
 

1/5 

2010.10.18 

＞＞ 過去に索引されていた副標目について  

2007 年(第 6 版シソーラス改訂時)より以前に索引されていた副標目は下記の通り。過去に索引さ

れていた副標目による絞り込み検索を行いたい場合は、“統制語；副標目/TH”と入力して検索す

る。もしくは、“SH=△△△”と入力し単独で検索後、統制語による検索結果と掛け合わせる。  

※地が青の副標目は 2007 年以降も索引されている。 

※2007 年以降、副標目としては廃止されたが、同一概念が統制語等で索引されている場合もあ

る。 

 

副標目名 使用年度 現在の索引ルール 

Ⅰ群 解剖学と化学物質等の分析・測定  

解剖学・組織学 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「解剖学」およびその下位

語や具体的な組織名を付与 

細胞学 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「細胞学」、「細胞生理学」

およびその下位語や、具体的な細胞名を付与 

超微構造 ～2000 シソーラス用語「超微構造」を付与 

神経支配 ～2000 フリーキーワード「神経支配」や具体的な神経名を付与 

類似体・誘導体 すべての年度 － 

組成・成分 ～2000 － 

生合成 ～2000 フリーキーワード「生合成」を付与 

化学合成 ～2000 フリーキーワード「化学合成」を付与 

測定・定量 ～2000 測定や定量の具体的方法や、定量についてはフリーキ

ーワード「定量分析」を付与 

分離・精製・同定 ～2000 － 

分析・検出 ～2000 分析や検出の具体的方法を付与 

計測・検査 ～2000 計測や検査の具体的方法を付与 

血液循環 1996～2000 シソーラス用語「血液循環」およびその下位語を付与 

 

Ⅱ群 生理・生化学的な性状等  

生理学 ～2000 必要に応じて生理学関連用語を付与 

生化学 ～2000 必要に応じて物質には副標目「薬理学」を付与、疾患

名に副標目「病理学」を付与 

酵素学 ～2000 具体的な酵素名を付与 

動力学 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「薬物動態学」およびその

下位語、副標目「薬理学」を付与 

分泌 ～2000 － 

脳脊髄液 ～2000 シソーラス用語「髄液」を付与 
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血液 すべての年度 － 

尿 すべての年度 － 

成長・発育 ～2000 シソーラス用語「成長と発達」およびその下位語を付与 

薬物影響 ～2000 － 

放射線影響 ～2000 シソーラス用語「放射線影響」を付与 

薬理学 すべての年度 － 

代謝・吸収・排泄 ～2000 シソーラス用語「代謝」およびその下位語、「薬物動態

学」およびその下位語を付与 

発生学・遺伝学 ～2000 発生学については、シソーラス用語「胚と胎児の成長」

およびその下位語を付与 

遺伝学 2001～ － 

抗菌性・抗腫瘍性 ～2000 シソーラス用語「抗感染剤」およびその下位語や、「微

生物薬物感受性試験」、「抗腫瘍剤」およびその下位語

や、「抗腫瘍剤効力検定」を付与 

性状・分布 ～2000 薬物、化学物質の分布については、シソーラス用語「組

織内分布」を付与 

 

Ⅲ群 診断・疫学・免疫学  

微生物学 ～2000 必要に応じて疾患に副標目「病因」を付与、または具体

的な微生物名を付与 

寄生虫学 ～2000 必要に応じて疾患に副標目「病因」を付与、または具体

的な寄生虫名を付与 

傾向 ～2000 － 

病因 すべての年度 － 

病原性 ～2000 必要に応じて、疾患に副標目「病因」を付与、「ビルレン

ス」、具体的な病原微生物名を付与 

有害作用 1996～ － 

毒性・副作用 1996～ － 

拮抗物質・阻害物

質 

すべての年度 － 

抗原・抗体・補体 ～2000 具体的な抗原名、抗体名、補体名を付与 

免疫学 すべての年度 － 

病態生理学 ～2000 必要に応じてフリーキーワード「病態生理」を付与 

病理学 すべての年度 － 

疫学 すべての年度 － 

統計 ～2000 シソーラス用語「統計」およびその下位語を付与、必要

に応じて疾患に副標目「疫学」を付与 
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分類 ～2000 シソーラス用語「分類」を付与 

