 ← 左室高電位 左室高電位

1129 左室肥大 ← 軽度左室肥大 軽度左室肥大

1130 左室肥大 ← 左室肥大 左室肥大

1131 左室肥大 ← 左室肥大ストレイン 左室肥大ｽﾄﾚｲﾝ

1132 左室肥大 ← 軽度な左室肥大 軽度な左室肥大

1133 左室肥大 ← 左室肥大（３－３） 左室肥大(3-3)

1134 左室肥大 ← 左室肥大傾向 左室肥大傾向

1135 左室肥大 ← 軽度の左室肥大 軽度の左室肥大

1136 左室肥大 ← 左室肥大（ＳＴ－Ｔ変化を伴う） 左室肥大(ST-T変化を伴う)

1137 左室肥大 ← 左室肥大 左室肥大

1138 左室肥大 ← 軽度左室肥大 軽度左室肥大

1139 左室肥大 ← 左室肥大（Ｖｏｌｔａｇｅのみ） 左室肥大(Voltageのみ)

1140 左室肥大 ← 左心肥大 左心肥大

1141 左室肥大 ← 軽度左室肥大の疑い 軽度左室肥大の疑い

1142 左室肥大 ← 左室肥大（疑）　 左室肥大(疑) 

1143 左室肥大 ← 左室負荷 左室負荷

1144 左室肥大 ← 左室肥大の傾向 左室肥大の傾向

1145 左室肥大 ← 左室肥大の疑い 左室肥大の疑い

1146 左室肥大 ← 左室肥厚 左室肥厚

1147 左心性Ｐ ← 左心性Ｐ 左心性P

1148 左心性Ｐ ← 左心性Ｐの疑い 左心性Pの疑い

1149 左心性Ｐ ← 左心性Ｐの疑い 左心性Pの疑い

1150 左心性Ｐ ← 左心性Ｐ疑い 左心性P疑い

1151 左房拡大（９－３－２） ← 左房拡大（９－３－２） 左房拡大(9-3-2)

1152 左房性Ｐ波 ← 左房性Ｐ波 左房性P波

1153 左房性Ｐ波 ← Ｐ波の異常 P波の異常

1154 左房性Ｐ波 ← 陰性Ｐ 陰性P

1155 左房性Ｐ波 ← 逆行性Ｐ波 逆行性P波

1156 左房性Ｐ波 ← 左房拡大　 左房拡大 

1157 左房性Ｐ波 ← Ｐ波異常 P波異常

1158 左房性Ｐ波 ← 陰性Ｐ波 陰性P波

1159 左房性Ｐ波 ← 左房負荷 左房負荷

1160 左房性Ｐ波 ← 左房拡大（疑）　 左房拡大(疑) 

1161 左房性Ｐ波 ← Ｐ波巾広 P波巾広

1162 左房性Ｐ波 ← 幅広いＰ波 幅広いP波

1163 左房性Ｐ波 ← 左房負荷（疑）　 左房負荷(疑) 

1164 左房性Ｐ波 ← 左房拡大の疑い　 左房拡大の疑い 
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1165 左房性Ｐ波 ← Ｐ波高 P波高

1166 左房性Ｐ波 ← 異所性Ｐ波 異所性P波

1167 左房性Ｐ波 ← 左房負荷の疑い 左房負荷の疑い

1168 左房性Ｐ波 ← 左房拡大疑い　 左房拡大疑い 

1169 左房性Ｐ波 ← Ｐ波増高 P波増高

1170 左房性Ｐ波 ← 僧帽性Ｐ 僧帽性P

1171 左房性Ｐ波 ← 左房負荷の傾向 左房負荷の傾向

1172 左房性Ｐ波 ← 左房肥大 左房肥大

1173 左房性Ｐ波 ← 高いＰ波 高いP波

1174 左房性Ｐ波 ← 僧帽性Ｐ（疑）　 僧帽性P(疑) 

1175 左房性Ｐ波 ← 二峰性Ｐ 二峰性P

1176 三枝ブロック ← 三束ブロック 三束ﾌﾞﾛｯｸ

1177 三枝ブロック ← 三枝ブロック 三枝ﾌﾞﾛｯｸ

1178 三尖弁逆流（閉鎖不全症） ← 三尖弁逆流（閉鎖不全症） 三尖弁逆流(閉鎖不全症)

1179 時計方向回転 ← 時計回転 時計回転

1180 時計方向回転 ← 時計方向回転 時計方向回転

1181 時計方向回転 ← 時計回転（９－４－２） 時計回転(9-4-2)

1182 時計方向回転 ← 反時計回転 反時計回転

1183 時計方向回転 ← 時計回転（正常） 時計回転(正常)

1184 時計方向回転 ← 反時計方向 反時計方向

1185 時計方向回転 ← 時計軸回転 時計軸回転

1186 時計方向回転 ← 反時計方向の傾向 反時計方向の傾向

1187 時計方向回転 ← 極端な時計方向回転 極端な時計方向回転

1188 時計方向回転 ← 反時計方向回転 反時計方向回転

1189 時計方向回転 ← 時計方向回転（疑）　 時計方向回転(疑) 

1190 時計方向回転 ← 反時計方向回転（疑） 反時計方向回転(疑)

1191 手術痕あり ← 手術痕あり 手術痕あり

1192 術後 ← 術後 術後

1193 徐脈 ← 極端な徐脈 極端な徐脈

1194 徐脈 ← 徐脈（８－８－２） 徐脈(8-8-2)

1195 徐脈 ← 高度徐脈 高度徐脈

1196 徐脈 ← 徐脈（軽度） 徐脈(軽度)

1197 徐脈 ← 軽度徐脈 軽度徐脈

1198 徐脈 ← 徐脈（高度） 徐脈(高度)

1199 徐脈 ← 高度な徐脈 高度な徐脈

1200 徐脈 ← 徐脈（中等度） 徐脈(中等度)

1201 徐脈 ← 高度な徐脈（８－８－１） 高度な徐脈(8-8-1)

1202 徐脈 ← 徐脈（４１～５０） 徐脈(41~50)

1203 徐脈 ← 高度な徐脈 高度な徐脈

1204 上室期外収縮 ← 上室期外収縮 上室期外収縮

1205 上室期外収縮 ← 上室期外収縮ショートラン 上室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ

1206 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮 上室性期外収縮

1207 上室期外収縮 ← 上室期外収縮（２連発） 上室期外収縮(2連発)

1208 上室期外収縮 ← 上室期外収縮ショートラン（８－４－２）上室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ(8-4-2)

1209 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮（散発） 上室性期外収縮(散発)

1210 上室期外収縮 ← 上室期外収縮（散発） 上室期外収縮(散発)

1211 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮単発 上室性期外収縮単発

1212 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮（８－１－１） 上室性期外収縮(8-1-1)

1213 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮（単発） 上室性期外収縮(単発)

1214 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮のブロック 上室性期外収縮のﾌﾞﾛｯｸ

1215 上室期外収縮 ← 持続性上室性調律 持続性上室性調律

1216 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮散発 上室性期外収縮散発

1217 上室期外収縮 ← 上室期外収縮ブロック 上室期外収縮ﾌﾞﾛｯｸ

1218 上室期外収縮 ← 心房期外収縮 心房期外収縮

1219 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮（変行伝導あり） 上室性期外収縮(変行伝導あり)

1220 上室期外収縮 ← 上室性期外収縮の疑い 上室性期外収縮の疑い

1221 上室期外収縮 ← 心房性期外収縮 心房性期外収縮

1222 上室期外収縮（頻発） ← 上室性頻脈 上室性頻脈

1223 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性上室性期外収縮 頻発性上室性期外収縮

1224 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（頻発） 上室性期外収縮(頻発)

1225 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮（頻発） 上室期外収縮(頻発)

1226 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性心室性期外収縮 頻発性心室性期外収縮

1227 上室期外収縮（頻発） ← 上室性二段脈 上室性二段脈

1228 上室期外収縮（頻発） ← 上室二段脈 上室二段脈

1229 上室期外収縮（頻発） ← 発作性上室性頻拍疑い 発作性上室性頻拍疑い

1230 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（頻発性） 上室性期外収縮(頻発性)

1231 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性上室性期外収縮（２回以上）頻発性上室性期外収縮(2回以上)

1232 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮の頻発 上室性期外収縮の頻発

1233 上室期外収縮（頻発） ← 多発性上室性期外収縮 多発性上室性期外収縮

1234 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性心室性期外収縮（２回以上）頻発性心室性期外収縮(2回以上)

1235 上室期外収縮（頻発） ← 上室二段脈（８－１－５） 上室二段脈(8-1-5)

1236 上室期外収縮（頻発） ← 上室三段脈 上室三段脈

1237 上室期外収縮（頻発） ← 発作性上室頻拍の疑い 発作性上室頻拍の疑い

1238 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（頻発） 上室性期外収縮(頻発)

1239 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性期外収縮（上室性） 頻発性期外収縮(上室性)

1240 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮（頻発） 上室期外収縮(頻発)

1241 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮二連発 上室期外収縮二連発

1242 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（ショートラン） 上室性期外収縮(ｼｮｰﾄﾗﾝ)

1243 上室期外収縮（頻発） ← 上室性三段脈 上室性三段脈

1244 上室期外収縮（頻発） ← 上室三段脈（８－１－３） 上室三段脈(8-1-3)

1245 上室期外収縮（頻発） ← 上室頻拍疑い（接合部性） 上室頻拍疑い(接合部性)

1246 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮頻発 上室性期外収縮頻発

1247 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性期外収縮 頻発性期外収縮

1248 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮ショートラン 上室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ

1249 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（頻発性） 上室性期外収縮(頻発性)

1250 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（２回以上） 上室性期外収縮(2回以上)

1251 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮二連発（８－４－３） 上室期外収縮二連発(8-4-3)

1252 上室期外収縮（頻発） ← 上室性頻拍 上室性頻拍

1253 上室期外収縮（頻発） ← 多発性上室性期外収縮 多発性上室性期外収縮

1254 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮：頻発 上室期外収縮:頻発

1255 上室期外収縮（頻発） ← 頻発する上室性期外収縮 頻発する上室性期外収縮

1256 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮頻発（８－１－７） 上室期外収縮頻発(8-1-7)

1257 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性上室性期外収縮（２回以上）頻発性上室性期外収縮(2回以上)

1258 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（２段脈） 上室性期外収縮(2段脈)

1259 上室期外収縮（頻発） ← 上室期外収縮二連発 上室期外収縮二連発

1260 上室期外収縮（頻発） ← 上室二段脈　 上室二段脈 

1261 上室期外収縮（頻発） ← 心房期外収縮ショートラン 心房期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ

2017/07/19 Ver 0.98 ©日本医学健康管理評価協議会・日医総研 13/52



資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1262 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（連発） 上室性期外収縮(連発)

1263 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮多発 上室性期外収縮多発

1264 上室期外収縮（頻発） ← ショートラン型（上室性期外収縮） ｼｮｰﾄﾗﾝ型(上室性期外収縮)

1265 上室期外収縮（頻発） ← 頻発性上室性期外収縮（ショートラン）頻発性上室性期外収縮(ｼｮｰﾄﾗﾝ)

1266 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮２連あり 上室性期外収縮2連あり

1267 上室期外収縮（頻発） ← 上室性期外収縮（三段脈） 上室性期外収縮(三段脈)

1268 上室期外収縮（頻発） ← 上室頻拍 上室頻拍

1269 上室期外収縮（頻発） ← 間欠性上室性頻拍 間欠性上室性頻拍

1270 上室性期外収縮（散発） ← 上室性期外収縮（散発） 上室性期外収縮(散発)

1271 上室性期外収縮（散発） ← 散発性上室性期外収縮 散発性上室性期外収縮

1272 上室性期外収縮（散発） ← ブロックを伴う上室期外収縮 ﾌﾞﾛｯｸを伴う上室期外収縮

1273 上室性期外収縮（散発） ← 散発性上室性期外収縮（２回未満）散発性上室性期外収縮(2回未満)

1274 上室性期外収縮（散発） ← ショートラン型上室性期外収縮 ｼｮｰﾄﾗﾝ型上室性期外収縮

1275 上室性期外収縮（散発） ← 散発性期外収縮・（上室性） 散発性期外収縮･(上室性)

1276 上室性期外収縮（散発） ← ＢＬＯＣＫサレタ上室性期外収縮 BLOCKｻﾚﾀ上室性期外収縮

1277 上室性期外収縮（散発） ← 散発性上室性期外収縮　（２回未満）散発性上室性期外収縮 (2回未満)

1278 上室性期外収縮（散発） ← 上室性期外収縮（非伝導性）散発 上室性期外収縮(非伝導性)散発

1279 上室性期外収縮（散発） ← 散発性上室性期外収縮　（２回未満）（疑）　散発性上室性期外収縮 (2回未満)(疑) 

1280 上室性期外収縮（散発） ← 上室期外収縮：散発 上室期外収縮:散発

1281 上室性期外収縮（散発） ← 上室性期外収縮（散発性） 上室性期外収縮(散発性)

1282 上室頻拍 ← 発作性上室性頻拍 発作性上室性頻拍

1283 上室頻拍 ← 上室性頻拍（発作的） 上室性頻拍(発作的)

1284 上室頻拍 ← 発作性上室頻拍 発作性上室頻拍

1285 上室頻拍 ← 上室頻拍 上室頻拍

1286 上室頻拍 ← 上室性頻拍（発作性） 上室性頻拍(発作性)

1287 上室頻拍 ← 上室頻拍（８－４－１） 上室頻拍(8-4-1)

1288 上室頻拍 ← 上室性頻拍 上室性頻拍

1289 植込み型除細動器 ← 植込み型除細動器 植込み型除細動器

1290 心のう液貯留 ← 心のう液貯留 心のう液貯留

1291 心拡大 ← 心拡大 心拡大

1292 心筋虚血 ← 心筋虚血 心筋虚血

1293 心筋虚血 ← 心筋虚血確実 心筋虚血確実

1294 心筋虚血 ← 虚血性心疾患 虚血性心疾患

1295 心筋梗塞 ← 心筋梗塞 心筋梗塞

1296 心筋梗塞 ← 心筋梗塞（亜急性） 心筋梗塞(亜急性)

1297 心筋梗塞 ← 急性の前壁梗塞 急性の前壁梗塞

1298 心筋梗塞 ← 前壁中隔心筋梗塞 前壁中隔心筋梗塞

1299 心筋梗塞 ← 下壁梗塞 下壁梗塞

1300 心筋梗塞 ← 亜急性下壁梗塞 亜急性下壁梗塞

1301 心筋梗塞 ← 広範囲心筋梗塞 広範囲心筋梗塞

1302 心筋梗塞 ← 後壁心筋梗塞 後壁心筋梗塞

1303 心筋梗塞 ← 心筋虚血（冠不全） 心筋虚血(冠不全)

1304 心筋梗塞 ← 側壁心筋虚血 側壁心筋虚血

1305 心筋梗塞 ← 心筋梗塞（下壁） 心筋梗塞(下壁)

1306 心筋梗塞 ← 急性の側壁梗塞 急性の側壁梗塞

1307 心筋梗塞 ← 前壁中隔心筋梗塞の疑 前壁中隔心筋梗塞の疑

1308 心筋梗塞 ← 亜急性の前壁梗塞 亜急性の前壁梗塞

1309 心筋梗塞 ← 前壁中隔梗塞 前壁中隔梗塞

1310 心筋梗塞 ← 広範囲前壁梗塞 広範囲前壁梗塞

1311 心筋梗塞 ← 後壁梗塞 後壁梗塞

1312 心筋梗塞 ← 虚血性変化 虚血性変化

1313 心筋梗塞 ← 下壁心筋傷害 下壁心筋傷害

1314 心筋梗塞 ← 心筋梗塞（前壁中隔） 心筋梗塞(前壁中隔)

1315 心筋梗塞 ← 心内膜下梗塞 心内膜下梗塞

1316 心筋梗塞 ← 前壁梗塞 前壁梗塞

1317 心筋梗塞 ← 下壁梗塞の可能性 下壁梗塞の可能性

1318 心筋梗塞 ← 前壁中隔梗塞の可能性 前壁中隔梗塞の可能性

1319 心筋梗塞 ← 亜急性前壁中隔梗塞 亜急性前壁中隔梗塞

1320 心筋梗塞 ← 高位後壁梗塞 高位後壁梗塞

1321 心筋梗塞 ← 下壁心筋虚血 下壁心筋虚血

1322 心筋梗塞 ← 亜急性の下壁梗塞 亜急性の下壁梗塞

1323 心筋梗塞 ← 中隔心筋梗塞 中隔心筋梗塞

1324 心筋梗塞 ← 前壁梗塞の可能性 前壁梗塞の可能性

1325 心筋梗塞 ← 下壁心筋梗塞 下壁心筋梗塞

1326 心筋梗塞 ← 前壁心筋梗塞 前壁心筋梗塞

1327 心筋梗塞 ← 亜急性側壁梗塞 亜急性側壁梗塞

1328 心筋梗塞 ← 高位後壁梗塞の可能性 高位後壁梗塞の可能性

1329 心筋梗塞 ← 前側壁心筋虚血 前側壁心筋虚血

1330 心筋梗塞 ← 心筋梗塞その他 心筋梗塞その他

1331 心筋梗塞 ← 中隔梗塞 中隔梗塞

1332 心筋梗塞 ← 急性心筋梗塞 急性心筋梗塞

1333 心筋梗塞 ← 下壁心筋梗塞の疑い 下壁心筋梗塞の疑い

1334 心筋梗塞 ← 前壁心筋虚血 前壁心筋虚血

1335 心筋梗塞 ← 右室梗塞 右室梗塞

1336 心筋梗塞 ← 虚血性心筋傷害 虚血性心筋傷害

1337 心筋梗塞 ← 心筋梗塞その他（疑）　 心筋梗塞その他(疑) 

1338 心筋梗塞 ← 急性下壁梗塞 急性下壁梗塞

1339 心筋梗塞 ← 急性側壁梗塞 急性側壁梗塞

1340 心筋梗塞 ← 亜急性の側壁梗塞 亜急性の側壁梗塞

1341 心筋梗塞 ← 亜急性の前壁中隔梗塞 亜急性の前壁中隔梗塞

1342 心筋梗塞 ← 側壁梗塞 側壁梗塞

1343 心筋症 ← 心筋症 心筋症

1344 心筋症 ← 肥大型心筋症 肥大型心筋症

1345 心筋症 ← 肥大型心筋症の疑い 肥大型心筋症の疑い

1346 心筋症 ← 拡張型心筋症 拡張型心筋症

1347 心筋障害 ← 心筋障害 心筋障害

1348 心筋障害 ← 心筋障害（ＳＴ上昇） 心筋障害(ST上昇)

1349 心筋障害 ← 前壁心筋障害 前壁心筋障害

1350 心筋障害 ← 心筋障害（ＳＴ低下） 心筋障害(ST低下)

1351 心筋障害 ← 心筋障害その他（疑）　 心筋障害その他(疑) 

1352 心筋障害 ← 心筋障害（Ｔ２相性） 心筋障害(T2相性)

1353 心筋障害 ← 心筋障害の疑い 心筋障害の疑い

1354 心筋障害 ← 心筋障害（Ｔ平低） 心筋障害(T平低)

1355 心筋障害 ← 心筋異常 心筋異常

1356 心筋障害 ← 心筋障害（陰性Ｔ） 心筋障害(陰性T)

1357 心筋障害 ← 急性の下壁梗塞 急性の下壁梗塞

1358 心室・心房肥大その他 ← 心室・心房肥大その他　 心室･心房肥大その他 
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1359 心室・心房肥大その他 ← 心室・心房肥大その他（疑）　 心室･心房肥大その他(疑) 

1360 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮２連あり・多形 心室性期外収縮2連あり･多形

1361 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮２連あり・単形 心室性期外収縮2連あり･単形

1362 心室期外収縮 ← 心室期外収縮（散発） 心室期外収縮(散発)

1363 心室期外収縮 ← 心室期外収縮 心室期外収縮

1364 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮の疑い 心室性期外収縮の疑い

1365 心室期外収縮 ← 心室期外収縮（２連発） 心室期外収縮(2連発)

1366 心室期外収縮 ← 心室期外収縮（ＲｏｎＴ） 心室期外収縮(RonT)

1367 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮単発・単形 心室性期外収縮単発･単形

1368 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（８－１－２） 心室性期外収縮(8-1-2)

1369 心室期外収縮 ← ＰＶＣ PVC

1370 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮散発 心室性期外収縮散発

1371 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮単発・多形 心室性期外収縮単発･多形

1372 心室期外収縮 ← 心室期外収縮：散発 心室期外収縮:散発

1373 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（ｃｏｕｐｌｉｎｇ） 心室性期外収縮(coupling)

1374 心室期外収縮 ← ＲＯＮＴ型心室性期外収縮 RONT型心室性期外収縮

1375 心室期外収縮 ← 多発性心室性期外収縮 多発性心室性期外収縮

1376 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（単発） 心室性期外収縮(単発)

1377 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（ｍｕｌｔｉｆｏｒｍ） 心室性期外収縮(multiform)

1378 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮 心室性期外収縮

1379 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（散発） 心室性期外収縮(散発)

1380 心室期外収縮 ← 散発性期外収縮・（心室性） 散発性期外収縮･(心室性)

1381 心室期外収縮 ← 心室性期外収縮（ＲｏｎＴ） 心室性期外収縮(RonT)

1382 心室期外収縮 ← 散発性心室性期外収縮（２回未満）散発性心室性期外収縮(2回未満)

1383 心室期外収縮 ← 散発性心室性期外収縮 散発性心室性期外収縮

1384 心室期外収縮 ← 心室期外収縮ＲｏｎＴ 心室期外収縮RonT

1385 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮の頻発 心室性期外収縮の頻発

1386 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮、頻発 心室性期外収縮､頻発

1387 心室期外収縮（頻繁） ← ショートラン型（心室性期外収縮） ｼｮｰﾄﾗﾝ型(心室性期外収縮)

1388 心室期外収縮（頻繁） ← 頻発性期外収縮（心室性） 頻発性期外収縮(心室性)

1389 心室期外収縮（頻繁） ← 頻発性心室性期外収縮 頻発性心室性期外収縮

1390 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮（頻発） 心室期外収縮(頻発)

1391 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（頻発性） 心室性期外収縮(頻発性)

1392 心室期外収縮（頻繁） ← 心室三段脈 心室三段脈

1393 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮（頻発） 心室期外収縮(頻発)

1394 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮（多形性） 心室期外収縮(多形性)

1395 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮ショートラン 心室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ

1396 心室期外収縮（頻繁） ← 頻発する心室性期外収縮 頻発する心室性期外収縮

1397 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（２回以上） 心室性期外収縮(2回以上)

1398 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮ショートランの疑い 心室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝの疑い

1399 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（連発あり） 心室性期外収縮(連発あり)

1400 心室期外収縮（頻繁） ← 心室三段脈（疑）　 心室三段脈(疑) 

1401 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮：頻発 心室期外収縮:頻発

1402 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（頻発性） 心室性期外収縮(頻発性)

1403 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮ショートラン（８－２－２）心室期外収縮ｼｮｰﾄﾗﾝ(8-2-2)

1404 心室期外収縮（頻繁） ← 頻発性心室性期外収縮（２回以上）頻発性心室性期外収縮(2回以上)

1405 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（２段脈） 心室性期外収縮(2段脈)

1406 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮二連発 心室期外収縮二連発

1407 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮２段脈 心室性期外収縮2段脈

1408 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性二段脈 心室性二段脈

1409 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮頻発 心室期外収縮頻発

1410 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（頻発） 心室性期外収縮(頻発)

1411 心室期外収縮（頻繁） ← ショートラン型心室性期外収縮 ｼｮｰﾄﾗﾝ型心室性期外収縮

1412 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（連発） 心室性期外収縮(連発)

1413 心室期外収縮（頻繁） ← 頻発性ＶＰＣ 頻発性VPC

1414 心室期外収縮（頻繁） ← 多源性心室性期外収縮 多源性心室性期外収縮

1415 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮多発 心室性期外収縮多発

1416 心室期外収縮（頻繁） ← 心室期外収縮頻発（８－１－８） 心室期外収縮頻発(8-1-8)

1417 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（二段脈） 心室性期外収縮(二段脈)

1418 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（ｓｈｏｒｔｒｕｎ） 心室性期外収縮(shortrun)

1419 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（ショートラン） 心室性期外収縮(ｼｮｰﾄﾗﾝ)

1420 心室期外収縮（頻繁） ← 多源性心室性期外収縮（疑） 多源性心室性期外収縮(疑)

1421 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（三段脈） 心室性期外収縮(三段脈)

1422 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮多発の疑い 心室性期外収縮多発の疑い

1423 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮頻発 心室性期外収縮頻発

1424 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性期外収縮（頻発） 心室性期外収縮(頻発)

1425 心室期外収縮（頻繁） ← 心室性二段脈 心室性二段脈

1426 心室期外収縮（頻繁） ← 心室二段脈（疑） 心室二段脈(疑)

1427 心室期外収縮（頻繁） ← 持続性心室調律 持続性心室調律

1428 心室期外収縮（頻繁） ← ＰＶＣショートラン PVCｼｮｰﾄﾗﾝ

1429 心室細動 ← 心室細動 心室細動

1430 心室粗動 ← 心室粗動 心室粗動

1431 心室粗動 ← 心房粗動の疑い 心房粗動の疑い

1432 心室中隔欠損症 ← 心室中隔欠損症 心室中隔欠損症

1433 心室中隔欠損症 ← 心室中隔欠損 心室中隔欠損

1434 心室中隔欠損症 ← 心室中隔欠損（術後） 心室中隔欠損(術後)

1435 心室中隔肥大 ← 心室中隔肥大 心室中隔肥大

1436 心室調律 ← 心室調律 心室調律

1437 心室調律 ← 心室性調律 心室性調律

1438 心室調律 ← 固有心室調律 固有心室調律

1439 心室調律 ← 心室調律（８－５） 心室調律(8-5)

1440 心室調律 ← 心室性副調律 心室性副調律

1441 心室調律 ← 接合部調律 接合部調律

1442 心室調律 ← 促進接合部調律 促進接合部調律

1443 心室調律 ← 心室性補充調律 心室性補充調律

1444 心室調律 ← 心室性補充収縮 心室性補充収縮

1445 心室調律 ← 促進性心室固有調律 促進性心室固有調律

1446 心室調律 ← 心室固有調律 心室固有調律

1447 心室調律 ← 心室補充収縮 心室補充収縮

1448 心室調律 ← 促進心室調律 促進心室調律

1449 心室調律 ← 接合部異所性調律 接合部異所性調律

1450 心室調律 ← 心室副収縮 心室副収縮

1451 心室調律 ← 心室副調律 心室副調律

1452 心室内ブロック ← 心室内ブロック 心室内ﾌﾞﾛｯｸ

1453 心室内ブロック ← 心室内伝導異常 心室内伝導異常

1454 心室内ブロック ← 心室内伝導障害（７－４） 心室内伝導障害(7-4)

1455 心室内ブロック ← 心室性伝導障害　 心室性伝導障害 
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1456 心室内ブロック ← 心室内伝導異常 心室内伝導異常

1457 心室内ブロック ← 心室内伝導時間延長 心室内伝導時間延長

1458 心室内ブロック ← 心室内変更伝導 心室内変更伝導

1459 心室内ブロック ← 心室内伝導遅延の疑い 心室内伝導遅延の疑い

1460 心室内ブロック ← 非特異的心室内伝導遅延 非特異的心室内伝導遅延

1461 心室内ブロック ← 心室内伝導障害 心室内伝導障害

1462 心室内ブロック ← ＱＲＳ幅拡大 QRS幅拡大

1463 心室内ブロック ← 心室内伝導障害 心室内伝導障害

1464 心室内ブロック ← 非特異的心室内伝導障害 非特異的心室内伝導障害

1465 心室内ブロック ← 心室内伝導遅延 心室内伝導遅延

1466 心室内ブロック ← ＶＡＴ延長 VAT延長

1467 心室内ブロック ← 心室内伝導遅延 心室内伝導遅延

1468 心室内ブロック ← 右室伝導遅延（ＲＳＲ） 右室伝導遅延(RSR)

1469 心室内ブロック ← 他の一過性心室内伝導異常 他の一過性心室内伝導異常

1470 心室内ブロック ← 右室伝導遅延 右室伝導遅延

1471 心室頻拍 ← 心室頻拍 心室頻拍

1472 心室頻拍 ← 心室性頻拍 心室性頻拍

1473 心室頻拍 ← 発作性心室頻拍 発作性心室頻拍

1474 心室頻拍 ← 心室頻拍（８－２－１） 心室頻拍(8-2-1)

1475 心室頻拍 ← 非持続性心室頻拍 非持続性心室頻拍

1476 心室頻拍 ← 心室頻拍（間欠性） 心室頻拍(間欠性)

1477 心室頻拍 ← 間歇性心室頻拍 間歇性心室頻拍

1478 心室頻拍 ← 間欠性心室頻拍 間欠性心室頻拍

1479 心室頻拍 ← 心房性頻拍 心房性頻拍

1480 心臓弁膜症 ← 心臓弁膜症 心臓弁膜症

1481 心拍過多 ← 心拍過多 心拍過多

1482 心肥大 ← 心肥大 心肥大

1483 心不全 ← 心不全 心不全

1484 心房細動 ← 発作性心房細動 発作性心房細動

1485 心房細動 ← 心房細動あるいは粗動 心房細動あるいは粗動

1486 心房細動 ← 間欠性心房細動 間欠性心房細動

1487 心房細動 ← 心房細動 心房細動

1488 心房細動 ← 突発性心房細動 突発性心房細動

1489 心房細動 ← 心房細・粗動 心房細･粗動

1490 心房細動 ← 頻脈性心房細動 頻脈性心房細動

1491 心房細動 ← 心房細動（間欠性） 心房細動(間欠性)

1492 心房細動 ← 心房細動（疑）　 心房細動(疑) 

1493 心房細動 ← 心房細動（間歇性） 心房細動(間歇性)

1494 心房細動 ← 心房細動の疑い 心房細動の疑い

1495 心房細動 ← 心房細動（頻脈を伴う） 心房細動(頻脈を伴う)

1496 心房細動 ← 心房粗細動 心房粗細動

1497 心房粗動 ← 発作性心房粗動 発作性心房粗動

1498 心房粗動 ← 心房粗動（頻脈を伴う） 心房粗動(頻脈を伴う)

1499 心房粗動 ← 発作性心房粗細動 発作性心房粗細動

1500 心房粗動 ← 心房粗細動 心房粗細動

1501 心房粗動 ← 頻脈性心房粗細動 頻脈性心房粗細動

1502 心房粗動 ← 心房粗動 心房粗動

1503 心房粗動 ← 心房粗動（間欠性） 心房粗動(間欠性)

1504 心房粗動 ← 心房粗動（間歇性） 心房粗動(間歇性)

1505 心房中隔欠損症 ← 心房中隔欠損 心房中隔欠損

1506 心房中隔欠損症 ← 心房中隔欠損（術後） 心房中隔欠損(術後)

1507 心房伝導障害 ← 心房伝導障害 心房伝導障害

1508 心房頻拍 ← 心房頻拍 心房頻拍

1509 心房頻拍 ← 発作性心房頻拍 発作性心房頻拍

1510 心房頻拍 ← 発作性心房性頻拍 発作性心房性頻拍

1511 心房頻拍 ← 発作性心房性頻脈 発作性心房性頻脈

1512 人工ペースメーカー調律 ← Ｐ・メーカー調律 P･ﾒｰｶｰ調律

1513 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー作動不全 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ作動不全

1514 人工ペースメーカー調律 ← ペ－シング不調 ﾍﾟ-ｼﾝｸﾞ不調

1515 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ

1516 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー（心房） 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(心房)

1517 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー装着 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ装着

1518 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカーリズム ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰﾘｽﾞﾑ

1519 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカ 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶ

1520 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー（心室） 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(心室)

1521 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー作動不全 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ作動不全

1522 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー調律 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ調律

1523 人工ペースメーカー調律 ← 異常人工Ｐメーカー 異常人工Pﾒｰｶｰ

1524 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー使用 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ使用

1525 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー作動中 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ作動中

1526 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー調律 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ調律

1527 人工ペースメーカー調律 ← ぺースメーカー調律 ぺｰｽﾒｰｶｰ調律

1528 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー不全 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ不全

1529 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー調律（６－８） 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ調律(6-8)

1530 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー所見・心電図 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ所見･心電図

1531 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカ調律 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶ調律

1532 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー使用中 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ使用中

1533 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカ－調律 ﾍﾟｰｽﾒｰｶ-調律

1534 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペ－スメ－カ－ 人工ﾍﾟ-ｽﾒ-ｶ-

1535 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカリズム 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶﾘｽﾞﾑ

1536 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー心電図 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ心電図

1537 人工ペースメーカー調律 ← 正常人工Ｐメーカー 正常人工Pﾒｰｶｰ

1538 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー（房室） 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ(房室)

1539 人工ペースメーカー調律 ← ペースメーカー埋め込み ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ埋め込み

1540 人工ペースメーカー調律 ← 人工ペースメーカー調律 人工ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ調律

1541 人工弁使用 ← 人工弁使用 人工弁使用

1542 正常範囲 ← 正常範囲 正常範囲

1543 正常範囲 ← 異常なし 異常なし

1544 正常範囲 ← 安静時心電図 安静時心電図

1545 前脚前肢ブロック ← 前脚前肢ブロック 前脚前肢ﾌﾞﾛｯｸ

1546 前壁中隔欠損 ← 前壁中隔欠損 前壁中隔欠損

1547 僧帽弁閉鎖不全症 ← 僧帽弁閉鎖不全症 僧帽弁閉鎖不全症

1548 僧帽弁閉鎖不全症 ← 僧帽弁狭窄症 僧帽弁狭窄症

1549 僧帽弁閉鎖不全症 ← 僧帽弁逆流 僧帽弁逆流

1550 僧帽弁閉鎖不全症 ← 僧帽弁逸脱 僧帽弁逸脱

1551 早期再分極 ← 早期再分極 早期再分極

1552 早期再分極 ← 早期再分極症候群 早期再分極症候群
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1553 早期再分極 ← 早期興奮症候群 早期興奮症候群

1554 多源性心室期外収縮 ← 上室期外収縮（多源性） 上室期外収縮(多源性)

1555 多源性心室期外収縮 ← 多源性心室性期外収縮 多源性心室性期外収縮

1556 多源性心室期外収縮 ← 心室期外収縮多源性 心室期外収縮多源性

1557 多源性心室期外収縮 ← 多源性期外収縮 多源性期外収縮

1558 多源性心室期外収縮 ← 多源性ＶＰＣ 多源性VPC

1559 大動脈弁狭窄症 ← 大動脈弁狭窄症 大動脈弁狭窄症

1560 大動脈弁狭窄症 ← 大動脈弁上狭窄 大動脈弁上狭窄

1561 大動脈弁狭窄症 ← 大動脈弁逆流（閉鎖不全症） 大動脈弁逆流(閉鎖不全症)

1562 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性下壁心筋梗塞 陳旧性下壁心筋梗塞

1563 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性前壁中隔梗塞 陳旧性前壁中隔梗塞

1564 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性下壁梗塞 陳旧性下壁梗塞

1565 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性前側壁心筋梗塞 陳旧性前側壁心筋梗塞

1566 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性心筋梗塞 陳旧性心筋梗塞

1567 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性高位側壁梗塞 陳旧性高位側壁梗塞

1568 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性前壁梗塞 陳旧性前壁梗塞

1569 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性心筋梗塞の疑い 陳旧性心筋梗塞の疑い

1570 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性中隔心筋梗塞 陳旧性中隔心筋梗塞

1571 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性前壁側壁梗塞 陳旧性前壁側壁梗塞

1572 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性心筋梗塞疑い 陳旧性心筋梗塞疑い

1573 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性中隔梗塞 陳旧性中隔梗塞

1574 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 陳旧性前壁中隔梗塞 陳旧性前壁中隔梗塞

1575 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 前壁陳旧性心筋梗塞 前壁陳旧性心筋梗塞

1576 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 前壁中隔梗塞後 前壁中隔梗塞後

1577 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 前壁梗塞後 前壁梗塞後

1578 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 心筋梗塞（陳旧性） 心筋梗塞(陳旧性)

1579 陳旧性下壁心筋梗塞 ← 下壁梗塞後 下壁梗塞後

1580 低電位差 ← 低電位 低電位

1581 低電位差 ← 低電位差（胸部） 低電位差(胸部)

1582 低電位差 ← 低電位（疑）　 低電位(疑) 

1583 低電位差 ← 低電位（胸部） 低電位(胸部)

1584 低電位差 ← 低電位差（胸部誘導） 低電位差(胸部誘導)

1585 低電位差 ← 低電位差 低電位差

1586 低電位差 ← 低電位（胸部誘導） 低電位(胸部誘導)

1587 低電位差 ← 低電位差（四肢） 低電位差(四肢)

1588 低電位差 ← 低電位（四肢） 低電位(四肢)

1589 低電位差 ← 低電位差（四肢誘導） 低電位差(四肢誘導)

1590 低電位差 ← 低電位（肢誘導） 低電位(肢誘導)

1591 低電位差 ← 低電位四肢誘導 低電位四肢誘導

1592 低電位差 ← 低電位差（肢誘導） 低電位差(肢誘導)

1593 低電位差 ← 低電位－四肢誘導 低電位-四肢誘導

1594 伝導遅延 ← 伝導遅延 伝導遅延

1595 電気的交代波 ← 電気的交代波 電気的交代波

1596 洞徐脈 ← 洞徐脈 洞徐脈

1597 洞徐脈 ← 洞性徐脈（５０＞ＨＲ≧４０） 洞性徐脈(50>HR≧40)

1598 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈 著しい洞性徐脈

1599 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈（１２０／分以上） 著しい洞性頻脈(120/分以上)

1600 洞徐脈 ← 洞徐脈（８－８－３） 洞徐脈(8-8-3)

1601 洞徐脈 ← 洞性徐脈（高度） 洞性徐脈(高度)

1602 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈（４０／分未満） 著しい洞性徐脈(40/分未満)

1603 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈（ＨＲ≧１２０） 著しい洞性頻脈(HR≧120)

1604 洞徐脈 ← 洞性徐脈 洞性徐脈

1605 洞徐脈 ← 洞性徐脈４０≦Ｐ＜５０ 洞性徐脈40≦P<50

1606 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈（ＨＲ＜４０） 著しい洞性徐脈(HR<40)

1607 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈１２０≦Ｐ 著しい洞性頻脈120≦P

1608 洞徐脈 ← 洞性徐脈（５０／分未満） 洞性徐脈(50/分未満)

1609 洞徐脈 ← 洞性徐脈（疑）　 洞性徐脈(疑) 

