
番号 日本語 英語 読み

1 10年生存 10-year survival 10ねんせいぞん

2 18F-フルオロデオキシグルコース 18F-fluorodeoxy glucose (FDG) 18F-ふるおろでおきしぐるこーす

3 1回呼吸法 single breath method 1かいこきゅうほう

4 1回拍出量 stroke volume 1かいはくしゅつりょう

5 1秒率（FEV1／FVC） forced expiratory volume ％ in one(first)second (FEV1.0％) 1びょうりつFEV1／FVC

6 1秒率（FEV1／FVC） FEV1 (forced expiratory volume ％ in one(first)second) 1びょうりつFEV1／FVC

7 1秒量 forced expiratory volume in one (first) second (FEV1) 1びょうりょう

8 1秒量 forced expiratory volume in one second (FEV1) 1びょうりょう

9 1秒量 FEV1 (forced expiratory volume in one (first) second) 1びょうりょう

10 2，3ジフォスフォグリセレート 2，3-diphosphoglycerate (2，3-DPG) 2，3じふぉすふぉぐりせれーと

11 Ⅱ型肺胞上皮細胞 typeⅡpneumocyte 2がたはいほうじょうひさいぼう

12 Ⅱ型肺胞上皮細胞 typeⅡalveolar epithelial cell 2がたはいほうじょうひさいぼう

13 （Ⅱ型肺胞上皮細胞の別名） granular pneumo no cyte 2がたはいほうじょうひさいぼうのべつめい

14 2価鉄原子 ferroheme 2かてつげんし

15 2孔型鼻カニュラ nasal prong 2こうがたはなかにゅら

16 2次化学療法 second-line chemotherapy 2じかがくりょうほう

17 3価鉄原子 ferriheme 3かてつげんし

18 50％致死量 half lethal dose (HLD， LD50) 50％ちしりょう

19 5-HT3レセプター拮抗薬 5-HT3 receptor antagonist 5-HT3れせぷたーきっこうやく

20 5年生存 5-year survival 5ねんせいぞん

21 5-ヒドロオキシトリプタミン 5-hydroxytryptamine 5-ひどろおきしとりぷたみん

22 5-フルオロウラシル 5-fluorouracil（FU) 5-ふるおろうらしる

23 6フッ化硫黄 sulfur hexafluoride (SF6) 6ふっかいおう

24 6分間歩行距離 six-minute walking distance (6MWD) 6ふんかんほこうきょり

25 6分間歩行テスト six-minute walk test 6ふんかんほこうてすと

26 99mTc標識大凝集アルブミン 99mTc-macroaggregated albumin(99mTc-MAA) 99mTcひょうしきだいぎょうしゅうあるぶみん

27 ACE遺伝子多型 ACE polymorphism ACEいでんしたけい

28 ACE阻害薬 angiotensin converting enzyme inhibitor ACEそがいやく

29 ACTH産生腫瘍 ACTH-producing tumor ACTHさんせいしゅよう

30 ACTHテスト ACTH test ACTHてすと

31 APUD系 amine precursor uptake and decarboxylation (APUD) system APUDけい

32 APUD系 APUD (amine precursor uptake and decarboxylation) system APUDけい

33 ATPSの状態 ATPS (ambient temperature， ambient pressure， saturated with water vapor) ATPSのじょうたい

34 A-V奇形 A-V (arteriovenous) malformation A-Vきけい

35 A-Vブロック A-V (atrioventricular) block A-Vぶろっく

36 A-Vブロック atrioventricular（A-V) block A-Vぶろっく

37 A-V瘻 A-V (arteriovenous) fistula A-Vろう

38 A期 stage A Aき

39 b／F比（RIA用語） bound/free ratio (B/F ratio) b／FひRIAようご

40 BCG接種 BCG vaccination BCGせっしゅ

41 BCGワクチン Bacillus Calmette-Gu?rin (BCG) BCGわくちん

42 BCL2遺伝子 BCL2 genes BCL2いでんし

43 Bcl2蛋白 Bcl-2 protein Bcl2たんぱく

44 BTPSの状態 BTPS (body temperature， ambient pressure， saturated with water vapor) BTPSのじょうたい

45 Bリンパ球 B cell Bりんぱきゅう

46 CA19-9 CA19-9 CA19-9

47 CA19-9産生肺癌 CA19-9 producing lung cancer CA19-9さんせいはいがん

48 CD34陽性細胞 CD34+ cells CD34ようせいさいぼう

49 CD4細胞 CD4 cells CD4さいぼう

50 CO2中毒 CO2 intoxication CO2ちゅうどく

51 CO2ナルコーシス CO2 narcosis CO2なるこーしす

52 CO中毒 CO intoxication COちゅうどく

53 CPT-11 Camptothecin (CPT) -11 CPT-11

54 CTスキャン CT-scan CTすきゃん

55 CTスクリーニング CT-screening CTすくりーにんぐ

56 CT透視下肺生検 CT-fluoroscopic lung biopsy CTとうしかはいせいけん

57 CT発見肺癌 CT-detected lung cancer CTはっけんはいがん

58 C受容体 C-receptor Cじゅようたい

59 C線維 C fibers Cせんい

60 C反応性たんぱく（蛋白） CRP (C-reactive protein) Cはんのうせいたんぱくたんぱく

61 C反応蛋白 C-reactive protein Cはんのうたんぱく



62 C-メチオニンポジトロン放出断層撮影 C-Methionine PET C-めちおにんぽじとろんほうしゅつだんそうさつえい

63 DNAアダクト DNA adducts DNAあだくと

64 DNA再構成 DNA rearrangement DNAさいこうせい

65 DNA修復 DNA repair DNAしゅうふく

66 DNA損傷 DNA damage DNAそんしょう

67 DNA損傷誘発薬 DNA-damaging agents DNAそんしょうゆうはつやく

68 DNA倍数性パターン DNA ploidy pattern DNAばいすうせいぱたーん

69 DNAフィンガープリント法 DNA fingerprinting method DNAふぃんがーぷりんとほう

70 DNAワクチン DNA vaccine DNAわくちん

71 EBウィルス Epstein-Barr virus EBうぃるす

72 EML4-ALK融合遺伝子 EML4-ALK fusion gene EML4-ALKゆうごういでんし

73 E-セレクチン E-selectin E-せれくちん

74 Fc受容体 Fc receptor Fcじゅようたい

75 FDA（米国食品医薬品局） FDA (Food and Drug Administration) FDAべいこくしょくひんいやくひんきょく

76 G-CSF産生肺癌 G-CSF producing lung cancer G-CSFさんせいはいがん

77 GM（ガイガー-ミュラー）計数管 GM counter (Geiger-M?ller counter (tube) ) GMがいがー-みゅらーけいすうかん

78 G蛋白 G-protein Gたんぱく

79 HIV感染症 HIV(human immunodeficiency virus) infection HIVかんせんしょう

80 H鎖 heavy chain Hくさり

81 indwelling drain indwelling drain indwelling drain

82 Jo-1抗原 Jo-1 antigen Jo-1こうげん

83 J受容器（体） J receptor Jじゅようきたい

84 Jレセプター J receptor Jれせぷたー

85 LAK細胞 lymphokine activated killer(LAK) cells LAKさいぼう

86 LE細胞 LE (lupus erythematosus) cell LEさいぼう

87 LFA-1 LFA(lymphocyte function-associated antigen)-1 LFA-1

88 L-myc遺伝子 L-myc gene L-mycいでんし

89 LOH（ヘテロ接合性の消失) LOH (loss of heterozygosity) LOHへてろせつごうせいのしょうしつ

90 L鎖 light chain Lくさり

91 MCP monocyte chemoattractant protein (MCP) MCP

92 ME+BE ME &amp; BE (medical electronics (or engineering) and biological electronics (or engineering)) ME+BE

93 MHCクラスⅠ MHC classⅠ MHCくらすⅠ

94 MHCクラスⅡ MHC classⅡ MHCくらすⅡ

95 MR画像（MRI) （MRI）MR imaging (MRI) MRがぞうMRI

96 MR（磁気共鳴) MR (magnetic resonance) MRじききょうめい

97 mTOR阻害薬 mTOR inhibitor mTORそがいやく

98 MVP化学療法 MVP chemotherapy MVPかがくりょうほう

99 NADPHジアフォラーゼ NADPH diaphorase NADPHじあふぉらーぜ

100 Nd-YAGレーザー Nd-YAG laser Nd-YAGれーざー

101 NF-kB（核因子κB) nuclear factor-κb (NF-κb) NF-kBかくいんしκB

102 OK-432 OK-432 OK-432

103 OVA（卵白アルブミン） OVA (ovalbumin) OVAらんぱくあるぶみん

104 P53 p53 P53

105 P53蛋白 p53 protein P53たんぱく

106 PAF（血小板活性化因子） platelet activating factor (PAF) PAFけっしょうばんかっせいかいんし

107 PCR（ポリメラーゼ連鎖反応) PCR (polymerase chain reaction) PCRぽりめらーぜれんさはんのう

108 PECAM（血小板内皮細胞接着分子) platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM) PECAMけっしょうばんないひさいぼうせっちゃくぶんし

109 PIE症候群 pulmonary infiltration with eosinophilia (PIE) PIEしょうこうぐん

110 P-K反応 Prausnitz-K?stner reaction P-Kはんのう

111 Pセレクチン P-selectin Pせれくちん

112 p糖蛋白質 p-glycoprotein pとうたんぱくしつ

113 QRS群（心電図） QRS complex (electric cardio gram) QRSぐんしんでんず

114 QT間隔 QT interval QTかんかく

115 Q熱 Q fever Qねつ

116 RSウイルス respiratory syncytial virus RSういるす

117 STPDの状態 STPD (standard temperature and pressure， dry) STPDのじょうたい

118 T0肺癌 T0 lung cancer T0はいがん

119 TNM病期分類 TNM staging TNMびょうきぶんるい

120 TNM分類 TNM classification TNMぶんるい

121 TNM分類（悪性腫瘍の国際臨床分類） tumor node metastasis (TNM) classification TNMぶんるいあくせいしゅようのこくさいりんしょうぶんるい

122 T細胞 T lymphocyte Tさいぼう

123 T細胞 T cell Tさいぼう



124 T細胞受容体 T cell receptor Tさいぼうじゅようたい

125 T細胞リンパ腫 T cell lymphoma Tさいぼうりんぱしゅ

126 T波（心電図） T wave Tはしんでんず

127 Tヘルパー1細胞 T helper 1 cells Tへるぱー1さいぼう

128 Tヘルパー2細胞 T helper 2 cells Tへるぱー2さいぼう

129 Tリンパ球 T lymphocyte Tりんぱきゅう

130 VATS（ビデオ下胸腔鏡手術) video-assisted thoracic surgery (VATS) VATSびでおかきょうくうきょうしゅじゅつ

131 VIP（血管作動性腸ポリペプチド) VIP (vasoactive intestinal polypeptide) VIPけっかんさどうせいちょうぽりぺぷちど

132 X線 X-ray Xせん

133 X線［医］学 rentgenology (roentgenology) Xせんいがく

134 X-線陰性肺癌 X-ray negative lung cancer X-せんいんせいはいがん

135 X線感受性 X-ray sensitivity Xせんかんじゅせい

136 ［X線］間接撮影 photofluorography Xせんかんせつさつえい

137 X線検査 radiographic examination Xせんけんさ

138 X線撮影 radiography Xせんさつえい

139 X線写真 X-ray film Xせんしゃしん

140 ［X線］透過性亢進肺 hyperlucent lung Xせんとうかせいこうしんはい

141 ［X線］透過性低下肺 hypolucent lung Xせんとうかせいていかはい

142 ［X線］透視［検査］ fluoroscopy Xせんとうしけんさ

143 X線透視［法］ X-ray illumination Xせんとうしほう

144 X線透視［法］ X-ray fluoroscopy Xせんとうしほう

145 X線動態撮影［法］ roentgen kymography Xせんどうたいさつえいほう

146 YAGレーザー YAG laser YAGれーざー

147 α-1-アンチトリプシン α-1-antitrypsin α-1-あんちとりぷしん

148 α受容体 α-receptor αじゅようたい

149 α胎児蛋白 α-fetoprotein (AFP) αたいじたんぱく

150 β-アドレナリン刺激薬 beta-adrenergic stimulant β-あどれなりんしげきやく

151 β-アドレナリン遮断状態 beta-adrenergic blockade β-あどれなりんしゃだんじょうたい

152 β-アドレナリン遮断薬 beta-adrenergic blocker β-あどれなりんしゃだんやく

153 β-アドレナリン受容体 beta-adrenergic receptor β-あどれなりんじゅようたい

154 γカメラ gamma camera γかめら

155 γグロブリン gammaglobulin γぐろぶりん

156 アーチファクト artifact あーちふぁくと

157 アイエルザ病 Ayerza's disease あいえるざびょう

158 アイカムワン ICAM-1 (intercellular adhesion molecule) あいかむわん

159 アイゼンメンジャー症候群 Eisenmenger's complex (syndrome) あいぜんめんじゃーしょうこうぐん

160 アイソエンザイム分析図 zymogram あいそえんざいむぶんせきず

161 アイソトープ isotope あいそとーぷ

162 愛鳥家肺 bird fancier's lung あいちょうかはい

163 アイノス iNOS (indncible NO Synthase) あいのす

164 あえぎ panting あえぎ

165 あえぎ gasping あえぎ

166 あえぎ呼吸 gasping respiration あえぎこきゅう

167 亜鉛 zinc あえん

168 赤あえぎ型 pink puffer あかあえぎかた

169 アカラシア achalasia あからしあ

170 アクアポリン aquaporin あくあぽりん

171 亜区域 subsegment あくいき

172 亜区域気管支 subsegmental bronchus あくいききかんし

173 悪液質 cachexia あくえきしつ

174 悪臭のある fetid あくしゅうのある

175 悪性奇形腫 malignant teratoma あくせいきけいしゅ

176 悪性胸膜中皮腫 pleural malignant mesothelioma あくせいきょうまくちゅうひしゅ

177 悪性高熱症 malignant hyperthermia あくせいこうねつしょう

178 悪性疾患 malignancy あくせいしっかん

179 ［悪性］絨毛上皮腫 chorioepithelioma［malignum］ あくせいじゅうもうじょうひしゅ

180 悪性腫瘍 malignant tumor あくせいしゅよう

181 悪性腫瘍 malignant neoplasm あくせいしゅよう

182 悪性（腫瘍） malignancy あくせいしゅよう

183 悪性貯留液 malignant effusion あくせいちょりゅうえき

184 悪性の malignant あくせいの

185 悪性リウマチ malignant rheumatism あくせいりうまち



186 悪性リンパ腫 malignant lymphoma あくせいりんぱしゅ

187 アクチノライト（石綿の一種） actinolite あくちのらいといしわたのいっしゅ

188 アクチビン受容体様キナーゼ activin receptor-like kinase あくちびんじゅようたいようきなーぜ 

189 アクチベーター activator あくちべーたー

190 アクチン actin あくちん

191 あくび yawn あくび

192 朝の喘息発作 morning dip あさのぜんそくほっさ

193 アジア太平洋呼吸器学会 The Asian Pacific Society of Respirology (APSR) あじあたいへいようこきゅうきがっかい

194 アジア太平洋呼吸器学会 APSR (The Asian Pacific Society of Respirology) あじあたいへいようこきゅうきがっかい

195 アジソン病 Addison's disease あじそんびょう

196 アシデミア acidemia あしでみあ

197 アシドーシス acidosis あしどーしす

198 アシネトバクター Acinetobacter あしねとばくたー

199 アシネトバクター肺炎 Acinetobacter pneunomia あしねとばくたーはいえん

200 アシュネル試験（テスト） Aschner's test あしゅねるしけんてすと

201 アジュバント adjuvant あじゅばんと

202 アジュバント化学免疫療法 adjuvant chemo-immunotherapy あじゅばんとかがくめんえきりょうほう

203 亜硝酸塩 nitrite あしょうさんえん

204 アショ(ッ)フ・田原結節 node of Aschoff and Tawara あしょっふ・たわらけっせつ

205 アショ(ッ)フ結節 Aschoff's node あしょっふけっせつ

206 アショ（ッ）フ小体（結節） Aschoff body (nodule) あしょっふしょうたいけっせつ

207 アスキーコード（計算機用語） ASCII (American Standard Code for Information Interchange) あすきーこーどけいさんきようご

208 アスコルビン酸 ascorbic acid あすこるびんさん

209 アスピリン aspirin あすぴりん

210 アスピリン喘息 aspirin sensitive asthma あすぴりんぜんそく

211 アスピリン喘息 aspirin asthma あすぴりんぜんそく

212 アスピリン［誘発］喘息 aspirin［induced］ asthma (AIA) あすぴりんゆうはつぜんそく

213 アスベスト asbestos あすべすと

214 アスベスト小体 asbestos body あすべすとしょうたい

215 アスベスト肺 asbestosis あすべすとはい

216 アスペルギルス Aspergillus あすぺるぎるす

217 アスペルギルス・フミガータス Aspergillus fumigatus あすぺるぎるす・ふみがーたす

218 アスペルギルス菌球 aspergilloma あすぺるぎるすきんきゅう

219 アスペルギルス症 aspergillosis あすぺるぎるすしょう

220 アスペルギローマ aspergilloma あすぺるぎろーま

221 アセチルコリン acetylcholine (ACh) あせちるこりん

222 アセチルコリンエステラーゼ acetylcholinesterase (AchE， AChE) あせちるこりんえすてらーぜ 

223 アセチルコリン受容体（レセプター） acetylcholine receptor (AchR， AChR) あせちるこりんじゅようたいれせぷたー 

224 アセトン体 acetone body あせとんたい

225 アセトン尿［症］ acetonuria あせとんにょうしょう

226 亜全的 subtotal あぜんてき

227 亜全面癒着 subtotal adhesion あぜんめんゆちゃく

228 アダムキーヴィッツ動脈 arteria radicularis magna あだむきーヴぃっつどうみゃく 

229 アダムキーヴィッツ動脈 Adamkiewicz artery あだむきーヴぃっつどうみゃく 

230 アダムス・ストークス症候群 Adams-Stokes syndrome あだむす・すとーくすしょうこうぐん

231 圧 pressure あつ

232 圧・容量図 pressure volume diagram あつ・ようりょうず

233 圧・量関係 pressure volume relation あつ・りょうかんけい

234 悪化 aggravation あっか

235 圧規定式人工呼吸器（レスピレータ） pressure-cycled respirator あつきていしきじんこうこきゅうきれすぴれーた

236 圧痕 impression あっこん

237 〔圧〕挫傷 crush injury あつざしょう 

238 圧挫創 crush wound あつざそう 

239 圧縮酸素 compressed oxygen あっしゅくさんそ

240 圧受容体（器） baroreceptor あつじゅようたいき

241 圧電図 volume pressure diagram あつでんず

242 圧排 compression あっぱい

243 圧迫 compression あっぱく

244 圧迫［性］肺炎 compression pneumonia あっぱくせいはいえん

245 圧迫性無気肺 compression atelectasis あっぱくせいむきはい

246 圧迫せき compression cough あっぱくせき

247 圧迫［包］帯 compression bandage あっぱくほうたい



248 圧反射 baroreflex あつはんしゃ

249 圧量曲線 pressure volume curve あつりょうきょくせん

250 圧量ダイアグラム volume pressure diagram あつりょうだいあぐらむ

251 圧力 pressure あつりょく

252 圧力外傷 barotrauma あつりょくがいしょう

253 圧力計 tonometer あつりょくけい

254 アデノウイルス adenovirus あでのういるす

255 アデノウイルス遺伝子移入 adenoviral gene transfer あでのういるすいでんしいにゅう

256 アデノウイルス遺伝子療法 adenoviral gene therapy あでのういるすいでんしりょうほう

257 アデノウイルス感染症 adenovirus infection あでのういるすかんせんしょう

258 アデノウイルス肺炎 adenoviral pneumonia あでのういるすはいえん

259 アデノシン5'-一燐酸塩 adenosine 5'-monophosphate あでのしん5'-いちりんさんえん

260 アデノシン三リン酸 ATP (adenosine triphosphate) あでのしんさんりんさん

261 アデノシン三リン酸 adenosine triphosphate (ATP) あでのしんさんりんさん

262 アデノシンデアミナーゼ adenosin deaminase(ADA) あでのしんであみなーぜ

263 アデノシンデアミネース adenosine deaminase あでのしんであみねーす

264 アデノ随伴ウイルス adeno-associated virus(AAV) あでのずいはんういるす

265 アテローム性動脈硬化［症］ atheromatous arteriosclerosis あてろーむせいどうみゃくこうかしょう

266 アデンシンデアミナーゼ欠損症 adenosine deaminase deficiency あでんしんであみなーぜけっそんしょう

267 後の posterior あとの

268 アドヒアランス adherence あどひあらんす

269 アトピー atopy あとぴー

270 アトピー性（型）喘息 atopic asthma あとぴーせいかたぜんそく

271 アドリアマイシン adriamycin あどりあまいしん

272 アドレナリン［作動］［性］神経 adrenergic nerve あどれなりんさどうせいしんけい

273 アドレノメデュリン adrenomedulin あどれのめでゅりん

274 アナフィラキシー anaphylaxis あなふぃらきしー

275 アナフィラキシー好酸球化学走［化］性（遊走）因子 eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis (ECF-A) あなふぃらきしーこうさんきゅうかがくそうかせいゆうそういんし

276 アナフィラキシー時に出現する遅効性反応物質 SRS-A (slow reacting substance of anaphylaxis) あなふぃらきしーじにしゅつげんするちこうせいはんのうぶっしつ

277 アナフィラキシーにおける好酸球化学走［化］性（遊走）因子 ECF-A(eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis) あなふぃらきしーにおけるこうさんきゅうかがくそうかせいゆうそういんし

278 アナフィラキシーの遅延反応［性］物質 SRS-A (slow reacting substance of anaphylaxis) あなふぃらきしーのちえんはんのうせいぶっしつ

279 アナフィラキシー誘発物質 anaphylactogen あなふぃらきしーゆうはつぶっしつ

280 アナフィラクトーゲン anaphylactogen あなふぃらくとーげん

281 アナフィラトキシン anaphylatoxin あなふぃらときしん

282 アニオン・ギャップ anion gap あにおん・ぎゃっぷ

283 アネルギー anergy あねるぎー

284 アビウム-イントラセルラーレ・コンプレックス型［抗酸］菌 M. avium-intracellulare complex あびうむ-いんとらせるらーれ・こんぷれっくすがたこうさんきん

285 アフタケア aftercare あふたけあ

286 アフタケア，後療法 aftercare あふたけあ，こうりょうほう

287 アフタ性潰瘍 aphthous ulcer あふたせいかいよう

288 アフタ性口内炎 aphthous stomatitis あふたせいこうないえん

289 アプニア・インデックス apnea index あぷにあ・いんでっくす

290 アプノモニター apnomonitor あぷのもにたー

291 アフラトキシン aflatoxin あふらときしん

292 アボガドロ数 Avogadro's number あぼがどろすう

293 アボガドロの法則 Avogadro's law あぼがどろのほうそく

294 アポトーシス apoptosis あぽとーしす

295 アポトーシス apoptosis あぽとーしす

296 アマンタジン amantadine あまんたじん

297 アミノ配糖体（アミノグリコシド） aminoglycoside あみのはいとうたいあみのぐりこしど

298 アミノフィリン aminophylline あみのふぃりん

299 アミラーゼ amylase あみらーぜ

300 アミラーゼ産生肺癌 amylase-producing lung cancer あみらーぜさんせいはいがん

301 アミロイド amyloid あみろいど

302 アミロイドーシス amyloidosis あみろいどーしす

303 アミロイド症 amyloidosis あみろいどしょう

304 アミロイド変性 amyloid degeneration あみろいどへんせい

305 アミンおよびアミン前駆体 amine precursor uptake and decarboxylation (APUD) system あみんおよびあみんぜんくたい

306 アメーバ肺膿瘍 amebic lung abscess あめーばはいのうよう

307 アメリカトリパノゾーマ症 American trypanosomiasis あめりかとりぱのぞーましょう

308 アモサイト（石綿の一種） amosite あもさいといしわたのいっしゅ

309 洗い出し washout あらいだし



310 洗い出し washing あらいだし

311 洗い出し曲線 washout curve あらいだしきょくせん

312 粗い断続［性ラ］音 coarse crackle あらいだんぞくせいらおん

313 アラキドン酸 arachidonic acid あらきどんさん

314 アラキドン酸カスケード arachidonic acid cascade あらきどんさんかすけーど

315 亜硫酸ガス sulfur dioxide (SO2) ありゅうさんがす

316 アリル allele ありる

317 アリル欠損 allelic loss ありるけっそん

318 アルカリ alkali あるかり

319 アルカリ［性］血［症］ alkalemia あるかりせいけつしょう

320 アルカリ性の alkaline あるかりせいの

321 アルカリ［性］フォスファターゼ alkaline phosphatase（ALP) あるかりせいふぉすふぁたーぜ

322 アルカリ度 alkalinity あるかりど

323 アルカリ予備量 alkali reserve あるかりよびりょう

324 アルカローシス alkalosis あるかろーしす

325 アルキル化 alkylating あるきるか

326 アルキル化薬 alkylating agent あるきるかやく

327 アルコール alcohol あるこーる

328 アルゴン（希ガス，Ar） argon あるごんきがす，Ar

329 アルサス反応 Arthus reaction あるさすはんのう

330 アルドステロン aldosterone あるどすてろん

331 アルドラーゼ aldolase あるどらーぜ

332 アルブミン albumin あるぶみん

333 アルミニウム肺 aluminum lung あるみにうむはい

334 アルミニウム肺症 aluminosis あるみにうむはいしょう

335 亜鈴型腫瘍 dumb-bell tumor あれいけいしゅよう

336 アレルギー allergy あれるぎー

337 アレルギー性 allergic あれるぎーせい

338 アレルギー性気管支炎 allergic bronchitis あれるぎーせいきかんしえん

339 アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) あれるぎーせいきかんしはいあすぺるぎるすしょう

340 アレルギー性気管支肺真菌症 allergic bronchopulmonary mycosis (ABPM) あれるぎーせいきかんしはいしんきんしょう

341 アレルギー性気管支肺真菌症 allergic bronchopulmonary mycosis (ABPM) あれるぎーせいきかんしはいしんきんしょう

342 アレルギー性疾患 allergic disease あれるぎーせいしっかん

343 アレルギー［性］喘息 allergic asthma あれるぎーせいぜんそく

344 アレルギー性肉芽腫 allergic granuloma あれるぎーせいにくがしゅ

345 アレルギー性肉芽腫性血管炎 allergic?granulomatous?angiitis (AGA) あれるぎーせいにくがしゅせいけっかんえん

346 アレルギー性胞隔炎 allergic alveolitis あれるぎーせいほうかくえん

347 アレルギー反応 allergic reaction あれるぎーはんのう

348 アレルギ一性鼻炎 allergic rhinitis あれるぎひとせいびえん

349 アレルゲン allergen あれるげん

350 アンギオポエチン angiopoietin あんぎおぽえちん

351 アンギ（ジ）オテンシンⅠ angiotensinⅠ あんぎじおてんしんⅠ

352 アンギ（ジ）オテンシンⅡ angiotensinⅡ あんぎじおてんしんⅡ

353 アンギ（ジ）オテンシン変換酵素 kininaseⅡ，angiotensin converting euzyme（ACE) あんぎじおてんしんへんかんこうそ

354 アンギナ angina あんぎな

355 暗示 suggestion あんじ

356 アンジオテンシン転換酵素 kininaseⅡ angiotensin converting enzyme あんじおてんしんてんかんこうそ

357 安静 rest あんせい

358 安静（臥床）狭心症 decubitus angina あんせいがしょうきょうしんしょう

359 安静呼気位 resting expiratory level あんせいこきい

360 安静呼気位 end-tidal position あんせいこきい

361 アンソフィライト（石綿の一種） anthophyllite あんそふぃらいといしわたのいっしゅ

362 アンチオキシダント antioxidant あんちおきしだんと

363 アンチセンス antisense あんちせんす

364 アンチモン［塵］肺症 antimony pneumoconiosis あんちもんじんぱいしょう

365 安定 stable disease (SD) あんてい

366 安定狭心症 stable angina あんていきょうしんしょう

367 安定度指数 stability index あんていどしすう

368 アントラサイクリン anthracycline あんとらさいくりん

369 アンドロジェン androgen あんどろじぇん

370 アンドロステロン androsterone あんどろすてろん

371 アンビューバック AMBU-bag あんびゅーばっく



372 アンビューバック air-mask bag unit (AMBU-bag) あんびゅーばっく

373 アンフェタミン amphetamine あんふぇたみん

374 安楽死 euthanasia あんらくし

375 イースト yeast いーすと

376 イートン菌［マイコプラスマ］ Eaton agent (mycoplasma) いーとんきんまいこぷらすま

377 異栄養[症] dystrophia いえいようしょう

378 イオン輸送 ion transport いおんゆそう

379 異化[作用] dissimilation いかさよう

380 異化[作用] catabolism いかさよう

381 異化[作用] dissimilation いかさよう

382 鋳型 cast いがた

383 生き甲斐 quality of life (QOL) いきがい

384 いき（息）切れ breathlessness (shortness of breath) いきぎれ

385 いき（息）こらえ時間 breath holding time いきこらえじかん

386 閾値 threshold いきち

387 生きている viable いきている

388 閾の liminal いきの

389 異極性の heterogenous いきょくせいの

390 異型狭心症 variant angina いけいきょうしんしょう

391 異形成［症］ dysplasia いけいせいしょう

392 異型腺腫様過形成 atypical adenomatous hyperplasia (AAH) いけいせんしゅさまかけいせい

393 異型の atypical いけいの

394 医原性 iatrogenic いげんせい

395 医原性疾患 iatrogenic disease いげんせいしっかん

396 移行 transition いこう

397 移行期 transitional stage いこうき

398 移行上皮 transitional epithelium いこうじょうひ

399 遺残鰓溝 branchial cleft remnant いざんさいこう

400 遺残肺全摘術 completion pneumonectomy いざんはいぜんてきじゅつ

401 遺残肺葉完全切除術 completion lobectomy いざんはいようかんぜんせつじょじゅつ

402 意識 consciousness いしき

403 異時性重複癌 metachronous double cancer いじせいちょうふくがん

404 異時性（の） metachronous いじせいの

405 異質性 heterogeneity いしつせい

406 異質の heterogenous いしつの

407 異種移植[物] heterograft いしゅいしょくぶつ

408 異種移植[片] xenograft いしゅいしょくへん

409 異種移植[片] heterograft いしゅいしょくへん

410 異種（異物）移植［法］ allotransplantation いしゅいぶついしょくほう

411 萎縮 atrophy いしゅく

412 異種性 heterogeneity いしゅせい

413 異常 anomaly いじょう

414 異常呼吸音 abnormal breath sound(s) いじょうこきゅうおん

415 異常の anomalous いじょうの

416 移植 transplantation いしょく

417 移植 grafting いしょく

418 移植［術］ transplantation いしょくじゅつ

419 移植組織 graft いしょくそしき

420 移植組織宿主反応 graft-versus-host reaction (GVHR) いしょくそしきしゅくしゅはんのう

421 胃食道逆流 gastroesophageal reflux いしょくどうぎゃくりゅう

422 胃食道逆流［現象］ gastroesophageal reflux いしょくどうぎゃくりゅうげんしょう

423 胃食道逆流症 gastroesophageal reflux disease (GERD) いしょくどうぎゃくりゅうしょう

424 胃食道接合部 gastroesophageal junction (G-E junction) いしょくどうせつごうぶ

425 移植培養 implantation いしょくばいよう

426 移植片 graft いしょくへん

427 移植片拒絶 graft rejection いしょくへんきょぜつ

428 移植片宿主相関病 graft-versus-host reaction (GVHR) いしょくへんしゅくしゅそうかんびょう

429 移植片宿主反応（相関）病（GVHD） graft-versus-host disease (GVHD) いしょくへんしゅくしゅはんのうそうかんびょうGVHD

430 移植片対宿主 graft〔-〕versus〔-〕host (GVH) いしょくへんたいしゅくしゅ 

431 移植片対宿主〔間〕反応 graft-versus-host reaction (GVHR) いしょくへんたいしゅくしゅ〔かん〕はんのう 

432 移植片対宿主拒絶反応 graft-versus-host disease (GVHD) いしょくへんたいしゅくしゅきょぜつはんのう 

433 移植片対宿主反応 graft-versus-host reaction (GVHR) いしょくへんたいしゅくしゅはんのう



434 移植片対宿主病 graft-versus-host disease（GVHD） いしょくへんたいしゅくしゅびょう

435 異所性 heterotopic いしょせい

436 異所性 ectopic いしょせい

437 異所性[心]拍動 ectopic beat いしょせいしんぱくどう

438 異所性（の） ectopic いしょせいの

439 異所性ホルモン産生腫瘍 ectopic hormone producing tumor いしょせいほるもんさんせいしゅよう

440 胃切除（術） gastrectomy いせつじょじゅつ

441 胃洗浄 gastrolavage いせんじょう

442 射創 bullet wound いそう

443 イソニアジド Isoniazid（isonicotinic acid hydrazide （IN（A）H)） いそにあじど

444 イソニコチン酸ヒドラジド isonicotinic acid hydrazide （IN（A）H) （Isoniazid いそにこちんさんひどらじど

445 依存性 dependent いぞんせい

446 依存性肺領域 dependent lung いぞんせいはいりょういき

447 頂 apex いただき

448 痛み pain いたみ

449 位置 situs いち

450 位置（遺伝子の） locus いちいでんしの

451 I型肺胞上皮細胞 typeⅠalveolar epithelial cell いちがたはいほうじょうひさいぼう

452 いちごゼリー状（様）喀痰 strawberry jelly-like sputum いちごぜりーじょうようかくたん

453 一次 primary いちじ

454 一次結核 primary tuberculosis いちじけっかく

455 一時的 temporary いちじてき

456 一時の temporary いちじの

457 一次［肺］小葉 primary［pulmonary］lobule (lobulus) いちじはいしょうは

458 一方向の unidirectional いちほうこうの

459 一房性の unilocular いちぼうせいの

460 一葉性の unilobar いちようせいの

461 一葉肺気腫 lobar emphysema いちようはいきしゅ

462 一葉無気肺 lobar atelectasis いちようむきはい

463 一卵性 monozygotic いちらんせい

464 一卵性 enzygotic いちらんせい

465 一回換気量 tidal volume (TV) いっかいかんきりょう

466 一回呼吸［気］量 tidal volume (TV) いっかいこきゅうきりょう

467 一回呼吸肺拡散能力 single breath diffusing capacity いっかいこきゅうはいかくさんのうりょく

468 一回拍出係数 stroke index いっかいはくしゅつけいすう

469 一回拍出量 stroke volume いっかいはくしゅつりょう

470 一過性腫瘍状陰影 vanishing tumor いっかせいしゅようじょういんえい

471 一過性葉間胸水貯留［像］ vanishing tumor いっかせいようかんきょうすいちょりゅうぞう

472 一酸化炭素摂取率 fractional CO uptake いっさんかたんそせっしゅりつ

473 一酸化炭素中毒 carbon monoxide poisoning いっさんかたんそちゅうどく

474 一酸化炭素へモグロビン carboxyhemoglobin いっさんかたんそへもぐろびん

475 一酸化窒素 nitric oxide (NO) いっさんかちっそ

476 一酸化窒素合成酵素 nitric oxide synthase (NOS) いっさんかちっそごうせいこうそ

477 一側［性］の unilateral いっそくせいの

478 一側肺動脈閉塞試験 unilateral pulmonary artery occlusion test いっそくはいどうみゃくへいそくしけん 

479 一般診療 general practice いっぱんしんりょう

480 一般的 general いっぱんてき

481 一般尿検査 urinalysis いっぱんにょうけんさ

482 一方通行弁機構 check-valve mechanism いっぽうつうこうべんきこう

483 遺伝 inheritance いでん

484 遺伝 heredity いでん

485 遺伝［因］子 gene いでんいんし

486 遺伝学［性］の genetics いでんがくせいの

487 遺伝子移入（導入）マウス transgenic mice いでんしいにゅうどうにゅうまうす

488 遺伝子解析 gene analysis いでんしかいせき

489 遺伝子型 genotype いでんしがた

490 遺伝子工学 genetic engineering いでんしこうがく

491 遺伝子工学 gene engineering いでんしこうがく

492 遺伝子銃工学 gene gun technology いでんしじゅうこうがく

493 遺伝子診断 genomic diagnosis いでんししんだん

494 遺伝子診断 genetic diagnosis いでんししんだん

495 遺伝子調節 gene regulation いでんしちょうせつ



496 遺伝子治療 gene therapy いでんしちりょう

497 遺伝子導入 gene transfer いでんしどうにゅう

498 遺伝子マーカー genetic markers いでんしまーかー

499 遺伝性 genetics いでんせい

500 遺伝性出血性毛細血管拡張症 hereditary haemorrhagic telangiectasia いでんせいしゅっけつせいもうさいけっかんかくちょうしょう

501 遺伝の genetic いでんの

502 移動 mobile CT いどう

503 胃内吸引 gastric aspiration いないきゅういん

504 胃（内容）食道逆流 gastroesophageal reflux いないようしょくどうぎゃくりゅう

505 移入遺伝子 transgene いにゅういでんし

506 いびき snore いびき

507 いびき音 rhonchus いびきおん

508 いびき呼吸 stertorous breathing いびきこきゅう

509 異物 foreign body いぶつ

510 異物肉芽腫 foreign body granuloma いぶつにくがしゅ

511 イメージ増倍管 image intensifier (II) いめーじぞうばいかん

512 医用生体工学 BME (biomedical engineering) いようせいたいこうがく

513 医用電子工学 ME (medical electronics) いようでんしこうがく

514 医用電子工学および生体電子工学 ME & BE (medical electronics (or engineering) and biological electronics (or engineering)) いようでんしこうがくおよびせいたいでんしこうがく

515 医用電子装置 ME (medical electronics) いようでんしそうち

516 医療・介護関連肺炎 nursing and healthcare-associated pneumonia（NHCAP） いりょう・かいごかんれんはいえん

517 医療ケア関連肺炎 healthcare-associated pneumonia (HCAP) いりょうけあかんれんはいえん

518 陰圧呼吸 negative pressure breathing いんあつこきゅう

519 陰イオン anion いんいおん

520 陰イオンギャップ anion gap いんいおんぎゃっぷ

521 陰影 shadow いんえい

522 院外(市中)感染性肺炎 community-acquired pneumonia いんがいしちゅうかんせんせいはいえん

523 印環細胞癌 signet-ring cell carcinoma いんかんさいぼうがん 

524 咽喉 gullet いんこう

525 咽喉痛 sore throat いんこうつう

526 インコ飼育者肺 budgerigar fancier's lung いんこしいくしゃはい

527 咽後膿瘍 retropharyngeal abscess いんごのうよう

528 インサイチュー・ハイブリッド形成［法］ in situ hybridization (ISH) いんさいちゅー・はいぶりっどけいせいほう

529 因子 factor いんし

530 印象 impression いんしょう

531 インスリン様成長因子 insulin-like growth factor いんすりんようせいちょういんし

532 陰性P波 negative P wave いんせいPは

533 インターフェイス interface いんたーふぇいす

534 インターフェロン virus inhibiting factor いんたーふぇろん

535 インターフェロン interferon いんたーふぇろん

536 インターフェロン（α、β、γ） interferon (IFN) (α、β、γ) いんたーふぇろんα、β、γ

537 インターフェロンγ遊離試験 interferon-γ releasing assay (IGRA) いんたーふぇろんγゆうりしけん

538 インターロイキン interleukin (IL) いんたーろいきん

539 インダクタンス inductance いんだくたんす

540 インテグリン integrin いんてぐりん

541 咽頭 pharynx いんとう

542 咽頭 throat いんとう

543 咽頭炎 pharyngitis いんとうえん

544 咽頭炎 sore throat いんとうえん

545 咽頭カタル pharyngeal catarrh いんとうかたる

546 咽頭クリーゼ pharyngeal crisis いんとうくりーぜ

547 咽頭喉頭炎 pharyngolaryngitis いんとうこうとうえん

548 咽［頭］後［方］の retropharyngeal いんとうこうほうの

549 咽頭細菌叢 pharyngeal bacterial flora いんとうさいきんそう

550 咽頭食道の pharyngoesophageal いんとうしょくどうの

551 咽頭性咳（せき） pharyngeal cough いんとうせいせき

552 咽頭痛 sore throat いんとうつう

553 咽頭の pharyngeal いんとうの

554 咽頭発症 pharyngeal crisis いんとうはっしょう

555 咽頭反射 pharyngeal reflex いんとうはんしゃ

556 咽頭扁桃 pharyngeal tonsil いんとうへんとう

557 咽頭扁桃炎 adenoiditis いんとうへんとうえん



558 イントラセルラー［抗酸］菌 M. intracellulare いんとらせるらーこうさんきん

559 院内感染 nosocomial infection いんないかんせん

560 院内感染 nosocomial (hospital-acquired) infection いんないかんせん

561 院内肺炎 nosocomial pneumonia いんないはいえん

562 院内肺炎 hospital-aquired pneumonia いんないはいえん

563 インパルス impulse いんぱるす

564 インパルス・オシロメトリー impulse oscillometry system (IOS) いんぱるす・おしろめとりー

565 インピーダンス impedance いんぴーだんす

566 インピーダンス・プレチスモグラフィ impedance plethysmography いんぴーだんす・ぷれちすもぐらふぃ

567 インフルエンザ influenza いんふるえんざ

568 インフルエンザウイルス influenza virus いんふるえんざういるす

569 インフルエンザ桿菌 influenza bacilli いんふるえんざかんきん

570 インフルエンザ気管支炎 influenza bronchitis いんふるえんざきかんしえん

571 インフルエンザ菌 Hemophilus influenzae いんふるえんざきん

572 右位 dextroposition うい

573 ウィーニング weaning うぃーにんぐ

574 ウィップル（ホイップル）病 Whipple's disease うぃっぷるびょう

575 ウィリアム・キャンベル症候群 William-Campbell syndrome うぃりあむ・きゃんべるしょうこうぐん

576 ウイルス感染 viral infection ういるすかんせん

577 ウイルス性気管支炎 viral bronchitis ういるすせいきかんしえん

578 ウイルス［性］肺炎 viral pneumonia ういるすせいはいえん

579 ウイルス性肺（臓）炎 virus pneumonia ういるすせいはいぞうえん

580 ウイルス肺炎 viral pneumonia ういるすはいえん

581 ウイルスベクター viral vectors ういるすべくたー

582 ウイルス抑制因子 virus inhibiting factor ういるすよくせいいんし

583 ウィルヒョウリンパ節転移 Virchow's lymphnode metastasis うぃるひょうりんぱせつてんい

584 ウェーバー・オスラー・ランデュ病 Weber-Osler-Rendu disease うぇーばー・おすらー・らんでゅびょう

585 ウェーバー・クリスチャン病 Weber-Christian disease うぇーばー・くりすちゃんびょう

586 ウェーバー（磁束の単位） Weber (Wb) うぇーばーじそくのたんい

587 ウェーブスピード理論 wave speed theory うぇーぶすぴーどりろん

588 ウェゲ（ジ）ナー症候群 Wegener's syndrome うぇげなーしょうこうぐん

589 ウェゲ（ジ）ナー肉芽腫症 Wegener's granulomatosis うぇげなーにくがしゅしょう

590 植え込み型ペースメーカ implantable pacemaker うえこみがたぺーすめーか

591 植え込み薬（剤） pellet うえこみやくざい

592 ウェスターマーク徴候 Westermark's sign うぇすたーまーくちょうこう

593 ウェスタンブロット試験 western blot test うぇすたんぶろっとしけん

594 ウエステルマン肺吸虫 Paragonimus westermani うえすてるまんはいきゅうちゅう

595 ウェットケース（気道分泌物の多い患者） wet case うぇっとけーすきどうぶんぴつぶつのおおいかんじゃ

596 右回転 dextroversion うかいてん

597 右気管支 dexter bronchus うきかんし

598 右胸心 dextrocardia うきょうしん

599 齲歯 caries うし

600 牛型結核菌 Mycobacterium bovis うしがたけっかくきん

601 牛型結核菌 Mycobacterium bovis うしがたけっかくきん

602 牛[型]結核[症] bovine tuberculosis うしがたけっかくしょう

603 ウシ胸膜肺炎菌様微生物 pleuropneumonia-like organism (PPLO) うしきょうまくはいえんきんようびせいぶつ

604 右室駆出率 right ventricular ejection fraction うしつくしゅつりつ

605 右室肥大 right ventricular hypertrophy (RVH) うしつひだい

606 後ろ向き retrospective うしろむき

607 右心カテーテル法 right cardiac catheterization うしんかてーてるほう

608 右心カテーテル［法］ right heart catheterization (right cardiac catheterization) うしんかてーてるほう

609 右［心］室 right ventricle (RV) うしんしつ

610 右心[症] cor dextrum うしんしょう

611 右心ストレイン right heart strain うしんすとれいん

612 右心負荷 right heart strain うしんふか

613 右心不全 right ventricular failure うしんふぜん

614 右心不全 right heart insufficiency うしんふぜん

615 うっ血 stagnation うっけつ

616 うっ血 hemostasis うっけつ

617 うっ血 congestion うっけつ

618 うっ血性気管支炎 congestive bronchitis うっけつせいきかんしえん

619 うっ血性心不全 congestive heart failure うっけつせいしんふぜん



620 うっ血性低酸素［症］ stagnant hypoxia うっけつせいていさんそしょう

621 うっ血性無（低）酸素［症］ stagnant anoxia うっけつせいむていさんそしょう

622 うっ血肺 congested lung うっけつはい

623 打つこと beat うつこと

624 うっ滞 retention うったい

625 右肺動脈 right pulmonary artery うはいどうみゃく

626 右偏 dextroposition うへん

627 膿 Eiter【独】 うみ

628 膿（うみ） pus うみ

629 ウラン uranium うらん

630 ウロキナーゼプラスミノーゲン活性因子 urokinase plasminogen activator うろきなーぜぷらすみのーげんかっせいいんし

631 上顎の maxillary うわあごの

632 上澄の supernatant うわずみの

633 運動 exercise うんどう

634 運動異常［症］ dyskinesia うんどういじょうしょう

635 運動性 motility うんどうせい

636 運動ニューロン疾患 motor neuron disease うんどうにゅーろんしっかん

637 運動負荷試験 exercise test うんどうふかしけん

638 運動負荷テスト exercise (tolerance) test うんどうふかてすと

639 運動誘発喘息 exercise-induced asthma (EIA) うんどうゆうはつぜんそく

640 運動[力]指数 exercise index うんどうりょくしすう

641 雲母塵肺症 mica pneumoconiosis うんもじんぱいしょう

642 雲母肺症 mica pneumoconiosis うんもはいしょう

643 ヴァルサルヴァ Valsalva test ヴぁるさるヴぁ

644 ヴァルサルヴァ試験 Valsalva's maneuver ヴぁるさるヴぁしけん

645 ヴァレー圧痛点 Valleix's points ヴぁれーあっつうてん

646 ヴァンサン・アンギーナ Vincent angina ヴぁんさん・あんぎーな

647 エアー（空気）・トラッピング air trapping えあー・とらっぴんぐ

648 エアーリーク air leak えあーりーく

649 エアウェイ airway えあうぇい

650 エアゾール aerosol えあぞーる

651 エアゾール療法 aerosol treatment (therapy) えあぞーるりょうほう

652 エイコサノイド eicosanoid えいこさのいど

653 エイズ AIDS（acquired immune  deficiency syndrome） えいず

654 エイズウイルス HIV (human immunodeficiency virus) えいずういるす

655 衛星病変 satellite lesion えいせいびょうへん

656 栄養 nutrition えいよう

657 栄養 feeding えいよう

658 栄養失調 dietary deficiency えいようしっちょう

659 栄養失調（症） dystrophy えいようしっちょうしょう

660 栄養障害 nutritional disturbance えいようしょうがい

661 栄養障害 malnutrition えいようしょうがい

662 栄養不足 undernutrition えいようぶそく

663 栄養不良 malnutrition えいようふりょう

664 エーユーシー AUC (area under the curve) えーゆーしー

665 エーラース・ダンロス症候群 Ehlers-Danlos syndrome えーらーす・だんろすしょうこうぐん

666 エオジン好性 eosinophil えおじんこうせい

667 エオタキシン eotaxin えおたきしん

668 液 fluid えき

669 液圧 liquid pressure えきあつ

670 腋窩 axilla えきか

671 腋窩 armpit えきか

672 疫学 epidemiology えきがく

673 腋窩切開 axillary incision えきかせっかい

674 腋窩線 axillary line えきかせん

675 腋窩中央線 midaxillary line えきかちゅうおうせん

676 腋窩動脈 axillary artery えきかどうみゃく

677 腋窩の axillary えきかの

678 液性調節 humoral regulation えきせいちょうせつ

679 液性の fluid えきせいの

680 液性免疫 humoral immunity えきせいめんえき

681 エキソサイトーシス exocytosis えきそさいとーしす



682 液体 liquid (fluid) えきたい

683 液体酸素 liquid oxygen えきたいさんそ

684 エキノコックス Taenia echinococcus (Echinococcus granulosus) えきのこっくす

685 エクササイズトレーニング exercise training えくささいずとれーにんぐ

686 エコープラナーイメージング（MR撮像法の一種） echo planar imaging(EPI) えこーぷらなーいめーじんぐMRさつぞうほうのいっしゅ

687 壊死 necrosis えし

688 壊死性 necrotic えしせい

689 壊死性気管支炎 necrotizing bronchitis えしせいきかんしえん

690 壊死性血管炎 necrotizing angitis えしせいけっかんえん

691 壊死性リンパ節炎 necrotizing lymphoadenitis えしせいりんぱせつえん

692 壊死性リンパ節炎 necrotizing lymphadenitis えしせいりんぱせつえん

693 エスエスシーピー single-strand conformation polymorphism (SSCP)analysis えすえすしーぴー

694 エスシーエフ SCF えすしーえふ

695 エストロゲン estrogens えすとろげん

696 エストロゲンレセプター estrogen receptor えすとろげんれせぷたー

697 エストロジェン estrogen えすとろじぇん

698 壊疽 gangrene えそ

699 枝 ramus えだ

700 エックス線 x-ray えっくすせん

701 エックス線 X-ray えっくすせん

702 エックス線写真 x-ray film えっくすせんしゃしん

703 エックス線写真 X-ray film えっくすせんしゃしん

704 エックス線単位 x-ray unit えっくすせんたんい

705 エックス線治療 x-ray therapy (roentgen therapy) えっくすせんちりょう

706 エックス線透視 x-ray illumination えっくすせんとうし

707 エックス線透視 X-ray illumination えっくすせんとうし

708 エトポシド etoposide えとぽしど

709 エネルギー energy えねるぎー

710 エネルギー出納 energy balance えねるぎーすいとう

711 エネルギー代謝 energy metabolism えねるぎーたいしゃ

712 エフシー受容体 Fc receptor えふしーじゅようたい

713 エプスタイン奇形 Ebstein's malformation えぷすたいんきけい

714 エボラウイルス ebola virus えぼらういるす

715 エボラ熱 ebola fever えぼらねつ

716 エミッション ECT (emission computed tomography) えみっしょん

717 鰓 branchia えら

718 鰓呼吸 branchial respiration えらこきゅう

719 エラスターゼ elastase えらすたーぜ

720 エラスタンス elastance えらすたんす

721 エラスチン elastin えらすちん

722 鰓性 branchial えらせい

723 鰓の branchial えらの

724 エリスポットアッセイ ELISPOT assay えりすぽっとあっせい

725 エリスロポ［イ］エチン erythropoietin えりすろぽいえちん

726 エリスロマイシン erythromycin えりすろまいしん

727 エリテマトーデス erythematodes えりてまとーです

728 エルゴメーター ergometer えるごめーたー

729 エロゾ(ー)ル化 aerosolization えろぞーるか

730 遠位の distal えんいの

731 遠隔照射 remote irradiation えんかくしょうしゃ

732 遠隔照射（療）法 teleroentgen(o)therapy えんかくしょうしゃりょうほう

733 遠隔操作照射 remote irradiation えんかくそうさしょうしゃ

734 遠隔転移 distant metastasis えんかくてんい

735 塩基 base えんき

736 塩基好性 basophil えんきこうせい

737 塩基不足（欠乏） base deficit えんきぶそくけつぼう

738 煙吸入 smoke inhalation えんきゅうにゅう

739 塩基余剰（過剰） base excess (BE) えんきよじょうかじょう

740 エングストローム・レスピレーター Engstrom respirator えんぐすとろーむ・れすぴれーたー

741 嚥下 swallowing えんげ

742 えん（嚥）下 deglutition えんげ

743 円形陰影 coin lesion えんけいいんえい



744 円形無気肺 round[ed] atelectasis えんけいむきはい

745 嚥下困難 dysphagia えんげこんなん

746 嚥下困難 disorder of deglutition えんげこんなん

747 嚥下障害 deglutition disorder えんげしょうがい

748 嚥下［性］ aspiration えんげせい

749 嚥下性肺炎 deglutition pneumonia えんげせいはいえん

750 嚥下［性］肺炎 aspiration pneumonia えんげせいはいえん

751 エンケファリン enkephalin えんけふぁりん

752 嚥下不能［症］ aphagia えんげふのうしょう

753 炎光[分光]光度計 flame photospectrometer えんこうぶんこうこうどけい

754 炎［症］ inflammation えんしょう

755 炎症後偽腫瘍 postinflammatory pseudotumor えんしょうごぎしゅよう

756 炎症性気道疾患 inflammatory airways disease えんしょうせいきどうしっかん

757 炎症性偽腫瘍 inflammatory pseudotumor えんしょうせいにせしゅよう

758 炎症性ポリープ inflammatory polyp えんしょうせいぽりーぷ

759 遠心性 centrifugal えんしんせい

760 遠心性線維 efferent fiber えんしんせいせんい

761 遠心性線維 centrifugal fiber えんしんせいせんい

762 延髄化学受容器 medullary chemoreceptor えんずいかがくじゅようき

763 円錐形切除術 coniotomy えんすいけいせつじょじゅつ

764 円錐形の conic［al］ えんすいけいの

765 延髄呼吸中枢 medullary respiratory center えんずいこきゅうちゅうすう

766 円錐靱帯切開術 coniotomy えんすいじんたいせっかいじゅつ

767 延髄の medullary えんずいの

768 塩素[イオン]移動 chloride shift えんそいおんいどう

769 円柱 cast えんちゅう

770 円柱腫 cylindroma えんちゅうしゅ

771 円柱状気管支炎 cylindrical bronchitis えんちゅうじょうきかんしえん

772 円柱状気管支拡張症 cylindrical bronchiectasis えんちゅうじょうきかんしかくちょうしょう

773 円柱上皮 columnar epithelium えんちゅうじょうひ

774 エンデュアランスシャトルウォークテスト endurance shuttle walk test えんでゅあらんすしゃとるうぉーくてすと

775 エンテロウイルス enterovirus えんてろういるす

776 エンドグリン endoglin えんどぐりん

777 エンドセリン endothelin えんどせりん

778 エンドトキシン endotoxin えんどときしん

779 エンドトキシン血症 endotoxemia えんどときしんけっしょう

780 エンドトキシンショック endotoxin shock えんどときしんしょっく

781 エンドペプチダーゼ endopeptidase えんどぺぷちだーぜ

782 エンドメトリオーシス endometriosis えんどめとりおーしす

783 燕麦細胞癌 oat cell carcinoma えんばくさいぼうがん

784 円（盤）板状無気肺 discoid atelectasis えんばんいたじょうむきはい

785 エンブリオーマ embryoma えんぶりおーま

786 塩類欠乏 salt deficiency えんるいけつぼう

787 塩［類］欠乏性脱水［症］ salt deficit dehydration えんるいけつぼうせいだっすいしょう

788 塩類代謝 salt metabolism えんるいたいしゃ

789 横隔胸膜 diaphragmatic pleura おうかくきょうまく

790 横隔膜 diaphragm おうかくまく

791 横隔膜下降 descent of diaphragm おうかくまくかこう

792 横隔膜下膿瘍 subphrenic (subdiaphragmatic) abscess おうかくまくかのうよう

793 横隔膜下膿瘍 subdiaphragmatic abscess おうかくまくかのうよう

794 横隔膜下膿瘍 subdiaphragmatic (subphrenic) abscess おうかくまくかのうよう

795 横隔膜奇異（逆）運動 paradoxical diaphragm phenomenon おうかくまくきいぎゃくうんどう

796 横隔膜呼吸 diaphragmatic respiration おうかくまくこきゅう

797 横隔膜弛緩症 eventration of the diaphragm おうかくまくしかんしょう

798 横隔膜弛緩症 diaphragmatic eventration おうかくまくしかんしょう

799 横隔膜心[外]膜炎 phrenopericarditis おうかくまくしんがいまくえん

800 横隔[膜]神経圧挫（潰）［術］ phrenicotripsy おうかくまくしんけいあつざかいじゅつ

801 横隔[膜]神経切断［術］ phrenicotomy おうかくまくしんけいせつだんじゅつ

802 横隔[膜]神経伝導速度 phrenic nerve conduction time おうかくまくしんけいでんどうそくど

803 横隔[膜]神経捻除［術］ phrenicoexairesis おうかくまくしんけいねんじょじゅつ

804 横隔[膜]神経扶（捻）除術 phrenic nerve avulsion おうかくまくしんけいふねんじょじゅつ

805 横隔[膜]神経麻痺 phrenic nerve paralysis おうかくまくしんけいまひ



806 横隔膜ドーム diaphragmatic dome おうかくまくどーむ

807 横隔膜内外圧差 transdiaphragmatic (transdiaphragm) pressure おうかくまくないがいあつさ

808 横隔膜の diaphragmatic おうかくまくの

809 横隔膜へルニア diaphragmatic hernia おうかくまくへるにあ

810 横隔膜麻痺 phrenoplegia おうかくまくまひ

811 横隔膜麻痺 diaphragmatic paralysis おうかくまくまひ

812 横隔膜麻痺 diaphragm paralysis おうかくまくまひ

813 横隔膜葉（左右いずれかの） diaphragmatic leaf おうかくまくようさゆういずれかの

814 凹型胸 hollowed breast (chest) おうがたきょう

815 嘔気 nausea おうき

816 横径の transverse おうけいの

817 欧州呼吸器学会 European Respiratory Society (ERS) おうしゅうこきゅうきがっかい

818 黄色腫 xanthoma おうしょくしゅ

819 黄色腫症 xanthomatosis おうしょくしゅしょう

820 黄色爪［床］症候群 yellow nail syndrome おうしょくそうしょうしょうこうぐん

821 黄色調 xanthochromia おうしょくちょう

822 黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus おうしょくぶどうきゅうきん

823 横切開 transverse incision おうせっかい

824 横断の transverse おうだんの

825 嘔吐 vomiting おうと

826 凹凸 notch おうとつ

827 往復雑音 to-and-fro murmur おうふくざつおん

828 往復雑音，ブランコ[様]雑音 to-and-fro murmur おうふくざつおん，ぶらんこようざつおん

829 おうむ病 psittacosis おうむびょう

830 オウム病クラミジア chlamydia psittaci おうむびょうくらみじあ

831 横紋筋 striated muscle おうもんきん

832 横紋筋腫 rhabdomyoma おうもんきんしゅ

833 横紋筋肉腫 rhabdomyosarcoma おうもんきんにくしゅ

834 横紋筋融解症 rhabdomyolysis おうもんきんゆうかいしょう

835 大きい massive おおきい

836 オージオメーター audiometer おーじおめーたー

837 オートクリン成長 autocrine growth おーとくりんせいちょう

838 オートラジオグラフィ autoradiography おーとらじおぐらふぃ

839 オートラジオグラム radioautogram (RAG) おーとらじおぐらむ

840 オーバーラップ症候群 overlap syndrome おーばーらっぷしょうこうぐん

841 悪寒 shivering おかん

842 オキシジェネータ oxygenator おきしじぇねーた

843 オキシダーゼ oxidase おきしだーぜ

844 オキシダント oxidant おきしだんと

845 オキシヘモグロビン oxyhemoglobin おきしへもぐろびん

846 オキシメータ oximeter おきしめーた

847 悪心 nausea おしん

848 オステオポンチン osteopontin おすておぽんちん

849 オスラー・ウェーバー・ランデュ症（症候群） Osler-Weber-Rendu syndrome おすらー・うぇーばー・らんでゅしょうしょうこうぐん

850 オスラー病 Osler's disease おすらーびょう

851 汚染 pollution おせん

852 汚染物質 pollutant おせんぶっしつ

853 オゾン ozone おぞん

854 おたふく風邪 mumps おたふくかぜ

855 落ち込み dip おちこみ

856 オッシレーション法 oscillation method おっしれーしょんほう

857 オッシログラム oscillogram おっしろぐらむ

858 音 sound(s) おと

859 帯 zone (zona) おび

860 オピオイド opioid おぴおいど

861 オピオイド受容体 opioid receptor おぴおいどじゅようたい

862 オプソニン作用 opsonization おぷそにんさよう

863 オプソニン受容体 opsonin receptor おぷそにんじゅようたい

864 オプソニン貪食作用 opsonophagocytosis おぷそにんどんしょくさよう

865 オポチュニスティック感染 opportunistic infection おぽちゅにすてぃっくかんせん

866 溺れ drowning おぼれ

867 オリゴヌクレオチド oligonucleotides おりごぬくれおちど



868 オルニトーシス ornithosis おるにとーしす

869 オレイン酸 oleic acid おれいんさん

870 温石綿 chrysotile おんいしわた

871 音響インピーダンス acoustic impedance おんきょういんぴーだんす

872 音声 voice おんせい

873 音声の vocal おんせいの

874 オンディーヌの呪い Ondine's curse おんでぃーぬののろい

875 温度［感］覚 thermal sensation おんどかんかく

876 温度計 thermometer おんどけい

877 温度図 thermography おんどず

878 温度の基本単位 Kelvin (K) おんどのきほんたんい

879 温熱療法 thermotherapy おんねつりょうほう

880 温熱療法 hyperthermia おんねつりょうほう

881 温浴 warm bath おんよく

882 カーソニ試験（包虫症の診断反応） Casoni's test かーそにしけんほうちゅうしょうのしんだんはんのう

883 加圧呼吸 pressure breathing かあつこきゅう

884 加圧室 compression cabin かあつしつ

885 カーリー線 Kerley's line かーりーせん

886 カーリーのA線 Kerley's A line かーりーのAせん

887 カーリーのB線 Kerley's B line かーりーのBせん

888 カーリーのC線 Kerley's C line かーりーのCせん

889 (解)外側中葉枝 lateral bronchus (右B4) かいがいそくちゅうようし

890 回帰 regression かいき

891 回帰 reciprocal かいき

892 回帰熱 relapsing fever かいきねつ

893 開胸式心マッサージ［法］ open chest cardiac massage かいきょうしきしんまっさーじほう

894 開胸［術］ thoracotomy かいきょうじゅつ

895 開胸肺生検 open lung biopsy かいきょうはいせいけん

896 開口障害 trismus かいこうしょうがい

897 開口部 orifice かいこうぶ

898 （解)後上葉枝 posterior bronchus (B2) かいごじょうようし

899 開散 divergence かいさん

900 塊状［陰］影（X線上の） mass opacity かいじょういんえいXせんじょうの

901 (解)上―下葉枝 superior bronchus (B6) かいじょうーかようし

902 （解）上枝下―下葉枝 ramus［lobi inferioris］subsuperior (B*) かいじょうしか―かようし

903 塊状塞栓 massive embolism かいじょうそくせん

904 塊状の massive かいじょうの

905 塊状肺炎 massive pneumonia かいじょうはいえん

906 塊状［病］巣 mass lesion かいじょうびょうそう

907 塊状病変 mass lesion かいじょうびょうへん

908 開心術 open heart surgery かいしんじゅつ

909 （解）前上葉枝 ramus［lobi superioris］ ventralis (anterior bronchus) (B3) かいぜんじょうようし

910 開窓術 marsupialization かいそうじゅつ

911 開窓術 fenestration 〔operation〕 かいそうじゅつ

912 回想的の retrospective かいそうてきの

913 開存［性］の patent かいぞんせいの

914 階段昇降試験 step-up test かいだんしょうこうしけん

915 回虫症 ascariasis かいちゅうしょう

916 回虫肺炎 ascaris pneumonia かいちゅうはいえん

917 回転 rotation かいてん

918 回転円盤型酸素加（化）装置 rotating disc oxygenator かいてんえんばんがたさんそかそうち

919 回転照射 rotation irradiation かいてんしょうしゃ

920 回転［翼］流量計 rotameter かいてんよくりゅうりょうけい

921 回転率 turnover rate かいてんりつ

922 解糖 glycolysis かいとう

923 介入 interposition かいにゅう

924 介入性画像診断学 interventional radiology (IVR) かいにゅうせいがぞうしんだんがく

925 介入的放射線医学 interventional radiology (IVR) かいにゅうてきほうしゃせんいがく

926 界面（表面）活性物質 surface active agents (substance) かいひょうめんかっせいぶっしつ

927 回復 recovery かいふく

928 回復室 recovery room かいふくしつ

929 解放 release かいほう



930 解剖［学］的死腔 anatomical dead space かいぼうがくてきしくう

931 解剖学的シャント anatomical shunt かいぼうがくてきしゃんと

932 解剖学的な anatomical かいぼうがくてきな

933 開放式到達法 open approach かいほうしきとうたつほう

934 開放性 open かいほうせい

935 開放性気胸 open pneumothorax かいほうせいききょう

936 開放［性］気胸 open pneumothorax かいほうせいききょう

937 開放性［結核］菌陰性空洞 open negative cavity かいほうせいけっかくきんいんせいくうどう

938 開放性（排菌性）結核 open tuberculosis かいほうせいはいきんせいけっかく

939 開放性［肺］結核［症］ open tuberculosis かいほうせいはいけっかくしょう

940 界面 boundary surface かいめん

941 界面 interface かいめん

942 界面（表面）活性の surface active かいめんかっせいの

943 界（表）面活性物質 surface active material (surface active agents (substance) ) かいめんかっせいぶっしつ

944 界（表）面電極 surface electrode かいめんでんきょく

945 界（表）面動態 surface behavior かいめんどうたい

946 界面（表面） surface かいめんひょうめん

947 界面（表面）活性物質 surfactant かいめんひょうめんかっせいぶっしつ

948 界面フィルム surface film かいめんふぃるむ

949 潰瘍 ulcer かいよう

950 潰瘍 ulceration かいよう

951 潰瘍化 ulceration かいようか

952 潰瘍形成 ulceration かいようけいせい

953 潰瘍性口内炎 ulcerative stomatitis かいようせいこうないえん

954 解離 dissociation かいり

955 解離曲線 dissociation curve かいりきょくせん

956 解離指数 dissociation exponent かいりしすう

957 解離性動脈瘤 dissecting aneurysm かいりせいどうみゃくりゅう

958 解離定（常）数 dissociation constant かいりていじょうすう

959 下咽頭 hypopharynx かいんとう

960 カウザルギー causalgia かうざるぎー

961 かえで皮はぎ肺 maple bark stripper's (lung) disease かえでかわはぎはい

962 かえで（もみじ）樹皮むき病 maple bark stripper's (lung) disease かえでじゅひむきびょう

963 顔つき countenance かおつき

964 （顔）マスク face mask かおますく

965 カオリン塵肺症 kaolin pneumoconiosis かおりんじんぱいしょう

966 化学シフト chemical shift かがくしふと

967 化学受容器（体） chemical receptor かがくじゅようきたい

968 化学性肺炎 chemical pneumonia かがくせいはいえん

969 化学走性 chemotaxis (chemotaxy) かがくそうせい

970 化学走性因子 chemotactic factor かがくそうせいいんし

971 化学的交感神経遮断術 chemical sympathectomy かがくてきこうかんしんけいしゃだんじゅつ

972 化学的交感神経切除［術］ chemical sympathectomy かがくてきこうかんしんけいせつじょじゅつ

973 化学的交感神経節摘出［術］ chemical sympathectomy かがくてきこうかんしんけいせつてきしゅつじゅつ

974 化学[的]損傷 chemical injury かがくてきそんしょう

975 化学［的］体温調節 chemical thermoregulation かがくてきたいおんちょうせつ

976 化学［的］熱傷 chemical burning かがくてきねっしょう

977 化学[的]媒介物質 chemical mediator かがくてきばいかいぶっしつ

978 化学［的］予防［法］ chemoprophylaxis かがくてきよぼうほう

979 化学伝達物質 chemical mediator かがくでんたつぶっしつ

980 化学熱（外）傷 chemical burn かがくねつがいしょう

981 化学の（化学的） chemical かがくのかがくてき

982 化学（物質による）間質性肺炎 chemical pneumonia かがくぶっしつによるかんしつせいはいえん

983 化学物質による肺炎 chemical pneumonia かがくぶっしつによるはいえん

984 化学放射線療法 chemoradiotherapy かがくほうしゃせんりょうほう

985 化学保護 chemoprotection かがくほご

986 化学予防 chemoprevention かがくよぼう

987 化学療法 chemotherapy かがくりょうほう

988 化学療法による効果 response to chemotherapy かがくりょうほうによるこうか

989 化学療法薬［剤］ chemotherapeutics かがくりょうほうやくざい

990 下幹 lower lobe bronchus かかん

991 過換気 hyperventilation かかんき



992 過換気後無呼吸 posthyperventilation apnea かかんきごむこきゅう

993 過換気症候群 hyperventilation syndrome かかんきしょうこうぐん

994 過換気テタニー hyperventilation tetany かかんきてたにー

995 下気管切開［術］ inferior tracheotomy かきかんせっかいじゅつ

996 過吸入 overinhalation かきゅうにゅう

997 核医学 nuclear medicine かくいがく

998 [核]異性体転移 isomeric transition (IT) かくいせいたいてんい

999 核型 karyotype かくがた

1000 拡散 diffusion かくさん

1001 拡散係数 diffusion co-efficient かくさんけいすう

1002 拡散呼吸 diffusion respiration かくさんこきゅう

1003 拡散チャンバー diffusion chamber かくさんちゃんばー

1004 拡散定数 diffusion constant かくさんていすう

1005 拡散電位 diffusing potential かくさんでんい

1006 拡散の diffusing かくさんの

1007 拡散能 diffusibility かくさんのう

1008 拡散能力 diffusing capacity かくさんのうりょく

1009 拡散量 diffusing capacity かくさんりょう

1010 核磁気共鳴 nuclear magnetic resonance (NMR) かくじききょうめい

1011 [核]磁気共鳴画像（MRI) magnetic resonance image (MRI) かくじききょうめいがぞうMRI

1012 喀出 spitting かくしゅつ

1013 喀出 expectoration かくしゅつ

1014 核出[術] enucleation かくしゅつじゅつ

1015 核小体 nucleolus かくしょうたい

1016 かくす mask かくす

1017 覚醒 recovery かくせい

1018 郭清 dissection かくせい

1019 拡大 expansion かくだい

1020 拡大手術 extended operation かくだいしゅじゅつ

1021 喀痰 sputum かくたん

1022 喀痰 spitting かくたん

1023 喀痰細胞診 sputum cytology かくたんさいぼうしん

1024 喀痰を伴うせき productive (wet) cough かくたんをともなうせき

1025 拡張 divergence かくちょう

1026 拡張 dilatation かくちょう

1027 拡張期 diastolic phase かくちょうき

1028 拡張期圧 diastolic pressure かくちょうきあつ

1029 拡張期充満 diastolic filling かくちょうきじゅうまん

1030 拡張期［心］雑音 diastolic murmur かくちょうきしんざつおん

1031 拡張期の diastolic かくちょうきの

1032 拡張期容量 diastolic volume かくちょうきようりょう

1033 拡張指数 expansion index かくちょうしすう

1034 拡張［症］ ectasis かくちょうしょう

1035 拡張前期雑音 prediastolic murmur かくちょうぜんきざつおん

1036 獲得［性］の acquired かくとくせいの

1037 獲得免疫 acquired immunity かくとくめんえき

1038 角度計 goniometer かくどけい

1039 核[内]因子κB（遺伝子) nuclear factor-kappa B (NF-κB) かくないいんしκBいでんし

1040 核[内]因子κB（蛋白) nuclear factor-kappa B (NF-κB) かくないいんしκBたんぱく

1041 核内封入体 nuclear inclusion かくないふうにゅうたい

1042 確率 probability かくりつ

1043 過形成 hyperplasia かけいせい

1044 下行 descending かこう

1045 下降 descent かこう

1046 靴工胸 funnel (shoemaker's) breast かこうきょう

1047 下降［性］の descending かこうせいの

1048 下行大動脈 descending aorta かこうだいどうみゃく

1049 過呼吸 hyperpnea かこきゅう

1050 過誤腫 hamartoma かごしゅ

1051 過誤腫症 hamartomatosis かごしゅしょう

1052 過誤腫性軟骨腫 hamartochondroma かごしゅせいなんこつしゅ

1053 過誤腫性の hamartomatous かごしゅせいの



1054 加算 summation かさん

1055 仮死 asphyxia かし

1056 加湿 humidification かしつ

1057 加湿器 humidifier かしつき

1058 加湿器熱（病） humidifier fever かしつきねつびょう

1059 荷重部高吸収域 dependent opacity (attenuation) かじゅうぶこうきゅうしゅういき

1060 過剰換気 overventilation かじょうかんき

1061 過剰換気 hyperventilation かじょうかんき

1062 過剰二酸化炭素（炭酸ガス） carbon dioxide excess かじょうにさんかたんそたんさんがす

1063 過剰肋 supernumerary rib かじょうろく

1064 過剰肋骨 supernumerary rib かじょうろっこつ

1065 下垂 descent かすい

1066 下垂体粉末肺 pituitary snuff lung かすいたいふんまつはい

1067 カスケード cascade かすけーど

1068 カスパーゼ caspases かすぱーぜ

1069 風邪 common cold かぜ

1070 化生 metaplasia かせい

1071 仮性腫瘤 phantom tumor かせいしゅりゅう

1072 仮説 hypothesis かせつ

1073 下舌支 inferior lingular bronchus (左B5) かぜつし

1074 加速化現象 acceleration かそくかげんしょう

1075 家族性の familial かぞくせいの

1076 加速度［現象］ acceleration かそくどげんしょう

1077 加速分割照射 accelerated fractionation かそくぶんかつしょうしゃ

1078 家族歴 family history かぞくれき

1079 型 type かた

1080 型 pattern かた

1081 下大静脈 inferior vena cava かだいじょうみゃく

1082 片側臥呼吸 trepopnea かたがわがこきゅう

1083 硬さ consistency かたさ

1084 カタル catarrh かたる

1085 カタル性喉頭炎（クループ） catarrhal croup かたるせいこうとうえんくるーぷ

1086 カタル性の catarrhal かたるせいの

1087 カタル性肺炎 catarrhal pneumonia かたるせいはいえん

1088 脚気心 beriberi heart かっけしん

1089 喀血 hemoptysis かっけつ

1090 褐色石綿 amosite かっしょくいしわた

1091 褐色硬化 brown induration かっしょくこうか

1092 活性 activity かっせい

1093 活性化蛋白1 activator protein-1 (AP-1) かっせいかたんぱく1

1094 活性［化］薬 activator かっせいかやく

1095 活性酸素 superoxide かっせいさんそ

1096 活性（動）化 activation かっせいどうか

1097 滑石 talc かっせき

1098 滑石症 talcosis かっせきしょう

1099 滑石沈着症 talcosis かっせきちんちゃくしょう

1100 滑石肺 pulmonary talcosis かっせきはい

1101 滑石肺［症］ talc pneumoconiosis かっせきはいしょう

1102 滑石肺［症］ pulmonary talcosis かっせきはいしょう

1103 滑石末（タルク末）注入療法 talc poudrage かっせきまつたるくまつちゅうにゅうりょうほう

1104 滑沢皮膚 glossy skin かったくひふ

1105 滑脱へルニア（食道裂孔へルニアの一型） sliding (hiatal) hernia かつだつへるにあしょくどうれっこうへるにあのいっけい

1106 滑脱裂孔へルニア sliding (hiatal) hernia かつだつれっこうへるにあ

1107 活［動］性の active かつどうせいの

1108 活動性肥大 functional hypertrophy かつどうせいひだい

1109 活動電流 action current かつどうでんりゅう

1110 活動度 activity かつどうど

1111 活（能）動性 activity かつのうどうせい

1112 滑膜肉腫 synovial sarcoma かつまくにくしゅ

1113 括約筋 sphincter かつやくきん

1114 家庭看護 home care かていかんご

1115 カテーテル catheter かてーてる



1116 カテーテル挿入 catheterization かてーてるそうにゅう

1117 カテーテル法 catheterization かてーてるほう

1118 カテコールアミン catecholamine かてこーるあみん

1119 カテコラミン catecholamine かてこらみん

1120 カテプシン cathepsins かてぷしん

1121 カテプシンG cathepsin G かてぷしんG

1122 果糖 fructose かとう

1123 カドヘリン cadherin かどへりん

1124 カドミウム肺臓炎 cadmium pneumonitis かどみうむはいぞうえん

1125 かに（蟹） crab かにかに

1126 カニューラ（套管）抜管 decannulation かにゅーらがいかんばっかん

1127 カニユーレーション cannulation かにゆーれーしょん

1128 カニューレ挿入 cannulation かにゅーれそうにゅう

1129 カニユラ管（カニューレ） can［n］ula かにゆらかんかにゅーれ

1130 過粘稠症候群 hyperviscosity syndrome かねんしゅうしょうこうぐん

1131 過粘稠性 hyperviscosity かねんしゅうせい

1132 化膿 suppuration かのう

1133 化膿性 suppurative かのうせい

1134 化膿性 pyogenic かのうせい

1135 化膿性 purulent かのうせい

1136 化膿性胸膜炎 suppurative pleurisy かのうせいきょうまくえん

1137 化膿性胸膜炎 purulent pleurisy かのうせいきょうまくえん

1138 化膿性疾患 suppurative disease かのうせいしっかん

1139 化膿性心[外]膜炎 purulent pericarditis かのうせいしんがいがいまくえん

1140 化膿性肺炎 suppurative pneumonia かのうせいはいえん

1141 化膿[性]ブドウ球菌 Staphylococcus pyogenes かのうせいぶどうきゅうきん

1142 下肺 dependent lung かはい

1143 過敏（症）性肉芽腫 hypersensitivity granuloma かびんしょうせいにくがしゅ

1144 過敏性 irritability かびんせい

1145 過敏性（症） hypersensitivity かびんせいしょう

1146 過敏性肺［臓］炎 hypersensitivity pneumonitis かびんせいはいぞうえん

1147 過敏性肺［臓］炎 hypersensitivity pneumonia かびんせいはいぞうえん

1148 過敏性反応 hypersensitivity reaction かびんせいはんのう

1149 過敏反応 hypersensitivity reaction かびんはんのう

1150 株 strain かぶ

1151 カフェイン caffeine かふぇいん

1152 過負荷 overload かふか

1153 下［部］気管切開［術］ inferior tracheotomy かぶきかんせっかいじゅつ

1154 カプサイシン capsaicin かぷさいしん

1155 カフ付き気管チューブ cuffed tracheal tube かふつききかんちゅーぶ

1156 下部[ネフロン]ネフローゼ lower nephron nephrosis かぶねふろんねふろーぜ

1157 カプラン症候群 Caplan's syndrome かぷらんしょうこうぐん

1158 カプラン-マイア-生存曲線 Kaplan-Meier survival curve かぷらん-まいあ-せいぞんきょくせん

1159 カプラン-マイア-法 Kaplan-Meier method かぷらん-まいあ-ほう

1160 花粉 pollen かふん

1161 過膨脹 overinflation かぼうちょう

1162 カポジー肉腫 Kaposi's sarcoma かぽじーにくしゅ

1163 粥状動脈硬化［症］ atheromatous arteriosclerosis かゆじょうどうみゃくこうかしょう

1164 下葉 lower lobe かよう

1165 下葉［気管］支 lower lobe bronchus かようきかんし

1166 可溶性Fas抗原 soluble Fas antigen (sFas) かようせいFasこうげん

1167 可溶性因子 soluble factor かようせいいんし

1168 可溶性インターロイキン sIL-2R (soluble IL-2 receptor) かようせいいんたーろいきん

1169 カラード［ッ］プラ［ー］法 color Doppler method からーどっぷらーほう

1170 からせき（咳） dry cough (non-productive cough) からせき

1171 体 body からだ

1172 カリウムチャンネル遮断薬 potassium channel blocker かりうむちゃんねるしゃだんやく

1173 カリエス caries かりえす

1174 顆粒 granule かりゅう

1175 顆粒球 granulocyte かりゅうきゅう

1176 顆粒球コロニー刺激因子 glanulocyte colony-stimulating factor （G-CSF) かりゅうきゅうころにーしげきいんし

1177 顆粒細胞腫 granular cell tumor かりゅうさいぼうしゅ



1178 顆粒球マクロファージコロニー刺激因子 granulocyte-macrophage colony-stimulating factor （GM-CSF) かりゅうきゅうまくろふぁーじころにーしげきいんし

