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第３版　序文
　日本脳神経外科学会用語集の紙媒体版を作成しました．本来は，第 2 版
より学会ホームページのみの掲載とされていましたが，出版社との交渉の
結果はるかに安価で作成できることとなり，非売品としての紙媒体版作成
が理事会で承認された経緯があります．専門医制度の基幹施設などに送付
される予定です．
　本用語集第 3 版に採用された用語は，第 IV 期用語委員長の齊藤延人先生
により，約 8000 語が選ばれ，その中から，第 V 期委員長の清水惠司先生
と第 VI 期委員長の渡辺高志とで，900 余語が選ばれ訳されました．
　今回，最も大きな改訂は，「頭蓋」を「トウガイ」ではなく「ズガイ」と
訳すようにしたことです．脳神経外科学会では，ほとんどの場で，「ズガイ」
を使用していました．耳鼻咽喉科学会，形成外科学会も，「ズガイ」を用い
ていますが，用語集を変えることはできませんでした．解剖学会は，「ズガイ」
と「トウガイ」が併記されています．大元の日本医学会医学用語辞典では，「ト
ウガイ」のみが採用されています．現実は，「ズガイ」が使われていますので，
脳神経外科学会用語集を「ズガイ」に変更し，日本医学会用語委員会に，「頭
蓋」を「ズガイ」と「トウガイ」の併記に変更するように申し入れています．
　この「頭蓋」の読み方につきましては，第 VII 期用語委員長の塩川芳昭
がその歴史を調べました．「頭」の字の音読みは本邦に伝わった時代により，
呉音の「ズ」と唐音の「トウ」等があり，これらが一部に混乱して用いら
れたことに起因したものでした．脳神経外科用語集第 3 版では，むしろ例
外として「頭痛」，「頭蓋」については「ズツウ」，「ズガイ」と読むことに
しました．他にも「ズ」と読む例として頭血腫，頭脳，頭巾などがあります．
しかし，原則としましては，「頭」の字の音読みは「前頭葉」「頭部外傷」「水
頭症」などのように「トウ」のままにしました．先にも述べましたが，用
語は現状で広く使用されている読み方を用いるべきと考え，今回変更いた
しました．



　その他にも，「venous angioma，静脈性血管腫」は最近使用されていない
ため，「developmental venous anomaly，発生学的静脈形成異常」に変更い
たしました．放射線科では既にこちらが使用されていますが，放射線科の用
語集を変えるまでにはいたっていないようです．
　以上のように，時代とともに用語の読みや語彙には変遷がありえますが，
学会発表や論文投稿では，正しい用語を用いることが絶対条件です．ぜひ，
この日本脳神経外科学会用語集改訂第 3 版をお使いくださるようお願いいた
します．
　2016 年４月

日本脳神経外科学会　第Ⅵ期用語委員長　渡辺　高志　
第Ⅶ期用語委員長　塩川　芳昭　

（第Ⅵ , Ⅶ期用語委員）
　秋　山　恭　彦　　　新　井　　　一　　　有　賀　　　徹　　　飯　塚　秀　明
　片　山　容　一　　　木　内　博　之　　　小宮山　雅樹　　　齊　藤　延　人
　坂　本　博　昭　　　塩　川　芳　昭　　　城　倉　英　史　　　鈴　木　秀　謙
　伊　達　　　勲　　　田中　雄一郎　　　谷　口　　　真　　　中　瀬　裕　之
　中　田　光　俊　　　成　田　善　孝　　　藤　巻　高　光　　　松　尾　孝　之
　吉　野　篤　緒　　　渡　辺　英　寿　　　渡　辺　高　志
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第２版　序文
　10 年振りに第２版を刊行する運びとなった．改訂作業は 2002 年に着手
したが，この間の脳神経外科学および関連医学領域の著しい進歩に加え，
血管内治療および神経内視鏡が新しい領域として登場し，脳腫瘍 WHO 分
類が改訂され，新しい項目の採集と推敲に予想以上の年月を要した．脳腫
瘍の和名は『臨床病理 脳腫瘍取扱い規約第２版』（脳腫瘍全国統計委員会・
日本病理学会編，金原出版，2002 年）を採用し，治療成績の表現様式（生
存率など）は日本癌治療学会用語委員会の見解に従った．
　第２版の編集に関わった委員会は 2005 年９月をもって解散となり，同年
10 月に第３版への準備を目的として新しい用語委員会がスタートした．進
歩に伴う改訂ならびに新用語の採用には，日々あらゆる医学分野の進歩に
目を向ける地道な努力を必要とする．今回行えなかったことのひとつに，
形容詞の過剰収載の整理がある．たとえば metastatic の下に brain tumor，
skull tumor，spinal cord tumor の３用語が記載されているが，これらが
必要かどうかの吟味である．その類は malignant，anaplastic，anterior，
superior など，枚挙にいとまがない．必要なものと不必要なものを極限に
まで整理して真に成熟した用語集になることを祈っている．
　今回の改訂作業を通じて，初版編集に携わった委員の御努力に頭が下が
る思いである．先輩方の御苦労のもとに現在の我々があることを痛感し，
感謝の念でいっぱいである．
　もともと『用語集』への期待あるいは使用目的は使用者によって異なる
ため，脳神経外科学会の全ての会員に満足していただけるものにはなり得
ないが，会員の方々が脳神経外科学を論じる際に本書が“辞書 ” として役
立つことを願っている．
　2006 年４月

日本脳神経外科学会用語委員会　
用語集改訂委員会委員長　

松谷　雅生　



（改訂担当委員）
　朝　倉　哲　彦　　　太　田　富　雄　　　飯　塚　秀　明　　　金　　　　彪
　重　森　　　稔　　　田中　雄一郎　　　田　中　隆　一　　　根　来　　　真
　藤　巻　高　光　　　堀　　　智　勝　　　真　柳　佳　昭　　　溝　井　和　夫
　森　竹　浩　三　　　横　田　　　晃　　　水　野　　　昇（解剖学，大学共同
　利用機関法人自然科学研究機構・生理学研究所）
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初版　序文
　関連各学会が用語集を整備するなかで，日本脳神経外科学会は独自の用
語集を持っていなかった．1990 年に用語集作成の機運が高まり，1991 年に
第１回の用語委員会が開催された．以後，頻回の会議を経た末，会員の意
見も加えて 1993 年に用語集の原案ができあがりかけた．その年に日本神経
学会より「神経学用語集」が出版された．神経学会の用語集は脳神経外科
学会の用語と重複するところが多く，神経学の重要な基礎的用語が多く含
まれていた．そこで脳神経外科の用語も神経学会の用語集と整合性をとる
べく，全面的に見直しを迫られた．結果的に神経学用語集をおおいに参考
させていただいたことに紙面を借りて感謝の意を表したい．
　神経学会や日本医学会の用語集をはじめ各学会の用語集を参照すると，
同一用語に異なった訳が付けられていることがしばしばである．差し支え
のない限り，他学会の用語集と同一歩調の訳を採用することとした．しか
し用語によっては脳神経外科学会の意見を鮮明にしたものもある．
　この用語集も意に満たないところが多々目につく．脳神経外科および関
連学科の進歩は目覚ましく，新しい用語も次々に誕生している．一方死語
や不要になりつつある用語も存在する．用語をめぐる概念も時代とともに
変化している．完全を期すると用語集の出版は永久に不可能となるので、
一段落したところで，この用語集を出版することとした．会員からのご意
見を頂戴しながら，数年に一度改訂を加えつつ，より完璧な用語集を目指
していきたいと考える．
　1995 年３月

日本脳神経外科学会　
用語委員会委員長　

菊池　晴彦　
［用語委員］
　朝倉　哲彦　高倉　公朋　田中　隆一　吉本　高志　太田　富雄　坪川　孝志
　平川　公義　佐藤　　修　森　　惟明　真柳　佳昭　間中　信也　角家　　暁
　阿部　　弘　水野　　昇



編集方針
　１．本用語集に収載する用語の対象範囲は，脳神経外科学の領域を主体
とし，脳神経外科学と関連する臨床・基礎領域の用語も採用した．すなわ
ち，脳神経外科の教科書や論文に取り扱われる用語は積極的に採用するこ
ととした．解剖学用語も脳神経外科の臨床で扱われるものは採用した．
　具体的な用語選択のソースは Journal of Neurosurgery の Cumulative 
Index，医学書院刊行の「脳神経外科」の Key Word Index，脳神経外科
教科書の索引，用語委員の意見，日本神経学会用語委員会編の「神経学用
語集」などであった．
　２．英語の用語を原則とした．とくに重要なラテン語，ドイツ語，フラ
ンス語も採用した．
　３．他学会ことに神経学会の用語（以後，「神経学会用語」）との整合性
を求めることに努力を払った．脳神経外科学会でとくに独自の訳を必要と
するときには，註釈を付けた．
　４．見出し語の配列は，「欧和」「和欧」「略語」の順とした．
　５．略語は一定の基準を示すために「略語集」としてまとめた．
　６．解剖学用語の表記
　臨床の実情から，ラテン語用語よりも英語用語を優先・採用した．ラテ
ン語が脳神経外科の臨床で慣用されるものは，見出し語とした．
　［例］　pons
　７．品詞の種類は，原則として名詞を対象とし，重要な形容詞は基幹語
に訳を付けた．
　８．薬品名，化学物質名，微生物名（細菌，ウイルス，寄生虫など）は，
とくに重要なものを除き，原則として採用しない．しかしそれらの付いた
疾患，症候，試験，検査法などは採用した．
　９．古語については歴史的に重要なものは採用した．
　［例］　ectopic pinealoma
　10．人名冠詞（eponym）については，読み方の指針を与える意味もあり，
脳神経外科で常用または慣用されるものは採用した．人名が形容詞化して
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いるものは頭文字を小文字とした．
　［例］　sylvian fissure
　11．“the” の省略
　本来 the を冠すべき場合でも，これを省略した．
　［例］　agenesis of the corpus callosum の the をとる．
　12．人名詞所有格（〜 ’s）については，すべて省略した形式を掲載した．
　13．語尾のみ変化するものは慣用度の多いものを主として，ほかを従と
して（　）に入れ，lia（-ly）の形式とした．
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訳語の方針
　１．日本医学会医学用語委員会編「医学用語辞典」を主軸とした．
　２．各専門学会と上記が異なる用語は，専門学会のものを優先した．
　［例］　absence:
　　てんかん学会……欠神，アブサンス
　　神経学会…………欠神
　　脳波学会…………欠神，アプサンス
　　医学用語辞典……アプ（ブ）サンス，欠神，欠損，欠乏
　この場合，てんかん学会のものを採用した．
　３．訳出の原則は「原義に忠実」であるが，本質を捉えた意訳も許した．
　［例］　craniotomy は頭蓋切開［術］が原義であるが，開頭［術］と訳す．
　４．慣用も重視する．
　［例］　facial spasm に対して神経学会は顔面攣縮と訳したが，脳神経外科
学会では慣例とおり顔面痙攣とした．
　５．訳語は，従来訳のないもの，あるいはこれまでの訳に不備があるもの
には，定着したものであっても，従来の指針を示すために，脳神経外科学会
としての考えを提示した．
　［例］　pneumocephalus 気脳症は誤訳．気頭症が正しい．気頭症を第一の
訳とするが，慣用も考慮し，気脳症も併記した．
　６．訳語は安易なカタカナ化は避け，日本語を付けた．ただし，邦訳が不
自然ないし誤解を招く場合，あるいはカタカナのほうが普遍的な場合は，カ
タカナを第一とした．その場合も参考として日本語訳をなるべく併記するこ
ととした．
　［例］　system　システム，系
　７．訳は，なるべく一語に絞ることを原則とした．しかし無理がある場合
は，複数の訳語を併記した．併記する場合は，優先順とした．複数の意味が
ある場合は，番号を付して区別した．
　［例］　depressed fracture　陥没骨折，陥凹骨折
　　　　amygdala　１．扁桃体，２．扁桃［体］核［群］
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　８．　二通り以上の訳が考えられる場合は，平易な言葉を採用するように
努めた．
　［例］　胼胝体→脳梁
　９．訳語の漢字は JIS 第１水準の漢字までを原則としたが，止むを得な
い場合は第２水準までの使用を許した．
　［例１］　腫瘍
　［例２］　解剖学用語では用いない趾（toe）も使用する．
　　　　　toe phenomenon 足趾現象
　10．送り仮名はなるべく少なくする．
　11．形容詞の「性」，「的」，「状」，「の」などについては，冗長になる場合，
省く方針をとった．「性」の使用基準は神経学会の基準に準拠した．すな
わち，
　・前置語が名詞である場合は原則として「性」を省略する．
　　［例］　　brain abscess 脳膿瘍｛脳性とはしない｝
　　［例外］　motor aphasia は，運動性失語「症」｛運動失語「症」は不適当｝．
　　　　　　motor は形容詞として用いられているから．
　・形容詞の場合は，病因を表わす場合は「性」をつける．
　・「性」を入れずに慣用されているものはそれに従う．
　　（起源がドイツ語に基づくものが多い）．
　　［例］　cranial nerve（Hirn nerven）脳神経｛脳性神経とはいわない｝
　・用語が英語（欧語）で一語からなるものは「性」を入れない．
　　［例］　polyneuritis 多発神経炎｛多発性神経炎とはしない｝
　・欧語２つをハイフンで結んだ用語は「性」を入れない．
　　［例］　astasia-abasia 失立失歩｛失立により失歩をきたしたのではな

いから失立性失歩とはしない｝
　12．読みの原則は音読みである．読み方の難しいもの，混乱しやすいも
のは〔　〕内に示した．
　［例］　片麻痺は〔ヘンマヒ〕と読むが「カタマヒ」と読むものもいるの
で読み方を示す．
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凡　　例
１．（　） １）見出し語については、前置の文字を（　）内の文字に置換で

きることを示す .
　　　　　　  ［例］　acrocephaly（-ia）→ acrocephaly，acrocephalia
　　　　　　  遮断物質（薬）→遮断物質，遮断薬
　　　　　　  disc（k）は，disc または disk の両様がある．
　　　　  ２）略語
　　　　　　  ［例］　adrenocorticotropic hormone（ACTH）

解剖用語のうち，機能的脳神経外科で略語が使用されるもの
は，もっとも普遍的なものを付記した．

　　　　　　  ［例］　amygdala 扁桃体，扁桃［体］核［群］（AM）
２．［　］　省略可能．

［例］　gliomatosis［神経］膠腫症：神経膠腫症，膠腫症のい
ずれも可とする．
見出し語にも採用する．

［例］　demyelin［iz］ation
３．〈　〉１）英語以外の欧語を表す．

〈L〉→ラテン語
〈Gr〉→ギリシア語
〈F〉→フランス語
〈G〉→ドイツ語

　　　　  ２）形容詞を表す．
〈adj〉→形容詞

４．〔　〕漢読漢字，紛らわしい漢字の読み．
　　　［例］　間代〔カンタイ〕，脆〔ゼイ〕弱性
５．｛　｝註釈を示す．
６．＝　同義語を示す．
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訳語の解説
　approach
　到達法，アプローチ，接近法など種々の訳しかたがあるが，「到達法」を
採用し，「アプローチ」も許容することとした．

　canthomeatal or orbitomeatal line
　meatus は「道」の意．これを「外耳孔」と意訳して「外眼角外耳孔線」
あるいは「眼窩外耳孔線」と意訳する．

　cerebrovascular disease
　これまで「脳血管障害」の訳が慣用されてきたが，神経学会は「脳血管疾患」
を採用した．脳神経外科としては慣用を重視して両者を併記することとし
た．

　contrecoup injury
　以前から用いられてきた「反衝」の語感はよい．または「反撃」でも「反
撥」でも悪くはない．coup と対語にするためには「直撃−反撃」としたい
ところである．しかし対側を打つわけではないので「反撃」はおかしいと
いう意見もある．結局現象だけをとって「対側損傷」とするのがよいので
はないかという意見に落ち着いた．しかし歴史的経過もあり反衝損傷も併
記することとした．

　cranium，skull および「頭」の読み方について
　いずれも頭蓋の意味であり，「トウガイ」と「ズガイ」の両者の読み方が
混在し混乱をきわめている．辞書を調べると「頭痛」はすべて「ズツウ」
であるが，「頭蓋」は「トウガイ」と「ズガイ」が混在している．日本解剖
学会では「トウガイ」を正当としているが，日常は「ズガイ」が一般的で
あるので「ズガイ」も併記することとしている（1987 年）．日本医学会 /
医学用語管理委員会編「日本医学会・医学用語辞典和英」（南山堂，2001）
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では「頭」は原則として「トウ」，ただし「頭痛」は「ズツウ」としている．
神経学用語集（文光堂，1993）では「頭蓋」は「ズガイ」，「頭痛」は「ズツウ」，

「頭部」は「トウブ」と決めている．脳神経外科学会では次のようにしたい．
①「頭痛」,「頭重」はそれぞれ「ズツウ」,「ズジュウ」とする．cephal［o］
-hematoma も「ズケッシュ」である．②「頭蓋」は「トウガイ」と「ズガイ」
を併用する．③その他の「頭」は原則として「トウ」であるが，「ズ」が慣
用されている場合は，しばらくその読み方も認容する．各界の動向を見守り，
統一見解を定めてゆきたい．
　この法則により「前頭葉」の「ゼンズヨウ」，「水頭症」の「スイズショウ」，

「舟状頭［蓋］［症］」の「シュウジョウズ」の読み方を排斥できて好都合で
ある．「頭部外傷」に対する「ズブガイショウ」はかなり慣用化されており，

「トウブガイショウ」と読み慣わすのに抵抗も予想されるが，読み方の整合
性をとる意味でも日本語の国際化のためにも，多少の努力や不便は甘受す
べきであろう．

　deviation
　神経学会は偏倚「ヘンイ」と訳しているが，倚という漢字は一般でない
ので，偏位を採用する．conjugate deviation の場合は共同偏視とする．

　diaschisis
　原案は遠隔機能障害であったが，diaschisis は機能のみではないので「遠
隔障害」と訳した．

　diffuse
　神経学会では，正常な場合を「広汎」，病的な場合を「び漫」と訳すこと
にしている．「濔漫性」の漢字が使えない以上，「び漫性」ないし「びまん性」
を使うことになる．しかし「び漫」ないし「びまん」では何を意味してい
るのかわからなくなるおそれがあるので，脳神経外科学会としては正常，
異常を問わず「広範性」のほうに統一したいところである．しかし diffuse 
axonal injury は，びまん性軸索損傷の訳があまりにも定着しているので，
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両者の併記としたい．

　dorsal column stimulation
　column は，①柱，②束，③索の意味があり，①は脊髄灰白質と脊柱に，
②，③は脊髄線維束に使われる．dorsal column stimulation は後索刺激［術］
が慣用されているので後柱刺激［術］とは訳さないこととした．

　dysesthesia，paresthesia
　神経学会は，異常感覚，錯感覚のいずれかを対応させることはしないと
する意見であるが，現実的にはこれらの用語が使われている．脳神経外科
学会としてはこれらの訳が好ましくはないことを認めるものの dysesthesia
には「異常感覚，ジスエステジー」を，paresthesia には「錯感覚，パレス
テジー」の訳を暫定的に与えておく．

　dysraphism
　raphe（ギリシャ語）は seam（縫，縫合線）を意味し，対称的部分が結
合する線に対して与えられる総称であるため，縫合不全が原義にもっとも
忠実な訳である．しかし，dysraphism とは実際には神経管が閉鎖しない状
態をいうので、「癒合不全［症］」を日本語用語とした．

　embolus，embolism/thrombus，thrombosis
　塞栓 – 塞栓症，塞栓子 – 塞栓［症］/ 血栓 – 血栓症，血栓子 – 血栓［症］
の組合せが訳として考えられる．前者の組合せを採用する．

　facial spasm
　神経学会では spasm の訳として痙攣を廃し攣縮を採用したが，facial 
spasm には「顔面痙攣」の訳語が定着しているので、これを用語とした．
spasmodic torticollis も神経学会は攣縮性斜頸と訳したが，脳神経外科学会
では，「痙性斜頚」とした．
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glial fibrillary acidic protein
　［神経］膠原線維性酸性蛋白と「原」を入れるのが正しい．
　類例：fibrillary astrocytoma 原線維性星細胞腫
　　　　fibrillary neuroma 原線維性神経腫

　head injury
　神経学会は頭部損傷の訳を採用したが，脳神経外科学会では慣例化して
いる「頭部外傷」の訳をあてた．

　leptomeninges，leptomeninx
　J.N.A. では leptomeninx が採用され，日本解剖学名では，dura mater
硬膜，pia mater 柔膜，leptomeninx 軟膜と訳した．しかるに，B.N.A.，
P.N.A. 以後の国際解剖学名からは，leptomeninx がなくなっており，日本
解剖学名では，軟膜が pia mater の訳語として用いられている．したがっ
て leptomeninx に相当する日本解剖学名はない．leptomeninx は pia（軟膜）
と arachnoid（くも膜）であるから，leptomeninx に軟膜の訳語をあてると
pia との区別がなくなり，混乱をまねく．leptomeninx の訳語としては，現
在のところでは，「広義の軟膜」とするか，「くも膜軟膜」とでもする以外
はないというのが結論であるが，leptomeningeal tumor のような用語の場
合は慣用に従って「軟膜腫瘍」と訳すことにした．

　-lus，-lia，-ly について
　神経学会では -us は症候・所見を，-ia，-y は疾患・病態に用いられると
して，-us には「症」を付けず「体」を付け，-ia，-y には「症」を付けて
いる（例：anencephalus 無脳体，anencephaly（-lia）無脳症）．-us でも，
hydrocephalus のように語呂あるいは慣用のために「症」を付けることが
あり，-ia，-y の付いている用語でも，重度の奇形には「症」を付け，軽度
の場合には「症」を付けないという方針で訳している．しかしこのような
区別ははなはだ煩雑であり，脳神経外科学会としては三者は同義であると
いう見解のもとに訳を付けることとした．
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　neoplasm
　諸学会の訳語をみると新生物とするか腫瘍とするかまちまちである．
neoplasm はすなわち腫瘍のことであるから．腫瘍を第一義とし，新生物も
許容することとした ．

　persistent［primitive］trigeminal artery
　遺残性［原始］三叉神経動脈あるいは三叉動脈のように「神経」を入れ
るものと入れないものが混在している．脳神経外科学会では両者を許容す
る立場をとった．

　pneumocephalus
　これまで気脳症が用いられてきたが，原義に戻り，hydrocephalus 水頭
症などと同じ趣旨の訳語の「気頭症」とする．しかし慣例化されている「気
脳［症］」も許すこととした．

　posttraumatic epilepsy
　直訳すれば外傷後てんかんであるが，外傷に起因するてんかんを指して
いるので慣例どおり「外傷性てんかん」と訳す．

　secondary generalized seizure，secondar［il］y generalized epilepsy
　secondarily generalized seizure は「 二 次 性 全 般 発 作 」 で secondary 
generalized epilepsy は「続発全般てんかん」と訳す．1970 年の国際分類で
発作分類とてんかん分類とを混同しないように，primary，secondary をそ
れぞれ原発，続発と訳した経緯がある．

　skull
　skull は cranium とともに頭蓋であり，それ自体「骨」の意味を内在して
いる．skull fracture を頭蓋骨骨折とするのは屋上屋の感がある．しかし現
実には曖昧な要素もあり解剖学用語にあるように「頭蓋骨 ossa cranii」の
意味に使われる一方，体部の名称としての「頭蓋」の項目のもとに耳，耳
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介も入っていることで示されるように漫然と「頭部」の意味で用いられて
いることもある．したがって skull の訳として，頭蓋と頭蓋骨の両者を許容
することとした．

　subarachnoid membrane
　くも膜かクモ膜かについて．動植物名はカタカナ書きが原則であるが蜘
蛛膜を平易に記載するという趣旨ではくも膜となる．従来両者が混在して
いたが，日本脳神経外科学会としては「くも膜」の表記をとることとした．

　subthalamus
　間脳は視床上部（epithalamus），背側視床（dorsal thalamus），腹側視床

（ventral thalamus），視床下部（hypothalamus）の４領域に区分される．通常，
視床というのは正確には背側視床である．subthalamus は腹側視床であり，
ventral part of the thalamus（視床腹側部）ではない．subthalamus の字
義は “ 下部視床 ” であるが，視床下部と紛らわしいので意味をとって「腹
側視床」と訳した．

　sun-burst appearance
　sun-burst は雲間から漏れる強烈な太陽光を意味するが，これに該当する
日本語は見当たらない．そのなかで「旭」は原義（四方八方に放射する日
光の意味）から sun-burst にふさわしいと考え，訳語として「旭日像」を
あてた．またこれを補完する意味でサンバースト像も許すこととした．

　-tomy
　機能的脳神経外科における -tomy にはいろいろの訳し方がある．（例：破
壊術，切断術，切裁術，切截術，凝固術，単に手術）．「切截」がもっとも
適切と思われるが，「截」の字が当用漢字になく，また正しくは「セツ」と
読む．したがって「セツセツジュツ」となり，一般には正しく読めない．
切栽術の「栽」は単純でよいのであるが，「木を伐る」から転じて「植える」
という意味もあり，不適切である．最終的には「切裁術」が最適と考える．
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1993 年の福島でのコングレスでは「切裁術」が良いという意見が多かった．
神経学用語集では thalamotomy を「視床破壊［術］」としている．これと
の整合性を保つために，視床破壊［術］も併記する．凝固術は -tomy の原
義からいって適切でない．結論的には，① 切裁術，② 破壊術の順とし，凝
固術ははずす，という原則で訳した．
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欧　　和



123I

イオマゼニル
2-クロロデオキシアデノシン（一般名ク

ラドリビン、商品名ロイスタチン）
3次元ディジタルサブトラクション血管

撮影法
1.3D CT血管造影法，2.3次元CT血

管撮影
5-アミノレブリン酸による蛍光

　

A線維
1.歩行不能［症］，2.失歩
腹壁筋反射｛＝deep abdominal 

reflex｝
腹壁反射｛腹皮反射と腹筋反射の総

称｝
外転神経
外転神経核
外転神経麻痺
1.外転，2.外転位
無為（意志欠如）
作業能［力］
異常姿勢
頓挫性てんかん
膿瘍
1.欠神，2.アブサンス｛＝yawing｝
虐待
正座不能［症］
1.失算，2.失計算［症］
ちくちく感
有棘赤血球
有棘赤血球増加症
黒色表皮症
乏炭酸血［症］

数字
123I-iomazenil
2-chlorodeoxyadenosine

3D digital subtraction angiography 
　（3DDSA）

3DCT angiography （3DCTA）

5-aminolevulinic acid fluorescence

A
A fiber
abasia
abdominal muscle reflex

abdominal ［wall］reflex

abducens nerve
abducens nucleus
abducens palsy
abduction
abelian
ability to work
abnormal posture
abortive epilepsy
abscess
absence〈F〉
abuse
ac（k）athisia
acalculia
acanthesthesia
acanthocyte
acanthocytosis
acanthosis nigricans
acapnemia

2



acou

加速分割照射［法］
加速度
1.促進神経，2.促進物質
副前大脳動脈
副硬膜動脈
副中大脳動脈
副神経
1.動眼神経副核，2.エディンガー・ウェス

トファール核
副脳室
災害神経症

［遠近］調節反射
無頭症
無頭症
アセタゾラミド
アセチルコリン
アキレス腱反射
アキレス腱反射｛＝ankle jerk｝
うずく痛み
軟骨形成不全［症］
　｛＝chondrodysplasia, 
　dyschondroplasia｝
色盲｛＝color blindness｝
好酸性［細胞］腺腫｛＝eosinophil［ic］

adenoma｝
複写不能［症］
聴力計｛＝acumeter, audiometer｝
聴性瞬目反射
聴覚中枢
聴神経｛＝auditory nerve｝
聴神経腫瘍｛＝acoustic tumor｝
聴神経鞘腫｛＝acoustic schwannoma｝
聴神経鞘腫｛＝acoustic schwannoma｝
聴神経腫［瘍］
聴性反射｛＝auditory reflex｝
聴神経鞘腫｛＝acoustic neurilem
［m］oma, acoustic neurinoma｝

accelerated fractionation
acceleration
accelerator
accessory anterior cerebral artery
accessory meningeal artery
accessory middle cerebral artery
accessory nerve
accessory nuclei of oculomotor 

nerve
accessory ventricle
accident neurosis
accommodation reflex
acephalus
acephaly（-lia or -lus）
acetazolamide（Diamox）
acetylcholine
Achilles reflex
Achilles tendon reflex （ATR）
aching pain
achondroplasia

achromatopsia（-psy）
acidophil［ic］adenoma

acopia
acoumeter
acoustic blink reflex
acoustic center
acoustic nerve
acoustic nerve tumor
acoustic neurilem［m］oma
acoustic neurinoma
acoustic neuroma
acoustic reflex
acoustic schwannoma
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acou

音響陰影
聴神経腫瘍
超音波骨窓
聴覚眼瞼反射｛＝auditory palpebral 

reflex｝
AC-PC線，前･後交連線
1.後天性免疫不全症候群，2.エイズ

肢端感覚消失
尖塔短頭［症］
尖頭合指症
尖頭［症］｛＝oxycephalus,
　oxycephaly（-lia）｝
肢端チアノーゼ
肢端疼痛［症］｛＝acromelalgia｝
肢端異常感覚｛＝acroparesthesia｝
先端感覚過敏
先端肥大症性ニューロパチー
先端巨大症，末端肥大症
肢端疼痛［症］
1.肢端麻痺，2.四肢麻痺
肢端異常感覚
ACTH産生腺腫
放線菌症
活動電流
動作時ミオクローヌス
活動電位
動作時振戦
1.活性凝固時間，2.活性化凝固時間
賦活［性］睡眠
1.活性化，2.賦活
活性化物質
活性電極
自発的運動練習
能動運動
日常生活動作（活動）

acoustic shadow
acoustic tumor
acoustic window
acoustico［-］palpebral reflex

AC-PC line
acquired immunodeficiency syndrome 
　（AIDS）
acroanesthesia
acrobrachycephaly
acrocephalosyndactyly
acrocephaly（-lia）

acrocyanosis
acrodynia
acrodysesthesia
acrohyperesthesia
acromegalic neuropathy
acromegaly（-lia）
acromelalgia
acroparalysis
acroparesthesia
ACTH-producing adenoma
actinomycosis
action current
action myoclonus
action potential
action tremor
activated clotting time （ACT）
activated sleep
activation
activator
active electrode
active exercise
active movement
activities of daily living （ADL）
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aden

日常生活関連動作

活動
聴力計｛＝acoumeter, audiometer｝
鋭角徴候
急性脳腫脹
急性錯乱状態
急性散在性脳脊髄炎

急性硬膜外血腫
急性増悪
急性出血性脳炎
急性乳児片麻痺
急性虚血性脳血管障害
急性迷路炎
急性脊髄炎
急性壊死性脳炎
急性化膿性髄膜炎
急性脊髄圧迫［症］
急性脊髄外傷
急性硬膜下血腫
急性横断性脊髄炎
無指［症］
1.エナメル上皮腫，2.アダマンチノーマ
｛古語｝

エナメル上皮腫様頭蓋咽頭腫
アダムキーヴィッツ動脈｛＝arteria 

radicularis magna〈L〉｝
適応行動
嗜癖
アジソン病
1.内転，2.内転位
内転筋反射
腺癌
腺様嚢胞癌
1.下垂体前葉，2.腺下垂体｛＝
　anterior lobe of pituitary gland｝

activities parallel to daily living
（APDL）

activity
acumeter
acute angle sign
acute brain swelling
acute confusion state
acute disseminated encephalomyelitis 
　（ADEM）
acute epidural hematoma （AEDH）
acute exacerbation
acute hemorrhagic encephalitis
acute infantile hemiplegia
acute ischemic cerebrovascular disease
acute labyrinthitis
acute myelitis
acute necrotizing encephalitis
acute purulent meningitis
acute spinal cord compression
acute spinal cord injury
acute subdural hematoma （ASDH）
acute transverse myelitis
adactyly（-lia）
adamantinoma

adamantinomatous craniopharyngioma
Adamkiewicz artery

adaptive behavior
addiction
Addison disease
adduction
adductor reflex
adenocarcinoma
adenocystic carcinoma
adenohypophysis
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aden

下垂体前葉炎
腺様嚢（のう）胞癌
腺腫
皮脂腺腫｛＝sebaceous adenoma｝
アデノシン2リン酸
癒着性くも膜炎
反復拮抗運動不能［症］
　｛＝dysdiadochok（c）inesis（-sia）｝
無発汗［症］｛＝anhidrosis｝
アディー瞳孔
アディー症候群
脂肪性器ジストロフィー｛異栄養症とも

いう｝｛＝dystrophia 
　adiposogenitalis〈L〉｝
口渇感欠如
補助化学療法
副腎髄質
副腎摘出（術）
アドレナリン
アドレナリン作動性
アドレナリン作動性神経
アドレナリン作動性受容体
副腎皮質刺激ホルモン
副腎白質ジストロフィー
アドリアマイシン（同じ一般名として別

名塩酸ドキソルビシン、商品名アドリ
アシン）

成人もやもや病
成人呼吸窮迫症候群

進行脳卒中｛＝progressive stroke, 
　stroke in evolution｝
有害事象
1.有害作用（事象），2.有害反応
向反発作
向反発作
気瘤｛＝pneumatocele｝

adenohypophysitis
adenoid cystic carcinoma
adenoma
adenoma sebaceum〈L〉
adenosine diphosphate （ADP）
adhesive arachn［oid］itis
adiadochok（c）inesis（-sia）

adiaphoresis
Adie pupil
Adie syndrome
adiposogenital dystrophy

adipsia（-psy）
adjuvant chemotherapy
adrenal medulla
adrenalectomy
adrenaline
adrenergic
adrenergic nerve
adrenergic receptor
adrenocorticotropic hormone （ACTH）
adrenoleukodystrophy （ALD）
adriamycin

adult moyamoya disease
adult respiratory distress syndrome 
　（ARDS）
advancing stroke

adverse event
adverse reaction
adversive attack
adversive seizure
aerocele
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akin

空気塞栓症｛＝air embolism｝
情動｛＝emotion｝
情動性てんかん
障害側｛対語：unaffected side｝
情動障害｛＝emotional disturbance｝
求心性神経
後発射
1.無形成，2.形成不全｛＝anaplasia｝
1.脳梁無形成，2.脳梁形成不全
　｛＝callosal agenesis｝
透明中隔無形成
小脳虫部無形成
味覚消失［症］｛＝gustatory anesthesia｝
加齢｛＝senility, senescence｝
嚥下不能｛＝aphagia｝
無顎［症］
失認［症］
1.主動筋，2.作動薬，3.協同薬｛対語：

antagonist｝
失書［症］
無脳回
不眠［症］｛＝ahypnosis, hyposommia, 
　insommia｝
不眠［症］
アイカルディ症候群
1.エイズ，2.後天性免疫不全症候群
エイズ認知症
エアバッグシステム
空気塞栓症｛＝aeroembolism｝
気脳撮影［法］
空気脊髄造影［法］
　｛＝pneumomyelography｝
気道管理
正座不能［症］
無動［症］｛寡動を用いない｝
運動感覚消失
無動性無言［症］

aeroembolism
affect
affect epilepsy
affected side
affective disorder
afferent nerve
afterdischarge
agenesis
agenesis of corpus callosum

agenesis of septum pellucidum
agenesis of vermis
ageus［t］ia
aging
aglutition
agnathia
agnosia
agonist

agraphia
agyria
ahypnia

ahypnosis
Aicardi syndrome
AIDS
AIDS dementia complex
air bag system
air embolism
air encephalography
air myelography

airway maintenance
ak（c）athisia
akinesia（-sis）
akinesthesia
akinetic mutism
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akin

無動発作
発語不能［症］
蝶形骨翼［部］髄膜腫
蛋白細胞解離
アルコール離脱性発作
アルコール［中毒］症
アレキサンダー病
失読［症］｛＝dyslexia｝
1.痛覚｛＝algesthesia｝，2.痛覚過敏
発痛物質
痛覚｛＝algesia｝
痛覚計
不思議の国のアリス症候群
他人の手徴候
1.配列，2.アラインメント
1.栄養補給，2.栄養［法］

［脳脊］髄液無流出
アルキル化剤
1.全か無かの法則，2.悉〔シツ〕無律
オールコック試験
アレン試験
アレルギー性脳炎
感覚対側転位
1.アロディニア、2.異痛
同種移植
無葉性全前脳胞症
α-フェトプロテイン
アルファ［波］減衰
アルファ波抑制
アルファ昏睡
アルファフェトプロテイン
アルファ律動
アルファ固縮
アルファ波
意識変容

akinetic seizure
alalia
alar meningioma
albuminocytologic dissociation
alcohol withdrawal seizure
alcoholism
Alexander disease
alexia
algesia
algesic（algogenic） substance
algesthesia
algometer
Alice-in-wonderland syndrome
alien hand sign
alignment
alimentation
aliquorrhea
alkylating agent
all or none （all-or-none） law
Allcock test
Allen test
allergic encephalitis
alloch［e］iria
allodynia
allograft
alobar holoprosencephaly
alpha fetoprotein （AFP）
alpha（α） attenuation
alpha（α） blocking
alpha（α） coma
alpha（α） fetoprotein （AFP）
alpha（α） rhythm
alpha（α） rigidity
alpha（α） wave
alteration of consciousness
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amye

1.交叉性片麻痺｛＝crossed 
　hemiplegia｝，2.交代性片麻痺｛麻
　痺が左右推移する場合｝
交代性眼振
水平性半盲｛＝altitudinopsia, 
　horizontal hemianop［s］ia｝
水平性半盲
アルツハイマー病
アルツハイマー原線維変性
黒内障
一過性黒内障｛＝fugacious 
　amaurosis｝
両手利きの人
両手利き
迂回槽
疑核
弱視
歩行自動症
歩行訓練
1.アメンチア｛軽い意識障害の一種｝，

2.精神発達遅滞｛まれな用法｝
無表情
アンモン角｛＝cornu ammonis〈L〉, 
　hippocampus proprius〈L〉｝
アンモン角硬化［症］
健忘性失語
健忘症候群
健忘［症］
健忘作話症候群
形態失認［症］
振幅

（四肢）切断
1.切断神経腫，2.断端神経腫
　｛＝traumatic neuroma｝
断端疼痛
失音楽［症］
無脊髄［症］

alternating hemiplegia

alternating nystagmus
altitudinal hemianop［s］ia

altitudinopsia
Alzheimer disease （AD）
Alzheimer neurofibrillary degeneration
amaurosis
amaurosis fugax〈L〉

ambidexter
ambidexterity
ambient cistern
ambiguous nucleus
amblyopia
ambulatory automatism
ambulatory exercise
amentia

amimia
Ammon horn

Ammon horn sclerosis
amnes［t］ic aphasia
amnes［t］ic syndrome
amnesia
amnesia-confabulatory syndrome
amorphagnosia
amplitude
amputation
amputation neuroma

amputation pain
amusia
amyelia
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amye

無脊髄脳症
1.扁桃体，2.扁桃［体］核［群］
扁桃体海馬切除術
扁桃核複合｛＝corpus amygdaloideum
〈L〉｝

扁桃核｛＝corpus amygdaloideum
　〈L〉｝
扁桃体切断術，扁桃体破壊術
アミロイド血管症（アンギオパチー）
アミロイドニューロパチー
アミロイドーシス
筋無緊張［症］｛＝myatonia｝
筋萎縮性側索硬化症
アミタール
アミタール試験｛＝intracarotid 
　amobarbital injection test, Wada test｝
聴覚消失
肛門反射
中枢神経興奮薬｛＝excitant｝
痛覚消失（脱失）［症］
1.有痛性痛覚消失［症］，2.無感覚部

痛，3.痛覚消失部痛
鎮痛薬｛＝antalgesic｝
起立不能
1.退形成，2.脱分化
退形成性
退形成性星細胞腫
退形成性上衣腫
退形成性神経節膠腫
退形成［神経］膠腫
退形成性髄膜腫
退形成性乏（希）突起膠腫
退形成性乏（希）突起星細胞腫
構音不能
吻合［術］
男性ホルモン
無脳体

amyeloencephalia
amygdala （AM）
amygdalohippocampectomy
amygdaloid ［nuclear］complex

amygdaloid nucleus

amygdalotomy
amyloid angiopathy
amyloid neuropathy
amyloidosis
amyotonia
amyotrophic lateral sclerosis （ALS）
Amytal
amytal test

anac［o］usis
anal reflex
analeptic
analgesia
analgesia dolorosa〈L〉

analgetic（-sic）
ananastasia
anaplasia
anaplastic
anaplastic astrocytoma
anaplastic ependymoma
anaplastic ganglioglioma
anaplastic glioma
anaplastic meningioma
anaplastic oligoastrocytoma
anaplastic oligodendroglioma
anarthria
anastomosis
androgen
anencephalus
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angi

無脳症
1.感覚消失（脱失）｛＝sensory loss｝，
　2.麻酔［法］
有痛性感覚消失｛＝painful 
　anesthesia｝
動脈瘤
動脈瘤クリップ
ガレン［大］静脈瘤
動脈瘤様骨嚢腫
動脈瘤体部
動脈瘤頚
動脈瘤頚部クリッピング
血管炎｛＝vasculitis｝
血管痛｛＝angiodynia｝
血管芽細胞性髄膜腫
血管芽［細胞］腫｛＝
　hemangioblastoma｝
血管痛｛＝angialgia｝
血管拡張［症］
血管線維腫
1.脈管形成，2.血管形成
1.血管新生作用，2.血管新生活性
1.血管造影［法］，2.血管撮影［法］
血管腫｛＝hemangioma｝
血管腫症
血管腫性奇形
血管腫性髄膜腫
血管筋脂肪腫
血管［運動］神経痛
血管［運動］神経障害
　｛＝vasoneuropathy｝
血管［運動］神経性浮腫｛＝Quinke 

edema｝
血管運動［神経］麻痺｛＝vasomotor 
　paralysis, vasoparalysis｝
1.血管障害，2.アンギオパチー
　｛＝vascular disorder｝

anencephaly（-lia）
anesthesia

anesthesia dolorosa

aneurysm （AN）
aneurysm clip
aneurysm of great vein of Galen
aneurysmal bone cyst
aneurysmal dome
aneurysmal neck
aneurysmal neck clipping
angi［i］tis
angialgia
angioblastic meningioma
angioblastoma

angiodynia
angioectasia（-sis）
angiofibroma
angiogenesis
angiogenic activity
angiography
angioma
angiomatosis
angiomatous malformation
angiomatous meningioma
angiomyolipoma
angioneuralgia
angioneuropathy

angioneurotic edema

angioparalysis

angiopathy
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angi

血管母斑症
血管形成［術］
血管肉腫
血管攣縮｛＝vasospasm｝
角加速度
角回動脈｛眼角動脈の意味で用いる

のは適当でない｝
角回
角回症候群
無汗［症］｛＝anidrosis｝
瞳孔不同
不同視［症］｛＝heterometropia｝
足間代〔ソクカンタイ〕｛＝foot clonus｝
アキレス腱反射｛＝Achilles tendon 
　reflex｝
強直性脊椎骨増殖症
強直性脊椎炎
関節強直［症］
線維輪
異常，奇形
1.失名辞，2.失名詞
失名辞失語［症］
嗅覚消失
疾病無関心
病態失認
無酸素血［症］
無酸素［症］
無酸素性無酸素［症］
無酸素性脳症
頚神経ワナ
舌下神経ワナ
レンズ核ワナ
1.拮抗筋，2.拮抗物質（薬）
拮抗筋反射
鎮痛薬｛＝analgesic（-tic）｝
疼痛回避歩行
頚前屈

angiophacomatosis
angioplasty
angiosarcoma
angiospasm
angular acceleration
angular artery

angular gyrus
angular gyrus syndrome
anhidrosis
anisocoria
anisometropia
ankle clonus
ankle jerk

ankylosing spinal hyperostosis
ankylosing spondylitis
ankylosis
annulus fibrosus
anomaly
anomia
anomic aphasia
anosmia
anosodiaphoria
anosognosia
anoxemia
anoxia
anoxic anoxia
anoxic encephalopathy
ansa cervicalis 〈L〉
ansa hypoglossi 〈L〉
ansa lenticularis〈L〉（AL）
antagonist
antagonistic reflex
antalgesic
antalgic gait
antecollis
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ante

前方突進［現象］｛＝propulsion｝
前頭蓋窩｛臨床ではanterior fossa
　と簡略化される｝
前脊髄症候群
前方到達法（アプローチ）
前弓
前大脳動脈
前大脳動脈膝部（A3）

前大脳動脈脳梁下部（A2）

前大脳動脈視神経上部（A1）

前大脳静脈
頚椎前方固定［術］
前脈絡叢動脈

前方循環
前床突起

［脊髄］前柱
前交連
前交通動脈

前交通静脈
1.前隔壁腔症候群，2.前脛骨区画症

候群
1.前皮質脊髄路，2.錐体前索路
前方減圧［術］
前篩〔シ〕骨動脈
大泉門

［脊髄］前索
前方固定［術］

［脊髄］前角
前下小脳動脈

前内側前頭動脈
前骨間神経症候群

antepulsion
anterior ［cranial］fossa

anterior ［spinal］cord syndrome
anterior approach
anterior arch
anterior cerebral artery （ACA）
anterior cerebral artery, kne（genu）
（A3）

anterior cerebral artery, subcallosal
　portion （A2）
anterior cerebral artery, supraoptic
　portion （A1）
anterior cerebral vein
anterior cervical fusion
anterior choroidal artery （Achor, 
　AChA）
anterior circulation
anterior clinoid process
anterior column
anterior commissure （AC）
anterior communicating artery （Acom,
　ACoA）
anterior communicating veins
anterior compartment syndrome

anterior corticospinal tract
anterior decompression
anterior ethomoid artery
anterior fontanel［le］
anterior funiculus
anterior fusion
anterior horn
anterior inferior cerebellar artery 
　（AICA）
anterior internal frontal artery
anterior interosseous nerve syndrome
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ante

1.下垂体前葉，2.腺下垂体
前縦靭帯
前方経路腰椎椎体間固定［術］
前正中裂
前正中縦動脈幹

前正中静脈
前硬膜動脈
頭神経孔

［視床］前核［群］
前後頭溝
前弁蓋症候群
前頭頂動脈
前穿通動脈
前脳梁周囲静脈
前錐体前床突起靱帯
前橋中脳静脈
前根動脈
前神経根症候群
前仙骨部髄膜瘤
前中隔静脈
前方二分脊椎
前脊髄動脈
前脊髄動脈症候群
前脊髄動脈血栓症
前脊髄静脈
前脊髄視床路
1.前脊髄溝静脈，2.前溝静脈
前側頭動脈
前部側頭葉切除（術）
視床前核
前視床放線
前結節
内頚動脈前壁動脈瘤
前向性健忘
前側方到達法（アプローチ）
前外側中心動脈

anterior lobe of pituitary gland
anterior longitudinal ligament
anterior lumbar interbody fusion
anterior median fissure
anterior median longitudinal arterial
　trunk
anterior median vein
anterior meningeal artery
anterior neuropore
anterior nuclei （A）
anterior occipital sulcus
anterior operculum syndrome
anterior parietal artery
anterior perforating arteries
anterior pericallosal vein
anterior petroclinoid ligament
anterior pontomesencephalic vein
anterior radicular artery
anterior root syndrome
anterior sacral meningocele
anterior septal vein
anterior spina bifida
anterior spinal artery
anterior spinal artery syndrome
anterior spinal artery thrombosis
anterior spinal vein
anterior spinothalamic tract
anterior sulcal vein
anterior temporal artery
anterior temporal lobectomy
anterior thalamic nuclei
anterior thalamic radiation
anterior tubercle
anterior wall aneursym
anterograde amnesia
anterolateral approach
anterolateral central arteries
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anti

前側索切断（切裁）［術］
前外側脊髄静脈
前外側溝
前外側視床線条体動脈
前方すべり症
脊柱管前後経

人類学的基線｛＝Reid base line｝
抗血管新生療法
抗生物質予防的投与
抗生物質療法
頭痛薬
抗コリン作動物質（薬）
抗凝固薬
抗凝固療法
抗痙攣（けいれん）薬
抗痙攣（けいれん）薬療法
抗うつ薬｛＝antidepressive ［drug］｝
抗利尿ホルモン｛＝vasopressin｝
逆行性伝導｛対語：orthodromic 
　conduction｝
制吐薬
抗てんかん薬
抗線維素溶解
抗線維素溶解物質（薬）
抗線［維素］溶［解］療法
覚醒薬
抗腫瘍療法
抗神経痛薬
癌抑制遺伝子｛＝recessive oncogene, 

tumor supressor gene｝
抗パーキンソン病薬
抗リン脂質抗体症候群

抗血小板薬
抗血小板療法
抗精神病薬

anterolateral cordotomy
anterolateral spinal vein
anterolateral sulcus
anterolateral thalamostriate arteries
anterolisthesis
anteroposterior diameter of spinal 
　（vertebral） canal
anthropological basal line
antiangiogenic therapy
antibiotic prophylaxis
antibiotic therapy
anticephalalgic drug
anticholinergic agent
anticoagulant ［drug］
anticoagulation therapy
anticonvulsant ［drug］
anticonvulsant therapy
antidepressant
antidiuretic hormone （ADH）
antidromic conduction

antiemetic drug
antiepileptic ［drug］（AED）
antifibrinolysis
antifibrinolytic agent
antifibrinolytic therapy
antihypnotic
antineoplastic therapy
antineuralgic drug
antioncogene

antiparkinsonian drug
antiphospholipid antibody syndrome
　（APS）
antiplatelet agent
antiplatelet therapy
antipsychotic drug
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抗セロトニン薬
抗甲状腺薬　
抗ウイルス療法
アントン症候群
アントニーA型組織
アントニーB型組織
後鼻孔鼻茸
らせん輪状神経終末
尿閉｛＝urinary retention｝
無尿
大動脈弓
大動脈閉塞［症］
大動脈炎症候群
前後像
振動［感］覚消失｛＝pallanesthesia｝
失外套状態
失外套症候群
1.無感情,2.無関心,3.アパシー
猿手〔サルテ〕｛＝simian hand｝
アペール症候群
アプガール評点
嚥下不能｛＝aglutition｝
失語［症］｛＝dysphasia｝
失語発作
語啞失語
失声
先端樹状突起
1.尖端炎，2.錐体尖端炎
無形成［症］
1.先天性皮膚欠損（症），2.先天性皮

膚形成不全（症）
無呼吸
無呼吸検査
無呼吸発作
持続性吸息
持続性吸息呼吸｛＝apneustic
　respiration｝

antiserotonergic drug 
antithyroid drug
antiviral therapy
Anton syndrome
Antoni A tissue
Antoni B tissue
antrochoanal polyp
anulospiral ending
anuresis
anuria
aortic arch
aortic occlusion
aortitis syndrome
A-P view
apallesthesia
apallic state
apallic syndrome
apathy（-thia）
ape hand
Apert syndrome
Apgar score
aphagia
aphasia
aphasic seizure
aphemia
aphonia
apical dendrite
apicitis
aplasia
aplasia cutis congenita 〈L〉

apnea
apnea ［challenge］test
apneic spells
apneusis
apneustic breathing
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aref

持続性吸息呼吸
卒中発作
卒中｛＝stroke｝
1.細胞自滅，2.自爆死，3.アポトーシス
　｛＝programmed cell death｝
1.拡散係数，2.エーディーシー統覚

1.到達法，2.アプローチ
失行［症］｛＝dyspraxia｝
注意集中不能［症］
1.失韻律，2.韻律障害

［シルビウス］中脳水道
中脳水道狭窄［症］
中脳水道閉塞［症］
一般名シタラビン
アラキドン酸
アラキドン酸カスケード
くも膜炎
くも指〔ユビ〕［症］
くも膜｛脳くも膜と脊髄くも膜｝
くも膜帽細胞
くも膜嚢（のう）胞
くも膜顆粒
くも膜奇形
くも膜腔
くも膜絨毛
くも膜
アラン‐デュシャンヌ病
全脊椎裂
1.原小脳，2.古小脳
1.原皮質，2.古皮質
古外套
弓状隆起
弓状束
灼熱感｛＝burning sensation｝
1.野，2.区，3.領域，領，領野，4.エリア
反射消失

apneustic respiration
apoplectic stroke
apoplexy（-xia）
apoptosis

apparent diffusion coefficient（ADC）
apperception
approach
apraxia
aprosexia
aprosody
aqueduct ［of Sylvius］
aqueduct［al］stenosis
aqueductal obstruction
Ara-C
arachidonic acid
arachidonic cascade
arachn［oid］itis
arachnodactyly（-lia）
arachnoid ［membrane］
arachnoid cap cell 
arachnoid cyst
arachnoid granulation
arachnoid malformation
arachnoid space
arachnoid villi
arachnoidea（-des）
Aran-Duchenne disease
araphia
archicerebellum
archicortex
archipallium
arcuate eminence
arcuate fasciculus
ardo［u］r
area
areflexia
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argo

アルゴン･レーザー
アーガイルロバートソン瞳孔
無嗅脳［症］
腕〔ウデ〕偏位試験
腕落下試験
アーノルド･キアリ奇形
覚醒
覚醒反応
停止性水頭症
動脈炎
動脈境界域
動脈解離［症］
動脈損傷
動脈管腔狭少［症］
動脈網
動脈閉塞［症］
動脈弛緩
動脈シャント（短絡）
動脈撮影像
細動脈硬化［症］
動脈症
動脈硬化［症］
動脈狭窄
動脈切開［術］
動静脈吻合［術］
動静脈瘻
動静脈奇形
動静脈奇形グレード（重症度分類）
ガレン脳動静脈奇形
動静脈短絡［化］
結節性動脈炎
動脈
中心溝動脈｛＝central sulcal arteries｝
後中心溝動脈
前中心溝動脈
1.A to A 塞栓症，2.動脈原性塞栓症
構音

argon laser
Argyll Robertson pupil
arhinencephaly（-lia）
arm deviation test
arm dropping test
Arnold-Chiari malformation
arousal
arousal reaction
arrested hydrocephalus
arter［i］itis
arterial boundary zone
arterial dissection
arterial injury
arterial luminal narrowing
arterial maze
arterial occlusion
arterial relaxation
arterial shunt
arteriogram
arteriolosclerosis
arteriopathy
arteriosclerosis
arteriostenosis
arteriotomy
arteriovenous anastomosis
arteriovenous fistula
arteriovenous malformation （AVM）
arteriovenous malformation grading
arteriovenous malformation of Galen
arteriovenous shunting
arteritis nodosa〈L〉
artery
artery of central sulcus
artery of postcentral sulcus
artery of precentral sulcus
artery to artery embolism
articulation
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astr

人工血管
人工椎間板
人工呼吸
上行性脊髄炎
上行性麻痺
上行咽頭動脈
上行性網様体賦活系

上行性テント［切痕］ヘルニア
　｛＝upward tentorial herniation｝
上行［性神経］路
アシュネル眼球圧迫試験
アシュネル眼球現象
アシュネル反射｛＝oculocardiac 
　reflex｝
無菌性髄膜炎
身体（部位）失認
身体失認｛＝somato-agnosia｝
アスペルギルス症
窒息｛＝suffocation｝
吸引［術］
吸引生検
嚥下性肺炎
アスピリン
環椎癒合
連合運動｛＝synkinesia｝
連合野
連合細胞
1.起立不能［症］，2.失立
失立失歩
失立発作
立体［感］覚消失｛＝stereoagnosis｝
1.アステリオン，2.星状点
固定姿勢保持困難
無力［症］
星芽腫

artificial blood vessel
artificial disc
artificial respiration
ascending myelitis
ascending paralysis
ascending pharyngeal artery
ascending reticular activating system
　（ARAS）
ascending tentorial herniation

ascending tract
Aschner eye ball pressure test
Aschner ocular phenomenon
Aschner reflex

aseptic meningitis
asomatognosia
asomatognosis
aspergillosis
asphyxia
aspiration
aspiration biopsy
aspiration pneumonia
aspirin
assimilation of atlas
associated movement
association area
association cell
astasia
astasia-abasia
astatic seizure
astereognosis
asterion
asterixis
asthenia
astroblastoma
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astr

1.星状膠細胞，2.アストロサイト
　｛＝astroglia｝
1.星細胞腫群，2.星細胞腫系腫瘍
星細胞腫
星状膠細胞増多［症］
1.星状膠細胞，2.アストログリア
　｛＝astrocytes｝
星状膠細胞腫脹
1.アストログリオーシス，2.アストログリア

増殖症
アストロプロテイン
無症候性脳梗塞
無症候性髄膜腫
協働収縮不能
運動失調性歩行｛＝ataxic gait｝
触覚消失［症］

［運動］失調［症］
毛細血管拡張性運動失調症
　｛＝Louis-Bar syndrome｝
失調性歩行｛＝atactic gait｝
失調性眼振
脊髄発育不全［症］
粥〔ジュク〕腫
1.アテローム斑，2.粥状斑
1.粥状［動脈］硬化［症］，2.アテローム

性動脈硬化［症］
アテローム硬化性動脈瘤
アテローム血栓症
アテトーシス（アテトーゼ）様運動
アテトーシス（アテトーゼ）
1.無胸腺マウス，2.ヌードマウス
環軸［椎］脱臼
1.環軸関節固定［術］，2.環軸椎固定
［術］

環軸［椎］関節
環軸［椎］亜脱臼

astrocytes

astrocytic tumors
astrocytoma
astrocytosis
astroglia

astroglial swelling
astrogliosis

astroprotein
asymptomatic cerebral infarction
asymptomatic meningioma
asynergia
atactic gait
atactilia
ataxia
ataxia-telangiectasia

ataxic gait
ataxic nystagmus
atelomyelia
atheroma
atheromatous plaque
atherosclerosis

atherosclerotic aneurysm
atherothrombosis
athetoid movement
athetosis
athymic mouse
atlanto-axial dislocation （AAD）
atlanto-axial fusion

atlanto-axial joint
atlanto-axial subluxation
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audi

環椎歯突起間距離｛＝atlanto-dental
　interval （ADI）｝
環椎歯突起間距離
環椎後頭骨癒合｛＝occipitalization｝
環椎後頭関節脱臼
環椎後頭骨固定［術］
環椎後頭関節
環椎
環椎歯突起間距離
無緊張［症］
無緊張性膀胱
脱力発作｛＝cataplexy｝
部位失認
第四脳室孔閉塞［症］
心房性ナトリウム利尿ペプチド
発作｛症候が急激に発現する発作｝
減弱係数
上鼓室
1.姿勢｛＝postural｝，2.体位，3.態度
体位反射
非定型顔面痛｛＝atypical facial pain｝
非定型顔面痛
異型性髄膜腫
非定形奇形腫様/ラブドイド腫瘍

非定型奇形腫｛古語｝
非定型三叉神経痛
聴原性てんかん
聴原性発作
聴力図
聴力計｛＝acoumeter, acumeter｝
聴力検査［法］
聴覚｛＝auditory sensation｝
聴力｛＝hearing｝
聴覚性失認
聴覚脳幹反応｛＝brainstem auditory
　evoked potential｝

atlanto-dental distance

atlanto-dental interval （ADI）
atlanto-occipital assimilation
atlanto-occipital dislocation
atlanto-occipital fusion
atlanto-occipital joint
atlas
atlas-dens interval
atonia（-ny）
atonic bladder
atonic seizure
atopognosia（-sis）
atresia of foramina of fourth ventricle
atrial natriuretic peptide
attack
attenuation coefficient
attic
attitude
attitudinal reflex
atypical facial neuralgia
atypical facial pain
atypical meningioma
atypical teratoid/rhabdoid tumor 
　（AT/RT）
atypical teratoma
atypical trigeminal neuralgia
audiogenic epilepsy
audiogenic seizure
audiogram
audiometer
audiometry
audition
auditory acuity
auditory agnosia
auditory brainstem response 
（ABR）
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audi

聴覚性てんかん
聴性誘発電位
聴性誘発反応
聴神経｛＝acoustic nerve｝
聴神経核｛＝nucleus nervi 
　vestibulocochlearis〈L〉｝
聴覚動眼反射
聴覚眼瞼反射
　｛＝acoustico［-］palpebral reflex｝
聴放線
聴性反射｛＝acoustic reflex｝
聴覚性発作
聴覚｛＝audition｝
耳管
アウエルバッハ神経叢
前兆
耳介反射
耳介眼瞼反射
自閉症
オートクライン｛注：細胞自身のサイトカイ

ンで増殖刺激を受ける現象｝
自家（己）骨移植［片］
自己免疫疾患
自家血
自家骨
自己（家）骨髄移植［術］
自動行為｛夢遊病のこと｝
自動［性］膀胱
自動運動発作
自動症
自律神経障害
自律神経機能異常
自律神経不全
自律神経機能｛＝vegetative function｝
自律神経過緊張反射
自律神経失調［症］
自律神経

auditory epilepsy
auditory evoked potentials （AEP）
auditory evoked response （AER）
auditory nerve
auditory nueleus

auditory oculogyric reflex
auditory palpebral reflex

auditory radiation
auditory reflex
auditory seizure
auditory sensation
auditory tube
Auerbach plexus
aura
auricular reflex
auriculopalpebral reflex
autism
autocrine

autogenous （autologous） bone graft
autoimmune disease
autologous blood
autologous bone
autologous bone marrow transplantation
automatic behavior
automatic bladder
automatic seizure
automatism
autonomic disturbance
autonomic dysfunction
autonomic failure
autonomic function
autonomic hypertonic reflex
autonomic imbalance
autonomic nerve
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axon

自律神経系｛＝vegetative nervous 
　system｝
自律［神経］反射
自律神経発作
自律性膀胱
自律呼吸
自律性
自咬症
自声強聴
オートラジオグラフィー
自動調節
常染色体優性遺伝
常染色体劣性遺伝
常染色体劣性若年性パーキンソニズム

自己身体失認
自己身体認知
常染色体
自己身体部位失認
　｛＝asomatognosia｝
自家移植
無血管野
虚血性壊死｛＝ischemic necrosis｝
アヴェリス症候群
加算平均
回避反射
引抜き損傷
覚醒下手術
意識清明
A波
軸性健忘｛diencephalic amnesia｝
軸性神経炎｛＝parenchymatous 
　neuritis｝
軸方向像
腋窩神経
軸椎
軸索

autonomic nervous system （ANS）

autonomic reflex
autonomic seizure
autonomous bladder
autonomous breathing
autonomy
autophagia
autophony（-nia）
autoradiography
autoregulation
autosomal dominant inheritance
autosomal recessive inheritance
autosomal recessive juvenile 
　parkinsonism （AR-JP）
autosomatoagnosis
autosomatognosis
autosome
autotopagnosia

autotransplantation
avascular area
avascular necrosis
Avellis syndrome
averaging
avoiding reflex
avulsion injury
awake surgery
awareness
A-wave
axial amnesia
axial neuritis

axial view
axillary nerve
axis
axon
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axon

軸索反射
軸索変性
軸索流
軸索損傷
軸索再生
軸索出芽
軸索輸送｛＝axoplasmic transport｝
1.軸索断裂（症），2.アクソノトメーシス
軸索輸送
アヤラ指数｛Ayala quotientともいう｝
奇前大脳動脈

B線維
バビンスキー現象｛＝Babinski sign｝
バビンスキー反射｛ババンスキーの読

みは採用しない｝｛＝Babinski sign｝
バビンスキー徴候
バビンスキー･ナジョット症候群
背部痛｛＝backache｝
背部痛
背景活動
細菌性動脈瘤
細菌感染［症］
細菌性髄膜炎
危機回避用ステント
バーリント症候群
点状出血｛＝petechial hemorrhage, 
　punctate hemorrhage｝
バリズム
バルーンカテーテル
バルーンカテーテル法
バルーン塞栓［術］
バルーン拡張型ステント
バルーンマタス試験｛＝balloon 
　occlusion test｝

axon reflex
axonal degeneration
axonal flow
axonal injury
axonal regeneration
axonal sprouting
axonal transport
axonotmesis
axoplasmic transport
Ayala index
azygos anterior cerebral artery

B
B fiber
Babinski phenomenon
Babinski reflex

Babinski sign
Babinski-Nageotte syndrome
back pain
backache
background activity
bacterial aneurysm
bacterial infection
bacterial meningitis
bail out stent
Balint syndrome
ball hemorrhage

ballism［us］
balloon catheter
balloon catheterization
balloon embolization
balloon expandable stent
balloon Matas-test
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basi

バルーン閉塞試験
バルーンシャント
風船様拡大
バルーン縮小
バルーン拡張
重量［圧］覚消失
バラニー温度試験
バラニー指示試験
バラニー徴候
バラニー試験｛caloric testと pointing 

testとがある｝
バルビツレート［昏睡］療法
バルビツレート昏睡
圧［感］覚｛＝pressure sense｝
重量認知
バレー［錐体路］徴候
バレー試験｛＝leg-dropping test｝
バレー･リェウ症候群｛＝posterior 
　cervical sympathetic syndrome｝
基底角｛＝basilar angle｝
脳底槽
頭蓋底脳瘤