1610 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈４０＜Ｐ 著しい洞性徐脈40<P

1611 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈１２０≦Ｐ・右房負荷著しい洞性頻脈120≦P･右房負荷

1612 洞徐脈 ← 高度な洞徐脈 高度な洞徐脈

1613 洞徐脈 ← 洞性頻脈 洞性頻脈

1614 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈 著しい洞性頻脈

1615 洞徐脈 ← 著明な洞性徐脈 著明な洞性徐脈

1616 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈（疑）　 著しい洞性徐脈(疑) 

1617 洞徐脈 ← 著しい洞性徐脈　 著しい洞性徐脈 

1618 洞徐脈 ← 高度洞性頻脈 高度洞性頻脈

1619 洞徐脈 ← 著しい洞性頻脈　 著しい洞性頻脈 

1620 洞性不整脈 ← 極端な洞性不整脈 極端な洞性不整脈

1621 洞性不整脈 ← 両脚ブロック洞性不整脈 両脚ﾌﾞﾛｯｸ洞性不整脈

1622 洞性不整脈 ← 洞性不整脈 洞性不整脈

1623 洞性不整脈 ← 著明な洞性頻脈 著明な洞性頻脈

1624 洞性不整脈 ← 洞不整脈 洞不整脈

1625 洞性不整脈 ← 洞性不整脈（疑）　 洞性不整脈(疑) 

1626 洞停止 ← 洞房停止 洞房停止

1627 洞停止 ← 持続性心房静止 持続性心房静止

1628 洞頻脈 ← 洞性頻脈 洞性頻脈

1629 洞頻脈 ← 洞頻脈（８－７－３） 洞頻脈(8-7-3)

1630 洞頻脈 ← 洞性頻脈（１００／分以上） 洞性頻脈(100/分以上)

1631 洞頻脈 ← 洞性頻脈（１２０＞ＨＲ≧１００） 洞性頻脈(120>HR≧100)

1632 洞頻脈（高度） ← 洞性頻脈（高度） 洞性頻脈(高度)

1633 洞頻脈（高度） ← 高度な頻脈 高度な頻脈

1634 洞頻脈（高度） ← 洞性頻脈１００≦Ｐ＜１２０ 洞性頻脈100≦P<120

1635 洞頻脈（高度） ← 高度な頻脈（８－７－１） 高度な頻脈(8-7-1)

1636 洞頻脈（高度） ← 洞性頻脈１００≦Ｐ＜１２０ 洞性頻脈100≦P<120

1637 洞頻脈（高度） ← 高度な洞頻脈 高度な洞頻脈

1638 洞頻脈（高度） ← 高度頻脈 高度頻脈

1639 洞頻脈（高度） ← 頻脈（８－７－２） 頻脈(8-7-2)

1640 洞不全症候群 ← 洞不全症候群 洞不全症候群

1641 洞不全症候群 ← 洞不全 洞不全

1642 洞不全症候群 ← 洞不完全症候群 洞不完全症候群

1643 洞不全症候群 ← 洞機能不全 洞機能不全

1644 洞不全症候群 ← 洞機能不全症候群 洞機能不全症候群

1645 洞房ブロック ← 洞房ブロック 洞房ﾌﾞﾛｯｸ

1646 洞房ブロック ← 洞房ブロック（８－９－２） 洞房ﾌﾞﾛｯｸ(8-9-2)

1647 洞房ブロック ← 洞房ブロック（ＷＥＮＣＫＥＢＡＣＨ） 洞房ﾌﾞﾛｯｸ(WENCKEBACH)

1648 洞房ブロック ← 洞房ブロック 洞房ﾌﾞﾛｯｸ

1649 洞房ブロック ← 洞房ブロックの疑い 洞房ﾌﾞﾛｯｸの疑い
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1650 洞房ブロック ← 洞房ブロック疑い 洞房ﾌﾞﾛｯｸ疑い

1651 二枝ブロック ← 二枝ブロック 二枝ﾌﾞﾛｯｸ

1652 二枝ブロック ← 間歇性二枝ブロック 間歇性二枝ﾌﾞﾛｯｸ

1653 二枝ブロック ← ２束ブロック 2束ﾌﾞﾛｯｸ

1654 二相性Ｔ派 ← 二相性Ｔ 二相性T

1655 二相性Ｔ派 ← 二峰性Ｔ 二峰性T

1656 二相性Ｔ派 ← １．０≦２相性Ｔ＜５．０㎜ 1.0≦2相性T<5.0㎜

1657 二相性Ｔ派 ← ２相性Ｔ（－＋） 2相性T(-+)

1658 二相性Ｔ派 ← ２相性Ｔ＜１．０㎜ 2相性T<1.0㎜

1659 二相性Ｔ派 ← ２相性Ｔ 2相性T

1660 二相性Ｔ派 ← 二相性Ｔ派 二相性T派

1661 肺性Ｐ波 ← 肺性Ｐ波 肺性P波

1662 肺性Ｐ波 ← 肺性Ｐ 肺性P

1663 肺性Ｐ波 ← 肺性Ｐ（疑）　 肺性P(疑) 

1664 肺性Ｐ波 ← 肺性Ｐ疑い 肺性P疑い

1665 肺性心 ← 肺性心 肺性心

1666 肺動脈弁逆流（閉鎖不全症） ← 肺動脈弁逆流（閉鎖不全症） 肺動脈弁逆流(閉鎖不全症)

1667 反時計方向回転 ← 反時計方向回転 反時計方向回転

1668 反時計方向回転 ← 反時計回転 反時計回転

1669 反時計方向回転 ← 反時計回転（９－４－１） 反時計回転(9-4-1)

1670 反時計方向回転 ← 反時計回転（正常） 反時計回転(正常)

1671 反時計方向回転 ← 反時計軸回転 反時計軸回転

1672 肥大 ← 肥大 肥大

1673 肥大 ← 心肥大傾向 心肥大傾向

1674 肥大 ← 両室肥大 両室肥大

1675 肥大 ← 心房肥大 心房肥大

1676 頻拍症 ← 頻拍症 頻拍症

1677 頻拍症 ← ＱＲＳ幅の狭い頻拍 QRS幅の狭い頻拍

1678 頻拍症 ← 発作性頻拍 発作性頻拍

1679 頻拍症 ← 洞性頻拍 洞性頻拍

1680 頻拍症 ← ＱＲＳ幅の広い頻拍 QRS幅の広い頻拍

1681 頻脈 ← 頻脈 頻脈

1682 頻脈 ← 心室頻脈 心室頻脈

1683 頻脈 ← 頻脈（軽度） 頻脈(軽度)

1684 頻脈 ← 頻脈（高度） 頻脈(高度)

1685 頻脈 ← 頻脈（中等度） 頻脈(中等度)

1686 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

1687 不完全右脚ブロック ← 不完右脚ブロック 不完右脚ﾌﾞﾛｯｸ

1688 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック（間歇性） 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(間歇性)

1689 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚Ｂ 不完全右脚B

1690 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック（ブルガタ型） 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾙｶﾞﾀ型)

1691 不完全右脚ブロック ← 間歇性不完全右脚ブロック 間歇性不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

1692 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

1693 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック（ブルガタ波形）不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾙｶﾞﾀ波形)

1694 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック（疑）　 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(疑) 

1695 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロック（７－３） 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ(7-3)

1696 不完全右脚ブロック ← 不完全右脚ブロックの疑い 不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸの疑い

1697 不完全右脚ブロック ← ＲＲ’型不完全右脚ブロック RR'型不完全右脚ﾌﾞﾛｯｸ

1698 不完全左脚ブロック ← 不完全左脚ブロック 不完全左脚ﾌﾞﾛｯｸ

1699 不完全左脚ブロック ← 不完左脚ブロック 不完左脚ﾌﾞﾛｯｸ

1700 不完全左脚ブロック ← 左脚ブロック 左脚ﾌﾞﾛｯｸ

1701 不定軸 ← 不定軸 不定軸

1702 不定軸 ← 不確定軸 不確定軸

1703 不定軸 ← 軸偏位 軸偏位

1704 不定軸 ← 不定軸（疑）　 不定軸(疑) 

1705 不定軸 ← 軸異常 軸異常

1706 不定軸 ← 軸不定 軸不定

1707 副調律 ← 副調律 副調律

1708 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波 平低T波

1709 平低Ｔ波 ← Ｔ波平低 T波平低

1710 平低Ｔ波 ← Ｔ波の平低化 T波の平低化

1711 平低Ｔ波 ← Ｔ波平低気味 T波平低気味

1712 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（５－５） 平低T波(5-5)

1713 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波 平低T波

1714 平低Ｔ波 ← Ｔ波の平低化とＴ波の逆転 T波の平低化とT波の逆転

1715 平低Ｔ波 ← Ｔ波平低傾向 T波平低傾向

1716 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（軽度） 平低T波(軽度)

1717 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（５－３） 平低T波(5-3)

1718 平低Ｔ波 ← Ｔ波平担 T波平担

1719 平低Ｔ波 ← Ｔ波平低 T波平低

1720 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（高度） 平低T波(高度)

1721 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（５－４） 平低T波(5-4)

1722 平低Ｔ波 ← Ｔ平低 T平低

1723 平低Ｔ波 ← Ｔ平低 T平低

1724 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ波（中等度） 平低T波(中等度)

1725 平低Ｔ波 ← Ｔ波の電位低下 T波の電位低下

1726 平低Ｔ波 ← Ｔ平低（零） T平低(零)

1727 平低Ｔ波 ← Ｔ波低下 T波低下

1728 平低Ｔ波 ← 平低Ｔ 平低T

1729 平低Ｔ波 ← Ｔ波低電位 T波低電位

1730 平低Ｔ波 ← 平担Ｔ波 平担T波

1731 補充調律 ← 補充調律 補充調律

1732 房室ブロック ← 房室ブロック 房室ﾌﾞﾛｯｸ

1733 房室ブロック ← 房室ブロック（モ－ビッツ２型） 房室ﾌﾞﾛｯｸ(ﾓ-ﾋﾞｯﾂ2型)

1734 房室ブロック ← 伝導ブロック 伝導ﾌﾞﾛｯｸ

1735 房室ブロック ← 房室ブロック・ウェンケバッハ型 房室ﾌﾞﾛｯｸ･ｳｪﾝｹﾊﾞｯﾊ型

1736 房室ブロック ← 房室ブロック（２：１ｏｒ３：１） 房室ﾌﾞﾛｯｸ(2:1or3:1)

1737 房室ブロック ← 異常房室伝導 異常房室伝導

1738 房室ブロック ← 不完全房室ブロック 不完全房室ﾌﾞﾛｯｸ

1739 房室ブロック ← 高度進展房室ブロック 高度進展房室ﾌﾞﾛｯｸ

1740 房室ブロック ← 高度房室ブロック 高度房室ﾌﾞﾛｯｸ

1741 房室解離 ← 房室解離 房室解離

1742 房室解離 ← 房室解離 房室解離

1743 房室解離 ← 房室干渉解離 房室干渉解離

1744 房室解離 ← 房室解離（一過性） 房室解離(一過性)

1745 房室解離 ← 房室解離の疑い 房室解離の疑い

1746 房室結節調律 ← 房室結節調律 房室結節調律
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1747 房室結節調律 ← 房室結節調律 房室結節調律

1748 房室結節調律 ← 結節性調律 結節性調律

1749 房室結節調律 ← 房室結合部調律 房室結合部調律

1750 房室結節調律 ← 補充収縮 補充収縮

1751 房室結節調律 ← 房室接合部調節　 房室接合部調節 

1752 房室結節調律 ← 房室接合部調律（８－６－３） 房室接合部調律(8-6-3)

1753 房室結節調律 ← 結節調律 結節調律

1754 房室結節調律 ← 房室結節調律の疑い 房室結節調律の疑い

1755 房室結節調律 ← 補充収縮（８－９－４） 補充収縮(8-9-4)

1756 房室結節調律 ← 房室接合部性期外収縮 房室接合部性期外収縮

1757 房室結節調律 ← 房室接合部調律 房室接合部調律

1758 房室結節調律 ← 房室接合部調律（８－６－１） 房室接合部調律(8-6-1)

1759 房室結節調律 ← 房室接合部調律 房室接合部調律

1760 房室結節調律 ← 房室接合部補充収縮 房室接合部補充収縮

1761 房室結節調律 ← 房室接合部性早期収縮 房室接合部性早期収縮

1762 房室結節調律 ← 房室調律 房室調律

1763 房室結節調律 ← 上室性補充収縮 上室性補充収縮

1764 房室結節調律 ← 房室接合部調律（疑）　 房室接合部調律(疑) 

1765 房室結節調律 ← 上室性調律 上室性調律

1766 房室結節調律 ← 房室結合部調律 房室結合部調律

1767 房室結節調律 ← 上室補充収縮 上室補充収縮

1768 房室結節調律 ← 接合部補充収縮 接合部補充収縮

1769 房室結節調律 ← 上室調律 上室調律

1770 房室結節調律 ← 心房性補充収縮 心房性補充収縮

1771 房室結節調律 ← 持続性上室性調律 持続性上室性調律

1772 融合収縮 ← 融合収縮 融合収縮

1773 両室高電位 ← 両室側高電位差 両室側高電位差

1774 両室高電位 ← 両高電位 両高電位

1775 両房拡大 ← 両房拡大 両房拡大

1776 連発性上室期外収縮 ← 連発性上室期外収縮 連発性上室期外収縮

1777 連発性心室性期外収縮 ← 連発性心室性期外収縮 連発性心室性期外収縮

1778 連発性心室性期外収縮 ← 心室期外収縮二連発 心室期外収縮二連発

1779 連発性心室性期外収縮 ← 心室期外収縮二連発（８－２－３） 心室期外収縮二連発(8-2-3)

1780 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ ← ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ 0.03≦Q<0.04sec

1781 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜ ← ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜0.03≦Q<0.04sec&Q≧1㎜

1782 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｒ≧３㎜ ← ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｒ≧３㎜0.03≦Q<0.04sec&R≧3㎜

1783 ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ ← ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ 0.04≦Q<0.05sec

1784 ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜ ← ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜0.04≦Q<0.05sec&Q≧1㎜

1785 １／５≦Ｑ／Ｒ＜１／３＆０．０２≦Ｑ＜０．０３ｓｅｃ← １／５≦Ｑ／Ｒ＜１／３＆０．０２≦Ｑ＜０．０３ｓｅｃ1/5≦Q/R<1/3&0.02≦Q<0.03sec

1786 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ ← Ｑ≧０．０４ｓｅｃ Q≧0.04sec

1787 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜ ← Ｑ≧０．０４ｓｅｃ＆Ｒ≧３㎜ Q≧0.04sec&R≧3㎜

1788 ０．０３≦Ｑ＜０．０４ｓｅｃ＆Ｒ≧３㎜ ← Ｑ≧０．０５ｓｅｃ Q≧0.05sec

1789 ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ ← Ｑ≧０．０５ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜ Q≧0.05sec&Q≧1㎜

1790 ０．０４≦Ｑ＜０．０５ｓｅｃ＆Ｑ≧１㎜ ← Ｑ≧５㎜ Q≧5㎜

1791 １／５≦Ｑ／Ｒ＜１／３＆０．０２≦Ｑ＜０．０３ｓｅｃ← ＱＲＳ移行帯・右 QRS移行帯･右

2731 コード表　223＿心臓超音波検査所見 心肥大 ← 心肥大 心肥大

2732 心肥大 ← 求心性心肥大（軽度） 求心性心肥大(軽度)

2733 心肥大 ← 求心性心肥大（中等度） 求心性心肥大(中等度)

2734 心肥大 ← 求心性心肥大（高度） 求心性心肥大(高度)

2735 左室拡大 ← 左室拡大 左室拡大

2736 左室拡大 ← 軽度左室拡大 軽度左室拡大

2737 左室拡大 ← 軽度左心室拡大 軽度左心室拡大

2738 左室拡大 ← 左室肥大（軽度） 左室肥大(軽度)

2739 左室拡大 ← 左室肥大（中等度） 左室肥大(中等度)

2740 左室拡大 ← 左心室拡大 左心室拡大

2741 左室拡大 ← 左室肥大（高度） 左室肥大(高度)

2742 右房拡大 ← 右房拡大 右房拡大

2743 右房拡大 ← 軽度右心房拡大 軽度右心房拡大

2744 右房拡大 ← 軽度右房拡大 軽度右房拡大

2745 右室拡大 ← 右室拡大 右室拡大

2746 右室拡大 ← 右室肥大 右室肥大

2747 右室拡大 ← 軽度右室拡大 軽度右室拡大

2748 右室拡大 ← 軽度右心室拡大 軽度右心室拡大

2749 左房拡大 ← 左房拡大 左房拡大

2750 左房拡大 ← 軽度左心房拡大 軽度左心房拡大

2751 左房拡大 ← 軽度左房拡大 軽度左房拡大

2752 左房拡大 ← 左心房拡大 左心房拡大

2753 心室中隔欠損 ← 心室中隔欠損 心室中隔欠損

2754 心房中隔欠損 ← 心房中隔欠損 心房中隔欠損

2755 感染性心内膜炎 ← 軽度三尖弁疣贅 軽度三尖弁疣贅

2756 感染性心内膜炎 ← 感染性心内膜炎 感染性心内膜炎

2757 感染性心内膜炎 ← 軽度僧帽弁疣贅 軽度僧帽弁疣贅

2758 感染性心内膜炎 ← 軽度大動脈弁疣贅 軽度大動脈弁疣贅

2759 感染性心内膜炎 ← 軽度肺動脈弁疣贅 軽度肺動脈弁疣贅

2760 感染性心内膜炎 ← 三尖弁疣贅 三尖弁疣贅

2761 心弁膜症 ← 軽度三尖弁硬化 軽度三尖弁硬化

2762 心弁膜症 ← 心弁膜症 心弁膜症

2763 心弁膜症 ← 軽度僧帽弁硬化 軽度僧帽弁硬化

2764 心弁膜症 ← 軽度大動脈弁硬化 軽度大動脈弁硬化

2765 心弁膜症 ← 軽度肺動脈弁硬化 軽度肺動脈弁硬化

2766 心弁膜症 ← 三尖弁硬化 三尖弁硬化

2767 三尖弁狭窄 ← 軽度三尖弁狭窄 軽度三尖弁狭窄

2768 三尖弁狭窄 ← 三尖弁狭窄 三尖弁狭窄

2769 三尖弁逆流 ← 軽度三尖弁逆流 軽度三尖弁逆流

2770 三尖弁逆流 ← 三尖弁逆流 三尖弁逆流

2771 三尖弁逆流 ← 高度三尖弁逆流 高度三尖弁逆流

2772 三尖弁閉鎖不全 ← 軽度三尖弁閉鎖不全 軽度三尖弁閉鎖不全

2773 三尖弁閉鎖不全 ← 三尖弁閉鎖不全 三尖弁閉鎖不全

2774 僧帽弁逸脱 ← 軽度僧帽弁逸脱 軽度僧帽弁逸脱

2775 僧帽弁逸脱 ← 僧帽弁逸脱 僧帽弁逸脱

2776 僧帽弁逆流 ← 軽度僧帽弁逆流 軽度僧帽弁逆流

2777 僧帽弁逆流 ← 僧帽弁逆流 僧帽弁逆流

2778 僧帽弁逆流 ← 高度僧帽弁逆流 高度僧帽弁逆流

2779 僧帽弁閉鎖不全 ← 軽度僧帽弁閉鎖不全 軽度僧帽弁閉鎖不全

2780 僧帽弁閉鎖不全 ← 僧帽弁閉鎖不全 僧帽弁閉鎖不全

2781 僧帽弁狭窄 ← 僧帽弁狭窄 僧帽弁狭窄

2782 僧帽弁狭窄 ← 軽度僧帽弁狭窄 軽度僧帽弁狭窄

2017/07/19 Ver 0.98 ©日本医学健康管理評価協議会・日医総研 19/52



資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2783 大動脈弁逆流 ← 軽度大動脈弁逆流 軽度大動脈弁逆流

2784 大動脈弁逆流 ← 大動脈弁逆流 大動脈弁逆流

2785 大動脈弁逆流 ← 高度大動脈弁逆流 高度大動脈弁逆流

2786 大動脈弁閉鎖不全 ← 軽度大動脈弁閉鎖不全 軽度大動脈弁閉鎖不全

2787 大動脈弁閉鎖不全 ← 大動脈弁閉鎖不全 大動脈弁閉鎖不全

2788 大動脈弁狭窄 ← 大動脈弁狭窄 大動脈弁狭窄

2789 大動脈弁狭窄 ← 軽度大動脈弁狭窄 軽度大動脈弁狭窄

2790 大動脈弁石灰化 ← 大動脈弁石灰化 大動脈弁石灰化

2791 肺動脈弁逆流 ← 軽度肺動脈弁逆流 軽度肺動脈弁逆流

2792 肺動脈弁逆流 ← 肺動脈弁逆流 肺動脈弁逆流

2793 肺動脈弁逆流 ← 高度肺動脈弁逆流 高度肺動脈弁逆流

2794 肺動脈弁狭窄 ← 肺動脈弁狭窄 肺動脈弁狭窄

2795 肺動脈弁狭窄 ← 軽度肺動脈弁狭窄 軽度肺動脈弁狭窄

2796 肺動脈弁閉鎖不全 ← 肺動脈弁閉鎖不全 肺動脈弁閉鎖不全

2797 肺動脈弁閉鎖不全 ← 軽度肺動脈弁閉鎖不全 軽度肺動脈弁閉鎖不全

2798 心内血栓 ← 右室内血栓 右室内血栓

2799 心内血栓 ← 心内血栓 心内血栓

2800 心内血栓 ← 左室内血栓 左室内血栓

2801 心室瘤 ← 右室瘤形成 右室瘤形成

2802 心室瘤 ← 軽度左室前壁瘤形成 軽度左室前壁瘤形成

2803 心室瘤 ← 軽度心室中隔瘤形成 軽度心室中隔瘤形成

2804 心室瘤 ← 左室瘤形成 左室瘤形成

2805 心室瘤 ← 心室瘤 心室瘤

2806 心室瘤 ← 軽度右室心尖部瘤形成 軽度右室心尖部瘤形成

2807 心室瘤 ← 軽度左室側壁瘤形成 軽度左室側壁瘤形成

2808 心室瘤 ← 左室後壁瘤形成 左室後壁瘤形成

2809 心室瘤 ← 軽度右室瘤形成 軽度右室瘤形成

2810 心室瘤 ← 軽度左室瘤形成 軽度左室瘤形成

2811 心室瘤 ← 左室心尖部瘤形成 左室心尖部瘤形成

2812 心室瘤 ← 軽度左室後壁瘤形成 軽度左室後壁瘤形成

2813 心室瘤 ← 軽度心室中隔心尖部瘤形成 軽度心室中隔心尖部瘤形成

2814 心室瘤 ← 左室前壁瘤形成 左室前壁瘤形成

2815 心室瘤 ← 左室側壁瘤形成 左室側壁瘤形成

2816 心室瘤 ← 軽度心室中隔心基部瘤形成 軽度心室中隔心基部瘤形成

2817 心室瘤 ← 軽度左室心尖部瘤形成 軽度左室心尖部瘤形成

2818 心嚢液貯留 ← 心嚢液貯留 心嚢液貯留

2819 心嚢液貯留 ← 軽度心嚢液貯留 軽度心嚢液貯留

2820 心嚢液貯留 ← 心のう液貯留 心のう液貯留

2821 心室壁運動異常 ← 右室壁運動低下 右室壁運動低下

2822 心室壁運動異常 ← 軽度右室壁運動亢進 軽度右室壁運動亢進

2823 心室壁運動異常 ← 軽度左室心尖部壁運動低下 軽度左室心尖部壁運動低下

2824 心室壁運動異常 ← 軽度左室側壁運動亢進 軽度左室側壁運動亢進

2825 心室壁運動異常 ← 軽度心室中隔壁運動低下 軽度心室中隔壁運動低下

2826 心室壁運動異常 ← 左室心尖部壁運動低下 左室心尖部壁運動低下

2827 心室壁運動異常 ← 左室側壁運動亢進 左室側壁運動亢進

2828 心室壁運動異常 ← 左室壁運動亢進 左室壁運動亢進

2829 心室壁運動異常 ← 心室壁運動異常 心室壁運動異常

2830 心室壁運動異常 ← 右室壁運動亢進 右室壁運動亢進

2831 心室壁運動異常 ← 軽度左室後壁運動低下 軽度左室後壁運動低下

2832 心室壁運動異常 ← 軽度左室心尖部壁運動亢進 軽度左室心尖部壁運動亢進

2833 心室壁運動異常 ← 軽度左室壁運動低下 軽度左室壁運動低下

2834 心室壁運動異常 ← 左室後壁運動低下 左室後壁運動低下

2835 心室壁運動異常 ← 左室心尖部壁運動亢進 左室心尖部壁運動亢進

2836 心室壁運動異常 ← 左室壁運動異常 左室壁運動異常

2837 心室壁運動異常 ← 左室壁運動異常 左室壁運動異常

2838 心室壁運動異常 ← 軽度左室後壁運動亢進 軽度左室後壁運動亢進

2839 心室壁運動異常 ← 軽度左室前壁運動低下 軽度左室前壁運動低下

2840 心室壁運動異常 ← 軽度左室壁運動亢進 軽度左室壁運動亢進

2841 心室壁運動異常 ← 左室後壁運動亢進 左室後壁運動亢進

2842 心室壁運動異常 ← 左室前壁運動低下 左室前壁運動低下

2843 心室壁運動異常 ← 左室壁運動低下 左室壁運動低下

2844 心室壁運動異常 ← 中隔壁運動異常 中隔壁運動異常

2845 心室壁運動異常 ← 軽度左室心基部壁運動低下 軽度左室心基部壁運動低下

2846 心室壁運動異常 ← 軽度左室前壁運動亢進 軽度左室前壁運動亢進

2847 心室壁運動異常
←

軽度心室中隔心基部壁運動低下 軽度心室中隔心基部壁運動低下

2848 心室壁運動異常 ← 左室心基部壁運動低下 左室心基部壁運動低下

2849 心室壁運動異常 ← 左室前壁運動亢進 左室前壁運動亢進

2850 心室壁運動異常 ← 左室壁運動低下（びまん性） 左室壁運動低下(びまん性)

2851 心室壁運動異常
←

軽度心室中隔心尖部壁運動低下 軽度心室中隔心尖部壁運動低下

2852 心室壁運動異常 ← 左室心基部壁運動亢進 左室心基部壁運動亢進

2853 心室壁運動異常 ← 左室側壁運動低下 左室側壁運動低下

2854 心室壁運動異常 ← 左室壁運動低下（局在性） 左室壁運動低下(局在性)

2855 心室壁運動異常 ← 軽度左室側壁運動低下 軽度左室側壁運動低下

2856 心室壁運動異常 ← 軽度左室心基部壁運動亢進 軽度左室心基部壁運動亢進

2857 心室壁運動異常 ← 軽度右室壁運動低下 軽度右室壁運動低下

2858 心室壁肥厚 ← 軽度心室中隔心基部壁肥厚 軽度心室中隔心基部壁肥厚

2859 心室壁肥厚 ← 心室壁肥厚 心室壁肥厚

2860 心室壁肥厚 ← 軽度心室中隔心尖部壁肥厚 軽度心室中隔心尖部壁肥厚

2861 心室壁肥厚 ← 軽度心室中隔壁肥厚 軽度心室中隔壁肥厚

2862 心室中隔輝度上昇 ← 軽度心室中隔輝度上昇 軽度心室中隔輝度上昇

2863 心室中隔輝度上昇 ← 心室中隔輝度上昇 心室中隔輝度上昇

2864 心室中隔輝度上昇 ← 軽度心室中隔心基部輝度上昇 軽度心室中隔心基部輝度上昇

2865 心室中隔輝度上昇 ← 軽度心室中隔心尖部輝度上昇 軽度心室中隔心尖部輝度上昇

2866 大動脈瘤 ← 解離性大動脈瘤 解離性大動脈瘤

2867 大動脈瘤 ← 軽度大動脈基部硬化 軽度大動脈基部硬化

2868 大動脈瘤 ← 大動脈瘤 大動脈瘤

2869 大動脈瘤 ← 大動脈拡張 大動脈拡張

2870 大動脈瘤 ← 大動脈石灰化 大動脈石灰化

2871 大動脈瘤 ← 大動脈動脈硬化症 大動脈動脈硬化症

2872 大動脈瘤 ← 軽度大動脈基部拡大 軽度大動脈基部拡大

2873 冠動脈瘻 ← 冠動脈肺動脈瘻 冠動脈肺動脈瘻

2874 冠動脈瘻 ← 冠動脈瘻 冠動脈瘻

2875 右胸心 ← 右胸心 右胸心

2876 その他 ← その他 その他

2877 その他 ← 心筋障害 心筋障害

2878 その他 ← 虚血性心疾患 虚血性心疾患
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2879 その他 ← 狭窄収縮期最大血流速度亢進 狭窄収縮期最大血流速度亢進

2880 その他 ← 心機能低下 心機能低下

2881 その他 ← 狭心症 狭心症

2882 その他 ← 左室拡張末期圧上昇 左室拡張末期圧上昇

2883 その他 ← 心雑音有 心雑音有

2884 その他 ← 三心房心 三心房心

2885 その他 ← 感染性心内膜炎 感染性心内膜炎

2886 その他 ← 心不全 心不全

2887 その他 ← 左上大静脈遺残 左上大静脈遺残

2888 その他 ← 冠静脈洞拡大 冠静脈洞拡大

2889 コード表　225＿頚動脈超音波検査所見 動脈硬化 ← 動脈硬化 動脈硬化

2890 動脈硬化 ← 重度動脈硬化 重度動脈硬化

2891 動脈硬化 ← 右頸動脈動脈硬化性変化 右頸動脈動脈硬化性変化

2892 動脈硬化 ← 左頸動脈動脈硬化性変化 左頸動脈動脈硬化性変化

2893 動脈硬化 ← 左右頸動脈動脈硬化性変化 左右頸動脈動脈硬化性変化

2894 動脈硬化 ← 軽度動脈硬化 軽度動脈硬化

2895 動脈硬化
←

右頸動脈動脈硬化性変化（粥腫） 右頸動脈動脈硬化性変化(粥腫)

2896 動脈硬化
←

左頸動脈動脈硬化性変化（粥腫） 左頸動脈動脈硬化性変化(粥腫)

2897 動脈硬化
←

左右頸動脈動脈硬化性変化（粥
腫）

左右頸動脈動脈硬化性変化(粥腫)

2898 動脈硬化 ← 中等度動脈硬化 中等度動脈硬化

2899 動脈硬化
←

右頸動脈動脈硬化性変化（内中
膜肥厚）

右頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚)

2900 動脈硬化
←

左頸動脈動脈硬化性変化（内中
膜肥厚）

左頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚)

2901 動脈硬化
←

左右頸動脈動脈硬化性変化（内
中膜肥厚）

左右頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚)

2902 動脈硬化 ← 左総頚動脈石灰化 左総頚動脈石灰化

2903 動脈硬化
←

右頸動脈動脈硬化性変化（内中
膜肥厚、粥腫）

右頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚､粥腫)

2904 動脈硬化
←

左頸動脈動脈硬化性変化（内中
膜肥厚、粥腫）

左頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚､粥腫)

2905 動脈硬化
←

左右頸動脈動脈硬化性変化（内
中膜肥厚、粥腫）

左右頸動脈動脈硬化性変化(内中膜肥厚､粥腫)

2906 頚動脈プラーク ← 頚動脈プラーク 頚動脈ﾌﾟﾗｰｸ

2907 頚動脈プラーク ← プラーク ﾌﾟﾗｰｸ

2908 頚動脈プラーク ← プラーク内出血 ﾌﾟﾗｰｸ内出血

2909 頚動脈プラーク ← 左総頸動脈プラーク像 左総頸動脈ﾌﾟﾗｰｸ像

2910 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 ← 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 内中膜複合体(IMT)肥厚

2911 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 ← 内中膜複合体一部肥厚 内中膜複合体一部肥厚

2912 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 ← 頚動脈内中膜肥厚 頚動脈内中膜肥厚

2913 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 ← 内中膜の肥厚 内中膜の肥厚

2914 内中膜複合体（ＩＭＴ）肥厚 ← 左総頸動脈内中膜壁肥厚像 左総頸動脈内中膜壁肥厚像

2915 頚動脈狭窄 ← 頚動脈狭窄 頚動脈狭窄

2916 頚動脈狭窄 ← 左頸動脈狭窄 左頸動脈狭窄

2917 頚動脈狭窄 ← 右頸動脈狭窄 右頸動脈狭窄

2918 頸動脈閉塞 ← 頸動脈閉塞 頸動脈閉塞

2919 頸動脈閉塞 ← 右頸動脈閉塞 右頸動脈閉塞

2920 頸動脈閉塞 ← 左頸動脈閉塞 左頸動脈閉塞

2921 頸動脈瘤 ← 頸動脈瘤 頸動脈瘤

2922 頸動脈瘤 ← 右頸動脈瘤 右頸動脈瘤

2923 頸動脈瘤 ← 左頸動脈瘤 左頸動脈瘤

2924 複合病変 ← 複合病変 複合病変

2925 複合病変 ← アテローム性複合病変 ｱﾃﾛｰﾑ性複合病変

2926 血流パターン異常 ← 血流パターン異常 血流ﾊﾟﾀｰﾝ異常

2927 石灰化病変 ← 石灰化病変 石灰化病変

2928 線維性病変 ← 線維性病変 線維性病変

1792 コード表　230＿眼底所見 網脈絡膜色素斑 ← 網脈絡膜色素斑 網脈絡膜色素斑

1793 網脈絡膜色素斑 ← 色素斑 色素斑

1794 網脈絡膜色素斑 ← 脈絡膜母斑 脈絡膜母斑

1795 網脈絡膜色素斑 ← 網膜黒色色素斑 網膜黒色色素斑

1796 網脈絡膜色素斑 ← 母斑 母斑

1797 網脈絡膜色素斑 ← 視神経乳頭母斑 視神経乳頭母斑

1798 網脈絡膜色素斑 ← 脈絡膜色素斑 脈絡膜色素斑

1799 網脈絡膜変性・萎縮 ← 網脈絡膜変性・萎縮 網脈絡膜変性･萎縮

1800 黄斑浮腫 ← 黄斑部浮腫 黄斑部浮腫

1801 黄斑出血 ← 黄斑部出血 黄斑部出血

1802 黄斑部異常 ← 黄斑部異常 黄斑部異常

1803 黄斑部異常 ← 糖尿病性黄斑症 糖尿病性黄斑症

1804 黄斑部異常 ← 黄斑部異常 黄斑部異常

1805 黄斑部異常 ← 黄斑萎縮 黄斑萎縮

1806 黄斑部異常 ← 黄斑部出血 黄斑部出血

1807 黄斑部異常 ← 黄斑部萎縮巣 黄斑部萎縮巣

1808 黄斑部異常 ← 黄斑部網膜上膜形成症 黄斑部網膜上膜形成症

1809 黄斑部異常 ← 黄斑部白斑 黄斑部白斑

1810 黄斑部異常 ← セロファン黄斑症 ｾﾛﾌｧﾝ黄斑症

1811 黄斑部異常 ← 黄斑ヒダ 黄斑ﾋﾀﾞ

1812 黄斑部異常 ← 黄斑部混濁 黄斑部混濁

1813 黄斑部異常 ← 黄斑部星芒状白斑 黄斑部星芒状白斑

1814 黄斑部異常 ← セロファン膜 ｾﾛﾌｧﾝ膜

1815 黄斑部異常 ← 黄斑膜形成 黄斑膜形成

1816 黄斑部異常 ← 黄斑部疾患 黄斑部疾患

1817 黄斑部異常 ← セロファン膜形成 ｾﾛﾌｧﾝ膜形成

1818 黄斑変性症 ← 黄斑変性症 黄斑変性症

1819 黄斑変性症 ← 黄斑変性 黄斑変性

1820 黄斑変性症 ← 黄斑部変性 黄斑部変性

1821 黄斑前線維症 ← 黄斑前線維症 黄斑前線維症

1822 硬性白斑 ← 硬性白斑 硬性白斑

1823 硬性白斑 ← 白斑 白斑

1824 硝子体混濁 ← 硝子体混濁 硝子体混濁

1825 硝子体混濁 ← 硝子体混濁 硝子体混濁

1826 硝子体混濁 ← 混濁 混濁

1827 加齢黄斑変性前駆病変 ← 加齢黄斑変性前駆病変 加齢黄斑変性前駆病変

1828 眼底出血 ← 眼底出血 眼底出血

1829 眼底出血 ← うすい出血斑あり うすい出血斑あり

1830 眼底出血 ← しみ状出血 しみ状出血

1831 眼底出血 ← 斑状出血 斑状出血

1832 眼底出血 ← 眼底出血 眼底出血
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1833 眼底出血 ← 微細出血あり 微細出血あり