1179 カルシウム calcium かるしうむ

1180 カルシウム拮抗薬 calcium blocker かるしうむきっこうやく

1181 カルシウム拮抗薬 calcium antagonist かるしうむきっこうやく

1182 カルシウムチャンネル遮断薬 calcium channel blocker かるしうむちゃんねるしゃだんやく

1183 カルシトニン calcitonin かるしとにん

1184 カルシトニン遺伝子関連ペプタイド calcitonin gene-related peptide かるしとにんいでんしかんれんぺぷたいど

1185 カルタゲナー症候群 Kartagener's syndrome かるたげなーしょうこうぐん

1186 カルチノイド carcinoid かるちのいど

1187 カルチノイド腫瘍 carcinoid tumor かるちのいどしゅよう

1188 カルチノイド症候群 carcinoid syndrome かるちのいどしょうこうぐん

1189 カルバート式 Calvert's formula かるばーとしき

1190 カルバペネム carbapenem(s) かるばぺねむ

1191 カルバミノ［基］化合物 carbamino compound かるばみのきかごうぶつ

1192 カルボキシヘモグロビン carboxyhemoglobin かるぼきしへもぐろびん

1193 カルボプラチン carboplatin かるぼぷらちん

1194 カルモジュリン calmodulin かるもじゅりん

1195 加齢 aging かれい

1196 仮肋 false rib かろく

1197 カロリー calory (calorie) かろりー

1198 乾いた dry かわいた

1199 還位 reduction かんい

1200 還位手術 reduced surgery かんいしゅじゅつ

1201 陥凹 recess かんおう

1202 陥凹 depression かんおう

1203 陥凹 impression かんおう

1204 寛解 remission かんかい

1205 感覚 sensation かんかく

1206 感覚異常［症］ paresthesia かんかくいじょうしょう

1207 感覚求心路 sensory afferent かんかくきゅうしんろ

1208 感覚神経 sensory nerve かんかくしんけい

1209 感覚能 sensibility かんかくのう

1210 換気 ventilation かんき

1211 換気応答 ventilation response (ventilatory response) かんきおうとう

1212 換気駆動 ventilation drive (ventilatory drive) かんきくどう

1213 換気係数 ventilation coefficient かんきけいすう

1214 換気血流比 ventilation perfusion ratio (VA/Q) かんきけつりゅうひ

1215 換気血流比 VA/Q かんきけつりゅうひ

1216 換気血流不均等 ventilation perfusion inequality (mismatch) かんきけつりゅうふきんとう

1217 換気血流分布 ventilation perfusion distribution かんきけつりゅうぶんぷ

1218 換気性 ventilatory かんきせい

1219 換気当量 ventilatory equivalent かんきとうりょう

1220 換気ドライブ ventilatory drive (ventilation drive) かんきどらいぶ

1221 換気能力 ventilatory capacity かんきのうりょく

1222 換気反応 ventilatory response (ventilation response) かんきはんのう

1223 換気不全 ventilatory insufficiency かんきふぜん

1224 環境汚染 environmental pollution かんきょうおせん

1225 環境適応 adaptation to environment かんきょうてきおう

1226 換気予備比 breathing reserve ratio かんきよびひ

1227 換気予備量（力） breathing reserve かんきよびりょうりょく

1228 ［換気］力学効率 mechanical efficiency of ventilation かんきりきがくこうりつ

1229 ［換気］力学的仕事量 mechanical work for ventilation かんきりきがくてきしごとりょう

1230 桿菌 bacillus かんきん

1231 間隙 hiatus かんげき

1232 冠血管血流 coronary perfusion かんけっかんけつりゅう

1233 間欠［的］陽圧 intermittent positive pressure かんけつてきようあつ

1234 間欠［的］陽圧換気 intermittent positive pressure ventilation かんけつてきようあつかんき

1235 間欠脈 intermittent pulse かんけつみゃく

1236 還元 reduction かんげん

1237 還元 reduced かんげん

1238 還元へモグロビン reduced hemoglobin かんげんへもぐろびん

1239 幹細胞 stem cell かんさいぼう



1240 幹細胞因子 stem cell factor かんさいぼういんし

1241 肝細胞増殖因子 hepatocyte growth factor (HGF) かんさいぼうぞうしょくいんし

1242 感作 sensitization かんさく

1243 感作する sensitize かんさくする

1244 カンサシー［抗酸］菌 M. kansasii かんさしーこうさんきん

1245 監視（装置） monitor かんしそうち

1246 カンジダ Candida かんじだ

1247 カンジダ―アルビカンス Candida albicans かんじだ―あるびかんす

1248 カンジダ症 candidiasis かんじだしょう

1249 間質 stroma かんしつ

1250 間質 interstitium かんしつ

1251 間質液 interstitial fluid かんしつえき

1252 間質細胞 interstitial cell かんしつさいぼう

1253 間質性形質細胞性肺炎 interstitial plasma cell pneumonia かんしつせいけいしつさいぼうせいはいえん

1254 間質性肺炎 pneumonitis かんしつせいはいえん

1255 間質性肺炎 interstitial pneumonia (IP) かんしつせいはいえん

1256 間質性肺疾患 interstitial lung disease かんしつせいはいしっかん

1257 間質［性］パターン interstitial pattern かんしつせいぱたーん

1258 間質組織 interstitial tissue かんしつそしき

1259 間質の interstitial かんしつの

1260 監視モニター monitoring かんしもにたー

1261 患者教育 patient education かんじゃきょういく

1262 感じやすい vulnerable かんじやすい

1263 感受性 sensitivity かんじゅせい

1264 感［受］性 susceptibility かんじゅせい

1265 感受性 sensibility かんじゅせい

1266 感受性ある sensitive かんじゅせいある

1267 感受性テスト sensitivity test かんじゅせいてすと

1268 感［受］性の sensitive かんじゅせいの

1269 干渉 interference かんしょう

1270 感情 affection かんじょう

1271 緩衝液 buffer soIution かんしょうえき

1272 緩衝（液） buffer かんしょうえき

1273 緩衝塩基 buffer base かんしょうえんき

1274 緩衝価 buffer value かんしょうか

1275 緩衝系 buffer system かんしょうけい

1276 緩衝作用 buffer action かんしょうさよう

1277 冠［状］静脈洞 coronary sinus かんじょうじょうみゃくどう

1278 冠状静脈弁 valvula sinus coronarii かんじょうじょうみゃくべん

1279 環状切除（気管，気管支の） sleeve resection かんじょうせつじょきかん，きかんしの

1280 冠（状）動脈灌流 coronary perfusion かんじょうどうみゃくかんりゅう

1281 冠（状）［動脈］狭窄［症］ coronary stenosis かんじょうどうみゃくきょうさくしょう

1282 冠状動脈血栓症 coronary thrombosis かんじょうどうみゃくけっせんしょう

1283 冠［状］［動脈］疾患集中治療室 coronary care unit (CCU) かんじょうどうみゃくしっかんしゅうちゅうちりょうしつ

1284 冠［状］［動脈性心］疾患 coronary heart disease かんじょうどうみゃくせいしんしっかん

1285 冠［状］［動脈］塞栓症 coronary embolism かんじょうどうみゃくそくせんしょう

1286 冠状[動脈]の coronary かんじょうどうみゃくの

1287 環状の circular かんじょうの

1288 緩衝能 buffer capacity かんしょうのう

1289 緩衝物質 buffer substance かんしょうぶっしつ

1290 緩衝薬 buffer agent かんしょうやく

1291 関心領域 ROI (region of interest) かんしんりょういき

1292 関数 function かんすう

1293 慣性 inertia かんせい

1294 慣性 inertance かんせい

1295 乾性咳嗽 dry cough (non-productive cough) かんせいがいそう

1296 乾性気管支炎 dry bronchitis (bronchitis sicca) かんせいきかんしえん

1297 乾性胸膜炎 dry pleurisy (pleurisy sicca) かんせいきょうまくえん

1298 慣性仕事量 inertial work かんせいしごとりょう

1299 感性テスト sensitivity test かんせいてすと

1300 関節炎 arthritis かんせつえん

1301 間接聴診［法］ indirect auscultation かんせつちょうしんほう



1302 感染 infection かんせん

1303 感染型喘息 infectious asthma かんせんがたぜんそく

1304 感染過程 contagion かんせんかてい

1305 完全寛解 complete remission かんぜんかんかい

1306 感染性心内膜炎 infectious endocarditis かんせんせいしんないまくえん

1307 感染［性］の infectious かんせんせいの

1308 完全切除 complete resection かんぜんせつじょ

1309 完全奏効 complete response (CR) かんぜんそうこう

1310 完全大血管転位［症］ TGA (transposition of the great arteries) かんぜんだいけっかんてんいしょう

1311 完全な complete かんぜんな

1312 感染病原体 contagium かんせんびょうげんたい

1313 完全房室ブロック complete atrioventricular block かんぜんぼうしつぶろっく

1314 感染免疫不全宿主 compromised host かんせんめんえきふぜんしゅくしゅ

1315 乾燥した dry かんそうした

1316 乾燥症候群 sicca syndrome かんそうしょうこうぐん

1317 乾燥トウガラシ肺 capsicum lung かんそうとうがらしはい

1318 肝［臓］拍動 hepatic pulsation かんぞうはくどう

1319 間置（術） interposition かんちじゅつ

1320 灌注［法］ irrigation かんちゅうほう

1321 肝転移 liver metastasis かんてんい

1322 寒天平板 agar plate かんてんへいばん

1323 冠動脈口 coronary ostium かんどうみゃくこう

1324 冠動脈入口部 coronary ostium かんどうみゃくにゅうこうぶ

1325 冠動脈閉塞［症］ coronary occlusion かんどうみゃくへいそくしょう

1326 嵌頓 impaction かんとん

1327 管内性播種 intracanalicular dissemination かんないせいはしゅ

1328 嵌入 impaction かんにゅう

1329 陥入 retraction かんにゅう

1330 肝肺症候群 hepatopulmonary syndrome かんはいしょうこうぐん

1331 カンビロパクター［属］ Campylobacter かんびろぱくたーぞく

1332 カンプトテシン camptothecin かんぷとてしん

1333 鑑別診断 differential diagnosis かんべつしんだん

1334 肝変化 hepatization かんへんか

1335 感冒 common cold かんぼう

1336 寛容 tolerance かんよう

1337 間葉 mesenchyme かんよう

1338 間葉上皮 mesenchymal epithelium かんようじょうひ

1339 乾酪壊死 caseous necrosis かんらくえし

1340 乾酪化 caseation かんらくか

1341 乾酪性気管支炎 caseous bronchitis かんらくせいきかんしえん

1342 乾酪性結核 caseous tuberculosis かんらくせいけっかく

1343 乾酪性肺炎 caseous pneumonia かんらくせいはいえん

1344 乾酪様（注） caseous かんらくようちゅう

1345 灌流 perfusion かんりゅう

1346 寒冷 cold かんれい

1347 寒冷凝集 cold agglutination かんれいぎょうしゅう

1348 寒冷凝集素 cold agglutinin かんれいぎょうしゅうそ

1349 寒冷昇圧試験 cold pressure test かんれいしょうあつしけん

1350 寒冷じんま疹 cold urticaria かんれいじんましん

1351 緩和ケア palliative care かんわけあ

1352 ガーランド三角 Garland's triangle がーらんどさんかく

1353 外衣 tunica がいい

1354 外因子 extrinsic factor がいいんし

1355 外因性 exogenous がいいんせい

1356 外因性アトピー性喘息 extrinsic atopic asthma がいいんせいあとぴーせいぜんそく

1357 外因性アレルギー性[肺]胞隔炎 extrinsic allergic alveolitis がいいんせいあれるぎーせいはいほうかくえん

1358 外因性喘息 extrinsic asthma がいいんせいぜんそく

1359 外因性の extrinsic がいいんせいの

1360 外因性非アトピー性喘息 extrinsic nonatopic asthma がいいんせいひあとぴーせいぜんそく

1361 套管針 trochar (trocar) がいかんしん

1362 外頸動脈 external carotid artery がいけいどうみゃく

1363 外向性（腔内）発育 exophytic growth がいこうせいこうないはついく



1364 外呼吸 external respiration がいこきゅう

1365 外傷 trauma がいしょう

1366 外傷後動脈瘤 posttraumatic aneurysm がいしょうごどうみゃくりゅう

1367 外傷性気胸 traumatic pneumothorax がいしょうせいききょう

1368 外傷性胸膜炎 traumatic pleurisy がいしょうせいきょうまくえん

1369 外傷［性］の traumatic がいしょうせいの

1370 外傷性肺炎 contusion pneumonia がいしょうせいはいえん

1371 蓋然性 probability がいぜんせい

1372 咳［嗽］ cough がいそう

1373 咳嗽[性]失神 tussive syncope がいそうせいしっしん

1374 咳嗽[性]失神 cough syncope がいそうせいしっしん

1375 咳嗽[性]失神症候群 syndrome of cough syncope がいそうせいしっしんしょうこうぐん

1376 咳嗽反射 cough reflex がいそうはんしゃ

1377 外側圧 lateral pressure がいそくあつ

1378 外側梗塞 lateral infarction がいそくこうそく

1379 外側中枝 lateral bronchus (右B4) がいそくちゅうし

1380 外側肺底枝 lateral basal bronchus (B9) がいそくはいていし

1381 外転 abduction がいてん

1382 外転神経麻痺 paralysis of abducens nerve がいてんしんけいまひ

1383 外鼻孔 nostril がいびこう

1384 外鼻孔 nares がいびこう

1385 外部の external がいぶの

1386 外来診療所（室） outpatient clinic がいらいしんりょうじょしつ

1387 楽音性雑音（（内）では楽音様雑音） musical murmur がくおんせいざつおんないではがくおんようざつおん

1388 鵞口瘡 thrush がこうそう

1389 芽腫 blastoma がしゅ

1390 ガス gas がす

1391 ガス洗い出し法 gas washout method がすあらいだしほう

1392 ガス運搬 gas transport がすうんぱん

1393 ガス-液体界面 gas-liquid interface がす-えきたいかいめん

1394 ガス希釈 gas dilution がすきしゃく

1395 ガス希釈法 gas dilution method がすきしゃくほう

1396 ガス交換 gas exchange がすこうかん

1397 ガス交換 gas (gaseous) exchange がすこうかん

1398 ガス交換比 gas exchange ratio がすこうかんひ

1399 ガス交換面積 gas exchange surface がすこうかんめんせき

1400 ガス交換率 respiratory quotient (RQ) がすこうかんりつ

1401 ガス交換率 respiratory exchange ratio がすこうかんりつ

1402 ガス交換率 gas exchange ratio がすこうかんりつ

1403 ガス混合 gas mixing がすこんごう

1404 ガス産生菌 aerogen がすさんせいきん

1405 ガス産生［性］の aerogenic がすさんせいせいの

1406 ガス除去 gas elimination がすじょきょ

1407 ガス摂取 gas uptake がすせっしゅ

1408 ガス貯蔵量 gas store がすちょぞうりょう

1409 ガストリン放出ペプタイド gastrin-releasing pepide (GRP) がすとりんほうしゅつぺぷたいど

1410 ガストリン放出ペプチド前駆体 pro-gastrin-releasing peptide (Pro-GRP) がすとりんほうしゅつぺぷちどぜんくたい

1411 ガス濃度 gas concentration がすのうど

1412 ガス分析 gas analysis がすぶんせき

1413 ガス分布（肺内の） gas distribution(in the lung) がすぶんぷはいないの

1414 ガス平衡 gas equilibration がすへいこう

1415 ガス輸送 gas transport がすゆそう

1416 ガソリン肺炎 gasoline pneumonia がそりんはいえん

1417 顎下腺 submandibular gland がっかせん

1418 合併症 complication がっぺいしょう

1419 硝子線維 glass fiber がらすせんい

1420 ガラス綿 glass wool がらすめん

1421 ガリウム-67シンチグラフィ gallium-67 (67Ga) scintigraphy がりうむ-67しんちぐらふぃ

1422 ガレクチン galectin がれくちん

1423 眼圧計 tonometer がんあつけい

1424 癌遺伝子発現 oncogene expression がんいでんしはつげん

1425 眼窩 orbit がんか



1426 癌化学療法 cancer chemotherapy がんかがくりょうほう

1427 含気 aeration がんき

1428 眼（球）振（盪） nystagmus がんきゅうしんとう

1429 眼[球]電図 electro-oculogram (EOG) がんきゅうでんず

1430 ガングリオン ganglion がんぐりおん

1431 癌原遺伝子 protooncogene がんげんいでんし

1432 癌原性 carcinogenic がんげんせい

1433 癌原性［の］ oncogenic がんげんせいの

1434 癌細胞 cancer cell がんさいぼう

1435 癌細胞塞栓 cancer cell embolus がんさいぼうそくせん

1436 ガンシクロビル ganciclovir がんしくろびる

1437 癌［腫］ carcinoma がんしゅ

1438 癌［腫］ cancer がんしゅ

1439 癌［腫］症 carcinomatosis がんしゅしょう

1440 癌性胸膜炎　←現在は不使用 carcinomatous pleurisy がんせいきょうまくえん←げんざいはふしよう

1441 癌性心膜炎　←現在は不使用 carcinomatous pericarditis ←現在は不使用 がんせいしんまくえん←げんざいはふしよう

1442 癌性ノイロパチー carcinomatous neuropathy がんせいのいろぱちー

1443 癌性リンパ管症 lymphangitis carcinomatosa がんせいりんぱかんしょう

1444 癌性リンパ管症 lymphangiosis carcinomatosa がんせいりんぱかんしょう

1445 癌胎児性抗原 carcinoembryonic antigen (CEA) がんたいじせいこうげん

1446 含鉄小体 ferruginous body がんてつしょうたい

1447 癌肉腫 carcinosarcoma がんにくしゅ

1448 癌の病期分類 staging of carcinoma がんのびょうきぶんるい

1449 癌発生 carcinogenesis がんはっせい

1450 ［γ線］カメラ gamma camera がんませんかめら

1451 顔面神経麻痺 facial paralysis がんめんしんけいまひ

1452 癌抑制遺伝子 tumor-suppressor gene がんよくせいいでんし

1453 含量 content がんりょう

1454 期 stage き

1455 期 stadium き

1456 気圧（航空）［性］副鼻腔炎 barosinusitis きあつこうくうせいふくびくうえん

1457 気圧障害 barotrauma きあつしょうがい

1458 気圧［性］外傷 barotrauma きあつせいがいしょう

1459 気圧病 air illness きあつびょう

1460 気圧療法 aeropiesotherapy きあつりょうほう

1461 奇異呼吸 paradoxical respiration (paradoxical breathing) きいこきゅう

1462 奇異呼吸 paradoxical breathing (or respiration) きいこきゅう

1463 奇異[性]塞栓症 paradoxical embolism きいせいそくせんしょう

1464 奇異な paradoxical きいな

1465 奇異の paradox きいの

1466 既往歴 past history きおうれき

1467 飢餓 starvation きが

1468 飢餓アシドーシス inanition acidosis きがあしどーしす

1469 機械工［学］ mechanic きかいこうがく

1470 機械刺激受容器 mechanoreceptor きかいしげきじゅようき

1471 期外収縮 premature beat きがいしゅうしゅく

1472 機械的 mechanical きかいてき

1473 機械的換気 mechanical ventilation きかいてきかんき

1474 機械的（人工）呼吸 mechanical ventilation きかいてきじんこうこきゅう

1475 機械的ストレッチ mechanical stretch きかいてきすとれっち

1476 気管 trachea きかん

1477 帰還 feedback きかん

1478 器官 organ きかん

1479 気管炎 tracheitis きかんえん

1480 気管音 tracheal sound きかんおと

1481 気管開口［形成］術 tracheostomy きかんかいこうけいせいじゅつ

1482 気管開口［形成］術 tracheostomy きかんかいこうけいせいじゅつ

1483 気管開窓［術］ tracheal fenestration きかんかいそうじゅつ

1484 気管カタル tracheal catarrh きかんかたる

1485 気管カテーテル tracheal catheter きかんかてーてる

1486 気管カニューレ tracheal can(n)ula きかんかにゅーれ

1487 気管カニュラ tracheal can(n)ula きかんかにゅら



1488 気管カニュラ（套管）抜管（去）困難症 difficulty of decannulation きかんかにゅらがいかんばっかんきょこんなんしょう

1489 気管気管支炎 tracheobronchitis きかんきかんしえん

1490 気管気管支拡大 tracheobronchomegaly きかんきかんしかくだい

1491 気管気管支鏡 tracheobronchoscopy きかんきかんしきょう

1492 気管気管支鏡検査［法］ tracheobronchoscopy きかんきかんしきょうけんさほう

1493 気管気管支骨軟骨形成症 bronchopathia osteoplastica きかんきかんしこつなんこつけいせいしょう

1494 気管気管支骨軟骨形成症 tracheobronchopathia osteochondroplastica きかんきかんしこつなんこつけいせいしょう

1495 気管気管支樹 tracheobronchial tree きかんきかんしじゅ

1496 気管気管支腫瘍 tracheobronchial tumor きかんきかんししゅよう

1497 気管気管支粘膜 tracheobronchial mucosa きかんきかんしねんまく

1498 気管気管支肥大 tracheobronchomegaly きかんきかんしひだい

1499 気管鏡［検査］法 tracheoscopy きかんきょうけんさほう

1500 気管狭窄 tracheostenosis きかんきょうさく

1501 気管狭窄［症］ tracheal stenosis きかんきょうさくしょう

1502 気管虚脱 tracheal collapse きかんきょだつ

1503 気管形成術 tracheoplasty きかんけいせいじゅつ

1504 気管口 tracheal stoma きかんこう

1505 気管（呼吸）音 tracheal (breath) sound(s) きかんこきゅうおん

1506 気管骨形成［症］ tracheopathia osteoplastica きかんこつけいせいしょう

1507 気管骨新生[症] tracheopathia osteoplastica きかんこつしんせいしょう

1508 気管再建 tracheal recoil きかんさいけん

1509 気管再建術 tracheal recoil きかんさいけんじゅつ

1510 気管支 bronchus きかんし

1511 気管支運動反射 bronchomotor reflex きかんしうんどうはんしゃ

1512 気管支炎 bronchitis きかんしえん

1513 気管支音 bronchial sound きかんしおん

1514 気管支開口部 orifice of bronchus きかんしかいこうぶ

1515 気管支開存徴候 patent bronchus sign きかんしかいぞんちょうこう

1516 気管支拡張［作用］ bronchodilation きかんしかくちょうさよう

1517 気管支拡張［症］ bronchiectasis きかんしかくちょうしょう

1518 気管支拡張薬 bronchodilator きかんしかくちょうやく

1519 気管支カタル bronchial catarrh きかんしかたる

1520 気管支カテーテル bronchial catheter きかんしかてーてる

1521 気管支癌 bronchogenic carcinoma きかんしがん

1522 気管支癌 bronchial carcinoma きかんしがん

1523 気管支管状切除術 bronchial sleeve resection きかんしかんじょうせつじょじゅつ

1524 気管支キャスト（鋳型） bronchial cast きかんしきゃすといがた

1525 気管支鏡 bronchoscope きかんしきょう

1526 気管支鏡下吸引 bronchoscopic aspiration きかんしきょうかきゅういん

1527 気管支鏡検査 bronchoscopy きかんしきょうけんさ

1528 気管支狭窄 bronchostenosis きかんしきょうさく

1529 気管支狭窄 bronchial stenosis きかんしきょうさく

1530 気管支胸膜の bronchopleural きかんしきょうまくの

1531 気管支胸膜瘻 bronchopleural fistula きかんしきょうまくろう

1532 気管支空洞性呼吸 bronchocavernous respiration きかんしくうどうせいこきゅう

1533 気管支形成術 bronchoplastic procedure きかんしけいせいじゅつ

1534 気管支形成術 bronchoplasty きかんしけいせいじゅつ

1535 気管支痙攣 bronchial spasm (bronchospasm) きかんしけいれん

1536 気管支痙攣（攣縮） bronchospasm きかんしけいれんれんしゅく

1537 気管支結核 bronchial tuberculosis きかんしけっかく

1538 気管支結核（気管支上皮より内側の結核） endobronchial tuberculosis きかんしけっかくきかんしじょうひよりうちがわのけっかく

1539 気管支血管周囲肥厚 peribronchovascular interstitial thickening きかんしけっかんしゅういひあつ

1540 気管支血管鞘 bronchovascular sheath きかんしけっかんしょう

1541 気管支結石 broncholith きかんしけっせき

1542 気管支結石症 broncholithiasis きかんしけっせきしょう

1543 気管支原性 bronchogenic きかんしげんせい

1544 気管支［原性］癌 bronchogenic cancer (carcinoma) きかんしげんせいがん

1545 気管支（原性）嚢胞 bronchogenic cyst きかんしげんせいのうほう

1546 気管支（腔）内発育（腫瘍の） endobronchial growth きかんしこうないはついくしゅようの

1547 気管支呼吸 bronchial breathing きかんしこきゅう

1548 気管支（呼吸）音 bronchial (breath) sound(s) きかんしこきゅうおん

1549 気管支雑音 bronchial murmur きかんしざつおん



1550 気管支擦過［法］ bronchial brushing きかんしさっかほう

1551 気管支遮断 bronchial blockade きかんししゃだん

1552 気管支樹 bronchial tree きかんしじゅ

1553 気管支周囲の peribronchial きかんししゅういの

1554 気管支収縮［作用］ bronchoconstriction きかんししゅうしゅくさよう

1555 気管支収縮薬 bronchoconstrictor きかんししゅうしゅくやく

1556 気管支腫瘍 bronchial tumor きかんししゅよう

1557 気管支循環 bronchial circulation きかんしじゅんかん

1558 気管支症（疾患） bronchopathy きかんししょうしっかん

1559 気管支上皮 bronchial epithelium きかんしじょうひ

1560 気管支静脈 bronchial vein きかんしじょうみゃく

1561 気管支食道学 bronchoesophagology きかんししょくどうがく

1562 気管支食道瘻 bronchoesophageal fistula きかんししょくどうろう

1563 気管支食道瘻 bronchial fissure きかんししょくどうろう

1564 気管支食道瘻 bronchoesophageal fistula きかんししょくどうろう

1565 気管支声 bronchophony きかんしせい

1566 気管支成形術 bronchoplasty きかんしせいけいじゅつ

1567 気管支性腫瘍 bronchial neoplasm きかんしせいしゅよう

1568 気管支［性］のう（嚢）胞 bronchogenic cyst きかんしせいのうのうほう

1569 気管支性播種 bronchogenic dissemination きかんしせいはしゅ

1570 気管支切開術 bronchotomy きかんしせっかいじゅつ

1571 気管支腺 bronchial gland きかんしせん

1572 気管支栓 bronchial plugs きかんしせん

1573 気管支洗浄（滌） bronchial washing きかんしせん（じょう）じょう

1574 気管支洗浄（滌） bronchial lavage きかんしせん（じょう）じょう

1575 気管支腺腫 bronchial adenoma きかんしせんしゅ

1576 気管支洗浄［法］ bronchial washing きかんしせんじょうほう

1577 気管支喘息 bronchial asthma きかんしぜんそく

1578 気管支腺タイプ bronchial gland type きかんしせんたいぷ

1579 気管支造影像 bronchogram きかんしぞうえいぞう

1580 気管支造影［法］ bronchography きかんしぞうえいほう

1581 気管支動脈 bronchial artery きかんしどうみゃく

1582 気管支動脈造影 BAG (bronchial arteriography) きかんしどうみゃくぞうえい

1583 気管支動脈造影（法） bronchial angiography (arteriography) (BAG) きかんしどうみゃくぞうえいほう

1584 気管支動脈塞栓術 bronchial arterial embolization (BAE) きかんしどうみゃくそくせんじゅつ

1585 気管支動脈注入 bronchial arterial infusion きかんしどうみゃくちゅうにゅう

1586 気管支動脈注入（インフュージョン） bronchial artery infusion (BAI) きかんしどうみゃくちゅうにゅういんふゅーじょん

1587 気管支透亮像 air bronchogram きかんしとうりょうぞう

1588 気管支ドレナージ bronchial drainage きかんしどれなーじ

1589 気管支内 endobronchial きかんしない

1590 気管支内圧 endobronchial pressure きかんしないあつ

1591 気管支内形質細胞腫 endobronchial plasmacytoma きかんしないけいしつさいぼうしゅ

1592 気管支内細菌そう（叢） bronchial flora きかんしないさいきんそう

1593 気管支内腫瘍 endobronchial tumor きかんしないしゅよう

1594 気管支内タイプ endobronchial type きかんしないたいぷ

1595 気管支内チューブ endobronchial tube きかんしないちゅーぶ

1596 気管支内［滴下］注入（法） endobronchial instillation きかんしないてきかちゅうにゅうほう

1597 気管支軟化［症］ bronchomalacia きかんしなんかしょう

1598 気管支入口部 orifice of bronchus きかんしにゅうこうぶ

1599 気管支の bronchial きかんしの

1600 気管支のう（嚢）胞 bronchial cyst きかんしのうのうほう

1601 気管支膿漏［症］ bronchoblennorrhea きかんしのうろうしょう

1602 気管支の粘液塞栓（充填） mucoid impaction of bronchi きかんしのねんえきそくせんじゅうてん

1603 気管支肺異形成（病） bronchopulmonary dysplasia (BPD) きかんしはいいけいせいびょう

1604 気管支肺炎 bronchopneumonia きかんしはいえん

1605 気管支肺炎 bronchial pneumonia (bronchopneumonia) きかんしはいえん

1606 気管支肺区域 bronchopulmonary segment きかんしはいくいき

1607 気管支肺形成異常 bronchopulmonary dysplasia きかんしはいけいせいいじょう

1608 気管支肺洗浄（液） bronchopulmonary lavage きかんしはいせんじょうえき

1609 気管支肺動脈束（結合組織） bronchovascular bundle きかんしはいどうみゃくそくけつごうそしき

1610 気管支肺動脈の bronchovascular きかんしはいどうみゃくの

1611 気管支肺分画（離）症 bronchopulmonary sequestration きかんしはいぶんかくりしょう



1612 気管支肺胞音 bronchovesicular sound きかんしはいほうおん

1613 気管支肺胞（呼吸）音 bronchovesicular (breath) sound(s) きかんしはいほうこきゅうおん

1614 気管支肺胞洗浄 bronchoalveolar lavage (BAL) きかんしはいほうせんじょう

1615 気管支肺胞洗浄液 bronchoalveolar lavage fluid  (BALF) きかんしはいほうせんじょうえき

1616 気管支肺胞洗浄液 BALF (bronchoalveolar lavage fluid) きかんしはいほうせんじょうえき

1617 気管支破裂 rupture of bronchus きかんしはれつ

1618 気管支反応性亢進 bronchial hyperresponsiveness きかんしはんのうせいこうしん

1619 気管支ファイバースコープ bronchofiberscope きかんしふぁいばーすこーぷ

1620 気管支ファイバースコープ検査 bronchofiberscopy きかんしふぁいばーすこーぷけんさ

1621 気管支ブジー bronchial bougie きかんしぶじー

1622 気管支分岐 bronchial spur きかんしぶんき

1623 気管支平滑筋 bronchial muscle きかんしへいかつきん

1624 気管支閉鎖［症］ bronchial atresia きかんしへいさしょう

1625 気管支閉塞 bronchial obstruction きかんしへいそく

1626 気管支壁 bronchial wall きかんしへき

1627 気管支ポリープ bronchial polyp きかんしぽりーぷ

1628 機関車様雑音 locomotive murmur きかんしゃようざつおん

1629 気管周囲 peritracheal きかんしゅうい

1630 気管食道瘻 tracheoesophageal fissure fistula きかんしょくどうろう

1631 気管支攣縮 bronchial spasm (bronchospasm) きかんしれんしゅく

1632 気管支漏 bronchorrhea きかんしろう

1633 気管支瘻 bronchial fistula きかんしろう

1634 気管清掃 tracheal toilet きかんせいそう

1635 気管切開後狭窄 posttracheotomy stenosis きかんせっかいごきょうさく

1636 気管切開［術］ tracheotomy きかんせっかいじゅつ

1637 気管切開チューブ tracheotomy tube きかんせっかいちゅーぶ

1638 気管洗浄 tracheal lavage きかんせんじょう

1639 気管造窓術 tracheal fenestration きかんぞうそうじゅつ

1640 気管転移 tracheal metastasis きかんてんい

1641 気管内 endotracheal きかんない

1642 気管内挿管 intratracheal intubation きかんないそうかん

1643 気管内挿管 endotracheal intubation きかんないそうかん

1644 気管（内）挿管 intratracheal intubation きかんないそうかん

1645 気管内チューブ endotracheal tube きかんないちゅーぶ

1646 気管内通気［法］ intratracheal insufflation きかんないつうきほう

1647 気管内麻酔 intratracheal anesthesia きかんないますい

1648 気管軟化［症］ tracheomalacia きかんなんかしょう

1649 気管の tracheal きかんの

1650 気管分岐部 bifurcation of trachea きかんぶんきぶ

1651 ［気管］分岐部 bifurcation きかんぶんきぶ

1652 気管瘤 tracheocele きかんりゅう

1653 気管瘻 tracheal stoma きかんろう

1654 気管瘻 tracheal fistula きかんろう

1655 気胸 pneumothorax ききょう

1656 気腔 air space きくう

1657 気腔 air cavity きくう

1658 奇形 malformation きけい

1659 奇形 deformity きけい

1660 奇形 anomaly きけい

1661 奇形腫 teratoma きけいしゅ

1662 奇形の anomalous きけいの

1663 危険 hazard きけん

1664 危険因子 risk factors きけんいんし

1665 危険因子 risk factor きけんいんし

1666 危険度 risk きけんど

1667 危険度最悪 serious risk きけんどさいあく

1668 危険度良好 good risk きけんどりょうこう

1669 危険［率］ risk きけんりつ

1670 気候順応 acclimatization きこうじゅんのう

1671 気候療法 climatotherapy きこうりょうほう

1672 樵肺 wood pulp worker's disease きこりはい

1673 きこり肺 wood pulp worker's disease きこりはい



1674 起坐（座）呼吸 orthopnea きざこきゅう

1675 キサントクロミー xanthochromia きさんとくろみー

1676 基質 protoplasm きしつ

1677 基質 ground substance きしつ

1678 器質［化］ organization きしつか

1679 器質化凝血 organized clot きしつかぎょうけつ

1680 器質化血餅 organized clot きしつかけっぺい

1681 器質化[性]肺[臓]炎 organizing pneumonia(-tis) きしつかせいはいぞうぞえん

1682 器質化肺炎 organizing pneumonia きしつかはいえん

1683 器質化肺炎と閉塞性細気管支炎 BOOP（ bronchiolitis obliterans organizing pneumonia） きしつかはいえんとへいそくせいさいきかんしえん

1684 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管支炎 COP（Cryptogenic organizing pneumonitis） きしつかはいえんをともなうへいそくせいさいきかんしえん

1685 器質化肺炎を伴う閉塞性細気管支炎 bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) きしつかはいえんをともなうへいそくせいさいきかんしえん

1686 器質性[心]雑音 organic murmur きしつせいしんざつおん

1687 器質的 organic きしつてき

1688 器質的心疾患 organic heart disease きしつてきしんしっかん

1689 基質特異性拡張型βラクタマーゼ extended-spectrum β-lactamase (ESBL) きしつとくいせいかくちょうがたβらくたまーぜ

1690 希釈 dilution きしゃく

1691 希釈試験 dilution test きしゃくしけん

1692 気縦隔症 pneumomediastinum きじゅうかくしょう

1693 気縦隔造影［法］ pneumomediastinogram きじゅうかくぞうえいほう

1694 気縦隔［法］ pneumomediastinum きじゅうかくほう

1695 気腫性 emphysematous きしゅせい

1696 [気腫性]のう（嚢）胞 bulla きしゅせいのうほう

1697 気腫性ブラ（嚢胞） emphysematous bulla きしゅせいぶらのうほう

1698 奇静脈 azygos vein きじょうみゃく

1699 奇静脈食道窩（陥凹） azygo-esophageal recess きじょうみゃくしょくどうかかんおう

1700 奇静脈葉 azygos lobe きじょうみゃくよう

1701 気心嚢 pneumopericardium きしんのう

1702 気心膜 pneumopericardium きしんまく

1703 寄生虫 parasite きせいちゅう

1704 寄生虫感染 parasite infections きせいちゅうかんせん

1705 寄生虫塞栓症 parasite embolism きせいちゅうそくせんしょう

1706 季節性 seasonality きせつせい

1707 気速計 pneumotachograph きそくけい

1708 規則的 regular きそくてき

1709 基礎代謝 basal metabolism きそたいしゃ

1710 基礎代謝率 basal metabolic rate (BMR) きそたいしゃりつ

1711 基礎の basal きその

1712 喫煙 smoking きつえん

1713 喫煙 cigarette smoking きつえん

1714 喫煙関連疾患 tobacco related disorders きつえんかんれんしっかん

1715 喫煙指数 smoking index きつえんしすう

1716 喫煙者 smoker きつえんしゃ

1717 喫煙習慣 smoking habit きつえんしゅうかん

1718 喫煙歴（量） pack-year きつえんれきりょう 

1719 拮抗［関係（作用）］ antagonism きっこうかんけいさよう

1720 拮抗体 antagonist きっこうたい

1721 拮抗薬（物質） antagonist きっこうやくぶっしつ

1722 拮抗薬（物質） antagonist きっこうやくぶっしつ

1723 基底 basal きてい

1724 基底板 basal lamina きていいた

1725 基底細胞 basal cell きていさいぼう

1726 基底細胞癌 basal cell carcinoma きていさいぼうがん

1727 基底細胞増殖 basal cell hyperplasia きていさいぼうぞうしょく

1728 基底膜 basement membrane きていまく

1729 基底膜 basal lamina きていまく

1730 気道 respiratory tract きどう

1731 気導 air conduction きどう

1732 気道 airway きどう

1733 気道炎症 airway inflammation きどうえんしょう

1734 気道過敏性 airway hyperresponsiveness きどうかびんせい

1735 気道過敏性 airway hyperreactivity きどうかびんせい



1736 気道壁再構築 airway wall remodeling きどうかべさいこうちく

1737 気道狭窄 airway stenosis きどうきょうさく

1738 気道狭窄 airway narrowing きどうきょうさく

1739 気道狭小化 narrowing airway きどうきょうしょうか

1740 気道虚脱 airway collapse きどうきょだつ

1741 気道系リンパ組織 BALT (bronchus-associated lymphoid tissue) きどうけいりんぱそしき

1742 気道血管分布［像、状態］ airway vascularity きどうけっかんぶんぷぞう、じょうたい

1743 気道コンダクタンス airway conductance きどうこんだくたんす

1744 気道抵抗 airway resistance きどうていこう

1745 気道トリプシン様プロテアーゼ bronchial airway trypsin-like protease きどうとりぷしんようぷろてあーぜ

1746 気道内圧 airway pressure きどうないあつ

1747 気道[内]径 airway caliber きどうないけい

1748 気道反応性 airway responsiveness きどうはんのうせい

1749 気道閉塞 airway obstruction きどうへいそく

1750 気道閉塞 airway closure きどうへいそく

1751 気道閉塞圧 airway occlusion pressure きどうへいそくあつ

1752 気道［領域］ conducting zone きどうりょういき

1753 企図[性]振戦 intention tremor きとせいしんせん

1754 キニナーゼII ninaseⅡ angiotensin きになーぜつー

1755 機能 function きのう

1756 機能亢進 hyperfunction きのうこうしん

1757 気嚢腫 pneumatocele (pneumocele) きのうしゅ

1758 気嚢[腫] pneumocele (pneumatocele) きのうしゅ

1759 気脳図（像） air encephalogram (AEG) きのうずぞう

1760 機能性雑音 functional murmur きのうせいざつおん

1761 機能性腫瘍 functioning tumor きのうせいしゅよう

1762 機能的 functional きのうてき

1763 機能的残気量 functional residual capacity (FRC) きのうてきざんきりょう

1764 機能的死腔 functional dead space きのうてきしくう

1765 機能[的]適応 functional adaptation きのうてきてきおう

1766 ［機能］不全 insufficiency きのうふぜん

1767 機能不全 malfunction きのうふぜん

1768 茸 fungus きのこ

1769 きのこ栽培者病（肺） mushroom worker's disease (lung) きのこさいばいしゃびょうはい

1770 気胞 pneumocele (pneumatocele) きほう

1771 気泡型酸素化（付加）装置 bubble oxgenator きほうがたさんそかふかそうち

1772 キマーゼ chymase きまーぜ

1773 奇脈 paradoxical pulse きみゃく

1774 奇脈 paradoxic pulse きみゃく

1775 キモトリプシン chymotrypsin きもとりぷしん

1776 脚ブロック bundle branch block (BBB) きゃくぶろっく

1777 客観的 objective きゃっかんてき

1778 キャッスルマン病 Castleman's disease きゃっするまんびょう

1779 キャパシティ capacity きゃぱしてぃ

1780 （旧）（→coarse crackle（s））水泡音 bubbling(s) きゅう→coarse cracklesすいほうおん

1781 （旧）（→ラ音） rale きゅう→らおん

1782 吸引 aspiration きゅういん

1783 吸引器 aspirator きゅういんき

1784 吸引生検 aspiration biopsy きゅういんせいけん

1785 吸引［性］肺炎 aspiration pneumonia きゅういんせいはいえん

1786 吸引［性］肺炎，嚥下［性］肺炎　 aspiration pneumonia きゅういんせいはいえん，えんげせいはいえん

1787 吸引針生検法 aspiration needle biopsy きゅういんはりせいけんほう

1788 キューオーエル（クオリティオブライフ） QOL (quality of life) きゅーおーえるくおりてぃおぶらいふ

1789 吸気 inspired air きゅうき

1790 吸気 inspiration きゅうき

1791 吸気圧 inspiratory pressure きゅうきあつ

1792 吸気胸郭陥凹 inspiratory thoracic recess きゅうききょうかくかんおう

1793 吸気気流速度 inspiratory flow rate きゅうききりゅうそくど

1794 吸気性胸郭陥凹 inspiratory thoracic recess きゅうきせいきょうかくかんおう

1795 吸気性痙攣 inspiratory spasm きゅうきせいけいれん

1796 吸気性呼吸困難 inspiratory dyspnea きゅうきせいこきゅうこんなん

1797 吸気性雑音 inspiratory murmur きゅうきせいざつおん



1798 吸気性喘鳴 inspiratory stridor きゅうきせいぜいめい

1799 吸気性［の］ inspiratory きゅうきせいの

1800 吸気性攣縮 inspiratory spasm きゅうきせいれんしゅく

1801 吸気（息）筋 inspiratory muscle きゅうきそくきん

1802 吸気（息）相 inspiratory phase きゅうきそくそう

1803 吸気（息）力 inspiratory force きゅうきそくりょく

1804 吸気中枢 inspiratory center きゅうきちゅうすう

1805 吸気肺活量 inspiratory vital capacity (IVC) きゅうきはいかつりょう

1806 救急医学 critical care medicine きゅうきゅういがく

1807 救急気管切開［術］ emergency tracheotomy きゅうきゅうきかんせっかいじゅつ

1808 救急車 ambulance きゅうきゅうしゃ

1809 ［救急］蘇生［法］ resuscitation きゅうきゅうそせいほう

1810 球菌 coccus きゅうきん

1811 球形 spheroid きゅうけい

1812 球型人工弁 prosthetic ball valve きゅうけいじんこうべん

1813 急激な発症病状の変化 crisis きゅうげきなはっしょうびょうじょうのへんか

1814 吸収 resorption (reabsorption) きゅうしゅう

1815 吸収[作用] absorption きゅうしゅうさよう

1816 給食 feeding きゅうしょく

1817 求心性 centripetal きゅうしんせい

1818 求心性 afferent きゅうしんせい

1819 求心性線維 centripetal fiber きゅうしんせいせんい

1820 求心性線維 afferent fiber きゅうしんせいせんい

1821 吸水性 hydrophilic きゅうすいせい

1822 急性過敏性肺炎 acute hypersensitivity pneumonia (AHP) きゅうせいかびんせいはいえん

1823 急性気管支炎 acute bronchitis きゅうせいきかんしえん

1824 急性期反応 acute-phase response きゅうせいきはんのう

1825 急性高山病 acute mountain sickness (AMS) きゅうせいこうざんびょう

1826 急性呼吸窮（促）迫症候群 ARDS(acute respiratory distress syndrome ) きゅうせいこきゅうきゅうそくはくしょうこうぐん

1827 急性呼吸窮（促）迫症候群 acute respiratory distress syndrome (ARDS) きゅうせいこきゅうきゅうそくはくしょうこうぐん

1828 急性細気管支炎 acute bronchiolitis きゅうせいさいきかんしえん

1829 急性心筋梗塞[症] acute myocardial infarction (AMI) きゅうせいしんきんこうそくしょう

1830 急性（の） acute きゅうせいの

1831 急性肺炎 acute pneumonia きゅうせいはいえん

1832 急性肺血栓塞栓症 acute pulmonary thromboembolism きゅうせいはいけっせんそくせんしょう

1833 急性肺傷害 acute lung injury きゅうせいはいしょうがい

1834 急性肺損傷 ALI(acute lung injury) きゅうせいはいそんしょう

1835 吸息 inspiration きゅうそく

1836 吸息性［の］ inspiratory きゅうそくせいの

1837 吸息中枢 inspiratory center きゅうそくちゅうすう

1838 急速適応受容体（レセプター） rapidly adapting receptor きゅうそくてきおうじゅようたいれせぷたー

1839 吸着[作用] adsorption きゅうちゃくさよう

1840 吸虫類 fluke きゅうちゅうるい

1841 旧ツベルクリン old tuberculin きゅうつべるくりん

1842 吸入 inhalation きゅうにゅう

1843 吸入 inspiration きゅうにゅう

1844 吸入感染 inhalation infection きゅうにゅうかんせん

1845 吸入気管支造影［法］ inhalation bronchography きゅうにゅうきかんしぞうえいほう

1846 吸（入）気酸素分画 fraction of inspired oxygen (FiO2) きゅうにゅうきさんそぶんかく

1847 吸入スキャニング inhalation scanning きゅうにゅうすきゃにんぐ

1848 吸入ステロイド inhaled corticosteroid (ICS) きゅうにゅうすてろいど

1849 吸入性肺炎 inhalation pneumonia きゅうにゅうせいはいえん

1850 吸入（法） insufflation きゅうにゅうほう

1851 吸入麻酔［法］ inhalation narcosis きゅうにゅうますいほう

1852 吸入薬 insufflation きゅうにゅうやく

1853 吸入薬 inhalant きゅうにゅうやく

1854 吸入用スペーサー spacer きゅうにゅうようすぺーさー

1855 吸入療法 inhalation treatment きゅうにゅうりょうほう

1856 吸入療法 inhalation therapy きゅうにゅうりょうほう

1857 キュリー（放射能の補助計量単位） Ci (curie) きゅりーほうしゃのうのほじょけいりょうたんい

1858 キュレット curette (curet) きゅれっと

1859 胸囲 chest circumference きょうい



1860 境界拡散 boundary diffusion きょうかいかくさん

1861 胸郭 thorax きょうかく

1862 胸郭入口 thoracic inlet きょうかくいりぐち

1863 胸郭外の extrathoracic (extrathoracal) きょうかくがいの

1864 胸郭形成[術] thoracoplasty きょうかくけいせいじゅつ

1865 胸郭（腔） thoracic cavity きょうかくこう

1866 胸郭成形[術] thoracoplasty きょうかくせいけいじゅつ

1867 胸郭測定 thoracometry きょうかくそくてい

1868 胸郭出口 thoracic outlet きょうかくでぐち

1869 胸郭出口症候群 thoracic outlet syndrome きょうかくでぐちしょうこうぐん

1870 胸郭動揺 flail chest きょうかくどうよう

1871 胸郭内髄膜瘤 intrathoracic meningocele きょうかくないずいまくりゅう

1872 胸郭内臓器 thoracic organ きょうかくないぞうき

1873 胸［郭］の thoracic きょうかくの

1874 胸郭の thoracic きょうかくの

1875 胸郭変形 thoracic deformity きょうかくへんけい

1876 強化療法 consolidation therapy きょうかりょうほう

1877 胸管 thoracic duct きょうかん

1878 胸管 ductus thoracicus きょうかん

1879 胸筋 pectoral muscle きょうきん

1880 胸腔 thoracic cavity きょうくう

1881 胸腔鏡 thoracoscope きょうくうきょう

1882 胸腔鏡下手術 thoracoscopic surgery きょうくうきょうかしゅじゅつ

1883 胸腔鏡下肺生検 thoracoscopic lung biopsy きょうくうきょうかはいせいけん

1884 胸腔鏡検査［法］ thoracoscopy きょうくうきょうけんさほう

1885 胸腔鏡手術 thoracoscopic surgery きょうくうきょうしゅじゅつ

1886 胸腔鏡生検 thoracoscopic biopsy きょうくうきょうせいけん

1887 胸腔［結］石 pleurolith きょうくうけっせき

1888 胸腔穿刺 pleurocentesis きょうくうせんし

1889 胸腔穿刺［術］ thoracocentesis きょうくうせんしじゅつ

1890 胸腔造影[法] pleurography きょうくうぞうえいほう

1891 胸腔ドレナージ thoracic drainage きょうくうどれなーじ

1892 胸腔内 intrathoracic きょうくうない

1893 胸[腔]内圧 intrathoracic pressure きょうくうないあつ

1894 胸腔内焼灼［法］ thoracocautery きょうくうないしょうしゃくほう

1895 胸腔内腎臓 intrathoracic kidney きょうくうないじんぞう

1896 胸腔内髄膜瘤 intrathoracic meningocele きょうくうないずいまくりゅう

1897 胸[腔]内転移 intrathoracic metastasis きょうくうないてんい

1898 胸腔皮膚瘻 pleurocutaneous fistula きょうくうひふろう

1899 胸腔（部）造瘻術 thoracostomy きょうくうぶぞうろうじゅつ

1900 供血者 donor きょうけつしゃ

1901 胸骨 sternum きょうこつ

1902 胸骨縁 sternal border きょうこつえん

1903 胸骨下圧迫感 substernal compression きょうこつかあっぱくかん

1904 胸骨角 sternal angle きょうこつかく

1905 胸骨下の substernal きょうこつかの

1906 胸骨後部痛 retrosternal pain きょうこつこうぶつう

1907 胸骨後[面]痛 retrosternal pain きょうこつこうめんつう

1908 胸骨後の retrosternal きょうこつごの

1909 胸骨縦切開[術] sternal split incision きょうこつじゅうせっかいじゅつ

1910 胸骨上陥凹 suprasternal retraction きょうこつじょうかんおう

1911 胸骨上の suprasternal きょうこつじょうの

1912 胸骨正中切開[術] median sternotomy きょうこつせいちゅうせっかいじゅつ

1913 胸骨切開［術］ sternotomy きょうこつせっかいじゅつ

1914 胸骨線 sternal line きょうこつせん

1915 胸骨穿刺 sternal puncture きょうこつせんし

1916 胸骨の sternal きょうこつの

1917 胸骨［披］裂 bifid sternum きょうこつひれつ

1918 胸骨肋軟骨接合部 sternochondrial junction きょうこつろくなんこつせつごうぶ

1919 狭窄 constriction きょうさく

1920 狭窄後部拡張［症］ poststenotic dilatation きょうさくこうぶかくちょうしょう

1921 狭窄雑音 stenotic murmur きょうさくざつおん



1922 狭窄［症］ stricture きょうさくしょう

1923 狭窄［症］ stenosis きょうさくしょう

1924 狭窄性雑音 stenotic murmur きょうさくせいざつおん

1925 胸鎖乳突筋 sternocleidomastoid muscle きょうさにゅうとつきん

1926 胸式型［呼吸］ costal type [respiration] きょうしきがたこきゅう

1927 胸[式]呼吸 costal respiration きょうしきこきゅう

1928 胸[式]呼吸 costal breathing きょうしきこきゅう

1929 胸[式]呼吸 chest respiration きょうしきこきゅう

1930 共振 resonance きょうしん

1931 狭心症 angina pectoris きょうしんしょう

1932 狭心症 angina きょうしんしょう

1933 強心薬 cardiac stimulant きょうしんやく

1934 胸水 pleural effusion きょうすい

1935 胸声 pectoriloquy きょうせい

1936 強制 forced きょうせい

1937 強制オッシレーション forced oscillation きょうせいおっしれーしょん

1938 強制オッシレーション法 forced oscillation technique きょうせいおっしれーしょんほう

1939 強制呼吸 forced respiration きょうせいこきゅう

1940 胸腺 thymus きょうせん

1941 胸腺カルチノイド thymic carcinoid きょうせんかるちのいど 

1942 胸腺癌 thymic carcinoma きょうせんがん

1943 胸腺細胞 thymocytes きょうせんさいぼう

1944 胸腺腫 thymoma きょうせんしゅ

1945 胸腺摘出［術］ thymectomy きょうせんてきしゅつじゅつ

1946 胸腺摘除 thymectomy きょうせんてきじょ

1947 胸腺嚢胞 thymic cyst きょうせんのうほう 

1948 胸腺膿瘍 thymic abscess きょうせんのうよう 

1949 胸腺肥大 thymic hypertrophy きょうせんひだい

1950 胸腺由来細胞（T細胞） thymus derived cell (T cell) きょうせんゆらいさいぼうTさいぼう

1951 狭長胸 pterygoid chest きょうちょうきょう

1952 強直 stiffening (stiffness) きょうちょく

1953 強直 rigidity きょうちょく

1954 強直性 ankylosing きょうちょくせい

1955 強直性脊椎炎 ankylosing spondylitis きょうちょくせいせきついえん

1956 胸椎 thoracic vertebrae きょうつい

1957 胸痛（胸膜炎による） pleuritic (chest) pain きょうつうきょうまくえんによる

1958 共通の common きょうつうの

1959 胸内苦悶[症] precordial anxiety きょうないくもんしょう

1960 胸内痛 precordial pain きょうないつう

1961 頬粘膜細胞 buccal cell きょうねんまくさいぼう

1962 強皮症 scleroderma きょうひしょう

1963 胸［部］ chest きょうぶ

1964 胸部[X線]写真 chest film きょうぶXせんしゃしん

1965 胸部圧迫 chest compression きょうぶあっぱく

1966 胸部圧迫［症］ thoracic compression きょうぶあっぱくしょう

1967 胸部下部食道 lower intrathoracic esophagus きょうぶかぶしょくどう

1968 胸腹式［呼吸］ costoabdominal type  [respiration] きょうふくしきこきゅう

1969 胸腹[膜]腔 pleuroperitoneal cavity きょうふくまくこう

1970 胸腹裂孔（ボホダレク孔） pleuroperitoneal hiatus (foramen of Bochdalek) きょうふくれっこうぼほだれくこう

1971 胸部外科［学］ thoracic surgery きょうぶげかがく

1972 胸部外科[手術] thoracic surgery きょうぶげかしゅじゅつ

1973 恐怖[症] phobia きょうふしょう

1974 胸部照射 thoracic irradiation きょうぶしょうしゃ

1975 胸［部］大動脈 thoracic aorta きょうぶだいどうみゃく

1976 胸［部］痛 chest pain きょうぶつう

1977 胸部の thoracic きょうぶの

1978 胸部誘導 precordial lead きょうぶゆうどう

1979 胸壁 thoracic wall きょうへき

1980 胸壁胸膜 costal pleura きょうへききょうまく

1981 胸壁腫瘍 chest wall tumor きょうへきしゅよう

1982 胸壁浸潤 chest wall invasion きょうへきしんじゅん

1983 [胸壁]穿孔性膿胸 empyema necessitatis きょうへきせんこうせいのうきょう



1984 胸壁抵抗 chest wall resistance きょうへきていこう

1985 胸壁（肺生理学的には呼吸運動に関連した胸郭および横隔膜も指す） chest wall きょうへきはいせいりがくてきにはこきゅううんどうにかんれんしたきょうかくおよびおうかくまくもさす

1986 胸壁フィステル thoracic fistula きょうへきふぃすてる

1987 胸壁瘻 thoracic fistula きょうへきろう

1988 胸膜炎 pleuritis (pleurisy) きょうまくえん

1989 胸膜外[性]気胸 extrapleural pneumothorax きょうまくがいせいききょう

1990 胸膜外徴候 extrapleural sign きょうまくがいちょうこう

1991 胸膜外の extrapleural きょうまくがいの

1992 胸膜下線状影 subpleural lines きょうまくかせんじょうえい

1993 胸膜下の subpleural きょうまくかの

1994 胸膜陥入像 pleural indentation， -retraction， -tag きょうまくかんにゅうぞう

1995 胸膜腔 pleural space きょうまくこう

1996 胸膜腔 pleural cavity きょうまくこう

1997 胸［膜］腔 pleural cavity きょうまくこう

1998 胸[膜]腔内圧 pleural pressure きょうまくこうないあつ

1999 胸[膜]腔内圧 intrapleural pressure きょうまくこうないあつ

2000 胸膜滲出液 pleural exudate きょうまくしんしゅつえき

2001 胸膜心膜炎 pleuropericarditis きょうまくしんまくえん

2002 胸膜心膜摩擦音 pleuropericardial friction rub きょうまくしんまくまさつおん

2003 胸膜生検 pleural biopsy きょうまくせいけん

2004 胸膜［性］ショック pleural shock きょうまくせいしょっく

2005 胸膜切開［術］ pleurotomy きょうまくせっかいじゅつ

2006 胸膜切除術 pleurectomy きょうまくせつじょじゅつ

2007 胸膜胼胝（べんち） pleural callosity きょうまくたこべんち

2008 胸膜中皮腫 pleural mesothelioma きょうまくちゅうひしゅ

2009 胸膜痛 pleuritic (chest) pain きょうまくつう

2010 胸［膜］痛 pleurodynia きょうまくつう

2011 胸膜洞 pleural recess きょうまくどう

2012 胸膜の pleural きょうまくの

2013 胸膜肺炎 pleuropneumonia きょうまくはいえん

2014 胸膜肺全摘術 pleuropneumonectomy きょうまくはいぜんてきじゅつ

2015 胸膜肺の pleuropulmonary きょうまくはいの

2016 胸膜剥離[術] pleurolysis きょうまくはくりじゅつ

2017 胸膜肥厚（像） pleural thickening きょうまくひこうぞう

2018 胸膜肥厚斑 pleural plaque きょうまくひこうはん

2019 胸膜皮膚瘻 pleurocutaneous fistula きょうまくひふろう

2020 胸膜［表］面 pleural surface きょうまくひょうめん

2021 胸膜プラーク pleural plaque きょうまくぷらーく

2022 胸膜摩擦音 pleural friction rub きょうまくまさつおん

2023 胸膜癒着術 pleurodesis きょうまくゆちゃくじゅつ

2024 共鳴 resonance きょうめい

2025 共有の common きょうゆうの

2026 共力［作用］ synergy(ia) きょうりょくさよう

2027 強力療法 consolidation therapy きょうりょくりょうほう

2028 胸（肋）膜 pleura きょうろくまく

2029 胸（肋）膜炎 pleurisy (pleuritis) きょうろくまくえん

2030 局在 localization きょくざい

2031 棘細胞腫 acanthoma きょくさいぼうしゅ

2032 局所 focus きょくしょ

2033 局所 locus きょくしょ

2034 棘状突起 spicula きょくじょうとっき

2035 局所換気 regional ventilation きょくしょかんき

2036 局所換気血流比 regional VA/Q (ventilation-perfusion ratio) きょくしょかんきけつりゅうひ

2037 局所灌流 regional perfusion きょくしょかんりゅう

2038 局所血流［量］ regional perfusion きょくしょけつりゅうりょう

2039 局所再発 local recurrence きょくしょさいはつ

2040 局所性 focal きょくしょせい

2041 局所性感染 focal infection きょくしょせいかんせん

2042 局所性肺炎 focal pneumonia きょくしょせいはいえん

2043 局処の regional きょくしょの

2044 局所肺機能 regional lung function きょくしょはいきのう

2045 局所不均等性 regional inhomogeneity きょくしょふきんとうせい



2046 局所不均等性 regional uneveness きょくしょふきんとうせい

2047 局所麻酔［法］ local anesthesia きょくしょますいほう

2048 局所麻酔［法］ topical anesthesia きょくしょますいほう

2049 局所免疫 local immunity きょくしょめんえき

2050 局所リンパ節 regional lymph nodes きょくしょりんぱせつ

2051 局性ハイブリッド形成［法］ in situ hybridization (ISH) きょくせいはいぶりっどけいせいほう

2052 棘突起 spur きょくとっき

2053 虚血 ischemia きょけつ

2054 虚血性心疾患 ischemic heart disease (IHD) きょけつせいしんしっかん

2055 巨細胞 giant cell きょさいぼう

2056 巨細胞腫 giant cell tumor きょさいぼうしゅ

2057 巨細胞性間質性肺炎 giant cell interstitial pneumonia (GIP) きょさいぼうせいかんしつせいはいえん

2058 巨細胞性肺炎 giant cell pneumonia きょさいぼうせいはいえん

2059 拒絶［反応］ rejection きょぜつはんのう

2060 巨大気管気管支 tracheobronchomegaly きょだいきかんきかんし

2061 巨大気腫性ブラ（嚢胞） giant emphysematous bulla きょだいきしゅせいぶらのうほう

2062 巨[大]細胞[性]封入体病（症）（肺炎） cytomegalic inclusion disease (pneumonia) きょだいさいぼうせいふうにゅうたいびょうしょうはいえん

2063 巨大食道（症） megaesophagus きょだいしょくどうしょう

2064 虚脱 collapse きょだつ

2065 虚脱脈 collapsing pulse きょだつみゃく

2066 虚脱療法（肺結核の） collapse therapy きょだつりょうほうはいけっかくの

2067 去痰 expectoration きょたん

2068 去痰薬 expectorant (expectorator) きょたんやく

2069 拒否 rejection きょひ

2070 虚（乏）血性 ischemic きょぼうけっせい

2071 許容［線］量 permissible dose きょようせんりょう

2072 許容度 tolerance きょようど

2073 キライディティ症候群 Chilaiditi syndrome きらいでぃてぃしょうこうぐん

2074 起立性 orthostatic きりつせい

2075 起立性呼吸困難 orthostatic dyspnea きりつせいこきゅうこんなん

2076 起立性低血圧［症］ orthostatic hypotension きりつせいていけつあつしょう

2077 気流 airflow きりゅう

2078 気流制御 flow regulation きりゅうせいぎょ

2079 気流制限 airflow limitation きりゅうせいげん

2080 気流制限 air flow limitation きりゅうせいげん

2081 気流抵抗 airflow resistance きりゅうていこう

2082 気流閉塞 airflow obstruction きりゅうへいそく

2083 気流［量］ air flow きりゅうりょう

2084 季肋部 hypochondrium きろくぶ

2085 （記録）法 intracardiac phonocardiography きろくほう

2086 菌 bacillus きん

2087 筋萎縮性側索硬化症 amyotrophic lateral sclerosis きんいしゅくせいそくさくこうかしょう

2088 近位の proximal きんいの

2089 禁煙 smoking cessation きんえん

2090 禁煙外来 antismoking outpatient clinic きんえんがいらい

2091 禁煙教育 antismoking education きんえんきょういく

2092 禁煙指導 antismoking education きんえんしどう

2093 禁煙の［ための］ antismoking きんえんのための

2094 菌株 bacterial strain きんかぶ

2095 ［菌］株 strain きんかぶ

2096 禁忌 contraindication きんき

2097 菌球 mycetoma きんきゅう

2098 菌球 fungus ball きんきゅう

2099 緊急気管切開［術］ emergency tracheotomy きんきゅうきかんせっかいじゅつ

2100 緊急手術 emergency operation きんきゅうしゅじゅつ

2101 筋形成術（筋移植） myoplasty きんけいせいじゅつきんいしょく

2102 菌血症 septicemia きんけつしょう

2103 菌血症 bacteremia きんけつしょう

2104 菌交代現象 microbial substitution きんこうたいげんしょう

2105 菌糸 hypha きんし

2106 筋疾患 myopathy きんしっかん

2107 均質性（の） homogeneous (homogenic) きんしつせいの



2108 筋腫 myoma きんしゅ

2109 筋症 myopathy きんしょう

2110 菌状 fungoid きんじょう

2111 筋上皮細胞 myoepithelial cell きんじょうひさいぼう

2112 筋上皮性の myoepithelial きんじょうひせいの

2113 筋性 muscular きんせい

2114 筋性硬化症 muscular cirrhosis きんせいこうかしょう

2115 筋線維 muscle fiber きんせんい

2116 筋線維芽細胞 myofibroblast きんせんいがさいぼう

2117 筋層 tunica muscularis きんそう

2118 金属蒸気熱 metal fume fever きんぞくじょうきねつ

2119 金属ステント metal stent きんぞくすてんと

2120 菌体外毒素 exotoxin きんたいがいどくそ

2121 緊張 tension きんちょう

2122 緊張 tonus きんちょう

2123 緊張性気胸 tension pneumothorax きんちょうせいききょう

2124 緊張性空洞 tension cavity きんちょうせいくうどう

2125 緊張性嚢胞 tension cyst (pneumatocele) きんちょうせいのうほう

2126 筋電図 EMG (electromyogram) きんでんず

2127 筋電図 electromyogram (EMG) きんでんず

2128 筋肉 muscle きんにく

2129 筋［肉］痛 myalgia きんにくつう

2130 金肺［症］ gold lung きんはいしょう

2131 筋疲労 muscle fatigue きんひろう

2132 筋紡錘 muscle spindle きんぼうすい

2133 筋無力症 myasthenia きんむりょくしょう

2134 菌類 fungi きんるい

2135 偽陰性 false-negative ぎいんせい

2136 偽腫瘍 pseudotumor ぎしゅよう

2137 偽性気管支拡張 pseudobronchiectasis ぎせいきかんしかくちょう

2138 偽［性］クループ false croup (pseudocroup) ぎせいくるーぷ

2139 偽性動脈瘤 false aneurysm ぎせいどうみゃくりゅう

2140 偽腺性 pseudoglandular ぎせんせい

2141 ギプス plaster ぎぷす

2142 偽膜 pseudomembrane ぎまく

2143 偽膜［性］気管支炎 pseudomembranous bronchitis ぎまくせいきかんしえん

2144 偽薬 placebo ぎやく

2145 逆説睡眠 paradoxical sleep ぎゃくせつすいみん

2146 逆説の paradoxical ぎゃくせつの

2147 逆転写酵素 reverse transcriptase ぎゃくてんしゃこうそ

2148 逆の reversal ぎゃくの

2149 逆の inverse ぎゃくの

2150 逆理性吃逆（奇異性吃逆） paradoxical diaphragmatic contraction ぎゃくりせいきつぎゃくきいせいきつぎゃく

2151 逆流 reflux ぎゃくりゅう

2152 逆流 regurgitation ぎゃくりゅう

2153 逆流性食道炎 regurgitant esophagitis ぎゃくりゅうせいしょくどうえん

2154 逆流性食道炎 reflux esophagitis ぎゃくりゅうせいしょくどうえん

2155 逆行［性］ retrograde ぎゃっこうせい

2156 逆行性カテーテル retrograde catheter ぎゃっこうせいかてーてる

2157 逆行性変性 retrograde degeneration ぎゃっこうせいへんせい

2158 仰臥位 supine position ぎょうがい

2159 凝血 clot ぎょうけつ

2160 凝固 coagulation ぎょうこ

2161 凝固時間 coagulation time ぎょうこじかん

2162 凝固[性]亢進[状態] hypercoagulability ぎょうこせいこうしんじょうたい

2163 凝集観察器 agglutinoscope ぎょうしゅうかんさつき

2164 凝集鏡 agglutinoscope ぎょうしゅうきょう

2165 凝集［作用］ agglutination ぎょうしゅうさよう

2166 凝集素 agglutinin ぎょうしゅうそ

2167 凝集反応 agglutination ぎょうしゅうはんのう

2168 偽リンパ腫 pseudolymphoma ぎりんぱしゅ

2169 偽肋 false rib ぎろく



2170 偽肋骨 false rib ぎろっこつ

2171 銀親和性の argentaffin[e] ぎんしんわせいの

2172 区 area く

2173 区域 segment くいき

2174 区域解剖 segmental anatomy くいきかいぼう

2175 区域気管支 segmental bronchus くいききかんし

2176 区域性無気肺 segmental atelectasis くいきせいむきはい

2177 区域切除術 segmentectomy (segmental resection) くいきせつじょじゅつ

2178 区域の segmental くいきの

2179 空気 air くうき

2180 空気嚥下[症]、呑気[症] aerophagia くうきえんげしょう、どんきしょう

2181 空気嚥下[症]、呑気[症] aerophagia くうきえんげしょう、どんきしょう

2182 空気感染（伝染） air-borne infection くうきかんせんでんせん

2183 空気感染（伝染） airborne infection くうきかんせんでんせん

2184 空気感染（伝染） aerial infection くうきかんせんでんせん

2185 空気飢餓［感］ air hunger くうききがかん

2186 空気血液関門 air blood barrier くうきけつえきかんもん

2187 空気塞栓 air embolus くうきそくせん

2188 空気塞栓［症］ air embolism (aeroembolism) くうきそくせんしょう

2189 空気塞栓［症］ air embolism くうきそくせんしょう

2190 空気塞栓［症］ aeroembolism くうきそくせんしょう

2191 空気タンポナーデ air tamponade くうきたんぽなーで

2192 空気調節［法］ air conditioning くうきちょうせつほう

2193 空気伝導 air conduction くうきでんどう

2194 空気とらえこみ air trapping くうきとらえこみ

2195 空気肺胞像 air alveologram くうきはいほうぞう

2196 空気洩れ air leak くうきもれ

2197 空気流動 air drift くうきりゅうどう

2198 空気を介した airborne くうきをかいした

2199 空中線量 air dose くうちゅうせんりょう

2200 空調病 air conditioner disease くうちょうびょう

2201 空洞 cavern くうどう

2202 空洞 cavity くうどう

2203 空洞吸引法（術） cavernostomy くうどうきゅういんほうじゅつ

2204 空洞形成 cavitation くうどうけいせい

2205 空洞形成術 cavernoplasty くうどうけいせいじゅつ

2206 空洞[性]結核 cavitary tuberculosis くうどうせいけっかく

2207 空洞切開［術］ cavernotomy くうどうせっかいじゅつ

2208 空洞切除術 cavernectomy くうどうせつじょじゅつ

2209 空洞造瘻術 cavernostomy くうどうぞうろうじゅつ

2210 空腹時の fasting くうふくじの

2211 空胞 vacuole くうほう

2212 躯幹 trunk くかん

2213 駆血帯 tourniquet くけつたい

2214 叢 plexus くさむら

2215 叢 flora くさむら

2216 鎖 chain くさり

2217 くしゃみ sneezing (sneeze) くしゃみ

2218 くしゃみ発作 paroxysmal sneezing くしゃみほっさ

2219 駆出 ejection くしゅつ

2220 駆出［性］雑音 ejection murmur くしゅつせいざつおん

2221 駆出分画 EF (ejection fraction) くしゅつぶんかく

2222 駆出率 EF (ejection fraction) くしゅつりつ

2223 クスマウル大呼吸 Kussmaul's breathing くすまうるだいこきゅう

2224 クスマウル［大］呼吸 Kussmaul's respiration くすまうるだいこきゅう

2225 薬 medicine くすり

2226 口 mouth くち

2227 口 stoma くち

2228 口 orifice くち

2229 口うつし呼吸［法］ mouth-to-mouth breathing (breathing) くちうつしこきゅうほう

2230 口呼吸 mouth breathing くちこきゅう

2231 口すぼめ呼吸 pursed-lip breathing くちすぼめこきゅう



2232 口[対]口人工呼吸［法］ mouth-to-mouth breathing くちたいくちじんこうこきゅうほう

2233 口の oral くちの

2234 苦痛 distress くつう

2235 クッシング症候群 Cushing syndrome くっしんぐしょうこうぐん

2236 駆動 ventilatory drive (ventilation drive) くどう

2237 駆動圧 driving pressure くどうあつ

2238 駆動する drive くどうする

2239 駆動する driving くどうする

2240 駆動力 driving force くどうりょく

2241 駆動力 drive くどうりょく

2242 クベイムテスト Kveim test くべいむてすと

2243 クラーレ curare くらーれ

2244 クラックル crackle(s) くらっくる

2245 クラミジア Chlamydia くらみじあ

2246 クラミジア感染症 chlamydial infections くらみじあかんせんしょう

2247 クラミジア肺炎 Chlamydia pneumonia くらみじあはいえん

2248 クラミドフィラ Chlamydophila くらみどふぃら

2249 クララ細胞 Clara cell くららさいぼう

2250 クラリスロマイシン clarithromycin くらりすろまいしん

2251 クリアランス clearance くりあらんす

2252 クリーゼ crisis くりーぜ

2253 クリソタイル（石綿の一種） chrysotile くりそたいるいしわたのいっしゅ

2254 クリプトコッカス・ネオフォルマンス Cryptococcus neoformans くりぷとこっかす・ねおふぉるまんす

2255 クリプトコッカス症 cryptococcosis くりぷとこっかすしょう

2256 クリプトン Krypton-81m (81mKr) くりぷとん

2257 クループ croup くるーぷ

2258 クループ性気管支炎 croupous bronchitis くるーぷせいきかんしえん

2259 クループ肺炎 croupous pneumonia くるーぷはいえん

2260 クルシュマンらせん体 Curschmann's spiral くるしゅまんらせんたい

2261 クルチツキー細胞 Kulchitsky cell くるちつきーさいぼう

2262 クレオラ小体 Creola bodies くれおらしょうたい

2263 クレブシエラ肺炎 klebsiella pneumonia くれぶしえらはいえん

2264 佝僂 gibbosity くろう

2265 クロージング・キャパシティ closing capacity くろーじんぐ・きゃぱしてぃ

2266 クロージングボリューム closing volume くろーじんぐぼりゅーむ

2267 クローニング cloning くろーにんぐ

2268 クローン clone くろーん

2269 クロシドライト（石綿の一種） crocidolite くろしどらいといしわたのいっしゅ

2270 クロマチン chromatin くろまちん

2271 クロモグラニン chromogranin A くろもぐらにん

2272 クロモゾーム chromosome くろもぞーむ

2273 訓練 training くんれん

2274 グアニレート　サイクレース guanylate cyclase ぐあにれーとさいくれーす

2275 グッドパスチャー症候群 Goodpasture's syndrome ぐっどぱすちゃーしょうこうぐん

2276 グッドパスチャー症候群 Goodpasture syndrome ぐっどぱすちゃーしょうこうぐん

2277 グラスファイバー glass fiber ぐらすふぁいばー

2278 グラスファイバー肺 fiberglass lung ぐらすふぁいばーはい

2279 グラファイト線維症 graphite fibrosis ぐらふぁいとせんいしょう

2280 グラム陰性 gram negative ぐらむいんせい

2281 グラム陽性 gram positive ぐらむようせい

2282 グリセロ燐酸 glycerophosphate ぐりせろりんさん

2283 グルクロニダーゼ glucuronidase ぐるくろにだーぜ

2284 グルクロノキシロマンナン glucuronoxylomannan ぐるくろのきしろまんなん

2285 グルココルチコイド glucocorticoid ぐるここるちこいど

2286 グルタチオン glutathione ぐるたちおん

2287 グルタチオンS-トランスフェラーゼP1 （GSTP1） glutathione S-transferase P1 (GSTP1) ぐるたちおんS-とらんすふぇらーぜP1