心理学 ～2000 心理学関連の用語を付与 

実験 ～1995 － 

診断 すべての年度 － 

X 線診断 1996～ － 

放射線核種診断 1996～ － 

診断的利用 すべての年度 － 

基準 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「基準値」、フリーキーワー

ド「標準化」などを付与 

有害作用・毒性 ～1995 － 

培地・培養・模型 ～1995 － 

死亡・死亡率 ～2000 シソーラス用語「死亡」「死亡率」およびその下位語、

「致死的転帰」、副標目「疫学」を付与 

調査・実態 ～2000 必要に応じて副標目「疫学」を付与、シソーラス用語「デ

ータ収集」およびその下位語、フリーキーワード「実態

調査」を付与 

X 線・超音波診断 ～1995 － 

放射線核種イメー

ジング・画像診断 

～1995 － 

超音波診断 1996～ － 

画像診断 1996～ － 

培地・培養 1996～2000 シソーラス用語「培地」およびその下位語、「ウイルス培

養」「組織培養技術」「細胞培養技術」「細菌培養」「真菌

培養」などを付与 

 

Ⅳ群 症状及び疾患・障害等  

実験的 すべての年度 － 

急性 ～2000 － 

慢性 ～2000 － 

先天性 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「奇形」およびその下位

語、「先天性疾患」を付与 

家族性・遺伝性 ～2000 シソーラス用語「遺伝性疾患」およびその下位語を付与

化学的誘発・副作

用 

～1995 － 

伝染性・流行性 ～2000 － 

損傷・外傷 ～2000 シソーラス用語「創傷と損傷」およびその下位語、「骨

折」などを付与 
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退行性障害 ～1995 － 

機能障害 ～2000 － 

代謝性障害 ～2000 シソーラス用語「代謝性疾患」およびその下位語を付与

異常 ～2006 － 

良性 ～2000 － 

悪性 ～2006 － 

後天性 ～2000 － 

合併症 すべての年度 － 

奇形・位置形態異

常 

～2000 シソーラス用語「奇形」およびその下位語を付与 

欠損・欠乏 すべての年度 － 

過敏症・中毒 ～2000 シソーラス用語「過敏症」「中毒」を付与 

炎症・感染・感染

症 

～2000 シソーラス用語「炎症」「感染」「感染症」を付与 

腫瘤・腫瘍 ～2000 シソーラス用語「腫瘤」「腫瘍」を付与 

原発性・特発性・

本態性 

～2000 － 

化学的誘発 1996～ － 

転移性 1996～ － 

獣医学 1996～2000 2003 年より分類タグ「獣医学」を新設し、該当する文献

に付与 

 

Ⅴ群 治療・予防・対策及び器具・装置など  

薬物療法 1996～ － 

免疫療法 ～2000 シソーラス用語「免疫療法」を付与 

外科的療法 すべての年度 － 

移植 すべての年度 － 

理学的療法 ～2000 シソーラス用語「理学療法」を付与 

併用療法 ～2000 副標目「治療」を付与、必要に応じてシソーラス用語「集

学的治療」および治療用語を付与 

運動療法 ～2000 シソーラス用語「運動療法」を付与 

食事療法 すべての年度 － 

治療 すべての年度 － 

予後 すべての年度 － 

予防 すべての年度 － 

治療的利用 すべての年度 － 
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器具・装置・機械

化 

～2000 シソーラス用語「機器と資材・用品」「外科用装置」「診

断用機器」などを付与 

薬物療法・投与量 ～1995 － 

救急療法 ～2000 シソーラス用語「救急治療」を付与 

精神療法 すべての年度 － 

看護・リハビリテ

ーション 

～2000 副標目「看護」または「リハビリテーション」を付与 

看護 2001～ － 

リハビリテーション 2001～ － 

対策・方法 ～2000 必要に応じて副標目「予防」を付与 

衛生学 ～2000 衛生関連用語を付与 

放射線療法 1996～ － 

 

Ⅵ群 医学関係に限定されない一般的なもの  

法制･法学･行政

学 

～2000 シソーラス用語「公衆衛生行政」「法律」などを付与 

経済学 ～2000 シソーラス用語「医療経済学」「病院経済学」「看護経済

学」などを付与 

学問･研究 ～2000 必要に応じてシソーラス用語「研究」「看護研究」などを

付与 

学会 ～2000 シソーラス用語「協会」「医学会」などを付与 

組織･管理･体制 ～2000 シソーラス用語「組織と管理」「病院管理」などを付与 

人的資源･倫理学 ～2000 シソーラス用語「ヘルスマンパワー」「生命倫理」「医の

倫理」などを付与 

教育･指導 ～2000 シソーラス用語「医学教育」「看護教育」などを付与 

情報･歴史 ～2000 シソーラス用語「医学史」「薬学史」などを付与 

 