［大脳］基底核［群］
基関節反射｛＝Mayer reflex, 
　finger-thumb reflex｝
脳底部もやもや血管
ローゼンタール脳底静脈
　｛＝Rosenthal vein｝
基線
基底膜
基礎律動
頭蓋底軸
脳底動脈型片頭痛
基底角
脳底動脈
脳底動脈循環不全［症］
脳底動脈狭窄［症］

balloon occlusion test （BOT）
balloon shunt
ballooning
baloon deflation
baloon inflation
baragnosis
Barany caloric test
Barany pointing test
Barany sign
Barany test

barbiturate ［coma］therapy
barbiturate coma
baresthesia
barognosis
Barré ［pyramidal］sign
Barré test
Barré-Liéou syndrome

basal angle
basal cistern
basal encephalocele
basal ganglia
basal joint reflex

basal moyamoya vessels
basal vein of Rosenthal

base line
basement membrane
basic rhythm
basicranial axis
basilar ［artery］migraine
basilar angle
basilar artery （BA）
basilar artery insufficiency
basilar artery stenosis
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basi

脳底動脈分岐部
頭蓋底陥入［症］｛＝basilar 
　invagination｝
頭蓋底陥入［症］
脳底髄膜炎｛性はつけない｝
脳底動脈先端［部］
洗面現象
バジオン･ナジオン線
バジオン｛大後頭孔前縁の中点｝
好塩基性［細胞］腺腫
バスティアン法則
深部感覚消失
深部感覚過敏
深部感覚鈍麻
被虐待児
被虐待児症候群
バトル徴候
銃剣状鉗子（ピンセット）（鑷子），段付

きピンセット（鑷子）
バイオネット（銃剣状）剪刀
じゅず様｛fibromuscular dysplasia

にみられる所見｝｛＝beads-like｝
じゅず様
ベヒテレフ反射
　｛＝Mendel-Bechterew reflex｝
褥創｛＝decubitus ulcer, pressure sore｝
ビーヴァー徴候
行動療法
ベーチェット病
ベル麻痺
ベル現象
ベル攣縮｛＝facial spasm｝
ベネディクト症候群｛＝syndrome of 

red nucleus｝
良性性行為性頭痛
良性咳嗽性頭痛

basilar bifurcation
basilar impression

basilar invagination
basilar meningitis
basilar top （tip）
basin phenomenon
basinasial line
basion
basophil［ic］adenoma
Bastian law
bathyanesthesia
bathyhyperesthesia
bathyhypesthesia
battered baby（child）
battered baby（child） syndrome
Battle sign
bayonet forceps （pincettes〈F〉）

bayonet scissors
beading

beads-like
Bechterew reflex

bed sore
Beevor sign
behavior therapy
Behcet disease
Bell palsy
Bell phenomenon
Bell spasm
Benedikt syndrome

benign coital cephalalgia
benign cough headache
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bina

良性本態性振戦｛＝heredofamilial 
　tremor｝
良性労作性頭痛
良性頭蓋内圧亢進症
良性発作性頭位眼振

良性発作性頭位めまい

良性発作性めまい
良性反復性無菌性髄膜炎
良性反復性めまい
良性ローランドてんかん
良性脊髄腫瘍
良性X染色体性筋ジストロフィ
ベルンハルト‐ロート症候群
漿果状動脈瘤｛＝saccular aneurysm｝
ベータ遮断薬
ベータ律動
ベータ波
ベータエンドルフィン
ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット
ベッツ細胞｛＝giant pyramidal cell｝
意識混濁｛＝clouding of 
　consciousnes｝
1.b因子，2.幼若化因子
塩基性線維芽細胞増殖因子
大腿二頭筋反射

［上腕］二頭筋反射｛＝biceps reflex｝
［上腕］二頭筋反射
ビールショウスキー頭部傾斜試験
両側前頭開頭
1.分岐部，2.二分岐
両側同期［性］
ビルの稜
乳様突起間線
両鼻側半盲｛「性」はつかない｝

benign essential tremor

benign exertional headache
benign intracranial hypertension （BIH）
benign paroxysmal positional 
　nystagmus （BPPN）
benign paroxysmal positional vertigo 
　（BPPV）
benign paroxysmal vertigo
benign recurrent aseptic meningitis
benign recurrent vertigo
benign rolandic epilepsy （BRE）
benign spinal cord tumor
benign X-linked muscular dystrophy
Bernhardt-Roth syndrome
berry aneurysm
beta（β） blocker
beta（β） rhythm
beta（β） wave
beta-endorphin
beta-HCG
Betz cell
Bewubtseinstrubung〈G〉

b-factor
bFGF
biceps femoris reflex
biceps jerk
biceps reflex
Bielschowsky head-tilt test
bifrontal craniotomy
bifurcation
bilateral synchrony
Bill's bar
bimastoid line
binasal hemianop［s］ia
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bins

ビンスワンガー病｛＝Binswanger 
　encephalopathy｝
1.生物学的検定法，2.バイオアッセイ｛＝

biological assay｝
生体適合性
バイオフィードバック
1.生物反応調節剤，2.生体応答修飾
　物質
生体膜
生検，バイオプシー
生体リズム
ビオー呼吸｛＝Biot respiration｝
ビオー呼吸
1.双極凝固器，2.バイポーラー
双極導出
双極凝固ピンセット
分娩外傷
分娩麻痺
舌咬傷
両耳側半盲｛「性」はつかない｝
1.ブラックアイ，2.眼鏡様皮下出血
　｛＝raccoon eye｝
眼前暗黒失神
1.膀胱機能不全，2.膀胱機能障害
1.ブレブ，2.小疱
ブレオマイシン
眼瞼痙攣（けいれん）
1.失明，2.盲［目］
1.まばたき反射，2.瞬目反射
水疱状骨変化｛鞍結節部髄膜腫に
みられる篩骨洞の膨隆｝
1.癒合椎，2.塊［状］椎
血液ガス分析
BOLD（ボールド）効果｛fMRIの原理｝

硬膜外血液パッチ法
血液動脈壁関門

Binswanger disease

bioassay

biocompatibility
biofeedback
biological response modifier （BRM）

biomembrane
biopsy
biorhythm
Biot breathing
Biot respiration
bipolar coagulator
bipolar derivation （lead）
bipolar diathermy forceps
birth injury
birth palsy
bite on tongue
bitemporal hemianop［s］ia
black eye

blackout
bladder dysfunction
bleb
Bleomycin
blepharospasm
blindness
blink［ing］reflex
blistering

block vertebrae
blood gas analysis
blood oxygenation level dependent 
　（BOLD）［effect］
blood patch
blood-arterial wall barrier
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boxe

血液脳関門
血液髄液関門
血液神経関門
1.破裂骨折｛＝burst fracture｝，2.吹抜

け骨折
青色ゴム乳首様母斑症候群
霧視
Bモード法
舟状頭蓋
浮き運動様眼振
身体像
1.体幹装具，2.体幹ジャケット
ベーラー整復法
骨
骨伝導
骨嚢（のう）胞
骨片
1.移植骨片，2.骨移植
骨髄由来リンパ球｛B cell＝B 
　lymphocyte｝
骨鉗子
骨腫瘍
1.骨ろう，2.ボーンワックス
骨（性）迷路
境界領域梗塞｛＝watershed 
　infarction｝
穿孔痛
ボツリヌス毒素
ブルヌビーユ病｛＝tuberoussclerosis｝
ブルヌビーユ･プリングル病
　｛tuberous sclerosis with adenoma 
　sebaceum｝
ウシ海綿状脳症

腸管機能不全
ボウ･ハンター卒中
ボクサー脳｛＝punched out brain｝

blood-brain barrier （BBB）
blood-cerebrospinal fluid barrier
blood-nerve barrier （BNB）
blow-out fracture

blue rubber bleb nevus syndrome
blurred vision
B-mode
boat skull
bobbing nystagmus
body image
body jacket
B?hler reduction
bone
bone conduction
bone cyst
bone fragment
bone graft
bone marrow derived cell （B cell）

bone rongeur
bone tumor
bone wax
bony labyrinth
borderzone infarction

boring pain
botulinum toxin
Bourneville disease
Bourneville-Pringle disease

bovine spongiform encephalopathy 
　（BSE）
bowel dysfunction
bow-hunter's stroke
boxer's brain
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brac

装具
腕神経叢
腕神経叢引抜き
腕神経叢引抜き損傷
夜間知覚異常性上腕痛
腕橈骨筋反射
1.結合腕，2.小脳結合腕
短頭［蓋］［症］
短指［症］
密封小線源治療
構音緩慢｛＝bradylalia｝
感覚遅延
運動緩慢｛寡動を用いない｝
発語緩慢｛言語を用いない｝
　｛＝bradyarthria｝
読字緩慢
精神緩慢
ブラガード試験
ブラッグピーク
脳｛＝encephalon〈L〉｝
脳膿瘍｛＝cerebral abscess｝
脳卒中｛＝stroke｝
脳生検
1.脳コンプライアンス，2.脳圧縮率
脳振盪（とう）｛＝cerebral concussion, 
　commotio cerebri〈L〉｝
脳うっ血
脳挫傷｛＝cerebral contusion, contusio
　cerebri 〈L〉｝
脳死
脳浮腫｛＝cerebral edema｝
脳弾性
脳出血｛＝cerebral hemorrhage｝
脳ヘルニア｛＝cerebral herniation, 
　cerebral hernia｝
脳梗塞｛＝cerebral infarction｝
脳損傷

brace
brachial plexus
brachial plexus avulsion
brachial plexus avulsion injury
brachialis paraesthetica nocturna 〈L〉
brachioradial reflex
brachium conjunctivum 〈L〉
brachycephaly（-lia or -lus）
brachydactyly（-lia）
brachytherapy
bradyarthria
bradyesthesia
bradyk（c）inesia
bradylalia

bradylexia
bradyphrenia
Bragard test
Bragg peak
brain
brain abscess
brain attack
brain biopsy
brain compliance
brain concussion

brain congestion
brain contusion

brain death
brain edema
brain elasticity
brain hemorrhage
brain herniation

brain infarction
brain injury
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脳病変
脳地図
脳転移
脳腫瘍（新生物）
脳保護
脳圧排
脳スキャン
脳シンチグラフィー
脳比重
脳幹｛＝brainstem｝
脳幹聴性誘発電位

脳幹聴性誘発反応

脳幹脳炎
脳幹［神径］膠腫（グリオーマ）
脳刺激［術］
脳石｛＝cerebral calculus, 
　encephalolith｝
脳腫脹｛＝cerebral swelling｝
脳組織圧
脳腫瘍
脳胞
脳容積
脳水分
脳幹｛＝brain stem｝
脳幹死
脳幹血腫
脳幹出血
脳幹腫瘍
1.鰓嚢胞，2.鰓性嚢胞
泣き入りひきつけ
息こらえ試験
ブレグマ
架橋静脈
眼鏡様血腫
ブリッソー症候群

brain lesion
brain map
brain metastasis
brain neoplasm
brain protection
brain retraction
brain scan［ing］
brain scintigraphy
brain specific gravity
brain stem
brain stem auditory evoked potential 
　（BAEP）
brain stem auditory evoked response
　（BAER）
brain stem encephalitis
brain stem glioma
brain stimulation
brain stone

brain swelling
brain tissue pressure
brain tumor
brain vesicle
brain volume
brain water
brainstem
brainstem death
brainstem hematoma
brainstem hemorrhage
brainstem tumor
branchial cyst
breath-holding spell
breath-holding test
bregma
bridging vein
Brillenhematom〈G〉
Brissaud syndrome
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BRM療法

開脚歩行｛＝wide-based gait｝
開脚起立｛＝wide-based stance｝
ブローカ失語｛＝motor aphasia｝
ブローカ野｛＝Broca field｝
ブローカ中枢｛＝Broca area｝
ブローカ野
ブロードマン野
ブロモクリプチン
プロモデオキシウリジン
ブラウン･セカール症候群
ブルジンスキー徴候
1.血管［性］雑音，2.ブルイ
ブルンス眼振
ブルンス症候群｛＝悪性発作性中枢性

頭位眼振｝
ブルンストローム試験｛中枢性運動麻

痺の評価法｝
口舌〔コウゼツ〕ジスキネジア
　｛＝orolingual dyskinesia｝
バージャー病｛ビュルゲル病｝
野牛肩
血圧調節神経
徐波化｛過換気による脳波の徐波化｝
球脊髄性筋萎縮（症）
球麻痺｛＝bulbar paralysis｝
球麻痺
球海綿体反射
食欲異常亢進
総体流
銃創｛＝gunshot wound, missile 
　wound｝
牛眼
バーキットリンパ腫
灼熱痛｛＝causalgia｝
灼熱感｛＝ardo［u］r｝

BRM （biological responce modifier）
　therapy
broad-based gait
broad-based stance
Broca aphasia
Broca area
Broca center
Broca field
Brodmann area
bromocriptine
bromodeoxyuridine （BUdR or BrdU）
Brown-Sequard syndrome
Brudzinski sign
bruit〈F〉
Bruns nystagmus
Bruns syndrome

Brunstrom test

buccolingual dyskinesia

Buerger disease
buffalo hump
buffer nerve
build-up
bulb spinal muscular atrophy
bulbar palsy
bulbar paralysis
bulbocavernous reflex
bulimia
bulk flow
bullet wound

buphthalmos （-mus）
Burkitt lymphoma
burning pain
burning sensation
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call

1.穿頭孔，2.バーホール
穿頭［術］
群発放電
1.破裂骨折，2.吹抜け骨折
　｛＝blow-out fracture｝
椎体破裂骨折
群発抑制
ぶんぶん感
B波
1.バイパス［形成］［術］，2.側副血行路，

3.短絡［術］
バイパス術｛＝bypass surgery｝
バイパス術

C線維
カベルゴリン
1.悪液質，2.カヘキシー
CA-CP線，前･後交連線｛＝AC-PC 

line｝
カフェオレ斑
筆尖
踵〔カカト〕歩行｛＝heel gait, walk on 

heel｝
鳥距動脈
鳥距溝
石灰化
黄色靭帯石灰化症｛=calcification of 

yellow ligament｝
石灰［沈着］症
カルシウムチャンネル
カルシウムチャンネル遮断薬 （ブロッ

カー）
1.較正，2.基準目盛
1.脳梁無形成，2.脳梁欠損，3.脳梁形

成不全

burr hole
burr hole opening
burst
burst fracture

bursting fracture of vertebral body
burst-suppression
buzzing ［sensation］
B-wave
bypass

bypass operation
bypass surgery

C
C fiber
cabergoline
cachexia
CA-CP line

café au lait spot
calamus scriptorius 〈L〉
calcaneal gait

calcarine artery
calcarine sulcus
calcification
calcification of ligamentum flavum

calcinosis
calcium channel
calcium channel blocker

calibration
callosal agenesis
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脳梁性失行
脳梁離断
脳梁尾状核隅角
脳梁縁動脈
1.脳梁切裁術，2.脳梁切断術
温度眼振
温度眼振試験｛＝Barany caloric test｝
温度性めまい（眩暈）
頭蓋冠
中心視野計
中心視野測定［法］｛＝perimetry｝
フォレルH野｛＝field H of Forel, 
　Forel H （FH）｝
脊柱管狭窄症｛＝narrow spinal canal, 

spinal canal stenosis｝
癌｛＝carcinoma｝
燭台動脈｛脳血管撮影上の用語｝
カンジタ症
ろうそく溝形成
1.カニューレ，2.套管
外側眼窩前方移動術｛＝lateral 
　canthal advancement｝
外眼角外耳孔線
円形陰影欠損像
毛細血管奇形
毛細血管拡張［症］
メズサ頭
産瘤
炭酸ガスレーザー
二酸化炭素ナルコーシス
二酸化炭素反応性
カルボプラチン
癌胎児性抗原
発癌［現象］
カルチノイド症候群
癌｛＝cancer｝
心停止

callosal apraxia
callosal disconnection
callosocaudate angle
callosomarginal artery
callosotomy
caloric nystagmus
caloric test
caloric vertigo
calvaria
campimeter
campimetry
campus Foreli

canal stenosis

cancer
candelabra arteries
candidiasis
candle guttering
cannula
canthal advancement

canthomeatal （CM） line
cap defect
capillary malformation

［capillary］telangiectasia（-sis）
caput Medusae 〈L〉
caput succedaneum 〈L〉
carbon dioxide （CO2） laser
carbon dioxide （CO2） narcosis
carbon dioxide （CO2） reactivity
carboplatin
carcinoembryonic antigen （CEA）
carcinogenesis
carcinoid syndrome
carcinoma
cardiac arrest
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心臓粘液腫
心臓横紋筋腫
心原性脳塞栓症
来院時心肺停止（状態）

心肺管理
心肺蘇生［法］
カルムスチン（BCNU）
頚動脈造影［法］
1.頚動脈ステント，2.頚動脈ステント留

置術
頚動脈｛総（common），外（external）
　および内（internal）頚動脈｝
頚動脈結紮［術］
頚動脈閉塞［症］
頚動脈狭窄［症］
頚動脈ステント留置術
頚動脈血栓症
頚動脈分岐部
頚動脈小体
頚動脈小体腫瘍
頚動脈雑音
頚動脈管
内頚動脈窩
内頚動脈槽
頚動脈圧迫試験
頚動脈内膜剥離術
頚動脈血管音記録［法］
頚動脈隆起
頚動脈洞
頚動脈洞反射
頚動脈洞性失神
頚動脈サイフォン部
頚動脈結節
頚動脈超音波［診断］法
内頚動脈-前大脳動脈吻合

cardiac myxoma
cardiac rhabdomyoma
cardiogenic cerebral embolism
cardiopulmonary arrest on arrival
　（CPAOA）
cardiopulmonary control
cardiopulmonary resuscitation
carmustine
carotid angiography （CAG）
carotid angioplasty with stent （CAS）

carotid artery

carotid artery ligation
carotid artery occlusion
carotid artery stenosis
carotid artery stenting （CAS）
carotid artery thrombosis
carotid bifurcation
carotid body
carotid body tumor
carotid bruit
carotid canal
carotid cave
carotid cistern
carotid compression study
carotid end［o］arterectomy （CEA）
carotid phonoangiography
carotid prominence
carotid sinus
carotid sinus reflex
carotid sinus syncope
carotid siphon
carotid tubercle
carotid ultrasonography
carotid-anterior cerebral artery 
　anastomosis
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頚動脈脳底動脈吻合
頚動脈海綿静脈洞瘻
頚動脈・頚静脈圧迫
頚動脈頚静脈瘻
内頚動脈眼動脈分岐部動脈瘤
内頚動脈痛
手根管症候群
カーペンター症候群
捜衣模床｛＝floccilation｝
1.病原因保有者，2.担体
キャスト症候群
1.カタレプシー，2.強硬症
脱力発作｛＝atonic seizure｝
緊張病
緊張病性硬直
カテコラミン
カテーテル
1.カテーテル法，2.カテーテル導入
　［留置］
馬尾症候群
馬尾
尾側脊稚形成不全｛＝sacral 
　agenesis｝
尾側脊椎退化症候群
尾状核｛＝nucleus caudatus｝
1.灼熱痛，2.カウザルギー｛＝burning 

pain｝
原因特定生存率
海綿腫
海綿状血管腫｛＝cavernous 
　hemangioma｝
海綿状血管腫
海綿状血管奇形
海綿静脈洞
海綿静脈洞症候群
海綿静脈洞血栓性静脈炎
海綿静脈洞血栓症

carotid-basilar anastomosis
carotid-cavernous （sinus） fistula （CCF）
carotid-jugular compression
carotid-jugular fistula
carotid-ophthalmic aneurysm
carotidynia
carpal tunnel syndrome
Carpenter syndrome
carphology
carrier
Cast syndrome
catalepsy
cataplexy
catatonia
catatonic rigidity
catecholamine
catheter
catheterization

cauda equina syndrome
cauda equina〈L〉
caudal agenesis

caudal regression syndrome
caudate nucleus （CN）
causalgia

cause-specific survival
cavernoma
cavernous angioma

cavernous hemangioma
cavernous malformation
cavernous sinus
cavernous sinus syndrome
cavernous sinus thrombophlebitis
cavernous sinus thrombosis
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透明中隔腔
脳室間腔
ベルガ腔｛＝Verga ventricle, sixth 
　ventricle｝
猿頭症
猿頭症
細胞接着分子
細胞培養
細胞分化｛＝cytodifferentiation｝
細胞成長因子
1.細胞体内埋込み，2.細胞体内移植
細胞成長解析
細胞移動
細胞増殖
細胞移植［術］
細胞性上衣腫
細胞性免疫
酢酸セルロース重合体
脊髄中心症候群
中枢性肺胞低換気症候群

中枢性黒内障
中心動脈
中枢性失明
中心管
中枢伝導時間
中心回｛中心前回および中心後回を

指す｝
中枢性難聴
中枢性顔面神経麻痺
中心灰白質
脳性過高熱

（小脳）中心小葉
中枢性運動神経伝導時間
中枢神経系
中枢性神経細胞腫
中枢性神経原性過換気

cavum septi pellucidi〈L〉
cavum veli interpositi〈L〉
cavum Vergae〈L〉

cebocephalus（-ly）
cebocephaly
cell adhesion molecule
cell culture
cell differentiation
cell growth factor
cell implantation
cell kinetics
cell migration
cell proliferation
cell transplantation
cellular ependymoma
cellular immunity
cellulose acetate polymer
central ［spinal］cord syndrome
central alveolar hypoventilation 
　syndrome
central amaurosis
central artery
central blindness
central canal
central conduction time （CCT）
central convolution

central deafness
central facial palsy
central gray substance
central hyperthermia 
central lobule
central motor conduction time
central nervous system （CNS）
central neurocytoma
central neurogenic hyperventilation
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中枢性眼振
中枢［性疼］痛
橋中心髄鞘融解［症］
網膜中心動脈
1.網膜中心静脈閉塞，2.網膜中心静

脈閉塞症
中心暗点
中心性軟化
中心溝動脈｛＝artery of central 
　sulcus｝
Rolandi sulcus 中心溝と同義
中心被蓋路
中心性経テント［切痕］ヘルニア
中心静脈圧
中枢性めまい（眩暈）

［視床］正中中心核｛＝centro-median 
nucleus （CM）, nucleus 

　centromedianus ［thalami］〈L〉｝
中心脳性発作
正中中心核｛＝nucleus centromedialis
〈L〉｝

視床正中中心核切裁（破壊）［術］
半卵円中心
頭血腫
頭痛｛＝encephalalgia, headache｝
頭指数
頭瘤
1.頭蓋穿刺，2.脳穿刺
頭部巨大［症］
頭部計測［法］
頭部結合体
頭胸結合体
小脳無形成
小脳性運動失調［症］
小脳萎縮［症］
小脳皮質
小脳変性［症］

central nystagmus
central pain
central pontine myelinolysis （CPM）
central retinal artery
central retinal vein occlusion

central scotoma
central softening
central sulcal arteries

central sulcus
central tegmental tract
central transtentorial herniation
central venous pressure （CVP）
central vertigo
centre median Luys〈F〉

centrencephalic seizure
centro-median nucleus （CM）

centromedian thalamotomy
centrum semiovale〈L〉
cephal［o］hematoma
cephalalgia
cephalic index
cephalocele
cephalocentesis
cephalomegaly
cephalometry
cephalopagus
cephalothoracopagus
cerebellar agenesis
cerebellar ataxia
cerebellar atrophy
cerebellar cortex
cerebellar degeneration
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cere

小脳性測定異常
小脳性発作
小脳性歩行
小脳半球
小脳出血
異所性小脳
小脳形成不全［症］
小脳梗塞
小脳奇形
小脳小脳回［症］
小脳性無言［症］
小脳核
小脳性眼振
小脳脚
小脳圧迫円錐
小脳症状
小脳刺激［術］
小脳扁桃ヘルニア｛＝tonsillar 
　herniation, foraminal herniation｝
小脳虫部
小脳炎
小脳延髄槽
小脳橋角［部］
小脳橋角［部］腫瘍
小脳橋陥凹｛＝pontocerebellar recess｝
小脳赤核路
小脳視床路
小脳
脳膿瘍｛＝brain abscess｝
脳性黒内障
脳動脈瘤
脳血管造影［法］
脳無酸素［症］
脳卒中
中脳水道｛＝aqueduct ［of Sylvius］｝
脳動脈網
脳動脈造影［法］

cerebellar dysmetria
cerebellar fit
cerebellar gait
cerebellar hemisphere
cerebellar hemorrhage
cerebellar heterotopia
cerebellar hypoplasia
cerebellar infarction
cerebellar malformation
cerebellar microgyria
cerebellar mutism
cerebellar nuclei
cerebellar nystagmus
cerebellar peduncles
cerebellar pressure cone
cerebellar sign
cerebellar stimulation
cerebellar tonsillar herniation

cerebellar vermis
cerebellitis
cerebellomedullary cistern
cerebellopontine （CP） angle
cerebellopontine angle tumor
cerebellopontine recess
cerebellorubral tract
cerebellothalamic tract
cerebellum
cerebral abscess
cerebral amaurosis
cerebral aneurysm
cerebral angiography
cerebral anoxia
cerebral apoplexy
cerebral aqueduct
cerebral arterial rete
cerebral arteriography
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脳動脈硬化［症］
脳動静脈奇形
脳萎縮
皮質下梗塞および白質脳症を伴う常

染色体優性脳動脈症

脳底部
脳血流［量］
脳血流速度
脳血液量
大脳石灰沈着症
脳石｛＝brain stone, encephalolith｝
脳循環
脳圧迫［症］
脳振盪（とう）｛＝brain concussion, 
　commotio cerebri〈L〉｝
脳挫傷｛＝brain contusion, contusio 
　cerebri〈L〉｝
大脳皮質
脳性両麻痺
大脳半球優位性
脳浮腫｛＝brain edema｝
脳塞栓症
脳機能
脳性巨人症
脳ぶどう糖消費量｛＝cerebral 
　glucose utilization, cerebral 
　metebolic rate of glucose （CMRGl）｝
脳ぶどう糖消費量
大脳半球
1.［脳］血行動態，2.［脳］血流動態，
　3.脳循環動態
脳出血｛＝brain hemorrhage｝
脳ヘルニア｛＝brain herniation｝
脳低酸素［症］
脳梗塞｛＝brain infarction｝

cerebral arteriosclerosis
cerebral arteriovenous malformation
cerebral atrophy
cerebral autosomal dominant 
　arteriopathy with subcritical infarcts 
　and leukoencephalopathy 
　（CADASIL）
cerebral base
cerebral blood flow （CBF）
cerebral blood flow velocity
cerebral blood volume （CBV）
cerebral calcinosis
cerebral calculus
cerebral circulation
cerebral compression
cerebral concussion

cerebral contusion

cerebral cortex
cerebral diplegia
cerebral dominance
cerebral edema
cerebral embolism
cerebral function
cerebral gigantism
cerebral glucose consumption

cerebral glucose utilization
cerebral hemisphere
cerebral hemodynamics

cerebral hemorrhage
cerebral hernia［-tion］
cerebral hypoxia
cerebral infarction
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cere

脳虚血
脳裂傷
脳奇形
脳代謝率
脳ぶどう糖消費量

脳酸素消費量

脳代謝
脳性麻痺
脳肺吸虫症
大脳脚｛＝crus cerebri〈L〉｝
脳灌流
脳灌流圧
脳圧迫円錐｛脳ヘルニアと同義.使わ

ないほうがよい｝
脳呼吸指数
脳血管再生
中枢性塩喪失症候群
脳軟化［症］｛＝cerebromalacia, 
　encephalomalacia, softening of 
　brain｝
脳腫脹｛＝brain swelling｝
脳血栓症
脳血管抵抗
脳血管反応性｛＝cerebrovascular 
　reactivity｝
脳血管攣縮
脳静脈洞血栓症
脳静脈血栓症
脳室｛＝ventricle｝
脳性めまい（眩暈）｛＝encephalic 
　vertigo｝
脳性嘔吐
脳炎｛＝encephalitis｝

cerebral ischemia
cerebral laceration
cerebral malformation
cerebral metabolic rate
cerebral metabolic rate of glucose 
　（CMRGl）
cerebral metabolic rate of oxygen 
　（CMRO2）
cerebral metabolism
cerebral palsy （CP）
cerebral paragonimiasis
cerebral peduncle
cerebral perfusion
cerebral perfusion pressure （CPP）
cerebral pressure cone

cerebral respiratory quotient
cerebral revascularization
cerebral salt wasting syndrome
cerebral softening

cerebral swelling
cerebral thrombosis
cerebral vascular resistance
cerebral vasoreactivity

cerebral vasospasm
cerebral venous sinus thrombosis
cerebral venous thrombosis
cerebral ventricle
cerebral vertigo

cerebral vomiting
cerebritis
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脳軟化［症］｛＝cerebral softening, 
　encephalomalacia, softening of 
　brain｝

［脳脊］髄液耳漏
［脳脊］髄液圧
［脳脊］髄液鼻漏
［脳脊］髄液
［脳脊］髄液吸収
［脳脊］髄液性腹水
［脳脊］髄液細胞診
［脳脊］髄液動態
［脳脊］髄液瘻
［脳脊］髄液流
［脳脊］髄液産生
［脳脊］髄液過分泌
［脳脊］髄液洗浄
［脳脊］髄液漏｛＝liquorrea｝
髄液シャント
脳脊髄損傷
脳脊髄膜炎
脳血管障害｛＝cerebrovascular 
　disease （CVD）｝
1.脳血管障害，2.脳血管疾患
脳［血管］循環不全症
脳血管反応性｛＝cerbral 
　vasoreactivity｝
脳血管再建
1.脳血管拡張能，2.脳循環予備能

脳血管盗血（現象）
脳血管外科
脳血管系
大脳
頚椎固定［術］
頚椎症性胸痛
頚椎カラー
頚髄

cerebromalacia

cerebrospinal ［fluid］otorrhea
cerebrospinal ［fluid］pressure
cerebrospinal ［fluid］rhinorrhea
cerebrospinal fluid （CSF）
cerebrospinal fluid absorption
cerebrospinal fluid ascites
cerebrospinal fluid cytology
cerebrospinal fluid dynamics
cerebrospinal fluid fistula
cerebrospinal fluid flow
cerebrospinal fluid formation
cerebrospinal fluid hypersecretion
cerebrospinal fluid lavage
cerebrospinal fluid leak［age］
cerebrospinal fluid shunt
cerebrospinal injury
cerebrospinal meningitis
cerebrovascular accident

cerebrovascular disease （CVD）
cerebrovascular insufficiency
cerebrovascular reactivity

cerebrovascular reconstruction
cerebrovascular reserve capacity 
　（CVRC）
cerebrovascular steal （phenomenon）
cerebrovascular surgery
cerebrovascular system
cerebrum
cervical ［spinal］fusion
cervical angina
cervical collar
cervical cord
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頚椎椎間板疾患
頚椎椎間板ヘルニア
頚椎椎間板切除［術］
頚膨大
頚椎屈曲性脊髄症
頚性頭痛｛＝cervicogenic headache｝
頚部損傷
頚部内頚動脈
頚髄症
頚性眼振
頚椎骨軟骨症｛＝spondylosis｝
頚椎骨棘
頚部神経根症
頚反射
頚部神経根切断［術］
頚肋
頚肋症候群
頚部脊柱管狭窄症
頚髄損傷
頚椎｛＝cervical vertebra｝
頚［部脊］椎症
頚椎症性筋萎縮［症］
頚椎症性脊髄症
頚椎亜脱臼
頚椎牽引
頚椎｛＝cervical spine｝
頚腕症候群
頚性頭痛｛＝cervical headache｝
頚髄延髄圧迫［症］
頚髄延髄接合部
頚髄延髄接合部腫瘍
チャドック反射
チェンバレン線｛軟口蓋後縁と大後頭

孔の後縁を結ぶ線｝
シャルコー動脈｛脳出血の好発動脈
｛＝lenticulostriate artery｝

シャルコー症候群

cervical disc（k） disease
cervical disc（k） hernia
cervical discectomy
cervical enlargement
cervical flexion myelopathy
cervical headache
cervical injury
cervical internal carotid artery
cervical myelopathy
cervical nystagmus
cervical osteochondrosis
cervical osteophyte
cervical radiculopathy
cervical reflex
cervical rhizotomy
cervical rib
cervical rib syndrome
cervical spinal canal stenosis
cervical spinal cord injury
cervical spine
cervical spondylosis （CS）
cervical spondylotic amyotrophy
cervical spondylotic myelopathy （CSM）
cervical subluxation
cervical traction
cervical vertebra
cervicobrachial syndrome
cervicogenic headache
cervicomedullary compression
cervicomedullary junction
cervicomedullary junction tumor
Chaddock reflex
Chamberlain line

Charcot artery

Charcot syndrome
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シャルコー3徴候
シャルコー・マリー・トゥース病
手掌・口症候群
巨指（症）
化学的除神経
化学的下垂体切除［術］
化学性髄膜炎
1.化学レセプター，2.化学受容体
1.ケモデクトーマ，2.非クロム親和性傍

神経節腫
化学的髄核融解［術］
化学放射線療法
1.結膜浮腫，2.結膜水腫
化学療法
チェーン･ストークス呼吸
キアリ奇形
キアリ1型奇形
キアリ2型奇形｛＝Arnold-Chiari 
　malformation｝
キアリ3型奇形
キアリ4型奇形
視交叉卒中
視交叉くも膜炎｛＝opticohiasmatic 
　arachnoiditis｝
視交叉槽
視交叉溝
小児虐待
小児欠神てんかん
下顎反射｛＝jaw reflex, mandibular
　reflex｝
中華料理店症候群
うっ血乳頭
1.真珠腫，2.コレステリン腫
1.コレステロール肉芽腫，2.コレステリン

肉芽腫
コリン作用（作動）［性］［の］
コリン作動［性］物質（薬）

Charcot triad
Charcot-Marie-Tooth disease
cheiro oral syndrome
cheiromegaly
chemical denervation
chemical hypophysectomy
chemical meningitis
chemoreceptor
chemodectoma

chemonucleolysis
chemoradiotherapy
chemosis
chemotherapy
Cheyne-Stokes respiration
Chiari malformation
Chiari type 1 malformation
Chiari type 2 malformation

Chiari type 3 malformation
Chiari type 4 malformation
chiasmal apoplexy
chiasmal arachnoiditis

chiasmatic cistern
chiasmatic groove
child abuse
childhood absence epilepsy
chin reflex

Chinese restaurant syndrome
choked disc（k）
cholesteatoma
cholesterol granuloma

cholinergic
cholinergic agent
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chondroblastoma
chondrocalcinosis
chondrocranium
chondrodysplasia

chondrodystrophia foetalis
chondrodystrophy（-phia）
chondroid chordoma
chondroma
chondromyxoid fibroma
chondrosarcoma
chorda tympani
chordoid glioma of the third ventricle
chordoid meningioma
chordoma
chordotomy
chorea
chorea acanthocytosis

chorea gravidarum
chorea minor
choreatic syndrome
choreic movement
choreiform movement
choreoathetosis
choriocarcinoma

chorioepithelioma
chorionic gonadotropin
choristoma
choroid plexus
choroid plexus carcinoma
choroid plexus cyst
choroid plexus papilloma
choroidal artery
choroidal fissure ［of lateral ventricle］
choroidal point

1.軟骨芽腫，2.軟骨芽（細胞）腫
軟骨石灰［沈着］［症］
軟骨性頭蓋
軟骨形成不全［症］｛＝achondroplasia, 
　dyschondroplasia｝
胎児性軟骨異栄養症
軟骨形成異常［症］
軟骨様脊索腫
軟骨腫
軟骨粘液線維腫
軟骨肉腫
鼓索（神経）
第三脳室脊索腫様膠腫
脊索腫様髄膜腫
脊索腫
コルドトミー，脊髄索切離術
1.舞踏病，2.舞踏運動
1.舞踏病−有棘赤血球症，2.有棘赤
　血球舞踏病
妊娠舞踏病
小舞踏病
舞踏病（様）症候群
舞踏［病］（性）（型）運動
舞踏［病］様運動
舞踏アテトーシス（アテトーゼ）［運動］
1.絨毛上皮腫，2.絨毛癌
　｛＝chorioepithelioma｝
1.絨毛上皮腫，2.絨毛癌
絨毛性ゴナドトロピン
1.分離腫，2.迷芽腫
脈絡叢
脈絡叢癌
脈絡叢嚢（のう）胞
脈絡叢乳頭腫
脈絡叢動脈｛脈絡動脈は誤り｝
脈絡裂
脈絡点
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脈絡叢型
色視症
1.クロモブラストミコーシス，2.色素酵母

菌症
クロモグラニン
好色素性腺腫
嫌色素性腺腫
染色体異常
染色体異常
染色体マーカー
染色体組換え
慢性癒着性くも膜炎
慢性脳虚血
慢性群発頭痛
1.慢性頭痛，2.習慣性頭痛
1.慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ

チー，2.慢性炎症性脱髄性多発神
経障害

慢性発作性片側〔ヘンソク〕頭痛
ヘルペス後慢性神経痛
外傷後慢性頭痛
慢性脊髄圧迫［症］
慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下水腫
慢性緊張型頭痛
暦年齢
チャーグ−ストラウス症候群（アレル

ギー性肉芽腫性血管炎）
クボステック徴候
キモパパイン
シレンジタイド
線毛
毛様体反射
毛様脊髄反射
シネMRI
帯状回ヘルニア

choroidal type
chromatopsia
chromoblastomycosis

chromogranin
chromophil（-ic） adenoma
chromophobe（-bic） adenoma
chromosomal aberration
chromosomal anomaly
chromosome marker
chromosome recombination
chronic adhesive arachn［oid］itis
chronic cerebral ischemia
chronic cluster headache
chronic daily headache
chronic inflammatory demyelinating
　polyneuropathy （CIDP）

chronic paroxysmal hemicrania
chronic post［-］herpetic neuralgia
chronic post-traumatic headache
chronic spinal compression
chronic subdural hematoma （CSDH or
　CSH）
chronic subdural hygroma
chronic tension headache
chronologic［al］age
Churg-Strauss syndrome

Chvostek sign
chymopapain
cilengitide
cilia
ciliary reflex
ciliospinal reflex
cine MRI
cingular（-late） herniation

46



clef

帯状回
帯状溝
1.帯状回切裁術，2.帯状回破壊術
帯状束
日〔ニチ〕周期
月〔ゲツ〕周期
年周期
ウィリス［動脈］輪｛＝circulus 
　arteriosus cerebri｝
環状骨折｛＝ring fracture｝
頭囲｛＝head circumference｝
回旋動脈
シスプラチン

［脳］槽｛日本解剖学名では「槽」のみ｝
大槽｛解剖学用語ではcisterna 
　cerebellomedularis｝
脳槽ドレナージ（排液［法］）
脳槽灌流
脳槽灌流療法
脳槽圧
大槽穿刺｛＝suboccipital puncture｝
脳槽造影［法］
1.クランプ，2.鉗子，3.把握器
折りたたみナイフ現象
折りたたみナイフ様硬直
折りたたみナイフ様痙縮
典型［的］片頭痛｛国際分類では
　migraine with aura｝
クロード症候群
跛行｛＝limping gait｝
前障
鷲手
鉤足〔カギアシ〕
明細胞上衣腫
明細胞髄膜腫
1.口唇裂，2.兎唇
口蓋裂

cingulate gyrus
cingulate sulcus
cingulotomy
cingulum
circadian rhythm
circalunar rhythm
circannual rhythm
circle of Willis

circular fracture
circumference of head
circumferential artery
cisplatin （CDDP）
cistern
cisterna magna〈L〉

cisternal drainage
cisternal irrigation
cisternal irrigation therapy
cisternal pressure
cisternal puncture
cisternography
clamp
clasp-knife phenomenon
clasp-knife rigidity
clasp-knife spasticity
classic migraine

Claude syndrome
claudication
claustrum
claw hand
clawfoot （claw foot）
clear cell ependymoma
clear cell meningioma
cleft lip
cleft palate
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鎖骨頭蓋形成不全［症］
1.更年期症候群，2.閉経症候群
登上線維
1.臨床試験，2.臨床治験
1.鞍状頭，2.扁平頭
床突起［部］・傍床突起［部］動脈瘤
前床突起［部］髄膜腫
クリップ
クリッピング
斜台［部］腫瘍
斜台
間代〔カンタイ〕性痙攣（けいれん）
間代発作
クローン化可能細胞
1.クローヌス，2.間代
閉鎖性骨折
閉鎖性頭部外傷
非開放性椎骨動脈損傷
血栓回収［術］　
意識混濁｛＝Bewubtseinstrubung 
〈G〉｝

クローバー葉頭蓋
　｛＝Kleeblattschadel 〈G〉｝
クローバー葉頭蓋症候群
クロワード法
彎［曲］足
彎［曲］手
群発呼吸
群発頭痛
炭酸ガスレーザー｛＝carbon dioxide 

laser｝
二酸化炭素ナルコーシス
二酸化炭素反応性
凝固障害
凝固ピンセット
粗大振戦
1.コーティング，2.被覆術

cleidocranial dysostosis
climacteric syndrome
climbing fiber
clinical trial
clinocephaly
clinoid/paraclinoid aneurysm
clinoidal meningioma
clip
clipping
clival tumor
clivus〈L〉
clonic convulsion
clonic seizure
clonogenic cell
clonus
closed fracture
closed head injury
closed vertebral artery trauma
clot retriever
clouding of consciousness

cloverleaf skull

cloverleaf skull syndrome
Cloward procedure
clubfoot （club foot）
clubhand （club hand）
cluster breathing
cluster headache
CO2 laser

CO2 narcosis
CO2 reactivity
coagulation disorder
coagulation forceps
coarse tremor
coating
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コブ症候群
コクシジオイデス［真菌症］
蝸牛
蝸牛神経
蝸牛神経核
蝸牛眼輪筋反射｛＝cochleo-palpebral 

reflex｝
蝸牛眼瞼反射
　｛＝acoustico［-］palpebral reflex｝
蝸牛瞳孔反射
コケイン症候群
1.認知，2.認識
認知機能｛高次脳機能全般を指す｝
高次脳機能障害
認知リハビリテーション
歯車〔ハグルマ〕様眼球運動
歯車現象
歯車様強剛
1.コイル，2.塞栓術用コイル
コイル圧縮
コイル塞栓術
1.コイリング，2.コイル塞栓術
寒冷誘発浮腫
寒冷損傷
冷［感］覚
仙痛
1.コラーゲン，2.膠原
虚脱
側副循環
側芽形成
側副溝
コレ･シカール症候｛＝Sicard-Collet 
　syndrome｝
丘動脈
コリンズの法則
衝突腫瘍
コロイド嚢（のう）胞

Cobb syndrome
coccidioidomycosis
cochlea
cochlear nerve
cochlear nucleus
cochleo-orbicular reflex

cochleo-palpebral reflex

cochleo-pupillary reflex
Cockayne syndrome
cognition
cognitive function
cognitive impairment
cognitive rehabilitation
cogwheel ocular movement
cogwheel phenomenon
cogwheel rigidity
coil
coil compaction
coil embolization
coiling
cold induced edema
cold lesion
cold sensation
colic
collagen
collapse
collateral circulation
collateral sprouting
collateral sulcus
Collet-Sicard syndrome

collicular artery
Collins' law
collision tumor
colloid cyst
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虹彩欠損
コロニー刺激因子
色彩失認
色名呼称不能
色盲｛＝achromatopsia（-psy）｝
1.カラードプラ（画像）法，2.カラードプラ

イメージング
色視野
1.色知覚，2.色覚認知
色覚｛＝color vision｝
色覚
色弱
1.コルポセファリー，2.側脳室後角拡大
［症］

1.柱〔チュウ〕，2.束〔ソク〕，3.索
脳弓柱
昏睡
昏睡尺度
覚醒昏睡｛＝vigilant coma｝
多剤併用化学療法｛＝combined 
　chemotherapy｝
多剤併用化学療法
複合聾（ろう）
複合感覚
粉砕骨折
脊髄前白交連

交連線維
脊髄交連切裁［術］｛＝midline 
　myelotomy｝
交連
1.交連離断術，2.交連破壊術
総頚動脈

［半規管］総脚
普通型片頭痛｛国際分類では
　migraine without aura｝

coloboma iris
colony stimulating factor
color agnosia
color anomia
color blindness
color doppler imaging

color field
color perception
color sensation （sense）
color vision
color weakness
colpocephaly

column
columna fornicis 〈L〉
coma
coma scale
coma vigil〈F〉
combination chemotherapy

combined chemotherapy
combined deafness
combined sensation
comminuted fracture
commissura alba ［anterior］［medllae 
　spinalis］〈L〉
commissural fiber
commissural myelotomy

commissure
commissurotomy
common carotid artery （CCA）
common crus of semicircular ducts
common migraine
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脳振盪（とう）｛＝brain concussion, 
　cerebral concussion｝
交通性水頭症
区画分析
代償性水頭症
完全寛解
完全寛解

［完全］奏効期間
完成脳卒中
複雑部分発作
複合性局所疼痛症候群
1.コンプライアンス，2.圧縮率
複雑型片頭痛
合併症
1.複雑骨折，2.複合骨折
脊髄圧迫［症］｛＝spinal compression, 
　spinal cord compression｝
圧迫骨折
圧迫損傷
圧迫性脊髄症
圧迫性ニューロパチー
　｛＝entrapment neuropathy｝
圧迫性麻痺｛＝pressure paralysis 
　（palsy）｝
易〔イ〕感染性宿主
強迫衝動
強迫行為
強迫観念
強迫笑い
コンピュータ断層撮影法
CT脊髄撮影法
コンピュータZ軸
コンピュータ画像再構成
求心性視野狭窄
水疱性甲介
共動性斜視
コンコルド体位

commotio cerebri〈L〉

communicating hydrocephalus
compartmental analysis
compensated hydrocephalus
complete remission
complete response （CR）
complete response duration 
completed stroke
complex partial seizure （CPS）
complex regional pain syndrome
compliance
complicated migraine
complication
compound fracture
compressio myeli〈L〉

compression fracture
compression injury
compression myelopathy
compression neuropathy

compression paralysis

compromised host
compulsion
compulsive act
compulsive idea
compulsive laughter
computed tomography （CT）
computed tomography myelography
computed Z-axis
computer reconstruction
concentric contraction of visual field
concha bullosa 〈L〉
concomitant strabismus
concorde position
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振盪（とう）
伝導性失語［症］
伝導時間
伝導速度
伝音性難聴
後頭顆形成不全［症］
第三顆状突起
作話［症］｛＝fabrication｝
1.散在性小白斑，2.「金平糖」様散在

性小白斑
静脈洞交会｛臨床的にはtorcular 
　herophiliが慣用される｝，
　｛＝confluence of sinuses｝
対坐法
対坐試験
錯乱
錯乱状態
先天異常｛＝inborn error｝
先天性中脳水道狭窄［症］
先天性脳腫瘍
先天性脳動脈瘤
先天性嚢（のう）胞
先天性頭皮欠損
先天性皮膚洞
先天性疾患
先天性水頭症
先天性眼振
先天性脊髄空洞症
先天性斜頚
先天性腫瘍
脳神経外科コングレス（会議）
合同性半盲｛左右の半盲の形が一致

するもの｝
共同偏視
共同眼球運動
共同注視
共同運動｛＝conjugation｝

concussion
conduction aphasia
conduction time
conduction velocity
conductive deafness
condylar hypoplasia
condylus tertius〈L〉
confabulation
confetti skin lesions

confluence sinuum〈L〉

confrontation method
confrontation test
confusion
confusional state
congenital abnormality （anomaly）
congenital aqueductal stenosis
congenital brain tumor
congenital cerebral aneurysm
congenital cyst
congenital defect of scalp
congenital dermal sinus
congenital disease
congenital hydrocephalus
congenital nystagmus
congenital syringomyelia
congenital torticollis
congenital tumor
Congress of Neurological Surgeons
congurous hemianop［s］ia

conjugate deviation
conjugate eye movement
conjugate gaze
conjugate movement
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眼球共同運動
共同性眼振
眼球共同運動麻痺
共同運動
結膜反射
意識
意識レベル
共感性対光反射
共感性瞳孔反応
視野狭窄
構成失行
消費性凝固障害
随伴陰性変動
緩徐持続注入

持続脳室ドレナージ（排液［法］）
連続波ドップラー法

収縮型｛注：血管平滑筋細胞の形質を
示す用語｝

収縮
拘縮
対側到達法
対側反射｛Brudzinski signの一つ｝
造影［剤増強］CT
造影［剤増強］MRI
造影増強［法］
造影剤
反向発作
反衝出血
1.対側損傷｛読み方：コントル･クー｝，

2.反衝損傷｛＝contrecoup lesion｝
1.対側損傷，2.反衝損傷
挫傷
挫傷性出血
脊髄円錐｛＝medullary cone｝
円錐刺激［術］

conjugate movement of eyes
conjugate nystagmus
conjugate paralysis
conjugation
conjunctival reflex
consciousness
consciousness level
consensual light reflex
consensual pupillary reaction
constriction of visual field
constructional apraxia
consumption coagulopathy
contingent negative variation （CNV）
continuous column slow injection 
　method
continuous ventricular drainage （CVD）
continuous ［-］wave Doppler 

［sonography］（CWD）
contractile type

contraction
contracture
contralateral approach
contralateral reflex
contrast enhanced CT
contrast enhanced MRI
contrast enhancement
contrast medium
contraversive seizure
contrecoup hemorrhage
contrecoup injury

contrecoup lesion
contusion
contusion hemorrhage
conus medullaris〈L〉
conus stimulation
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1.脊髄円錐症候群，2.円錐部症候群
1.輻輳，2.収束
輻輳眼振
輻輳麻痺
輻輳反射
輻輳痙攣
内斜視｛＝esotropia, internal 
　strabismus｝

［大脳］円蓋部
円蓋部髄膜腫

［脳］回｛＝gyrus｝｛日本解剖学名では
「回」のみ｝

脳回圧痕｛＝convolutional marking｝
脳回圧痕
痙攣（けいれん）誘発物質
痙攣（けいれん）｛＝cramp｝
痙攣（けいれん）性疾患
痙攣（けいれん）疼痛性チック
痙攣（けいれん）性発作
痙攣（けいれん）状態
痙攣（けいれん）性失神｛虚血性失神

に続いて痙攣の起こるもの｝
痙攣（けいれん）性チック
協調運動｛＝coordination, 
　synergy（-gia）｝
協調運動
コプラー点
脊髄膀胱
脊髄徴候
瞳孔偏位
角膜反射
コーネル健康調査指数
角膜下顎反射
アンモン角｛＝Ammon horn｝
放線冠
冠状断
冠状縫合

conus syndrome
convergence
convergence nystagmus
convergence paralysis
convergence reflex
convergence spasm
convergent strabismus

convexity
convexity meningioma
convolution

convolutional impression
convolutional marking
convulsant
convulsion
convulsive disorder
convulsive painful tic
convulsive seizure
convulsive state
convulsive syncope

convulsive tic
coordinated movement

coordination
copular point
cord bladder
cord sign
corectopia
corneal reflex
Cornell medical index （CMI）
corneo-mandibular reflex
cornu ammonis〈L〉
corona radiata〈L〉
coronal section
coronal suture
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冠状縫合骨癒合［症］
1.冠動脈撮影，2.冠動脈造影（法）
冠動脈ステント
椎体切除（摘出）［術］
四丘体
脳梁
ルイ（リュイ）体｛＝Luys body, 
　nucleus of Luys, subthalamic 
　nucleus｝
線条体
皮質
皮質無形成
皮質動脈
皮質萎縮
皮質［性］盲
皮質挫傷
皮質［性］聾（ろう）
皮質導出静脈
皮質形成異常［症］
皮質性てんかん
皮質切除［術］｛＝corticectomy, cortical 

resection｝
皮質機能
皮質機能局在

［大脳］皮質マッピング（地図作成）
皮質代謝
皮質切除［術］｛＝corticectomy, cortical 

excision｝
皮質刺激［術］
1.皮質結節，2.大脳皮質結節
皮質静脈血栓症
皮質切除［術］

（大脳）皮質基底核変性症
皮質橋線維
皮質赤核路

［大脳］皮質脊髄路｛前（anterior）お
よび外側（lateral）皮質脊髄路｝

coronal synostosis
coronary angiography
coronary stent
corpectomy
corpora quadrigemina 〈L〉
corpus callosum〈L〉（CC）
corpus luysi［i］〈L〉

corpus striatum
cortex
cortical agenesis
cortical artery
cortical atrophy
cortical blindness
cortical contusion
cortical deafness
cortical drainage
cortical dysplasia
cortical epilepsy
cortical excision

cortical function
cortical localization
cortical mapping
cortical metabolism
cortical resection

cortical stimulation
cortical tuber
cortical venous thrombosis
corticectomy
corticobasal degeneration （CBD）
corticopontine fibers
corticorubral tract
corticospinal tract
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副腎皮質ホルモン療法
皮質切開［術］
副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
肋［骨］鎖［骨］症候群
コステン症候群
肋軟骨移植［片］
肋骨横突起切除［術］
咳嗽（そう）性頭痛
咳嗽（そう）反射
咳嗽（そう）性失神｛＝tussive 
　syncope｝
顔貌
指数弁
直撃損傷｛読み方：クー｝
カウデン症候群
小脳橋角部｛＝cerebellopontine 
　angle｝

［頭蓋］破壷〔ハコ〕［共鳴］音
　｛＝cracked pot sound｝

［頭蓋］破壷音｛＝Macewen sign｝
1.有痛性攣縮，2.痙攣（けいれん）
頭蓋動脈炎｛＝temporal arteritis｝
頭蓋底｛＝skull base｝
頭蓋底腫瘍｛＝skull base tumor｝
頭蓋骨（ずがいこつ）｛＝skull｝
頭蓋腔
頭蓋欠損｛＝skull defect｝
頭蓋閉鎖［縫合］不全［症］
頭蓋窩
頭蓋髄膜瘤｛＝craniomeningocele｝
脳神経
脳神経モニタリング
脳神経麻痺
副神経延髄根
頭蓋［の］縫合｛日本解剖学名は「の」

が入る｝
頭蓋腫瘍｛＝skull tumor｝

corticosteroid therapy
corticotomy
corticotropin-releasing hormone （CRH）
cost clavicular syndrome
Costen syndrome
costochondral graft
costo-transversectomy
cough headache
cough reflex
cough syncope

countenance
counting fingers
coup injury
Cowden syndrome
CP angle

cracked-pot resonance

cracked-pot sound
cramp
cranial arteritis
cranial base
cranial base tumor
cranial bone
cranial cavity （space）
cranial defect
cranial dysraphism
cranial fossa
cranial meningocele
cranial nerve
cranial nerve monitoring
cranial nerve palsy
cranial root of accessory nerve
cranial suture

cranial tumor
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頭蓋円蓋部｛穹窿は用いないこととする｝
頭蓋［骨］切除［術］，骨切除開頭［術］
頭蓋（骨）骨幹端異形成症
頭蓋瘤
頭蓋骨・脳（の）容積不均衡
頭蓋頚椎接合部異常
1.頭蓋頚椎接合部，2.頭蓋頚椎移行部
頭蓋鎖骨形成不全［症］
頭蓋顔面［骨］形成不全［症］
頭蓋顔面異常
頭蓋顔面痛
頭蓋顔面手術
頭蓋顔面外傷
頭蓋裂孔
頭蓋学
頭蓋骨軟化［症］
頭蓋髄膜瘤｛＝cranial meningocele｝
頭蓋計測点
頭蓋計測［法］
頭蓋結合体
頭蓋疾患
頭蓋咽頭腫
頭蓋形成［術］
頭蓋･脊椎破裂
頭蓋［披］裂，二分頭蓋｛＝cranium
　bifidum 〈L〉｝
狭頭症｛＝stenocephaly｝
開頭［術］
頭蓋骨［縫合早期］癒合［症］
開頭器，クラニオトーム
頭蓋局所解剖学
頭蓋脊椎接合部異常
頭蓋［骨］脊椎骨［骨］［移行部］
頭蓋〔ズガイもしくはトウガイ〕
1.嚢（のう）胞性二分頭蓋，2.嚢（のう）
　胞性頭蓋披裂
1.潜在性二分頭蓋，2.潜在性頭蓋披裂

cranial vault
craniectomy
cranio metaphyseal dysplasia
craniocele
craniocerebral disproportion
craniocervical anomaly
craniocervical junction
craniocleidodysostosis
craniofaciai dysostosis （dysplasia）
craniofacial anomaly
craniofacial pain
craniofacial surgery
craniofacial trauma
craniolacunia
craniology
craniomalacia
craniomeningocele
craniometric point
craniometry
craniopagus
craniopathy
craniopharyngioma
cranioplasty
craniorachischisis
cranioschisis

craniostenosis
craniotomy
craniosynostosis
craniotome
craniotopography
craniovertebral anomaly
craniovertebral junction
cranium
cranium bifidum cysticum〈L〉

cranium bifidum occultum〈L〉
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1.二分頭蓋，2.頭蓋［披］裂
挙睾筋反射
クロイツフェルト･ヤコブ病
篩板
膨大部稜
鶏冠
横稜｛＝transverse crest｝
ワニの涙
ワニの涙症候群｛＝syndrome of 
　crocodile tears｝
交叉性失語［症］
交叉性遠隔性小脳機能障害
交叉性塞栓症｛＝paradoxical 
　embolism｝
交叉性伸展反射
交叉性片麻痺｛＝alternating 
　hemiplega｝
クルーゾン病
クルーゾン症候群｛Crouzon disease
　を優先して用いる｝
交叉性麻痺
脳弓脚　（＝crus of fornix）
大脳脚｛＝cerebral peduncle｝
1.挫傷，2.圧挫損傷
松葉杖
杖歩行
1.凍結手術，2.凍結外科
潜在性血管腫
潜在性動静脈奇形
クリプトコッカス肉芽腫
クリプトコッカス性髄膜炎
クリプトコッカス症｛＝torulosis｝
潜因性てんかん
結晶沈着［症］
CT脳槽造影［法］
CT脊髄造影
CTスキャン

cranium bifidum〈L〉
cremasteric reflex
Creutzfeldt-Jakob disease （CJD）
cribriform plate
crista ampullaris
crista galli
crista transverse
crocodile tears
crocodile tears syndrome

crossed aphasia
crossed cerebellar diaschisis
crossed embolism

crossed extension reflex
crossed hemiplegia

Crouzon disease
Crouzon syndrome

cruciate paralysis
crura fornicis
crus cerebri〈L〉
crush injury
crutch
crutch walking
cryosurgery
cryptic angioma
cryptic arteriovenous malformation
cryptococcal granuloma
cryptococcal meningitis
cryptococcosis
cryptogenic epilepsy
crystal deposition
CT cisternography
CT myelography
CT scan
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CT定位［的］［脳］手術
CT誘導定位吸引［術］

CT誘導定位脳手術

肘管症候群
山頂
楔状束
楔
治療切除
1.鋭匙，2.キュレット
電流双極子
カーテン徴候
クッシング病
クッシング現象
クッシング反応
クッシング症候群
皮膚軟膜血管腫［症］
皮膚黒色症
皮膚神経線維腫
皮膚瞳孔反射｛＝ciliospinal reflex, 
　skin-pupillary reflex｝
皮膚反射｛＝skin reflex｝
皮膚感覚
切削用バルーン
C波
周期性嘔吐［症］
シクロフォスファミド
単眼［症］
毛様体筋麻痺
毛様体筋攣縮
円柱腫｛廃語＝adenoid cystic 
　carcinoma｝
嚢（のう）胞
嚢（のう）胞形成
透明中隔嚢（のう）胞
嚢（のう）胞くも膜下腔シャント

CT stereotaxis （-xy）
CT-guided stereotactic （stereotaxic）
　aspiration ［surgery］
CT-guided stereotactic （stereotaxic）
　surgery
cubital tunnel syndrome
culmen〈L〉
cuneate fasciculus
cuneus
curative surgery
curet［te］
current dipole
curtain sign
Cushing disease
Cushing phenomenon
Cushing response
Cushing syndrome
cutaneous leptomeningeal angiomatosis
cutaneous melanosis
cutaneous neurofibroma
cutaneous pupil reflex

cutaneous reflex
cutaneous sensation
cutting balloon
C-wave
cyclic［al］vomiting
cyclophosphamide
cyclopia （-ps）
cycloplegia
cyclospasm
cylindroma

cyst
cyst formation
cyst of cavum septi pellucidi
cyst subarachnoid shunt
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嚢（のう）胞性脳腫瘍
嚢（のう）胞性髄膜腫
嚢（のう）胞性腫瘍
嚢（のう）虫症
膀胱内圧測定
嚢（のう）胞腹腔シャント
シタラビン｛=Ara-C｝
細胞分化｛＝cell differentiation｝
細胞発生［過程］
サイトケラチン｛上皮性の中間径フィラ

メントの蛋白質｝
サイトカイン
巨大細胞封入体病
サイトメガロウイルス
細胞質
細胞切除
細胞毒性浮腫
細胞毒性

デスモプレシン　（D-アルギニンバソプ
レッシ誘導体）

ダンディ･ウォーカー奇形
ダンディ･ウォーカー症候群
新規（の）
1.来院時死亡，2.到着時死亡
求心路遮断
求心路遮断痛
1.聾（ろう），2.難聴
1.デブリドマン，2.創面切除［術］，3.挫

滅壊死組織除去［法］，4.辺縁切除
［術］

除脳姿勢
除脳硬直
除脳｛大脳の除去を指す｝
減圧［術］

cystic brain tumor
cystic meningioma
cystic tumor
cysticercosis
cystometry
cystoperitoneal shunt
cytarabine
cytodifferentiation
cytogenesis
cytokeratin

cytokine
cytomegalic inclusion disease （CID）
cytomegalovirus
cytoplasm
cytoreduction
cytotoxic edema
cytotoxicity

D
D（d）esmopressin 

Dandy-Walker malformation
Dandy-Walker syndrome
de novo 〈L〉
dead on arrival （DOA）
deafferentation
deafferentation pain
deafness
debridement〈F〉（debridement）

decerebrate posture
decerebrate rigidity
decerebration
decompression ［surgery］
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除皮質姿勢
除皮質硬直
除皮質
1.臥床姿勢，2.褥創｛decubitus ulcerの

省略語｝
褥創｛＝pressure sore, bed sore｝
深部腹壁反射｛＝abdominal muscle 
　reflex｝
深部脳波記録
脳深部刺激［術］［療法］　
深頚動脈
深昏睡
深低体温
深中大脳静脈
深部痛
深部痛覚
深部反射
深部感覚
深側頭動脈
深部腱反射｛推奨されない用語である｝
深部静脈血栓症
深在痛
排便
防御反射
1.変形，2.奇形
1.変性脊椎すべり症，2.無分離脊椎
　辷り症
嚥下〔エンゲ〕｛＝swallowing｝
脱水剤
1.デジャヴ，2.既視感
デジェリン･ルーシー症候群
遅延時間
遅発性脳虚血
遅発性硬膜外出血
遅発性てんかん｛＝tardy epilepsy｝
遅発性虚血性［神経］脱落症状

decorticate posture
decorticate rigidity
decortication
decubitus

decubitus ulcer
deep abdominal reflex

deep brain EEG recording
deep brain stimulation （DBS）
deep cervical artery
deep coma
deep hypothermia
deep middle cerebral vein
deep pain
deep pain sense
deep reflex
deep sensation
deep temporal artery
deep tendon reflex （DTR）
deep vein thrombosis （DVT）
deep-seated pain
defecation
defense reflex
deformity
degenerative spondylolisthesis

deglutition
dehydrators
deja vu〈F〉
Dejerine-Roussy syndrome
delay time 
delayed cerebral ischemia
delayed epidural hemorrhage
delayed epilepsy
delayed ischemic neurologic deficits 
　（DIND）
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遅発性虚血症候群
言語発達遅滞｛＝delayed speech｝
運動発達遅滞
遅発性神経細胞壊死
遅発性神経毒性
外傷後遅発性脳卒中
遅発性放射線血管障害
遅発性放射線効果
1.晩発性放射線壊死，2.遅発性放射