2288 グレイ（吸収線量の) gray (Gy) ぐれいきゅうしゅうせんりょうの

2289 グレーフェ徴候 Graefe's sign ぐれーふぇちょうこう

2290 グロブリン globulin ぐろぶりん

2291 経横隔膜圧差 transdiaphragmatic (transdiaphragm) pressure けいおうかくまくあつさ

2292 軽快 remission けいかい

2293 痙咳 spasmodic cough けいがい



2294 経過観察 follow-up けいかかんさつ

2295 経管栄養 tube feeding けいかんえいよう

2296 経気管吸引［法］ transtracheal aspiration (TTA) けいきかんきゅういんほう

2297 経気管支［性］ transbronchial けいきかんしせい

2298 経気管支生検 transbronchial biopsy けいきかんしせいけん

2299 経気管支[的]キューレット（擦過、掻爬） transbronchial curettage けいきかんしてききゅーれっとさっか、そうは

2300 経気管支肺生検 transbronchial lung biopsy (TBLB) けいきかんしはいせいけん

2301 経気管支播種 transbronchial dissemination けいきかんしはしゅ

2302 経気管支針生検 transbronchial needle aspiration (TBNA) けいきかんしはりせいけん

2303 経気道圧差 transairway pressure けいきどうあつさ

2304 鶏胸 chicken breast (chest) けいきょう

2305 経胸郭 transthoracic けいきょうかく

2306 経胸郭的針吸引 transthoracic needle aspiration けいきょうかくてきはりきゅういん

2307 経胸腔の transthoracic けいきょうくうの

2308 経胸骨切開 transsternal incision けいきょうこつせっかい

2309 経胸骨[両側]開胸 transsternal bilateral thoracotomy けいきょうこつりょうがわかいきょう

2310 頸胸神経節（星状神経節） ganglion cervicothoracicum (ganglion stellatum) けいきょうしんけいせつせいじょうしんけいせつ

2311 経胸壁針吸引肺生検 transthoracic needle aspiration biopsy けいきょうへきはりきゅういんはいせいけん

2312 頚頸動脈体反射 carotid body reflex けいけいどうみゃくたいはんしゃ

2313 頚頸動脈の carotid けいけいどうみゃくの

2314 螢光 fluorescence けいこう

2315 蛍光［X線］透視検査 fluoroscopy けいこうXせんとうしけんさ

2316 蛍光気管支鏡 fluorescence bronchoscopy けいこうきかんしきょう

2317 螢光顕微鏡 fluorescence microscope けいこうけんびきょう

2318 螢光抗体法 fluorescent antibody test けいこうこうたいほう

2319 経口挿管（カテーテル） oral intubation けいこうそうかんかてーてる

2320 経口的 peroral けいこうてき

2321 経口的 oral けいこうてき

2322 経口的気管支ファイバースコープ［検査］ transoral bronchofiberscopy けいこうてききかんしふぁいばーすこーぷけんさ

2323 経口的（ラ） per os けいこうてきら

2324 螢光の fluorescent けいこうの

2325 経口[免疫]寛容 oral tolerance けいこうめんえきかんよう

2326 警告システム alarm system けいこくしすてむ

2327 警告反応 alarm reaction けいこくはんのう

2328 珪酸塩肺 silicatosis けいさんえんはい

2329 憩室 diverticle (diverticulum) けいしつ

2330 形質細胞 plasma cell けいしつさいぼう

2331 形質細胞腫 plasmacytoma けいしつさいぼうしゅ

2332 形質細胞［性］肺炎 plasma cell pneumonia けいしつさいぼうせいはいえん

2333 形質細胞肉芽腫（inflammatory pseudotumor，炎症性偽腫瘍の一種） plasma cell granuloma けいしつさいぼうにくがしゅinflammatory pseudotumor，えんしょうせいぎしゅようのいっしゅ

2334 経時的な chronological けいじてきな

2335 傾斜式ディスク弁 tilting disc valve けいしゃしきでぃすくべん

2336 痙縮 spasm けいしゅく

2337 痙笑 trismus sardonics けいしょう

2338 楔状切除 wedge resection けいじょうせつじょ

2339 頸静脈 jugular vein けいじょうみゃく

2340 頸静脈逆流現象 jugular venous reflux けいじょうみゃくぎゃくりゅうげんしょう

2341 経静脈心房調律 transvenous atrial pacing けいじょうみゃくしんぼうちょうりつ

2342 経静脈［的］ transvenous けいじょうみゃくてき

2343 経静脈（の） transvenous けいじょうみゃくの

2344 頸静脈波 jugular［venous］pulse けいじょうみゃくは

2345 経静脈ぺ一スメーカー電極 transvenous pacemaker electrode けいじょうみゃくぺいちすめーかーでんきょく

2346 痙性クループ spasmodic croup けいせいくるーぷ

2347 形成術 plasty けいせいじゅつ

2348 形成不全 hypoplasia けいせいふぜん

2349 形成不全（異常）［症］ dysplasia けいせいふぜんいじょうしょう

2350 形成不全［症］ aplasia けいせいふぜんしょう

2351 形成不全肺 pulmonary hypoplasia けいせいふぜんはい

2352 けいそう（珪藻）土線維症 diatomaceous earth fibrosis けいそうけいそうどせんいしょう

2353 継続［期間］（疾患の） duration けいぞくきかんしっかんの

2354 形態学 morphology けいたいがく

2355 形態計測[学] morphometry けいたいけいそくがく



2356 形態計測分析 morphometric analysis けいたいけいそくぶんせき

2357 形態測定[学] morphometry けいたいそくていがく

2358 軽打する tap けいだする

2359 珪炭肺 silicoanthracosis けいたんはい

2360 経中隔心房調律 transseptal atrial pacing けいちゅうかくしんぼうちょうりつ

2361 頸椎 cervical vertebrae けいつい

2362 頸椎 cervical spine けいつい

2363 系統 strain けいとう

2364 系統 strain けいとう

2365 系統的 systemic けいとうてき

2366 頸動脈球（小体） glomus caroticum けいどうみゃくきゅうしょうたい

2367 頸動脈体化学反射 carotid chemoreflex けいどうみゃくたいかがくはんしゃ

2368 楔入圧 wedge pressure けいにゅうあつ

2369 楔入［部］圧 wedge pressure けいにゅうぶあつ

2370 珪肺結核［症］ silicotuberculosis けいはいけっかくしょう

2371 珪肺［症］ silicosis (silicatosis) けいはいしょう

2372 珪肺［症］ pulmonary silicosis けいはいしょう

2373 経鼻エアウェイ nasal airway けいびえあうぇい

2374 経鼻カテーテル transnasal catheter けいびかてーてる

2375 経鼻カテーテル nasal tube けいびかてーてる

2376 経鼻呼吸チューブ nasal airway けいびこきゅうちゅーぶ

2377 経皮的 percutaneous けいひてき

2378 経鼻［的］気管支ファイバースコープ transnasal bronchofiberscopy けいびてききかんしふぁいばーすこーぷ

2379 経鼻［的］［気管内］挿管 nasotracheal intubation けいびてききかんないそうかん

2380 経鼻［的］持続［性］気道陽圧 nasal continuous positive airway pressure (nasal CPAP) けいびてきじぞくせいきどうようあつ

2381 経鼻［的］持続［性］気道陽圧呼吸 nasal continuous positive airway pressure (nasal CPAP) けいびてきじぞくせいきどうようあつこきゅう

2382 経皮的針生検 percutaneous needle biopsy けいひてきはりせいけん

2383 頸部の jugular けいぶの

2384 頸［部］の cervical けいぶの

2385 警報系統 alarm system けいほうけいとう

2386 警報装置 alarm system けいほうそうち

2387 傾眠 somnolence けいみん

2388 傾眠傾向 drowsiness けいみんけいこう

2389 傾眠状態 drowsiness けいみんじょうたい

2390 （形容詞）健康な sound(s) けいようしけんこうな

2391 稽留脈 plateau pulse けいりゅうみゃく

2392 痙攣 spasm けいれん

2393 痙攣 convulsion けいれん

2394 痙攣性咳 spasmodic cough けいれんせいせき

2395 経路 route けいろ

2396 頸肋 cervical rib けいろく

2397 頸肋骨 cervical rib けいろっこつ

2398 ケーエル6 KL-6 けーえる6

2399 けじらみ crab louse けじらみ

2400 血圧 blood pressure けつあつ

2401 血圧記録法 sphygmotonography けつあつきろくほう

2402 血圧計 sphygmomanometer けつあつけい

2403 血圧計 blood pressure manometer けつあつけい

2404 血圧計 tonometer けつあつけい

2405 血圧の呼吸(性）変動 respiratory fluctuation of blood pressure けつあつのこきゅうせいへんどう

2406 血液 blood けつえき

2407 血液・酸素解離曲線 oxyhemoglobin dissociation curve けつえき・さんそかいりきょくせん

2408 血液一般検査 complete blood count (CBC) けつえきいっぱんけんさ

2409 血液ガス blood gas けつえきがす

2410 血液灌流 blood perfusion けつえきかんりゅう

2411 血液供給 blood supply けつえききょうきゅう

2412 血液凝固 blood coagulation けつえきぎょうこ

2413 血液酸素供給器 blood oxygenator けつえきさんそきょうきゅうき

2414 血液髄液関門 blood-cerebrospinal fluid barrier けつえきずいえきかんもん

2415 血液透析 hemodialysis けつえきとうせき

2416 血液動態の hemodynamic けつえきどうたいの

2417 血液脳関門 blood-brain barrier けつえきのうかんもん



2418 血液培養 blood culture けつえきばいよう

2419 血液分布 blood distribution けつえきぶんぷ

2420 血液流動学 hemorheology けつえきりゅうどうがく

2421 血液量 blood volume けつえきりょう

2422 結果 result けっか

2423 結果 outcome けっか

2424 結核菌 tubercle bacillus けっかくきん

2425 結核菌 Mycobacterium tuberculosis けっかくきん

2426 結核結節 tubercle けっかくけっせつ

2427 結核腫 tuberculoma けっかくしゅ

2428 結核［症］ tuberculosis けっかくしょう

2429 ［結核］初期浸潤 early infiltration けっかくしょきしんじゅん

2430 結核疹 tuberculide けっかくしん

2431 結核性関節炎 tuberculous arthritis けっかくせいかんせつえん

2432 結核性胸水 tuberculous effusion けっかくせいきょうすい

2433 結核性胸膜炎 tuberculous pleurisy けっかくせいきょうまくえん

2434 結核性空洞 tuberculous cavity けっかくせいくうどう

2435 結核性心膜炎 tuberculous pericarditis けっかくせいしんまくえん

2436 結核性腸炎 tuberculous enteritis けっかくせいちょうえん

2437 結核性の tuberculous けっかくせいの

2438 結核性膿胸 tuberculous empyema けっかくせいのうきょう

2439 結核性膿腫 tuberculous pyothorax けっかくせいのうしゅ

2440 結核性（脳）髄膜炎 tuberculous meningitis けっかくせいのうずいまくえん

2441 結核性肺炎 tuberculous pneumonia けっかくせいはいえん

2442 結核性敗血症 typhobacillosis (tuberculosa) けっかくせいはいけつしょう

2443 ［結核の］初期変化群 primary complex けっかくのしょきへんかぐん

2444 血管 vessel けっかん

2445 血管 blood vessel けっかん

2446 血管運動性狭心症 vasomotor angina けっかんうんどうせいきょうしんしょう

2447 血管運動中枢 vasomotor center けっかんうんどうちゅうすう

2448 血管運動反射 vasomotor reflex けっかんうんどうはんしゃ

2449 血管映写[法] cineangiography けっかんえいしゃほう

2450 血管炎 angitis けっかんえん

2451 血管炎 angiitis (angitis) けっかんえん

2452 血管炎症候群 vasculitis syndrome けっかんえんしょうこうぐん

2453 血管外の extravascular けっかんがいの

2454 [血管]外膜 tunica adventitia けっかんがいまく

2455 [血管]外膜 adventitia けっかんがいまく

2456 血管海綿腫 hemangiocavernoma けっかんかいめんしゅ

2457 血管拡張神経 vasodilator nerve けっかんかくちょうしんけい

2458 血管拡張の vasodilator けっかんかくちょうの

2459 血管拡張薬 vasodilator けっかんかくちょうやく

2460 血管虚脱 vascular collapse けっかんきょだつ

2461 血管緊張薬 angiotonic けっかんきんちょうやく

2462 血管形成[術] angioplasty けっかんけいせいじゅつ

2463 血管痙攣（攣縮） angiospasm けっかんけいれんれんしゅく

2464 血管再建 revascularization けっかんさいけん

2465 血管再構築 vascular remodeling けっかんさいこうちく

2466 血管再生 revascularization けっかんさいせい

2467 血管細胞接着分子 vascular cell adhesion molecule (VCAM) けっかんさいぼうせっちゃくぶんし

2468 血管雑音 vascular murmur けっかんざつおん

2469 血管雑音 bruit けっかんざつおん

2470 血管作動性腸管ペプチド vasoactive intestinal peptide (VIP) けっかんさどうせいちょうかんぺぷちど

2471 血管作動性腸ポリペプチド（VIP) vasoactive intestinal polypeptide (VIP) けっかんさどうせいちょうぽりぺぷちどVIP

2472 血管作用性（小）腸ペプチド vasoactive intestinal peptide (VIP) けっかんさようせいしょうちょうぺぷちど

2473 血管腫 hemangioma けっかんしゅ

2474 血管腫 angioma けっかんしゅ

2475 血管周囲細胞 pericyte けっかんしゅういさいぼう

2476 血管周囲細胞腫 hemangiopericytoma けっかんしゅういさいぼうしゅ

2477 血管周囲の perivascular けっかんしゅういの

2478 血管収縮 vasoconstriction けっかんしゅうしゅく

2479 血管収縮物質 VEM (vasoexcitor material) けっかんしゅうしゅくぶっしつ



2480 血管収縮薬 angiotonic けっかんしゅうしゅくやく

2481 血管収縮［薬］ vasopressor けっかんしゅうしゅくやく

2482 血管腫様病変 angiomatoid lesion けっかんしゅようびょうへん

2483 血管床 vascular bed けっかんしょう

2484 血管昇圧［剤］ vasopressor けっかんしょうあつざい

2485 血管浸潤 vessel invasion けっかんしんじゅん

2486 血管浸潤 vascular invasion けっかんしんじゅん

2487 血管新生 neovascularization けっかんしんせい

2488 血管新生 angiogenesis けっかんしんせい

2489 血管新生因子 angiopoietin けっかんしんせいいんし

2490 血管新生因子 angiogenetic factor けっかんしんせいいんし

2491 血管新生分子 angiogenetic molecule けっかんしんせいぶんし

2492 血管心［臓］造影法 angiocardiography けっかんしんぞうぞうえいほう

2493 血管心臓病学 angiocardiology けっかんしんぞうびょうがく

2494 血管増加性の（血管造影上の） hypervascular けっかんぞうかせいのけっかんぞうえいじょうの

2495 血管増生 vascularization けっかんぞうせい

2496 血管中心性肉芽腫 angiocentric granuloma けっかんちゅうしんせいにくがしゅ

2497 血管造（撮）影像 angiogram けっかんづくりさつえいぞう

2498 血管造（撮）影法 angiography けっかんづくりさつえいほう

2499 血管抵抗 vascular resistance けっかんていこう

2500 血管内 intravascular けっかんない

2501 血管内超音波 intravascular ultrasound けっかんないちょうおんぱ

2502 血管内皮細胞 vascular endothelial cell けっかんないひさいぼう

2503 血管内皮腫 hemangioendothelioma けっかんないひしゅ

2504 血管内皮成長因子 VEGF (vascular endothelial growth factor) けっかんないひせいちょういんし

2505 血管内皮増殖因子 vascular endothelial growth factor けっかんないひぞうしょくいんし

2506 血管肉腫 hemangiosarcoma けっかんにくしゅ

2507 血管肉腫 angiosarcoma けっかんにくしゅ

2508 血管の vascular けっかんの

2509 血管閉塞性疾患 occlusive vascular disease けっかんへいそくせいしっかん

2510 血管攣縮 vasospasm けっかんれんしゅく

2511 血管攣縮 vasoconstriction けっかんれんしゅく

2512 血管攣縮[性]狭心症 vasospastic angina けっかんれんしゅくせいきょうしんしょう

2513 血気胸 pneumohemothorax けっききょう

2514 血気胸 hemopneumothorax けっききょう

2515 ［血球］凝集 sludging けっきゅうぎょうしゅう

2516 血胸 hemothorax けっきょう

2517 結合 symphysis けつごう

2518 血行性 hematogenous けっこうせい

2519 血行性散布 hematogenous spread けっこうせいさんぷ

2520 血行性転移 hematogenous metastasis けっこうせいてんい

2521 血行性播種 hematogenous dissemination けっこうせいはしゅ

2522 結合［組］織 connective tissue けつごうそしき

2523 結合［組］織疾患（病） connective tissue disease けつごうそしきしっかんびょう

2524 結合炭酸 bound carbon dioxide けつごうたんさん

2525 血行動態 hemodynamics けっこうどうたい

2526 結合二酸化炭素 bound carbon dioxide けつごうにさんかたんそ

2527 結紮 ligation けっさつ

2528 結紮 ligation けっさつ

2529 結紮 knot けっさつ

2530 血色素 hemoglobin (Hb) けっしきそ

2531 血腫 hematoma けっしゅ

2532 血漿 plasma けっしょう

2533 血漿 blood plasma けっしょう

2534 結晶 crystal けっしょう

2535 血漿交換 plasma exchange けっしょうこうかん

2536 血漿除去 plasmaphresis けっしょうじょきょ

2537 血漿蛋白 plasma protein けっしょうたんぱく

2538 血漿蛋白緩衝系 plasma protein buffer system けっしょうたんぱくかんしょうけい

2539 血小板 thrombocyte けっしょうばん

2540 血小板 platelet けっしょうばん

2541 血小板活性［化］因子 platelet activating factor (PAF) けっしょうばんかっせいかいんし



2542 血小板減少症 thrombocytopenia けっしょうばんげんしょうしょう

2543 血小板内皮細胞接着分子 platelet endothelial cell adhesion molecule (PECAM) けっしょうばんないひさいぼうせっちゃくぶんし

2544 血小板病（症） thrombopathy けっしょうばんびょうしょう

2545 血小板由来成長因子 platelet-derived growth factor けっしょうばんゆらいせいちょういんし

2546 血漿漏[出] plasma leakage けっしょうろうしゅつ

2547 血清 serum けっせい

2548 血清アンジオテンシン変換酵素 serum angiotensin converting enzyme けっせいあんじおてんしんへんかんこうそ

2549 血清学的検査 serological test けっせいがくてきけんさ

2550 血清の serous けっせいの

2551 血清病 serum disease (serum sickness) けっせいびょう

2552 結石［症］ calculosis けっせきしょう

2553 ［結］節 node けっせつ

2554 結節 tubercle けっせつ

2555 結節 nodule けっせつ

2556 結節 knot けっせつ

2557 結節陰影 nodular opacity けっせついんえい

2558 結節影 nodular opacity けっせつえい

2559 結節状陰影 nodular opacity けっせつじょういんえい

2560 結節性陰影 nodular opacity けっせつせいいんえい

2561 結節性紅斑 erythema nodosum けっせつせいこうはん

2562 結節性多発動脈炎 polyarteritis nodosa (PN) けっせつせいたはつどうみゃくえん

2563 結節[性]調律 nodal rhythm けっせつせいちょうりつ

2564 結節性動脈周囲炎（結節性多発性動脈炎） peri arteritis nodosa (PN) けっせつせいどうみゃくしゅういえんけっせつせいたはつせいどうみゃくえん

2565 結節[性]リズム nodal rhythm けっせつせいりずむ

2566 血栓症 thrombosis けっせんしょう

2567 血栓心内膜炎 thromboendocarditis けっせんしんないまくえん

2568 血栓性梗塞 thrombotic infarction けっせんせいこうそく

2569 血栓［性］静脈炎 thrombophlebitis けっせんせいじょうみゃくえん

2570 血栓［性］静脈内膜炎 thromboendophlebitis けっせんせいじょうみゃくないまくえん

2571 血栓性心内膜炎 thrombotic endocarditis けっせんせいしんないまくえん

2572 血栓［性］心内膜炎 thromboendocarditis けっせんせいしんないまくえん

2573 血栓塞栓症 thrombosis embolism けっせんそくせんしょう

2574 血栓塞栓症 thromboembolism けっせんそくせんしょう

2575 血栓内膜除去術 thromboendarterectomy けっせんないまくじょきょじゅつ

2576 血栓内膜摘出［術］ thromboendarterectomy けっせんないまくてきしゅつじゅつ

2577 欠損 defect けっそん

2578 血痰 bloody sputum けったん

2579 血中濃度 blood level けっちゅうのうど

2580 血中濃度 blood concentration けっちゅうのうど

2581 血鉄症 hemosiderosis けってつしょう

2582 血鉄素 hemosiderin けつてつそ

2583 血糖 blood sugar けっとう

2584 血尿 hematuria けつにょう

2585 血餅 clot けっぺい

2586 欠乏 deficiency けつぼう

2587 結膜 conjunctiva けつまく

2588 結膜炎 conjunctivitis けつまくえん

2589 結膜反射 conjunctival reflex けつまくはんしゃ

2590 血流 perfusion けつりゅう

2591 血流スキャン perfusion scan けつりゅうすきゃん

2592 血流速度 blood flow velocity けつりゅうそくど

2593 血流動態 hemodynamics けつりゅうどうたい

2594 血流分布 perfusion けつりゅうぶんぷ

2595 血流分布 blood perfusion けつりゅうぶんぷ

2596 血流率 blood flow rate けつりゅうりつ

2597 血流（量） blood flow けつりゅうりょう

2598 血流量 blood flow rate けつりゅうりょう

2599 血流[量]計 blood flowmeter けつりゅうりょうけい

2600 ケトアシドーシス ketoacidosis けとあしどーしす

2601 ケトン体 keton body けとんたい

2602 ケトン尿（症） ketonuria けとんにょうしょう

2603 ケミカルメディエ一ター chemical mediator けみかるめでぃえ一たー



2604 煙 fume けむり

2605 ケモカイン chemokine けもかいん

2606 ケモデクトーマ chemodectoma けもでくとーま

2607 ケロシン肺炎 kerosene pneumonia けろしんはいえん

2608 腱 tendon けん

2609 牽引 traction けんいん

2610 牽引 retraction けんいん

2611 牽引［性］憩室 traction diverticulum けんいんせいけいしつ

2612 嫌気性菌 an[a]erobic bacteria けんきせいきん

2613 嫌気性呼吸 an[a]erobic respiration けんきせいこきゅう

2614 嫌気性［代謝］閾値 an[a]erobic threshold けんきせいたいしゃいきち

2615 嫌気性レンサ（連鎖）球菌 an[a]erobic streptococcus けんきせいれんされんさきゅうきん

2616 肩甲間部 interscapular region けんこうかんぶ

2617 健康関連QOL health-related quality of life けんこうかんれんQOL

2618 肩甲骨 scapula けんこうこつ

2619 健康の healthy けんこうの

2620 検査 test けんさ

2621 検査 examination けんさ

2622 犬糸状虫症 dirofilariasis けんしじょうちゅうしょう

2623 健常の healthy けんじょうの

2624 懸濁液 suspension けんだくえき

2625 犬吠[性]咳嗽 barking cough けんばいせいがいそう

2626 犬吠様乾性咳嗽 barking cough けんばいようかんせいがいそう

2627 犬吠［様］せき（咳嗽） barking cough けんばいようせきがいそう

2628 腱反射 tendon reflex けんはんしゃ

2629 腱反射 tendon jerk けんはんしゃ

2630 顕微鏡 microscope けんびきょう

2631 顕微鏡［学］的 microscopic けんびきょうがくてき

2632 外科［学］ surgery げかがく

2633 外科的切除 surgical resection げかてきせつじょ

2634 外科的治療 surgical treatment げかてきちりょう

2635 外科的治療 surgical therapy げかてきちりょう

2636 牙関緊急 trismus げかんきんきゅう

2637 劇症結核 fulminant tuberculosis げきしょうけっかく

2638 月経随伴性気胸 catamenial pneumothorax げっけいずいはんせいききょう

2639 月経[随伴]性の catamenial げっけいずいはんせいの

2640 ゲノム genome げのむ

2641 ゲノム走査 genome scanning げのむそうさ

2642 ゲムシタビン gemcitabine げむしたびん

2643 ゲラチン様痰 gelatinous sputum げらちんようたん

2644 下痢 diarrhea げり

2645 ゲルハルト濁音界 Gerhard's dullness げるはるとだくおんかい

2646 ゲルハルト徴候（音響変換） Gerhard's sign げるはるとちょうこうおんきょうへんかん

2647 ゲルマニウム酸ビスマス螢光体 bismuth germanate phosphor (BGP) げるまにうむさんびすますけいこうたい

2648 減圧室 decompression chamber げんあつしつ

2649 減圧［術］ decompression げんあつじゅつ

2650 減圧症 decompression sickness げんあつしょう

2651 減圧症 compressed[-]air sickness（illness） げんあつしょう

2652 減圧症 caisson disease げんあつしょう

2653 原因不明の器質化（間質性）肺[臓]炎 cryptogenic organizing pneumonitis (COP) げんいんふめいのきしつかかんしつせいはいぞうえん

2654 原因不明の器質化（間質性）肺[臓]炎 COP (cryptogenic organizing pneumonitis(-a)) げんいんふめいのきしつかかんしつせいはいぞうえん

2655 原因不明の線維化性［肺］胞隔炎 CFA (cryptogenic fibrosing alveolitis) げんいんふめいのせんいかせいはいほうかくえん

2656 原因不明の線維化［性］［肺］胞隔炎 cryptogenic fibrosing alveolitis げんいんふめいのせんいかせいはいほうかくえん

2657 原因不明の［肺］胞隔炎 cryptogenic alveolitis げんいんふめいのはいほうかくえん

2658 原因［論］，病因［論、学］ etiology げんいんろん，びょういんろん、がく

2659 限界値 threshold げんかいち

2660 限界の liminal げんかいの

2661 限外濾過［法］ ultrafiltration げんがいろかほう

2662 元気な sound(s) げんきな

2663 限局型 LD (limited disease) げんきょくがた

2664 限局性の circumscriptive げんきょくせいの

2665 限局性の circumscribed げんきょくせいの



2666 原形質 protoplasm げんけいしつ

2667 幻視 visual hallucination げんし

2668 減少 reduced げんしょう

2669 幻想腫瘍 phantom tumor げんそうしゅよう

2670 減（脱）感作 hyposensitization (desensitization) げんだっかんさ

2671 原虫 protozoa げんちゅう

2672 限定 restriction げんてい

2673 原発性 primary げんぱつせい

2674 原発性異型（非定型性）肺炎 primary atypical pneumonia げんぱつせいいけいひていけいせいはいえん

2675 原発性結節性肺アミロイドーシス症 primary nodular pulmonary amyloidosis げんぱつせいけっせつせいはいあみろいどーしすしょう

2676 原発性縦隔胚細胞腫 primary mediastinal germ cell tumor げんぱつせいじゅうかくはいさいぼうしゅ

2677 原発性肺癌 primary lung cancer げんぱつせいはいがん

2678 原発性肺高血圧症 primary pulmonary hypertension (PPH) げんぱつせいはいこうけつあつしょう

2679 原発性肺高血圧症 primary pulmonary hypertension げんぱつせいはいこうけつあつしょう

2680 原発性肺高血圧症 PPH (primary pulmonary hypertension) げんぱつせいはいこうけつあつしょう

2681 原発性肺高血圧症 idiopathic pulmonary hypertension げんぱつせいはいこうけつあつしょう

2682 原発性肺腫瘍 primary lung tumor げんぱつせいはいしゅよう

2683 原発性肺平滑筋肉腫 primary pulmonary leiomyosarcoma げんぱつせいはいへいかつきんにくしゅ

2684 原発性肺胞低換気症候群 primary alveolar hypoventilation syndrome げんぱつせいはいほうていかんきしょうこうぐん

2685 原発性肺リンパ腫 primary pulmonary lymphoma げんぱつせいはいりんぱしゅ

2686 原発性非定型性ウイルス肺炎 primary atypical viral pneumonia げんぱつせいひていけいせいういるすはいえん

2687 原発巣 primary lesion げんぱつそう

2688 原発病巣 focus げんぱつびょうそう

2689 減量手術 reduced surgery げんりょうしゅじゅつ

2690 腔 space こう

2691 腔 cavity こう

2692 孔 orifice こう

2693 硬_________（軟）口蓋 hard (soft) palate こう_________なんこうがい

2694 抗悪性腫瘍薬による毒性 toxicity associated with antineoplastic agents こうあくせいしゅようくすりによるどくせい

2695 高圧液体クロマトグラフィー（エッチピーエルシー） high pressure liquid こうあつえきたいくろまとぐらふぃーえっちぴーえるしー

2696 高圧酸素 hyperbaric oxygen こうあつさんそ

2697 高圧酸素療法 hyperbaric oxygen therapy こうあつさんそりょうほう

2698 高圧の hyperbaric こうあつの

2699 降圧薬 antihypertensive agent (drug) こうあつやく

2700 抗アナフィラキシー anti-anaphylaxis こうあなふぃらきしー

2701 高アルドステロン症 hyperaldosteronism こうあるどすてろんしょう

2702 高安動脈炎 Takayasu arteritis こうあんどうみゃくえん

2703 後遺症 sequelae (sequelaの複数) こういしょう

2704 抗遺伝子組み換えヒトG-CSF抗体 anti-recombinant human G-CSF (rhG-CSF) antibody こういでんしくみかえひとG-CSFこうたい

2705 後咽［頭］の retropharyngeal こういんとうの

2706 後咽頭膿瘍 retropharyngeal abscess こういんとうのうよう

2707 抗ウイルス薬 antiviral agent こうういるすやく

2708 抗うつ薬 antidepressant こううつやく

2709 抗炎症作用 anti-inflammatory activity こうえんしょうさよう

2710 抗オキシダント antioxidant こうおきしだんと

2711 好温性アクチノミセス菌 thermophilic actinomycetes こうおんせいあくちのみせすきん

2712 好温性（の） thermophilic こうおんせいの

2713 高音性連続［性ラ］音 wheeze こうおんせいれんぞくせいらおん

2714 硬化 induration こうか

2715 口蓋 palate こうがい

2716 口蓋咽頭形成術 palatopharyngoplasty こうがいいんとうけいせいじゅつ

2717 口蓋垂口蓋咽頭形成術 uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) こうがいすいこうがいいんとうけいせいじゅつ

2718 公害物質 pollutant こうがいぶっしつ

2719 口角炎 angular stomatitis こうかくえん

2720 抗核抗体 antinuclear antibody こうかくこうたい

2721 光学的検出 photodetection こうがくてきけんしゅつ

2722 硬化症 sclerosis こうかしょう

2723 硬化性 sclerosing こうかせい

2724 硬化性結核 cirrhotic tuberculosis こうかせいけっかく

2725 硬化性血管腫 sclerosing hemangioma こうかせいけっかんしゅ

2726 硬化性肺胞隔炎 sclerosing alveolitis こうかせいはいほうかくえん

2727 硬化性脈管腫 sclerosing angioma こうかせいみゃっかんしゅ



2728 硬化の sclerosing こうかの

2729 高カリウム血（症） hyperkalemia (hyperpotassemia) こうかりうむけつしょう

2730 高カルシウム血［症］ hypercalcemia こうかるしうむけつしょう

2731 高カロリー栄養 hyperalimentation こうかろりーえいよう

2732 高カロリー輸液 intravenous hyperalimentation (IVH) こうかろりーゆえき

2733 交換 exchange こうかん

2734 抗癌化学療法 anticancer chemotherapy こうがんかがくりょうほう

2735 交感神経活動亢進（緊張） sympathicotonia こうかんしんけいかつどうこうしんきんちょう

2736 交感神経緊張［症］ sympathicotonia こうかんしんけいきんちょうしょう

2737 交感神経［系，幹］ sympathicus こうかんしんけいけい，かん

2738 交感神経除去術 sympathetic denervation こうかんしんけいじょきょじゅつ

2739 交感神経切除［術］ sympathetectomy こうかんしんけいせつじょじゅつ

2740 抗癌性 anticancerous こうがんせい

2741 抗癌薬 anti-cancer drug こうがんやく

2742 高気圧酸素療法 hyperbaric oxygen therapy こうきあつさんそりょうほう

2743 高［気］圧室 hyperbaric chamber こうきあつしつ

2744 高危険性 poor risk こうきけんせい

2745 好気性 aerophilous こうきせい

2746 好気性 aerobic こうきせい

2747 好気生活 aerobiosis こうきせいかつ

2748 好気［性］感染 aerobic infection こうきせいかんせん

2749 好気性菌 aerobe こうきせいきん

2750 広基性の sessile こうきせいの

2751 広基性ポリープ sessile polyp こうきせいぽりーぷ

2752 高凝固性 hypercoagulability こうぎょうこせい

2753 抗凝固薬 anticoagulant こうぎょうこやく

2754 抗凝固療法 anticoagulant therapy こうぎょうこりょうほう

2755 抗菌性 antibacterial こうきんせい

2756 好銀［性］細胞 argyrophil cell こうぎんせいさいぼう

2757 好銀性の argyrophil こうぎんせいの

2758 口腔 oral cavity こうくう

2759 口腔咽頭 oropharynx こうくういんとう

2760 口腔カンジタ症 oral candidiasis こうくうかんじたしょう

2761 口腔乾燥症 xerostomia こうくうかんそうしょう

2762 口腔（内）圧 mouth pressure こうくうないあつ

2763 口［腔］内カンジタ病 oral candidiasis こうくうないかんじたびょう

2764 航空病 aviation disease こうくうびょう

2765 航空酔い aviation disease こうくうよい

2766 高グロブリン血症 hyperglobulinemia こうぐろぶりんけつしょう

2767 広頸筋 platysma こうけいきん

2768 抗痙攣 antispasm こうけいれん

2769 抗痙攣性 antispastic こうけいれんせい

2770 硬結 induration こうけつ

2771 高血圧症 hypertension こうけつあつしょう

2772 高血圧［症］ hypertension こうけつあつしょう

2773 高血圧性 hypertensive こうけつあつせい

2774 高血圧性心疾患 hypertensive heart disease (HHD) こうけつあつせいしんしっかん

2775 抗結核性 antituberculous こうけっかくせい

2776 抗結核薬 antituberculosis drugs こうけっかくやく

2777 抗血清 antiserum こうけっせい

2778 高血糖（症） hyperglycemia こうけっとうしょう

2779 抗原 antigen こうげん

2780 膠原 collagen こうげん

2781 抗原抗体反応 antigen-antibody reaction こうげんこうたいはんのう

2782 抗原性 antigenicity こうげんせい

2783 膠原線維 collagen fiber こうげんせんい

2784 抗原提示 antigen presentation こうげんていじ

2785 抗原提示細胞 antigen-presenting cells こうげんていじさいぼう

2786 膠原病 collagen disease こうげんびょう

2787 膠原病肺 collagen-vascular disease associated lung こうげんびょうはい

2788 抗原（免疫） adjuvant こうげんめんえき

2789 抗高血圧薬 antihypertensive agent (drug) こうこうけつあつやく



2790 高好酸球症候群 hypereosinophilic syndrome こうこうさんきゅうしょうこうぐん

2791 抗好中球細胞質抗体 anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) こうこうちゅうきゅうさいぼうしつこうたい

2792 交互の reciprocal こうごの

2793 交互拍動 reciprocal beat こうごはくどう

2794 高コレステリン血症 hypercholesteremia こうこれすてりんけつしょう

2795 高コレステロール血症 hypercholesterolemia こうこれすてろーるけっしょう

2796 虹彩炎 iritis こうさいえん

2797 虹彩毛様体炎 iridocyclitis こうさいもうようたいえん

2798 絞窄 coarctation こうさく

2799 交叉試験 cross-matching こうさしけん

2800 好酸球 eosinophil こうさんきゅう

2801 好酸球化学走［化］性（遊走）因子 eosinophil chemotactic factor (ECF) こうさんきゅうかがくそうかせいゆうそういんし

2802 好酸球カチオニックプロテイン eosinophilic cationic protein こうさんきゅうかちおにっくぷろていん

2803 好酸球症 eosinophilosis こうさんきゅうしょう

2804 好酸球性 eosinophilic こうさんきゅうせい

2805 好酸球性気管支炎 eosinophilic bronchitis こうさんきゅうせいきかんしえん

2806 好酸球性気道炎症 eosinophilic bronchial inflammation こうさんきゅうせいきどうえんしょう

2807 好酸球性胸水 eosinophilic pleural effusion こうさんきゅうせいきょうすい

2808 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA) こうさんきゅうせいたはつけっかんえんせいにくがしゅしょう

2809 好酸球性肉芽腫 eosinophilic granuloma こうさんきゅうせいにくがしゅ

2810 好酸球性肺炎 eosinophilic pneumonia こうさんきゅうせいはいえん

2811 好酸球性肺疾患 eosinophilic pneumopathy こうさんきゅうせいはいしっかん

2812 好酸球増多症 eosinophilosis こうさんきゅうぞうたしょう

2813 好酸球増多症 eosinophilia こうさんきゅうぞうたしょう

2814 好酸球増多症候群 hypereosinophilic syndrome こうさんきゅうぞうたしょうこうぐん

2815 好酸球肺浸潤 pulmonary infiltration with eosinophilia (PIE) こうさんきゅうはいしんじゅん

2816 抗酸菌 acid fast bacillus こうさんきん

2817 抗酸菌症 mycobacteriosis こうさんきんしょう

2818 抗酸菌［属］ Mycobacterium こうさんきんぞく

2819 好酸性 acidophil こうさんせい

2820 抗酸[性]染色[法] acid-fast stain(s) こうさんせいせんしょくほう

2821 抗酸性の acid fast こうさんせいの

2822 高酸素血［症］ hyperoxemia こうさんそけつしょう

2823 高酸素［症］ hyperoxia こうさんそしょう

2824 高山病 mountain sickness こうざんびょう

2825 高山病 hypobaropathy こうざんびょう

2826 高山病 high altitude illness こうざんびょう

2827 高山病 altitude sickness こうざんびょう

2828 高山病 altitude disease (altitude sickness) (high altitude disease) こうざんびょう

2829 格子[状]構造 lattice structure こうしじょうこうぞう

2830 膠質 colloid こうしつ

2831 公衆衛生 public health こうしゅうえいせい

2832 後縦隔 posterior mediastinum こうじゅうかく

2833 口臭[症] halitosis こうしゅうしょう

2834 高周波ぺ一スメーカ radio-frequency pacemaker こうしゅうはぺ一すめーか

2835 拘縮 contracture こうしゅく

2836 拘縮 contraction こうしゅく

2837 抗腫瘍性 anticancerous こうしゅようせい

2838 抗腫瘍免疫 antitumor immunity こうしゅようめんえき

2839 抗腫瘍薬 antitumor agent こうしゅようやく

2840 控除 subtraction こうじょ

2841 恒常状態 steady state こうじょうじょうたい

2842 恒常状態法 steady state method こうじょうじょうたいほう

2843 恒常性 homeostasis こうじょうせい

2844 甲状腺 thyroid gland こうじょうせん

2845 甲状腺 thyroid こうじょうせん

2846 甲状腺機能低下症 hypothyroidism こうじょうせんきのうていかしょう

2847 甲状腺機能不全［症］ thyroid insufficiency こうじょうせんきのうふぜんしょう

2848 甲状腺刺激ホルモン yrotrop［h］in こうじょうせんしげきほるもん

2849 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン thyrotropin-releasing hormone こうじょうせんしげきほるもんほうしゅつほるもん

2850 甲状腺腫 goiter こうじょうせんしゅ

2851 甲状腺腫心 goiter heart こうじょうせんしゅしん



2852 甲状腺切除［術］ thyroidectomy こうじょうせんせつじょじゅつ

2853 甲状腺中毒［症］ thyrotoxicosis こうじょうせんちゅうどくしょう

2854 甲状軟骨 thyroid cartilage こうじょうなんこつ

2855 高所順（適）応 altitude adaptation こうしょじゅんてきおう

2856 高所順（適）応 altitude accommodation こうしょじゅんてきおう

2857 高所順（適）応 adaptation to high altitude こうしょじゅんてきおう

2858 高所順（適）応 accommodation to high altitude こうしょじゅんてきおう

2859 亢進 accentuation こうしん

2860 抗真菌薬 antimycotic agent こうしんきんやく

2861 抗真菌薬 antifungal agent こうしんきんやく

2862 後水晶体線維増殖症 retrolental fibroplasia こうすいしょうたいせんいぞうしょくしょう

2863 硬［性］癌 carcinoma scirrhosum こうせいがん

2864 構成々分別濃度 fractional concentration こうせいせいふんべつのうど

2865 向性腺性 gonadotropic こうせいせんせい

2866 抗生物質 antibiotics こうせいぶっしつ

2867 後接合線 posterior junction line こうせつごうせん

2868 抗喘息薬 anti-asthmatic drug こうぜんそくやく

2869 酵素 enzyme こうそ

2870 酵素 enzyme こうそ

2871 構造 constitution こうぞう

2872 光増感 photosensitization こうぞうかん

2873 光増感剤 photosensitizer こうぞうかんざい

2874 梗塞 infarct (infarction) こうそく

2875 拘束 restriction こうそく

2876 高速液体クロマトグラフィー High Performance Liquid Chromatography (HPLC) こうそくえきたいくろまとぐらふぃー

2877 拘束性 restrictive こうそくせい

2878 拘束性換気障害 restrictive ventilatory impairment こうそくせいかんきしょうがい

2879 拘束性障害 restrictive impairment こうそくせいしょうがい

2880 拘束性障害 restrictive change こうそくせいしょうがい

2881 拘束性肺疾患 restrictive lung disease こうそくせいはいしっかん

2882 梗塞肺炎 infarct pneumonia こうそくはいえん

2883 後側方開胸術 posterolateral thoracotomy こうそくほうかいきょうじゅつ

2884 酵素形成の zymogenic こうそけいせいの

2885 酵素抗体法 enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) こうそこうたいほう

2886 酵素産生の zymogenic こうそさんせいの

2887 酵素免疫法 enzyme immunoassay (EIA) こうそめんえきほう

2888 叩打 tapping こうだ

2889 抗体 antibody こうたい

2890 高［体］温症 hyperthermia こうたいおんしょう

2891 抗体結合[活]性 antibody avidity こうたいけつごうかっせい

2892 交代（互）脈 alternative pulse こうたいごみゃく

2893 交代速度 turnover rate こうたいそくど

2894 交代率 turnover rate こうたいりつ

2895 叩打する tap こうだする

2896 高炭酸ガス血［症］ hypercapnia こうたんさんがすけつしょう

2897 高炭酸ガス性呼吸不全 hypercapnic respiratory failure こうたんさんがすせいこきゅうふぜん

2898 高地 high こうち

2899 高地 altitude こうち

2900 高地生理学 high altitude physiology こうちせいりがく

2901 高地肺水腫 high altitude pulmonary edema (HAPE) こうちはいすいしゅ

2902 膠着 agglutination こうちゃく

2903 好中球 neutrophil こうちゅうきゅう

2904 好中球エラスターゼ neutrophil elastase こうちゅうきゅうえらすたーぜ

2905 好中球減少［症］ neutropenia こうちゅうきゅうげんしょうしょう

2906 好中球増多［症］ neutrophilia こうちゅうきゅうぞうたしょう

2907 鉤虫肺 hookworm lung こうちゅうはい

2908 硬直 stiffening (stiffness) こうちょく

2909 硬直 rigidity こうちょく

2910 後天性（的） acquired こうてんせいてき

2911 後天性免疫 acquired immunity こうてんせいめんえき

2912 後天性免疫不全症候群 HIV(human immunodeficiency virus) infection こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん

2913 後天性免疫不全症候群 acquired immunodeficiency syndrome こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん



2914 高度 altitude こうど

2915 硬度 consistency こうど

2916 喉頭アレルギー laryngeal allergy こうとうあれるぎー

2917 喉頭炎 laryngitis こうとうえん

2918 喉頭蓋 epiglottis こうとうがい

2919 喉頭癌 laryngeal cancer こうとうがん

2920 喉頭気管気管支炎 laryngotracheobronchitis こうとうきかんきかんしえん

2921 喉頭鏡下蘇生［法］ laryngoscopic resuscitation こうとうきょうかそせいほう

2922 喉頭狭窄 laryngostenosis こうとうきょうさく

2923 喉頭痙攣 laryngeal spasm こうとうけいれん

2924 喉頭擦過 laryngeal swabs こうとうさっか

2925 喉頭神経麻痺 laryngeal nerve paralysis こうとうしんけいまひ

2926 喉頭［神経］麻痺 laryngeal paralysis こうとうしんけいまひ

2927 喉頭スワブ laryngeal swabs こうとうすわぶ

2928 喉頭性せき（咳嗽） laryngeal cough こうとうせいせきがいそう

2929 喉頭綿棒 laryngeal swabs こうとうめんぼう

2930 抗毒素 antitoxin こうどくそ

2931 高度進行型結核 far advanced tuberculosis こうどしんこうがたけっかく

2932 高度進展型結核 far advanced tuberculosis こうどしんてんがたけっかく

2933 抗トリプシン antitrypsin こうとりぷしん

2934 抗トリプシン欠乏症 antitrypsin deficiency こうとりぷしんけつぼうしょう

2935 口内炎 stomatitis こうないえん

2936 高二酸化炭素（炭酸ガス）許容人工換気法 permissive hypercapnia こうにさんかたんそたんさんがすきょようじんこうかんきほう

2937 高熱症 hyperpyrexia こうねつしょう

2938 更年期 climacterium こうねんき

2939 後肺底枝 ramus dorsobasalis (posterior basal bronchus) (B10) こうはいていし

2940 後胚の postembryonic こうはいの

2941 後胚の after birth、postnatal こうはいの

2942 高拍出性心不全 high output heart failure こうはくしゅつせいしんふぜん

2943 紅斑 erythema こうはん

2944 後鼻鏡 posterior rhinoscope こうびきょう

2945 後鼻孔 choana こうびこう

2946 口鼻[人工]呼吸［法］ mouth-to-nose breathing こうびじんこうこきゅうほう

2947 抗ヒスタミンの antihistaminic こうひすたみんの

2948 抗ヒスタミン［薬］ antihistamine こうひすたみんやく

2949 抗ヒスタミン薬の antihistaminic こうひすたみんやくの

2950 後鼻漏 postnasal drip こうびろう

2951 高頻度オッシレーション high frequency oscillation (HFO) こうひんどおっしれーしょん

2952 高頻度換気 high frequency ventilation (HFV) こうひんどかんき

2953 高頻度ジェット換気 high frequency jet ventilation (HFJV) こうひんどじぇっとかんき

2954 向副腎皮質性 corticotropic こうふくじんひしつせい

2955 後腹膜［腔］の retroperitoneal こうふくまくくうの

2956 後腹膜注気法 pneumoretroperitoneum こうふくまくちゅうきほう

2957 興奮 excitation こうふん

2958 興奮 agitation こうふん

2959 高分解能CT high-resolution CT (HRCT) こうぶんかいのうCT

2960 高分解能CT high-resolution CT (HRCT) こうぶんかいのうCT

2961 高分子グロブリン血症 Waldenstrom's macroglobulinemia こうぶんしぐろぶりんけつしょう

2962 興奮波 excitation wave こうふんは

2963 興奮薬 stimulant こうふんやく

2964 酵母 yeast こうぼ

2965 酵母 enzyme こうぼ

2966 後方不全 backward failure こうほうふぜん

2967 酵母菌 yeast cell こうぼきん

2968 酵母菌 Cryptococcus neoformans こうぼきん

2969 酵母菌症 cryptococcosis こうぼきんしょう

2970 酵母菌症 blastomycosis こうぼきんしょう

2971 硬膜外麻酔法 epidural anesthesia こうまくがいますいほう

2972 コウモリ状陰影（胸部X線写真上） bat's wing shadow こうもりじょういんえいきょうぶXせんしゃしんじょう

2973 膠様癌 colloid carcinoma こうようがん

2974 高用量化学療法 high dose chemotherapy こうようりょうかがくりょうほう

2975 高用量胸部放射線療法 high-dose irradiation こうようりょうきょうぶほうしゃせんりょうほう



2976 光力学診断 photodynamic diagnosis こうりきがくしんだん

2977 光力学療法 photodynamic therapy こうりきがくりょうほう

2978 抗利尿ホルモン antidiuretic hormone (ADH) こうりにょうほるもん

2979 抗利尿ホルモン分泌異常（不適合分泌）症候群 syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH) こうりにょうほるもんぶんぴついじょうふてきごうぶんぴつしょうこうぐん

2980 後療法 aftercare こうりょうほう

2981 抗リン脂質抗体 anti-phospholipid antibody こうりんししつこうたい

2982 高齢患者 elderly patient こうれいかんじゃ

2983 高齢者 elderly person こうれいしゃ

2984 交連切開［術］ commissurotomy こうれんせっかいじゅつ

2985 声 voice こえ

2986 声の vocal こえの

2987 コープ［生検］針 Cope biopsy needle こーぷせいけんしん

2988 鼓音 tympanic sound (tympanic tone) こおん

2989 鼓音 tympanic (percussion) sound(s) こおん

2990 コーン［の］孔（肺胞孔） pores of Kohn こーんのあなはいほうこう

2991 コーンの小孔 Kohn's pore こーんのしょうこう

2992 小型腺癌 small sized adenocarcinoma こがたせんがん

2993 小型腺癌野口分類 classification of small adenocarcinoma defined by Noguchi et al こがたせんがんのぐちぶんるい

2994 呼気 expired air こき

2995 呼気 expiration こき

2996 呼気 exhalation こき

2997 呼気圧 expiratory pressure こきあつ

2998 呼気一酸化窒素 fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) こきいっさんかちっそ 

2999 呼気延長 prolonged expiration こきえんちょう

3000 呼気凝縮液 exhaled breath condensate (EBC) こきぎょうしゅくえき

3001 呼気筋 expiratory muscle こききん

3002 呼気終期（末）陰圧 negative end-expiratory pressure (NEEP) こきしゅうきまついんあつ

3003 呼気終末圧 endexpiratory pressure こきしゅうまつあつ

3004 呼気終末位 end tidal position こきしゅうまつい

3005 呼気終末サンプル end tidal sample こきしゅうまつさんぷる

3006 呼気終末炭酸ガス（二酸化炭素） end tidal CO2 こきしゅうまつたんさんがすにさんかたんそ

3007 呼気終末の end tidal こきしゅうまつの

3008 呼気終末陽圧換気［療法］ positive endexpiratory pressure ventilation (PEEP) こきしゅうまつようあつかんきりょうほう

3009 呼気性 expiratory こきせい

3010 呼気性呼吸困難 expiratory dyspnea こきせいこきゅうこんなん

3011 呼気性喘鳴 expiratory stridor こきせいぜいめい

3012 呼気相 expiratory phase こきそう

3013 呼（気）中枢 expiratory center こきちゅうすう

3014 呼気の expiratory こきの

3015 呼気肺活量 expiratory vital capacity こきはいかつりょう

3016 呼吸 ventilation こきゅう

3017 呼吸 respiration こきゅう

3018 呼吸 breathing (respiration) こきゅう

3019 呼吸 breath こきゅう

3020 呼吸運動 respiratory movement こきゅううんどう

3021 呼吸運動 respiratory motion こきゅううんどう

3022 呼吸運動 breathing exercise こきゅううんどう

3023 呼吸音 respiratory sound こきゅうおん

3024 呼吸音 lung sound(s) こきゅうおん

3025 呼吸音 breath sound こきゅうおん

3026 呼吸音（＝狭義） breath sound(s) こきゅうおん＝きょうぎ

3027 呼吸音が聴取されない呼吸状態 silent chest こきゅうおんがちょうしゅされないこきゅうじょうたい

3028 呼吸音（広義，「肺音」と同義） respiratory sound(s) こきゅうおんこうぎ，「はいおん」とどうぎ

3029 呼吸ガス respiratory gas こきゅうがす

3030 呼吸型 type of respiration こきゅうがた

3031 呼吸関連質問表 respiratory questionnaire こきゅうかんれんしつもんひょう

3032 呼吸器 respiratory apparatus こきゅうき

3033 呼吸器学 pneumology こきゅうきがく

3034 呼吸器学 pneumology こきゅうきがく

3035 呼吸器感染 respiratory infection こきゅうきかんせん

3036 呼吸器感染症 respiratory infection こきゅうきかんせんしょう

3037 呼吸[器]系 respiratory system こきゅうきけい



3038 呼吸器疾患集中治療室 respiratory [intensive] care unit (RICU， RCU) こきゅうきしっかんしゅうちゅうちりょうしつ

3039 呼吸器専門医 chest physician こきゅうきせんもんい

3040 呼吸器病学 pulmonology こきゅうきびょうがく

3041 呼吸器病学 pulmonary medicine こきゅうきびょうがく

3042 呼吸休止［期］ respiratory pause こきゅうきゅうしき

3043 呼吸休止期 respiratory pause こきゅうきゅうしき

3044 呼吸窮迫 respiratory distress こきゅうきゅうはく

3045 呼吸曲線 pneumogram こきゅうきょくせん

3046 呼吸曲線記録器 pneumograph こきゅうきょくせんきろくき

3047 呼吸気流計 pneumotachograph こきゅうきりゅうけい

3048 呼吸筋 respiratory muscle こきゅうきん

3049 呼吸筋機能 respiratory muscle function こきゅうきんきのう

3050 呼吸筋疲労 respiratory muscle fatigue こきゅうきんひろう

3051 呼吸減少 oligopnea こきゅうげんしょう

3052 呼吸亢進 hyperpnea こきゅうこうしん

3053 呼吸酵素 respiratory enzyme こきゅうこうそ

3054 呼吸困難 respiratory embarrassment こきゅうこんなん

3055 呼吸困難 respiratory difficulty (difficulty in breathing) こきゅうこんなん

3056 呼吸困難 dyspnea こきゅうこんなん

3057 呼吸困難 difficulty of breathing こきゅうこんなん

3058 呼吸困難 respiratory distress こきゅうこんなん

3059 呼吸困難指数 dyspnea index こきゅうこんなんしすう

3060 呼吸困難症候群 RDS (respiratory distress syndrome) こきゅうこんなんしょうこうぐん

3061 呼吸細気管支 respiratory bronchiole こきゅうさいきかんし

3062 呼吸細気管支炎を伴う間質性肺疾患 respiratory bronchiolitis associated with interstitial lung disease (RB-ILD) こきゅうさいきかんしえんをともなうかんしつせいはいしっかん

3063 呼吸サイクル respiratory cycle こきゅうさいくる

3064 呼吸死腔 respiratory dead space (VD) こきゅうしくう

3065 呼吸周期 respiratory cycle こきゅうしゅうき

3066 呼吸商 RQ (respiratory quotient) こきゅうしょう

3067 呼吸商 respiratory quotient (RQ) こきゅうしょう

3068 呼吸障害指数 respiratory disturbance index こきゅうしょうがいしすう

3069 呼吸振幅 respiratory amplitude こきゅうしんぷく

3070 呼吸数 respiration rate (frequency of respiration) こきゅうすう

3071 呼吸性アシドーシス respiratory acidosis こきゅうせいあしどーしす

3072 呼吸性アルカローシス respiratory alkalosis こきゅうせいあるかろーしす

3073 呼吸性過大症 respiratory overshoot こきゅうせいかだいしょう

3074 呼吸性過代償 respiratory overshoot こきゅうせいかだいしょう

3075 呼吸制御 respiratory control こきゅうせいぎょ

3076 呼吸性血圧動揺 respiratory fluctuation of blood pressure こきゅうせいけつあつどうよう

3077 呼吸性雑音 respiratory murmur こきゅうせいざつおん

3078 呼吸性代償 respiratory compensation こきゅうせいだいしょう

3079 呼吸［性］の respiratory こきゅうせいの

3080 呼吸性不整脈 respiratory arrhythmia こきゅうせいふせいみゃく

3081 呼吸性変動（動揺） respiratory fluctuation こきゅうせいへんどうどうよう

3082 呼吸装置 respiratory apparatus こきゅうそうち

3083 呼吸促（窮）迫 respiratory distress こきゅうそくきゅうはく

3084 呼吸促迫 respiratory distress こきゅうそくはく

3085 呼吸促迫症候群 RDS (respiratory distress syndrome) こきゅうそくはくしょうこうぐん

3086 呼吸損失 breathing loss こきゅうそんしつ

3087 呼吸中枢 respiratory center こきゅうちゅうすう

3088 呼吸調整（節）中枢 pneumotaxic center こきゅうちょうせいせつちゅうすう

3089 呼吸調節 respiratory regulation こきゅうちょうせつ

3090 呼吸調節 respiratory control こきゅうちょうせつ

3091 呼吸抵抗 respiratory resistance こきゅうていこう

3092 呼吸抵抗 breathing resistance こきゅうていこう

3093 呼吸停止 respiratory standstill こきゅうていし

3094 呼吸停止 respiratory arrest こきゅうていし

3095 呼吸努力感 sense of effort こきゅうどりょくかん

3096 呼吸の respiratory こきゅうの

3097 呼吸の深さ depth of respiration こきゅうのふかさ

3098 呼吸の力学 respiratory mechanics (mechanics of breathing) こきゅうのりきがく

3099 呼吸（肺）機能 lung function こきゅうはいきのう



3100 呼吸（肺）機能検査 lung function test こきゅうはいきのうけんさ

3101 呼吸パターン respiratory pattern こきゅうぱたーん

3102 呼吸パターン breathing pattern こきゅうぱたーん

3103 呼吸反射 respiratory reflex こきゅうはんしゃ

3104 呼吸不全 respiratory insufficiency こきゅうふぜん

3105 呼吸不全 respiratory failure こきゅうふぜん

3106 呼吸ポンプ respiratory pump こきゅうぽんぷ

3107 呼吸マスク breathing mask こきゅうますく

3108 呼吸麻痺 respiratory paralysis こきゅうまひ

3109 呼吸メカニクス respiratory mechanics (mechanics of breathing) こきゅうめかにくす

3110 呼吸面 respiratory surface こきゅうめん

3111 呼吸面積 breathing space こきゅうめんせき

3112 呼吸面積 respiratory surface こきゅうめんせき

3113 呼吸抑制 respiratory suppression こきゅうよくせい

3114 呼吸抑制 respiratory inhibition こきゅうよくせい

3115 呼吸抑制 respiratory depression こきゅうよくせい

3116 呼吸力学 respiratory dynamics こきゅうりきがく

3117 呼吸リズム respiratory rhythm こきゅうりずむ

3118 呼吸リハビリテーション respiratory rehabilitation こきゅうりはびりてーしょん

3119 呼吸領域 respiratory zone こきゅうりょういき

3120 呼吸ルート breathing route こきゅうるーと

3121 呼気予備量 expiratory reserve volume (ERV) こきよびりょう

3122 呼気流速 expiratory flow rate こきりゅうそく

3123 黒鉛塵肺症 graphitosis こくえんじんぱいしょう

3124 黒鉛［塵］肺［症］ graphite lung (graphosis) こくえんじんぱいしょう

3125 黒鉛線維症 graphite fibrosis こくえんせんいしょう

3126 国際コンセンサス報告書（国際喘息ガイドライン） International Consensus Report (ICR) こくさいこんせんさすほうこくしょこくさいぜんそくがいどらいん

3127 国際単位 IU (international unit) こくさいたんい

3128 コクサッキーウイルス Coxsackie virus こくさっきーういるす

3129 コクシエラーバーネッティ coxiella burnetii こくしえらーばーねってぃ

3130 黒色素 melanin こくしきそ

3131 コクシジオイジン皮膚テスト coccidioidin skin test こくしじおいじんひふてすと

3132 コクシジオイデス真菌症 coccidioidomycosis こくしじおいですしんきんしょう

3133 黒色腫 melanoma こくしょくしゅ

3134 固形がんの治療効果判定規準 Response Evaluation Criteria in Solid Tumors（RECIST） こけいがんのちりょうこうかはんていきじゅん

3135 孤在性の solitary こざいせいの

3136 固縮 rigidity こしゅく

3137 呼出 gas elimination こしゅつ

3138 呼出努力 expiratory effort こしゅつどりょく

3139 枯草菌 Bacillus subtilis こそうきん

3140 枯草熱 hay fever こそうねつ

3141 呼息 expiration こそく

3142 孤束核 nucleus tractus solitarii こそくかく

3143 呼（息）気中枢 expiratory center こそくきちゅうすう

3144 呼息筋 expiratory muscle こそくきん

3145 姑息手術 palliative operation こそくしゅじゅつ

3146 呼息相 expiratory phase こそくしょう

3147 姑息的 palliative こそくてき

3148 姑息［的］療法 palliative therapy こそくてきりょうほう

3149 呼息の expiratory こそくの

3150 個体内移植 autotransplantation こたいないいしょく

3151 個体内移植 autograft こたいないいしょく

3152 骨移植 osteoplasty こついしょく

3153 骨塩量 bone mineral density こつえんりょう

3154 骨格筋転移 skeletal muscle metastasis こっかくきんてんい

3155 骨関節症 osteoarthrosis こつかんせつしょう

3156 骨関節症 osteoarthropathy こつかんせつしょう

3157 コックスツー COX-2 こっくすつー

3158 コックス比較傷害型 Cox's proportional hazard model こっくすひかくしょうがいがた

3159 コックス比例ハザードモデル Cox proportional hazard model こっくすひれいはざーどもでる

3160 コックスワン COX-1 こっくすわん

3161 骨形成 osteogenesis こつけいせい



3162 骨形成術 osteoplasty こつけいせいじゅつ

3163 骨形成性気管支症（疾患） tracheobronchopathia osteochondroplastica こつけいせいせいきかんししょうしっかん

3164 骨形成タンパク bone morphogenetic protein こつけいせいたんぱく

3165 骨瘍 caries こつしょう

3166 骨浸潤 bone invasion こつしんじゅん

3167 骨シンチグラフィー bone scintigraphy こつしんちぐらふぃー

3168 骨髄 bone marrow こつずい

3169 骨髄移植 bone marrow transplantation (BMT) こつずいいしょく

3170 骨髄性 myeloid こつずいせい

3171 骨髄線維症 myelofibrosis こつずいせんいしょう

3172 骨髄像 myelogram こつずいぞう

3173 骨髄抑制 myelosuppression こつずいよくせい

3174 骨性胸郭 rib cage こつせいきょうかく

3175 骨折 fracture こっせつ

3176 骨折 bone fracture こっせつ

3177 骨粗しょう症 osteoporosis こつそしょうしょう

3178 骨転移 bone metastasis こつてんい

3179 骨軟骨形成性気管気管支症 tracheobronchopathia osteochondroplastica こつなんこつけいせいせいきかんきかんししょう

3180 骨肉腫 osteogenic sarcoma (osteosarcoma) こつにくしゅ

3181 骨盤 pelvis こつばん

3182 コッホ現象 Koch's phenomenon こっほげんしょう

3183 骨マーカー bone marker こつまーかー

3184 骨膜 periosteum こつまく

3185 骨誘導因子 bone morphogenetic protein こつゆうどういんし

3186 コニディア conidia こにでぃあ

3187 こびと症（侏儒症） dwarfism こびとしょうしゅじゅしょう

3188 こびと（矮小者） dwarf こびとわいしょうしゃ

3189 コピューター断層写真 computed tomography (CT) こぴゅーたーだんそうしゃしん

3190 細かい断続 fine crackles こまかいだんぞく

3191 固有層 tunica propria こゆうそう

3192 コラーゲン collagen こらーげん

3193 コラーゲン結合蛋白 collagen-binding protein こらーげんけつごうたんぱく

3194 コラゲナーゼ collagenase こらげなーぜ

3195 コラゲネース collagenase こらげねーす

3196 コラジェン collagen こらじぇん

3197 コランダム（鋸玉）磨工肺 corundum smelter's lung こらんだむのきょぎょくまこうはい

3198 コリーザ runny nose こりーざ

3199 コリーザ coryza こりーざ

3200 孤立性線維性腫瘍 solitary fibrous tumor こりつせいせんいせいしゅよう

3201 孤立性の solitary こりつせいの

3202 孤立性肺結節 solitary pulmonary nodule こりつせいはいけっせつ

3203 コリメータ collimator こりめーた

3204 コリン作動性神経 cholinergic nerves こりんさどうせいしんけい

3205 コルク肺 suberosis こるくはい

3206 コルチコイド corticoid こるちこいど

3207 コルチコステロイド corticosteroid こるちこすてろいど

3208 コレステリン結晶 cholesterin crystal これすてりんけっしょう

3209 コレステロール肺臓炎 cholesterol pneumonitis これすてろーるはいぞうえん

3210 コレラトキシン cholera toxin これらときしん

3211 コロイド colloid ころいど

3212 コロナウイルス Corona virus ころなういるす

3213 コロニー colony ころにー

3214 コロニー形成単位 colony-forming units ころにーけいせいたんい

3215 コロニー刺激因子 colony stimulating factor (CSF) ころにーしげきいんし

3216 こわばり stiffening (stiffness) こわばり

3217 コンカナバリン concanavalin A (ConA) こんかなばりん

3218 混合ガス gas mixture こんごうがす

3219 混合型睡眠時無呼吸症候群 mixed sleep apnea syndrome (MSAS) こんごうがたすいみんじむこきゅうしょうこうぐん

3220 混合型喘息 mixed asthma こんごうがたぜんそく

3221 混合型無呼吸 mixed apnea こんごうがたむこきゅう

3222 混合腫瘍 mixed tumor こんごうしゅよう

3223 混合静脈血 mixed venous blood こんごうじょうみゃくけつ



3224 混合性結合組織病 mixed connective tissue disease (MCTD) こんごうせいけつごうそしきびょう

3225 昏睡 coma こんすい

3226 コンダクタンス（抵抗の逆数） conductance こんだくたんすていこうのぎゃくすう

3227 根治手術 radical surgery こんちしゅじゅつ

3228 根治手術 radical operation こんちしゅじゅつ

3229 根治的（の） radical こんちてきの

3230 コントラスト contrast こんとらすと

3231 コントラスト増強 contrast enhancement こんとらすとぞうきょう

3232 コントロール control こんとろーる

3233 困難 distress こんなん

3234 コンピューターX線撮影 computed radiography こんぴゅーたーXせんさつえい

3235 コンプライアンス compliance こんぷらいあんす

3236 合成 synthesis ごうせい

3237 合成ペプチド synthetic peptides ごうせいぺぷちど

3238 剛直性 ankylosing ごうちょくせい

3239 合胞体ウイルス syncytial virus ごうほうたいういるす

3240 ゴーンの［結核］初期変化群 Ghon complex ごーんのけっかくしょきへんかぐん

3241 後［上葉］枝 posterior bronchus (B2) ごじょうようし

3242 ゴブレット細胞異形成 goblet cell metaplasia ごぶれっとさいぼういけいせい

3243 ゴルジ装置 Golgi's apparatus ごるじそうち

3244 サーファクタント蛋白 surfactant protein さーふぁくたんとたんぱく

3245 サーファクタント治療 surfactant treatment さーふぁくたんとちりょう

3246 サーミスター thermistor さーみすたー

3247 再移植［術］ replantation さいいしょくじゅつ

3248 再移植術 replantation さいいしょくじゅつ

3249 再移植反応 reimplantation response さいいしょくはんのう

3250 再加温 rewarming さいかおん

3251 再感染 reinfection さいかんせん

3252 再感染結核［症］ reinfection tuberculosis さいかんせんけっかくしょう

3253 再灌流 reperfusion さいかんりゅう

3254 細気管支 bronchiolus さいきかんし

3255 細気管支 bronchiole さいきかんし

3256 細気管支炎 bronchiolitis (capillary bronchitis) さいきかんしえん

3257 細気管支拡張［症］ bronchiolectasis さいきかんしかくちょうしょう

3258 細気管支性間質性肺炎 bronchiolar interstitial pneumonia (BIP) さいきかんしせいかんしつせいはいえん

3259 細気管支腺腫症 bronchiolar adenomatosis さいきかんしせんしゅしょう

3260 細気管支肺胞上皮癌 bronchiolo-alveolar cell carcinoma さいきかんしはいほうじょうひがん

3261 再吸収 resorption (reabsorption) さいきゅうしゅう

3262 再吸収 reabsorption さいきゅうしゅう

3263 細菌 bacteria さいきん

3264 細菌 bacillus さいきん

3265 細菌学 bacteriology さいきんがく

3266 細菌学の bacteriologic さいきんがくの

3267 細菌感染 bacterial infection さいきんかんせん

3268 細菌性 bacterial さいきんせい

3269 細菌性ショック症候群 septic shock syndrome さいきんせいしょっくしょうこうぐん

3270 細菌性心内膜炎 bacterial endocarditis さいきんせいしんないまくえん

3271 細菌性心膜炎 bacterial pericarditis さいきんせいしんまくえん

3272 細菌性の bacteriologic さいきんせいの

3273 細菌性肺炎 bacterial pneumonia さいきんせいはいえん

3274 細菌叢 bacterial flora さいきんそう

3275 細菌（属を示す） Bacillus さいきんぞくをしめす

3276 細菌尿 bacteriuria さいきんにょう

3277 細菌の bacterial さいきんの

3278 サイクリックAMP（adenosine monophosphate） cyclic AMP（adenosine monophosphate） さいくりっくAMPadenosine monophosphate