1834 眼底出血 ← 出血斑 出血斑

1835 近視眼底 ← 近視眼底 近視眼底

1836 近視性黄斑症 ← 近視性眼底 近視性眼底

1837 近視性黄斑症 ← 近視性黄斑症 近視性黄斑症

1838 近視性黄斑症 ← 近視性変化 近視性変化

1839 高血圧眼底 ← 高血圧性眼底 高血圧性眼底

1840 高血圧眼底 ← 高血圧眼底 高血圧眼底

1841 高血圧眼底 ← 高血圧性眼底軽度 高血圧性眼底軽度

1842 高血圧眼底 ← 高血圧性眼底高度 高血圧性眼底高度

1843 高血圧眼底 ← 高血圧性眼底中等度 高血圧性眼底中等度

1844 高血圧性網膜症 ← 高血圧性網膜症 高血圧性網膜症

1845 高血圧性網膜症 ← 高血圧性変化 高血圧性変化

1846 高血圧性網膜症 ← 高血圧網膜症 高血圧網膜症

1847 コーヌス ← コーヌス ｺｰﾇｽ

1848 視神経萎縮 ← 視神経萎縮 視神経萎縮

1849 視神経乳頭陥凹拡大 ← 乳頭陥凹拡大 乳頭陥凹拡大

1850 視神経乳頭陥凹拡大 ← 視神経陥凹 視神経陥凹

1851 視神経乳頭陥凹拡大 ← 視神経乳頭陥凹拡大 視神経乳頭陥凹拡大

1852 視神経乳頭陥凹拡大 ← 乳頭陥凹 乳頭陥凹

1853 視神経乳頭陥凹拡大 ← 両眼視神経陥凹 両眼視神経陥凹

1854 視神経乳頭陥凹拡大 ← 視神経乳頭陥凹やや拡大 視神経乳頭陥凹やや拡大

1855 視神経乳頭陥凹拡大 ← 陥凹 陥凹

1856 視神経乳頭陥凹拡大 ← 視神経乳頭陥凹の拡大 視神経乳頭陥凹の拡大

1857 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 乳頭変化 乳頭変化

1858 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 視神経浮腫 視神経浮腫

1859 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 視神経乳頭充血 視神経乳頭充血

1860 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 乳頭浮腫 乳頭浮腫

1861 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 傾斜乳頭 傾斜乳頭

1862 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 乳頭浮腫 乳頭浮腫

1863 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 視神経乳頭浮腫 視神経乳頭浮腫

1864 視神経乳頭浮腫・うっ血乳頭 ← 鬱血乳頭 鬱血乳頭

1865 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭変化 視神経乳頭変化

1866 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭 視神経乳頭

1867 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭先天異常 視神経乳頭先天異常

1868 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭境界不鮮明 視神経乳頭境界不鮮明

1869 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭低形成 視神経乳頭低形成

1870 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭血管異常 視神経乳頭血管異常

1871 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭異常 視神経乳頭異常

1872 視神経乳頭変化 ← 視神経乳頭出血 視神経乳頭出血

1873 新生物 ← 新生物 新生物

1874 新生物 ← 血管腫 血管腫

1875 新生物 ← 腫瘍 腫瘍

1876 新生物 ← つた状血管腫 つた状血管腫

1877 新生物 ← 視神経乳頭黒色細胞腫 視神経乳頭黒色細胞腫

1878 新生物 ← 脈絡膜血管腫 脈絡膜血管腫

1879 その他 ← その他 その他

1880 その他 ← その他の眼科 その他の眼科

1881 その他 ← その他の疾患 その他の疾患

1882 その他の黄斑部異常 ← その他の黄斑部異常 その他の黄斑部異常

1883 その他の視神経乳頭異常 ← その他の視神経乳頭異常 その他の視神経乳頭異常

1884 単純糖尿病網膜症 ← 単純糖尿病網膜症 単純糖尿病網膜症

1885 中間透光体混濁 ← 中間透光体混濁 中間透光体混濁

1886 中心性網脈絡膜症 ← 中心性網脈絡膜症 中心性網脈絡膜症

1887 中心性網脈絡膜症 ← 中心性脈絡網膜症 中心性脈絡網膜症

1888 中心性網脈絡膜症 ← 中心性網膜症 中心性網膜症

1889 中心性網脈絡膜症 ← 中心性漿液性脈絡網膜症 中心性漿液性脈絡網膜症

1890 点状出血 ← 網膜点状出血 網膜点状出血

1891 点状出血 ← 点状出血 点状出血

1892 点状出血 ← 点状出血斑 点状出血斑

1893 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性網膜症 糖尿病性網膜症

1894 糖尿病性網膜症 ← 糖尿性出血 糖尿性出血

1895 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性網膜症軽度 糖尿病性網膜症軽度

1896 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性変化 糖尿病性変化

1897 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性網膜症高度 糖尿病性網膜症高度

1898 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性変化あり 糖尿病性変化あり

1899 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性網膜症中等度 糖尿病性網膜症中等度

1900 糖尿病性網膜症 ← 糖尿病性網膜症（＋） 糖尿病性網膜症(+)

1901 動脈硬化性変化 ← 動脈硬化 動脈硬化

1902 動脈硬化性変化 ← 動脈狭細 動脈狭細

1903 動脈硬化性変化 ← 交叉現象 交叉現象

1904 動脈硬化性変化 ← 網膜血管硬化症 網膜血管硬化症

1905 動脈硬化性変化 ← 動脈硬化性変化 動脈硬化性変化

1906 動脈硬化性変化 ← 動脈の狭細化 動脈の狭細化

1907 動脈硬化性変化 ← 白鞘 白鞘

1908 動脈硬化性変化 ← 網膜血管硬化症軽度 網膜血管硬化症軽度

1909 動脈硬化性変化 ← 動脈硬化性眼底 動脈硬化性眼底

1910 動脈硬化性変化 ← 狭細 狭細

1911 動脈硬化性変化 ← 白鞘血管 白鞘血管

1912 動脈硬化性変化 ← 網膜血管硬化症高度 網膜血管硬化症高度

1913 動脈硬化性変化 ← 動脈蛇行 動脈蛇行

1914 動脈硬化性変化 ← 口径不同 口径不同

1915 動脈硬化性変化 ← 網膜動脈硬化症 網膜動脈硬化症

1916 動脈硬化性変化 ← 網膜血管硬化症中等度 網膜血管硬化症中等度

1917 動脈瘤 ← 動脈瘤 動脈瘤

1918 動脈瘤 ← 網膜細動脈瘤 網膜細動脈瘤

1919 ドルーゼン ← ドルーゼ ﾄﾞﾙｰｾﾞ

1920 ドルーゼン ← ドルーゼン ﾄﾞﾙｰｾﾞﾝ

1921 ドルーゼン ← 網膜ドルーゼ 網膜ﾄﾞﾙｰｾﾞ

1922 軟性白斑 ← 軟性白斑 軟性白斑

1923 軟性白斑 ← 眼底白斑 眼底白斑

1924 軟性白斑 ← 綿花様白斑 綿花様白斑

1925 軟性白斑 ← 白斑 白斑

1926 軟性白斑 ← 網膜白斑 網膜白斑

1927 乳頭萎縮 ← 乳頭萎縮 乳頭萎縮

1928 乳頭萎縮 ← 乳頭異常 乳頭異常

1929 乳頭萎縮 ← 乳頭の異常 乳頭の異常
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
1930 乳頭境界不鮮明 ← 乳頭境界不鮮明 乳頭境界不鮮明

1931 乳頭充血 ← 乳頭出血斑 乳頭出血斑

1932 乳頭充血 ← 乳頭充血 乳頭充血

1933 乳頭充血 ← 乳頭部出血 乳頭部出血

1934 乳頭上膜 ← 乳頭上膜 乳頭上膜

1935 乳頭上膜 ← 乳頭上膜形成 乳頭上膜形成

1936 乳頭上膜 ← 乳頭前膜 乳頭前膜

1937 白内障 ← 眼底不鮮明 眼底不鮮明

1938 白内障 ← 白内障 白内障

1939 白内障 ← 白内障術後 白内障術後

1940 白内障などの疑い ← 白内障などの疑い 白内障などの疑い

1941 判読不能 ← 判読不能 判読不能

1942 判読不能 ← 判定不可 判定不可

1943 判読不能 ← 不鮮明の為判定不可 不鮮明の為判定不可

1944 豹紋状眼底 ← ヒョウ紋状眼底 ﾋｮｳ紋状眼底

1945 豹紋状眼底 ← 高度豹紋状眼底 高度豹紋状眼底

1946 豹紋状眼底 ← 豹紋状眼底 豹紋状眼底

1947 豹紋状眼底 ← 中等度豹紋状眼底 中等度豹紋状眼底

1948 豹紋状眼底 ← 軽度豹紋状眼底 軽度豹紋状眼底

1949 豹紋状眼底 ← 豹紋眼底 豹紋眼底

1950 ぶどう膜 ← ぶどう膜 ぶどう膜

1951 ブドウ膜コロボーマ ← ブドウ膜コロボーマ ﾌﾞﾄﾞｳ膜ｺﾛﾎﾞｰﾏ

1952 ブドウ膜コロボーマ ← コロボーマ ｺﾛﾎﾞｰﾏ

1953 星状硝子体症 ← 星状硝子体症 星状硝子体症

1954 前増殖糖尿病網膜症 ← 前増殖糖尿病網膜症 前増殖糖尿病網膜症

1955 脈絡膜欠損 ← 脈絡膜萎縮 脈絡膜萎縮

1956 脈絡膜欠損 ← 脈絡膜欠損 脈絡膜欠損

1957 脈絡膜欠損 ← 脈絡膜部分欠損 脈絡膜部分欠損

1958 脈絡膜出血 ← 脈絡膜出血 脈絡膜出血

1959 網膜瘢痕 ← 網膜瘢痕 網膜瘢痕

1960 網膜萎縮 ← 網膜ひだ 網膜ひだ

1961 網膜萎縮 ← 網膜萎縮 網膜萎縮

1962 網膜円孔 ← 円孔 円孔

1963 網膜円孔 ← 網膜円孔 網膜円孔

1964 網膜グリオージス ← 網膜グリオージス 網膜ｸﾞﾘｵｰｼﾞｽ

1965 網膜血管新生 ← 新生血管 新生血管

1966 網膜血管新生 ← 網膜血管新生 網膜血管新生

1967 網膜血管新生 ← 血管新生 血管新生

1968 網膜血管新生 ← 新生血管枝 新生血管枝

1969 網膜裂孔 ← 網膜裂孔 網膜裂孔

1970 網膜色素上皮剥離 ← 網膜色素上皮剥離 網膜色素上皮剥離

1971 網膜色素線状症 ← 網膜色素線状 網膜色素線状

1972 網膜出血 ← 網膜出血斑数カ所（１～３） 網膜出血斑数ｶ所(1~3)

1973 網膜出血 ← 網膜出血 網膜出血

1974 網膜出血 ← 網膜出血斑多数（３以上） 網膜出血斑多数(3以上)

1975 網膜静脈拡大 ← 網膜静脈拡大 網膜静脈拡大

1976 網膜静脈拡大 ← 網膜静脈の充張あり 網膜静脈の充張あり

1977 網膜静脈狭細化 ← 網膜静脈狭細化 網膜静脈狭細化

1978 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜静脈分枝閉塞症 網膜静脈分枝閉塞症

1979 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜静脈血栓症 網膜静脈血栓症

1980 網膜静脈分枝閉塞症 ← 閉塞静脈 閉塞静脈

1981 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜静脈枝血栓症 網膜静脈枝血栓症

1982 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜静脈分枝閉塞症後 網膜静脈分枝閉塞症後

1983 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜静脈枝閉塞症 網膜静脈枝閉塞症

1984 網膜静脈分枝閉塞症 ← 網膜中心静脈閉塞症 網膜中心静脈閉塞症

1985 網膜前線維症 ← 網膜前黄斑線維症 網膜前黄斑線維症

1986 網膜前線維症 ← 網膜前線維症 網膜前線維症

1987 網膜前線維症 ← 網膜前膜 網膜前膜

1988 網膜中心静脈閉塞症 ← 網膜中心静脈閉塞症 網膜中心静脈閉塞症

1989 網膜中心動脈閉鎖症 ← 網膜動脈分枝閉塞症 網膜動脈分枝閉塞症

1990 網膜中心動脈閉鎖症 ← 網膜中心動脈閉塞 網膜中心動脈閉塞

1991 網膜中心動脈閉鎖症 ← 網膜中心静脈血栓症 網膜中心静脈血栓症

1992 網膜中心動脈閉鎖症 ← 網膜中心性静脈分枝閉塞症 網膜中心性静脈分枝閉塞症

1993 網膜中心動脈閉鎖症 ← 中心静脈閉塞症 中心静脈閉塞症

1994 網膜動脈分枝閉塞症 ← 網膜動脈分枝閉塞症 網膜動脈分枝閉塞症

1995 網膜剥離 ← 網膜剥離 網膜剥離

1996 網膜剥離 ← 網膜剥離術後 網膜剥離術後

1997 網膜剥離 ← 剥離 剥離

1998 網膜変性 ← 網膜変性巣 網膜変性巣

1999 網膜変性 ← 網膜変性症 網膜変性症

2000 網膜変性 ← 網膜変性 網膜変性

2001 網膜上膜 ← 網膜上膜 網膜上膜

2002 網膜上膜 ← 網膜前（上）膜 網膜前(上)膜

2003 網膜上膜 ← 黄斑前膜 黄斑前膜

2004 網膜上膜 ← 黄斑上膜 黄斑上膜

2005 網膜前出血 ← 網膜前出血 網膜前出血

2006 網脈絡膜瘢痕 ← 網脈絡膜瘢痕 網脈絡膜瘢痕

2007 有髄神経線維 ← 有髄神経線維 有髄神経線維

2008 有髄神経線維 ← 有髄線維 有髄線維

2009 有髄神経線維 ← 網膜有髄神経線維 網膜有髄神経線維

2010 有髄神経線維 ← 網膜有髄神経線維症 網膜有髄神経線維症

2011 夕焼状眼底 ← 夕焼状眼底 夕焼状眼底

2012 緑内障 ← 緑内障 緑内障

2013 緑内障 ← 緑内障性視神経萎縮 緑内障性視神経萎縮

2014 緑内障性乳頭変化 ← 緑内障性乳頭変化 緑内障性乳頭変化

2015 レーザー治療後 ← レーザー治療後 ﾚｰｻﾞｰ治療後

2016 レーザー治療後 ← レーザー済 ﾚｰｻﾞｰ済

2017 レーザー治療後 ← レーザー痕 ﾚｰｻﾞｰ痕

2018 レーザー必要 ← レーザー必要 ﾚｰｻﾞｰ必要

2019 異常なし ← 異常所見なし 異常所見なし

2020 異常なし ← 異常なし 異常なし

2021 右網膜静脈分枝閉塞症 ← 右網膜静脈分枝閉塞症 右網膜静脈分枝閉塞症

2022 右網膜前黄斑部線維症 ← 右網膜前黄斑部線維症 右網膜前黄斑部線維症

2023 円孔・膜形成 ← 円孔・膜形成 円孔･膜形成

2024 円孔・膜形成 ← 膜形成 膜形成

2025 円孔・膜形成 ← 円孔 円孔

2026 円錐角膜 ← 円錐角膜 円錐角膜
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2027 黄斑円孔 ← 黄斑偽円孔 黄斑偽円孔

2028 黄斑円孔 ← 黄斑円孔 黄斑円孔

2029 黄斑円孔 ← 黄斑部円孔 黄斑部円孔

2030 加齢黄斑変性 ← 加齢黄斑変性 加齢黄斑変性

2031 加齢黄斑変性 ← 加齢黄斑変性症 加齢黄斑変性症

2032 加齢黄斑変性前駆病変 ← 加齢黄斑変性前駆病変 加齢黄斑変性前駆病変

2033 角膜変性 ← 角膜混濁 角膜混濁

2034 角膜変性 ← 角膜変性 角膜変性

2035 角膜変性 ← 角膜または水晶体混濁 角膜または水晶体混濁

2036 角膜変性 ← 格子状変性 格子状変性

2037 角膜変性 ← 角膜ジストロフィー 角膜ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ

2038 管径動揺 ← 管径動揺 管径動揺

2039 眼底出血後 ← 眼底出血後 眼底出血後

2040 偽視神経炎 ← 偽視神経炎 偽視神経炎

2041 偽視神経炎 ← 偽神経炎 偽神経炎

2042 巨大乳頭 ← 巨大乳頭 巨大乳頭

2043 血管変化 ← 血管異常 血管異常

2044 血管変化 ← 血管変化 血管変化

2045 血管変化 ← 血管拡張 血管拡張

2046 血管変化 ← 血管狭細化の為判定不可 血管狭細化の為判定不可

2047 血管変化 ← 血管蛇行 血管蛇行

2048 原田氏病 ← 原田氏病 原田氏病

2049 限局的血流障害 ← 限局的血流障害 限局的血流障害

2050 限局的血流障害 ← 血管走行異常 血管走行異常

2051 限局的血流障害 ← 血管側副路 血管側副路

2052 限局的血流障害 ← 血行途絶 血行途絶

2053 後部硝子体網膜牽引症候群 ← 後部硝子体網膜牽引症候群 後部硝子体網膜牽引症候群

2054 後部硝子体網膜牽引症候群 ← 後部硝子体剥離 後部硝子体剥離

2055 光凝固後変化 ← 光凝固後 光凝固後

2056 光凝固後変化 ← 光凝固瘢痕 光凝固瘢痕

2057 光凝固後変化 ← 光凝固後変化 光凝固後変化

2058 光凝固後変化 ← 光凝固痕 光凝固痕

2059 光凝固後変化 ← 光凝固治療痕 光凝固治療痕

2060 光凝固後変化 ← 光凝固斑 光凝固斑

2061 光凝固後変化 ← 光凝固処置 光凝固処置

2062 光凝固後変化 ← 凝固斑 凝固斑

2063 視神経疾患 ← 視神経 視神経

2064 視神経疾患 ← 視神経症 視神経症

2065 視神経疾患 ← 視神経炎 視神経炎

2066 視神経疾患 ← 視神経疾患 視神経疾患

2067 視神経疾患 ← 視神経異常 視神経異常

2068 視神経疾患 ← 視神経鞘遺残 視神経鞘遺残

2069 視神経疾患 ← 視神経の病気 視神経の病気

2070 視神経疾患 ← 視神経の色素沈着 視神経の色素沈着

2071 視神経蒼白 ← 視神経蒼白 視神経蒼白

2072 視神経蒼白 ← 視神経乳頭蒼白 視神経乳頭蒼白

2073 縮瞳 ← 縮瞳 縮瞳

2074 硝子体異常 ← 硝子体の異常 硝子体の異常

2075 硝子体異常 ← 硝子体変化 硝子体変化

2076 硝子体異常 ← 硝子体症 硝子体症

2077 硝子体異常 ← 硝子体融解 硝子体融解

2078 硝子体異常 ← 硝子体閃輝症 硝子体閃輝症

2079 硝子体異常 ← 硝子体混濁（出血） 硝子体混濁(出血)

2080 硝子体異常 ← 硝子体閃輝症 硝子体閃輝症

2081 硝子体異常 ← 硝子体出血（＋） 硝子体出血(+)

2082 色素瘢痕 ← 色素瘢痕 色素瘢痕

2083 静脈蛇行 ← 静脈蛇行 静脈蛇行

2084 静脈蛇行 ← 静脈灌流障害 静脈灌流障害

2085 静脈蛇行 ← 静脈怒張 静脈怒張

2086 静脈蛇行 ← 静脈の拡張蛇行 静脈の拡張蛇行

2087 静脈閉塞症 ← 静脈閉塞 静脈閉塞

2088 静脈閉塞症 ← 静脈閉塞症 静脈閉塞症

2089 赤点 ← 赤点 赤点

2090 切迫静脈閉塞症 ← 切迫静脈閉塞症 切迫静脈閉塞症

2091 切迫静脈閉塞症 ← 切迫型網膜静脈分枝閉塞症 切迫型網膜静脈分枝閉塞症

2092 切迫静脈閉塞症 ← 切迫閉塞 切迫閉塞

2093 線状出血 ← 線状出血 線状出血

2094 線状出血 ← 網膜線状出血 網膜線状出血

2095 閃輝性硝子体融解 ← 閃輝性硝子体融解 閃輝性硝子体融解

2096 増殖糖尿病網膜症 ← 増殖性糖尿病性網膜症 増殖性糖尿病性網膜症

2097 増殖糖尿病網膜症 ← 増殖糖尿病網膜症 増殖糖尿病網膜症

2098 増殖糖尿病網膜症 ← 増殖性網膜硝子体症 増殖性網膜硝子体症

2099 増殖糖尿病網膜症 ← 増殖性網膜症 増殖性網膜症

2100 中心静脈 ← 中心静脈 中心静脈

2101 中心静脈 ← 中心静脈切迫閉塞症 中心静脈切迫閉塞症

2102 中心動脈 ← 中心動脈 中心動脈

2103 陳旧性網膜静脈閉塞症 ← 陳旧性網膜静脈分枝閉塞症 陳旧性網膜静脈分枝閉塞症

2104 陳旧性網膜静脈閉塞症 ← 陳旧性網膜静脈閉塞症 陳旧性網膜静脈閉塞症

2105 透光体混濁 ← 透光体混濁 透光体混濁

2106 乳頭逆位 ← 乳頭逆位 乳頭逆位

2107 乳頭周囲膜 ← 乳頭周囲萎縮 乳頭周囲萎縮

2108 乳頭周囲膜 ← 乳頭周囲膜 乳頭周囲膜

2109 白子眼底 ← 白子眼底 白子眼底

2110 白子眼底 ← 白線化あり 白線化あり

2111 反射銀線 ← 反射銅線 反射銅線

2112 反射銀線 ← 反射白線 反射白線

2113 反射銀線 ← 反射亢進 反射亢進

2114 反射銀線 ← 血管白線化 血管白線化

2115 反射銀線 ← 白線化血管 白線化血管

2116 分枝静脈 ← 分枝静脈 分枝静脈

2117 膜形成 ← 膜形成 膜形成

2118 膜形成 ← 増殖膜 増殖膜

2119 膜様索状物あり ← 膜様索状物あり 膜様索状物あり

2120 無網膜色素変性症 ← 無網膜色素変性症 無網膜色素変性症

2121 網膜色素変性症 ← 網膜色素上皮萎縮 網膜色素上皮萎縮

2122 網膜色素変性症 ← 色素変性 色素変性

2123 網膜色素変性症 ← 網膜色素上皮増殖症 網膜色素上皮増殖症
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2124 網膜色素変性症 ← 網膜色素変性 網膜色素変性

2125 網膜色素変性症 ← 色素線状症 色素線状症

2126 網膜色素変性症 ← 網膜静脈閉塞症 網膜静脈閉塞症

2127 網膜色素変性症 ← 色素線条 色素線条

2128 網膜細動脈硬化症 ← 網膜細動脈硬化症 網膜細動脈硬化症

2129 網膜細動脈硬化症 ← 細動脈狭細 細動脈狭細

2130 網膜細動脈硬化症 ← 細動脈 細動脈

2131 網膜黄斑部繊維症 ← 網膜黄斑部繊維症 網膜黄斑部繊維症

2132 網膜軽度変化 ← 網膜軽度変化 網膜軽度変化

2133 網膜血管形成異常 ← 網膜血管形成異常 網膜血管形成異常

2134 網膜混濁 ← 網膜混濁（広範囲） 網膜混濁(広範囲)

2135 網膜混濁 ← 網膜混濁（限局性） 網膜混濁(限局性)

2136 網膜混濁 ← 網膜混濁 網膜混濁

2137 網膜細小血管瘤 ← 毛細血管瘤 毛細血管瘤

2138 網膜細小血管瘤 ← 網膜細小血管瘤 網膜細小血管瘤

2139 網膜疾患 ← 網膜症 網膜症

2140 網膜疾患 ← 網膜疾患 網膜疾患

2141 網膜疾患 ← 網膜の異常 網膜の異常

2142 網膜疾患 ← 網膜異常 網膜異常

2143 網膜腫瘍状変化 ← 網膜腫瘍状変化 網膜腫瘍状変化

2144 網膜神経線維束欠損 ← 網膜神経線維層欠損 網膜神経線維層欠損

2145 網膜神経線維束欠損 ← 神経線維束欠損 神経線維束欠損

2146 網膜神経線維束欠損 ← 視神経線維層欠損 視神経線維層欠損

2147 網膜神経線維束欠損 ← 視神経繊維欠損 視神経繊維欠損

2148 網膜白点 ← 網膜白点 網膜白点

2149 網膜白点 ← 白点症 白点症

2150 網膜白点 ← 白点網膜炎 白点網膜炎

2151 網膜白点 ← 白点状網膜炎 白点状網膜炎

2152 網膜白点 ← 眼底白点症 眼底白点症

2153 網膜浮腫 ← 網膜浮腫 網膜浮腫

2154 網脈絡膜萎縮 ← 網膜脈絡膜萎縮 網膜脈絡膜萎縮

2155 網脈絡膜萎縮 ← 網脈絡膜萎縮 網脈絡膜萎縮

2156 網脈絡膜萎縮 ← 網脈異常所見 網脈異常所見

2157 網脈絡膜萎縮 ← 網脈絡膜萎縮症 網脈絡膜萎縮症

2158 網脈絡膜変性 ← 網脈絡膜変性 網脈絡膜変性

2159 網脈絡膜変性 ← 網脈絡膜疾患 網脈絡膜疾患

2160 網脈絡膜変性 ← 網脈絡膜 網脈絡膜

2161 網脈絡膜変性 ← 網膜脈絡膜変化 網膜脈絡膜変化

2162 輪状白斑 ← 輪状白斑 輪状白斑

2163 滲出性変化 ← 滲出斑 滲出斑

2164 滲出性変化 ← 滲出性変化 滲出性変化

2165 静脈のコイル状 ← 静脈のコイル状 静脈のｺｲﾙ状

2166 静脈のコイル状 ← 静脈に白鞘の被われあり 静脈に白鞘の被われあり

2167 静脈のコイル状 ← 白斑できかけ 白斑できかけ

2168 コード表　240＿上部消化管・部位 食道 ← 食道 食道

2169 食道上部 ← 食道上部 食道上部

2170 食道中部 ← 食道中部 食道中部

2171 食道下部 ← 食道下部 食道下部

2172 食道胃粘膜接合部 ← 食道胃粘膜接合部 食道胃粘膜接合部

2173 穹窿部 ← 穹窿部 穹窿部

2174 穹窿部全周　 ← 穹窿部全周　 穹窿部全周 

2175 噴門部 ← 噴門部 噴門部

2176 噴門部小弯 ← 噴門部小弯 噴門部小弯

2177 噴門部大弯 ← 噴門部大弯 噴門部大弯

2178 胃体部 ← 胃体部 胃体部

2179 胃体部後壁 ← 胃体部後壁 胃体部後壁

2180 胃体部小弯 ← 胃体部小弯 胃体部小弯

2181 胃体部前壁 ← 胃体部前壁 胃体部前壁

2182 胃体部大弯 ← 胃体部大弯 胃体部大弯

2183 胃体上部 ← 胃体上部 胃体上部

2184 胃体上部後壁 ← 胃体上部後壁 胃体上部後壁

2185 胃体上部小弯 ← 胃体上部小弯 胃体上部小弯

2186 胃体上部前壁 ← 胃体上部前壁 胃体上部前壁

2187 胃体上部大弯 ← 胃体上部大弯 胃体上部大弯

2188 胃体中部 ← 胃体中部 胃体中部

2189 胃体中部後壁 ← 胃体中部後壁 胃体中部後壁

2190 胃体中部小弯 ← 胃体中部小弯 胃体中部小弯

2191 胃体中部前壁 ← 胃体中部前壁 胃体中部前壁

2192 胃体中部大弯 ← 胃体中部大弯 胃体中部大弯

2193 胃体下部 ← 胃体下部 胃体下部

2194 胃体下部後壁 ← 胃体下部後壁 胃体下部後壁

2195 胃体下部小弯 ← 胃体下部小弯 胃体下部小弯

2196 胃体下部前壁 ← 胃体下部前壁 胃体下部前壁

2197 胃体下部大弯 ← 胃体下部大弯 胃体下部大弯

2198 胃角部 ← 胃角部 胃角部

2199 胃角部後壁 ← 胃角部後壁 胃角部後壁

2200 胃角部小弯 ← 胃角部小弯 胃角部小弯

2201 胃角部前壁 ← 胃角部前壁 胃角部前壁

2202 胃角部大弯 ← 胃角部大弯 胃角部大弯

2203 胃前庭部 ← 胃前庭部 胃前庭部

2204 胃前庭部後壁 ← 胃前庭部後壁 胃前庭部後壁

2205 胃前庭部小弯 ← 胃前庭部小弯 胃前庭部小弯

2206 胃前庭部前壁 ← 胃前庭部前壁 胃前庭部前壁

2207 胃前庭部大弯 ← 胃前庭部大弯 胃前庭部大弯

2208 胃前庭部全周　 ← 胃前庭部全周　 胃前庭部全周 

2209 幽門部 ← 幽門部 幽門部

2210 幽門小弯 ← 幽門小弯 幽門小弯

2211 幽門前部 ← 幽門前部 幽門前部

2212 幽門大弯 ← 幽門大弯 幽門大弯

2213 幽門部全周　 ← 幽門部全周　 幽門部全周 

2214 十二指腸球部 ← 十二指腸球部 十二指腸球部

2215 球部後壁　 ← 球部後壁　 球部後壁 

2216 球部小彎　 ← 球部小彎　 球部小彎 

2217 球部前壁　 ← 球部前壁　 球部前壁 

2218 球部全周　 ← 球部全周　 球部全周 

2219 球部大彎　 ← 球部大彎　 球部大彎 

2220 下行脚 ← 下行脚 下行脚
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2221 乳頭部 ← 乳頭部 乳頭部

2222 胃全域全周　 ← 胃全域全周　 胃全域全周 

2223 上行脚小彎　 ← 上行脚小彎　 上行脚小彎 

2224 上行脚大彎　 ← 上行脚大彎　 上行脚大彎 

2225 喉頭部 ← 喉頭部 喉頭部

2226 咽頭部 ← 咽頭部 咽頭部

2227 口腔部 ← 口腔部 口腔部

2228 腹部後壁　 ← 腹部後壁　 腹部後壁 

2229 腹部全周　 ← 腹部全周　 腹部全周 

2230 頸部後壁　 ← 頸部後壁　 頸部後壁 

2231 頸部左側壁　 ← 頸部左側壁　 頸部左側壁 

2232 頸部前壁　 ← 頸部前壁　 頸部前壁 

2233 管腔外 ← 管腔外 管腔外

2234 球後部以下 ← 球後部以下 球後部以下

2235 胸骨上縁 ← 胸骨上縁 胸骨上縁

2236 胸部食道 ← 胸部食道 胸部食道

2237 消化管以外の部 ← 消化管以外の部 消化管以外の部

2238 術後胃 ← 術後胃 術後胃

2239 コード表　241＿上部消化管所見 ニッシェ ← ニッシェ ﾆｯｼｪ

2240 バリウム誤嚥 ← バリウム誤嚥 ﾊﾞﾘｳﾑ誤嚥

2241 バリウム斑 ← バリウム斑 ﾊﾞﾘｳﾑ斑

2242 ひだ肥厚 ← ひだ肥厚 ひだ肥厚

2243 陰影欠損 ← 陰影欠損 陰影欠損

2244 開大　 ← 開大　 開大 

2245 外圧迫 ← 外圧迫 外圧迫

2246 拡大 ← 拡大 拡大

2247 拡張 ← 拡張 拡張

2248 陥凹制病変 ← 陥凹制病変 陥凹制病変

2249 巨大皺襞 ← 巨大皺襞 巨大皺襞

2250 狭窄 ← 狭窄 狭窄

2251 欠損像 ← 欠損像 欠損像

2252 硬化 ← 硬化 硬化

2253 残胃 ← 残胃 残胃

2254 集中像 ← 集中像 集中像

2255 食物残渣 ← 食物残渣 食物残渣

2256 伸展不良 ← 伸展不良 伸展不良

2257 石灰化 ← 石灰化 石灰化

2258 石灰化陰影 ← 石灰化陰影 石灰化陰影

2259 粗大レリーフ ← 粗大レリーフ 粗大ﾚﾘｰﾌ

2260 短縮 ← 短縮 短縮

2261 透亮像 ← 透亮像 透亮像

2262 内臓逆位 ← 内臓逆位 内臓逆位

2263 二重輪郭 ← 二重輪郭 二重輪郭

2264 日の丸紅斑 ← 日の丸紅斑 日の丸紅斑

2265 粘膜ひだ集中 ← 粘膜ひだ集中 粘膜ひだ集中

2266 粘膜集簇像 ← 粘膜集簇像 粘膜集簇像

2267 粘膜色調変化 ← 粘膜色調変化 粘膜色調変化

2268 粘膜粗大 ← 粘膜粗大 粘膜粗大

2269 粘膜不整 ← 粘膜不整 粘膜不整

2270 発赤所見 ← 発赤所見 発赤所見

2271 描出不良 ← 描出不良 描出不良

2272 不鮮明 ← 不鮮明 不鮮明

2273 壁硬化 ← 壁硬化 壁硬化

2274 壁不整 ← 壁不整 壁不整

2275 変形 ← 変形 変形

2276 辺縁不正 ← 辺縁不正 辺縁不正

2277 網眼状陰影 ← 網眼状陰影 網眼状陰影

2278 隆起性陰影 ← 隆起性陰影 隆起性陰影

2279 隆起性病変 ← 隆起性病変 隆起性病変

2280 弯入 ← 弯入 弯入

2281 コード表　241＿上部消化管所見（診断） 異常所見なし ← 異常所見なし 異常所見なし

2282 異常所見あり ← 異常所見あり 異常所見あり

2283 アカントーシス ← アカントーシス疑い ｱｶﾝﾄｰｼｽ疑い

2284 アカントーシス ← アカントーシス ｱｶﾝﾄｰｼｽ

2285 バレット上皮 ← バレット食道 ﾊﾞﾚｯﾄ食道

2286 バレット上皮 ← バレット上皮 ﾊﾞﾚｯﾄ上皮

2287 バレット上皮 ← バレット食道疑い ﾊﾞﾚｯﾄ食道疑い

2288 びらん ← びらん びらん

2289 びらん ← びらん疑い びらん疑い

2290 びらん ← びらんの疑い びらんの疑い

2291 ヘルニア ← ヘルニア ﾍﾙﾆｱ

2292 ポリープ ← ポリープ（疑） ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑)

2293 ポリープ ← ポリープ ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2294 ポリープ ← ポリープの疑い ﾎﾟﾘｰﾌﾟの疑い

2295 ポリープ ← ポリープの傾向 ﾎﾟﾘｰﾌﾟの傾向

2296 マロリーワイス症候群 ← マロリーワイス症候群 ﾏﾛﾘｰﾜｲｽ症候群

2297 リンパ腫 ← リンパ管腫 ﾘﾝﾊﾟ管腫

2298 リンパ腫 ← リンパ腫 ﾘﾝﾊﾟ腫

2299 異型上皮疑い ← 異形成（疑） 異形成(疑)

2300 異型上皮疑い ← 異型上皮疑い 異型上皮疑い

2301 異所性胃粘膜 ← 異所性胃粘膜の疑い 異所性胃粘膜の疑い

2302 異所性胃粘膜 ← 異所性胃粘膜 異所性胃粘膜

2303 胃アニサキス症 ← 胃アニサキス症 胃ｱﾆｻｷｽ症

2304 胃がん ← 胃癌 胃癌

2305 胃がん ← 胃がん 胃がん

2306 胃がん ← 胃癌の疑い 胃癌の疑い

2307 胃がん ← 早期胃癌 早期胃癌

2308 胃がん ← 早期胃癌（疑） 早期胃癌(疑)

2309 胃がん ← 早期胃癌（疑） 早期胃癌(疑)

2310 胃ポリープ ← 胃ポリープ 胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2311 胃ポリープ ← 胃ポリポーシス 胃ﾎﾟﾘﾎﾟｰｼｽ

2312 胃ポリープ ← 胃多発ポリープ 胃多発ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2313 胃ポリープ ← 胃底腺ポリープ 胃底腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2314 胃ポリープ ← 多発胃ポリープ（良性） 多発胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(良性)

2315 胃ポリープ ← 多発性ポリープ 多発性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2316 胃ポリープ ← 過形成ポリープ 過形成ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2317 胃ポリープ ← 胃ポリポージス 胃ﾎﾟﾘﾎﾟｰｼﾞｽ
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2318 胃ポリープ ← 胃多発性ポリープ疑い 胃多発性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い

2319 胃ポリープ ← 胃底腺ポリープ 胃底腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2320 胃ポリープ ← 多発胃底腺ポリープ 多発胃底腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2321 胃ポリープ ← 多発ポリープ 多発ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2322 胃ポリープ ← 過形成性ポリープの疑い 過形成性ﾎﾟﾘｰﾌﾟの疑い

2323 胃ポリープ ← 胃炎症性ポリープ 胃炎症性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2324 胃ポリープ ← 多発胃ポリープ 多発胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2325 胃ポリープ ← 胃底腺ポリープ疑い 胃底腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い

2326 胃ポリープ ← 多発過形成性ポリープ 多発過形成性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2327 胃ポリープ ← 多発性小ポリープ（疑） 多発性小ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑)

2328 胃ポリープ ← 過形成性ポリープ 過形成性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2329 胃ポリープ ← 胃炎症性ポリープ（疑） 胃炎症性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑)

2330 胃ポリープ ← 多発性胃ポリープ 多発性胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2331 胃ポリープ ← びらん性胃炎 びらん性胃炎

2332 胃ポリープ ← 胃炎症性ポリープ（疑） 胃炎症性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑)

2333 胃ポリープ ← 多発性胃ポリープ 多発性胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2334 胃ポリープ ← びらん性胃炎 びらん性胃炎

2335 胃炎 ← 胃炎 胃炎

2336 胃炎 ← 胃炎の疑い 胃炎の疑い

2337 胃炎 ← たこいぼ胃炎 たこいぼ胃炎

2338 胃炎 ← ＨＰ感染胃炎　ＨＰ－ＲＵＴ（＋） HP感染胃炎 HP-RUT(+)

2339 胃炎 ← ピロリ感染胃炎 ﾋﾟﾛﾘ感染胃炎

2340 胃炎 ← 鳥肌胃炎 鳥肌胃炎

2341 胃炎 ← 表在性胃炎 表在性胃炎

2342 胃炎 ← 逆流性胃炎 逆流性胃炎

2343 胃炎 ← 表層性胃炎 表層性胃炎

2344 胃炎 ← 異形成表層性胃炎 異形成表層性胃炎

2345 胃炎 ← タコイボ胃炎 ﾀｺｲﾎﾞ胃炎

2346 胃炎 ← ＨＰ感染胃炎疑い HP感染胃炎疑い

2347 胃炎 ← ピロリ感染胃炎疑い ﾋﾟﾛﾘ感染胃炎疑い

2348 胃炎 ← 鳥肌胃炎（慢性胃炎） 鳥肌胃炎(慢性胃炎)

2349 胃炎 ← 表層性（出血性）胃炎 表層性(出血性)胃炎

2350 胃炎 ← 逆流性炎の疑い 逆流性炎の疑い

2351 胃炎 ← 表層性（出血性） 表層性(出血性)

2352 胃炎 ← 異形成疣状胃炎 異形成疣状胃炎

2353 胃炎 ← ヘリコバクターピロリ菌感染胃炎 ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘ菌感染胃炎

2354 胃炎 ← ピロリ感染性胃炎 ﾋﾟﾛﾘ感染性胃炎

2355 胃炎 ← 鳥肌胃炎の疑い 鳥肌胃炎の疑い

2356 胃炎 ← 表層性（出血性） 表層性(出血性)