線壊死
言語発達遅滞｛speechを発話とはし

ない｝｛＝delayed language｝
遅発性外傷性脳卒中
遅発性外傷性脳内血腫

せん（譫）妄
振戦せん（譫）妄
デルタ律動
デルタ波
三角筋反射
関係妄想
妄想観念
小刻み歩行｛＝marche a petits pas
　〈F〉｝
認知症｛＝Demenz 〈G〉｝
アルツハイマー型認知症
麻痺性認知症
認知症｛＝dementia｝
脱髄
脱髄疾患
脱髄性脳症
樹状突起
1.脱神経，2.神経支配喪失
脱神経性過敏
軸椎歯突起｛解剖用語ではdens歯突起｝
歯状回
歯状靱帯

delayed ischemic syndrome
delayed language
delayed motor development
delayed neuronal death
delayed neurotoxicity
delayed posttraumatic apoplexy
delayed radiation angiopathy
delayed radiation effect
delayed radiation necrosis

delayed speech

delayed traumatic apoplexy
delayed traumatic intracerebral 
　hematoma
delirium
delirium tremens〈L〉
delta（d） rhythm
delta（d） wave
deltoid reflex
delusion of reference
delusional idea
demarch a petits pas〈F〉

dementia
dementia of Alzheimer type （DAT）
dementia paralytica〈L〉
Demenz〈G〉
demyelin［iz］ation
demyelinating disease
demyelinating encephalopathy
dendrite
denervation
denervation supersensitivity
dens axis〈L〉
dentate gyrus
dentate ligament
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歯状核
脱分極
1.陥没骨折，2.陥凹骨折
1.頭蓋陥没骨折，2.頭蓋陥凹骨折
うつ病
深部電極
ダービーハット型骨折
皮膚嚢（のう）胞
皮膚洞
皮膚分節
皮膚筋炎
皮膚紋画症
類皮腫｛＝dermoid tumor, dermoid 
　cyst｝
類皮嚢（のう）胞
類皮腫｛＝dermoid cyst｝
皮膚脂肪腫
下行大動脈
下行（性）網様体賦活系
デスミン
類腱腫
線維形成性乳児星細胞腫

線維形成性乳児神経節膠腫

線維形成髄芽腫
線維形成性神経外胚葉性腫瘍
破壊性脊椎骨折関節症
脱同期
離脱型バルーン
離脱型バルーンカテーテル
離脱式コイル
排尿筋反射亢進
排尿筋
発達年齢
発生異常
発達指数

dentate nucleus
depolarization
depressed fracture
depressed skull fracture
depression
depth electrode
derby hat fracture
dermal cyst
dermal sinus
dermatome
dermatomyositis
dermography（-phia）
dermoid

dermoid cyst
dermoid tumor
dermolipoma
descending aorta
descending reticular activating system
desmins
desmoid
desmoplastic infantile astrocytoma 
　（DIA）
desmoplastic infantile ganglioglioma 
　（DIG）
desmoplastic medulloblastoma
desmoplastic neuroectodermal tumor
destructive spondyloarthropathy
desynchronization
detachable balloon
detachable balloon catheter
detachable coil
detrusor hyperreflexia
detrusor muscle
developmental age
developmental anomaly
developmental quotient （DQ）
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発達遅滞
発生学的脊柱管狭窄症
発生学的静脈形成異常
偏位｛＝shift｝
偏位眼振｛＝end-position nystagmus｝
1.装置，2.道具
1.右利きの，2.右利きの人｛1.形容詞，

2.名詞的用法｝
右利き
右手利きの
尿崩症
糖尿病性血管障害
糖尿病性昏睡
糖尿病性神経炎
糖尿病性ニューロパチー
拮抗運動反復
診断基準
1.診断用画像，2.画像診断
1.診断法，2.診断手技，3.診断手順
透析認知症｛＝dialysis 
　encephalopathy syndrome｝
透析平衡障害症候群
透析脳症
ダイアモックス
横隔膜ペーシング
鞍隔膜
遠隔障害
縫合離開
割髄症
両耳分離聴力検査
間脳性健忘
間脳症
間脳性てんかん
間脳症候群
間脳静脈
間脳性るいそう
間脳

developmental retardation
developmental spinal canal stenosis
developmental venous anomaly
deviation
deviational nystagmus
device
dextral

dextrality
dextromanual
diabetes insipidus
diabetic angiopathy
diabetic coma
diabetic neuritis
diabetic neuropathy
diadochokinesis（-sia）
diagnostic criteria
diagnostic imaging
diagnostic procedure
dialysis dementia

dialysis dysequilibrium syndrome
dialysis encephalopathy
Diamox
diaphragm pacing
diaphragma sellae
diaschisis
diastasis of suture
diastematomyelia
dichotic listening test
diencephalic amnesia
diencephalic encephalopathy
diencephalic epilepsy
diencephalic syndrome
diencephalic vein
diencephalic wasting
diencephalon〈L〉
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嚥下困難｛＝swallowing difficulty, 
　swallowing disturbance｝
排尿困難｛＝dysuria｝
びまん性星細胞腫
びまん性軸索損傷
広範性脳損傷
広範性脳腫脹
広範性骨内皮腫｛＝Ewing sarcoma｝
広範性投射系
広範性硬化症
広範性視床皮質投射系

拡散強調画像
指〔シ〕圧痕
1.デジタル減算血管造影［法］，2.デ

ジタルサブトラクションアンジオグラ
フィー

ジメチルスルホキシド
両麻痺
板間嚢（のう）胞
板間静脈
1.重複脊髄，2.二重脊髄
複視｛＝double vision｝
直接対光反射
直接経皮的血管形成術

直接（静脈）洞内パッキング
方向見当識障害
1.生活機能障害，2.不能，3.機能障害
機能障害評点
椎間板｛＝intervertebral disc（k）｝
椎間板変性
椎間板ヘルニア｛＝disc（k）herniation, 

disc（k）hernia, herniated disc（k）, 
herniation of intervertebral disc（k）, 
intervertebral disc（k）hernia, soft 
disc（k）｝

difficulty in swallowing

difficulty of urination
diffuse astrocytoma
diffuse axonal injury （DAI）
diffuse brain injury （DBI）
diffuse cerebral swelling （DCS）
diffuse endothelioma of bone
diffuse projection system
diffuse sclerosis
diffuse thalamocortical projection 
　system
diffusion-weighted image （DWI）
digital impression
digital subtraction angiography （DSA）

dimethyl sulfoxide （DMSO）
diplegia
diploic cyst
diploic vein
diplomyelia
diplopia
direct light reflex
direct percutaneous transluminal 
　angioplasty
direct sinus packing
directional disorientation
disability
disability score
disc（k）
disc（k） degeneration
disc（k） hernia
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disc（k） herniation
disc（k） protrusion
disc（k） space
disc（k）hernia
disc（k）itis
disc（k）ography
disc（k）olysis
discectomy
discharge
disconnection syndrome
discriminative sensation
disease-free survival （DFS）
disease-specific survival （DSS）
disequilibrium
disinhibition
dislocation
disorientation
disproportionate atrio-occipital 
　dilatation
disproportionately large communicating 
　fourth ventricle
dissecting aneurysm
dissection
dissector
disseminated intravascular coagulation 
　（DIC）
disseminated myelitis
disseminated sclerosis

dissemination
dissociated anesthesia

dissociated nystagmus

dissociated sensory loss
dissociation
dissociation of sensibility

椎間板ヘルニア
椎間板突出
椎間板腔
椎間板ヘルニア
椎間板炎
椎間板造影［法］
椎間板溶解［術］
椎間板切除［術］
1.放電，2.発射，3.退院
1.離断症候群，2.分離症候群
識別感覚｛＝epicritic sensation｝
無病生存期間
疾患特定生存率
平衡障害｛＝dysequilibrium｝
脱抑制
1.脱臼，2.転位
1.失見当職，2.見当識障害，3.定位障害
三角部･後角不均衡拡張［症］

不均衡拡大性交通性第四脳室

解離性動脈瘤
1.切離，2.解剖，3.切開，4.解離
剥離子
播種性血管内凝固

散在性脊髄炎
多発性硬化症｛＝multiple sclerosis 
　MS）｝
播種〔ハシュ〕
解離性感覚脱（消）失

解離性眼振｛＝incongruent 
　nystagmus｝
解離性感覚障害
解離
感覚解離｛＝sensory dissociation｝
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遠位［部］動脈瘤
遠位硬膜輪
遠位筋
遠隔徴候｛前大脳動脈の偏位，弧状

偏位（round shift）ともいう｝
遠隔症候群
骨形成性延長術
意識障害
廃用性萎縮
廃用症候群
昼間〔チュウカン〕てんかん
日〔ニチ〕内周期
開散眼振
開散麻痺｛＝divergence paralysis｝
開散麻痺
憩室
1.めまい（眩暈）［感］｛広義｝，2.浮動性

めまい（眩暈）｛狭義｝
長頭［蓋］
長頭［蓋］［症］
延長拡張［症］
巨大蛇行動脈
人形の目現象
人形の目徴候
人形の目試験
人形の頭･目現象｛＝oculocephalic 
　reflex｝
疼痛｛＝pain｝
優位
優位性
優位半球
優位律動
ドパミン
ドップラー血流計測
超音波ドップラー診断［法］
ドップラー流速検査［法］
ドレロ管

distal aneurysm
distal dural ring
distal muscle
distant pressure effect

distant syndrome
distraction osteogenesis
disturbance of consciousness
disuse atrophy
disuse syndrome
diurnal epilepsy
diurnal rhythm
divergence nystagmus
divergence palsy
divergence paralysis
diverticulum
dizziness

dolichocephalus
dolichocephaly
dolichoectasia
dolichomegalic artery
doll's eye phenomenon
doll's eye sign
doll's eye test
doll's head eye phenomenon

dolor〈L〉
dominance
dominancy
dominant hemisphere
dominant rhythm
dopamine
Doppler flowmetry
Doppler ultrasonography
Doppler velocimetry
Dorello canal
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後索刺激［術］
背側嚢胞
背側間脳静脈
背側髄膜動脈
背側根動脈
後枝
後根｛＝posterior root｝
後根進入部
後根進入部損傷
背側交感神経切除［術］
後外側路｛＝Lissauer tract｝

［視床］背内側核｛=Nucleus 
　mediodorsalis  ［thalami］〈L〉, 
　Medial dorsal nucleus｝
鞍背
用量制限（規定）毒性
二関節骨鉗子（ロンジュール）
両側アテトーシス
重複癌
二分画第四脳室水頭症

二重輪郭曲線石灰化［像］

1.重複脊髄，2.二重脊髄
　｛＝diplomyelia｝
二重（重複）神経圧迫症候群
二重底｛トルコ鞍のX線所見｝
両側片麻痺
二重管腔
二重管腔バルーンカテーテル
重複疼痛
二箇所同時刺激
複視｛＝diplopia｝
二点識別閾値｛＝two-point threshold｝
倍増時間｛腫瘍の｝
ダウン症候群
下向き眼振

dorsal column stimulation
dorsal cyst
dorsal diencephalic vein
dorsal meningeal artery
dorsal radicular artery
dorsal ramus
dorsal root
dorsal root entry zone （DREZ）
dorsal root entry zone lesion
dorsal sympathectomy
dorsolateral tract
dorsomedial nucleus ［of thalamus］
　（DM）

dorsum sellae〈L〉
dose limiting toxicity
double action rongour
double athetosis
double cancer
double compartment fourth ventricular 
　hydrocephalus
double contoured curvilinear 
　calcification
double cord

double crush syndrome
double floor
double hemiplegia
double lumen
double lumen balloon catheter
double pain 
double simultaneous stimulation
double vision
double-point threshold
doubling time
Down syndrome
down［-］beat nystagmus
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下方偏位
下方注視麻痺
下方ヘルニア
ドキソルビシン
1.ドレナージ，2.排液［法］，3.（静脈）導出
1.流出静脈｛脳腫瘍，AVMから流出す

る静脈を指す｝，2.導出静脈
夢幻状態｛＝on［e］irism, oneiroid 
　state｝
着衣失行
1.後根進入部破壊［術］，2.後根進入

部凝固［術］｛DREZ＝dorsal root 
entry zone｝

後根進入部切裁（破壊）［術］
1.ドリル，2.きり
ドリル･ガイド
転倒発作
垂れ足｛＝foot-drop｝
垂れ手｛＝wrist-drop｝
傾眠｛生理的･病的のいずれも含む｝
｛＝drowsy, somnolence（-cy）｝

傾眠
傾眠状態
圧脈｛＝pressure pulse｝
薬物乱用
服薬［指示］順守
薬物依存
休薬日
薬物反応
薬物耐性
薬物毒性
薬物離脱性発作（痙攣）
酩酊歩行
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
アヒル歩行
蝸牛管
頭蓋咽頭管

downward deviation
downward gaze palsy
downward herniation
doxorubicin
drainage
draining vein

dreamy state

dressing apraxia
DREZ-lesion

DREZ-tomy
drill
drill guide
drop attack
drop foot
drop hand
drowsiness

drowsy
drowsy state
Druckpuls〈G〉
drug abuse
drug compliance
drug dependence
drug holiday
drug reaction
drug resistance
drug toxicity
drug withdrawal seizure
drunken gait
Duchene muscular dystrophy
duck gait
ductus cochlearis
ductus craniopharyngeus
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鈍痛
亜鈴状腫瘍
ドップラーBモード複合超音波診断
重複中大脳動脈
デュプュイトラン拘縮
硬膜｛＝pachymeninx｝
硬膜癒着
1.硬膜動静脈瘻，2.硬膜動静脈シャント
（瘻）｛＝dural arteriovenous 

　shunt｝
硬膜動静脈奇形
硬膜欠損修復
硬膜拡張［症］
硬膜エレベータ［ー］（梃子）
硬膜瘻
硬膜移植［片］
硬膜転移
硬膜形成術
硬膜輪
硬膜静脈洞
代用硬膜
硬膜裾野徴候
硬膜血管奇形
硬膜静脈洞血栓症
硬膜乳［様］突［起］瘻
持続［時間］
安定期間
通過症候群｛＝ransit［ional］syndrome｝
デュレー病変｛脳ヘルニアによる中脳･

橋の出血｝
小人症｛差別用語として使われなくなり

つつある.代わる言葉としては「成長
ホルモン分泌不全型成長障害」｝

動的失調
1.ダイナミック・コンピュータ断層撮影，

2.ダイナミックCT
ダイナミックMRI

dull pain
dumbbell tumor
duplex ultrasonography
duplication of the middle cerebral artery
Dupuytren contracture
dura ［mater］〈L〉
dural adhesion
dural arteriovenous fistula （dAVF）

dural arteriovenous malformation
dural defect repair
dural ectasia
dural elevator
dural fistula
dural graft
dural metastasis
dural plasty
dural ring
dural sinus
dural substitute
dural tail sign
dural vascular anomaly
dural venous sinus thrombosis
dural-mastoid fistula
duration
duration of stable disease
Durchgangs-syndrom〈G〉
Duret lesion （hemorrhage）

dwarfism

dynamic ataxia
dynamic computed tomography

dynamic MRI
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動的脊柱管狭窄症
1.力量計，2.筋力計
構音障害
構音障害･手不器用症候群
自律神経異常症
1.歩行不全，2.歩行障害｛＝gait 
　disturbance｝
1.意志薄弱，2.意志障害
失計算［症］｛＝acalculia｝
体側知覚不全（困難）
軟骨形成不全［症］
　｛＝chondrodysplasia, 
　achondroplasia｝
色覚異常
瞳孔異常
反復拮抗運動不能［症］
　｛＝adiadochok（c）inesis（-sia）｝
胚芽異形成性神経上皮腫瘍

平衡障害｛＝disequilibrium｝
1.異常感覚，2.ジスエステジー｛日本神

経学会は異常感覚，錯感覚のいず
れかを対応させることはしないとし
ている｝

1.機能異常，2.機能不全
脳梁形成不全｛＝callosal agenesis｝
形成不全性水頭症
形成不全性水髄［症］
1.ディスジャーミノーマ，2.未分化胚細

胞腫
味覚異常（不全）
1.書字困難，2.書字障害
発汗異常［症］｛＝dysidrosis｝
1.ジスキネジア，2.異常運動
発音障害
1.失読［症］，2.読字障害
測定異常

dynamic spinal canal stenosis
dynamometer
dysarthria
dysarthria-clumsy hand syndrome
dysautonomia
dysbasia

dysbulia
dyscalculia
dysch［e］iria
dyschondroplasia

dyschromatopsia
dyscoria
dysdiadochok（c）inesis（-sia）

dysembryoplastic neuroepithelial tumor 
　（DNT）
dysequilibrium
dysesthesia

dysfunction
dysgenesis of corpus callosum
dysgenetic hydrocephalus
dysgenetic hydromyelia
dysgerminoma

dysgeusia
dysgraphia
dyshidrosis
dyskinesia
dyslalia
dyslexia
dysmetria
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記憶障害
1.異形症，2.不具｛＝dysmorphia｝
髄鞘形成異常
呼名障害
嗅覚異常
異骨症
嚥下障害
1.失語［症］，2.発語障害
発声障害
1.異形成，2.形成異常
形成異常性神経節細胞腫
呼吸困難
失行［症］｛＝apraxia｝
閉鎖［癒合］不全［症］｛＝dysraphism｝
癒合不全［症］｛＝dysraphic state｝
律動異常
起立障害
共同運動障害
1.ジストニー，2.筋緊張異常
変形性筋ジストニア
筋緊張異常症候群
脂肪性器異栄養症
1.ジストロフィー，2.異栄養［症］
排尿困難｛＝difficalty of urination｝

イーグル症候群
早期［動脈瘤］手術
早期脱毛
早期カプセル形成期
早期［虚血］CT徴候
早期てんかん｛外傷後早期に起こる

痙攣発作.真のてんかんではない｝
早期画像
早期広範浮腫
早朝ジスキネジア

dysmnesia
dysmorphism
dysmyelination
dysnomia
dysosmia
dysostosis
dysphagia
dysphasia
dysphonia
dysplasia
dysplastic gangliocytoma
dyspnea
dyspraxia
dysraphic state
dysraphism
dysrhythmia
dysstasia
dyssynergia
dystonia
dystonia musculorum deformans 〈L〉
dystonic syndrome
dystrophia adiposogenitalis 〈L〉
dystrophia（-phy）
dysuria

E
Eagle syndrome
early ［aneurysm］surgery
early baldness
early capsule formation stage
early CT sign
early epilepsy

early image
early massive edema
early morning dyskinesia
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早期静脈充満像，早期静脈描出
易〔イ〕疲労性
イートンテスト
イートン・ランバート症候群
泡状脊索腫
1.包虫症，2.エヒノコックス症
　｛＝hydatid disease｝
包虫
エコープラナー［画］像
エコー時間｛MRI用語｝
超音波造影剤
脳超音波図
脳超音波検査［法］
反響言語
反響動作
EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）［血管］吻合
［術］

EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）バイパス［術］
拡張［症］
外胚葉
異所性［神経］膠腫（グリオーマ）
異所性灰白質｛＝heterotopic gray 

matter｝
異所性松果体腫｛古語｝
異所性下垂体腺腫
外反［症］
浮腫
エデンテスト
エディンガー･ウェストファル核
脳波賦活
二次元脳波検査［法］
脳溝消失徴候
浸出［液］
エーラース･ダンロス症候群
1.エラスタンス，2.弾力性
弾性組織
弾力性

early venous filling
easy fatigability
Eaton test
Eaton-Lambert syndrome
ecchordosis physaliphora
echinococcosis

echinococcus
echo planner image （EPI）
echo time （TE）
echo-contrast agent
echoencephalogram
echoencephalography
echolalia
echopraxia
EC-IC anastomosis

EC-IC bypass ［operation］
ectasia
ectoderm 
ectopic glioma
ectopic gray matter

ectopic pinealoma
ectopic pituitary adenoma
ectropion
edema
Eden test
Edinger-Westphal nucleus
EEG activation
EEG topography
effacement sign
effusion
Ehlers-Danlos syndrome
elastance
elastic tissue
elasticity
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電気双極子
電気刺激［法］
電気的双極凝固器
1.電気的脳無活動，2.平坦脳波
脳波上大脳活動停止
電気凝固［術］
蝸牛電図
蝸牛電図検査［法］
皮質脳波活動
皮質電図
皮質脳波
電極
電気診断法
脳波
脳波計
脳波記録［法］
電気味覚検査［法］
電解質異常｛＝electrolyte imbalance｝
電解質異常
電磁流量検査［法］
脳電磁図
筋電図
筋電計
筋電図検査［法］
電［子］顕［微鏡］
神経電図検査［法］
電気眼振図
電気眼振計
電気眼振検査［法］
眼電図
眼電図検査［法］
横隔神経電気刺激呼吸
電気生理学的検査
電気生理学的モニタリング（監視）
網膜電図
網膜電図検査［法］
脊髄電図

electric dipole
electric［al］stimulation
electrical bipolar coagulator
electrocerebral inactivity
electrocerebral silence on EEG
electrocoagulation
electrocochleogram
electrocochleography
electrocortical activity
electrocorticogram
electrocorticography （ECoG）
electrode
electrodiagnosis
electroencephalogram （EEG）
electroencephalograph
electroencephalography （EEG）
electrogustometry
electrolyte abnormality
electrolyte imbalance
electromagnetic flowmetry
electromagnetoencephalogram （MEG）
electromyogram （EMG）
electromyograph
electromyography （EMG）
electron microscopy （EM）
electroneurography
electronystagmogram （ENG）
electronystagmograph
electronystagmography （ENG）
electro-oculogram （EOG）
electro-oculography （EOG）
electrophrenic respiration
electrophysiologic test
electrophysiological monitoring
electroretinogram （ERG）
electroretinography （ERG）
electrospinogram
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脊髄電図検査［法］
電気療法
神経腫性象皮病
上腕挙上ストレステスト
過長茎状突起｛＝Eagle syndrome｝
症候発現域
るいそう｛＝wasting｝
塞栓摘出［術］
塞栓性梗塞
塞栓症
塞栓術
塞栓化動脈瘤
塞栓［子］
抱擁反射｛＝Moro reflex｝
1.胚［芽］形成，2.胚［芽］発生
胎児性癌
胎児性腫瘍｛＝embryonic tumor｝
胎児移植
胚性幹（ES）細胞
胎児性腫瘍
1.救急治療，2.緊急治療
エマージェンシー・コーマ・スケール
導出静脈
1.放射断層撮影，2.エミッショントモグラ

フィー
情動｛＝affect｝
情動障害｛＝affective disorder｝
情動失禁
空洞デルタ徴候
トルコ鞍空洞
トルコ鞍空洞症候群
空洞三角徴候
蓄膿［症］
一塊切除
頭痛｛＝cephalalgia, headache｝
脳性めまい（眩暈）｛＝cerebral 
　vertigo｝

electrospinography
electrotherapy
elephantiasis neuromatosa
elevated arm stress test （EAST）
elongated styloid process
eloquent area
emaciation
embolectomy
embolic infarct
embolism
embolization
embolizing aneurysm
embolus
embrace reflex
embryogenesis
embryonal carcinoma
embryonal tumor
embryonic graft
embryonic stem （ES） cell
embryonic tumor
emergency care
emergency coma scale （EOS）
emissary vein
emission tomography

emotion
emotional disturbance
emotional incontinence
empty delta sign
empty sella
empty sella syndrome
empty triangle sign
empyema
en bloc resection
encephalalgia
encephalic vertigo
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脳炎｛＝cerebritis｝
脳瘤
脳嚢（のう）胞瘤
脳嚢（のう）［胞］髄膜瘤
脳硬膜動脈筋血管癒合［術］

脳硬膜動脈血管癒合［術］

脳顔面血管腫症｛＝Sturge-Weber 
　syndrome｝
脳石｛＝brain stone, cerebral calculus｝
脳軟化［症］｛＝cerebral softening, 
　cerebromalacia, softening of brain｝
脳髄膜炎｛＝meningoencephalitis｝
脳髄膜瘤
脳脊髄炎
脳脊髄瘤
脳筋血管癒合［術］
脳｛＝brain｝
1.脳症，2.脳障害
脳鏡
脳三叉神経血管腫症
　｛＝Sturge-Weber syndrome｝
内軟骨腫症
動脈［血菅］内膜切除術
動脈内膜炎
終末動脈｛＝terminal artery｝
神経終末球
軟骨内骨化
内分泌療法
内分泌腫瘍
内胚葉性嚢（のう）胞
内胚葉洞腫瘍｛＝yolk sac tumor｝
内胚葉組織
内胚葉腫瘍
血中濃度最低時ジスキネジア
内因性オピオイド

encephalitis
encephalocele
encephalocystocele
encephalocystomeningocele
encephalo-duro-arterio-myo-synangiosis 
　（EDAMS）
encephalo-duro-arterio-synangiosis 
　（EDAS）
encephalofacial angiomatosis

encephalolith
encephalomalacia

encephalomeningitis
encephalomeningocele
encephalomyelitis
encephalomyelocele
encephalo-myo-synangiosis （EMS）
encephalon〈L〉
encephalopathy
encephaloscope
encephalotrigeminal angiomatosis

enchondromatosis
end［o］arterectomy
end［o］arteritis
end-artery
end-bulb
endochondral ossification
endocrine therapy
endocrine tumor
endodermal cyst
endodermal sinus tumor
endodermal tissue
endodermal tumor
end-of-dose dyskinesia
endogenous opioid
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内リンパ水腫
内リンパ嚢（のう）
経鼻的到達法（アプローチ）
神経内鞘
小胞体
エンドルフィン
内視鏡下手術
内視鏡下第三脳室開窓術
内視鏡
血管内膜増殖
エンドセリン
内皮由来弛緩因子

血管内コイル塞栓術
血管内手術｛＝intravascular surgery｝
終末位眼振｛＝end-position 
　nystagmus｝
終末位眼振
記憶痕跡
造影コンピュータ断層撮影｛通常，
　CT with contrast mediumの意味｝
造影MRI
1.増強，2.エンハンスメント
エンケファリン
1.拡大性骨折，2.進行性骨折
　｛＝growing fracture｝
1.拡大性頭蓋［骨］骨折，2.進行性頭蓋［骨］

骨折｛＝growing skull fracture｝
眼球陥凹
内嗅領皮質
絞扼性ニューロパチー
　｛＝compression neuropathy｝
第四脳室隔離
隔離［性］第四脳室｛＝isolated fourth 
　ventricle｝
隔離［性］側脳室下角

［神経］進入部

endolymphatic hydrops
endolymphatic sac
endonasal approach
endoneurium
endoplasmic reticulum （ER）
endorphin
endoscopic surgery
endoscopic third ventriculostomy （ETV）
endoscopy
endothelial proliferation
endothelin
endothelium-derived relaxing factor 
　（EDRF）
endovascular coil embolization
endovasucular surgery
end-point nystagmus

end-position nystagmus
engram
enhanced CT

enhanced MRI
enhancement
enkephalin
enlarging fracture

enlarging skull fracture

enophthalmos（-mus）
entorhinal cortex
entrapment neuropathy

entrapment of fourth ventricle
entrapped fourth ventricle

entrapped temporal horn
entry zone 

77



enur

遣尿症
環境発癌因子
好酸性［細胞］腺腫｛＝acidophil［ic］
　adenoma｝
好酸性顆粒小体
好酸性肉芽腫

［脳室］上衣
上衣細胞
上衣嚢（のう）胞｛＝glioependymal 
　cyst｝，グリア嚢胞
1.上衣ロゼット，2.上衣菊花状配列
上衣細管
上衣由来腫瘍
上衣炎
上衣芽［細胞］腫
上衣腫
エファプス伝達
円錐上部症候群
頭蓋外腫瘍
識別感覚｛＝discriminative sensation｝
流行性脳脊髄膜炎
流行性脳炎｛＝von Economo disease｝
疫学［的］研究
疫学
上皮細胞成長因子
1.類上皮腫，2.エピデルモイド
類上皮嚢（のう）胞
硬膜外膿瘍｛＝extradural abscess｝
硬膜外出血｛＝epidural hemorrhage, 
　extradural hemorrhage｝
硬膜外腔｛＝epidural space｝
硬膜外電極
硬膜外線維増多症
硬膜外血腫｛＝extradural hematoma｝
後頭蓋窩硬膜外血腫
硬膜外出血
硬膜外注入

enuresis
environmental carcinogen
eosinophil［ic］adenoma

eosinophilic granular bodies
eosinophilic granuloma
ependyma 
ependymal cells
ependymal cyst

ependymal rosette
ependymal tubule
ependymal tumor
ependymitis
ependymoblastoma
ependymoma
ephaptic transmission
epiconus syndrome
epicranial tumor
epicritic sensation
epidemic cerebrospinal meningitis
epidemic encephalitis
epidemiological study
epidemiology
epidermal growth factor （EGF）
epidermoid
epidermoid cyst
epidural abscess
epidural bleeding

epidural cavity
epidural electrode
epidural fibrosis
epidural hematoma （EDH）
epidural hematoma of posterior fossa
epidural hemorrhage
epidural infusion
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硬膜外病変
硬膜外圧
硬膜外腔
硬膜外刺激［術］
硬膜外腫瘍｛＝extradural tumor｝
硬膜外造影［法］
喉頭蓋
疾走てんかん｛＝running fit｝
持続性部分てんかん
てんかん｛＝epilepsia〈L〉｝
てんかん外科
徐波睡眠期継続性棘徐波てんかん

てんかん患者
てんかん前兆
てんかん性格
てんかん性叫声〔キョウセイ〕
　｛＝initial cry｝
てんかん性せん（譫）妄
てんかん性放電
てんかん性転倒発作
てんかん等価症
てんかん焦点
てんかん性失神
てんかん性精神病
てんかん発作
てんかん性昏迷
てんかん型波形
てんかん原性焦点
てんかん原性病巣
てんかん誘発帯
1.てんかん病質，2.てんかん様〈adj〉
神経上膜縫合
神経上膜修復
神経上膜
上咽頭癌｛＝nasopharyngeal 
carcinoam｝

epidural lesion
epidural pressure
epidural space
epidural stimulation
epidural tumor
epidurography
epiglottis
epilepsia cursiva〈L〉
epilepsia partialis continua （EPC）〈L〉
epilepsy
epilepsy surgery
epilepsy with continuous spike-waves 
　during slow sleep
epileptic
epileptic aura
epileptic character
epileptic cry

epileptic delirium
epileptic discharge
epileptic drop attack
epileptic equivalent
epileptic focus
epileptic lapse
epileptic psychosis
epileptic seizure
epileptic stupor
epileptiform pattern
epileptogenic focus
epileptogenic lesion
epileptogenic zone
epileptoid
epineurial suture
epineurial repair
epineurium
epipharyngeal carcinoma
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epip

骨端
発作｛症候が反復性に発現する｝
生活記憶
反復発作性緊張型頭痛
鼻出血
視床上部
上皮細胞
上皮嚢（のう）胞
上皮膜抗原
エプスタイン･バーウイルス
平衡［感］覚｛＝static sence｝
平衡［機能］検査
外反尖足｛＝pes equinovalgus｝
内反尖足｛＝pes equinovarus｝
等価［症］
エルブ点
エルプ・デュシェンヌ麻痺
勃起
麦角
赤血球増加症
肢端紅痛症
エリスロポイエチン
食道造影法
内斜視｛＝convergent strabismus, 
　internal strabismus｝
本態性振戦
1.感覚，2.知覚
感覚測定［法］
感覚神経芽細胞腫
エストロゲン受容体
篩〔フルイ〕状態｛＝status cribrosus
　〈L〉, status cribralis〈L〉｝
小窩状態｛＝lacunar state｝
医療用医薬品
篩頭［症］｛猿頭奇形，漏斗頭［症］は

用いない｝
篩骨洞

epiphysis
episode
episodic memory
episodic tension-type headache
epistaxis
epithalamus
epithelial cell
epithelial cyst
epithelial membrane antigen （EMA）
Epstein-Barr （EB） virus
equilibratory sense
equilibrium test
equinovalgus
equinovarus
equivalent
Erb point
Erb-Duchenne paralysis
erection
ergot
erythrocytosis
erythromelalgia
erythropoietin
esophagography
esotropia

essential tremor
esthesia
esthesiometry
esthesioneuroblastoma
estrogen receptor
etat crible〈F〉

etat lacunaire〈F〉
ethical drugs
ethmocephaly

ethmoid sinus
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ethmoidal bulla
ethmoidal infundibulum
ethmoidal moyamoya vessels
etoposide
euphoria
Eustachian tube
Evans' ratio
event-free survival
event-related potential （ERP）
evoked potential
evoked response
Ewing sarcoma
exacerbation
excessive daytime sleepiness
excision
excitability
excitant
excitatory amino acid （EAA）
excitatory postsynaptic potential
　（EPSP）
excitotoxin
exencephaly
exercise
exophthalmos

exophytic tumor
exotropia
expanding cranial defect
experimental spinal cord injury
experimental tumor
exploring electrode

explosive speech
expressive aphasia
exsanguination
extension

篩骨胞
篩骨漏斗
篩骨部もやもや血管
エトポシド
多幸症
耳管
エバンス比
無イベント生存
事象関連電位
誘発電位
誘発反応
1.ユーイング肉腫，2.広範性骨内皮腫
増悪
昼間過眠
切除［術］
興奮性
中枢神経興奮薬｛＝analeptic｝
興奮性アミノ酸
興奮性シナプス後電位

興奮性毒物
脱出脳症（=encephalocele）
運動練習
眼球突出｛-mosはギリシア語，-mus
　はラテン語由来｝｛＝ocular 
　proptosis, proptosis｝
外方発育型腫瘍
外斜視｛＝external strabismus｝
拡張性頭蓋欠損
実験的脊髄外傷
実験的腫瘍
探査電極｛以前のactive electrodeに

相当｝
爆発性発語
表出性失語
1.失血，2.瀉血
進（伸）展
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伸展拘縮
伸展反射
伸筋
趾伸筋足底反応
伸筋反射
外耳道
外包
外頚動脈
外頚動脈･海綿静脈洞瘻

外減圧［術］
外水頭症
眼球運動｛＝eye movement, ocular 
　movement｝
外眼筋麻痺
外因感覚
外斜視｛＝exotropia｝
脳室外ドレナージ
外受容性感覚
消去現象
1.摘除，2.摘出
1.［脳］実質外嚢（のう）胞，2.髄外嚢
（のう）胞

［脳］実質外腫瘍
細胞外マトリックス（基質）
頭蓋外･頭蓋内バイパス［術］

硬膜外膿瘍｛＝epidural abscess｝
硬膜外圧迫
硬膜外蓄膿
硬膜外血腫｛＝epidural hematoma 
　（EDH）｝
硬膜外出血｛＝epidural bleeding, 
　epidural hemorrhage｝
硬膜外圧モニタリング（監視）
硬膜外脊髄腫瘍
硬膜外腫瘍｛＝epidural tumor｝

extension contracture
extension reflex
extensor ［muscle］
extensor plantar response
extensor reflex
external auditory canal
external capsule
external carotid artery （ECA）
external carotid-cavernous fistula 
　（CCF）
external decompression
external hydrocephalus
external ocular movement （EOM）

external ophthalmoplegia
external sensation
external strabismus
external ventricular drainage
exteroceptive sensation
extinction phenomenon
extirpation
extra-axial cyst

extra-axial tumor
extracellular matrix
extracranial-intracranial （EC-IC）bypass 
　［operation］
extradural abscess
extradural compression
extradural empyema
extradural hematoma

extradural hemorrhage

extradural pressure monitoring
extradural spinal cord tumor
extradural tumor
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性腺外胚細胞腫瘍，性腺外生殖細胞
腫瘍

髄外脊髄腫瘍
中枢神経外転移
外眼筋
錐体外路［運動］系
錐体外路系疾患
錐体外路徴候
錐体外路系
脊髄髄外腫瘍
血管外漏出
脳室外閉塞性水頭症

最外側後頭顆後方アプローチ
最外側後頭顆経由アプローチ
最外側頚静脈孔経由アプローチ
最外側椎間関節突起経由アプローチ
極度紡錘波
1.脱出椎間板，2.逸脱椎間板
閉眼反射｛＝wink reflex｝
眼球固定
閉瞼反射｛＝wink reflex｝
眼球運動｛＝external ocular 
　movement （EOM）, ocular 
　movement｝
指標追跡検査
利き目

作話［症］｛＝confabulation｝
椎間関節［突起］
椎間関節脱臼
椎間関節嵌合｛＝locked facet｝
椎間関節症候群
椎間関節［突起］切除［術］
顔面失行

extragonadal germ cell tumor

extramedullary spinal cord tumor
extraneural metastasis
extraocular muscle
extrapyramidal ［motor］system
extrapyramidal disease
extrapyramidal sign
extrapyramidal system
extraspinal tumor
extravasation
extraventricular obstructive 
　hydrocephalus
extreme lateral retrocondylar approach
extreme lateral transcondylar approach
extreme lateral transjugular approach
extreme lateral transracial approach
extreme spindle
extruded disc （disk）
eye closure reflex
eye fixation
eye lid closure reflex
eye movement

eye tracking test （ETT）
eyedness

F
fabrication
facet
facet dislocation
facet interlocking
facet syndrome
facetectomy
facial apraxia
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顔面動脈
顔面骨［骨］折
顔面神経管
表情
顔面片側〔ヘンソク〕萎縮［症］
顔面片側攣縮｛＝hemifacial spasm｝
顔面片頭痛
顔面神経
顔面神経減圧［術］
顔面痛｛＝prosopalgia｝
顔面［神経］麻痺｛中枢性の麻痺の場

合は神経をつけない｝
顔面痙攣（けいれん）｛＝Bell spasm｝
舞踏病様顔貌
獅子（しし）顔貌｛＝leontiasis｝
促通
ファール病
術後難治性腰椎症候群
失神｛＝syncope｝
失神発作
鎌状靱帯｛仙結節靱帯の｝
鎌状突起｛仙結節靱帯の｝

大脳鎌テント接合部
大脳鎌テント髄膜腫
偽性動脈瘤｛＝pseudoaneurysm｝
偽性局在徴候
偽性神経腫｛＝traumatic neuroma｝
小脳鎌｛＝cerebellar falx｝
大脳鎌｛＝cerebral falx｝
大脳鎌髄膜腫
大脳鎌徴候｛＝Falxzeichen 〈G〉｝
大脳鎌症候群
大脳鎌徴候｛＝falx sign｝
家族性動脈瘤
家族性片麻痺性片頭痛
家族性病変

facial artery
facial bone fracture
facial canal
facial expression
facial hemiatrophy
facial hemispasm
facial migraine
facial nerve
facial nerve decompression
facial pain
facial palsy

facial spasm
facies chromatic〈L〉
facies leontina〈L〉
facilitation
Fahr disease
failed back syndrome
faint［ing］
fainting attack （fit）
falciform ligament
falciform process of sacrotuberous 
　ligament
falco-tentorial junction
falco-tentorial meningioma
false aneurysm
false localizing sign
false neuroma
falx cerebelli〈L〉
falx cerebri〈L〉
falx meningioma
falx sign
falx syndrome
Falxzeichen〈G〉
familial aneurysm
familial hemiplegic migraine （FHM）
familial lesion
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家族性振戦
家族性腫瘍
開扇〔カイセン〕徴候
遠隔電場電位
筋膜
線維束収縮｛線維束攣縮を廃す｝
→arcuate fasciculus 弓状束
→cuneate fasciculus楔状束
→gracile fasciculus 薄束
高速フーリエ変換
速律動
高速スピンエコー
速波
室頂核
脂肪塞栓症
脂肪移植［片］
脂肪抑制法
致死性家族性不眠症
疲労性
熱性痙攣（けいれん）
大便失禁
流入動脈
流入動脈塞栓術
流入動脈
大腿神経
大腿神経伸展試験
大腿伸展試験
窓形成
有窓クリップ
1.受胎能力，2.受精能
加速歩行
胎児手術
胎児
発熱基本検査セット
光ファイバー圧モニター（監視）
線維路
線維トラクトグラフィー

familial tremor
familial tumor
fanning sign
far field potential
fascia〈L〉
fasciculation
fasciculus arcuatus 〈L〉
fasciculus cuneatus 〈L〉
fasciculus gracilis 〈L〉
fast Fourier transformation
fast rhythm
fast spin echo
fast wave
fastigial nucleus
fat embolism
fat graft
fat suppression
fatal familiar insomnia （FFI）
fatigability
febrile convulsion
fecal incontinence
feeder
feeder embolization
feeding artery
femoral nerve
femoral nerve stretch test
femoral stretching test
fenestration
fenestration clip
fertility
festinating gait
fetal surgery
fetus
fever work-up
fiber optic pressure monitoring
fiber tract
fiber tractography
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線維性星細胞腫｛＝fibrous 
　astrocytoma｝
線維性収縮｛＝fibrillation｝
1.線維性収縮，2.原線維形成
フィブリン分解産物
フィブリン糊（のり）
フィブリノイド変性
1.フィブリン溶解［現象］，2.線［維素］溶
［解］［現象］

線維芽細胞
線維芽細胞増殖因子
線維芽細胞性髄膜腫｛＝fibrous 
　meningioma｝
線維腫
線維筋形成不全
線維筋過形成
線維神経腫
線維肉腫
1.線維増多，2.線維症
線維性星状膠細胞
原線維性星細胞腫｛＝fibrillary 
　astrocytoma｝
線維性［骨］異形成症
線維性組織球腫
線維性髄膜腫｛＝fibroblastic 
　meningioma｝
フォレルH野｛＝campus Foreli, 
　Forel H （FH）｝
注視野
視野｛＝visual field｝
嗅糸
終糸脂肪腫
1.終糸，2.脊髄終糸
微細振戦
手指失認
小指離れ徴候

fibrillary astrocytoma

fibrillary contraction
fibrillation
fibrin degradation product （FDP）
fibrin glue
fibrinoid degeneration
fibrinolysis

fibroblast
fibroblast growth factor （FGF）
fibroblastic meningioma

fibroma
fibromuscular dysplasia （FMD）
fibromuscular hyperplasia
fibroneuroma
fibrosarcoma
fibrosis
fibrous astrocytes
fibrous astrocytoma

fibrous dysplasia
fibrous histiocytoma
fibrous meningioma

field H of Forel

field of fixation
field of vision
fila olfactoria〈L〉
filar lipoma
filum terminale〈L〉
fine tremor
finger agnosia
finger escape sign
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手指屈筋反射｛Hoffmann反射，
　Tromner反射，Wartenberg反射

などを含む｝
指叩き試験
指耳〔ユビミミ〕試験
指指〔ユビユビ〕試験
指鼻〔ユビハナ〕試験
指母指〔ユビボシ〕反射｛＝Mayer 
　reflex, basal joint reflex｝
フィシュゴールド線
フィッシャー症候群
裂
亀裂舌
瘻［孔］
発作｛症候が急で一過性に発現する｝
固定｛＝immobilization｝
固視眼振
固定瞳孔
弛緩〔シカン〕性麻痺
弛緩性
羽ばたき振戦
平坦脳波｛＝electrocerebral 
　inactivity｝
軟性（可撓性）内視鏡
屈曲拘縮
屈曲反射
屈曲腱反射
屈筋
屈曲逃避反射
逃避反射｛＝withdrawal reflex｝
捜衣模床｛＝carphology｝
片葉小節葉｛＝lobus flocculonodularis 
〈L〉｝

片葉
筋緊張低下乳児
フローサイトメトリー

finger flexor reflex

finger tapping test
finger-［to-］ear test
finger-［to-］finger test
finger-［to-］nose test
finger-thumb reflex

Fischgold line
Fisher syndrome
fissure
fissured tongue
fistula
fit
fixation
fixation nystagmus
fixed pupil
flaccid paralysis
flaccidity
flapping tremor
flat EEG

flexible endoscope
flexion contracture
flexion reflex
flexion tendon reflex
flexor
flexor withdrawal reflex
flight reflex
floccilation
flocculonodular lobe

flocculus
floppy infant
flow cytometry
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flow

血流依存性動脈瘤｛動静脈奇形栄
養血管の｝

流量調節装置
流体無信号徴候｛フローボイド｝
流暢性
発話の流暢性｛言語とはしない｝
流暢性失語
フレア［法］

体液バランス
液体衝撃外傷
フルオレセイン血管造影
フルオロデオキシグルコース
1.フラッシングデバイス，2.洗流し装置
局在性萎縮
局所性脳損傷
局所性皮質形成異常［症］
焦点性てんかん
局在病変
局所神経徴候
焦点性発作
局在徴候
局在症状
焦点
くもり効果
フォア症候群
フォア･アラジュアニン病｛＝
　subacute necrotizing myelopathy｝
フォア･アラジュアニン症候群
卵胞刺激ホルモン
泉門
泉門トランスデューサ
フォンタノメーター
足間代〔カンタイ〕｛＝ankle clonus｝
垂れ足｛＝drop foot｝
足落下試験
舌下神経孔

flow related aneurysm

flow-regulating device
flow-void sign
fluency
fluency of speech
fluent aphasia
fluid attenuated inversion recovery 
　（FLAIR）
fluid balance
fluid-percussion injury
fluorescein angiography
fluorodeoxyglucose （FDG）
flushing device
focal atrophy
focal brain injury （FBI）
focal cortical dysplasia
focal epilepsy
focal lesion
focal neurological sign
focal seizure
focal sign
focal symptom
focus
fogging effect
Foix syndrome
Foix-Alajouanine disease

Foix-Alajouanine syndrome
follicle stimulating hormone （FSH）
fontanel［le］
fontanelle transducer
fontanometer
foot clonus
foot-drop
foot-dropping test
foramen hypoglossum〈L〉

88



forc

切歯孔
眼窩下孔
椎間孔
頚静脈孔｛＝jugular foramen｝
破裂孔
大後頭孔減圧［術］
大孔［部］病変
大孔［部］髄膜腫
大［後頭］孔脳圧迫円錐｛大孔ヘルニ

アと同義.使わないほうがよい｝
大［後頭］孔［部］腫瘍
大［後頭］孔｛＝great foramen, occipital 

foramen｝
下顎孔
オトガイ孔
ルシュカ孔｛＝Luschka foramen｝
マジャンディー孔，第四脳室正中口
モンロー孔，室間孔
　｛＝intraventricular foramen, 
　foramen interventriculare〈L〉｝
卵円孔｛＝oval foramen｝
正円孔｛＝superior maxillary canal｝
棘孔
茎乳突孔｛＝stylomastoid foramen｝
眼窩上孔
大［後頭］孔ヘルニア｛＝cerebellar 
　tonisillar herniation, tonsillar 
　herniation｝
椎間孔狭窄［症］｛＝narrow foramen｝
椎間孔拡大術
フォーブズ･オールブライト症候群
強制泣き
強制把握［反射］
強制笑い
強制正常化
強制姿勢
強制呼吸

foramen incisivum〈L〉
foramen infraorbitale〈L〉
foramen intervertebrale〈L〉
foramen jngulare〈L〉
foramen lacerum〈L〉
foramen magnum decompression
foramen magnum lesion
foramen magnum meningioma
foramen magnum pressure cone

foramen magnum tumor
foramen magnum〈L〉

foramen mandibulae〈L〉
foramen mentale〈L〉
foramen of Luschka
foramen of Magendie
foramen ［of］Monro

foramen ovale〈L〉
foramen rotundum〈L〉
foramen spinosum〈L〉
foramen stylomastoideum〈L〉
foramen supraorbitale〈L〉
foraminal herniation

foraminal stenosis
foraminotomy
Forbes-Albright syndrome
forced crying
forced grasping ［reflex］
forced laughter （laughing）
forced normalization
forced posture
forced respiration
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forc

1.ピンセット，2.鑷子
前腸嚢（のう）胞
前頭・眼窩拡大（術）と同義語
異物性肉芽腫
フォレル野｛＝Forel area｝
フォレルH野｛＝field H of Forel, 
　campus Foreli｝
1.［フォレル］H1束，2.視床束
　｛＝fasciculus thalamicus 〈L〉, 
　thalamic fasciculus｝
1.［フォレル］H2束，2.レンズ核束
　｛＝fasciculus lenticularis 〈L〉, 
　lenticular fasciculus｝
フェルスティエ病
宙吊り型
蟻（ぎ）走感｛しびれ感の一種｝
脳弓
閃輝暗点｛＝scintillating scotoma｝
フォスターケネディー症候群
第四脳室
第四脳室水頭症
フォビィユ症候群｛またはフォヴィル症

候群｝
分画気脳造影［図］｛PEG＝
　pneumoencephalogram｝
骨折
脊椎脱臼骨折｛＝spinal 
　fracture-dislocation｝
フランケル分類
フランクフルト線
遊離脂肪酸
自由誘導減衰
無症状期
1.遊離基，2.フリーラジカル
フリーラジカル（遊離基）消去薬（捕
　捉薬）
遊離脂肪移植

forceps
foregut cyst
forehead remodeling
foreign body granuloma
Forel field
Forel H （FH）

Forel H 1 bundle （H 1）

Forel H 2 bundle （H 2）

Forestier disease
forme suspension 〈F〉
formication
fornix〈L〉
fortication spectrum
Foster Kennedy syndrome
fourth ventricle
fourth ventricular hydrocephalus
Foville syndrome

fractional PEG

fracture
fracture-dislocation of spine

Frankel classification
Frankfurt line
free fatty acid
free induction decay （FID）
free interval
free radical
free radical scavenger

free-fat transplant
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fron

すくみ足歩行｛＝frozen gait｝
すくみ現象
摩擦性神経炎
目玉焼き像
フレーリッヒ症候群
蛙足〔カエルアシ〕肢位
蛙〔カエル〕姿勢
フロアン症候群
前頭蓋拡大（術）
前頭野
前頭連合野
前頭葉性運動失調
前頭骨
1.前頭眼野，2.前頭葉眼球運動野

［側脳室］前角｛＝anterior horn｝
前頭部間欠律動性デルタ活動

前頭葉
前頭葉障害
前頭葉病変
前頭葉切除［術］
前頭極
脳梁周囲動脈前頭部（A4）

前頭断
前頭洞
前頭経頭蓋底到達法
前頭底動脈
前頭篩骨部脳瘤
前頭篩骨縫合
前頭蓋底部脳瘤
前頭眼窩拡大（術）
前頭眼窩到達法
前頭眼窩野
前頭極動脈
前頭極動脈徴候
前頭骨蝶形骨軟骨結合

freezing of gait
freezing phenomenon
friction neuritis
fried egg appearance
Froehlich syndrome
frog leg position
frog posture
Froin syndrome
frontal advancement
frontal area
frontal association areas
frontal ataxia
frontal bone
frontal eye field （FEF）
frontal horn
frontal intermittent rhythmic delta 
　activity （FIRDA）
frontal lobe
frontal lobe disorder
frontal lobe lesion
frontal lobectomy
frontal pole
frontal portion of pericallosal artery 
　（A4）
frontal section
frontal sinus
frontal transbasal approach
frontobasal artery
frontoethmoidal encephalocele
frontoethmoidal suture
frontonasal encephalocele
frontoorbital advancement
frontoorbital approach
fronto-orbital area
frontopolar artery
frontopolar sign
frontosphenoid synchondrosis
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前頭側頭到達法
前頭側頭眼窩頬骨到達法

前頭頬骨縫合
すくみ足歩行
一過性黒内障｛＝amaurosis fugax
　〈L〉｝
遁走
電撃痛｛＝lightning pain｝
電撃性卒中
機能的（大脳）半球切除
機能画像
機能的自立度評価法
機能局在
1.機能［的］作図（マッピング），2.機能

分布図
機能的MRI
機能［的］脳神経外科［学］
機能性疼痛
機能的PET
良肢位
機能性攣縮
脊柱機能単位
1.機能性腺腫，2.ホルモン産生腺腫
真菌性動脈瘤｛＝mycotic aneurysm｝
真菌感染［症］
真菌性髄膜炎
真菌
紡錘状動脈瘤
1.固定［術］，2.癒合［術］

ガドリニウム
ガドリニウム増強［効果］
催吐反射
歩行運動失調

frontotemporal approach
frontotemporal orbitozygomatic （ozo）
　approach
frontozygomatic suture
frozen gait
fugacious amaurosis

fugue
fulgurant pain
fulminant apoplexy
functional hemispherectomy
functional image
functional independence measure （FIM）
functional localization
functional mapping

functional MRI （fMRI）
functional neurosurgery
functional pain
functional PET （fPET）
functional position
functional spasm
functional spinal unit
functioning adenoma
fungal aneurysm
fungal infection
fungal meningitis
fungus
fusiform aneurysm
fusion

G
gadolinium （Gd）
gadolinium enhancement
gag reflex
gait ataxia
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gd-d

歩行障害｛＝dysbasia｝
歩行試験
1.乳漏症，2.乳汁分泌
乳汁漏出無月経症候群
ギャラン反応
帽状腱膜
ガレン静脈部静脈奇形
ガンマアミノ酪酸
ガンマナイフ｛定位的多線源脳コバル

ト照射装置のこと｝
ガンマ固縮
神経節芽細胞腫
神経節細胞腫
神経節［神経］膠腫（グリオーマ）
神経節腫｛＝ganglioneuroma, 
　neuroganglioma｝
神経節（＝neuroganglion）
神経節細胞
神経節嚢（のう）胞
神経節切除［術］
神経節芽腫
神経節神経細胞腫
神経節腫
ギャップ結合
ガルサン症候群
ガードナー症候群
喘（あえ）ぎ呼吸
ガッセル神経節｛＝semilunar 
　ganglion, trigeminal ganglion｝
三叉神経節ブロック
腓腹筋
胃瘻造設術
関門制御説
注視［誘発］眼振
注視麻痺
注視麻痺性眼振
ガドリニウム増強MRI

gait disturbance
gait test
galactorrhea
galactorrhea-amenorrhea syndrome
Galant response
galea aponeurotica〈L〉
Galenic venous malformation
gamma-aminobutyric acid （GABA）
Gamma Knife

gamma（γ） rigidity
ganglioblastoma
gangliocytoma
ganglioglioma
ganglioma

ganglion
ganglion cell
ganglion cyst
ganglionectomy
ganglioneuroblastoma
ganglioneurocytoma
ganglioneuroma
gap junction
Garcin syndrome
Gardner syndrome
gasping respiration
Gasser （Gasserian） ganglion

Gasserian ganglion block
gastrocnemius
gastrostomy
gate control theory
gaze ［evoked］nystagmus
gaze palsy
gaze paretic nystagmus
Gd-DTPA enhanced MRI
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笑い発作
肥胖細胞
肥胖細胞性星細胞腫
遺伝子
遺伝子増幅
遺伝子型クローニング
遺伝子重複
遺伝子発現
遺伝子治療
全身麻酔
一般感覚
全般てんかん
全般てんかん性放電
全般発作
遺伝子保因者
遺伝子診断
遺伝子地図
遺伝子多型
遺伝子組換え
膝〔シツ〕神経痛
遺伝子型
真性てんかん
砂ネズミモデル｛虚血実験のモデル｝
ゲルハルト症候群
老年医学｛＝geriatrics, gerontology｝
老年医学
1.胚細胞腫瘍，2.生殖細胞腫［瘍］

［脳室上衣下］胚芽層出血
胚芽層
胚小胞
ジャーミノーマ，胚腫
合胞体栄養細胞性巨細胞を伴う

ジャーミノーマ
老年医学
ゲルストマン症候群
成長ホルモン産生腺腫
巨大動脈瘤

gelastic seizure
gemistocyte
gemistocytic astrocytoma
gene
gene amplification
gene cloning
gene duplication
gene expression
gene therapy
general An［a］esthesia
general sensation
generalized epilepsy
generalized epileptic discharge
generalized seizure
genetic carrier
genetic diagnosis
genetic map
genetic polymorphism
genetic recombination
geniculate neuralgia
genotype
genuine epilepsy
gerbil
Gerhardt syndrome
geriatric medicine
geriatrics
germ cell tumor
germinal matrix hemorrhage
germinal matrix layer
germinal vesicle
germinoma
germinoma with STGC 
　（syncytiotrophoblastic giant cell）
gerontology
Gerstmann syndrome
GH-producing adenoma
giant aneurysm
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glio

巨大星状膠細胞
巨細胞動脈炎
巨細胞膠芽腫

［骨］巨細胞腫
巨大紡錘状動脈瘤
巨大錐体細胞｛＝Betz cell｝
巨大蛇行状動脈瘤
1.亀背，2.突背
くらくら感｛dizzinessに近い｝
巨人症
ギグリ線鋸
Gill［の］手術｛分離椎弓切除術｝
帯状痛
帯状［絞扼］感｛＝zonesthesia｝
1.眉間，2.グラベラ
眉間反射｛Myerson signとは区別さ

れる｝
眉間叩打反射
グラスゴー昏睡尺度（コーマスケール）
グラスゴー転帰尺度（アウトカムスケール）

［神経］膠細胞｛＝glia cell, neuroglia｝
1.［神経］膠細胞，2.グリア［細胞］

［神経］膠細胞性分化
［神経］膠原線維性酸性蛋白
神経膠線維｛＝gliofibril｝
神経膠結節
神経膠線維症
神経膠増殖
神経膠瘢痕
1.［神経］膠［細胞性］腫［瘍］，2.グリア

系腫瘍
滑走性脳挫傷
膠芽腫
多形膠芽腫
上衣（グリア）嚢（のう）胞
　｛＝ependymal cyst｝
神経膠線維

giant astrocyte
giant cell arteritis
giant cell glioblastoma
giant cell tumor ［of bone］
giant fusiform aneurysm
giant pyramidal cell
giant serpentine aneurysm
gibbus
giddiness
gigantism
Gigli wire saw
Gill operation
girdle pain
girdle sensation
glabella
glabella［r］reflex

glabellar tap reflex
Glasgow Coma Scale （GCS）
Glasgow Outcome Scale （GOS）
glia
glia cell
glial differentiation
glial fibrillary acidic protein （GFAP）
glial fibril
glial nodule
glial fibrosis
glial proliferation
glial scar
glial tumor

gliding contusion
glioblastoma
glioblastoma multiforme
glioependymal cyst

gliofibril

95
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1.グリオーマ，2.神経膠腫
［神経］膠腫症
大脳［神経］膠腫症
グリア神経細胞性
膠肉腫
1.グリオーシス，2.神経膠症
全失語｛＝total aphasia｝
淡蒼球｛＝pallidum 〈L〉｝
頚静脈小体
頚静脈小体腫瘍｛神経学会の訳は
　頚静脈グロムス腫瘍=jugular glomus 

tumor｝
舌痛｛＝glossodynia｝
舌痛
舌咽神経
舌咽神経痛
舌咽神経鞘腫
手袋靴下型感覚消失
糖質コルチコイド療法
グルタミン酸
グリセロール
顎口虫症
性腺刺激ホルモン｛＝gonadotropin｝
1.ゴナドトロピン，2.性腺刺激ホルモン
ゴンダ反射
鳥肌
ゴルドン徴候
ゴアテックス
ゴーリン症候群
ガワーズ徴候
薄束
グラデニーゴ症候群
傾斜磁場反転
骨延長法
移植［片］
大発作てんかん
大発作

glioma
gliomatosis
gliomatosis cerebri〈L〉
glioneuronal
gliosarcoma
gliosis
global aphasia
globus pallidus〈L〉（GP）
glomus jugulare〈L〉
glomus jugulare tumor

glossalgia
glossodynia
glossopharyngeal nerve
glossopharyngeal neuralgia
glossopharyngeal neurinoma
glove and stocking anesthesia
glucocorticoid
glutamate
glycerol
gnathostomiasis
gonadotropic hormone
gonadotropin
Gonda reflex
goose flesh
Gordon sign
Gore-Tex 
Gorlin syndrome
Gowers sign
gracile fasciculus
Gradenigo syndrome
gradient echo
gradual distraction
graft
grand mal epilepsy
grand mal〈F〉 ［seizure］
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gust

顆粒細胞腫
肉芽組織
肉芽腫
皮膚書字覚
把握反射
グラヴイッツ腫瘍
灰白質｛＝gray substance｝
灰白質
ガレン大静脈｛＝vena magna cerebri 
　galeni〈L〉, Galen vein｝
若木骨折
格子状電極
模索反射
全摘出
拡大性骨折，進行性骨折｛＝enlarging
　 fracture｝
拡大性頭蓋［骨］骨折，進行性頭蓋［骨］

骨折｛＝enlarging skull fracture｝
発育
1.成長因子，2.増殖因子
成長ホルモン
成長ホルモン放出因子｛これを
　hormoneとする方向｝
成長ホルモン放出ホルモン

グルーバー靱帯
ギュブレール症候群
ググリエルミ離脱式コイル
誘導カテーテル
ギラン･バレー症候群

［梅毒性］ゴム腫
ガン症候群｛＝jaw-winking 
syndrome｝
銃創｛＝bullet wound, missile wound｝
味覚｛＝taste sense｝
味覚消失｛＝ageus［t］ia｝
幻味

granular cell tumor
granulation tissue
granuloma
graphesthesia
grasp［ing］reflex
Grawitz tumor
gray matter
gray substance
great vein of Galen

greenstick fracture
grid electrode
groping reflex
gross total resection
growing fracture

growing skull fracture

growth
growth factor
growth hormone （GH）
growth hormone-releasing factor 
　（GHRF）
growth hormone-releasing hormone 
　（GHRH）
Gruber ligament
Gubler syndrome
Guglielmi detachable （GDC） coil
guiding catheter
Guillain-Barre syndrome （GBS）
gumma
Gunn syndrome

gunshot wound
gustation
gustatory anesthesia
gustatory hallucination
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gust

味覚過敏｛＝hypergeusia｝
味覚検査［法］
開溝術
ギヨン管
ギヨン管症候群｛＝ulnar tunnel 
　syndrome｝
女性化乳房
脳回切除［術］｛＝topectomy｝

［脳］回｛＝convolution｝
脳回扁平化

手綱交連
ハチンスキー虚血評点
半軸方向像
幻覚
中脳性幻覚
幻覚症
ハロー牽引（法）
ハローベスト
過誤腫
膝〔ヒザ〕屈筋［群］
膝屈筋反射
鈎
手動弁
利き手
ハンド･シュレル･クリスチャン病
　｛原因不明の組織球増加
　症.Langerhans cell histiocytosis

の１型｝
ハングマン骨折｛軸椎関節突起間骨

折のこと｝
椎体骨棘形成｛適当な用語ではない

ので廃止すべきである｝
兎唇｛＝cleft lip｝
ハリントン器具

gustatory hyperesthesis
gustometry
gutter formation
Guyon canal
Guyon canal syndrome

gynecomastia
gyrectomy
gyrus
gyrus flattening

H
habenular commissure
Hachinski ischemic score
half-axial view
hallucination
hallucinose pedonculaire〈F〉
hallucinosis
halo traction
halo vest
hamartoma
hamstring ［muscle］
hamstring reflex
hamulus 〈L〉
hand motion
handedness
Hand-Schuller-Christian disease

hangman fracture

hard disc（k）

hare lip
Harrington instrument
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ハリントンロッド
長谷川式認知症スケール（改訂版）

手おの型顔貌
頭囲｛＝circumference of head｝
首のすわり
頭部落下反射
頭部ホルダー（支持器）
頭部外傷（とうぶがいしょう）
　｛＝head trauma｝
頭部振盪
頭位
頭部動揺
頭部外傷｛＝head injury｝
頭痛｛＝cephalalgia, encephalalgia｝
頭部落下試験｛＝head dropping test｝
点頭
頭部傾斜
聴力｛＝auditory acuity｝
1.聴力消失，2.難聴，3.｛＝deafness｝
聴力検査
熱痙攣（けいれん）
熱射病
重粒子線治療
踵〔カカト〕歩行｛＝calcaneal gait, 
　walk on heel｝
踵膝〔カカトヒザ〕試験
ヘリカルＣＴ
血管芽［細胞］腫｛＝angioblastoma｝
血管腫｛＝angioma｝
石灰化血管腫
1.血管外皮腫，2.血管周皮腫
延髄出血
血腫
血腫腔
脊髄出血｛＝spinal cord hemorrhage｝
脊柱管内出血｛＝hemorrhachis｝

Harrington rod
Hasegawa dementia scale-revised 
　（HDS-R）
hatchet face
head circumference
head control
head drop reflex
head holder
head injury

head nystagmus
head position
head titubation
head trauma
headache
head-dropping test
head-nodding
head-tilt
hearing
hearing loss
hearing test
heat cramp
heat stroke
heavy particle-beam radiation therapy
heel gait

heel-［to-］knee test
helical CT
hemangioblastoma
hemangioma
hemangioma calcificans〈L〉
hemangiopericytoma
hematobulbia
hematoma
hematoma cavity
hematomyelia
hematorrhachis
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片測〔ヘンソク〕味覚消失
片側失認
片側疼痛
片側痛覚消失
片側感覚消失
半盲
片側嗅覚消失
片側失行
片側身体失認
片側運動失調
片側萎縮
片側バリズム
片側頭痛｛＝hemicrania｝｛片頭痛のこ

とではない｝
片側頭痛｛片頭痛のことではない｝
片脳［症］
片側顔面痙攣｛＝facial hemispasm｝
片側発汗
片側感覚鈍麻
片側痛覚鈍麻
片側感覚過敏
片側多汗
片側肥大
片側椎弓切除術
片側巨脳症
半盲性瞳孔反応
不全片麻痺
片麻痺〔ヘンマヒ〕｛半身麻痺は誤用｝
交叉性片麻痺｛＝alternating 
　hemiplegia, crossed hemiplegia｝
片麻痺性歩行
片麻痺性片頭痛
半側空間無視
半球離断［術］｛＝hemispheric 
　disconnection｝