3279 サイクリックGMP（guanosine monophosphate） cyclic GMP（guanosine monophosphate） さいくりっくGMPguanosine monophosphate

3280 サイクリン cyclin さいくりん

3281 サイクリン依存性キナーゼ cyclin dependent kinase さいくりんいぞんせいきなーぜ

3282 サイクル cycle (hertz， Hz) さいくる

3283 サイクロオキシゲナーゼ cyclooxygenase さいくろおきしげなーぜ

3284 サイクロオキシゲネース cyclooxygenase さいくろおきしげねーす

3285 サイクロスポリン cyclosporin A さいくろすぽりん



3286 サイクロトロン cyclotron さいくろとろん

3287 サイクロフォスファマイド cyclophosphamide さいくろふぉすふぁまいど

3288 再建 reconstruction さいけん

3289 鰓原［性］の branchiogenic さいげんせいの

3290 最高 peak さいこう

3291 再呼吸 rebreathing さいこきゅう

3292 再呼吸法 rebreathing method さいこきゅうほう

3293 再酸素化 reoxygenation さいさんそか

3294 再酸素飽和 reoxygenation さいさんそほうわ

3295 再手術 reoperation さいしゅじゅつ

3296 最小 minimum さいしょう

3297 最小 minimal さいしょう

3298 最小血圧 minimal blood pressure さいしょうけつあつ

3299 最小［細菌発育］阻止濃度 minimum inhibitory concentration (MIC) さいしょうさいきんはついくそしのうど

3300 最小の minimal さいしょうの

3301 最小表面張力 minimum surface tension さいしょうひょうめんちょうりょく

3302 再生 regeneration さいせい

3303 細切採取法 punch biopsy さいせつさいしゅほう

3304 最善支持療法 best supportive care (BSC) さいぜんしじりょうほう

3305 最大 maximum さいだい

3306 最大 peak さいだい

3307 最大拡散能（力） maximal diffusion capacity さいだいかくさんのうりょく

3308 最大換気量 maximum breathing capacity さいだいかんきりょう

3309 最大換気量 maximal breathing capacity (MBC) さいだいかんきりょう

3310 最大吸気圧 peak inspiratony pressure さいだいきゅうきあつ

3311 最大吸気圧 maximal inspiratory pressure さいだいきゅうきあつ

3312 最大吸気（位）食道内圧 maximal inspiratory esophageal pressure さいだいきゅうきいしょくどうないあつ

3313 最大吸気流量（速） peak inspiratory flow (PIF) さいだいきゅうきりゅうりょうそく

3314 最大吸気流量（速） maximal inspiratory flow さいだいきゅうきりゅうりょうそく

3315 最大吸気量 maximal inspiratory capacity さいだいきゅうきりょう

3316 最大吸気量 inspiratory capacity (IC) さいだいきゅうきりょう

3317 最大気流速度 PFR (peak flow rate) さいだいきりゅうそくど

3318 最大気流速度 peak flow rate (PFR) さいだいきりゅうそくど

3319 最大血圧 maximal blood pressure さいだいけつあつ

3320 最大好気的運動能 maximum aerobic capacity さいだいこうきてきうんどうのう

3321 最大呼気圧 maximal expiratory pressure さいだいこきあつ

3322 最大呼気位 maximal expiratory position さいだいこきい

3323 最大呼気速度 peak expiratony flow-rate さいだいこきそくど

3324 最大呼気速度 maximum expiratory flow rate さいだいこきそくど

3325 最大呼気中間流量 forced expiratory flow 25-75％ (FEF 25-75％) さいだいこきちゅうかんりゅうりょう

3326 最大呼気中間流量 FEF25-75％ (forced expiratory flow 25-75％) さいだいこきちゅうかんりゅうりょう

3327 最大呼吸量 maximal breathing capacity (MBC) さいだいこきゅうりょう

3328 最大呼気流量 maximal expiratory flow (MEF) さいだいこきりゅうりょう

3329 最大呼気流量（速） peak expiratory flow (PEF) さいだいこきりゅうりょうそく

3330 最大酸素摂取量 Vo2 max さいだいさんそせっしゅりょう

3331 最大酸素摂取量 maximum oxygen uptake (Vo2max) さいだいさんそせっしゅりょう

3332 最大酸素摂取量 maximum oxygen intake さいだいさんそせっしゅりょう

3333 最大酸素摂取量 maximal oxygen consumption さいだいさんそせっしゅりょう

3334 最大酸素負債 maximum oxygen debt さいだいさんそふさい

3335 最大中間呼気速度 maximal midexpiratory flow (MMF) さいだいちゅうかんこきそくど

3336 最大中間呼気流量（速） maximal midexpiratory flow (MMF) さいだいちゅうかんこきりゅうりょうそく

3337 最大努力換気量（MBC） maximal voluntary ventilation (MVV) さいだいどりょくかんきりょうMBC

3338 最大努力呼出フローボリューム（流量（速）・容積）曲線 maximal expiratory flow-volume curve (MEFV) さいだいどりょくこしゅつふろーぼりゅーむりゅうりょうそく・ようせききょくせん

3339 最大の maximal さいだいの

3340 最大表面張力 maximum surface tension さいだいひょうめんちょうりょく

3341 最大流速 peak flow さいだいりゅうそく

3342 最低（下）点 nadir さいていかてん

3343 最適換気数 optimum frequency of breathing さいてきかんきすう

3344 最適の optimal さいてきの

3345 再填術 replantation さいてんじゅつ

3346 細動 fibrillation さいどう

3347 細動脈（小動脈） arteriole さいどうみゃくしょうどうみゃく



3348 サイトカイン cytokine さいとかいん

3349 サイトケラチン cytokeratin さいとけらちん

3350 サイトケラチン19フラグメント(シフラ) cytokeratin 19 fragment (CYFRA) さいとけらちん19ふらぐめんとしふら

3351 サイトメガロウィルス CMV (Cytomegalovirus) さいとめがろうぃるす

3352 サイトメガロウイルス（属） cytomegalovirus さいとめがろういるすぞく

3353 再発 relapse さいはつ

3354 再発 recurrence さいはつ

3355 再発性多発軟骨炎 relapsing polychondritis さいはつせいたはつなんこつえん

3356 再発性の recurrent さいはつせいの

3357 再発性肺癌 recurrent lung cancer さいはつせいはいがん

3358 再賦活化（活性化）する reactivate さいふかつかかっせいかする

3359 細胞 cell さいぼう

3360 細胞運動 cell motility さいぼううんどう

3361 細胞外液 extracellular fluid さいぼうがいえき

3362 細胞外空間 extracellular space さいぼうがいくうかん

3363 細胞外（の） extracellular さいぼうがいの

3364 細胞外マトリックス extracellular matrix さいぼうがいまとりっくす

3365 細胞学的形態 cytological features さいぼうがくてきけいたい

3366 細胞間腔（隙） intercellular space さいぼうかんくうげき

3367 細胞間接着分子 intercellular adhesion molecule-1 (ICAM) さいぼうかんせっちゃくぶんし

3368 細胞間相互作用 cell-cell interaction さいぼうかんそうごさよう

3369 細胞形質変換 cell transformation さいぼうけいしつへんかん

3370 細胞呼吸 cellular respiration さいぼうこきゅう

3371 細胞骨格 cytoskeleton さいぼうこっかく

3372 細胞死 cell death さいぼうし

3373 細胞周期 cell cycle さいぼうしゅうき

3374 細胞収縮性 cell contractility さいぼうしゅうしゅくせい

3375 細胞傷 cytotoxic T cell さいぼうしょう

3376 細胞障害性 cytotoxic さいぼうしょうがいせい

3377 細胞診 tologic［al］diagnosis さいぼうしん

3378 細胞診 cytodiagnosis さいぼうしん

3379 細胞浸潤 cellular intiltration さいぼうしんじゅん

3380 細胞浸潤 cell invasion さいぼうしんじゅん

3381 細胞［診断］学 cytology さいぼうしんだんがく

3382 細胞性免疫 cellular immunity さいぼうせいめんえき

3383 細胞性免疫反応 cellular immune response さいぼうせいめんえきはんのう

3384 細胞接着分子 cellular adhesion molecules さいぼうせっちゃくぶんし

3385 細胞増殖 cellular intiltration さいぼうぞうしょく

3386 細胞増殖 cell growth さいぼうぞうしょく

3387 細胞塞栓 cellular embolus さいぼうそくせん

3388 再膨張肺水腫 reexpansion pulmonary (lung) edema さいぼうちょうはいすいしゅ

3389 細胞内液 intracellular fluid さいぼうないえき

3390 細胞内電極 intracellular electrode さいぼうないでんきょく

3391 細胞（媒介）性免疫障害 cell mediated immune injury さいぼうばいかいせいめんえきしょうがい

3392 細胞不死化 cell immortalization さいぼうふしか

3393 細胞分化 cell differentiation さいぼうぶんか

3394 細胞分裂 mitosis さいぼうぶんれつ

3395 細胞膜 cell membrane さいぼうまく

3396 細胞密度 cell density さいぼうみつど

3397 細胞遊走 cell migration さいぼうゆうそう

3398 細胞力学 cell mechanics さいぼうりきがく

3399 催眠術 hypnosis さいみんじゅつ

3400 催眠状態 hypnosis さいみんじょうたい

3401 細網症 reticulosis さいもうしょう

3402 細網内皮系 reticuloendothelial system さいもうないひけい

3403 細網肉腫 reticulum cell sarcoma さいもうにくしゅ

3404 細網肉腫 reticulosarcoma さいもうにくしゅ

3405 細葉［性］の acinar さいようせいの

3406 細葉中心性 centriacinar さいようちゅうしんせい

3407 細葉中心性肺気腫 centriacinar emphysema さいようちゅうしんせいはいきしゅ

3408 最良呼吸体位 trepopnea さいりょうこきゅうたいい

3409 サイレントゾーン（直径2mm以下の気管支領域） silent (quiet) zone さいれんとぞーんちょっけい2mmいかのきかんしりょういき



3410 サイロカルシトニン thyrocalcitonin さいろかるしとにん

3411 サイロキシン thyroxin(e) さいろきしん

3412 サイログロブリン thyroglobulin さいろぐろぶりん

3413 サイロ病 silo-filler's disease さいろびょう

3414 作業計 ergometer さぎょうけい

3415 左胸心 levocardia さきょうしん

3416 作業肥大 work hypertrophy さぎょうひだい

3417 作業療法 occupational therapy さぎょうりょうほう

3418 錯感覚［症］ paresthesia さくかんかくしょう

3419 サクシニールコリン succinylcholine さくしにーるこりん

3420 左後斜位 left posterior oblique (LPO) さこうしゃい

3421 鎖骨 clavicle さこつ

3422 鎖骨下（形） infraclavicular さこつかけい

3423 鎖骨下動脈 subclavian artery さこつかどうみゃく

3424 鎖骨下動脈スチール症候群 subclavian steal syndrome さこつかどうみゃくすちーるしょうこうぐん

3425 鎖骨下動脈盗血［流］症候群 subclavian steal syndrome さこつかどうみゃくとうけつりゅうしょうこうぐん

3426 鎖骨下の infraclavicular さこつかの

3427 鎖骨上窩 supraclavicular fossa さこつじょうか

3428 鎖骨上の supraclavicular さこつじょうの

3429 鎖骨中央線 midclavicular line さこつちゅうおうせん

3430 ささやき声 whispered(-ring) voice ささやきごえ

3431 サザンブロット Southern blot さざんぶろっと

3432 左軸偏位 left axis deviation (LAD) さじくへんい

3433 左室肥大 left ventricular hypertrophy さしつひだい

3434 左室不全 left ventricular failure さしつふぜん

3435 左心カテーテル left cardiac catheter さしんかてーてる

3436 左心カテーテル法 left cardiac catheterization さしんかてーてるほう

3437 左心室 left ventricle さしんしつ

3438 左［心］室 left ventricle (LV) さしんしつ

3439 左心ストレイン left heart strain さしんすとれいん

3440 左心バイパス left heart bypass さしんばいぱす

3441 左心負荷 left heart strain さしんふか

3442 左心不全 left heart insufficiency さしんふぜん

3443 左心不全 left heart failure さしんふぜん

3444 左心房 left atrium さしんぼう

3445 嗄声 hoarseness (husky voice) させい

3446 嗄声 hoarse (husky) voice させい

3447 擦過鋭匙 curette (curet) さつかえいひ

3448 錯覚 illusion さっかく

3449 殺菌 germicide (germicidal) さっきん

3450 殺菌性 cteri［o］cidal さっきんせい

3451 殺菌性の germicide (germicidal) さっきんせいの

3452 殺真菌薬 fungicide さつしんきんやく

3453 砂糖きび肺 bagassosis (bagasscosis) さとうきびはい

3454 （左肺）舌［状］区（部） lingula さはいぜつじょうくぶ

3455 さび色痰 rusty sputum さびいろたん

3456 サビン・フェルドマン色素試験（トキソプラズマ症色素試験） Sabin-Feldman dye test さびん・ふぇるどまんしきそしけんときそぷらずましょうしきそしけん

3457 サブスタンスP substance P さぶすたんすP

3458 サブトラクション subtraction さぶとらくしょん

3459 サプレッサー suppressor T cell さぷれっさー

3460 さむけ shivering さむけ

3461 左右別（肺機能検査用）スパイロメーター bronchospirometer さゆうべつはいきのうけんさようすぱいろめーたー

3462 左右別肺気量測定 bronchospirometry さゆうべつはいきりょうそくてい

3463 作用 function さよう

3464 サルコイド sarcoid さるこいど

3465 サルコイドーシス sarcoidosis さるこいどーしす

3466 サルコイド症 sarcoidosis さるこいどしょう

3467 サルコイド反応 sarcoid reaction さるこいどはんのう

3468 サルコイド様反応 sarcoid-like reaction さるこいどようはんのう

3469 サルブタモール salbutamol さるぶたもーる

3470 サルメテロール salmeterol さるめてろーる

3471 サルモネラ（属） Salmonella さるもねらぞく



3472 酸 acid さん

3473 酸塩基調節 acid-base regulation さんえんきちょうせつ

3474 酸塩基平衡 acid-base equilibrium さんえんきへいこう

3475 酸塩基平衡 acid-base balance さんえんきへいこう

3476 酸塩基平衡 acid base equilibrium さんえんきへいこう

3477 酸塩基平衡異常 acid-base disturbance さんえんきへいこういじょう

3478 酸化 oxidative さんか

3479 山岳病 hypobaropathy さんがくびょう

3480 酸化酵素 oxidase さんかこうそ

3481 酸化作用 oxidation さんかさよう

3482 酸化錫吸入じん肺 stannosis さんかすずきゅうにゅうじんぱい

3483 酸化ストレス oxidative stress さんかすとれす

3484 酸化窒素 nitrogen oxide さんかちっそ

3485 酸化的肺障害 oxidative lung injury さんかてきはいしょうがい

3486 酸化的燐酸化 oxidative phosphorylation さんかてきりんさんか

3487 酸化へモグロビン oxyhemoglobin さんかへもぐろびん

3488 酸化へモグロビン解離曲線 oxyhemoglobin dissociation curve さんかへもぐろびんかいりきょくせん

3489 散在［性］の sporadic さんざいせいの

3490 三次元 three dimensional Ct(3D-Ct) さんじげん

3491 三叉神経性反射咳 trigeminal cough さんしゃしんけいせいはんしゃせき

3492 三重癌 triple cancer さんじゅうがん

3493 三重肺癌 triple lung cancer さんじゅうはいがん

3494 三主徴 triad さんしゅちょう

3495 酸性 acid さんせい

3496 酸［性］血症 acidemia さんせいけつしょう

3497 酸［性］度 acidity さんせいど

3498 三尖弁 tricuspid valve さんせんべん

3499 三尖弁逆流 tricuspid regurgitation さんせんべんぎゃくりゅう

3500 三尖弁狭窄［症］ tricuspidal stenosis (tricuspid stenosis) さんせんべんきょうさくしょう

3501 三尖弁狭窄［症］ tricuspid stenosis (TS) さんせんべんきょうさくしょう

3502 三尖弁口 tricuspid orifice さんせんべんこう

3503 三尖［弁］の tricuspid さんせんべんの

3504 三尖弁閉鎖［症］ tricuspid atresia さんせんべんへいさしょう

3505 三尖弁閉鎖不全［症］ tricuspid insufficiency さんせんべんへいさふぜんしょう

3506 酸素 oxygen (02) さんそ

3507 酸素運搬 oxygen transport さんそうんぱん

3508 酸素―炭酸ガス・ダイアグラム O2-CO2 diagram さんそ―たんさんがす・だいあぐらむ

3509 酸素解離曲線 oxygen dissociation curve さんそかいりきょくせん

3510 酸素拡散能［力］ oxygen diffusing capacity (DLo2) さんそかくさんのうりょく

3511 酸素化（付加） oxygenation さんそかふか

3512 酸素化（付加）装置 oxygenator さんそかふかそうち

3513 酸素感知 oxygen sensing さんそかんち

3514 酸素含量 oxygen content さんそがんりょう

3515 酸素供給［源］ oxygen supply さんそきょうきゅうげん

3516 酸素結合能 oxygen binding capacity さんそけつごうのう

3517 酸素結合容量 oxygen binding capacity さんそけつごうようりょう

3518 酸素欠乏 oxygen deficiency さんそけつぼう

3519 酸素欠乏 oxygen deficit さんそけつぼう

3520 酸素需要量 oxygen requirement さんそじゅようりょう

3521 酸素消費量 oxygen consumption さんそしょうひりょう

3522 酸素使用量 oxygen cost さんそしようりょう

3523 酸素親和性 oxygen affinity さんそしんわせい

3524 酸素ストア oxygen store さんそすとあ

3525 酸素正常状態 normoxia さんそせいじょうじょうたい

3526 酸素摂取量 oxygen uptake さんそせっしゅりょう

3527 酸素摂取［量］ oxygen intake さんそせっしゅりょう

3528 酸素増感比（酸素効果比） oxygen enhancement ratio (OER) さんそぞうかんひさんそこうかひ

3529 酸素抽出 oxygen extration さんそちゅうしゅつ

3530 酸素中毒 oxygen toxicity さんそちゅうどく

3531 酸素中毒 oxygen poisoning さんそちゅうどく

3532 酸素中毒 oxygen intoxication さんそちゅうどく

3533 酸素貯蔵量 oxygen store さんそちょぞうりょう



3534 酸素電極 oxygen electrode さんそでんきょく

3535 酸素当量 oxygen equivalent さんそとうりょう

3536 酸素による肺胞傷害 oxygen alveolopathy さんそによるはいほうしょうがい

3537 酸素［濃］縮装置（器） oxygen enricher さんそのうしゅくそうちき

3538 酸素濃度 oxygen concentration さんそのうど

3539 酸素パルス oxygen pulse さんそぱるす

3540 酸素必要（要求）［量］ oxygen demand (requirement) さんそひつようようきゅうりょう

3541 酸素負債 oxygen debt さんそふさい

3542 酸素不足 oxygen deficit さんそぶそく

3543 酸素分圧 PO2 さんそぶんあつ

3544 酸素分圧 partial pressure of oxygen さんそぶんあつ

3545 酸素分圧 oxygen tension さんそぶんあつ

3546 酸素分圧較差 oxygen tension difference さんそぶんあつかくさ

3547 酸素［分圧］カスケード oxygen cascade さんそぶんあつかすけーど

3548 酸素分圧（動脈血） PaO2 (oxygen partial pressure) さんそぶんあつどうみゃくけつ

3549 酸素分泌 oxygen secretion さんそぶんぴつ

3550 酸素抱合（結合）能 O2 combining capacity さんそほうごうけつごうのう

3551 酸素飽和曲線 oxygen saturation curve さんそほうわきょくせん

3552 酸素飽和度 oxygen saturation さんそほうわど

3553 酸素飽和度計 oximeter さんそほうわどけい

3554 酸素マスク oxygen mask さんそますく

3555 酸素脈 oxygen pulse さんそみゃく

3556 酸素輸送 oxygen delivery さんそゆそう

3557 酸素輸送 oxygen transport さんそゆそう

3558 酸素容量 oxygen capacity さんそようりょう

3559 酸素予備 oxygen reserve さんそよび

3560 酸素ラジカル oxygen radiation さんそらじかる

3561 酸素ラジカル（基） oxygen radical さんそらじかるき

3562 酸素利用 oxygen utilization さんそりよう

3563 酸素療法 oxygen therapy さんそりょうほう

3564 三段脈 trigeminal pulse (trigeminy) さんだんみゃく

3565 三段脈 trigeminal pulse さんだんみゃく

3566 散瞳 mydriasis さんどう

3567 散発［性］の sporadic さんぱつせいの

3568 三連構造 triad さんれんこうぞう

3569 酸―塩基 acid-base さん―えんき

3570 座 locus ざ

3571 坐位 sitting position ざい

3572 在郷軍人病 Legionnaires' disease ざいごうぐんじんびょう

3573 在宅看護（医療） home care ざいたくかんごいりょう

3574 在宅酸素療法 home oxygen therapy (HOT) ざいたくさんそりょうほう

3575 ザイモグラム zymogram ざいもぐらむ

3576 挫傷 contusion ざしょう

3577 挫傷性肺炎 contusion pneumonia ざしょうせいはいえん

3578 雑音（特に血管性の） bruit ざつおんとくにけっかんせいの

3579 ザナミビル zanamivir ざなみびる

3580 ザルシタビン zalcitabine ざるしたびん

3581 残気 residual air ざんき

3582 残気率 RV/TLC ざんきりつ

3583 残気量 residual volume (RV) ざんきりょう

3584 残存性 residual ざんぞんせい

3585 残存肺機能 residual lung function ざんぞんはいきのう

3586 残留性 residual ざんりゅうせい

3587 シーアールピー CRP しーあーるぴー

3588 シーベルト（放射線の線量当量） Sievert (Sv) しーべるとほうしゃせんのせんりょうとうりょう

3589 シーメンス（コンダクタンスの単位（A/V）） Siemens (S) しーめんすこんだくたんすのたんいA/V

3590 シーレン病（特発性肺血鉄症） Ceelen's disease (idiopathic pulmonary hemosiderosis) しーれんびょうとくはつせいはいけつてつしょう

3591 シェーグレン症候群 Sj?gren's Syndrome しぇーぐれんしょうこうぐん

3592 シェーバー病（ボーキサイト塵肺症） Shaver's disease (bauxite pneumoconiosis) しぇーばーびょうぼーきさいとじんぱいしょう

3593 紫外線 ultraviolet ray しがいせん

3594 弛緩 relaxation しかん

3595 弛緩圧曲線 relaxation pressure curve しかんあつきょくせん



3596 弛緩期 diastolic phase しかんき

3597 弛緩期圧 diastolic pressure しかんきあつ

3598 弛緩不能症 achalasia しかんふのうしょう

3599 弛緩薬 relaxant しかんやく

3600 色素希釈法 dye-dilution technique しきそきしゃくほう

3601 色素希釈法（心拍出量測定法） dye dilution method しきそきしゃくほうしんはくしゅつりょうそくていほう

3602 色素沈着 pigmentation しきそちんちゃく

3603 糸球体 glomus しきゅうたい

3604 子宮内膜症 endometriosis しきゅうないまくしょう

3605 子宮平滑筋肉腫 uterine leiomyosarcoma しきゅうへいかつきんにくしゅ

3606 嗜銀性細胞 argentaffine cell しぎんせいさいぼう

3607 死腔 dead space しくう

3608 死腔換気 dead space ventilation しくうかんき

3609 刺激 stimulus しげき

3610 刺激受容器（体） irritant receptor しげきじゅようきたい

3611 刺激性ガス irritant gas しげきせいがす

3612 刺激物 irritant しげきぶつ

3613 刺激薬（剤） stimulant しげきやくざい

3614 止血帯 tourniquet しけつたい

3615 試験 examination しけん

3616 試験 test しけん

3617 試験開胸術 exploratory thoracotomy しけんかいきょうじゅつ

3618 試験（診査）切除［術］ exploratory excision しけんしんさせつじょじゅつ

3619 仕事率の単位（J/S） watt (W) しごとりつのたんいJ/S

3620 死後の postmortem しごの

3621 歯根膿瘍 root abscess しこんのうよう

3622 示唆 suggestion しさ

3623 脂質 lipid ししつ

3624 支質 stroma ししつ

3625 脂質吸引 lipid aspiration ししつきゅういん

3626 四肢不全麻痺 quadriparesis ししふぜんまひ

3627 指示薬 indicator しじやく

3628 四重癌 quadruple cancer しじゅうがん

3629 思春期 puberty ししゅんき

3630 刺傷 stab wound ししょう

3631 視床下部下垂体系 hypothalamo-hypophyseal system ししょうかぶかすいたいけい

3632 視診 inspection ししん

3633 指数 index しすう

3634 シスチン蓄積症 cystine storage disease しすちんちくせきしょう

3635 システィニルロイコトリエン cystinyl leukotoriene しすてぃにるろいことりえん

3636 システィマティックレビュー systematic review しすてぃまてぃっくれびゅー

3637 シスプラチン CDDPcisplatin（＝cis-diamminedichloroplatinum：CDDP) しすぷらちん

3638 姿勢 posture しせい

3639 市井（中）感染 community acquired infection しせいちゅうかんせん

3640 自然位で in situ しぜんいで

3641 自然気胸 spontaneous pneumothorax しぜんききょう

3642 死戦期呼吸 agonal respiration しせんきこきゅう

3643 死戦期の agonal しせんきの

3644 指尖チアノーゼ acrocyanosis しせんちあのーぜ

3645 指尖脈波記録法 plethysmography しせんみゃくはきろくほう

3646 刺創 stab wound しそう

3647 子孫 descent しそん

3648 下の dependent したの

3649 市中肺炎 community-acquired pneumonia しちゅうはいえん

3650 視聴覚の audiovisual しちょうかくの

3651 室 room しつ

3652 室温 room temperature しつおん

3653 膝（蓋）クローヌス patellar clonus しつがいくろーぬす

3654 膝（蓋）腱反射 patellar reflex しつがいけんはんしゃ

3655 疾患 disease しっかん

3656 失禁 incontinence (incontinentia) しっきん

3657 シックハウスシンドローム sick house syndrome しっくはうすしんどろーむ



3658 失語症 aphasia しつごしょう

3659 湿潤肺 wet lung しつじゅんはい

3660 湿疹 eczema しっしん

3661 失神 syncope しっしん

3662 失神 faint (fainting， faintness) しっしん

3663 失神 asphyxia しっしん

3664 湿性胸膜炎 wet pleurisy しっせいきょうまくえん

3665 湿性胸膜炎 exudative pleurisy しっせいきょうまくえん

3666 失声［症］ aphonia しっせいしょう

3667 湿性せき productive (wet) cough しっせいせき

3668 湿性せき productive cough しっせいせき

3669 湿性の moist しっせいの

3670 湿性肺 wet lung しっせいはい

3671 湿性ラ音 moist rale (旧) (→cracｋle) しっせいらおん

3672 湿度 humidity しつど

3673 室内 room しつない

3674 室内気 room air しつないき

3675 室内塵 house dust しつないじん

3676 疾病 disease しっぺい

3677 質問紙 questionnaire しつもんし

3678 質量分析計 mass spectrometer しつりょうぶんせきけい

3679 至適換気数 optimum frequency of breathing してきかんきすう

3680 シデローシス siderosis (siderosis pulmonum) しでろーしす

3681 シナプス synapse しなぷす

3682 歯肉 gingiva しにく

3683 歯肉炎 gingivitis しにくえん

3684 歯肉転移 gingival metastasis しにくてんい

3685 シネアンジオグラフイー cineangiography しねあんじおぐらふいー

3686 紫斑 purpura しはん

3687 指標 indicator しひょう

3688 指標 parameter しひょう

3689 脂肪 fat しぼう

3690 脂肪壊死 fat necrosis しぼうえし

3691 脂肪酸 fatty acid しぼうさん

3692 脂肪腫 lipoma しぼうしゅ

3693 脂肪腫症 lipomatosis しぼうしゅしょう

3694 脂肪塞栓 fat embolus しぼうそくせん

3695 脂肪塞栓［症］ fat embolism しぼうそくせんしょう

3696 脂肪組織 fatty tissue しぼうそしき

3697 脂肪組織 adipose tissue しぼうそしき

3698 脂肪なし体重 lean body mass (LBM) しぼうなしたいじゅう

3699 脂肪肉腫 liposarcoma しぼうにくしゅ

3700 脂肪の fatty しぼうの

3701 脂肪分解酵素 lipolytic enzyme しぼうぶんかいこうそ

3702 死亡率 mortality (rate) しぼうりつ

3703 死亡率 lethality しぼうりつ

3704 死亡率 death rate しぼうりつ

3705 死亡率減少 mortality reduction しぼうりつげんしょう

3706 シミター症候群 scimitar syndrome しみたーしょうこうぐん

3707 視野 visual field しや

3708 シャーガス病 Chagas' disease しゃーがすびょう

3709 ［視野］暗点 scotoma しやあんてん

3710 シャウマン小体 Schaumann body しゃうまんしょうたい

3711 シャウマン体 Schaumann body しゃうまんたい

3712 斜角筋三角 scalenus triangle しゃかくきんさんかく

3713 しゃがみこみ姿勢 squatting position しゃがみこみしせい

3714 灼熱痛 causalgia しゃくねつつう

3715 瀉血 venesection しゃけつ

3716 遮断 blockade しゃだん

3717 遮断 block しゃだん

3718 遮断薬 blockade しゃだんやく

3719 しゃっくり（吃逆） hiccup しゃっくりきつぎゃく



3720 斜（葉間）裂（肺の） oblique (major) fissure of lung しゃようかんれつはいの

3721 シャルコー・ライデン結晶 Charcot-Leyden crystals しゃるこー・らいでんけっしょう

3722 シャント shunting しゃんと

3723 シャント shunt しゃんと

3724 シャント（短絡）［様］効果 shunt-like effect (shunt effect) しゃんとたんらくようこうか

3725 シャント率 shunt fraction しゃんとりつ

3726 臭化オキシトロピウム oxitropium bromide しゅうかおきしとろぴうむ

3727 集学的 multidisciplinary しゅうがくてき

3728 周期 cycle (hertz， Hz) しゅうき

3729 周期性 periodic しゅうきせい

3730 周期性呼吸 periodic respiration (periodic breathing) しゅうきせいこきゅう

3731 周期性呼吸 periodic breathing しゅうきせいこきゅう

3732 周細胞 pericyte しゅうさいぼう

3733 周産期の perinatal しゅうさんきの

3734 収縮 constriction しゅうしゅく

3735 収縮 contracture しゅうしゅく

3736 収縮 contraction しゅうしゅく

3737 収縮型細気管支炎 constrictive form bronchiolitis しゅうしゅくがたさいきかんしえん

3738 収縮期圧 systolic pressure しゅうしゅくきあつ

3739 収縮期駆出音クリック systolic ejection click しゅうしゅくきくしゅつおんくりっく

3740 収縮期クリック systolic click しゅうしゅくきくりっく

3741 収縮期高血圧 systolic hypertension しゅうしゅくきこうけつあつ

3742 収縮［期］雑音 systolic murmur しゅうしゅくきざつおん

3743 収縮期（心臓の） systolic phase しゅうしゅくきしんぞうの

3744 収縮期（心臓の） systole しゅうしゅくきしんぞうの

3745 収縮期［性］の systolic しゅうしゅくきせいの

3746 収縮期停止 systolic standstill しゅうしゅくきていし

3747 収縮（狭窄）性心膜炎 constrictive pericarditis しゅうしゅくきょうさくせいしんまくえん

3748 収縮期容量（積） systolic volume しゅうしゅくきようりょうせき

3749 収縮期予備量 systolic reserve しゅうしゅくきよびりょう

3750 収縮期余裕量 systolic reserve しゅうしゅくきよゆうりょう

3751 収縮性 contractility しゅうしゅくせい

3752 収縮性心停止 systolic standstill しゅうしゅくせいしんていし

3753 収縮波 contraction wave しゅうしゅくは

3754 舟状胸 scaphoid chest しゅうじょうきょう

3755 袖状切除 sleeve resection しゅうじょうせつじょ

3756 集団検診 mass screening しゅうだんけんしん

3757 集中 concentration しゅうちゅう

3758 集中照射 concentration irradiation しゅうちゅうしょうしゃ

3759 集中治療室 intensive care unit (ICU) しゅうちゅうちりょうしつ

3760 集中治療［病棟］ intensive care unit (ICU) しゅうちゅうちりょうびょうとう

3761 集中治療［部］ intensive care unit (ICU) しゅうちゅうちりょうぶ

3762 周波数 frequency しゅうはすう

3763 周波数依存性 frequency dependent しゅうはすういぞんせい

3764 周波数の単位（聴力計） hertz (Hz) しゅうはすうのたんいちょうりょくけい

3765 修復 repair しゅうふく

3766 終末 terminal しゅうまつ

3767 終末呼吸 terminal breathing しゅうまつこきゅう

3768 終末細気管支 terminal bronchiole しゅうまつさいきかんし

3769 集落 colony しゅうらく

3770 集落化形成 colonization しゅうらくかけいせい

3771 主観的 subjective しゅかんてき

3772 主気管支 main bronchus (stem bronchus) しゅきかんし

3773 宿主 host しゅくしゅ

3774 宿主側防御 host defence しゅくしゅがわぼうぎょ

3775 縮小肺 shrinking lung しゅくしょうはい

3776 縮肺 shrinking lung しゅくはい

3777 手指硬化症 sclerodactylia しゅしこうかしょう

3778 手術 surgery しゅじゅつ

3779 手術 operation しゅじゅつ

3780 手術可能性 operability しゅじゅつかのうせい

3781 ［手］術後性無気肺 postoperative atelectasis しゅじゅつごせいむきはい



3782 ［手］術後の postoperative しゅじゅつごの

3783 手術死 operative death しゅじゅつし

3784 手術室 operating room しゅじゅつしつ

3785 ［手］術前照射［法］ preoperative irradiation しゅじゅつぜんしょうしゃほう

3786 手術適応の決定 determinants for operability しゅじゅつてきおうのけってい

3787 手掌 palm しゅしょう

3788 主症状 main symptom しゅしょうじょう

3789 手掌の palmar しゅしょうの

3790 主訴 chief complaint しゅそ

3791 腫大（脹） enlargement しゅだいちょう

3792 腫脹 swelling しゅちょう

3793 出血 hemorrhage しゅっけつ

3794 出血 bleeding しゅっけつ

3795 出血傾向 hemorrhagic diathesis しゅっけつけいこう

3796 出血性 hemorrhagic しゅっけつせい

3797 出血性気管支炎 hemorrhagic bronchitis (bronchitis haemorrhagica) しゅっけつせいきかんしえん

3798 出血性胸膜炎 hemorrhagic pleurisy しゅっけつせいきょうまくえん

3799 出血性梗塞 hemorrhagic infarct しゅっけつせいこうそく

3800 出血性心膜炎 hemorrhagic pericarditis しゅっけつせいしんまくえん

3801 出血［性］素因 hemorrhagic diathesis しゅっけつせいそいん

3802 出血性肺炎 hemorrhagic pneumonia しゅっけつせいはいえん

3803 出血熱 hemorrhagic fever しゅっけつねつ

3804 出現率 prevalence［rate］ しゅつげんりつ

3805 出生前の prenatal しゅっせいぜんの

3806 種痘 vaccination しゅとう

3807 腫瘍 neoplasm しゅよう

3808 腫瘍 tumor しゅよう

3809 腫瘍遺伝子 oncogene しゅよういでんし

3810 腫瘍遺伝子 oncogene しゅよういでんし

3811 腫瘍壊死 tumor necrosis しゅようえし

3812 腫瘍壊死因子 tumour necrosis factor しゅようえしいんし

3813 腫瘍壊死因子受容体 tumor necrosis factor receptor しゅようえしいんしじゅようたい

3814 主要塩基性蛋白 major basic protein しゅようえんきせいたんぱく

3815 主要塩基性蛋白質 major basic protein (MBP) しゅようえんきせいたんぱくしつ

3816 腫瘍学 oncology しゅようがく

3817 腫瘍原性 tumorigenisity しゅようげんせい

3818 腫瘍縮小効果 tumor response しゅようしゅくしょうこうか

3819 腫瘍随伴症候群 paraneoplastic syndrome しゅようずいはんしょうこうぐん

3820 腫瘍性疾患 neoplastic disease しゅようせいしっかん

3821 腫瘍切除 resection of the tumor しゅようせつじょ

3822 主要組織適合遺伝子複合体 major histocompatibility complex (MHC) しゅようそしきてきごういでんしふくごうたい

3823 主要な cardinal しゅような

3824 腫瘍の退縮 regression of tumor しゅようのたいしゅく

3825 腫瘍発生 tumorigenesis しゅようはっせい

3826 腫瘍マーカー tumor marker しゅようまーかー

3827 主葉裂 major fissure しゅようれつ

3828 腫瘍ワクチン tumor vaccine しゅようわくちん

3829 腫瘤 tumor しゅりゅう

3830 腫瘤 mass しゅりゅう

3831 瞬間分析 moment analysis しゅんかんぶんせき

3832 商 quotient しょう

3833 昇圧物質 angiotonic しょうあつぶっしつ

3834 昇圧薬 vasopressor しょうあつやく

3835 漿液性気胸 seropneumothorax しょうえきせいききょう

3836 漿液性胸膜炎 serous pleurisy しょうえきせいきょうまくえん

3837 漿液性心膜炎 serous pericarditis しょうえきせいしんまくえん

3838 漿液性痰 sputum serosum しょうえきせいたん

3839 漿液［性］の serous しょうえきせいの

3840 漿液線維素性胸膜炎 serofibrinous pleurisy しょうえきせんいそせいきょうまくえん

3841 漿液痰 sputum serosum しょうえきたん

3842 漿液漏［出］ hydrorrhea しょうえきろうしゅつ

3843 小窩 lacuna しょうか



3844 障害 hazard しょうがい

3845 障害 burden しょうがい

3846 障害 block しょうがい

3847 傷害を受けやすい vulnerable しょうがいをうけやすい

3848 消化管 alimentarytract しょうかかん

3849 消化管 gastrointestinal tract しょうかかん

3850 松果体転移 pituitary metastasis しょうかたいてんい

3851 笑気麻酔 nitrous oxide anesthesia しょうきますい

3852 小球菌 Micrococcus しょうきゅうきん

3853 小棘形成（X線写真上の） spiculation しょうきょくけいせいXせんしゃしんじょうの

3854 小腔 locular しょうくう

3855 小孔 ostium しょうこう

3856 小口 stoma しょうこう

3857 症候群 syndrome しょうこうぐん

3858 症候群 symptom complex しょうこうぐん

3859 小孔口 stoma しょうこうこう

3860 昇降試験 step test しょうこうしけん

3861 症候性の symptomatic しょうこうせいの

3862 症候的 symptomatic しょうこうてき

3863 小細胞癌 small cell carcinoma しょうさいぼうがん

3864 小細胞肺癌 small cell lung cancer しょうさいぼうはいがん

3865 硝酸塩 nitrate しょうさんえん

3866 硝子化 hyalin［iz］ation しょうしか

3867 硝子質 hyaline しょうししつ

3868 硝子症 hyalinosis しょうししょう

3869 消失肺（進行性巨大肺嚢胞） vanishing lung (progressive giant lung cyst) しょうしつはいしんこうせいきょだいはいのうほう

3870 硝子変性 hyaline degeneration しょうしへんせい

3871 硝子膜 hyaline membrane しょうしまく

3872 硝子膜症候群 hyaline membrane syndrome しょうしまくしょうこうぐん

3873 照射 irradiation しょうしゃ

3874 焼灼［術］ diathermy しょうしゃくじゅつ

3875 焼灼［術］ cauterization しょうしゃくじゅつ

3876 照射療法 irradiation therapy しょうしゃりょうほう

3877 小循環系 lesser circulation しょうじゅんかんけい

3878 症状 symptom しょうじょう

3879 焼石膏 plaster of paris しょうせっこう

3880 小線源治療法 brachytherapy しょうせんげんちりょうほう

3881 小体位 dwarf しょうたいい

3882 小腸転移 small intestine metastasis しょうちょうてんい

3883 焦点 focus しょうてん

3884 消毒［法］ antisepsis しょうどくほう

3885 消毒薬 disinfectant しょうどくやく

3886 衝突腫瘍 collision tumor しょうとつしゅよう

3887 小児 infant しょうに

3888 小児型呼吸 puerile respiration しょうにがたこきゅう

3889 小児型呼吸促（窮）迫症候群 infant respiratory distress syndrome (IRDS) しょうにがたこきゅうそくきゅうはくしょうこうぐん

3890 小児喘息 childhood asthma しょうにぜんそく

3891 小のう（嚢） saccule しょうのうのう

3892 症肺 hookworm lung しょうはい

3893 消費（耗）性凝固障害 consumption coagulopathy しょうひもうせいぎょうこしょうがい

3894 小胞 vesicula しょうほう

3895 小房 locular しょうぼう

3896 小房化胸水［貯留］ loculated pleural effusion しょうぼうかきょうすいちょりゅう

3897 消泡剤 antifoaming agent しょうほうざい

3898 小胞［性］ vesicular しょうほうせい

3899 小胞体 endoplasmic reticulum しょうほうたい

3900 漿膜炎 serositis しょうまくえん

3901 消滅 obliteration しょうめつ

3902 消耗性疾患 consumptive disease しょうもうせいしっかん

3903 消耗性心内膜炎 marantic endocarditis しょうもうせいしんないまくえん

3904 小葉 lobule しょうよう

3905 小葉間隔壁 interlobullar septum しょうようかんかくへき



3906 小葉間隔壁肥厚 interlobular septal thickening しょうようかんかくへきひあつ

3907 小葉間中隔 interlobullar septum しょうようかんちゅうかく

3908 小葉周辺性（傍隔壁型）肺気腫 paraseptal emphysema しょうようしゅうへんせいぼうかくへきがたはいきしゅ

3909 小葉性肺炎 lobular pneumonia しょうようせいはいえん

3910 小葉中心［性］の centri (o) lobular しょうようちゅうしんせいの

3911 小葉中心性肺気腫 centrilobular emphysema しょうようちゅうしんせいはいきしゅ

3912 症例 case しょうれい

3913 初感染 primary infection しょかんせん

3914 初感染結核 primary tuberculosis しょかんせんけっかく

3915 初期 primary しょき

3916 初期結核 primary tuberculosis しょきけっかく

3917 初期浸潤 primary infiltration しょきしんじゅん

3918 初期の early しょきの

3919 食塩 salt しょくえん

3920 職業（性）喘息 occupational asthma しょくぎょうせいぜんそく

3921 職業性肺疾患 occupational lung disease しょくぎょうせいはいしっかん

3922 職業病 occupational disease しょくぎょうびょう

3923 職業療法 occupational therapy しょくぎょうりょうほう

3924 職業歴 occupational history しょくぎょうれき

3925 食細胞 phagocytic cell しょくさいぼう

3926 食細胞 phagocyte しょくさいぼう

3927 食餌 feeding しょくじ

3928 食事障害 dietary deficiency しょくじしょうがい

3929 食餌性アレルギー food allergy しょくじせいあれるぎー

3930 食思不振 anorexia しょくしふしん

3931 触診（法） palpation しょくしんほう

3932 食道 esophagus しょくどう

3933 食道 gullet しょくどう

3934 食道胃接合部 (esophago-gastric junction) E-G junction しょくどういせつごうぶ

3935 食道炎 esophagitis しょくどうえん

3936 食道拡張症 esophagectasis しょくどうかくちょうしょう

3937 食道癌 esophageal cancer しょくどうがん

3938 食道気管支瘻 esophagobronchial fistula しょくどうきかんしろう

3939 食道気管瘻 esophagotracheal fissure しょくどうきかんろう

3940 食道鏡検査［法］ esophagoscopy しょくどうきょうけんさほう

3941 食道狭窄 esophagostenosis しょくどうきょうさく

3942 食道痙攣 esophagospasm しょくどうけいれん

3943 食道後陥凹 postesophageal recess しょくどうごかんおう

3944 食道声音 esophageal voice しょくどうせいおん

3945 食道切除術 esophagectomy しょくどうせつじょじゅつ

3946 食道腸吻合［術］ esophagoenterostomy しょくどうちょうふんごうじゅつ

3947 食道内圧 esophageal pressure しょくどうないあつ

3948 食道の esophageal しょくどうの

3949 食道嚢胞 esophageal cyst しょくどうのうほう

3950 食道バルーン esophageal balloon しょくどうばるーん

3951 食道噴門筋切開術（Heller氏手術） esophagocardiomyotomy (Heller) しょくどうふんもんきんせっかいじゅつHellerししゅじゅつ

3952 食道閉鎖症 esophageal atresia しょくどうへいさしょう

3953 食道裂孔 esophageal hiatus しょくどうれっこう

3954 食道裂孔へルニア esophageal hiatus hernia しょくどうれっこうへるにあ

3955 食道瘻 esophageal fistula しょくどうろう

3956 食道瘻形成［術］ esophagostomy しょくどうろうけいせいじゅつ

3957 食物 diet しょくもつ

3958 食物嵌入 food impaction しょくもつかんにゅう

3959 食物埋伏 food impaction しょくもつまいふく

3960 食欲不良 anorexia しょくよくふりょう

3961 所属の regional しょぞくの

3962 触覚振盪 tactile fremitus しょっかくしんとう

3963 触［感］覚 tactile sensation しょっかんかく

3964 ショック shock しょっく

3965 ショック肺 shock lung しょっくはい

3966 初老期 senescence しょろうき

3967 刺絡［法］ venesection しらくほう



3968 シリカダスト silica dust しりかだすと

3969 糸粒体 mitochondria しりゅうたい

3970 試料 sample しりょう

3971 視力 visual acuity (visual acuteness， visual power) しりょく

3972 シルエットサイン silhouette sign しるえっとさいん

3973 新UICC TNM分類 New UICC TNM classification しんUICC TNMぶんるい

3974 心圧痕（肺または肝の） cardiac impression しんあっこんはいまたはかんの

3975 心陰影 cardiac shadow (heart shadow) しんいんえい

3976 心陰影（胸部) heart shadow しんいんえいきょうぶ

3977 心因性胸部症状 psychosomatic chest symptom しんいんせいきょうぶしょうじょう

3978 心因性呼吸困難 psychogenic dyspnea しんいんせいこきゅうこんなん

3979 心因性せき psychogenic cough しんいんせいせき

3980 心因性喘息 psychogenic (psychological) asthma しんいんせいぜんそく

3981 心エコー図 echocardiogram しんえこーず

3982 心音 heart sound しんおん

3983 心音 heart (cardiac) sound しんおん

3984 心音 cardiac sound しんおん

3985 心音計 phonocardiograph しんおんけい

3986 心音図 phonocardiogram (PCG) しんおんず

3987 心音図 electrocardiophonograph しんおんず

3988 心音図検査 phonocardiography しんおんずけんさ

3989 心外膜 epicardium しんがいまく

3990 心拡張 dilatation of the heart しんかくちょう

3991 ［心］拡張［期］ diastole しんかくちょうき

3992 心窩部 epigastrium しんかぶ

3993 心窩部拍動 epigastric pulsation しんかぶはくどう

3994 心悸亢進 palpitation しんきこうしん

3995 心機図 mechanocardiogram しんきず

3996 心胸郭係数 cardiothoracic index しんきょうかくけいすう

3997 心胸［郭］比（係数） cardiothoracic ratio (CTR) しんきょうかくひけいすう

3998 真菌 mycete しんきん

3999 心筋 myocardium しんきん

4000 真菌 fungus しんきん

4001 心筋壊死 myocardial necrosis しんきんえし

4002 心筋炎 myocarditis しんきんえん

4003 真菌塊 fungus ball しんきんかい

4004 真菌学 mycology しんきんがく

4005 真菌感染 mycotic infection しんきんかんせん

4006 真菌感染症 fungal infection しんきんかんせんしょう

4007 真菌球 fungus ball しんきんきゅう

4008 心筋血管再開通 myocardial revascularization しんきんけっかんさいかいつう

4009 真菌血症 fungemia しんきんけっしょう

4010 心筋梗塞 myocardial infarction しんきんこうそく

4011 心筋梗塞後症候群 postinfarction syndrome (postmyocardial infarction syndrome) しんきんこうそくごしょうこうぐん

4012 心筋梗塞後瘢痕 postinfarction scar しんきんこうそくごはんこん

4013 心筋梗塞（発作） heart attack しんきんこうそくほっさ

4014 心筋疾患 myocardial disease しんきんしっかん

4015 心筋収縮 myocardial contraction しんきんしゅうしゅく

4016 真菌症 mycosis しんきんしょう

4017 心筋症 myocardosis しんきんしょう

4018 心筋症 myocardiopathy しんきんしょう

4019 心筋障害 myocardial injury しんきんしょうがい

4020 真菌性 mycotic しんきんせい

4021 心筋線維症 myocardial fibrosis しんきんせんいしょう

4022 心筋電極 myocardial electrode しんきんでんきょく

4023 真菌の mycotic しんきんの

4024 心筋の myocardial しんきんの

4025 心筋不全 myocardial insufficiency しんきんふぜん

4026 心筋不全 myocardial failure しんきんふぜん

4027 心筋変性 myocardial degeneration しんきんへんせい

4028 心筋乏血（虚血） myocardial ischemia しんきんぼうけつきょけつ

4029 心筋無酸素症 myocardial anoxia しんきんむさんそしょう



4030 真菌類 fungi しんきんるい

4031 真菌類 fungus しんきんるい

4032 心［腔］内注射 intracardiac injection しんくうないちゅうしゃ

4033 シングルフォトン・エミッションCT single photon emission computed tomography (SPECT) しんぐるふぉとん・えみっしょんCT

4034 神経 nerve しんけい

4035 神経移植術 nerve grafting しんけいいしょくじゅつ

4036 神経学的症状 neurological symptoms しんけいがくてきしょうじょう

4037 神経芽腫 neuroblastoma しんけいがしゅ

4038 神経系 nervous system しんけいけい

4039 神経［原］性 neurogenic しんけいげんせい

4040 神経原性炎症 neurogenic inflammation しんけいげんせいえんしょう

4041 神経原性肉腫 neurogenic sarcoma しんけいげんせいにくしゅ

4042 神経原性肺水（浮）腫 neurogenic pulmonary edema しんけいげんせいはいすいふしゅ

4043 神経質 nervousness (nervosity) しんけいしつ

4044 神経質な nervous しんけいしつな

4045 神経支配 innervation しんけいしはい

4046 神経支配除去 denervation しんけいしはいじょきょ

4047 神経修飾物質 neuromodulator しんけいしゅうしょくぶっしつ

4048 神経循環無力症 neuro-circulatory asthenia しんけいじゅんかんむりょくしょう

4049 神経症 neurosis しんけいしょう

4050 神経障害 neuropathy しんけいしょうがい

4051 神経鞘腫 schwannoma しんけいしょうしゅ

4052 神経鞘腫 neurinoma しんけいしょうしゅ

4053 神経上皮細胞 neuroepithelial cell しんけいじょうひさいぼう

4054 心係数 cardiac index しんけいすう

4055 神経節 ganglion しんけいせつ

4056 神経節遮断［術（薬）］ ganglionic blockage しんけいせつしゃだんじゅつやく

4057 神経節腫 ganglioma (neuroganghoma) しんけいせつしゅ

4058 神経節［性］神経腫 gangnoneuroma しんけいせつせいしんけいしゅ

4059 神経節切除 ganglionectomy しんけいせつせつじょ

4060 神経節剔出術 ganglionectomy しんけいせつてきしゅつじゅつ

4061 神経線維腫 neurofibroma しんけいせんいしゅ

4062 神経痛 neuralgia しんけいつう

4063 神経伝達物質 neurotransmitter しんけいでんたつぶっしつ

4064 神経特異エノラーゼ neuron specific enolase (NSE) しんけいとくいえのらーぜ

4065 神経内分泌腫瘍 neuroendocrine tumor しんけいないぶんぴしゅよう

4066 神経の nervous しんけいの

4067 神経ブロック nerve block しんけいぶろっく

4068 神経分泌 neurosecretion しんけいぶんぴつ

4069 神経分泌 neuroendcrine しんけいぶんぴつ

4070 神経分泌顆粒 neurosecretory granule しんけいぶんぴつかりゅう

4071 神経分泌細胞 neuroendocrine cell しんけいぶんぴつさいぼう

4072 心血管造影法 angiocardiography しんけっかんぞうえいほう

4073 心原性 cardiogenic しんげんせい

4074 心（原）性呼吸困難 cardiac dyspnea しんげんせいこきゅうこんなん

4075 心原性ショック cardiogenic shock しんげんせいしょっく

4076 心原性水腫 cardiogenic edema しんげんせいすいしゅ

4077 進行 progressive disease (PD) しんこう

4078 進行癌 advanced cancer しんこうがん

4079 新興感染症 emerging infections しんこうかんせんしょう

4080 進行性 progressive しんこうせい

4081 進行性塊状線維症 progressive massive fibrosis しんこうせいかいじょうせんいしょう

4082 進行性全身硬化症 progressive systemic sclerosis (PSS) しんこうせいぜんしんこうかしょう

4083 進行性汎発性強皮症 progressive systemic sclerosis (PSS) しんこうせいはんぱつせいきょうひしょう

4084 信号導入 signal transduction しんごうどうにゅう

4085 進行肺癌 advanced lung cancer しんこうはいがん

4086 深呼吸 sigh しんこきゅう

4087 深呼吸 deep breathing しんこきゅう

4088 深昏睡 deep coma しんこんすい

4089 審査開胸（試験開胸）[術] exploratory thoracotomy しんさかいきょうしけんかいきょうじゅつ

4090 心雑音 murmur しんざつおん

4091 心雑音 cardiac murmur しんざつおん



4092 心室 cardiac ventricle しんしつ

4093 心室 ventricle しんしつ

4094 心室逸脱［収縮］ ventricular escape しんしついつだつしゅうしゅく

4095 心室拡張期圧 ventricular diastolic pressure しんしつかくちょうきあつ

4096 心室拡張終期（末期）圧 ventricular end-diastolic pressure (VEDP) しんしつかくちょうしゅうきまっきあつ

4097 心室拡張終期（末期）容積 ventricular end-diastolic volume (VEDV) しんしつかくちょうしゅうきまっきようせき

4098 心疾患 heart disease しんしっかん

4099 心室期外収縮 ventricular extrasystole しんしつきがいしゅうしゅく

4100 心室機能曲線 ventricular function curve しんしつきのうきょくせん

4101 心室［棘］波群 ventricular complex しんしつきょくはぐん

4102 心室勾配 ventricular gradient しんしつこうばい

4103 心室興奮 ventricular activation しんしつこうふん

4104 心室興奮時間 ventricular activation time (VAT) しんしつこうふんじかん

4105 心室固有リズム idioventricular rhythm しんしつこゆうりずむ

4106 心室細動 ventricular fibrillation しんしつさいどう

4107 心室弛緩期 ventricular diastole しんしつしかんき

4108 心室自動 ventricular automatism しんしつじどう

4109 心室収縮期 ventricular systole しんしつしゅうしゅくき

4110 心室ストレイン ventricular strain しんしつすとれいん

4111 心室［性］ ventricular しんしつせい

4112 心室性期外収縮 ventricular premature beat (VPB) しんしつせいきがいしゅうしゅく

4113 心室性ギャロップ ventricular gallop しんしつせいぎゃろっぷ

4114 ［心］室性二段（連）脈 ventricular bigeminy しんしつせいにだんれんみゃく

4115 ［心］室性二連脈 ventricular bigeminy しんしつせいにれんみゃく

4116 心室［性］頻拍 ventricular tachycardia しんしつせいひんぱく

4117 心室性不整脈 ventricular arrhythmia しんしつせいふせいみゃく

4118 心室性奔馬律［動］ ventricular gallop しんしつせいほんばりつどう

4119 心室［性］優位 ventricular preponderance しんしつせいゆうい

4120 心室切除［術］ ventriculotomy しんしつせつじょじゅつ

4121 心室前収縮期 ventricular presystole しんしつぜんしゅうしゅくき

4122 心室粗動 ventricular flutter しんしつそどう

4123 心室中隔 ventricular septum (interventricular septum) しんしつちゅうかく

4124 心室中隔欠損 ventricular septal defect しんしつちゅうかくけっそん

4125 心室中隔欠損［症］ ventricular septal defect (VSD) しんしつちゅうかくけっそんしょう

4126 心室動脈瘤切除術 ventricular aneurysmectomy (aneurysmotomy) しんしつどうみゃくりゅうせつじょじゅつ

4127 心室の ventricular しんしつの

4128 心室波 ventricular wave しんしつは

4129 心室バイパス ventricular bypass しんしつばいぱす

4130 心室肥大 ventricular hypertrophy しんしつひだい

4131 心（室）不全 ventricular failure しんしつふぜん

4132 心室捕捉 ventricular captur しんしつほそく

4133 心室リズム ventricular rhythm しんしつりずむ

4134 心室瘤 ventricular aneurysm しんしつりゅう

4135 心室流出路 ventricular outflow (tract) しんしつりゅうしゅつろ

4136 心耳の auricular しんじの

4137 侵襲 attack しんしゅう

4138 ［心］収縮［期］ systole しんしゅうしゅくき

4139 ［心］収縮期［性］の systolic しんしゅうしゅくきせいの

4140 滲出 exudation しんしゅつ

4141 滲出液 exudate しんしゅつえき

4142 滲出性胸膜炎 exudative pleurisy しんしゅつせいきょうまくえん

4143 滲出性心膜炎 exudative pericarditis しんしゅつせいしんまくえん

4144 滲出性の exudative しんしゅつせいの

4145 浸潤 invasion しんじゅん

4146 浸潤 infliltration しんじゅん

4147 心身医学 psychosomatic medicine しんしんいがく

4148 心身胸部症状 psychosomatic chest symptom しんしんきょうぶしょうじょう

4149 親水性 hydrophilic しんすいせい

4150 新生児 newborn しんせいじ

4151 新生児仮死 asphyxia of newborn しんせいじかし

4152 新生児呼吸促（窮）迫症候群 infantile respiratory distress syndrome （IRDS) しんせいじこきゅうそくきゅうはくしょうこうぐん

4153 新生児喘息 infant asthma しんせいじぜんそく



4154 新生児の neonatal しんせいじの

4155 新生児肺 neonatal lung しんせいじはい

4156 新生児肺炎 neonatal pneumonia しんせいじはいえん

4157 真性動脈瘤 true aneurysm しんせいどうみゃくりゅう

4158 新生物 neoplasm しんせいぶつ

4159 振戦 thrill しんせん

4160 振戦 tremor しんせん

4161 心尖 cardiac apex しんせん

4162 心尖 apex of the heart しんせん

4163 振せん thrill しんせん

4164 心尖拍動 apex beat しんせんはくどう

4165 心尖拍動図 apex cardiogram (ACG) しんせんはくどうず

4166 心臓 cor しんぞう

4167 心［臓］ heart しんぞう

4168 心［臓］カテーテル cardiac catheter しんぞうかてーてる

4169 心［臓］カテーテル法 cardiac catheterization しんぞうかてーてるほう

4170 心［臓］血管奇形 cardiovascular malformation しんぞうけっかんきけい

4171 心［臓］血管奇形 cardiac malformation しんぞうけっかんきけい

4172 心臓血管系 cardiac system しんぞうけっかんけい

4173 心臓血管性 cardiovascular しんぞうけっかんせい

4174 心臓血管性神経症 cardiac neur［o］asthenia しんぞうけっかんせいしんけいしょう

4175 心臓血管輪郭 cardiovascular contour しんぞうけっかんりんかく

4176 心臓後部の retrocardial (retrocardiac) しんぞうこうぶの

4177 心臓後［方］の retrocardial (retrocardiac) しんぞうこうほうの

4178 心臓サルコイドーシス cardiac sarcoidosis しんぞうさるこいどーしす

4179 心臓神経症 cardiac neurosis しんぞうしんけいしょう

4180 心臓性 cardiogenic しんぞうせい

4181 心臓性 cardiac しんぞうせい

4182 心臓性呼吸困難 cardiac dyspnea しんぞうせいこきゅうこんなん

4183 心臓［性］水（浮）腫 cardiac edema しんぞうせいすいふしゅ

4184 心臓［性］喘息 cardiac asthma しんぞうせいぜんそく

4185 心臓前部の precordial しんぞうぜんぶの

4186 心［臓］促進中枢 cardioaccelerating center しんぞうそくしんちゅうすう

4187 心［臓］タンポナーデ cardiac tamponade しんぞうたんぽなーで

4188 心臓の cardial しんぞうの

4189 心臓の cardiac しんぞうの

4190 心［臓］発症 cardiac crisis しんぞうはっしょう

4191 心臓肥大症 cardiomegaly しんぞうひだいしょう

4192 心臓病 cardiac disease しんぞうびょう

4193 心臓病学 cardiology しんぞうびょうがく

4194 心臓ペースメーカ cardiac pacemaker しんぞうぺーすめーか

4195 心［臓］弁奇形 valvular defect しんぞうべんきけい

4196 心臓弁膜症 valvular heart disease しんぞうべんまくしょう

4197 心臓弁膜症 valvular disease of heart しんぞうべんまくしょう

4198 心［臓］発作 heart stroke しんぞうほっさ

4199 心臓発作 heart attack しんぞうほっさ

4200 心［臓］マッサージ cardiac massage しんぞうまっさーじ

4201 心［臓］抑制中枢 cardioinhibitory center しんぞうよくせいちゅうすう

4202 心［臓］リズム cardiac rhythm しんぞうりずむ

4203 身体活動性 physical activity しんたいかつどうせい

4204 心代償不全 cardiac decompensation しんだいしょうふぜん

4205 身体所見 physical sign しんたいしょけん

4206 身体性 somatic しんたいせい

4207 身体の somatic しんたいの

4208 心濁音界 cardiac dullness しんだくおんかい

4209 診断 diagnosis しんだん

4210 診断学 diagnostics しんだんがく

4211 診断基準 diagnostic criteria しんだんきじゅん

4212 診断書 medical certificate しんだんしょ

4213 診断法 diagnostics しんだんほう

4214 シンチグラム scintigram しんちぐらむ

4215 心注 intracardiac injection しんちゅう



4216 身長 stature しんちょう

4217 身長 body length しんちょう

4218 身長 body height しんちょう

4219 伸張受容器（体） stretch receptor しんちょうじゅようきたい

4220 心停止 cardiac standstill しんていし

4221 心電計 electrocardiograph しんでんけい

4222 心電図 electrocardiogram (ECG) しんでんず

4223 心電図検査 electrocardiography しんでんずけんさ

4224 伸展性 extensibility しんてんせい

4225 伸展性 distensibility しんてんせい

4226 伸展反射 stretch reflex しんてんはんしゃ

4227 伸展反射 extension reflex しんてんはんしゃ

4228 滲（浸）透圧 osmotic pressure しんとうあつ

4229 滲（浸）透圧係数 osmotic coefficient しんとうあつけいすう

4230 滲（浸）透圧受容器 osmoreceptor しんとうあつじゅようき

4231 滲（浸）透圧抵抗 osmotic resistance しんとうあつていこう

4232 滲（浸）透圧の osmotic しんとうあつの

4233 滲（浸）透圧濃度 osmotic concentration しんとうあつのうど

4234 滲（浸）透［現象］ osmosis しんとうげんしょう

4235 振動数 frequency しんどうすう

4236 心毒性 cardiotoxicity しんどくせい

4237 心内心音図 intracardiac phonocardiography しんないしんおんず

4238 心内電極 endocardiac electrode しんないでんきょく

4239 心内の intracardiac しんないの

4240 心内ペースメーカ intracardiac pacemaker しんないぺーすめーか

4241 心内膜 endocardium しんないまく

4242 心内膜炎 endocarditis しんないまくえん

4243 心内膜性 endocardial しんないまくせい

4244 侵入 invasion しんにゅう

4245 心嚢 pericardium しんのう

4246 心嚢液 pericardial effusion しんのうえき

4247 心嚢気腫 pneumopericardium しんのうきしゅ

4248 心嚢［腔］穿刺 pericardial paracentesis しんのうくうせんし

4249 心嚢滲出液 pericardial exudate しんのうしんしゅつえき

4250 心嚢水 pericardial effusion しんのうすい

4251 心嚢水（液） pericardial effusion しんのうすいえき

4252 心嚢切除［術］ pericardiectomy しんのうせつじょじゅつ

4253 心嚢穿刺 pericardiocentesis しんのうせんし

4254 心嚢（膜，包）タンポナーデ pericardial tamponade しんのうまく，ほうたんぽなーで

4255 心嚢（膜）水腫 hydropericardium しんのうまくすいしゅ

4256 心肺移植 cardiothoracic transplantation しんぱいいしょく

4257 心肺係数（心胸郭比） heart lung ratio (HLR) (cardiothoracic ratio， CTR) しんぱいけいすうしんきょうかくひ

4258 心拍出量 cardiac output しんはくしゅつりょう

4259 心拍出量 cardiac minute volume (output) しんはくしゅつりょう

4260 心拍数 frequency of heart (heart rate) しんぱくすう

4261 心拍数 cardiac rate しんぱくすう

4262 心［拍］停止（心静止） cardiac arrest (standstill) しんぱくていししんせいし

4263 心拍動 cardiac beat しんぱくどう

4264 心拍［動］ heart beat しんぱくどう

4265 心拍モニタ pulse frequence monitor しんぱくもにた

4266 心肥大 cardiac hypertrophy (cardiomegaly) しんひだい

4267 深部照射 deep irradiation しんぶしょうしゃ

4268 心不全 heart failure しんふぜん

4269 心不全 cardiac insufficiency しんふぜん

4270 心不全 cardiac failure しんふぜん

4271 心不全細胞 heart failure cell しんふぜんさいぼう

4272 深部線量 depth dose しんぶせんりょう

4273 心弁膜疾患 valvular disease of heart しんべんまくしっかん

4274 心包 pericardium しんほう

4275 ［心］房 atrium しんぼう

4276 心房細動 atrial fibrillation (AF) しんぼうさいどう

4277 心房［性］期外収縮 premature atrial contraction (PAC) しんぼうせいきがいしゅうしゅく



4278 心房［性］期外収縮（APC） atrial premature contraction (APC) しんぼうせいきがいしゅうしゅくAPC

4279 心房性ナトリウム利尿因子 atrial natriuretic factor しんぼうせいなとりうむりにょういんし

4280 心房性ナトリウム利尿性ペプタイド（ANP） atrial natriuretic peptide しんぼうせいなとりうむりにょうせいぺぷたいどANP

4281 心房［性］の atrial しんぼうせいの

4282 心房性奔馬律［動］ atrial gallop しんぼうせいほんばりつどう

4283 心房粗動 atrial flutter (AFL) しんぼうそどう

4284 心房中隔 atrial septum (interatrial septum) しんぼうちゅうかく

4285 心房中隔欠損［症］ ASD (atrial septal defect) しんぼうちゅうかくけっそんしょう

4286 心房中隔欠損［症］（ASD） atrial septal defect (ASD) しんぼうちゅうかくけっそんしょうASD

4287 心房中隔欠損［症］（ISD） interatrial septal defect (ISD) しんぼうちゅうかくけっそんしょうISD

4288 心房内圧 intra-atrial pressure しんぼうないあつ

4289 心房の auricular， atrial しんぼうの

4290 心房ペーシング atrial pacing しんぼうぺーしんぐ

4291 心膜 pericardium しんまく

4292 心膜液 pericardial effusion しんまくえき

4293 心膜炎 pericarditis しんまくえん

4294 心膜腔 pericardial cavity しんまくくう

4295 心膜腔出血 hemopericardium しんまくくうしゅっけつ

4296 心膜憩室 pericardial diverticle しんまくけいしつ

4297 心膜血症 hemopericardium しんまくけっしょう

4298 心膜脂肪層 pericardial fat pad しんまくしぼうそう

4299 心膜切開［術］ pericardiotomy しんまくせっかいじゅつ

4300 心膜タンポナーデ pericardial tamponade しんまくたんぽなーで

4301 心膜（嚢）出血 hemopericardium しんまくのうしゅっけつ

4302 心膜のう（嚢）胞 pericardial cyst しんまくのうのうほう

4303 心膜嚢胞 pericardial cyst しんまくのうほう

4304 心膜摩擦音 pericardial friction rub しんまくまさつおん

4305 心脈波曲線 sphygmocardiogram しんみゃくはきょくせん

4306 新薬 ｎew drug（s） しんやく

4307 心予備力 cardiac reserve しんよびりょく

4308 信頼限界（酸塩基調節における正常範囲） signficance band しんらいげんかいさんえんきちょうせつにおけるせいじょうはんい

4309 信頼範囲 signficance band しんらいはんい

4310 心理療法 psychotherapy しんりりょうほう

4311 親和性 affinity しんわせい

4312 心―肺バイパス（副行） cardiopulmonary bypass しん―はいばいぱすふくこう

4313 ジアテルミー療法 diathermy じあてるみーりょうほう

4314 ジエチレントリアミン五酢酸（キレート試薬） DTPA (diethylenetriaminepentaacetic acid) じえちれんとりあみんごさくさんきれーとしやく

4315 ジェノミクス genomics じぇのみくす

4316 ジオトリカム肺症 pulmonary geotrichosis じおとりかむはいしょう

4317 ジオトリカム病 geotrichosis じおとりかむびょう

4318 耳介オキシメータ ear oximeter じかいおきしめーた

4319 自家移植 autotransplantation じかいしょく

4320 自覚症状 subjective symptom じかくしょうじょう

4321 自覚的 subjective じかくてき

4322 自覚の subjective じかくの

4323 自家（己）移植 autograft じかこいしょく

4324 耳下腺 parotid gland じかせん

4325 耳下腺炎 parotitis じかせんえん

4326 自家中毒［症］ autointoxication じかちゅうどくしょう

4327 時間 time じかん

4328 耳管カタル tubal catarrh じかんかたる

4329 耳管通気検査［法］ Valsalva test じかんつうきけんさほう

4330 時間肺活量 timed vital capacity (TVC) じかんはいかつりょう

4331 磁気共鳴（MR) magnetic resonance(MR) じききょうめいMR

4332 磁気共鳴画像 magnetic resonance image じききょうめいがぞう

4333 磁気共鳴画像（法） magnetic resonance imaging (MRI) じききょうめいがぞうほう

4334 磁気共鳴分光撮影（法） magnetic resonance spectrography (spectroscopy)(MRS) じききょうめいぶんこうさつえいほう

4335 磁気共鳴分析計 magnetic resonance spectrography (spectroscopy)(MRS) じききょうめいぶんせきけい

4336 ジギタリス中毒 digitalis intoxication じぎたりすちゅうどく

4337 ジギタリス投与 digitalization じぎたりすとうよ

4338 ジギタリス飽和 digitalization じぎたりすほうわ

4339 ジギタリス療法 digitalis therapy じぎたりすりょうほう



4340 自原的 autogenous じげんてき

4341 時限肺活量 timed vital capacity (TVC) じげんはいかつりょう

4342 自己移植 autograft じこいしょく

4343 自己移植［術］ autotransplantation じこいしょくじゅつ

4344 自己管理 self-management じこかんり

4345 自己抗原 autoantigen じここうげん

4346 自己抗体 autoantibody じここうたい

4347 自己受容体 autoreceptor じこじゅようたい

4348 自己中毒［症］ autointoxication じこちゅうどくしょう

4349 自己調節 selfregulatory mechanism (self-regulation， autoregulation) じこちょうせつ

4350 自己調節 autoregulation じこちょうせつ

4351 自己免疫異常 autoimmune disorder (disease) じこめんえきいじょう

4352 自己免疫疾患 autoimmune disorder (disease) じこめんえきしっかん

4353 自己免疫の autoimmune じこめんえきの

4354 自己溶解 autolysis じこようかい

4355 自殺遺伝子 suicide genes じさついでんし

4356 ジスゲルミノーマ dysgerminoma じすげるみのーま

4357 ジストマ症 distomiasis (distomatosis) じすとましょう

4358 ジストロフィア dystrophy じすとろふぃあ

4359 ジストロフィア dystrophia じすとろふぃあ

4360 持続 duration じぞく

4361 持続性 continuous じぞくせい

4362 持続性 prolonged じぞくせい

4363 持続［性］雑音 continuous murmur じぞくせいざつおん

4364 持続［性］陽圧気道圧 continuous positive airway pressure (CPAP) じぞくせいようあつきどうあつ

4365 持続［性］陽圧呼吸 continuous positive-pressure breathing じぞくせいようあつこきゅう

4366 持続［性］陽圧呼吸 continuous positive pressure ventilation (CPPV) じぞくせいようあつこきゅう

4367 持続ドレナージ［法］ continuous drainage じぞくどれなーじほう

4368 持続排液［法］ continuous drainage じぞくはいえきほう

4369 持続陽圧換気（呼吸） continuous positive pressure ventilation じぞくようあつかんきこきゅう

4370 持続陽圧気道圧 continuous positive airway pressure (CPAP) じぞくようあつきどうあつ

4371 持続陽圧呼吸 continuous positive pressure ventilation （CPPV) じぞくようあつこきゅう

4372 実効（の） effective じっこうの

4373 実効半減期 effective half life じっこうはんげんき

4374 実質 parenchyma じっしつ

4375 時定数 time constant じていすう

4376 自転車エルゴメータ bicycle ergometer じてんしゃえるごめーた

4377 自動PEEP効果 auto-PEEP （positive end-expiratory pressure） effect じどうPEEPこうか

4378 持統吸入 continuous inhalation じとうきゅうにゅう

4379 持統性（遅延性）無呼吸 prolonged apnea じとうせいちえんせいむこきゅう

4380 自動調節［機構］ selfregulatory mechanism (self-regulation， autoregulation) じどうちょうせつきこう