2357 胃炎 ← 出血性胃炎 出血性胃炎

2358 胃炎 ← 表層性（出血性）胃炎 表層性(出血性)胃炎

2359 胃炎 ← たこいぼびらん たこいぼびらん

2360 胃炎 ← 稜線胃炎 稜線胃炎

2361 胃炎 ← ＨＰ－感染胃炎 HP-感染胃炎

2362 胃炎 ← ＨＰ感染胃炎 HP感染胃炎

2363 胃炎 ← 鳥肌粘膜 鳥肌粘膜

2364 胃炎 ← 疣状胃炎 疣状胃炎

2365 胃炎 ← 線状胃炎 線状胃炎

2366 胃炎 ← 表在性胃炎 表在性胃炎

2367 胃炎 ← タコいぼびらんの疑い ﾀｺいぼびらんの疑い

2368 胃炎 ← 稜線胃炎 稜線胃炎

2369 胃炎 ← ＨＰ－感染胃炎 HP-感染胃炎

2370 胃炎 ← ＨＰ感染胃炎 HP感染胃炎

2371 胃炎 ← 鳥肌粘膜 鳥肌粘膜

2372 胃炎 ← 疣状胃炎 疣状胃炎

2373 胃炎 ← 線状胃炎 線状胃炎

2374 胃炎 ← 表在性胃炎 表在性胃炎

2375 胃炎 ← タコいぼびらんの疑い ﾀｺいぼびらんの疑い

2376 過形成胃炎 ← 過形成胃炎 過形成胃炎

2377 胃下垂 ← 胃下垂の傾向 胃下垂の傾向

2378 胃下垂 ← 胃下垂 胃下垂

2379 胃下垂 ← 胃下垂疑い 胃下垂疑い

2380 胃下垂 ← 下垂胃疑い 下垂胃疑い

2381 胃憩室 ← 胃憩室 胃憩室

2382 胃憩室 ← 胃憩室の疑い 胃憩室の疑い

2383 胃結石 ← 胃結石 胃結石

2384 胃血管異形成 ← 胃血管異形成 胃血管異形成

2385 胃血管異形成 ← 胃血管異形成（疑） 胃血管異形成(疑)

2386 胃腫瘍 ← 胃腫瘍 胃腫瘍

2387 胃腫瘍 ← 胃腫瘍疑い 胃腫瘍疑い

2388 胃腫瘍 ← 胃腫瘤性病変の疑い 胃腫瘤性病変の疑い

2389 胃十二指腸ポリープ ← 胃十二指腸ポリープ 胃十二指腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2390 胃十二指腸潰瘍 ← 胃十二指腸潰瘍 胃十二指腸潰瘍

2391 胃静脈瘤 ← 胃静脈瘤 胃静脈瘤

2392 胃静脈瘤 ← 胃静脈瘤の疑い 胃静脈瘤の疑い

2393 胃潰瘍 ← 胃潰瘍 胃潰瘍

2394 胃潰瘍 ← 胃潰瘍（疑） 胃潰瘍(疑)

2395 胃潰瘍 ← 線状潰瘍の疑い 線状潰瘍の疑い

2396 胃潰瘍 ← 胃潰瘍の疑い 胃潰瘍の疑い

2397 胃潰瘍 ← 胃潰瘍瘢痕の疑 胃潰瘍瘢痕の疑

2398 胃潰瘍 ← 胃潰瘍瘢痕の疑い 胃潰瘍瘢痕の疑い

2399 胃潰瘍瘢痕 ← 胃潰瘍瘢痕 胃潰瘍瘢痕

2400 胃潰瘍瘢痕 ← 胃潰瘍瘢痕（疑） 胃潰瘍瘢痕(疑)

2401 胃潰瘍瘢痕 ← 生検Ｇｒｏｕｐ１ 生検Group1

2402 胃内視鏡的治療術後 ← 胃内視鏡的治療術後 胃内視鏡的治療術後

2403 胃粘膜下腫瘍 ← 胃粘膜下腫瘍 胃粘膜下腫瘍

2404 胃粘膜下腫瘍 ← 胃粘膜下腫瘍（疑）　 胃粘膜下腫瘍(疑) 

2405 胃粘膜下腫瘍 ← 胃粘膜下腫瘍の疑い 胃粘膜下腫瘍の疑い

2406 胃粘膜下腫瘍 ← 胃粘膜下腫瘤 胃粘膜下腫瘤

2407 胃粘膜下腫瘍 ← 胃粘膜不整の疑い 胃粘膜不整の疑い

2408 胃発赤斑 ← 胃発赤斑 胃発赤斑

2409 胃変形 ← 胃変形 胃変形

2410 胃毛細血管拡張 ← 胃毛細血管拡張 胃毛細血管拡張

2411 萎縮性胃炎 ← 萎縮の傾向 萎縮の傾向

2412 萎縮性胃炎 ← 萎縮性化生性胃炎 萎縮性化生性胃炎

2413 萎縮性胃炎 ← 萎縮性胃炎 萎縮性胃炎

2414 萎縮性胃炎 ← 萎縮性胃炎（疑） 萎縮性胃炎(疑)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2415 萎縮性胃炎 ← 色素沈着（疑）萎縮性胃炎 色素沈着(疑)萎縮性胃炎

2416 萎縮性胃炎 ← 萎縮性胃炎の疑い 萎縮性胃炎の疑い

2417 萎縮性胃炎 ← 胃萎縮 胃萎縮

2418 萎縮性胃炎 ← 萎縮性胃炎の傾向 萎縮性胃炎の傾向

2419 咽頭ポリープ ← 咽頭ポリープ 咽頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2420 咽頭ポリープ ← 咽頭披裂ポリープ 咽頭披裂ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2421 咽頭粘膜下腫瘍の疑い ← 咽頭粘膜下腫瘍の疑い 咽頭粘膜下腫瘍の疑い

2422 咽頭嚢胞 ← 咽頭嚢胞 咽頭嚢胞

2423 咽頭隆起性病変 ← 咽頭隆起性病変の疑い 咽頭隆起性病変の疑い

2424 咽頭隆起性病変 ← 咽頭隆起性病変 咽頭隆起性病変

2425 黄色腫 ← 黄色腫 黄色腫

2426 黄色腫 ← 胃黄色腫 胃黄色腫

2427 陥凹性病変 ← 陥凹性病変 陥凹性病変

2428 陥凹性病変 ← 陥凹性陰影 陥凹性陰影

2429 陥凹性病変 ← 陥凹性病変（疑） 陥凹性病変(疑)

2430 陥凹性病変 ← 陥凹性病変の疑い 陥凹性病変の疑い

2431 陥凹性病変 ← 陥凹性病変疑い 陥凹性病変疑い

2432 気泡疑い ← 気泡疑い 気泡疑い

2433 逆流性食道炎 ← 逆流性食道炎 逆流性食道炎

2434 逆流性食道炎 ← 逆流食道炎 逆流食道炎

2435 逆流性食道炎 ← 逆流性食道炎の疑い 逆流性食道炎の疑い

2436 逆流性食道炎 ← 逆流性食道炎疑い 逆流性食道炎疑い

2437 急性胃粘膜障害 ← 急性胃粘膜障害 急性胃粘膜障害

2438 急性胃粘膜障害 ← 急性胃粘膜病変 急性胃粘膜病変

2439 球部不充 ← 球部不充（疑） 球部不充(疑)

2440 球部不充 ← 球部不充 球部不充

2441 球部不充 ← 球部充盈不十分 球部充盈不十分

2442 球部変形 ← 球部変形 球部変形

2443 牛角胃 ← 牛角胃 牛角胃

2444 牛角胃 ← 牛角状胃 牛角状胃

2445 血管異形成 ← 血管異形成 血管異形成

2446 血管異形成 ← 血管異形成疑い 血管異形成疑い

2447 血管腫 ← 血管腫 血管腫

2448 血管腫 ← 血管腫（疑） 血管腫(疑)

2449 孤発性食道静脈瘤 ← 孤発性静脈瘤 孤発性静脈瘤

2450 孤発性食道静脈瘤 ← 食道孤立性静脈拡張 食道孤立性静脈拡張

2451 孤発性食道静脈瘤 ← 孤発性食道静脈瘤 孤発性食道静脈瘤

2452 孤発性食道静脈瘤 ← 孤立性食道静脈瘤の疑い 孤立性食道静脈瘤の疑い

2453 孤発性食道静脈瘤 ← 孤立性静脈瘤 孤立性静脈瘤

2454 孤発性食道静脈瘤 ← 孤立性食道静脈瘤 孤立性食道静脈瘤

2455 後壁外圧迫 ← 後壁外圧迫 後壁外圧迫

2456 喉頭ポリープ ← 喉頭ポリープ 喉頭ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2457 喉頭蓋 ← 喉頭蓋 喉頭蓋

2458 十二指腸ひだ肥厚 ← 十二指腸ひだ肥厚 十二指腸ひだ肥厚

2459 十二指腸びらん ← 十二指腸びらん 十二指腸びらん

2460 十二指腸びらん ← シモフリびらん ｼﾓﾌﾘびらん

2461 十二指腸ブルンネル腺過形成 ← 十二指腸ブルンネル腺過形成 十二指腸ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ腺過形成

2462 十二指腸ブルンネル腺過形成 ← ブルンネル腺過形成 ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ腺過形成

2463 十二指腸ブルンネル腺過形成 ← ブルンネル腺過形成（疑）　 ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ腺過形成(疑) 

2464 十二指腸ブルンネル腺過形成 ← ブルンネル腺過形成の疑い ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ腺過形成の疑い

2465 十二指腸ブルンネル腺過形成 ← ブルンネル腺過形成疑い ﾌﾞﾙﾝﾈﾙ腺過形成疑い

2466 十二指腸ポリープ ← 十二指腸ポリープ 十二指腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2467 十二指腸ポリープ ← 十二指腸ポリープ（疑）　 十二指腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑) 

2468 十二指腸ポリープ ← 十二指腸ポリープ疑い 十二指腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ疑い

2469 十二指腸異所性胃粘膜 ← 十二指腸異所性胃粘膜 十二指腸異所性胃粘膜

2470 十二指腸狭窄の疑い ← 十二指腸狭窄の疑い 十二指腸狭窄の疑い

2471 十二指腸憩室 ← 十二指腸憩室（疑） 十二指腸憩室(疑)

2472 十二指腸憩室 ← 十二指腸憩室 十二指腸憩室

2473 十二指腸憩室 ← 十二指腸憩室の疑い 十二指腸憩室の疑い

2474 十二指腸憩室 ← 十二指腸傍乳頭憩室 十二指腸傍乳頭憩室

2475 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸腫瘍 十二指腸腫瘍

2476 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸腫瘍（疑） 十二指腸腫瘍(疑)

2477 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸腺腫 十二指腸腺腫

2478 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸腺腫の疑い 十二指腸腺腫の疑い

2479 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸粘膜下腫瘍 十二指腸粘膜下腫瘍

2480 十二指腸腫瘍 ← 十二指腸粘膜下腫瘍（疑） 十二指腸粘膜下腫瘍(疑)

2481 十二指腸潰瘍 ← 十二指腸潰瘍 十二指腸潰瘍

2482 十二指腸潰瘍 ← 十二指腸潰瘍（疑）　 十二指腸潰瘍(疑) 

2483 十二指腸潰瘍 ← 十二指腸潰瘍の疑い 十二指腸潰瘍の疑い

2484 十二指腸潰瘍瘢痕 ← 十二指腸潰瘍瘢痕 十二指腸潰瘍瘢痕

2485 十二指腸潰瘍瘢痕 ← 十二指腸潰瘍瘢痕の疑い 十二指腸潰瘍瘢痕の疑い

2486 十二指腸潰瘍瘢痕 ← 十二指腸潰瘍瘢痕疑い 十二指腸潰瘍瘢痕疑い

2487 十二指腸嚢胞 ← 十二指腸嚢胞 十二指腸嚢胞

2488 十二指腸嚢胞 ← 十二指腸嚢腫（疑） 十二指腸嚢腫(疑)

2489 十二指腸嚢胞 ← 十二指腸嚢胞の疑い 十二指腸嚢胞の疑い

2490 十二指腸壁不整 ← 十二指腸壁不整 十二指腸壁不整

2491 十二指腸変形 ← 十二指腸変形 十二指腸変形

2492 十二指腸変形 ← 十二指腸変形の疑い 十二指腸変形の疑い

2493 十二指腸変形 ← 十二指腸変形の傾向 十二指腸変形の傾向

2494 十二指腸隆起性病変 ← 十二指腸隆起性病変 十二指腸隆起性病変

2495 十二指腸隆起性病変 ← 十二指腸隆起性病変の疑い 十二指腸隆起性病変の疑い

2496 十二指腸隆起性病変 ← 十二指腸隆起性病変疑い 十二指腸隆起性病変疑い

2497 消化管外腫瘤様陰影 ← 消化管外腫瘤様陰影 消化管外腫瘤様陰影

2498 食道アカラシア ← 食道アカラシア 食道ｱｶﾗｼｱ

2499 食道アカラシア ← アカラシア（疑）　 ｱｶﾗｼｱ(疑) 

2500 食道アカラシア ← アカラジアの疑い ｱｶﾗｼﾞｱの疑い

2501 食道アカラシア ← アカラジアの傾向 ｱｶﾗｼﾞｱの傾向

2502 食道アカラシア ← アカラジア術後 ｱｶﾗｼﾞｱ術後

2503 食道がん ← 食道がん 食道がん

2504 食道がん ← 食道癌 食道癌

2505 食道がん ← 食道癌疑い 食道癌疑い

2506 食道がん ← 表在食道癌 表在食道癌

2507 食道カンジダ ← 食道カンジダ 食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ

2508 食道カンジダ ← 食道カンジダ疑い 食道ｶﾝｼﾞﾀﾞ疑い

2509 食道カンジダ ← カンジタ症 ｶﾝｼﾞﾀ症

2510 食道びらん ← 食道びらん 食道びらん

2511 食道びらん ← 食道びらん疑い 食道びらん疑い
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2512 食道ポリープ ← 食道ポリープ（疑） 食道ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(疑)

2513 食道ポリープ ← 食道ポリープ 食道ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2514 食道メラノーシス ← メラノーシス ﾒﾗﾉｰｼｽ

2515 食道メラノーシス ← 食道メラノーシス 食道ﾒﾗﾉｰｼｽ

2516 食道異形成 ← 食道異形成（疑） 食道異形成(疑)

2517 食道異形成 ← 食道異形成 食道異形成

2518 食道胃境界部ポリープ ← 食道胃境界部ポリープ 食道胃境界部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2519 食道胃境界部ポリープ ← 食道胃接合部ポリープ 食道胃接合部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2520 食道炎 ← 食道炎 食道炎

2521 食道炎 ← 食道炎（疑） 食道炎(疑)

2522 食道炎 ← 食道炎の疑い 食道炎の疑い

2523 食道炎 ← 食道炎疑い 食道炎疑い

2524 食道外圧迫 ← 食道外圧迫 食道外圧迫

2525 食道逆流症 ← 食道逆流症 食道逆流症

2526 食道憩室 ← 食道憩室 食道憩室

2527 食道憩室 ← 食道憩室（疑） 食道憩室(疑)

2528 食道血管異形成 ← 食道血管異形成 食道血管異形成

2529 食道血管異形成 ← 食道血管異形成（疑） 食道血管異形成(疑)

2530 食道腫瘍 ← 食道脂肪腫（疑）　 食道脂肪腫(疑) 

2531 食道腫瘍 ← 食道乳頭腫（疑）　　 食道乳頭腫(疑)  

2532 食道腫瘍 ← 進行食道癌（疑） 進行食道癌(疑)

2533 食道腫瘍 ← 食道腫瘍 食道腫瘍

2534 食道腫瘍 ← 食道血管腫　 食道血管腫 

2535 食道腫瘍 ← 食道乳頭腫疑い 食道乳頭腫疑い

2536 食道腫瘍 ← 食道顆粒細胞腫（疑）　 食道顆粒細胞腫(疑) 

2537 食道腫瘍 ← 食道乳頭腫 食道乳頭腫

2538 食道腫瘍 ← 食道粘膜下腫瘍 食道粘膜下腫瘍

2539 食道腫瘍 ← 表在食道癌 表在食道癌

2540 食道腫瘍 ← 食道粘膜下腫瘍（疑） 食道粘膜下腫瘍(疑)

2541 食道色素沈着萎縮性胃炎 ← 食道色素沈着萎縮性胃炎 食道色素沈着萎縮性胃炎

2542 食道静脈瘤 ← 食道静脈瘤 食道静脈瘤

2543 食道静脈瘤 ← 食道静脈瘤（疑） 食道静脈瘤(疑)

2544 食道潰瘍 ← 食道潰瘍 食道潰瘍

2545 食道潰瘍瘢痕 ← 食道潰瘍瘢痕（疑） 食道潰瘍瘢痕(疑)

2546 食道潰瘍瘢痕 ← 食道潰瘍瘢痕 食道潰瘍瘢痕

2547 食道乳頭腫胃ポリープ ← 食道乳頭腫胃ポリープ 食道乳頭腫胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2548 食道隆起性病変 ← 食道隆起性病変 食道隆起性病変

2549 食道隆起性病変 ← 食道入口部隆起性病変疑い 食道入口部隆起性病変疑い

2550 食道隆起性病変 ← 胸部食道隆起性病変疑い 胸部食道隆起性病変疑い

2551 食道裂孔ヘルニア ← 食道裂孔ヘルニア 食道裂孔ﾍﾙﾆｱ

2552 食道裂孔ヘルニア ← 食道裂孔ヘルニアの疑い 食道裂孔ﾍﾙﾆｱの疑い

2553 食道裂孔ヘルニア ← 白色顆粒食道裂孔ヘルニア 白色顆粒食道裂孔ﾍﾙﾆｱ

2554 食道裂孔ヘルニア ← 裂孔ヘルニア 裂孔ﾍﾙﾆｱ

2555 食道裂孔ヘルニア ← 裂孔ヘルニアの疑い 裂孔ﾍﾙﾆｱの疑い

2556 静脈拡張 ← 静脈拡張 静脈拡張

2557 静脈瘤 ← 静脈瘤 静脈瘤

2558 静脈瘤 ← 静脈瘤（疑） 静脈瘤(疑)

2559 静脈瘤 ← 静脈瘤の疑い 静脈瘤の疑い

2560 舌変色 ← 舌変色 舌変色

2561 腺ポリープ ← 腺ポリープ 腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2562 腺腫 ← 腺腫の疑い 腺腫の疑い

2563 腺腫 ← 腺腫 腺腫

2564 腺腫 ← 腺腫疑い 腺腫疑い

2565 総胆管逆流症疑い ← 総胆管逆流症疑い 総胆管逆流症疑い

2566 総胆管吻合術後 ← 総胆管吻合術後 総胆管吻合術後

2567 多発性隆起性病変 ← 多発性隆起性病変 多発性隆起性病変

2568 大彎粘膜不整の疑い ← 大彎粘膜不整の疑い 大彎粘膜不整の疑い

2569 胆石 ← 胆石症疑 胆石症疑

2570 胆石 ← 胆石 胆石

2571 胆石 ← 胆石疑い 胆石疑い

2572 潰瘍廏痕 ← 潰瘍廏痕 潰瘍廏痕

2573 潰瘍廏痕 ← 潰瘍瘢痕の疑い 潰瘍瘢痕の疑い

2574 潰瘍廏痕 ← 潰瘍瘢痕疑い 潰瘍瘢痕疑い

2575 透亮像 ← 透亮像 透亮像

2576 透亮像 ← 透亮像（疑） 透亮像(疑)

2577 乳頭腫 ← 乳頭腫 乳頭腫

2578 粘膜下腫瘍 ← 粘膜下腫瘍（疑） 粘膜下腫瘍(疑)

2579 粘膜下腫瘍 ← 粘膜下腫瘍 粘膜下腫瘍

2580 粘膜下腫瘍 ← 粘膜下腫瘍の疑い 粘膜下腫瘍の疑い

2581 粘膜下腫瘍 ← 粘膜下腫瘍疑い 粘膜下腫瘍疑い

2582 粘膜下嚢胞 ← 粘膜下嚢胞 粘膜下嚢胞

2583 白色絨毛　 ← 白色絨毛　 白色絨毛 

2584 発赤所見 ← 発赤所見 発赤所見

2585 発赤所見 ← 発赤 発赤

2586 発赤所見 ← 発赤斑 発赤斑

2587 披裂ポリープ　 ← 披裂ポリープ　 披裂ﾎﾟﾘｰﾌﾟ 

2588 鼻ポリープ ← 鼻ポリープの疑い 鼻ﾎﾟﾘｰﾌﾟの疑い

2589 鼻ポリープ ← 鼻ポリープ 鼻ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2590 腹部石灰化像 ← 腹部石灰化像 腹部石灰化像

2591 複線化（二重線） ← 複線化（二重線） 複線化(二重線)

2592 吻合術後 ← 吻合術後 吻合術後

2593 吻合術後 ← 胃癌術後 胃癌術後

2594 壁外性圧排 ← 壁外性圧排（疑） 壁外性圧排(疑)

2595 壁外性圧排 ← 脾臓による圧排 脾臓による圧排

2596 辺縁異常 ← 辺縁異常 辺縁異常

2597 辺縁異常 ← 辺縁の変化 辺縁の変化

2598 辺縁異常 ← 辺縁不整 辺縁不整

2599 辺縁異常 ← 辺縁不整の疑い 辺縁不整の疑い

2600 慢性胃炎 ← 慢性胃炎 慢性胃炎

2601 慢性胃炎 ← 慢性胃炎（疑） 慢性胃炎(疑)

2602 慢性胃炎 ← 粘膜軽度萎縮 粘膜軽度萎縮

2603 慢性胃炎 ← 肥厚性胃炎 肥厚性胃炎

2604 慢性胃炎 ← 腸上皮化生 腸上皮化生

2605 慢性胃炎 ← 慢性胃炎の疑い 慢性胃炎の疑い

2606 慢性胃炎 ← 化成性胃炎 化成性胃炎

2607 慢性胃炎 ← 慢性萎縮性胃炎 慢性萎縮性胃炎

2608 慢性胃炎 ← 肥厚性胃炎（疑） 肥厚性胃炎(疑)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2609 慢性胃炎 ← 腸上皮化生胃炎 腸上皮化生胃炎

2610 慢性胃炎 ← 慢性胃炎の傾向 慢性胃炎の傾向

2611 慢性胃炎 ← 化生性胃炎（疑） 化生性胃炎(疑)

2612 慢性胃炎 ← 過形成性胃炎 過形成性胃炎

2613 慢性胃炎 ← 肥厚性胃炎疑い 肥厚性胃炎疑い

2614 慢性胃炎 ← 腸上皮化生性胃炎 腸上皮化生性胃炎

2615 慢性胃炎 ← 慢性萎縮性胃炎 慢性萎縮性胃炎

2616 慢性胃炎 ← 化生性胃炎胃ポリープ 化生性胃炎胃ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2617 慢性胃炎 ← 過形成性胃炎（疑） 過形成性胃炎(疑)

2618 慢性胃十二指腸炎 ← 慢性胃十二指腸炎 慢性胃十二指腸炎

2619 後壁変形 ← 後壁変形 後壁変形

2620 迷入膵 ← 迷入膵（疑） 迷入膵(疑)

2621 迷入膵 ← 迷入膵胃底腺ポリープ 迷入膵胃底腺ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2622 迷入膵 ← 迷入膵の疑い 迷入膵の疑い

2623 瀑状胃 ← 胃瀑状胃 胃瀑状胃

2624 瀑状胃 ← 瀑状胃 瀑状胃

2625 皺襞異常 ← 皺襞異常 皺襞異常

2626 皺襞異常 ← 皺襞異常の疑い 皺襞異常の疑い

2627 膵管内粘液性乳頭腫瘍の疑い ← 膵管内粘液性乳頭腫瘍の疑い 膵管内粘液性乳頭腫瘍の疑い

2628 膵石 ← 膵石 膵石

2629 顆粒細胞腫（疑） ← 顆粒細胞腫（疑） 顆粒細胞腫(疑)

2630 顆粒状陰影 ← 顆粒状陰影 顆粒状陰影

2631 その他 ← その他 その他

2632 胃腺腫 ← 胃腺腫疑い 胃腺腫疑い

2633 コード表　250＿下部消化管・部位 横行結腸 ← 横行結腸 横行結腸

2634 下行結腸 ← 下行結腸 下行結腸

2635 回盲部 ← 回盲部 回盲部

2636 空腸 ← 空腸 空腸

2637 小腸 ← 小腸 小腸

2638 横行結腸 ← 横行結腸 横行結腸

2639 コード表　251＿下部消化管所見 アミロイドーシス ← アミロイドーシス ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽ

2640 アメーバ性腸炎 ← アメーバ性腸炎 ｱﾒｰﾊﾞ性腸炎

2641 クローン病 ← クローン病 ｸﾛｰﾝ病

2642 腫瘍 ← 消化管間質腫瘍 消化管間質腫瘍

2643 腫瘍 ← 早期大腸癌 早期大腸癌

2644 腫瘍 ← 大腸癌 大腸癌

2645 腫瘍 ← 腫瘍 腫瘍

2646 腫瘍 ← 急性出血性直腸腫瘍 急性出血性直腸腫瘍

2647 腫瘍 ← ＧＩＳＴ GIST

2648 腫瘍 ← カルチノイド ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ

2649 腫瘍 ← 神経内分泌腫瘍 神経内分泌腫瘍

2650 腫瘍 ← 大腸がん 大腸がん

2651 腫瘍 ← 肉腫 肉腫

2652 腫瘍 ← 進行大腸癌 進行大腸癌

2653 腫瘍 ← 粘膜下腫瘍 粘膜下腫瘍

2654 腫瘍 ← 肛門部腫瘍 肛門部腫瘍

2655 その他 ← その他 その他

2656 ベーチェット病 ← ベーチェット病 ﾍﾞｰﾁｪｯﾄ病

2657 ポリープ ← ポリープ ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2658 異常なし ← 異常なし 異常なし

2659 異物 ← 異物 異物

2660 偽膜性腸炎 ← 偽膜性腸炎 偽膜性腸炎

2661 虚血性腸炎 ← 虚血性腸炎 虚血性腸炎

2662 狭窄 ← 狭窄 狭窄

2663 脂肪腫 ← 脂肪腫 脂肪腫

2664 痔核 ← 痔核 痔核

2665 痔核 ← 外痔核 外痔核

2666 痔核 ← 内痔核 内痔核

2667 痔疾患 ← 痔疾患 痔疾患

2668 痔疾患 ← 痔痩 痔痩

2669 痔疾患 ← 痔疾患術後 痔疾患術後

2670 腫瘤 ← 腫瘤 腫瘤

2671 腫瘤 ← 直腸腫瘤 直腸腫瘤

2672 腫瘤 ← 腫瘤 腫瘤

2673 前立腺腫瘍 ← 前立腺腫瘍 前立腺腫瘍

2674 前立腺肥大症 ← 前立腺肥大症 前立腺肥大症

2675 大腸ポリープ ← 多発ポリープ 多発ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2676 大腸ポリープ ← 直腸ポリープ 直腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2677 大腸ポリープ ← 大腸ポリープ 大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2678 大腸ポリープ ← 腺腫性ポリープ 腺腫性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2679 大腸ポリープ ← 非腺腫性ポリープ 非腺腫性ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

2680 大腸ポリープ ← 直腸炎 直腸炎

2681 大腸炎 ← 大腸炎 大腸炎

2682 大腸炎 ← その他の炎症性疾患 その他の炎症性疾患

2683 大腸炎 ← びらん性炎症 びらん性炎症

2684 大腸炎 ← 放射線性腸炎 放射線性腸炎

2685 大腸炎 ← 感染性腸炎 感染性腸炎

2686 大腸炎 ← （非特異性）腸炎 (非特異性)腸炎

2687 大腸気腫性嚢胞症 ← 大腸気腫性嚢胞症 大腸気腫性嚢胞症

2688 大腸憩室 ← 大腸憩室炎 大腸憩室炎

2689 大腸憩室 ← 大腸憩室 大腸憩室

2690 大腸憩室 ← 大腸憩室出血 大腸憩室出血

2691 大腸憩室 ← 憩室 憩室

2692 大腸血管形成異常 ← 大腸血管形成異常 大腸血管形成異常

2693 大腸術後 ← 大腸術後狭窄 大腸術後狭窄

2694 脱肛 ← 脱肛 脱肛

2695 単純性潰瘍 ← 単純性潰瘍 単純性潰瘍

2696 腸管子宮内膜症 ← 腸管子宮内膜症 腸管子宮内膜症

2697 腸結核 ← 腸結核 腸結核

2698 直腸脱 ← 直腸脱 直腸脱

2699 直腸潰瘍 ← 直腸潰瘍 直腸潰瘍

2700 直腸粘膜脱症候群 ← 直腸粘膜脱症候群 直腸粘膜脱症候群

2701 潰瘍性大腸炎 ← 潰瘍性病変 潰瘍性病変

2702 潰瘍性大腸炎 ← アフタ性腸炎 ｱﾌﾀ性腸炎

2703 潰瘍性大腸炎 ← 潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎

2704 潰瘍性大腸炎 ← アフタ性腸炎 ｱﾌﾀ性腸炎

2705 粘膜不整 ← 粘膜不整 粘膜不整
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
2706 変形 ← 変形 変形

2707 隆起性病変 ← 隆起 隆起

2708 隆起性病変 ← 隆起性病変 隆起性病変

2709 裂肛 ← 裂肛 裂肛

2710 肛門ポリ－プ ← 肛門ポリ－プ 肛門ﾎﾟﾘ-ﾌﾟ

2711 肛門周囲炎 ← 肛門周囲湿疹 肛門周囲湿疹

2712 肛門潰瘍 ← 肛門潰瘍 肛門潰瘍

2713 コード表　260＿腹部・部位（位置） 右葉 ← 右葉 右葉

2714 左葉 ← 左葉 左葉

2715 両葉 ← 両葉 両葉

2716 右 ← 右 右

2717 左 ← 左 左

2718 左右 ← 左右 左右

2719 コード表　260＿腹部・部位（大きさ） ５ｍｍ未満 ← ５ｍｍ未満 5mm未満

2720 １０ｍｍ未満 ← １０ｍｍ未満 10mm未満

2721 １０～１９．９ｍｍ ← １０～１９．９ｍｍ 10~19.9mm

2722 ２０～２９．９ｍｍ ← ２０～２９．９ｍｍ 20~29.9mm

2723 ３０～４９．９ｍｍ ← ３０～４９．９ｍｍ 30~49.9mm

2724 ５０ｍｍ以上 ← ５０ｍｍ以上 50mm以上

2725 巨大 ← 巨大 巨大

2726 コード表　260＿腹部・部位（個数） １個 ← １個 1個

2727 ２－４個 ← ２－４個 2-4個

2728 ５個以上 ← ５個以上 5個以上

2729 単発 ← 単発 単発

2730 多数 ← 多数 多数

2929 コード表　261＿腹部・所見（肝臓） 肝腫瘤 ← 肝腫瘤 肝腫瘤

2930 肝腫瘤 ← 肝腫瘤（肝血管腫） 肝腫瘤(肝血管腫)

2931 肝腫瘤 ← 肝腫瘤（血管腫を除く） 肝腫瘤(血管腫を除く)

2932 肝腫瘤 ← 肝腫瘤性病変 肝腫瘤性病変

2933 肝腫瘤 ← 肝腫瘤像 肝腫瘤像

2934 肝腫瘤 ← 肝静脈瘤 肝静脈瘤

2935 肝腫瘤 ← 肝臓高エコー腫瘤 肝臓高ｴｺｰ腫瘤

2936 肝腫瘤 ← 肝臓腫大 肝臓腫大

2937 肝腫瘤 ← 肝臓腫瘤 肝臓腫瘤

2938 肝腫瘤 ← 肝外側区腫瘤性病変 肝外側区腫瘤性病変

2939 肝腫瘤 ← 肝臓占拠性病変 肝臓占拠性病変

2940 肝腫瘤 ← 肝臓限局性病変 肝臓限局性病変

2941 肝腫瘤 ← 肝内腫瘤 肝内腫瘤

2942 肝腫瘤 ← 肝内腫瘤像 肝内腫瘤像

2943 肝腫瘤 ← 肝内胆管過誤腫 肝内胆管過誤腫

2944 肝腫瘤 ← 肝内胆道気腫 肝内胆道気腫

2945 肝腫瘤 ← 肝内門脈瘤 肝内門脈瘤

2946 肝腫瘤 ← 肝限局性腫瘤像 肝限局性腫瘤像

2947 肝腫瘤 ← 肝高エコー腫瘤 肝高ｴｺｰ腫瘤

2948 肝腫瘤 ← 肝脂肪腫 肝脂肪腫

2949 肝腫瘤 ← 肝臓腫瘤（血管腫を除く） 肝臓腫瘤(血管腫を除く)

2950 肝腫瘤 ← 肝局在性病変 肝局在性病変

2951 肝腫瘤 ← 肝内結節 肝内結節

2952 肝腫瘤 ← 肝内限局性病変像 肝内限局性病変像

2953 肝腫瘤 ← 腫瘤 腫瘤

2954 肝腫瘤 ← 多発性肝腫瘤 多発性肝腫瘤

2955 肝腫瘤 ← 微小過誤腫 微小過誤腫

2956 肝腫瘤 ← 腹部腫瘤 腹部腫瘤

2957 肝腫瘤 ← 傍大動脈リンパ節腫大 傍大動脈ﾘﾝﾊﾟ節腫大

2958 肝腫瘤 ← 肝臓低エコー腫瘤 肝臓低ｴｺｰ腫瘤

2959 肝腫瘤 ← 肝臓等エコー腫瘤 肝臓等ｴｺｰ腫瘤

2960 肝腫瘤 ← 肝低エコー腫瘤 肝低ｴｺｰ腫瘤

2961 肝腫瘤 ← 肝動脈瘤 肝動脈瘤

2962 肝腫瘤 ← 肝結節影 肝結節影

2963 肝腫瘤 ← 肝内占拠性病変　　　　　　 肝内占拠性病変      

2964 肝腫瘤 ← 腫大 腫大

2965 肝腫瘤 ← 肝腫大　　　　　　　　　　　　　　 肝腫大              

2966 肝腫瘤 ← 肝結核腫 肝結核腫

2967 肝腫瘤 ← 肝臓腫瘤性病変 肝臓腫瘤性病変

2968 肝腫瘤 ← 肝内血管腫 肝内血管腫

2969 肝腫瘤 ← 肝血管筋脂肪腫 肝血管筋脂肪腫

2970 肝腫瘤 ← 肝血管腫 肝血管腫

2971 肝腫瘤 ← 肝内限局性腫瘤像 肝内限局性腫瘤像

2972 肝腫瘤 ← 肝占拠性病変 肝占拠性病変

2973 肝腫瘤 ← 肝孤立性陰影 肝孤立性陰影

2974 肝腫瘤 ← 肝限局像 肝限局像

2975 肝腫瘍 ← 肝がん 肝がん

2976 肝腫瘍 ← 肝悪性腫瘍 肝悪性腫瘍

2977 肝腫瘍 ← 肝腫瘍 肝腫瘍

2978 肝腫瘍 ← 肝腫瘍塞栓 肝腫瘍塞栓

2979 肝腫瘍 ← 肝腫瘍性病変 肝腫瘍性病変

2980 肝腫瘍 ← 肝限局性結節性過形成（ＦＮＨ） 肝限局性結節性過形成(FNH)

2981 肝腫瘍 ← 肝腫瘍 肝腫瘍

2982 肝腫瘍 ← 肝細胞がん 肝細胞がん

2983 肝腫瘍 ← 肝細胞ガン 肝細胞ｶﾞﾝ

2984 肝腫瘍 ← 肝細胞癌 肝細胞癌

2985 肝腫瘍 ← 肝臓癌 肝臓癌

2986 肝腫瘍 ← 多発性肝腫瘍 多発性肝腫瘍

2987 肝腫瘍 ← 限局性結節性過形成 限局性結節性過形成

2988 肝腫瘍 ← 原発性肝腫瘍 原発性肝腫瘍

2989 肝腫瘍 ← 総肝動脈幹リンパ節（＃８）腫大 総肝動脈幹ﾘﾝﾊﾟ節(#8)腫大

2990 肝腫瘍 ← 転移性肝腫瘍 転移性肝腫瘍

2991 肝腫瘍 ← 肝充実性腫瘍 肝充実性腫瘍

2992 肝腫瘍 ← 転移性肝がん 転移性肝がん

2993 肝腫瘍 ← 肝臓腫瘍 肝臓腫瘍

2994 肝腫瘍 ← 肝内胆管腫瘍 肝内胆管腫瘍

2995 肝腫瘍 ← 肝内腫瘍 肝内腫瘍

2996 肝腫瘍 ← 肝肉芽腫 肝肉芽腫

2997 肝血管腫 ← 肝血管腫 肝血管腫

2998 肝血管腫 ← 肝血管腫 肝血管腫

2999 肝血管腫 ← 肝腫瘍（血管腫） 肝腫瘍(血管腫)

3000 肝血管腫 ← 多発性肝血管腫 多発性肝血管腫

2017/07/19 Ver 0.98 ©日本医学健康管理評価協議会・日医総研 31/52



資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3001 肝血管腫 ← 多発肝腫瘍（血管腫） 多発肝腫瘍(血管腫)

3002 肝囊胞 ← 肝囊胞 肝囊胞

3003 肝囊胞 ← 肝のう胞 肝のう胞

3004 肝囊胞 ← 肝のう胞症 肝のう胞症

3005 肝囊胞 ← 肝のう胞性腫瘤 肝のう胞性腫瘤

3006 肝囊胞 ← 肝のう胞総胆管拡張 肝のう胞総胆管拡張

3007 肝囊胞 ← 肝のう胞胆石 肝のう胞胆石

3008 肝囊胞 ← 多のう胞肝 多のう胞肝

3009 肝囊胞 ← 肝囊胞（壁・内部エコー異常あり） 肝囊胞(壁･内部ｴｺｰ異常あり)

3010 肝囊胞 ← 肝囊胞（壁・内部エコー異常なし） 肝囊胞(壁･内部ｴｺｰ異常なし)

3011 肝囊胞 ← 左肝のう胞 左肝のう胞

3012 肝囊胞 ← 肝臓のう胞症 肝臓のう胞症

3013 肝囊胞 ← 多発性肝のう胞 多発性肝のう胞

3014 肝囊胞 ← 多発肝のう胞 多発肝のう胞

3015 肝囊胞 ← 出血性肝のう胞 出血性肝のう胞

3016 肝囊胞 ← 肝内小のう胞散在 肝内小のう胞散在

3017 肝囊胞 ← 肝膿瘍 肝膿瘍

3018 肝囊胞 ← 多発性肝のう胞 多発性肝のう胞

3019 肝囊胞 ← 多発肝のう胞 多発肝のう胞

3020 肝囊胞 ← 出血性肝のう胞 出血性肝のう胞

3021 肝囊胞 ← 肝内小のう胞散在 肝内小のう胞散在

3022 肝囊胞 ← 肝膿瘍 肝膿瘍

3023 肝囊胞 ← 多発性肝のう胞症 多発性肝のう胞症

3024 肝囊胞 ← 単純性のう胞 単純性のう胞

3025 肝囊胞 ← 肝のう胞像 肝のう胞像

3026 肝囊胞性腫瘍 ← 肝囊胞性腫瘍 肝囊胞性腫瘍

3027 肝囊胞性腫瘍 ← 肝のう胞性腫瘍 肝のう胞性腫瘍

3028 肝内石灰化 ← 肝実質石灰化 肝実質石灰化

3029 肝内石灰化 ← 肝小石灰化 肝小石灰化

3030 肝内石灰化 ← 肝石灰化 肝石灰化

3031 肝内石灰化 ← 肝石灰化・胆のうポリープ 肝石灰化･胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3032 肝内石灰化 ← 肝内コメットエコー 肝内ｺﾒｯﾄｴｺｰ