［大脳］半球離断｛＝hemispherectomy｝
片側温度覚消失

hemiageusia
hemiagnosia
hemialgia
hemianalgesia
hemianesthesia
hemianop［s］ia
hemianosmia
hemiapraxia
hemiasomatognosia
hemiataxia
hemiatrophy
hemiballism［us］
hemicephalalgia

hemicrania
hemiencephaly
hemifacial spasm
hemihidrosis
hemihyp［o］esthesia
hemihypalgesia
hemihyperesthesia
hemihyperhydrosis
hemihypertrophy
hemilaminectomy
hemimegalencephaly
hemioptic pupillary reaction
hemiparesis
hemiplegia
hemiplegia alternans

hemiplegic gait
hemiplegic migraine
hemispatial neglect
hemispherectomy

hemispheric disconnection
hemithermoanesthesia
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半［側］椎［骨］
血液希釈
1.血行力学的調節能不全，2.血行動

態不全
1.血行動態不全虚血，2.血行力学的

脳虚血
血行力学的負荷（ストレス）
血流動態
血友病
出血
出血性素因
出血性梗塞｛＝hemorrhagic 
　infarction｝
出血性梗塞
出血性脊髄炎
出血性壊死
出血性硬膜炎
出血性卒中
止血
肝性昏睡
肝性脳症
肝脳疾患
遺伝性痙性対麻痺
遺伝性脊髄性運動失調症
ヘルニア
椎間板ヘルニア｛＝herniation of 
　intervertebral disc（k）, disc（k） hernia, 
　disc（k） herniation｝
髄核ヘルニア
ヘルニア形成
椎間板ヘルニア
ヘルニア摘徐術
ヘルペス脳炎
単純疱疹｛＝herpes zoster, zoster｝
単純ヘルペス脳炎
単純ヘルペスウイルス
帯状疱疹｛＝zoster, herpes simplex｝

hemivertebra
hemodilution
hemodynamic compromise

hemodynamic ischemia

hemodynamic stress
hemodynamics
hemophilia
hemorrhage
hemorrhagic diathesis
hemorrhagic infarct

hemorrhagic infarction
hemorrhagic myelitis
hemorrhagic necrosis
hemorrhagic pachymeningitis
hemorrhagic stroke
hemostasis
hepatic coma
hepatic encephalopathy
hepatocerebral disease
hereditary spastic paraplegia
hereditary spinal ataxia
hernia
herniated disc（k）

herniated nucleus pulposus
herniation
herniation of intervertebral disc（k）
herniotomy
herpes encephalitis
herpes simplex
herpes simplex encephalitis （HSE）
herpes simplex virus （HSV）
herpes zoster
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ヘルペス髄膜脳炎
1.異種の，2.不均質の
不同視［症］｛＝anisometropia｝
両鼻側異名半盲
異名性半盲
異結合体
眼球斜位
異所性
異所性灰白質｛＝ectopic gray 
　matter｝
斜視｛＝squint, strabismus｝
ホイブナー動脈｛＝long central 
　artery長中心動脈｝
1.吃逆〔キツギャク〕，2.しゃっくり，3.｛＝

singultus｝
1.発汗，2.多汗［症］｛＝idrosis, 
　sweating｝
高吸収域｛CT検査用語｝
大量化学療法
高悪性度［神経］膠腫（グリオーマ）
高信号域｛MRI検査用語｝
一過性高輝度信号
高［髄液］圧水頭症
高次脳機能
高次大脳機能
菱脳
菱脳奇形（形成不全）
ヒッペル病
ヒッペル･リンダウ病｛＝Hippel 
　disease｝
海馬ヘルニア
海馬溝
海馬
瞳孔動揺
平山病｛＝juvenile unilateral 
　muscular atrophy｝
ヒスタミン

herpetic meningoencephalitis
heterogeneous
heterometropia
heteronymous binasal hemianopia
heteronymous hemianop［s］ia
heteropagus
heterophoria
heterotopia
heterotopic gray matter

heterotropia
Heubner artery

hiccup （hiccough）

hidrosis

high density area
high dose chemotherapy
high grade glioma
high intensity area
high intensity transient signals （HITS）
high pressure hydrocephalus
higher brain function
higher cerebral function
hindbrain
hindbrain malformation
Hippel disease
Hippel-Lindau disease

hippocampal herniation
hippocampal sulcus
hippocampus〈L〉（HIPP）
hippus
Hirayama disease

histamine
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組織球腫
ヒスチオサイトーシスX，組織球
　増加［症］X｛＝Langerhans cell 
　histiocytosisの旧名｝
組織適合［性］
組織適合［性］抗原
主要組織適合遺伝子複合体
ヒストプラスマ症
ヒッツェルベルガー徴候
嗄声〔サセイ〕
ホジキンリンパ腫
ホフマン反射
ホフマン徴候
ホームズ型小脳失調症
ホームズ･アディー症候群
ホームズ･スチュアート現象
　｛＝rebound phenomenon｝
全無脳症
ホログラフィー
全前脳［胞］症
全終脳［胞］症
同側性片麻痺
同名性半盲
同名性四分盲
1.蜂窩構造，2.蜂の巣構造
指ひっかけ反応
フーバー徴候
跳び直り反応
水平裂
水平性半盲｛＝altitudinal 
　hemianop［s］ia, altitudinopsia｝
水平性眼振｛＝lateral nystagmus｝
水平断
1.ホーマー･ライトロゼット，2.菊花状配列
ホルネル徴候｛ホルナーは不適当｝
ホルネル症候群
ホースレイ･クラークの装置

histiocytoma
histiocytosis X

histocompatibility
histocompatibility antigen
histocompatibility complex
histoplasmosis
Hitzelberger sign
hoarseness
Hodgkin lymphoma
Hoffmann reflex
Hoffmann sign
Holmes cerebellar ataxia
Holmes-Adie syndrome
Holmes-Stewart phenomenon

holoanencephaly
holography
holoprosencephaly
holotelencephaly
homolateral hemiplegia
homonymous hemianop［s］ia
homonymous quadrantanop［s］ia
honey-comb formation
hooking response
Hoover sign
hopping reaction
horizontal fissure
horizontal hemianop［s］ia

horizontal nystagmus
horizontal section
Hormer-Wright rosette
Horner sign
Horner syndrome
Horsley-Clarke apparatus
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ホルトン頭痛
ホスピス
ハウス・ブラックマン分類
ヒト絨毛性ゴナドトロピン
ヒト免疫不全症ウイルス
ヒトTリンパ球向性ウイルス脊髄症

瘤波｛脳波所見の一つ.vertex sharp 
　transientを用いるほうがよい｝
ハント神経痛｛＝geniculate 
　neuralgia｝
ハンチントン舞踏病
包虫嚢（のう）胞
1.包虫症，2.エヒノコックス症
　｛＝echinococcosis｝
水無脳症
水脳症
脳萎縮性水頭症
水頭症
脳形成不全性水頭症
水素クリアランス
水腫｛＝hygroma｝
水髄症
静水圧
水［脊］髄空洞症｛＝syringomyelia｝
ヒドロキシウレア
水腫
聴力低下
感覚鈍麻｛感覚低下としない｝
痛覚鈍麻｛＝hypalgia, hypnoalgesia｝
感覚過敏
過外転症候群
活動亢進
聴覚過敏
痛覚過敏｛＝hyperpathia｝
高圧酸素

Horton headache
hospice
House-Brackmann grading
human chorionic gonadotropin （HCG）
human immunodeficiency virus （HIV）
human T-cell lymphotropic virus typeⅠ
　（HTLV-Ⅰ） associated myelopathy 
　（HAM）
hump

Hunt neuralgia

Huntington chorea
hydatid cyst
hydatid disease

hydranencephaly
hydrencephaly
hydrocephalus ex vacuo〈L〉
hydrocephalus（-ly）
hydroencephalodysplasia
hydrogen clearance
hydroma
hydromyelia
hydrostatic pressure
hydrosyringomyelia
hydroxyurea
hygroma
hyp［o］acusis
hyp［o］esthesia
hypalgesia
hyper［e］sthesia
hyperabduction syndrome
hyperactivity
hyperacusia（-sis）
hyperalgesia（-gia）
hyperbaric oxygen （HBO）
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高圧酸素療法
高カルシウム血症
高炭酸ガス血［症］
過炭酸ガス血性昏睡
高炭酸［ガス］血［症］
高コレステロール血症
高コーチゾール血症
中大脳動脈高吸収徴候
高輝度エコー
1.うっ血，2.充血
過伸展
過伸展損傷
線溶亢進
過屈曲
過屈曲損傷
過分割照射［法］｛＝hyperfractionation 
　radiation therapy｝
過分割照射療法
　｛＝hyperfractionation｝
味覚過敏｛＝gustatory hyperesthesis｝
高血糖
高血糖高浸透圧非ケトン性昏睡
　｛＝hyperosmolar hyperglycemic 
　 nonketotic coma｝
書字過多［症］
発汗過多［症］｛＝hyperidrosis｝
高カリウム血性周期性四肢麻痺
運動過多［症］
運動過多症候群
高脂血症
測定過大
高ナトリウム血症
嗅覚過敏
高浸透圧剤
高浸透圧高血糖非ケトン性昏睡

高浸透圧

hyperbaric oxygen （HBO） therapy
hypercalcemia 
hypercapnia
hypercapnic coma
hypercarbia
hypercholesterolemia
hypercortisolism
hyperdense MCA sign
hyperechoic
hyperemia
hyperextension
hyperextension injury
hyperfibrinolysis
hyperflexion
hyperflexion injury
hyperfractionation

hyperfractionation radiation therapy

hypergeusia
hyperglycemia
hyperglycemic hyperosmolar nonketotic 
　coma

hypergraphia
hyperhidrosis
hyperkalemic periodic paralysis
hyperkinesia（-sis）
hyperkinetic syndrome
hyperlipidemia
hypermetria
hypernatremia
hyperosmia
hyperosmolar agent
hyperosmolar hyperglycemic nonketotic 
　coma
hyperosmolarity
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過骨［症］
頭蓋内板過骨症
前頭骨内板過骨症
副甲状腺機能亢進症
ヒペルパチー，痛覚過敏
　｛＝hyperalgesia（-gia）｝
過灌流
摂食過多［症］
下垂体機能亢進［症］
過形成［症］
過呼吸｛＝hyperventilation｝
高プロラクチン血［症］
異常高熱
反射亢進
流涎〔リュウゼン〕過多
過分泌性水頭症
感覚過敏［性］
1.過敏性，2.過敏症
1.性欲過多，2.性行動亢進
過眠［症］｛反対語：hyposomnia｝
眼窩間隔離［症］
高血圧性動脈硬化［症］
高血圧性脳出血｛＝hypertensive 
　intracerebral hematoma, 
　hypertensive intracerebral 
　hemorrhage｝
高血圧性脳症
高血圧血液量増加性希釈療法

高血圧性脳内血腫
高血圧性脳［内］出血
温痛覚過敏［症］
温度覚過敏｛＝thermohyperesthesia｝
1.温熱療法，2.高体温［症］
甲状腺機能亢進症
筋緊張亢進［症］
高［張］食［塩水］

hyperostosis
hyperostosis cranii interna〈L〉
hyperostosis frontalis interna〈L〉
hyperparathyroidism
hyperpathia

hyperperfusion
hyperphagia
hyperpituitarism
hyperplasia
hyperpnea
hyperprolactinemia
hyperpyrexia
hyperreflexia
hypersalivation
hypersecretory hydrocephalus
hypersensibility
hypersensitivity
hypersexuality
hypersomnia
hypertelorism
hypertensive arteriosclerosis
hypertensive cerebral hemorrhage

hypertensive encephalopathy
hypertensive hypervolemic 
　hemodilusion therapy
hypertensive intracerebral hematoma
hypertensive intracerebral hemorrhage
hypertherm［o］algesia
hypertherm［o］esthesia
hyperthermia
hyperthyroidism
hypertonia
hypertonic saline
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筋緊張亢進
多毛［症］
肥大星状膠細胞
肥厚性頚髄硬膜炎
肥厚性脳硬膜炎
肥大
後縦靱帯肥厚症

血管増多
過呼吸｛＝hyperpnea｝
過換気症候群
過換気テタニー

［循環］血液［量］過多性血液希釈
痛覚鈍麻｛＝hypalgesia, hypalgia｝
発汗減少［症］｛＝oligohidrosis｝
意欲減退
低炭酸ガス血［症］
低炭酸［症］
1.心気状態，2.心気症
低輝度エコー
味覚鈍麻
舌下神経交叉性片麻痺
舌下神経管
舌下神経
舌下神経鞘腫
低血糖［症］
低血糖性昏睡
低血糖性片麻痺
性腺機能低下症
運動減少症
軽躁状態
測定過小｛過少を用いない｝
記憶減退
運動減退
低ナトリウム血症
低灌流
下垂体門脈血管

hypertonus
hypertrichosis
hypertrophic astrocyte
hypertrophic cervical pachymeningitis
hypertrophic cranial pachymeningitis
hypertrophy
hypertrophy of posterior longitudinal 
　ligament （HPLL）
hypervascularity
hyperventilation
hyperventilation syndrome
hyperventilation tetany
hypervolemic hemodilution
hypnoalgesia
hypo［h］idrosis
hypobulia
hypocapnia
hypocarbia
hypochondria［sis］
hypoechoic
hypogeusia
hypoglossal alternating hemiplegia
hypoglossal canal
hypoglossal nerve
hypoglossal neurinoma
hypoglycemia
hypoglycemic coma
hypoglycemic hemiplegia
hypogonadism
hypokinesia
hypomania
hypometria
hypomnesia
hypomotility
hyponatremia
hypoperfusion
hypophyseal portal vessel
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下垂体切除［術］
下垂体｛adenohypophysisおよび
　neurohypophysisを指す.
　＝pituitary gland｝
下垂体炎
下垂体機能低下［症］
形成不全［症］
呼吸低下
注意減退［症］
反射減弱｛反射低下としない｝
嗅覚鈍麻
不眠［症］｛＝ahypnia, ahypnosis, 
　insomnia｝
眼窩間狭小，両眼接近［症］
低血圧［症］
視床下部過誤腫
視床下部下垂体系
視床下部下垂体門脈系
視床下部移植
視床下部
温度覚鈍麻｛＝thermohyp［o］

esthesia｝
低体温［症］
甲状腺機能低下症
1.低張，2.筋緊張低下［症］
筋緊張低下
下鼓室
血管減少
低換気
血液量減少［症］
低酸素血［症］
低酸素［症］，ヒポキシア
低酸素性脳症
低酸素性低酸素［症］
ヒプスアリスミア
ヒステリー
ヒステリー性てんかん

hypophysectomy
hypophysis

hypophysitis
hypopituitarism
hypoplasia
hypopnea
hypoprosexia
hyporeflexia
hyposmia
hyposomnia

hypotelorism
hypotension
hypothalamic hamartoma
hypothalamic hypophyseal system
hypothalamo-hypophyseal portal system
hypothalamus graft
hypothalamus〈L〉
hypotherm［o］esthesia

hypothermia
hypothyroidism
hypotonia
hypotonus
hypotympanum
hypovascularity
hypoventilation
hypovolemia
hypoxemia
hypoxia
hypoxic encephalopathy
hypoxic hypoxia
hypsa［r］rhythmia
hysteria
hysteroepilepsy
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内頚動脈-後交通動脈分岐部動脈瘤
発作時自動症
発作時てんかん性放電
白痴
特発性顔面神経麻痺
特発性てんかん
特発性肉芽腫性動脈炎
特発性頭蓋内圧亢進［症］
特発性血小板減少性紫斑病
白痴［者］
1.発汗，2.多汗［症］｛＝hidrosis, 
　sweating｝
イフォスファミド
腸骨動脈
腸骨
腸骨筋
錯覚
画像診断
未熟奇形腫
直後てんかん｛頭部外傷の直後に起

きる発作.真のてんかんではない｝
即時記憶
1.不動［化］，2.固定, 3｛＝fixation｝
免疫複合体
免疫反応
免疫細胞化学
免疫螢光
免疫螢光顕微鏡
免疫グロブリン
免疫組織化学
免疫［学的］寛容［性］
免疫学
免疫抑制
免疫療法
免疫毒素

I
IC-PC aneurysm
ictal automatism
ictal epileptic discharge
idiocy
idiopathic Bell's palsy
idiopathic epilepsy
idiopathic granulomatous arteritis
idiopathic intracranial hypertension
idiopathic thrombocytopenic purpura
idiot
idrosis

ifosfamide
iliac artery
iliac bone
iliac muscle
illusion
imaging diagnosis
immature teratoma
immediate epilepsy

immediate memory
immobilization
immune complex
immune response
immunocytochemistry
immunofluorescence
immunofluorescent microscopy
immunoglobulin （Ig）
immunohistochemistry
immunological tolerance
immunology
immunosuppression
immunotherapy
immunotoxin
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衝突外傷
インピーダンス聴力検査
切迫脳卒中
無知覚
埋込みトランスデューサ
埋込み［術］
脳深部刺激装置設置

脊髄刺激装置設置

埋込み頭蓋内圧センサー
1.不能［症］，2.陰萎
1.圧痕，2.陥凹｛＝indent, indentation, 
　recess｝，3.印象
インパルス，電気的興奮
インサイチューハイブリダイゼーション
不適切抗利尿ホルモン分泌

1.無関心，2.無視
先天異常｛＝congenital abnormality 
　（anomaly）｝
1.発病率，2.発症率
無症候性動脈瘤
偶発［下垂体腺］腫
初期脳卒中｛＝inpending stroke｝
切痕
テント切痕ヘルニア｛＝transtentorial 
　herniation｝
封入体
封入体病
封入体脳炎
思考散乱
解離性眼振｛＝dissociated 
　nystagmus｝
失禁｛＝incontinentia｝
失禁
大便失禁

impact injury
impedance audiometry
impending stroke
imperception
implantable transducer
implantation
implantation of deep brain stimulating 
　electrode
implantation of spinal cord stimulating 
　electrode
implanted ICP sensor
impotence（-cy）
impression

impulse
in situ hybridization
inappropriate antidiuretic hormone 
　secretion
inattention
inborn error

incidence
incidental aneurysm
incidentaloma
incipient stroke
incisura〈L〉
incisural herniation

inclusion ［body］
inclusion body disease
inclusion body encephalitis
incoherence
incongruent nystagmus

incontinence
incontinentia
incontinentia alvi 〈L〉
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協調運動障害
頭蓋内圧亢進｛＝intracranial 
　hypertension｝
体幹屈曲
きぬた骨
1.圧入，2.陥凹，3.彎入｛＝indentation｝
1.圧入，2.陥凹，3.彎入
示指〔ジシ〕
適応
間接吻合［術］
間接EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）バイパス
［術］

間接瞳孔反応｛＝consensual reaction｝
1.誘発高血圧，2.人為的昇圧
誘発眼振
1.灰白層，2.灰白鞘
乳児
乳児片麻痺
点頭てんかん｛＝West syndrome｝
梗塞｛＝infarction｝
梗塞
感染性動脈瘤
感染性疾患
下交叉性片麻痺
下関節突起
下小脳脚
下前頭回
下前頭溝
下〔シタ〕半盲

［側脳室］下角｛＝temporal horn｝
下下垂体動脈
下髄帆
下頭頂小葉
下錐体静脈洞
下矢状静脈洞
下唾液核
下側頭回

incoordination ［of movement］
increased intracranial pressure

incurvation of trunk
incus
indent
indentation
index ［finger］
indication
indirect anastomosis
indirect EC-IC bypass

indirect pupillary reaction
induced hypertension
induced nystagmus
indusium griseum
infant
infantile hemiplegia
infantile spasm［s］
infarct
infarction
infectious aneurysm
infectious disease
inferior alternating hemiplegia
inferior articular process
inferior cerebellar peduncle
inferior frontal gyrus
inferior frontal sulcus
inferior hemianop［s］ia
inferior horn
inferior hypophyseal artery
inferior medullary velum
inferior parietal lobule
inferior petrosal sinus
inferior sagittal sinus
inferior salivatory nucleus
inferior temporal gyrus
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下側頭溝
下虫部静脈
浸潤性星細胞腫
浸潤｛＝invasion｝
炎症性頭痛
流入域｛動脈瘤内の｝
インフルエンザ脳症
インフォームド･コンセント
床突起下動脈瘤｛＝subclinoid 
　aneurysm｝
核下性麻痺
脳梁膨大下到達法（アプローチ）
側頭下到達法　（アプローチ）
テント下到達法（アプローチ）
テント下小脳上到達法（アプローチ）
漏斗状拡大
漏斗陥凹｛＝recessus infundibuli〈L〉｝
漏斗神経下垂体炎
漏斗
注入試験
遺伝
1.イニオン，2.外後頭隆起
初期叫声〔キョウセイ〕
1.外傷，2.傷害，3.障害，4.創傷，5.損傷
｛＝wound, lesion｝

外膓重症度評点
内耳
内言語｛＝internal speech｝
神経支配
無名動脈
無名線
潜行性発病
病識
不眠［症］｛＝ahynia, ahypnosis, 
　hyposommia｝
吸息
不安定［性］

inferior temporal sulcus
inferior vermian vein
infiltrating astrocytoma
infiltration
inflammatory headache
inflow zone
influenza-associated encephalopathy
informed consent
infraclinoid aneurysm

infranuclear paralysis
infrasplenial approach
infratemporal approach
infratentorial approach
infratentorial-supracerebellar approach
infundibular dilatation
infundibular recess
infundibulo-neurohypophysitis
infundibulum〈L〉
infusion test
inheritance
inion
initial cry
injury

injury severity score
inner ear
inner speech
innervation
innominate artery
innominate line
insidious onset
insight
insomnia

inspiration
instability
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瞬間回転軸
治験審査委員会
固定器具使用手術
島
インシュリン様成長因子
知能衰退
知的機能
知能
知能指数
知能検査
強度変調放射線治療

企図時振戦
意図的待機手術｛破裂脳動脈瘤に対

する用語｝
椎体間固定［術］，椎体癒合
海綿静脈洞間静脈洞
二腹筋間線
嵌合
インターフェロン
大脳半球間裂到達法（アプローチ）
半球間硬膜下血腫
大脳半球間裂経脳梁到達法（アプ

ローチ）
大脳半球間裂経終板到達法（アプ

ローチ）
椎弓間到達法（アプローチ）｛＝Love 

method｝
発作間欠期てんかん性放電
インターロイキン
インターロイキン２
半球間嚢（のう）胞
椎間関節嵌頓
ロック型離脱コイル
中間損傷
中間神経｛＝intermedius nerve｝

instantaneous axis of rotation
institutional review board （IRB）
instrumentation surgery
insula
insulin-like growth factor （IGF）
intellectual deterioration
intellectual function
intelligence
intelligence quotient （IQ）
intelligence test
intensity modulated radiotherapy 
　（IMRT）
intention tremor
intentional delayed operation

interbody fusion
intercavernous sinus
interdigastric line
interdigitation
interferon
interhemispheric approach
interhemispheric subdural hematoma
interhemispheric transcallosal approach

interhemispheric trans-lamina terminalis 
　approach
inter-laminar approach

interictal epileptic discharge
interleukin
interleukin 2（ＩL-2）
interhemispheric cyst
interlocked facet
interlocking detachable coil （IDC）
intermediate injury
intermediate nerve
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中間顔面神経｛広義の顔面神経，すな
わち狭義の顔面神経と中間神経｝

中間外側柱｛＝lateral horn側柱｝
中間神経
間欠的導尿［法］
間欠性跛行
馬尾性間欠性跛行

脊髄性間欠性跛行｛＝spinal 
　intermittent claudication｝
間欠性眼球突出［症］
間欠性斜頚
内頚動脈頚動脈管内部（C5）

内耳動脈
内耳道
内包
内頚動脈前壁動脈瘤｛いわゆる背側

型動脈瘤dorsal aneurysm｝
内頚動脈
内頚動脈海綿静脈洞部（C4）

内頚動脈視交叉槽部（C2）

内頚動脈膝部（C3）
内頚動脈終末部（C1）

内頚動脈分岐部
内頚動脈-後交通動脈

内大脳静脈
内減圧［術］
内弾性板
内水頭症
内頚静脈

intermediofacial nerve

intermediolateral column （ILC）
intermedius nerve
intermittent catheterization
intermittent claudication
intermittent claudication of cauda 
　equina
intermittent claudication of spinal cord

intermittent exophthalmos
intermittent torticollis
internal carotid artery, intracanal portion 
　（C5）
internal auditory artery
internal auditory canal （IAC）
internal capsule
internal carotid antery, anterior wall 
　aneurysm
internal carotid artery （ICA）
internal carotid artery, cavernous 
　portion 
　（C4）
internal carotid artery, cisternal 

portion 
　（C2）
internal carotid artery, knee （C3）
internal carotid artery, terminal portion 
　（C1）
internal carotid bifurcation （ICB）
internal carotid-posterior communiting 
　（IC-PC） artery
internal cerebral vein
internal decompression
internal elastic lamina
internal hydrocephalus
internal jugular vein
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内髄板
内後頭静脈
内眼筋麻痺
内頭頂動脈
内錐体神経細胞層
内因感覚
内言語｛＝inner speech｝
内斜視｛＝convergent strabismus, 
　esotropia｝
介在ニューロン
核間性眼筋麻痺
内臓［受容］感覚｛＝interoceptive 
　sensibility｝
内臓［受容］感覚
脚間槽
椎弓根間距離
脚間核
棘間靭帯
組織内［密封］小線源治療
組織［間］液
組織内温熱療法
組織内照射
間質性ニューロパチー

［カハール］間質核｛＝nucleus 
　interstitialis〈L〉｝
治療的放射線学
室間孔｛＝foramen interventriculare
　〈L〉, Monro foramen｝
椎間板｛＝disc（k）｝
椎間板疾患
椎間板ヘルニア｛＝herniation of 
　intervertebral disc（k）, disc（k） hernia, 
　disc（k） herniation, herniated 
　disc（k）｝
椎間孔｛＝foramen intervertebrale
　〈L〉｝

［脈管］内膜

internal medullary lamina （IML）
internal occipital vein
internal ophthalmoplegia
internal parietal artery
internal pyramidal layer
internal sensation
internal speech
internal strabismus

interneuron
internuclear ophthalmoplegia （INO）
interoceptive sensation

interoceptive sensibility
interpeduncular cistern
interpeduncular distance
interpeduncular nucleus （IP）
interspinal ligament
interstitial brachytherapy
interstitial fluid
interstitial hyperthermia
interstitial irradiation
interstitial neuropathy
interstitial nucleus ［of Cajal］

interventional radiology
interventricular foramen

intervertebral disc（k）
intervertebral disc（k） disease
intervertebral disc（k） hernia

intervertebral foramen

intima
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1.内膜フラップ，2.解離内膜
1.内中膜複合体，2.内膜中膜複合体
内中膜複合体厚｛＝intima-media 
　thickness （IMT）｝
不耐［性］
中毒
経動脈的デジタル減算血管造影［法］

動［脈内］注［入］
［脳］実質内腫瘍
頚動脈内アモバルビタール注入試験
｛＝amytal test, Wada test｝

海綿静脈洞部内頚動脈
腔内照射
脳内海綿状血管腫
脳内嚢（のう）胞
脳内血腫
脳内出血
脳内盗血現象
頭蓋内膿瘍
頭蓋内動脈瘤
頭蓋内石灰化
頭蓋内カテーテル
1.頭蓋内コンプライアンス，2.頭蓋内圧

縮率
頭蓋内皮膚洞
頭蓋内異物
頭蓋内血腫
頭蓋内出血
頭蓋内圧亢進［症］｛＝increased 
　intracranial pressure｝
頭蓋内圧低下［症］
頭蓋内感染［症］
頭蓋内浸潤
頭蓋内病変
頭蓋内髄膜腫
頭蓋内腫瘍（新生物）

intimal flap
intima-media complex （IMC）
intima-media signal

intolerance
intoxication
intraarterial digital subtraction 
　angiography
intra-arterial infusion
intra-axial tumor
intracarotid amobarbital injection test

intracavernous internal carotid artery
intracavitary radiation
intracerebral cavernous angioma
intracerebral cyst
intracerebral hematoma （ICH）
intracerebral hemorrhage
intracerebral steal phenomenon
intracranial abscess
intracranial aneurysm
intracranial calcification
intracranial catheter
intracranial compliance

intracranial dermal sinus
intracranial foreign body
intracranial hematoma
intracranial hemorrhage
intracranial hypertension

intracranial hypotension
intracranial infection
intracranial invasion
intracranial lesion
intracranial meningioma
intracranial neoplasm
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頭蓋内器質性病変
頭蓋内圧
頭蓋内圧モニタリング（監視）
頭蓋内圧波
頭蓋内脈波
頭蓋内記録
頭蓋内占拠性病変
頭蓋内静脈瘤
頭蓋内静脈性血管腫
難治［性］てんかん｛＝uncontrollable 
　epilepsy, refractory epilepsy｝
頑痛
硬膜内膿瘍
硬膜内髄外の
硬膜内血腫
硬膜内腫瘍
髄板内核
視床髄板内核
髄内空洞形成
髄内嚢（のう）胞
髄内出血
髄内病変
髄内偽性嚢（のう）胞
脊髄髄内腫瘍（新生物）
脊髄髄内腫瘍
髄内腫瘍
髄内静脈
筋紡錘内筋線維
壁内血栓症
ナイダス内動脈瘤
眼内リンパ腫
術中血管造影［法］
術中モニタリング（監視）
実質内病変
実質内圧

［トルコ］鞍内くも膜嚢（のう）胞
［トルコ］鞍内嚢（のう）胞

intracranial organic lesion
intracranial pressure （ICP）
intracranial pressure monitoring
intracranial pressure wave
intracranial pulse wave
intracranial recording
intracranial space-taking lesion
intracranial varix
intracranial venous angioma
intractable epilepsy

intractable pain
intradural abscess
intradural extramedullary
intradural hematoma
intradural tumor
intralaminar nuclei
intralaminar thalamic nuclei 
intramedullary cavitation
intramedullary cyst
intramedullary hemorrhage
intramedullary lesion
intramedullary pseudocyst
intramedullary spinal cord neoplasm
intramedullary spinal cord tumor
intramedullary tumor
intramedullary vein
intramural muscle fiber 
intramural thrombosis
intranidal aneurysm
intraocular lymphoma （IOL）
intraoperative angiography
intraoperative monitoring
intraparenchymal lesion
intraparenchymal pressure
intrasellar arachnoid cyst
intrasellar cyst
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［トルコ］鞍内圧
脊柱管内膿瘍
脊柱管内皮膚洞
脊柱管内腫瘍
髄腔内薬剤注入
髄腔内注入［法］
髄腔内モルフィン［投与］
腫瘍内出血
子宮内頭蓋内手術
血管内凝集
血管内閉塞［症］
血管内手術｛＝endovascular surgery｝
血管内超音波
経静脈高カロリー輸液［法］
脳室内くも膜嚢（のう）胞
脳室内カテーテル
室間孔｛＝foramen interventriculare 
　〈L〉, Monro foramen｝
脳室内血腫
脳室内出血
脳室内膜
脳室内閉塞性水頭症

脳室内圧
脳室内腫瘍
1.浸襲，2.浸潤
反転回復法｛MRI検査用語｝
反転時間｛MRI検査用語｝
倒立瓶現象
逆馬蹄型皮弁
サイダー瓶倒立症候群
逆転反射｛＝paradoxical reflex｝
不随意運動
電離放射線
同向性発作
照射
不規則性眼振

intrasellar pressure
intraspinal abscess
intraspinal dermal sinus
intraspinal tumor
intrathecal drug infusion
intrathecal injection
intrathecal morphine
intratumoral hemorrhage
intrauterine intracranial surgery
intravascular aggregation
intravascular occlusion
intravascular surgery
intravascular ultrasound
intravenous hyperalimentation（IVH）
intraventricular arachnoid cyst
intraventricular catheter
intraventricular foramen

intraventricular hematoma
intraventricular hemorrhage
intraventricular membrane
intraventricular obstructive 
　hydrocephalus
intraventricular pressure
intraventricular tumor
invasion
inversion recovery （IR）
inversion time （IT）
inverted bottle phenomenon
inverted horseshoe flap
inverted pop-bottle syndrome
inverted reflex
involuntary movement （IVM）
ionizing radiation
ipsiversive seizure
irradiation
irregular nystagmus
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灌流吸引カッター
過敏性膀胱
虚血
虚血性浮腫
虚血血流閾値
虚血性低酸素［症］
虚血性壊死｛＝avascular necrosis｝
1.可逆的虚血領域，2.虚血性ペナンブラ
脳虚血評点
虚血性卒中
1.虚血耐性現象，2.虚血耐性
坐骨神経痛
等輝度エコー
瞳孔等大
孤立化静脈洞｛dural AVF内｝
孤立性中心管拡張症
隔離第四脳室
隔離片側水頭症
等感度線
イソソルビド
アイソトープ（同位元素）脳槽造影［法］
峡
かゆみ
瘙痒感

ジャクソン試験
ジャクソンてんかん
ジャクソン・マーチ
未視感
日本［式］昏睡尺度（スケール）
　｛＝3-3-9度方式｝
1.ジャルゴン，2.錯語
1.ジャルゴン失語［症］，2.錯語症
下顎反射｛＝chin reflex, mandibular 
　reflex｝

irrigating sucking cutter
irritable bladder
ischemia
ischemic edema
ischemic flow threshold
ischemic hypoxia
ischemic necrosis
ischemic penumbra
ischemic score
ischemic stroke
ischemic tolerance
ischialgia
isoechoic
isocoria
isolated （dural） sinus
isolated central canal dilatation
isolated fourth ventricle
isolated unilateral hydrocephalus
isopter
isosorbide
isotope cisternography
isthmus
itching
itchy sensation

J 
Jackson test
Jacksonian epilepsy
Jacksonian march
jamais vu〈F〉
Japan Coma Scale （JCS）

jargon
jargonaphasia
jaw reflex
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下顎瞬目現象｛＝Gunn syndrome｝
ジェファーソン骨折
反射｛＝reflex｝
律動性眼振
関節不安定
関節［感］覚
頚静脈圧迫試験
頚静脈孔｛＝foramen jugulare〈L〉｝
頚静脈孔症候群
頚静脈孔部腫瘍
頚静脈窩
頚静脈グロムス腫瘍
　｛＝chemodectoma｝
頚静脈｛解剖学用語には内，外，前に

三別されるが，臨床的にはinternal 
jugular veinの意味で慣用されて
いる｝

蝶形骨隆起［部］髄膜腫｛planum 
sphenoidale meningiomaを用いよ｝

［血管］分岐部拡張
若年性星細胞腫
若年性頭部外傷症候群
若年性毛様性星細胞腫
若年性一側上肢筋萎縮症
　｛＝Hirayama disease｝
傍硬膜輪動脈瘤

カリクレイン･キニン系
カルマン症候群
燭台動脈徴候
カポジ肉腫
カルノフスキー動作状態
カルノフスキー日常活動能力尺度
1.ピクノーゼ，2.核濃縮，3.核凝縮
　｛＝pyk（c）nosis｝

jaw-winking phenomenon
Jefferson fracture
jerk
jerky （jerking） nystagmus
joint instability
joint sensation
jugular compression test
jugular foramen
jugular foramen syndrome
jugular foramen tumor
jugular fossa
jugular glomus tumor

jugular vein

jugum sphenoidale meningioma

junctional dilatation
juvenile astrocytoma
juvenile head trauma syndrome
juvenile pilocytic astrocytoma
juvenile unilateral muscular atrophy

juxta-dural ring aneurysm

K
kallikrein-kinin system
Kallmann syndrome
Kandelabrazeichen〈G〉
Kaposi sarcoma
Karnofsky performance status
Karnofsky performance scale（KPS）
karyopyk（c）nosis
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ケルニッヒ徴候
カーノハン［の］圧痕
カーノハン･ウォルトマン［の］圧痕
ケタミン
燃えあがり効果
運動時振戦
捻転，キンキング
クローバー葉頭蓋｛＝cloverleaf 
　skull｝
クリッペル･フェール症候群
クリッペル･トレノネィ･ウエーバー症候群
クリューバー･ビューシー症候群
膝屈曲試験
膝蓋腱反射｛＝patellar tendon reflex 
　（PTR）｝
1.膝蓋［腱］反射，2.膝［蓋］反射
　｛＝patellar reflex｝
膝打ち試験
コルサコフ症候群
クスマウル［大］呼吸
椎骨形成術

［脊柱］後側彎［症］
［脊柱］後彎［症］

ラベ（ー）静脈｛＝vena anastomotica 
　inferior〈L〉｝
迷路
迷路摘出
迷路性眼振｛＝vestibular nystagmus｝
迷路性めまい（眩暈）
内耳炎（迷路炎）
裂傷
涙腺
流涙
プロラクチン産生細胞

Kernig sign
Kernohan notch
Kernohan-Woltman notch
ketamine
kindling effect
kinetic tremor
kinking
Kleeblattschadel〈G〉

Klippel-Feil syndrome
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome
Kluver-Bucy syndrome
knee bending test
knee jerk

knee jerk reflex

knee pat test
Korsakoff syndrome
Kussmaul respiration
kyphoplasty
kyphoscoliosis
kyphosis

L
Labbe vein

labyrinth
labyrinthectomy
labyrinthine nystagmus
labyrinthine vertigo
labyrinthitis
laceration
lacrimal gland
lacrimation
lactotroph cell
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1.小窩，2.ラクナ
まだら健忘｛lacunar strokeとは関係

しない｝
小窩性梗塞
裂孔頭蓋｛＝Luckenschadel 〈G〉｝
裂孔頭蓋変形
小窩状態｛＝etat lacunaire （F）｝
小窩性卒中
兎眼
ラムダ｛失状縫合とラムダ縫合が出会

う頭蓋計測点｝
ラムダ波
ラムダ［状］縫合｛日本解剖学名では

「人字」は採用されていない｝
ラムダ縫合骨癒合［症］
終板
1.椎弓［板］切除［術］，2.ラミネクトミー
椎弓形成［術］
部分的椎弓切除（術）
乱刺痛
ランゲルハンス細胞組織球症
言語中枢｛＝speech center｝
大型動脈瘤
大型脳動静脈奇形
ラーモア頻度
喉頭神経
喉頭反射｛＝cough reflex｝
喉頭麻痺｛＝laryngoplegia｝
喉頭麻痺
喉頭攣縮
ラセーグ徴候
ラセーグ試験｛＝sciatic nerve stretch 

test｝
レーザー
晩期てんかん｛真の外傷性てんかん

である｝
潜時

lacuna〈L〉
lacunar amnesia

lacunar infarction
lacunar skull
lacunar skull deformity
lacunar state
lacunar stroke
lagophthalmia（-mos）
lambda（λ）

lambda（λ） wave
lambdoid suture

lambdoid synostosis
lamina terminalis〈L〉
laminectomy
laminoplasty
laminotomy
lancinating pain
Langerhans-cell histiocytosis
language center
large aneurysm
large arteriovenous malformation
Larmor frequency
laryngeal nerve
laryngeal reflex
laryngoparalysis
laryngoplegia
laryngospasm
Lasegue sign
Lasegue test

laser
late epilepsy

latency
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潜伏している
外側眼窩前方移動術｛＝canthal 

advancement｝
外側小脳延髄槽｛日本解剖学名では
「小脳延髄槽」｝

［脊髄］側柱
［脊髄］側索
側方注視
外側膝状体

［脊髄］側角
外側塊
延髄外側症候群｛Wallenberg 
　syndromeはその一種｝
外側中脳静脈
水平性眼振｛＝horizontal 
　nystagmus｝
外側橋延髄症候群
外側後脈絡叢動脈
1.第四脳室外側陥凹，2.椎間孔側溝
　｛＝脊柱管外側陥凹｝
側臥位
外側半腹臥位
transverse sinus ｛＝横静脈洞｝と同じ
外側脊髄動脈
外側脊髄視床路
側脳室
側脳室髄膜腫
側方性
1.左右分化，2.偏在，側性化
側方性神経徴候
側方突進［現象］
側方捻転
ローレンス･ムーン･ビィードル症候群
ルフォーⅠ型〜Ⅲ型
鉛管様強剛
学習
レクチン

latent
lateral canthal advancement

lateral cerebellomedullary cistern

lateral column of spinal cord
lateral funiculus
lateral gaze
lateral geniculate body （LGB or LG）
lateral horn
lateral mass
lateral medullary syndrome

lateral mesencephalic vein
lateral nystagmus

lateral pontomedullary syndrome
lateral posterior choroidal arteries
lateral recess

lateral recumbent position
lateral semiprone position
lateral sinus
lateral spinal artery
lateral spinothalamic tract
lateral ventricle
lateral ventricle meningioma
laterality
lateralization
lateralizing neurologic signs
lateropulsion
laterotorsion
Laurence-Moon-Biedl syndrome
Le Fort Ⅰ-Ⅲ
lead-pipe rigidity
learning
lectin
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left-handed
left-handedness
left-right disorientation

leg-dropping test
leiomyoma
leiomyosarcoma
Lennox syndrome

Lennox-Gastaut syndrome
lenticular fasciculus
lenticulostriate artery
leontiasis

leontiasis ossea〈L〉
leptomeningeal anastomosis
leptomeningeal cyst
leptomeningeal tumor
leptomeninges

leptomeningitis
lesion
lesionectomy
lethargic encephalitis
lethargy
leuc（k）otomy
leuko［-］araiosis
leukodystrophy（-phia）
leukoencephalitis
leukoencephalopathy
levamisole
Lewy body 
Lhermitte sign
Lhermitte-Duclos disease
lid vibration test

左手利きの｛＝sinistronanual〈adj〉｝
左手利き
左右識別障害｛＝right-left 
　disorientation｝
下腿落下試験｛＝Barre test｝
平滑筋腫
平滑筋肉腫
レンノックス症候群
　｛＝Lennox-Gastaut syndrome｝
レンノックス･ガストー症候群
レンズ核束｛＝Forel H2 bundle｝
レンズ核線条体動脈
獅子（しし）顔貌｛＝facies leontina 
　〈L〉｝
骨性獅子（しし）顔貌
軟膜吻合［術］
軟膜嚢（のう）胞
軟膜腫瘍
1.くも膜軟膜，2.軟膜｛広義の｝｛国際解

剖学名からleptomeninxがなくなっ
ており，これに相当する日本解剖学
名はないのでこのように訳す｝

軟膜炎
1.病変，2.損傷，3.病巣，4.外傷，5.障害
病巣切除［術］
嗜眠性脳炎
嗜眠
白質切断［術］
白質希薄化
白質ジストロフィー
白質脳炎
白質脳症
レバミゾール
レヴィ小体
レルミット徴候
レルミット･ダクロス病
眼瞼振動試験
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生活満足度
生活習慣病｛＝life-style related 
　disease｝
生活習慣病
リ・フラウメニ症候群
黄色靱帯
光覚弁
対光反応｛＝light reflex｝
対光反射｛＝pupillary reflex｝
光覚｛＝light sense｝
光覚
頭部ふらふら感
対光近見反射解離
電撃痛｛＝fulgurant pain｝
リリキスト膜
肢節運動失調
辺縁葉皮質

［大脳］辺縁系
肢節運動失行
跛行｛＝claudication｝
リンダウ病｛＝retinocerebral 
　angiomatosis｝
リンダウ腫瘍
並進加速度
1.ライナック，2.リニアック，3.直線加速器
線状頭蓋骨切除［術］
並進減速［度］
線エネルギー付与
線状骨折
線状頭蓋［骨］骨折
口唇反射
脂肪肉芽腫
脂肪硝子変性
脂肪腫
脂肪腫症
脂肪髄膜瘤
脂肪髄膜脊髄瘤

life satisfaction
life style disease

life-style related diseases
Li-Fraumeni syndrome
ligamentum flavum
light perception
light reaction
light reflex
light sensation
light sense
light-headedness
light-near dissociation
lightning pain
Liliequist membrane
limb ataxia
limbic cortex
limbic system
limb-kinetic apraxia
limping gait
Lindau disease

Lindau tumor
linear acceleration
linear accelerator
linear craniectomy
linear deceleration
linear energy transfer （LET）
linear fracture
linear skull fracture
lip reflex
lipogranuloma
lipohyalinosis
lipoma
lipomatosis
lipomeningocele
lipomeningomyelocele
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脂肪脊髄髄膜瘤
脂肪肉腫

［脳脊］髄液漏｛＝cerebrospinal fluid 
　leak［age］｝
1.リッシュ結節，2.虹彩過誤腫
リッサウエル路｛＝dorsolateral 
　tract｝
滑脳［症］
小指〔ショウシ〕
脳葉萎縮
脳葉出血
分葉全前脳［胞］症
脳葉
脳葉切除［術］
1.脳葉切断［術］，2.ロボトミー
局所脳血流［量］｛＝regional cerebral 
　blood flow （rCBF）｝
局所脳血液量｛＝regional cerebral 
　blood volume （rCBV）｝
局所脳ぶどう糖消費

局所脳ぶどう糖代謝率

局所脳酸素消費量

局在性病変
局所酸素摂取率
局所再発
局在性てんかん
限局性外水頭症
椎間関節嵌合｛＝facet interlocking｝
1.閉じ込め症候群，2.施錠症候群
語間代症
語漏
長頭
長下肢装具
長経路徴候

lipomyelomeningocele
liposarcoma
liquorrhea

Lisch nodule
Lissauer tract

lissencephaly（-lia）
little finger
lobar atrophy
lobar hemorrhage
lobar holoprosencephaly
lobe
lobectomy
lobotomy
local cerebral blood flow

local cerebral blood volume

local cerebral glucose utilization 
　（LCGU）
local cerebral metabolic rate for glucose 
　（LCMRG）
local cerebral metabolic rate of 　

　oxygen
local lesion
local oxygen extraction fraction
local recurrence
localized epilepsy
localized external hydrocephalus
locked facet
locked-in syndrome
logoclonia
logorrhea
long head
long leg brace （LLB）
long tract sign
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縦骨折
［脊柱］前側彎［症］
［脊柱］前彎［症］
意識消失｛＝unconsciousness｝
1.ヘテロ接合性喪失，2.LOH
記憶消失
ラブ法｛＝inter-laminar approach｝
低振幅電位
腰痛
低［脳脊］髄圧
低位円錐
低吸収域｛CT検査用語｝
低分化型［神経］膠腫（グリオーマ）
低頭蓋内圧症候群
低信号域｛MRI検査用語｝
低電圧速波［活動］
下部脳底動脈分枝症候群
下肢｛＝lower limb｝
下半頭痛｛顔面痛のこと｝
下肢
意識清明期
裂孔頭蓋｛＝lacunar skull｝
腰痛［症］
腰髄
腰椎椎間板疾患
腰椎椎間板ヘルニア｛＝lumbar 
　disc（k） herniation｝
腰椎椎間板ヘルニア
腰椎ドレナージ
腰膨大
腰椎穿刺
腰椎穿刺性頭痛
腰部脊柱管狭窄［症］｛＝lumbar 
　stenosis｝
腰椎｛＝lumbar vertebra｝
腰椎骨折
腰［部脊］椎症

longitudinal fracture
lordoscoliosis
lordosis
loss of consciousness
loss of heterozygosity
loss of memory
Love method
low amplitude potential
low back pain
low cerebrospinal fluid pressure
low conus medullaris
low density area
low grade glioma
low ICP syndrome
low intensity area
low voltage fast ［activity］
lower basilar branch syndrome
lower extremity
lower half headache
lower limb
lucid interval
Luckenschadel〈G〉
lumbago
lumbar cord
lumbar disc（k） disease
lumbar disc（k） hernia

lumbar disc（k） herniation
lumbar drainage
lumbar enlargement
lumbar puncture （LP）
lumbar puncture headache
lumbar spinal canal stenosis

lumbar spine
lumbar spine fracture
lumbar spondylosis
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腰部脊柱管狭窄［症］
腰椎
腰椎化
腰部くも膜下腔腹腔シャント
腰仙部髄膜瘤
腰仙椎
腰仙部捻挫
肺癌
ルシュカ孔｛＝foramen of Luschka, 
　apertura lateralis ventriculi quarti
　〈L〉｝
黄体化ホルモン放出ホルモン

1.脱臼，2.転位
ぜいたく灌流
ルイ（リュイ）体｛＝corpus luysi［i］〈L〉, 

subthalamic nucleus｝
リンパ球性下垂体炎
リンパ球性漏斗神経下垂体炎

リンパ球性髄膜炎
リンパ球性神経下垂体炎

1.リンフォカイン活性化キラー（殺）細
胞，2.LAK細胞

リンパ腫
リンパ腫様肉芽腫症
リンパ球形質細胞に富む髄膜腫
リンパ球形質細胞性髄膜炎
リンパ肉腫

マキューイン徴候｛＝cracked-pot 
　sound｝
巨大脳症
1.巨大腺腫，2.マクロアデノーマ

lumbar stenosis
lumbar vertebra
lumbarization
lumbo［-］peritoneal （L-P） shunt
lumbosacral meningocele
lumbosacral spine
lumbosacral sprain
lung cancer
Luschka foramen

luteinizing hormone-releasing hormone 
 （LH-RH）
luxation
luxury perfusion
Luys body

lymphocytic adenohypophysitis
lymphocytic 
　infundibulo-neurohypophysitis 
lymphocytic meningitis
lymphocytic neurohypophysitis

lymphokine-activated killer （LAK） cell

lymphoma
lymphomatoid granulomatosis
lymphoplasmacyte-rich meningioma
lymphoplasmacytic meningitis
lymphosarcoma

M
Macewen sign

macr［o］encephaly（-lia）
macroadenoma
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大頭症
1.大頭症，2.巨頭症
1.大頭症，2.巨頭症
巨大舌｛神経学会の訳は大舌［症］｝
　｛＝megaglossia｝
巨大脳回［症］｛神経学会の訳は大脳

回［症］｝
1.マクロファージ，2.大食細胞
大視症
黄斑｛＝yellow spot｝
黄斑領域
黄斑回避
狂牛病
マッフィチ症候群
マジャンディー孔｛＝apertura 
　mediana ventriculi quarti〈L〉, 
　foramen of Magendie｝
磁石（マグネット）反応
磁気［利用］閉塞
磁気共鳴
1.磁気共鳴血管造影［法］，2.MR血管

造影［法］
磁気共鳴画像［法］
磁気共鳴スペクトロスコピー

磁気共鳴スペクトル
磁気刺激［法］
脳磁図
脳磁図検査［法］
産科医の手
大型発作
強力精神安定薬
吸収不全症候群
頬骨骨折
奇形｛＝aromaly, deformity｝
悪性腺腫
悪性星細胞腫

macrocephalus
macrocephaly（-lia）
macrocrania
macroglossia

macrogyria

macrophage
macropsia
macula lutea〈L〉
macular area
macular sparing
mad cow disease
Maffuccis syndrome
Magendie foramen

magnet response
magnetic occlusion
magnetic resonance
magnetic resonance （MR） angiography 
　（MRA）
magnetic resonance imaging （MRI）
magnetic resonance spectroscopy 
　（MRS）
magnetic resonance spectrum （MRS）
magnetic stimulation
magnetoencephalogram （MEG）
magnetoencephalography （MEG）
main d'accoucheur 〈F〉
major seizure
major tranquilizer
malabsorption syndrome
malar bone fracture
malformation
malignant adenoma
malignant astrocytoma
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悪性脳腫瘍
悪性脈絡叢乳頭腫
悪性線維性組織球腫
1.悪性［神経］膠腫（グリオーマ），2.分

化型［神経］膠腫（グリオーマ）
悪性高体温症
悪性リンパ腫
悪性黒色腫
悪性髄膜腫
悪性末梢神経鞘腫

1.悪性神経鞘腫，2.悪性シュワン細胞腫
悪性症候群｛＝syndrome malin 〈F〉｝
悪性転化
詐病
つち骨
栄養失調［症］
下顎骨
下顎反射｛＝chin reflex, jaw reflex｝
下顎骨顔面骨形成不全［症］
繰病
繰うつ病
マン試験
マニトール
徒手筋力検査（テスト）
小刻み歩行｛＝démarch á petits pas
　〈F〉｝
マーカスガン現象｛＝jaw-winking 
　phenomenon｝
マルファン症候群
辺縁梗塞
腫瘍辺縁部切除縁
辺縁洞
辺縁血管
マリー･フォア徴候
マリオット盲点
マリオット斑

malignant brain tumor
malignant choroid plexus papilloma
malignant fibrous histiocytoma
malignant glioma

malignant hyperthermia （MH）
malignant lymphoma
malignant melanoma
malignant meningioma
malignant peripheral nerve sheath tumor 
　（MPNST）
malignant schwannoma
malignant syndrome
malignant transformation
malingering
malleus
malnutrition
mandibula〈L〉
mandibular reflex
mandibulofacial dysostosis
mania
manic-depressive psychosis
Mann test
mannitol
manual muscle test［ing］（MMT）
marche á petits pas〈F〉

Marcus Gunn phenomenon （syndrome）

Marfan syndrome
marginal infarct
marginal margin
marginal sinus
marginal vessels
Marie-Foix sign
Mariotte ［blind］spot
Mariotte spot
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仮面様顔貌
仮面うつ病
圧排効果
占拠性病変
中間質
咬筋反射
1.大量血腫，2.塊状血腫
咀嚼（そしゃく）
乳様突起切除
マタス試験
成熟奇形腫
上顎骨顔面外傷
最大値投影法
1.最大耐容用量，2.最大耐用線量
マイアー反射｛＝basal joint reflex, 
　finger-thumb reflex｝
マイアー徴候
マッコーネル下垂体動脈
マッキューン・オルブライト症候群
マッグレガー線
平均通過時間
機械的換気
1.メッケル腔，2.三叉神経腔
　｛＝Meckel cavity｝
1.メッケル腔，2.三叉神経腔
中膜
内側膝状体
内側縦束｛＝faciculus longitudinalis 
　medialis （FLM）｝
内側縦束症候群

内側延髄症候群
内側後脈絡叢動脈
正中脊髄静脈
正中神経
生存期間（の）中央値
薬物乱用頭痛

mask［-］like face
masked depression
mass effect
mass lesion
massa intermedia〈L〉
masseter reflex
massive hematoma
mastication
mastoidectomy
Matas test
mature teratoma
maxillofacial injury
maximum intensity projection （MIP）
maximum tolerated dose
Mayer reflex

Mayer sign
McConnell capsular arteries
McCune-Albright syndrome
McGregor line
mean transit time （MTT）
mechanical ventilation
Meckel cave

Meckel cavity
media
medial geniculate body （MGB or MG）
medial longitudinal fasciculus （MLF）

medial longitudinal fasciculus （MLF）
　syndrome
medial medullary syndrome
medial posterior choroidal artery
median dorsal spinal vein
median nerve
median survival
medication-overuse headache
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延髄
延髄槽
髄質静脈形成異常
髄芽腫
髄上皮腫
髄筋芽［細胞］腫
大頭症｛＝macrocephaly（-lia）, 
　megalocephaly（-lia）｝
巨大大槽
巨大蛇行脳底動脈
巨大舌｛＝macroglossia，神経学会の

訳は大舌［症］｝
巨大脳症｛＝macr［o］encephalia（-ly）｝
巨頭症｛＝megalocephaly（-lia）｝
巨頭症
メージュ症候群
肢痛
黒色芽腫
メラニン細胞刺激ホルモン
1.黒色腫，2.メラノーマ
黒色腫症
黒色腫性髄膜腫
黒色症
メラトニン
メルカーソン症候群
膜性骨化
メンデル･ベヒテレフ反射
　｛＝Bechterew reflex｝
メンデル･ベヒテレフ徴候
メニエール病
メニエール症候群
硬膜動脈｛前（anterior），中（middle）

および後（posterior）硬膜動脈｝
髄膜癌腫症
髄膜炎性叫声
髄膜嚢（のう）胞
髄膜［神経］膠腫症

medulla oblongata〈L〉
medullary cistern
medullary venous malformation
medulloblastoma
medulloepithelioma
medullomyoblastoma
megacephaly（-lia）

megacisterna magna 〈L〉
megadolichobasilar artery
megaglossia

megal［o］encephaly（-lia）
megalocephalus
megalocephaly（-lia）
Meige syndrome
melalgia
melanoblastoma
melanocyte stimulating hormone （MSH）
melanoma
melanomatosis
melanomatous meningioma
melanosis
melatonin
Melkersson syndrome
membranous ossification
Mendel-Bechterew reflex

Mendel-Bechterew sign
Meniere disease
Meniere syndrome
meningeal artery

meningeal carcinomatosis
meningeal cry
meningeal cyst
meningeal gliomatosis
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髄膜刺激症候
髄膜肉腫｛＝meningosarcoma｝
髄膜徴候
髄膜腫瘍
髄膜縫合［術］
髄膜血管腫症
髄膜腫
扁平髄膜腫
髄膜腫症
髄膜症
髄膜炎
髄膜瘤
偽性髄膜瘤｛＝pseudomeningocele｝
髄膜脳瘢痕
髄膜炎菌性髄膜炎
髄膜脳炎
髄膜脳瘤
髄膜脳嚢（のう）瘤
髄膜脳脊髄炎
硬膜下垂体動脈
髄膜下垂体動脈幹
髄膜脊髄炎｛＝myelomeningitis｝
髄膜脊髄瘤｛＝
　myelocystomeningocele｝
髄膜脊髄嚢（のう）胞瘤
髄膜脊髄脳炎
髄膜神経根炎
髄膜肉腫｛＝meningeal sarcoma｝
髄膜細胞性髄膜腫
髄膜｛複数形はmeninges｝
月経時片頭痛
精神活動
精神年齢
精神薄弱
精神衰退
精神発達
精神障害

meningeal irritation
meningeal sarcoma
meningeal sign
meningeal tumor
meningeorrhaphy
meningioangiomatosis
meningioma
meningioma en plaque
meningiomatosis
meningism
meningitis
meningocele
meningocele supria〈L〉
meningocerebral cicatrix
meningococcal meningitis
meningoencephalitis
meningoencephalocele
meningoencephalocystocele
meningoencephalomyelitis
meningohypophyseal artery
meningohypophyseal trunk
meningomyelitis
meningomyelocele

meningomyelocystocele
meningomyeloencephalitis
meningoradiculitis
meningosarcoma
meningothelial meningioma
meninx
menstrual migraine
mental activity
mental age
mental deficiency
mental deterioration
mental development
mental disorder
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ment

精神発達遅滞｛＝amentia, 
　oligophrenia｝
精神機能
大腿痛
異常感覚性大腿神経痛
中脳炎
中脳｛＝midbrain｝
中脳視床症候群
中脳切裁術，中脳破壊術
内側側頭葉てんかん
内側側頭葉硬化｛＝mesiotemporal 
　sclerosis｝
内側側頭葉硬化
代謝性昏睡
代謝性脳症
変形視［症］
化生性髄膜腫
転移
転移性脳腫瘍
転移性頭蓋腫瘍
転移性脊髄腫瘍
転移性腫瘍
メシチリン耐性黄色ブドウ球菌

メソトレキセート
メチルプレドニゾロン
前頭縫合
前頭縫合骨癒合［症］
マイヤー［の］ループ
1.小脳［髄］症，2.小頭［蓋］［症］
1.微小塞栓信号，2.微小塞栓シグナル
1.微小腺腫，2.マイクロアデノーマ
微小動脈瘤
微小血管障害
小頭症｛＝microcephaly（-lia）｝
小頭［蓋］［症］
微小循環

mental retardation （MR）

mentation
meralgia
meralgia paraesthetica 〈L〉
mesencephalitis
mesencephalon〈L〉
mesencephalothalamic syndrome
mesencephalotomy
mesial temporal lobe epilepsy
mesial temporal sclerosis

mesiotemporal sclerosis
metabolic coma
metabolic encephalopathy
metamorphopsia
metaplastic meningioma
metastasis
metastatic brain tumor
metastatic skull tumor
metastatic spinal cord tumor
metastatic tumor
Methicillin-resistant Staphylococcus 
　aureus（MRSA）
methotrexate
methylprednisolone
metopic suture
metopic synostosis
Meyer loop
micr［o］encephaly（-lia or -us）
micro embolic signal （MES）
microadenoma
microaneurysm
microangiopathy
microcephalus
microcephaly（-lia or -us）
microcirculation
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midd

微小嚢（のう）胞変性
微小嚢（のう）胞性髄膜腫
微量透析法
微小電極
微小栓子シグナル
微小塞栓［子］
小膠細胞
小膠細胞症
小顎症
小字症
小脳回症
小脳回
小脊髄症
小眼球［症］
小多脳回［症］
小視症
顕微鏡
1.顕微鏡［下］手術，2.マイクロサージェ

リー，3.微小外科
顕微鏡［下］手術（マイクロサージェリー）

用吸引器
微小血管減圧術
微小血管手術
微小血管構築
マイクロ波放射
排尿｛＝micturition, urination｝
排尿
尿意
排尿反射
排尿性失神
中脳｛＝mesencephalon〈L〉｝
正中小脳症候群
中交叉性片麻痺
中大脳動脈
1.中大脳動脈M1部，2.眼窩後部

microcystic degeneration
microcystic meningioma
microdialysis
microelectrode
microembolic signals
microembolus
microglia
microgliosis
micrognathia
micrographia
microgyria
microgyrus
micromyelia
microphthalmus
micropolygyria
micropsia
microscope
microsurgery

microsurgical sucker

microvascular decompression（MVD）
microvascular surgery
microvasculature
microwave radiation
miction
micturition
micturition desire
micturition reflex
micturition syncope
midbrain
midcerebellar syndrome
middle alternating hemiplegia
middle cerebral artery （MCA）
middle cerebral artery M1, postorbital 
　portion

135



midd

1.中大脳動脈M2部，2.島部

中大脳動脈M3部
中大脳動脈M4部
中大脳動脈M5部
中大脳動脈狭窄［症］
中頭蓋窩｛臨床ではmiddle fossaと

簡略化される｝
中耳
中指〔チュウシ〕
中頭蓋窩｛middle cranial fossaの簡

略形｝
中硬膜動脈
中硬膜動脈偽性動脈瘤
中側頭動脈
脊髄正中切開［術］｛＝commissural 
　myelotomy, median myelotomy｝
正中偏位
片頭痛｛＝migrainous headache｝
前兆のある偏頭痛
片頭痛
遊走性弾丸
粟粒〔ゾクリュウ〕動脈瘤
ミラール･ギュブレ症候群
ミラール･ギュブレ･フォビル症候群
1.ミリポアフィルター，2.膜フィルター
ミネルバジャケット
微細脳損傷
微細脳機能障害
最小限意識状態
低侵襲手術
簡易知能試験
微細脳機能不全症候群
最少発育阻止濃度

1.微小漏出［性出血］，2.微小出血
小型発作

middle cerebral artery M2, insular 
　portion
middle cerebral artery M3
middle cerebral artery M4
middle cerebral artery M5
middle cerebral artery stenosis
middle cranial fossa

middle ear
middle finger
middle fossa

middle meningeal artery
middle meningeal pseudoaneurysm
middle temporal artery
midline myelotomy

midline shift
migraine
migraine with aura （MW）
migrainous headache
migrating bullet
miliary aneurysm
Millard-Gubler syndrome
Millard-Gubler-Foville syndrome
millipore filter
Minerva jacket
minimal brain damage
minimal brain dysfunction
minimally conscious state （MCS）
minimally invasive surgery
mini-mental state test （MMST）
minimum brain dysfunction syndrome
minimum inhibitory 
　concentration（MIC）
minor leak
minor seizure

136



mono

軽症脳卒中
穏和精神安定薬
縮瞳
縮瞳薬
鏡像焦点
鏡像運動
鏡像書字
1.貧困灌流，2.窮乏灌流
1.銃創｛＝bullet wound, gunshot 
　wound｝，2.穿通性外傷
MELAS症候群

混合失語［症］
混合型胚細胞腫瘍
混合［神経］膠腫（グリオーマ）
混合腫瘍
1.可動性，2.移動性
メビウス症候群
感覚の種類
修正ランキンスケール
分子生物学
分子遺伝学
分子マーカー
モラレ髄膜炎
1.モナコフ症候群，2.前脈絡叢動脈閉

塞症候群
モニタリング（監視）
モノクローナル抗体
単［発］神経炎
単発性ニューロパチー
不全単麻痺
単麻痺
単極導出｛＝unipolar lead｝
単［発］神経根障害
単律動性デルタ活動

minor stroke
minor tranquilizer
miosis
miotic
mirror focus
mirror movement
mirror writing
misery perfusion
missile wound

mitochondrial myopathy. 
　encephalopathy. lactic acidosis. and 
　stroke-like episodes （MELAS）
mixed aphasia
mixed germ cell tumor
mixed glioma
mixed tumor
mobility
Mobius syndrome
modality of sense
modified Rankin scale （mRS）
molecular biology
molecular genetics
molecular marker
Mollaret meningitis
Monakow syndrome

monitoring
monoclonal antibody
mononeuritis
mononeuropathy
monoparesis
monoplegia
monopolar derivation
monoradiculopathy
monorhythmic delta activity
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モンロー孔｛＝foramen 
　interventriculare〈L〉｝
モンロー･ケリー法則
満月顔貌
1.病的状態，2.罹患率，3.罹病率
モルガーニ症候群｛＝hyperostosis 
　frontalis interna〈L〉｝
モーリーテスト
あさがお症候群
早朝頭痛
早朝嘔吐
モロー反射｛＝embrace reflex｝
モロー反応
死亡率
自発運動性
動揺病
運動［神経］線維
運動性失語［症］｛＝Broca aphasia｝
運動野
1.運動［野］皮質，2.運動［性］皮質
運動誘発電位
運動機能
動作維持困難
運動神経
運動神経細胞
運動ニューロン｛＝motoneuron｝
運動ニューロン疾患
運動麻痺
運動反応
運動神経根｛＝radix motoria〈L〉｝
運動性言語野｛＝Broca area｝
運動性言語中枢｛＝Broca center｝
運動系
運動路
自動車事故
運動異常［症］
運動関連皮質電位