4381 ジニトロクロロベンセン NCB (2・4-dinitrochlorobenzene) じにとろくろろべんせん

4382 自発疑集［反応］自己凝集［反応］ autoagglutination じはつぎしゅうはんのうじこぎょうしゅうはんのう

4383 自発呼吸 spontaneous respiration じはつこきゅう

4384 自発の autogenous じはつの

4385 ジフテリア diphtheria じふてりあ

4386 ジフテリア性喉頭炎（クループ） diphtheric croup じふてりあせいこうとうえんくるーぷ

4387 若年者 young patients じゃくねんしゃ

4388 若年性高血圧［症］ juvenile hypertension じゃくねんせいこうけつあつしょう

4389 若年性（者）の juvenile じゃくねんせいしゃの

4390 惹起 provocation じゃっき

4391 従圧式人工呼吸器 pressure limited respirator じゅうあつしきじんこうこきゅうき

4392 縦隔 mediastinum じゅうかく

4393 縦隔移動 mediastinal shift じゅうかくいどう

4394 縦隔炎 mediastinitis じゅうかくえん

4395 縦隔気腫 mediastinal emphysema じゅうかくきしゅ

4396 縦隔鏡 mediastinoscope じゅうかくきょう

4397 縦隔鏡検査 mediastinoscopy じゅうかくきょうけんさ

4398 縦隔胸膜 mediastinal pleura じゅうかくきょうまく

4399 縦隔胸膜炎 mediastinal pleurisy じゅうかくきょうまくえん

4400 縦隔腔 mediastinal space じゅうかくくう

4401 縦隔血腫 mediastinal hematoma じゅうかくけっしゅ



4402 縦隔脂肪 mediastinal fat じゅうかくしぼう

4403 縦隔腫瘍 mediastinal tumor じゅうかくしゅよう

4404 縦隔心嚢炎 mediastinopericarditis じゅうかくしんのうえん

4405 縦隔切開術 mediastinotomy じゅうかくせっかいじゅつ

4406 縦隔線維症 mediastinal fibrosis じゅうかくせんいしょう

4407 縦隔粗動 mediastinal flutter じゅうかくそどう

4408 縦隔転移 mediastinal metastases じゅうかくてんい

4409 縦隔の mediastinal じゅうかくの

4410 縦隔のう（嚢）胞 mediastinal cyst じゅうかくのうのうほう

4411 縦隔偏位 mediastinal shift じゅうかくへんい

4412 縦隔リンパ節 mediastinal lymphnode じゅうかくりんぱせつ

4413 充血 injection じゅうけつ

4414 充血 hyperemia じゅうけつ

4415 住血吸虫症 schistosomiasis じゅうけつきゅうちゅうしょう

4416 重合体 polymer じゅうごうたい

4417 重合奔馬調律 summation gallop じゅうごうほんばちょうりつ

4418 充実した massive，  solid じゅうじつした

4419 充実性肺炎 massive pneumonia じゅうじつせいはいえん

4420 充実脈 full pulse じゅうじつみゃく

4421 十字砲火照射 crossfire irradiation じゅうじほうかしょうしゃ

4422 重症急性呼吸器症候群 severe acute respiratory syndrome (SARS) じゅうしょうきゅうせいこきゅうきしょうこうぐん

4423 重症筋無力症 myasthenia gravis じゅうしょうきんむりょくしょう

4424 重症呼吸障害者集中治療部 respiratory care unit (RCU) じゅうしょうこきゅうしょうがいしゃしゅうちゅうちりょうぶ

4425 重症喘息発作 severe  asthmatic attack、status asthmaticus じゅうしょうぜんそくほっさ

4426 重水素 deuterium じゅうすいそ

4427 銃創 bullet wound じゅうそう

4428 重曹 sodium bicarbonate じゅうそう

4429 重炭酸イオン濃度 bicarbonate concentration じゅうたんさんいおんのうど

4430 重炭酸イオン濃度 bicarbonate concentration ［HCO3-］ じゅうたんさんいおんのうど

4431 重炭酸塩［炭酸］緩衝系 carbonate［bicarbonic acid］ buffer system じゅうたんさんえんたんさんかんしょうけい

4432 重炭酸緩衝系 carbonic acid-bicarbonate buffer system じゅうたんさんかんしょうけい

4433 重炭酸ソーダ sodium bicarbonate じゅうたんさんそーだ

4434 充顛 impaction じゅうてん

4435 充填虚脱法 plombage collapse じゅうてんきょだつほう

4436 充填術 plombage じゅうてんじゅつ

4437 絨毛 villus じゅうもう

4438 絨毛［上皮］癌 choriocarcinoma じゅうもうじょうひがん

4439 従量式人工呼吸器（レスピレータ） volume-limited respirator じゅうりょうしきじんこうこきゅうきれすぴれーた

4440 重力による gravitational じゅうりょくによる

4441 ジュール・熱量の単位 joule (J) じゅーる・ねつりょうのたんい

4442 受血者 recipient じゅけつしゃ

4443 受攻期（心電図用語） vulnerable period じゅこうきしんでんずようご

4444 樹状細胞 dendritic cells じゅじょうさいぼう

4445 受信者動作特性 receiver operating characteristic (ROC) じゅしんしゃどうさとくせい

4446 術後アジュバント化学療法 postoperative adjuvant chemotherapy じゅつごあじゅばんとかがくりょうほう

4447 術後合併症 postoperative complication じゅつごがっぺいしょう

4448 術後死亡 postoperative death じゅつごしぼう

4449 術後生存 postoperative survival じゅつごせいぞん

4450 術後肺炎 postoperative pneumonia じゅつごはいえん

4451 術後放射線治療 postoperative radiation therapy じゅつごほうしゃせんちりょう

4452 術前化学療法 preoperative chemotherapy じゅつぜんかがくりょうほう

4453 （術）前処置 preoperative preparation じゅつぜんしょち

4454 術前投薬 premedication じゅつぜんとうやく

4455 受動うっ血 passive congestion じゅどううっけつ

4456 受動喫煙 passive (involuntary) smoking じゅどうきつえん

4457 受動の passive じゅどうの

4458 受動無気肺 passive atelectasis じゅどうむきはい

4459 受動免疫 passive immunity じゅどうめんえき

4460 受動免疫（化） passive immunization じゅどうめんえきか

4461 寿命 life span じゅみょう

4462 受容器 receptor じゅようき

4463 受容体 receptor じゅようたい



4464 馴化 acclimatization じゅんか

4465 馴化 acclimation じゅんか

4466 順化 acclimatization じゅんか

4467 順化 acclimation じゅんか

4468 循環 circulation じゅんかん

4469 循環器学 angiocardiology じゅんかんきがく

4470 循環機能検査 circulatory function test じゅんかんきのうけんさ

4471 循環器病学 cardiology じゅんかんきびょうがく

4472 循環血液量 circulating blood volume じゅんかんけつえきりょう

4473 ［循環］血液量過多 hypervolemia じゅんかんけつえきりょうかた

4474 ［循環］血液量減少 hypovolemia じゅんかんけつえきりょうげんしょう

4475 循環血液量減少性ショック hypovolemic shock じゅんかんけつえきりょうげんしょうせいしょっく

4476 循環時間 circulation time じゅんかんじかん

4477 循環の circulatory じゅんかんの

4478 循環不全 circulatory failure じゅんかんふぜん

4479 順応 adaptation じゅんのう

4480 順応 accommodation じゅんのう

4481 純培養 pure culture じゅんばいよう

4482 上咽頭 rhinopharynx じょういんとう

4483 上咽頭 nasopharynx じょういんとう

4484 上咽頭 epipharynx じょういんとう

4485 上顎癌 maxillary cancer じょうがくがん

4486 上顎洞 maxillary sinus じょうがくどう

4487 上［下葉］枝 superior bronchus (B6) じょうかようし

4488 上幹 upper lobe bronchus じょうかん

4489 蒸気 vapor じょうき

4490 上気道 upper airway じょうきどう

4491 上行大動脈 ascending aorta じょうこうだいどうみゃく

4492 上枝下［下葉］枝 ramus［lobi inferioris］subsuperior (B*) じょうしかかようし

4493 上室［性］頻拍 supraventricular tachycardia じょうしつせいひんぱく

4494 上［心］室（性） supraventricular じょうしんしつせい

4495 常数 constant じょうすう

4496 上清 supernatant じょうせい

4497 上舌枝 uperior lingular bronchus じょうぜつし

4498 常染色体の autosomal じょうせんしょくたいの

4499 上大区支［B1，B2とB3の幹］ upper division bronchus じょうだいくしB1，B2とB3のみき

4500 上大静脈 superior caval vein；superior vein cava; superior vena cava じょうだいじょうみゃく

4501 上大静脈（閉塞）症候群 superior vena cava syndrome (SVC syndrome) じょうだいじょうみゃくへいそくしょうこうぐん

4502 情動 affection じょうどう

4503 上（肺）溝腫瘍 superior sulcus tumor じょうはいこうしゅよう

4504 上肺溝症候群 superior pulmonary sulcus syndrome じょうはいこうしょうこうぐん

4505 上肺野 apex area じょうはいや

4506 蒸発気 fume じょうはつき

4507 上皮 epithelium じょうひ

4508 上皮化 epithelialization じょうひか

4509 上皮間葉移行 epithelial(-)mesenchymal transition (EMT) じょうひかんよういこう

4510 上皮間葉転換 epithelial(-)mesenchymal transition (EMT) じょうひかんようてんかん

4511 上皮細胞膜抗原 epithelial membrane antigen (EMA) じょうひさいぼうまくこうげん

4512 上皮腫 epithelioma じょうひしゅ

4513 上皮成長因子 epidermal growth factor (EGF) じょうひせいちょういんし

4514 上皮成長因子受容体 epidermal growth factor receptor (EGFR) じょうひせいちょういんしじゅようたい

4515 上皮増殖 epithelial proliferation じょうひぞうしょく

4516 上皮内癌 carcinoma in situ (in situ carcinoma ) じょうひないがん

4517 上皮の epithelial じょうひの

4518 上皮性膜抗原 epithelial membrane antigen (EMA) じょうひまくこうげん

4519 上腹部 epigastrium じょうふくぶ

4520 情報 information じょうほう

4521 情報処理 information processing じょうほうしょり

4522 静脈 vein じょうみゃく

4523 静脈圧 venous pressure じょうみゃくあつ

4524 静脈うっ血 venous hyperemia じょうみゃくうっけつ

4525 静脈炎 phlebitis じょうみゃくえん



4526 静脈拡張症 varicosis じょうみゃくかくちょうしょう

4527 静脈還流［量］ venous return じょうみゃくかんりゅうりょう

4528 静脈血 venous blood じょうみゃくけつ

4529 静脈血混合 venous admixture じょうみゃくけつこんごう

4530 静脈血混合様効果 venous admixture like effect じょうみゃくけつこんごうようこうか

4531 静脈血性充血 venous hyperemia じょうみゃくけっせいじゅうけつ

4532 静脈血栓（症） venous thrombosis じょうみゃくけっせんしょう

4533 静脈周囲炎 periphlebitis じょうみゃくしゅういえん

4534 静脈［性］の venous じょうみゃくせいの

4535 静脈切開 venesection じょうみゃくせっかい

4536 静脈切開術 phlebotomy じょうみゃくせっかいじゅつ

4537 静脈造影［法］ venography じょうみゃくぞうえいほう

4538 静脈洞炎 sinusitis じょうみゃくどうえん

4539 静脈洞欠損 sinus venosus defect じょうみゃくどうけっそん

4540 静脈ドレナージ venous drainage じょうみゃくどれなーじ

4541 静脈［内］注入 intravenous infusion じょうみゃくないちゅうにゅう

4542 静脈内膜炎 endophlebitis じょうみゃくないまくえん

4543 静脈波 venous pulse じょうみゃくは

4544 静脈波曲線 phlebogram じょうみゃくはきょくせん

4545 静脈閉塞症 veno-occulsive disease じょうみゃくへいそくしょう

4546 静脈瘤 varix じょうみゃくりゅう

4547 静脈瘤 varicosis じょうみゃくりゅう

4548 静脈瘤性 varicose じょうみゃくりゅうせい

4549 静脈瘤の varicose じょうみゃくりゅうの

4550 静脈瘤のある静脈 varicose vein じょうみゃくりゅうのあるじょうみゃく

4551 上葉［気管］支 upper lobe bronchus じょうようきかんし

4552 上葉枝 upper lobe bronchus じょうようし

4553 上碗動脈 brachial artery じょうわんどうみゃく

4554 除去 elimination じょきょ

4555 徐呼吸 bradypnea じょこきゅう

4556 除細動 defibrillation じょさいどう

4557 除細動器 defibrillator じょさいどうき

4558 除脂肪体重 lean body mass (LBM) じょしぼうたいじゅう

4559 除神経 denervation じょしんけい

4560 女性 woman じょせい

4561 女性 female じょせい

4562 女性化 feminism じょせいか

4563 女性（化）乳房 gynecomastia じょせいかにゅうぼう

4564 徐波睡眠 non-rapid eye movement (non-REM) sleep じょはすいみん

4565 ジョブ症候群 Job's syndrome じょぶしょうこうぐん

4566 除泡薬 antifoaming agent じょほうやく

4567 徐脈 infrequent pulse じょみゃく

4568 徐脈 bradycardia じょみゃく

4569 自律神経系 autonomic nervous system じりつしんけいけい

4570 自律神経遮断薬 autonomic blocking agent じりつしんけいしゃだんやく

4571 自律神経反射 autonomic reflex じりつしんけいはんしゃ

4572 自律性 autonomy じりつせい

4573 塵埃 dust じんあい

4574 塵埃感染 dust infection じんあいかんせん

4575 塵埃細胞 dust cell じんあいさいぼう

4576 塵埃暴露 dust exposure じんあいばくろ

4577 人為的 artificial じんいてき

4578 腎盂 （renal） pelvis、pelvis （of the kidney） じんう

4579 人格 personality じんかく

4580 腎クリアランス試験 renal clearance test じんくりあらんすしけん

4581 腎血漿流量 renal plasma flow じんけっしょうりゅうりょう

4582 人工換気 mechanical ventilation じんこうかんき

4583 人工換気（呼吸） artificial ventilation じんこうかんきこきゅう

4584 人工気胸［術］［法］ artificial pneumothorax じんこうききょうじゅつほう

4585 ［人工］気胸療法 ［artificial］pneumothorax therapy じんこうききょうりょうほう

4586 人工気腹［術］［法］ artificial pneumoperitoneum じんこうきふくじゅつほう

4587 人工呼吸 artificial ventilation (respiration) じんこうこきゅう



4588 人工呼吸 artificial breathing じんこうこきゅう

4589 人工呼吸器 ventilator じんこうこきゅうき

4590 人工呼吸器 respiratory apparatus じんこうこきゅうき

4591 人工呼吸器 ventilator じんこうこきゅうき

4592 人工呼吸器 respirator じんこうこきゅうき

4593 人工呼吸器関連肺炎 ventilator-associated pneumonia (VAP) じんこうこきゅうきかんれんはいえん

4594 人工産物 artifact じんこうさんぶつ

4595 人工循環 artificial circulation じんこうじゅんかん

4596 人工心臓 mechanical heart じんこうしんぞう

4597 人工心臓 artificial heart じんこうしんぞう

4598 人工心肺［術］［法］ artificial heart and lung じんこうしんぱいじゅつほう

4599 人工心肺装置 artificial heart and lung apparatus じんこうしんぱいそうち

4600 人工じんま疹 factitious urticaria じんこうじんましん

4601 人工的 artificial じんこうてき

4602 人工弁 valve prosthesis じんこうべん

4603 人工弁置換術 prosthetic replacement じんこうべんちかんじゅつ

4604 塵症 coniosis じんしょう

4605 腎小体 adrenal gland (suprarenal gland body) じんしょうたい

4606 腎上体 adrenal gland (suprarenal gland body) じんじょうたい

4607 じん（塵）肺［症］ pneumoconiosis じんじんぱいしょう

4608 腎性 renal じんせい

4609 腎性アシドーシス renal acidosis じんせいあしどーしす

4610 腎性代償 renal compensation じんせいだいしょう

4611 腎性浮腫 renal edema じんせいふしゅ

4612 腎臓 kidney じんぞう

4613 靱帯 ligament じんたい

4614 人畜共通感染症 zoonosis(es) じんちくきょうつうかんせんしょう

4615 人痘接種（法） variolation じんとうせっしゅほう

4616 腎の renal じんの

4617 腎不全 renal failure じんふぜん

4618 腎流血量 renal blood flow (RBF) じんりゅうけつりょう

4619 水気胸 hydropneumothorax すいききょう

4620 水胸［症］ hydrothorax すいきょうしょう

4621 水銀肺臓炎 mercury pneumonitis すいぎんはいぞうえん

4622 水呼吸 aquatic respiration すいこきゅう

4623 水酸化プロリン hydroxyproline すいさんかぷろりん

4624 水腫 edema すいしゅ

4625 水腫肺 wet lung すいしゅはい

4626 推進圧 driving pressure すいしんあつ

4627 推進する driving すいしんする

4628 推進力 driving force すいしんりょく

4629 膵線維嚢胞胞症 mucoviscidosis (fibrocystic disease of pancreas， cystic fibrosis) すいせんいのうほうほうしょう

4630 水素 hydrogen すいそ

4631 水素イオン濃度 hydrogen ion concentration すいそいおんのうど

4632 水素イオン濃度 H＋ すいそいおんのうど

4633 膵（臓）炎 pancreatitis すいぞうえん

4634 膵［臓］線維症 mucoviscidosis (fibrocystic disease of pancreas， cystic fibrosis) すいぞうせんいしょう

4635 水代謝 water metabolism すいたいしゃ

4636 垂直 vertical すいちょく

4637 垂直の vertical すいちょくの

4638 垂直方向勾配 vertical gradient すいちょくほうこうこうばい

4639 水痘肺炎 varicella pneumonia すいとうはいえん

4640 水痘肺炎 chicken pox pneumonia すいとうはいえん

4641 水分過剰 overhydration すいぶんかじょう

4642 水分代謝 water metabolism すいぶんたいしゃ

4643 水分平衡 water balance すいぶんへいこう

4644 水平位 horizontal すいへいい

4645 水平眼［球］振 horizontal nystagmus すいへいがんきゅうしん

4646 水泡音 coarse crackles すいほうおん

4647 睡眠呼吸障害 sleep-disordered breathing (SDB) すいみんこきゅうしょうがい

4648 睡眠時無呼吸 sleep apnea すいみんじむこきゅう

4649 睡眠時無呼吸過眠症候群 sleep apnea hypersomnia syndrome すいみんじむこきゅうかみんしょうこうぐん



4650 睡眠時無呼吸症候群 sleep apnea syndrome (SAS) すいみんじむこきゅうしょうこうぐん

4651 睡眠時無呼吸低呼吸（低換気）症候群 sleep apnoea hypopnoea syndrome すいみんじむこきゅうていこきゅうていかんきしょうこうぐん

4652 睡眠時無呼吸不眠症候群 sleep apnea insomnia syndrome (SAIS) すいみんじむこきゅうふみんしょうこうぐん

4653 睡眠時無呼吸不眠症候群 sleep apnea DIMS syndrome すいみんじむこきゅうふみんしょうこうぐん

4654 睡眠時無呼吸不眠症候群 SAIS (sleep apnea insomnia syndrome) すいみんじむこきゅうふみんしょうこうぐん

4655 睡眠障害 sleep disorder すいみんしょうがい

4656 睡眠薬 hypnotics すいみんやく

4657 水様（漿液）性痰 sputum aquosum すいようさましょうえきせいたん

4658 水様漿液性痰 sputum aquosum すいようさましょうえきせいたん

4659 水様鼻漏 nasal hydrorrhea すいようさまびろう

4660 水利尿 water diuresis すいりにょう

4661 スーパーオキサイド superoxide すーぱーおきさいど

4662 スーパーオキサイドジスムターゼ（活性酸素分解酵素） superoxide dismutase (SOD) すーぱーおきさいどじすむたーぜかっせいさんそぶんかいこうそ

4663 スーパーオキサイドジスムターゼ（活性酸素分解酵素） SOD (superoxide dismutase) すーぱーおきさいどじすむたーぜかっせいさんそぶんかいこうそ

4664 スーパーオキシドジスムターゼ superoxide dismutase すーぱーおきしどじすむたーぜ

4665 スーパー抗原 superantigen すーぱーこうげん

4666 スカベンジャー受容体 scavenger receptors すかべんじゃーじゅようたい

4667 スキャン scan すきゃん

4668 スキャ［ン］ニング scanning すきゃんにんぐ

4669 スキャン［法］ scanning すきゃんほう

4670 スクウィーク（short wheeze（s）とほぼ同義） squeak(s) すくうぃーくshort wheezesとほぼどうぎ

4671 スクリーニング検査 screening test すくりーにんぐけんさ

4672 スクレイピー scrapie すくれいぴー

4673 スズ肺症 stannosis すずはいしょう

4674 スター・エドワーズボール弁 Staar-Edwards ball-valve すたー・えどわーずぼーるべん

4675 スターリングの仮説 Starling hypothesis すたーりんぐのかせつ

4676 スターリングの式 Starling's equation すたーりんぐのしき

4677 スタット（4） STAT（4） すたっと4

4678 スティーブンス―ジョンソン症候群 Stevens-Johnson syndrome すてぃーぶんす―じょんそんしょうこうぐん

4679 ステップテスト step test すてっぷてすと

4680 ステロイド糖尿病 steroid diabetes すてろいどとうにょうびょう

4681 ステロイドパルス療法 pulse steroid therapy すてろいどぱるすりょうほう

4682 ステロイドホルモン steroid hormone すてろいどほるもん

4683 ステロイド薬（剤） steroid drug すてろいどやくざい

4684 ステロイド薬（剤）依存性 steroid dependent すてろいどやくざいいぞんせい

4685 ステント stent すてんと

4686 ストレートバック症候群 straight back syndrome すとれーとばっくしょうこうぐん

4687 ストレス stress すとれす

4688 ストレッチャー stretcher すとれっちゃー

4689 ストレプトリジン streptolysin すとれぷとりじん

4690 ストローマ細胞 stromal cells すとろーまさいぼう

4691 ストロンギロイデス属 Strongyloides すとろんぎろいですぞく

4692 スパイログラフ spirograph すぱいろぐらふ

4693 スパイログラフィー spirography すぱいろぐらふぃー

4694 スパイログラム spirogram すぱいろぐらむ

4695 スパイロメータ spirometer すぱいろめーた

4696 スパイロメトリーの spirometric すぱいろめとりーの

4697 スパイロメトリー（肺気量測定） spirometry すぱいろめとりーはいきりょうそくてい

4698 スピキュラ spicula すぴきゅら

4699 スフィンゴ脂質（リピド） sphingolipid すふぃんごししつりぴど

4700 スフィンゴミエリン sphingomyelin すふぃんごみえりん

4701 スペクトル心音図 spectral phonocardiogram すぺくとるしんおんず

4702 スペクトロメータ spectrometer すぺくとろめーた

4703 スベリン症 suberosis すべりんしょう

4704 スポロトリクム症 sporotrichosis すぽろとりくむしょう

4705 スポロトリコーシス sporotrichosis すぽろとりこーしす

4706 スマッド smad すまっど

4707 スモッグ smog すもっぐ

4708 スラッジング sludging すらっじんぐ

4709 スリーブ切除 sleeve resection すりーぶせつじょ

4710 スリーブ肺葉切除術 sleeve lobectomy すりーぶはいようせつじょじゅつ

4711 すりガラス[様]陰影 ground glass opacity すりがらすよういんえい



4712 すりガラス[様]陰影 ground glass appearance すりがらすよういんえい

4713 スローウイルス感染症 slow virus infection すろーういるすかんせんしょう

4714 スワイヤー・ジエームス症候群（片側不透過性肺） Swyer-James syndrome (unilateral hyperlucent lung) すわいやー・じえーむすしょうこうぐんかたがわふとうかせいはい

4715 スワイヤー・ジェームス（マクロード（マクラウド））症候群 Swyer-James (McLeod) syndrome すわいやー・じぇーむすまくろーどまくらうどしょうこうぐん

4716 スワブ swab すわぶ

4717 スワンガンツ・カテーテル Swan-Ganz catheter すわんがんつ・かてーてる

4718 随意収縮 voluntary contraction (voluntal contraction) ずいいしゅうしゅく

4719 髄液 cerebrospinal fluid (CSF) ずいえき

4720 髄液圧 liquor pressure ずいえきあつ

4721 髄液漏 liquorrhea ずいえきろう 

4722 髄液漏 leakage of cerebrospinal fluid ずいえきろう 

4723 髄外性造血 extramedullary hematopoiesis ずいがいせいぞうけつ

4724 髄外（の） extramedullary ずいがいの

4725 髄膜炎菌 meningococcus ずいまくえんきん

4726 髄膜へルニア meningocele ずいまくへるにあ

4727 髄膜瘤 meningocele ずいまくりゅう

4728 髄様（の） medullary ずいようの

4729 頭痛 headache ずつう

4730 ずり応力 shear stress ずりおうりょく

4731 背 spine せ

4732 正 regular せい

4733 整 regular せい

4734 （生）一回［心］拍出量 stroke volume せいいっかいしんはくしゅつりょう

4735 清音 resonant sound せいおん

4736 清音 resonant (percussion) sound(s) せいおん

4737 声音 voice sound(s) せいおん

4738 声音 voice せいおん

4739 声音共鳴 vocal resonance せいおんきょうめい

4740 声音振盪 vocal fremitus せいおんしんとう

4741 声音の vocal せいおんの

4742 生化学的 biochemical せいかがくてき

4743 生下時体重 birth weight せいかじたいじゅう

4744 生活の質 QOL (quality of life) せいかつのしつ

4745 生活の質 quality of life (QOL) せいかつのしつ

4746 生活力 viability せいかつりょく

4747 制癌性の carcinostatic せいがんせいの

4748 静菌性 bacteriostatic せいきんせい

4749 生検 biopsy せいけん

4750 制限 restriction せいげん

4751 制限 limitation せいげん

4752 性(行為)感染症 sexually transmitted diseases (STD) せいこういかんせんしょう

4753 生後の postnatal せいごの

4754 性差 sex differences せいさ

4755 製剤 preparation せいざい

4756 生産的 productive せいさんてき

4757 成熟 maturation せいじゅく

4758 正常呼吸 normal respiration せいじょうこきゅう

4759 正常呼吸 eupnea せいじょうこきゅう

4760 正常呼吸音 normal breath sound(s) せいじょうこきゅうおん

4761 正常細菌叢 normal flora せいじょうさいきんそう

4762 星状小体 asteroid body せいじょうしょうたい

4763 正常（の） normal せいじょうの

4764 青色症乳児 blue baby せいしょくしょうにゅうじ

4765 性殖腺外胚細胞腫 extragonadal germ cell tumor せいしょくせんがいはいさいぼうしゅ

4766 成人 adult せいじん

4767 精神安定剤 tranquilizer せいしんあんていざい

4768 精神安定薬 tranquilizer せいしんあんていやく

4769 成人呼吸促（窮）迫症候群 acute respiratory distress syndrome （ARDS) せいじんこきゅうそくきゅうはくしょうこうぐん

4770 精神神経性呼吸困難 psychoneurotic dyspnea せいしんしんけいせいこきゅうこんなん

4771 精神身体医学 psychosomatic medicine せいしんしんたいいがく

4772 成人喘息 adult asthma せいじんぜんそく

4773 精神病 psychosis せいしんびょう



4774 精神療法 psychotherapy せいしんりょうほう

4775 静水圧 hydrostatic pressure せいすいあつ

4776 精製ツベルクリン purified protein derivative (PPD) of tuberculin せいせいつべるくりん

4777 精製ツベルクリン PPD (purified protein derivative) tuberculin せいせいつべるくりん

4778 青石綿 crocidolite せいせきめん

4779 性腺刺激ホルモン gonadotropic hormone せいせんしげきほるもん

4780 性染色体 sexual chromosome せいせんしょくたい

4781 生存可能な viable せいぞんかのうな

4782 生存[期間] survival せいぞんきかん

4783 生存細胞（治療後等の） viable cell せいぞんさいぼうちりょうごとうの

4784 生存する survive せいぞんする

4785 生存（の） survival せいぞんの

4786 生存率 survival rate せいぞんりつ

4787 声帯 vocal cord せいたい

4788 生体 organism せいたい

4789 生体外［で］ in vitro せいたいがいで

4790 声帯共鳴 vocal resonance せいたいきょうめい

4791 生体恒常状態 homeostasis せいたいこうじょうじょうたい

4792 声帯切除［術］ cordotomy せいたいせつじょじゅつ

4793 生体内［で］ in vivo せいたいないで

4794 声帯麻痺 vocal cord paralysis せいたいまひ

4795 正中線 median line せいちゅうせん

4796 成長 growth せいちょう

4797 成長ホルモン somatotrop［h］ic hormone せいちょうほるもん

4798 成長ホルモン growth hormone せいちょうほるもん

4799 静的 static せいてき

4800 静的コンプライアンス static compliance せいてきこんぷらいあんす

4801 静的肺弾性収縮力 static (lung) compliance (static lung elastic recoil) せいてきはいだんせいしゅうしゅくりょく

4802 静動脈短絡 venoarterial shunting せいどうみゃくたんらく

4803 静動脈パイパス（副行路） venoarterial bypass せいどうみゃくぱいぱすふくこうろ

4804 制吐剤 antiemetic drug せいとざい

4805 制吐療法 antiemetic therapy せいとりょうほう

4806 青年期 adolescence せいねんき

4807 静肺コンブライアンス static lung compliance せいはいこんぶらいあんす

4808 静肺コンプライアンス static (lung) compliance (static lung elastic recoil) せいはいこんぷらいあんす

4809 性比 sex ratio せいひ

4810 製品 preparation せいひん

4811 生物 organism せいぶつ

4812 生物学的悪性 biological malignancy せいぶつがくてきあくせい

4813 生物学的検定 bioassay せいぶつがくてきけんてい

4814 生物学的特徴 biological characteristics せいぶつがくてきとくちょう

4815 生物学的半減期 biological half life せいぶつがくてきはんげんき

4816 生物検定（バイオアッセイ） bioassay せいぶつけんていばいおあっせい

4817 生物災害（バイオハザード） biohazard せいぶつさいがいばいおはざーど

4818 生命維持 life support せいめいいじ

4819 生命にかかわる lethal (fatal) せいめいにかかわる

4820 生命力 viability せいめいりょく

4821 声門痙攣 laryngism せいもんけいれん

4822 声門痙攣 glottic spasm せいもんけいれん

4823 声門水（浮）腫 glottic edema せいもんすいふしゅ

4824 声門の glottic せいもんの

4825 生理学的死腔 physiological dead space せいりがくてきしくう

4826 生理［学］的死腔 physiological dead space せいりがくてきしくう

4827 生理食塩水 saline せいりしょくえんすい

4828 生理食塩水希釈法 saline dilution method せいりしょくえんすいきしゃくほう

4829 生理的食塩水 physiological saline せいりてきしょくえんすい

4830 世界的流行 pandemia せかいてきりゅうこう

4831 世界肺癌学会または世界肺癌会議 International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) せかいはいがんがっかいまたはせかいはいがんかいぎ

4832 せき cough せき

4833 赤外線 ultrared ray せきがいせん

4834 せき後［の］ラ音 posttussive rale せきごのらおん

4835 せき（咳）失神 cough syncope せきしっしん



4836 脊髄 spinal cord せきずい

4837 脊髄［索］［神経路］切断［術］ cordotomy せきずいさくしんけいろせつだんじゅつ

4838 脊髄転移 spinal cord metastasis せきずいてんい

4839 ［脊柱］後弯［症］ kyphosis せきちゅうこうわんしょう

4840 ［脊柱］後側弯［症］ kyphoscoliosis せきちゅうごそくわんしょう

4841 ［脊柱］側弯［症］ scoliosis せきちゅうそくわんしょう

4842 赤沈（赤血球沈降速度） ESR (erythrocyte sedimentation rate) せきちんせっけっきゅうちんこうそくど

4843 脊椎 spine せきつい

4844 脊椎炎 spondylitis せきついえん

4845 ［脊］椎骨 vertebra せきついこつ

4846 脊椎症 spondylosis せきついしょう

4847 脊椎辷り症 spondylolisthesis せきついすべりしょう

4848 ［脊椎］前弯［症］ lordosis せきついぜんわんしょう

4849 脊椎分離（症） spondylolysis せきついぶんりしょう

4850 脊椎前の prevertebral せきついまえの

4851 赤鉄鉱夫肺 hematite miner's lung せきてつこうふはい

4852 咳ばらい hawk せきばらい

4853 せき反射 cough reflex せきはんしゃ

4854 石筆石（葉ろう石）塵肺症 pyrophyllitosis せきひつせきようろうせきじんぱいしょう

4855 石［粉］肺［症］ chalicosis (chaliccosis) せきふんはいしょう

4856 石綿 asbestos せきめん

4857 石綿小体 asbestos body せきめんしょうたい

4858 石綿繊維 asbestos fiber せきめんせんい

4859 石綿肺 asbestosis せきめんはい

4860 節 segment せつ

4861 石灰化（像） calcification せっかいかぞう

4862 石灰化リンパ節 calcified lymph node せっかいかりんぱせつ

4863 切開［術］ incision せっかいじゅつ

4864 切開生検 open biopsy せっかいせいけん

4865 石灰転移 calcium metastasis せっかいてんい

4866 石灰肺 chalicosis (chaliccosis) せっかいはい

4867 赤血球 red blood cell せっけっきゅう

4868 赤血球 erythrocyte せっけっきゅう

4869 ［赤］血球凝集抑制テスト（試験） hemagglutination inhibition test せっけっきゅうぎょうしゅうよくせいてすとしけん

4870 赤血球数 red blood cell count (RBC) せっけっきゅうすう

4871 赤血球増多症 polycythemia せっけっきゅうぞうたしょう

4872 赤血球沈降速度 erythrocyte sedimentation rate (ESR) せっけっきゅうちんこうそくど

4873 赤血球沈降速度 dimentation rate［of erythrocyte］ せっけっきゅうちんこうそくど

4874 赤血球沈降速度（血沈） erythrocyte sedimentation rate (ESR) せっけっきゅうちんこうそくどけっちん

4875 赤血球沈降速度（赤沈） erythrocyte sedimentation rate (ESR) せっけっきゅうちんこうそくどせきちん

4876 赤血球抵抗試験 fragility test せっけっきゅうていこうしけん

4877 接合線 junction line せつごうせん

4878 接合帯 tight junction せつごうたい

4879 石工肺 mason's lung (stone-cutter's lung) せっこうはい

4880 摂取 uptake せっしゅ

4881 摂取量 uptake せっしゅりょう

4882 接触 contact せっしょく

4883 摂食障害 eating disorder せっしょくしょうがい

4884 切除［術］ resection せつじょじゅつ

4885 切除［術］ excision せつじょじゅつ

4886 切除例 resected case せつじょれい

4887 接着因子 adherence factor(s) せっちゃくいんし

4888 接着装置 desmosome せっちゃくそうち

4889 接着斑 desmosome せっちゃくはん

4890 接着分子 adhesion molecule せっちゃくぶんし

4891 切迫した impending せっぱくした

4892 セラチア serratial pneumonia せらちあ

4893 セラチア肺炎 serratia pneumonia せらちあはいえん

4894 セリンプロテアーゼインヒビター serine protease inhibitor せりんぷろてあーぜいんひびたー

4895 セルフ・スーパバイズドトリートメント self-supervised treatment せるふ・すーぱばいずどとりーとめんと

4896 セレクチン selectins せれくちん

4897 セロトニン serotonin せろとにん



4898 尖 apex せん

4899 腺 gland せん

4900 繊維 fiber せんい

4901 線維化 fibrotic change せんいか

4902 線維芽細胞 fibroblast せんいがさいぼう

4903 線維芽細胞 fibroblast せんいがさいぼう

4904 線維芽細胞成長因子 fibroblast growth factor せんいがさいぼうせいちょういんし

4905 線維化性心膜炎 fibrinous pericarditis せんいかせいしんまくえん

4906 線維化［性］［肺］胞隔炎 fibrosing alveolitis せんいかせいはいほうかくえん

4907 線維化胞（隔）炎 fibrosing alveolitis せんいかほうかくえん

4908 線維胸（郭） fibrothorax せんいきょうかく

4909 線維腫 fibroma せんいしゅ

4910 線維症 fibrosis せんいしょう

4911 線維（植物・鉱物） fiber せんいしょくぶつ・こうぶつ

4912 線維性結核 fibroid tuberculosis せんいせいけっかく

4913 線維性肺炎 fibrous pneumonia せんいせいはいえん

4914 線維腺腫 fibroadenoma せんいせんしゅ

4915 線維素 fibrin せんいそ

4916 線維増生 fibrosis せんいぞうせい

4917 線維素性 fibrinous せんいそじょう

4918 線維素［性］気管支炎 fibrinous bronchitis (bronchitis fibrinosa) せんいそじょうきかんしえん

4919 線維素性肺炎 fibrinous pneumonia せんいそじょうはいえん

4920 線維素性胸膜炎 fibrinous pleurisy せんいそせいきょうまくえん

4921 線維素原 fibrinogen せんいそはら

4922 線維素分解産物 fibrin degradation product (FDP) せんいそぶんかいさんぶつ

4923 線維素溶解 fibrinolysis せんいそようかい

4924 線維素溶解素 fibrinolysin せんいそようかいす

4925 線維嚢胞症 fibrocystic disease せんいのうほうしょう

4926 腺炎 adenitis せんえん

4927 遷延性 prolonged せんえんせい

4928 腺窩性アンギーナ lacunar angina せんかせいあんぎーな

4929 腺癌 adenocarcinoma せんがん

4930 潜函症 compressed air sicknees せんかんしょう

4931 潜函病 decompression sickness せんかんびょう

4932 潜函病 caisson disease せんかんびょう

4933 腺棘細胞腫 adenoacanthoma せんきょくさいぼうしゅ

4934 占拠病変 space occupying lesion (SOL) せんきょびょうへん

4935 銭型陰影 coin lesion せんけいいんえい

4936 穿孔 perforation せんこう

4937 穿孔式経皮肺生検 trephine needle lung biopsy せんこうしきけいひはいせいけん

4938 潜行する insidious せんこうする

4939 潜行性［の］ insidious せんこうせいの

4940 潜行的 insidious せんこうてき

4941 浅呼吸 hypopnea せんこきゅう

4942 浅呼吸 shallow respiration (shallow breathing) せんこきゅう

4943 仙骨 sacrum せんこつ

4944 潜在性アシドーシス latent acidosis せんざいせいあしどーしす

4945 潜在性肺癌 occult lung cancer せんざいせいはいがん

4946 栓［子］ plug せんし

4947 潜時 latent time せんじ

4948 潜時 latency せんじ

4949 穿刺［術］ paracentesis せんしじゅつ

4950 穿刺する tap せんしする

4951 先（肢）端チアノーゼ acrocyanosis せんしたんちあのーぜ

4952 穿刺（法） puncture せんしほう

4953 穿刺[法] tapping せんしほう

4954 腺腫 adenoma せんしゅ

4955 腺周囲炎 periadenitis せんしゅういえん

4956 腺腫様肺癌 adenomatous lung cancer せんしゅうようはいがん

4957 腺腫症 adenomatosis せんしゅしょう

4958 腺［腫］様化生 adenomatous metaplasia せんしゅようかせい

4959 腺［腫］様増殖 adenomatous hyperplasia せんしゅようぞうしょく



4960 戦傷 war injury せんしょう

4961 線条 filament せんじょう

4962 洗浄 washing せんじょう

4963 洗浄 irrigation せんじょう

4964 洗浄（液） lavage せんじょうえき

4965 腺上皮 glandular epithelium せんじょうひ

4966 染色 stain せんしょく

4967 染色質 chromatin せんしょくしつ

4968 染色体 chromosome せんしょくたい

4969 潜水病 caisson disease せんすいびょう

4970 腺切除［術］ adenectomy せんせつじょじゅつ

4971 腺線維腫 adenofibroma せんせんいしゅ

4972 腺線維症 adenofibrosis せんせんいしょう

4973 浅速呼吸 panting せんそくこきゅう

4974 選択的 selective せんたくてき

4975 選択的気管支動脈カテーテル（挿入）法［術］ selective bronchial catheterization せんたくてききかんしどうみゃくかてーてるそうにゅうほうじゅつ

4976 選択的気胸 selective pneumothorax せんたくてきききょう

4977 選択的血管造（撮）影［法］ selective angiography せんたくてきけっかんぞうさつえいほう

4978 選択的再吸収 selective reabsorption せんたくてきさいきゅうしゅう

4979 選択的透過性 selective permeability せんたくてきとうかせい

4980 選択的肺胞気管支造影 selective alveolobronchography (SAB) せんたくてきはいほうきかんしぞうえい

4981 先端巨大症 acromegalia せんたんきょだいしょう

4982 先端肥大症 acromegaly せんたんひだいしょう

4983 線虫属 Strongyloides せんちゅうぞく

4984 穿通 penetration せんつう

4985 腺摘出［術］ adenectomy せんてきしゅつじゅつ

4986 先天性 congenital せんてんせい

4987 先天性横隔膜ヘルニア congenital diaphragmatic hernia せんてんせいおうかくまくへるにあ

4988 先天［性］欠損 birth defect せんてんせいけっそん

4989 先天性心疾患 congenital heart disease せんてんせいしんしっかん

4990 先天［性］の inborn せんてんせいの

4991 ［先天性］閉鎖［症］ atresia せんてんせいへいさしょう

4992 先天的 inborn せんてんてき

4993 先天的感染症 congenital infection せんてんてきかんせんしょう

4994 穿頭術 perforation せんとうじゅつ

4995 腺の glandular せんの

4996 腺表皮癌 adenoacanthoma せんひょうひがん

4997 潜伏癌 latent cancer せんぷくがん

4998 潜伏期 latency せんぷくき

4999 潜伏期 incubation せんぷくき

5000 潜伏期間 latent period せんぷくきかん

5001 潜伏期［間］ incubation period せんぷくきかん

5002 潜伏時間 latent time せんぷくじかん

5003 潜伏性の latent せんぷくせいの

5004 潜伏性［の］ insidious せんぷくせいの

5005 腺房 acinus せんぼう

5006 線毛 cilium せんもう

5007 線毛運動 ciliary movement せんもううんどう

5008 線毛円柱上皮 ciliated columnar epithelium せんもうえんちゅうじょうひ

5009 線毛細胞 ciliated (ciliary) cell せんもうさいぼう

5010 線毛上皮 ciliated epithelium せんもうじょうひ

5011 線毛不動症候群 immotile cilia syndrome せんもうふどうしょうこうぐん

5012 （線毛の）運動腕 dynein arm せんもうんのうんどうわん

5013 腺様 glandular せんよう

5014 腺様嚢胞癌 adenoid cystic carcinoma せんようのうほうがん

5015 脆弱高齢者 frail elderly ぜいじゃくこうれいしゃ

5016 舌区症候群 lingular disease， lingual syndrome ぜっくしょうこうぐん

5017 舌支（舌状区支，左B4，B5の幹） lingular bronchus ぜっしぜつじょうくし，ひだりB4，B5のかん

5018 舌状体 lingula ぜつじょうたい

5019 舌状の lingular ぜつじょうの

5020 絶対［性］不整脈 absolute arrhythmia ぜったいせいふせいみゃく

5021 絶対［的］心濁音界 absolute cardiac dullness ぜったいてきしんだくおんかい



5022 ゼノン xenon-133(133Xe) ぜのん

5023 ゼラチン様喀痰 gelatinous sputum ぜらちんようかくたん

5024 ゼロトモグラフィ一（電子断層写真） xerotomography ぜろともぐらふぃいちでんしだんそうしゃしん

5025 前 anterior ぜん

5026 喘（ぜん）鳴 wheeze ぜん（ぜん）めい

5027 全一 total ぜんいつ

5028 前拡張期 prediastolic ぜんかくちょうき

5029 全拡張期雑音 holodiastolic (pandiastolic) murmur ぜんかくちょうきざつおん

5030 前癌状態 precancerous condition ぜんがんじょうたい

5031 前癌の precarcinomatous ぜんがんの

5032 前胸［部］痛 precordial pain ぜんきょうぶつう

5033 前駆症状 prodrome ぜんくしょうじょう

5034 前駆の prodromal ぜんくの

5035 全血 whole blood ぜんけつ

5036 全血液量 total blood volume ぜんけつえきりょう

5037 全血漿量 total plasma volume ぜんけっしょうりょう

5038 全血量 total blood volume ぜんけつりょう

5039 漸減性雑音 decrescendo murmur ぜんげんせいざつおん

5040 前後の sagittal ぜんごの

5041 前斜角筋リンパ節生検 scalene (lymph) node biopsy (Daniel's biopsy) ぜんしゃかくきんりんぱせつせいけん

5042 前縦隔腫瘍 anterior mediastinal tumor ぜんじゅうかくしゅよう

5043 前収縮期 presystolic ぜんしゅうしゅくき

5044 全収縮期雑音 pansystolic murmur ぜんしゅうしゅくきざつおん

5045 全収縮期雑音 holosystolis (pansystohc) murmur ぜんしゅうしゅくきざつおん

5046 前［上葉］枝 ramus［lobi superioris］ ventralis (anterior bronchus) (B3) ぜんじょうようし

5047 全身感染［症］ general infection ぜんしんかんせんしょう

5048 全身状態 general condition ぜんしんじょうたい

5049 全身性 general ぜんしんせい

5050 全身性エリテマトーデス systemic lupus erythematosus (SLE) ぜんしんせいえりてまとーです

5051 全身性エリテマトーデス SLE (systemic lupus erythematosus) ぜんしんせいえりてまとーです

5052 全身性炎症反応症候群 systemic inflammatory response syndrome (SIRS) ぜんしんせいえんしょうはんのうしょうこうぐん

5053 全身性紅斑性狼瘡 SLE (systemic lupus erythematosus) ぜんしんせいこうはんせいろうそう

5054 全身性疾患 systemic disease ぜんしんせいしっかん

5055 全身性の systemic ぜんしんせいの

5056 全身麻酔［法］ general anesthesia ぜんしんますいほう

5057 全生存[期間] overall survival ぜんせいぞんきかん

5058 前接合線 anterior junction line ぜんせつごうせん

5059 全（総）血［液］量 total blood volume ぜんそうけつえきりょう

5060 漸増性雑音 crescendo murmur ぜんぞうせいざつおん

5061 漸増漸減 wax and wane ぜんぞうぜんげん

5062 喘息 asthma ぜんそく

5063 喘息・COPDオーバーラップ症候群 asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) ぜんそく・COPDおーばーらっぷしょうこうぐん

5064 喘息患者 asthmatic ぜんそくかんじゃ

5065 喘息管理国際指針 Global Initiative for Asthma (GINA) ぜんそくかんりこくさいししん

5066 喘息管理質問票スコア asthma control questionnaire (ACQ) ぜんそくかんりしつもんひょうすこあ

5067 喘息教育 asthma education ぜんそくきょういく

5068 喘息コントロールテスト asthma control test (ACT) ぜんそくこんとろーるてすと

5069 喘息死 asthma death ぜんそくし

5070 喘息持続状態 status asthmaticus ぜんそくじぞくじょうたい

5071 喘息性気管支炎 asthmatic bronchitis ぜんそくせいきかんしえん

5072 喘息［性］の asthmatic ぜんそくせいの

5073 喘息のガイドライン guidelines for asthma care ぜんそくのがいどらいん

5074 喘息の自己管理 self care of asthma ぜんそくのじこかんり

5075 前側方開胸［術］ anterolateral thoracotomy ぜんそくほうかいきょうじゅつ

5076 喘息発作 asthmatic attack ぜんそくほっさ

5077 喘息発作重積（状態） status asthmaticus ぜんそくほっさじゅうせきじょうたい

5078 喘息様の asthmatoid ぜんそくようの

5079 全体の total ぜんたいの

5080 前腸 foregut ぜんちょう

5081 蠕動 peristalsis ぜんどう

5082 全脳照射 whole-brain radiation ぜんのうしょうしゃ

5083 全脳照射 cranial irradiation ぜんのうしょうしゃ



5084 全肺気量 total lung capacity (TLC) ぜんはいきりょう

5085 全肺血管抵抗 total pulmonary vascular resistance (TPVR) ぜんはいけっかんていこう

5086 全肺静脈還流異常 total anomalous pulmonary venous return (TAPVR) ぜんはいじょうみゃくかんりゅういじょう

5087 前肺底枝 ramus ventrobasalis (anterior basal bronchus) (B8) ぜんはいていし

5088 前壁梗塞 anterior infarction ぜんぺきこうそく

5089 前房 atrium ぜんぼう

5090 前方 anterior ぜんぽう

5091 前方不全 forward failure ぜんぽうふぜん

5092 全末梢血管抵抗 total peripheral resistance ぜんまっしょうけっかんていこう

5093 喘鳴 stridor ぜんめい

5094 喘鳴 stridor ぜんめい

5095 喘鳴音 wheezing ぜんめいおん

5096 前立腺癌 prostatic cancer ぜんりつせんがん

5097 素因 disposition そいん

5098 層 tunica そう

5099 創 wound そう

5100 層 tunica そう

5101 走化性 chemotaxis そうかせい

5102 走化性 chemotaxis (chemotaxy) そうかせい

5103 走化性因子 chemotactic factor そうかせいいんし

5104 走化性因子 chemotactic factor そうかせいいんし

5105 相関 correlation そうかん

5106 挿管 cannulation そうかん

5107 挿管［法］ intubation そうかんほう

5108 早期癌 early cancer そうきがん

5109 早期（初期）空洞 early cavity そうきしょきくうどう

5110 早期浸潤 early infiltration そうきしんじゅん

5111 早期の early そうきの

5112 早期肺癌 early lung cancer そうきはいがん

5113 早期肺癌 bronchogenic carcinoma そうきはいがん

5114 早期発見 early detection そうきはっけん

5115 双球菌 diplococcus そうきゅうきん

5116 双極性 bipolar そうきょくせい

5117 総頚動脈 common carotid artery そうけいどうみゃく

5118 奏効期間 response duration そうこうきかん

5119 相互作用 interaction そうごさよう

5120 相互の reciprocal そうごの

5121 走査 scanning そうさ

5122 走査電子顕微鏡 scanning electron microscope そうさでんしけんびきょう

5123 早産の abortive そうざんの

5124 創傷 wound そうしょう

5125 巣状 focal そうじょう

5126 巣状感染 focal infection そうじょうかんせん

5127 巣状性肺気腫 focal emphysema そうじょうせいはいきしゅ

5128 層状体 lamellar body そうじょうたい

5129 巣状肺炎 focal pneumonia そうじょうはいえん

5130 叢状病変 plexiform lesion そうじょうびょうへん

5131 層状不均等 stratified inhomogeneity そうじょうふきんとう

5132 爪床脈 nail pulse そうしょうみゃく

5133 走性 aberrant そうせい

5134 双生児 twins そうせいじ

5135 相対アルカリ性 relative alkalinity そうたいあるかりせい

5136 相対一定度アルカリ性 relative constant alkalinity そうたいいっていどあるかりせい

5137 相対危険度 relative risk そうたいきけんど

5138 相対的 relative そうたいてき

5139 相対［的］心濁音界 relative cardiac dullness そうたいてきしんだくおんかい

5140 相対［的］の relative そうたいてきの

5141 相対不応期 relative refractory phase そうたいふおうき

5142 総炭酸ガス量 total carbon dioxide そうたんさんがすりょう

5143 総炭酸［量］ total carbon dioxide そうたんさんりょう

5144 装置 apparatus そうち

5145 総動脈管 truncus arteriosus communis そうどうみゃくかん



5146 総二酸化炭素量 total carbon dioxide そうにさんかたんそりょう

5147 掻把 curettage そうは

5148 蒼白 pallor そうはく

5149 蒼白乳児 blue baby そうはくにゅうじ

5150 層板小体 lamellar body そうばんしょうたい

5151 僧帽性 mitral P そうぼうせい

5152 僧帽弁 mitral valve そうぼうべん

5153 僧帽弁型（X線像の） mitral configuration そうぼうべんがたXせんぞうの

5154 僧帽弁逆流［症］ mitral regurgitation (MR) そうぼうべんぎゃくりゅうしょう

5155 僧帽弁狭窄［症］ mitral stenosis (MS) そうぼうべんきょうさくしょう

5156 僧帽弁口 mitral orifice そうぼうべんこう

5157 憎帽弁尖 mitral valve leaflet そうぼうべんしょう

5158 僧帽弁の mitral そうぼうべんの

5159 僧帽弁閉鎖不全［症］ mitral insufficiency (MI) そうぼうべんへいさふぜんしょう

5160 僧帽弁閉鎖不全［症］ mitral regurgitation (MR) そうぼうべんへいさふぜんしょう

5161 相補的DNA complementary DNA そうほてきDNA

5162 層流 laminar flow そうりゅう

5163 阻害 inhibition そがい

5164 そ（遡）及的の retrospective そきゅうてきの

5165 側圧 lateral pressure そくあつ

5166 側臥位 lateral position そくがい

5167 側管 bypass そくかん

5168 側行路 collateral pathway そくこうろ

5169 促進因子 promoter そくしんいんし

5170 塞栓 embolus そくせん

5171 塞栓術 embolization そくせんじゅつ

5172 塞栓症 embolism そくせんしょう

5173 塞栓性梗塞 embolic infarct そくせんせいこうそく

5174 塞栓性肺炎 embolic pneumonia そくせんせいはいえん

5175 塞栓摘出［術］ embolectomy そくせんてきしゅつじゅつ

5176 速度 velocity そくど

5177 側頭 temporal そくとう

5178 速度曲線 tachygram そくどきょくせん

5179 速度図 tachygram そくどず

5180 側副換気 collateral ventilation そくふくかんき

5181 側副経路 collateral route (collateral pathway) そくふくけいろ

5182 側副血行（循環） collateral circulation そくふくけっこうじゅんかん

5183 側副行路 collateral pathway そくふくこうろ

5184 側副の collateral そくふくの

5185 側副（副行）換気 collateral ventilation そくふくふくこうかんき

5186 側面像 lateral view そくめんぞう

5187 底 nadir そこ

5188 底（気管支）幹 basal bronchus そこきかんしかん

5189 組織 tissue そしき

5190 組織 histological そしき

5191 組織圧 tissue pressure そしきあつ

5192 組織因子 tissue factor そしきいんし

5193 組織液 tissue fluid そしきえき

5194 組織［化］ organization そしきか

5195 組織学 histology そしきがく

5196 組織球 histiocyte そしききゅう

5197 組織球腫 histiocytoma そしききゅうしゅ

5198 組織球症 histiocytosis そしききゅうしょう

5199 組織球性細網症 histiocytic reticulosis そしききゅうせいさいもうしょう

5200 組織球増殖症 histiocytosis そしききゅうぞうしょくしょう

5201 組織原 histogenous そしきげん

5202 組織呼吸 tissue respiration そしきこきゅう

5203 組織適合 histocompatibility antigen そしきてきごう

5204 組織適合性 histocompatibility そしきてきごうせい

5205 組織（内）呼吸 internal respiration そしきないこきゅう

5206 組織培養 tissue culture そしきばいよう

5207 組織発生 histogenic そしきはっせい



5208 組織プラズミノーゲンアクチベータ（一） tissue plasminogen activator (t-PA) そしきぷらずみのーげんあくちべーた一

5209 組織マトリックス分解酵素阻害薬 tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP) そしきまとりっくすぶんかいこうそそがいやく

5210 組織免疫 tissue immunity そしきめんえき

5211 素質 predisposition そしつ

5212 素質 diathesis そしつ

5213 素質 disposition そしつ

5214 組成 constitution そせい

5215 蘇生［術］ resuscitation そせいじゅつ

5216 卒中 stroke そっちゅう

5217 粗動 flutter そどう

5218 外側の lateral そとがわの

5219 外の external そとの

5220 その位置で in situ そのいちで

5221 蹲踞 squatting position そんきょ

5222 損傷 trauma そんしょう

5223 存続 persistence そんぞく

5224 増悪 exacerbation ぞうあく

5225 増悪 aggravation ぞうあく

5226 造影 stain ぞうえい

5227 造影剤 contrast material (medium) ぞうえいざい

5228 造影剤 contrast solution ぞうえいざい

5229 増（拡）大 enlargement ぞうかくだい

5230 増感 sensitization ぞうかん

5231 臓器 viscerum ぞうき

5232 臓器 organ ぞうき

5233 ［臓器］受入れ者 recipient ぞうきうけいれしゃ

5234 臓器の visceral ぞうきの

5235 ［臓器］被移植者 recipient ぞうきひいしょくしゃ

5236 増強薬 adjuvant ぞうきょうやく

5237 造血細胞 hematopoietic cell(s) ぞうけつさいぼう

5238 造血性 hematogenous ぞうけつせい

5239 増骨性転移 osteoplastic metastasis ぞうこつせいてんい

5240 増殖 vegetation ぞうしょく

5241 増殖 hyperplasia ぞうしょく

5242 増殖因子 growth factors ぞうしょくいんし

5243 増殖細胞核抗原 proliferating cell nuclear antigen (PCNA) ぞうしょくさいぼうかくこうげん

5244 増殖性 proliferative ぞうしょくせい

5245 増殖性細気管支炎 proliferative bronchiolitis ぞうしょくせいさいきかんしえん

5246 増殖［性］［的］ productive ぞうしょくせいてき

5247 臓側胸膜 visceral pleura ぞうそくきょうまく

5248 臓側の visceral ぞうそくの

5249 続発症 sequelae (sequelaの複数) ぞくはっしょう

5250 続発性気胸 secondary pneumothorax ぞくはつせいききょう

5251 続発［性］の secondary ぞくはつせいの

5252 続発性肺炎 secondary pneumonia ぞくはつせいはいえん

5253 粟粒 miliary ぞくりゅう

5254 粟粒結核［症］ miliary tuberculosis ぞくりゅうけっかくしょう

5255 粟粒結節 miliary tubercle ぞくりゅうけっせつ

5256 粟粒塞栓症 miliary embolism ぞくりゅうそくせんしょう

5257 粟粒［大］の miliary ぞくりゅうだいの

5258 ターク TARC (thymus and activation regulated chemokine) たーく

5259 ターニケット tourniquet たーにけっと

5260 ターンオーバー turnover たーんおーばー

5261 体位 posture たいい

5262 体位 body position たいい

5263 体位（姿勢）反射 postural reflex たいいしせいはんしゃ

5264 体位性低血圧［症］ postural hypotension たいいせいていけつあつしょう

5265 体位性排液（痰）法 postural drainage たいいせいはいえきたんほう

5266 体位注低血圧［症］ postural hypotension たいいちゅうていけつあつしょう

5267 体位ドレナージ法 postural drainage たいいどれなーじほう

5268 体位の postural たいいの

5269 体液 liquid (fluid) たいえき



5270 体液 body fluid たいえき

5271 体液性 humoral たいえきせい

5272 体液［性］免疫 humoral immunity たいえきせいめんえき

5273 体液調節 fluid regulation たいえきちょうせつ

5274 体液の fluid たいえきの

5275 対応 correspondence たいおう

5276 体温 body temperature たいおん

5277 体温計 thermometer たいおんけい

5278 体温調節 thermoregulation たいおんちょうせつ

5279 体外環流 extracorporeal perfusion たいがいかんりゅう

5280 体外灌流 extracorporeal perfusion たいがいかんりゅう

5281 体外循環 extracorporeal circulation たいがいじゅんかん

5282 体外心［臓］マッサージ external cardiac massage (ECM) たいがいしんぞうまっさーじ

5283 体外（の） extracorporeal たいがいの

5284 体外ペースメーカ external pacemaker たいがいぺーすめーか

5285 体外補助呼吸装置 extracorporeal respiratory assistant (ECRA) たいがいほじょこきゅうそうち

5286 体外膜型酸素化（付加）装置 extracorporeal membrane oxygenator たいがいまくがたさんそかふかそうち

5287 退化（化学的な） degradation たいかかがくてきな

5288 体格 body size たいかく

5289 体格 stature たいかく

5290 胎芽腫 embryoma たいがしゅ

5291 胎芽（ヒト） embryo たいがひと

5292 大気 room air たいき

5293 大気 atmosphere たいき

5294 大気圧 barometric pressure たいきあつ

5295 大気汚染 air pollution たいきおせん

5296 大気療法 aerotherapy たいきりょうほう

5297 体型 habitus たいけい

5298 退形成 anaplasia たいけいせい

5299 体腔 body cavity たいこう

5300 退行 regression たいこう

5301 耐（抗）酸性の acidoresistant たいこうさんせいの

5302 退行［性］ retrograde たいこうせい

5303 退行性変性 retrograde degeneration たいこうせいへんせい

5304 退行発育 anaplasia たいこうはついく

5305 退行［変化］ cataplasia (cataplasis) たいこうへんか

5306 対向流交換 countercurrent exchange たいこうりゅうこうかん

5307 胎児 fetus たいじ

5308 胎児 embryo たいじ

5309 胎児呼吸 fetal respiration たいじこきゅう

5310 胎児性癌 embryonal carcinoma たいじせいがん

5311 胎児性がん（癌）抗原 carcinoembryonic antigen (CEA) たいじせいがんがんこうげん

5312 体質 habitus たいしつ

5313 体質 constitution たいしつ

5314 胎児肺 fetal lung たいじはい

5315 代謝 metabolism たいしゃ

5316 代謝拮抗薬 antimetabolite たいしゃきっこうやく

5317 代謝産物 metabolite たいしゃさんぶつ

5318 代謝産物 metabolic product たいしゃさんぶつ

5319 代謝性 metabolic たいしゃせい

5320 代謝性アシドーシス metabolic acidosis たいしゃせいあしどーしす

5321 代謝性アルカローシス metabolic alkalosis たいしゃせいあるかろーしす

5322 代謝物質プール metabolic pool たいしゃぶっしつぷーる

5323 代謝率 metabolic rate たいしゃりつ

5324 体重 body weight たいじゅう

5325 対宿主性移植片反応 graft-versus-host reaction (GVHR) たいしゅくしゅせいいしょくへんはんのう

5326 体循環 systemic circulation たいじゅんかん

5327 対照 control たいしょう

5328 対照液 contrast solution たいしょうえき

5329 対称［性］の symmetric たいしょうせいの

5330 対症的 symptomatic たいしょうてき

5331 対称［的］形 symmetric たいしょうてきけい



5332 帯状へルペス herpes zoster たいじょうへるぺす

5333 帯状疱疹 herpes zoster たいじょうほうしん

5334 対症療法 symptomatic therapy たいしょうりょうほう

5335 対症療法 palliative therapy たいしょうりょうほう

5336 対症療法 conservative treatment たいしょうりょうほう

5337 耐性 tolerance たいせい

5338 耐性 resistance (R) たいせい

5339 胎生学 embryology たいせいがく

5340 耐性拭験 tolerance test たいせいしけん

5341 体［性］の somatic たいせいの

5342 体積 volume たいせき

5343 対側［性］ contralateral たいそくせい

5344 対側［性］の symmetric たいそくせいの

5345 対側肺切除 contralateral lung resection たいそくはいせつじょ

5346 （体内）移植 implantation たいないいしょく

5347 体内ガス貯蔵［量］ body gas store たいないがすちょぞうりょう

5348 体内全（総）水分量 total body water たいないぜんそうすいぶんりょう

5349 体内総水分［量］ total body water たいないそうすいぶんりょう

5350 対比 contrast たいひ

5351 体表 body surface たいひょう

5352 体表面積 body surface area たいひょうめんせき

5353 体プレチスモグラフ body plethysmograph たいぷれちすもぐらふ

5354 体プレチスモグラフィー body plethysmography たいぷれちすもぐらふぃー

5355 対麻痺 paraplegia たいまひ

5356 体容量指数 body mass index たいようりょうしすう

5357 対流 convection たいりゅう

5358 体力 physical fitness たいりょく

5359 体力適正 physical fitness たいりょくてきせい

5360 多飲［症］ polydipsia たいんしょう

5361 高い high たかい

5362 他覚徴候 objective sign たかくちょうこう

5363 多核白血球 polymorphonuclear leukocytes たかくはっけっきゅう

5364 高さ altitude たかさ

5365 多汗症 hyper［h］idrosis たかんしょう

5366 タキソテール taxotere たきそてーる

5367 多型性 polymorphism たけいせい

5368 多呼吸 polypnea たこきゅう

5369 多呼吸窒素洗い出し試験 multiple breath nitrogen washout test たこきゅうちっそあらいだししけん

5370 多剤耐性 multidrug-resistance たざいたいせい

5371 多剤耐性結核 multidrug-resistant tuberculosis たざいたいせいけっかく

5372 多剤耐性肺炎球菌 multidrug-resistant streptococcus pneumoniae たざいたいせいはいえんきゅうきん

5373 多剤耐性緑膿菌 multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa （MDRP） たざいたいせいりょくのうきん

5374 多重癌 multiple cancer たじゅうがん

5375 多小葉性 multilobular たしょうようせい

5376 多節の polymer たせつの

5377 多臓器不全 multi-organ failure (MOF) たぞうきふぜん

5378 多相性 polyphasic たそうしょう

5379 正しい regular ただしい

5380 ただれ erosion ただれ

5381 多段脈 polygeminy ただんみゃく

5382 多糖体 polysaccharide たとうたい

5383 他党的 objective たとうてき

5384 たば bundle たば

5385 束 bundle たば

5386 たばこ tobacco たばこ

5387 タバコ煙濃縮液 cigarette smoke condensate たばこえんのうしゅくえき

5388 多発血管炎性肉芽腫症 granulomatosis with polyangitis (GPA) たはつけっかんえんせいにくがしゅしょう

5389 多発性 multiple たはつせい

5390 多発性悪性腫瘍 multiple primary malignant tumors たはつせいあくせいしゅよう

5391 多発性筋炎 polymyositis たはつせいきんえん

5392 多発性骨髄腫 multiple myeloma たはつせいこつずいしゅ

5393 多発性骨転移 multiple bone metastases たはつせいこつてんい



5394 多発性漿膜炎 polyserositis たはつせいしょうまくえん

5395 多発性神経炎 polyneuritis たはつせいしんけいえん

5396 多発性塞栓症 multiple embolism たはつせいそくせんしょう

5397 多発性動脈炎 polyartritis たはつせいどうみゃくえん

5398 多発性軟骨炎 polychondritis たはつせいなんこつえん

5399 多発性肺癌 multiple primary lung carcinomas たはつせいはいがん

5400 多発性肺転移 multiple pulmonary metastasis たはつせいはいてんい

5401 多発性薄壁空洞 multiple thin walled cavities たはつせいはくへきくうどう

5402 多(頻)呼吸 tachypnea (polypnea) たひんこきゅう

5403 多変量解析 multivariate analysis たへんりょうかいせき

5404 多房性 multilocular たぼうせい

5405 ため息 sigh ためいき

5406 ため息様呼吸困難 sighing dyspnea ためいきようこきゅうこんなん

5407 多門照射 multifield irradiation たもんしょうしゃ

5408 タリウム 201TI (thallium-201) たりうむ

5409 タルク talc たるく

5410 タルク塵肺症 talc pneumoconiosis たるくじんぱいしょう

5411 タルク肺 talcosis たるくはい

5412 タルク肺 pulmonary talcosis たるくはい

5413 樽状胸 barrel-shaped thorax たるじょうきょう

5414 樽［状］胸 barrel chest たるじょうきょう

5415 樽状胸郭 barrel-shaped thorax たるじょうきょうかく

5416 樽［状］胸郭 barrel chest たるじょうきょうかく

5417 田原結節 Tawara's node たわらけっせつ

5418 痰 sputum たん

5419 痰 phlegm たん

5420 単一光子放射型断層撮影［法］ single photon emission computed tomography (SPECT) たんいつこうしほうしゃがただんそうさつえいほう

5421 単一呼吸N2洗い出し法 single breath nitrogen washout test たんいつこきゅうN2あらいだしほう

5422 担架 stretcher たんか

5423 単核細胞 mononuclear cell たんかくさいぼう

5424 単核細胞症 mononucleosis たんかくさいぼうしょう

5425 単核細胞増多症 mononucleosis たんかくさいぼうぞうたしょう

5426 担癌動物 tumor-bearing animal たんがんどうぶつ

5427 短期ペースメーカ temporary pacemaker たんきぺーすめーか

5428 単球 monocyte たんきゅう

5429 単球走化性因子 monocyte chemoattractant proteins たんきゅうそうかせいいんし

5430 単球増多［症］ monocytosis たんきゅうぞうたしょう

5431 単極性 monopolar たんきょくせい

5432 単極導出 unipolar lead たんきょくどうしゅつ

5433 単極誘導 unipolar lead たんきょくゆうどう

5434 単極誘導 monopolar lead たんきょくゆうどう

5435 単クローン性 monoclonal たんくろーんせい

5436 単クローン性免疫グロブリン血症 monoclonal gammopathy たんくろーんせいめんえきぐろぶりんけつしょう

5437 炭鉱夫（塵）肺（症） coal miners (worker's) pneumoconiosis たんこうふじんぱいしょう

5438 炭鉱夫肺 coal miner's lung たんこうふはい

5439 探索的研究 pilot study たんさくてきけんきゅう

5440 炭酸 carbonic acid たんさん

5441 炭酸ガス正常状態 normocapnia たんさんがすせいじょうじょうたい

5442 炭酸水素ナトリウム sodium bicarbonate たんさんすいそなとりうむ

5443 炭酸脱水酵素 carbonic anhydrase たんさんだっすいこうそ

5444 短時間作用性β short-acting β2-agonist (SABA) たんじかんさようせいβ

5445 胆汁性肺炎 bilious pneumonia たんじゅうせいはいえん

5446 単純癌 carcinoma simplex たんじゅんがん

5447 単純性 simplex たんじゅんせい

5448 単純ヘルペスウイルス herpes simplex virus たんじゅんへるぺすういるす

5449 短食道症 short esophagus たんしょくどうしょう

5450 単心室 common ventricle たんしんしつ

5451 炭素 carbon たんそ

5452 炭疽 anthrax たんそ

5453 炭疽菌 Bacillus anthracis たんそきん

5454 炭疽菌肺炎 anthrax pneumonia たんそきんはいえん

5455 炭素結合能 carbon combining power たんそけつごうのう



5456 炭素電極製造工塵肺［症］ carbon electrode maker's pneumoconiosis たんそでんきょくせいぞうこうじんぱいしょう

5457 担体 carrier たんたい

5458 タンタル tantalum たんたる

5459 タンタルム tantalum たんたるむ

5460 耽溺する addict たんできする

5461 炭肺［症］ pulmonary anthracosis たんはいしょう

5462 炭肺［症］ coal miner's lung たんはいしょう

5463 蛋白（質） protein たんぱくしつ

5464 蛋白症 proteinosis たんぱくしょう

5465 蛋白同化ステロイド anabolic steroids たんぱくどうかすてろいど

5466 蛋白尿 albuminuria たんぱくにょう

5467 蛋白分解酵素 prote［in］ase たんぱくぶんかいこうそ

5468 単拍脈 monocrotic pulse たんはくみゃく

5469 炭［粉］珪肺［症］ anthracosilicosis たんふんけいはいしょう

5470 炭粉沈着 pulmonary anthracosis たんふんちんちゃく

5471 炭粉［肺］症 anthracosis たんふんはいしょう

5472 単房性 monolocular たんぼうせい

5473 単房性の unilocular たんぼうせいの

5474 タンポナーデ tamponade たんぽなーで

5475 タンポン［挿入］法 tamponade たんぽんそうにゅうほう

5476 単葉性の unilobar たんようせいの

5477 短絡 short circuit たんらく

5478 短絡 shunting たんらく

5479 短絡 shunt たんらく

5480 短絡形成 shunting たんらくけいせい

5481 痰を伴うせき productive cough たんをともなうせき

5482 ［第］一次気管支 first order bronchus (first generation bronchus) だいいちじきかんし

5483 大気管支 major bronchi だいきかんし

5484 大基幹蛋白 major basic protein (MBP) だいきかんたんぱく

5485 大凝集（大集塊）アルブミン macroaggregated albumin (MAA) だいぎょうしゅうだいしゅうかいあるぶみん

5486 大凝集放射性ヨード付加血清アルブミン macroaggregated RISA (radioiodinated serum albumin) だいぎょうしゅうほうしゃせいよーどふかけっせいあるぶみん

5487 大細胞癌 large cell carcinoma だいさいぼうがん

5488 大細胞神経内分泌癌 large cell neuroendocrine carcinoma (LCNEC) だいさいぼうしんけいないぶんぴがん

5489 大細胞肺癌 large cell lung cancer だいさいぼうはいがん

5490 大循環 systemic circulation だいじゅんかん

5491 大循環系 systemic circulation だいじゅんかんけい

5492 大循環肺循環吻合 systemic pulmonary anastomosis だいじゅんかんはいじゅんかんふんごう

5493 代償 compensation だいしょう

5494 代償されたアシドーシス compensated acidosis だいしょうされたあしどーしす

5495 代償性アシドーシス compensated acidosis だいしょうせいあしどーしす

5496 代償性の compensatory だいしょうせいの

5497 代償性肺気腫 compensatory emphysema だいしょうせいはいきしゅ

5498 代償不全 decompensation だいしょうふぜん

5499 大静脈 vena cava だいじょうみゃく

5500 大食細胞（球） macrophage だいしょくさいぼうきゅう

5501 大腸癌 colorectal cancer だいちょうがん

5502 大動脈 aorta だいどうみゃく

5503 大動脈―肺動脈窓 aortico-pulmonary window (APW) だいどうみゃく―はいどうみゃくそう

5504 大動脈―肺動脈短絡（シャント） aortopulmonary shunt だいどうみゃく―はいどうみゃくたんらくしゃんと

5505 大動脈炎 aortitis だいどうみゃくえん

5506 大動脈炎症候群 aortitis syndrome だいどうみゃくえんしょうこうぐん

5507 大動脈下狭窄 subaortic stenosis (SS) だいどうみゃくかきょうさく

5508 大動脈弓 aortic arch だいどうみゃくきゅう

5509 大動脈弓症候群 aortic arch syndrome だいどうみゃくきゅうしょうこうぐん

5510 大動脈硬化［症］ aortosclerosis だいどうみゃくこうかしょう

5511 大動脈絞（縮）窄 coarctation of the aorta だいどうみゃくこうしゅくさく

5512 大動脈雑音 aortic murmur だいどうみゃくざつおん

5513 大動脈小体 aortic body だいどうみゃくしょうたい

5514 大動脈造（撮）影法 aortography だいどうみゃくぞうさつえいほう

5515 大動脈中膜炎 mesoaortitis だいどうみゃくちゅうまくえん

5516 大動脈内バルーンパンピング intraaortic balloon pumping だいどうみゃくないばるーんぱんぴんぐ

5517 大動脈の aortic だいどうみゃくの



5518 大動脈肺動脈窓 aortic pulmonic window だいどうみゃくはいどうみゃくそう

5519 大動脈弁 aortic valve だいどうみゃくべん

5520 大動脈弁下部狭窄［症］ subaortic stenosis (SS) だいどうみゃくべんかぶきょうさくしょう

5521 大動脈弁逆流 aortic regurgitation だいどうみゃくべんぎゃくりゅう

5522 大動脈弁狭窄［症］ aortic stenosis (AS) だいどうみゃくべんきょうさくしょう

5523 大動脈弁口 aortic orifice だいどうみゃくべんこう

5524 大動脈弁口雑音 aortic murmur だいどうみゃくべんこうざつおん

5525 大動脈弁雑音 aortic murmur だいどうみゃくべんざつおん

5526 大動脈弁上狭窄症 supravalvular aortic stenosis だいどうみゃくべんじょうきょうさくしょう

5527 大動脈弁（の）半月弁 aortic valve cusp だいどうみゃくべんのはんつきべん

5528 大動脈弁閉鎖不全［症］ aortic regurgitation (AR) だいどうみゃくべんへいさふぜんしょう

5529 大動脈弁閉鎖不全［症］ aortic insufficiency (AI) だいどうみゃくべんへいさふぜんしょう

5530 大動脈瘤 aortic aneurysm だいどうみゃくりゅう

5531 大動脈隆起 aortic knob だいどうみゃくりゅうき

5532 ［大］動脈瘤性雑音 aneurysmal murmur だいどうみゃくりゅうせいざつおん

5533 大動脈裂孔 aortic hiatus だいどうみゃくれっこう

5534 ダイニン外腕 outer dynein arm だいにんがいわん

5535 ダイニン内腕 inner dynein arm だいにんないわん

5536 ダイニン腕 dynein arm だいにんわん

5537 （大）肺葉 lobe だいはいよう

5538 （大）肺葉の lobar だいはいようの

5539 大網 omentum だいもう

5540 大葉間裂 oblique (major) fissure of lung だいようかんれつ

5541 大葉性肺炎 lobar pneumonia だいようせいはいえん

5542 大葉性肺炎（クループ性肺炎） lobar pneumonia (croupous pneumonia) だいようせいはいえんくるーぷせいはいえん

5543 大流行 pandemia だいりゅうこう

5544 ダイレクトリーオブザーブドセラピー directly observed therapy だいれくとりーおぶざーぶどせらぴー

5545 ダイン（力の) dyne だいんりょくの

5546 唾液 saliva だえき

5547 唾液アミラーゼ salivary amylase だえきあみらーぜ

5548 唾液性 salivary だえきせい

5549 唾液腺 salivary gland だえきせん

5550 唾液腺腫瘍 salivary gland tumor だえきせんしゅよう

5551 唾液腺造影（法） sialography だえきせんぞうえいほう

5552 唾液腺タイプ salivary type だえきせんたいぷ

5553 唾液腺様腫瘍 salivary gland-type tumor だえきせんようしゅよう

5554 唾液の salivary だえきの

5555 唾液分泌 salivary secretion だえきぶんぴつ

5556 濁音 dullness だくおん

5557 濁音 dull sound だくおん

5558 濁音 dull (percussion) sound(s) だくおん

5559 ダクロンプロテーゼ dacron prosthesis だくろんぷろてーぜ

5560 ダクロン補綴 dacron prosthesis だくろんほてい

5561 打診 percussion だしん

5562 打診音 percussion sound (percussion tone) だしんおん

5563 脱顆粒 degranulation だつかりゅう

5564 脱感作 desensitization だっかんさ

5565 脱感作 hyposensitization (desensitization) だっかんさ

5566 脱気 denation だっき

5567 脱血 exsanguination だっけつ

5568 脱酸素化 deoxygenation だつさんそか

5569 脱水［症］ dehydration だっすいしょう

5570 脱［石］灰 decalcification だつせっかい

5571 脱炭酸 decarboxylation だつたんさん

5572 ダニエルス生検（前斜角筋リンパ節生検） Daniels' biopsy (scalene node biopsy) だにえるすせいけんぜんしゃかくきんりんぱせつせいけん