3033 肝内石灰化 ← 肝内石灰化エコー 肝内石灰化ｴｺｰ

3034 肝内石灰化 ← 肝内石灰化または結石 肝内石灰化または結石

3035 肝内石灰化 ← 肝内石灰化像 肝内石灰化像

3036 肝内石灰化 ← 肝内石灰化多数 肝内石灰化多数

3037 肝内石灰化 ← 肝内コメット様エコー散在 肝内ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ散在

3038 肝内石灰化 ← 肝内胆管石灰化 肝内胆管石灰化

3039 肝内石灰化 ← 肝内右葉微小石灰化多数 肝内右葉微小石灰化多数

3040 肝内石灰化 ← 肝内微細石灰化　　　　　　 肝内微細石灰化      

3041 肝内石灰化 ← 多発性肝内石灰化 多発性肝内石灰化

3042 肝内石灰化 ← 肝内コメット 肝内ｺﾒｯﾄ

3043 肝内石灰化 ← 肝内石灰化 肝内石灰化

3044 肝内石灰化 ← 肝内石灰化（複数） 肝内石灰化(複数)

3045 肝内石灰化 ← 肝石灰化エコー 肝石灰化ｴｺｰ

3046 肝内胆管結石 ← 肝内胆管結石 肝内胆管結石

3047 肝内胆管結石 ← 肝結石 肝結石

3048 肝内胆管結石 ← 左肝内結石 左肝内結石

3049 肝内胆管結石 ← 肝臓結石 肝臓結石

3050 肝内胆管結石 ← 肝内結石 肝内結石

3051 肝内胆管結石 ← 肝結石様エコー 肝結石様ｴｺｰ

3052 肝内胆管結石 ← 肝内微細結石　　　　　　　　 肝内微細結石        

3053 肝内胆管結石 ← 肝内壁内結石 肝内壁内結石

3054 肝内胆管気腫 ← 肝内胆管気腫 肝内胆管気腫

3055 肝内胆管気腫 ← 肝内胆管気腫 肝内胆管気腫

3056 肝内胆管気腫 ← 肝内胆管ガス 肝内胆管ｶﾞｽ

3057 脂肪肝 ← 軽度脂肪肝 軽度脂肪肝

3058 脂肪肝 ← 限局性脂肪化 限局性脂肪化

3059 脂肪肝 ← 限局性脂肪沈着 限局性脂肪沈着

3060 脂肪肝 ← まだら脂肪肝 まだら脂肪肝

3061 脂肪肝 ← 脂肪肝　　　　　　　　　　　　　　 脂肪肝              

3062 脂肪肝 ← 脂肪肝中度 脂肪肝中度

3063 脂肪肝 ← 限局性脂肪化域 限局性脂肪化域

3064 脂肪肝 ← 限局性脂肪肝 限局性脂肪肝

3065 脂肪肝 ← 限局性低脂肪域 限局性低脂肪域

3066 脂肪肝 ← 脂肪肝軽度 脂肪肝軽度

3067 脂肪肝 ← 脂肪肝高度 脂肪肝高度

3068 脂肪肝 ← 脂肪肝 脂肪肝

3069 脂肪肝 ← 不均一脂肪肝 不均一脂肪肝

3070 脂肪肝 ← 部分脂肪肝 部分脂肪肝

3071 脂肪肝 ← 肝限局性脂肪化 肝限局性脂肪化

3072 脂肪肝 ← 肝不均一脂肪化 肝不均一脂肪化

3073 脂肪肝 ← 中等度脂肪肝 中等度脂肪肝

3074 脂肪肝 ← 中等度脂肪肝（不規則性） 中等度脂肪肝(不規則性)

3075 脂肪肝 ← 肝限局性脂肪沈着 肝限局性脂肪沈着

3076 脂肪肝 ← 肝腎コントラスト 肝腎ｺﾝﾄﾗｽﾄ

3077 脂肪肝 ← 高度脂肪肝 高度脂肪肝

3078 脂肪肝 ← 肝脂肪化 肝脂肪化

3079 脂肪肝 ← 中等度脂肪肝・肝のう胞 中等度脂肪肝･肝のう胞

3080 脂肪肝 ← 肝低脂肪浸潤域 肝低脂肪浸潤域

3081 慢性肝障害 ← 慢性肝障害 慢性肝障害

3082 慢性肝障害 ← 慢性肝炎 慢性肝炎

3083 慢性肝障害 ← 慢性肝炎所見 慢性肝炎所見

3084 慢性肝障害 ← 慢性肝疾患 慢性肝疾患

3085 慢性肝障害 ← 慢性肝障害 慢性肝障害

3086 慢性肝障害 ← 肝障害 肝障害

3087 慢性肝障害 ← 肝障害パターン 肝障害ﾊﾟﾀｰﾝ

3088 慢性肝障害 ← 肝障害像 肝障害像

3089 肝びまん性病変 ← 肝びまん性病変 肝びまん性病変

3090 肝びまん性病変 ← 肝エコーレベル低下 肝ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ低下

3091 肝びまん性病変 ← 肝高エコーレベル 肝高ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ

3092 肝びまん性病変 ← 肝実質エコーレベル低下 肝実質ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ低下

3093 肝びまん性病変 ← 肝実質エコー粗雑 肝実質ｴｺｰ粗雑

3094 肝びまん性病変 ← 肝実質粗造エコー 肝実質粗造ｴｺｰ

3095 肝びまん性病変 ← 肝臓高エコー域 肝臓高ｴｺｰ域

3096 肝びまん性病変 ← 肝内異常エコー 肝内異常ｴｺｰ

3097 肝びまん性病変 ← 肝萎縮 肝萎縮
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3098 肝びまん性病変 ← 肝実質粗 肝実質粗

3099 肝びまん性病変 ← 肝臓びまん性病変 肝臓びまん性病変

3100 肝びまん性病変 ← 肝内部不均一 肝内部不均一

3101 肝びまん性病変 ← 肝辺縁突出 肝辺縁突出

3102 肝びまん性病変 ← 高輝度肝 高輝度肝

3103 肝びまん性病変 ← 馬鈴薯肝臓 馬鈴薯肝臓

3104 肝びまん性病変 ← 肝内エコー不均一 肝内ｴｺｰ不均一

3105 肝びまん性病変 ← 肝内エコー不整 肝内ｴｺｰ不整

3106 肝びまん性病変 ← 肝内エコー領域（高エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(高ｴｺｰ)  

3107 肝びまん性病変 ← 肝内エコー領域（低エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(低ｴｺｰ)  

3108 肝びまん性病変 ← 肝内エコー領域（等エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(等ｴｺｰ)  

3109 肝びまん性病変 ← 肝内低エコー領域 肝内低ｴｺｰ領域

3110 肝びまん性病変 ← 肝辺縁不整像 肝辺縁不整像

3111 肝びまん性病変 ← 肝縁鈍角化 肝縁鈍角化

3112 肝びまん性病変 ← 肝実質不均一 肝実質不均一

3113 肝びまん性病変 ← 肝臓萎縮 肝臓萎縮

3114 肝びまん性病変 ← 肝肥大 肝肥大

3115 肝びまん性病変 ← 肝辺縁鈍 肝辺縁鈍

3116 肝びまん性病変 ← 肝臓左葉辺縁部不明瞭 肝臓左葉辺縁部不明瞭

3117 肝びまん性病変 ← 肝内高エコー 肝内高ｴｺｰ

3118 肝びまん性病変 ← 肝内高エコー域多発 肝内高ｴｺｰ域多発

3119 肝びまん性病変 ← 肝内高エコー領域 肝内高ｴｺｰ領域

3120 肝びまん性病変 ← 肝内線状高エコー　　　　 肝内線状高ｴｺｰ    

3121 肝びまん性病変 ← 肝内低エコー 肝内低ｴｺｰ

3122 肝びまん性病変 ← 肝臓実質エコー粗雑 肝臓実質ｴｺｰ粗雑

3123 肝びまん性病変 ← 肝低エコー域 肝低ｴｺｰ域

3124 肝びまん性病変 ← 肝形態異常 肝形態異常

3125 肝びまん性病変 ← 肝線維化 肝線維化

3126 肝びまん性病変 ← 肝胆道先天異常 肝胆道先天異常

3127 肝びまん性病変 ← 肝表面不整 肝表面不整

3128 肝びまん性病変 ← 肝辺縁鈍化 肝辺縁鈍化

3129 肝びまん性病変 ← 左葉萎縮 左葉萎縮

3130 肝びまん性病変 ← 実質エコー 実質ｴｺｰ

3131 肝びまん性病変 ← 実質エコー粗 実質ｴｺｰ粗

3132 肝びまん性病変 ← 実質エコー不均一 実質ｴｺｰ不均一

3133 肝びまん性病変 ← 実質高エコー 実質高ｴｺｰ

3134 肝びまん性病変 ← 実質低エコー 実質低ｴｺｰ

3135 肝びまん性病変 ← 肝臓低エコー域 肝臓低ｴｺｰ域

3136 肝びまん性病変 ← びまん性肝疾患 びまん性肝疾患

3137 肝びまん性病変 ← 肝外傷後器質化 肝外傷後器質化

3138 肝びまん性病変 ← 肝線維症 肝線維症

3139 肝びまん性病変 ← 肝内線維化 肝内線維化

3140 肝びまん性病変 ← 肝変形 肝変形

3141 肝びまん性病変 ← 肝辺縁不整 肝辺縁不整

3142 肝びまん性病変 ← 馬鈴薯肝 馬鈴薯肝

3143 肝硬変 ← 肝硬変 肝硬変

3144 肝硬変 ← 肝硬変所見 肝硬変所見

3145 肝硬変 ← 肝内網目状エコー 肝内網目状ｴｺｰ

3146 肝内胆管拡張 ← 肝内胆管拡張 肝内胆管拡張

3147 肝内胆管拡張 ← 肝門部胆管拡張 肝門部胆管拡張

3148 肝内胆管拡張 ← 肝臓肝内胆管拡張 肝臓肝内胆管拡張

3149 肝内胆管拡張 ← 先天性胆道拡張症 先天性胆道拡張症

3150 肝内胆管拡張 ← 総胆管結石 総胆管結石

3151 肝内胆管拡張 ← 総胆管拡張 総胆管拡張

3152 肝血管異常 ← 肝血管異常 肝血管異常

3153 肝血管異常 ← 肝臓血管異常 肝臓血管異常

3154 肝血管異常 ← 肝静脈拡張 肝静脈拡張

3155 肝血管異常 ← 肝静脈狭小 肝静脈狭小

3156 肝血管異常 ← 肝静脈径不同 肝静脈径不同

3157 肝血管異常 ← 門脈拡張 門脈拡張

3158 肝血管異常 ← 門脈－肝静脈短絡路形成 門脈-肝静脈短絡路形成

3159 肝血管異常 ← 門脈奇形 門脈奇形

3160 肝血管異常 ← 門脈屈曲・蛇行 門脈屈曲･蛇行

3161 肝血管異常 ← 肝内門脈拡張 肝内門脈拡張

3162 肝血管異常 ← 門脈静脈瘤 門脈静脈瘤

3163 肝血管異常 ← 門脈閉塞症 門脈閉塞症

3164 肝血管異常 ← 肝内門脈枝輝度上昇 肝内門脈枝輝度上昇

3165 肝血管異常 ← 門脈内異常エコー 門脈内異常ｴｺｰ

3166 肝血管異常 ← 肝内血管異常 肝内血管異常

3167 肝血管異常 ← 総肝動脈内血栓 総肝動脈内血栓

3168 肝血管異常 ← 肝内血管短絡 肝内血管短絡

3169 肝血管異常 ← 肝静脈の拡張 肝静脈の拡張

3170 肝血管異常 ← 肝静脈走行異常 肝静脈走行異常

3171 肝血管異常 ← 肝静脈内結石　　　　　　　　 肝静脈内結石        

3172 肝血管異常 ← 門脈圧亢進症 門脈圧亢進症

3173 肝血管異常 ← 門脈分岐異常 門脈分岐異常

3174 肝血管異常 ← 門脈血栓 門脈血栓

3175 肝血管異常 ← 門脈走行異常 門脈走行異常

3176 肝血管異常 ← 門脈軽度拡張 門脈軽度拡張

3177 肝血管異常 ← 門脈瘤 門脈瘤

3178 肝血管異常 ← 門脈閉塞 門脈閉塞

3179 肝血管異常 ← 肝内門脈静脈シャント 肝内門脈静脈ｼｬﾝﾄ

3180 肝血管異常 ← 門脈内高エコー 門脈内高ｴｺｰ

3181 肝血管異常 ← 肝内動脈拡張 肝内動脈拡張

3182 肝血管異常 ← 肝動静脈瘻 肝動静脈瘻

3183 肝血管異常 ← 肝動門脈瘻 肝動門脈瘻

3184 肝血管異常 ← 肝静脈・肝内門脈走行異常 肝静脈･肝内門脈走行異常

3185 肝血管異常 ← 肝門脈内結石　　　　　　　　 肝門脈内結石        

3186 肝血管異常 ← 門脈圧亢進 門脈圧亢進

3187 肝血管異常 ← 門脈ー肝静脈短絡 門脈ｰ肝静脈短絡

3188 肝血管異常 ← 門脈内血栓 門脈内血栓

3189 肝血管異常 ← 門脈側副血行路 門脈側副血行路

3190 肝血管異常 ← 門脈臍部拡張 門脈臍部拡張

3191 肝血管異常 ← 門脈内充実性病変 門脈内充実性病変

3192 肝血管異常 ← 肝内門脈閉塞 肝内門脈閉塞

3193 肝血管異常 ← うっ血肝 うっ血肝

3194 肝血管異常 ← 肝内Ｐ－Ｖシャント 肝内P-Vｼｬﾝﾄ
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3195 肝血管異常 ← 肝部下大静脈膜様構造物 肝部下大静脈膜様構造物

3196 肝血管異常 ← 肝静脈狭小化 肝静脈狭小化

3197 肝血管異常 ← 肝静脈口径不整 肝静脈口径不整

3198 肝血管異常 ← 門脈肝静脈瘻 門脈肝静脈瘻

3199 肝血管異常 ← 肝内門脈静脈短絡 肝内門脈静脈短絡

3200 肝血管異常 ← 肝門脈瘤 肝門脈瘤

3201 肝血管異常 ← 肝内脈管走行異常　　　　 肝内脈管走行異常    

3202 肝血管異常 ← 肝門脈軽度拡張 肝門脈軽度拡張

3203 肝血管異常 ← 門脈壁石灰化 門脈壁石灰化

3204 肝血管異常 ← 門脈壁肥厚 門脈壁肥厚

3205 肝血管異常 ← 肝うっ血 肝うっ血

3206 肝血管異常 ← 肝内シャント 肝内ｼｬﾝﾄ

3207 肝血管異常 ← 肝門部側副血行路 肝門部側副血行路

3208 肝硬変 ← 肝硬変 肝硬変

3209 肝硬変 ← 肝硬変所見 肝硬変所見

3210 肝硬変 ← 肝内網目状エコー 肝内網目状ｴｺｰ

3211 肝描出不能 ← 肝描出不能 肝描出不能

3212 肝描出不能 ← 描出不能 描出不能

3213 肝描出不能 ← 一部描出不良 一部描出不良

3214 肝描出不能 ← 描出不良 描出不良

3215 肝描出不能 ← 肝臓抽出不明瞭 肝臓抽出不明瞭

3216 肝描出不能 ← 肝臓描出困難 肝臓描出困難

3217 肝描出不能 ← 肝臓描出不可 肝臓描出不可

3218 肝描出不能 ← 肝描出不良 肝描出不良

3219 肝描出不能 ← 肝外側区描出不能 肝外側区描出不能

3220 肝描出不能 ← 肝外側区欠損 肝外側区欠損

3221 肝術後 ← 肝移植後 肝移植後

3222 肝術後 ← 一部切除 一部切除

3223 肝術後 ← 肝移植術後 肝移植術後

3224 肝術後 ← 肝術后 肝術后

3225 肝術後 ← 肝切除 肝切除

3226 肝術後 ← 肝切除後 肝切除後

3227 肝術後 ← 肝術後 肝術後

3228 肝術後 ← 肝臓手術後 肝臓手術後

3229 肝術後 ← 肝臓摘出後（右葉） 肝臓摘出後(右葉)

3230 肝術後 ← 肝臓摘出後（左葉） 肝臓摘出後(左葉)

3231 肝術後 ← 肝臓摘出後所見 肝臓摘出後所見

3232 肝術後 ← 肝臓摘出術後 肝臓摘出術後

3233 肝術後 ← 肝切除術後 肝切除術後

3234 肝術後 ← 肝手術後 肝手術後

3235 肝術後 ← 肝臓部分切除後 肝臓部分切除後

3236 肝術後 ← 肝胆道術後 肝胆道術後

3237 肝術後 ← 肝腫瘍術後 肝腫瘍術後

3238 肝術後 ← 肝部分切除后 肝部分切除后

3239 肝術後 ← 肝部分摘出后 肝部分摘出后

3240 肝術後 ← 術後 術後

3241 肝術後 ← 部分切除後 部分切除後

3242 肝術後 ← 肝部分切除後 肝部分切除後

3243 その他 ← その他 その他

3244 その他 ← 肝臓病変 肝臓病変

3245 その他 ← 急性肝炎 急性肝炎

3246 その他 ← 肝異常陰影 肝異常陰影

3247 その他 ← 肝臓所見その他 肝臓所見その他

3248 その他 ← 肝機能障害 肝機能障害

3249 その他 ← 軽度肝障害 軽度肝障害

3250 その他 ← 超音波（肝臓）有所見 超音波(肝臓)有所見

3251 その他 ← 肝臓他所見 肝臓他所見

3252 その他 ← 肝疾患 肝疾患

3253 その他 ← 肝実質障害 肝実質障害

3254 その他 ← 肝臓異常所見 肝臓異常所見

3255 その他 ← 肝内限局性病変像 肝内限局性病変像

3256 その他 ← 肝臓疾患 肝臓疾患

3257 その他 ← 肝臓限局性病変 肝臓限局性病変

3258 その他 ← 肝限局像 肝限局像

3259 エコー ← 肝エコーレベル低下 肝ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ低下

3260 エコー ← 肝高エコーレベル 肝高ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ

3261 エコー ← 肝実質エコーレベル低下 肝実質ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ低下

3262 エコー ← 肝実質エコー粗雑 肝実質ｴｺｰ粗雑

3263 エコー ← 肝実質粗造エコー 肝実質粗造ｴｺｰ

3264 エコー ← 肝臓高エコー域 肝臓高ｴｺｰ域

3265 エコー ← 肝臓実質エコー粗雑 肝臓実質ｴｺｰ粗雑

3266 エコー ← 肝臓低エコー域 肝臓低ｴｺｰ域

3267 エコー ← 肝内エコー不均一 肝内ｴｺｰ不均一

3268 エコー ← 肝内エコー不整 肝内ｴｺｰ不整

3269 エコー ← 肝内エコー領域（高エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(高ｴｺｰ)  

3270 エコー ← 肝内エコー領域（低エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(低ｴｺｰ)  

3271 エコー ← 肝内エコー領域（等エコー）　　 肝内ｴｺｰ領域(等ｴｺｰ)  

3272 エコー ← 肝内コメットエコー 肝内ｺﾒｯﾄｴｺｰ

3273 エコー ← 肝内コメット様エコー散在 肝内ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ散在

3274 エコー ← 肝内異常エコー 肝内異常ｴｺｰ

3275 エコー ← 肝内高エコー 肝内高ｴｺｰ

3276 エコー ← 肝内高エコー域多発 肝内高ｴｺｰ域多発

3277 エコー ← 肝内高エコー領域 肝内高ｴｺｰ領域

3278 エコー ← 肝内線状高エコー　　　　 肝内線状高ｴｺｰ    

3279 エコー ← 肝内低エコー 肝内低ｴｺｰ

3280 エコー ← 肝内低エコー領域 肝内低ｴｺｰ領域

3281 エコー ← 肝内網目状エコー 肝内網目状ｴｺｰ

3282 エコー ← 肝低エコー域 肝低ｴｺｰ域

3283 エコー ← 実質エコー 実質ｴｺｰ

3284 エコー ← 実質エコー粗 実質ｴｺｰ粗

3285 エコー ← 実質エコー不均一 実質ｴｺｰ不均一

3286 エコー ← 実質高エコー 実質高ｴｺｰ

3287 エコー ← 実質低エコー 実質低ｴｺｰ

3288 エコー ← 門脈内異常エコー 門脈内異常ｴｺｰ

3289 エコー ← 門脈内高エコー 門脈内高ｴｺｰ

3290 コード表　261＿腹部・所見（胆嚢） 胆嚢ポリープ ← 胆のうポリープ 胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3291 胆嚢ポリープ ← コレステロールポリープ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾎﾟﾘｰﾌﾟ
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3292 胆嚢ポリープ ← 胆嚢ポリープ 胆嚢ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3293 胆嚢ポリープ ← 胆のうポリープ（びまん型） 胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ(びまん型)

3294 胆嚢ポリープ ← コレステローシス ｺﾚｽﾃﾛｰｼｽ

3295 胆嚢ポリープ ← 胆のうコレステローシス 胆のうｺﾚｽﾃﾛｰｼｽ

3296 胆嚢ポリープ ← 多発性胆のうポリープ 多発性胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3297 胆嚢ポリープ ← 胆のうコレステロージス 胆のうｺﾚｽﾃﾛｰｼﾞｽ

3298 胆嚢ポリープ ← 胆のうポリープ様 胆のうﾎﾟﾘｰﾌﾟ様

3299 胆嚢ポリープ ← 胆のうコレステローシス（びまん型）胆のうｺﾚｽﾃﾛｰｼｽ(びまん型)

3300 胆嚢ポリープ ← 胆コレステロールポリープ 胆ｺﾚｽﾃﾛｰﾙﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3301 胆嚢腫瘤 ← 胆嚢腫瘤 胆嚢腫瘤

3302 胆嚢腫瘤 ← 胆内腫瘤 胆内腫瘤

3303 胆嚢腫瘤 ← 胆のう占拠性病変 胆のう占拠性病変

3304 胆嚢腫瘤 ← 胆のう壁内のう胞 胆のう壁内のう胞

3305 胆嚢腫瘤 ← 胆のう腫瘤 胆のう腫瘤

3306 胆嚢腫瘤 ← 胆のうのう胞 胆のうのう胞

3307 胆嚢腫瘤 ← 胆のう内のう胞 胆のう内のう胞

3308 胆嚢腫瘤 ← 胆のう腫瘤性病変 胆のう腫瘤性病変

3309 胆嚢腫瘤 ← 胆のうのう胞症 胆のうのう胞症

3310 胆嚢腫瘤 ← 胆のう内腫瘤 胆のう内腫瘤

3311 胆嚢腫瘤 ← 胆のう腫瘤像 胆のう腫瘤像

3312 胆嚢腫瘤 ← 胆のう結節 胆のう結節

3313 胆嚢腫瘤 ← 胆のう内隆起性病変 胆のう内隆起性病変

3314 胆嚢腫瘤 ← 胆のう壁のう胞 胆のう壁のう胞

3315 胆嚢腫瘤 ← 胆嚢内隆起性病変 胆嚢内隆起性病変

3316 胆嚢腫瘤 ← 胆のう隆起性病変 胆のう隆起性病変

3317 胆嚢腫瘍 ← 胆嚢腫瘍 胆嚢腫瘍

3318 胆嚢腫瘍 ← 胆嚢癌 胆嚢癌

3319 胆嚢腫瘍 ← 胆のう癌 胆のう癌

3320 胆嚢腫瘍 ← 胆のう腫瘍 胆のう腫瘍

3321 胆嚢腫瘍 ← 胆道腫瘍 胆道腫瘍

3322 胆嚢腫瘍 ← 胆のう腫脹 胆のう腫脹

3323 胆嚢線筋腫症 ← 胆嚢線筋腫症 胆嚢線筋腫症

3324 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう腺筋腫 胆のう腺筋腫

3325 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう腺腫 胆のう腺腫

3326 胆嚢線筋腫症 ← 胆コメットサイン 胆ｺﾒｯﾄｻｲﾝ

3327 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう内コメット様エコー 胆のう内ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3328 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう腺筋腫症 胆のう腺筋腫症

3329 胆嚢線筋腫症 ← コメット様エコー ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3330 胆嚢線筋腫症 ← 胆のうコメットエコー 胆のうｺﾒｯﾄｴｺｰ

3331 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう壁コメット 胆のう壁ｺﾒｯﾄ

3332 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう腺筋腫症 胆のう腺筋腫症

3333 胆嚢線筋腫症 ← コメット様エコー多数 ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ多数

3334 胆嚢線筋腫症 ← 胆のうコメット様エコー 胆のうｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3335 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう壁石灰化 胆のう壁石灰化

3336 胆嚢線筋腫症 ← アデノミオマトーシス ｱﾃﾞﾉﾐｵﾏﾄｰｼｽ

3337 胆嚢線筋腫症 ← コメット様胆のうエコー ｺﾒｯﾄ様胆のうｴｺｰ

3338 胆嚢線筋腫症 ← 胆のうコメット様エコー像 胆のうｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ像

3339 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう壁内石灰化 胆のう壁内石灰化

3340 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう腺筋症 胆のう腺筋症

3341 胆嚢線筋腫症 ← 胆アデノミオマト－シス 胆ｱﾃﾞﾉﾐｵﾏﾄ-ｼｽ

3342 胆嚢線筋腫症 ← 胆のう石灰化 胆のう石灰化

3343 胆嚢壁肥厚 ← 胆嚢壁肥厚 胆嚢壁肥厚

3344 胆嚢壁肥厚 ← 胆のう壁軽度肥厚 胆のう壁軽度肥厚

3345 胆嚢壁肥厚 ← 胆のう壁不整 胆のう壁不整

3346 胆嚢壁肥厚 ← 胆のう限局性壁肥厚 胆のう限局性壁肥厚

3347 胆嚢壁肥厚 ← びまん性胆のう壁肥厚 びまん性胆のう壁肥厚

3348 胆嚢壁肥厚 ← 胆のう底部変形と壁肥厚 胆のう底部変形と壁肥厚

3349 胆嚢壁肥厚 ← 胆のう粘膜肥厚 胆のう粘膜肥厚

3350 胆嚢腫大 ← 胆のう腫大 胆のう腫大

3351 胆嚢腫大 ← 胆嚢腫大 胆嚢腫大

3352 胆嚢腫大 ← 胆のう肥大 胆のう肥大

3353 胆嚢腫大 ← 胆嚢腫脹 胆嚢腫脹

3354 胆嚢結石 ← 胆嚢結石 胆嚢結石

3355 胆嚢結石 ← 多発性胆石症 多発性胆石症

3356 胆嚢結石 ← 胆石非充満型 胆石非充満型

3357 胆嚢結石 ← 胆のう管結石 胆のう管結石

3358 胆嚢結石 ← 胆石嵌頓 胆石嵌頓

3359 胆嚢結石 ← コメット様エコー ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3360 胆嚢結石 ← 胆のうコメット様エコー 胆のうｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3361 胆嚢結石 ← 胆のうコメット様エコー像 胆のうｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ像

3362 胆嚢結石 ← 胆のう充満結石 胆のう充満結石

3363 胆嚢結石 ← 胆のう壁内結石 胆のう壁内結石

3364 胆嚢結石 ← 胆のう結石 胆のう結石

3365 胆嚢結石 ← 胆のう結石症 胆のう結石症

3366 胆嚢結石 ← 胆のう壁コメット 胆のう壁ｺﾒｯﾄ

3367 胆嚢結石 ← コメット様エコー多数 ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ多数

3368 胆嚢結石 ← 胆のう石灰化 胆のう石灰化

3369 胆嚢結石 ← 胆のう小結石 胆のう小結石

3370 胆嚢結石 ← 胆石（壁在） 胆石(壁在)

3371 胆嚢結石 ← 胆石充満 胆石充満

3372 胆嚢結石 ← 胆のう結石充満像 胆のう結石充満像

3373 胆嚢結石 ← 胆のう壁石灰化 胆のう壁石灰化

3374 胆嚢結石 ← コメット様胆のうエコー ｺﾒｯﾄ様胆のうｴｺｰ

3375 胆嚢結石 ← 胆のう内コメット様エコー 胆のう内ｺﾒｯﾄ様ｴｺｰ

3376 胆嚢結石 ← 胆石 胆石

3377 胆嚢結石 ← 胆石充満型 胆石充満型

3378 胆嚢結石 ← 胆壁結石 胆壁結石

3379 胆嚢結石 ← 胆のう結石（充満） 胆のう結石(充満)

3380 胆嚢結石 ← 胆のう壁内石灰化 胆のう壁内石灰化

3381 胆嚢結石 ← 胆コメットサイン 胆ｺﾒｯﾄｻｲﾝ

3382 胆嚢結石 ← 胆のう壁在結石 胆のう壁在結石

3383 胆嚢結石 ← 胆石症 胆石症

3384 胆嚢結石 ← 胆道結石 胆道結石

3385 胆嚢結石 ← 胆のう結石（非充満型） 胆のう結石(非充満型)

3386 胆嚢結石 ← 胆のうコメットエコー 胆のうｺﾒｯﾄｴｺｰ

3387 胆嚢結石 ← 胆のう内結石様エコー 胆のう内結石様ｴｺｰ

3388 胆嚢壁評価不良 ← 胆のう壁評価不良 胆のう壁評価不良
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3389 胆嚢壁評価不良 ← 胆嚢壁評価不良 胆嚢壁評価不良

3390 胆嚢気腫 ← 胆嚢気腫 胆嚢気腫

3391 胆嚢気腫 ← 胆のう気腫 胆のう気腫

3392 胆嚢気腫 ← 胆管気腫 胆管気腫

3393 胆嚢気腫 ← 胆気症 胆気症

3394 胆嚢萎縮 ← 胆嚢萎縮 胆嚢萎縮

3395 胆嚢萎縮 ← 胆のう萎縮 胆のう萎縮

3396 胆嚢萎縮 ← 遺残胆のう 遺残胆のう

3397 胆嚢萎縮 ← 胆のう食後萎縮 胆のう食後萎縮

3398 胆嚢萎縮 ← 胆のう萎縮（食後） 胆のう萎縮(食後)

3399 胆嚢萎縮 ← 虚脱胆のう 虚脱胆のう

3400 胆嚢萎縮 ← 胆のう萎縮（食後でない） 胆のう萎縮(食後でない)

3401 胆嚢萎縮 ← 胆のう虚脱 胆のう虚脱

3402 胆嚢萎縮 ← 胆のう萎縮像 胆のう萎縮像

3403 胆嚢萎縮 ← 胆のう収縮 胆のう収縮

3404 胆嚢萎縮 ← 萎縮胆のう 萎縮胆のう

3405 胆嚢萎縮 ← 胆のう縮小 胆のう縮小

3406 慢性胆嚢炎 ← 慢性胆嚢炎 慢性胆嚢炎

3407 慢性胆嚢炎 ← 胆のう炎 胆のう炎

3408 慢性胆嚢炎 ← 胆のう炎（胆石・壁肥厚） 胆のう炎(胆石･壁肥厚)

3409 慢性胆嚢炎 ← 胆嚢炎 胆嚢炎

3410 胆泥 ← 胆泥 胆泥

3411 胆泥 ← 胆のう充満型胆砂・胆泥 胆のう充満型胆砂･胆泥

3412 胆泥 ← 胆砂胆泥充満 胆砂胆泥充満

3413 胆泥 ← 胆泥胆砂 胆泥胆砂

3414 胆泥 ← 胆のう胆泥（少量） 胆のう胆泥(少量)

3415 胆泥 ← 胆砂様 胆砂様

3416 胆泥 ← 胆泥様 胆泥様

3417 胆泥 ← 胆砂 胆砂

3418 胆泥 ← 胆泥 胆泥

3419 胆泥 ← スラッジ ｽﾗｯｼﾞ

3420 胆泥 ← 胆砂・胆泥 胆砂･胆泥

3421 胆泥 ← 胆泥、胆砂 胆泥､胆砂

3422 胆泥 ← 胆のうデブリエコー 胆のうﾃﾞﾌﾞﾘｴｺｰ

3423 胆泥 ← 胆砂像 胆砂像

3424 胆泥 ← 胆泥・胆砂 胆泥･胆砂

3425 胆泥 ← 胆のう内デブリエコー 胆のう内ﾃﾞﾌﾞﾘｴｺｰ

3426 胆嚢摘出後 ← 胆嚢摘出後 胆嚢摘出後

3427 胆嚢摘出後 ← 総胆管摘出後 総胆管摘出後

3428 胆嚢摘出後 ← 胆・脾摘出後 胆･脾摘出後

3429 胆嚢摘出後 ← 胆のう切除 胆のう切除

3430 胆嚢摘出後 ← 胆のう摘出後 胆のう摘出後

3431 胆嚢摘出後 ← 胆摘後総胆管拡張 胆摘後総胆管拡張

3432 胆嚢摘出後 ← 胆のうオペ後 胆のうｵﾍﾟ後

3433 胆嚢摘出後 ← 胆のう切除後 胆のう切除後

3434 胆嚢摘出後 ← 胆のう摘出後所見 胆のう摘出後所見

3435 胆嚢摘出後 ← 胆摘后 胆摘后

3436 胆嚢摘出後 ← 胆のう術後 胆のう術後

3437 胆嚢摘出後 ← 胆のう切除術後 胆のう切除術後

3438 胆嚢摘出後 ← 胆のう摘出術後 胆のう摘出術後

3439 胆嚢摘出後 ← 胆摘出後 胆摘出後

3440 胆嚢摘出後 ← 胆のう術后 胆のう術后

3441 胆嚢摘出後 ← 胆のう摘出 胆のう摘出

3442 胆嚢摘出後 ← 胆摘出術後 胆摘出術後

3443 胆嚢摘出後 ← 胆石オペ後 胆石ｵﾍﾟ後

3444 胆嚢摘出後 ← 胆摘 胆摘

3445 胆嚢摘出後 ← 胆摘後 胆摘後

3446 胆嚢摘出後 ← 胆道系術後 胆道系術後

3447 胆嚢摘出後 ← 胆嚢切除後 胆嚢切除後

3448 胆管腫瘍 ← 胆管癌 胆管癌

3449 胆管腫瘍 ← 総胆管腫瘤 総胆管腫瘤

3450 胆管腫瘍 ← 胆管細胞癌 胆管細胞癌

3451 胆管腫瘍 ← 胆道閉塞 胆道閉塞

3452 胆管腫瘍 ← 胆管腫瘍 胆管腫瘍

3453 胆管腫瘍 ← 胆管腫瘍 胆管腫瘍

3454 胆管腫瘍 ← 総胆管腫瘍 総胆管腫瘍

3455 胆管腫瘍 ← 胆管周囲のう胞 胆管周囲のう胞

3456 胆管腫瘍 ← 胆管腫瘤 胆管腫瘤

3457 胆管腫瘍 ← 胆管内腫瘤 胆管内腫瘤

3458 胆管腫瘍 ← 胆管途絶 胆管途絶

3459 胆管腫瘍 ← 胆管細胞癌 胆管細胞癌

3460 胆管腫瘍 ← 肝外胆管占拠性病変 肝外胆管占拠性病変

3461 胆管腫瘍 ← 胆管内充実性病変 胆管内充実性病変

3462 胆管腫瘍 ← 肝外胆管腫瘍 肝外胆管腫瘍

3463 胆管腫瘍 ← 総胆管隆起性病変 総胆管隆起性病変

3464 胆管腫瘍 ← 胆管閉塞 胆管閉塞

3465 胆管壁肥厚 ← 胆管壁肥厚 胆管壁肥厚

3466 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚 胆のう壁肥厚

3467 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚気味 胆のう壁肥厚気味

3468 胆管壁肥厚 ← 胆管壁不正 胆管壁不正

3469 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚（びまん性） 胆のう壁肥厚(びまん性)

3470 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚像 胆のう壁肥厚像

3471 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚（限局性） 胆のう壁肥厚(限局性)

3472 胆管壁肥厚 ← 肝外胆管壁肥厚 肝外胆管壁肥厚

3473 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚（腺筋腫症） 胆のう壁肥厚(腺筋腫症)

3474 胆管壁肥厚 ← 総胆管壁肥厚 総胆管壁肥厚

3475 胆管壁肥厚 ← 胆のう壁肥厚（粘膜層肥厚） 胆のう壁肥厚(粘膜層肥厚)

3476 胆管壁肥厚 ← 胆管壁肥厚 胆管壁肥厚

3477 胆管拡張 ← 総胆管拡張 総胆管拡張

3478 胆管拡張 ← 総胆管拡張症 総胆管拡張症

3479 胆管拡張 ← 肝外胆管拡張症 肝外胆管拡張症

3480 胆管拡張 ← 胆管炎 胆管炎

3481 胆管拡張 ← 総胆管拡張（軽度） 総胆管拡張(軽度)

3482 胆管拡張 ← 総胆管軽度拡張 総胆管軽度拡張

3483 胆管拡張 ← 総胆管のう腫 総胆管のう腫

3484 胆管拡張 ← 胆道拡張症 胆道拡張症

3485 胆管拡張 ← 総胆管拡張（胆摘後） 総胆管拡張(胆摘後)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3486 胆管拡張 ← 先天性胆管拡張症 先天性胆管拡張症