Monro foramen

Monro-Kellie doctrine
moon face
morbidity
Morgagni syndrome

Morley test
morning glory syndrome
morning headache
morning vomiting
Moro reflex
Moro response
mortality ［rate］
motility
motion sickness
motor ［nerve］fiber
motor aphasia
motor area
motor cortex （MCx）
motor evoked potential （MEP）
motor function
motor impersistence
motor nerve
motor nerve cell
motor neuron
motor neuron disease （MND）
motor paralysis
motor response
motor root
motor speech area
motor speech center
motor system
motor tract
motor-vehicle accident
movement disorder
movement-related cortical potential
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もやもや病
ＭＲ脳槽造影（法）
粘液嚢（のう）胞
1.ムコール［菌］症，2.糸状菌症
粘液分泌性乳頭腫
1.多列検出器型CT，2.マルチスライス

CT
集学的治療｛＝multimodal therapy｝
多発梗塞性認知症
多重線骨折
集学的治療
多元的誘発電位

多層スキャン
多発性動脈瘤
多数回腰部手術
多数回［腰］背部手術症候群
多発性脳梗塞
多発性脳神経ニューロパチー
多発性圧挫症候群
多発性内分泌腺腫症
多発性内分泌［腺］腫瘍
多発性髄膜腫
多発性転移
多発性転移性脳腫瘍
多発性単神経炎
多［発］臓器不全
多発性硬化症｛＝disseminated 
　sclerosis｝
多発性小梗塞
多棘徐波複合
多発性棘波｛＝polyspikes｝
多発性狭窄［症］
軟膜下［皮質］多切術
多系統萎縮症
多発性外膓
多発性腫瘍

moyamoya disease
MR cisternography
mucoele
mucormycosis
mucus-secreting papilloma
multi detector-row CT （MDCT）

multidisciplinary therapy
multi-infarct dementia （MID）
multilinear fracture
multimodal therapy
multimodality evoked potentials 
　（MEPs）
multiplane scanning
multiple aneurysm
multiple back operation
multiple back operation syndrome
multiple cerebral infarct
multiple cranial neuropathy
multiple crush syndrome
multiple endocrine adenomatosis
multiple endocrine neoplasm （MEN）
multiple meningioma
multiple metastasis
multiple metastatic brain tumors
multiple mononeuritis
multiple organ failure （MOF）
multiple sclerosis （MS）

multiple small infarctions
multiple spike and wave complex
multiple spikes
multiple stenosis
multiple subpial transection （MST）
multiple system atrophy（MSA）
multiple trauma
multiple tumors
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mura

壁在結節
壁在血栓症
壁在血栓
筋肉痛｛＝muscle pain, myalgia｝
筋萎縮｛muscular atrophyが正しい｝
筋収縮性頭痛｛国際分類では
　tension-type headacheに包含さ

れた｝
筋絞扼症候群
筋肉痛
筋力｛＝muscle strength｝
筋力
筋伸張反射
筋緊張｛＝muscullar tonus｝
筋萎縮［症］
筋ジストロフィー
筋緊張
筋皮膚遊離弁

［突然］変異誘発
無言［症］
筋肉痛
筋無力症
重症筋無力症
真菌症
真菌性動脈瘤｛広義には細菌性動脈

瘤｝｛＝fungal aneurysm｝
散瞳｛＝pupillary dilatation｝
1.ミエリン，2.髄鞘
髄鞘｛＝myelin｝
髄鞘形成
髄鞘崩壊
脊髄炎
骨髄芽細胞腫
脊髄瘤
脊髄嚢（のう）胞｛＝spinal cord cyst｝
脊髄嚢（のう）胞瘤

mural nodule
mural thrombosis
mural thrombus
muscle ache
muscle atrophy
muscle contraction headache （MCH）

muscle entrapment syndrome
muscle pain
muscle power
muscle strength
muscle stretch reflex
muscle tonus
muscular atrophy
muscular dystrophy
muscular tonus
musculocutaneous free flap
mutagenesi
mutism
myalgia
myasthenia
myasthenia gravis〈L〉（MG）
mycosis
mycotic aneurysm

mydriasis
myelin
myelin sheath
myelin［iz］ation
myelinolysis
myelitis
myeloblastoma
myelocele
myelocyst
myelocystocele
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narc

脊髄嚢（のう）髄膜瘤
　｛＝meningomyelocele｝
脊髄離開
脊髄形成異常［症］
脊髄造影［法］，ミエログラフィー
脊髄軟化［症］
脊髄髄膜炎｛＝meningomyelitis｝
脊髄髄膜瘤｛＝meningomyelocele｝
脊髄髄膜嚢（のう）瘤
脊髄症
脊髄神経根症
脊髄裂
脊髄切開（切裁）［術］
マイアーソン徴候
ミオクローヌス症
ミオクローヌス性てんかん
ミオクローヌス性発作
ミオクローヌス
ミオクローヌスてんかん
筋皮膚弁
筋膜性疼痛症候群
1.ミオキミー，2.筋波動［症］
筋崩壊
筋壊死
1.ミオパチー，2.筋症
筋節
粘液水腫
粘液腫
粘液乳頭状上衣腫
粘液乳頭腫瘍

最低値
物品呼称
ナルコレプシー｛＝hypnolepsy｝
1.麻薬，2.麻薬患者，3.麻酔薬

myelocystomeningocele

myelodiastasis
myelodysplasia
myelography
myelomalacia
myelomeningitis
myelomeningocele
myelomeningocystocele
myelopathy
myeloradiculopathy
myeloschisis
myelotomy
Myerson sign
myoclonia（-ny）
myoclonic epilepsy
myoclonic seizure （MS）
myoclonus
myoclonus epilepsy （ME）
myocutaneous flap
myofascial pain syndrome
myokymia
myolysis
myonecrosis
myopathy
myotome
myxedema 
myxoma
myxopapillary ependymoma
myxopapillary tumor

N
nadir
naming
narcolepsy
narcotic
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narr

脊柱管狭窄
椎間孔狭窄［症］｛＝foraminal 
　stenosis｝
脊柱管狭窄症｛＝canal stenosis, 
　spinal canal stenosis｝
鼻部脳瘤
鼻腔内異所性グリア組織
鼻部［神経］膠腫（グリオーマ）
くしゃみ反射
ナジオン｛鼻骨上縁の中点｝
鼻根基底線
鼻唇溝｛＝nasolabial groove｝
鼻唇溝
鼻咽頭癌｛＝epipharyngeal 
　carcinoma｝
鼻咽頭電極
1.ナトリウム尿排泄増加，2.ナトリウム利尿
ナチュラルキラー（殺）細胞
嘔気〔オウキ〕
シアノアクリレート系接着剤
近接電場電位
近見反応
近見反射
近距離音場アーチファクト
近赤外線スペクトロスコピー
頚部クリッピング
頚部外傷
動脈瘤頚部形成術
頚部固縮｛パーキンソン病の｝
項部硬直
壊死
針〔ハリ〕生検
針剥離子
針電極
拒絶［症］
ネルソン症候群
ネオアジュバント療法

narrow canal
narrow foramen

narrow spinal canal

nasal encephalocele
nasal glial （cerebral） heterotopia
nasal glioma
nasal reflex
nasion
nasobasilar line
nasolabial fold
nasolabial groove
nasopharyngeal carcinoma

nasopharyngeal electrode
natriuresis
natural killer （NK） cell
nausea
NBCA （n-butyl-cyanoacrylate）
near field potential
near reaction
near reflex
near-field artifact
near-infrared spectroscopy （NIRS）
neck clipping
neck injury
neck remodeling
neck rigidity
neck stiffness
necrosis
needle biopsy
needle dissector
needle electrode
negativism
Nelson syndrome
neoadjuvant therapy
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neur

新皮質
新生膜
新生児頭蓋内出血
新生児脳室内出血
新生児髄膜炎
新生児
神経同種移植
神経吻合［術］
神経細胞｛＝neurocyte, neuron｝
神経圧迫［症］
神経圧迫症候群
神経伝導試験
神経伝導速度
神経減圧［術］
神経変性
神経絞扼
神経線維束
神経線維
神経移植［片］
神経移植［法］
神経成長因子
神経インパルス
1.神経外傷，2.神経損傷
神経再生｛＝neuronal regeneration｝
神経根｛＝radix 〈L〉｝
神経刺激［法］
神経縫合
神経移植［術］
神経幹
神経腫瘍
神経鞘腫｛＝neurinoma, 
　schwannoma｝
ネスチン
神経切断［術］｛＝neurotomy｝
中枢神経軸
神経管｛＝neural tube｝

neocortex〈L〉
neomembrane
neonatal intracranial hemorrhage
neonatal intraventricular hemorrhage
neonatal meningitis
neonate
nerve allograft
nerve anastomosis
nerve cell
nerve compression
nerve compression syndrome
nerve conduction study
nerve conduction velocity （NCV）
nerve decompression
nerve degeneration
nerve entrapment
nerve fascicle
nerve fiber
nerve graft
nerve grafting
nerve growth factor （NGF）
nerve impulse
nerve injury
nerve regeneration
nerve root
nerve stimulation
nerve suture
nerve transplantation
nerve trunk
nerve tumor
nerve-sheath tumor

nestin
neur［o］ectomy
neural axis
neural canal
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1.神経堤｛解剖学名｝，2.神経冠｛発生
生物学会｝

神経嚢（のう）胞｛＝ependymal cyst｝
神経プラコード，神経板
神経可塑性
神経板
人工神経器官
神経ショック
神経管
神経管閉鎖障害
神経痛｛＝neurodynia｝
神経痛性筋萎縮症
一過性［神経］不動化（ニューラプラキ

シー）
1.中枢神経系，2.中枢神経軸
神経腸管
神経腸［管］嚢（のう）胞
神経［線維］鞘腫｛＝neurinoma, 
　schwannoma｝
神経線維鞘｛＝Schwann sheath, 
　neurolemma｝
神経鞘腫｛＝neurilem［m］oma｝
神経炎
神経解剖学
神経麻酔学
神経行動［学］的転帰
神経芽［細胞］腫
神経化学
脳［神経］外科［学］｛＝Neurochirurgie
　〈G〉, neurological surgery, 
　neurosurgery｝
脳［神経］外科［学］
脳頭蓋
神経皮膚黒色症
神経皮膚症候群
神経細胞｛＝nerve cell, neuron｝
神経細胞腫

neural crest

neural cyst
neural placode
neural plasticity
neural plate
neural prosthesis
neural shock
neural tube
neural tube defect （NTD）
neuralgia
neuralgic amyotrophy
neurapraxia

neuraxis
neurenteric canal
neurenteric cyst
neurilem［m］oma

neurilemma

neurinoma
neuritis
neuroanatomy
neuroanesthesiology
neurobehavioral outcome
neuroblastoma
neurochemistry
neurochirurgie〈F〉

Neurochirurgie〈G〉
neurocranium
neurocutaneous melanosis
neurocutaneous syndrome
neurocyte
neurocytoma
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神経痛｛＝neuralgia｝
神経外胚葉
神経外胚葉性嚢（のう）胞
神経外胚葉性腫瘍
神経内分泌学
神経内視鏡
神経疫学
神経上皮性嚢（のう）胞
神経上皮性腫瘍
神経上皮腫
感覚上皮
神経線維腫
神経線維腫症
神経線維肉腫
1.神経細糸，2.神経フィラメント
神経節腫｛＝ganglioma, 
　ganglioneuroma｝
神経発生
神経因性膀胱
神経原性跛行
神経原性筋放電
神経原性筋萎縮
神経原性ショック
神経膠細胞｛＝glia, glia cell｝
神経造影［法］
神経組織学
1.神経下垂体，2.下垂体後葉
神経線維鞘｛＝neurilemma, sheath of 
　Schwann｝
神経弛緩薬
神経弛緩物質（薬）
神経学的診察［法］
神経疾患集中治療室
神経脱落症状
神経学的悪化
神経救急

neurodynia
neuroectoderm
neuroectodermal cyst
neuroectodermal tumor
neuroendocrinology
neuroendoscope
neuroepidemiology
neuroepithelial cyst
neuroepithelial tumor
neuroepithelioma
neuroepithelium
neurofibroma
neurofibromatosis
neurofibrosarcoma
neurofilament
neuroganglioma

neurogenesis
neurogenic bladder
neurogenic claudication
neurogenic discharge
neurogenic muscle （muscular）atrophy
neurogenic shock
neuroglia
neurography
neurohistology
neurohypophysis
neurolemma

neuroleptic
neuroleptic agent
neurologic［al］examination
neurological care unit （NCU）
neurological deficit
neurological deterioration
neurological emergencies
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neur

脳［神経］外科［学］｛＝Neurochirurgie
　〈G〉, neurochirurgie〈F〉, 
　neurosurgery｝
1.神経内科医，2.神経学者
1.神経学，2.神経内科学
1.神経鞘剥離，2.神経剥離［術］，
　3.神経弛緩，4.神経疲労，
　5.神経組織崩壊
神経腫
神経腫症
神経筋疾患
神経筋単位｛＝motor unit｝
神経脊髄炎｛＝myeloneuritis｝
視神経脊髄炎（= Devic disease）
1.ニューロン，2.神経細胞
神経特異エノラーゼ
神経再生｛＝nerve regeneration｝
神経細胞系腫瘍
1.ニューロナビゲーション，2.頭蓋内位

置検出
1.ニューロナビゲーター，2.頭蓋内位置

検出装置
神経腫瘍学
神経眼科学
神経耳科学
神経病理学
1.ニューロパチー，2.神経障害
神経薬理学
神経生理学
神経形成［術］
神経精神医学
神経心理学
神経心理学的検査
神経精神病質
神経精神薬理学
神経放射線学
神経縫合［術］

neurological surgery

neurologist
neurology
neurolysis

neuroma
neuromatosis
neuromuscular disease
neuromuscular unit （NMU）
neuromyelitis
neuromyelitis optica 〈L〉
neuron
neuron specific enolase （NSE）
neuronal regeneration
neuronal tumor
neuronavigation

neuronavigator

neuro-oncology
neuro-ophthalmology
neuro-otology
neuropathology
neuropathy
neuropharmacology
neurophysiology
neuroplasty
neuropsychiatry
neuropsychology
neuropsychometrics
neuropsychopathy
neuropsychopharmacology
neuroradiology
neurorrhaphy
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noci

神経肉腫
神経科学
神経分泌
神経症
脳神経外科医
脳［神経］外科［学］
　｛＝Neurochirurgie〈G〉, 
　neurological surgery, 
　neurochirurgie〈F〉｝
脳神経外科［領域］人的資源
脳神経外科［的］看護
脳神経外科学的技術（テクニック）
脳神経外科学的試験
腱紡錘
神経上皮
神経断裂（症）
神経切断［術］｛＝neur［o］ectomy｝
神経伝達物質
神経外傷｛＝nerve injury｝
神経外傷学
神経栄養性萎縮
神経栄養因子
神経向性ウイルス
神経血管圧迫
1.神経血管減圧［術］，2.神経血管減荷
［術］

神経ウイルス
神経管形成
中性子捕捉療法
巣［部］｛脳動静脈奇形の本体｝
黒質線条体系
1.一酸化窒素合成酵素，2.NO合成酵素
窒素バランス
ニトロソウレア
ノカルジア症
侵害受容性疼痛
侵害反射

neurosarcoma
neuroscience
neurosecretion
neurosis
neurosurgeon
neurosurgery

neurosurgical manpower
neurosurgical nursing
neurosurgical technique
neurosurgical trial
neurotendinous spindle
neurothelium
neurotmesis
neurotomy
neurotransmitter
neurotrauma
neurotraumatology
neurotrophic atrophy
neurotrophic factor
neurotropic virus
neurovascular compression
neurovascular decompression

neurovirus
neurulation
neutron capture therapy
nidus
nigrostriatal system
nitric oxide synthase（NOS）
nitrogen balance
nitrosourea
nocardiosis
nociceptive pain
nociceptive reflex
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noci

1.侵害特異（性）ニューロン，2.特異性侵
害受容ニューロン（ペインクリニック）

侵害刺激｛＝noxious stimulus｝
夜間てんかん
点頭発作｛＝salaam attack｝
名辞性失語［症］
非細菌性髄膜炎
非交通性水頭症
非造影現象
非流暢性失語
1.非機能性腺腫，2.ホルモン非産生腺腫
非胚腫胚細胞腫瘍
非ホジキンリンパ腫
非ケトン性高血糖
非局在［性］症候群
非穿通性頭部外傷
ノンレム睡眠
未破裂動脈瘤｛＝unruptured 
　aneurysm｝
非症候群性頭蓋骨融合症
血流非再開［通］現象
正常灌流圧突破［現象］
正常圧水頭症
鼻指鼻〔ハナユビハナ〕試験
ノトナーゲル症候群
侵害刺激｛＝nociceptive stimulus｝
項〔コウ〕［部］
項靱帯
項部硬直｛＝nuchal stiffness, stiff 
　neck, stiffness of neck｝｛髄膜刺激
　症候の一つ.neck rigidityと区別さ

れる｝
項部硬直
核磁気共鳴
核性麻痺
ヌクレオソーム
核

nociceptive specific neuron 

nociceptive stimulation
nocturnal epilepsy
nodding spasm
nominal aphasia
nonbacterial meningitis
non-communicating hydrocephalus
non-filling phenomenon
nonfluent aphasia
non-functioning adenoma
nongerminomatous germ cell tumor
non-Hodgkin lymphoma
nonketotic hyperglycemia
non-localizing syndrome
non-penetrating head injury
non-rapid eye movement （NREM） sleep
nonruptured aneurysm

non-syndromic craniosynostosis
no-reflow phenomenon
normal perfusion pressure breakthrough
normal pressure hydrocephalus （NPH）
nose-finger-nose test
Nothnagel syndrome
noxious stimulus
nucha
nuchal ligament
nuchal rigidity

nuchal stiffness
nuclear magnetic resonance （NMR）
nuclear paralysis
nucleosome
nucleus
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nyst

尾状核｛＝caudate nucleus（CN）｝
外側中心核
正中中心核｛＝centre médian nucleus 
　（CM）｝
歯状核
境界核
三叉神経核
ルイ（リュイ）核｛＝corpus luysi［i］〈L〉, 

Lnys body, subthalamic nucleus｝
束旁核
髄核
大縫線核
孤束核
視床下核
前腹側核｛＝ventral anterior nucleus｝
中間腹側核｛＝ventral intermediate 
　nucleus｝
外側腹側核［群］｛＝ventral lateral 
　necleus ［complex］｝
前吻側腹側核

後吻側腹側核

後外側腹側核

後内側腹側核

ヌードマウス｛＝athymic mouse｝
ヌル細胞性腺腫
しびれ感
眼振図
眼振計
眼振検査［法］
眼振

nucleus caudatus〈L〉（Cd）
nucleus centralis lateralis〈L〉（CL）
nucleus centromedialis〈L〉（CM）

nucleus dentatus〈L〉
nucleus limitans〈L〉（Li）
nucleus nervi trigemini〈L〉
nucleus of Luys

nucleus parafascicularis〈L〉（Pf）
nucleus pulposus〈L〉
nucleus raphe magnus〈L〉（NRM）
nucleus solitarius〈L〉
nucleus subthalamicus 〈L〉
nucleus ventralis anterior〈L〉（VA）
nucleus ventralis intermedius〈L〉
　（Vim）
nucleus （-lei） ventralis （-les） lateralis 
　（-les）〈L〉（VL）
nucleus ventralis oralis anterior〈L〉
　（Voa）
nucleus ventralis oralis posterior〈L〉
　（Vop）
nucleus ventralis posterolateralis〈L〉
　（VPL）
nucleus ventralis posteromedialis〈L〉
　（VPM）
nude mouse
null-cell adenoma
numbness
nystagmogram
nystagmograph
nystagmography
nystagmus
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obex

1.閂〔セン〕，2.カンヌキ
閉塞性動脈炎
モンロー孔閉塞［症］
閉塞性水頭症
鈍角徴候
後頭動脈
後頭骨
後頭隆起

［側脳室］後角｛＝posterior horn｝
後頭葉
後頭神経痛
後頭静脈洞
後頭部経テント到達法（アプローチ）
後頭脊椎
1.後頭骨化，2.後頭骨環椎癒合
後頭頚椎固定装置
閉塞［症］
内頚動脈閉塞［症］
中大脳動脈閉塞［症］
閉塞性脳血管障害
潜在している｛潜在性｝
潜在性脳動静脈奇形
作業療法士
作業療法
眼球垂直振動
眼疼痛発作｛流涙，羞明を伴う激痛発

作｝
眼底
両眼隔離［症］
眼球運動｛＝external ocular 
　movement （EOM）, eye movement｝
眼筋
眼筋麻痺｛＝ocular paralysis, 
　ophthalmoplegia｝
眼筋麻痺

O
obex
obliterating arteritis
obstruction of foramen of Monro
obstructive hydrocephalus
obtuse angle sign
occipital artery
occipital bone
occipital bulge
occipital horn
occipital lobe
occipital neuralgia
occipital sinus
occipital transtentorial approach
occipital vertebra
occipitalization
occipitocervical fixation device
occlusion
occlusion of internal carotid artery
occlusion of middle cerebral artery
occlusive cerebrovascular disease
occult
occult arteriovenous malformation
occupational therapist （OT）
occupational therapy （OT）
ocular bobbing
ocular crisis

ocular fundus
ocular hypertelorism
ocular movement

ocular muscle
ocular palsy

ocular paralysis
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olig

眼球突出｛＝exophthalmos, 
　proptosis｝
眼球腫瘍
眼球耳介椎骨形成異常［症］
眼球心臓反射｛＝Aschner reflex｝
頭位変換眼球反射｛＝
　oculocephalogyric reflex｝
眼球回頭反射
眼球回転発作
動眼神経
動眼神経麻痺
咽頭眼球反射｛眼球咽頭反射，眼咽

頭反射の訳は採用しない｝
歯［状］突起骨折
膏（あぶら）顔｛＝salve face｝
嗅覚〔キュウカク〕｛＝olfactory 
　senstion, smell｝
嗅覚性前兆
嗅球
嗅覚中枢
嗅溝｛日本解剖学名による.「嗅窩」は

慣用｝
嗅溝［部］髄膜腫｛「嗅窩」は慣用｝
幻嗅〔ゲンキュウ〕
嗅神経
嗅神経芽腫
嗅神経上皮腫
嗅覚
嗅索｛＝tractus olfactorius 〈L〉｝
嗅神経腫瘍
乏（希）突起星細胞腫
乏クローン帯
乏（希）突起膠細胞
　｛＝oligodendroglia｝
乏（希）突起膠細胞｛日本解剖学名で

は乏突起でなく「希突起」｝
乏（希）突起膠腫

ocular proptosis

ocular tumor
oculoauriculovertebral dysplasia
oculocardiac reflex
oculocephalic reflex （OCR）

oculocephalogyric reflex
oculogyric crisis
oculomotor nerve
oculomotor paralysis
oculopharyngeal reflex

odontoid fracture
oily face
olfaction

olfactory aura
olfactory bulb
olfactory center
olfactory groove

olfactory groove meningioma
olfactory hallucination
olfactory nerve
olfactory neuroblastoma
olfactory neuroepithelioma
olfactory sensation
olfactory tract
olfactory tumor
oligoastrocytoma
oligoclonal bands
oligodendrocyte

oligodendroglia

oligodendroglioma
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olig

発汗減少［症］｛＝hypo［h］idrosis｝
精神発達遅滞｛＝amentia, mental 
　retardation （MR）｝
オリーブ
オリーブ橋小脳萎縮［症］
オリエ病
大網移植［術］
大網転位［術］
オマヤ貯留槽
夢幻状態｛＝dreamy state, oneiroid 
　state｝
腫瘍細胞形質転換
1.好酸性［顆粒細胞］腺腫，2.オンコ

サイトーマ｛＝oxyphilic granular 
cell adenoma｝

癌遺伝子
1.腫瘍形成，2.発癌，3.腫瘍発生
オンディーヌの呪い
一眼半水平注視麻痺症候群
夢幻状態
たまねぎ形成
たまねぎの皮配列
オンオフ現象
直視下生検
開放性骨折
開放性頭部外傷
手術用顕微鏡
手術的到達法（アプローチ）
手術体位
手術手技（テクニック）
弁蓋症候群
弁蓋
眼動脈
眼性片頭痛
眼神経
眼神経痛
眼神経帯状疱疹

oligohidrosis
oligophrenia

oliva〈L〉
olivopontocerebellar atrophy （OPCA）
Ollier disease
omentum transplantation
omentum transposition
Ommaya reservoir
on［e］irism

oncocytic transformation
oncocytoma

oncogene
oncogenesis
Ondine curse
one-and-a-half syndrorne
oneiroid state
onion bulb formation
onion-skin arrangement
on-off phenomenon
open biopsy
open fracture
open head injury
operating microscope
operative approach
operative position
operative technique
operculum syndrome
operculum〈L〉
ophthalmic artery
ophthalmic migraine
ophthalmic nerve
ophthalmic neuralgia
ophthalmic zoster

152



opti

眼科［学］的外傷
眼筋麻痺｛＝ocular palsy, ocular 
　paralysis｝
眼筋麻痺性片頭痛
検眼鏡
眼底鏡検査
検眼鏡検査［法］
後頭点｛大後頭孔の後縁の中央点｝
弓なり反張
オッペンハイム反射
オッペンハイム徴候
日和見〔ヒヨリミ〕感染［症］
対立筋
視覚性失認
視覚性失語｛同義のvisual aphasiaよ

り多用される｝
視覚野｛＝visual area｝
視神経萎縮
視神経管
視神経管骨折
視［神経］交叉
1.視神経円板，2.視神経乳頭｛日本解

剖学名は前者，後者は慣用｝
　｛＝optic papilla｝
視［神経］膠腫（グリオーマ）
視神経
視神経鞘髄膜腫
視神経炎
視神経乳頭
偽性視神経炎
視放線
オプティック・ストラット
視索
視性めまい（眩暈）［感］
視覚瞬目反射
視交叉くも膜炎｛＝chiasmal 
　arachnoiditis｝

ophthalmological injury
ophthalmoplegia

ophthalmoplegic migraine
ophthalmoscope
ophthalmoscopic examination
ophthalmoscopy
opisthion
opisthotonus
Oppenheim reflex
Oppenheim sign
opportunistic infection
opposing muscle
optic agnosia
optic aphasia

optic area
optic atrophy
optic canal
optic canal fracture
optic chiasm
optic disc（k）

optic glioma
optic nerve
optic nerve sheath meningioma
optic neuritis
optic papilla
optic pseudoneuritis
optic radiation
optic strut
optic tract
optic vertigo
optical blink reflex
opticochiasmatic arachnoiditis
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opto

視運動性後眼振
視［線］運動性眼振
視運動性眼振パターン
視運動性眼振パターン検査
視運動性反射
口部自動症
口部ジスキネジア
口〔クチ〕反射
口〔クチ〕運び傾向
眼輪筋反射
口輪筋反射
眼窩｛＝orbita 〈L〉｝
眼窩
眼窩［内］血管腫
眼窩尖端部症候群
眼窩吹き込み骨折
眼窩［内］嚢（のう）胞
眼窩減圧［術］
眼窩［内］偽性腫瘍
眼窩［内］手術
眼窩［内］腫瘍
眼窩［部］創
前頭葉眼窩面皮質
眼窩外耳孔線
眼窩漏
経眼窩頬骨弓到達法　（アプローチ）
臓器移植［術］
1.見当識，2.定位
口舌〔コウゼツ〕ジスキネジア
　｛＝buccolingual dyskinesia｝
1.咽頭口腔部｛日本解剖学名｝，2.中咽頭
眼球正位
起立性調節障害
起立性低血圧［症］
起立時振戦
歯突起骨
オズボーン靱帯

optokinetic after-nystagmus （OKAN）
optokinetic nystagmus （OKN）
optokinetic pattern
optokinetic pattern （OKP） test
optokinetic reflex
oral automatism
oral dyskinesia
oral reflex
oral tendency
orbicularis oculi reflex
orbicularis oris reflex
orbit
orbita〈L〉
orbital angioma
orbital apex syndrome
orbital blow-in fracture
orbital cyst
orbital decompression
orbital pseudotumor
orbital surgery
orbital tumor
orbital wound
orbitofrontal cortex
orbitomeatal （OM） line
orbitorrhea
orbitozygomatic approach
organ transplantation
orientation
orolingual dyskinesia

oropharynx
orthophoria
orthostatic dysregulation （OD）
orthostatic hyptotension （OH）
orthostatic tremor
os odontoideum〈L〉
Osborne band
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oste

動揺視｛＝oscillopsia｝
振子様眼振｛＝pendular nystagmus｝
動揺
動揺視｛＝oscillating vision｝
浸透圧受容器
浸透圧剤
浸透圧
バーグマン終末小骨
骨化［症］
後縦靱帯骨化症｛＝ossified posterior 
　longitudinal ligament｝
脊柱靱帯骨化［症］｛＝spinal ligament 
　ossification｝
黄色靱帯骨化症｛=ossification of yellow 
　ligament｝
骨化後縦靱帯｛＝ossification of 
　posterior longitudinal ligament｝
骨芽［細胞］腫
骨軟骨腫
1.骨軟骨症，2.骨端症
破骨細胞腫｛giant cell tumor of bone

を用いよ｝
1.骨発生，2.骨形成
骨形成不全［症］
骨原性肉腫
類骨骨腫
骨腫
骨腫性髄膜腫
骨髄炎
骨壊死
骨棘｛＝spur｝
骨棘切除［術］
骨棘症
骨形成［的］開頭［術］
骨粗しょう（鬆）症
骨肉腫
骨切除

oscillating vision
oscillating（-tory） nystagmus
oscillation
oscillopsia
osmoreceptor
osmotic agent
osmotic pressure
ossiculum terminaie of Bergmann
ossification
ossification of posterior longitudinal 
　ligament （OPLL）
ossification of spinal ligaments

ossification of ligamentum flavum

ossified posterior longitudinal ligament
　（OPLL）
osteoblastoma
osteochondroma
osteochondrosis
osteoclastoma

osteogenesis
osteogenesis imperfecta
osteogenic sarcoma
osteoid osteoma
osteoma
osteomatous meningioma
osteomyelitis
osteonecrosis
osteophyte
osteophytectomy
osteophytosis
osteoplastic craniotomy
osteoporosis
osteosarcoma
osteotomy
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otal

耳痛
耳性帯状疱疹
耳炎性水頭症
耳炎性髄膜炎
耳原性髄膜炎
耳漏
転帰
楕円瞳孔
ドレナージ過多
［全］生存期間
溢〔イツ〕流性尿失禁
過成長説
1.尖頭［症］，2.塔状頭［蓋］［症］
1.尖頭［症］，2.塔状頭［蓋］［症］
酸素消費
酸素不飽和［度］
酸素摂取率
酸素マスク
酸素［分］圧
酸素テント
酸素療法

パッキオニ小体
パッキオニ陥凹｛くも膜顆粒小窩
　foveolae granulares 〈L〉のこと｝
パッキオニ顆粒
頭蓋肥厚症
脳回肥大［症］
硬軟膜炎
硬［髄］膜炎
出血性硬膜内層炎

硬膜内層炎
硬膜｛＝dura ［mater］〈L〉｝
パジェット病

otalgia
otic zoster
otitic hydrocephalus
otitic meningitis
otogenic meningitis
otorrhea
outcome
oval pupil
over drainage
overall survival （OS）
overflow incontinence
overgrowth theory
oxycephalus
oxycephaly（-lia）
oxygen consumption
oxygen desaturation
oxygen extraction fraction （OEF）
oxygen mask
oxygen tension
oxygen tent
oxygen therapy

P
pacchionian body
pacchionian depression

pacchionian granulation
pachycephaly
pachygyria
pachyleptomeningitis
pachymeningitis
pachymeningitis interna haemorrhagiea
　〈L〉
pachymeningitis interna〈L〉
pachymeninx
Paget disease
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papo

1.疼痛，2.痛み｛＝dolor 〈L〉｝
慢性疼痛性格障害患者
痛［感］覚
異常痛覚｛＝paralgesia, paralgia｝
有痛性強直性攣縮
軟口蓋反射
軟口蓋ミオクローヌス
書字反復
反復視
同語反複
柵状配列｛＝palisading｝
柵状配列
振動［感］覚消失｛＝apallesthesia｝
振動［感］覚｛＝vibratory sense｝
緩和医療
姑息［的］手術
1.淡蒼球切裁術，2.淡蒼球破壊術
淡蒼球｛＝globus pallidus 〈L〉｝
外套
手掌把握反射
手掌反射
麻痺
パンダ徴候
パンダの目
パンディ反応
全脳炎
汎下垂体機能低下症
1.恐慌性障害，2.パニック障害
全脳欠如［奇形］
乳頭
乳頭状上衣腫
乳頭状グリア神経細胞性腫瘍
乳頭状髄膜腫
乳頭浮腫
視神経乳頭炎
乳頭腫
パポバウィルス

pain
pain prone patient
pain sensation
painful paresthesia
painful tonic spasm
palatal （palatine） reflex
palatal myoclonus
pali［n］graphia
pali［n］opsia
palilalia
palisade ［arrangement］
palisading
pallanesthesia
pallesthesia
palliative medicine （care）
palliative surgery
pallidotomy
pallidum〈L〉
pallium〈L〉
palmar grasp reflex
palmar reflex
palsy
panda bear sign
Panda's eye
Pandy reaction
panencephalitis
panhypopituitarism
panic disorder
pantanecephaly（-lia）
papilla
papillary ependymoma
papillary glioneural tumor
papillary meningioma
papilledema
papillitis
papilloma
papovavirus
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para

落下傘反応
パラクライン｛他の細胞のサイトカインで

増殖刺激を受ける｝
逆説的収縮
背理性反射｛＝inverted reflex｝
1.奇異性呼吸，2.シーソー呼吸
逆説睡眠｛＝rapid eye movement 
　（REM） sleep｝

［視床］束旁核
傍大脳鎌血腫
傍神経節腫
錯味
肺吸虫症
錯書
錯発語｛言語とはしない｝
錯読
異常痛覚｛＝painful paresthesia, 
　paralgia｝
異常痛覚

［完全］麻痺｛麻痺一般またはparesis
　と区別して用いる場合がある｝
振戦麻痺｛＝shaking palsy, Parkinson 
　disease （PD）｝
麻痺性斜視
常磁性造影［剤］増強
傍正中橋網様体

記憶錯誤
対〔ツイ〕感覚消失
不全対麻痺
錯語｛＝jargon｝
傍下垂体嚢（のう）胞
対麻痺
錯行［症］
傍矢状洞髄膜腫
傍［トルコ］鞍部腫瘍
寄生虫

parachute response
paracrine

paradoxical contraction
paradoxical reflex
paradoxical respiration
paradoxical sleep

parafascicular nucleus （Pf）
parafalcial hematoma
paraganglioma
parageugia
paragonimiasis
paragraphia
paralalia
paralexia
paralgesia

paralgia
paralysis

paralysis agitans〈L〉

paralytic strabismus
paramagnetic contrast enhancement
paramedian pontine reticular formation 
　（PPRF）
paramnesia
paranesthesia
paraparesis
paraphasia
paraphyseal cyst
paraplegia
parapraxia
parasagittal meningioma
parasellar tumor
parasite
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paro

寄生虫塞栓症
寄生虫感染［症］
寄生虫腫
副交感神経系
副交感神経
傍三叉神経症候群
先天性脳奇形
親動脈
不全麻痺
1.感覚異常，2.知覚異常｛神経学会は

異常感覚，錯感覚のいずれかを対
応させることはしないとしている｝

麻痺性歩行
麻痺性眼振
頭頂骨
頭頂孔
頭頂葉
脳梁周囲動脈頭頂部（A5）

パリノー徴候
パリノー症候群
パークベンチ体位
パーキンソン病
パーキンソン三角
パーキンンン［筋］強剛
パーキンソン顔貌
パーキンソン歩行

パーキンソン症候群
　｛＝parkinsonism｝
1.パーキンソン症候群，2.パーキンソン

症状
パーキンソン痴呆複合
嗅覚錯誤
発作｛症候が間欠性に激しく生ずる｝
発作性舞踏アテトーゼ
発作性放電

parasitic embolism
parasitic infection
parasitoma
parasympathetic nervous system
parasympathetic nerve
paratrigeminal syndrome
parencephalia
parent artery
paresis
paresthesia

paretic gait
paretic nystagmus
parietal bone
parietal foramina
parietal lobe
parietal portion of pericallosal artery 
　（A5）
Parinaud sign
Parinaud syndrome
park bench position
Parkinson disease （PD）
Parkinson triangle
parkinsonian ［muscular］rigidity
parkinsonian facies
parkinsonian gait

parkinsonian syndrome

parkinsonism

parkinsonism-dementia complex
parosmia
paroxysm
paroxysmal choreoathetosis
paroxysmal discharge
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paro

発作性めまい（眩暈）
関節突起間部
部分てんかん
部分発作
部分容積効果
粒子線治療
受動運動
誤示
指示試験
膝蓋［腱］反射｛＝knee jerk｝
膝蓋間代〔カンタイ〕
病的笑い
病的反射｛対象範囲が不明確である

ので適当な用語ではない｝
経路
パターン誘発性発作
最大用量時ジスキネジア
数珠玉様所見
真珠［状］腫［瘍］
小児神経学
小児脳神経外科［学］
小児腫瘍

［椎弓］根
椎弓根スクリュー固定［術］
椎弓根切除［術］
家系図
中脳性幻視
中脳性幻覚｛＝hallucinose 
　pedonculaire 〈F〉｝
ピールアウェイイントロデューサー
ピールアウェイシース
鉛筆芯状軟化
振子様眼振
　｛＝oscillating（-tory）nystagmus｝
振子試験
穿通性頭部外傷
1.穿通創，2.貫通創，3.刺創

paroxysmal vertigo
pars interarticularis
partial epilepsy
partial seizure
partial volume effect
particle-beam radiation therapy
passive movement
past pointing
past-pointing test
patellar ［tendon］reflex （PTR）
patellar clonus
pathologic laughter （laughing）
pathologic reflex

pathway
pattern-induced seizure
peak-dose dyskinesia
pearl and string sign
pearly tumor
pediatric neurology
pediatric neurosurgery
pediatric tumor
pedicle
pedicle screw fixation
pediculectomy
pedigree
peduncle hallucination
peduncular hallucination

peel-away introducer
peel-away sheath
pencil-shaped softening
pendular nystagmus

pendulousness test
penetrating head injury
penetrating wound
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peri

穿通
ペンフィールド小人間像
1.ペナンブラ，2.半影帯，3.可逆的虚血

領域
1.知覚，2.認知
1.感音性難聴，2.認知聾（ろう）
椎間関節乗り上げ脱臼
経皮的脊髄前側索切断［術］（コルドト

ミー）
経皮的脊髄索切断［術］（コルドトミー）
経皮的椎間板切除［術］
経皮内視鏡的胃瘻増設術

経皮［的］刺激［術］
経皮的手術
経皮経管血管形成術

経皮的埋込み脊髄電気刺激［法］

穿通動脈
穿通外傷
1.穿通創，2.貫通創
穿頭器｛＝trepan｝
1.日常生活活動度，2.活動度
灌流CT
灌流イメージ
灌流圧
灌流試験
灌流強調画像
中脳水道周囲灰白質｛＝central gray 
　substance｝
脳梁周囲動脈
1.頭蓋周囲静脈洞，2.頭蓋骨膜洞
　｛＝sinus pericranii〈L〉｝
頭蓋骨膜
病巣周囲浮腫

penetration
Penfield homunculus
penumbra

perception
perceptive deafness
perched facet
percutaneous anterolateral cordotomy

percutaneous cordotomy
percutaneous discectomy
percutaneous endoscopic gastrostomy 
 　（PEG）
percutaneous stimulation
percutaneous surgery
percutaneous transluminal angioplasty 
　（PTA）
percutaneously inserted spinal cord 
　electrical stimulation （PISCES）
perforating artery
perforating injury
perforating wound
perforator
performance status （PS）
perfusion CT
perfusion image
perfusion pressure
perfusion study
perfusion weighted image （PWI）
periaqueductal gray （PAG）

pericallosal artery
pericranial sinus

pericranium
perifocal edema
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peri

1.脊髄周囲動静脈瘻，2.傍髄質動静
脈瘻

脊髄周囲静脈
中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血

［周辺］視野計
周辺視野測定［法］｛＝campimetry｝
神経周囲炎
神経周膜
核周囲淡明像
周期性一側てんかん様放電

周期性四肢麻痺
周期性同期性放電
周期性
眼窩骨膜
骨膜
末梢性動脈瘤
末梢動脈塞栓症
末梢性顔面神経麻痺
末梢神経
末梢神経腫瘍
末梢神経系
末梢神経炎
末梢血管疾患
末梢性めまい
周辺視野
腫瘍周囲浮腫
血管周囲性細胞浸潤
脳室周囲灰白質
脳室周囲出血
脳室周囲白質軟化
脳室周囲低吸収域｛＝periventricular 
　lucency｝
脳室周囲低吸収域｛＝periventricular 
　low density｝
脳室周囲白質
ペルリア核

perimedullary AVF

perimedullary vein
perimesencephalic nonaneurysmal SAH
perimeter
perimetry
perineuritis
perineurium
perinuclear halo
periodic lateralized epileptiform 
　discharge
periodic paralysis
periodic synchronous discharge （PSD）
periodicity
periorbita
periosteum
peripheral aneurysm
peripheral embolism
peripheral facial palsy
peripheral nerve
peripheral nerve tumor
peripheral nervous system （PNS）
peripheral neuritis
peripheral vascular disease
peripheral vertigo
peripheral visual field
peritumoral edema
perivascular cuffing
periventricular gray （PVG）
periventricular hemorrhage （PVH）
periventricular leukomalacia
periventricular low density

periventricular lucency （PVL）

periventricular white matter
Perlia nucleus
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phan

腓骨神経
過酸化物
遺残性［原始］舌下［神経］動脈

遺残性［原始］耳［神経］動脈
遺残性［原始］三叉［神経］動脈
遺残性頚動脈脳底動脈吻合
遺残性前環椎動脈
遺残性あぶみ骨動脈
持続性振戦
遷延性植物状態
凹足
外反尖足
内反尖足
尖足
海馬足
扁平足
外反足
内反足
点状出血｛＝ball hemorrhage, punctate 
　hemorrhage｝
小発作てんかん｛＝absence epilepsy｝
小発作
小発作｛＝absence 〈F〉, petit mal 
　seizure｝
錐体斜台［部］髄膜腫
錐体乳突孔
錐体静脈
錐体切除［術］
錐体蝶形骨症候群
錐体部内頚動脈瘤
錐体尖
ファイファー症候群
母斑症
1.薬物動力学，2.薬物動態［学］，3.薬

動学，4.薬物速度論
幻［影］肢

peroneal nerve
peroxide
persistent ［primitive］hypoglossal 
　artery
persistent ［primitive］otic artery
persistent ［primitive］trigeminal artery
persistent carotid-basilar anastomosis
persistent proatlantal artery
persistent stapedial artery
persistent tremor
persistent vegetative state
pes cavus
pes equinovalgus
pes equinovarus
pes equinus〈L〉
pes hippocampi〈L〉
pes planum 〈L〉
pes valgus 〈L〉
pes varus 〈L〉
petechial hemorrhage

petit mal epilepsy
petit mal seizure
petit mal〈F〉

petro-clival meningioma
petromastoid foramen
petrosal vein
petrosectomy
petrosphenoidal syndrome
petrous carotid aneurysm
petrous apex
Pfeiffer syndrome
phac（k）omatosis
pharmacokinetics

phantom limb
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phan

幻肢痛
ファントム棘徐波
咽頭痛
咽頭反射
1.クロム親和性細胞腫，2.褐色細胞腫
1.静脈造影［法］，2.静脈波描画［法］
　｛＝venography｝
静脈血栓症｛＝venous thrombosis｝
発声
光駆動
光刺激
光化学療法
光化学損傷
光原性てんかん
1.羞明，2.まぶしがり症
光視［症］
光〔ヒカリ〕照射療法
光気化
横隔神経
担空胞細胞性脊索腫
理学療法士
理学療法
生理的盲点
生理学的研究
生理的乳頭陥凹
軟膜
ピアノ演奏様指［現象］
ピック病
ちくちく感｛＝acanthesthesia｝
ピックウィック症候群
毛様性星細胞腫
立毛筋反射
毛様類粘液性星細胞腫
毛巣洞
はさみ込み機構
つまみ
松果体［部］腫瘍

phantom limb pain
phantom spike-and-wave
pharyngalgia
pharyngeal reflex
pheochromocytoma
phlebography

phlebothrombosis
phonation
photic driving 
photic stimulation
photochemotherapy
photochemical injury
photogenic epilepsy
photophobia
photopsia
photoradiation therapy
photovaporization
phrenic nerve
physaliphorous cell chordoma
physical therapist （PT）
physical therapy （PT）
physiologic blind spot
physiological study
physiologic cup［ping］
pia mater〈L〉
piano-playing finger ［phenomenon］
Pick disease
picking ［sensation］
Pickwickian syndrome
pilocytic astrocytoma
pilomotor reflex
pilomyxoid astrocytoma
pilonidal sinus
pincers mechanism
pinch
pineal ［region］tumor
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plac

松果体
松果体石灰化
松果体嚢（のう）胞
松果腺｛古語.正しくはpineal body松

果体｝
松果体実質細胞腫
松果体陥凹
松果体部
松果体腫｛古語｝
松果体芽［細胞］腫
松果体細胞
松果体細胞腫
ピンポン･ボール型骨折
針穴〔ハリアナ〕瞳孔
針先瞳孔｛極度の縮瞳｝｛＝pinhole 
　pupil｝
梨状筋症候群
ピトレシン｛vasopressinの商品名｝
下垂体細胞腫
下垂体膿瘍
下垂体腺腫
下垂体卒中
下垂体性悪液質｛＝Simmonds 
　disease｝
下垂体癌
下垂体嚢（のう）胞
下垂体性小人症

下垂体｛解剖用語はhypophysisを用
いる｝

下垂体機能不全症
下垂体微小腺腫
下垂体茎
下垂体腫瘍
下垂体副腎系
画素
胎盤性アルカリフォスファターゼ

pineal body
pineal calcification
pineal cyst
pineal gland

pineal parenchymal tumor
pineal recess
pineal region
pinealoma
pineoblastoma
pineocyte
pineocytoma
ping-pong ball fracture
pinhole pupil
pinpoint pupil

piriformis syndrome
pitressin
pituicytoma
pituitary abscess
pituitary adenoma
pituitary apoplexy
pituitary cachexia

pituitary carcinoma
pituitary cyst
pituitary dwarfism

pituitary gland

pituitary insufficiency
pituitary microadenoma
pituitary stalk
pituitary tumor
pituitary-adrenal system
pixel
placental alkaline phosphatase
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plac

踏み直り反応
プラコード（肥厚板）
斜頭［蓋］［症］
足底屈
足底把握反射
足底筋反射
足底反射｛足底皮膚刺激による反射｝
｛＝sole reflex｝

蝶形骨平面髄膜腫
蝶形骨平面
側頭平面
形質細胞腫
形質細胞性肉芽腫
ギプスベット
可塑性
プラトー波
血小板凝集
血小板由来増殖因子
扁平頭蓋底
扁平頭蓋症
扁平脳回

［脳脊］髄液細胞増多
多形黄色星細胞腫
多形性
叢状神経線維腫
叢状神経腫｛＝fibrillary neuroma｝
気瘤｛＝aerocele｝
1.気頭症，2.気脳症｛これまで気脳症が

用いられてきたが，気頭症を主とし
気脳症も許すこととした｝

肺炎球菌
頭蓋内気腫
気脳［造影］図
気脳造影［法］
気脊髄造影［法］｛＝air myelography｝
気脳室造影［法］
ポケット形成

placing response
placode
plagiocephalus（-ly）
plantar flexion
plantar grasp reflex
plantar muscle reflex
plantar reflex

planum sphenoidale meningioma
planum sphenoidale〈L〉
planum temporale〈L〉
plasma（o）cytoma
plasma-cell granuloma
plaster shell
plasticity
plateau waves
platelet aggregation
platelet-derived growth factor （PDGF）
platybasia
platycephaly
platygyria
pleocytosis
pleomorphic xanthoastrocytoma
pleomorphism
plexiform neurofibroma
plexiform neuroma
pneumatocele
pneumocephalus

pneumococcus
pneumocranium
pneumoencephalogram
pneumoencephalography （PEG）
pneumomyelography
pneumoventriculography （PVG）
pocket formation
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poru

多形皮膚萎縮症
変温性
極性海綿芽［細胞］腫
　｛＝spongioblastoma polare〈L〉｝
脳灰白質炎
多発性嚢（のう）胞腎
ポリグリコール酸
ポリグラフ
多脳回［症］
ポリ乳酸
ポリメラーゼ連鎖反応
多小脳回［症］
多型デルタ活動
多発神経炎｛「性」は入れない｝
多発ニューロパチー
ポリオーマウイルス
ポリープ症
多発神経根症，ラディクロパチー
多棘波｛＝multiple spikes｝
多尿、多尿症
ポリビニルアルコール
橋
橋槽
橋性注視不全麻痺
橋［神経］膠腫（グリオーマ）
橋血腫
橋出血
橋路切断［術］
橋中脳静脈
造影不良現象
孔脳症｛孔脳嚢（のう）胞とは訳さない｝
｛＝porencephaly（-lia）｝

橋梗塞
孔脳症
ぶどう酒様血管腫
外耳孔
内耳孔

poikiloderma
poikilothermia
polar spongioblastoma

polioencephalitis
polycystic kidney
polyglycolic acid
polygraph
polygyri
polylactic acid
polymerase chain reaction （PCR）
polymicrogyria
polymorphous delta activity （PDA）
polyneuritis
polyneuropathy
polyoma virus
polyposis
polyradiculopathy
polyspikes
polyuria
polyvinyl alcohol （PVA）
pons〈L〉
pontine cistern
pontine gaze paresis
pontine glioma
pontine hematoma
pontine hemorrhage
pontine tractotomy
ponto mesencephalic vein
poor filling phenomena
porencephalic cyst

pontine infarction
porencephaly（-lia）
port-wine mark
porus acustics externus 〈L〉
porus acustics internus 〈L〉
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posi

体位保持
位置感覚
頭位性眼振｛＝postural nystagmus｝
頭位性眼振試験
体位性振戦
頭位性めまい（眩暈）｛＝postural 
　vertigo｝
頭位変換性眼振
頭位変換性眼振試験
頭位変換性めまい（眩暈）
1.終末呼気陽圧，2.呼気終末陽圧
陽性棘波
陽電子（ポジトロン）断層撮影［法］
ヘルペス後神経痛｛post-herpetic 
　painよりも多く使われる｝
脳卒中後てんかん
脳振盪後症候群
ステント留置後拡張［法］
てんかん後せん妄
てんかん後麻痺
後方到達法（アプローチ）
後大脳動脈
後大脳動脈狭窄［症］
後大脳動脈迂回節（P3）

後大脳動脈大脳脚節（P2）

後大脳動脈脚間節（P1）

後大脳動脈四丘体節（P4）

後脈絡叢動脈
椎骨脳底動脈系循環｛直訳は後方循環｝
後床突起
脊髄後柱
後交通

position holding
position sense
positional nystagmus
positional nystagmus test
positional tremor
positional vertigo

positioning nystagmus
positioning nystagmus test
positioning vertigo
positive end-expiratory pressure （PEEP）
positive spike
positron emission tomography （PET）
　post［-］herpetic neuralgias

postapoplectic epilepsy
postconcussion syndrome
postdilatation
postepileptic delirium
postepileptic paralysis
posterior approach
posterior cerebral artery （PCA）
posterior cerebral artery stenosis
posterior cerebral artery, ambient 
　segment artery （P3）
posterior cerebral artery, crucial 
　segment （P2）
posterior cerebral artery, 
　interpeduncular segment （P1）
posterior cerebral artery, quadrigeminal 
　segment （P4）
posterior choroidal artery （Pchor）
posterior circulation
posterior clinoid process
posterior column of spinal cord
posterior commissure
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後交通動脈

後頭蓋窩｛臨床ではposterior fossa
と簡略化される｝

後方減圧［術］
後篩骨動脈
小泉門
後頭蓋窩｛＝posterior cranial fossa

の簡略形｝
後頭蓋窩手術
後頭蓋窩症候群
後頭蓋窩腫瘍
後前頭動脈｛前大脳動脈の分枝｝

［脊髄］後索
［脊髄］後角
後下小脳動脈

後縦靱帯
腰椎後方固定［術］
後方経路腰椎椎体間固定［術］

後正中溝
後硬膜動脈
後頭頂動脈
後脳梁周動脈
脊髄神経後根切断［術］｛＝Danat 
　operation｝
後根｛＝dorsal root｝
後脊髄動脈血栓症
後脊髄動脈
後脊髄静脈
後側頭動脈
後視床穿通動脈
後脛骨神経
後側方到達法（アプローチ）
後外側縦動脈幹
後側方腰椎固定［術］

posterior communicating artery （Pcom 
　or PCoA）
posterior cranial fossa

posterior decompression
posterior ethmoidal artery
posterior fontanel［le］
posterior fossa

posterior fossa surgery
posterior fossa syndrome
posterior fossa tumor
posterior frontal artery
posterior funiculus
posterior horn
posterior inferior cerebellar artery 
　（PICA）
posterior longitudinal ligament
posterior lumbar fusion
posterior lumbar interbody fusion 
　（PLIF）
posterior median sulcus
posterior meningeal artery
posterior parietal artery
posterior pericallosal artery
posterior rhizotomy

posterior root
posterior spinal ［artery］thrombosis
posterior spinal artery
posterior spinal vein
posterior temporal artery
posterior thalamoperforating artery
posterior tibial nerve
posterolateral approach
posterolateral longitudinal arterial trunk
posterolateral lumbar fusion
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［視床］後外側腹側核｛＝nucleus 
　ventralis posterolateralis［thalami］
　〈L〉｝
後内側視床下部切裁術，後内側視床

下部破壊術
［視床］後内側腹側核｛＝nucleus 
　ventralis posteromedialis  
　［thalami］〈L〉｝
ヘルペス後疼痛
発作後自動症
椎弓切除後脊柱管狭窄症
発作後頭痛
発作後麻痺｛＝postictal paralysis｝
腰椎穿刺後頭痛
術後合併症
術後てんかん
術後感染［症］
外傷性健忘
外傷後脳症
外傷性てんかん｛＝traumatic 
　epilepsy｝
外傷後頚部症候群
外傷後神経症
外傷後進行性脊髄症
外傷後遺症
心［理］的外傷後ストレス障害
外傷後めまい
姿勢偏位
体位性低血圧［症］
頭位性眼振｛＝positional nystagmus｝
姿勢反射
姿勢［感］覚
体位性失神
姿勢時振戦
頭位性めまい｛＝positional vertigo｝
姿勢｛＝attitude｝
1.ワクチン接種後脳炎，2.種痘後脳炎

posterolateral ventral nucleus ［of 
　thalamus］（VPL）

posteromedial hypothalamotomy

posteromedial ventral nucleus ［of 
　thalamus］（VPM）

postherpetic pain
postictal automatism
postlaminectomy （spinal） stenosis
postictal headache
postictal palsy
post-lumbar puncture headache
postoperative complication
postoperative epilepsy
postoperative infection
posttraumatic amnesia
posttraumatic encephalopathy
posttraumatic epilepsy

posttraumatic neck syndrome
posttraumatic neurosis
posttraumatic progressive myelopathy
posttraumatic sequelae
posttraumatic stress disorder （PTSD）
posttraumatic vertigo
postural deviation
postural hypotension
postural nystagmus
postural reflex
postural sense
postural syncope
postural tremor
postural vertigo
posture
postvaccinal encephalitis
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カリウムチャンネル遮断薬［ブロッカー］
パワードップラー［法］
パワー症候群
中心前小脳静脈
思春期早発症｛＝pubertas praecox 
　〈L〉｝
昏睡前状態
DIC前状態
ステント留置前拡張［法］
前方型視交叉
前頭前野
前頭前皮質
術中早期破裂
運動前野
運動前皮質
出生前治療
橋前槽
網膜前出血
前仙骨部腫瘍
老年性難聴
初老期認知症
早老［症］｛＝progeria｝
保続
S状静脈洞前方到達法　（アプローチ）
圧受容器反射
圧調節可能バルブ
圧迫円錐｛脳ヘルニアと同義.用いな

いほうがよい｝
圧痛
圧迫性麻痺｛＝compression paralysis｝
圧脈｛＝Druckpuls 〈G〉｝
圧［感］覚｛＝baresthesia｝
褥創｛＝decubitus ulcer, bed sore｝
圧緩衝作用
圧容積指数
圧容積関係
持続性勃起［症］

potassium channel blocker
power Doppler
Power syndrome
precentral cerebellar vein
precocious puberty

precoma
pre-DIC
predilatation
prefixed chiasma
prefrontal area
prefrontal cortex
premature rupture
premotor area
premotor cortex
prenatal treatment
prepontine cistern
preretinal hemorrhage
presacral tumor
presbyacusia
presenile dementia
presenility
preservation
presigmoid approach
pressoreceptor reflex
pressure adjustable valve
pressure cone

pressure pain
pressure paralysis （palsy）
pressure pulse
pressure sense
pressure sore
pressure-buffering capacity
pressure-volume index （PVI）
pressure-volume relationship
priapism
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一次性脳損傷
一次性脳幹外傷
原発性中枢神経系悪性リンパ腫

原発性全般てんかん
原発性膠芽腫
原発性軟膜肉腫症
原発性悪性リンパ腫
原発性くも膜下出血
原発性腫瘍
原始舌下［神経］動脈
未分化神経外胚葉［性］腫瘍

原始耳［神経］動脈
原始反射
原始三叉［神経］動脈
プリングル病
前環椎動脈
前環椎
前駆期
早老［症］｛＝presenility｝
早老症候群
顎前突［症］
予後
プログラム細胞死｛＝apoptosis｝
進行
無増悪生存期間
進行性水頭症
進行性肥厚性間質性神経炎

進行性多巣性白質脳症

進行性筋委縮症
進行性神経性筋萎縮症
進行脳卒中｛＝advancing stroke, 
　stroke in evolution｝
進行性核上性麻痺

primary brain damage
primary brain stem injury
primary central nervous system 
　lymphoma （PCNSL）
primary generalized epilepsy
primary glioblastoma
primary leptomeningeal sarcomatosis
primary malignant lymphoma
primary subarachnoid hemorrhage
primary tumor
primitive hypoglossal artery
primitive neuroectodermal tumor 
　（PNET）
primitive otic artery
primitive reflex
primitive trigeminal artery
Pringle disease
proatlantal artery
proatlas
prodromal stage
progeria
progerold syndrome
prognathism
prognosis
programmed cell death
progression
progression-free survival （PFS）
progressive hydrocephalus
progressive hypertrophic interstitial 
　neuropathy
progressive multifocal 
　leukoencephalopathy（PML）
progressive muscular dystrophy
progressive neural muscular atrophy
progressive stroke

progressive supranuclear palsy （PSP）
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噴出性嘔吐
プロラクチン
プロラクチン抑制因子
1.プロラクチノーマ，2.プロラクチン産生

腫瘍｛分泌腫瘍はよくない｝
プロラクチン産生腺腫
　｛＝prolactin-secreting adenoma, 
　prolactinoma｝
プロラクチン産生腺腫
増殖
増殖型血管障害
遷延性昏睡
排尿時間延長
回内
回内筋反射
回内筋徴候
腹臥位
予防

［自己］固有感覚
［自己］固有受容器
眼球突出｛＝exophthalmos, ocular 
　proptosis｝
前方突進［現象］｛＝antepulsion｝
前脳｛＝forebrain｝
韻律
相貌失認
顔面痛｛＝facial pain｝
前方視的研究，前向き研究
プロスタサイクリン
プロスタグランディン
遠位塞栓防止装置
プロトロンビン欠乏［症］
プロトロンビン時間国際標準化比

癌原遺伝子
原始感覚

［原］形質性星状膠細胞

projectile vomiting
prolactin （PRL）
prolactin-inhibiting factor （PIF）
prolactinoma

prolactin-producing adenoma

prolactin-secreting adenoma
proliferation
proliferative angiopathy
prolonged coma
prolonged micturition （miction）
pronation
pronator reflex
pronator sign
prone position
prophylaxis
proprioceptive sensation
proprioceptor
proptosis

propulsion
prosencephalon 〈L〉
prosody
prosopagnosia
prosopalgia
prospective study
prostacyclin
prostaglandin
protection device
prothrombin deficiency
prothrombin time-international 
　normalized ratio（PT-INR）
protooncogene
protopathic sensation
protoplasmic astrocyte
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原形質性星細胞腫
突出椎間板ヘルニア
突出
誘発試験
近位硬膜輪
1.［血管］近位部結紮［術］，2.［血管］

近位部結紮［法］
砂腫
砂腫体｛＝brain sand｝
砂腫性髄膜腫
偽関節症
偽性動脈瘤｛＝false aneurysm｝
偽性アテトーシス（アテトーゼ）
偽性球麻痺
偽性脳瘤
偽性間代
偽性デルタ徴候
偽性認知症
偽性上衣細管
偽性血管腔
偽膜性大腸炎
偽性髄膜炎
偽性髄膜瘤｛＝meningocele supria 
　〈L〉｝
偽性柵状配列｛＝pseudopalisading｝
偽性柵状配列
偽性ロゼット
偽性腫瘍
偽性脳腫瘍
歯突起後方偽腫瘍
弾力線維性仮性黄色腫
精神医学
心因性頭痛
心因性反応
精神運動てんかん
精神運動発作
精神病

protoplasmic astrocytoma
protruded disc（k）
protrusion
provocative test
proximal dural ring
proximal ligation

psammoma
psammoma body
psammomatous meningioma
pseudarthrosis
pseudoaneurysm
pseudoathetosis
pseudobulbar palsy
pseudocephalocele
pseudoclonus
pseudodelta sign
pseudodementia
pseudoependymal tubule
pseudolumen
pseudomembranous colitis
pseudomeningitis
pseudomeningocele

pseudopalisade
pseudopalisading
pseudorosettes
pseudotumor
pseudotumor cerebri
pseudotumor of retro-odontoid space
pseudoxanthoma elasticum
psychiatry
psychogenic headache
psychogenic reaction
psychomotor epilepsy
psychomotor seizure
psychosis
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心身症
心身医学
精神療法
テリオン｛プテリオンとはしない｝
蝶形骨縁到達法（アプローチ）
蝶形骨大翼髄膜腫
翼状頚｛＝webbed neck｝
眼瞼下垂｛正しくはblepharoptosis｝
流涎〔リュウゼン〕症｛＝sialorrhea｝
思春期早発症｛＝precocious 
　puberty｝
肺浮腫
肺塞栓症
肺性脳症
拍動係数
拍動痛｛＝throbbing pain｝
拍動性眼球突出
パルス療法
パルスドップラー法
脈なし病
脈圧波
突進現象
視床枕〔チン〕
視床枕核群
パンチ生検
脈波形
ボクサー脳症
殴打酩酊症候群
ボクサー脳｛＝boxer's brain｝
点状出血｛＝ball hemorrhage, 
　petechial hemorrhage｝
瞳孔散大｛＝mydriasis｝
瞳孔反射｛＝light reflex｝
純粋失読［症］
純粋運動性失語［症］
純粋運動性不全片麻痺
純粋運動性卒中

psychosomatic disease
psychosomatic medicine
psychotherapy
pterion
pterional approach
pterional meningioma
pterygium colli
ptosis
ptyalism
pubertas praecox〈L〉

pulmonary edema
pulmonary embolism
pulmonary encephalopathy
pulsatility index （PI）
pulsating （pulsatile） pain
pulsating exophthalmos
pulse therapy
pulsed Doppler sonography
pulseless disease
pulse-pressure wave
pulsion
pulvinar ［thalami］〈L〉（Pul）
pulvinar nuclei
punch biopsy
pulse wave form
punch-drunk encephalopathy
punch-drunk syndrome
punched out brain
punctate hemorrhage

pupillary dilatation
pupillary reflex
pure alexia
pure motor aphasia
pure motor hemiparesis
pure motor stroke
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純粋感覚性失語［症］
純粋感覚性卒中
平均純音聴力
1.純粋言語聾（ろう），2.純粋語聾
純粋言語唖
プルキンエ細胞
すぼめ口呼吸
追従眼球運動｛＝tracking eye 
　movement｝
化膿性脳炎｛＝suppurative 
　cerebritis｝
化膿性髄膜炎
被殻
被殻血腫
被殻出血
小児欠神てんかん，ピクノレプシー
1.ピクノーゼ，2.核濃縮，3.核凝縮
　｛＝karyopyknosis｝
錐体路徴候
錐体細胞
錐体交叉
錐体隆起
錐体［状］ニューロン
錐体路｛錐体前索路と錐体側索路は