5573 ダプソン dapsone だぷそん

5574 ダモアゾー曲線 Damoiseau's curve だもあぞーきょくせん

5575 弾丸創 bullet wound だんがんそう

5576 弾性 elastic だんせい

5577 男性化［症］ virilism だんせいかしょう

5578 弾性仕事量 elastic work だんせいしごとりょう

5579 弾性収縮（復元）圧 elastic recoil pressure だんせいしゅうしゅくふくげんあつ



5580 弾性線維 elastic fiber だんせいせんい

5581 弾性線維層 elastic layer だんせいせんいそう

5582 弾性特性 elastic property だんせいとくせい

5583 弾性（能） elasticity だんせいのう

5584 男性ホルモン androgen だんせいほるもん

5585 弾性［力］線維増加 elastosis だんせいりょくせんいぞうか

5586 断層撮影 planigraphy (tomography) だんそうさつえい

5587 断続呼吸 cog-wheel respiration だんぞくこきゅう

5588 断続性呼音 interrupted respiratoy sound だんぞくせいこおん

5589 断続性呼吸 interrupted respiration だんぞくせいこきゅう

5590 断続性（ラ）音 discontinuous sound(s) だんぞくせいらおん

5591 断続［性ラ］音 crackle(s) だんぞくせいらおん

5592 弾力性 elastic だんりょくせい

5593 弾力線維 elastic fiber だんりょくせんい

5594 弾力脈 elastic pulse だんりょくみゃく

5595 チアノーゼ cyanosis ちあのーぜ

5596 地域社会 community ちいきしゃかい

5597 地域抽出法 area sampling ちいきちゅうしゅつほう

5598 チーズ洗い人肺 cheese washer's lung ちーずあらいじんはい

5599 チーズ化 caseation ちーずか

5600 チーズ様 caseous ちーずよう

5601 チール・ネルゼン染色 Ziehl-Neelsen stain ちーる・ねるぜんせんしょく

5602 チェーンストークス呼吸 Cheyne-Stokes breathing (respiration) ちぇーんすとーくすこきゅう

5603 チェックバルブ機構 Check-valve mechanism ちぇっくばるぶきこう

5604 チェックポイントキナーゼ checkpoint kinase ちぇっくぽいんときなーぜ

5605 遅延型アレルギー delayed (type) allergy ちえんけいあれるぎー

5606 遅延型過敏反応 delayed (type) hypersensitivity (DTH) ちえんけいかびんはんのう

5607 遅延［性］ prolonged ちえんせい

5608 知覚麻癖 anesthesia ちかくあさくせ

5609 置換 prothesis ちかん

5610 置換治療 replacement therapy ちかんちりょう

5611 地区 community ちく

5612 逐次 sequential ちくじ

5613 竹状脊椎 bamboo spine ちくじょうせきつい

5614 蓄積 retention ちくせき

5615 蓄膿［症］ empyema ちくのうしょう

5616 遅効性反応物質 slow-reacting substance (SRS) ちこうせいはんのうぶっしつ

5617 致死性出血 fatal hemorrhage ちしせいしゅっけつ

5618 致死性［的］の fatal ちしせいてきの

5619 致死性の lethal (fatal) ちしせいの

5620 致死率 lethality ちしりつ

5621 致死量 lethal dose (LD) ちしりょう

5622 致死量 fatal dose (FD) ちしりょう

5623 窒素 nitrogen ちっそ

5624 窒素洗い出し nitrogen washout ちっそあらいだし

5625 窒素洗い出し N2 washout ちっそあらいだし

5626 窒息 suffocation ちっそく

5627 窒息 asphyxia ちっそく

5628 窒息性気管支炎 suffocative bronchitis ちっそくせいきかんしえん

5629 窒素クリアランス nitrogen clearance ちっそくりあらんす

5630 窒素計 nitrogen meter ちっそけい

5631 窒素血症 azotemia ちっそけっしょう

5632 窒素血症肺 azotemic lung ちっそけっしょうはい

5633 窒素酸化物 nitrogen oxide （NOx） ちっそさんかぶつ

5634 窒素平衡 nitrogen equilibrium ちっそへいこう

5635 窒素平衡 nitrogen balance ちっそへいこう

5636 窒素麻酔 nitrogen narcosis ちっそますい

5637 チトクローム cytochrome ちとくろーむ

5638 遅発性ウイルス感染症 slow virus infection ちはつせいういるすかんせんしょう

5639 遅発性（型）喘息反応 late asthmatic reaction (LAR) ちはつせいかたぜんそくはんのう

5640 チフォバシローシス typhobacillosis (tuberculosa) ちふぉばしろーしす

5641 チャーグ・ストラウス症候群（アレルギー性肉芽腫症性血管炎） Churg-Strauss syndrome ちゃーぐ・すとらうすしょうこうぐんあれるぎーせいにくがしゅしょうせいけっかんえん



5642 治癒 healing ちゆ

5643 中央の central ちゅうおうの

5644 中隔 septum ちゅうかく

5645 中隔欠損 septal defect ちゅうかくけっそん

5646 中隔切開 septotomy ちゅうかくせっかい

5647 中隔の septal ちゅうかくの

5648 中間（気管支）幹 intermediate bronchus ちゅうかんきかんしかん

5649 中間血圧 mean blood pressure ちゅうかんけつあつ

5650 中間葉（下垂体の） middle lobe ちゅうかんようかすいたいの

5651 鋳工熱 foundry man's fever ちゅうこうねつ

5652 注射 injection ちゅうしゃ

5653 抽出 extraction ちゅうしゅつ

5654 中心 center ちゅうしん

5655 中心静脈圧 central venous pressure (CVP) ちゅうしんじょうみゃくあつ

5656 中心静脈栄養 central venous hyperalimentation ちゅうしんじょうみゃくえいよう

5657 中心静脈カテーテル central venous catheter (CVC) ちゅうしんじょうみゃくかてーてる

5658 中心体 centrosomes ちゅうしんたい

5659 中心動脈圧 central arterial pressure ちゅうしんどうみゃくあつ

5660 中心の central ちゅうしんの

5661 中心部線維化 central fibrosis ちゅうしんぶせんいか

5662 中枢 center ちゅうすう

5663 中枢化学受容器 central chemoreceptor ちゅうすうかがくじゅようき

5664 中枢型睡眠時無呼吸症候群 central sleep apnea syndrome (CSAS) ちゅうすうがたすいみんじむこきゅうしょうこうぐん

5665 中枢型無呼吸 central apnea ちゅうすうがたむこきゅう

5666 中枢神経系 central nervous system (CNS) ちゅうすうしんけいけい

5667 中枢性 central ちゅうすうせい

5668 中性の neutral ちゅうせいの

5669 鋳（造）工 foundry worker ちゅうぞうこう

5670 中断 block ちゅうだん

5671 中東呼吸器症候群 middle east respiratory syndrome (MERS) ちゅうとうこきゅうきしょうこうぐん

5672 中毒 intoxication ちゅうどく

5673 中毒［性］の toxic ちゅうどくせいの

5674 注入 infusion ちゅうにゅう

5675 中皮 mesothelium ちゅうひ

5676 中皮 mesothelial ちゅうひ

5677 中皮腫 mesothelioma ちゅうひしゅ

5678 中皮性 mesothelial ちゅうひせい

5679 中葉（右肺の） middle lobe ちゅうよううはいの

5680 中［葉］支 middle lobe bronchus ちゅうようし

5681 中葉症候群 middle lobe syndrome ちゅうようしょうこうぐん

5682 中和抗体 neutralizing antibody ちゅうわこうたい

5683 治癒手術 curative operation ちゆしゅじゅつ

5684 治癒的 curative ちゆてき

5685 腸炎 enteritis ちょうえん

5686 超音速波 supersonic wave ちょうおんそくは

5687 超音波 ultrasonic waves ちょうおんぱ

5688 超音波（エコー)(画）像 echogram ちょうおんぱえこーがぞう

5689 超音波下針生検 ultrasonically guided needle biopsy ちょうおんぱかはりせいけん

5690 超音波気管支鏡 endobronchial ultrasonography (EBUS) ちょうおんぱきかんしきょう

5691 超音波気管支鏡ガイド下針生検 endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) ちょうおんぱきかんしきょうがいどかはりせいけん

5692 超音波検査［法］ ultrasonography ちょうおんぱけんさほう

5693 超音波心臓検査法 ultrasonic cardiography (UCG) ちょうおんぱしんぞうけんさほう

5694 超音波診断［法］ ultrasonography ちょうおんぱしんだんほう

5695 超音波内視鏡 endoscopic ultrasonography ちょうおんぱないしきょう

5696 超音波ネブライザー ultrasonic nebulizer ちょうおんぱねぶらいざー

5697 超音波の ultrasonic ちょうおんぱの

5698 超音波ミスト（煙霧） ultrasonic mist ちょうおんぱみすとえんむ

5699 聴覚 hearing ちょうかく

5700 腸管嚢胞 enteric cyst ちょうかんのうほう

5701 長期［永久的］ペースメーカー permanent pacemaker ちょうきえいきゅうてきぺーすめーかー

5702 長期酸素療法 long-term oxygen therapy (LTOT) ちょうきさんそりょうほう

5703 蝶形陰影（胸部X線写真上） butterfly shadow ちょうけいいんえいきょうぶXせんしゃしんじょう



5704 蝶形骨洞 sphenoid sinus (sphenoidal sinus) ちょうけいこつどう

5705 蝶形洞 sphenoid sinus (sphenoidal sinus) ちょうけいどう

5706 腸結核 tuberculous enteritis ちょうけっかく

5707 腸原性嚢胞 enterogenous cyst ちょうげんせいのうほう

5708 徴候 sign ちょうこう

5709 超硬合金肺 hard metal lung ちょうこうごうきんはい

5710 長時間作用性β2刺激薬 long-acting β2-agonist (LABA) ちょうじかんさようせいβ2しげきやく

5711 長時間作用性抗コリン薬 long-acting muscarinic antagonist (LAMA) ちょうじかんさようせいこうこりんやく

5712 聴診間隙 auscultatory gap ちょうしんかんげき

5713 聴診器 stethoscope ちょうしんき

5714 聴診［法］ auscultation ちょうしんほう

5715 超生体 supravital ちょうせいたい

5716 調節 regulation ちょうせつ

5717 調節 accommodation ちょうせつ

5718 調節遺伝子 gene regulator ちょうせついでんし

5719 調節呼吸 controlled ventilation ちょうせつこきゅう

5720 超選択的血管造（撮）影［法］ super selective angiography ちょうせんたくてきけっかんぞうさつえいほう

5721 重拍の dicrotic ちょうはくの

5722 重拍脈 dicrotic pulse ちょうはくみゃく

5723 重拍脈波 dicrotic wave ちょうはくみゃくは

5724 重複癌 double primary cancer ちょうふくがん

5725 重複癌 double cancer ちょうふくがん

5726 重複症候群 overlap syndrome ちょうふくしょうこうぐん

5727 重複する double ちょうふくする

5728 重複切痕 dicrotic notch ちょうふくせっこん

5729 重複の dicrotic ちょうふくの

5730 重複脈 bisferious pulse ちょうふくみゃく

5731 重複脈 dicrotic pulse ちょうふくみゃく

5732 重複［脈］波 dicrotic wave ちょうふくみゃくは

5733 張力 tonus ちょうりょく

5734 聴力 hearing ちょうりょく

5735 張力 tension ちょうりょく

5736 張力―面積ダイアグラム tension area diagram ちょうりょく―めんせきだいあぐらむ

5737 聴力検査 hearing test ちょうりょくけんさ

5738 聴力検査 audiometry ちょうりょくけんさ

5739 聴力測定 audiometry ちょうりょくそくてい

5740 鳥類病 ornithosis ちょうるいびょう

5741 チョーク choke ちょーく

5742 チョークポイント choke point ちょーくぽいんと

5743 貯気 supplemental air ちょき

5744 直視下心手術 open heart surgery ちょくしかしんしゅじゅつ

5745 直視下生検 open biopsy ちょくしかせいけん

5746 直達（接）聴診［法］ direct auscultation ちょくたつせつちょうしんほう

5747 直列死腔 series dead space ちょくれつしくう

5748 直列不均等 serial unevenness ちょくれつふきんとう

5749 貯水 effusion ちょすい

5750 貯蔵 depot ちょぞう

5751 貯蔵所 reservoir ちょぞうじょ

5752 貯蔵所 depot ちょぞうじょ

5753 直径 caliber ちょっけい

5754 貯留［液］ effusion ちょりゅうえき

5755 貯留槽 reservoir ちょりゅうそう

5756 治療 cure ちりょう

5757 治療 treatment ちりょう

5758 治療 therapy ちりょう

5759 治療的気管支鏡 therapeutic bronchoscopy ちりょうてききかんしきょう

5760 治療の curative ちりょうの

5761 治療法 modality ちりょうほう

5762 チロシンキナーゼ阻害薬 tyrosine kinase inhibitor (TKI) ちろしんきなーぜそがいやく

5763 チロシンリン酸化酵素阻害薬 tyrosine kinase inhibitor (TKI) ちろしんりんさんかこうそそがいやく

5764 鎮咳薬 cough remedy ちんがいやく

5765 沈下性肺炎 hypostatic pneumonia ちんかせいはいえん



5766 鎮痙 antispasm ちんけい

5767 鎮痙の antispastic ちんけいの

5768 鎮痙薬 antispastic ちんけいやく

5769 鎮痙薬 antispasm ちんけいやく

5770 鎮痙薬（剤） spasmolytic (a) ちんけいやくざい

5771 沈降性肺炎 hypostatic pneumonia ちんこうせいはいえん

5772 沈降素 precipitin ちんこうそ

5773 沈降［反応］ precipitation ちんこうはんのう

5774 沈降物 precipitate ちんこうぶつ

5775 沈渣 sediment ちんさ

5776 鎮静 sedation ちんせい

5777 鎮静薬 sedative ちんせいやく

5778 沈着 deposition ちんちゃく

5779 沈着［物］ depot ちんちゃくぶつ

5780 沈着物 precipitate ちんちゃくぶつ

5781 鎮痛薬（剤） analgesics ちんつうやくざい

5782 椎 vertebra つい

5783 椎弓板 lamina ついきゅうばん

5784 椎骨 vertebra ついこつ

5785 椎骨動脈 vertebral artery ついこつどうみゃく

5786 追跡子 tracer ついせきし

5787 追跡［調査］ follow-up ついせきちょうさ

5788 通過時間 transit time つうかじかん

5789 通気 ventilation つうき

5790 通気 aeration つうき

5791 通気[道] air passage つうきどう

5792 通気（法） insufflation つうきほう

5793 通常型間質性肺炎 usual interstitial pneumonia (UIP) つうじょうがたかんしつせいはいえん

5794 通常型間質性肺炎 usual (classic) interstitial pneumonia (UIP) つうじょうがたかんしつせいはいえん

5795 通常型サーモアクチノミセス菌 Thermoactinomyces vulgaris つうじょうがたさーもあくちのみせすきん

5796 痛点 pain spot つうてん

5797 痛点 pain point つうてん

5798 痛風 gout つうふう

5799 通路 tract つうろ

5800 ツベルクリン tuberculin つべるくりん

5801 ツベルクリンアネルギー tuberculin anergy つべるくりんあねるぎー

5802 ツベルクリンアレルギー tuberculin allergy つべるくりんあれるぎー

5803 ツべルクリン皮膚反応 tuberculin skin test (Mantoux test) つべるくりんひふはんのう

5804 ツラレミア肺炎 tularemic pneumonia つられみあはいえん

5805 蔓状病変 pampiniform lesion つるじょうびょうへん

5806 つる（蔓）状血管腫 racemose hemangioma つるつるじょうけっかんしゅ

5807 つる（蔓）状動脈瘤 racemose aneurysm つるつるじょうどうみゃくりゅう

5808 ティーツェ症候群 Tietze's syndrome (Tietze's disease) てぃーつぇしょうこうぐん

5809 ティーツェ病 Tietze's syndrome (Tietze's disease) てぃーつぇびょう

5810 低栄養 undernutrition ていえいよう

5811 低塩素血［症］ hypochloremia ていえんそけつしょう

5812 低音性連続［性ラ］音 rhonchus ていおんせいれんぞくせいらおん

5813 低下 degradation ていか

5814 低カリウム血（症） hypokalemia (hypopotassemia) ていかりうむけつしょう

5815 低カルシウム血［症］ hypocalcemia ていかるしうむけつしょう

5816 低換気 hypoventilation ていかんき

5817 低換気症候群 hypoventilation syndrome ていかんきしょうこうぐん

5818 低ガンマー（γ）グロブリン血（症） hypogammaglobulinemia ていがんまーγぐろぶりんけつしょう

5819 提供者 donor ていきょうしゃ

5820 低緊張性 hypotonic ていきんちょうせい

5821 低形成 hypoplasia ていけいせい

5822 定型的 typical ていけいてき

5823 低血圧［症］ hypotension ていけつあつしょう

5824 低血圧［症］ hypotonia ていけつあつしょう

5825 抵抗［性］ resistance (R) ていこうせい

5826 低呼吸 oligopnea ていこきゅう

5827 低酸素血［症］ hypoxemia ていさんそけつしょう



5828 低酸素［症］ hypoxia ていさんそしょう

5829 低酸素性換気駆動 hypoxic drive ていさんそせいかんきくどう

5830 低酸素性換気抑制 hypoxic ventilatory depression ていさんそせいかんきよくせい

5831 低酸素性血管収縮（攣縮） hypoxic vasoconstriction ていさんそせいけっかんしゅうしゅくれんしゅく

5832 低酸素誘導因子 hypoxia-inducible factor ていさんそゆうどういんし

5833 停止 arrest ていし

5834 定常状態 steady state ていじょうじょうたい

5835 定常的 stationary ていじょうてき

5836 低浸透圧性 hypotonia ていしんとうあつせい

5837 定数 constant ていすう

5838 低成長 slow-growing ていせいちょう

5839 訂正（標準化）死亡率 adjusted (standardized) death rate ていせいひょうじゅんかしぼうりつ

5840 低線量CT low-dose CT ていせんりょうCT

5841 低体温 hypothermia ていたいおん

5842 低［体］温症 hypothermia ていたいおんしょう

5843 低炭酸ガス血症 hypocapnia ていたんさんがすけつしょう

5844 低蛋白血症 hypoproteinemia ていたんぱくけつしょう

5845 低張 hypotonia ていちょう

5846 低張性 hypotonic ていちょうせい

5847 低透過性肺 hypolucent lung ていとうかせいはい

5848 低ナトリウム血（症） hyponatremia ていなとりうむけつしょう

5849 低二酸化炭素血症ハイポカプニア hypocapnia ていにさんかたんそけつしょうはいぽかぷにあ

5850 低二酸化炭素（炭酸ガス）血症 hypocarbia ていにさんかたんそたんさんがすけっしょう

5851 低二酸化炭素（炭酸ガス）血症 hypocapnemia ていにさんかたんそたんさんがすけっしょう

5852 低濃度酸素吸入試験 hypoxia test ていのうどさんそきゅうにゅうしけん

5853 低分子［量］デキストラン low molecular weight dextran ていぶんしりょうできすとらん

5854 停留 retention ていりゅう

5855 定量噴霧器 metered dose inhaler (MDI) ていりょうふんむき

5856 テオフィリン theophylline ておふぃりん

5857 適応 correspondence てきおう

5858 適応 adjustment てきおう

5859 適応 adaptation てきおう

5860 適応［症］ indication てきおうしょう

5861 滴下注入 instillation (dripping infusion) てきかちゅうにゅう

5862 適合 adaptation てきごう

5863 摘出［術］ extirpation てきしゅつじゅつ

5864 摘出［術］ enucleation てきしゅつじゅつ

5865 摘出生検 excisional biopsy てきしゅつせいけん

5866 滴状心 drop heart てきじょうしん

5867 摘除［術］ extirpation てきじょじゅつ

5868 笛（声）音 wheeze てきせいおん

5869 滴定酸 titratable acid てきていさん

5870 適用 administration てきよう

5871 テスト test てすと

5872 テスラ（磁束密度の単位，Wb/m2） Tesla (T) てすらじそくみつどのたんい，Wb/m2

5873 テタニー tetany てたにー

5874 鉄小体 ferruginous body てつしょうたい

5875 鉄沈着［症］ siderosis (siderosis pulmonum) てつちんちゃくしょう

5876 鉄の肺（Drinkerの人工呼吸器） iron lung てつのはいDrinkerのじんこうこきゅうき

5877 鉄肺症 siderosis (siderosis pulmonum) てつはいしょう

5878 テュマレット tumorlet てゅまれっと

5879 テルブタリン terbutaline てるぶたりん

5880 テロメア telomere てろめあ

5881 テロメラーゼ telomerase てろめらーぜ

5882 転位 dislocation てんい

5883 転移 metastasis てんい

5884 転移性 metastatic てんいせい

5885 転移性肺炎 metastatic pneumonia てんいせいはいえん

5886 転移性肺腫瘍 pulmonary metastasis てんいせいはいしゅよう

5887 展開 expansion てんかい

5888 てんかん epilepsia てんかん

5889 転帰 result てんき



5890 転帰 outcome てんき

5891 典型的な typical てんけいてきな

5892 転写 transcription てんしゃ

5893 転写因子 transcription factors てんしゃいんし

5894 点状出血 petechia てんじょうしゅっけつ

5895 点滴 drip てんてき

5896 点滴注入 drip infusion てんてきちゅうにゅう

5897 点鼻薬（液） nose drops てんびやくえき

5898 点鼻薬（液） nasal drops てんびやくえき

5899 天秤 balance てんびん

5900 ディーダイマー d-dimer でぃーだいまー

5901 ディーダイマーテスト d-dimer testing でぃーだいまーてすと

5902 ディジタル透視撮影（法） digital fluorography (DF) でぃじたるとうしさつえいほう

5903 ディジタルラジオグラフィ DR (digital radiography) でぃじたるらじおぐらふぃ

5904 ディジタルラジオグラフィ digital radiography (DR) でぃじたるらじおぐらふぃ

5905 ディズィーズモニタリング disease monitoring でぃずぃーずもにたりんぐ

5906 ディスポーザブル酸素化（付加）装置 disposable oxygenator でぃすぽーざぶるさんそかふかそうち

5907 ディフューズモニタリング diffuse monitoring でぃふゅーずもにたりんぐ

5908 データベース database でーたべーす

5909 デオキシリボ核酸 DNA (deoxyribonucleic acid) でおきしりぼかくさん

5910 デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid (DNA) でおきしりぼかくさん

5911 デキサメサゾン dexamethasone できさめさぞん

5912 溺死 drowning できし

5913 デスモゾーム desmosome ですもぞーむ

5914 デフェンシン defensins でふぇんしん

5915 電解質代謝 electrolyte metabolism でんかいしつたいしゃ

5916 電解質代謝 salt metabolism でんかいしつたいしゃ

5917 電解質バランス electrolyte balance でんかいしつばらんす

5918 電解質平衡異常 electrolytes imbalance でんかいしつへいこういじょう

5919 電気泳動［法］ electrophoresis でんきえいどうほう

5920 電気眼球図 electro-oculogram (EOG) でんきがんきゅうず

5921 電気凝固［法］ electrocoagulation でんきぎょうこほう

5922 電気軸 electrical axis でんきじく

5923 電気（的）インピーダンスプレチスモグラフィー electrical impedance plethysmography でんきてきいんぴーだんすぷれちすもぐらふぃー

5924 電気（的）除細動 cardioversion でんきてきじょさいどう

5925 電気的双極 electrical dipole でんきてきそうきょく

5926 電気に関する electrical でんきにかんする

5927 電気の electrical でんきの

5928 電気メス electric knife (electrome) でんきめす

5929 電気熔接工肺 arc welder's lung でんきようせつこうはい

5930 電極 electrode でんきょく

5931 デング熱 dengue hemorrhagic fever でんぐねつ

5932 電顕所見 electron microscopic findings でんけんしょけん

5933 電子顕微鏡 electron microscope でんしけんびきょう

5934 電子顕微鏡法 electron microscopy でんしけんびきょうほう

5935 伝染［症］ contagion でんせんしょう

5936 伝染性単核（細胞）症 infectious mononucleosis （IM) でんせんせいたんかくさいぼうしょう

5937 伝染毒素 contagium でんせんどくそ

5938 伝達物質 transmitter でんたつぶっしつ

5939 伝導 conduction でんどう

5940 伝導気管支 conductive (conduction) airway でんどうきかんし

5941 伝導率 conductivity でんどうりつ

5942 伝播 transmission でんぱ

5943 でんぷん（澱粉） starch でんぷん

5944 等圧点 equal pressure point (EPP) とうあつてん

5945 総一 total とういつ

5946 投影 projection とうえい

5947 頭蓋外髄膜腫 extracranial meningioma とうがいがいずいまくしゅ

5948 頭蓋［骨］ skull とうがいこつ

5949 透過係数 permeability coefficient とうかけいすう

5950 透過性 permeability とうかせい

5951 透過性 lucency とうかせい



5952 透過性亢進型肺水腫 permeability (pulmonary) edema とうかせいこうしんがたはいすいしゅ

5953 盗汗 night sweat とうかん

5954 統計［学］ statistics とうけいがく

5955 凍結乾燥［法］ freeze drying とうけつかんそうほう

5956 凍結外科手術 cryosurgery とうけつげかしゅじゅつ

5957 凍結標本検査 frozen section examination とうけつひょうほんけんさ

5958 凍結腐蝕［法］ freeze etching とうけつふしょくほう

5959 凍結保存 cryopreservation とうけつほぞん

5960 凍結融解 freeze and thaw とうけつゆうかい

5961 糖原［蓄積］病 glycogen storage disease とうげんちくせきびょう

5962 橈骨 radius とうこつ

5963 橈骨動脈拍 radial pulse とうこつどうみゃくはく

5964 透視診断法 fluoroscopy とうししんだんほう

5965 透視診断法 fluoroscopy とうししんだんほう

5966 等質性（の） homogeneous (homogenic) とうしつせいの

5967 投射 projection とうしゃ

5968 等尺性張力 isometric tension とうしゃくせいちょうりょく

5969 等尺（長)性 isometric とうしゃくちょうせい

5970 等尺（長)性収縮 isometric contraction とうしゃくちょうせいしゅうしゅく

5971 凍傷 frostbite (perniosis) とうしょう

5972 糖新生 glyconeogenesis とうしんせい

5973 透析 dialysis とうせき

5974 糖タンパク glycoprotein とうたんぱく

5975 等張液 isotonic solution とうちょうえき

5976 等張性 isotonicity とうちょうせい

5977 頭頂の parietal とうちょうの

5978 疼痛 pain とうつう

5979 疼痛管理 pain control とうつうかんり

5980 陶土塵肺症 kaolin pneumoconiosis とうどじんぱいしょう

5981 糖尿病 diabetes mellitus とうにょうびょう

5982 糖尿病性アシドーシス diabetic acidosis とうにょうびょうせいあしどーしす

5983 頭皮 scalp とうひ

5984 透明肺 hyperlucent lung とうめいはい

5985 投薬 medication とうやく

5986 灯油肺炎 kerosene pneumonia とうゆはいえん

5987 等容［量］性 isovolumetric とうようりょうせい

5988 当量 equivalent とうりょう

5989 当量換気 ventilatory equivalent とうりょうかんき

5990 トール（気圧の単位，大気圧の1/760） Torr とーるきあつのたんい，たいきあつの1/760

5991 トールライクレセプター toll-like receptors とーるらいくれせぷたー

5992 トキシックショック症候群 toxic shock syndrome ときしっくしょっくしょうこうぐん

5993 トキソプラズ（ス）マ症 toxoplasmosis ときそぷらずすましょう

5994 トキソプラズマ・ゴンディ Toxoplasma gondii ときそぷらずま・ごんでぃ

5995 トキソプラズマ肺炎 toxoplasmic pneumonia ときそぷらずまはいえん

5996 特異性 specificity とくいせい

5997 特異性炎症 specific inflammation とくいせいえんしょう

5998 特異的拡散能力 specific diffusing capacity とくいてきかくさんのうりょく

5999 特異的気道抵抗 specific airway resistance とくいてききどうていこう

6000 特異的コンダクタンス specific conductance とくいてきこんだくたんす

6001 特異的コンプライアンス specific compliance とくいてきこんぷらいあんす

6002 特異［的］の specific とくいてきの

6003 特発性 cryptogenic とくはつせい

6004 特発性間質性肺炎 idiopathic interstitial pneumonia (IIP) とくはつせいかんしつせいはいえん

6005 特発性気胸 spontaneous pneumothorax とくはつせいききょう

6006 特発性器質化肺炎 cryptogenic organizing pneumonia (COP) とくはつせいきしつかはいえん

6007 特発性呼吸促（窮）迫症候群 idiopathic respiratory distress syndrome (IRDS) とくはつせいこきゅうそくきゅうはくしょうこうぐん

6008 特発［性］の idiopathic とくはつせいの

6009 特発性肺血鉄症 idiopathic pulmonary hemosiderosis とくはつせいはいけってつしょう

6010 特発性肺高血圧 idiopathic pulmonary hypertension とくはつせいはいこうけつあつ

6011 特発性肺出血 idiopathic pulmonary hemorrhage とくはつせいはいしゅっけつ

6012 特発性肺線維症 idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) とくはつせいはいせんいしょう

6013 吐血 hematemesis とけつ



6014 突出変形 protrusion deformity とっしゅつへんけい

6015 突然変異 mutation とつぜんへんい

6016 突然変異体 mutant とつぜんへんいたい

6017 突然変異誘発性 mutagenicity とつぜんへんいゆうはつせい

6018 突背 gibbosity とつはい

6019 突発 outbreak とっぱつ

6020 トノメーター tonometer とのめーたー

6021 トポイソメラーゼ阻害薬 topoisomerase inhibitor とぽいそめらーぜそがいやく

6022 とらえこみ trapping とらえこみ

6023 トラッピング trapping とらっぴんぐ

6024 トラムライン tram line とらむらいん

6025 トランキライザー tranquilizer とらんきらいざー

6026 トランスファーファクター transfer factor (TF) とらんすふぁーふぁくたー

6027 鳥インフルエンザ avian influenza とりいんふるえんざ

6028 とり型[抗酸]菌 M. avium とりかたこうさんきん

6029 トリグリセライド脂肪酸 triglyceride fatty acid (TGFA) とりぐりせらいどしぼうさん

6030 トリコスポロン・クタネウム Trichosporon cutaneum とりこすぽろん・くたねうむ

6031 鳥飼育者肺 bird breeder's lung とりしいくしゃはい

6032 トリプシン trypsin とりぷしん

6033 トリプターゼ tryptase とりぷたーぜ

6034 トルエン・ジイソシアネート toluene diisocyanate (TDI) とるえん・じいそしあねーと

6035 トレーサー tracer とれーさー

6036 トレーニング training とれーにんぐ

6037 トレッドミル treadmill とれっどみる

6038 トレフィン肺生検 trephine needle lung biopsy とれふぃんはいせいけん

6039 トロカール trochar (trocar) とろかーる

6040 トロンボキサン thromboxane とろんぼきさん

6041 トロンボスポンディン thrombospondin-1 とろんぼすぽんでぃん

6042 トロンボパシ（チ） thrombopathy とろんぼぱしち

6043 トロンボプラスチン thromboplastin とろんぼぷらすちん

6044 頓挫性（型） abortive とんざせいがた

6045 頓挫［性］肺炎 abortive pneumonia とんざせいはいえん

6046 洞 sinus どう

6047 同位元素 isotope どういげんそ

6048 同位元素スキャニング isotope scanning どういげんそすきゃにんぐ

6049 ［同位］酵素電気泳動像 zymogram どういこうそでんきえいどうぞう

6050 同化［作用］ anabolism どうかさよう

6051 導管 duct どうかん

6052 どうき（動悸） palpitation どうきどうき

6053 同系移植 isograft どうけいいしょく

6054 洞結節 sinus node どうけっせつ

6055 瞳孔 pupil どうこう

6056 同時性三重肺癌 synchronous triple lung cancer どうじせいさんじゅうはいがん

6057 同時性多発肺癌 synchronous multiple lung cancer どうじせいたはつはいがん

6058 同時性重複癌 isochronous double cancer どうじせいちょうふくがん

6059 同時性の isochronous (simultaneous) どうじせいの

6060 同時性両側肺癌 synchronous bilateral lung cancer どうじせいりょうそくはいがん

6061 同時併用化学放射線療法 concurrent chemoradiotherapy どうじへいようかがくほうしゃせんりょうほう

6062 同種(異型)移植(片) allograft どうしゅいけいいしょくへん

6063 同種移植［術］ homotransplantation どうしゅいしょくじゅつ

6064 同種移植片 homograft どうしゅいしょくへん

6065 同種抗原 alloantigen どうしゅこうげん

6066 同種［他家］移植［片］ allograft どうしゅたかいしょくへん

6067 動静脈奇形 arteriovenous malformation どうじょうみゃくきけい

6068 動静脈奇形 A-V (arteriovenous) malformation どうじょうみゃくきけい

6069 動静脈酸素較差 arteriovenous oxygen difference どうじょうみゃくさんそかくさ

6070 動静脈シャント（短絡） arteriovenous shunt どうじょうみゃくしゃんとたんらく

6071 動静脈短絡 AV shunt (arteriovenous shunt) どうじょうみゃくたんらく

6072 動静脈の arteriovenous (AV) どうじょうみゃくの

6073 動静脈吻合 arteriovenous anastomosis どうじょうみゃくふんごう

6074 動静脈瘤 arteriovenous aneurysm どうじょうみゃくりゅう

6075 動静脈瘻 A-V (arteriovenous) fistula どうじょうみゃくろう



6076 動静脈瘻 arteriovenous fistula どうじょうみゃくろう

6077 洞徐脈 sinus bradycardia どうじょみゃく

6078 洞性頻拍 sinus tachycardia どうせいひんぱく

6079 洞性不整脈 sinus arrhythmia どうせいふせいみゃく

6080 同側［性］の ipsilateral どうそくせいの

6081 洞大動脈反射 sino-aortic reflex どうだいどうみゃくはんしゃ

6082 洞停止 sinus arrest どうていし

6083 動的気道圧縮（圧迫）現象 dynamic compression どうてききどうあっしゅくあっぱくげんしょう

6084 動的コンプライアンス dynamic compliance どうてきこんぷらいあんす

6085 動的な dynamic どうてきな

6086 動的平衡 dynamic equilibrium どうてきへいこう

6087 導入 induction どうにゅう

6088 導入遺伝子発現 transgene expression どうにゅういでんしはつげん

6089 動肺コンプライアンス dynamic lung compliance どうはいこんぷらいあんす

6090 洞房結節 sino-auricular node どうほうけっせつ

6091 洞房結節 sino-atrial node どうほうけっせつ

6092 洞房ブロック sino-auricular block どうほうぶろっく

6093 洞房ブロック sinoatrial heart block (sinoauricular block) どうほうぶろっく

6094 動脈 artery どうみゃく

6095 動脈圧 arterial pressure どうみゃくあつ

6096 動脈炎 arteritis どうみゃくえん

6097 動脈管 arterial duct どうみゃくかん

6098 動脈管開存 patent ductus arteriosus (PDA) どうみゃくかんかいぞん

6099 動脈管（ポタロ氏管） ductus arteriosus (duct of Botallo) どうみゃくかんぽたろしかん

6100 動脈血 arterial blood どうみゃくけつ

6101 動脈血―肺胞気窒素分圧較差（P（A-a）N2） arterial-alveolar nitrogen (N2) tension difference どうみゃくけつ―はいほうきちっそぶんあつかくさPA-aN2

6102 動脈血―肺胞気二酸化炭酸（炭酸ガス）分圧較差 arterial-alveolar carbon dioxide tension difference どうみゃくけつ―はいほうきにさんかたんさんたんさんがすぶんあつかくさ

6103 動脈血化 arterialization どうみゃくけつか

6104 動脈血酸素飽和度 SaO2 どうみゃくけつさんそほうわど

6105 動脈血酸素飽和度 arterial blood oxygen saturation どうみゃくけつさんそほうわど

6106 動脈硬化症 arteriosclerosis どうみゃくこうかしょう

6107 動脈撮影［法］ arteriography どうみゃくさつえいほう

6108 動脈性 arterial どうみゃくせい

6109 動脈塞栓［症］ arterial embolism どうみゃくそくせんしょう

6110 動脈中膜炎 mesoarteritis どうみゃくちゅうまくえん

6111 動脈の arterial どうみゃくの

6112 動脈波 arterial wave どうみゃくは

6113 動脈瘤 aneurysm どうみゃくりゅう

6114 動脈瘤形成術 aneurysmoplasty どうみゃくりゅうけいせいじゅつ

6115 動脈瘤切開術 aneurysmotomy どうみゃくりゅうせっかいじゅつ

6116 動脈瘤摘出（切除）術 aneurysmectomy どうみゃくりゅうてきしゅつせつじょじゅつ

6117 動脈瘤破裂 rupture of aneurysm どうみゃくりゅうはれつ

6118 動揺胸郭 flail chest どうようきょうかく

6119 道路交通公害 road traffic pollution どうろこうつうこうがい

6120 毒血症 toxemia (toxicemia) どくけつしょう

6121 毒性 toxicity どくせい

6122 毒［性］の toxic どくせいの

6123 毒素 toxin どくそ

6124 毒素性ショック toxic shock どくそせいしょっく

6125 毒［物］ poison どくぶつ

6126 毒力 virulence (virulency) どくりょく

6127 毒力因子 virulence factor どくりょくいんし

6128 度数 frequency どすう

6129 ドセタキセル docetaxel どせたきせる

6130 ド［ッ］プラ［ー］効果 Doppler effect どっぷらーこうか

6131 努力 effort どりょく

6132 努力依存性 effort dependent どりょくいぞんせい

6133 努力吸気肺気量 forced inspiratory volume (FIV) どりょくきゅうきはいきりょう

6134 努力呼吸 effort ventilation どりょくこきゅう

6135 努力呼出肺活量 forced expiratory volume (FEV) どりょくこしゅつはいかつりょう

6136 努力（性）呼出曲線 forced expiration curve どりょくせいこしゅつきょくせん

6137 努力（注） forced どりょくちゅう



6138 努力肺活量 forced vital capacity (FVC) どりょくはいかつりょう

6139 努力非依存性 effort independent どりょくひいぞんせい

6140 ドルーゼ drusen どるーぜ

6141 ドルーゼ drusen どるーぜ

6142 ドレイン drain どれいん

6143 ドレナージ drainage どれなーじ

6144 ［どん］飲作用（細胞吸水） pinocytosis どんいんさようさいぼうきゅうすい

6145 貪食 phagocytosis どんしょく

6146 呑食空胞 phagosome どんしょくくうほう

6147 ナイアシンテスト niacin test ないあしんてすと

6148 内因性 intrinsic ないいんせい

6149 内因性喘息 intrinsic asthma ないいんせいぜんそく

6150 内因性（の） endogenous ないいんせいの

6151 内（外）頸静脈 internal (external) jugular vein ないがいけいじょうみゃく

6152 内胸動脈 mammary artery ないきょうどうみゃく

6153 内胸動脈 internal thoracic artery ないきょうどうみゃく

6154 内腔 lumen ないくう

6155 内呼吸 internal respiration ないこきゅう

6156 内在の indwelling ないざいの

6157 内視鏡 endoscope ないしきょう

6158 内視鏡検査［法］ endoscopy ないしきょうけんさほう

6159 内視鏡生検 endoscopic biopsy ないしきょうせいけん

6160 内視鏡的外科療法 endoscopic surgery ないしきょうてきげかりょうほう

6161 内視鏡的ポリープ摘切除 endoscopic polypectomy ないしきょうてきぽりーぷてきせつじょ

6162 内臓逆位（転位）症 situs inversus viscerum ないぞうぎゃくいてんいしょう

6163 内臓神経 splanchnic nerve ないぞうしんけい

6164 内臓神経切除術 splanchnicectomy ないぞうしんけいせつじょじゅつ

6165 内臓の visceral ないぞうの

6166 内側 medial ないそく

6167 内側中枝 ramus medius medialis (右B5) ないそくちゅうし

6168 内側の medial ないそくの

6169 内側肺底枝 ramus mediobasalis (B7) ないそくはいていし

6170 内毒素 endotoxin ないどくそ

6171 内皮 endothelium ないひ

6172 内皮細胞 endothelial cell ないひさいぼう

6173 内皮腫 endothelioma ないひしゅ

6174 （内部）均一な homogeneous ないぶきんいつな

6175 （内部）不均一な inhomogeneous ないぶふきんいつな

6176 内分泌 internal secretion ないぶんぴ

6177 内分泌 endocrine ないぶんぴ

6178 内分泌［性］ endocrine ないぶんぴせい

6179 内分泌（腺）性（の） endocrine ないぶんぴせんせいの

6180 内分泌の endocrine ないぶんぴの

6181 内容 content ないよう

6182 中腋窩線 midaxillary line なかえきかせん

6183 中皮細胞 mesothelial cell なかひさいぼう

6184 流れ flow ながれ

6185 梨状胸 pyriform thorax なしじょうきょう

6186 ナチュラルキラー細胞 natural killer cell (NK) なちゅらるきらーさいぼう

6187 夏型過敏性肺［臓］炎 Japanese summer-type hypersensitivity pneumonitis なつがたかびんせいはいぞうえん

6188 夏型過敏性肺［臓］炎 Japanese summer-type allergic alveolitis なつがたかびんせいはいぞうえん

6189 ナディア nadir なでぃあ

6190 ナトリウム利尿性因子 natriuretic factor なとりうむりにょうせいいんし

6191 波 wave なみ

6192 波型 wave なみがた

6193 ナルコーシス narcosis なるこーしす

6194 ナルコレプシー、睡眠発作、発作性睡眠， 持続睡眠 prolonged（continuous） sleep なるこれぷしー、すいみんほっさ、ほっさせいすいみん， じぞくすいみん

6195 ナルコレプシー睡眠発作［病］ narcolepsy なるこれぷしーすいみんほっさびょう

6196 ナロキソン naloxone なろきそん

6197 軟X線 soft X-ray なんXせん

6198 軟化 softening なんか

6199 軟骨 cartilage なんこつ



6200 軟骨腫 chondroma なんこつしゅ

6201 軟骨線維腫 chondrofibroma なんこつせんいしゅ

6202 軟骨腺腫 chondroadenoma なんこつせんしゅ

6203 軟骨肉腫 chondrosarcoma なんこつにくしゅ

6204 難治性喘息 intractable asthma なんじせいぜんそく

6205 軟性気管支鏡検査 flexible bronchofiberscopy なんせいきかんしきょうけんさ

6206 難聴 hard of hearing なんちょう

6207 ニーマンピック病 Niemann-Pick disease にーまんぴっくびょう

6208 肉芽腫 granuloma にくがしゅ

6209 肉芽腫症 granulomatosis にくがしゅしょう

6210 肉芽腫性肺疾患 granulomatous lung disease にくがしゅせいはいしっかん

6211 肉眼的 macroscopic にくがんてき

6212 肉眼的 gross にくがんてき

6213 肉腫 sarcoma にくしゅ

6214 肉腫性成分 sarcomatous component にくしゅせいせいぶん

6215 肉腫性変化 sarcomatous change にくしゅせいへんか

6216 肉変 carnification にくへん

6217 肉様（変）化 carnification にくようへんか

6218 ニコチン nicotine にこちん

6219 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) にこちんあみどあでにんじぬくれおちどりんさん

6220 二酸化イオウ sulfur dioxide (SO2) にさんかいおう

6221 二酸化炭素（炭酸ガス） carbon dioxide にさんかたんそたんさんがす

6222 二酸化炭素（炭酸ガス）運搬 carbon dioxide transport にさんかたんそたんさんがすうんぱん

6223 二酸化炭素（炭酸ガス）解離曲線 carbon dioxide dissociation curve にさんかたんそたんさんがすかいりきょくせん

6224 二酸化炭素（炭酸ガス）吸収曲線 carbon dioxide absorption curve にさんかたんそたんさんがすきゅうしゅうきょくせん

6225 二酸化炭素（炭酸ガス）吸収式（法） carbon dioxide absorption technique にさんかたんそたんさんがすきゅうしゅうしきほう

6226 二酸化炭素（炭酸ガス）結合能 carbon dioxide combining capacity にさんかたんそたんさんがすけつごうのう

6227 二酸化炭素（炭酸ガス）産生 carbon dioxide production にさんかたんそたんさんがすさんせい

6228 二酸化炭素（炭酸ガス）蓄積 carbon dioxide retention にさんかたんそたんさんがすちくせき

6229 二酸化炭素（炭酸ガス）排出量 carbon dioxide output にさんかたんそたんさんがすはいしゅつりょう

6230 二酸化炭素（炭酸ガス）分圧 carbon dioxide tension にさんかたんそたんさんがすぶんあつ

6231 二酸化炭素（炭酸ガス）分圧（動脈血） carbon dioxide partial pressure (PaCO2) にさんかたんそたんさんがすぶんあつどうみゃくけつ

6232 二酸化窒素 nitrogen dioxide にさんかちっそ

6233 二次性の secondary にじせいの

6234 二次［肺］小葉（細葉） secondary［pulmonary］lobule にじはいしょうようさいよう

6235 二重癌 double cancer にじゅうがん

6236 二重［の］ double にじゅうの

6237 二重脈 dicrotic pulse にじゅうみゃく

6238 二重輪郭 double contour にじゅうりんかく

6239 二重（輪郭）像 double contour にじゅうりんかくぞう

6240 二尖弁 bicuspid valve にせんべん

6241 二段脈 bigeminal pulse にだんみゃく

6242 二段脈 bisferious pulse にだんみゃく

6243 二段（連）脈 bigeminy にだんれんみゃく

6244 日常生活動作 activity of daily living (ADL) にちじょうせいかつどうさ

6245 日光じんま疹 solar urticaria にっこうじんましん

6246 日光療法 heliotherapy にっこうりょうほう

6247 日周期リズム diurnal rhythm にっしゅうきりずむ

6248 日周期リズム circadian rhythm にっしゅうきりずむ

6249 二肺葉切除術 bilobectomy にはいようせつじょじゅつ

6250 二分岐 dichotomy にぶんき

6251 二分胸骨 bifid sternum にふんきょうこつ

6252 日本胸部外科学会 The Japanese Association for Thoracic Surgery にほんきょうぶげかがっかい

6253 日本胸部疾患学会 Japan Society of Chest Diseases にほんきょうぶしっかんがっかい

6254 日本呼吸器学会 The Japanese Respiratory Society (JRS) にほんこきゅうきがっかい

6255 日本呼吸器外科学会 The Japanese Association for Chest Surgery にほんこきゅうきげかがっかい

6256 入院 admission にゅういん

6257 乳癌 breast cancer にゅうがん

6258 ニューギニア肺 New Guinea lung にゅーぎにあはい

6259 入口部 ostium にゅうこうぶ

6260 乳酸 lactic acid にゅうさん

6261 乳酸 lactate にゅうさん



6262 乳酸閾値 lactate threshold にゅうさんいきち

6263 乳酸塩 lactate にゅうさんえん

6264 乳酸加リンゲル液 Ringer's lactate solution にゅうさんかりんげるえき

6265 乳酸［性］アシドーシス lactic acidosis にゅうさんせいあしどーしす

6266 乳酸脱水素酵素 LDH (lactic dehydrogenase) にゅうさんだっすいそこうそ

6267 乳酸脱水素酵素 lactic dehydrogenase (LDH) にゅうさんだっすいそこうそ

6268 乳児突然死症候群 sudden infant death syndrome (SIDS) にゅうじとつぜんししょうこうぐん

6269 乳腺炎 mastitis にゅうせんえん

6270 乳腺症 mastopathy にゅうせんしょう

6271 乳頭 papilla にゅうとう

6272 乳頭 nipple にゅうとう

6273 乳頭腫 papilloma にゅうとうしゅ

6274 乳頭（状）癌 papillary carcinoma にゅうとうじょうがん

6275 乳頭状の papillary にゅうとうじょうの

6276 乳頭線 mammillary line にゅうとうせん

6277 乳頭腺癌 papillary adenocarcinoma にゅうとうせんがん

6278 乳頭浮腫 papilledema にゅうとうふしゅ

6279 ニュートン（力の単位） N (newton) にゅーとんちからのたんい

6280 乳び（糜） chyle にゅうび

6281 乳び（糜）管 ductus thoracicus にゅうびかん

6282 乳び胸 chylothorax にゅうびきょう

6283 乳び（糜）胸（症） chylothorax にゅうびきょうしょう

6284 乳び（糜）性胸膜炎 chylous pleurisy にゅうびせいきょうまくえん

6285 乳房撮影 mammography にゅうぼうさつえい

6286 乳房（腺） breast にゅうぼうせん

6287 ニューマトセル pneumatocele (pneumocele) にゅーまとせる

6288 ニューモシスチス症 pneumocystosis にゅーもしすちすしょう

6289 ニューモシ（チ）スチ（ティ）ス・イロヴェツィイー（イロヴェツエイ、イロヴェツィー） Pneumocystis jirovecii にゅーもしちすちてぃす・いろヴぇつぃいーいろヴぇつえい、いろヴぇつぃー

6290 ニューモシ（チ）スチ（ティ）ス・カリニ pneumocystis carinii にゅーもしちすちてぃす・かりに

6291 ニューモシ（チ）スチ（ティ）ス・カリニ肺炎 pneumocystis carinii pneumonia にゅーもしちすちてぃす・かりにはいえん

6292 ニューモシ（チ）スチ（ティ）ス肺炎 pneumocystis pneumonia (PCP) にゅーもしちすちてぃすはいえん

6293 ニューモタコグラフ pneumotachograph にゅーもたこぐらふ

6294 ニューモリシン pneumolysin にゅーもりしん

6295 ニューロパチー neuropathy にゅーろぱちー

6296 ニューロぺプタイド neuropeptide にゅーろぺぷたいど

6297 尿細管性アシドーシス tubular acidosis にょうさいかんせいあしどーしす

6298 尿酸 uric acid にょうさん

6299 尿生殖路 genitourinary tract にょうせいしょくろ

6300 尿素 urea にょうそ

6301 尿中抗原検査 urinary antigen test にょうちゅうこうげんけんさ

6302 尿毒症 uremia にょうどくしょう

6303 尿毒症性間質性肺炎 uremic pneumonia にょうどくしょうせいかんしつせいはいえん

6304 尿毒症性心膜炎 uremic pericarditis にょうどくしょうせいしんまくえん

6305 尿毒症［性］肺 uremic lung にょうどくしょうせいはい

6306 尿毒症［性］肺炎 uremic pneumonia にょうどくしょうせいはいえん

6307 尿崩症 diabetes insipidus にょうほうしょう

6308 尿量 urinary output にょうりょう

6309 鶏のひな chicken にわとりのひな

6310 妊娠 gestation にんしん

6311 認知症 dementia にんちしょう

6312 忍容性（認容性） tolerance、tolerability にんようせい

6313 ぬぐい液 swab ぬぐいえき

6314 ぬぐい分泌液 swab ぬぐいぶんぴえき

6315 ヌクレオシド nucleosides ぬくれおしど

6316 布被覆型プロテーゼ cloth-covered prothesis ぬのひふくがたぷろてーぜ

6317 寝汗 night sweat ねあせ

6318 ネオマイシン遺伝子 neomycin gene ねおまいしんいでんし

6319 ねずみ型ミコバクテリア murine mycobacterium ねずみがたみこばくてりあ

6320 熱希釈心拍出量 thermodilution cardiac output ねつきしゃくしんぱくしゅつりょう

6321 熱希釈法 thermodilution method ねつきしゃくほう

6322 熱希釈［法］ thermodilution ねつきしゃくほう

6323 熱虚脱 heat collapse ねつきょだつ



6324 熱射病 thermoplegia ねっしゃびょう

6325 熱傷 burn ねっしょう

6326 熱ショック蛋白 heat shock protein ねつしょっくたんぱく

6327 熱ストレス heat stress ねつすとれす

6328 熱性肺損傷 thermal lung injury ねっせいはいそんしょう

6329 熱帯性好酸球増多症 tropical eosinophilia ねったいせいこうさんきゅうぞうたしょう

6330 熱電堆 thermopile ねつでんたい

6331 熱量 calory (calorie) ねつりょう

6332 ネブライザー nebulizer ねぶらいざー

6333 粘液 phlegm ねんえき

6334 粘液 muc[o]us ねんえき

6335 粘液産生 mucus-producing ねんえきさんせい

6336 粘液［産生］性腺癌 mucinous adenocarcinoma ねんえきさんせいせいせんがん

6337 粘液産生腺癌 mucus-producing adenocarcinoma ねんえきさんせいせんがん

6338 粘液腫 myxoma ねんえきしゅ

6339 粘液水腫 myx(o)edema ねんえきすいしゅ

6340 粘液［性］ muc[o]us ねんえきせい

6341 粘液性膿痰 mucopurulent sputum ねんえきせいのうたん

6342 粘液腺 muc[o]us gland ねんえきせん

6343 粘液栓 muc[o]us plug ねんえきせん

6344 粘液栓嵌頓（入） mucoid impaction ねんえきせんかんとんにゅう

6345 粘液線毛機能 mucociliary function ねんえきせんもうきのう

6346 粘液線毛クリアランス mucociliary clearance ねんえきせんもうくりあらんす

6347 粘液線毛輸送系 mucociliary transport system ねんえきせんもうゆそうけい

6348 粘液塞栓（充填）症候群 muc[o]us impaction syndrome ねんえきそくせんじゅうてんしょうこうぐん

6349 粘液痰 mucous sputum ねんえきたん

6350 粘液肉腫 myxosarcoma ねんえきにくしゅ

6351 粘液嚢腫 mucocele ねんえきのうしゅ

6352 粘液膿性 mucopurulent ねんえきのうせい

6353 粘液膿［性］気管支炎 mucopurulent bronchitis ねんえきのうせいきかんしえん

6354 粘液膿性痰 mucopurulent sputum ねんえきのうせいたん

6355 粘液溶解剤 mucolytic agents ねんえきようかいざい

6356 粘液瘤 mucocele ねんえきりゅう

6357 粘［稠］度 viscosity ねんしゅうど

6358 粘性 viscosity ねんせい

6359 粘性抵抗 viscous resistance ねんせいていこう

6360 年代の chronological ねんだいの

6361 粘弾性 viscoelasticity ねんだんせい

6362 捻髪音 crepitation(s) (fine crackle(s)) ねんはつおん

6363 捻髪音 fine crackles ねんはつおん

6364 粘表皮癌 mucoepidermoid carcinoma ねんひょうひがん

6365 粘膜 tunica mucosa (mucous membrane) ねんまく

6366 粘膜 mucosa (mucous membrane) ねんまく

6367 粘膜炎 mucositis ねんまくえん

6368 粘膜下腺 submucosal gland ねんまくかせん

6369 粘膜固有層 tunica propria ねんまくこゆうそう

6370 粘膜疹 enanthem［a］ ねんまくしん

6371 粘膜ワクチン接種 mucosal vaccination ねんまくわくちんせっしゅ

6372 野 area の

6373 ノイローゼ neurosis のいろーぜ

6374 のう（嚢） sac (saccus) のう

6375 膿（のう） pus のう（のう）

6376 脳炎 encephalitis のうえん

6377 膿気胸 pyopneumothorax のうききょう

6378 膿球（好中球） pus cell のうきゅうこうちゅうきゅう

6379 膿胸 thoracic empyema (pyothorax) のうきょう

6380 膿胸 pyothorax のうきょう

6381 膿胸 empyema のうきょう

6382 膿血症 pyemia のうけっしょう

6383 野兎病［性］肺炎 tularemic pneumonia のうさぎびょうせいはいえん

6384 濃紫［色］痰 prune juice sputum のうししきたん

6385 脳室 ventricle のうしつ



6386 脳室穿刺 ventricular puncture のうしつせんし

6387 濃縮試験 concentration test のうしゅくしけん

6388 脳症 encephalopathy のうしょう

6389 嚢状 cystic のうじょう

6390 嚢状気管支拡張症 saccular bronchiectasis のうじょうきかんしかくちょうしょう

6391 嚢状リンパ管腫 cystic lymphadenoma のうじょうりんぱかんしゅ

6392 脳水腫（浮腫） cerebral edema のうすいしゅふしゅ

6393 膿性 purulent のうせい

6394 膿性痰 purulent sputum のうせいたん

6395 脳性ナトリウム利尿因子 brain natriuretic factor のうせいなとりうむりにょういんし

6396 脳性ナトリウム利尿ペプチド（因子） brain natriuretic peptide (factor) (BNP) のうせいなとりうむりにょうぺぷちどいんし

6397 脳脊髄液 cerebrospinal fluid (CSF) のうせきずいえき

6398 脳脊髄炎 encephalomyelitis のうせきずいえん

6399 脳転移 brain metastasis のうてんい

6400 濃度 concentration のうど

6401 能動的 active のうどうてき

6402 能動免疫 active immunity のうどうめんえき

6403 能動輸送 active transport のうどうゆそう

6404 濃度（ガスの濃度にはこれを用いる） fraction のうどがすののうどにはこれをもちいる

6405 [濃度]曲線下面積 AUC (area under the curve) のうどきょくせんかめんせき

6406 脳波 electroencephalogram (EEG) のうは

6407 脳波記録検査 electroencephalography のうはきろくけんさ

6408 脳波計 electroencephalograph のうはけい

6409 農夫肺 farmer's lung のうふはい

6410 のう（嚢）胞 cyst のうほう

6411 のう（嚢）胞性 cystic のうほうせい

6412 のう（嚢）胞性奇形腫 cystic lymphangioma のうほうせいきけいしゅ

6413 のう（嚢）胞性線維症 cystic fibrosis のうほうせいせんいしょう

6414 のう（嚢）胞性腺腫 st［o］adenoma のうほうせいせんしゅ

6415 嚢胞性肺気腫 bullous emphysema のうほうせいはいきしゅ

6416 のう（嚢）胞性リンパ管腫（ヒグローム） cystic lymphangioma のうほうせいりんぱかんしゅひぐろーむ

6417 のう（嚢）胞肺 cystic lung のうほうはい

6418 膿瘍 abscess のうよう

6419 能力 capacity のうりょく

6420 ノーザンブロット northern blot のーざんぶろっと

6421 ノカルジア症 nocardiosis のかるじあしょう

6422 野口分類 Noguchi's classification のぐちぶんるい

6423 ノッチ notch のっち

6424 のど throat のど

6425 飲み込み deglutition のみこみ

6426 のみこみ swallowing のみこみ

6427 ノルエピネフリン norepinephrine のるえぴねふりん

6428 ノルモカプニア normocapnia のるもかぷにあ

6429 ノルモキシア normoxia のるもきしあ

6430 ノンレム睡眠 non-rapid eye movement (non-REM) sleep のんれむすいみん

6431 ハーセプチン herceptin はーせぷちん

6432 胚 germ はい

6433 肺 lung はい

6434 肺アスペルギルス［症］ pulmonary aspergillosis はいあすぺるぎるすしょう

6435 肺アミロイドーシス pulmonary amyloidosis はいあみろいどーしす

6436 肺アメーバー症 pulmonary amebiasis はいあめーばーしょう

6437 肺アレルギー性肉芽腫 pulmonary allergic granuloma はいあれるぎーせいにくがしゅ

6438 背位 supine position はいい

6439 肺移植 pulmonary transplantation はいいしょく

6440 肺移植 lung transplantation はいいしょく

6441 肺インピーダンス pulmonary impedance はいいんぴーだんす

6442 肺うっ血 pulmonary congestion はいうっけつ

6443 排液法 drainage はいえきほう

6444 肺壊疽 pulmonary gangrene はいえそ

6445 肺エラスタンス lung elastance はいえらすたんす

6446 肺炎 pneumonia はいえん

6447 肺炎桿菌性肺炎 Klebsiella pneumonia はいえんかんきんせいはいえん



6448 肺炎球菌 pneumococcus はいえんきゅうきん

6449 肺炎球菌 Streptococcus pneumoniae はいえんきゅうきん

6450 肺炎球菌肺炎 pneumococcal pneumonia はいえんきゅうきんはいえん

6451 肺炎球菌ワクチン pneumococcal vaccine はいえんきゅうきんわくちん

6452 肺炎球菌ワクチン Pneumococcal vaccine はいえんきゅうきんわくちん

6453 肺炎球菌ワクチン Pneumococcal vaccine はいえんきゅうきんわくちん

6454 肺炎クラミジア(クラミドフィラ) Chlamydia(Chlamydophila)(C.) pneumoniae はいえんくらみじあくらみどふぃら

6455 肺炎後胸膜炎 metapneumonic pleurisy はいえんごきょうまくえん

6456 肺炎随伴性胸水 parapneumonic effusion はいえんずいはんせいきょうすい

6457 肺炎［双］球菌 diplococcus pneumoniae はいえんそうきゅうきん

6458 肺エンドメトリオーシス pulmonary endometriosis はいえんどめとりおーしす

6459 肺炎マイコプラズ（ス）マ Mycoplasma(M.) pneumoniae はいえんまいこぷらずすま

6460 肺炎レンサ球菌 Streptococcus pneumoniae はいえんれんさきゅうきん

6461 肺音 lung sound(s) はいおん

6462 肺界面活性物質 pulmonary surfactant はいかいめんかっせいぶっしつ

6463 肺界面（表面）活性物質 lung surfactant はいかいめんひょうめんかっせいぶっしつ

6464 肺下胸水 subpulmonary effusion はいかきょうすい

6465 肺学 pulmonology はいがく

6466 肺拡散能［力］ pulmonary diffusion (diffusing) capacity はいかくさんのうりょく

6467 ［肺］拡張（膨張）不全 dystelectasis はいかくちょうぼうちょうふぜん

6468 肺芽腫 pulmonary blastoma はいがしゅ

6469 胚芽腫 embryoma はいがしゅ

6470 胚芽（植物） embryo はいがしょくぶつ

6471 肺ガス交換部 respiratory zone はいがすこうかんぶ

6472 胚［芽］中心 germinal center はいがちゅうしん

6473 肺活量 vital capacity (VC) はいかつりょう

6474 肺活量計 spirometer はいかつりょうけい

6475 肺活量測定［法］ spirometry はいかつりょうそくていほう

6476 肺化膿症 pulmonary suppuration はいかのうしょう

6477 （肺）硝子膜症 hyaline membrane disease はいがらすまくしょう

6478 肺癌 pulmonary carcinoma はいがん

6479 肺癌 lung cancer はいがん

6480 肺癌 bronchogenic cancer (carcinoma) はいがん

6481 肺癌 bronchial carcinoma はいがん

6482 肺換気 pulmonary ventilation はいかんき

6483 肺換気スキャン pulmonary ventilation scan はいかんきすきゃん

6484 肺カンジダ［症］ pulmonary candidiasis はいかんじだしょう

6485 肺冠状動脈反射 pulmo-coronary reflex はいかんじょうどうみゃくはんしゃ

6486 肺癌肉腫 pulmonary carcinosarcoma はいがんにくしゅ

6487 肺気腫 emphysema はいきしゅ

6488 [肺]気腫合併肺線維症 combined pulmonary fibrosis and emphysema (CPFE) はいきしゅがっぺいはいせんいしょう

6489 肺気腫［症］ pulmonary emphysema はいきしゅしょう

6490 肺機能 pulmonary function はいきのう

6491 肺機能検査 pulmonary function test はいきのうけんさ

6492 肺吸虫 lung fluke はいきゅうちゅう

6493 肺吸虫症 pulmonary paragonimiasis はいきゅうちゅうしょう

6494 肺胸郭系 lung thorax system はいきょうかくけい

6495 肺胸膜 pulmonary pleura はいきょうまく

6496 肺胸膜炎 pneumopleuritis はいきょうまくえん

6497 肺胸膜嚢胞 bleb はいきょうまくのうほう

6498 肺虚血 pulmonary ischemia はいきょけつ

6499 肺巨細胞癌 giant cell carcinoma of the lung はいきょさいぼうがん

6500 肺虚脱 pulmonary collapse はいきょだつ

6501 肺気量 lung volume はいきりょう

6502 肺気量 lung capacity はいきりょう

6503 肺気量の変化履歴（肺機能検査用語） volume history はいきりょうのへんかりれきはいきのうけんさようご

6504 排菌者 bacillus discharger はいきんしゃ

6505 肺クリプトコッカス症 pulmonary cryptococcosis はいくりぷとこっかすしょう

6506 肺形質細胞腫 plasmacytoma of the lung はいけいしつさいぼうしゅ

6507 肺形成不全 aplasia of lung はいけいせいふぜん

6508 肺形成不全症 pulmonary hypoplasia はいけいせいふぜんしょう

6509 肺外科 lung surgery はいげか



6510 肺血液量 pulmonary blood volume (PBV) はいけつえきりょう

6511 肺結核［症］ pulmonary tuberculosis はいけっかくしょう

6512 肺結核（症） pulmonary phthisis はいけっかくしょう

6513 肺血管［陰］影 pulmonary vascular markings はいけっかんいんえい

6514 肺血管炎 pulmonary vasculitis はいけっかんえん

6515 肺血管外水分量 pulmonary extravascular water volume はいけっかんがいすいぶんりょう

6516 肺血管系 pulmonary vasculature はいけっかんけい

6517 肺血管小体 glomus pulmonale はいけっかんしょうたい

6518 肺血管造影［法］ pulmonary angiography はいけっかんぞうえいほう

6519 肺血管抵抗 pulmonary vascular resistance (PVR) はいけっかんていこう

6520 肺（血管）抵抗 pulmonary［vascular］resistance はいけっかんていこう

6521 肺血管肉腫 pulmonary angiosarcoma はいけっかんにくしゅ

6522 肺血管反応性 pulmonary vascular reactivity はいけっかんはんのうせい

6523 肺血管閉塞病変 pulmonary vascular obstructive disease はいけっかんへいそくびょうへん

6524 肺［血管］紋理 pulmonary vascular markings はいけっかんもんり

6525 肺血管床 pulmonary vascular bed はいけっかんゆか

6526 肺血行（循環）動態 pulmonary hemodynamics はいけっこうじゅんかんどうたい

6527 敗血症 sepsis はいけつしょう

6528 敗血症 septicemia はいけつしょう

6529 敗血［症］性梗塞 septic infarct(ion) はいけつしょうせいこうそく

6530 敗血症性ショック septic shock はいけつしょうせいしょっく

6531 敗血症性ショック症候群 septic shock syndrome はいけつしょうせいしょっくしょうこうぐん

6532 肺結石 pneumolith はいけっせき

6533 肺結節 pulmonary nodule はいけっせつ

6534 肺血栓症 pulmonary thrombosis はいけっせんしょう

6535 肺血栓塞栓症 pulmonary thromboembolism （PTE) はいけっせんそくせんしょう

6536 肺血鉄症 pulmonary hemosiderosis はいけってつしょう

6537 肺血流シンチグラフィ pulmonary perfusion scintigraphy はいけつりゅうしんちぐらふぃ

6538 肺血流（量） pulmonary blood flow はいけつりゅうりょう

6539 肺溝 Pulmonary sulcus (Pulmonary groove) of the thorax はいこう

6540 肺溝 Pulmonary sulcus (Pulmonary groove) of the thorax (Paravertebral sulcus) はいこう

6541 肺溝腫瘍 pulmonary sulcus tumor はいこういしゅよう

6542 肺硬化［症］ pneumosclerosis はいこうかしょう

6543 肺硬化性血管腫 pneumocytoma はいこうかせいけっかんしゅ

6544 肺高血圧［症］ pulmonary hypertension はいこうけつあつしょう

6545 肺好酸球増多症 pulmonary eosinophilia はいこうさんきゅうぞうたしょう

6546 肺好酸球増多症 pulmonary infiltration with eosinophilia (PIE) はいこうさんきゅうぞうたしょう

6547 肺梗塞 pulmonary infarction はいこうそく

6548 肺梗塞 pulmonary infarct はいこうそく

6549 肺硬変［症］ pulmonary cirrhosis はいこうへんしょう

6550 肺呼吸 pulmonary respiration はいこきゅう

6551 肺（呼吸）リハビリテーション pulmonary rehabilitation はいこきゅうりはびりてーしょん

6552 肺コンプライアンス pulmonary compliance はいこんぷらいあんす

6553 肺コンプライアンス lung compliance はいこんぷらいあんす

6554 肺細動脈 pulmonary arteriole はいさいどうみゃく

6555 杯細胞 goblet cell はいさいぼう

6556 杯細胞型 goblet cell type はいさいぼうがた

6557 杯細胞型肺腺癌 goblet cell type lung adenocarcinoma はいさいぼうがたはいせんがん

6558 胚細胞性腫瘍 germ cell tumor（ｓ） はいさいぼうせいしゅよう

6559 肺［雑］音 pulmonary sound はいざつおん

6560 肺サルコイドーシス pulmonary sarcoidosis はいさるこいどーしす

6561 肺ジストマ症 pulmonary distomiasis はいじすとましょう

6562 肺ジストマ症（肺吸虫症） distomiasis pulmonale (paragonimiasis) はいじすとましょうはいきゅうちゅうしょう

6563 肺疾患 pulmonary disease はいしっかん

6564 肺疾患 lung disease はいしっかん

6565 肺実質 pulmonary parenchyma はいじっしつ

6566 肺シャント pulmonary shunt はいしゃんと

6567 肺住血吸虫［症］ pulmonary schistosomiasis はいじゅうけつきゅうちゅうしょう

6568 肺手術 lung surgery はいしゅじゅつ

6569 肺出血 pulmonary hemorrhage はいしゅっけつ

6570 肺出血 pneumorrhagia はいしゅっけつ

6571 排出量 output はいしゅつりょう



6572 肺腫瘍 pulmonary neoplasm はいしゅよう

6573 肺腫瘍 lung tumor はいしゅよう

6574 肺循環 pulmonary circulation はいじゅんかん

6575 肺循環時間 pulmonary circulation time はいじゅんかんじかん

6576 排除 elimination はいじょ

6577 肺障害 lung injury はいしょうがい

6578 肺小（細）動脈抵抗 pulmonary arteriolar resistance はいしょうさいどうみゃくていこう

6579 肺小細胞癌 small cell lung carcinoma はいしょうさいぼうがん

6580 肺静脈 pulmonary vein はいじょうみゃく

6581 肺静脈閉塞症 pulmonary venoocclusive disease (PVOD) はいじょうみゃくへいそくしょう

6582 肺静脈閉塞性疾患 pulmonary venoocclusive disease (PVOD) はいじょうみゃくへいそくせいしっかん

6583 肺小葉 pulmonary lobule はいしょうよう

6584 肺真菌症 pneumomycosis はいしんきんしょう

6585 肺真菌症 fungus disease of the lung はいしんきんしょう

6586 肺浸潤 pulmonary infiltration はいしんじゅん

6587 肺シンチグラフィ lung scintigraphy はいしんちぐらふぃ

6588 肺伸展受容体 pulmonary stretch receptor はいしんてんじゅようたい

6589 肺髄外形質細胞腫 extramedullary plasmacytoma of the lung はいずいがいけいしつさいぼうしゅ

6590 肺水腫 pulmonary edema はいすいしゅ

6591 肺水（浮）腫 pulmonary (lung) edema はいすいふしゅ

6592 肺水分量 pulmonary fluid volume はいすいぶんりょう

6593 肺性P［波］ pulmonary P はいせいPは

6594 肺性P［波］ P pulmonale はいせいPは

6595 肺性クリップル（肺の不自由者） pulmonary cripple はいせいくりっぷるはいのふじゆうしゃ

6596 肺生検 lung biopsy はいせいけん

6597 肺性呼吸困難 pulmonary dyspnea はいせいこきゅうこんなん

6598 肺性紫斑病 pulmonary purpura はいせいしはんびょう

6599 肺性心 cor pulmonale はいせいしん

6600 肺性心疾患 pulmonary heart disease はいせいしんしっかん

6601 肺性脳症 pulmonary encephalopathy はいせいのうしょう

6602 肺性肥大性骨関節症 pulmonary hypertrophic osteoarthropathy はいせいひだいせいこつかんせつしょう

6603 肺性副雑音 pulmonary adventitious sound(s) はいせいふくざつおん

6604 肺石 pneumolith はいせき

6605 排泄 excretion はいせつ

6606 肺切開術 pneumostomy はいせっかいじゅつ

6607 肺切開術 pneumonotomy はいせっかいじゅつ

6608 肺切開［術］ pneumotomy はいせっかいじゅつ

6609 肺切除 lung resection はいせつじょ

6610 肺切除［術］ pulmonary resection はいせつじょじゅつ

6611 肺尖 apex of lung はいせん

6612 肺線維症 pulmonary fibrosis はいせんいしょう

6613 肺線維症 lung fibrosis はいせんいしょう

6614 肺尖胸膜炎 apical pleurisy はいせんきょうまくえん

6615 肺尖結核 apical tuberculosis はいせんけっかく

6616 肺尖後枝 apical posterior bronchus (B1＋2) はいせんこうし

6617 肺穿刺 pneumo［no］centesis はいせんし

6618 肺尖枝 ramus apicalis (apical bronchus) (B1) はいせんし

6619 肺腺腫症 pulmonary adenomatosis はいせんしゅしょう

6620 肺洗浄 lung washing はいせんじょう

6621 肺全摘[切]除術 pulmonary resection はいぜんてきせつじょじゅつ

6622 肺尖の apical はいせんの

6623 肺尖剥離［術］ apicolysis はいせんはくりじゅつ

6624 肺尖部 apex area はいせんぶ

6625 肺腺扁平上皮癌 adenosquamous carcinoma of the lung はいせんへんぺいじょうひがん

6626 肺臓炎 pneumonitis はいぞうえん

6627 肺塞栓［症］ pulmonary embolism はいそくせんしょう

6628 肺塞栓除去術 pulmonary embolectomy はいそくせんじょきょじゅつ

6629 肺組織 pulmonary tissue はいそしき

6630 肺組織抵抗 lung tissue resistance はいそしきていこう

6631 肺卒中 pulmonary apoplexy はいそっちゅう

6632 肺体血流比 pulmonary blood flow/systemic blood flow ratio (Qp/Qs) はいたいけつりゅうひ

6633 肺ダニ症 pulmonary acariasis はいだにしょう



6634 肺弾性 pulmonary elasticity はいだんせい

6635 肺弾性収縮力 elastic lung recoil はいだんせいしゅうしゅくりょく

6636 肺炭疽 pulmonary anthrax はいたんそ

6637 肺チフス pneumotyphus はいちふす

6638 背柱 spine はいちゅう

6639 肺低形成 pulmonary hypoplasia はいていけいせい

6640 肺転移 pulmonary metastasis はいてんい

6641 肺転移 lung metastasis はいてんい

6642 肺凍結 frostbite of the lung はいとうけつ

6643 肺動静脈奇形 pulmonary arteriovenous malformations はいどうじょうみゃくきけい

6644 肺動静脈瘻 pulmonary arteriovenous fistula はいどうじょうみゃくろう

6645 肺動脈 pulmonary artery はいどうみゃく

6646 肺動脈圧 pulmonary arterial pressure はいどうみゃくあつ

6647 肺動脈円錐 pulmonary conus はいどうみゃくえんすい

6648 肺動脈カテーテル検査 pulmonary artery catheterization はいどうみゃくかてーてるけんさ

6649 肺動脈［幹］ pulmonary trunk はいどうみゃくかん

6650 肺動脈狭窄（症） pulmonary artery stenosis はいどうみゃくきょうさくしょう

6651 肺動脈楔入圧 pulmonary wedge pressure はいどうみゃくけいにゅうあつ

6652 肺動脈楔入圧 pulmonary artery wedge pressure （PAWP) はいどうみゃくけいにゅうあつ

6653 肺動脈楔入圧 PAWP (pulmonary artery wedge pressure) はいどうみゃくけいにゅうあつ

6654 肺（動脈）血栓症 pulmonary thrombosis はいどうみゃくけっせんしょう

6655 肺動脈血栓内膜摘除術 pulmonary thromboendarterectomy はいどうみゃくけっせんないまくてきじょじゅつ

6656 肺動脈性肺高血圧症 pulmonary arterial hypertension (PAH) はいどうみゃくせいはいこうけつあつしょう

6657 肺動脈造影（法） pulmonary arteriography はいどうみゃくぞうえいほう

6658 肺動脈第2音 pulmonic second sound はいどうみゃくだい2おん

6659 肺動脈閉鎖 pulmonary atresia はいどうみゃくへいさ

6660 肺動脈閉塞［症］ occlusion of pulmonary artery はいどうみゃくへいそくしょう

6661 肺動脈弁 pulmonary valve はいどうみゃくべん

6662 肺動脈弁 pulmonary (trunk) valve はいどうみゃくべん

6663 肺動脈弁開放速度 pulmonic valve opening velocity (PVOV) はいどうみゃくべんかいほうそくど

6664 肺動脈弁逆流 pulmonary regurgitation はいどうみゃくべんぎゃくりゅう

6665 肺動脈弁狭窄（症） pulmonary stenosis (PS) はいどうみゃくべんきょうさくしょう

6666 肺動脈弁閉鎖不全 pulmonary regurgitation (PR) はいどうみゃくべんへいさふぜん

6667 肺動脈弁閉鎖不全［症］ pulmonary insufficiency はいどうみゃくべんへいさふぜんしょう

6668 肺動脈弁閉鎖不全［症］ pulmonary （valve） insufficiency はいどうみゃくべんへいさふぜんしょう

6669 肺内圧 intrapulmonary pressure はいないあつ

6670 肺［内外］圧差 transpulmonary pressure はいないがいあつさ

6671 肺内ガス混合指数 index of intrapulmonary gas mixing はいないがすこんごうしすう

6672 肺内ガス混合指数（開放回路系で7分間O2吸入後の肺胞気N2濃度） pulmonary mixing index （PMI) はいないがすこんごうしすうかいほうかいろけいで7ふんかんO2きゅうにゅうごのはいほうきN2のうど