3487 胆管拡張 ← 肝外胆管（総胆管）拡張 肝外胆管(総胆管)拡張

3488 胆管拡張 ← 胆管拡張 胆管拡張

3489 胆管拡張 ← 先天性胆道拡張症 先天性胆道拡張症

3490 胆管拡張 ← 総胆管のう胞 総胆管のう胞

3491 胆管拡張 ← 胆管拡張症 胆管拡張症

3492 胆管拡張 ← 肝外胆管拡張 肝外胆管拡張

3493 胆管拡張 ← 総胆管嚢腫 総胆管嚢腫

3494 胆管結石 ← 総胆管結石 総胆管結石

3495 胆管結石 ← 総胆管石灰化 総胆管石灰化

3496 胆管結石 ← 胆管結石 胆管結石

3497 胆管結石 ← 胆管内結石 胆管内結石

3498 胆管結石 ← 胆管結石又 胆管結石又

3499 胆管結石 ← 肝外胆管結石 肝外胆管結石

3500 胆管気腫 ← 胆管気腫 胆管気腫

3501 胆管気腫 ← 胆道気腫 胆道気腫

3502 胆管気腫 ← 胆道気腫症 胆道気腫症

3503 胆管気腫 ← 胆管内空気 胆管内空気

3504 胆管描出不能 ← 総胆管描出困難 総胆管描出困難

3505 胆管描出不能 ← 胆管描出不明瞭 胆管描出不明瞭

3506 胆管描出不能 ← 胆管描出不能 胆管描出不能

3507 胆管描出不能 ← 総胆管描出不良 総胆管描出不良

3508 胆管描出不能 ← 総胆管不明瞭 総胆管不明瞭

3509 胆管描出不能 ← 胆管診断不能 胆管診断不能

3510 胆管描出不能 ← 胆管不明瞭 胆管不明瞭

3511 胆嚢描出不能 ← 胆嚢描出不能 胆嚢描出不能

3512 胆嚢描出不能 ← 胆のう一部不明瞭 胆のう一部不明瞭

3513 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出困難 胆のう描出困難

3514 胆嚢描出不能 ← 胆のう不鮮明 胆のう不鮮明

3515 胆嚢描出不能 ← 胆のう頚部不明瞭 胆のう頚部不明瞭

3516 胆嚢描出不能 ← 胆のう同定不可 胆のう同定不可

3517 胆嚢描出不能 ← 胆のう一部のみ描出 胆のう一部のみ描出

3518 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出不可 胆のう描出不可

3519 胆嚢描出不能 ← 胆のう不明 胆のう不明

3520 胆嚢描出不能 ← 胆のう診断不能 胆のう診断不能

3521 胆嚢描出不能 ← 胆のう内腔描出不良 胆のう内腔描出不良

3522 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出できず 胆のう描出できず

3523 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出不能 胆のう描出不能

3524 胆嚢描出不能 ← 胆のう不明瞭 胆のう不明瞭

3525 胆嚢描出不能 ← 胆のう一部描出不良 胆のう一部描出不良

3526 胆嚢描出不能 ← 胆のう評価不能 胆のう評価不能

3527 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出なし 胆のう描出なし

3528 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出不明瞭 胆のう描出不明瞭

3529 胆嚢描出不能 ← 胆のう体部描出不良 胆のう体部描出不良

3530 胆嚢描出不能 ← 胆のう底部描出不良 胆のう底部描出不良

3531 胆嚢描出不能 ← 胆のう壁不明瞭 胆のう壁不明瞭

3532 胆嚢描出不能 ← 胆のう描出不良 胆のう描出不良

3533 胆嚢描出不能 ← 胆のう非描出 胆のう非描出

3534 胆嚢描出不能 ← 胆のう頚部描出不良 胆のう頚部描出不良

3535 胆嚢描出不能 ← 胆のう底部不明瞭 胆のう底部不明瞭

3536 その他 ← その他 その他

3537 その他 ← 肝外胆管周囲の疾患 肝外胆管周囲の疾患

3538 その他 ← 多発隔壁胆のう 多発隔壁胆のう

3539 その他 ← 胆のう異常陰影 胆のう異常陰影

3540 その他 ← 胆のう形態異常 胆のう形態異常

3541 その他 ← 胆のう欠損 胆のう欠損

3542 その他 ← 胆のう超音波検査異常所見 胆のう超音波検査異常所見

3543 その他 ← 胆のう壁異常 胆のう壁異常

3544 その他 ← 胆道異常陰影 胆道異常陰影

3545 その他 ← 胆嚢変形 胆嚢変形

3546 その他 ← 屈曲胆のう 屈曲胆のう

3547 その他 ← 胆のうに異常所見 胆のうに異常所見

3548 その他 ← 胆のう異常影 胆のう異常影

3549 その他 ← 胆のう憩室 胆のう憩室

3550 その他 ← 胆のう限局性病変 胆のう限局性病変

3551 その他 ← 胆のう低形成 胆のう低形成

3552 その他 ← 胆のう変形 胆のう変形

3553 その他 ← 胆表面不整 胆表面不整

3554 その他 ← 先天性胆のう欠損症 先天性胆のう欠損症

3555 その他 ← 胆のうびまん性病変 胆のうびまん性病変

3556 その他 ← 胆のう異常所見 胆のう異常所見

3557 その他 ← 胆のう軽度障害 胆のう軽度障害

3558 その他 ← 胆のう周囲高エコー域 胆のう周囲高ｴｺｰ域

3559 その他 ← 胆のう内ファインエコー 胆のう内ﾌｧｲﾝｴｺｰ

3560 その他 ← 胆のう無形成 胆のう無形成

3561 その他 ← 内臓逆位 内臓逆位

3562 その他 ← 総胆管内の点状エコー 総胆管内の点状ｴｺｰ

3563 その他 ← 胆のう位置異常 胆のう位置異常

3564 その他 ← 胆のう奇形 胆のう奇形

3565 その他 ← 胆のう頚部変形 胆のう頚部変形

3566 その他 ← 胆のう所見その他 胆のう所見その他

3567 その他 ← 胆のう病変 胆のう病変

3568 その他 ← 胆管病変 胆管病変

3569 その他 ← 二重胆のう 二重胆のう

3570 その他 ← 総胆管病変 総胆管病変

3571 その他 ← 胆のう異常エコー 胆のう異常ｴｺｰ

3572 その他 ← 胆のう屈曲 胆のう屈曲

3573 その他 ← 胆のう超音波検査の異常所見 胆のう超音波検査の異常所見

3574 その他 ← 胆のう他所見 胆のう他所見

3575 その他 ← 胆のう壁の異常 胆のう壁の異常

3576 その他 ← 胆道その他 胆道その他

3577 その他 ← 胆嚢憩室 胆嚢憩室

3578 コード表　261＿腹部・所見（脾臓） 異常なし ← 異常なし 異常なし

3579 脾腫瘤 ← 脾近傍腫瘤性病変 脾近傍腫瘤性病変

3580 脾腫瘤 ← 脾内腫瘤 脾内腫瘤

3581 脾腫瘤 ← 脾臓占拠性病変 脾臓占拠性病変

3582 脾腫瘤 ← 脾のう胞性腫瘤 脾のう胞性腫瘤
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3583 脾腫瘤 ← 脾結核腫 脾結核腫

3584 脾腫瘤 ← 脾臓低エコー腫瘤 脾臓低ｴｺｰ腫瘤

3585 脾腫瘤 ← 脾腫瘤 脾腫瘤

3586 脾腫瘤 ← 脾梗塞 脾梗塞

3587 脾腫瘤 ← 脾臓膿瘍 脾臓膿瘍

3588 脾腫瘤 ← 脾腫瘤性病変 脾腫瘤性病変

3589 脾腫瘤 ← 脾臓高エコー腫瘤 脾臓高ｴｺｰ腫瘤

3590 脾腫瘤 ← 脾内結節 脾内結節

3591 脾腫瘤 ← 脾臓腫瘤 脾臓腫瘤

3592 脾腫瘤 ← 脾近傍低エコー腫瘤 脾近傍低ｴｺｰ腫瘤

3593 脾腫瘤 ← 脾外側低エコー域 脾外側低ｴｺｰ域

3594 脾腫瘤 ← 脾腫瘤 脾腫瘤

3595 脾腫瘍 ← 脾過誤腫 脾過誤腫

3596 脾腫瘍 ← 脾腫瘍 脾腫瘍

3597 脾腫瘍 ← 脾充実性腫瘍 脾充実性腫瘍

3598 脾腫瘍 ← 脾臓腫瘍 脾臓腫瘍

3599 脾腫瘍 ← 脾リンパ管腫 脾ﾘﾝﾊﾟ管腫

3600 脾囊胞性腫瘍 ← 脾囊胞性腫瘍 脾囊胞性腫瘍

3601 脾囊胞性腫瘍 ← 腹腔内のう胞性腫瘤 腹腔内のう胞性腫瘤

3602 脾囊胞性腫瘍 ← 脾のう胞性腫瘍 脾のう胞性腫瘍

3603 脾石灰化 ← 脾臓石灰化 脾臓石灰化

3604 脾石灰化 ← 脾臓石灰沈着 脾臓石灰沈着

3605 脾石灰化 ← 脾内高エコー 脾内高ｴｺｰ

3606 脾石灰化 ← 脾石灰化 脾石灰化

3607 脾石灰化 ← 脾内石灰化像 脾内石灰化像

3608 脾石灰化 ← 脾門部リンパ節石灰化 脾門部ﾘﾝﾊﾟ節石灰化

3609 脾石灰化 ← 脾石灰化像 脾石灰化像

3610 脾石灰化 ← 脾内石灰化 脾内石灰化

3611 脾石灰化 ← 脾石灰化様 脾石灰化様

3612 脾石灰化 ← ガムナガンディ結節 ｶﾞﾑﾅｶﾞﾝﾃﾞｨ結節

3613 脾石灰化 ← 脾臓石灰化様 脾臓石灰化様

3614 脾石灰化 ← 脾臓点状高エコー 脾臓点状高ｴｺｰ

3615 脾石 ← 脾石 脾石

3616 脾石 ← 脾内結石 脾内結石

3617 脾石 ← 脾結石 脾結石

3618 脾石 ← 脾臓結石 脾臓結石

3619 脾門部異常血管 ← 脾門部異常血管 脾門部異常血管

3620 脾門部異常血管 ← 脾静脈の拡張 脾静脈の拡張

3621 脾門部異常血管 ← 脾静脈瘤 脾静脈瘤

3622 脾門部異常血管 ← 脾腎シャント 脾腎ｼｬﾝﾄ

3623 脾門部異常血管 ← 脾静脈拡張 脾静脈拡張

3624 脾門部異常血管 ← 脾門部血管拡張 脾門部血管拡張

3625 脾門部異常血管 ← 脾臓門脈圧亢進症 脾臓門脈圧亢進症

3626 脾門部異常血管 ← 脾静脈走行異常 脾静脈走行異常

3627 脾門部異常血管 ← 脾門部小動脈瘤 脾門部小動脈瘤

3628 脾門部異常血管 ← 脾門部シャント 脾門部ｼｬﾝﾄ

3629 脾門部異常血管 ← 脾静脈内充実性病変 脾静脈内充実性病変

3630 脾門部異常血管 ← 脾門部静脈拡張 脾門部静脈拡張

3631 脾門部異常血管 ← 脾門部近傍シャント 脾門部近傍ｼｬﾝﾄ

3632 脾門部異常血管 ← 脾静脈拡張 脾静脈拡張

3633 脾門部異常血管 ← 脾門部脈管異常 脾門部脈管異常

3634 脾腫 ← 軽度脾腫 軽度脾腫

3635 脾腫 ← 脾臓腫大（軽度）像 脾臓腫大(軽度)像

3636 脾腫 ← 脾やや腫大 脾やや腫大

3637 脾腫 ← 脾臓腫大像 脾臓腫大像

3638 脾腫 ← 脾腫大 脾腫大

3639 脾腫 ← 脾腫 脾腫

3640 脾腫 ← 脾腫 脾腫

3641 脾腫 ← 脾血管腫 脾血管腫

3642 脾腫 ← 脾臓腫大 脾臓腫大

3643 脾腫 ← 脾臓軽度腫大像 脾臓軽度腫大像

3644 脾門部腫瘤 ← 脾門部腫瘤 脾門部腫瘤

3645 脾門部腫瘤 ← 脾門部腫瘤像 脾門部腫瘤像

3646 副脾 ← 多脾 多脾

3647 副脾 ← 副脾 副脾

3648 副脾 ← 副脾腫大 副脾腫大

3649 脾囊胞 ← 脾囊胞 脾囊胞

3650 脾囊胞 ← 脾のう胞 脾のう胞

3651 脾囊胞 ← 脾のう胞像 脾のう胞像

3652 脾囊胞 ← 脾臓のう胞 脾臓のう胞

3653 脾囊胞 ← 脾臓のう胞症 脾臓のう胞症

3654 脾血管腫 ← 脾血管腫 脾血管腫

3655 脾血管腫 ← 脾血管壁肥厚 脾血管壁肥厚

3656 脾血管腫 ← 脾動脈瘤 脾動脈瘤

3657 脾血管腫 ← 脾静脈閉塞 脾静脈閉塞

3658 脾摘出後 ← 脾臓摘出 脾臓摘出

3659 脾摘出後 ← 脾摘出 脾摘出

3660 脾摘出後 ← 脾臓術後 脾臓術後

3661 脾摘出後 ← 脾臓摘出後 脾臓摘出後

3662 脾摘出後 ← 脾摘出後 脾摘出後

3663 脾摘出後 ← 脾摘後 脾摘後

3664 脾摘出後 ← 脾臓摘出後所見 脾臓摘出後所見

3665 脾摘出後 ← 脾術后 脾術后

3666 脾摘出後 ← 脾臓摘出術後 脾臓摘出術後

3667 脾摘出後 ← 脾臓手術後 脾臓手術後

3668 脾摘出後 ← 脾摘出后 脾摘出后

3669 脾摘出後 ← 脾摘出術後 脾摘出術後

3670 脾描出不能 ← 脾臓非描出 脾臓非描出

3671 脾描出不能 ← 脾臓描出困難 脾臓描出困難

3672 脾描出不能 ← 脾臓描出不可 脾臓描出不可

3673 脾描出不能 ← 脾臓描出不良 脾臓描出不良

3674 脾描出不能 ← 脾臓不明瞭 脾臓不明瞭

3675 脾描出不能 ← 脾描出不能 脾描出不能

3676 脾描出不能 ← 脾描出不良 脾描出不良

3677 脾描出不能 ← 脾描出不良・不明 脾描出不良･不明

3678 脾描出不能 ← 脾臓一部のみ描出 脾臓一部のみ描出

3679 脾描出不能 ← 脾臓描出不能 脾臓描出不能
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3680 脾描出不能 ← 脾臓描出不明瞭 脾臓描出不明瞭

3681 脾描出不能 ← 脾臓描出できず 脾臓描出できず

3682 脾描出不能 ← 脾臓一部不明瞭 脾臓一部不明瞭

3683 腹腔内リンパ節腫大 ← 腹腔内リンパ節腫大 腹腔内ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3684 腹腔内リンパ節腫大 ← 腸間膜リンパ節腫大 腸間膜ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3685 腹腔内リンパ節腫大 ← 傍大動脈リンパ節腫大 傍大動脈ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3686 腹腔内リンパ節腫大 ← 脾門部リンパ節腫大 脾門部ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3687 その他 ← 脾形成不全 脾形成不全

3688 その他 ← 脾臓疾患 脾臓疾患

3689 その他 ← 脾超音波検査の異常所見 脾超音波検査の異常所見

3690 その他 ← 脾臓炎 脾臓炎

3691 その他 ← その他 その他

3692 その他 ← 脾先天異常 脾先天異常

3693 その他 ← 脾臓他所見 脾臓他所見

3694 その他 ← 脾超音波検査異常所見 脾超音波検査異常所見

3695 その他 ← 脾臓びまん性病変 脾臓びまん性病変

3696 その他 ← 脾臓内異常エコー 脾臓内異常ｴｺｰ

3697 その他 ← 脾脂肪変性 脾脂肪変性

3698 その他 ← 脾臓萎縮 脾臓萎縮

3699 その他 ← 脾臓病変 脾臓病変

3700 その他 ← 脾実質不均一エコー 脾実質不均一ｴｺｰ

3701 その他 ← 脾臓限局性病変 脾臓限局性病変

3702 その他 ← 脾臓変形 脾臓変形

3703 その他 ← 脾線維症 脾線維症

3704 コード表　261＿腹部・所見（膵臓） 膵腫瘤 ← 膵腫瘤 膵腫瘤

3705 膵腫瘤 ← 膵臓等エコー腫瘤 膵臓等ｴｺｰ腫瘤

3706 膵腫瘤 ← 膵腫瘤性病変 膵腫瘤性病変

3707 膵腫瘤 ← 膵内結節 膵内結節

3708 膵腫瘤 ← 膵腫瘤像 膵腫瘤像

3709 膵腫瘤 ← 膵臓占拠性病変 膵臓占拠性病変

3710 膵腫瘤 ← 膵臓高エコー腫瘤 膵臓高ｴｺｰ腫瘤

3711 膵腫瘤 ← 膵高輝度腫瘤 膵高輝度腫瘤

3712 膵腫瘤 ← 膵臓腫瘤 膵臓腫瘤

3713 膵腫瘤 ← 膵臓低エコー腫瘤 膵臓低ｴｺｰ腫瘤

3714 膵腫瘍 ← 膵腫瘍 膵腫瘍

3715 膵腫瘍 ← 膵管内乳頭粘液性腫瘍 膵管内乳頭粘液性腫瘍

3716 膵腫瘍 ← 膵腫瘍 膵腫瘍

3717 膵腫瘍 ← 管内乳頭腫瘍 管内乳頭腫瘍

3718 膵腫瘍 ← 膵管内粘液性腫瘍 膵管内粘液性腫瘍

3719 膵腫瘍 ← 膵充実性腫瘍 膵充実性腫瘍

3720 膵腫瘍 ← 膵癌 膵癌

3721 膵腫瘍 ← 膵臓癌 膵臓癌

3722 膵腫瘍 ← 膵脂肪腫 膵脂肪腫

3723 膵腫瘍 ← 膵良性腫瘍 膵良性腫瘍

3724 膵腫瘍 ← 膵臓腫瘍 膵臓腫瘍

3725 膵腫瘍 ← 膵管内乳頭粘液性腫瘍 膵管内乳頭粘液性腫瘍

3726 膵囊胞 ← 膵囊胞 膵囊胞

3727 膵囊胞 ← 膵のう胞像 膵のう胞像

3728 膵囊胞 ← 膵仮性のう胞 膵仮性のう胞

3729 膵囊胞 ← 膵臓のう胞症 膵臓のう胞症

3730 膵囊胞 ← 膵体部のう胞 膵体部のう胞

3731 膵囊胞性腫瘍 ← 膵囊胞性腫瘍 膵囊胞性腫瘍

3732 膵囊胞性腫瘍 ← 膵のう胞腺腫 膵のう胞腺腫

3733 膵囊胞性腫瘍 ← のう胞内乳頭腫 のう胞内乳頭腫

3734 膵石 ← 膵管結石 膵管結石

3735 膵石 ← 膵石症 膵石症

3736 膵石 ← 膵尾部石灰化 膵尾部石灰化

3737 膵石 ← 膵内コメット 膵内ｺﾒｯﾄ

3738 膵石 ← 膵結石 膵結石

3739 膵石 ← 膵管石灰化 膵管石灰化

3740 膵石 ← 膵臓結石 膵臓結石

3741 膵石 ← 膵石 膵石

3742 膵石 ← 膵石灰化 膵石灰化

3743 膵石 ← 膵内結石 膵内結石

3744 膵石 ← 膵石（石灰化） 膵石(石灰化)

3745 膵石 ← 膵石灰化エコー 膵石灰化ｴｺｰ

3746 膵石 ← 膵臓石灰化 膵臓石灰化

3747 膵石 ← 膵頭部石灰化影 膵頭部石灰化影

3748 膵石 ← 膵内石灰化 膵内石灰化

3749 膵管拡張 ← 膵管拡張 膵管拡張

3750 膵管拡張 ← 主膵管拡張 主膵管拡張

3751 膵管拡張 ← 膵管拡張（高度） 膵管拡張(高度)

3752 膵管拡張 ← 膵管壁不整 膵管壁不整

3753 膵管拡張 ← 軽度主膵管拡張 軽度主膵管拡張

3754 膵管拡張 ← 膵管拡張（中等度） 膵管拡張(中等度)

3755 膵管拡張 ← 膵管拡張傾向 膵管拡張傾向

3756 膵管拡張 ← 膵管拡張（軽度） 膵管拡張(軽度)

3757 膵管拡張 ← 膵管拡張症 膵管拡張症

3758 膵管拡張 ← 膵臓膵管拡張 膵臓膵管拡張

3759 膵管拡張 ← 膵管拡張像 膵管拡張像

3760 膵腫大 ← 膵腫大 膵腫大

3761 膵腫大 ← 膵一部腫大 膵一部腫大

3762 膵腫大 ← 膵腫大傾向 膵腫大傾向

3763 膵腫大 ← 膵炎 膵炎

3764 膵腫大 ← 膵限局性腫大 膵限局性腫大

3765 膵腫大 ← 膵臓限局性腫大 膵臓限局性腫大

3766 膵腫大 ← 膵炎後 膵炎後

3767 膵腫大 ← 膵臓腫大 膵臓腫大

3768 膵腫大 ← 膵炎後肥大 膵炎後肥大

3769 膵腫大 ← 膵尾部腫大 膵尾部腫大

3770 膵腫大 ← 膵臓頭部腫大 膵臓頭部腫大

3771 膵腫大 ← 膵肥大 膵肥大

3772 膵腫大 ← 急性膵炎 急性膵炎

3773 膵腫大 ← 膵尾部肥厚 膵尾部肥厚

3774 膵萎縮 ← 膵萎縮 膵萎縮

3775 膵萎縮 ← 膵臓萎縮 膵臓萎縮

3776 膵変形 ← 膵変形 膵変形
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3777 慢性膵炎 ← 慢性膵炎 慢性膵炎

3778 慢性膵炎 ← 膵辺縁不整 膵辺縁不整

3779 慢性膵炎 ← 膵臓表面不整 膵臓表面不整

3780 膵描出不能 ← 膵一部描出不良 膵一部描出不良

3781 膵描出不能 ← 膵臓描出不可 膵臓描出不可

3782 膵描出不能 ← 膵体部描出不良 膵体部描出不良

3783 膵描出不能 ← 膵尾部描出不可 膵尾部描出不可

3784 膵描出不能 ← 膵描出不能 膵描出不能

3785 膵描出不能 ← 膵描出不能 膵描出不能

3786 膵描出不能 ← 膵臓頭部不明瞭 膵臓頭部不明瞭

3787 膵描出不能 ← 膵臓描出不能 膵臓描出不能

3788 膵描出不能 ← 膵頭・尾部描出不良 膵頭･尾部描出不良

3789 膵描出不能 ← 膵尾部描出不良 膵尾部描出不良

3790 膵描出不能 ← 膵描出不良 膵描出不良

3791 膵描出不能 ← 膵臓尾部不明瞭 膵臓尾部不明瞭

3792 膵描出不能 ← 膵臓描出不明瞭 膵臓描出不明瞭

3793 膵描出不能 ← 膵頭部描出不良 膵頭部描出不良

3794 膵描出不能 ← 膵尾部描出不良・不明 膵尾部描出不良･不明

3795 膵描出不能 ← 膵描出不良・不明 膵描出不良･不明

3796 膵描出不能 ← 膵臓描出できず 膵臓描出できず

3797 膵描出不能 ← 膵臓描出不良 膵臓描出不良

3798 膵描出不能 ← 膵頭部描出不良・不明 膵頭部描出不良･不明

3799 膵描出不能 ← 膵尾部不明 膵尾部不明

3800 膵描出不能 ← 膵尾部不明瞭 膵尾部不明瞭

3801 膵描出不能 ← 膵臓描出困難 膵臓描出困難

3802 膵描出不能 ← 膵臓不明瞭 膵臓不明瞭

3803 膵描出不能 ← 膵頭部不明 膵頭部不明

3804 膵描出不能 ← 膵臓体部不明瞭 膵臓体部不明瞭

3805 膵術後 ← 膵術後 膵術後

3806 膵術後 ← 膵術后 膵術后

3807 膵術後 ← 膵臓手術後 膵臓手術後

3808 膵術後 ← 膵臓摘出術後 膵臓摘出術後

3809 膵術後 ← 膵切除 膵切除

3810 膵術後 ← 膵臓切除術後 膵臓切除術後

3811 膵術後 ← 膵体尾部切除 膵体尾部切除

3812 膵術後 ← 膵切除後 膵切除後

3813 膵術後 ← 膵臓摘出後 膵臓摘出後

3814 膵術後 ← 膵部分切除 膵部分切除

3815 膵術後 ← 膵切除術後 膵切除術後

3816 膵術後 ← 膵臓摘出後所見 膵臓摘出後所見

3817 膵術後 ← 膵部分切除術後 膵部分切除術後

3818 膵術後 ← 膵臓部分切除 膵臓部分切除

3819 膵術後 ← 膵尾部摘出後 膵尾部摘出後

3820 その他 ← 膵内脂肪沈着 膵内脂肪沈着

3821 その他 ← 膵脂肪置換 膵脂肪置換

3822 その他 ← 膵臓びまん性病変 膵臓びまん性病変

3823 その他 ← 膵臓病変 膵臓病変

3824 その他 ← 膵一部低エコー 膵一部低ｴｺｰ

3825 その他 ← 膵実質エコーレベル低下 膵実質ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ低下

3826 その他 ← 膵臓内部エコー粗雑 膵臓内部ｴｺｰ粗雑

3827 その他 ← 膵内低エコー 膵内低ｴｺｰ

3828 その他 ← その他 その他

3829 その他 ← 脂肪膵 脂肪膵

3830 その他 ← 膵脂肪沈着 膵脂肪沈着

3831 その他 ← 膵臓脂肪沈着 膵臓脂肪沈着

3832 その他 ← 高輝度膵 高輝度膵

3833 その他 ← 膵高エコー 膵高ｴｺｰ

3834 その他 ← 膵実質不均一エコー 膵実質不均一ｴｺｰ

3835 その他 ← 膵体部形不整 膵体部形不整

3836 その他 ← 膵内低エコー域 膵内低ｴｺｰ域

3837 その他 ← 膵局在性病変 膵局在性病変

3838 その他 ← 膵脂肪変性 膵脂肪変性

3839 その他 ← 膵臓疾患 膵臓疾患

3840 その他 ← 膵異常エコー 膵異常ｴｺｰ

3841 その他 ← 膵高エコーレベル 膵高ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ

3842 その他 ← 膵臓高エコーレベル 膵臓高ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ

3843 その他 ← 膵内エコー粗 膵内ｴｺｰ粗

3844 その他 ← 膵内部エコー不均一 膵内部ｴｺｰ不均一

3845 その他 ← 膵限局性脂肪浸潤 膵限局性脂肪浸潤

3846 その他 ← 膵実質粗造 膵実質粗造

3847 その他 ← 膵臓限局性病変 膵臓限局性病変

3848 その他 ← 膵異常陰影 膵異常陰影

3849 その他 ← 膵高輝度像 膵高輝度像

3850 その他 ← 膵臓実質エコー不均一 膵臓実質ｴｺｰ不均一

3851 その他 ← 膵内異常エコー 膵内異常ｴｺｰ

3852 その他 ← 膵内部エコー不整 膵内部ｴｺｰ不整

3853 その他 ← 膵脂肪化 膵脂肪化

3854 その他 ← 膵線維症 膵線維症

3855 その他 ← 膵臓内限局 膵臓内限局

3856 その他 ← 膵一部高エコー 膵一部高ｴｺｰ

3857 その他 ← 膵実質エコーレベル上昇 膵実質ｴｺｰﾚﾍﾞﾙ上昇

3858 その他 ← 膵臓低エコー域 膵臓低ｴｺｰ域

3859 その他 ← 膵内高エコー 膵内高ｴｺｰ

3860 コード表　261＿腹部・所見（前立腺） 前立腺腫大 ← 前立腺腫大 前立腺腫大

3861 前立腺癌 ← 前立腺癌 前立腺癌

3862 前立腺癌 ← 前立腺腫瘤性病変 前立腺腫瘤性病変

3863 前立腺腫瘍 ← 前立腺腫瘍 前立腺腫瘍

3864 前立腺腫瘤 ← 前立腺腫瘤 前立腺腫瘤

3865 前立腺石灰化 ← 前立腺石灰化像 前立腺石灰化像

3866 前立腺石灰化 ← 前立腺石灰化 前立腺石灰化

3867 前立腺石灰化 ← 前立腺内石灰化 前立腺内石灰化

3868 前立腺嚢胞 ← 前立腺嚢胞 前立腺嚢胞

3869 前立腺嚢胞 ← 前立腺のう胞 前立腺のう胞

3870 前立腺肥大 ← 軽度前立腺肥大 軽度前立腺肥大

3871 前立腺肥大 ← 前立腺肥大 前立腺肥大

3872 前立腺術後 ← 前立腺術后 前立腺術后

3873 前立腺術後 ← 前立腺術後 前立腺術後
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3874 前立腺描出不良 ← 前立腺不明瞭 前立腺不明瞭

3875 前立腺描出不良 ← 前立腺描出不良 前立腺描出不良

3876 コード表　261＿腹部・所見（副腎） 副腎腫大 ← 副腎腫大 副腎腫大

3877 副腎癌 ← 副腎褐色細胞腫 副腎褐色細胞腫

3878 副腎癌 ← 副腎癌 副腎癌

3879 副腎腫瘍 ← 副腎腺腫 副腎腺腫

3880 副腎腫瘍 ← 副腎腫瘍 副腎腫瘍

3881 副腎腫瘤 ← 副腎腫瘤 副腎腫瘤

3882 副腎腫瘤 ← 副腎のう胞性腫瘤 副腎のう胞性腫瘤

3883 副腎石灰化 ← 副腎石灰化 副腎石灰化

3884 副腎嚢胞 ← 副腎のう胞 副腎のう胞

3885 副腎嚢胞 ← 副腎嚢胞 副腎嚢胞

3886 副腎嚢胞 ← 副腎嚢腫 副腎嚢腫

3887 副腎肥大 ← 副腎肥大 副腎肥大

3888 副腎術後 ← 副腎術後 副腎術後

3889 副腎描出不良 ← 副腎描出不良 副腎描出不良

3890 コード表　261＿腹部・所見（リンパ） 悪性リンパ腫 ← 悪性リンパ腫 悪性ﾘﾝﾊﾟ腫

3891 リンパ腫 ← リンパ腫 ﾘﾝﾊﾟ腫

3892 リンパ節腫大 ← リンパ節腫脹 ﾘﾝﾊﾟ節腫脹

3893 リンパ節腫大 ← リンパ節腫大 ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3894 リンパ節腫大 ← リンパ節の腫大 ﾘﾝﾊﾟ節の腫大

3895 リンパ節腫大 ← 腹部リンパ節腫大 腹部ﾘﾝﾊﾟ節腫大

3896 リンパのう腫 ← リンパのう腫 ﾘﾝﾊﾟのう腫

3897 コード表　261＿腹部・所見（甲状腺） 甲状腺腫大 ← 甲状腺腫大 甲状腺腫大

3898 甲状腺腫大 ← 甲状腺腫大像 甲状腺腫大像

3899 甲状腺腫大 ← 甲状腺肥大 甲状腺肥大

3900 甲状腺腫大 ← 甲状腺腺腫様結節 甲状腺腺腫様結節

3901 甲状腺癌 ← 甲状腺癌 甲状腺癌

3902 甲状腺腫瘍 ← 甲状腺腫瘍像 甲状腺腫瘍像

3903 甲状腺腫瘍 ← 甲状腺腫瘍 甲状腺腫瘍

3904 甲状腺腫瘍 ← 甲状腺腫瘤 甲状腺腫瘤

3905 甲状腺腫瘍 ← 甲状腺腫 甲状腺腫

3906 甲状腺腫瘤 ← 甲状腺のう胞性腫瘤 甲状腺のう胞性腫瘤

3907 甲状腺石灰化 ← 甲状腺石灰化 甲状腺石灰化

3908 甲状腺嚢胞 ← 甲状腺のう胞 甲状腺のう胞

3909 甲状腺嚢胞 ← 甲状腺嚢胞 甲状腺嚢胞

3910 甲状腺嚢胞 ← 甲状腺炎 甲状腺炎

3911 甲状腺嚢胞 ← 甲状腺低エコー域 甲状腺低ｴｺｰ域

3912 甲状腺肥大 ← 甲状腺肥大 甲状腺肥大

3913 甲状腺術後 ← 甲状腺切除後 甲状腺切除後

3914 甲状腺術後 ← 甲状腺術後 甲状腺術後

3915 甲状腺術後 ← 甲状腺摘出後 甲状腺摘出後

3916 甲状腺描出不良 ← 甲状腺描出不良 甲状腺描出不良

3917 甲状腺萎縮 ← 甲状腺萎縮 甲状腺萎縮

3918 甲状腺病変 ← 甲状腺病変 甲状腺病変

3919 慢性甲状腺炎 ← 慢性甲状腺炎 慢性甲状腺炎

3920 コード表　261＿腹部・所見（卵巣） 卵巣腫大 ← 卵巣嚢腫 卵巣嚢腫

3921 卵巣腫大 ← 卵巣腫大 卵巣腫大

3922 卵巣腫大 ← 卵巣皮様嚢腫 卵巣皮様嚢腫

3923 卵巣腫大 ← 卵巣チョコレート嚢腫 卵巣ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫

3924 卵巣腫大 ← 卵巣類皮のう胞腫 卵巣類皮のう胞腫

3925 卵巣癌 ← 卵巣癌 卵巣癌

3926 卵巣腫瘍 ← 卵管水腫 卵管水腫

3927 卵巣腫瘍 ← 卵巣腫瘍 卵巣腫瘍

3928 卵巣腫瘍 ← 卵管留水腫 卵管留水腫

3929 卵巣腫瘤 ← 卵巣のう胞性腫瘤 卵巣のう胞性腫瘤

3930 卵巣腫瘤 ← 卵巣腫瘤 卵巣腫瘤

3931 卵巣腫瘤 ← 卵巣腫瘤性病変 卵巣腫瘤性病変

3932 卵巣石灰化 ← 卵巣石灰化 卵巣石灰化

3933 卵巣嚢胞 ← 卵巣嚢胞 卵巣嚢胞

3934 卵巣嚢胞 ← 卵巣のう胞 卵巣のう胞

3935 卵巣嚢胞 ← 卵巣多胞性のう胞 卵巣多胞性のう胞

3936 卵巣嚢胞 ← 卵巣単胞性のう胞 卵巣単胞性のう胞

3937 卵巣肥大 ← 卵巣肥大 卵巣肥大

3938 卵巣術後 ← 卵巣一部摘出後 卵巣一部摘出後

3939 卵巣術後 ← 卵巣術後 卵巣術後

3940 卵巣術後 ← 卵巣術后 卵巣術后

3941 卵巣術後 ← 卵巣摘出 卵巣摘出

3942 卵巣描出不良 ← 卵巣描写せず 卵巣描写せず

3943 卵巣描出不良 ← 卵巣描出不良 卵巣描出不良

3944 卵巣描出不良 ← 卵巣不明瞭 卵巣不明瞭

3945 卵巣病変 ← 卵巣病変 卵巣病変

3946 卵巣機能不全 ← 卵巣機能不全 卵巣機能不全

3947 卵巣子宮内膜症 ← 卵巣子宮内膜症 卵巣子宮内膜症

3948 コード表　261＿腹部・所見（腎臓） 腎腫瘍 ← 実質性腫瘍 実質性腫瘍

3949 腎腫瘍 ← 腎細胞癌 腎細胞癌

3950 腎腫瘍 ← 腎臓腫瘍 腎臓腫瘍

3951 腎腫瘍 ← 腎中心エコー解離 腎中心ｴｺｰ解離

3952 腎腫瘍 ← 腎腫瘍 腎腫瘍

3953 腎腫瘍 ← 充実性腫瘍 充実性腫瘍

3954 腎腫瘍 ← 腎実質性腫瘍 腎実質性腫瘍

3955 腎腫瘍 ← 腎臓がん 腎臓がん

3956 腎腫瘍 ← 腎低エコー腫瘤 腎低ｴｺｰ腫瘤

3957 腎腫瘍 ← 腎臓癌 腎臓癌

3958 腎腫瘍 ← 腎腫瘍 腎腫瘍

3959 腎腫瘍 ← 腎転移 腎転移

3960 腎腫瘍 ← 腎内結節 腎内結節

3961 腎腫瘍 ← 腫瘍 腫瘍

3962 腎腫瘍 ← 腎充実性腫瘍 腎充実性腫瘍

3963 腎腫瘍 ← 腎ポリープ 腎ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

3964 腎腫瘍 ← 腎盂癌 腎盂癌

3965 腎腫瘍 ← 腎悪性腫瘍 腎悪性腫瘍

3966 腎腫瘍 ← 腎盂尿管腫瘍 腎盂尿管腫瘍

3967 腎腫瘍 ← 腎過誤腫 腎過誤腫

3968 腎腫瘍 ← 腎盂腫瘍 腎盂腫瘍

3969 腎血管筋脂肪腫 ← 腎血管筋脂肪腫 腎血管筋脂肪腫

3970 腎血管筋脂肪腫 ← 血管腫 血管腫
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
3971 腎血管筋脂肪腫 ← 腎血腫 腎血腫