それぞれ前皮質脊髄路と外側皮
質脊髄路と同義｝

錐体路病変
錐体路ニューロン
錐体

四分盲
四分盲｛＝quadrant［an］opsia｝
大腿四頭筋反射｛＝patellar ［tendon］
　reflex｝
四丘体槽

pure sensory aphasia
pure sensory stroke
pure tone average （PTA）
pure word deafness
pure word dumbness
Purkinje cell
pursed breathing
pursuit eye movement

purulent encephalitis

purulent meningitis
putamen〈L〉（Put）
putaminal hematoma
putaminal hemorrhage
pyk（c）nolepsy
pyk（c）nosis

pyramidal ［tract］sign
pyramidal cell
pyramidal decussation
pyramidal eminence
pyramidal neuron
pyramidal tract （PT）

pyramidal tract lesion
pyramidal tract neuron （PTN）
pyramis

Q
quadrant［an］opsia
quadrantic hemianop［s］ia
quadriceps ［femoris］reflex

quadrigeminal cistern
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radi

四肢不全麻痺
四肢麻痺｛＝acroparalysis, 
　tetraplegia｝
生活の質
類もやもや病
クエッケンシュテット試験
血管［運動］神経性浮腫
　｛＝angioneurotic edema｝

メガネ血腫｛＝black eye｝
1.脊椎披裂，2.脊椎破裂
　｛＝schistorrhachis, 
　spondyloschisis｝
橈骨動脈
橈屈
橈骨神経
橈骨反射
放散痛｛＝shooting pain｝
放射線血管障害
放射線脳症
放射線脊髄炎
放射線脊髄症
放射線壊死
放射線療法｛＝radiotherapy｝
放射線誘発神経膠腫（グリオーマ）
放射線誘発損傷
放射線誘発腫瘍
根治手術
神経根痛｛＝root pain, radicular 
　pain｝
神経根動脈
神経根ニューロパチー
　｛＝radiculoneuropathy｝
神経根痛
神経根症状

quadriparesis
quadriplegia

quality of life（QOL）
quasi-moyamoya disease
Queckenstedt test
Quincke edema

R
raccoon eye
rachischisis

radial artery
radial flexion
radial nerve
radial reflex
radiating pain
radiation angiopathy
radiation encephalopathy
radiation myelitis
radiation myelopathy
radiation necrosis
radiation therapy
radiation-induced glioma
radiation-induced lesion
radiation-induced tumor
radical surgery
radiculalgia

radicular artery
radicular neuropathy

radicular pain
radicular symptom
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radi

神経根静脈
神経根切断［術］｛＝rhizotomy｝
神経根炎
神経根造影［法］
神経根脊髄動脈
神経根脊髄症｛＝
　myeloradiculopathy｝
根神経炎
神経根ニューロパチー
神経根症｛＝radiculoneuropathy｝
神経根切断［術］｛＝radiculectomy, 
　rhizotomy｝
高周波破壊巣
1.X線撮影［法］，2.レントゲン撮影，3.放

射線撮影
放射性標識免疫定量法
放射性ヨウ素化ヒト血清アルブミン
放射性同位元素
1.放射性同位元素スキャニング（走査

法），2.RIスキャン
1.放射性同位元素脳室撮影，2.RI脳

室撮影
放射線抵抗性
放射線感受性
手術的照射［療法］
放射線療法｛＝radiation therapy｝
神経根｛複数形はradices 〈L〉｝
　｛＝nerve root｝
レーダー傍三叉神経痛
ラムゼイハント症候群
枝〔シ〕｛複数形はrami 〈L〉｝
レイニー頭皮クリップ
関節可動域
縫線
縫線核［群］｛＝nuclei raphe 〈L〉｝
急速眼球運動
1.レム睡眠，2.逆説睡眠

radicular vein
radiculectomy
radiculitis
radiculography
radiculomedullary artery
radiculomyelopathy

radiculoneuritis
radiculoneuropathy
radiculopathy
radiculotomy

radiofrequency lesion
radiography

radioimmunoassay
radioiodinated serum albumin （RISA）
radioisotope （RI）
radioisotope scanning

radioisotope ventriculography

radioresistance
radiosensitivity
radiosurgery
radiotherapy
radix〈L〉

Raeder paratrigeminal neuralgia
Ramsay Hunt syndrome
ramus〈L〉
Raney scalp clip
range of motion （ROM）
raphe （Gr）
raphe nuclei
rapid eye movement （REM）
rapid eye movement （REM） sleep
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recr

疎通性
1.骨膜剥離子，2.ラスパトリウム
ラトケ嚢（のう）胞｛ラトケ裂溝嚢（のう）

胞は用いない｝
ラトケ嚢（のう）
ラトケ嚢（のう）腫瘍
レイモンド症候群
レイモンド･セスタン症候群
レイノー病
反応レベル尺度
反応時間
反応性星状膠細胞
反応性充血
準備電位
再出血
反跳眼振
反跳現象
再徐波化｛もやもや病の脳波所見｝
想起
近時記憶
受容性失語［症］
1.受容体，2.受容器
陥凹｛＝recessus 〈L〉｝
癌抑制遺伝子｛＝tumor suppressor 
　gene, antioncogene｝
漏斗陥凹｛＝infundibular recess｝
再発｛＝recurrence｝
遺伝子組換え型
頭蓋底再建［術］
1.再建手術，2.再建外科
記録電極
回復
回復曲線
再燃｛relapseより間欠期が短い｝
漸増反応｛＝recruitment｝
1.補充現象，2.漸増
補充現象

rapport〈F〉
raspatory
Rathke cleft cyst

Rathke pouch
Rathke pouch tumor
Raymond syndrome
Raymond-Cestan syndrome
Raynaud disease
reaction level scale
reaction time
reactive astrocyte
reactive hyperemia
readiness potential
rebleeding
rebound nystagmus
rebound phenomenon
re-build up
recall
recent memory
receptive aphasia
receptor
recess
recessive oncogene

recessus infundibuli〈L〉
recidivation
recombinant
reconstruction of skull base
reconstructive surgery
recording electrode
recovery
recovery curve
recrudescence
recruiting response
recruitment
recruitment phenomenon
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rect

直腸反射
直回
直静脈洞｛＝sinus rectus 〈L〉, 
　straight sinus｝
再発
反回神経麻痺
赤核
蛇行神経根
過長神経症候群
再内皮化
基準電極
基準導出
基準モンタージュ
関連痛
関連感覚｛＝reflex sensation｝
反射｛＝jerk｝
反射性無呼吸
反射弓
反射性膀胱
反射中枢
反射性てんかん
反射運動
反射経路
反射抑制
反射性交感神経性ジストロフィー
難治［性］てんかん｛＝uncontrollable 
　epilepsy, intractable epilepsy｝
再生
再生性出芽
関心領域
局所脳血流［量］｛＝local cerebral 
　blood flow｝
局所脳血液量｛＝local cerebral blood 
　volume｝
局所脳代謝
1.退縮，2.退行｛腫瘍の｝
1.機能回復訓練，2.リハビリテーション

rectal reflex
rectus gyrus
rectus sinus

recurrence
recurrent nerve paralysis
red nucleus （RN）
redundant nerve root
redundant nerve syndrome
reendothelialization
reference electrode
referential derivation
referential montage
referred pain
referred sensation
reflex
reflex apnea
reflex arc
reflex bladder
reflex center
reflex epilepsy
reflex movement
reflex pathway
reflex suppression
reflex sympathetic dystrophy （RSD）
refractory epilepsy

regeneration
regenerative sprouting
region of interest （ROI）
regional cerebral blood flow （rCBF）

regional cerebral blood volume （rCBV）

regional cerebral metabolism
regression
rehabilitation
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リード基線｛＝anthropological basal 
　line｝
増強法

［神経］再支配
再燃
無再発生存期間｛＝recurrence-free 
　survival｝
再発性若年性慢性硬膜下血腫

相対的下顎前突［症］
相対的上顎前突［症］
相対生存率
弛緩〔シカン〕薬
弛緩
寛解
遠隔記憶
1.遺伝性出血性血管拡張症，2.ラン

デューオスラーウェバー症候群
再灌流障害
復唱
繰返し時間｛MRI検査用語｝
補充療法
切除{臓器あるいは病巣の一部の}
貯溜槽，リザーバー
残尿
抵抗係数
共鳴
呼吸
呼吸器
人工呼吸器脳
呼吸中枢
呼吸窮迫症候群
反応
1.奏効期間，2.効果持続期間
再狭窄
静止電位

Reid base line

reinforcement
reinnervation
relapse
relapse-free survival

relapsing juvenile chronic subdural 
　hematoma
relative mandibular prognathism
relative maxillary prognathism
relative survival
relaxant
relaxation
remission
remote memory
Rendu-Osler-Weber syndrome

reperfusion injury
repetition
repetition time （TR）
replacement therapy
resection
reservoir
residual urine
resistance index （Rl）
resonance
respiration
respirator
respirator brain
respiratory center
respiratory distress syndrome
response
response duration
restenosis
resting potential
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1.安静時振戦，2.静止時振戦
　｛＝tremor at rest｝
1.下肢静止不能症候群，2.（=むずむ

ず脚症候群）
不穏状態
機能回復神経学
蘇生［法］
蘇生器
1.怪網，2.レーテミラブル
網様体賦活系
網様体｛中脳（midbrain），橋
　（pontine），延髄（medullary）網様体.
　小細胞性（parvicellular），大細胞性
　（gigantocellular）網様体｝
脳幹網様体
レチクリン染色
細網［細胞］肉腫｛＝reticulum-cell 
　sarcoma｝
網様体脊髄路｛橋（pontine）および延髄
（medullary）網様体脊髄路｝

細網［細胞］肉腫
支帯
網膜神経膠腫
網膜出血
網膜性片頭痛
網膜芽［細胞］腫
網膜脳血管腫症｛＝Lindau disease｝
退縮球
退縮球形成
後退性眼振
1.開創器，2.レトラクタ，3.鉤
レトラクタ圧
球後視神経炎
後迷路性難聴
頚部後屈
ガッセル神経節後神経切断［術］
逆向性健忘［症］｛逆行性とはしない｝

resting tremor

restless legs syndrome

restlessness
restorative neurology
resuscitation
resuscitator
rete mirabile
reticular activating system
reticular formation （RF）

reticular formation of brainstem
reticulin stain
reticulosarcoma

reticulospinal tract

reticulum-cell sarcoma
retinaculum
retinal glioma
retinal hemorrhage
retinal migraine
retinoblastoma
retinocerebral angiomatosis
retraction ball
retraction ball formation
retraction nystagmus
retractor
retractor pressure
retrobulbar neuritis
retrocochlear deafness
retrocollis
retrogasserian neurotomy （neurectomy）
retrograde amnesia
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逆向行性変性
逆向性記憶
逆向性血栓化
逆向性椎骨動脈造影［法］
後迷路経S状洞到達法（アプローチ）

後方すべり［症］
乳様突起後方開頭
咽頭後隙
後方突進［現象］
後S状静脈洞到達法（アプローチ）
1.後方視的研究，2.後ろ向き研究
気管後腔
レトロウイルス｛＝reverse 
　transcriptase-containing oncogenic 
　virus｝
1.血管再生，2.脈管再生
逆マーカス･ガン現象
1.逆行性テントヘルニア，2.上行性テン

トヘルニア｛＝ascending 
　tentorial herniation｝
可逆性虚血性神経脱落症候

ライ症候群
横紋筋肉腫
ラブドイド髄膜腫
横紋筋融解［症］
横紋筋腫
レーゼ･ゴールウィン撮影［法］
レーゼ･ゴールウィン像｛あるいは撮影｝
鼻漏
神経根剥離［術］
神経根切断［術］｛＝radiculectomy｝
菱脳唇
律動性ミオクローヌス
RI脳槽造影［法］
右手利きの｛＝dextromanual｝

retrograde degeneration
retrograde memory
retrograde thrombosis
retrograde vertebral angiography
retrolabyrinthine transsigmoid 
　approach
retrolisthesis
retromastoid craniotomy
retropharyngeal space
retropulsion
retrosigmoid approach
retrospective study
retrotracheal space
retrovirus

revascularization
reverse Marcus Gunn phenomenon
reversed tentorial herniation

reversible ischemic neurological deficits 
　（RIND）
Reye syndrome
rhabdo［myo］sarcoma
rhabdoid meningioma
rhabdomyolysis
rhabdomyoma
Rhese-Goalwin projection （method）
Rhese-Goalwin view
rhinorrhea
rhizolysis
rhizotomy
rhombic lip
rhythmic myoclonus
RI cisternography
right-handed
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右手利き
立ち直り反射
左右識別障害｛＝left-right 
　disorientation｝
1.硬直，2.強剛，3.固縮，4.強直
強剛痙縮
硬直｛＝rigidity｝
環状（リング状）増強［造影］
薬指〔ヤクシ〕
環状骨折｛＝circular fracture｝
環状出血
輪状暗点
リング徴候
リンネ試験
リツキシマブ
桿体細胞
ローランド野｛中心前回と中心後回を

合わせた領野｝
ローランド領発作
　central sulcus 中心溝と同義
ローランド静脈｛＝vein of Rolando｝
ロンベルグ徴候
ロンベルグ試験
骨鉗子，ロンジュール
神経根神経叢損傷
神経根引抜き損傷

［神経］根進入部
［神経］根出口部

神経根痛｛＝radiculalgia, radicular 
　pain｝

［神経］根微候
神経根スリーブ
1.探索反射，2.哺乳反射
ローサイ・ドーフマン病
ローゼンタール線維

right-handedness
righting reflex
right-left disorientation

rigidity
rigidospastieity
rigor〈L〉
ring enhancement
ring finger
ring fracture
ring hemorrhage
ring scotoma
Ring sign
Rinne test
rituximab
rod cell
rolandic area

rolandic seizure
　Rolandic sulcus
rolandic vein
Romberg sign
Romberg test
rongeur
root and plexus injury
root avulsion ［injury］
root entry zone
root exit zone

root pain

root sign
root sleeve
rooting reflex
Rosai-Dorfmann disease
Rosenthal fiber
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ローゼンタール静脈｛＝basal vein 
　of Rosenthal, vein of Rosenthal｝
1.ロゼット，2.菊花状配列
花冠状グリア神経細胞性腫瘍
ロッソリーモ反射
ロッソリーモ徴候
ロッソリーモ試験
回転試験
回転加速度
回転誘発性眼振
回旋固定
回旋性眼振
回転力
回転性斜頚
回転性めまい
ラウス肉腫ウイルス
1.眼球彷徨〔ホウコウ〕，2.眼球動揺
疾走発作
破裂動脈瘤
1.ラッセル症候群（Russell 
　syndrome），2.間脳症候群
　（diencephalic syndrome）
ラッセル症候群

S100蛋白
急性眼球運動｛＝saccadic eye 
　movement｝
急性眼球運動
囊状
嚢（のう）状動脈瘤｛＝sacculated 
　aneurysm｝
嚢（のう）状動脈瘤
尾側脊椎形成不全｛＝caudal 
　agenesis｝
仙椎管

Rosenthal vein

rosette
rosette glioneural tumor
Rossolimo reflex
Rossolimo sign
Rossolimo test
rotation test
rotational acceleration
rotational nystagmus
rotatory fixation
rotatory nystagmus
rotational forces
rotatory torticollis
rotatory vertigo
Rous sarcoma virus
roving eye movement
running fit
ruptured aneurysm
Russell diencephalic syndrome

Russell syndrome

S
S-100 protein
saccades

saccadic eye movement
saccular
saccular aneurysm

sacculated aneurysm
sacral agenesis

sacral canal
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仙骨部脊索腫
仙髄
仙骨部髄膜瘤
仙骨神経
仙髄回避
仙椎
仙部痛
仙椎化
仙腸関節
仙腸関節炎
仙骨
サドル状感覚消失
鞍状頭｛＝clinocephaly｝
矢状〔シジョウ〕断面
矢状断
矢状静脈洞｛上（superior），下
　（inferior）の矢状静脈洞がある｝
矢状静脈洞血栓症
矢状縫合
矢状縫合［骨］癒合［症］
矢状断断層撮影
礼拝〔ライハイ〕発作｛＝nodding 
　spasm｝
唾液［分泌］過多
塩分喪失
跳躍伝導
残存腫瘍再摘出術
膏（あぶら）顔｛＝oily face｝
サンドスタチン
S抗原
伏在静脈移植
1.サルコイドーシス，2.類肉腫症
肉腫
肉腫性髄膜腫
飽和回復法｛MRI検査用語｝
土曜日の夜麻痺
斜角筋切離［術］

sacral chordoma
sacral cord
sacral meningocele
sacral nerve
sacral sparing
sacral vertebra
sacralgia
sacralization
sacroiliac joint
sacroiliitis
sacrum
saddle anesthesia
saddle head
sagittal plane
sagittal section
sagittal sinus

sagittal ［sinus］thrombosis
sagittal suture
sagittal synostosis
sagittal tomography
salaam attack

salivation
salt wasting
salutatory conduction
salvage surgery
salve face
Sandostatin
S-antigen
saphenous vein graft
sarcoidosis
sarcoma
sarcomatous meningioma
saturation recovery （SR）
Saturday-night palsy
scalenotomy
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斜角筋
前斜角筋症候群
頭皮
頭皮剥離
頭皮欠損
頭皮皮弁
頭皮裂創
頭皮マーカー
走査型電子顕微鏡

断続性発語｛言語とはしない｝
　｛＝scintillation speech, staccato 
　speech｝
舟状頭［蓋］［症］
翼状肩甲骨症
シェファー反射
シェファー徴候
シェロング試験
シラー・デュバル小体
裂髄［症］｛＝myeloschisis｝｛日本先天

異常学会の訳は「脊髄裂」｝
1.脊椎披裂，2.脊椎破裂，3.脊椎裂
　｛＝rachischisis, spondyloschisis｝
　｛spina bifidaとは厳密には異なる｝
マンソン住血吸虫
1.裂脳［症］，2.裂溝脳［症］
裂脳回症
統合失調症
シュミット症候群
シュモール結節
シュワン細胞
シュワン鞘｛＝sheath of Schwann, 
　neurilemma｝
1.神経鞘腫，2.シュワン細胞腫
シュワン細胞症
シュワルツ･バーター症候群
　｛＝SIADH｝

scalenus
scalenus anterior syndrome
scalp
scalp avulsion
scalp defect
scalp flap
scalp laceration
scalp marker
scanning electron microscope（-py）
　（SEM）
scanning speech

scaphocephalus（-ly）
scapula alata 〈L〉
Schäffer reflex
Schäffer sign
Schellong test
Schiller-Duval body
schistomyelia

schistorrhachis

Schistosoma mansoni
schizencephalia（-ly）
schizogyria
schizophrenia
Schmidt syndrome
Schmorl's node（-ule）
Schwann cell
Schwann sheath

schwannoma
schwannosis
Schwartz-Bartter syndrome
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坐骨神経
坐骨神経伸展試験｛＝Lasegue test｝
坐骨神経痛
シンチ脳造影［法］
閃輝暗点｛＝fortication spectrum｝
断続性発語｛＝scanning speech, 
　staccato speech｝
はさみ脚歩行｛＝scissoring｝
硬化性小回脳

［脊柱］側彎［症］
暗点
スクリュー固定，螺子（ねじ）固定
シートベルト損傷
皮脂腺腫｛＝adenoma sebaceum 〈L〉｝
脂漏［症］
二次性衝撃症候群
セカンドルックオペレーション
二次性全般発作
続発全般てんかん
続発性膠芽腫
分泌性髄膜腫
鎮静薬
シーソー眼振
分節性脊髄誘発電位
発作｛症候が突然に発現する｝
セルジンガー法
選択的扁桃体海馬切除（術）
選択的血管造影［法］
選択的脊髄後根切断（術）
選択的脆〔ゼイ〕弱性
自立障害
自助具
トルコ鞍
鞍底
鞍棘
トルコ鞍腫瘍
意味性失語

sciatic nerve
sciatic nerve stretch test
sciatica
scintiencephalography
scintillating scotoma
scintillation speech

scissor gait
sclerotic mierogyria
scoliosis
scotoma
screw fixation
seat belt injury
sebaceous adenoma
seborrhea
second impact syndrome
second look operation
secondarily generalized seizure
secondary generalized epilepsy
secondary glioblastoma
secretory meningioma
sedative
seesaw nystagmus
segmental evoked potential
seizure
Seldinger method
selective amygdalohippocampectomy
selective angiography
selective dorsal rhizotomy
selective vulnerability
self-care deficit
self-help device
sella turcica〈L〉
sellar floor
sellar spine
sellar tumor
semantic aphasia

188



sens

骨半規管
半昏睡
半葉性全前脳胞症
意識半清明期
半月神経節｛＝Gasser （gasserian）
　ganglion, trigeminal ganglion｝
精上皮腫，セミノーマ
半腹臥位
半座位
老化｛＝senility, aging｝
老年性萎縮
老年認知症
老年精神病
老人（年）斑
老年性振戦
1.老年，2.老化
感覚｛＝sence, sensory, esthesia｝
感覚
感覚［能］
感受性
感覚運動野
感覚運動皮質
感覚運動卒中
感音性聾（ろう）
感覚
感覚性失語［症］
感覚野
感覚中枢
感覚［野］皮質，感覚［性］皮質
感覚解離｛＝dissociation of 
　sensibility｝
感覚障害
感覚性てんかん
感覚消去
感覚不注意｛＝sensory extinction｝
感覚消失｛＝anesthesia｝
感覚神経

semicircular canals of bony labyrinth
semicoma
semilobar holoprosencephaly
semilucid interval
semilunar ganglion

seminoma
semiprone position
semi-sitting position
senescence
senile atrophy
senile dementia
senile insanity
senile plaque
senile tremor
senility
sensation
sense
sensibility
sensitivity
sensorimotor area
sensorimotor cortex
sensorimotor stroke
sensorineural deafness
sensory
sensory aphasia
sensory area
sensory center
sensory cortex
sensory dissociation

sensory disturbance
sensory epilepsy
sensory extinction
sensory inattention
sensory loss
sensory nerve
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感覚ニューロン
知覚｛＝esthesia, perception｝
感覚根
感覚性言語野｛＝Wernicke center｝
感覚性言語中枢｛＝Wernicke 
　center｝
感覚［性神経］路
敗血症｛＝septicemia｝
中隔部
中隔静脈
敗血症
透明中隔視神経形成異常［症］
透明中隔
後遺症｛複数形はsequelae｝
連続血管造影［法］
漿液性髄膜炎
血清補体
落陽現象｛＝sun-down phenomenon, 
　sunset phenomenon｝
重症頭部外傷
性的虐待
粒起革様皮膚
揺さぶられ乳児症候群
揺さ振られっ子症候群
揺さぶられ損傷
振戦麻痺｛＝paralysis agitans〈L〉, 
　Parkinson disease（PD）｝
鋭波
1.剪断力，2.ひずみ
剪断外傷
ずり応力
偏位｛＝deviation｝
脛叩打試験
放散痛｛＝radiating pain｝
短頭
短潜時体性感覚誘発電位

sensory neuron
sensory perception
sensory root
sensory speech area
sensory speech center

sensory tract
sepsis
septal region （SP）
septal vein
septicemia
septo-optic dysplasia
septum pellucidum〈L〉
sequela
serial angiography
serous meningitis
serum complement
setting sun phenomenon

severe head injury
sexual abuse
shagreen patch
shaken baby syndrome
shaken impact syndrome
shaking injury
shaking palsy

sharp wave
shear strain
shearing injury
shearing stress
shift
shin-tapping test
shooting pain
short head
short latency somatosensory evoked 
　potential （SSEP）
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短下肢装具
短期記憶
短繰り返し時間
肩手〔カタテ〕症候群
肩ゆすり試験
1.シャント，2.短絡管
1.シャント合併症，2.短絡管合併症
1.シャント機能不全，2.短絡管機能不全
シャント感染［症］
シャント手術
1.シャント依存性，2.短絡管依存性
シャイ･ドレーガー症候群
唾液過多［症］｛＝ptyalism｝
流涎〔リュウゼン〕
1.血縁者，2.同胞
同胞
シカール･コレ症候群
　｛＝Collet-Sicard syndrome｝
鎌状赤血球症
1.視覚，2.視力
S状静脈洞
徴候
信号強度
情報伝達，シグナル伝達
1.信号雑音比，2.SN比
凹（ヘコ）み手徴候
カーテン徴候
印環細胞リンパ腫
腕木（ウデギ）信号現象
症候｛＝symptom and sign｝
シリコン管（チューブ）
1.症候非発現域，2.沈黙域
猿手〔サルテ〕｛＝ape hand｝
シモンズ病
単純骨折
単純把握反射
単純部分発作

short leg brace （SLB）
short term memory （STM）
short TR
shoulder-hand syndrome
shoulder-shaking test
shunt
shunt complication
shunt dysfunction
shunt infection
shunt surgery
shunt-dependent
Shy-Drager syndrome （SDS）
sialism
sialorrhea
sib
sibling
Sicard-Collet syndrome

sickle cell disease
sight
sigmoid sinus
sign
signal intensity
signal transmission
signal/noise ratio
signe de la main creuse 〈F〉
signe de rideau 〈F〉
signet-ring cell lymphoma
signpost phenomenon
signs and symptoms
silastic tube
silent area
simian hand
Simmonds disease
simple fracture
simple grasp reflex
simple partial seizure （SPS）
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シンプソン･グレード
1.シミュレーション，2.詐病
　｛＝malingering｝
前頭･篩骨部脳瘤｛＝fronto-ethmoidal 
　encephalocele｝
頭蓋前頭部
シングルフォトン断層撮影［法］（スぺク

ト）
1.しゃっくり，2.吃逆
1.左利きの〈adj〉，2.左利きの人
左利き
左手利きの｛＝left-handed｝
1.静脈洞炎，2.副鼻腔炎
頭蓋骨膜洞｛＝pericranial sinus｝
直静脈洞｛＝rectus sinus, straight 
　sinus, rectal sinusとするのは誤り｝
静脈洞血栓症
洞脊椎神経｛＝meningeal branch of 
　spinal nerve｝
第六脳室｛＝Verga ventricle｝
骨格固定
頭蓋直達牽引
斜偏視
皮膚潮紅
皮膚移植［片］
皮膚反射｛＝cutaneous reflex｝
皮膚筋反射
皮膚瞳孔反射
頭蓋［骨］｛＝cranial bone｝
頭蓋骨血管腫
頭蓋底｛＝cranial base｝
頭蓋底骨折
頭蓋底手術
頭蓋底腫瘍｛＝cranial base tumor｝
頭蓋欠損｛＝cranial defect｝
頭蓋変形
1.頭蓋ドリル，2.頭蓋骨錐

Simpson grade
simulation

sincipital encephalocele

sinciput
single photon emission computed 
　tomography （SPECT）
singultus
sinistral
sinistrality
sinistrornanual〈adj〉
sinu［s］itis
sinus pericranii 〈L〉
sinus rectus 〈L〉

sinus thrombosis
sinuvertebral nerve

sixth ventriele
skeletal immobilization
skeletal traction
skew deviation
skin flush
skin graft
skin reflex
skin-muscle reflex
skin-pupillary reflex
skull
skull angioma
skull base
skull base fracture
skull base surgery
skull base tumor
skull defect
skull deformity
skull drill
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頭蓋拡張［術］
頭蓋［骨］骨折
頭蓋成長
頭蓋外傷
頭蓋病変
頭蓋縫合
頭蓋牽引器
頭蓋腫瘍｛＝cranial tumor｝
頭蓋円蓋骨折
頭蓋単純X線撮影
睡眠
睡眠［時］無呼吸症候群
睡眠障害
睡眠潜時
睡眠段階
睡眠時無呼吸
眠気
不眠
睡眠時頭痛
すべり角
スリット状出血
1.スリット脳室，2.細隙脳室
スリット脳室症候群
1.スリット様脳室，2.細隙様脳室
遅発性ウイルス病
遅発性ウイルス感染症
スルーダー症候群
スルーダー神経痛
不明瞭発語
1.嗅覚〔キュウカク〕，2.におい
スミス･ロビンソン法
スミス･ロビンソン手術
lissencephalyと同義　無脳回症
滑動性追従眼球運動
くしゃみ
いびき
口とがらし反射

skull expansion
skull fracture
skull growth
skull injury
skull lesion
skull suture
skull tong
skull tumor
skull vault fracture
skull X-ray
sleep
sleep apnea syndrome
sleep disorder
sleep latency
sleep stage
sleep［induced］apnea
sleepiness
sleeplessness
sleep-related headache
slip angle
slit hemorrhage
slit ventricle
slit ventricle syndrome
slit-like ventricle
slow virus disease
slow virus infection
Sluder syndrome
Sluder neuralgia
slurred speech
smell
Smith-Robinson method
Smith-Robinson operation
smooth brain
smooth pursuit eye movement
sneezing
snore
snout reflex
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椎間板ヘルニア
軟口蓋
脳軟化［症］｛＝cerebral softening, 
　cerebromalacia, encephalomalacia｝
足底
足底反射｛＝plantar reflex｝
固形腫瘍
孤立［在］性線維性腫瘍
身体失認
身体失認｛＝asomatognosis｝
ソマトメジン
体性感覚野
体性感覚［性］皮質
体性感覚誘発電位
体性感覚誘発反応
1.ソマトスタチン，2.成長ホルモン分泌

抑制ホルモン
1.ソマトトロピン，2.成長ホルモン
体性感覚
傾眠｛病的な場合にのみに用いる｝
昏眠
空間感覚
占拠性病変｛space-taking massより

一般に使用されている｝
［空間］占拠性病変｛＝space-occupying 

lesion｝
孤虫症
攣縮｛痙攣としない｝
攣縮性側方偏位
痙性斜頚｛神経学会の訳は攣縮性斜頚｝
痙性膀胱
痙性歩行
痙性片麻痺
痙性麻痺
痙性対麻痺
痙縮［性硬直］｛spasticityとほぼ同義｝
痙縮｛痙性としない｝

soft disc（k）
soft palate
softening of brain

sole
sole reflex
solid tumor
solitary fibrous tumor
somatagnosia
somato-agnosia
somatomedin
somatosensory area
somatosensory cortex
somatosensory evoked potential （SEP）
somatosensory evoked response （SER）
somatostatin

somatotropin
somesthesia
somnolenee（-cy）
sopor
space sense
space-occupying lesion

space-taking mass

sparganosis
spasm［us］
spasmodic lateral deviation
spasmodic torticollis
spastic bladder
spastic gait
spastic hemiplegia
spastic paralysis
spastic paraplegia
spastic rigidity
spasticity
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空間識別
ヘら
検体
分光［法］，スペクトロスコピー
言語野
言語中枢｛＝language center｝
語韻聴力弁別能
言語識別検査
言語障害｛＝speech disturbance｝
言語障害
言語療法士
言語療法
孔脳［症］｛＝porencephaly｝
発作｛症候がひととき続く｝
スペッツラー･マーチン分類
蝶篩陥凹
蝶篩縫合
蝶形骨
蝶形骨縁
蝶形骨洞
蝶形骨脳波
蝶形骨電極
蝶形骨ヘルニア
蝶形骨縁ヘルニア
蝶形骨縁髄膜腫｛蝶形骨縁は臨床

的慣用語.解剖学的にはcrista 
sphenoidalis蝶形骨稜という｝

蝶形骨後頭骨軟骨結合
蝶口蓋動脈
1.翼口蓋神経痛，2.蝶（形）口蓋神経痛
（=Sluder neuralgia）

蝶鱗縫合
1.球状体，2.スフェロイド
括約筋
括約筋障害
膀胱括約筋
1.骨片，2.針状骨

spatial discrimination
spatula
specimen
spectroscopy
speech area
speech center
speech discrimination score （SDS）
speech discrimination test
speech disorder
speech disturbance
speech therapist （ST）
speech therapy （ST）
spelencephaly（-lia）
spell
Spetzler-Martin grade
sphenoethmoidal recess
sphenoethmoidal suture
sphenoid bone
sphenoid ridge
sphenoid sinus
sphenoidal EEG
sphenoidal electrode
sphenoidal herniation
sphenoid-ridge herniation
sphenoid-ridge meningioma

spheno-occipital synchondrosis
sphenopalatine artery
sphenopalatine neuralgia

spheno-squamosal suture
spheroid ［body］
sphincter ［muscle］
sphincter disturbance
sphincter vesicae 〈L〉
spicule
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棘波
棘徐波
棘徐波複合
棘徐波昏迷
開放性二分脊椎
1.嚢（のう）胞性二分脊椎，2.嚢（のう）
　胞性脊椎破裂
顕在性二分脊椎
潜在性二分脊椎
二分脊椎，脊椎披裂
脊髄誘発電位
副神経脊髄部
脊髄副神経鞘腫
脊髄血管造影［法］
脊髄血管腫
脊髄卒中
脊髄くも膜憩室
脊髄動静脈奇形
脊髄性運動失調［症］
脊髄ブロック
脊椎装具
脊椎石灰化［症］
脊柱管
脊柱管狭窄症｛＝narrow spinal canal｝
脊椎カリエス
脊髄海綿状血管腫
脊柱｛＝spine｝
脊髄振盪（とう）｛＝commotio spinalis
　〈L〉, commotio myeli〈L〉, spinal 
　cord concussion｝
脊髄圧迫［症］｛＝compression myeli 
　〈L〉, spinal cord compression｝
脊髄｛＝medulla spinalis 〈L〉｝
脊髄動脈
脊髄血流［量］
脊髄圧迫［症］
脊髄振盪（とう）

spike
spike and wave
spike and wave complex （SWC）
spike-wave stupor
spina bifida aperta〈L〉
spina bifida cystica〈L〉

spina bifida manifesta〈L〉
spina bifida occulta〈L〉
spina bifida〈L〉
spinal ［cord］evoked potential
spinal accessory nerve
spinal accessory neurinoma
spinal angiography
spinal angioma
spinal apoplexy
spinal arachnoidal diverticulum
spinal arteriovenous malformation
spinal ataxia
spinal block
spinal brace
spinal calcification
spinal canal
spinal canal stenosis
spinal caries
spinal cavernous angioma
spinal column
spinal commotion

spinal compression

spinal cord
spinal cord artery
spinal cord blood flow
spinal cord compression
spinal cord concussion
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脊髄挫傷
脊髄嚢（のう）胞｛＝myelocyst｝
脊髄減圧［術］
脊髄血腫
脊髄出血｛＝hematomyelia｝
脊髄損傷
脊髄虚血
脊髄病変
脊髄奇形
脊髄代謝
脊髄モニタリング（監視）
脊髄刺激［術］
脊椎変形
脊椎脱臼
脊髄播種
脊椎伸延［症］
脊髄腔ドレナージ（排液［法］）
脊椎閉鎖［縫合］不全［症］
脊髄硬膜外膿瘍
脊髄硬膜外血腫
脊髄硬膜外出血
脊髄硬膜外嚢（のう）胞
脊椎骨折｛＝vertebral fracture｝
脊椎脱臼骨折｛＝fracture-dislocation 
　of spine｝
脊椎固定［術］｛＝spinal stabilization｝
1.脊椎不安定性，2.脊椎不安定症
脊椎内器具固定
脊髄性間欠性跛行｛＝intermittent 
　claudication of spinal cord｝
脊柱靱帯
脊柱靱帯骨化［症］｛＝ossification of 
　spinal ligaments｝
脊髄神経根
脊椎骨棘症
脊髄神経周膜嚢（のう）腫

spinal cord contusion
spinal cord cyst
spinal cord decompression
spinal cord hematoma
spinal cord hemorrhage
spinal cord injury
spinal cord ischemia
spinal cord lesion
spinal cord malformation
spinal cord metabolism
spinal cord monitoring
spinal cord stimulation
spinal deformity
spinal dislocation
spinal dissemination
spinal distraction
spinal drainage
spinal dysraphism
spinal epidural abscess
spinal epidural hematoma
spinal epidural hemorrhage
spinal extradural cyst
spinal fracture
spinal fracture-dislocation

spinal fusion
spinal instability
spinal instrumentation
spinal intermittent claudication

spinal ligament
spinal ligament ossification

spinal nerve root
spinal osteophytosis
spinal perineural cyst
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脊椎穿刺｛神経学会の訳は脊髄穿刺｝
｛＝spinal tap｝

脊髄反射
脊髄血管芽腫
脊髄性固縮｛実験動物における｝
脊髄性ショック
脊椎固定［術］
脊椎狭窄症
脊椎穿刺
脊椎牽引
脊髄結核［症］
1.紡錘，2.紡錘波
紡錘波昏睡
1.脊椎，2.棘，3.脊柱
脊椎移植
脊椎断層撮影
スピンエコー法
スピンエコーパルス系列｛MRI検査用語｝
縦〔タテ〕緩和時間｛MRI検査用語｝
脊髄小脳変性症
脊髄小脳路｛前（腹側）anterior 
　（ventral）および後（背側）posterior 
　（dorsal）脊髄小脳路｝
脊髄筋レベル
脊髄網様体路
脊髄視床路｛前脊髄視床路と外側脊

髄視床路｝
棘突起
脊髄血管性疾患
横〔ヨコ〕緩和時間｛MRI検査用語｝
脳梁膨大
頭板状筋
分離脳
分離脊髄奇形
脊椎症性神経根症
脊椎炎
脊椎すべり症

spinal puncture

spinal reflex
spinal hemangioblastoma
spinal rigidity
spinal shock
spinal stabilization
spinal stenosis
spinal tap
spinal traction
spinal tuberculosis
spindle
spindle coma
spine
spine graft
spine tomography
spin-echo （SE）
spin-echo （SE） pulse sequence
spin-lattice relaxation time （T 1）
spinocerebellar degeneration （SCD）
spinocerebellar tract

spinomuscular level
spinoreticular tract
spinothalamic tract

spinous process
spinovascular disease
spin-span relaxation time （T 2）
splenium ［corporis callosi］
splenius capitis
split brain
split cord malformation
spondylotic radiculopathy
spondylitis
spondylolisthesis
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脊椎分離［症］
脊椎症｛＝spondylosis｝
脊椎下垂
1.脊椎披裂，2.脊椎破裂
　｛＝rachischisis｝
脊椎症
変形性脊椎症
脊椎症性嚥下障害
脊椎症性脊髄症
海綿状脳症
海綿芽細胞
海綿芽［細胞］腫
極性海綿芽［細胞］腫｛＝polar 
　spongioblastoma｝
海綿状変性
特発性頚動脈･海綿静脈洞瘻

特発性脳内血腫
特発性頭蓋内圧低下症
自発性運動活動
自発性眼振
自然回復
自然退縮{腫瘍の}
自発呼吸
特発性くも膜下出血
特発性血栓症
孤発例
脊椎捻挫
拡延性抑制
新芽形成
骨棘｛＝osteophyte｝
スパーリング徴候
スパーリング試験
鱗状縫合
扁平上皮癌
しゃがみ（蹲踞）
斜視｛＝heterotropia, strabismus｝

spondylolysis
spondylopathy
spondyloptosis
spondyloschisis

spondylosis
spondylosis deformans〈L〉
spondylotic dysphagia
spondylotic myelopathy
spongiform encephalopathy
spongioblast
spongioblastoma
spongioblastoma polare〈L〉

spongy degeneration
spontaneous carotid-cavernous fistula 
　（CCF）
spontaneous intracerebral hematoma
spontaneous intracranial hypotension
spontaneous motor activity
spontaneous nystagmus
spontaneous recovery
spontaneous regression
spontaneous respiration
spontaneous subarachnoid hemorrhage
spontaneous thrombosis
sporadic case
sprain of spine
spreading depression
sprouting
spur
Spurling sign
Spurling test
squamosal suture
squamous cell carcinoma
squatting
squint
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刺創｛＝penetrating wound｝
安定性
断続性発語｛＝scanning speech, 
　scintillation speech｝
段階的手術
よろめき歩行｛＝titubation｝
STA-MCA（浅側頭動脈･中大脳動脈）
　吻合［術］
STA-MCA（浅側頭動脈･中大脳動脈）
　バイパス［術］
踏みつけ歩行
あぶみ骨
標準失語症検査

起立時動揺
起立反射
1.あぶみ骨動脈，2.鐙骨動脈
凝視
驚愕てんかん
STA-SCA（浅側頭動脈･上小脳動脈）
　吻合［術］
静的立位時運動失調
静的荷重外傷
静的姿勢
平衡［感］覚｛＝sequilibratory sense｝
静的姿勢時振戦
平衡石
篩〔フルイ〕状態｛＝etat crible〈F〉｝
てんかん重積状態
盗血現象
塔状頭蓋｛＝tower skull｝
軟性（可撓性）内視鏡
星〔セイ〕状細胞
星状神経節
星状神経節ブロック
幹細胞
狭頭症｛＝craniostenosis｝

stab wound
stability
staccato speech

staged operation
staggering gait
STA-MCA anastomosis

STA-MCA bypass ［operation］

stamping gait
stapes
standard language test of aphasia 
　（SLTA）
standing instability
standing reflex
stapedial artery
stare
startle epilepsy
STA-SCA anastomosis

static ataxia
static loading injury
static posture
static sense
static tremor
statoliths
status cribrosus〈L〉
status epilepticus〈L〉
steal phenomenon
steeple skull
steerable endoscope
stellate cell
stellate ganglion
stellate ganglion block
stem cell
stenocephaly
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1.ステント留置術，2.ステント挿入法
ステンバース撮影［法］
ステンバース像（投影）
鶏歩
足踏み運動
足踏み反射
1.足踏み試験，2.閉眼足踏み試験
不動線毛
立体脳波
定位［的］脳手術
立体［覚］認知
立体視
定位［的］
定位［的］吸引［術］｛＝stereotaxic 
　aspiration｝
定位放射線照射
定位手術的照射｛＝stereotaxic 
　radiosurgery｝
定位放射線治療
1.定位［的］吸引［術］，2.｛＝stereotactic 
　surgery, stereotaxis, stereotaxy}
1.定位［的］［脳］生検，2.｛＝stereotactic 
　biopsy, stereotaxis, stereotaxy｝
定位［的］［脳］手術｛＝stereotaxic 
　surgery, stereotaxis, stereotaxy｝
1.定位［的］［脳］手術，2.｛＝stereotactic 
　surgery, stereotaxis, stereotaxy｝
1.定位［的］視床切裁術，2.定位［的］
　視床破壊術，3.｛＝stereotactic 
　thalamotomy, stereotaxis, 
　stereotaxy｝
定位［的］［脳］手術
ステロイドミオパチー
ステロイド療法
ステロイド潰瘍
スチュアート･ホームズ徴候
　｛＝rebound phenomenon｝

stenting
Stenvers projection （method）
Stenvers view
steppage ［gait］
stepping movements
stepping reflex
stepping test
stereo cilia
stereo electroencephalogram （SEEG）
stereoencephalotomy
stereognosis
stereoscopic vision
stereotactic
stereotactic aspiration

stereotactic irradiation （STI）
stereotactic radiosurgery （SRS）

stereotactic radiotherapy （SRT）
stereotaxic aspiration

stereotaxic biopsy

stereotaxic operation

stereotaxic surgery

stereotaxic thalamotomy

stereotaxis（-xy）
steroid myopathy
steroid therapy
steroid ulcer
Stewart-Holmes sign
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スチュアート･モレル･モルガニー
　症候群｛＝hyperostosis frontalis 
　interna〈L〉｝
項部硬直｛＝nuchal stiffness｝
硬直性瞳孔｛瞳孔反射の消失した状態｝
全身強直症候群
硬直｛＝rigidity, rigor 〈L〉｝
筋硬直
項部硬直｛＝stiff neck, nuchal 
　rigidity｝
靴下状感覚消失
花むしろ状配列
斜視性眼振
斜視｛＝heterotropia, squint｝
下肢伸展位挙上訓練
直静脈洞｛＝rectus sinus, sinus rectus 
　〈L〉｝
膝〔ヒザ〕伸展下肢挙上試験
ひずみ
ひずみ計，ストレインゲージ
苺（いちご）状血管腫
ストレプトマイシン
ストレス
腹圧性尿失禁
伸展外傷
伸張反射
伸び失神
線条体黒質変性（症）
線条体｛尾状核と被殻.正式名は
　corpus striatum 〈L〉｝
帯状頭蓋骨切除［術］
帯状電極
1.卒中｛＝apoplexy（-xia）｝，2.進行卒

中，3.進行性卒中
脳卒中進行期｛＝advancing stroke, 
　progressive stroke｝
間質細胞

Stewart-Morel-Morgagni syndrome

stiff neck
stiff pupil
stiff-man syndrome
stiffness
stiffness of muscle
stiffness of neck

stocking anesthesia
storiform pattern
strabismic nystagmus
strabismus
straight leg raising （SLE） exercise
straight sinus

straight-leg-raising test
strain
strain gauge
strawberry mark
streptomycin
stress
stress incontinence
stretch injury
stretch reflex
stretching syncope
striato-nigral degeneration
striatum〈L〉

strip craniectomy
strip electrode
stroke

stroke in evolution

stromal cell
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シュトルンペル脛骨現象
シュトリュンペル現象（＝tibial 
　phenomenon）
支柱骨移植
1.断端幻影肢｛＝phantom limb｝，2.幻肢
断端神経痛
断端圧
昏迷
スタージ･ウエーバー病
スタージ･ウエーバー症候群
スタージ･ウエーバー･ディミトリ病
茎状突起
茎乳突孔｛＝foramen 
stylomastoideum 〈L〉｝
亜急性脊髄視神経ニューロパチー

亜急性硬化性全脳炎

くも膜下出血｛＝subarachnoid 
　hemorrhage （SAH）｝
くも膜下ボルト
くも膜下カテーテル
くも膜下浸出液
くも膜下線維症
くも膜下血腫
くも膜下出血
くも膜下腔圧
くも膜下スクリュー
くも膜下腔
くも膜下槽
弓下動脈
弓下隆起
弓下窩
1.脳梁下野，2.梁下野
鎖骨下動脈
鎖骨下動脈盗血症候群

Strümpel tibialis phenomenon
Strümpell phenomenon

strut graft
stump hallucination
stump neuralgia
stump pressure
stupor
Sturge-Weber disease
Sturge-Weber syndrome
Sturge-Weber-Dimitri disease
styloid process
stylomastoid foramen

subacute myelo-optico-neuropathy
　（SMON）
subacute scalloping panencephalitis 
　（SSPE）
subarachnoid bleeding

subarachnoid bolt
subarachnoid catheter
subarachnoid effusion
subarachnoid fibrosis
subarachnoid hematoma
subarachnoid hemorrhage （SAH）
subarachnoid pressure
subarachnoid screw
subarachnoid space
subarachnoidal cistern
subarcuate artery
subarcuate eminence
subarcuate fossa
subcallosal area
subclavian artery
subclavian steal syndrome
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1.床突起下動脈瘤｛＝infraclinoid 
　aneurysm｝，2.床下動脈瘤
皮質下失語
皮質下血腫
皮質下出血
皮質下性運動性失語
皮質下性感覚性失語
皮下血腫
硬膜下膿瘍
硬膜下出血｛＝subdural hemorrhage｝
硬膜下ドレナージ（排液［法］）
硬膜下水腫
硬膜下電極
硬膜下蓄膿［症］
硬膜下血腫
硬膜下液体貯留
硬膜下出血
硬膜下水腫｛＝subdural hygroma｝
硬膜下水腫
硬膜下［腔］腹腔シャント
硬膜下腔圧
硬膜下腔
硬膜下穿刺
1.上衣下胚芽母組織，2.脳室上衣下
　胚層
上衣下巨細胞性星細胞腫

上衣下出血
上衣下結節
上衣下［細胞］腫
大脳鎌下ヘルニア
前頭下髄膜腫
帽状腱膜下血腫
帽状腱膜下出血
帽状腱膜下腔
硝子体下出血
1.海馬台，2.鉤状回

subclinoid aneurysm

subcortical aphasia
subcortical hematoma
subcortical hemorrhage
subcortical motor aphasia
subcortical sensory aphasia
subcutaneous hematoma
subdural abscess
subdural bleeding
subdural drainage
subdural effusion
subdural electrode
subdural empyema
subdural hematoma （SDH）
subdural fluid collection
subdural hemorrhage
subdural hydroma
subdural hygroma
subdural peritoneal shunt
subdural pressure
subdural space
subdural tap
subependymal germinal matrix

subependymal giant cell astrocytoma 
　（SEGA）
subependymal hemorrhage
subependymal nodule
subependymoma
subfalcial herniation
subfrontal meningioma
subgaleal hematoma
subgaleal hemorrhage
subgaleal space
subhyaloid hemorrhage
subiculum
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内皮下増殖
自覚的感覚
亜脱臼
三叉神経［脊髄核］尾側亜核
後頭下［骨切除］開頭［術］
後頭下開頭［術］
後頭下減圧［術］
後頭下穿刺｛＝cisternal puncture｝
後頭下三角
骨膜下血腫
骨膜下腔
P物質
膠様質
黒質
側頭下到達法（アプローチ）
側頭下減圧［術］
1.視床下核束，2.視床下束
視床下核｛＝Luys body, nucleus of 
　Luys, corpus luysi［i］〈L〉
視床腹側切裁術，視床腹側破壊術
腹側視床｛＝ventral thalamus｝
1.吸引反射，2.吸いつき反射
吸引反応
吸引装置
突発性難聴
突然死
1.汗｛＝sweat｝，2.発汗
窒息｛＝asphyxia｝
sulcusの複数形
外側溝｛日本解剖学名.臨床では

sylvian fissureが慣用｝
日射病
1.旭日像，2.サンバースト像，3.日輪様
落陽現象｛＝sunset phenomenon, 
　setting sun phenomenon｝
1.沈下脳症候群，2.陥没脳症候群
落陽現象

subintimal proliferation
subjective sensation
subluxation
subnucleus caudalis nervi trigemini〈L〉
suboccipitai craniectomy
suboccipital craniotomy
suboccipital decompression
suboccipital puncture
suboccipital triangle
subperiosteal hematorna
subperiosteal space
substance P
substantia gelatinosa
substantia nigra（SN）〈L〉
subtemporal approach
subtemporal decompression
subthalamic fasciculus
subthalamic nucleus

subthalamotomy
subthalamus （SB）
sucking reflex
sucking response
suction device
sudden deafness
sudden death
sudor〈L〉
suffocation
sulci
sulcus lateralis〈L〉

sun stroke
sun-burst appearance
sun-down phenomenon

sunken brain syndrome
sunset phenomenon
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落陽徴候｛＝sunset phenomenon｝
表在性腹壁反射
浅頚動脈
表在痛
表在［性］反射
表在感覚
浅側頭動脈
上交代性片麻痺
トロラール上吻合静脈｛＝vena 
　anastomotica superior 〈L〉｝
上小脳動脈
上小脳動脈症候群
上頚神経節
上丘
脊椎上関節突起症候群
上〔ウエ〕半盲
上下垂体動脈
上眼静脈
上眼窩裂症候群
上矢状静脈洞
上矢状洞血栓症
上甲状腺動脈
上虫部静脈
スーパーオキサイドジスムターゼ
超選択的血管造影［法］
半側臥位
背臥位
補足運動野
補足運動［野］皮質
抑制
化膿性脳炎｛＝purulent encephalitis｝
上小脳テント下到達法（アプローチ）
視交叉上核
床突起上動脈瘤
核上眼筋麻痺
核上性麻痺
眼窩上到達法（アプローチ）

sunset sign
superficial abdominal reflex
superficial cervical artery
superficial pain
superficial reflex
superficial sensation
superficial temporal artery （STA）
superior alternating hemiplegia
superior anastomotic vein of Trolard

superior cerebellar artery （SCA）
superior cerebellar artery syndrome
superior cervical ganglion
superior colliculus
superior facet syndrome
superior hemianop［s］ia
superior hypophyseal artery
superior ophthalmic vein （SOV）
superior orbital fissure syndrome
superior sagittal sinus
superior sagittal sinus thrombosis
superior thyroid artery
superior vermian vein
superoxide dismutase （SOD）
superselective angiography
supine lateral position
supine position
supplementary motor area （SMA）
supplementary motor cortex
suppression
suppurative cerebritis
supracerebellar infratentorial approach
suprachiasmatic nuclei
supraclinoid aneurysm
supranuclear ophthalmoplegia
supranuclear paralysis
supraorbital approach
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眼窩上動脈
眼窩上開頭［術］
眼窩上縁
膝蓋上反射
松果体上陥凹
鞍上部くも膜嚢（のう）胞
鞍上槽｛chiasmatic cisternのほうが

よい｝
鞍上部嚢（のう）胞
鞍上進展
鞍上部病変
鞍上部髄膜腫
鞍上部腫瘍
テント上開頭
テント上腫瘍
脳表撮像法
表面コイル
表面レンダリング
手術，外科［学］，外科手術
外科的到達法（アプローチ）
外科的合併症
外科的修復
外科的治療
生存率
生存時間
1.縫合｛＝sutura 〈L〉｝, 2.縫合手術
縫合線
縫合切除［術］
嚥下〔エンゲ〕｛＝deglutition｝
嚥下困難｛＝difficulty in swallowing, 
　swallowing disturbance｝
嚥下困難
嚥下反射
嚥下誘発性失神
スワン・ネック変形
スワン･ガンツカテーテル
動揺歩行｛＝waddling gait｝

supraorbital artery
supraorbital craniotomy
supraorbital ridge
suprapatellar reflex
suprapineal recess
suprasellar arachnoid cyst
suprasellar cistern

suprasellar cyst
suprasellar extension
suprasellar lesion
suprasellar meningioma
suprasellar tumor
supratentorial craniotomy
supratentorial tumor
surface anatomy scan（-ing）（SAS）
surface coil
surface rendering
surgery
surgical approach
surgical complication
surgical repair
surgical treatment
survival rate
survival time
suture
suture line
suturectomy
swallowing
swallowing difficulty

swallowing disturbance
swallowing reflex
swallowing-induced syncope
swan neck deformity
Swan-Ganz catheter
swaying gait
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汗｛＝sudor 〈L〉｝
発汗｛＝hidrosis, idrosis｝
分節性発語
シルビウス角
シルビウス水道｛中脳水道のことを指す｝
中脳水道症候群
シルビウス槽
シルビウス裂［溝］｛日本解剖学名では

sulcus lateralis 〈L〉｝
シルビウス裂髄膜腫
シルビウス線
シルビウス点
シルビウス三角
シルビウス［裂］静脈
交感神経切除［術］
交感性髄膜炎
交感神経
交感神経系
交感［神経］反応
症状
症候
症候性てんかん
症候性脳内出血
対症療法
症候性血管攣縮
シナプス
シナプス間隙
シナプス伝達
シナプス形成
シナプトフィジン
軟骨結合
坦空胞細胞性軟骨結合
失神発作｛＝fainting attack （fit）｝
失神｛脳血流不全による意識消失シン

コピーと読む｝｛＝faint［ing］｝
合胞体性髄膜腫
合胞体栄養細胞様巨細胞

sweat
sweating
syllabic speech
sylvian angle
sylvian aqueduct
sylvian aqueduct syndrome
sylvian cistern
sylvian fissure

sylvian fissure meningioma
sylvian line
sylvian point
sylvian triangle
sylvian vein
sympathectomy
sympathetic meningitis
sympathetic nerve
sympathetic nervous system
sympathetic response
symptom
symptom and sign
symptomatic epilepsy
symptomatic intracerebral hemorrhage
symptomatic therapy
symptomatic vasospasm
synapse
synaptic cleft
synaptic transmission
synaptogenesis
synaptophysin
synchondrosis
synchondrosis physaliphora〈L〉
syncopal attack
syncope

syncytial meningioma
syncytiotrophoblastic giant cell （STGC）
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合指［症］
靱帯骨棘［形成］
悪性症候群｛＝malignant syndrome｝
ワニの涙症候群｛＝crocodile tears 
　syndrome｝
抗利尿ホルモン分泌異常症候群

症候群性頭蓋骨癒合［症］
協働筋
1.協働収縮，2.協調運動
連合運動｛＝associated movement｝
骨癒合［症］
滑液軟骨腫症
合成型｛血管平滑筋細胞の形質を
　示す用語｝
延髄空洞症
脊髄空洞症
脊髄空洞症候群
空洞脊髄瘤
空洞腹腔シャント
空洞胸腔シャント
空洞くも膜下［腔］シャント
空洞｛複数形はsyringes｝
系

T1〔ティーワン〕強調［画像］｛MRI検
査用語｝

T2〔ティーツゥー〕強調［画像］｛MRI検
査用語｝

T2*〔ティーツゥースター〕強調［画像］
T細胞成長因子
Tリンパ球
頻呼吸
触覚消去現象
1.触覚性無関心，2.触覚性無視

syndactyly（-lia）
syndesmophyte
syndrome malin〈F〉
syndrome of crocodile tears

syndrome of inappropriate secretion of 
　antidiuretic hormone （SIADH）
syndromic craniosynostosis
synergist
synergy（-gia）
synkinesis
synostosis
synovial chondromatosis
synthetic type

syringobulbia
syringomyelia
syringomyelic syndrome
syringomyelocele
syringoperitoneal shunt
syringopleural shunt
syringosubarachnoid shunt （S-S shunt）
syrinx
system

T
T 1 weighted image （T1）

T 2 weighted image （T2）

T 2* （star） weighted image （T2*WI）
T cell growth factor
T lymphocyte
tachypnea
tactile extinction
tactile inattention
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触［感］覚｛＝touch sensation｝
裁断的脳葉切除［術］
高安病｛＝aortitis syndrome, pulseless 

disease｝
つぎ足歩行
伸長細胞性上衣腫
タピア症候群｛混合性喉頭神経麻痺

の一種｝
遅発性ジスキネジア
遅発性てんかん｛＝delayed epilepsy｝
1.標的，2.目標点，3.ターゲット
足根管症候群
味盲
味覚｛＝gustation｝
涙滴骨折
中脳被蓋神経膠腫
視蓋脊髄路
蓋
鼓室蓋
被蓋
脈絡膜
毛細血管拡張症
毛細血管拡張［症］｛＝capillary 
　telangiectasia（-sis）｝
毛細血管拡張性血管腫
遠隔受容器
遠隔測定装置
テレメトリー，遠隔計測
終脳
テモゾロミド
側頭到達法（アプローチ）
温度［感］覚｛＝thermal （thermic）
　sensation （sence）｝
側頭動脈炎｛＝cranial arteritis｝
側頭骨
側頭筋膜
耳側半盲

tactile sensation （sense）
tailored lobectomy
Takayasu disease

tandem gait（walking）
tanycytic ependymoma
Tapia syndrome

tardive dyskinesia
tardy epilepsy
target
tarsal tunnel syndrome
taste blindness
taste sense
teardrop fracture
tectal glioma
tectospinal tract
tectum
tegmen tympani 〈L〉
tegmentum
tela choroidea 〈L〉
telangiectasia
telangiectasia（-sis）

telangiectatic angioma
tele receptor
telemeter
telemetry
telencephalon
temozolomide
temporal approach
temperature sensation （sense）

temporal arteritis
temporal bone
temporal fascia
temporal hemianop［s］ia
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［側脳室］下角｛＝inferior horn｝
側頭葉
側頭葉形成不全症候群
側頭葉てんかん
側頭葉発作
側頭葉切除［術］
側頭弁蓋
側頭幹
側頭葉先端症候群
顎関節｛日本解剖学名｝
側頭極到達法（アプローチ）
圧痛点
腱反射
緊張
緊張性頭痛
1.緊張性気頭症，2.緊張性気脳症
テンソール画像
テント髄膜腫
テント動脈
テント［切痕］ヘルニア
テント切痕
テント切痕
テント腫瘍

［小脳］テント｛＝cerebellar tentorium｝
奇形頭蓋［症］
奇形癌
催奇形作用
奇形腫
悪性転化を伴う奇形腫
終末期医療，ターミナルケア
終動脈｛＝end-artery｝
終末期
終末振戦
終室
テルソン症候群
1.試験，2.検査
強縮性収縮｛＝tetany｝

temporal horn
temporal lobe
temporal lobe agenesis syndrome
temporal lobe epilepsy
temporal lobe seizure
temporal lobectomy
temporal operculum
temporal stem
temporal tip syndrome
temporomandibular joint
temporopolar approach
tender point
tendon reflex
tension
tension headaehe
tension pneumocephalus
tensor imaging
tentoriai meningioma
tentorial arteries
tentorial herniation
tentorial incisura
tentorial notch
tentorial tumor
tentorium ［cerebelli］〈L〉
teratencephalus
teratocarcinoma
teratogenic effect
teratoma
teratoma with malignant transformation
terminal （medical） care
terminal artery
terminal stage
terminal tremor
terminal ventricle
Terson syndrome
test
tetanic contraction
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強縮性痙攣（けいれん）
強縮性刺激
テタニー｛＝tetanic contraction｝
1.繋（けい）留脊髄，2.係留脊髄
1.繋（けい）留脊髄症候群，2.係留脊

髄症候群
四肢麻痺｛＝acroparalysis, 
　quadriplegia｝
視床性失語［症］
視床性認知症
視床束（H 1）｛＝Forel H 1 bundle｝
視床手
視床血腫
視床出血
視床痛
視床症候群
視床腫瘍
視床膝状体動脈
視床穿通動脈
視床線条体静脈
1.視床切裁術，2.視床破壊術
視床
治療薬物モニタリング
治療学
治療法
温度覚消失
温度［感］覚｛＝temperature sensation 
　（sense）｝
熱凝固
1.皮膚温図検査［法］，2.サーモグラ

フィー
温度覚鈍麻｛＝hypotherm［o］esthesia｝
温度覚過敏
　｛＝hypertherm［o］esthesia｝
シータ波
第三脳室
第三脳室開口［窓］術

tetanic convulsion
tetanic stimulation
tetany
tethered ［spinal］cord
tethered cord syndrome

tetraplegia

thalamic aphasia
thalamic dementia
thalamic fasciculus
thalamic hand
thalamic hematoma
thalamic hemorrhage
thalamic pain
thalamic syndrome
thalamic tumor
thalamogeniculate artery
thalamoperforating artery
thalamostriate vein
thalamotomy
thalamus〈L〉
therapeutic drug monitoring （TDM）
therapeutics
therapy
therm［o］anesthesia
thermal （thermic） sensation （sense）

thermocoagulation
thermography

thermohyp［o］esthesia
thermohyperesthesia

theta（u） wave
third ventricle
third ventriculostomy
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第3–4脳室間開窓術
口渇
トムセン病
胸髄
胸椎椎間板疾患
胸椎椎間板ヘルニア
胸郭出口〔デグチ〕症候群
胸椎｛＝thoracic vertebra｝
胸［部脊］椎症
胸椎交感神経［節］切除［術］
胸椎
三次元原体照射

三支柱理論
三次元再構成
閾値
拍動性頭痛
拍動痛｛＝pulsating （pulsatile）pain｝
血栓切除［術］
血栓性血管炎
血栓性動脈炎
血小板減少［症］
血栓塞栓症
血栓内膜切除術
1.血小板溶解，2.血栓溶解
血栓溶解療法
血栓化動脈瘤
血栓症
トロンボキサン
血栓［子］
完全貫通創
母指〔ボシ〕
雷鳴頭痛
チミジン
胸腺腫
1.胸腺由来リンパ球，2.T細胞
甲状腺刺激ホルモン

third-fourth interventriculostomy
thirst
Thomsen disease
thoracic cord
thoracic disc（k） disease
thoracic disc（k） hernia
thoracic outlet syndrome
thoracic spine
thoracic spondylosis
thoracic sympathectomy
thoracic vertebra
three dimensional conformal 
　radiotherapy
three-column theory
three-dimensional reconstruction
threshold
throbbing headache
throbbing pain
thrombectomy
thromboang［i］itis
thromboarteritis
thrombocytopenia
thromboembolism
thromboendarterectomy
thrombolysis
thrombolytic therapy
thrombosed aneurysm
thrombosis
thromboxane
thrombus
through-and-through wound
thumb
thunderclap headache
thymidine
thymoma
thymus derived cell （T cell）
thyroid-stimulating hormone （TSH）