6673 肺内吸入気分布 distribution of inspired gas (air) はいないきゅうにゅうきぶんぷ

6674 肺内転移 intrapulmonary metastasis はいないてんい

6675 肺内分画肺 intralobar pulmonary sequestration はいないぶんかくはい

6676 肺軟化［症］ pneumomalacia はいなんかしょう

6677 肺肉芽腫性血管炎 pulmonary granulomatous angitis はいにくがしゅせいけっかんえん

6678 排尿 urination はいにょう

6679 肺の pulmonary はいの

6680 肺の一次小葉（細葉） primary lobule of lung はいのいちじしょうようさいよう

6681 排膿管 drain はいのうかん

6682 肺のう（嚢）胞 pulmonary cyst はいのうのうほう

6683 肺膿瘍 pulmonary abscess はいのうよう

6684 肺膿瘍 lung (pulmonary) abscess はいのうよう

6685 （肺の）硬化像 consolidation はいのこうかぞう

6686 ［肺の］細葉 acinus はいのさいよう

6687 肺の成長 lung development はいのせいちょう

6688 肺の二次小葉（細葉） secondary lobule of lung はいのにじしょうようさいよう

6689 灰白[脊]髄炎 poliomyelitis はいはくせきずいえん

6690 灰白脳炎 polioencephalitis はいはくのうえん

6691 灰白脳脊髄炎 polioencephalomyelitis はいはくのうせきずいえん

6692 肺爆風傷 blast injury of the lung はいばくふうしょう

6693 肺剥離［術］ pneumolysis はいはくりじゅつ

6694 肺非定型カルチノイド atypical cartinoid of the lung はいひていけいかるちのいど

6695 肺表面（界面）活性物質 pulmonary surfactant はいひょうめんかいめんかっせいぶっしつ



6696 背腹方向の dorsoventral (DV) はいふくほうこうの

6697 肺不全 pulmonary failure はいふぜん

6698 肺不全 pulmonary insufficiency はいふぜん

6699 背［部］痛 backache はいぶつう

6700 肺ブラ pulmonary bulla はいぶら

6701 肺ブラストーマ pulmonary blastoma はいぶらすとーま

6702 ハイブリダイゼーション hybridization はいぶりだいぜーしょん

6703 肺分画症 pulmonary sequestration はいぶんかくしょう

6704 肺分画（離）症 sequestration (pulmonary sequestration) はいぶんかくりしょう

6705 肺分離症 pulmonary sequestration はいぶんりしょう

6706 肺ペスト pulmonary pest はいぺすと

6707 肺へモジデリン沈着 pulmonary hemosiderosis はいへもじでりんちんちゃく

6708 肺胞 pulmonary alveolus はいほう

6709 肺胞 alveolus はいほう

6710 肺胞圧 alveolar pressure はいほうあつ

6711 肺胞―毛細血管関門 alveolar capillary barrier はいほう―もうさいけっかんかんもん

6712 肺胞―毛細血管障壁 alveolar capillary barrier はいほう―もうさいけっかんしょうへき

6713 肺胞―毛細血管ブロック症候群 alveolar capillary (A-C) block syndrome はいほう―もうさいけっかんぶろっくしょうこうぐん

6714 肺胞液クリアランス alveolar liquid clearance はいほうえきくりあらんす

6715 ［肺］胞隔炎 alveolitis はいほうかくえん

6716 肺胞拡張［症］ alveolar ectasia はいほうかくちょうしょう

6717 ［肺胞］隔壁細胞 septal cell はいほうかくへきさいぼう

6718 肺胞ガス交換 alveolar gas exchange はいほうがすこうかん

6719 肺胞管 alveolar duct はいほうかん

6720 肺胞換気式 alveolar ventilation equation はいほうかんきしき

6721 肺胞換気［量］ alveolar ventilation はいほうかんきりょう

6722 肺胞間交流 interalveolar communication はいほうかんこうりゅう

6723 肺胞気 alveolar gas はいほうき

6724 肺胞気 alveolar air はいほうき

6725 肺胞気・動脈血ガス分圧較差 alveolar-arterial gas tension difference (AaD) はいほうき・どうみゃくけつがすぶんあつかくさ

6726 肺胞気―動脈血ガス分圧較差 alveolar arterial difference はいほうき―どうみゃくけつがすぶんあつかくさ

6727 肺胞気―動脈血酸素分圧較差（P（A-a）02） alveolar arterial oxygen gradient (A-aDo2) はいほうき―どうみゃくけつさんそぶんあつかくさPA-a02

6728 肺胞気管支造影 alveolobronchography はいほうきかんしぞうえい

6729 肺胞気式 alveolar gas equation はいほうきしき

6730 肺胞［気］式 veolar［air］ equation はいほうきしき

6731 肺胞気量 alveolar gas volume はいほうきりょう

6732 肺胞形成異常［症］ alveolar dysplasia はいほうけいせいいじょうしょう

6733 肺胞形成不全 alveolar dysplasia はいほうけいせいふぜん

6734 肺胞孔 Kohn's pore はいほうこう

6735 肺胞孔 alveolar pore はいほうこう

6736 肺胞（呼吸）音 vesicular (breath) sound(s) はいほうこきゅうおん

6737 肺胞細気管支輸送（移送）機構 alveolobronchiolar transport mechanism はいほうさいきかんしゆそういそうきこう

6738 肺胞死腔 alveolar dead space はいほうしくう

6739 肺胞傷害 alveolopathy はいほうしょうがい

6740 肺胞上皮 alveolar epithelium はいほうじょうひ

6741 肺胞上皮型肺癌 alveolar cell lung cancer はいほうじょうひがたはいがん

6742 肺胞上皮癌（=bronchiolo-alveolar cell carcinoma細気管支肺胞上皮癌） alveolar cell carcinoma はいほうじょうひがん=bronchiolo-alveolar cell carcinomaさいきかんしはいほうじょうひがん

6743 肺胞上皮細胞 alveolar epithelial cell はいほうじょうひさいぼう

6744 肺胞上皮細胞 alveolar cells はいほうじょうひさいぼう

6745 肺胞（上皮）細胞 pneumonocyte (pneumocyte) はいほうじょうひさいぼう

6746 肺胞（上皮）細胞 pneumocyte (pneumonocyte) はいほうじょうひさいぼう

6747 肺胞上皮［細胞］型肺癌 bronchiolo-alveolar cell lung cancer はいほうじょうひさいぼうがたはいがん

6748 肺胞食細胞 alveolar phagocyte はいほうしょくさいぼう

6749 肺胞［性］ vesicular はいほうせい

6750 肺胞［性］呼吸音 vesicular sound (alveolar breathing sound) はいほうせいこきゅうおん

6751 肺胞性のう（嚢）胞 alveolar cyst はいほうせいのうほう

6752 肺胞［性］パターン alveolar pattern はいほうせいぱたーん

6753 肺胞石灰沈着 alveolar calcification はいほうせっかいちんちゃく

6754 肺胞石灰［沈着］症 alveolar calcinosis はいほうせっかいちんちゃくしょう

6755 肺放線［状］菌症 pulmonary actinomycosis はいほうせんじょうきんしょう

6756 肺胞大食細胞 alveolar macrophage はいほうだいしょくさいぼう

6757 肺胞蛋白症 pulmonary alveolar proteinosis はいほうたんぱくしょう



6758 肺胞蛋白症 alveolar proteinosis はいほうたんぱくしょう

6759 肺胞中隔（隔壁） alveolar septum はいほうちゅうかくかくへき

6760 肺胞中隔［隔壁］細胞 alveolar septal cell はいほうちゅうかくかくへきさいぼう

6761 ［肺胞］中隔細胞 septal cell はいほうちゅうかくさいぼう

6762 肺胞低換気 alveolar hypoventilation はいほうていかんき

6763 肺胞低換気症候群 alveolar hypoventilation syndrome はいほうていかんきしょうこうぐん

6764 肺胞道 alveolar duct はいほうどう

6765 肺胞内 intra-alveolar はいほうない

6766 肺胞内圧 intra-alveolar pressure はいほうないあつ

6767 肺胞内圧 alveolar pressure はいほうないあつ

6768 肺胞の alveolar はいほうの

6769 肺胞嚢 alveolar sac はいほうのう

6770 肺胞のう（嚢） alveolar saccule はいほうのう

6771 肺胞発育不全 alveolar dysplasia はいほうはついくふぜん

6772 肺胞微石症 pulmonary alveolar microlithiasis はいほうびせきしょう

6773 肺胞微石症 alveolar microlithiasis はいほうびせきしょう

6774 肺胞被覆層 alveolar lining layer はいほうひふくそう

6775 肺胞表面活性物質 alveolar surfactant はいほうひょうめんかっせいぶっしつ

6776 肺胞表面張力 alveolar surface tension はいほうひょうめんちょうりょく

6777 肺胞プラトー（02または指標ガス1回呼吸法での洗い出し曲線平坦部分） alveolar plateau はいほうぷらとー02またはしひょうがす1かいこきゅうほうでのあらいだしきょくせんへいたんぶぶん

6778 肺胞壁細胞 alveolar wall cell はいほうへきさいぼう

6779 肺胞壁石灰化 alveolar calcification はいほうへきせっかいか

6780 肺胞膜 alveolar membrane はいほうまく

6781 肺胞マクロファージ alveolar macrophage はいほうまくろふぁーじ

6782 ハイムリッヒ弁 Heimlich valve はいむりっひべん

6783 肺メカニクス pulmonary mechanics はいめかにくす

6784 肺毛細管腫症 pulmonary capillary hemangiomatosis (PCH) はいもうさいかんしゅしょう

6785 肺毛細［血］管 pulmonary capillary はいもうさいけっかん

6786 肺毛細［血］管圧 pulmonary capillary pressure はいもうさいけっかんあつ

6787 肺毛細血管拡張 pulmonary telangiectasia はいもうさいけっかんかくちょう

6788 肺毛細血管近傍受容器  juxtapulmonary capillary receptor はいもうさいけっかんきんぼうじゅようき

6789 肺毛細［血］管床 pulmonary capillary bed はいもうさいけっかんしょう

6790 肺モニリア症（肺カンジダ症） pulmonary moniliasis はいもにりあしょうはいかんじだしょう

6791 肺門 pulmonary hilum はいもん

6792 肺門 hilus pulmonis はいもん

6793 肺門、縦隔リンパ節転移 hilar and mediastinal lymph node metastasis はいもん、じゅうかくりんぱせつてんい

6794 （肺門、）縦隔リンパ節転移 （hilar and） mediastinal lymph node metastasis はいもん、じゅうかくりんぱせつてんい

6795 肺門［陰］影 hilar shadow はいもんいんえい

6796 肺門結核 hilum tuberculosis はいもんけっかく

6797 肺門周囲の perihilar はいもんしゅういの

6798 肺門跳動 hilar dance はいもんちょうどう

6799 肺門の hilar はいもんの

6800 肺門［部］ hilum はいもんぶ

6801 肺門舞踏 hilar dance はいもんぶとう

6802 肺紋理 pulmonary marking(s) はいもんり

6803 肺紋理 lung marking はいもんり

6804 肺門リンパ節 hilar lymph node はいもんりんぱせつ

6805 肺門リンパ節結核 hilar lymph node tuberculosis はいもんりんぱせつけっかく

6806 肺門［リンパ節］結核 hilar lymph node tuberculosis はいもんりんぱせつけっかく

6807 肺門リンパ節腫脹 hilar lymphadenopathy はいもんりんぱせつしゅちょう

6808 肺野 pulmonary area はいや

6809 肺野 lung field はいや

6810 肺野濃度 lung density はいやのうど

6811 肺葉 pulmonary lobe はいよう

6812 肺葉外肺分画症 extralobar pulmonary sequestration はいようがいはいぶんかくしょう

6813 肺葉外［肺］分画症 extralobar［pulmonary］ sequestration はいようがいはいぶんかくしょう

6814 肺（葉）外肺分画（離）症 extralobar sequestration はいようがいはいぶんかくりしょう

6815 肺葉気管支 lobar bronchus はいようきかんし

6816 肺葉［性］気腫 lobar emphysema はいようせいきしゅ

6817 肺葉性肺気腫 lobar emphysema はいようせいはいきしゅ

6818 肺葉性無気肺 lobar atelectasis はいようせいむきはい

6819 肺葉［性］無気肺 lobar atelectasis はいようせいむきはい



6820 肺葉切除術 lobectomy はいようせつじょじゅつ

6821 肺葉切除［術］ pulmonary lobectomy はいようせつじょじゅつ

6822 肺葉内肺分画症 intralobar pulmonary sequestration はいようないはいぶんかくしょう

6823 肺（葉）内肺分画（離）症 intralobar sequestration はいようないはいぶんかくりしょう

6824 肺葉の拡大 lobar enlargement はいようのかくだい

6825 肺容量減量（手術） lung volume reduction (surgery) はいようりょうげんりょうしゅじゅつ

6826 肺癆 phthisis pulmonum はいろう

6827 肺癆 pulmonary phthisis はいろう

6828 ハウスダスト house dust はうすだすと

6829 秤 balance はかり

6830 吐く spitting はく

6831 白石綿 chrysotile はくいしわた

6832 白質脳炎 leukoencephalopathy はくしつのうえん

6833 拍出 ejection はくしゅつ

6834 拍出雑音 ejection murmur はくしゅつざつおん

6835 拍出量 output はくしゅつりょう

6836 白色人種 caucasian はくしょくじんしゅ

6837 白色肺炎 white lung (pneumonia alba) はくしょくはいえん

6838 白色ぶどう球菌 Staphylococcus albus はくしょくぶどうきゅうきん

6839 白濁層 white layer はくだくそう

6840 拍動 pulsation はくどう

6841 拍［動］ beat はくどう

6842 拍動 stroke はくどう

6843 拍動性 pulsatory (pulsating， pulsatile) はくどうせい

6844 拍動性心室ポンプ pulsating ventricle pump はくどうせいしんしつぽんぷ

6845 拍動（性）痛 pulsatory pain はくどうせいつう

6846 白土肺 fuller's earth lung はくどはい

6847 剥皮術 decortication はくひじゅつ

6848 薄壁空洞 thin-walled cavity はくへきうどう

6849 剥離 release はくり

6850 剥離 freeing はくり

6851 剥離 excoriation はくり

6852 剥離 dissection はくり

6853 剥離 abrasion はくり

6854 剥離 ablation はくり

6855 剥離 desquamation はくり

6856 剥離細胞診断（学） exfoliative cytology はくりさいぼうしんだんがく

6857 剥離上皮小塊 Creola bodies はくりじょうひしょうかい

6858 剥離性 desquamative はくりせい

6859 剥離性間質性肺炎 desquamative interstitial pneumonia (DIP) はくりせいかんしつせいはいえん

6860 剥離性好酸球性気管支炎 desquamating eosinophilic bronchitis はくりせいこうさんきゅうせいきかんしえん

6861 歯車様呼吸 cog-wheel respiration はぐるまようこきゅう

6862 刷毛（子）細胞 brush cell はけしさいぼう

6863 破骨細胞腫 osteoclastoma はこつさいぼうしゅ

6864 播種 dissemination はしゅ

6865 播種性 disseminated はしゅせい

6866 播種性帯状疱疹 disseminated herpes zoster はしゅせいたいじょうほうしん

6867 破傷風 tetanus はしょうふう

6868 発育 growth はついく

6869 発育 development はついく

6870 発育力 viability はついくりょく

6871 発汗 sweating はっかん

6872 発癌 carcinogenesis はつがん

6873 発汗亢進症 per［h］idrosis はっかんこうしんしょう

6874 発癌性 oncogenicity はつがんせい

6875 発癌性 carcinogenic はつがんせい

6876 発癌性［の］ oncogenic はつがんせいの

6877 発癌物質 carcinogen はつがんぶっしつ

6878 白金耳 platinum loop はっきんじ

6879 白血球 white (blood) cell はっけっきゅう

6880 白血球 leukocyte はっけっきゅう

6881 白血球減少（症） leukopenia はっけっきゅうげんしょうしょう



6882 白血球減少（症） leukocytopenia はっけっきゅうげんしょうしょう

6883 白血球数 white blood cell count (WBC) はっけっきゅうすう

6884 白血球増多（症） leukocytosis はっけっきゅうぞうたしょう

6885 発症 onset はっしょう

6886 発生学 embryology はっせいがく

6887 発生率 incidence はっせいりつ

6888 発熱 fever はつねつ

6889 発熱物質 pyrogen はつねつぶっしつ

6890 発病率 incidence はつびょうりつ

6891 発病力 virulence (virulency) はつびょうりょく

6892 はと pigeon はと

6893 波動 wave はどう

6894 はと飼育者肺 pigeon breeder's lung はとしいくしゃはい

6895 はと病 ornithosis はとびょう

6896 はと胸 pigeon chest はとむね

6897 はと胸 pectus carinatum (chicken breast) はとむね

6898 はと胸 pectus carinatum はとむね

6899 はと胸 keeled chest はとむね

6900 はと胸 chicken breast (chest) はとむね

6901 はと胸 chicken (pigeon) breast はとむね

6902 鼻 nose はな

6903 鼻アレルギー nasal allergy はなあれるぎー

6904 鼻かぜ coryza はなかぜ

6905 鼻カタル nasal catarrh はなかたる

6906 鼻カテーテル nasal catheter はなかてーてる

6907 鼻カニュラ nasal can(n)ula はなかにゅら

6908 鼻呼吸 nose breathing はなこきゅう

6909 鼻呼吸 nasal respiration (nasal breathing) はなこきゅう

6910 鼻呼吸 nasal breathing はなこきゅう

6911 鼻づまり stuffy nose はなづまり

6912 鼻の nasal はなの

6913 跳ね返り（反跳）［現象］ bound［phenomenon］ はねかえりはんちょうげんしょう

6914 ハプテン hapten はぷてん

6915 早過ぎる premature はやすぎる

6916 針生検 needle biopsy はりせいけん

6917 破裂 rupture はれつ

6918 反回神経 recurrent laryngeal nerve はんかいしんけい

6919 反回神経麻痺 recurrent laryngeal nerve paralysis はんかいしんけいまひ

6920 反回性の recurrent はんかいせいの

6921 盤型酸素加（化）装置 rotating disc oxygenator はんがたさんそかかそうち

6922 半奇静脈 hemiazygos vein はんきじょうみゃく

6923 汎胸膜肺全摘術 panpleuropneumonectomy はんきょうまくはいぜんてきじゅつ

6924 半径 radius はんけい

6925 半月刀症候群 scimitar syndrome はんげつとうしょうこうぐん

6926 半月弁 valve cusp はんげつべん

6927 半減期 half life はんげんき

6928 瘢痕 scar はんこん

6929 瘢痕 cicatrix はんこん

6930 瘢痕化 cicatrization はんこんか

6931 瘢痕狭窄 cicatricial stricture はんこんきょうさく

6932 瘢痕形成 cicatrization はんこんけいせい

6933 瘢痕撃縮 cicatricial contracture はんこんげきしゅく

6934 瘢痕［周囲］性気腫 scar emphysema はんこんしゅういせいきしゅ

6935 瘢痕収縮 cicatricial contracture はんこんしゅうしゅく

6936 瘢痕性 cicatricial はんこんせい

6937 瘢痕性狭窄 cicatricial stenosis はんこんせいきょうさく

6938 汎細（小）葉性（型）肺気腫 panacinar (panlobular) emphysema はんさいしょうようせいがたはいきしゅ

6939 反射 reflex はんしゃ

6940 反射弓 reflex arc はんしゃきゅう

6941 反射時間 reflex time はんしゃじかん

6942 反射性せき reflex cough はんしゃせいせき

6943 反射性無呼吸 reflex apnea はんしゃせいむこきゅう



6944 反射中枢 reflex center はんしゃちゅうすう

6945 汎収縮期雑音 pansystolic murmur はんしゅうしゅくきざつおん

6946 汎収縮期雑音ハ［ン］マン雑音 Hamman's murmur はんしゅうしゅくきざつおんはんまんざつおん

6947 汎小（細）葉性肺気腫 panlobular (panacinar) emphysema はんしょうさいようせいはいきしゅ

6948 斑状皮下出血 suggillation はんじょうひかしゅっけつ

6949 斑状無気肺 patchy atelectasis はんじょうむきはい

6950 繁殖期 proliferative phase はんしょくき

6951 繁殖性 proliferative はんしょくせい

6952 反すう［症］ regurgitation はんすうしょう

6953 半（数）致死量 half lethal dose (HLD， LD50) はんすうちしりょう

6954 半（数）致死量 half lethal dose (HLD， LD50) はんすうちしりょう

6955 ハンタウイルス hantavirus(es) はんたういるす

6956 ハンタウイルス感染症 hantavirus infections はんたういるすかんせんしょう

6957 半値（全）幅 full width at half maximum （FWHM) はんちぜんぷく

6958 反跳 recoil はんちょう

6959 斑点熱 spotted fever はんてんねつ

6960 ハンド・シュラー・クリスチャン病 Hand-Sch?ller-Christian disease はんど・しゅらー・くりすちゃんびょう

6961 半透明［性］の translucent はんとうめいせいの

6962 半透明の translucent はんとうめいの

6963 反応 response はんのう

6964 反応 reaction はんのう

6965 反応時間 reaction time はんのうじかん

6966 反応性 reactivity はんのうせい

6967 反応性 reactive はんのうせい

6968 反応性充血 reactive hyperemia はんのうせいじゅうけつ

6969 反応の reactive はんのうの

6970 ハンバーガー現象（塩化物イオン移動） Hamburger phenomenon はんばーがーげんしょうえんかぶついおんいどう

6971 ハンバーガー効果 Hamburger effect はんばーがーこうか

6972 汎発性 generalized はんぱつせい

6973 汎発性（播種性）血管内凝固 disseminated intravascular coagulation (DIC) はんぱつせいはしゅせいけっかんないぎょうこ

6974 汎発流行インフルエンザ pandemic influenza はんぱつりゅうこういんふるえんざ

6975 反復呼吸法 rebreathing technique はんぷくこきゅうほう

6976 反復呼吸法 rebreathing method はんぷくこきゅうほう

6977 ハンプトンのこぶ Hamptom's hump はんぷとんのこぶ

6978 ハンマン・リッチ症候群 Hamman-Rich syndrome はんまん・りっちしょうこうぐん

6979 ハンマン徴候 Hamman's sign はんまんちょうこう

6980 ハンマンの雑音 Hamman's murmur (crunch) はんまんのざつおん

6981 汎流行 pandemia はんりゅうこう

6982 バード型人工呼吸器 Bird respirator ばーどがたじんこうこきゅうき

6983 バートホッグデュベ症候群 Birt-Hogg-Dub? syndrome ばーとほっぐでゅべしょうこうぐん

6984 バイオフィルム biofilm ばいおふぃるむ

6985 バイオプシー biopsy ばいおぷしー

6986 バイオマーカー biomarker ばいおまーかー

6987 媒介変数 parameter ばいかいへんすう

6988 媒質 medium ばいしつ

6989 倍増時間（腫瘍の） doubling time ばいぞうじかんしゅようの

6990 梅毒 syphilis ばいどく

6991 梅毒トレポネーマ Treponema pallidum ばいどくとれぽねーま

6992 倍の double ばいの

6993 バイパス bypass ばいぱす

6994 培養 culture ばいよう

6995 培養 incubation ばいよう

6996 培養液 medium ばいようえき

6997 培養液 culture medium ばいようえき

6998 培養期間 incubation period ばいようきかん

6999 バウンド／フリー bound/free ratio (B/F ratio) ばうんど／ふりー

7000 バウンド／フリー比 bound/free ratio (B/F ratio) ばうんど／ふりーひ

7001 麦芽肺 malt worker's lung ばくがはい

7002 バクテリア（bacteriumの複数） bacteria ばくてりあbacteriumのふくすう

7003 バクテリオイド属細菌 bacterioides ばくてりおいどぞくさいきん

7004 バクテリオファージ bacteriophage ばくてりおふぁーじ

7005 瀑布 cascade ばくふ



7006 爆風傷害 blast injury ばくふうしょうがい

7007 爆風損傷 blast injury ばくふうそんしょう

7008 バシラス［属］ Bacillus ばしらすぞく

7009 ばち［状］指 clubbed finger ばちじょうゆび

7010 ばち（状）指になること clubbing ばちじょうゆびになること

7011 バチルス［属］ Bacillus ばちるすぞく

7012 抜管［法］ extubation ばっかんほう

7013 バッグ呼吸 bag breathing ばっぐこきゅう

7014 バックス Bax ばっくす

7015 馬蹄肺 horse shoe lung ばていはい

7016 バリウム barium ばりうむ

7017 バリウム粥 barium meal (BM) ばりうむがゆ

7018 バリウム症 baritosis ばりうむしょう

7019 バルサルバ試験 Valsalva's maneuver ばるさるばしけん

7020 バルサルバ試験 Valsalva test ばるさるばしけん

7021 バルトネラ症 bartonellosis ばるとねらしょう

7022 バルビツール中毒 barbitarism (barbiturism， barbituism) ばるびつーるちゅうどく

7023 バンクロフトフィラリア症 bancroftian filariasis ばんくろふとふぃらりあしょう

7024 バンコマイシン耐性 vancomycin resistance ばんこまいしんたいせい

7025 板状無気肺 plate atelectasis (discoid atelectasis) ばんじょうむきはい

7026 板状無気肺 discoid atelectasis ばんじょうむきはい

7027 バンスライク装置 Van Slyke apparatus ばんすらいくそうち

7028 パーキンソン症候群 parkinsonism ぱーきんそんしょうこうぐん

7029 パーフォリン perforin ぱーふぉりん

7030 パーミアビリティ（DL/VA） permeability coefficient ぱーみあびりてぃDL/VA

7031 パイエル板 Peyer's patches ぱいえるばん

7032 パイノサイトーシス pinocytosis ぱいのさいとーしす

7033 パイロジェン pyrogen ぱいろじぇん

7034 パクリタキセル paclitaxel ぱくりたきせる

7035 パスカル（圧力の単位） Pa (Pascal) ぱすかるあつりょくのたんい

7036 パスカル（圧力の単位＝10μbar） Pascal (Pa) ぱすかるあつりょくのたんい＝10μbar

7037 パス染色 periodic acid-Schiff stain (PAS) ぱすせんしょく

7038 パターン pattern ぱたーん

7039 パターン認識 pattern recognition ぱたーんにんしき

7040 パックイヤー pack-year ぱっくいやー

7041 パッケージング細胞 packaging cells ぱっけーじんぐさいぼう

7042 パッチクランプ patch clamp ぱっちくらんぷ

7043 パッチテスト patch test ぱっちてすと

7044 パパイン papain ぱぱいん

7045 パパニコロー染色 Papanicolaou stain ぱぱにころーせんしょく

7046 パフォーマンス・ステイタス performance status (PS) ぱふぉーまんす・すていたす

7047 パミドロネート Pamidronate ぱみどろねーと

7048 パラアミノサリチル酸 para-aminosalicylic acid (PAS) ぱらあみのさりちるさん

7049 パラガングリオーマ paraganglioma ぱらがんぐりおーま

7050 パラコート中毒 paraquat intoxication ぱらこーとちゅうどく

7051 パラコクシジオイディン試験 paracoccidioidin test ぱらこくしじおいでぃんしけん

7052 パラコクシジオイド（真菌）症 paracoccidioidomycosis ぱらこくしじおいどしんきんしょう

7053 パラプロテイン（変性蛋白質） paraprotein ぱらぷろていんへんせいたんぱくしつ

7054 パラメーター parameter ぱらめーたー

7055 パルスオキシメトリ［ー］ pulse oximetry ぱるすおきしめとりー

7056 パルスドウズオキシジェンデリバリ pulsed dose oxygen delivery ぱるすどうずおきしじぇんでりばり

7057 パルストランジットタイム pulse transit time ぱるすとらんじっとたいむ

7058 パルス発生器（ペースメーカ本体） pulse generator ぱるすはっせいきぺーすめーかほんたい

7059 パルミチン酸 palmitic acid ぱるみちんさん

7060 パルミチン酸化合物 palmitate ぱるみちんさんかごうぶつ

7061 パンコースト腫瘍 Pancoast tumor ぱんこーすとしゅよう

7062 パンコースト症候群 superior pulmonary sulcus syndrome ぱんこーすとしょうこうぐん

7063 パンコースト症候群 Pancoast（'s ） Syndrome ぱんこーすとしょうこうぐん

7064 パンコースト症候群 Pancoast syndrome ぱんこーすとしょうこうぐん

7065 パンチバイオプシー punch biopsy ぱんちばいおぷしー

7066 比 ratio ひ

7067 比 quotient ひ



7068 非アトピー性喘息 nonatopic asthma ひあとぴーせいぜんそく

7069 非アドレナリン性抑制神経系 non-adrenergic inhibitory system ひあどれなりんせいよくせいしんけいけい

7070 ヒアリン hyaline ひありん

7071 ヒアルロニダーゼ hyaluronidase ひあるろにだーぜ

7072 ヒアルロン酸 hyaluronic acid ひあるろんさん

7073 ヒアルロン酸分解酵素 hyaluronidase ひあるろんさんぶんかいこうそ

7074 非エステル型脂肪酸 nonesterized fatty acids (NEFA) ひえすてるがたしぼうさん

7075 非開胸心マッサージ closed chest cardiac massage ひかいきょうしんまっさーじ

7076 皮下溢血 suggillation ひかいっけつ

7077 皮下気腫 subcutaneous emphysema ひかきしゅ

7078 比較的 relative ひかくてき

7079 皮下の subcutaneous ひかの

7080 非観血的体外式ペースメーカー  noninvasive external pacemaker ひかんけつてきたいがいしきぺーすめーかー

7081 非喫煙者 non-smoker ひきつえんしゃ

7082 ひきつれ retraction ひきつれ

7083 非クローム親和性旁神経節腫 chemodectoma ひくろーむしんわせいぼうしんけいせつしゅ

7084 非経口的 parenteral ひけいこうてき

7085 非結核性抗酸菌 non-tuberculous mycobacterium ひけっかくせいこうさんきん

7086 非結核性抗酸菌症 non-tuberculous mycobacteriosis ひけっかくせいこうさんきんしょう

7087 非結核性定型抗酸菌症　（非結核性抗酸菌症の旧称） non-tuberculous mycobacteriosis ひけっかくせいていけいこうさんきんしょうひけっかくせいこうさんきんしょうのきゅうしょう

7088 被刺激性 irritability ひしげきせい

7089 皮質性の cortical ひしつせいの

7090 脾腫 splenomegaly (enlarged spleen) ひしゅ

7091 脾腫大 splenomegaly (enlarged spleen) ひしゅだい

7092 非小細胞癌 non-small cell carcinoma ひしょうさいぼうがん

7093 非小細胞肺癌 non-small cell lung cancer ひしょうさいぼうはいがん

7094 皮疹 eruption ひしん

7095 ヒスタミン histamine ひすたみん

7096 ヒスタミン吸入試験 histamine inhalation test ひすたみんきゅうにゅうしけん

7097 ヒステレーシス hysteresis ひすてれーしす

7098 非ステロイド性抗炎症薬（剤） non-steroidal anti-inflammatory drug （NSAID) ひすてろいどせいこうえんしょうやくざい

7099 ヒストプラズ（ス）ミンテスト（試験） histoplasmin test ひすとぷらずすみんてすとしけん

7100 ヒストプラスマ症 histoplasmosis ひすとぷらすましょう

7101 ヒストン脱アセチル化酵素 histone deacetylase (HDAC) ひすとんだつあせちるかこうそ

7102 非切除例 non-resected cases ひせつじょれい

7103 ヒ素（As） arsenic ひそAs

7104 脾臓 spleen ひぞう

7105 肥大 hypertrophy ひだい

7106 非代償性アシドーシス uncompensated acidosis ひだいしょうせいあしどーしす

7107 肥大性骨関節症 hypertrophic osteoarthropathy ひだいせいこつかんせつしょう

7108 肥大性肺性骨関節症 hypertrophic pulmonary osteoarthropathy ひだいせいはいせいこつかんせつしょう

7109 左 left ひだり

7110 非治癒手術 non-curative operation ひちゆしゅじゅつ

7111 非定型カルチノイド［腫瘍］ aypical carcinoid［tumor］ ひていけいかるちのいどしゅよう

7112 非定型（結核）抗酸菌　（非結核性抗酸菌の旧称） atypical mycobacteria ひていけいけっかくこうさんきんひけっかくせいこうさんきんのきゅうしょう

7113 非定型的 atypical ひていけいてき

7114 非定型の atypical ひていけいの

7115 非定型肺炎 atypical pneumonia ひていけいはいえん

7116 非定型（非結核性）抗酸菌 atypical (non-tuberculous) mycobacteria ひていけいひけっかくせいこうさんきん

7117 ヒトT細胞白血病ウイルス human T-cell leukemia virus (HTLV) ひとTさいぼうはっけつびょうういるす

7118 ヒトTリンパ好性ウイルス human T-lymphotropic virus (HTLV) ひとTりんぱこうせいういるす

7119 人型結核菌 M. tuberculosis (var. hominis) ひとがたけっかくきん

7120 人型結核菌 Mycobacterium(M.) tuberculosis (var. hominis) ひとがたけっかくきん

7121 非特異性間質性肺炎 non-specific interstitial pneumonia (NSIP) ひとくいせいかんしつせいはいえん

7122 人絨毛性ゴナドトロピン human chorionic gonadotropin (HCG) ひとじゅうもうせいごなどとろぴん

7123 ヒト白血球抗原 human leukocyte antigen (HLA) ひとはっけっきゅうこうげん

7124 ヒト免疫不全ウィルス HIV (human immunodeficiency virus) ひとめんえきふぜんうぃるす

7125 ヒト免疫不全ウイルス human immunodeficiency virus (HIV) ひとめんえきふぜんういるす

7126 ヒドララジン肺臓炎 hydralazine pneumonitis ひどららじんはいぞうえん

7127 ヒドロキシプロリン hydroxyproline ひどろきしぷろりん

7128 ひなどりの chicken ひなどりの

7129 泌尿生殖器 genitourinary tract ひにょうせいしょくき



7130 避妊薬（用具） contraceptive（s） ひにんやくようぐ

7131 非病原菌 saprophyte ひびょうげんきん

7132 非病原性胞子感作 saprophytic spore sensitization ひびょうげんせいほうしかんさ

7133 非病原性ミ（マイ）コバクテリア saprophytic mycobacteria ひびょうげんせいみまいこばくてりあ

7134 皮膚 skin ひふ

7135 皮膚筋弁 musculocutaneous flap ひふきんべん

7136 皮膚呼吸 cutaneous respiration ひふこきゅう

7137 皮膚テスト skin test ひふてすと

7138 皮膚反射 cutaneous reflex ひふはんしゃ

7139 皮膚反応 skin test ひふはんのう

7140 皮弁 skin flap ひべん

7141 被包［化］ encapsulation ひほうか

7142 被包性気胸 encapsulated pneumothorax ひほうせいききょう

7143 非ホジキンリンパ腫 non-Hodgkin's lymphoma ひほじきんりんぱしゅ

7144 ［被］膜 tunica ひまく

7145 飛沫感染 droplet infection ひまつかんせん

7146 肥満 obesity ひまん

7147 肥満細胞 mast cell ひまんさいぼう

7148 肥満指数 obesity index ひまんしすう

7149 肥満指数 body mass index （BMI) ひまんしすう

7150 肥満症 obesity ひまんしょう

7151 肥満性心疾息 obesity heart disease ひまんせいしんしっかん

7152 脾門脈造影 splenoportography ひもんみゃくぞうえい

7153 百日せき whooping cough (pertussis) ひゃくにちせき

7154 百日咳 barking cough ひゃくにちぜき

7155 百日咳菌 Hemophilus pertussis ひゃくにちぜききん

7156 百日咳菌 Bordetella pertussis ひゃくにちぜききん

7157 百日咳菌 Bordetella pertussis ひゃくにちぜききん

7158 百万分率 parts per million (ppm) ひゃくまんぶんりつ

7159 ヒュー・ジョーンズの基準（呼吸困難度） Hugh-Jones' criteria ひゅー・じょーんずのきじゅんこきゅうこんなんど

7160 ヒューム fume ひゅーむ

7161 表現型 phenotype ひょうげんけい

7162 表在呼吸 shallow respiration (shallow breathing) ひょうざいこきゅう

7163 標識 label ひょうしき

7164 標識 marker ひょうしき

7165 標準重炭酸［塩］ standard bicarbonate ひょうじゅんじゅうたんさんえん

7166 標準重炭酸［塩］［イオン］濃度 standard bicarbonate concentration ひょうじゅんじゅうたんさんえんいおんのうど

7167 標準状態（標準温度圧力乾燥度） standard temperature and pressure， dry〔【略】STPD〕 ひょうじゅんじょうたいひょうじゅんおんどあつりょくかんそうど

7168 標準（的） normal ひょうじゅんてき

7169 表象型 phenotype ひょうしょうがた

7170 標的遺伝子到達 targeted gene delivery ひょうてきいでんしとうたつ

7171 漂土肺 fuller's earth lung ひょうどはい

7172 皮様のう（嚢）胞 dermoid cyst ひようのうのうほう

7173 皮様のう（嚢）胞 dermoid cyst ひようのうのうほう

7174 表皮細胞 epidermic cell ひょうひさいぼう

7175 表皮ぶどう球菌 Staphylococcus epidermidis ひょうひぶどうきゅうきん

7176 標本 specimen ひょうほん

7177 標本 preparation ひょうほん

7178 標本抽出 sampling ひょうほんちゅうしゅつ

7179 表面液被膜 surface lining (membrane) ひょうめんえきひまく

7180 表面積 surface area ひょうめんせき

7181 表面張力 surface tension ひょうめんちょうりょく

7182 表面張力計（天秤） surface tension balance ひょうめんちょうりょくけいてんびん

7183 表面電位 surface potential ひょうめんでんい

7184 表面被覆 surface lining (membrane) ひょうめんひふく

7185 表面物質 surface material ひょうめんぶっしつ

7186 表面麻酔［法］ topical anesthesia ひょうめんますいほう

7187 表面力 surface force ひょうめんりょく

7188 表面冷却［人為］低体温［法］ surface induced hypothermia ひょうめんれいきゃくじんいていたいおんほう

7189 日和見感染 opportunistic infection ひよりみかんせん

7190 日和見病原体 opportunistic pathogen ひよりみびょうげんたい

7191 昼間過眠 excessive daytime sleepiness (EDS) ひるまかみん



7192 披裂軟骨 arytenoid cartilage ひれつなんこつ

7193 疲労 fatigue ひろう

7194 貧血 anemia ひんけつ

7195 貧血性無（低）酸素［症］ anemic anoxia ひんけつせいむていさんそしょう

7196 頻呼吸 tachypnea (polypnea) ひんこきゅう

7197 瀕死期の agonal ひんしきの

7198 頻度 frequency ひんど

7199 頻度表 tachygram ひんどひょう

7200 頻尿（症） pollakiuria ひんにょうしょう

7201 頻拍 tachycardia ひんぱく

7202 頻脈 tachycardia ひんみゃく

7203 ビーユーディーアール（ブロクスウリジン，ラジバッド）（抗悪性腫瘍剤，放射線増感剤） BUdR (5-bromouridine-2'-deoxyribose) びーゆーでぃーあーるぶろくすうりじん，らじばっどこうあくせいしゅようざい，ほうしゃせんぞうかんざい

7204 鼻咽腔 rhinopharynx びいんくう

7205 鼻咽頭 nasopharynx びいんとう

7206 鼻咽頭炎 rhinopharyngitis びいんとうえん

7207 鼻咽頭炎 nasopharyngitis びいんとうえん

7208 鼻咽頭腔 rhinopharynx びいんとうくう

7209 鼻炎 rhinitis びえん

7210 鼻炎 nasal catarrh びえん

7211 ビオー呼吸 Biot breathing (respiration) びおーこきゅう

7212 鼻感冒（かぜ） runny nose びかんぼうかぜ

7213 鼻気管吸引 nasotracheal aspiration びきかんきゅういん

7214 鼻腔 nasal cavity びくう

7215 鼻腔栄養 nasal feeding びくうえいよう

7216 鼻孔 nostril びこう

7217 微細血管 microvessel びさいけっかん

7218 微細循環 microcirculation びさいじゅんかん

7219 微細針生検細胞診 fine needle aspiration cytology (FNA) びさいはりせいけんさいぼうしん

7220 微細粒状［陰］影 micronodular opacity びさいりゅうじょういんえい

7221 ビジュアルアナログスケール visual analogue scale びじゅあるあなろぐすけーる

7222 鼻汁 rhinorrhea びじゅう

7223 微絨毛 microvilli びじゅうもう

7224 微重力 microgravity びじゅうりょく

7225 鼻出血 epistaxis びしゅっけつ

7226 鼻茸（びじょう） nasal polyp びじょう

7227 鼻（上）咽頭癌 nasopharyngeal carcinoma びじょういんとうがん

7228 微小管作用薬 antimicrotubule drug びしょうかんさようやく

7229 微小結節［性］［陰］影 micronodular opacity びしょうけっせつせいいんえい

7230 微小血栓 microthrombosis びしょうけっせん

7231 微小血栓症 microthrombosis びしょうけっせんしょう

7232 微小血栓塞栓症 microthrombo-embolism びしょうけっせんそくせんしょう

7233 微小梗塞 microinfarct びしょうこうそく

7234 微小循環 microcirculation びしょうじゅんかん

7235 微小塞栓症 microembolism びしょうそくせんしょう

7236 微小転移 micrometastasis びしょうてんい

7237 鼻性 nasal びせい

7238 微生物学 microbiology びせいぶつがく

7239 微石症 microlithiasis びせきしょう

7240 鼻洗 nasal irrigation びせん

7241 鼻洗浄 nasal lavage びせんじょう

7242 ビタミンD不足 vitamin D insufficiency びたみんDふそく

7243 鼻中隔 nasal septum びちゅうかく

7244 ビデオ下胸腔鏡手術 VATS (video-assisted thoracoscopic surgery) びでおかきょうくうきょうしゅじゅつ

7245 ビデオ下胸腔鏡手術 video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) びでおかきょうくうきょうしゅじゅつ

7246 鼻道 nasal meatus びどう

7247 鼻洞炎 naso-antritis びどうえん

7248 鼻粘膜 nasal mucosa びねんまく

7249 鼻プロング nasal prong びぷろんぐ

7250 鼻閉 nasal obstruction びへい

7251 鼻閉 stuffy nose びへい

7252 びまん性悪性胸膜中皮腫 diffuse malignant pleural mesothelioma びまんせいあくせいきょうまくちゅうひしゅ

7253 びまん性間質性肺炎 diffuse interstitial pneumonia びまんせいかんしつせいはいえん



7254 びまん性間質性肺線維症 diffuse interstitial pulmonary fibrosis (IPF) びまんせいかんしつせいはいせんいしょう

7255 びまん性実質性肺疾患 diffuse parenchymal lung disease びまんせいじっしつせいはいしっかん

7256 びまん性特発性肺神経内分泌細胞過形成 diffuse idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia (DIPNECH) びまんせいとくはつせいはいしんけいないぶんぴさいぼうかけいせい

7257 びまん性の diffuse びまんせいの

7258 びまん性肺胞傷害 diffuse alveolar damage (DAD) びまんせいはいほうしょうがい

7259 びまん性汎細気管支炎 DPB (diffuse panbronchiolitis) びまんせいはんさいきかんしえん

7260 びまん性汎細気管支炎 diffuse panbronchiolitis (DPB) びまんせいはんさいきかんしえん

7261 ビメンチン vimentin びめんちん

7262 病因 pathogenesis びょういん

7263 病院の nosocomial びょういんの

7264 病因不明の crypt びょういんふめいの

7265 病因不明の cryptogenic びょういんふめいの

7266 病因［論］ etiology びょういんろん

7267 病気 sickness びょうき

7268 病気 illness びょうき

7269 病気 disease びょうき

7270 病期 stage びょうき

7271 病期 stadium びょうき

7272 病期分類 staging びょうきぶんるい

7273 病原体 germ びょうげんたい

7274 病巣感染 focal infection びょうそうかんせん

7275 病巣［線］量 focal dose びょうそうせんりょう

7276 病的恐怖 phobia びょうてききょうふ

7277 病変 lesion びょうへん

7278 病変部位 site of disease びょうへんぶい

7279 病理解剖 autopsy びょうりかいぼう

7280 病理解剖［学］ morbid anatomy びょうりかいぼうがく

7281 病理学 pathology びょうりがく

7282 病理学検査 pathologic examination びょうりがくけんさ

7283 病理学的所見 pathologic findings びょうりがくてきしょけん

7284 病理病期Ⅰ期肺癌 p-stageⅠlung cancer びょうりびょうき1きはいがん

7285 鼻翼呼吸 nasal alar breathing びよくこきゅう

7286 びらん erosion びらん

7287 ビリダンス［群］レンサ球菌 Streptococcus viridans びりだんすぐんれんさきゅうきん

7288 微量注入 microinjection びりょうちゅうにゅう

7289 鼻漏 rhinorrhea びろう

7290 鼻漏 nasal drip びろう

7291 ビンデシン vindesine (VDS) びんでしん

7292 ピークフロー peak flow ぴーくふろー

7293 ピークフロー［値］ PFR (peak flow rate) ぴーくふろーち

7294 ピークフロー値 peak flow rate (PFR) ぴーくふろーち

7295 ピークフローメータ peak flow meter ぴーくふろーめーた

7296 ピエール・ロバン症候群 Pierre-Robin syndrome ぴえーる・ろばんしょうこうぐん

7297 ピクセル（画素） picture element (pixel) ぴくせるがそ

7298 ピックウィック症候群 Pickwickian syndrome ぴっくうぃっくしょうこうぐん

7299 ピルケー反応 Pirquet reaction ぴるけーはんのう

7300 ピルビン酸脱水素酵素、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ pyruvate dehydrogenase ぴるびんさんだっすいそこうそ、ぴるびんさんでひどろげなーぜ

7301 ピンクパッファー（COPDの一型．肺気腫型） pink puffer ぴんくぱっふぁーCOPDのいっけい．はいきしゅがた

7302 ファージ phage ふぁーじ

7303 ファイバー気管支鏡 fiberoptic bronchoscope ふぁいばーきかんしきょう

7304 ファイバー気管支鏡検査 fiberoptic bronchoscopy ふぁいばーきかんしきょうけんさ

7305 ファイバースコープ fiberscope ふぁいばーすこーぷ

7306 ファゴゾーム phagosome ふぁごぞーむ

7307 ファスリガンド Fas ligand ふぁすりがんど

7308 ファルネシル化阻害剤 farnesylation inhibitor ふぁるねしるかそがいざい

7309 ファルネシルトランスフェラーゼ farnesyltransferase ふぁるねしるとらんすふぇらーぜ

7310 ファロー四徴［症］ tetralogy of Fallot (Fallot's tetralogy) ふぁろーしちょうしょう

7311 不安定狭心症 unstable angina ふあんていきょうしんしょう

7312 フィードバック feedback ふぃーどばっく

7313 フィードバック制御 feedback regulation ふぃーどばっくせいぎょ

7314 フィードフォワード制御 feedforward regulation ふぃーどふぉわーどせいぎょ

7315 フィールドエクササイズテスト field exercise testing ふぃーるどえくささいずてすと



7316 フィックの原理（法則） Fick's principle ふぃっくのげんりほうそく

7317 フィブリノーゲン fibrinogen ふぃぶりのーげん

7318 フィブリノリジン fibrinolysin ふぃぶりのりじん

7319 フィブリン分解産物 fibrin degradation product (FDP) ふぃぶりんぶんかいさんぶつ

7320 フィブロネクチン fibronectin ふぃぶろねくちん

7321 フィラメント filament ふぃらめんと

7322 フェミニズム feminism ふぇみにずむ

7323 不応期 refractory period ふおうき

7324 不応状態 refractoriness ふおうじょうたい

7325 不応性 refractoriness ふおうせい

7326 フォルチトム［抗酸］菌 M. fortuitum ふぉるちとむこうさんきん

7327 フォン・レックリングハウゼン病 von Recklinghausen's disease ふぉん・れっくりんぐはうぜんびょう

7328 負荷 load ふか

7329 負荷 burden ふか

7330 深い deep ふかい

7331 深いため息 deep sigh ふかいためいき

7332 深吸気量 inspiratory capacity (IC) ふかきゅうきりょう

7333 賦活 activation ふかつ

7334 賦活化（活性化）する activate ふかつかかっせいかする

7335 不活性化 inactivation ふかっせいか

7336 不活性ガス inert gas ふかっせいがす

7337 不活性の inactive ふかっせいの

7338 賦活物質 activator ふかつぶっしつ

7339 不完全脚ブロック incomplete bundle branch block ふかんぜんきゃくぶろっく

7340 不完全な incomplete ふかんぜんな

7341 不完全ブロック incomplete block ふかんぜんぶろっく

7342 不完全房室ブロック incomplete atrioventricular (AV) block ふかんぜんぼうしつぶろっく

7343 不関電極 indifferent electrode ふかんでんきょく

7344 不均質性 heterogenous ふきんしつせい

7345 不均等 unevenness ふきんとう

7346 不均等（性） inhomogeneity ふきんとうせい

7347 不均等な uneven ふきんとうな

7348 不均等分布 uneven distribution ふきんとうぶんぷ

7349 腹臥位 prone position ふくがい

7350 副気管 accessory trachea ふくきかん

7351 副気管支 accessory bronchus ふくきかんし

7352 腹腔 abdominal cavity ふくくう

7353 復元 restoration、reconstruction ふくげん

7354 副行換気 collateral ventilation ふくこうかんき

7355 副交感神経性 parasympathetic ふくこうかんしんけいせい

7356 複合筋活動電位 compound muscle action potential (CMAP) ふくごうきんかつどうでんい

7357 複合腫瘍 composition tumor ふくごうしゅよう

7358 副甲状腺ホルモン関連タンパク質 Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) ふくこうじょうせんほるもんかんれんたんぱくしつ

7359 副行性の collateral ふくこうせいの

7360 副行（側副）血管 collateral vessel ふくこうそくふくけっかん

7361 副行（側副）支 collaterals ふくこうそくふくし

7362 複合組成腫瘍 composition tumor ふくごうそせいしゅよう

7363 複合体 complex ふくごうたい

7364 腹腔動脈 celiac artery (CA) ふくこうどうみゃく

7365 腹腔内圧 abdominal pressure ふくこうないあつ

7366 副行路 collateral route (collateral pathway) ふくこうろ

7367 伏在静脈 saphenous vein ふくざいじょうみゃく

7368 副雑音 adventitious sound(s) ふくざつおん

7369 副作用 side effect ふくさよう

7370 複視 diplopia ふくし

7371 腹式呼吸 abdominal respiration ふくしきこきゅう

7372 腹式呼吸 abdominal breathing ふくしきこきゅう

7373 副収縮期 parasystole ふくしゅうしゅくき

7374 副収縮期調律 parasystole ふくしゅうしゅくきちょうりつ

7375 副収縮リズム parasystolic rhythm ふくしゅうしゅくりずむ

7376 副腫瘍結節 additional tumor nodule ふくしゅようけっせつ

7377 副腎 adrenal gland (suprarenal gland body) ふくじん



7378 副腎機能 adrenal function ふくじんきのう

7379 副腎摘除（摘出）術 adrenalectomy ふくじんてきじょてきしゅつじゅつ

7380 副腎転移 adrenal metastasis ふくじんてんい

7381 副腎の adrenal ふくじんの

7382 副腎皮質 adrenal cortex (cortex of suprarenal body) ふくじんひしつ

7383 副腎皮質刺激性 corticotropic ふくじんひしつしげきせい

7384 副腎皮質刺激ホルモン adrenocorticotropic hormone (ACTH) ふくじんひしつしげきほるもん

7385 副腎皮質ホルモン adrenocortical hormone (ACH) ふくじんひしつほるもん

7386 副腎不全［症］ adrenal insufficiency ふくじんふぜんしょう

7387 副腎抑制 adrenal suppression ふくじんよくせい

7388 腹水 ascites ふくすい

7389 腹側 anterior ふくそく

7390 腹側の ventral ふくそくの

7391 腹側［面］ ventral ふくそくめん

7392 副の accessory ふくの

7393 副肺 accessory lung ふくはい

7394 副肺炎 parapneumonia ふくはいえん

7395 副肺葉 accessory lobe ふくはいよう

7396 副鼻腔 paranasal cavity ふくびくう

7397 副鼻腔 accessory nasal sinus ふくびくう

7398 副鼻腔 Paranasol sinuses ふくびくう

7399 副鼻腔炎 sinu［s］itis paranasalis ふくびくうえん

7400 副鼻腔炎 sinusitis ふくびくうえん

7401 副鼻腔気管支炎症候群 sinobronchitis syndrome ふくびくうきかんしえんしょうこうぐん

7402 副鼻腔気管支症候群 sinobronchial syndrome (SBS) ふくびくうきかんししょうこうぐん

7403 副鼻洞 Paranasal sinus ふくびどう

7404 腹部 abdomen ふくぶ

7405 腹部［側］の abdominal ふくぶがわの

7406 腹壁反射 abdominal wall reflex ふくへきはんしゃ

7407 服薬順（遵）守 drug compliance ふくやくじゅんじゅんしゅ

7408 副葉間裂 accessory fissure ふくようかんれつ

7409 副葉裂 minor fissure ふくようれつ

7410 複（連）合弁膜症 combined valvular disease ふくれんごうべんまくしょう

7411 浮腫 edema ふしゅ

7412 腐食性食道炎 corrosive esophagitis ふしょくせいしょくどうえん

7413 不随意運動 involuntary movement ふずいいうんどう

7414 浮（水）腫性 edematous ふすいしゅせい

7415 不整脈 arrhythmia ふせいみゃく

7416 不全 incompetency ふぜん

7417 不全型 abortive ふぜんがた

7418 不全［症］ failure ふぜんしょう

7419 不全麻痺 paresis ふぜんまひ

7420 不足 deficit ふそく

7421 不足 deficiency ふそく

7422 附属器 adnex ふぞくき

7423 附属物 adnex ふぞくぶつ

7424 ふたご twins ふたご

7425 普通の common ふつうの

7426 フッ素症 fluorosis ふっそしょう

7427 フッ素沈着症 fluorosis ふっそちんちゃくしょう

7428 不透過性 impermeability ふとうかせい

7429 不透明肺 hypolucent lung ふとうめいはい

7430 不透明肺 hypolucent lung ふとうめいはい

7431 浮動肋骨 flow rib ふどうろっこつ

7432 不妊［性・症］ sterility ふにんせい・しょう

7433 不妊の sterile ふにんの

7434 負のバランス negative balance ふのばらんす

7435 腐敗菌 putrid bacteria ふはいきん

7436 腐敗［性］ putrid ふはいせい

7437 腐敗［性］気管支炎 bronchitis foetida， (putrid bronchitis) ふはいせいきかんしえん

7438 腐敗性の fetid ふはいせいの

7439 負平衡 negative balance ふへいこう



7440 不変の constant ふへんの

7441 不明熱 fever of undetermined (unknown) origin (FUO) ふめいねつ

7442 フューム fume ふゅーむ

7443 フラクタルカイン fractalkine ふらくたるかいん

7444 フラジェリン flagellins ふらじぇりん

7445 フラボノイド flavonoids ふらぼのいど

7446 ふ卵 incubation ふらん

7447 ふ卵期間 incubation period ふらんきかん

7448 フランクリンシルバーマン生検針 Franklin-Silverman needle ふらんくりんしるばーまんせいけんしん

7449 フリードレンデル[肺炎桿菌性]肺炎 Friedlander's pneumonia ふりーどれんでるはいえんかんきんせいはいえん

7450 フリーラジ（ディ）カル free radical ふりーらじでぃかる

7451 振子運動 pendular movement ふりこうんどう

7452 振子様空気振動 pendular air ふりこようくうきしんどう

7453 ふるいわけ検査 screening test ふるいわけけんさ

7454 ふるえ tremor ふるえ

7455 ふるえ shivering ふるえ

7456 フルオロキノロン fluoroquinolone ふるおろきのろん

7457 フルコナゾール fluconazole ふるこなぞーる

7458 フルチカゾンプロピオネート fluticasone propionate ふるちかぞんぷろぴおねーと

7459 フレキシブル気管支ファイバースコピー flexible bronchofiberscopy ふれきしぶるきかんしふぁいばーすこぴー

7460 フレキシブル（軟性，可橈性）気管支ファイバースコープ flexible bronchofiberscope ふれきしぶるなんせい，かとうせいきかんしふぁいばーすこーぷ

7461 フレグモーネ phlegmon ふれぐもーね

7462 不連続性転移 skip metastases ふれんぞくせいてんい

7463 フロイントアジュバント Freund's adjuvant ふろいんとあじゅばんと

7464 フロー・ボリューム（流量・気量）曲線 flow volume curve ふろー・ぼりゅーむりゅうりょう・きりょうきょくせん

7465 フローサイトメトリー flow cytometry ふろーさいとめとりー

7466 フローラ flora ふろーら

7467 雰囲気 atmosphere ふんいき

7468 吻合［術］ anastomosis ふんごうじゅつ

7469 粉塵症 coniosis ふんじんしょう

7470 糞線虫 Strongyloides stercoralis ふんせんちゅう

7471 糞便 stool ふんべん

7472 糞便 feces ふんべん

7473 噴霧 nebulization ふんむ

7474 噴霧 aerosol ふんむ

7475 噴霧器 spray ふんむき

7476 噴霧器 nebulizer ふんむき

7477 噴門 cardia ふんもん

7478 噴門の cardiac ふんもんの

7479 ［噴門］無弛緩［症］ achalasia ふんもんむしかんしょう

7480 部位 region ぶい

7481 ブス（サ）ルファン肺 busulfan lung ぶすさるふぁんはい

7482 ブデソニド budesonide ぶでそにど

7483 ぶどう球菌［性］肺炎 staphylococcal pneumonia ぶどうきゅうきんせいはいえん

7484 ぶどう球菌［属］ Staphylococcus ぶどうきゅうきんぞく

7485 ブドウ糖輸送体 glucose transporter ぶどうとうゆそうたい

7486 部分奏効 partial response (PR） ぶぶんそうこう

7487 部分［的］の subtotal ぶぶんてきの

7488 部分肺静脈還流異常 partial anomalous pulmonary venous return (PAPVR) ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょう

7489 部分肺静脈還流異常症 partial anomalous pulmonary venous return ぶぶんはいじょうみゃくかんりゅういじょうしょう

7490 ブラ bulla ぶら

7491 ブラシ細胞 brush cell ぶらしさいぼう

7492 ブラストミセス症 blastomycosis ぶらすとみせすしょう

7493 ブラディキニン bradykinin ぶらでぃきにん

7494 ブラロック・トーシッヒ吻合［術］ Blalock-Taussig shunt ぶらろっく・とーしっひふんごうじゅつ

7495 ブランコ[様]雑音 to and fro murmur ぶらんこようざつおん

7496 ブリスケット病（高地牛右心疾患） brisket disease ぶりすけっとびょうこうちぎゅううしんしっかん

7497 ブリットル喘息 brittle asthma ぶりっとるぜんそく

7498 ブリンクマンの喫煙指数（本数／日×年数） Brinkman smoking index ぶりんくまんのきつえんしすうほんすう／ひ×ねんすう

7499 ブルイ bruit ぶるい

7500 ブルーブロータ（COPDの一型，気管支炎型，青ぶくれ） blue bloater ぶるーぶろーたCOPDのいっけい，きかんしえんかた，あおぶくれ

7501 ブルセラ肺炎 brucella pneumonia ぶるせらはいえん



7502 ブレオマイシン bleomycin ぶれおまいしん

7503 ブレオマイシン肺臓炎 bleomycin pneumonitis ぶれおまいしんはいぞうえん

7504 ブレブ bleb ぶれぶ

7505 ブロイエル・へリング反射 Breuer-Hering reflex ぶろいえる・へりんぐはんしゃ

7506 ブロック block ぶろっく

7507 ブロンコスパイロメトリー bronchospirometry ぶろんこすぱいろめとりー

7508 分圧 partial pressure ぶんあつ

7509 分化 differentiation ぶんか

7510 分解 degradation ぶんかい

7511 分界（線） demarcation ぶんかいせん

7512 分芽菌症 blastomycosis ぶんがきんしょう

7513 分画 fraction ぶんかく

7514 分画 demarcation ぶんかく

7515 分画（割）濃度 fractional concentration ぶんかくかつのうど

7516 （分画）濃度 fractional concentration ぶんかくのうど

7517 分画肺 sequestrated lung ぶんかくはい

7518 分岐 bifurcation ぶんき

7519 分岐部 carina ぶんきぶ

7520 分極 polarization ぶんきょく

7521 分時換気量 V (minute volume) ぶんじかんきりょう

7522 分時換気量 respiratory minute volume (VE) ぶんじかんきりょう

7523 分時換気量 pulmonary ventilation per minute ぶんじかんきりょう

7524 分時換気量 minute ventilatory (ventilation) volume (VE) ぶんじかんきりょう

7525 [分時]換気量 respiratory［minute］volume (V) ぶんじかんきりょう

7526 分時換気量 minute volume ぶんじかんきりょう

7527 分時拍出量 minute volume ぶんじはくしゅつりょう

7528 分子標的治療 molecular(-)targeted therapy ぶんしひょうてきちりょう

7529 分子標的薬 molecular(-)targeted drug ぶんしひょうてきやく

7530 分子量 molecular weight ぶんしりょう

7531 分節 segment ぶんせつ

7532 分節［性］の segmental ぶんせつせいの

7533 分配係数 partition coefficient ぶんぱいけいすう

7534 分泌異常 dyscrinism ぶんぴついじょう

7535 分泌型 secretory IgA ぶんぴつがた

7536 分泌期 secretory phase ぶんぴつき

7537 分泌細胞 secretory cell ぶんぴつさいぼう

7538 分泌腺 gland ぶんぴつせん

7539 分泌［促進］神経 secretory nerve (secretomotor nerve) ぶんぴつそくしんしんけい

7540 分泌物 discharge ぶんぴつぶつ

7541 分布 distribution ぶんぷ

7542 分葉 lobulation ぶんよう

7543 分葉（化） lobulation ぶんようか

7544 プライバシー privacy ぷらいばしー

7545 プライマリ・ケア primary care ぷらいまり・けあ

7546 プラシーポ placebo ぷらしーぽ

7547 プラズマ細胞 plasma cell ぷらずまさいぼう

7548 プラズマフェレーレシス plasmaphresis ぷらずまふぇれーれしす

7549 プラスミノーゲン活性化因子 plasminogen activator ぷらすみのーげんかっせいかいんし

7550 プラスミン plasmin ぷらすみん

7551 プラセボ placebo ぷらせぼ

7552 プラチプネア（体位性呼吸困難の一型） platypnea ぷらちぷねあたいいせいこきゅうこんなんのいっけい

7553 プラトー plateau ぷらとー

7554 プリックテスト prick test ぷりっくてすと

7555 プレチスモグラフ plethysmograph ぷれちすもぐらふ

7556 プレチスモグラフィー plethysmography ぷれちすもぐらふぃー

7557 プレッシャーサポートベンチレー（イ）ション pressure support ventilation ぷれっしゃーさぽーとべんちれーいしょん

7558 プレドニゾロン prednisolone ぷれどにぞろん

7559 プロゲステロン progesterone ぷろげすてろん

7560 プロスタグランジン prostaglandin (PG) ぷろすたぐらんじん

7561 プロスタグランジンE2 prostaglandin E2 (PGE2) ぷろすたぐらんじんE2

7562 プロスタサイクリン（プロスタグランジンI2） prostacyclin (PGI2) ぷろすたさいくりんぷろすたぐらんじんI2

7563 プロテインカイネースC protein kinase C ぷろていんかいねーすC



7564 プロテーゼ prosthesis ぷろてーぜ

7565 プロテオグリカン proteoglycan ぷろておぐりかん

7566 プロリン proline ぷろりん

7567 平滑筋 smooth muscle へいかつきん

7568 平滑筋細胞 smooth muscle cells へいかつきんさいぼう

7569 平滑筋腫 leiomyoma へいかつきんしゅ

7570 平滑筋肉腫 leiomyosarcoma へいかつきんにくしゅ

7571 閉胸心マッサージ closed chest cardiac massage へいきょうしんまっさーじ

7572 平均移行時間 mean transit time へいきんいこうじかん

7573 平均血圧 mean blood pressure へいきんけつあつ

7574 平均通過時間 mean transit time へいきんつうかじかん

7575 平均動脈圧 mean arterial pressure (MAP) へいきんどうみゃくあつ

7576 平均の mean へいきんの

7577 平均肺動脈楔入圧 mean pulmonary artery wedge pressure へいきんはいどうみゃくけつにゅうあつ

7578 平衡異常 imbalance へいこういじょう

7579 平衡失調 imbalance へいこうしっちょう

7580 平衡［状態］ equilibrium へいこうじょうたい

7581 平衡［性］ balance へいこうせい

7582 閉鎖 occlusion へいさ

7583 閉鎖 closure へいさ

7584 閉鎖結核 closed tuberculosis へいさけっかく

7585 閉鎖［性］ occlusive へいさせい

7586 閉鎖性気胸 closed pneumothorax へいさせいききょう

7587 閉塞 obstruction へいそく

7588 閉塞 obliteration へいそく

7589 閉塞 occlusion へいそく

7590 閉塞圧 occlusion pressure へいそくあつ

7591 閉塞型睡眠時無呼吸症候群 obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) へいそくがたすいみんじむこきゅうしょうこうぐん

7592 閉塞型無呼吸 obstructive apnea へいそくがたむこきゅう

7593 閉塞性 obstructive へいそくせい

7594 閉塞［性］ occlusive へいそくせい

7595 閉塞性換気欠損 obstructive ventilatory defect へいそくせいかんきけっそん

7596 閉塞性［換気］障害 obstructive impairment へいそくせいかんきしょうがい

7597 閉塞性換気障害 obstructive ventilatory defect へいそくせいかんきしょうがい

7598 閉塞性気管支炎 obstructive bronchitis へいそくせいきかんしえん

7599 閉塞性血管病［変］ occlusive vascular disease へいそくせいけっかんびょうへん

7600 閉塞性血栓血管炎 thromboangitis obliterans （TAO) へいそくせいけっせんけっかんえん

7601 閉塞性細気管支炎 obliterative bronchiolitis (bronchiolitis obliterans) へいそくせいさいきかんしえん

7602 閉塞性細気管支炎（を伴う）器質化肺炎 bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP) へいそくせいさいきかんしえんをともなうきしつかはいえん

7603 閉塞性静脈内膜炎 endophlebitis obliterans へいそくせいじょうみゃくないまくえん

7604 閉塞性肺炎 obstructive pneumonia へいそくせいはいえん

7605 閉塞性肺気腫 obstructive emphysema へいそくせいはいきしゅ

7606 閉塞性肺血管病変 obliterative pulmonary vascular disease へいそくせいはいけっかんびょうへん

7607 閉塞性肺疾患 obstructive pulmonary disease へいそくせいはいしっかん

7608 閉塞性肺疾患 obstructive lung disease へいそくせいはいしっかん

7609 閉塞性無気肺 obstructive atelectasis へいそくせいむきはい

7610 閉塞性無気肺 obstruction atelectasis へいそくせいむきはい

7611 併用化学療法 concurrent chemotherapy へいようかがくりょうほう

7612 併用化学療法 combination chemotherapy へいようかがくりょうほう

7613 並列死腔 parallel dead space へいれつしくう

7614 並列不均等 parallel unevenness へいれつふきんとう

7615 ヘ[ー]リング・ブロイエル反射 Hering-Breuer reflex へーりんぐ・ぶろいえるはんしゃ

7616 ヘールフォルト症候群（サルコイドーシスの一症状） Heerfordt's syndrome へーるふぉるとしょうこうぐんさるこいどーしすのいちしょうじょう

7617 壁在血栓 parietal（mural） thrombus へきざいけっせん

7618 壁在性 mural へきざいせい

7619 壁在［性］血栓 mural thrombosis へきざいせいけっせん

7620 壁側胸膜 parietal pleura へきそくきょうまく

7621 壁側の parietal へきそくの

7622 壁［内外］圧差 transmural pressure へきないがいあつさ

7623 壁弁複合（心臓の） mural leaflet complex へきべんふくごうしんぞうの

7624 ヘッド帯 Head's zone へっどたい

7625 ヘテロ接合性[の]消失（LOH) loss of heterozygosity (LOH) へてろせつごうせいのしょうしつLOH



7626 ヘパリン heparin へぱりん

7627 ヘパリン化 heparinization へぱりんか

7628 ヘマトクリット hematocrit へまとくりっと

7629 ヘム酸素化酵素 heme oxygenase へむさんそかこうそ

7630 ヘモグロビン hemoglobin (Hb) へもぐろびん

7631 ヘモグロビン緩衝系 hemoglobin buffer system へもぐろびんかんしょうけい

7632 ヘモシアニン hemocyanin へもしあにん

7633 へモジデリン hemosiderin へもじでりん

7634 ヘモジデリン沈着［症］ hemosiderosis へもじでりんちんちゃくしょう

7635 部屋 room へや

7636 ヘリウム helium へりうむ

7637 ヘリウム・酸素流速流量曲線 He-O2 V-V curve へりうむ・さんそりゅうそくりゅうりょうきょくせん

7638 ヘリウム希釈法 helium dilution method へりうむきしゃくほう

7639 ヘリカル断層撮影 helical computed tomography（CT） へりかるだんそうさつえい

7640 ヘリコバクターピロリ helicobacter pylori へりこばくたーぴろり

7641 へルツ cycle (hertz， Hz) へるつ

7642 ヘルツ hertz (Hz) へるつ

7643 ヘルニア hernia へるにあ

7644 ヘルパーT細胞 helper T cell へるぱーTさいぼう

7645 ヘルペス性口内炎 herpetic stomatitis へるぺすせいこうないえん

7646 ヘロイン肺水腫 heroin-induced lung edema へろいんはいすいしゅ

7647 変異 mutation へんい

7648 変位 deviation へんい

7649 偏位 dislocation へんい

7650 偏位 deviation へんい

7651 変異（型） variant (form) へんいけい

7652 変異源 mutagen へんいげん

7653 変異性 mutagenesis へんいせい

7654 辺縁明瞭な circumscribed へんえんめいりょうな

7655 変形 deformity へんけい

7656 変形［性］気管支炎 deformity bronchitis へんけいせいきかんしえん

7657 変形性脊椎性 spondylosis deformans へんけいせいせきついせい

7658 偏光 polarization へんこう

7659 偏光測定（法） polarimetry へんこうそくていほう

7660 偏差 deviation へんさ

7661 変時性 chronotrope へんじせい

7662 変質 degeneration へんしつ

7663 変周期性 chronotrope へんしゅうきせい

7664 片頭痛 migraine へんずつう

7665 片頭痛，（偏頭痛） migraine へんずつう，へんずつう

7666 変性 degradation へんせい

7667 変性 degeneration へんせい

7668 片側［性］の unilateral へんそくせいの

7669 ヘンダーソン・ハッセルバルヒ[の]式 Henderson-Hasselbalch equation へんだーそん・はっせるばるひのしき

7670 ヘンダーソンの[近似]式 Henderson's equation へんだーそんのきんじしき

7671 扁桃炎 tonsillitis へんとうえん

7672 扁桃小窩 tonsillar lacuna へんとうしょうか

7673 扁桃切除［術］ tonsillectomy へんとうせつじょじゅつ

7674 扁桃レンサ球菌 Streptococcus anginosus へんとうれんさきゅうきん

7675 扁平胸 flat chest へんぺいきょう

7676 扁平上皮 squamous epithelium へんぺいじょうひ

7677 扁平上皮異型性 squamous dysplasia へんぺいじょうひいけいせい

7678 扁平上皮化生 squamous metaplasia へんぺいじょうひかせい

7679 扁平上皮型肺癌 squamous cell lung cancer へんぺいじょうひがたはいがん

7680 扁平上皮癌 squamous cell carcinoma (epidermoid carcinoma) へんぺいじょうひがん

7681 扁平上皮癌 squamous cell carcinoma へんぺいじょうひがん

7682 扁平上皮癌 epidermoid carcinoma へんぺいじょうひがん

7683 扁平上皮乳頭腫 squamous papilloma へんぺいじょうひにゅうとうしゅ

7684 扁平な flat へんぺいな

7685 へンリーの法則 Henry's law へんりーのほうそく

7686 米国（アメリカ）胸部医学会 American Thoracic Society (ATS) べいこくあめりかきょうぶいがくかい

7687 米国（アメリカ）胸部医師学会 American College of Chest Physicians (ACCP) べいこくあめりかきょうぶいしがっかい