3972 腎血管筋脂肪腫 ← 腎静脈拡張 腎静脈拡張

3973 腎血管筋脂肪腫 ← 血管筋脂肪腫 血管筋脂肪腫

3974 腎血管筋脂肪腫 ← 腎血管筋脂肪腫 腎血管筋脂肪腫

3975 腎血管筋脂肪腫 ← 腎静脈拡張症 腎静脈拡張症

3976 腎血管筋脂肪腫 ← 腎血管腫 腎血管腫

3977 腎血管筋脂肪腫 ← 腎脂肪浸潤 腎脂肪浸潤

3978 腎血管筋脂肪腫 ← 腎静脈狭窄 腎静脈狭窄

3979 腎血管筋脂肪腫 ← 腎血管腫 腎血管腫

3980 腎血管筋脂肪腫 ← 腎内脂肪腫 腎内脂肪腫

3981 腎血管筋脂肪腫 ← 腎脂肪腫 腎脂肪腫

3982 腎血管筋脂肪腫 ← 腎静脈走行異常 腎静脈走行異常

3983 腎囊胞 ← 腎囊胞 腎囊胞

3984 腎囊胞 ← 腎のう胞 腎のう胞

3985 腎囊胞 ← 腎のう胞多数 腎のう胞多数

3986 腎囊胞 ← 腎濃縮のう胞 腎濃縮のう胞

3987 腎囊胞 ← のう胞 のう胞

3988 腎囊胞 ← 腎のう胞様 腎のう胞様

3989 腎囊胞 ← 腎のう胞壁 腎のう胞壁

3990 腎囊胞 ← のう胞像 のう胞像

3991 腎囊胞 ← 腎多発のう胞 腎多発のう胞

3992 腎囊胞 ← 腎のう胞内出血 腎のう胞内出血

3993 腎囊胞 ← のう胞様 のう胞様

3994 腎囊胞 ← 腎嚢胞 腎嚢胞

3995 腎囊胞 ← のう胞腎 のう胞腎

3996 腎囊胞 ← 腎のう胞像 腎のう胞像

3997 多発性囊胞腎 ← 多発性囊胞腎 多発性囊胞腎

3998 多発性囊胞腎 ← 腎臓多のう胞腎 腎臓多のう胞腎

3999 多発性囊胞腎 ← 多発性のう胞 多発性のう胞

4000 腎囊胞性腫瘤 ← 腎囊胞性腫瘤 腎囊胞性腫瘤

4001 腎囊胞性腫瘤 ← 腫瘤 腫瘤

4002 腎囊胞性腫瘤 ← 腎腫瘤性病変 腎腫瘤性病変

4003 腎囊胞性腫瘤 ← のう胞内腫瘤 のう胞内腫瘤

4004 腎囊胞性腫瘤 ← 腫瘤性病変 腫瘤性病変

4005 腎囊胞性腫瘤 ← 腎腫瘤様 腎腫瘤様

4006 腎囊胞性腫瘤 ← 腎盂腫瘤 腎盂腫瘤

4007 腎囊胞性腫瘤 ← 腫瘤像 腫瘤像

4008 腎囊胞性腫瘤 ← 腎腫瘤 腎腫瘤

4009 腎囊胞性腫瘤 ← 腎盂内腫瘤 腎盂内腫瘤

4010 腎囊胞性腫瘤 ← 腎臓腫瘤 腎臓腫瘤

4011 腎囊胞性腫瘤 ← 腎のう胞性腫瘤 腎のう胞性腫瘤

4012 腎囊胞性腫瘤 ← 腎臓腫瘤性病変 腎臓腫瘤性病変

4013 腎囊胞性腫瘤 ← のう胞性腫瘤 のう胞性腫瘤

4014 腎囊胞性腫瘍 ← 腎囊胞性腫瘍 腎囊胞性腫瘍

4015 腎囊胞性腫瘍 ← 腎のう腫 腎のう腫

4016 腎囊胞性腫瘍 ← 腎のう胞性腫瘍 腎のう胞性腫瘍

4017 腎囊胞性腫瘍 ← のう胞性腫瘍 のう胞性腫瘍

4018 腎囊胞性腫瘍 ← 腎膿瘍 腎膿瘍

4019 腎石灰化 ← 腎石灰化 腎石灰化

4020 腎石灰化 ← 小石灰化 小石灰化

4021 腎石灰化 ← 腎のう胞内石灰化 腎のう胞内石灰化

4022 腎石灰化 ← のう胞内結石 のう胞内結石

4023 腎石灰化 ← のう胞石灰化 のう胞石灰化

4024 腎結石 ← 腎結石 腎結石

4025 腎結石 ← 腎結石 腎結石

4026 腎結石 ← 腎石灰化影 腎石灰化影

4027 腎結石 ← 腎臓石灰化 腎臓石灰化

4028 腎結石 ← 腎尿管結石 腎尿管結石

4029 腎結石 ← 結石石灰化 結石石灰化

4030 腎結石 ← 腎石灰沈着 腎石灰沈着

4031 腎結石 ← 腎臓石灰沈着 腎臓石灰沈着

4032 腎結石 ← 腎尿路結石 腎尿路結石

4033 腎結石 ← 結石様エコー 結石様ｴｺｰ

4034 腎結石 ← 腎石灰沈着症 腎石灰沈着症

4035 腎結石 ← 腎内石灰化 腎内石灰化

4036 腎結石 ← 石灰化 石灰化

4037 腎結石 ← 腎小石灰化 腎小石灰化

4038 腎結石 ← 腎臓結石 腎臓結石

4039 腎結石 ← 腎内石灰化像 腎内石灰化像

4040 腎結石 ← 尿管結石 尿管結石

4041 腎結石 ← 腎石灰化 腎石灰化

4042 腎結石 ← 多発性腎結石 多発性腎結石

4043 腎結石 ← 多発性腎臓結石 多発性腎臓結石

4044 腎結石 ← 多発性腎結石 多発性腎結石

4045 腎盂拡張 ← 腎盂拡張 腎盂拡張

4046 腎盂拡張 ← 腎外腎孟 腎外腎孟

4047 腎盂拡張 ← 腎外腎盂拡張 腎外腎盂拡張

4048 腎盂拡張 ← 腎盂異常陰影 腎盂異常陰影

4049 水腎症 ← 水腎症 水腎症

4050 水腎症 ← 腎洞内脂肪沈着症 腎洞内脂肪沈着症

4051 水腎症 ← 水腎症様 水腎症様

4052 馬蹄腎 ← 馬蹄腎 馬蹄腎

4053 腎の変形 ← 腎の変形 腎の変形

4054 腎の変形 ← 形状不整 形状不整

4055 腎の変形 ← 形成不全 形成不全

4056 腎の変形 ← 形態異常 形態異常

4057 腎の変形 ← 腎欠損 腎欠損

4058 腎の変形 ← 腎サイズの左右差 腎ｻｲｽﾞの左右差

4059 腎の変形 ← 腎奇形 腎奇形

4060 腎の変形 ← 腎発育不良 腎発育不良

4061 腎の変形 ← 軽度腫大 軽度腫大

4062 腎の変形 ← 下垂 下垂

4063 腎の変形 ← 腎臓奇形 腎臓奇形

4064 腎の変形 ← 腎皮質萎縮 腎皮質萎縮

4065 腎の変形 ← 腎軽度腫大 腎軽度腫大

4066 腎の変形 ← 腎下方偏移 腎下方偏移

4067 腎の変形 ← 腎臓変形 腎臓変形
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4068 腎の変形 ← 腎孟変形 腎孟変形

4069 腎の変形 ← 腫大 腫大

4070 腎の変形 ← 腎回転異常 腎回転異常

4071 腎の変形 ← 腎動静脈奇形 腎動静脈奇形

4072 腎の変形 ← 腎外腎孟 腎外腎孟

4073 腎の変形 ← 腫大突出 腫大突出

4074 腎の変形 ← 奇形 奇形

4075 腎の変形 ← 腎変形 腎変形

4076 腎の変形 ← 腎偽腫瘍 腎偽腫瘍

4077 腎の変形 ← 腎臓腫大 腎臓腫大

4078 腎の変形 ← 腎腫大突出 腎腫大突出

4079 腎の変形 ← 腎形成不全 腎形成不全

4080 腎の変形 ← 腎柱肥大 腎柱肥大

4081 腎の変形 ← 腎皮質肥厚 腎皮質肥厚

4082 腎の変形 ← 腎辺縁不整 腎辺縁不整

4083 腎の変形 ← 腎盂拡張症 腎盂拡張症

4084 腎の変形 ← 腎動静脈瘻 腎動静脈瘻

4085 腎の変形 ← 腎肥大 腎肥大

4086 腎の変形 ← 腎重複腎盂 腎重複腎盂

4087 腎の変形 ← 腎低形成 腎低形成

4088 腎の変形 ← 腎皮質不整像 腎皮質不整像

4089 腎の変形 ← 腎孟拡張 腎孟拡張

4090 腎の変形 ← 腎盂拡張像 腎盂拡張像

4091 腎の変形 ← 腎動脈瘤 腎動脈瘤

4092 腎の変形 ← 腎ベルタン柱 腎ﾍﾞﾙﾀﾝ柱

4093 腎の変形 ← 腎臓重複腎孟 腎臓重複腎孟

4094 腎の変形 ← 腎杯拡張 腎杯拡張

4095 腎の変形 ← 腎皮質菲薄 腎皮質菲薄

4096 腎の変形 ← 腎輪郭変形 腎輪郭変形

4097 腎の変形 ← 腎盂狭窄 腎盂狭窄

4098 腎の変形 ← 腎腫張 腎腫張

4099 腎の変形 ← 腎胎児性分葉 腎胎児性分葉

4100 腎の変形 ← 腎杯憩室 腎杯憩室

4101 腎の変形 ← 腎皮質菲薄化 腎皮質菲薄化

4102 腎の変形 ← 腎盂解離 腎盂解離

4103 腎の変形 ← 腎盂憩室 腎盂憩室

4104 腎の変形 ← 腎形状不整 腎形状不整

4105 腎の変形 ← 腎代償性肥大 腎代償性肥大

4106 腎の変形 ← 腎皮質過形成 腎皮質過形成

4107 腎の変形 ← 腎辺縁突出 腎辺縁突出

4108 腎の変形 ← 腎盂拡大 腎盂拡大

4109 腎の変形 ← 腎盂軽度拡張 腎盂軽度拡張

4110 腎血管性病変 ← 腎血管性病変 腎血管性病変

4111 腎萎縮 ← 腎萎縮 腎萎縮

4112 腎萎縮 ← 萎縮腎 萎縮腎

4113 腎萎縮 ← 萎縮 萎縮

4114 腎萎縮 ← 萎縮像 萎縮像

4115 腎萎縮 ← 委縮ぎみ 委縮ぎみ

4116 腎萎縮 ← 軽度萎縮 軽度萎縮

4117 腎萎縮 ← 萎縮傾向 萎縮傾向

4118 腎萎縮 ← 腎矮小 腎矮小

4119 腎萎縮 ← 腎萎縮像 腎萎縮像

4120 慢性腎障害 ← 腎機能障害 腎機能障害

4121 慢性腎障害 ← 腎障害 腎障害

4122 腎炎 ← 腎炎 腎炎

4123 手術後 ← 手術後 手術後

4124 手術後 ← 移植後 移植後

4125 手術後 ← 術後 術後

4126 手術後 ← 術后 術后

4127 手術後 ← 腎手術後 腎手術後

4128 手術後 ← 腎術後 腎術後

4129 手術後 ← 腎切除術後 腎切除術後

4130 手術後 ← 腎臓移植後 腎臓移植後

4131 腎摘出後 ← 腎摘出後 腎摘出後

4132 腎摘出後 ← 腎全摘 腎全摘

4133 腎摘出後 ← 腎臓摘出術後 腎臓摘出術後

4134 腎摘出後 ← 腎臓摘出 腎臓摘出

4135 腎摘出後 ← 腎摘出 腎摘出

4136 腎摘出後 ← 腎摘後 腎摘後

4137 腎摘出後 ← 腎摘出後 腎摘出後

4138 腎摘出後 ← 腎臓摘出後 腎臓摘出後

4139 腎摘出後 ← 腎摘出術後 腎摘出術後

4140 腎摘出後 ← 腎臓摘出後所見 腎臓摘出後所見

4141 腎摘出後 ← 腎臓描出不良 腎臓描出不良

4142 腎描出不能 ← 腎描出不能 腎描出不能

4143 腎描出不能 ← 腎確認不能 腎確認不能

4144 腎描出不能 ← 腎先天性欠損 腎先天性欠損

4145 腎描出不能 ← 腎臓単一腎 腎臓単一腎

4146 腎描出不能 ← 腎無形成 腎無形成

4147 腎臓その他 ← 腎臓その他 腎臓その他

4148 腎臓その他 ← 腎局在性病変 腎局在性病変

4149 腎臓その他 ← 腎実質粗 腎実質粗

4150 腎臓その他 ← 腎低エコー 腎低ｴｺｰ

4151 腎臓その他 ← 腎盂腎炎 腎盂腎炎

4152 腎臓その他 ← 腎結核 腎結核

4153 腎臓その他 ← 腎実質披薄化 腎実質披薄化

4154 腎臓その他 ← 腎透析中 腎透析中

4155 腎臓その他 ← 腎結核腫 腎結核腫

4156 腎臓その他 ← 腎線維症 腎線維症

4157 腎臓その他 ← 腎病変 腎病変

4158 腎臓その他 ← 腎梗塞 腎梗塞

4159 腎臓その他 ← 腎臓限局性病変 腎臓限局性病変

4160 腎臓その他 ← 腎不全 腎不全

4161 腎臓その他 ← 腎実質性病変 腎実質性病変

4162 腎臓その他 ← 腎臓透析中 腎臓透析中

4163 腎臓その他 ← 腎高エコー 腎高ｴｺｰ

4164 コード表　261＿腹部・所見（尿管） 尿管結石 ← 尿管結石 尿管結石
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4165 尿管結石 ← 尿管膀胱移行部結石 尿管膀胱移行部結石

4166 尿管拡張 ← 尿管拡張 尿管拡張

4167 尿管拡張 ← 腎尿路拡張 腎尿路拡張

4168 尿管拡張 ← 尿管拡張症 尿管拡張症

4169 尿管拡張 ← 尿管拡張像 尿管拡張像

4170 尿管癌 ← 尿管癌 尿管癌

4171 尿管腫瘍 ← 尿管腫瘍 尿管腫瘍

4172 尿管腫瘤 ← 尿管腫瘤 尿管腫瘤

4173 尿管腫瘤 ← 尿管瘤 尿管瘤

4174 尿管壁肥厚 ← 尿管壁肥厚 尿管壁肥厚

4175 コード表　261＿腹部・所見（膀胱） 膀胱腫瘤 ← 膀胱瘤 膀胱瘤

4176 膀胱腫瘤 ← 膀胱ポリープ 膀胱ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4177 膀胱腫瘤 ← 膀胱腫瘤 膀胱腫瘤

4178 膀胱腫瘤 ← 膀胱内ポリープ 膀胱内ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4179 膀胱腫瘤 ← 膀胱腫瘤性病変 膀胱腫瘤性病変

4180 膀胱腫瘤 ← 膀胱内隆起性病変 膀胱内隆起性病変

4181 膀胱腫瘤 ← 膀胱隆起性病変 膀胱隆起性病変

4182 膀胱腫瘍 ← 膀胱腫瘍 膀胱腫瘍

4183 膀胱腫瘍 ← 膀胱腫瘍像 膀胱腫瘍像

4184 膀胱腫瘍 ← 膀胱乳頭腫 膀胱乳頭腫

4185 膀胱腫瘍 ← 膀胱癌 膀胱癌

4186 膀胱腫瘍 ← 膵悪性腫瘍 膵悪性腫瘍

4187 膀胱壁肥厚 ← 膀胱びまん性壁肥厚 膀胱びまん性壁肥厚

4188 膀胱壁肥厚 ← 膀胱壁肥厚 膀胱壁肥厚

4189 膀胱壁肥厚 ← 膀胱壁不整 膀胱壁不整

4190 膀胱壁肥厚 ← 膀胱壁異常 膀胱壁異常

4191 膀胱壁肥厚 ← 膀胱壁肉柱形成 膀胱壁肉柱形成

4192 膀胱憩室 ← 膀胱憩室 膀胱憩室

4193 膀胱その他 ← 膀胱萎縮 膀胱萎縮

4194 膀胱その他 ← 膀胱術後 膀胱術後

4195 膀胱その他 ← 膀胱描出不良 膀胱描出不良

4196 膀胱その他 ← 膀胱一部不明瞭 膀胱一部不明瞭

4197 膀胱その他 ← 膀胱脱 膀胱脱

4198 膀胱その他 ← 膀胱病変 膀胱病変

4199 膀胱その他 ← 膀胱拡張 膀胱拡張

4200 膀胱その他 ← 膀胱内デブリ 膀胱内ﾃﾞﾌﾞﾘ

4201 膀胱その他 ← 膀胱不明瞭 膀胱不明瞭

4202 膀胱その他 ← 膀胱結石 膀胱結石

4203 膀胱その他 ← 膀胱内デブリス 膀胱内ﾃﾞﾌﾞﾘｽ

4204 膀胱その他 ← 膀胱変形 膀胱変形

4205 膀胱その他 ← 膀胱残尿 膀胱残尿

4206 膀胱その他 ← 膀胱内高エコー域 膀胱内高ｴｺｰ域

2713 コード表　270＿頭部・部位（位置） 右葉 ← 右葉 右葉

2714 左葉 ← 左葉 左葉

2715 両葉 ← 両葉 両葉

2716 右 ← 右 右

2717 左 ← 左 左

2718 左右 ← 左右 左右

2719 コード表　270＿頭部・部位（大きさ） ５ｍｍ未満 ← ５ｍｍ未満 5mm未満

2720 １０ｍｍ未満 ← １０ｍｍ未満 10mm未満

2721 １０～１９．９ｍｍ ← １０～１９．９ｍｍ 10~19.9mm

2722 ２０～２９．９ｍｍ ← ２０～２９．９ｍｍ 20~29.9mm

2723 ３０～４９．９ｍｍ ← ３０～４９．９ｍｍ 30~49.9mm

2724 ５０ｍｍ以上 ← ５０ｍｍ以上 50mm以上

2725 巨大 ← 巨大 巨大

2726 コード表　270＿頭部・部位（個数） １個 ← １個 1個

2727 ２－４個 ← ２－４個 2-4個

2728 ５個以上 ← ５個以上 5個以上

2729 単発 ← 単発 単発

2730 多数 ← 多数 多数

4207 コード表　271＿頭部・所見 加齢性変化 ← 加齢性変化 加齢性変化

4208 加齢的脳萎縮 ← 加齢的脳萎縮 加齢的脳萎縮

4209 解離性大動脈瘤 ← 解離性大動脈瘤 解離性大動脈瘤

4210 冠硬化症 ← 冠硬化症 冠硬化症

4211 管状腺腫 ← 管状腺腫 管状腺腫

4212 頚動脈狭窄症 ← 頚動脈狭窄症 頚動脈狭窄症

4213 小梗塞巣 ← 小梗塞巣 小梗塞巣

4214 小脳テント ← 小脳テント 小脳ﾃﾝﾄ

4215 小脳疾患 ← 小脳疾患 小脳疾患

4216 小脳動脈 ← 小脳動脈 小脳動脈

4217 松果体嚢胞 ← 松果体嚢胞 松果体嚢胞

4218 側頭下窩 ← 側頭下窩 側頭下窩

4219 大脳鎌 ← 大脳鎌 大脳鎌

4220 大脳鎌脂肪腫 ← 大脳鎌脂肪腫 大脳鎌脂肪腫

4221 大脳基底核の石灰沈着 ← 大脳基底核の石灰沈着 大脳基底核の石灰沈着

4222 大脳疾患 ← 大脳疾患 大脳疾患

4223 大脳白質の低吸収所見 ← 大脳白質の低吸収所見 大脳白質の低吸収所見

4224 大脳白質病変 ← 大脳白質病変 大脳白質病変

4225 頭蓋骨腫瘍 ← 頭蓋骨腫瘍 頭蓋骨腫瘍

4226 頭蓋骨腫瘤 ← 頭蓋骨腫瘤 頭蓋骨腫瘤

4227 頭蓋骨病変 ← 頭蓋骨病変 頭蓋骨病変

4228 脳萎縮 ← 脳萎縮 脳萎縮

4229 脳幹部疾患 ← 脳幹部疾患 脳幹部疾患

4230 脳奇形 ← 脳奇形 脳奇形

4231 脳虚血性変化 ← 脳虚血性変化 脳虚血性変化

4232 脳血管奇形 ← 脳血管奇形 脳血管奇形

4233 脳梗塞 ← 脳梗塞 脳梗塞

4234 脳梗塞巣 ← 脳梗塞巣 脳梗塞巣

4235 脳溝 ← 脳溝 脳溝

4236 脳挫傷 ← 脳挫傷 脳挫傷

4237 脳室間腔 ← 脳室間腔 脳室間腔

4238 脳室周囲の低吸収所見 ← 脳室周囲の低吸収所見 脳室周囲の低吸収所見

4239 脳手術後 ← 脳手術後 脳手術後

4240 脳腫瘍 ← 脳腫瘍 脳腫瘍

4241 脳出血 ← 脳出血 脳出血

4242 脳出血瘢痕 ← 脳出血瘢痕 脳出血瘢痕

4243 脳性脈奇形 ← 脳性脈奇形 脳性脈奇形
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4244 脳槽 ← 脳槽 脳槽

4245 脳動静脈奇形 ← 脳動静脈奇形 脳動静脈奇形

4246 脳動脈硬化症 ← 脳動脈硬化症 脳動脈硬化症

4247 脳動脈瘤 ← 脳動脈瘤 脳動脈瘤

4248 脳内異物 ← 脳内異物 脳内異物

4249 脳内血腫 ← 脳内血腫 脳内血腫

4250 脳内動脈硬化 ← 脳内動脈硬化 脳内動脈硬化

4251 脳軟化症 ← 脳軟化症 脳軟化症

4252 脳梁 ← 脳梁 脳梁

4253 コード表　280＿乳房・部位 両乳頭部 ← 両乳頭部 両乳頭部

4254 両乳房 ← 両乳房 両乳房

4255 左Ｗ全体 ← 左Ｗ全体 左W全体

4256 左Ａ領域（内側上部） ← 左Ａ領域（内側上部） 左A領域(内側上部)

4257 左Ｂ領域（内側下部） ← 左Ｂ領域（内側下部） 左B領域(内側下部)

4258 左Ｃ領域（外側上部） ← 左Ｃ領域（外側上部） 左C領域(外側上部)

4259 左Ｃ’腋窩（わき部分） ← 左Ｃ’腋窩（わき部分） 左C'腋窩(わき部分)

4260 左Ｄ領域（外側下部） ← 左Ｄ領域（外側下部） 左D領域(外側下部)

4261 左Ｅ領域（乳輪部分） ← 左Ｅ領域（乳輪部分） 左E領域(乳輪部分)

4262 左Ｘ ← 左Ｘ 左X

4263 左Ｕ ← 左Ｕ 左U

4264 左Ｍ ← 左Ｍ 左M

4265 左Ｌ ← 左Ｌ 左L

4266 左Ｓ ← 左Ｓ 左S

4267 左Ｏ ← 左Ｏ 左O

4268 左Ｉ ← 左Ｉ 左I

4269 左Ｓ ← 左Ｓ 左S

4270 左Ｃ ← 左Ｃ 左C

4271 左Ｍ ← 左Ｍ 左M

4272 左Ｐ ← 左Ｐ 左P

4273 左Ｏ ← 左Ｏ 左O

4274 左Ｘ ← 左Ｘ 左X

4275 右Ｗ全体 ← 右Ｗ全体 右W全体

4276 右Ａ領域（内側上部） ← 右Ａ領域（内側上部） 右A領域(内側上部)

4277 右Ｂ領域（内側下部） ← 右Ｂ領域（内側下部） 右B領域(内側下部)

4278 右Ｃ領域（外側上部） ← 右Ｃ領域（外側上部） 右C領域(外側上部)

4279 右Ｃ’腋窩（わき部分） ← 右Ｃ’腋窩（わき部分） 右C'腋窩(わき部分)

4280 右Ｄ領域（外側下部） ← 右Ｄ領域（外側下部） 右D領域(外側下部)

4281 右Ｅ領域（乳輪部分） ← 右Ｅ領域（乳輪部分） 右E領域(乳輪部分)

4282 右Ｘ ← 右Ｘ 右X

4283 右Ｕ ← 右Ｕ 右U

4284 右Ｍ ← 右Ｍ 右M

4285 右Ｌ ← 右Ｌ 右L

4286 右Ｓ ← 右Ｓ 右S

4287 右Ｏ ← 右Ｏ 右O

4288 右Ｉ ← 右Ｉ 右I

4289 右Ｓ ← 右Ｓ 右S

4290 右Ｃ ← 右Ｃ 右C

4291 右Ｍ ← 右Ｍ 右M

4292 右Ｐ ← 右Ｐ 右P

4293 右Ｏ ← 右Ｏ 右O

4294 右Ｘ ← 右Ｘ 右X

4295 コード表　280＿乳房・部位（大きさ） ＜５ｍｍ ← ＜６ｍｍ <6mm

4296 ５ｍｍ≦，＜１０ｍｍ ← ５ｍｍ≦，＜１１ｍｍ 5mm≦,<11mm

4297 １０ｍｍ≦ ← １１ｍｍ≦ 11mm≦

4298 縦横比（Ｄ／Ｗ）＜０．７ ← 縦横比（Ｄ／Ｗ）＜０．８ 縦横比(D/W)<0.8

4299 ０．７≦縦横比（Ｄ／Ｗ） ← ０．８≦縦横比（Ｄ／Ｗ） 0.8≦縦横比(D/W)

4300 コード表　281＿乳房・所見（マンモ） 腫瘤 ← 腫瘤 腫瘤

4301 円形 ← 円形 円形

4302 楕円形 ← 楕円形 楕円形

4303 多角形 ← 多角形 多角形

4304 分葉形 ← 分葉形 分葉形

4305 不整形 ← 不整形 不整形

4306 境界明瞭平滑 ← 境界明瞭平滑 境界明瞭平滑

4307 微細分葉状 ← 微細分葉状 微細分葉状

4308 微細鋸歯状 ← 微細鋸歯状 微細鋸歯状

4309 境界不明瞭 ← 境界不明瞭 境界不明瞭

4310 スピキュラを伴う ← スピキュラを伴う ｽﾋﾟｷｭﾗを伴う

4311 評価困難 ← 評価困難 評価困難

4312 脂肪濃度を含む ← 脂肪濃度を含む 脂肪濃度を含む

4313 低濃度 ← 低濃度 低濃度

4314 等濃度 ← 等濃度 等濃度

4315 高濃度 ← 高濃度 高濃度

4316 明らかな良性石灰化 ← 明らかな良性石灰化 明らかな良性石灰化

4317 皮膚の石灰化 ← 皮膚の石灰化 皮膚の石灰化

4318 血管の石灰化 ← 血管の石灰化 血管の石灰化

4319 線維腺腫の石灰化 ← 線維腺腫の石灰化 線維腺腫の石灰化

4320 乳管拡張症に伴う石灰化 ← 乳管拡張症に伴う石灰化 乳管拡張症に伴う石灰化

4321 円形石灰化 ← 円形石灰化 円形石灰化

4322 中心透亮性石灰化 ← 中心透亮性石灰化 中心透亮性石灰化

4323 石灰乳石灰化 ← 石灰乳石灰化 石灰乳石灰化

4324 縫合部石灰化 ← 縫合部石灰化 縫合部石灰化

4325 異栄養性石灰化 ← 異栄養性石灰化 異栄養性石灰化

4326 良悪性の鑑別を必要とする石灰化 ← 良悪性の鑑別を必要とする石灰化良悪性の鑑別を必要とする石灰化

4327 微小円形石灰化 ← 微小円形石灰化 微小円形石灰化

4328 淡く不明瞭な石灰化 ← 淡く不明瞭な石灰化 淡く不明瞭な石灰化

4329 多形性石灰化 ← 多形性石灰化 多形性石灰化

4330 微細線状石灰化 ← 微細線状石灰化 微細線状石灰化

4331 分枝状石灰化 ← 分枝状石灰化 分枝状石灰化

4332 びまん性石灰化 ← びまん性石灰化 びまん性石灰化

4333 散在性石灰化 ← 散在性石灰化 散在性石灰化

4334 領域性石灰化 ← 領域性石灰化 領域性石灰化

4335 集族性石灰化 ← 集族性石灰化 集族性石灰化

4336 線状石灰化 ← 線状石灰化 線状石灰化

4337 区域性石灰化 ← 区域性石灰化 区域性石灰化

4338 管状影 ← 管状影 管状影

4339 孤立性乳管拡張 ← 孤立性乳管拡張 孤立性乳管拡張

4340 非対称性乳房組織 ← 非対称性乳房組織 非対称性乳房組織
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4341 局所的非対称性陰影 ← 局所的非対称性陰影 局所的非対称性陰影

4342 構築のみだれ ← 構築のみだれ 構築のみだれ

4343 ｓｐｉｃｕｌａｔｉｏｎ ← ｓｐｉｃｕｌａｔｉｏｎ spiculation

4344 ｒｅｔｒａｃｔｉｏｎ ← ｒｅｔｒａｃｔｉｏｎ retraction

4345 ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ ← ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ distortion

4346 梁柱の肥厚 ← 梁柱の肥厚 梁柱の肥厚

4347 皮膚病変 ← 皮膚病変 皮膚病変

4348 皮膚肥厚 ← 皮膚肥厚 皮膚肥厚

4349 皮膚陥凹 ← 皮膚陥凹 皮膚陥凹

4350 乳頭陥凹 ← 乳頭陥凹 乳頭陥凹

4351 腋窩リンパ節腫大 ← 腋窩リンパ節腫大 腋窩ﾘﾝﾊﾟ節腫大

4352 乳房内リンパ節 ← 乳房内リンパ節 乳房内ﾘﾝﾊﾟ節

4353 脂肪性 ← 脂肪性 脂肪性

4354 乳腺散在 ← 乳腺散在 乳腺散在

4355 不均一高濃度 ← 不均一高濃度 不均一高濃度

4356 高濃度 ← 高濃度 高濃度

4357 カテゴリーＮ ← カテゴリーＮ ｶﾃｺﾞﾘｰN

4358 カテゴリーＮ－１ ← カテゴリーＮ－１ ｶﾃｺﾞﾘｰN-1

4359 カテゴリーＮ－２ ← カテゴリーＮ－２ ｶﾃｺﾞﾘｰN-2

4360 カテゴリー１ ← カテゴリー１ ｶﾃｺﾞﾘｰ1

4361 カテゴリー２ ← カテゴリー２ ｶﾃｺﾞﾘｰ2

4362 カテゴリー３ ← カテゴリー３ ｶﾃｺﾞﾘｰ3

4363 カテゴリー３－１ ← カテゴリー３－１ ｶﾃｺﾞﾘｰ3-1

4364 カテゴリー３－２ ← カテゴリー３－２ ｶﾃｺﾞﾘｰ3-2

4365 カテゴリー４ ← カテゴリー４ ｶﾃｺﾞﾘｰ4

4366 カテゴリー５ ← カテゴリー５ ｶﾃｺﾞﾘｰ5

4367 マンモその他所見 ← マンモその他所見 ﾏﾝﾓその他所見

4368 コード表　281＿乳房・所見（超音波） 腫瘤形成性病変 ← 腫瘤形成性病変 腫瘤形成性病変

4369 円形 ← 円形 円形

4370 楕円形 ← 楕円形 楕円形

4371 分葉形 ← 分葉形 分葉形

4372 多角形 ← 多角形 多角形

4373 不整形 ← 不整形 不整形

4374 境界明瞭 ← 境界明瞭 境界明瞭

4375 境界不明瞭 ← 境界不明瞭 境界不明瞭

4376 境界部高エコー像 ← 境界部高エコー像 境界部高ｴｺｰ像

4377 ｈａｌｏ ← ｈａｌｏ halo

4378 境界評価困難 ← 境界評価困難 境界評価困難

4379 内部エコー均質 ← 内部エコー均質 内部ｴｺｰ均質

4380 内部エコー不均質 ← 内部エコー不均質 内部ｴｺｰ不均質

4381 無エコー ← 無エコー 無ｴｺｰ

4382 極低エコー ← 極低エコー 極低ｴｺｰ

4383 低エコー ← 低エコー 低ｴｺｰ

4384 等エコー ← 等エコー 等ｴｺｰ

4385 高エコー ← 高エコー 高ｴｺｰ

4386 高エコースポット ← 高エコースポット 高ｴｺｰｽﾎﾟｯﾄ

4387 微細点状エコー ← 微細点状エコー 微細点状ｴｺｰ

4388 点状エコー ← 点状エコー 点状ｴｺｰ

4389 粗大エコー ← 粗大エコー 粗大ｴｺｰ

4390 嚢胞様構造 ← 嚢胞様構造 嚢胞様構造

4391 液面形成 ← 液面形成 液面形成

4392 後方エコー増強 ← 後方エコー増強 後方ｴｺｰ増強

4393 後方エコー不変 ← 後方エコー不変 後方ｴｺｰ不変

4394 後方エコー減弱 ← 後方エコー減弱 後方ｴｺｰ減弱

4395 後方エコー消失 ← 後方エコー消失 後方ｴｺｰ消失

4396 後方エコー欠損 ← 後方エコー欠損 後方ｴｺｰ欠損

4397 外側陰影 ← 外側陰影 外側陰影

4398 前方乳腺境界線断裂 ← 前方乳腺境界線断裂 前方乳腺境界線断裂

4399 後方乳腺境界線断裂 ← 後方乳腺境界線断裂 後方乳腺境界線断裂

4400 管状構造 ← 管状構造 管状構造

4401 浮腫 ← 浮腫 浮腫

4402 皮膚の肥厚 ← 皮膚の肥厚 皮膚の肥厚

4403 Ｃｏｏｐｅｒ靱帯の肥厚 ← Ｃｏｏｐｅｒ靱帯の肥厚 Cooper靱帯の肥厚

4404 構築のみだれ ← 構築のみだれ 構築のみだれ

4405 リンパ節 ← リンパ節 ﾘﾝﾊﾟ節

4406 嚢胞性エコーパターン ← 嚢胞性エコーパターン 嚢胞性ｴｺｰﾊﾟﾀｰﾝ

4407 混合性エコーパターン ← 混合性エコーパターン 混合性ｴｺｰﾊﾟﾀｰﾝ

4408 充実性エコーパターン ← 充実性エコーパターン 充実性ｴｺｰﾊﾟﾀｰﾝ

4409 嚢胞 ← 嚢胞 嚢胞

4410 嚢胞疑い ← 嚢胞疑い 嚢胞疑い

4411 混合性病変 ← 混合性病変 混合性病変

4412 線維腺腫 ← 線維腺腫 線維腺腫

4413 乳癌 ← 乳癌 乳癌

4414 乳癌疑い ← 乳癌疑い 乳癌疑い

4415 充実性病変 ← 充実性病変 充実性病変

4416 腫瘤非形成性病変 ← 腫瘤非形成性病変 腫瘤非形成性病変

4417 乳管の拡張 ← 乳管の拡張 乳管の拡張

4418 乳管内充実性エコー ← 乳管内充実性エコー 乳管内充実性ｴｺｰ

4419 乳管内流動性エコー ← 乳管内流動性エコー 乳管内流動性ｴｺｰ

4420 乳管内線状高エコー ← 乳管内線状高エコー 乳管内線状高ｴｺｰ

4421 乳管内点状高エコー ← 乳管内点状高エコー 乳管内点状高ｴｺｰ

4422 乳管壁の肥厚 ← 乳管壁の肥厚 乳管壁の肥厚

4423 乳腺内低エコー域 ← 乳腺内低エコー域 乳腺内低ｴｺｰ域

4424 斑状低エコー域 ← 斑状低エコー域 斑状低ｴｺｰ域

4425 まだら状低エコー域 ← まだら状低エコー域 まだら状低ｴｺｰ域

4426 豹紋状低エコー域 ← 豹紋状低エコー域 豹紋状低ｴｺｰ域

4427 地図状低エコー域 ← 地図状低エコー域 地図状低ｴｺｰ域

4428 境界不明瞭な低エコー域 ← 境界不明瞭な低エコー域 境界不明瞭な低ｴｺｰ域

4429 多発小嚢胞像 ← 多発小嚢胞像 多発小嚢胞像

4430 構築のみだれ ← 構築のみだれ 構築のみだれ

4431 （微細）点状高エコー ← （微細）点状高エコー (微細)点状高ｴｺｰ

4432 乳管拡張 ← 乳管拡張 乳管拡張

4433 乳管内病変 ← 乳管内病変 乳管内病変

4434 小嚢胞集簇 ← 小嚢胞集簇 小嚢胞集簇

4435 低エコー領域 ← 低エコー領域 低ｴｺｰ領域

4436 石灰化（微細） ← 石灰化（微細） 石灰化(微細)

4437 石灰化（粗大） ← 石灰化（粗大） 石灰化(粗大)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4438 構築のみだれ ← 構築のみだれ 構築のみだれ

4439 縦横比 ← 縦横比 縦横比

4440 カテゴリー１ ← カテゴリー１ ｶﾃｺﾞﾘｰ1

4441 カテゴリー２ ← カテゴリー２ ｶﾃｺﾞﾘｰ2

4442 カテゴリー３ ← カテゴリー３ ｶﾃｺﾞﾘｰ3

4443 カテゴリー３ａ ← カテゴリー４ａ ｶﾃｺﾞﾘｰ4a

4444 カテゴリー３ｂ ← カテゴリー４ｂ ｶﾃｺﾞﾘｰ4b

4445 カテゴリー４ ← カテゴリー５ ｶﾃｺﾞﾘｰ5

4446 カテゴリー４ａ ← カテゴリー５ａ ｶﾃｺﾞﾘｰ5a

4447 カテゴリー４ｂ ← カテゴリー５ｂ ｶﾃｺﾞﾘｰ5b

4448 カテゴリー５ ← カテゴリー６ ｶﾃｺﾞﾘｰ6

4449 乳房その他所見 ← 乳房その他所見 乳房その他所見

4517 コード表　290＿婦人科・部位 ダグラス窩 ← ダグラス窩 ﾀﾞｸﾞﾗｽ窩

4518 バルトリン氏腺 ← バルトリン氏腺 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ氏腺

4519 下腹部 ← 下腹部 下腹部

4520 外陰部 ← 外陰部 外陰部

4521 骨盤内 ← 骨盤内 骨盤内

4522 子宮口 ← 子宮口 子宮口

4523 子宮腔 ← 子宮腔 子宮腔

4524 子宮体部 ← 子宮体部 子宮体部

4525 子宮内膜 ← 子宮内膜 子宮内膜

4526 子宮付属部 ← 子宮付属部 子宮付属部

4527 子宮膣部 ← 子宮膣部 子宮膣部

4528 子宮頸管 ← 子宮頸管 子宮頸管

4529 子宮頸部 ← 子宮頸部 子宮頸部

4530 鼠径部 ← 鼠径部 鼠径部

4531 直腸 ← 直腸 直腸

4532 傍結合組織 ← 傍結合組織 傍結合組織

4533 卵管 ← 卵管 卵管

4534 卵巣 ← 卵巣 卵巣

4535 膀胱 ← 膀胱 膀胱

4536 コード表　290＿婦人科・部位（位置） 左 ← 左 左

4537 右 ← 右 右

4538 上部 ← 上部 上部

4539 下部 ← 下部 下部

4540 両 ← 両 両

4541 コード表　291＿婦人科・所見 異常なし ← 異常なし（ＮＩＬＭ） 異常なし(NILM)

4542 異常なし ← 異常なし 異常なし

4543 異常なし ← 異常を認めない 異常を認めない

4544 異常なし ← 陰性：ＮＩＬＭ（異常） 陰性:NILM(異常)

4545 異常なし ← 正常範囲 正常範囲

4546 トリコモナス感染 ← トリコモナス ﾄﾘｺﾓﾅｽ

4547 トリコモナス感染 ← トリコモナス感染 ﾄﾘｺﾓﾅｽ感染

4548 トリコモナス感染 ← トリコモナス（＋） ﾄﾘｺﾓﾅｽ(+)

4549 トリコモナス感染 ← トリコモナス感染（ＮＩＬＭ） ﾄﾘｺﾓﾅｽ感染(NILM)

4550 トリコモナス感染 ← トリコモナス腟炎 ﾄﾘｺﾓﾅｽ腟炎

4551 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン氏腺のう腫 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ氏腺のう腫

4552 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺腫大 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺腫大

4553 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺炎 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺炎

4554 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺嚢胞 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺嚢胞

4555 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン氏腺腫 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ氏腺腫

4556 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺膿瘍 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺膿瘍

4557 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリンのう腫 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝのう腫

4558 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺のう胞 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺のう胞

4559 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺嚢腫 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺嚢腫

4560 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺の腫れ ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺の腫れ

4561 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺のう腫 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺のう腫

4562 バルトリン腺嚢胞 ← バルトリン腺膿瘍治療中 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺膿瘍治療中