213



thyr

甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
前脛骨筋現象（=Strümpell 
　phenomenon）
前脛骨反射
チック
三叉神経痛｛＝trigeminal neuralgia｝
くすぐり感
緊縛終糸
密着結合
豹紋状眼底
1.トフ，2.飛行時間
無増悪期間
治療成功期間
時間平均血流速度
手術［の］タイミング
ティネル徴候
ぴりぴり感
耳鳴
組織接着剤
組織培養
組織固定
組織ヘモグロビン指標
組織酸素［分］圧
組織酸素指標
組織プラスミノゲン活性化因子
1.よろめき歩行，2.揺動
順逆流交互運動
トッド麻痺
1.趾〔シ〕，2.足趾〔ソクシ〕
つま先歩行
足趾現象
トロサ･ハント症候群
断層撮影
強直間代発作
緊張性収縮
強直性痙攣（けいれん）｛＝tonic 

spasm｝

thyrotropin-releasing hormone （TRH）
tibial phenomenon

tibialis anterior reflex
tic
tic douloureux〈F〉
tickle sensation
tight filum terminale
tight junction
tigroid fundus
time of flight （TOF）
time to progression （TTP）
time to treatment failure
time-averaged flow velocity （TAFV）
timing of surgery
Tinel sign
tingling ［sensation］
tinnitus
tissue adhesive
tissue culture
tissue fixation
tissue hemoglobin index 
tissue oxygen tension
tissue oxygenation index 
tissue plasminogen activator （t-PA）
titubation
to-and-fro movement
Todd paralysis
toe
toe gait
toe phenomenon
Tolosa-Hunt syndrome
tomography
tonic clonic seizure
tonic contraction
tonic convulsion
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緊張性頚反射
強直性瞳孔（=Adie syndrome）
強直性発作
強直性痙攣
小脳扁桃ヘルニア｛＝cerebellar 
　tonsillar herniation, foraminal 
　herniation｝
脳底動脈先端症候群
脳底動脈先端塞栓症
脳回切除［術］｛＝gyrectomy｝
部位診断
地誌失認
地誌見当識障害
1.分布図，2.部位描画［法］
静脈洞交会｛＝confluence sinuum 
　〈L〉｝
トルキルドセン法
捻転｛＝kinking｝
捻転ジストニー｛＝torsion spasm｝
捻転ジストニー
斜頚｛＝wryneck｝
蛇行
蛇行動脈
蛇行頚動脈
クリプトコッカス症
　｛＝cryptococcosis｝
全健忘
全失語｛＝global aphasia｝
全盲
全眼筋麻痺
完全非経口栄養
触［感］覚｛＝tactile sensation｝
1.止血帯，2.ターニケット
止血帯（ターニケット）試験
塔状頭蓋｛＝steeple skull｝
タウン撮影［法］
タウン像（投影）

tonic neck reflex （TNR）
tonic pupil
tonic seizure
tonic spasm
tonsillar herniation

top of basilar ［artery］syndrome
top of basilar embolism
topectomy
topographic diagnosis
topographical agnosia
topographical disorientation
topography
torcular herophili

Torkildsen procedure
torsion
torsion dystonia
torsion spasm
torticollis
tortuosity
tortuous artery
tortuous carotid artery
torulosis

total amnesia
total aphasia
total blindness
total ophthalmoplegia
total parenteral nutrition
touch sensation
tourniquet
tourniquet test
tower skull
Towne projection ［method］
Towne view
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中毒性脳症
毒素性ショック症候群
トキソプラスマ症
1.気管切開［術］，2.気管開口［形成］

術，3.気管開口［術］
追従眼球運動｛＝pursuit eye 
　movement｝
牽引性頭痛
トラクトグラフィー
伝導路切断［術］
刺入経路｛原義：弾道｝
精神安定薬
経上顎洞到達法（アプローチ）
経動脈的塞栓術
経上腕到達法（アプローチ）
経脳梁到達法（アプローチ）
経斜台到達法（アプローチ）
経蝸牛到達法（アプローチ）
経後頭顆到達法（アプローチ）
超皮質性失語［症］
経皮質到達法（アプローチ）
超皮質性運動性失語［症］
超皮質性感覚性失語［症］
経頭蓋カラードップラー法

経頭蓋ドップラー検査
経頭蓋超音波ドップラー法

経皮［的］磁気的刺激［術］

経皮［的］電気的神経刺激［術］

1.横断，2.横断面，3.離断
経大腿動脈カテーテル［法］
経前頭洞到達法（アプローチ）
一過性脳虚血発作

toxic encephalopathy
toxic shock syndrome
toxoplasmosis
tracheostomy

tracking eye movement

traction headache
tractography
tractotomy
trajectory
tranquilizer
transantral approach
transarterial embolization （TAE）
transbrachial approach
transcallosal approach
transclival approach
transcochlear approach
transcondylar approach
transcortical aphasia
transcortical approach
transcortical motor aphasia
transcortical sensory aphasia
transcranial color-coded Doppler 
　sonography （TCDS）
transcranial Doppler （TCD） sonography
transcranial Doppler ultrasonography 
　（TCD）
transcranial magnetic stimulation 
　（TMS）
transcutaneous electrical nerve 

stimulation （TENS）
transection
transfemoral catheterization
transfrontal sinus approach
transient ［cerebral］ischemic attack 
　（TIA）
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一過性全健忘
一過性外傷性小脳機能不全

透光性
通過症候群｛＝Durchgangs-syndrom 
　〈G〉｝
移行性髄膜腫
てんかん後一過性麻痺｛＝Todd 
　paralysis｝
経迷路到達法（アプローチ）
経終板到達法　（アプローチ）
トランスレーショナルリサーチ
経外套圧
伝達
伝達物質
経鼻到達法（アプローチ）
経ニューロン萎縮｛＝transsynaptic 
　degeneration｝
経口到達法（アプローチ）
経口的歯状突起切除術
経口経咽頭到達法（アプローチ）
経眼窩到達法（アプローチ）
経眼窩海綿洞内生検
経眼窩脳室穿刺
経錐体骨到達法（アプローチ）
移植［術］
経撓骨動脈カテーテル［法］
経蝶形骨洞到達法（アプローチ）
経蝶形骨洞下垂体切除［術］
経蝶形骨洞マイクロ手術
経蝶形骨洞手術
経シルビウス裂到達法（アプローチ）
テント切痕ヘルニア｛＝incisural 
　herniation｝
経静脈的塞栓術
横断性脊髄障害
横稜｛＝crista transversa｝

transient global amnesia （TGA）
transient traumatic cerebellar 
　dysfunction
transillumination
transit［ional］syndrome

transitional meningioma
transitory postepileptic paralysis

translabyrinthine approach
trans-lamina terminalis approach
translational research
transmantle pressure
transmission
transmitter
transnasal approach
transneuronal atrophy

transoral approach
transoral odontoidectomy
transoral-transpharyngeal approach
transorbital approach
transorbital intracavernous biopsy
transorbital ventricular puncture
transpetrosal approach
transplantation
transradial catheterization
transsphenoidal approach
transsphenoidal hypophysectomy
transsphenoidal microsurgery
transsphenoidal surgery （TSS）
transsylvian approach
transtentorial herniation

transvenous embolization （TVE）
transverse cord lesion
transverse crest
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横突孔
横骨折
横断性脊髄炎
横断性脊髄症
横静脈洞
横静脈洞血栓症
分離第四脳室｛＝isolated fourt 
　ventricle｝
外傷
外傷性動脈瘤
外傷性脳損傷
外傷性頚動脈･海綿静脈洞瘻

外傷性頚部頚動脈瘤

外傷性頚部頚動脈閉塞［症］
外傷性頚部症候群
外傷性昏睡データバンク
外傷性髄液鼻漏
外傷性脱分極
外傷性硬膜動静脈瘻
外傷性てんかん｛＝posttraumatic 
　epilepsy｝
外傷性脳内血腫
外傷性頭蓋内動脈瘤
外傷性脳室内出血
外傷性神経腫｛＝amputation 
　neuroma｝
外傷性神経症
外傷性視神経損傷
外傷性精神病
外傷性拡延性抑制症候群

外傷性くも膜下出血
外傷性硬膜下水腫
外傷性脊髄空洞症
穿刺外傷｛腰椎穿刺時出血｝

transverse foramen
transverse fracture
transverse myelitis
transverse myelopathy
transverse sinus
transverse sinus thrombosis
trapped fourth ventricle

trauma
traumatic aneurysm
traumatic brain injury （TBI）
traumatic carotid-cavernous （simus） 
　fistula （traumatic CCF）
traumatic cervical carotid artery 
　aneurysm
traumatic cervical carotid occlusion
traumatic cervical syndrome
traumatic coma data bank
traumatic CSF rhinorrhea
traumatic depolarization
traumatic dural arteriovenous fistula
traumatic epilepsy

traumatic intracerebral hematoma
traumatic intracranial aneurysm
traumatic intraventricular hemorrhage
traumatic neuroma

traumatic neurosis
traumatic optic nerve injury
traumatic psychosis
traumatic spreading depression 
　syndrome
traumatic subarachnoid hemorrhage
traumatic subdural hygroma
traumatic syringomyelia
traumatic tap
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外傷学
振戦
1.安静時振戦，2.静止時振戦
　｛＝resting tremor｝
振戦様運動
1.穿孔器，2.穿頭器，3.トレパン
1.穿頭［術］，2.トレパネイション
　｛＝burr hole opening｝
1.開口［術］，2.トレフィネイション
　｛環状鋸で手術すること｝
1.トレフィン，2.環状鋸
三徴
三頭筋反射
旋毛虫症
三分岐部｛中大脳動脈瘤の好発部位

となる分岐部｝
三叉神経動脈
三叉神経脳血管腫症
　｛＝Sturge-Weber disease｝
三叉神経節｛＝Gasser （gasserian）
　ganglion, semilunar ganglion｝
三叉神経
三叉神経痛｛＝tic douloureux〈F〉｝
三叉神経鞘腫
三叉神経麻痺
三叉神経根切断［術］
三叉神経路切断［術］
誘発領域
誘発点｛＝trigger spot｝
誘発点
誘発帯

［側脳室］三角部
三角頭蓋［症］
三相波
三重刺激試験
三肢麻痺
滑車神経

traumatology
tremor
tremor at rest

tremulous movement
trepan
trepanation

trephination

trephine
trias
triceps reflex
trichinosis
trifurcation

trigeminal artery
trigeminal encephalo［-］angiomatosis

trigeminal ganglion

trigeminal nerve
trigeminal neuralgia
trigeminal neurinoma
trigeminal paralysis
trigeminal rhizotomy
trigeminal tractotomy
trigger area
trigger point
trigger spot
trigger zone
trigone
trigonocephalus（-ly）
triphasic wave
triple stimulation test
triplegia
trochlear nerve
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円形頭蓋［症］
トロラール静脈｛＝vein of Trolard, 
　vena anastomotica superior〈L〉｝
トレムナー反射
栄養神経
栄養神経性萎縮
トルーソー徴候
真性ロゼット
体幹運動失調｛truncal oscillationの

ほうが適当｝
体幹動揺｛truncal ataxiaよりもこのほ

うが合理的｝
体幹動揺｛truncal ataxiaが正しい｝
甲状腺刺激ホルモン（TSH）産生腺腫
チューブ［経管］栄養
灰白隆起
結核腫
結核性膿瘍
結核性髄膜炎

［トルコ］鞍結節
鞍結節［部］髄膜腫
結節性硬化症
腫瘍｛イギリス英語ではtumourを用いる｝
腫瘍血管（脈管）形成因子
腫瘍造影像｛＝tumor stain｝
腫瘍切除［術］
腫瘍浸潤リンパ球
腫瘍局在
腫瘍マーカー
腫瘍モデル
腫瘍壊死因子
腫瘍再発
腫瘍陰影
腫瘍造影像
癌抑制遺伝子｛＝antioncogene, 
　recessive oncogene｝
腫瘍血管

trochocephalus
Trolard vein

Trömner reflex
trophic nerve
trophoneurotic atrophy
Trousseau sign
true rosettes
truncal ataxia

truncal oscillation

trunk ataxia
TSH-producing adenoma
tube feeding
tuber cinereum〈L〉
tuberculoma
tuberculous abscess
tuberculous meningitis
tuberculum sellae ［turcica］〈L〉
tuberculum sellae meningioma
tuberous sclerosis complex（TSC）
tumo［u］r
tumor angiogenesis factor
tumor blush
tumor excision
tumor infiltrating lymphocyte （TIL）
tumor localization
tumor marker
tumor model
tumor necrosis factor （TNF）
tumor recurrence
tumor shadow
tumor stain
tumor supressor gene

tumor vessel
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腫瘍形成
腫瘍体積倍加時間
ターナー症候群｛小人症と未分化性

腺を発現する染色体異常｝
塔状頭［蓋］
咳〔セキ〕失神｛＝cough syncope｝
もうろう状態
ツゥィスト･ドリル
単収縮
二細胞パターン
二点識別［感］覚
二点識別閾値｛＝double-point 
　threshold｝
二段階切除［術］
鼓室
鼓室隔膜
鼓膜
鼓室形成［術］
鼓膜硬化

瘢痕脳回［症］
尺屈
尺骨神経
尺骨神経管症候群｛＝Guyon canal 
　syndrome｝
超音波メス
超音波診断［法］
超音波造影効果
健側
鉤ヘルニア
鉤症候群

［脊椎］鉤［部］切除［術］
鉤発作｛＝uncinate fit｝
鉤てんかん
鉤発作

tumorigenesis
tumour volume doubling time
Turner syndrome

turricephalus（-ly）
tussive syncope
twilight state
twist drill
twitch［ing］
two cell pattern
two-point discrimination
two-point threshold

two-stage excision
tympanic cavity
tympanic diaphragm
tympanic membrane
tympanoplasty
tympanosclerosis

U
ulegyria
ulnar flexion
ulnar nerve
ulnar tunnel syndrome

ultrasonic surgical aspirator
ultrasonography
ultrasound echo enhancement
unaffected side
uncal herniation
uncal syndrome
uncectomy
uncinate attack
uncinate epilepsy
uncinate fit
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鉤回｛正しくは鉤uncus〈 L〉のみ｝
分類不能脳腫瘍
意識消失｛＝loss of consciousness｝
難治［性］てんかん｛＝intractable 
　epilepsy, refractory epilepsy｝
鉤〔コウ］｛＝retractor｝
一側椎間関節嵌頓
無抑制性膀胱
単極導出｛＝monopolar derivation｝
無髄［神経］線維
無反応
アンローリング［現象］
未破裂動脈瘤｛＝nonruptured 
　aneurysm｝
不安定型骨折
不安定歩行
非持続性クローヌス
組織型未確認脳腫瘍
上眼瞼向眼振
アップダウン現象
上肢｛＝upper limb｝
上眼瞼後退症
上肢
1.アップレギュレーション，2.発現上昇
上方注視麻痺
上行性テント［切痕］ヘルニア
　｛＝ascending tentorial herniation｝
尿毒症性脳症
尿失禁
尿閉｛＝anuresis｝
排尿｛＝micturition, miction｝
ウロキナーゼ
卵形嚢
ぶどう膜炎
口蓋垂
口蓋垂反射

uncinate gyrus
unclassified brain tumor
unconsciousness
uncontrollable epilepsy

uncus〈L〉
unilateral locked facet
uninhibited bladder
unipolar lead
unmyelinated ［nerve］fiber
unresponsiveness
unrolling
unruptured aneurysm

unstable fracture
unsteady gait
unsustained clonus
unverified brain tumor
up-beat nystagmus
up-down phenomenon
upper extremity
upper lid retraction
upper limb
upregulation
upward gaze palsy
upward tentorial herniation

uremic encephalopathy
urinary incontinence
urinary retention
urination
urokinase
utriculus
uveitis
uvula
uvular reflex
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空胞形成
液胞
気泡現象｛空気貯留像とするのは正し

くない｝
迷走神経
バルプロ酸
バルサルバ手技｛＝Valsalva test｝
バルサルバ試験
遺残性三叉［神経］動脈亜型
拡張蛇行静脈，静脈瘤
静脈瘤
1.脈管の脈管｛日本解剖学名｝，
　2.血管壁栄養血管
血管吻合［術］
血管異常
血管圧迫［症］
血管性認知症
血管疾患
血管障害｛＝angiopathy｝
血管移植
血管性頭痛
血管損傷
血管病変
血管奇形
血管圧痕
血管性脊髄症（ミエロパチー）
血管壊死
血管針
血管性母斑
血管閉塞［症］
血管透過性
血管再建［術］
血管平滑筋細胞
血管系
血管性腫瘍

V
vacuolation
vacuole
vacuum phenomenon

vagal（-gus） nerve
valproic acid
Valsalva maneuver
Valsalva test
variant of primitive trigeminal artery
varicose vein
varix
vasa vasorum

vascular anastomosis
vascular anomaly
vascular compression
vascular dementia
vascular disease
vascular disorder
vascular graft
vascular headache
vascular injury
vascular lesion
vascular malformation
vascular marking
vascular myelopathy
vascular necrosis
vascular needle
vascular nevus
vascular occlusion
vascular permeability
vascular reconstruction
vascular smooth muscle cell
vascular system
vascular tumor
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血管分布［像］
血管新生
血管炎｛＝angi［i］tis｝
血管作動性腸管ポリペプチド
血管作動物質
血管作動性
血管収縮
1.血管収縮薬，2.血管収縮神経
血管緊張低下性失神
血管拡張
1.血管拡張薬，2.血管拡張神経
血管原性浮腫
血管運動中枢
血管運動神経
血管運動［神経］麻痺
　｛＝angioparalysis, vasoparalysis｝
血管運動［神経］不全麻痺
　｛＝vasoparesis｝
血管運動反射
血管運動神経調節
血管運動反応
血管運動攣縮
血管［運動］神経障害
　｛＝angioneuropathy｝
血管運動［神経］麻痺
　｛＝angioparslysis, vasomotor 
　paralysis｝
血管運動［神経］不全麻痺
1.バゾプレッシン，2.抗利尿ホルモン
血管収縮反射
血管反射
血管攣縮｛＝angiospasm｝
血管迷走神経反射
円蓋
頭蓋円蓋部もやもや
植物性機能｛＝autonomic function｝

vascularity
vascularization
vasculitis
vasoactive intestinal polypeptide （VIP）
vasoactive substance
vasoactivity
vasoconstriction
vasoconstrictor
vasodepressor syncope
vasodila［ta］tion
vasodilator
vasogenic edema
vasomotor center
vasomotor nerve
vasomotor paralysis

vasomotor paresis

vasomotor reflex
vasomotor regulation
vasomotor response
vasomotor spasm
vasoneuropathy

vasoparalysis

vasoparesis
vasopressin
vasopressor reflex
vasoreflex
vasospasm
vasovagal reflex
vault
vault moyamoya
vegetative function
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植物神経系｛＝autonomic nervous 
　system｝
植物状態
静脈移植
ガレン静脈｛＝great vein of Galen｝
ガレン大静脈奇形
ラベ（ー）静脈｛＝Labbe vein｝
ローランド静脈｛＝rolandic vein｝
ローゼンタール静脈｛＝Rosenthal 
　vein｝
トロラール静脈｛＝Trolard vein｝
静脈保存
中間帆
1.静脈造影図（像），2.静脈波
　｛＝phlebogram｝
1.静脈造影［法］，2.静脈波描画［法］
｛＝phlebography｝

静脈運動神経
静脈空気塞栓症
developmental venous anomalyを見よ
静脈角
静脈ドレナージ
静脈塞栓症
静脈雑音
静脈圧亢進
静脈性梗塞
静脈奇形
静脈灌流
静脈洞
静脈血栓症｛＝phlebothrombosis｝
換気

［視床］前腹側核｛＝nucleus ventralis 
　anterior｝

［視床］中間腹側核｛＝nucleus ventralis 
　intermedius｝
二腹小葉

vegetative nervous system

vegetative state
vein graft
vein of Galen
vein of Galen malformation
vein of Labbe
vein of Rolando
vein of Rosenthal

vein of Trolard
vein preservation
velum interpositum
venogram

venography

venomotor nerve
venous air embolism
venous angioma
venous angle
venous drainage
venous embolism
venous hum
venous hypertension
venous infarction
venous malformation
venous return
venous sinus
venous thrombosis
ventilation
ventral anterior nucleus （VA）

ventral intermediate nucleus （Vim）

ventral lobule
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［視床］腹側核［群］｛＝nucleus （-lei）
　ventralis （-les） ［thalami］〈L〉｝
前脊髄視床路，腹側脊髄視床路
脳室｛＝cerebral ventricle｝
脳室カテーテル
脳室嚢（のう）胞
脳室拡大｛＝ventriculomegaly, 
　ventricular enlargement｝
脳室ドレナージ（排液［法］）
脳室拡大
脳室液
脳室圧
脳室穿刺｛＝ventricular tap｝
1.脳室シャント，2.脳室短絡術
脳室系
脳室穿刺
側脳室大脳比
脳室炎
1.脳室上大静脈シャント，2.脳室上大

静脈短絡（術）
1.脳室胸腔シャント，2.脳室胸腔短絡術
1.脳室膀胱シャント｛歴史的手術｝，
　2.脳室膀胱短絡術
脳室羊水シャント
1.脳室心房シャント，2.VAシャント（術），

3.脳室心房短絡（術）
脳室瘤
脳室脳槽灌流
脳室脳槽吻合［術］
脳室頭蓋比
脳室造影［法］
脳室拡大
1.脳室腹腔シャント，2.V-Pシャント（術），

3.脳室腹腔短絡（術）
脳室鏡［検査］
1.脳室静脈洞シャント，2.脳室静脈洞

短絡

ventral nucleus ［of thalamus］

ventral spinothalamic tract
ventricle
ventricular catheter
ventricular cyst
ventricular dilatation

ventricular drainage
ventricular enlargement
ventricular fluid
ventricular pressure
ventricular puncture
ventricular shunt
ventricular system
ventricular tap
ventricular-brain ratio （VBR）
ventriculitis
ventriculo［-］caval shunt

ventriculo［-］pleural shunt
ventriculo［-］vesical shunt

ventriculo-amniotic shunt
ventriculo-atrial （V-A） shunt

ventriculocele
ventriculocisternal perfusion
ventriculocisternostomy
ventriculocranial ratio
ventriculography
ventriculomegaly
ventriculo-peritoneal （V-P） shunt

ventriculoscopy
ventriculo-sinus venous shunt
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vert

脳室開口術，脳室造瘻術
1.脳室硬膜下シャント，2.脳室硬膜下

短絡（術）
1.脳室尿管シャント，2.脳室尿管短絡（術）

［視床］腹側基底核［群］｛VPL, VPM
を併せた特殊感覚中継核｝

　｛＝nucleus （-lei） ventrobasalis 
　（-les） ［thalami］〈L〉｝

［視床］外腹側核｛＝nucleus ventralis 
lateralis｝

視床下部腹内側部
腹内側核
語健忘［症］｛＝word amnesia｝
ベルガ脳室｛＝cavum Vergae〈L〉, 
sixth ventricle｝

［小脳］虫部
［小脳］虫部奇形
［小脳］虫部症候群
バーネット症候群
ベロケイ小体
椎骨
椎骨動脈造影［法］
椎骨動脈
椎骨動脈合流部
椎骨動脈狭窄［症］
椎体切除［術］｛＝vertebrectomy｝
椎体腫瘍
脊柱管｛＝spinal canal｝
椎体圧潰
脊柱伸延［術］
1.脊椎骨折，2.椎骨骨折
脊椎関節
椎骨動脈閉塞［症］
椎体形成［術］
椎骨貝状陥凹
椎体骨棘
椎骨静脈造影［法］

ventriculostomy
ventriculo-subdural shunt

ventriculo-ureteral shunt
ventrobasal complex ［nuclei］［of 
　thalamus］（VB）

ventrolateral nucleus （VL）

ventromedial hypothalamus
ventromedial nucleus
verbal amnesia
Verga ventricle

vermis
vermis malformation
vermis syndrome
Vernet syndrome
Verocay body
vertebra
vertebral angiography （VAG）
vertebral artery （VA）
vertebral artery （VA） union
vertebral artery stenosis
vertebral body resection
vertebral body tumor
vertebral canal
vertebral collapse
vertebral column distraction
vertebral fracture
vertebral joint
vertebral occlusion
vertebral plasty
vertebral scalloping
vertebral spur
vertebral venography
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vert

椎体切除［術］｛＝vertebral body 
resection｝

椎骨脳底動脈
椎骨脳底動脈循環不全［症］
椎骨脳底動脈系
頭蓋頂
頭頂低位
頭蓋骨頂硬膜外血腫
頭蓋頂鋭波｛脳波所見.humpとも呼

ばれる｝
頭頂挙上
垂直性眼振
1.めまい（広義），2.回転性めまい（狭義）
前庭水管
前庭性運動失調
前庭機能
前庭機能検査
前庭神経
前庭神経外傷
前庭神経切除術
前庭神経炎
前庭性眼振｛＝labyrinthine 
　nystagmus｝
前庭反射
前庭系
前庭性めまい
前庭
1.内耳神経｛＝nervus octavus 〈L〉，

2.第八脳神経｛前庭神経と蝸牛神経｝
前庭眼反射
前庭脊髄反射
前庭脊髄路｛内側（medial）および外側
（lateral）前庭脊髄路｝

振動［感］覚｛＝pallesthesia｝
覚醒［状態］｛＝wakefulness｝
覚醒昏睡｛＝coma vigil 〈F〉｝
ビラレ症候群

vertebrectomy

vertebrobasilar artery （VBA）
vertebrobasilar insufficiency （VBI）
vertebrobasilar system
vertex
vertex down
vertex epidural hematoma
vertex sharp transient

vertex up 
vertical nystagmus
vertigo
vestibular aqueduct
vestibular ataxia
vestibular function
vestibular function test
vestibular nerve
vestibular nerve injury
vestibular neurectomy
vestibular neuritis
vestibular nystagmus

vestibular reflex
vestibular system
vestibular vertigo
vestibule
vestibulocochlear （statoacustic）nerve

vestibulo-ocular reflex（VOR）
vestibulospinal reflex
vestibulospinal tract

vibratory sensibility （sense）
vigilance
vigilant coma
Villarets syndrome
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visu

（視床）中間腹側核
ビメンチン
ビンカアルカロイド
ビンクリスチン
ウイルス性脳炎
ウイルス性髄膜炎
ウィルヒョー･ロバン腔
ウイルス
内臓痛
内臓感覚
1.視覚，2.視力
視覚発作
視力｛＝sight, vision｝
視覚性失認
視覚アナログ尺度{痛みの評価法}
視覚野｛＝optic area, visual cortex｝
視覚中枢
視覚皮質
視覚障害｛＝visual disturbance｝
視覚障害
視覚誘発電位
視覚誘発反応
視覚消去現象
視野｛＝field of vision｝
視野欠損
幻視
錯視
1.視覚性無関心，2.視覚性無視
視力喪失
視覚性呼名
視覚性無視｛＝visual inattention｝
視性眼瞼反射
視覚路
1.視知覚，2.視覚認知
視覚発作
視覚｛＝sight, vision｝
視空間失認

Vim
vimentin
vinca alkaloid
vincristine
viral encephalitis
viral meningitis
Virchow-Robin space
virus
visceral pain
visceral sensation
vision
visuai seizure
visual acuity
visual agnosia
visual analogue scale （VAS）
visual area
visual center
visual cortex
visual disorder
visual disturbance
visual evoked potential （VEP）
visual evoked response （VER）
visual extinction
visual field
visual field defect
visual hallucination
visual illusion
visual inattention
visual loss
visual naming
visual neglect
visual palpebral reflex
visual pathway
visual perception
visual seizure
visual sense （sensation）
visual spatial agnosia
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vita

1.生命徴候，2.バイタルサイン
ビタミンD欠乏性くる病
ビタミンD中毒
ビタミンK欠乏［症］
硝子体切除［術］
声帯麻痺
意図運動
体積伝導
容積圧関係
容積圧反応
容積圧試験
随意排尿
随意運動
随意筋
嘔吐
嘔吐中枢
嘔吐反射
フォンヒッペル・リンダウ病
　｛＝Lindau disease, retinocerebral 
　angiomatosis｝
フォンヒッペル・リンダウ病
フォンレックリングハウゼン病
脆〔ゼイ〕弱性

和田試験｛＝intracarotid amobarbital
　injection test, amytal test｝
動揺歩行｛＝swaying gait｝
覚醒［状態］｛＝vigilance｝
踵〔カカト〕歩行｛＝calcaneal gait, 
　heel gait｝
爪〔ツマ〕先歩行
ワレンベルグ症候群
ワーラー変性
くるみ脳｛＝lobar sclerosis｝
遊走痛

vital sign
vitamin D deficiency rickets
vitamin D intoxication
vitamin K deficiency
vitrectomy
vocal cord paralysis
volitional movement
volume conduction
volume-pressure relationship
volume-pressure response （VPR）
volume-pressure test
voluntary micturition
voluntary movement
voluntary muscle
vomiting
vomiting center
vomiting reflex
von Hippel-Lindau disease （VHL）

von Hippel-Lindau syndrome
von Recklinghausen disease
vulnerability

W
Wada test

waddling gait
wakefulness
walk on heel

walking on tiptoe
Wallenberg syndrome
Wallerian degeneration
walnut brain
wandering pain
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wern

漸減［現象］
戦傷
戦創
温［感］覚
警告感覚
警告サイン
ワルテンベルク［指屈曲］反射
ワルテンベルグ徴候
1.るいそう｛＝emaciation｝，2.萎縮
　｛＝atrophy｝

［脳脊］髄液圧波効果
1.分水界，2.分水嶺
1.分水界梗塞，2.分水嶺梗塞
　｛＝borderzone infarction｝
漸増［現象］
脱力
ウェアリング・オフ（すり減り）現象
翼状頚｛＝pterygium colli｝
ウェーバー症候群
ウェーバー試験
ウェーバー［聴覚］試験
ウェーバー･クリスチァン病
ウェクスラー成人知能評価尺度

ウェクスラー知能評価尺度
ウェクスラー小児知能評価尺度

ウェクスラー記憶評価尺度
楔状椎
週末頭痛
ヴェーゲナー肉芽腫症
重量知覚
強調画像
重量挙げ頭痛
ウェルナー症候群
ウェルニッケ失語［症］

waning ［phenomenon］
war injury
war wound
warm sensation
warning sensation
warning sign
Wartenberg ［finger flexor］reflex
Wartenberg sign
wasting

water hammer effect
watershed
watershed infarction

waxing ［phenomenon］
weakness
wearing off phenomenon
webbed neck
Weber syndrome
Weber test
Weber test ［for hearing］
Weber-Christian disease
Wechsler adult intelligence scale 
　（WAIS）
Wechsler intelligence scale
Wechsler intelligence scale for children 
　（WISC）
Wechsler memory scale （WMS）
wedge vertebra
weekend headache
Wegener granulomatosis
weight perception
weighted image
weight-lifters headache
Werner syndrome
Wernicke aphasia
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west

ウェスト症候群｛＝infantile 
　spasm［s］｝
浮腫脳
むち打ち損傷
　｛＝hyperextention-hyperflexion 
　injury｝
むち打ち揺さぶられ幼児症候群
白質｛＝substantia alba 〈L〉｝
全脳照射
渦巻き
渦巻き様
拡大推弓［板］切除［術］
開脚歩行｛＝broad-based gait｝
開脚起立｛＝broad-based stance｝
ウイリアムス法
ウイリアム［の］手術
ウィルソン病
瞬目反射
瞬目下顎現象
断薬
逃避反射｛＝flight reflex｝
禁断症状
離脱症状
ふざけ症
語健忘［症］｛＝verbal amnesia｝
語盲
語聾（ろう）
語想起
世界脳神経外科連合

世界保健機関
1.創傷，2.創，3.損傷
包埋術，ラッピング
1.手根関節，2.手首
垂れ手｛＝drop hand｝
書痙
書字障害｛＝dysgraphia｝

West syndrome

wet brain
whiplash injury

whiplash shaken infant syndrome
white matter
whole brain radiotherapy （WBRT）
whorl
whorl pattern
wide laminectomy
wide-based gait
wide-based stance
William method
William operation
Wilson disease
wink reflex
winking-jaw phenomenon
withdrawal
withdrawal reflex
withdrawal symptom
withdrawal syndrome
Witzelsueht〈G〉
word amnesia
word blindness
word deafness
word recall
World Federation of Neurological 
Surgeons （WFNS）
World Heath Organization （WHO）
wound
wrapping
wrist joint
wrist-drop
writer's cramp
writing disturbance
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zygo

書字試験
斜頚｛＝torticollis｝

黄色星細胞腫
黄色調，キサントクロミー
黄色肉芽腫
黄色腫｛＝xanthomatous tumor｝
黄色腫症
黄色腫
1.ゼノンCT，2.キセノンCT
1.異種移植片，2.異種移植［術］
ゼノン（キセノン）血流測定
口内乾燥［症］
X連鎖性遺伝性水頭症
X染色体滑脳症
X染色体劣性遺伝

あくび｛＝absence〈F〉｝
黄色靱帯石灰化［症］
黄色靱帯骨化［症］
黄斑｛＝macula lutea 〈L〉｝
1.卵黄嚢（のう）腫瘍，2.内胚葉洞腫瘍
　｛＝endodermal sinus tumor｝

Z形成術
不確帯
ゾニザミド
帯状疱疹｛＝herpes zoster｝
椎間関節
頬骨弓｛Dorland：1.頬骨弓，2.頬骨，
　解剖学用語：頬骨弓のみ｝
頬骨到達法（アプローチ）

writing test
wryneck

X
xanthoastrocytoma
xanthochromia
xanthogranuloma
xanthoma
xanthomatosis
xanthomatous tumor
Xe-CT
xenograft
xenon study
xerostomia
X-linked hydrocephalus （XLH）
X-linked lissencephaly
X-linked recessive inheritance

Y
yawning
yellow ligament calcification
yellow ligament ossification
yellow spot
yolk sac tumor

Z
Z plasty
zona incerta〈L〉（ZI）
zonisamide
zoster
zygapophyseal joint
zygoma

zygomatic approach
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zygo

頬骨弓｛慣用語.zygomaのみで頬骨
弓の意味がある｝

zygomatic arch
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ああかい

Argyll Robertson pupil
Arnold-Chiari malformaion
radioisotope scanning
radioisotope ventriculography
RI cisternography
Aicardi syndrome
isotope cisternography

Avellis syndrome
Auerbach plexus
gasping respiration
blue rubber bleb nevus syndrome
subacute myelo-optico-neuropathy 
（SMON）

subacute scalloping panencephalitis 
（SSPE）

Achilles reflex, Achilles tendon reflex 
（ATR）, ankle jerk

malignant hyperthermia （MH）
malignant melanoma
malignant schwannoma
malignant syndrome, syndrome malin
〈F〉

malignant glioma
malignant schwannoma
malignant meningioma
malignant astrocytoma
malignant fibrous histiocytoma
malignant adenoma
teratoma with malignant transformation
malignant transformation
malignant brain tumor
malignant peripheral nerve sheath 

tumor （MPNST）
malignant choroid plexus papilloma

あ
アーガイル ロバートソン瞳孔
アーノルド･キアリ奇形
RIスキャン
RI脳室撮影
RI脳槽造影［法］
アイカルディ症候群
アイソトープ（同位元素）脳槽造影
［法］

アヴェリス症候群
アウエルバッハ神経叢 
喘（あえ）ぎ呼吸
青色ゴム乳首様母斑症候群
亜急性脊髄視神経ニューロパチー

亜急性硬化性全脳炎

アキレス腱反射

悪性高体温症
悪性黒色腫
悪性シュワン細胞腫
悪性症候群

悪性［神経］膠腫（グリオーマ）
悪性神経鞘腫
悪性髄膜腫
悪性星細胞腫
悪性線維性組織球腫
悪性腺腫
悪性転化を伴う奇形腫
悪性転化
悪性脳腫瘍
悪性末梢神経鞘腫

悪性脈絡叢乳頭腫
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あつにゆ

malignant lymphoma
axonotmesis
yawning
morning glory syndrome
Addison disease
stepping movements
stepping test
stepping reflex
Aschner eye ball pressure test
Aschner ocular phenomenon
Aschner reflex
foot-dropping test
asterion
astroglia
astrogliosis
astrogliosis
astrocytes
astroprotein
aspirin
aspergillosis
sudor 〈L〉, sweat
acetazolamide（Diamox）
acetylcholine
subluxation
head-dropping test
adamantinoma
Adamkiewicz artery
baresthesia, pressure sense
pressure-buffering capacity
impression
crush injury
compliance
pressoreceptor reflex
pressure adjustable valve
pressure pain
tender point
indent, indentation

悪性リンパ腫
アクソノトメーシス
あくび
あさがお症候群
アジソン病
足踏み運動
足踏み試験
足踏み反射
アシュネル眼球圧迫試験
アシュネル眼球現象
アシュネル反射
足落下試験
アステリオン
アストログリア
アストログリア増殖症 
アストログリオーシス
アストロサイト
アストロプロテイン
アスピリン
アスペルギルス症
汗
アセタゾラミド（ダイアモックス）
アセチルコリン
亜脱臼
頭落下試験
アダマンチノーマ
アダムキーヴィッツ動脈
圧［感］覚
圧緩衝作用
圧痕
圧挫損傷 
圧縮率
圧受容器反射
圧調節可能バルブ
圧痛
圧痛点
圧入
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あつはい

mass effect
pressure cone
compression fracture
compression myelopathy
compression neuropathy
compression paralysis, pressure paralysis 
（palsy）

compression injury
up-down phenomenon
upregulation
Druckpuls 〈G〉, pressure pulse
pressure-volume relationship
pressure-volume index （PVI）
Adie syndrome
Adie pupil
atheromatous plaque
athetosis
athetoid movement
adenosine diphosphate （ADP）
atherothrombosis
atherosclerotic aneurysm
atherosclerosis
adriamycin

adrenaline
adrenergic
adrenergic receptor
adrenergic nerve
apathy（-thia）
duck gait
Apgar score
absence 〈F〉
stapes
stapedial artery
salve face, oily face
approach

圧排効果
圧迫円錐
圧迫骨折
圧迫性脊髄症
圧迫性ニューロパチー
圧迫性麻痺

圧迫損傷
アップダウン現象
アップレギュレーション発現上昇
圧脈
圧容積関係
圧容積指数
アディー症候群
アディー瞳孔
アテローム斑
アテトーシス（アテトーゼ）
アテトーシス（アテトーゼ）様運動
アデノシン2リン酸
アテローム血栓症
アテローム硬化性動脈瘤
アテローム性動脈硬化［症］
アドリアマイシン（同じ一般名として別

名塩酸ドキソルビシン、商品名アド
リアシン）

アドレナリン
アドレナリン作動性
アドレナリン作動性受容体
アドレナリン作動性神経
アパシー
アヒル歩行
アプガール評点
アブサンス
あぶみ骨
あぶみ骨動脈
膏（あぶら）顔
アプローチ
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あんきよ

Apert syndrome
apoptosis
Amytal
amytal test
amyloidosis
amyloid angiopathy
amyloid neuropathy
amentia
Ayala index
flushing device
alignment
arachidonic acid
arachidonic cascade
Aran-Duchenne disease
alkylating agent
alcoholism
alcohol withdrawal seizure
argon laser
dementia of Alzheimer type （DAT）
Alzheimer neurofibrillary degeneration
Alzheimer disease （AD）
alpha（α） attenuation
alpha（α） rigidity
alpha（α） coma
alpha（α） wave
alpha（α） blocking
alpha（α） fetoprotein （AFP）
alpha（α） rhythm
dumbbell tumor
allergic encephalitis
Alexander disease
Allen test
allodynia
ecchordosis physaliphora
diaphragma sellae
angiopathy
sellar spine

アペール症候群
アポトーシス
アミタール
アミタール試験
アミロイドーシス
アミロイド血管症（アンギオパチー）
アミロイドニューロパチー
アメンチア
アヤラ指数
洗流し装置
アラインメント
アラキドン酸
アラキドン酸カスケード
アラン‐デュシャンヌ病 
アルキル化剤
アルコール［中毒］症
アルコール離脱性発作
アルゴン･レーザー
アルツハイマー型認知症
アルツハイマー原線維変性
アルツハイマー病
アルファ［波］減衰
アルファ固縮
アルファ昏睡
アルファ波
アルファ波抑制
アルファフェトプロテイン
アルファ律動
亜鈴状腫瘍
アレルギー性脳炎
アレキサンダー病 
アレン試験
アロディニア、異痛
泡状脊索腫
鞍隔膜
アンギオパチー
鞍棘
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あんけつ

tuberculum sellae meningioma
suprasellar extension
suprasellar cistern
clinocephaly, saddle head
suprasellar arachnoid cyst
suprasellar tumor
suprasellar meningioma
suprasellar cyst
suprasellar lesion
resting tremor, tremor at rest
duration of stable disease
stability
scotoma
Antoni A tissue
Antoni B tissue
Anton syndrome
dorsum sellae 〈L〉
Ammon horn, cornu ammonis 〈L〉
Ammon horn sclerosis
unrolling

EC-IC anastomosis

EC-IC bypass ［operation］

dystrophia（-phy）
123I-iomazenil
compromised host
Eagle syndrome
breath-holding test
threshold
dysmorphism
dysplasia
atypical meningioma
heteropagus

鞍結節［部］髄膜腫
鞍上進展
鞍上槽
鞍状頭
鞍上部くも膜嚢（のう）胞
鞍上部腫瘍
鞍上部髄膜腫
鞍上部嚢（のう）胞
鞍上部病変
安静時振戦
安定期間
安定性
暗点
アントニーA型組織
アントニーB型組織
アントン症候群
鞍背
アンモン角
アンモン角硬化［症］
アンローリング［現象］

い
EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）［血管］吻合
［術］

EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）バイパス
［術］

異栄養［症］
イオマゼニル
易感染性宿主
イーグル症候群
息こらえ試験
閾値
異形症
異形成
異型性髄膜腫
異結合体

240



いしよせ

transitional meningioma
dysostosis
persistent stapedial artery
persistent carotid-basilar anastomosis
persistent ［primitive］ trigeminal artery
persistent ［primitive］ otic artery
persistent ［primitive］ hypoglossal artery
variant of pritnitive trigeminal artery
persistent proatlantal artery
consciousness
Bewubtseinstrubung 〈G〉, clouding of 

consciousness
disturbance of consciousness
loss of consciousness, unconsciousness
awareness
lucid interval
alteration of consciousness
consciousness level
dysbulia
dysbulia
xenograft
xenograft
semilucid interval
wasting, atrophy
heterogeneous
anomaly
dyskinesia
1. dysesthesia （不快を伴う）,
　2. paresthesia （不快を伴わない）
meralgia paraesthetica 〈L〉
hyperpyrexia
abnormal posture
painful paresthesia, paralgesia, paralgia
bone graft
transplantation
graft
heterotopia

移行性髄膜腫
異骨症
遺残性あぶみ骨動脈
遺残性頚動脈脳底動脈吻合
遺残性［原始］三叉［神経］動脈
遺残性［原始］耳［神経］動脈
遺残性［原始］舌下［神経］動脈
遺残性三叉［神経］動脈亜型
遺残性前環椎動脈
意識
意識混濁

意識障害
意識消失
意識清明
意識清明期
意識変容
意識レベル
意志障害
意志薄弱
異種移植［術］
異種移植片
意識半清明期
萎縮
異種の
異常
異常運動
異常感覚

異常感覚性大腿神経痛
異常高熱
異常姿勢
異常痛覚
移植骨片
移植［術］
移植［片］
異所性

241



いしよせ

ectopic glioma
ectopic gray matter, heterotopic gray 

matter
ectopic pituitary adenoma
ectopie pinealoma
cerebellar heterotopia
isosorbide
pain, ache, dolor 〈L〉
position sense
one-and-a-half syndrome
strawberry mark
primary brain stem injury
primary brain damage
en bloc resection
transient traumatic cerebellar 

dysfunction
high intensity transient signals （HITS）
amaurosis fugax 〈L〉, fugacious 

amaurosis
neurapraxia

transient global amnesia （TGA）
transient ［cerebral］ ischemic attack
（TIA）

nitric oxide synthase（NOS）
unilateral locked facet
general sensation
overflow incontinence
inheritance
gene
genotype
gene cloning
genetic recombination
recombinant
gene duplication
genetic diagnosis
hereditary spastic paraplegia

異所性［神経］膠腫（グリオーマ）
異所性灰白質

異所性下垂体腺腫
異所性松果体腫
異所性小脳
イソソルビド
痛み
位置感覚
一眼半水平注視麻痺症候群
苺（いちご）状血管腫
一次性脳幹外傷
一次性脳損傷
一塊切除
一過性外傷性小脳機能不全

一過性高輝度信号
一過性黒内障

一過性［神経］不動化（ニューラプラ
キシー）

一過性全健忘
一過性脳虚血発作

一酸化窒素合成酵素
一側椎間関節嵌頓
一般感覚
溢流性尿失禁
遺伝
遺伝子
遺伝子型
遺伝子型クローニング
遺伝子組換え
遺伝子組換え型
遺伝子重複
遺伝子診断
遺伝性痙性対麻痺
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いんとう

hereditary spinal ataxia
gene amplification
genetic polymorphism
genetic map
gene therapy
gene expression
genetic carrier
Rendu-Osler-Weber syndrome
mobility
volitional movement
intentional delayed operation
Eaton-Lambert syndrome
Eaton test
inion
enuresis
snore
easy fatigability
foreign body granuloma
ifosfamide
semantic aphasia
heteronymous hemianop［s］ia
hypobulia
apathy（-thia）
ethical drugs
gastrostomy
impotence（-cy）
signet-ring cell lymphoma
in situ hybridization
insulin-like growth factor （IGF）
impression
pharyngalgia
interferon
interleukin
interleukin 2（IL-2）
oculopharyngeal reflex
oropharynx
retropharyngeal space

遺伝性脊髄性運動失調症
遺伝子増幅
遺伝子多型
遺伝子地図
遺伝子治療
遺伝子発現
遺伝子保因者
遺伝性出血性血管拡張症
移動性
意図運動
意図的待機手術
イートン・ランバート症候群
イートンテスト
イニオン
遣尿症
いびき
易疲労性
異物性肉芽腫
イフォスファミド
意味性失語
異名性半盲
意欲減退
意欲低下
医療用医薬品
胃瘻造設術
陰萎
印環細胞リンパ腫
インサイチューハイブリダイゼーション
インシュリン様成長因子
印象
咽頭痛
インターフェロン
インターロイキン
インターロイキン2
咽頭眼球反射
咽頭口腔部
咽頭後隙
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いんとう

pharyngeal reflex
impulse
impedance audiometry
informed consent
influenza-associated encephalopathy
prosody
aprosody

William operation
William method
virus
viral meningitis
viral encephalitis
circle of Willis
Wilson disease
Virchow-Robin space
wearing off phenomenon
Wegener granulomatosis
Weber-Christian disease
Weber test
Weber syndrome
Weber test ［for hearing］
Wechsler memory scale （WMS）
Wechsler intelligence scale for children 
（WISC）

Wechsler adult intelligence scale 
（WAIS）

Wechsler intelligence scale
West syndrome
superior hemianop［s］ia
Werner syndrome
Wernicke aphasia
ambient cistern
bobbing nystagmus

咽頭反射
インパルス
インピーダンス聴力検査
インフォームド･コンセント
インフルエンザ脳症
韻律
韻律障害

う
ウイリアムス［の］手術
ウイリアムス法
ウイルス
ウイルス性髄膜炎
ウイルス性脳炎
ウィリス［動脈］輸
ウィルソン病
ウィルヒョー･ロバン腔
ウェアリング・オフ（すり減り）現象
ヴェーゲナー肉芽腫症
ウェーバー･クリスチァン病
ウェーバー試験
ウェーバー症候群
ウェーバー［聴覚］試験
ウェクスラー記憶評価尺度
ウェクスラー小児知能評価尺度

ウェクスラー成人知能評価尺度

ウェクスラー知能評価尺度
ウェスト症候群
上半盲
ウェルナー症候群
ウェルニッケ失語［症］
迂回槽
浮き運動様眼振
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うんとう

bovine spongiform encephalopathy 
（BSE）

retrospective study
aching pain
whorl
hyperemia
whorl pattern
choked disc（k）
depression
signpost phenomenon
arm deviation test
arm dropping test
implantation
implanted ICP sensor
implantable transducer
urokinase
squamosal suture
movement disorder
hyperkinesia（-sis）
hyperkinetic syndrome
akinesthesia
movement-related cortical potential
bradyk（c）inesia
motor function
motor system
hypokinesia
hypomotility
kinetic tremor
ataxia
atactic gait
motor nerve
motor root
motor nerve cell
motor ［nerve］ fiber
motor speech center
motor speech area
motor aphasia

ウシ海綿状脳症

後ろ向き研究
うずく痛み
渦巻き
うっ血
渦巻き様
うっ血乳頭
うつ病
腕木（ウデギ）信号現象
腕偏位試験
腕落下試験
埋込み［術］
埋込み頭蓋内圧センサー
埋込みトランスデューサ
ウロキナーゼ
鱗状縫合
運動異常［症］
運動過多［症］
運動過多症候群
運動感覚消失
運動関連皮質電位
運動緩慢
運動機能
運動系
運動減少症
運動減退
運動時振戦

［運動］失調［症］
運動失調性歩行
運動神経
運動神経根
運動神経細胞
運動［神経］線維
運動性言語中枢
運動性言語野
運動性失語［症］
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うんとう

motor cortex （MCx）
premotor cortex
motor neuron, motoneuron
motor neuron disease （MND）
delayed motor development
motor response
motor paralysis
motor area
motor cortex （MCx）
motor evoked potential（MEP）
exercise
motor tract

air bag system
acute angle sign
ACTH-producing adenoma
AC-PC line
AIDS
AIDS dementia complex
A fiber
A-wave
sharp wave
curet［te］
artery to artery embolism
malnutrition
trophic nerve
trophoneurotic atrophy
alimentation
alimentation
Ehlers-Danlos syndrome
epidemiology
epidemiological study
axillary nerve
fluid-percussion injury
vacuole

運動［性］皮質
運動前皮質
運動ニューロン
運動ニューロン疾患
運動発達遅滞
運動反応
運動麻痺
運動野
運動［野］皮質
運動誘発電位
運動練習
運動路

え
エアバッグ システム
鋭角徴候
ACTH産生腺腫
AC-PC線
エイズ
エイズ認知症
A線維
A波
鋭波
鋭匙
A to A 塞栓症
栄養失調［症］
栄養神経
栄養神経性萎縮
栄養［法］
栄養補給
エーラース･ダンロス症候群
疫学
疫学［的］研究
腋窩神経
液体衝撃外傷
液胞
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えるええ

echo time （TE）
echo planner image （EPI）
necrosis
signal/noise ratio
S-antigen
sigmoid sinus
presigmoid approach
STA-SCA anastomosis
STA-MCA bypass ［operation］
STA-MCA anastomosis
germinoma with STGC 
（syncytiotrophoblastic giant cell）

estrogen receptor
S-100 protein
radiography
X-linked lissencephaly
X-linked recessive inheritance
X-linked hydrocephalus （XLH）
accessory nuclei of oculomotor nerve
Eden test
etoposide
adamantinoma
adamantinomatous craniopharyngioma
nitric oxide synthase（NOS）
Evans' ratio
epidermoid
echinococcosis, hydatid disease
ephaptic transmission
Epstein-Barr （EB） virus
emergency coma scale （EOS）
emission tomography
magnetic resonance （MR） angiography 
（MRA）

MR cisternography
elastance
erythropoietin
lymphokine-activated killer （LAK） cell

エコー時間
エコープラナー［画］像
壊死
SN比
S抗原
S状静脈洞
S状静脈洞前方到達法（アプローチ）
STA-SCA吻合［術］
STA-MCAバイパス［術］
STA-MCA吻合［術］
STGCを伴う胚腫

エストロゲン受容体
S 100蛋白
X線撮影［法］
X染色体滑脳症
X染色体劣性遺伝
X連鎖性遺伝性水頭症
エディンガー・ウェストファール核
エデンテスト
エトポシド
エナメル上皮腫
エナメル上皮腫様頭蓋咽頭腫
NO合成酵素
エバンス比
エピデルモイド
エヒノコックス症
エファプス伝達
エプスタイン･バー ウイルス
エマージェンシー・コーマ・スケール
エミッショントモグラフィー
MR血管造影［法］

MR脳槽造影（法）
エラスタンス
エリスロポイエチン
LAK細胞
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えるふて

Erb-Duchenne paralysis
Erb point
distal muscle
distal dural ring
protection device
distal aneurysm
vault
convexity
convexity meningioma
remote memory
telemetry
tele receptor
diasehisis
distant syndrome
telemeter
far field potential
distant pressure effect
lead-pipe rigidity
bFGF
accommodation reflex
deglutition, swallowing
cap defect
trochocephalus
difficulty in swallowing, swallowing 

difficulty, swallowing disturbance
dysphagia
aspiration pneumonia
swallowing reflex
enkephalin
aglutition, aphagia
swallowing-induced syncope
inflammatory headache
medulla oblongata 〈L〉
lateral medullary syndrome
syringobulbia
conus stimulation
hematobulbia

エルプ・デュシェンヌ麻痺
エルブ点
遠位筋
遠位硬膜輪
遠位塞栓防止装置
遠位［部］動脈瘤
円蓋
円蓋部
円蓋部髄膜腫
遠隔記憶
遠隔計測
遠隔受容器
遠隔障害
遠隔症候群
遠隔測定装置
遠隔電場電位
遠隔徴候
鉛管様強剛
塩基性線維芽細胞増殖因子

［遠近］調節反射
嚥下
円形陰影欠損像
円形頭蓋［症］
嚥下困難

嚥下障害
嚥下性肺炎
嚥下反射
エンケファリン
嚥下不能
嚥下誘発性失神
炎症性頭痛
延髄
延髄外側症候群
延髄空洞症
円錐刺激［術］
延髄出血
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おうたん

epiconus syndrome
medullary cistern
conus syndrome
cylindroma
dolichoectasia
cebocephalus（-ly）
endothelin
endorphin
enhancement
pencil-shaped softening
salt wasting

phrenic nerve
electrophrenic respiration
diaphragm pacing
nausea
transverse fracture
transverse sinus, lateral sinus
transverse sirius thrombosis
xanthoma, xanthomatous tumor
xanthomatosis
ligamentum flavum
ossification of yellow ligament （OYL）
yellow ligament ossification
yellow ligament calcification
calcification of ligamentum flavum
（=calcification of yellow ligament）

xanthoastrocytoma
pes cavus
xanthochromia
xanthogranuloma
luteinizing hormone-releasing hormone 
（LH-RH）

punch-drunk syndrome
transection

円錐上部症候群
延髄槽
円錐部症候群
円柱腫
延長拡張［症］
猿頭症
エンドセリン
エンドルフィン
エンハンスメント
鉛筆芯状軟化
塩分喪失

お
横隔神経
横隔神経電気刺激呼吸
横隔膜ペーシング
嘔気
横骨折
横静脈洞
横静脈洞血栓症
黄色腫
黄色腫症
黄色靱帯
黄色靱帯骨化症
黄色靱帯骨化［症］
黄色靱帯石灰化［症］
黄色靭帯石灰化症

黄色星細胞腫
凹足
黄色調
黄色肉芽腫
黄体化ホルモン放出ホルモン

殴打酩酊症候群
横断

249



おうたん

transection
transverse myelitis
transverse myelopathy
transverse cord lesion
vomiting
vomiting center
transverse foramen
vomiting reflex
yellow spot, macula lutea 〈L〉
macular sparing
macular area
rhabdomyoma
rhabdo［myo］sarcoma
rhabdomyolysis
crista transverse, transverse crest
cachexia
large aneurysm
large arteriovenous malformation
major seizure
Osborne band
autocrine
autoradiography
optic strut
Allcock test
Oppenheim sign
Oppenheim reflex
foramen mentale 〈L〉
oliva 〈L〉
olivopontocerebellar atrophy （OPCA）
Ollier disease
clasp-knife phenomenon
clasp-knife spasticity
clasp-knife rigidity
on-off phenomenon
warm sensation
acoustic shadow
oncocytoma

横断面
横断性脊髄炎
横断性脊髄症
横断性脊髄障害
嘔吐
嘔吐中枢
横突孔
嘔吐反射
黄斑
黄斑回避
黄斑領域
横紋筋腫
横紋筋肉腫
横紋筋融解［症］
横稜
悪液質
大型動脈瘤
大型脳動静脈奇形
大型発作
オズボーン靱帯
オートクライン
オートラジオグラフィー
オプティック・ストラット
オールコック試験
オッペンハイム徴候
オッペンハイム反射
オトガイ孔
オリーブ
オリーブ橋小脳萎縮［症］
オリエ病
折りたたみナイフ現象
折りたたみナイフ様痙縮
折りたたみナイフ様硬直
オンオフ現象
温［感］覚
音響陰影
オンコサイトーマ
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かいこう

hypertherm［o］algesia
Ondine curse
temperature sensation （sense）, thermal 
（-mic） sensation（sense）

hypertherm［o］esthesia, 
thermohyperesthesia

therm［o］anesthesia
hypotherm［o］esthesia, thermohyp
［o］esthesia

caloric nystagmus
caloric test
caloric vertigo
hyperthermia
Ommaya reservoir
minor tranquilizer

curtain sign, signe de rideau〈F〉
Gardner syndrome
Kernohan-Woltman notch
Kernohan notch
Carpenter syndrome
convolution, gyrus
external sensation
canthomeatal （CM） line
extraocular muscle
external ophthalmoplegia
broad-based stance, wide-based stance
broad-based gait, wide-based gait
external carotid artery （ECA）
external carotid-cavernous （sinus） 

fistula（external CCF）
external decompression
trephination
gutter formation
inion

温痛覚過敏［症］
オンディーヌの呪い
温度［感］覚

温度覚過敏

温度覚消失
温度覚鈍麻

温度眼振
温度眼振試験
温度性めまい（眩暈）
温熱療法
オマヤ貯留槽
穏和精神安定薬

か
カーテン徴候
ガードナー症候群
カーノハン･ウォルトマン［の］圧痕
カーノハン［の］圧痕
カーペンター症候群
回
外因感覚
外眼角外耳孔線
外眼筋
外眼筋麻痺
開脚起立
開脚歩行
外頚動脈
外頚動脈･海綿静脈洞瘻

外減圧［術］
開口［術］
開溝術
外後頭隆起
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かいさい

interneuron
divergence nystagmus
divergence palsy, divergence paralysis
porus acustics externus
external auditory canal
exotropia, external strabismus
exteroceptive sensation
injury, lesion, trauma
traumatology
traumatic spreading depression 

syndrome
traumatic coma data bank
traumatic depolarization
massive hematoma
posttraumatic sequelae
posttraumatic neck syndrome
posttraumatic neurosis
posttraumatic progressive myelopathy
delayed posttraumatic apoplexy
posttraumatic encephalopathy
chronic post-traumatic headache
posttraumatic vertigo
injury severity score
traumatic subarachnoid hemorrhage
traumatic carotid-cavernous （sinus） 

fistula （traumatic CCF）
traumatic cervical carotid occlusion
traumatic cervical carotid artery 

aneurysm
traumatic cervical syndrome
posttraumatic amnesia
traumatic subdural hygroma
traumatic dural arteriovenous fistula
traumatic optic nerve injury
traumatic neuroma
traumatic neurosis
traumatic CSF rhinorrhea

介在ニューロン
開散眼振
開散麻痺
外耳孔
外耳道
外斜視
外受容性感覚
外傷
外傷学
外傷性拡延性抑制症候群

外傷性昏睡データバンク
外傷性脱分極
塊状血腫
外傷後遺症
外傷後頚部症候群
外傷後神経症
外傷後進行性脊髄症
外傷後遅発性脳卒中
外傷後脳症
外傷後慢性頭痛
外傷後めまい
外傷重症度評点
外傷性くも膜下出血
外傷性頚動脈･海綿静脈洞瘻

外傷性頚部頚動脈閉塞［症］
外傷性頚部頚動脈瘤

外傷性頚部症候群
外傷性健忘
外傷性硬膜下水腫
外傷性硬膜動静脈瘻
外傷性視神経損傷
外傷性神経腫
外傷性神経症
外傷性髄液鼻漏
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かいそく

traumatic intracranial aneurysm
traumatic psychosis
traumatic syringomyelia
posttraumatic epilepsy, traumatic 

epilepsy
traumatic aneurysm
traumatic intraventricular hemorrhage
traumatic brain injury（TBI）
traumatic intracerebral hematoma
abducens nucleus
abducens palsy
block vertebrae
external hydrocephalus
rotatory fixation
rotatory nystagmus
fanning sign
circumferential artery
retractor
cough syncope
cough headache
cough reflex
lateral mass
canthal advancement, lateral canthal 

advancement
lateral pontomedullary syndrome
sulcus lateralis〈L〉, lateral sulcus
lateral posterior choroidal arteries
lateral geniculate body （LGB or LG）
lateral cerebellomedullary cistern
lateral sinus, transverse sinus
lateral spinothalamic tract
lateral spinal artery
nucleus centralis lateralis 〈L〉（CL）, 

central lateral nucleus
lateral mesencephalic vein
lateral semiprone position

外傷性頭蓋内動脈瘤
外傷性精神病
外傷性脊髄空洞症
外傷性てんかん

外傷性動脈瘤
外傷性脳室内出血
外傷性脳損傷
外傷性脳内血腫
外転神経核
外転神経麻痺
塊［状］椎
外水頭症
回旋固定
回旋性眼振
開扇徴候
回旋動脈
開創器
咳嗽（そう）性失神
咳嗽（そう）性頭痛
咳嗽（そう）反射
外側塊
外側眼窩前方移動術

外側橋延髄症候群
外側溝
外側後脈絡叢動脈
外側膝状体
外側小脳延髄槽
外側静脈洞
外側脊髄視床路
外側脊髄動脈
外側中心核

外側中脳静脈
外側半腹臥位
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かいそく

nucleus （-lei） ventralis （-les） lateralis 
（-les）〈L〉（VL）, ventral lateral 
necleus ［complex］

abduction
abduction
rotational acceleration
rotation test
abducens nerve
rotatory torticollis
rotatory vertigo, vertigo
rotational nystagmus
rotational forces
pallium 〈L〉
craniotome
craniotomy
pronation
pronator sign
pronator reflex
hippocampus 〈L〉（HIPP）
subiculum
hippocampal sulcus
gray matter, gray substance
indusium griseum
tuber cinereum 〈L〉
pes hippocampi 〈L〉
hippocampal herniation
ectropion
equinovalgus, pes equinovalgus
pes valgus〈L〉
avoiding reflex
recovery
recovery curve
exophytic tumor
external capsule
dissection
open fracture
open head injury

外側腹側核［群］

外転
外転位
回転加速度
回転試験
外転神経
回転性斜頚
回転性めまい
回転誘発性眼振
回転力
外套
開頭器
開頭［術］
回内
回内筋徴候
回内筋反射
海馬
海馬台
海馬溝
灰白質
灰白層
灰白隆起
海馬足
海馬ヘルニア
外反［症］
外反尖足
外反足
回避反射
回復
回復曲線
外方発育型腫瘍
外包
解剖
開放性骨折
開放性頭部外傷
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かかくて

spina bifida aperta 〈L〉
spongioblast
spongioblastoma
cavernoma
cavernous malformation
cavernous angioma, cavernous 

hemangioma
spongiform encephalopathy
spongy degeneration
cavernous sinus
intercavernous sinus
cavernous sinus thrombosis
cavernous sinus thrombophlebitis
cavernous sinus syndrome
intracavernous internal carotid artery
rete mirabile
ectoderm 
dissection, dissociation
dissociated sensory loss
dissociated anesthesia
dissociated nystagmus, incongruent 

nystagmus
dissecting aneurysm
intimal flap
causalgia
Cowden syndrome
frog leg position
frog posture
hyperabduction syndrome
foramen mandibulae 〈L〉
mandibula 〈L〉
mandibulofacial dysostosis
chemoreceptor
jaw-winking phenomenon
chemical meningitis
chemical hypophysectomy
chemical denervation

開放性二分脊椎
海綿芽細胞
海綿芽［細胞］腫
海綿腫
海綿状血管奇形
海綿状血管腫

海綿状脳症
海綿状変性
海綿静脈洞
海綿静脈洞間静脈洞
海綿静脈洞血栓症
海綿静脈洞血栓性静脈炎
海綿静脈洞症候群
海綿静脈洞部内頚動脈
怪網（レーテミラブル）
外胚葉
解離
解離性感覚障害
解離性感覚脱（消）失
解離性眼振

解離性動脈瘤
解離内膜
カウザルギー
カウデン症候群
蛙足肢位
蛙姿勢
過外転症候群
下顎孔
下顎骨
下顎骨顔面骨形成不全［症］
化学受容体
下顎瞬目現象
化学性髄膜炎 
化学的下垂体切除［術］
化学的除神経

255



かかくて

chemonucleolysis
chin reflex, jaw reflex, mandibular reflex
chemoradiotherapy
chemotherapy
chemoreceptor
inferior hypophyseal artery
heel-［to-］knee test
calcaneal gait, walk on heel, heel gait
hyperventilation syndrome
hyperventilation tetany
rosette glioneural tumor
inferior articular process
hyperperfusion
clawfoot, claw foot
reversible ischemic neurological deficits 
（RIND）

ischemic penumbra, penumbra
cochlea
ductus cochlearis
cochleopalpebral reflex
cochleo-orbicular reflex
cochlear nerve
cochlear nucleus
electrocochleogram
electrocochleography
cochleo-pupillary reflex
bridging vein
nucleus
spreading depression
angular gyrus
angular gyrus syndrome
angular artery
infranuclear paralysis
angular acceleration
internuclear ophthalmoplegia （INO）
temporomandibular joint
pyk（c）nosis