7688 米国喘息教育予防プログラム national asthma education and prevention program (NAEPP) べいこくぜんそくきょういくよぼうぷろぐらむ

7689 ベインブリッジ効果 Bainbridge effect べいんぶりっじこうか

7690 ベインブリッジ反射 Bainbridge reflex べいんぶりっじはんしゃ

7691 ベータ2インテグリン beta 2 integrin べーた2いんてぐりん

7692 ベータ（β）作動（用）薬 beta-agonist べーたβさどうようやく

7693 ベータ（β）遮断薬 beta-blocker べーたβしゃだんやく

7694 ベクトル心電図 vectorcardiogram べくとるしんでんず

7695 ベクトル心電図［記録］法 vectorcardiography べくとるしんでんずきろくほう

7696 ベクトル図［形］ vectorcardiogram べくとるずけい

7697 ベクレル（放射能の becquerel (Bq) べくれるほうしゃのうの

7698 ベクロメサゾン beclomethasone べくろめさぞん

7699 ベック類肉腫（サルコイドーシス） Boeck's sarcoid (sarcoidosis) べっくるいにくしゅさるこいどーしす

7700 ベネット型人工呼吸器 Bennett respirator べねっとがたじんこうこきゅうき

7701 ベリリウム beryllium べりりうむ

7702 ベリリウム症 berylliosis べりりうむしょう

7703 ベリリウム中毒 beryllium poisoning べりりうむちゅうどく

7704 ベリリウム肉芽腫 beryllium granuloma べりりうむにくがしゅ

7705 ベリリウム肺 beryllium lung (disease) べりりうむはい

7706 ベリリウム肺 beryllium lung べりりうむはい

7707 ベリリウム肺 berylliosis べりりうむはい

7708 ベルクロ・ラ音（（旧)(→fine crackle（s））） Velcro rale べるくろ・らおんきゅう→fine crackles

7709 弁 valve べん

7710 弁開口時スナップ［音］ opening snap べんかいこうじすなっぷおん

7711 弁開（切）術 valvulectomy べんかいせつじゅつ

7712 弁下部狭窄 subvalvular stenosis べんかぶきょうさく

7713 弁下部狭窄［症］ subvalvular stenosis べんかぶきょうさくしょう

7714 弁狭窄 valvular stenosis べんきょうさく

7715 弁狭窄［症］ valvular stenosis べんきょうさくしょう

7716 弁形成［術］ valvuloplasty べんけいせいじゅつ

7717 弁［口］逆流 valvular regurgitation べんこうぎゃくりゅう

7718 弁状気胸 valvular pneumothorax べんじょうききょう

7719 弁状の valvular べんじょうの

7720 弁上部大動脈狭窄 supravalvular aortic stenosis べんじょうぶだいどうみゃくきょうさく

7721 ベンス・ジョーンズ蛋白 Bence-Jones protein べんす・じょーんずたんぱく

7722 弁スカート valve skirt べんすかーと

7723 弁切除［術］ valvulectomy べんせつじょじゅつ

7724 弁尖 valve leaflet べんせん

7725 弁置換 valve replacement べんちかん

7726 弁置換［術］ replacement of valve (valve replacement) べんちかんじゅつ

7727 ベンチマスク venti mask べんちますく

7728 ベンチュリーマスク Venturi mask べんちゅりーますく

7729 ベンチレータ ventilator べんちれーた

7730 弁の valvular べんの

7731 弁閉鎖不全［症］ valvular insufficiency べんへいさふぜんしょう

7732 弁膜切開［術］ valvulotomy べんまくせっかいじゅつ

7733 鞭毛 flagellum べんもう

7734 ペースメーカ pacemaker ぺーすめーか

7735 ペクトリロキー pectoriloquy ぺくとりろきー

7736 ペニシリウム[菌]症 penicilliosis ぺにしりうむきんしょう

7737 ペニシリン結合蛋白[質] penicillin-binding proteins ぺにしりんけつごうたんぱくしつ

7738 ペプチド peptides ぺぷちど

7739 ペルオキシダーセ反応 peroxidase reaction ぺるおきしだーせはんのう

7740 ペルフルオロカーボン perfluorocarbon ぺるふるおろかーぼん

7741 ペレット薬（剤） pellet ぺれっとやくざい

7742 ペントースサイクル pentose cycle ぺんとーすさいくる

7743 ペントースシャント pentose shunt ぺんとーすしゃんと

7744 ペントース短絡 pentose shunt ぺんとーすたんらく

7745 胞 acinus ほう

7746 蜂窩織炎 phlegmon ほうかしきえん

7747 蜂窩状（化） honeycombing ほうかじょうか

7748 蜂窩（状）肺 honeycomb lung ほうかじょうはい

7749 縫合 closure ほうごう



7750 縫合 symphysis ほうごう

7751 縫合［術］ suture ほうごうじゅつ

7752 胞子 spore ほうし

7753 胞子 sporozoite ほうし

7754 胞子小体 sporozoite ほうししょうたい

7755 放射 radiation ほうしゃ

7756 放射形コンピュータ断層撮影（法） emission computed tomography （ECT) ほうしゃかたこんぴゅーただんそうさつえいほう

7757 放射活性 radioactivity ほうしゃかっせい

7758 放射性アレルゲン吸着法 radioallergosorbent test (RAST) ほうしゃせいあれるげんきゅうちゃくほう

7759 放射性同位元素 radioactive isotope (radioisotope) ほうしゃせいどういげんそ

7760 放射性同位元素（体） radioisotope (radioactive isotope) ほうしゃせいどういげんそたい

7761 放射性同位元素トレーサ［ー］ radioactive tracer ほうしゃせいどういげんそとれーさー

7762 放射性トレーサ［ー］ radioactive tracer ほうしゃせいとれーさー

7763 放射性免疫吸着試験 radioimmunosorbent test (RIST) ほうしゃせいめんえききゅうちゃくしけん

7764 放射性免疫吸着法（試験） radioimmunosorbent test (RIST) ほうしゃせいめんえききゅうちゃくほうしけん

7765 放射線 radiation ほうしゃせん

7766 放射線学 rentgenology (roentgenology) ほうしゃせんがく

7767 放射線学 rentgenology (roentgenology) ほうしゃせんがく

7768 放射線学的病理学的関連性 radiologic-pathologic correlation ほうしゃせんがくてきびょうりがくてきかんれんせい

7769 放射線感受性 radiosensitivity ほうしゃせんかんじゅせい

7770 放射線関連肺臓炎 radiation-related pneumonitis ほうしゃせんかんれんはいぞうえん

7771 放射線検査 radiographic examination ほうしゃせんけんさ

7772 放射線撮影 radiography ほうしゃせんさつえい

7773 放射線腫瘍学 radiation oncology ほうしゃせんしゅようがく

7774 放射線食道炎 radiation esophagitis ほうしゃせんしょくどうえん

7775 放射線スパイロメトリー radiospirometry ほうしゃせんすぱいろめとりー

7776 放射線線維症 radiation fibrosis ほうしゃせんせんいしょう

7777 放射線増感剤 radiosensitizer ほうしゃせんぞうかんざい

7778 放射線治療 radiotherapy ほうしゃせんちりょう

7779 放射線治療 radiation therapy (radiotherapy) ほうしゃせんちりょう

7780 放射線透過性の radiolucent ほうしゃせんとうかせいの

7781 放射線の吸収線量（l0-2Gy） rad ほうしゃせんのきゅうしゅうせんりょうl0-2Gy

7782 放射線肺線維症 radiation fibrosis ほうしゃせんはいせんいしょう

7783 放射線肺臓炎 radiation pneumonitis ほうしゃせんはいぞうえん

7784 放射線肺（臓）炎 radiation pneumonia ほうしゃせんはいぞうえん

7785 放射線肺［臓］炎（線維症） irradiation pneumonitis (fibrosis) ほうしゃせんはいぞうえんせんいしょう

7786 放射線皮膚炎 radiation dermatitis ほうしゃせんひふえん

7787 放射線不透過性の radioopaque ほうしゃせんふとうかせいの

7788 放射線療法 radiation therapy (radiotherapy) ほうしゃせんりょうほう

7789 放射線療法 radiation therapy ほうしゃせんりょうほう

7790 放射能 radioactivity ほうしゃのう

7791 放射［標識］免疫測定法 radioimmunoassay (RIA) ほうしゃひょうしきめんえきそくていほう

7792 放射免疫測定法 radioimmunoassay (RIA) ほうしゃめんえきそくていほう

7793 放出 release ほうしゅつ

7794 放出因子 releasing factor ほうしゅついんし

7795 泡状細胞 foamy cell ほうじょうさいぼう

7796 放線菌症 actinomycosis ほうせんきんしょう

7797 放線［状］菌 Actinomyces ほうせんじょうきん

7798 蜂巣炎 phlegmon ほうそうえん

7799 蜂巣状（化） honeycombing ほうそうじょうか

7800 胞（巣）状の alveolar ほうそうじょうの

7801 蜂巣（状）肺 honeycomb lung ほうそうじょうはい

7802 包帯 dressing ほうたい

7803 包虫症 hydatid disease ほうちゅうしょう

7804 包虫症 echinococcosis ほうちゅうしょう

7805 包虫のう（嚢）胞 hydatid cyst ほうちゅうのうのうほう

7806 包虫のう（嚢）胞症 hydatid cyst disease ほうちゅうのうのうほうしょう

7807 泡沫細胞 foamy cell ほうまつさいぼう

7808 飽和 saturation ほうわ

7809 飽和度 saturation ほうわど

7810 ホールデン効果 Haldane effect ほーるでんこうか

7811 保温 incubation ほおん



7812 保温期間 incubation period ほおんきかん

7813 補気 supplemental air ほき

7814 補気 complementary air ほき

7815 保菌者 carrier ほきんしゃ

7816 保菌者 bacillus carrier ほきんしゃ

7817 補酵素 co-enzyme ほこうそ

7818 歩行テスト walk test(s) ほこうてすと

7819 ホジキン病 Hodgkin's disease ほじきんびょう

7820 補助化学療法 adjuvant chemotherapy ほじょかがくりょうほう

7821 補助換気 ventilatory support ほじょかんき

7822 補助呼吸（換気） assisted ventilation ほじょこきゅうかんき

7823 補助剤 adjuvant ほじょざい

7824 ホスファチジ[ー]ルイノシトール phosphatidyl inositol ほすふぁちじーるいのしとーる

7825 ホスファチジ[ー]ルセリン phosphatidyl serine ほすふぁちじーるせりん

7826 ホスホジエステラーゼ phosphodiesterase (PDE) ほすほじえすてらーぜ

7827 ホスホフルクトキナーゼ phosphofructokinase ほすほふるくときなーぜ

7828 ホスホリパーゼA2 phospholipase A2 ほすほりぱーぜA2

7829 保生 survive ほせい

7830 補足照射 supplementary irradiation ほそくしょうしゃ

7831 保存 preservation ほぞん

7832 保存的 conservative ほぞんてき

7833 保存的療法 conservative treatment ほぞんてきりょうほう

7834 補体 complement ほたい

7835 補体結合 complement fixation ほたいけつごう

7836 補体結合反応 complement fixation reaction ほたいけつごうはんのう

7837 発作 stroke ほっさ

7838 発作 attack ほっさ

7839 発作性 paroxysmal ほっさせい

7840 発作性咳嗽 paroxysmal cough ほっさせいがいそう

7841 発作性呼吸困難 paroxysmal dyspnea ほっさせいこきゅうこんなん

7842 発作性上室性頻脈［症］ paroxysmal supraventricular tachycardia (PSVT) ほっさせいじょうしつせいひんみゃくしょう

7843 発作性心室性頻脈［症］ paroxysmal ventricular tachycardia (PVT) ほっさせいしんしつせいひんみゃくしょう

7844 発作性心房［性］頻拍［症］ paroxysmal atrial tachycardia (PAT) ほっさせいしんぼうせいひんぱくしょう

7845 発作性咳 spasmodic cough ほっさせいせき

7846 発作性夜間呼吸困難 paroxysmal nocturnal dyspnea ほっさせいやかんこきゅうこんなん

7847 発疹 exanthema ほっしん

7848 発疹 eruption ほっしん

7849 発赤（皮膚の） flare ほっせきひふの

7850 ほとんど全体（面）の subtotal ほとんどぜんたいめんの

7851 骨 bone ほね

7852 頬 cheek ほほ

7853 ホメオスタ［ー］シス homeostasis ほめおすたーしす

7854 ホメオボックス遺伝子 homeobox genes ほめおぼっくすいでんし

7855 ホモジネート homogenate ほもじねーと

7856 ホルネル症候群 Horner's syndrome ほるねるしょうこうぐん

7857 ホルモン hormone ほるもん

7858 ホルモン補充療法 hormone replacement therapy ほるもんほじゅうりょうほう

7859 本態性 idiopathic ほんたいせい

7860 本態性 essential ほんたいせい

7861 本態性高血圧［症］ essential hypertension ほんたいせいこうけつあつしょう

7862 奔馬［性］リズム gallop［rhythm］ ほんばせいりずむ

7863 奔馬調（性）脈 galloping pulse ほんばちょうせいみゃく

7864 奔馬調律 gallop［rhythm］ ほんばちょうりつ

7865 奔馬律［動］ gallop［rhythm］ ほんばりつどう

7866 翻訳 translation ほんやく

7867 ボイルの法則 Boyle's law ぼいるのほうそく

7868 傍隔の paraseptal ぼうかくの

7869 傍気管 paratracheal ぼうきかん

7870 傍気管線条 paratracheal stripe ぼうきかんせんじょう

7871 傍気管リンパ節 paratracheal lymph node ぼうきかんりんぱせつ

7872 傍胸骨線 parasternal line ぼうきょうこつせん

7873 防御反射 defense reflex ぼうぎょはんしゃ



7874 房（腔）の locular ぼうくうの

7875 乏血 ischemia ぼうけつ

7876 乏血管性の（血管造影上の） hypovascular ぼうけっかんせいのけっかんぞうえいじょうの

7877 剖検 necropsy ぼうけん

7878 剖検 autopsy ぼうけん

7879 房室解（分）離 atrioventricular dissociation ぼうしつかいぶんり

7880 房室結節 atrioventricular node ぼうしつけっせつ

7881 房室伝導障害 atrioventricular conduction disturbance ぼうしつでんどうしょうがい

7882 房室の auriculoventricular ぼうしつの

7883 房室の atrioventricular ぼうしつの

7884 房室ブロック atrioventricular block ぼうしつぶろっく

7885 房室ブロック A-V (atrioventricular) block ぼうしつぶろっく

7886 房室リズム atrioventricular rhythm ぼうしつりずむ

7887 傍食道裂孔へルニア paraesophageal hernia ぼうしょくどうれっこうへるにあ

7888 膨疹 wheal ぼうしん

7889 傍神経節腫 paraganglioma ぼうしんけいせつしゅ

7890 紡績塵肺 textile dust disease ぼうせきじんぱい

7891 傍脊柱 paravertebral ぼうせきちゅう

7892 傍脊柱溝部 Ppulmonary sulcus (Ppulmonary groove) of the thorax (Pparavertebral sulcus) ぼうせきちゅうこうぶ

7893 傍脊柱溝部腫瘍 pulmonary sulcus tumor ぼうせきちゅうこうぶしゅよう

7894 傍大動脈（弓）小体 para-aortic body ぼうだいどうみゃくきゅうしょうたい

7895 膨張 inflation ぼうちょう

7896 膨張 expansion ぼうちょう

7897 膨張性 expansive ぼうちょうせい

7898 傍瘢痕性［肺］気腫 paracicatricial emphysema ぼうはんこんせいはいきしゅ

7899 防腐の antiseptic ぼうふの

7900 防腐［法］ antisepsis ぼうふほう

7901 防腐薬 antiseptic ぼうふやく

7902 傍弁孔部欠損 paravalvular defect ぼうべんこうぶけっそん

7903 傍弁孔部の paravalvular ぼうべんこうぶの

7904 ボエルハーベ症候群 Boerhaave's syndrome ぼえるはーべしょうこうぐん

7905 ボーア効果 Bohr effect ぼーあこうか

7906 ボーア死腔 Bohr dead space ぼーあしくう

7907 ボーキサイト肺 bauxite lung (Shaver's disease) ぼーきさいとはい

7908 ボーキサイト肺線維症 bauxite [pulmonary] fibrosis ぼーきさいとはいせんいしょう

7909 ボーラス注入 bolus infusion ぼーらすちゅうにゅう

7910 ボール状弁口血栓 ball valve thrombus ぼーるじょうべんこうけっせん

7911 ボールバルブ ball valve ぼーるばるぶ

7912 ボール弁 ball valve ぼーるべん

7913 ボール弁機序 ball valve mechanism ぼーるべんきじょ

7914 母乳栄養 breast feeding ぼにゅうえいよう

7915 母斑 nevus ぼはん

7916 ボホダレック・へルニア Bochdalek hernia ぼほだれっく・へるにあ

7917 ボルグ指数 Borg scale ぼるぐしすう

7918 ボルト（電圧の単位，電位（差）の単位，W/A） volt (V) ぼるとでんあつのたんい，でんいさのたんい，W/A

7919 ボンベシン bombesin ぼんべしん

7920 ポアズイユの式（法則） Poiseille's equation (law) ぽあずいゆのしきほうそく

7921 ポータブル撮影 portable radiography ぽーたぶるさつえい

7922 ポール・バンネル試験 Paul-Bunnell test ぽーる・ばんねるしけん

7923 ポジトロン放射形断層撮影［法］ positron emission tomography (PET) ぽじとろんほうしゃけいだんそうさつえいほう

7924 ポジトロン放射形断層撮影［法］ PET (positron emission tomography) ぽじとろんほうしゃけいだんそうさつえいほう

7925 ポップッコーン状様石灰化 popcorn calcification ぽっぷっこーんじょようせっかいか

7926 ポリープ polyp ぽりーぷ

7927 ポリープ状 polypoid ぽりーぷじょう

7928 ポリープ状 fungoid ぽりーぷじょう

7929 ポリオーマウイルス polyoma virus ぽりおーまういるす

7930 ポリソムノグラフィ[ー] polysomnography ぽりそむのぐらふぃー

7931 ポリペプチド polypeptide ぽりぺぷちど

7932 ポリポージス polyposis ぽりぽーじす

7933 ポリマー polymer ぽりまー

7934 ポリメラーゼ連鎖反応 polymerase chain reaction (PCR) ぽりめらーぜれんさはんのう

7935 ポルンホルム病 Bornholm disease (epidemic pleurodynia) ぽるんほるむびょう



7936 ポンピング pumping ぽんぴんぐ

7937 ポンプ型酸素化（付加）装置 pump oxygenator ぽんぷがたさんそかふかそうち

7938 マーカー marker まーかー

7939 マイクロアレイ microarray まいくろあれい

7940 マイクロコッカス micrococcus まいくろこっかす

7941 マイクロサテライト microsatellites まいくろさてらいと

7942 マイクロダイセクション microdissection まいくろだいせくしょん

7943 マイクロフィラメント microfilament まいくろふぃらめんと

7944 マイコバクテリウム・マリヌム［抗酸］菌 Mycobacterium marinum まいこばくてりうむ・まりぬむこうさんきん

7945 マイコバクテリウム・レプレ（らい菌） Mycobacterium leprae まいこばくてりうむ・れぷれらいきん

7946 マイコプラズ（ス）マ症 mycoplasmosis まいこぷらずすましょう

7947 マイコプラズ（ス）マ属 Mycoplasma まいこぷらずすまぞく

7948 マイコプラズマ肺炎 mycoplasmal pneumonia まいこぷらずまはいえん

7949 毎分心拍出量 cardiac minute volume (output) まいふんしんはくしゅつりょう

7950 前向きの prospective まえむきの

7951 膜 membrane まく

7952 膜 film まく

7953 膜型酸素化装置 screen oxygenator (film oxygenator， membrane oxygenator ) まくがたさんそかそうち

7954 膜型酸素化装置（膜型人工肺） film oxygenator まくがたさんそかそうちまくがたじんこうはい

7955 膜型酸素付加装置 membrane oxygenator まくがたさんそふかそうち

7956 膜型人工肺［装置］ membrane oxygenator まくがたじんこうはいそうち

7957 膜貫通性 transmembrane まくかんつうせい

7958 膜性クループ membranous croup まくせいくるーぷ

7959 膜性喉頭炎 membranous croup まくせいこうとうえん

7960 膜性細気管支 membranous bronchiole まくせいさいきかんし

7961 膜成分 membrane component まくせいぶん

7962 膜電位 membrane potential まくでんい

7963 膜電流 membrane currrent まくでんりゅう

7964 膜の membranous まくの

7965 膜様の membranous まくようの

7966 マクロアレイ macroarray まくろあれい

7967 マクロファージ macrophage まくろふぁーじ

7968 マクロファージ炎症蛋白質 macrophage inflammatory protein (MIP) まくろふぁーじえんしょうたんぱくしつ

7969 マクロファージコロニー刺激因子 macrophage colony-stimulating factor まくろふぁーじころにーしげきいんし

7970 マクロファージスカベンジャー受容体 macrophage scavenger receptor (SR-A) まくろふぁーじすかべんじゃーじゅようたい

7971 マクロファージ走化［性］因子 macrophage chemotactic factor まくろふぁーじそうかせいいんし

7972 摩擦音 friction［al］sound (friction rub) まさつおん

7973 摩擦音 friction rub まさつおん

7974 摩擦音 friction murmur まさつおん

7975 麻疹肺炎 measles pneumonia ましんはいえん

7976 麻酔 anesthesia ますい

7977 麻酔［法］ anesthesia ますいほう

7978 麻酔薬 anesthetic ますいやく

7979 マスク mask ますく

7980 マスク換気（nBiPAP，nCPAP等) mask ventilation ますくかんきnBiPAP，nCPAPなど

7981 マスサーベイ mass survey ますさーべい

7982 マススペクトロメーター mass spectrometer ますすぺくとろめーたー

7983 マスト細胞 mast cell ますとさいぼう

7984 マストパチー mastopathy ますとぱちー

7985 末期肺炎 terminal pneumonia まっきはいえん

7986 マッサージ massage まっさーじ

7987 末梢化学受容体（器） peripheral chemoreceptor まっしょうかがくじゅようたいき

7988 末梢気道 peripheral airway まっしょうきどう

7989 末梢気道病変 small airway disease まっしょうきどうびょうへん

7990 [末梢]血液像 hemogram まっしょうけつえきぞう

7991 末梢血単核細胞 peripheral blood mononuclear cell まっしょうけつたんかくさいぼう

7992 末梢早期肺癌 peripheral type early lung cancer まっしょうそうきはいがん

7993 末梢抵抗 peripheral resistance まっしょうていこう

7994 末梢の peripheral まっしょうの

7995 末梢肺癌 peripheral lung cancer まっしょうはいがん

7996 マッソン体 Masson body まっそんたい

7997 末端 terminal まったん



7998 窓 window まど

7999 マトリックスプロテアーゼ matrix protease まとりっくすぷろてあーぜ

8000 マトリックスメタロプロテイナーゼ matrix metalloproteinase (MMP) まとりっくすめたろぷろていなーぜ

8001 麻痺 paralysis まひ

8002 麻痺 palsy まひ

8003 麻痺胸 paralytic thorax まひきょう

8004 麻薬 narcotic まやく

8005 ［麻薬］常用者 addict まやくじょうようしゃ

8006 マルファン症候群 Marfan's syndrome まるふぁんしょうこうぐん

8007 慢性 chronic まんせい

8008 慢性炎症 chronic inflammation まんせいえんしょう

8009 慢性過敏性肺炎 chronic hypersensitivity pneumonia(pneumonitis) (CHP) まんせいかびんせいはいえん

8010 慢性関節リウマチ rheumatoid arthritis (RA) まんせいかんせつりうまち

8011 慢性気管支炎 chronic bronchitis まんせいきかんしえん

8012 慢性気道閉塞 chronic airflow obstruction (CAO) まんせいきどうへいそく

8013 慢性気流閉塞 chronic airflow obstruction (CAO) まんせいきりゅうへいそく

8014 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) まんせいけっせんそくせんせいはいこうけつあつしょう

8015 慢性好酸球性肺炎 chronic eosinophilic pneumonia (CEP) まんせいこうさんきゅうせいはいえん

8016 慢性高山病 chronic mountain sickness まんせいこうざんびょう

8017 慢性呼吸器疾患質問表 chronic respiratory disease questionnaire まんせいこきゅうきしっかんしつもんひょう

8018 慢性細気管支炎 chronic bronchiolitis まんせいさいきかんしえん

8019 慢性腎不全 chronic renal failure まんせいじんふぜん

8020 慢性じんま疹 chronic urticaria まんせいじんましん

8021 慢性低酸素 chronic hypoxia まんせいていさんそ

8022 慢性の chronic まんせいの

8023 慢性肺気腫 chronic pulmonary emphysema まんせいはいきしゅ

8024 慢性肺血栓塞栓症 chronic pulmonary thromboembolism まんせいはいけっせんそくせんしょう

8025 慢性肺損傷 chronic lung injury まんせいはいそんしょう

8026 慢性閉塞性肺疾患 chronic obstructive pulmonary disease (COPD) まんせいへいそくせいはいしっかん

8027 慢性閉塞性肺疾患 chronic obstructive lung disease (COLD) まんせいへいそくせいはいしっかん

8028 マントー（ツベルクリン）反応[テスト] Mantoux (tuberculin) test (PPD skin test) PPD: purified protein derivative (精製ツベルクリン) まんとーつべるくりんはんのうてすと

8029 ミオグロビン myoglobin みおぐろびん

8030 ミオシン myosin みおしん

8031 ミオパチー myopathy みおぱちー

8032 ミクロコッカス（属） Micrococcus みくろこっかすぞく

8033 ミクロポリスポラ・フェニ Micropolyspora faeni みくろぽりすぽら・ふぇに

8034 見込みの prospective みこみの

8035 未熟の premature みじゅくの

8036 水槌脈（Corrigan脈） water hammer pulse みずつちみゃくCorriganみゃく

8037 水バランス water balance みずばらんす

8038 溝 sulcus みぞ

8039 溝 gullet みぞ

8040 路 tract みち

8041 道 duct みち

8042 道 tract みち

8043 密度 density みつど

8044 密度 consistency みつど

8045 ミトコンドリア mitochondria みとこんどりあ

8046 未分化癌 undifferentiated carcinoma みぶんかがん

8047 未分化癌 anaplastic carcinoma みぶんかがん

8048 未分化肉腫 undifferentiated sarcoma みぶんかにくしゅ

8049 未分化胚細胞腫 dysgerminoma みぶんかはいさいぼうしゅ

8050 未分化リンパ腫リン酸化酵素（チロシンキナーゼ） anaplastic lymphoma kinase (ALK) みぶんかりんぱしゅりんさんかこうそちろしんきなーぜ

8051 未分類マイコバクテリア unclassified mycobacteria みぶんるいまいこばくてりあ

8052 耳の auricular みみの

8053 脈 pulse みゃく

8054 脈圧 pulse pressure みゃくあつ

8055 脈圧 pulse amplitude みゃくあつ

8056 脈圧測定法 sphygmomanometry みゃくあつそくていほう

8057 脈圧描写法 sphygmotonography みゃくあつびょうしゃほう

8058 脈なし病 pulseless disease みゃくなしびょう

8059 脈波 pulse wave みゃくは



8060 脈波曲線 sphygmogram みゃくはきょくせん

8061 脈拍 pulse みゃくはく

8062 脈拍欠損（欠滞） pulse deficit みゃくはくけっそんけったい

8063 脈拍数 pulse rate みゃくはくすう

8064 脈拍数 frequency of pulse (pulse rate) みゃくはくすう

8065 脈波型オキシメータ pulse oximetry みゃくはけいおきしめーた

8066 脈波図 sphygmogram みゃくはず

8067 脈波伝播速度 pulse wave velocity みゃくはでんぱそくど

8068 脈波描写法 sphygmography みゃくはびょうしゃほう

8069 宮崎肺吸虫 Paragonimus miyazakii みやざきはいきゅうちゅう

8070 宮崎肺吸虫 Miyazaki lung fluke みやざきはいきゅうちゅう

8071 脈管 vessel みゃっかん

8072 脈管炎 angiitis (angitis) みゃっかんえん

8073 脈管炎 angitis みゃっかんえん

8074 脈管学 angiology みゃっかんがく

8075 脈管の vascular みゃっかんの

8076 脈管病学 angiology みゃっかんびょうがく

8077 ミュラー試験 M?ller maneuver みゅらーしけん

8078 民族性 ethnicity みんぞくせい

8079 無γ（ガンマ）グロブリン血症 agammaglobulinemia むγがんまぐろぶりんけっしょう

8080 ムーコル Mucor むーこる

8081 ムーコル菌 Mucor むーこるきん

8082 ムーコル菌症 mucormycosis むーこるきんしょう

8083 ムーコル症 mucormycosis むーこるしょう

8084 無害性雑音 innocent murmur むがいせいざつおん

8085 無顆粒球症 agranulocytosis むかりゅうきゅうしょう

8086 無気肺 atelectasis むきはい

8087 無菌［性］ sterility むきんせい

8088 無菌の sterile むきんの

8089 無菌の aseptic むきんの

8090 無形成 agenesis むけいせい

8091 無形成［症］ aplasia むけいせいしょう

8092 無茎の sessile むけいの

8093 無血管性の avascular むけっかんせいの

8094 無血色素［赤］血球 achromatocyte (achromocyte) むけつしきそせっけっきゅう

8095 ムコイド mucoid むこいど

8096 無呼吸 apnea むこきゅう

8097 無呼吸閾値（限界CO2分圧） apneic threshold むこきゅういきちげんかいCO2ぶんあつ

8098 無呼吸低呼吸指数 apnea hypopnea index (AHI) むこきゅうていこきゅうしすう

8099 ムコ多糖体 mucopolysaccharide むこたとうたい

8100 ムコペプチド mucopeptide むこぺぷちど

8101 無作為化比較試験 randomised controlled trial むさくいかひかくしけん

8102 無酸素閾値 anerobic threshold むさんそいきち

8103 無酸素閾値 anaerobic threshold むさんそいきち

8104 無酸素症 anoxia むさんそしょう

8105 矛盾した paradoxical むじゅんした

8106 矛盾した paradox むじゅんした

8107 娘病巣 satellite lesion むすめびょうそう

8108 無声［症］ aphonia むせいしょう

8109 無線維素原血症 afibrinogenemia むせんいそげんけっしょう

8110 無増悪[期間] time to progression むぞうおきかん

8111 無増悪生存[期間] progression-free survival (PFS) むぞうおせいぞんきかん

8112 ムチン mucin むちん

8113 無（低）酸素血［症］ anoxemia むていさんそけっしょう

8114 無（低）酸素［症］ anoxia むていさんそしょう

8115 無（低）酸素性無（低）酸素症 anoxic anoxia むていさんそせいむていさんそしょう

8116 無尿 anuria むにょう

8117 胸 breast むね

8118 無熱性 afebrile むねっせい

8119 無熱性肺炎 afebrile pneumonia むねっせいはいえん

8120 無熱の afebrile むねつの

8121 胸の厚さ chest depth むねのあつさ



8122 無能力 disability むのうりょく

8123 無肺［症］ apneumia むはいしょう

8124 無発生 agenesis むはっせい

8125 無病生存率 disease free survival rate むびょうせいぞんりつ

8126 無へモグロビン［赤］血球 achromatocyte (achromocyte) むへもぐろびんせっけっきゅう

8127 無名静脈 innominate vein むめいじょうみゃく

8128 無名動脈 innominate artery むめいどうみゃく

8129 無力 disability むりょく

8130 無力性胸郭 paralytic thorax むりょくせいきょうかく

8131 無力性肺炎 adynamic pneumonia むりょくせいはいえん

8132 ムンプス mumps むんぷす

8133 メイ・ギムザ染色（法） May-Giemsa stain めい・ぎむざせんしょくほう

8134 メイ・グリュンワルド染色（法） May-Gr?nwald stain めい・ぐりゅんわるどせんしょくほう

8135 メイグス症候群 Meigs syndrome めいぐすしょうこうぐん

8136 迷走神経 vagus nerve めいそうしんけい

8137 迷走神経緊張亢進 vagotonia めいそうしんけいきんちょうこうしん

8138 迷走神経緊張［症］ vagotonia めいそうしんけいきんちょうしょう

8139 迷走神経切断［術］ vagotomy めいそうしんけいせつだんじゅつ

8140 迷走神経反射 vagal reflex、vagovagal reflex めいそうしんけいはんしゃ

8141 迷入 aberration めいにゅう

8142 迷入性 aberrant めいにゅうせい

8143 迷入動脈 aberrant artery めいにゅうどうみゃく

8144 メカニクス mechanics めかにくす

8145 メソトレキセート methotrexate めそとれきせーと

8146 メタ（サ）コリン誘発試験 methacholine challenge めたさこりんゆうはつしけん

8147 メタロプロテイナーゼ metalloproteinase めたろぷろていなーぜ

8148 メチル化 methylation めちるか

8149 滅菌薬 disinfectant めっきんやく

8150 メッセンジャー messenger RNA めっせんじゃー

8151 メテナミン銀染色 methenamine silver stain めてなみんぎんせんしょく

8152 メトヘモグロビン methemoglobin めとへもぐろびん

8153 メドラース（医学文献分析検索システム） MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System) めどらーすいがくぶんけんぶんせきけんさくしすてむ

8154 メニエ[ー]ル病（症候群） Meniere disease (syndrome) めにえーるびょうしょうこうぐん

8155 めまい vertigo めまい

8156 めまい dizziness (giddiness) めまい

8157 メラニン melanin めらにん

8158 免疫 immune めんえき

8159 免疫化学 immunochemistry めんえきかがく

8160 免疫芽球性リンパ節症 immunoblastic lymphadenopathy （IBL) めんえきがきゅうせいりんぱせつしょう

8161 免疫学 immunology めんえきがく

8162 免疫拡散 immunodiffusion めんえきかくさん

8163 免疫［学的］監視［機構］ immunological surveillance めんえきがくてきかんしきこう

8164 免疫（学的）寛容 immunological tolerance めんえきがくてきかんよう

8165 免疫学的拒絶［反応］ immunological rejection めんえきがくてききょぜつはんのう

8166 免疫学的（の） immunological めんえきがくてきの

8167 免疫寛容 immune tolerance めんえきかんよう

8168 免疫拒絶 immunological rejection めんえききょぜつ

8169 免疫グロブリン immunoglobulin めんえきぐろぶりん

8170 免疫グロブリン immunoglobulin （Ig) めんえきぐろぶりん

8171 免疫グロブリン IgM (immunoglobulin M) めんえきぐろぶりん

8172 免疫グロブリン IgG (immunoglobulin G) めんえきぐろぶりん

8173 免疫グロブリン IgE (immunoglobulin E) めんえきぐろぶりん

8174 免疫グロブリン IgD (immunoglobulin D) めんえきぐろぶりん

8175 （免疫グロブリンの）H鎖病 heavy-chain disease めんえきぐろぶりんのHさびょう

8176 （免疫グロブリンの）重鎖病 heavy-chain disease めんえきぐろぶりんのじゅうさびょう

8177 免疫系 immune system めんえきけい

8178 免疫螢光［法］ immunofluorescence めんえきけいこうほう

8179 免疫形成 immunization めんえきけいせい

8180 免疫血清 immune serum めんえきけつじょう

8181 免疫原性 immunogenicity めんえきげんせい

8182 免疫検定法 immunoassey めんえきけんていほう

8183 免疫細胞化学 immunocytochemistry めんえきさいぼうかがく



8184 免疫［性］ immunity めんえきせい

8185 免疫性 immune めんえきせい

8186 免疫組織化学 immunohistochemistry めんえきそしきかがく

8187 免疫チェックポイント immune checkpoint めんえきちぇっくぽいんと

8188 免疫電気泳動 immunoelectrophoresis めんえきでんきえいどう

8189 免疫電子顕微鏡 immunoelectron microscopy めんえきでんしけんびきょう

8190 免疫反応 immunological reaction めんえきはんのう

8191 免疫反応 immune response めんえきはんのう

8192 免疫複合体 immune complex めんえきふくごうたい

8193 免疫不全 immunodeficiency めんえきふぜん

8194 免疫不全患者 compromised host めんえきふぜんかんじゃ

8195 免疫不全感染 compromised infection めんえきふぜんかんせん

8196 免疫不全宿主 immunocompromised host めんえきふぜんしゅくしゅ

8197 免疫不全状態の immunocompromised めんえきふぜんじょうたいの

8198 免疫抑制 immunosuppression めんえきよくせい

8199 免疫療法 immunotherapy めんえきりょうほう

8200 綿［花］肺 cotton worker's lung めんかはい

8201 綿（花）肺 byssinosis めんかはい

8202 綿糸［塵］肺症 cotton dust lung めんしじんはいしょう

8203 メンデルソン症候群 Mendelson's syndrome めんでるそんしょうこうぐん

8204 毛細管電極 capillary electrode もうさいかんでんきょく

8205 毛細［血］管 capillary もうさいけっかん

8206 毛細［血］管圧 capillary pressure もうさいけっかんあつ

8207 毛細［血］管楔入圧 capillary wedge pressure もうさいけっかんけつにゅうあつ

8208 毛細［血］管血量 capillary blood volume もうさいけっかんけつりょう

8209 毛細［血］管出血 capillary bleeding もうさいけっかんしゅっけつ

8210 毛細［血］管循環 capillary circulation もうさいけっかんじゅんかん

8211 毛細血管塞栓症 capillary embolism もうさいけっかんそくせんしょう

8212 毛細［血］管透過性 capillary permeability もうさいけっかんとうかせい

8213 毛細血管拍動 capillary pulsation もうさいけっかんはくどう

8214 毛細血管脈 capillary pulse もうさいけっかんみゃく

8215 毛細［血］管網 capillary network もうさいけっかんもう

8216 毛細血管濾過係数 capillary filtration coefficient もうさいけっかんろかけいすう

8217 網状の reticular もうじょうの

8218 網内系 reticuloendothelial system もうないけい

8219 毛髪線（胸部X線上の葉間線） hairline もうはつせんきょうぶXせんじょうのようかんせん

8220 網膜 retina もうまく

8221 網膜炎 retinitis もうまくえん

8222 盲目生検 blind biopsy もうもくせいけん

8223 網様の reticular もうようの

8224 モーメント分析 moment analysis もーめんとぶんせき

8225 目的 objective もくてき

8226 目標 targeting もくひょう

8227 ［モナルディの］空洞内吸引法 Monaldi's drainage もなるでぃのくうどうないきゅういんほう

8228 モニター monitor もにたー

8229 モニタリング monitoring もにたりんぐ

8230 モニリア症 moniliasis もにりあしょう

8231 モノアミンオキシダーゼ monoamine oxidase (MAO) ものあみんおきしだーぜ

8232 モノアミン酸化酵素 monoamine oxidase (MAO) ものあみんさんかこうそ

8233 木綿塵 cotton dust もめんじん

8234 モルガニー孔 foramen of Morgagni もるがにーこう

8235 モルガニー洞 sinus of Morgagni もるがにーどう

8236 モルガニーへルニア Morgagni hernia もるがにーへるにあ

8237 モルキオ症候群 Morquio syndrome もるきおしょうこうぐん

8238 モル濃度 molar concetration (molarity) もるのうど

8239 モルモット guinea pig もるもっと

8240 門 hilus もん

8241 モンテルカストナトリウム montelukast sodium もんてるかすとなとりうむ

8242 門脈肺高血圧症 portopulmonary hypertension もんみゃくはいこうけつあつしょう

8243 ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応 Jarisch-Herxheimer reaction やーりっしゅ・へるくすはいまーはんのう

8244 夜間狭心症 nocturnal angina やかんきょうしんしょう

8245 夜間呼吸困難 nocturnal dyspnea やかんこきゅうこんなん



8246 夜間酸素飽和度測定 nocturnal oximetry やかんさんそほうわどそくてい

8247 夜間酸素飽和度低下 nocturnal oxygen desaturation やかんさんそほうわどていか

8248 夜間［性］喘息 nocturnal asthma やかんせいぜんそく

8249 夜間多尿 nocturia (nycturia) やかんたにょう

8250 夜間の nocturnal やかんの

8251 山羊声 egophony やぎごえ

8252 薬剤感受性 drug sensitivity やくざいかんじゅせい

8253 薬剤感受性獲得 chemosensitization やくざいかんじゅせいかくとく

8254 薬剤受（耐）容性 drug compliance やくざいじゅたいようせい

8255 薬剤性肺炎 drug-induced pneumonitis やくざいせいはいえん

8256 薬剤性肺障害 drug-induced lung injury やくざいせいはいしょうがい

8257 薬剤耐性 drug resistance やくざいたいせい

8258 薬剤耐性 chemoresistance やくざいたいせい

8259 薬剤投与 drug administration やくざいとうよ

8260 薬剤誘起性喘息 drug-induced asthma やくざいゆうきせいぜんそく

8261 薬剤誘起性喘息 drug induced asthma やくざいゆうきせいぜんそく

8262 薬剤誘起性肺疾患 drug-induced lung disease やくざいゆうきせいはいしっかん

8263 薬剤誘起性肺疾患 drug-induced disease やくざいゆうきせいはいしっかん

8264 薬剤量反応曲線 dose response curve やくざいりょうはんのうきょくせん

8265 薬疹 drug rash やくしん

8266 薬物（剤） drug やくぶつざい

8267 薬物使用 medication やくぶつしよう

8268 薬物性アシドーシス pharmacogenic acidosis やくぶつせいあしどーしす

8269 薬物［性］じんま（蕁麻）疹 medicamentous urticaria やくぶつせいじんましん

8270 薬物動態学／薬力学 Pharmacokinetics/Pharmacodynamics （PK/PD） やくぶつどうたいがく／やくりきがく

8271 薬物到達性 drug delivery やくぶつとうたつせい

8272 薬物乱用 drug abuse やくぶつらんよう

8273 火傷 burn やけど

8274 やけど burn やけど

8275 矢状［方向］の sagittal やじょうほうこうの

8276 易（い）感染性 compromised やすいかんせんせい

8277 やせ emaciation やせ

8278 やや透明な translucent ややとうめいな

8279 ヤング症候群 Young syndrome やんぐしょうこうぐん

8280 ユーイング肉腫 Ewing sarcoma ゆーいんぐにくしゅ

8281 ユーエフティー UFT ゆーえふてぃー

8282 融解 thaw ゆうかい

8283 有気生活 aerobiosis ゆうきせいかつ

8284 有機体 organism ゆうきたい

8285 有機的 organic ゆうきてき

8286 ［有］棘細胞症 acanthosis ゆうきょくさいぼうしょう

8287 有茎性の pedunculated ゆうけいせいの

8288 有茎性ポリープ pedunculated polyp ゆうけいせいぽりーぷ

8289 融合遺伝子 fusion gene ゆうごういでんし

8290 有効換気量 effective ventilation ゆうこうかんきりょう

8291 融合像（胸部X線用語） consolidation ゆうごうぞうきょうぶXせんようご

8292 融合蛋白 fusion protein（s) ゆうごうたんぱく

8293 有効（な） effective ゆうこうな

8294 有効肺血流量 effective pulmonary blood flow ゆうこうはいけつりゅうりょう

8295 融合分子 fusion molecules ゆうごうぶんし

8296 優性 dominant ゆうせい

8297 優生学 aristogenics， eugenics ゆうせいがく

8298 優勢の dominant ゆうせいの

8299 有窓鋭匙 curette (curet) ゆうそうえいし

8300 遊走する migrate ゆうそうする

8301 遊走性胸膜炎 wandering pleurisy ゆうそうせいきょうまくえん

8302 遊走性の wandering ゆうそうせいの

8303 遊走性肺炎 wandering pneumonia (migratory pneumonia) ゆうそうせいはいえん

8304 遊走阻止因子 migration inhibitory factor (MIF) ゆうそうそしいんし

8305 誘導 induction ゆうどう

8306 誘導型一酸化窒素合成酵素 inducible nitric oxide synthase (iNOS) ゆうどうがたいっさんかちっそごうせいこうそ

8307 誘導型ペースメーカ radio-frequency pacemaker ゆうどうがたぺーすめーか



8308 誘導気管支 drainage bronchus ゆうどうきかんし

8309 有毒ガス noxious gas ゆうどくがす

8310 誘発 provocation ゆうはつ

8311 誘発 induction ゆうはつ

8312 誘発閾値 provocation concentration ゆうはついきち

8313 誘発喀痰 provocative sputum ゆうはつかくたん

8314 誘発試験 provocation test ゆうはつしけん

8315 有病率 morbidity (rate) ゆうびょうりつ

8316 有病率 prevalence［rate］ ゆうびょうりつ

8317 幽門 pylorus ゆうもん

8318 幽門狭窄［症］ pyloric stenosis ゆうもんきょうさくしょう

8319 遊離 release ゆうり

8320 遊離脂肪酸 non-esterified fatty acid （NEFA） ゆうりしぼうさん

8321 遊離脂肪酸 free fatty acid (FFA) ゆうりしぼうさん

8322 遊離炭酸ガス free carbon dioxide ゆうりたんさんがす

8323 幽霊細胞 ghost cell ゆうれいさいぼう

8324 輸液 transfusion ゆえき

8325 輸液 infusion ゆえき

8326 油胸 oleothorax ゆきょう

8327 油胸術 oleothorax ゆきょうじゅつ

8328 輸血 blood transfusion ゆけつ

8329 油誤嚥性肺炎 oil-aspiration pneumomia ゆごえんせいはいえん

8330 油性塞栓症 oil embolism ゆせいそくせんしょう

8331 油性肺炎 oil-aspiration pneumomia ゆせいはいえん

8332 油性肺臓炎 oil pneumonitis ゆせいはいぞうえん

8333 輸送 transport ゆそう

8334 癒着 adhesion ゆちゃく

8335 癒着 symphysis ゆちゃく

8336 癒着性胸膜炎 adhesive pleurisy ゆちゃくせいきょうまくえん

8337 癒着性心膜炎 adhesive pericarditis ゆちゃくせいしんまくえん

8338 癒着性無気肺 adhesive atelectasis ゆちゃくせいむきはい

8339 癒着療法 adhesion therapy ゆちゃくりょうほう

8340 油滴塞栓 oil embolism ゆてきそくせん

8341 輸入 afferent ゆにゅう

8342 弓 arch ゆみ

8343 弓状 arch ゆみじょう

8344 葉 lobe よう

8345 陽圧呼吸 positive pressure breathing ようあつこきゅう

8346 陽陰圧呼吸 positive negative pressure breathing (PNPB) よういんあつこきゅう

8347 容横変動記録器 plethysmograph ようおうへんどうきろくき

8348 溶解 dissolution ようかい

8349 溶解度 solubility ようかいど

8350 溶解度曲線 solubility curve ようかいどきょくせん

8351 葉間 fissure ようかん

8352 葉間 interlobar ようかん

8353 葉間胸膜炎 interlobar pleurisy ようかんきょうまくえん

8354 葉間胸膜裂 interlobar fissure ようかんきょうまくれつ

8355 葉間線 interlobar line ようかんせん

8356 葉間貯留［液］ interlobar effusion ようかんちょりゅうえき

8357 葉間の interlobar ようかんの

8358 養鳩病 pigeon breeder's lung ようきゅうびょう

8359 溶血（現象，反応） hemolysis ようけつげんしょう，はんのう

8360 溶血性 hemolytic ようけつせい

8361 溶血［性］レンサ球菌 Streptococcus haemolyticus ようけつせいれんさきゅうきん

8362 葉酸 folate、folic acid ようさん

8363 養子移入 adoptive transfer ようしいにゅう

8364 様式 modality ようしき

8365 幼児呼吸 puerile respiration ようじこきゅう

8366 陽子線 proton beam ようしせん

8367 幼若化剤、分裂促進因子 mitogen ようじゃくかざい、ぶんれつそくしんいんし

8368 用手人工呼吸 manual artificial respiration ようしゅじんこうこきゅう

8369 羊水 amniotic fluid ようすい



8370 羊水塞栓 amniotic fluid embolism ようすいそくせん

8371 羊水塞栓 amniotic embolism ようすいそくせん

8372 容積 volume ようせき

8373 容積変動描記法 plethysmography ようせきへんどうびょうきほう

8374 要素 factor ようそ

8375 ヨウ素131 iodine-131 (131I) ようそ131

8376 陽電子放出断層撮影 positron emission tomography (PET) ようでんしほうしゅつだんそうさつえい

8377 陽電子放出断層撮影［法］ PET (positron emission tomography) ようでんしほうしゅつだんそうさつえいほう

8378 容貌 countenance ようぼう

8379 容量 capacity ようりょう

8380 容量血管 capacitance vessel ようりょうけっかん

8381 容量（積）・圧曲線 volume pressure curve ようりょうせき・あつきょくせん

8382 用量反応曲線 dose response curve ようりょうはんのうきょくせん

8383 容量反応曲線 dose response curve ようりょうはんのうきょくせん

8384 葉裂［溝］ fissure ようれつこう

8385 ヨード131 iodine-131 (131I) よーど131

8386 抑圧 suppression よくあつ

8387 抑うつ［症］ depression よくうつしょう

8388 翼状胸 pterygoid chest よくじょうきょう

8389 抑制 suppression よくせい

8390 抑制 inhibition よくせい

8391 抑制 depression よくせい

8392 抑制遺伝子 supressor gene よくせいいでんし

8393 抑制因子 inhibitor よくせいいんし

8394 抑制因子 inhibitor よくせいいんし

8395 抑制［性］T細胞 suppressor T cell よくせいせいTさいぼう

8396 予後 prognosis よご

8397 予後因子 prognostic factors よごいんし

8398 予後不良 poor risk、poor prognosis よごふりょう

8399 予測因子 predictive factor よそくいんし

8400 予測肺活量 predicted vital capacity よそくはいかつりょう

8401 予備 reserve よび

8402 予備アルカリ alkali reserve よびあるかり

8403 予備吸気量 inspiratory reserve volume (IRV) よびきゅうきりょう

8404 予備呼気量 expiratory reserve volume (ERV) よびこきりょう

8405 予備細胞 reserve cell よびさいぼう

8406 予備的の preliminary よびてきの

8407 予備力 reserve force よびりょく

8408 予［備］力 reserve force よびりょく

8409 予備力マスク reservoir mask よびりょくますく

8410 予防接種（法） vaccination よぼうせっしゅほう

8411 予防的化学療法 chemoprophylaxis よぼうてきかがくりょうほう

8412 予防的気管切開［術］ prophylactic tracheotomy よぼうてききかんせっかいじゅつ

8413 予防的照射 prophylactic irradiation よぼうてきしょうしゃ

8414 予防的脳照射 prophylactic cranial irradiation よぼうてきのうしょうしゃ

8415 予防の prophylactic よぼうの

8416 予防法 prophylaxis よぼうほう

8417 予防［法］ prophylaxis よぼうほう

8418 読出し専用メモリー read only memory (ROM) よみだしせんようめもりー

8419 余命 life expectancy よめい

8420 ライソゾ（ソ）一ム lysosome らいそぞそ一む

8421 ライソゾ（ソ）一ム[系]酵素 lysosomal enzyme らいそぞそ一むけいこうそ

8422 ライト・ギムサ染色 Wright-Giemsa stain らいと・ぎむさせんしょく

8423 ライト[の]換気量メータ Wright ventilation meter (Wright's respirometer) らいとのかんきりょうめーた

8424 ライト[の]ミニピークフローメータ Wright mini-peak flow meter らいとのみにぴーくふろーめーた

8425 ライト[の]レスピロメーター Wright ventilation meter (Wright's respirometer) らいとのれすぴろめーたー

8426 ライノウイルス[属] rhinovirus らいのういるすぞく

8427 癩［病］ leprosy らいびょう

8428 ライム病 Lyme disease らいむびょう

8429 ラ音 pulmonary adventitious sound(s) らおん

8430 落屑 desquamation らくせつ

8431 落屑性 desquamative らくせつせい



8432 ラジウム radium らじうむ

8433 ラジウム療法 radium therapy らじうむりょうほう

8434 ラジオ radio-frequency pacemaker らじお

8435 ラジオアイソトープ radioisotope (radioactive isotope) らじおあいそとーぷ

8436 ラジオイムノアッセイ radioimmunoassay らじおいむのあっせい

8437 ラジオオートグラム radioautogram (RAG) らじおおーとぐらむ

8438 ラテックス・クリプトコッカス抗原 latex-cryptococcal antigen らてっくす・くりぷとこっかすこうげん

8439 ラド rad らど

8440 ラドン86 radon-86（86Rn） らどん86

8441 ラパマイシン rapamycin らぱまいしん

8442 ラプラスの法則 Laplace's law らぷらすのほうそく

8443 卵円形 oval らんえんけい

8444 卵円孔開存 patent foramen ovale らんえんこうかいぞん

8445 卵黄嚢腫瘍 yolk sac tumor らんおうのうしゅよう

8446 乱気流 turbulence らんきりゅう

8447 ラングハンス[型]巨細胞 Langhans giant cell らんぐはんすけいきょさいぼう

8448 ラングミュアー・ウィルヘルミー・バランス（天秤表面活性測定用） Langmuir-Wilhelmy balance らんぐみゅあー・うぃるへるみー・ばらんすてんびんひょうめんかっせいそくていよう

8449 ランゲルハンス細胞 Langerhans cell らんげるはんすさいぼう

8450 ランテス RANTES らんてす

8451 ランバート・イートン症候群 Lambert-Eaton syndrome らんばーと・いーとんしょうこうぐん

8452 ランブル rumble (rumbling murmur) らんぶる

8453 乱流 turbulent flow らんりゅう

8454 リアクタンス reactance りあくたんす

8455 リード指数 Reid index りーどしすう

8456 リウマチ rheumatism りうまち

8457 リウマチ因子 rheumatoid factor (RF) りうまちいんし

8458 リウマチ結節 rheumatoid nodules りうまちけっせつ

8459 リウマチ疾患 rheumatoid disease りうまちしっかん

8460 リウマチ性 rheumatic りうまちせい

8461 リウマチ性胸膜炎 rheumatic pleurisy りうまちせいきょうまくえん

8462 リウマチ性心疾患 rheumatic heart disease りうまちせいしんしっかん

8463 リウマチ性心内膜炎 rheumatic endocarditis りうまちせいしんないまくえん

8464 リウマチ性心膜炎 rheumatic pericarditis りうまちせいしんまくえん

8465 リウマチ性多発筋痛症 polymyalgia rheumatica りうまちせいたはつきんつうしょう

8466 リウマチ［性］肺炎 rheumatic pneumonia りうまちせいはいえん

8467 リウマチ性肺疾患 rheumatoid lung disease りうまちせいはいしっかん

8468 リウマチ性肺臓炎 rheumatoid pneumonitis りうまちせいはいぞうえん

8469 リウマチ性肺臓炎 rheumatic pneumonitis りうまちせいはいぞうえん

8470 リウマチ性（様） rheumatoid りうまちせいよう

8471 リウマチ熱 rheumatic fever りうまちねつ

8472 リウマチの rheumatic りうまちの

8473 リウマチ様塵肺症 rheumatoid pneumoconiosis りうまちようじんぱいしょう

8474 リウマトイド因子 rheumatoid factor (RF) りうまといどいんし

8475 理学所見 physical sign りがくしょけん

8476 理学療法 physiotherapy りがくりょうほう

8477 り（罹）患率 morbidity (rate) りかんりつ

8478 力学 mechanical りきがく

8479 力学 mechanics りきがく

8480 力学的 mechanic りきがくてき

8481 リケッチア[性]肺炎 rickettsial pneumonia りけっちあせいはいえん

8482 リザーバ[ー] reservoir りざーばー

8483 リザーバ[ー]付きマスク reservoir face mask りざーばーつきますく

8484 リザーバ[ー]付きマスク reservoir mask りざーばーつきますく

8485 リズム rhythm りずむ

8486 リズム性 rhythmicity りずむせい

8487 理想的肺胞気 ideal alveolar air りそうてきはいほうき

8488 リソソーム lysosome りそそーむ

8489 リゾチーム lysozyme りぞちーむ

8490 リゾレシチン lysolecithin りぞれしちん

8491 離脱 weaning りだつ

8492 立体鏡検査［法］ stereoscopy りったいきょうけんさほう

8493 立体鏡視［法］ stereoscopy りったいきょうしほう



8494 立体視 stereoscopy りったいし

8495 律動 rhythm りつどう

8496 律動性 rhythmicity りつどうせい

8497 立方形の cuboid りっぽうけいの

8498 立方上皮 cuboidal epithelium りっぽうじょうひ

8499 リパーゼ lipase りぱーぜ

8500 リパーゼ lipase りぱーぜ

8501 リハビリテーション rehabilitation りはびりてーしょん

8502 リバビリン ribavirin りばびりん

8503 リピッド lipid りぴっど

8504 リポイド症 lipoidosis りぽいどしょう

8505 リポイド肺炎 lipoid pneumonia りぽいどはいえん

8506 リポイド肺[臓]炎（肺線維症） lipoid pneumonitis (fibrosis) りぽいどはいぞうえんはいせんいしょう

8507 リボ核酸 ribonucleic acid (RNA) りぼかくさん

8508 リボ核酸・デオキシリボ核酸比 RNA/DNA りぼかくさん・でおきしりぼかくさんひ

8509 リボソーム ribosome りぼそーむ

8510 リポソーム liposome りぽそーむ

8511 リポ多糖体 lipopolysaccharide りぽたとうたい

8512 リポ多糖[類] lipopolysaccharide りぽたとうるい

8513 リポ蛋白[質] lipoprotein りぽたんぱくしつ

8514 リボヌクレアーゼ ribonuclease りぼぬくれあーぜ

8515 隆起 bulging (bulge) りゅうき

8516 流行性感冒 influenza りゅうこうせいかんぼう

8517 流行性胸痛症 Bornholm disease (epidemic pleurodynia) りゅうこうせいきょうつうしょう

8518 流行性耳下腺炎 mumps りゅうこうせいじかせんえん

8519 龍骨胸 keel breast りゅうこつきょう

8520 硫酸バリウム barium sulfate りゅうさんばりうむ

8521 流出［量］ outflow りゅうしゅつりょう

8522 流出路 outflow tract りゅうしゅつろ

8523 粒状（小結節性）陰影 nodular opacity りゅうじょうしょうけっせつせいいんえい

8524 流速 flow rate りゅうそく

8525 流体ずり応力 fluid shear stress りゅうたいずりおうりょく

8526 流体の fluid りゅうたいの

8527 流体力学 flow dynamics りゅうたいりきがく

8528 流体力学 rheology りゅうたいりきがく

8529 留置カテーテル indwelling catheter りゅうちかてーてる

8530 留置ドレイン indwelling drain りゅうちどれいん

8531 流動 convection りゅうどう

8532 流動学 rheology りゅうどうがく

8533 流入期 inflow phase りゅうにゅうき

8534 流入［量］ inflow りゅうにゅうりょう

8535 流量・気量特性（関係） flow volume characteristics (relationship) りゅうりょう・きりょうとくせいかんけい

8536 領域 zone (zona) りょういき

8537 領域 area りょういき

8538 領域 region りょういき

8539 領域の regional りょういきの

8540 量依存性 volume dependent りょういぞんせい

8541 量規定式人工呼吸器（レスピレータ） volume-limited respirator りょうきていしきじんこうこきゅうきれすぴれーた

8542 良性の benign りょうせいの

8543 良性明細胞腫 benign clear cell tumor りょうせいめいさいぼうしゅ

8544 両棲類様肺嚢胞（先天性末梢性肺嚢胞） batrachia りょうせいるいようはいのうほうせんてんせいまっしょうせいはいのうほう

8545 両側性 bilateral りょうそくせい

8546 両側肺門リンパ節腫脹 bilateral hilar lymphadenopathy (BHL) りょうそくはいもんりんぱせつしゅちょう

8547 療法 treatment りょうほう

8548 療法 therapy りょうほう

8549 療法 cure りょうほう

8550 両方向伝導 reciprocal conduction りょうほうこうでんどう

8551 療養所 sanatorium (sanitarium) りょうようじょ

8552 緑色レンサ球菌 Streptococcus viridans りょくしょくれんさきゅうきん

8553 緑膿菌 Pseudomonas aerginosa りょくのうきん

8554 緑膿菌感染症 pseudomonas infection りょくのうきんかんせんしょう

8555 緑膿菌性心内膜炎 pseudomonas endocarditis りょくのうきんせいしんないまくえん



8556 緑膿菌肺炎 pseudomonas pneumonia りょくのうきんはいえん

8557 履歴現象 hysteresis りれきげんしょう

8558 臨界値 threshold りんかいち

8559 燐酸塩緩衝系 phosphate buffer system りんさんえんかんしょうけい

8560 リン脂質 phospholipid りんししつ

8561 臨床応用 clinical applications りんしょうおうよう

8562 臨床試験 clinical study りんしょうしけん

8563 臨床診断 clinical diagnosis りんしょうしんだん

8564 臨床的の clinical りんしょうてきの

8565 輪状軟骨 cricoid cartilage りんじょうなんこつ

8566 臨床病期 clinical stage りんしょうびょうき

8567 輪転［様雑］音 rumble (rumbling murmur) りんてんようざつおん

8568 リンパ[液]排液（出） lymphatic drainage りんぱえきはいえきしゅつ

8569 リンパ管 lymphatics りんぱかん

8570 リンパ管炎（症） lymphangitis りんぱかんえんしょう

8571 リンパ管腫 lymphangioma りんぱかんしゅ

8572 リンパ管腫 cystic lymphangioma りんぱかんしゅ

8573 リンパ管症 lymphangiosis りんぱかんしょう

8574 リンパ管造影［法］ lymphangiography りんぱかんぞうえいほう

8575 リンパ管肉腫 lymphangiosarcoma りんぱかんにくしゅ

8576 リンパ球 lymphocyte りんぱきゅう

8577 リンパ球機能関連抗原（LFA) lymphocyte function-associated antigen (LFA) りんぱきゅうきのうかんれんこうげんLFA

8578 リンパ球減少[症] lymphopenia りんぱきゅうげんしょうしょう

8579 リンパ球性間質性肺炎 lymphocytic interstitial pneumonia (LIP) りんぱきゅうせいかんしつせいはいえん

8580 リンパ［球］増殖性疾患 lymphoproliferative disorder りんぱきゅうぞうしょくせいしっかん

8581 リンパ［球］増殖性疾患 lymphoproliferative disease りんぱきゅうぞうしょくせいしっかん

8582 リンパ球増多［症］ lymphocytosis りんぱきゅうぞうたしょう

8583 リンパ系 lymphatic system りんぱけい

8584 リンパ行性播種 lymphatic dissemination りんぱこうせいはしゅ

8585 リンパ腫 lymphoma りんぱしゅ

8586 リンパ腫様肉芽腫症 lymphomatoid granulomatosis りんぱしゅようにくがしゅしょう

8587 リンパ性 lymphatic りんぱせい

8588 リンパ性 lymphatic りんぱせい

8589 リンパ節 lymph node りんぱせつ

8590 リンパ節炎 lymphadenitis りんぱせつえん

8591 リンパ節郭清 node dissection りんぱせつかくせい

8592 リンパ節結核 lymph node tuberculosis りんぱせつけっかく

8593 リンパ節腫 lymphadenoma りんぱせつしゅ

8594 リンパ節腫症 lymphadenomatosis りんぱせつしゅしょう

8595 リンパ節腫大 lymphadenopathy りんぱせつしゅだい

8596 リンパ節転移 lymph node metastasis りんぱせつてんい

8597 リンパ［性］浮腫（水腫） lymphedema りんぱせふしゅすいしゅ

8598 リンパ肉芽腫 lymphogranuloma りんぱにくがしゅ

8599 リンパ肉腫 lymphosarcoma りんぱにくしゅ

8600 リンパ脈管筋腫症 lymphangioleiomyomatosis (LAM) りんぱみゃっかんきんしゅしょう

8601 リンホカイン lymphokine りんほかいん

8602 倫理 ethics りんり

8603 類軒音 rhonchus るいかんおん

8604 類上皮血管内皮腫 epithelioid haemangioendothelioma るいじょうひけっかんないひしゅ

8605 類上皮細胞 epithelioid cell るいじょうひさいぼう

8606 類上皮細胞肉芽腫 epithelioid cell granuloma るいじょうひさいぼうにくがしゅ

8607 類上皮肉腫 epitheliod sarcoma るいじょうひにくしゅ

8608 涙腺 lacrimal gland るいせん

8609 類線維素［性］ fibrinoid るいせんいそじょう

8610 類澱粉質 amyloid るいでんぷんしつ

8611 類澱粉症 amyloidosis るいでんぷんしょう

8612 類澱粉変性 amyloid degeneration るいでんぷんへんせい

8613 類肉芽腫症 sarcoidosis るいにくがしゅしょう

8614 類白血病反応 leukemoid reaction るいはっけつびょうはんのう

8615 類鼻疽 melioidosis るいびそ

8616 類皮のう（嚢）胞 dermoid cyst るいひのうのうほう

8617 類表皮癌 epidermoid carcinoma るいひょうひがん



8618 るい瘻 emaciation るいろう

8619 ループス肺炎 lupus pneumonia るーぷすはいえん

8620 ルシフェラーゼ luciferase るしふぇらーぜ

8621 冷却 cooling れいきゃく

8622 霊長動物 primate れいちょうどうぶつ

8623 冷膿瘍 cold abscess れいのうよう

8624 レイノー現象 Raynaud phenomenon れいのーげんしょう

8625 レイノー病（症候群） Raynaud's disease (syndrome) れいのーびょうしょうこうぐん

8626 レイノルズ[係]数 Reynolds number れいのるずけいすう

8627 レーザー laser れーざー

8628 レーザー［光線］照射 laser photoirradiation れーざーこうせんしょうしゃ

8629 レーザー手術 laser surgery れーざーしゅじゅつ

8630 レーザー治療 laser therapy れーざーちりょう

8631 レーザー捕獲顕微解剖 laser capture microdissection (LCM) れーざーほかくけんびかいぼう

8632 レオロジー rheology れおろじー

8633 歴史的対照 historical control れきしてきたいしょう

8634 レジオネラ（在郷軍人病）肺炎 Legionnaires' pneumonia れじおねらざいきょうぐんじんびょうはいえん

8635 レジオネラ症（病） Legionnaires' disease れじおねらしょうびょう

8636 レジオネラ肺炎 Legionella pneumonia れじおねらはいえん

8637 レシチン lecithin れしちん

8638 レシチン／スフィンゴミエリン比 lecithin-sphingomyelin (L/S) ratio れしちん／すふぃんごみえりんひ

8639 レシピエント recipient れしぴえんと

8640 レシピエント recipient れしぴえんと

8641 レシプロカル伝導 reciprocal conduction れしぷろかるでんどう

8642 レスキューセラピー rescue therapy れすきゅーせらぴー

8643 レスピラトリーケアユニット respiratory care unit (RCU) れすぴらとりーけあゆにっと

8644 レスピレータ respirator れすぴれーた

8645 レスピレータ肺[障害] respirator lung れすぴれーたはいしょうがい

8646 レセプター receptor れせぷたー

8647 レチノイド酸 retinoic acid れちのいどさん

8648 裂孔 hiatus れっこう

8649 裂孔へルニア hiatus hernia れっこうへるにあ

8650 裂［傷］ rupture れっしょう

8651 劣性 recessive れっせい

8652 劣性の recessive れっせいの

8653 レトラー（レットレル）・ジーベ病 Letterer-Siwe disease れとらーれっとれる・じーべびょう

8654 レトロウイルス retrovirus れとろういるす

8655 レニン renin れにん

8656 レニン-アンジ(ギ)オテンシン renin-angiotensin れにん-あんじぎおてんしん

8657 レニン-アンジ(ギ)オテンシン系 renin-angiotensin system れにん-あんじぎおてんしんけい

8658 レプチン leptin れぷちん

8659 レプトスピラ症 leptospirosis れぷとすぴらしょう

8660 レフラー（レフレル）症候群 L?ffler syndrome れふらーれふれるしょうこうぐん

8661 レフラー（レフレル）症候群（肺炎） L?ffler syndrome (pneumonia) れふらーれふれるしょうこうぐんはいえん

8662 レフラー（レフレル）肺炎 L?ffler pneumonia れふらーれふれるはいえん

8663 レム睡眠 rapid eye movement (REM) sleep れむすいみん

8664 連鎖 chain れんさ

8665 連鎖球菌 streptococci れんさきゅうきん

8666 連鎖球菌［性］肺炎 streptococcal pneumonia れんさきゅうきんせいはいえん

8667 攣縮 spasm れんしゅく

8668 攣縮 contracture れんしゅく

8669 連銭状痰 nummular sputum れんせんじょうたん

8670 連銭痰 nummular sputum れんせんたん

8671 連続血管造（撮）影［法］ serial angiography れんぞくけっかんぞうさつえいほう

8672 連続［性ラ］音 continuous sound(s) れんぞくせいらおん

8673 レントゲンキモグラフィー roentgen kymography れんとげんきもぐらふぃー

8674 レントゲン撮影［法］ roentgenography［R］ れんとげんさつえいほう

8675 レントゲン透視［法］ roentgen fluoroscopy れんとげんとうしほう

8676 ロイコトリエン leukotriene ろいことりえん

8677 蝋 wax ろう

8678 老化 senility (senium) ろうか

8679 老化 aging ろうか



8680 老化 senescence ろうか

8681 瘻孔 fistula ろうこう

8682 瘻孔切開［術］ fistulotomy ろうこうせっかいじゅつ

8683 労作 exertion ろうさ

8684 労作性狭心症 effort angina ろうさせいきょうしんしょう

8685 労作性（時）呼吸困難 dyspnea on exertion (DOE) ろうさせいじこきゅうこんなん

8686 労作肥大 work hypertrophy ろうさひだい

8687 漏出 transudation ろうしゅつ

8688 漏出液 transudate ろうしゅつえき

8689 漏出性の transudative ろうしゅつせいの

8690 瘻真孔切除［術］ fistulectomy ろうしんこうせつじょじゅつ

8691 老人［性］肺炎 senile pneumonia ろうじんせいはいえん

8692 老人（年）［性］ senile ろうじんねんせい

8693 老人肺 aging lung ろうじんはい

8694 老衰 senility (senium) ろうすい

8695 老衰 senescence ろうすい

8696 漏斗 funnel ろうと

8697 漏斗胸 pectus excavatum (funnel chest) ろうときょう

8698 漏斗胸 hollowed breast (chest) ろうときょう

8699 漏斗胸 funnel chest ろうときょう

8700 漏斗胸 funnel (shoemaker's) breast ろうときょう

8701 漏斗胸（＝Shoemaker's breast） funnel chest (breast) ろうときょう＝Shoemaker's breast

8702 老年医学 geriatrics ろうねんいがく

8703 老年［性］精神病 senile psychosis ろうねんせいせいしんびょう

8704 老年病学 gerontology (geriatrics) ろうねんびょうがく

8705 老年病学 gerontology ろうねんびょうがく

8706 老齢 senility (senium) ろうれい

8707 濾液 filtrate ろえき

8708 ロ[ー]タメータ[ー] rotameter ろーためーたー

8709 濾過係数 filtration coefficient ろかけいすう

8710 濾過する filtrate ろかする

8711 濾過性 filtrable ろかせい

8712 濾過分画 filtration fraction (filtrated fraction) ろかぶんかく

8713 濾過率 filtration fraction (filtrated fraction) ろかりつ

8714 六炭糖―燐酸回路 hexose monophosphate pathway (shunt) ろくたんとう―りんさんかいろ

8715 肋軟骨 costal cartilage ろくなんこつ

8716 肋軟骨炎 costochondritis ろくなんこつえん

8717 肋軟骨損傷 costochondral injury ろくなんこつそんしょう

8718 六フッ化イオウ sulfur hexafluoride (SF6) ろくふっかいおう

8719 肋間 intercostal ろっかん

8720 肋間間隙 intercostal space ろっかんかんげき

8721 肋間腔 intercostal space ろっかんくう

8722 肋間神経 intercostal nerve ろっかんしんけい

8723 肋間神経痛 intercostal neuralgia ろっかんしんけいつう

8724 肋間動脈 intercostal artery ろっかんどうみゃく

8725 肋間の intercostal ろっかんの

8726 肋骨 rib ろっこつ

8727 肋骨横隔膜角 costophrenic angle ろっこつおうかくまくかく

8728 肋骨角 costal angle ろっこつかく

8729 肋骨弓 costal arch ろっこつきゅう

8730 肋骨結節 costal tubercle ろっこつけっせつ

8731 肋骨骨折 rib fracture ろっこつこっせつ

8732 肋骨縦隔洞陥凹 costomediastinal recess ろっこつじゅうかくどうかんおう

8733 肋骨縦隔（洞）陥凹 costomediastinal recess ろっこつじゅうかくどうかんおう

8734 肋骨脊柱角 costovertebral angle ろっこつせきちゅうかく

8735 肋骨の costal ろっこつの

8736 ワーファリン療法 warfarin therapy わーふぁりんりょうほう

8737 矮小発育症 dwarfism わいしょうはついくしょう

8738 ワインガルトナー病 Weingartner's disease わいんがるとなーびょう

8739 ワインガルトネル病 Weingartner's disease わいんがるとねるびょう

8740 ワクチン vaccine わくちん

8741 ワクチン接種 vaccination わくちんせっしゅ



8742 綿 cotton わた

8743 綿菓子肺 cotton candy lung わたがしはい

8744 綿ぼこり cotton dust わたぼこり

8745 ワックス wax わっくす

8746 割合 ratio わりあい

8747 割合 fraction わりあい

8748 ワルデンシュトレームマクログロブリネミア Waldenstrom's macroglobulinemia わるでんしゅとれーむまくろぐろぶりねみあ

8749

8750

8751

8752

8753