4563 ホルモン剤使用中 ← ホルモン剤使用中 ﾎﾙﾓﾝ剤使用中

4564 ホルモン剤使用中 ← ホルモン治療中 ﾎﾙﾓﾝ治療中

4565 ホルモン剤使用中 ← 非腫瘍性変化ホルモン性変化（ＮＩＬＭ）非腫瘍性変化ﾎﾙﾓﾝ性変化(NILM)

4566 円錐切除術後 ← 円錐切除術後 円錐切除術後

4567 円錐切除術後 ← 子宮頸部円錐切除術後 子宮頸部円錐切除術後

4568 下腹部腫瘤 ← 下腹部腫瘤 下腹部腫瘤

4569 下腹部痛 ← 付属器圧痛 付属器圧痛

4570 下腹部痛 ← 下腹部痛 下腹部痛

4571 下腹部痛 ← 下腹部違和感 下腹部違和感

4572 下腹部皮疹 ← 下腹部皮疹 下腹部皮疹

4573 下腹部膨満感 ← 下腹部膨満感 下腹部膨満感

4574 外陰炎 ← 外陰アフタ 外陰ｱﾌﾀ

4575 外陰炎 ← 外陰血腫 外陰血腫

4576 外陰炎 ← 外陰部アトピー性皮膚炎 外陰部ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎

4577 外陰炎 ← 外陰部膿瘍 外陰部膿瘍

4578 外陰炎 ← 外陰部疾患 外陰部疾患

4579 外陰炎 ← 外陰のう胞 外陰のう胞

4580 外陰炎 ← 外陰脂肪腫 外陰脂肪腫

4581 外陰炎 ← 外陰湿疹 外陰湿疹

4582 外陰炎 ← 外陰粉瘤 外陰粉瘤

4583 外陰炎 ← 外陰萎縮 外陰萎縮

4584 外陰炎 ← 外陰潰瘍 外陰潰瘍

4585 外陰炎 ← 外陰部湿疹 外陰部湿疹

4586 外陰炎 ← 外陰部水泡 外陰部水泡

4587 外陰炎 ← 外陰部脂肪腫 外陰部脂肪腫

4588 外陰炎 ← 湿疹 湿疹

4589 外陰炎 ← 外陰部腫脹 外陰部腫脹

4590 外陰炎 ← 外陰部掻痒感 外陰部掻痒感

4591 外陰腫瘍 ← 外陰腫瘤 外陰腫瘤

4592 外陰部ヘルペス ← 外陰部ヘルペス 外陰部ﾍﾙﾍﾟｽ

4593 外陰部ヘルペス ← ヘルペス（＋） ﾍﾙﾍﾟｽ(+)

4594 外陰部ヘルペス ← ヘルペス ﾍﾙﾍﾟｽ

4595 外陰部掻痒症 ← 外陰部掻痒症 外陰部掻痒症

4596 外陰部潰瘍 ← 陰部潰瘍 陰部潰瘍

4597 外陰部白斑症 ← 陰部白斑 陰部白斑

4598 外陰部白斑症 ← 外陰部白癬 外陰部白癬

4599 外陰部白斑症 ← ロイコブラキー ﾛｲｺﾌﾞﾗｷｰ

4600 外陰部白斑症 ← 陰部白癬 陰部白癬

4601 外陰部白斑症 ← 外陰粉瘤 外陰粉瘤
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4602 外陰部白斑症 ← 外陰白斑 外陰白斑

4603 外陰部白斑症 ← 外陰白班 外陰白班

4604 外陰部白斑症 ← 白色上皮（高度） 白色上皮(高度)

4605 外陰部白斑症 ← 腟部白斑症 腟部白斑症

4606 外陰部白斑症 ← 外陰部白斑症 外陰部白斑症

4607 外陰部白斑症 ← 白斑症 白斑症

4608 血性悪露 ← 血性悪露 血性悪露

4609 月経不順 ← 過少月経 過少月経

4610 月経不順 ← 月経過少 月経過少

4611 月経不順 ← 月経困難症 月経困難症

4612 月経不順 ← 月経前緊張症 月経前緊張症

4613 月経不順 ← 生理不順 生理不順

4614 月経不順 ← 子宮困難症 子宮困難症

4615 月経不順 ← 無月経 無月経

4616 月経不順 ← 月経不順 月経不順

4617 月経不順 ← 過多月経 過多月経

4618 月経不順 ← 月経過多 月経過多

4619 月経不順 ← 月経困難症治療中 月経困難症治療中

4620 月経不順 ← 月経不順 月経不順

4621 月経不順 ← 生理不順治療中 生理不順治療中

4622 月経不順 ← 生理後残出血 生理後残出血

4623 月経不順 ← 無排卵月経 無排卵月経

4624 月経不順 ← 過長月経 過長月経

4625 月経不順 ← 月経過長 月経過長

4626 月経不順 ← 月経前困難症治療中 月経前困難症治療中

4627 月経不順 ← 月経前症候群 月経前症候群

4628 月経不順 ← 生理遅延 生理遅延

4629 月経不順 ← 生理残出血あり 生理残出血あり

4630 月経不順 ← 月経モリミナ 月経ﾓﾘﾐﾅ

4631 月経不順 ← 月経異常治療中 月経異常治療中

4632 月経不順 ← 月経の異常 月経の異常

4633 月経不順 ← 原発性無月経 原発性無月経

4634 月経不順 ← 生理中出血 生理中出血

4635 更年期障害 ← 更年期障害 更年期障害

4636 更年期障害 ← 更年期障害治療中 更年期障害治療中

4637 骨盤腹膜炎 ← 骨盤腹膜炎 骨盤腹膜炎

4638 骨盤腹膜炎 ← 骨盤内腹膜炎 骨盤内腹膜炎

4639 骨盤腹膜炎 ← 骨盤内炎症性変化 骨盤内炎症性変化

4640 子宮萎縮 ← 非腫瘍性変化萎縮性変化（ＮＩＬＭ）非腫瘍性変化萎縮性変化(NILM)

4641 子宮萎縮 ← 子宮萎縮 子宮萎縮

4642 子宮下垂 ← 子宮下垂 子宮下垂

4643 子宮筋腫 ← 子宮筋腫（石灰化） 子宮筋腫(石灰化)

4644 子宮筋腫 ← 子宮筋腫分娩 子宮筋腫分娩

4645 子宮筋腫 ← 筋腫分娩 筋腫分娩

4646 子宮筋腫 ← 子宮筋腫治療中 子宮筋腫治療中

4647 子宮筋腫 ← 子宮筋腫 子宮筋腫

4648 子宮筋腫 ← 子宮筋腫石灰化 子宮筋腫石灰化

4649 子宮筋腫 ← 子宮頚部筋腫 子宮頚部筋腫

4650 子宮筋腫 ← 筋腫分娩様 筋腫分娩様

4651 子宮筋腫 ← 粘膜下筋腫 粘膜下筋腫

4652 子宮筋腫 ← 子宮筋腫術後 子宮筋腫術後

4653 子宮筋腫 ← 頚部子宮筋腫 頚部子宮筋腫

4654 子宮筋腫 ← 筋腫様子宮 筋腫様子宮

4655 子宮筋腫 ← 子宮筋腫経過観察中 子宮筋腫経過観察中

4656 子宮筋腫 ← 子宮筋肥厚 子宮筋肥厚

4657 子宮筋腫 ← 陳旧性筋腫 陳旧性筋腫

4658 子宮頚管炎 ← 子宮頚管炎 子宮頚管炎

4659 子宮後屈 ← 子宮後傾屈 子宮後傾屈

4660 子宮後屈 ← 子宮後屈 子宮後屈

4661 子宮後屈 ← 大腸癌術後子宮後屈 大腸癌術後子宮後屈

4662 子宮手術既往 ← 子宮外娠術後 子宮外娠術後

4663 子宮手術既往 ← 子宮膣上部切断術後 子宮膣上部切断術後

4664 子宮手術既往 ← 手術後 手術後

4665 子宮手術既往 ← 付属器術後 付属器術後

4666 子宮手術既往 ← 膣上部切除 膣上部切除

4667 子宮手術既往 ← 子宮筋腫核出術後 子宮筋腫核出術後

4668 子宮手術既往 ← 頸管ポリープ摘除 頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ摘除

4669 子宮手術既往 ← 子宮術後（膣上部切断） 子宮術後(膣上部切断)

4670 子宮手術既往 ← 子宮頸癌術後 子宮頸癌術後

4671 子宮手術既往 ← 手術術後 手術術後

4672 子宮手術既往 ← 付属器切除後 付属器切除後

4673 子宮手術既往 ← 膣断端 膣断端

4674 子宮手術既往 ← 子宮頸部円錐切除術後 子宮頸部円錐切除術後

4675 子宮手術既往 ← 頸管ポリープ（切除済） 頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ(切除済)

4676 子宮手術既往 ← 子宮摘出 子宮摘出

4677 子宮手術既往 ← 婦人科疾患手術後 婦人科疾患手術後

4678 子宮手術既往 ← 術後 術後

4679 子宮手術既往 ← 附属器摘出術後 附属器摘出術後

4680 子宮手術既往 ← 腟上部切除術後 腟上部切除術後

4681 子宮手術既往 ← 摘出 摘出

4682 子宮手術既往 ← 円錐切除術既往 円錐切除術既往

4683 子宮手術既往 ← 既往帝王切開 既往帝王切開

4684 子宮手術既往 ← 帝切痕 帝切痕

4685 子宮手術既往 ← 卵巣腫瘍術後経過観察中 卵巣腫瘍術後経過観察中

4686 子宮手術既往 ← 断端 断端

4687 子宮手術既往 ← 卵巣摘出術後 卵巣摘出術後

4688 子宮石灰化 ← 子宮石灰化 子宮石灰化

4689 子宮腺筋症 ← 子宮腺筋症 子宮腺筋症

4690 子宮腺筋症 ← 筋層内嚢腫 筋層内嚢腫

4691 子宮腺筋症 ← 子宮腺筋症 子宮腺筋症

4692 子宮腺筋症 ← 子宮腺筋症治療中 子宮腺筋症治療中

4693 子宮前屈 ← 子宮前屈 子宮前屈

4694 子宮全摘術 ← 子宮術後（全摘） 子宮術後(全摘)

4695 子宮全摘術 ← 子宮全摘術後 子宮全摘術後

4696 子宮全摘術 ← 子宮摘出後 子宮摘出後

4697 子宮全摘術 ← 子宮全摘後 子宮全摘後

4698 子宮全摘術
←

非腫瘍性変化子宮全摘後の
腺細胞の出現（ＮＩＬＭ）

非腫瘍性変化子宮全摘後の
腺細胞の出現(NILM)
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4699 子宮全摘術 ← 子宮摘出術後 子宮摘出術後

4700 子宮全摘術 ← 子宮全摘後（子宮筋腫） 子宮全摘後(子宮筋腫)

4701 子宮全摘術 ← 子宮全摘出後 子宮全摘出後

4702 子宮全摘術 ← 子宮全摘出術後 子宮全摘出術後

4703 子宮脱 ← 子宮脱治療中 子宮脱治療中

4704 子宮脱 ← 子宮脱 子宮脱

4705 子宮脱 ← 軽度子宮脱 軽度子宮脱

4706 子宮脱 ← 性器脱 性器脱

4707 子宮低エコー域 ← 子宮低エコー域 子宮低ｴｺｰ域

4708 子宮内異物 ← リング挿入中 ﾘﾝｸﾞ挿入中

4709 子宮内異物 ← 子宮内異物 子宮内異物

4710 子宮内膜症 ← 子宮内膜症 子宮内膜症

4711 子宮内膜症 ← 子宮内膜症治療中 子宮内膜症治療中

4712 子宮内膜症 ← 内膜肥厚 内膜肥厚

4713 子宮内膜症 ← 子宮内膜炎 子宮内膜炎

4714 子宮内膜症 ← 子宮内膜萎縮 子宮内膜萎縮

4715 子宮内膜症 ← 子宮内異常 子宮内異常

4716 子宮内膜症 ← 内膜症 内膜症

4717 子宮内膜症 ← 子宮内膜筋層炎 子宮内膜筋層炎

4718 子宮内膜症 ← 内膜石灰化 内膜石灰化

4719 子宮内膜症 ← 子宮内膜増殖症 子宮内膜増殖症

4720 子宮内膜症 ← 体内膜細胞の出現（ＮＩＬＭ） 体内膜細胞の出現(NILM)

4721 子宮内膜症 ← 子宮内膜肥厚 子宮内膜肥厚

4722 子宮発育不全 ← 子宮発育不全 子宮発育不全

4723 子宮付属器炎 ← 炎症性変化 炎症性変化

4724 子宮付属器炎 ← 付属器炎 付属器炎

4725 子宮付属器炎 ← 頚管炎治療中 頚管炎治療中

4726 子宮付属器炎 ← 付属器炎症 付属器炎症

4727 子宮付属器炎 ← 頚管炎膿性 頚管炎膿性

4728 子宮付属器炎 ← 附属器炎 附属器炎

4729 子宮付属器炎 ← 子宮付属器炎 子宮付属器炎

4730 子宮留水腫 ← 子宮留水腫 子宮留水腫

4731 子宮留血症 ← 子宮留血症 子宮留血症

4732 子宮膣部びらん ← びらん びらん

4733 子宮膣部びらん ← 腟部びらん（小） 腟部びらん(小)

4734 子宮膣部びらん ← 子宮膣部びらん 子宮膣部びらん

4735 子宮膣部びらん ← 腟部びらん 腟部びらん

4736 子宮膣部びらん ← 腟部びらん（大） 腟部びらん(大)

4737 子宮膣部びらん ← 子宮腟部びらん 子宮腟部びらん

4738 子宮膣部びらん ← 膣部びらん 膣部びらん

4739 子宮膣部びらん ← 腟部びらん（中） 腟部びらん(中)

4740 子宮膣部びらん ← 子宮膣部びらん治療中 子宮膣部びらん治療中

4741 子宮膣部びらん ← 膣びらん 膣びらん

4742 子宮膣部びらん ← びらん性変化 びらん性変化

4743 子宮膣部びらん ← 子宮膣部炎症性変化 子宮膣部炎症性変化

4744 子宮腟部偏位 ← 子宮腟部偏位 子宮腟部偏位

4745 子宮頸管ポリープ ← 子宮頚部ポリープ 子宮頚部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4746 子宮頸管ポリープ ← 子宮頸管ポリープ 子宮頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4747 子宮頸管ポリープ ← 頸管ポリープ 頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4748 子宮頸管ポリープ ← 子宮頸管ポリープ 子宮頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4749 子宮頸管炎 ← 頸管炎 頸管炎

4750 子宮頸管炎 ← 子宮頸管狭窄 子宮頸管狭窄

4751 子宮頸管炎 ← 慢性頸管炎 慢性頸管炎

4752 子宮頸管炎 ← 頸管腺拡張 頸管腺拡張

4753 子宮頸管炎 ← 子宮頸管炎 子宮頸管炎

4754 子宮頸管炎 ← 頸管腺の腫大 頸管腺の腫大

4755 子宮頸部腫瘤 ← 子宮頚部腫瘤 子宮頚部腫瘤

4756 子宮頸部腫瘤 ← 子宮頸部腫瘤 子宮頸部腫瘤

4757 腫瘍 ← その他の悪性腫瘍（悪性細胞あり）その他の悪性腫瘍(悪性細胞あり)

4758 腫瘍 ← 血管腫 血管腫

4759 腫瘍 ← 腺がん 腺がん

4760 腫瘍 ← 腹部腫瘤 腹部腫瘤

4761 腫瘍 ← 子宮癌 子宮癌

4762 腫瘍 ← 子宮体がん 子宮体がん

4763 腫瘍 ← 子宮腟部腫瘍 子宮腟部腫瘍

4764 腫瘍 ← 付属器腫大 付属器腫大

4765 腫瘍
←

非腫瘍性変化月経周期以外の
体内膜細胞の出現（ＮＩＬＭ）

非腫瘍性変化月経周期以外の
体内膜細胞の出現(NILM)

4766 腫瘍 ← 外陰部腫瘤 外陰部腫瘤

4767 腫瘍 ← 子宮腫瘍 子宮腫瘍

4768 腫瘍 ← 皮様のう腫 皮様のう腫

4769 腫瘍 ← 外陰肉芽腫 外陰肉芽腫

4770 腫瘍 ← 骨盤内腫瘤 骨盤内腫瘤

4771 腫瘍 ← 浸潤癌所見 浸潤癌所見

4772 腫瘍 ← パピローマ ﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏ

4773 腫瘍 ← 子宮頚癌 子宮頚癌

4774 腫瘍 ← 子宮付属器腫瘍 子宮付属器腫瘍

4775 腫瘍 ← 腟壁小腫瘤 腟壁小腫瘤

4776 腫瘍 ← 附属器腫瘍 附属器腫瘍

4777 腫瘍 ← 付属器嚢腫 付属器嚢腫

4778 腫瘍 ← 異型扁平上皮細胞（ＡＳＣ－Ｌ） 異型扁平上皮細胞(ASC-L)

4779 腫瘍 ← 子宮腟部のう腫 子宮腟部のう腫

4780 腫瘍 ← バルトリン腺腫瘍 ﾊﾞﾙﾄﾘﾝ腺腫瘍

4781 腫瘍 ← 黒色腫 黒色腫

4782 腫瘍 ← 小腫瘤 小腫瘤

4783 腫瘍 ← 腹膜腫瘤 腹膜腫瘤

4784 腫瘍 ← 子宮がん 子宮がん

4785 腫瘍 ← 子宮体癌 子宮体癌

4786 腫瘍 ← 子宮頸癌 子宮頸癌

4787 腫瘍 ← 付属器腫瘍 付属器腫瘍

4788 腫瘍 ← 鼠径部腫瘤 鼠径部腫瘤

4789 腫瘍 ← 子宮腫瘤 子宮腫瘤

4790 腫瘍 ← 悪性変化 悪性変化

4791 腫瘍 ← 骨盤腫瘤 骨盤腫瘤

4792 腫瘍 ← 上皮内腺がん 上皮内腺がん

4793 腫瘍 ← 傍結合織腫瘤 傍結合織腫瘤

4794 腫瘍 ← 子宮頚がん 子宮頚がん

4795 腫瘍 ← 子宮体部腫瘍 子宮体部腫瘍
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4796 腫瘍 ← 膣壁腫瘍 膣壁腫瘍

4797 腫瘍 ← 付属器腫瘤 付属器腫瘤

4798 腫瘍 ← 子宮附属器腫大 子宮附属器腫大

4799 腫瘍 ← 転移性卵巣癌 転移性卵巣癌

4800 腫瘍 ← 子宮付属器腫瘤 子宮付属器腫瘤

4801 腫瘍 ← 腫瘍 腫瘍

4802 重複子宮 ← 重複子宮 重複子宮

4803 小陰唇癒合 ← 小陰唇癒合 小陰唇癒合

4804 真菌感染症 ← 真菌感染症 真菌感染症

4805 真菌感染症 ← カンジダと考える真菌 ｶﾝｼﾞﾀﾞと考える真菌

4806 真菌感染症 ← カンジダ ｶﾝｼﾞﾀﾞ

4807 真菌感染症 ← 酵母様真菌 酵母様真菌

4808 真菌感染症 ← カンジダ性腟炎 ｶﾝｼﾞﾀﾞ性腟炎

4809 真菌感染症 ← 真菌 真菌

4810 真菌感染症 ← カンジダ膣炎 ｶﾝｼﾞﾀﾞ膣炎

4811 真菌感染症 ← カンジダ様の真菌 ｶﾝｼﾞﾀﾞ様の真菌

4812 真菌感染症 ← カンジダ外陰炎 ｶﾝｼﾞﾀﾞ外陰炎

4813 真菌感染症 ← カンジダ感染（ＮＩＬＭ） ｶﾝｼﾞﾀﾞ感染(NILM)

4814 真菌感染症 ← 外陰真菌症 外陰真菌症

4815 性器出血 ← 性器出血 性器出血

4816 性器出血 ← 機能性出血 機能性出血

4817 性器出血 ← 性器出血 性器出血

4818 性器出血 ← 不正出血 不正出血

4819 性器出血 ← 易出血性 易出血性

4820 性器出血 ← 頚管内出血 頚管内出血

4821 性器出血 ← 機能性子宮出血 機能性子宮出血

4822 性器出血 ← 排卵期出血 排卵期出血

4823 性器出血 ← 不正出血治療中 不正出血治療中

4824 性器出血 ← 軽度出血 軽度出血

4825 性器出血 ← 閉経後出血 閉経後出血

4826 性器出血 ← 不正性器出血 不正性器出血

4827 尖圭コンジローマ ← 腟部コンジローマ 腟部ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ

4828 尖圭コンジローマ ← 尖圭コンジローマ 尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ

4829 尖圭コンジローマ ← 外陰部コンジローマ 外陰部ｺﾝｼﾞﾛｰﾏ

4830 鼠径ヘルニア ← 鼠径ヘルニア 鼠径ﾍﾙﾆｱ

4831 鼠径リンパ節腫大 ← 鼠径リンパ節腫大 鼠径ﾘﾝﾊﾟ節腫大

4832 双角子宮 ← 双角子宮 双角子宮

4833 双頚子宮 ← 双頚子宮 双頚子宮

4834 早発閉経 ← 早発閉経 早発閉経

4835 多嚢胞性卵巣 ← 多のう胞性卵巣 多のう胞性卵巣

4836 多嚢胞性卵巣 ← 多嚢胞性卵巣 多嚢胞性卵巣

4837 多嚢胞性卵巣 ← 多嚢胞性卵巣症候群 多嚢胞性卵巣症候群

4838 多嚢胞性卵巣 ← 多嚢胞性卵巣症候群治療中 多嚢胞性卵巣症候群治療中

4839 帯下異常 ← 褐色帯下 褐色帯下

4840 帯下異常 ← 黒褐色帯下 黒褐色帯下

4841 帯下異常 ← 帯下出血 帯下出血

4842 帯下異常 ← 帯下異常 帯下異常

4843 帯下異常 ← 感染様帯下 感染様帯下

4844 帯下異常 ← 酒粕様帯下 酒粕様帯下

4845 帯下異常 ← 帯下白色 帯下白色

4846 帯下異常 ← 異常帯下 異常帯下

4847 帯下異常 ← 帯下増加 帯下増加

4848 帯下異常 ← 茶褐色帯下 茶褐色帯下

4849 帯下異常 ← 血性帯下 血性帯下

4850 帯下異常 ← 帯下淡紅色 帯下淡紅色

4851 直腸下垂 ← 直腸脱 直腸脱

4852 直腸下垂 ← 直腸下垂 直腸下垂

4853 直腸下垂 ← 直腸脱治療中 直腸脱治療中

4854 直腸下垂 ← 直腸瘤 直腸瘤

4855 直腸癌 ← 直腸癌 直腸癌

4856 陳旧性頚管裂傷 ← 陳旧性頚管裂傷 陳旧性頚管裂傷

4857 肉芽 ← 肉芽 肉芽

4858 尿道カルンケル ← 尿道カルンケル 尿道ｶﾙﾝｹﾙ

4859 妊娠中 ← 妊娠中 妊娠中

4860 嚢胞 ← のう胞 のう胞

4861 嚢胞 ← 頚管部嚢腫 頚管部嚢腫

4862 嚢胞 ← ナボット嚢胞 ﾅﾎﾞｯﾄ嚢胞

4863 嚢胞 ← チョコレート嚢胞 ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢胞

4864 嚢胞 ← 頸部のう胞 頸部のう胞

4865 嚢胞 ← 子宮のう胞 子宮のう胞

4866 嚢胞 ← 卵巣嚢胞 卵巣嚢胞

4867 嚢胞 ← 頚部のう胞 頚部のう胞

4868 嚢胞 ← 嚢胞 嚢胞

4869 嚢胞 ← のう胞腫 のう胞腫

4870 嚢胞 ← 出血性嚢胞 出血性嚢胞

4871 嚢胞 ← ナボット ﾅﾎﾞｯﾄ

4872 嚢胞 ← チョコレート嚢腫 ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫

4873 嚢胞 ← 膣壁のう胞 膣壁のう胞

4874 嚢胞 ← 子宮頚部のう胞 子宮頚部のう胞

4875 嚢胞 ← 子宮腟部嚢胞 子宮腟部嚢胞

4876 嚢胞 ← 卵胞嚢胞 卵胞嚢胞

4877 嚢胞 ← 外陰嚢胞 外陰嚢胞

4878 嚢胞 ← ナボット卵 ﾅﾎﾞｯﾄ卵

4879 嚢胞 ← ナボット胞 ﾅﾎﾞｯﾄ胞

4880 嚢胞 ← チョコレートのう胞治療中 ﾁｮｺﾚｰﾄのう胞治療中

4881 嚢胞 ← 頚部ナボット胞 頚部ﾅﾎﾞｯﾄ胞

4882 嚢胞 ← 子宮膣部のう胞 子宮膣部のう胞

4883 嚢胞 ← 両卵巣のう胞 両卵巣のう胞

4884 嚢胞 ← 子宮内膜症性のう胞 子宮内膜症性のう胞

4885 嚢胞 ← 頚管のう胞 頚管のう胞

4886 嚢胞 ← 膣嚢胞 膣嚢胞

4887 嚢胞 ← 膣部ナボト胞 膣部ﾅﾎﾞﾄ胞

4888 嚢胞 ← チョコレート嚢腫治療中 ﾁｮｺﾚｰﾄ嚢腫治療中

4889 嚢胞 ← 腟壁嚢胞 腟壁嚢胞

4890 嚢胞 ← 卵巣のう胞 卵巣のう胞

4891 嚢胞 ← 付属器のう胞 付属器のう胞

4892 嚢胞 ← 子宮内のう胞 子宮内のう胞
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4893 不妊症 ← 不妊症 不妊症

4894 腹壁ヘルニア ← 腹壁ヘルニア 腹壁ﾍﾙﾆｱ

4895 分泌物異常 ← 分泌物異常 分泌物異常

4896 毛のう炎 ← 毛のう炎 毛のう炎

4897 卵管炎 ← 卵管炎 卵管炎

4898 卵管留水腫 ← 卵管留水腫 卵管留水腫

4899 卵巣がん ← 卵巣腫瘤 卵巣腫瘤

4900 卵巣がん ← 卵巣嚢胞性腫瘍 卵巣嚢胞性腫瘍

4901 卵巣がん ← 卵巣腫瘍 卵巣腫瘍

4902 卵巣がん ← 卵胞腫大 卵胞腫大

4903 卵巣がん ← 両卵巣腫瘤 両卵巣腫瘤

4904 卵巣がん ← 卵巣癌 卵巣癌

4905 卵巣がん ← 卵巣嚢胞腺癌 卵巣嚢胞腺癌

4906 卵巣がん ← 卵巣腫よう 卵巣腫よう

4907 卵巣がん ← 卵巣がん 卵巣がん

4908 卵巣のう腫 ← 卵巣のう腫治療中 卵巣のう腫治療中

4909 卵巣のう腫 ← 卵巣類皮嚢腫 卵巣類皮嚢腫

4910 卵巣のう腫 ← 卵巣のう腫 卵巣のう腫

4911 卵巣のう腫 ← 両卵巣のう腫治療中 両卵巣のう腫治療中

4912 卵巣のう腫 ← 良性卵巣腫瘍 良性卵巣腫瘍

4913 卵巣のう腫 ← 卵巣の腫れ治療中 卵巣の腫れ治療中

4914 卵巣のう腫 ← 両方良性卵巣腫瘍 両方良性卵巣腫瘍

4915 卵巣のう腫 ← 卵巣嚢腫経過観察中 卵巣嚢腫経過観察中

4916 卵巣奇形腫 ← 卵巣奇形腫 卵巣奇形腫

4917 卵巣機能不全 ← 卵巣機能不全 卵巣機能不全

4918 卵巣摘出 ← 卵巣摘出 卵巣摘出

4919 卵巣病変 ← 卵巣病変 卵巣病変

4920 隆起性病変 ← 隆起性病変 隆起性病変

4921 良性異型細胞 ← 良性異型細胞 良性異型細胞

4922 連続性無月経 ← 続発性無月経 続発性無月経

4923 連続性無月経 ← 連続性無月経 連続性無月経

4924 老人性萎縮 ← 老人性変化 老人性変化

4925 老人性萎縮 ← 老人性萎縮 老人性萎縮

4926 膀胱炎 ← 膀胱炎 膀胱炎

4927 膀胱下垂 ← 膀胱下垂 膀胱下垂

4928 膀胱癌 ← 膀胱腫瘍 膀胱腫瘍

4929 膀胱癌 ← 膀胱癌 膀胱癌

4930 膀胱結石 ← 膀胱結石 膀胱結石

4931 膀胱脱 ← 膀胱脱の傾向 膀胱脱の傾向

4932 膀胱脱 ← 膀胱脱 膀胱脱

4933 膀胱脱 ← 膀胱瘤 膀胱瘤

4934 膀胱内異物 ← 膀胱内異物 膀胱内異物

4935 膣炎 ← 腟炎 腟炎

4936 膣炎 ← 膣炎治療中 膣炎治療中

4937 膣炎 ← 非腫瘍性変化萎縮性膣炎（ＮＩＬＭ）非腫瘍性変化萎縮性膣炎(NILM)

4938 膣炎 ← 萎縮性腟炎 萎縮性腟炎

4939 膣炎 ← 老人性膣炎治療中 老人性膣炎治療中

4940 膣炎 ← 細菌性腟炎 細菌性腟炎

4941 膣炎 ← 単純性腟炎 単純性腟炎

4942 膣炎 ← 細菌性膣炎治療中 細菌性膣炎治療中

4943 膣炎 ← 萎縮性膣炎 萎縮性膣炎

4944 膣炎 ← 老人性膣炎 老人性膣炎

4945 膣炎 ← 萎縮性膣炎治療中 萎縮性膣炎治療中

4946 膣炎 ← 頚管萎縮 頚管萎縮

4947 膣下垂 ← 膣壁下垂 膣壁下垂

4948 膣下垂 ← 膣下垂 膣下垂

4949 膣下垂 ← 腟前壁下垂 腟前壁下垂

4950 膣子宮入口炎症性変化 ← 膣子宮入口炎症性変化 膣子宮入口炎症性変化

4951 膣腫瘍 ← 腟腫瘤 腟腫瘤

4952 膣腫瘍 ← 膣腫瘍 膣腫瘍

4953 膣腫瘍 ← 腟部腫瘤 腟部腫瘤

4954 膣腫瘍 ← 腟壁のう腫 腟壁のう腫

4955 膣脱 ← 前壁膣脱 前壁膣脱

4956 膣脱 ← 膣脱 膣脱

4957 膣脱 ← 後壁膣脱 後壁膣脱

4958 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 異型血管 異型血管

4959 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 異型扁平上皮細胞（ＡＳＣ－Ｈ） 異型扁平上皮細胞(ASC-H)

4960 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 軽度異形成 軽度異形成

4961 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 頚部異形成治療後 頚部異形成治療後

4962 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 異型上皮 異型上皮

4963 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 中度異形成治療中 中度異形成治療中

4964 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 軽度異形成（ＬＳＩＬ） 軽度異形成(LSIL)

4965 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 子宮腟形成異常 子宮腟形成異常

4966 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← コイロサイトーシス ｺｲﾛｻｲﾄｰｼｽ

4967 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 異型性上皮 異型性上皮

4968 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 中等度異形成 中等度異形成

4969 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 高度異形成 高度異形成

4970 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 膣断端肉芽形成 膣断端肉芽形成

4971 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 頸部異形成治療中 頸部異形成治療中

4972 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 異型増殖症 異型増殖症

4973 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 中等度異形成（ＨＳＩＬ） 中等度異形成(HSIL)

4974 膣部異型性（軽度・中等度・高度） ← 高度異形成（ＨＳＩＬ） 高度異形成(HSIL)

4975 膣部充血 ← 膣部充血 膣部充血

4976 膣部赤色斑 ← 膣部赤色斑 膣部赤色斑

4977 腟部潰瘍 ← 腟部潰瘍 腟部潰瘍

4978 腟壁肥厚 ← 腟壁肥厚 腟壁肥厚

4979 頸管ポリープ ← けい管ポリープ けい管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4980 頸管ポリープ ← ポリープ様 ﾎﾟﾘｰﾌﾟ様

4981 頸管ポリープ ← 膣部ポリープ 膣部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4982 頸管ポリープ ← 子宮膣部ポリープ 子宮膣部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4983 頸管ポリープ ← 頸管ポリープ 頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4984 頸管ポリープ ← 子宮内膜ポリープ 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4985 頸管ポリープ ← 頚管ポリープ 頚管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4986 頸管ポリープ ← 膣壁ポリープ 膣壁ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4987 頸管ポリープ ← 子宮内膜ポリープ治療中 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ治療中

4988 頸管ポリープ ← 頚部ポリープ 頚部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4989 頸管ポリープ ← 腟部ポリープ 腟部ﾎﾟﾘｰﾌﾟ
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資料４　画像所見シソーラス 健診標準フォーマット

通番 項目 標準用語 変換値 類義語（全角） 類義語（半角）
4990 頸管ポリープ ← 内膜ポリープ 内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4991 頸管ポリープ ← 子宮頚管ポリープ 子宮頚管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4992 頸管ポリープ ← 腟壁ポリープ 腟壁ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4993 その他の婦人科所見 ← その他の婦人科所見 その他の婦人科所見

4450 コード表　291＿婦人科・所見（超音波） 子宮腫大 ← 子宮内血腫 子宮内血腫

4451 子宮腫大 ← 子宮腫大 子宮腫大

4452 子宮腫大 ← 軽度子宮腫大 軽度子宮腫大

4453 子宮筋腫 ← 子宮腺筋症 子宮腺筋症

4454 子宮筋腫 ← 子宮内膜炎 子宮内膜炎

4455 子宮筋腫 ← 子宮内膜の肥厚 子宮内膜の肥厚

4456 子宮筋腫 ← 子宮筋腫 子宮筋腫

4457 子宮筋腫 ← 筋腫様子宮 筋腫様子宮

4458 子宮筋腫 ← 子宮内膜症 子宮内膜症

4459 子宮筋腫 ← 子宮内膜不整 子宮内膜不整

4460 子宮筋腫 ← 軽度子宮内膜症 軽度子宮内膜症

4461 子宮筋腫 ← 子宮内膜増殖症 子宮内膜増殖症

4462 子宮筋腫 ← 子宮粘膜下筋腫 子宮粘膜下筋腫

4463 子宮筋腫 ← 軽度子宮内膜肥厚 軽度子宮内膜肥厚

4464 子宮筋腫 ← 子宮内膜増殖像 子宮内膜増殖像

4465 子宮筋腫 ← 子宮内膜肥厚像 子宮内膜肥厚像

4466 子宮筋腫 ← 子宮内膜肥厚 子宮内膜肥厚

4467 子宮筋腫 ← 子宮筋層肥厚 子宮筋層肥厚

4468 子宮筋腫 ← 子宮後壁肥厚 子宮後壁肥厚

4469 子宮癌 ← 子宮または卵巣腫瘍 子宮または卵巣腫瘍

4470 子宮癌 ← 子宮癌 子宮癌

4471 子宮腫瘍 ← 子宮頸管ポリープ 子宮頸管ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4472 子宮腫瘍 ← 子宮内膜ポリープ 子宮内膜ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4473 子宮腫瘍 ← 子宮腫瘍 子宮腫瘍

4474 子宮腫瘍 ← 子宮体部腫瘍 子宮体部腫瘍

4475 子宮腫瘍 ← 子宮頸部腫瘍 子宮頸部腫瘍

4476 子宮腫瘍 ← 子宮ポリープ 子宮ﾎﾟﾘｰﾌﾟ

4477 子宮腫瘍 ← 子宮内部エコー不整 子宮内部ｴｺｰ不整

4478 子宮腫瘤 ← 子宮腫瘤 子宮腫瘤

4479 子宮腫瘤 ← 子宮内膜病変 子宮内膜病変

4480 子宮腫瘤 ← 子宮内腫瘤 子宮内腫瘤

4481 子宮腫瘤 ← 子宮内静脈瘤 子宮内静脈瘤

4482 子宮腫瘤 ← 子宮腫瘤性病変 子宮腫瘤性病変

4483 子宮石灰化 ← 子宮内石灰化 子宮内石灰化

4484 子宮石灰化 ← 子宮石灰化 子宮石灰化

4485 子宮石灰化 ← 子宮頸部石灰化 子宮頸部石灰化

4486 子宮石灰化 ← 子宮内膜石灰化 子宮内膜石灰化

4487 子宮嚢胞 ← 子宮嚢胞 子宮嚢胞

4488 子宮嚢胞 ← ナボットのう胞 ﾅﾎﾞｯﾄのう胞

4489 子宮嚢胞 ← 子宮のう胞 子宮のう胞

4490 子宮嚢胞 ← 子宮頚部のう胞 子宮頚部のう胞

4491 子宮嚢胞 ← 子宮のう胞性病変 子宮のう胞性病変

4492 子宮嚢胞 ← 子宮頸部のう胞 子宮頸部のう胞

4493 子宮嚢胞 ← 子宮内のう胞 子宮内のう胞

4494 子宮嚢胞 ← 子宮内のう胞性病変 子宮内のう胞性病変

4495 子宮嚢胞 ← 子宮内嚢胞 子宮内嚢胞

4496 子宮嚢胞 ← 子宮内のう胞像 子宮内のう胞像

4497 子宮肥大 ← 子宮肥大 子宮肥大

4498 子宮術後 ← 子宮摘出後 子宮摘出後

4499 子宮術後 ← 子宮術後 子宮術後

4500 子宮術後 ← 子宮摘出術後 子宮摘出術後

4501 子宮術後 ← 子宮術后 子宮術后

4502 子宮術後 ← 子宮・卵巣摘出後 子宮･卵巣摘出後

4503 子宮術後 ← 子宮一部摘出後 子宮一部摘出後

4504 子宮描出不良 ← 子宮描出不能 子宮描出不能

4505 子宮描出不良 ← 子宮描出不良 子宮描出不良

4506 子宮描出不良 ← 子宮・卵巣不明瞭 子宮･卵巣不明瞭

4507 子宮描出不良 ← 子宮一部不明瞭 子宮一部不明瞭

4508 子宮萎縮 ← 子宮萎縮 子宮萎縮

4509 子宮頸部延長 ← 子宮頸部延長 子宮頸部延長

4510 子宮低エコー域 ← 子宮低エコー域 子宮低ｴｺｰ域

4511 子宮静脈像著明 ← 子宮静脈像著明 子宮静脈像著明

4512 双角子宮 ← 双角子宮 双角子宮

4513 子宮後屈 ← 子宮後屈 子宮後屈

4514 子宮・卵巣その他 ← 子宮・卵巣その他 子宮･卵巣その他

4515 子宮・卵巣その他 ← 子宮その他 子宮その他

4516 子宮・卵巣その他 ← 卵巣その他 卵巣その他
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