化学的髄核融解［術］
下顎反射
化学放射線療法
化学療法
化学レセプター
下下垂体動脈
踵膝試験
踵歩行
過換気症候群
過換気テタニー
花冠状グリア神経細胞性腫瘍
下関節突起
過灌流
鉤足
可逆性虚血性神経脱落症候

可逆的虚血領域
蝸牛
蝸牛管
蝸牛眼瞼反射
蝸牛眼輪筋反射
蝸牛神経
蝸牛神経核
蝸牛電図
蝸牛電図検査［法］
蝸牛瞳孔反射
架橋静脈
核
拡延性抑制
角回
角回症候群
角回動脈
核下性麻痺
角加速度
核間性眼筋麻痺
顎関節
核凝縮
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かこうた

gnathostomiasis
diffusion-weighted image （DWI）
apparent diffusion coefficient （ADC）
nuclear magnetic resonance （NMR）
learning
perinuclear halo
supranuclear ophthalmoplegia
supranuclear paralysis
arousal
vigilance, wakefulness
awake surgery
vigilant coma, coma vigil〈F〉
arousal reaction
nuclear paralysis
antihypnotic
prognathism
wide laminectomy
enlarging fracture, growing fracture
enlarging skull fracture, growing skull 

fracture
ectasia
expanding cranial defect
varicose vein
hyperflexion
hyperflexion injury
pyk（c）nosis
corneo-mandibular reflex
corneal reflex
entrapped temporal horn
entrapped fourth ventricle
isolated fourth ventricle
isolated unilateral hydrocephalus
pedigree
hyperplasia
inferior alternating hemiplegia
descending reticular activating system
descending aorta

顎口虫症
拡散強調画像
拡散係数、エーディーシー
核磁気共鳴
学習
核周囲淡明像
核上眼筋麻痺
核上性麻痺
覚醒
覚醒［状態］
覚醒下手術
覚醒昏睡
覚醒反応
核性麻痺
覚醒薬
顎前突［症］
拡大推弓［板］切除［術］
拡大性骨折
拡大性頭蓋［骨］骨折

拡張［症］
拡張性頭蓋欠損
拡張蛇行静脈
過屈曲
過屈曲損傷
核濃縮
角膜下顎反射
角膜反射
隔離［性］側脳室下角
隔離［性］第四脳室
隔離第四脳室
隔離片側水頭症
家系図
過形成［症］
下交叉性片麻痺
下行（性）網様体賦活系
下行大動脈
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かこきゆ

hyperpnea, hyperventilation
hypotympanum
hamartoma
hyperostosis
peroxide
averaging
lower extremity, lower limb
restless legs syndrome
inferior sagittal sinus
straight leg raising （SLE） exercise
decubitus
inferior cerebellar peduncle
hyperextension
hyperextension injury
hypophysis, pituitary gland
hypophysitis
pituitary carcinoma
hyperpituitarism
hypopituitarism
pituitary insufficiency
pituitary stalk
neurohypophysis
pituicytoma
pituitary tumor
inferior petrosal sinus
pituitary cachexia
pituitary dwarfism
hypophysectomy
pituitary adenoma
adenohypophysis, anterior lobe of 

pituitary gland
adenohypophysitis
pituitary apoplexy
pituitary cyst
pituitary abscess
pituitary microadenoma
pituitary-adrenal system

過呼吸
下鼓室
過誤腫
過骨［症］
過酸化物
加算平均
下肢
下肢静止不能症候群
下矢状静脈洞
下肢伸展位挙上訓練
臥床姿勢
下小脳脚
過伸展
過伸展損傷
下垂体
下垂体炎
下垂体癌
下垂体機能亢進［症］
下垂体機能低下［症］
下垂体機能不全症
下垂体茎
下垂体後葉
下垂体細胞腫
下垂体腫瘍
下錐体静脈洞
下垂体性悪液質
下垂体性小人症
下垂体切除［術］
下垂体腺腫
下垂体前葉

下垂体前葉炎
下垂体卒中
下垂体嚢（のう）胞
下垂体膿瘍
下垂体微小腺腫
下垂体副腎系
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かつせい

hypophyseal portal vessel
inferior medullary velum
metaplastic meningioma
overgrowth theory
inferior frontal gyrus
inferior frontal sulcus
pixel
imaging diagnosis, diagnostic imaging
familial hemiplegic migraine （FHM）
familial tumor
familial tremor
familial aneurysm
familial lesion
acceleration
inferior temporal gyrus
inferior temporal sulcus
accelerated fractionation
festinating gait
plasticity
leg-dropping test
inferior salivatory nucleus
shoulder-hand syndrome
shoulder-shaking test
catalepsy
hypercapnic coma
inferior vermian vein
elongated styloid process
redundant nerve syndrome
activated clotting time （ACT）
activated clotting time （ACT）
synovial chondromatosis
trochlear nerve
pheochromocytoma
diastematomyelia
activation
activator
active electrode

下垂体門脈血管
下髄帆
化生性髄膜腫
過成長説
下前頭回
下前頭溝
画素
画像診断
家族性片麻痺性片頭痛
家族性腫瘍
家族性振戦
家族性動脈瘤
家族性病変
加速度
下側頭回
下側頭溝
加速分割照射［法］
加速歩行
可塑性
下腿落下試験
下唾液核
肩手症候群
肩ゆすり試験
カタレプシー
過炭酸ガス血性昏睡
下虫部静脈
過長茎状突起
過長神経症候群
活性凝固時間
活性化凝固時間
滑液軟骨腫症
滑車神経
褐色細胞腫
割髄症
活性化
活性化物質
活性電極
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かつせる

Gasser （Gasserian） ganglion, semilunar 
ganglion, trigeminal ganglion

retrogasserian neurotomy （neurectomy）
gliding contusion
activity
hyperactivity
smooth pursuit eye movement
action potential
action current
performance status （PS）
lissencephaly（-1ia）
complication
sphincter ［muscle］
sphincter disturbance
catecholamine
catheter
catheterization
catheterization
mobility
inferior parietal lobule
gadolinium（Gd）
Gd-DTPA enhanced MRI
gadolinium enhancement
cannula
purulent meningitis
purulent encephalitis, suppurative 

cerebritis
interstitial nucleus （of Cajal）, nucleus 

interstitialis〈L〉
lower half headache
hypersensitivity
hypersensitivity
irritable bladder
cafè au lait spot
lower basilar branch syndrome
hyperfractionation
hyperfractionation radiation therapy

ガッセル神経節

ガッセル神経節後神経切断［術］
滑走性脳挫傷
活動
活動亢進
滑動性追従眼球運動
活動電位
活動電流
活動度
滑脳［症］
合併症
括約筋
括約筋障害
カテコラミン
カテーテル
カテーテル導入［留置］
カテーテル法
可動性
下頭頂小葉
カドリニウム
カドリニウム増強MRI
カドリニウム増強［効果］
カニューレ
化膿性髄膜炎
化膿性脳炎

［カハール］間質核

下半頭痛
過敏症
過敏性
過敏性膀胱
カフェオレ斑
下部脳底動脈分枝症候群
過分割照射［法］
過分割照射療法
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かん

hypersecretory hydrocephalus
downward gaze palsy
cachexia
cabergoline
downward herniation
downward deviation
Kaposi sarcoma
sickle cell disease
hypersomnia
masked depression
mask［-］like face
atheromatous plaque
itching
color doppler imaging
color doppler imaging
potassium channel blocker
kallikrein-kinin system
granular cell tumor
Garcin syndrome
calcium channel
calcium channel blocker

carcinoid syndrome
Karnofsky performance status
Karnofsky performance scale （KPS）
carboplatin
Kallmann syndrome
carmustine
aging
Galenic venous malformation
great vein of Galen, vena magna cerebri 

galeni <L>, Galen vein
vein of Galen malformation
aneurysm of great vein of Galen
arteriovenous malformation of Galen
Gowers sign
cancer, carcinoma

過分泌性水頭症
下方注視麻痺
カヘキシー
カベルゴリン
下方ヘルニア
下方偏位
カポジ肉腫
鎌状赤血球症
過眠［症］
仮面うつ病
仮面様顔貌
粥状斑
かゆみ
カラードプラ（画像）法
カラードプライメージング
カリウムチャンネル遮断薬［ブロッカー］
カリクレイン･キニン系
顆粒細胞腫
ガルサン症候群
カルシウムチャンネル
カルシウムチャンネル遮断薬（ブロッ

カー）
カルチノイド症候群
カルノフスキー動作状態
カルノフスキー日常活動能力尺度
カルボプラチン
カルマン症候群
カルムスチン（BCNU）
加齢
ガレン静脈部静脈奇形
ガレン［大］静脈瘤

ガレン大静脈奇形
ガレン［大］静脈瘤
ガレン脳動静脈奇形
ガワーズ徴候
癌
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かんいち

mini-mental state test （MMST）
oncogene
impression, indent, indentation, recess
depressed fracture
perceptive deafness
sensorineural deafness
orbit, orbita 〈L〉
periorbita
orbital blow-in fracture
remission
orbitomeatal （OM） line
ophthalmological injury
foramen infraorbitale 〈L〉
orbital pseudotumor
orbital angioma
orbital surgery
orbital tumor
orbital cyst
orbital wound
esthesia, sensation, sense, sensory
paresthesia
sensorimotor stroke
sensorimotor cortex
sensorimotor area
dissociation of sensibility, sensory 

dissociation
hyper［e］sthesia
hypersensibility
sensory root
sensory disturbance
sensory extinction
anesthesia, sensory loss
neuroepithelium
sensory nerve
esthesioneuroblastoma
sensory speech center
sensory speech area

簡易知能試験
癌遺伝子
陥凹
陥凹骨折
感音性難聴
感音性聾（ろう）
眼窩
眼窩骨膜
眼窩吹き込み骨折
寛解
眼窩外耳孔線
眼科［学］的外傷
眼窩下孔
眼窩［内］偽性腫瘍
眼窩［内］血管腫
眼窩［内］手術
眼窩［内］腫瘍
眼窩［内］嚢（のう）胞
眼窩［部］創
感覚
感覚異常
感覚運動卒中
感覚運動皮質
感覚運動野
感覚解離

感覚過敏
感覚過敏［性］
感覚根
感覚障害
感覚消去
感覚消失
感覚上皮
感覚神経
感覚神経芽細胞腫
感覚性言語中枢
感覚性言語野
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かんきゆ

sensory aphasia
sensory tract
sensory epilepsy
sensory cortex
esthesiometry
alloch［e］iria
bradyesthesia
sensory center
hyp［o］esthesia
sensory neuron
sensibility
modality of sense
sensory inattention
sensory area
sensory cortex
sensory tract
hypertelorism
hypotelorism
orbital decompression
supraorbital ridge
supraorbital craniotomy
foramen supraorbitale 〈L〉
supraorbital approach
supraorbital artery
orbital apex syndrome
orbitorrhea
ventilation
external ocular movement （EOM）, eye 

movement, ocular movement
oculogyric crisis
oculocephalogyric reflex, occulocephalic 

reflex
enophthalmos（-mus）
conjugate movement of eyes
conjugate paralysis
eye fixation
oculoauriculovertebral dysplasia

感覚性失語［症］
感覚［性神経］路
感覚性てんかん
感覚［性］皮質
感覚測定［法］
感覚対側転位
感覚遅延
感覚中枢
感覚鈍麻
感覚ニューロン
感覚［能］
感覚の種類
感覚不注意
感覚野
感覚［野］皮質
感覚路
眼窩間隔離［症］
眼窩間挟小
眼窩滅圧［術］
眼窩上縁
眼窩上開頭［術］
眼窩上孔
眼窩上到達法（アプローチ）
眼窩上動脈
眼窩尖端部症候群
眼窩漏
換気
眼球運動

眼球回転発作
眼球回頭反射

眼球陥凹
眼球共同運動
眼球共同運動麻痺
眼球固定
眼球耳介椎骨形成異常［症］
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かんきゆ

heterophoria
ocular tumor
oculocardiac reflex
ocular bobbing
orthophoria
roving eye movement
exophthalmos, ocular proptosis, 

proptosis
roving eye movement
environmental carcinogen
Brillenhematom 〈G〉
black eye
ocular muscle
ocular palsy, ocular paralysis, 

ophthalmoplegia
ophthalmoplegic migraine
delusion of reference
intermittent exophthalmos
intermittent torticollis
intermittent claudication
intermittent catheterization
protooncogene
ptosis
blepharospasm
lid vibration test
interdigitation
stem cell
clamp
atlanto-axial fusion
atlanto-axial subluxation
atlanto-axial joint
atlanto-axial fusion
atlanto-axial dislocation （AAD）
candidiasis
stromal cell
interstitial neuropathy
sensitivity

眼球斜位
眼球腫瘍
眼球心臓反射
眼球垂直振動
眼球正位
眼球動揺
眼球突出

眼球彷徨
環境発癌因子
眼鏡様血腫
眼鏡様皮下出血
眼筋
眼筋麻痺

眼筋麻痺性片頭痛
関係妄想
間欠性眼球突出［症］
間欠性斜頚
間欠性跛行
間欠的導尿［法］
癌原遺伝子
眼瞼下垂
眼瞼痙攣（けいれん）
眼瞼振動試験
嵌合
幹細胞
鉗子
環軸関節固定［術］
環軸［椎］亜脱臼
環軸［椎］関節
環軸椎固定［術］
環軸［椎］脱臼
カンジタ症
間質細胞
間質性ニューロパチー
感受性
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かんせん

trephine
Gunn syndrome, jaw-winking syndrome
circular fracture, ring fracture
rod cell
ring hemorrhage
ring enhancement
coronal section
coronal suture
coronal synostosis
continuous column slow injection 

method
nystagmus
nystagmograph
ophthalmic nerve
ophthalmic zoster
ophthalmic neuralgia
nystagmography
nystagmogram
region of interest （ROI）
hepatic coma
hepatic encephalopathy
completed stroke
ophthalmic migraine
indirect EC-IC bypass

joint sensation
range of motion （ROM）
ankylosis
indirect pupillary reaction, consensual 

reaction
pars interarticularis
joint instability
indirect anastomosis
blackout
complete remission, complete response 
（CR）

through-and-through wound

環状鋸
ガン症候群
環状骨折
桿体細胞
環状出血
環状増強［造影］
冠状断
冠状縫合
冠状縫合骨癒合［症］
緩徐持続注入

眼振
眼振計
眼神経
眼神経帯状疱疹
眼神経痛
眼振検査［法］
眼振図
関心領域
肝性昏睡
肝性脳症
完成脳卒中
眼性片頭痛
間接EC-IC（頭蓋外･頭蓋内）バイパ

ス［術］
関節［感］覚
関節可動域
関節強直［症］
間接瞳孔反応

関節突起間部
関節不安定
間接吻合［術］
眼前暗黒失神
完全寛解

完全貫通創
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かんせん

infectious disease
infectious aneurysm
complete response duration
total parenteral nutrition
paralysis
clonus
carcinoembryonic antigen （CEA）
clonic convulsion
clonic seizure
atlas
atlanto-occipital joint
atlanto-occipital dislocation
atlanto-occipital fusion
atlanto-occipital assimilation
atlas-dens interval, atlanto-dental 

distance, atlanto-dental interval （ADI）
assimilation of atlas
intractable pain
penetrating wound, perforating wound
ocular fundus
ophthalmoscopic examination
electro-oculogram （EOG）
electro-oculography （EOG）
ocular crisis
ophthalmic artery
coronary angiography
coronary stent
intraocular lymphoma （IOL）
coronary angiography
obex
diencephalon 〈L〉
hepatocerebral disease
diencephalic encephalopathy
diencephalic syndrome
Russell diencephalic syndrome, 

diencephalic syndrome
diencephalic vein

感染性疾患
感染性動脈瘤

［完全］奏効期間
完全非経口栄養

［完全］麻痺
間代
癌胎児性抗原
間代性痙攣（けいれん）
間代発作
環椎
環椎後頭関節
環椎後頭関節脱臼
環椎後頭骨固定［術］
環椎後頭骨癒合
環椎歯突起間距離

環椎癒合
頑痛
貫通創
眼底
眼底鏡検査
眼電図
眼電図検査［法］
眼疼痛発作
眼動脈
冠動脈撮影
冠動脈ステント
眼内リンパ腫
冠動脈造影（法）
カンヌキ
間脳
肝脳疾患
間脳症
間脳症候群
間脳症候群

間脳静脈
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かんわい

diencephalic amnesia
diencephalic epilepsy
diencephalic wasting
countenance
depressed fracture
sunken brain syndrome
gamma-aminobutyric acid （GABA）
gamma（γ） rigidity
Gamma Knife
facial spasm
facial bone fracture
facial apraxia
facial nerve
facial nerve decompression
facial canal
facial palsy
facial pain, prosopalgia
facial artery
facial hemiatrophy
facial hemispasm
facial migraine
gate control theory
antioncogene, recessive oncogene, tumor 

supressor gene
perfusion pressure
perfusion image
irrigating sucking cutter
perfusion weighted image（PWI）
perfusion study
perfusion CT
orbicularis oculi reflex
cold lesion
cold induced edema
referred sensation
referred pain
palliative medicine （care）

間脳性健忘
間脳性てんかん
間脳性るいそう
顔貌
陥没骨折
陥没脳症候群
ガンマアミノ酪酸
ガンマ固縮
ガンマナイフ
顔面痙攣（けいれん）
顔面骨［骨］折
顔面失行
顔面神経
顔面神経減圧［術］
顔面神経管
顔面［神経］麻痺
顔面痛
顔面動脈
顔面片側萎縮［症］
顔面片側攣縮
顔面片頭痛
関門制御説
癌抑制遺伝子

灌流圧
灌流イメージ
灌流吸引カッター
灌流強調画像
灌流試験
灌流CT
眼輪筋反射
寒冷損傷
寒冷誘発浮腫
関連感覚
関連痛
緩和医療

267



きありき

Chiari malformation
Chiari type 1 malformation
Chiari type 2 malformation
Chiari type 3 malformation
Chiari type 4 malformation
paradoxical respiration
hypomnesia
engram
paramnesia
dysmnesia
loss of memory
mechanical ventilation
ambiguous nucleus
tracheostomy
tracheostomy
retrotracheal space
tracheostomy
pseudarthrosis
basal joint reflex
bail out stent
handedness
eyedness
rosette, Hormer-Wright rosette
Gigli wire saw
anomaly, deformity, malformation
teratocarcinoma
teratoma
teratencephalus
xanthochromia
deja vu 〈F〉
reference electrode
referential derivation
calibration
referential montage
pseudoathetosis

き
キアリ奇形
キアリ1型奇形
キアリ2型奇形
キアリ3型奇形
キアリ4型奇形
奇異性呼吸、シーソー呼吸
記憶滅退
記憶痕跡
記憶錯誤
記憶障害
記憶消失
機械的換気
疑核
気管開口［形成］術
気管開口［術］
気管後腔
気管切開［術］
偽関節症
基関節反射
危機回避用ステント
利き手
利き目
菊花状配列
ギグリ線鋸
奇形
奇形癌
奇形腫
奇形頭蓋［症］
キサントクロミー
既視感
基準電極
基準導出
基準目盛
基準モンタージュ
偽性アテトーシス（アテトーゼ）

268



きつこう

pseudoclonus
false localizing sign
pseudobulbar palsy
pseudolumen
pseudopalisade（-ding）
optic pseudoneuritis
pseudotumor
pseudoependymal tubule
false neuroma
pseudomeningitis
meningocele supria 〈L〉, 

pseudomeningocele
parasite
parasitic infection
parasitoma
parasitic embolism
pseudodelta sign
false aneurysm, pseudoaneurysm
pseudodementia
pseudotumor cerebri
pseudocephalocele
pseudorosettes
pneumomyelography
xenon study
Xe-CT
base line
azygos anterior cerebral artery
formication
basic rhythm
functional image
functional hemispherectomy
functional independence measure （FIM）
hiccup, hiccough, singultus
diadochokinesis（-sia）
antagonist
antagonistic reflex
antagonist

偽性間代
偽性局在徴候
偽性球麻痺
偽性血管腔
偽性柵状配列
偽性視神経炎
偽性腫瘍
偽性上衣細管
偽性神経腫
偽性髄膜炎
偽性髄膜瘤

寄生虫
寄生虫感染［症］
寄生虫腫
寄生虫塞栓症
偽性デルタ徴候
偽性動脈瘤
偽性認知症
偽性脳腫瘍
偽性脳瘤
偽性ロゼット
気脊髄造影［法］
キセノン血流測定
キセノンCT
基線
奇前大脳動脈
蟻（ぎ）走感
基礎律動
機能画像
機能的（大脳）半球切除
機能的自立度評価法
吃逆
拮抗運動反復
拮抗筋
拮抗筋反射
拮抗物質（薬）
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きていか

basilar angle
basement membrane
airway maintenance
pneumocephaIus
intention tremor
incus
dysfunction
rehabilitation
restorative neurology
functional localization
air encephalography
pneumoventriculography （PVG）
pneumocephalus
disability
disability score
functioning adenoma
functional pain
functional spasm
pneumoencephalogram
pneumoencephalography （PEG）
functional MRI（fMRI）
functional mapping
functional neurosurgery
functional PET（fPET）
dysfunction
functional mapping
gibbus
plaster shell
vacuum phenomenon
pseudomembranous colitis
chymopapain
interpeduncular nucleus （IP）
interpeduncular cistern
retrograde degeneration
retrograde memory
retrograde thrombosis
retrograde amnesia

基底角
基底膜
気道管理
気頭症
企図時振戦
きぬた骨
機能異常
機能回復訓練
機能回復神経学
機能局在
気脳撮影［法］
気脳室造影［法］
気脳症
機能障害
機能障害評点
機能性腺腫
機能性疼痛
機能性攣縮
気脳［造影］図
気脳造影［法］
機能的MRI
機能［的］作図（マッピング）
機能［的］脳神経外科［学］ 
機能的PET
機能不全
機能分布図
亀背
ギプスベット
気泡現象
偽膜性大腸炎
キモパパイン
脚間核
脚間槽
逆向行性変性
逆向性記憶
逆向性血栓化
逆向性健忘［症］
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きゆうこ

retrograde vertebral angiography
antidromic conduction
paradoxical sleep, rapid eye movement 
（REM） sleep

paradoxical contraction
inverted horseshoe flap
inverted reflex
reverse Marcus Gunn phenomenon
Cast syndrome
gap junction
Galant response
interspinal ligament
focal neurological sign
spinous process
extreme spindle
aspiration
aspiration biopsy
suction device
sucking reflex
sucking response
bulbocavernous reflex
subarcuate fossa
olfaction, olfactory sensation, smell
dysosmia
hyperosmia
parosmia
anosmia
olfactory aura
olfactory center
hyposmia
subarcuate artery
subarcuate eminence
buphthalmos（-mus）
olfactory bulb
emergency care
olfactory groove
olfactory groove meningioma

逆向性椎骨動脈造影［法］
逆行性伝導
逆説睡眠

逆説的収縮
逆馬蹄型皮弁
逆転反射
逆マーカス･ガン現象
キャスト症候群
ギャップ結合
ギャラン反応
棘間靭帯
局所神経徴候
棘突起
極度紡錘波
吸引［術］
吸引生検
吸引装置
吸引反射
吸引反応
球海綿体反射
弓下窩
嗅覚
嗅覚異常
嗅覚過敏
嗅覚錯誤
嗅覚消失
嗅覚性前兆
嗅覚中枢
嗅覚鈍麻
弓下動脈
弓下隆起
牛眼
嗅球
救急治療
嗅溝
嗅溝［部］髄膜腫
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きゆうこ

retrobulbar neuritis
olfactory tract
acute myelitis
fila olfactoria 〈L〉
malabsorption syndrome
arcuate fasciculus, fasciculus arcuatus
〈L〉

spheroid ［body］
arcuate eminence
olfactory nerve
olfactory neuroblastoma
olfactory tumor
olfactory neuroepithelioma
concentric contraction of visual field
afferent nerve
deafferentation
deafferentation pain
acute necrotizing encephalitis
acute transverse myelitis
acute purulent meningitis
saccades, saccadic eye movement
acute ischemic cerebrovascular disease
acute epidural hematoma （AEDH）
acute subdural hematoma （ASDH）
acute confusion state
acute disseminated encephalomyelitis 
（ADEM）

acute hemorrhagic encephalitis
acute spinal cord compression
acute spinal cord injury
acute exacerbation
acute infantile hemiplegia
acute brain swelling
acute labyrinthitis
bulb spinal muscular atrophy
inspiration
rapid eye movement （REM）

球後視神経炎
嗅索
急性脊髄炎
嗅糸
吸収不全症候群
弓状束

球状体
弓状隆起
嗅神経
嗅神経芽腫
嗅神経腫瘍
嗅神経上皮腫
求心性視野狭窄
求心性神経
求心路遮断
求心路遮断痛
急性壊死性脳炎
急性横断性脊髄炎
急性化膿性髄膜炎
急性眼球運動
急性虚血性脳血管障害
急性硬膜外血腫
急性硬膜下血腫
急性錯乱状態
急性散在性脳脊髄炎

急性出血性脳炎
急性脊髄圧迫［症］
急性脊髄外傷
急性増悪
急性乳児片麻痺
急性脳腫脹
急性迷路炎
球脊髄性筋萎縮（症）
吸息
急速眼球運動
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きようせ

collicular artery
sucking reflex
misery perfusion
bulbar palsy, bulbar paralysis
drug holiday
Gubler syndrome
curet［te］
pons 〈L〉
isthmus
nucleus limitans 〈L〉（Li）
borderzone infarction
thoracic outlet syndrome
startle epilepsy
consensual light reflex
consensual pupillary reaction
mad cow disease
pontine hematoma
rigidity
rigidospasticity
catalepsy
panic disorder
pontine infarction
coagulation disorder
malar bone fracture
zygoma, zygomatic arch
 zygomatic approach
coagulation forceps
stare
tetanic convulsion
tetanic stimulation
tetanic contraction
pontine hemorrhage
pontine glioma
thoracic cord
forced respiration
forced posture
forced normalization

丘動脈
吸乳反射
窮乏灌流
球麻痺
休薬日
ギュブレール症候群
キュレット
橋
峡
境界核
境界領域梗塞
胸郭出口症候群
驚愕てんかん
共感性対光反射
共感性瞳孔反応
狂牛病
橋血腫
強剛
強剛痙縮
強硬症
恐慌性障害
橋梗塞
凝固障害
頬骨骨折
頬骨弓
頬骨到達法（アプローチ）
凝固ピンセット
凝視
強縮性痙攣（けいれん）
強縮性刺激
強縮性収縮
橋出血
橋［神経］膠腫（グリオーマ）
胸髄
強制呼吸
強制姿勢
強制正常化
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きようせ

pontine gaze paresis
forced crying
forced grasping ［reflex］
forced laughter （laughing）
thymoma
prepontine cistern
thymus derived cell, T cell
pontine cistern
mirror movement
mirror focus
mirror writing
central pontine myelinolysis （CPM）
ponto mesencephalic vein
rigidity
tonic clonic seizure
tonic convulsion, tonic spasm
ankylosing spondylitis
ankylosing spinal hyperostosis
tonic pupil, Adie syndrome
tonic seizure
thoracic spine, thoracic vertebra
thoracic sympathectomy
thoracic disc（k） disease
thoracic disc（k） hernia
coordinated movement, coordination, 

synergy（-gia）
incoordination ［of movement］
conjugate movement, conjugation
dyssynergia
conjugate eye movement
synergist
synergy（-gia）
asynergia
craniostenosis, stenocephaly
conjugate nystagmus
concomitant strabismus
conjugate gaze

橋性注視不全麻痺
強制泣き
強制把握［反射］
強制笑い
胸腺腫
橋前槽
胸腺由来リンパ球
橋槽
鏡像運動
鏡像焦点
鏡像書字
橋中心髄鞘融解［症］
橋中脳静脈
強直
強直間代発作
強直性痙攣（けいれん）
強直性脊椎炎
強直性脊椎骨増殖症
強直性瞳孔
強直性発作
胸椎
胸椎交感神経［節］切除［術］
胸椎椎間板疾患
胸椎椎間板ヘルニア
協調運動
協調運動障害

共同運動
共同運動障害
共同眼球運動
協働筋
協働収縮
協働収縮不能
狭頭症
共同性眼振
共動性斜視
共同注視
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きよくし

conjugate deviation
intensity modulated radiotherapy 
（IMRT）

agonist
compulsive idea
compulsive act
compulsion
compulsive laughter
thoracic spondylosis
resonance
major tranquilizer
pontine tractotomy
spine
foramen spinosum 〈L〉
focal symptom
focal atrophy
localized epilepsy
local lesion
focal sign
focal lesion
sun-burst appearance
local recurrence
local oxygen extraction fraction
focal brain injury（FBI）
focal cortical dysplasia
regional cerebral blood volume （rCBV）, 

local cerebral blood volume
local cerebral blood flow, regional 

cerebral blood flow （rCBF）
local cerebral metabolic rate of oxygen
regional cerebral metabolism
local cerebral glucose utilization 
（LCGU）

local cerebral metabolic rate for 
glucose （LCMRG）

spike and wave
spike-wave stupor

共同偏視
強度変調放射線治療

協同薬
強迫観念
強迫行為
強迫衝動
強迫笑い
胸［部脊］椎症
共鳴
強力精神安定薬
橋路切断［術］
棘
棘孔
局在症状
局在性萎縮
局在性てんかん
局在性病変
局在徴候
局在病変
旭日像
局所再発
局所酸素摂取率
局所性脳損傷
局所性皮質形成異常［症］
局所脳血液量

局所脳血流［量］

局所脳酸素消費量
局所脳代謝
局所脳ぶどう糖消費

局所脳ぶどう糖代謝率

棘徐波
棘徐波昏迷
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きよくし

spike and wave complex （SWC）
polar spongioblastoma, spongioblastoma 

polare 〈L〉
spike
abuse
ischemia
ischemic flow threshold
avascular necrosis, ischemic necrosis
ischemic stroke
ischemic hypoxia
ischemic edema
cremasteric reflex
giant cell glioblastoma
giant cell arteritis
cheiromegaly
gigantism
negativism
weighted image
cytomegalic inclusion disease （CID）
giant pyramidal cell, Betz cell
giant astrocyte
macroglossia, megaglossia
macroadenoma
megacisterna magna〈L〉
giant serpentine aneurysm
dolichomegalic artery
megadolichobasilar artery
giant aneurysm
macrogyria
giant fusiform aneurysm
macr［o］encephaly（-lia）
collapse
macrocephaly（-lia）, macrocrania, 

megalocephalus, megalocephaly（-lia）
megal［o］encephaly（-lia）
Guyon canal

棘徐波複合
極性海綿芽［細胞］腫

棘波
虐待
虚血
虚血血流閾値
虚血性壊死
虚血性卒中
虚血性低酸素［症］
虚血性浮腫
挙睾筋反射
巨細胞膠芽腫
巨細胞動脈炎
巨指（症）
巨人症
拒絶［症］
強調画像
巨大細胞封入体病
巨大錐体細胞
巨大星状膠細胞
巨大舌
巨大腺腫
巨大大槽
巨大蛇行状動脈瘤
巨大蛇行動脈
巨大蛇行脳底動脈
巨大動脈瘤
巨大脳回［症］
巨大紡錘状動脈瘤
巨大脳症
虚脱
巨頭症

巨脳症
ギヨン管
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きんしき

Guyon canal syndrome, ulnar tunnel 
syndrome

Guillain-Barre syndrome （GBS）
drill
orthostatic tremor
standing instability
dysstasia
orthostatic dysregulation （OD）
orthostatic hyptotension （OH）
standing reflex
ananastasia
astasia
Gill operation
aerocele, pneumatocele
recording electrode
fissured tongue
proximal dural ring
muscle atrophy
muscular atrophy
amyotrophic lateral sclerosis （ALS）
myonecrosis
emergency care
near-field artifact
kinking
muscle tonus, muscular tonus
dystonia
dystonic syndrome
hypertonus
hypertonia
hypotonus
hypotonia
floppy infant
near reflex
near reaction
stiffness of muscle
muscle entrapment syndrome
recent memory

ギヨン管症候群

ギラン･バレー症候群
きり
起立時振戦
起立時動揺
起立障害
起立性調節障害
起立性低血圧［症］
起立反射
起立不能
起立不能［症］
Gill［の］手術
気瘤
記録電極
亀裂舌
近位硬膜輪
筋萎縮
筋萎縮［症］
筋萎縮性側索硬化症
筋壊死
緊急治療
近距離音場アーチファクト
キンキング
筋緊張
筋緊張異常
筋緊張異常症候群
筋緊張亢進
筋緊張亢進［症］
筋緊張低下
筋緊張低下［症］
筋緊張低下乳児
近見反射
近見反応
筋硬直
筋絞扼症候群
近時記憶
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きんしす

muscular dystrophy
muscle contraction headache （MCH）
myopathy
muscle stretch reflex
near-infrared spectroscopy （NIRS）
near field potential
tension
tension pneumocephalus
tension pneumocephalus
tonic neck reflex （TNR）
tonic contraction
tension headache
catatonia
catatonic rigidity
electromyograph
electromyogram （EMG）
electromyography
muscle ache, muscle pain, myalgia
myotome
tight filum terminale
myokymia
myocutaneous flap
musculocutaneous free flap
myolysis
intramural muscle fiber 
fascia 〈L〉
myofascial pain syndrome
amyotonia
myasthenia
muscle power, muscle strength
dynamometer

area
space sense
spatial discrimination

筋ジストロフィー
筋収縮性頭痛
筋症
筋伸張反射
近赤外線スペクトロスコピー
近接電場電位
緊張
緊張性気頭症
緊張性気脳症
緊張性頚反射
緊張性収縮
緊張性頭痛
緊張病
緊張病性硬直
筋電計
筋電図
筋電図検査［法］
筋肉痛
筋節
緊縛終糸
筋波動［症］
筋皮膚弁
筋皮膚遊離弁
筋崩壊
筋紡錘内筋線維
筋膜
筋膜性疼痛症候群
筋無緊張［症］
筋無力症
筋力
筋力計

く
区
空間感覚
空間識別
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くつしん

space-taking mass
air myelography
aeroembolism, air embolism
syrinx
syringopleural shunt
syringosubarachnoid shunt （S-S shunt）
empty triangle sign
syringomyelocele
empty delta sign
syringoperitoneal shunt
intracavitary radiation
incidentaloma
vacuolation
Queckenstedt test
compartmental analysis
styloid process
Guglielmi detachable （GDC） coil
cuneus
cuneate fasciculus
sneezing
nasal reflex
tickle sensation
Kussmaul respiration
ring finger
snout reflex
oral tendency
oral reflex
flexor
flexion tendon reflex
flexion contracture
flexor withdrawal reflex
flexion reflex
stocking anesthesia
Cushing phenomenon
Cushing syndrome
Cushing response
Cushing disease

［空間］占拠性病変
空気脊髄造影［法］
空気塞栓症
空洞
空洞胸腔シャント
空洞くも膜下腔シャント
空洞三角徴候
空洞脊髄瘤
空洞デルタ徴候
空洞腹腔シャント
腔内照射
偶発［下垂体腺］腫
空胞形成
クエッケンシュテット試験
区画分析
茎状突起
ググリエルミ離脱式コイル
楔
楔状束
くしゃみ
くしゃみ反射
くすぐり感
クスマウル［大］呼吸
薬指
口とがらし反射
口運び傾向
口反射
屈筋
屈曲腱反射
屈曲拘縮
屈曲逃避反射
屈曲反射
靴下状感覚消失
クッシング現象
クッシング症候群
クッシング反応
クッシング病
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くひのす

head control
Chvostek sign
arachnoid ［membrane］, arachnoidea
（-des）

arachn［oid］itis
subarachnoid catheter
subarachnoid space
subarachnoid pressure
subarachnoid hematoma
subarachnoid bleeding, subarachnoid 

hemorrhage （SAH）
subarachnoid effusion
subarachnoid screw
subarachnoid fibrosis
subarachnoidal cistern
subarachnoid bolt
arachnoid granulation
arachnoid malformation
arachnoid space
arachnoid villi
leptomeninges
arachnoid cyst
arachnoid cap cell 
arachnodactyly（-lia）
fogging effect
Grawitz tumor
giddiness
Glasgow Coma Scale （GCS）
Glasgow Outcome Scale （GOS）

sellar floor
Gradenigo syndrome
craniotome
glabella
clamp
glia cell, glia, neuroglia
glial tumor

首のすわり
クボステック徴候
くも膜

くも膜炎
くも膜下カテーテル
くも膜下腔
くも膜下腔圧
くも膜下血腫
くも膜下出血

くも膜下浸出液
くも膜下スクリュー
くも膜下線維症
くも膜下槽
くも膜下ボルト
くも膜顆粒
くも膜奇形
くも膜腔
くも膜絨毛
くも膜軟膜
くも膜嚢（のう）胞
くも膜帽細胞
くも指〔ユビ〕［症］
くもり効果
グラヴィッツ腫瘍
くらくら感
グラスゴー昏睡尺度（コーマスケール）
グラスゴー転帰尺度（アウトカムス

ケール）
鞍底
グラデニーゴ症候群
クラニオトーム
グラベラ
クランプ
グリア［細胞］
グリア系腫瘍
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くんはつ

glioneuronal
ependymal cyst, glioependymal cyst
gliosis
glioma
repetition time （TR）
glycerol
clipping
clip
Klippel-Trenaunay-Weber syndrome

Klippel-Feil syndrome
cryptococcosis, torulosis
cryptococcal meningitis
cryptococcal granuloma
Kluver-Bucy syndrome
Crouzon syndrome
Crouzon disease
glutamate
Gruber ligament
walnut brain
Creutzfeldt-Jakob disease （CJD）
Claude syndrome
clonus
cloverleaf skull, Kleeblattschadel 〈G〉
cloverleaf skull syndrome
chromogranin
clonogenic cell
pheochromocytoma
chromoblastomycosis
Cloward procedure
cluster breathing
cluster headache
burst
burst-suppression

グリア神経細胞性
グリア嚢（のう）胞
グリオーシス
グリオーマ
繰返し時間
グリセロール
クリッピング
クリップ
クリッペル･トレノネィ･ウエーバー症

候群
クリッペル･フェール症候群
クリプトコッカス症
クリプトコッカス性髄膜炎
クリプトコッカス肉芽腫
クリューバー･ビューシー症候群
クルーゾン症候群
クルーゾン病
グルタミン酸
グルーバー靱帯
くるみ脳
クロイツフェルト･ヤコブ病
クロード症候群
クローヌス
クローバー葉頭蓋
クローバー葉頭蓋症候群
クロモグラニン
クローン化可能細胞
クロム親和性細胞腫
クロモブラストミコーシス
クロワード法
群発呼吸
群発頭痛
群発放電
群発抑制
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けい

system
transmantle pressure
transcochlear approach
transorbital intracavernous biopsy
transorbital approach
transorbital ventricular puncture
orbitozygomatic approach
crista galli
transoral-transpharyngeal approach
shin-tapping test
transoral odontoidectomy
transoral approach
warning sensation
hypomania
warning sign
transcondylar approach
diverticulum
plasmacytoma, plasmocytoma
plasma-cell granuloma
gradient echo
transclival approach
spasticity
spastic rigidity
transantral approach
minor stroke
jugular vein
jugular compression test
jugular fossa
jugular glomus tumor, glomus jugulare 

tumor
foramen jngulare〈L〉, jugular 
　foramen
intravenous hyperalimentation （IVH）
jugular foramen syndrome
jugular foramen tumor

け
系
経外套圧
経蝸牛到達法（アプローチ）
経眼窩海綿洞内生検
経眼窩到達法（アプローチ）
経眼窩脳室穿刺
経眼窩頬骨弓到達法（アプローチ）
鶏冠
経口経咽頭到達法（アプローチ）
脛叩打試験
経口的歯状突起切除術
経口到達法（アプローチ）
警告感覚
軽躁状態
警告サイン
経後頭顆到達法（アプローチ）
憩室
形質細胞腫
形質細胞性肉芽腫
傾斜磁場反転
経斜台到達法（アプローチ）
痙縮
痙縮［性硬直］
経上顎洞到達法（アプローチ）
軽症脳卒中
頚静脈
頚静脈圧迫試験
頚静脈窩
頚静脈グロムス腫瘍

頚静脈孔

経静脈高カロリー輸液［法］
頚静脈孔症候群
頚静脈孔部腫瘍
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けいちよ

glomus jugulare 〈L〉
glomus jugulare tumor, jugular glomus 

tumor
transvenous embolization （TVE）
transbrachial approach
transsylvian approach
ansa cervicalis〈L〉
cervical cord
cervicomedullary compression
cervicomedullary junction
cervicomedullary junction tumor
cervical myelopathy
cervical spinal cord injury
transpetrosal approach
dysplasia
dysplastic gangliocytoma
cervical nystagmus
spasmodic torticollis
cervical headache, cervicogenic 

headache
spastic paraplegia
agenesis, anaplasia
hypoplasia
dysgenetic hydromyelia
dysgenetic hydrocephalus
spastic hemiplegia
spastic bladder
spastic gait
spastic paralysis
antecollis
transfrontal sinus approach
amorphagnosia
transfemoral catheterization
transsphenoidal hypophysectomy
transsphenoidal surgery（TSS）
transsphenoidal approach
transsphenoidal microsurgery

頚静脈小体
頚静脈小体腫瘍

経静脈的塞栓術
経上腕到達法（アプローチ）
経シルビウス裂到達法（アプローチ）
頚神経ワナ
頚髄
頚髄延髄圧迫［症］
頚髄延髄接合部
頚髄延髄接合部腫瘍
頚髄症
頚髄損傷
経錐体骨到達法（アプローチ）
形成異常
形成異常性神経節細胞腫
頚性眼振
痙性斜頚
頚性頭痛

痙性対麻痺
形成不全
形成不全［症］
形成不全性水髄［症］
形成不全性水頭症
痙性片麻痺
痙性膀胱
痙性歩行
痙性麻痺
頚前屈
経前頭洞到達法（アプローチ）
形態失認［症］
経大腿動脈カテーテル［法］
経蝶形骨洞下垂体切除［術］
経蝶形骨洞手術
経蝶形骨洞到達法（アプローチ）
経蝶形骨洞マイクロ手術
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けいつい

cervical spine, cervical vertebra
cervical subluxation
cervical collar
cervical flexion myelopathy
cervical traction
cervical osteophyte
cervical osteochondrosis
cervical ［spinal］ fusion
cervical angina
cervical spondylotic amyotrophy
cervical spondylotic myelopathy （CSM）
anterior cervical fusion
cervical disc（k） disease
cervical discectomy
cervical disc（k） hernia
transcranial color-coded Dopler 

sonography（TCDS）
transcranial Doppler （TCD） 

ultrasonography
transcranial Doppler （TCD） sonography
transradial catheterization
carotid artery
carotid compression study
carotid-cavernous （sinus） fistula （CCF）
carotid canal
carotid artery stenosis
carotid-jugular fistula
carotid-jugular compression
carotid phonoangiography
carotid artery ligation
carotid tubercle
carotid artery thrombosis
carotid siphon
carotid bruit
carotid body
carotid body tumor
carotid angioplasty with stent （CAS）

頚椎
頚椎亜脱臼
頚椎カラー
頚椎屈曲性脊髄症
頚椎牽引
頚椎骨棘
頚稚骨軟骨症
頚椎固定［術］
頚椎症性胸痛
頚椎症性筋萎縮［症］
頚椎症性脊髄症
頚椎前方固定［術］
頚椎椎間板疾患
頚稚椎間板切除［術］
頚椎椎間板ヘルニア
経頭蓋カラードップラー法

経頭蓋超音波ドップラー法

経頭蓋ドップラー検査
経橈骨動脈カテーテル［法］
頚動脈
頚動脈圧迫試験
頚動脈海綿静脈洞瘻
頚動脈管
頚動脈狭窄［症］
頚動脈頚静脈瘻
頚動脈・頚静脈圧迫
頚動脈血管音記録［法］
頚動脈結紮［術］
頚動脈結節
頚動脈血栓症
頚動脈サイフォン部
頚動脈雑音
頚動脈小体
頚動脈小体腫瘍
頚動脈ステント
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けいひて

carotid artery stenting（CAS）
carotid angiography （CAG）
carotid ultrasonography
transarterial embolization （TAE）
intraarterial digital subtraction 

angiography
carotid sinus
carotid sinus syncope
carotid sinus reflex
intracarotid amobarbital injection test, 

amytal test, Wada test
carotid end［o］arterectomy （CEA）
carotid-basilar anastomosis
carotid bifurcation
carotid artery occlusion
carotid prominence
foramen stylomastoideum〈L〉, 

stylomastoid foramen
transneuronal atrophy
transcallosal approach
cervical reflex
percutaneous transluminal angioplasty 
（PTA）

transcortical approach
percutaneously inserted spinal cord 

electrical stimulation （PISCES）
direct percutaneous transluminal 

angioplasty
transcranial magnetic stimulation （TMS）
percutaneous stimulation
percutaneous surgery
percutaneous cordotomy
percutaneous anterolateral 

cordotomy
percutaneous discectomy
transcutaneous electrical nerve 

stimulation （TENS）

頚動脈ステント留置術
頚動脈造影［法］
頚動脈超音波（診断）法
経動脈的塞栓術
経動脈的デジタル減算血管造影［法］

頚動脈洞
頚動脈洞性失神
頚動脈洞反射
頚動脈内アモバルビタール注入試験

頚動脈内膜剥離術
頚動脈脳底動脈吻合
頚動脈分岐部
頚動脈閉塞［症］
頚動脈隆起
茎乳突孔

経ニューロン萎縮
経脳梁到達法（アプローチ）
頚反射
経皮経管血管形成術

経皮質到達法　（アプローチ）
経皮的埋込み脊髄電気刺激［法］

経皮的血管形成術

経皮［的］磁気的刺激［術］
経皮［的］刺激［術］
経皮的手術
経皮的脊髄索切断［術］（コルドトミー）
経皮的脊髄前側索切断［術］（コルド

トミー）
経皮的椎間板切除［術］
経皮［的］電気的神経刺激［術］
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けいひて

endonasal approach
transnasal approach
percutaneous endoscopic gastrostomy 
（PEG）

neck injury
neck rigidity
neck clipping
retrocollis
cervical radiculopathy
cervical rhizotomy
cervical spinal canal stenosis
cervical spondylosis （CS）
cervical injury
cervical internal carotid artery
steppage ［gait］
cervical enlargement
drowsiness, drowsy, somnolence（-cy）
drowsy state
translabyrinthine approach
tethered ［spinal］ cord
tethered ［spinal］ cord
tethered cord syndrome
tethered cord syndrome
convulsion, cramp
convulsive state
convulsive disorder
convulsive syncope
convulsive tic
convulsive seizure
convulsive painful tic
convulsant
pathway
cervical rib
cervical rib syndrome
cervicobrachial syndrome
surgery
surgery

経鼻的到達法（アプローチ）
経鼻到達法（アプローチ）
経皮内視鏡的胃瘻増設術

頚部外傷
頚部固縮｛パーキンソン病の｝
頚部クリッピング
頚部後屈
頚部神経根症
頚部神経根切断［術］
頚部脊柱管狭窄症
頚［部脊］椎症
頚部損傷
頚部内頚動脈
鶏歩
頚膨大
傾眠
傾眠状態
経迷路到達法（アプローチ）
係留脊髄
繋（けい）留脊髄
係留脊髄症候群
繋（けい）留脊髄症候群
痙攣（けいれん）
痙攣（けいれん）状態
痙攣（けいれん）性疾患
痙攣（けいれん）性失神
痙攣（けいれん）性チック
痙攣（けいれん）性発作
痙攣（けいれん）疼痛性チック
痙攣（けいれん）誘発物質
経路
頚肋
頚肋症候群
頚腕症候群
外科［学］
外科手術
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けつかん

surgical approach
surgical complication
surgical repair
surgical treatment
surgical approach
ketamine
buffer nerve
blood gas analysis
hemodilution
blood-nerve barrier （BNB）
blood-cerebrospinal fluid barrier
blood-arterial wall barrier
blood-brain barrier （BBB）
hypovolemia
sib
tuberculoma
tuberculous meningitis
tuberculous abscess
vascular marking
vascular compression
vascular anomaly
vascular graft
vasomotor nerve
angioneuropathy, vasoneuropathy
Quincke edema
vasomotor regulation
angioneuralgia
vasomotor paresis, vasoparesis
angioparalysis, vasomotor paralysis, 

vasoparalysis
vasomotor center
vasomotor reflex
vasomotor response
vasomotor spasm
vascular necrosis
angi［i］tis, vasculitis
hemangiopericytoma

外科的アプローチ
外科的合併症
外科的修復
外科的治療
外科的到達法
ケタミン
血圧調節神経
血液ガス分析
血液希釈
血液神経関門
血液髄液関門
血液動脈壁関門
血液脳関門
血液量減少［症］
血縁者
結核腫
結核性髄膜炎
結核性膿瘍
血管圧痕
血管圧迫［症］
血管異常
血管移植
血管運動神経
血管［運動］神経障害
血管［運動］神経性浮腫
血管運動神経調節
血管［運動］神経痛
血管運動［神経］不全麻痺
血管運動［神経］麻痺

血管運動中枢
血管運動反射
血管運動反応
血管運動攣縮
血管壊死
血管炎
血管外皮腫
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けつかん

extravasation
vasodila［ta］tion
angioectasia（-sis）
vasodilator
vasodilator
angioblastoma, hemangioblastoma
angioblastic meningioma
vascular malformation
proximal ligation
angiomyolipoma
vasodepressor syncope
vascular system
angiogenesis
angioplasty
hypovascularity
vasogenic edema
vascular reconstruction
revascularization
vasoactivity
vasoactive intestinal polypeptide （VIP）
vasoactive substance
vascular disease
angioma, hemangioma
perivascular cuffing
vasoconstriction
vasoconstrictor
vasopressor reflex
vasoconstrictor
hemangiopericytoma
angiomatosis
angiomatous malformation
angiomatous meningioma
angiopathy, vascular disorder
vascular needle
vascularization
angiogenic activity
angiogenic activity

血管外漏出
血管拡張
血管拡張［症］
血管拡張神経
血管拡張薬
血管芽［細胞］腫
血管芽細胞性髄膜腫
血管奇形

［血管］近位部結紮［術］
血管筋脂肪腫
血管緊張低下性失神
血管系
血管形成
血管形成［術］
血管減少
血管原性浮腫
血管再建［術］
血管再生
血管作動性
血管作動性腸管ポリペプチド
血管作動物質
血管疾患
血管腫
血管周囲性細胞浸潤
血管収縮
血管収縮神経
血管収縮反射
血管収縮薬
血管周皮腫
血管腫症
血管腫性奇形
血管腫性髄膜腫
血管障害
血管針
血管新生
血管新生活性 
血管新生作用
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けつこう

bruit 〈F〉
vascular tumor
vascular headache
vascular myelopathy
vascular dementia
vascular nevus
angiofibroma
angiography
angiography
hypervascularity
vascular injury
angiodynia, angialgia
vascular permeability
endovascular coil embolization
intravascular aggregation
endovasucular surgery, intravascular 

surgery
intravascular ultrasound
intravascular occlusion
endothelial proliferation
angiosarcoma
vasoreflex
vascular lesion
junctional dilatation
vascular anastomosis
vascularity
vascular smooth muscle cell
vascular occlusion
vasa vasorum
angiophacomatosis
vasovagal reflex
angiospasm, vasospasm
menstrual migraine
hemodynamic ischemia
hemodynamic compromise
hemodynamic compromise
hemodynamic ischemia

血管［性］雑音
血管性腫瘍
血管性頭痛
血管性脊髄症（ミエロパチー）
血管性認知症
血管性母斑
血管線維腫
血管撮影［法］
血管造影［法］
血管増多
血管損傷
血管痛
血管透過性
血管内コイル塞栓術
血管内凝集
血管内手術

血管内超音波
血管内閉塞［症］
血管内膜増殖
血管肉腫
血管反射
血管病変

［血管］分岐部拡張
血管吻合［術］
血管分布［像］
血管平滑筋細胞
血管閉塞［症］
血管壁栄養血管
血管母斑症
血管迷走神経反射
血管攣縮
月経時片頭痛
血行動態不全虚血
血行力学的調節能不全
血行動態不全
血行力学的脳虚血
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けつこう

hemodynamic stress
brachium conjunctivum〈L〉
hematoma
circalunar rhythm
hematoma cavity
crystal deposition
wedge vertebra
platelet aggregation
thrombocytopenia
platelet-derived growth factor （PDGF）
thrombolysis
absence 〈F〉
serum complement
tuberous sclerosis （TSC）
arteritis nodosa 〈L〉
clot retriever
thrombosed aneurysm
thrombus
thrombosis
thromboang［i］itis
thromboarteritis
thrombectomy
thromboembolism
thromboendarterectomy
thrombolysis
thrombolytic therapy
end-of-dose dyskinesia
chemosis
conjunctival reflex
hemophilia
chemosis
flow related aneurysm

hemodynamics
no-reflow phenomenon
chemodectoma
Gerstmann syndrome

血行力学的負荷（ストレス）
結合腕
血腫
月周期
血腫腔
結晶沈着［症］
楔状椎
血小板凝集
血小板減少［症］
血小板由来増殖因子
血小板溶解
欠神
血清補体
結節性硬化症
結節性動脈炎
血栓回収［術］
血栓化動脈瘤
血栓［子］
血栓症
血栓性血管炎
血栓性動脈炎
血栓切除［術］
血栓塞栓症
血栓内膜切除術
血栓溶解
血栓溶解療法
血中濃度最低時ジスキネジア
結膜水腫
結膜反射
血友病
結膜浮腫
血流依存性動脈瘤｛動静脈奇形栄養

血管の｝
血流動態
血流非再開［通］現象
ケモデクトーマ
ゲルストマン症候群
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けんしよ

Kernig sign
Gerhardt syndrome
decompression ［surgery］
traction headache
cause-specific survival
phantom limb
hallucination
hallucinosis
ophthalmoscope
ophthalmoscopy
olfactory hallucination
localized external hydrocephalus
protoplasmic astrocytoma
protoplasmic astrocyte
speech discrimination test
speech disorder, speech disturbance
language center, speech center
delayed language, delayed speech
speech area
speech therapy （ST）
speech therapist （ST）
test
spina bifida manifesta 〈L〉
visual hallucination
stump hallucination
protopathic sensation
chromophobe［-bic］ adenoma
primitive trigeminal artery
primitive otic artery
primitive hypoglossal artery
phantom limb pain
primitive reflex
attenuation coefficient
falciform ligament
falciform process of sacrotuberous 

ligament
archicerebellum

ケルニッヒ徴候
ゲルハルト症候群
減圧［術］
牽引性頭痛
原因特定生存率
幻［影］肢
幻覚
幻覚症
検眼鏡
検眼鏡検査［法］
幻嗅
限局性外水頭症
原形質性星細胞腫

［原］形質性星状膠細胞
言語識別検査
言語障害
言語中枢
言語発達遅滞
言語野
言語療法
言語療法士
検査
顕在性二分脊椎
幻視
幻肢
原始感覚
嫌色素性腺腫
原始三叉［神経］動脈
原始耳［神経］動脈
原始舌下［神経］動脈
幻肢痛
原始反射
減弱係数
鎌状靱帯｛仙結節靱帯の｝
鎌状突起｛仙結節靱帯の｝

原小脳
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けんせん

fibrillation
fibrillary astrocytoma, fibrous 

astrocytoma
unaffected side
specimen
orientation
disorientation
primary malignant lymphoma
primary subarachnoid hemorrhage
primary glioblastoma
primary tumor
primary generalized epilepsy
primary central nervous system 

lymphoma （PCNSL）
primary leptomeningeal sarcomatosis
tendon reflex
microscope
microsurgery
microsurgical sucker
archicortex
amnesia-confabulatory syndrome
amnesia
amnes［t］ic syndrome
amnes［t］ic aphasia
neurotendinous spindle
gustatory hallucination

5-aminolevulinic acid fluorescence
aphemia
Gore-Tex
coiling
coil
coil compaction
coil embolization, coiling
speech discrimination score（SDS）

原線維形成
原線維性星細胞腫

健側
検体
見当識
見当識障害
原発性悪性リンパ腫
原発性くも膜下出血
原発性膠芽腫
原発性腫瘍
原発性全般てんかん
原発性中枢神経系悪性リンパ腫

原発性軟膜肉腫症
腱反射
顕微鏡
顕微鏡［下］手術
顕微鏡［下］手術用吸引器
原皮質
健忘作話症候群
健忘［症］
健忘症候群
健忘性失語
腱紡錘
幻味

こ
5-アミノレブリン酸による蛍光
語啞性失語
ゴアテックス
コイリング
コイル
コイル圧縮
コイル塞栓術
語韻聴力弁別能
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こうかん

retractor, uncus 〈L〉
hamulus〈L〉
high grade glioma
hyperbaric oxygen （HBO）
hyperbaric oxygen （HBO） therapy
sequela
antiviral therapy
antidepressant
retrosigmoid approach
basophil［ic］ adenoma
articulation
bradyarthria
dysarthria
dysarthria-clumsy hand syndrome
anarthria
uncinate gyrus
uvula
uvular reflex
posterolateral longitudinal arterial trunk
nucleus ventralis posterolateralis 〈L〉
（VPL）

dorsolateral tract
cleft palate
photochemical injury
photochemotherapy
light sensation, light sense
light perception
response duration
glioblastoma
posterior inferior cerebellar artery 
（PICA）

sclerotic microgyria
thirst
adipsia（-psy）
hyperkalemic periodic paralysis
hypercalcemia 
sympathetic nerve

鉤
鈎
高悪性度［神経］膠腫（グリオーマ）
高圧酸素
高圧酸素療法
後遺症
抗ウイルス療法
抗うつ薬
後S状静脈洞到達法　（アプローチ）
好塩基性［細胞］腺腫
構音
構音緩慢
構音障害
構音障害･手不器用症候群
構音不能
鉤回
口蓋垂
口蓋垂反射
後外側縦動脈幹
後外側腹側核

後外側路
口蓋裂
光化学損傷
光化学療法
光覚
光覚弁
効果持続期間
膠芽腫
後下小脳動脈

硬化性小回脳
口渇
口渇感欠如
高カリウム血性周期性四肢麻痺
高カルシウム血症
交感神経

293



こうかん

sympathetic nervous system
sympathectomy
sympathetic response
sympathetic meningitis
photovaporization
hyperechoic
high density area
anticoagulant ［drug］
anticoagulation therapy
masseter reflex
posterior tibial nerve
anticonvulsant ［drug］
anticonvulsant therapy
hypertensive hypervolemic hemodilusion 

therapy
hypertensive arteriosclerosis
hypertensive cerebral hemorrhage, 

hypertensive intracerebral hematoma, 
hypertensive intracerebral hemorrhage

hypertensive encephalopathy
hypertensive intracerebral hematoma
hypertensive intracerebral hemorrhage
antiangiogenic therapy
antiplatelet agent
antiplatelet therapy
hyperglycemia
hyperglycemic hyperosmolar nonketotic 

coma, hyperosmolar hyperglycemic 
nonketotic coma

collagen
photogenic epilepsy
antithyroid drug
posterior commissure
posterior communicating artery （Pcom or 

PCoA）
posterior meningeal artery
hypercortisolism

交感神経系
交感神経切除［術］
交感［神経］反応
交感性髄膜炎
光気化
高輝度エコー
高吸収域
抗凝固薬
抗凝固療法
咬筋反射
後脛骨神経
抗痙攣（けいれん）薬
抗痙攣（けいれん）薬療法
高血圧血液量増加性希釈療法

高血圧性動脈硬化［症］
高血圧性脳出血

高血圧性脳症
高血圧性脳内血腫
高血圧性脳［内］出血
抗血管新生療法
抗血小板薬
抗血小板療法
高血糖
高血糖高浸透圧非ケトン性昏睡

膠原
光原性てんかん
抗甲状腺薬　
後交通
後交通動脈

後硬膜動脈
高コーチゾール血症
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こうしゆ

anticholinergic agent
hypercholesterolemia
dorsal root, posterior root
dorsal root entry zone （DREZ）
DREZ-lesion
dorsal root entry zone lesion
DREZ-tomy
DREZ-lesion
Lisch nodule
coloboma iris
dorsal column stimulation
crossed cerebellar diaschisis
crossed aphasia
crossed extension reflex
crossed embolism
alternating hemiplegia, crossed 

hemiplegia, hemiplegia alternans, 
hemiplegia alternance

cruciate paralysis
oncocytoma
eosinophilic granular bodies
acidophi［ic］ adenoma, 
　eosinophil［ic］adenoma
eosinophilic granuloma
dorsal ramus
photopsia
syndactyly（-lia）
hyperlipidemia
chromophil［ic］ adenoma
posterior ethmoidal artery
posterior thalamoperforating arteries
grid electrode
higher cerebral function
higher brain function
cognitive impairment
posterior longitudinal ligament

抗コリン作動物質（薬）
高コレステロール血症
後根
後根進入部
後根進入部凝固［術］
後根進入部損傷
後根進入部切裁（破壊）［術］
後根進入部破壊［術］
虹彩過誤腫
虹彩欠損
後索刺激［術］
交叉性遠隔性小脳機能障害
交叉性失語［症］
交叉性伸展反射
交叉性塞栓症
交叉性片麻痺

交叉性麻痺
好酸性［顆粒細胞］腺腫
好酸性顆粒小体
好酸性［細胞］腺腫

好酸性肉芽腫
後枝
光視［症］
合指［症］
高脂血症
好色素性腺腫
後篩骨動脈
後視床穿通動脈
格子状電極
高次大脳機能
高次脳機能
高次脳機能障害
後縦靱帯
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こうしゆ

ossification of posterior longitudinal 
ligament （OPLL）

hypertrophy of posterior longitudinal 
ligament （HPLL）

radiofrequency lesion
contracture
uncal syndrome
antineoplastic therapy
subiculum
hyperthyroidism
hypothyroidism
thyroid-stimulating hormone（TSH）
TSH-producing adenoma
thyrotropin-releasing hormone （TRH）
posterior clinoid process
antineuralgic drug
high intensity area
nuchal ligament
hyperosmolarity
hyperosmolar hyperglycemic nonketotic 

coma
hyperosmolar agent
lip reflex
cleft lip
high pressure hydrocephalus
pachymeningitis
epiglottis
posterior cranial fossa, posterior fossa
epidural hematoma of posterior fossa
posterior fossa surgery
posterior fossa tumor
posterior fossa syndrome
calibration
synthetic type
constructional apraxia
antipsychotic drug
antibiotic prophylaxis

後縦靱帯骨化症

後縦靱帯肥厚症

高周波破壊巣
拘縮
鉤症候群
抗腫瘍療法
鉤状回
甲状腺機能亢進症
甲状腺機能低下症
甲状腺刺激ホルモン
甲状腺刺激ホルモン（TSH）産生腺腫
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
後床突起
抗神経痛薬
高信号域
項靱帯
高浸透圧
高浸透圧高血糖非ケトン性昏睡

高浸透圧剤
口唇反射
口唇裂
高［髄液］圧水頭症
硬［髄］膜炎
喉頭蓋
後頭蓋窩
後頭蓋窩硬膜外血腫
後頭蓋窩手術
後頭蓋窩腫瘍
後頭蓋窩症候群
較正
合成型
構成失行
抗精神病薬
抗生物質予防的投与
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こうしよ

antibiotic therapy
posterior spinal vein
posterior spinal artery
posterior spinal artery thrombosis, 

posterior spinal thrombosis
posterior median sulcus
orolingual dyskinesia, buccolingual 

dyskinesia
antiserotonergic drug 
antifibrinolysis
antifibrinolytic agent
antifibrinolytic therapy
posterior frontal artery
infarct, infarction
fast spin echo
posterior temporal artery
posterolateral approach
posterolateral lumbar fusion
fast Fourier transformation
hyperthermia
alternating nystagmus
retraction nystagmus
alternating hemiplegia
posterior cerebral artery （PCA）
posterior cerebral artery, 
　ambient（P3）segment artery （P3）
posterior cerebral artery, interpeduncular 

segment （P1）
posterior cerebral artery stenosis
posterior cerebral artery, quadrigeminal 

segment （P4）
posterior cerebral artery, 
　crucial（P2）segment （P2）
hypercapnia
hypercarbia
artery of postcentral sulcus
hypertonic saline

抗生物質療法
後脊髄静脈
後脊髄動脈
後脊髄動脈血栓症

後正中溝
口舌ジスキネジア

抗セロトニン薬
抗線維素溶解
抗線維素溶解物質（薬）
抗線［維素］溶［解］療法
後前頭動脈
梗塞
高速スピンエコー
後側頭動脈
後側方到達法（アプローチ）
後側方腰椎固定［術］
高速フーリエ変換
高体温［症］
交代性眼振
後退性眼振
交代性片麻痺
後大脳動脈
後大脳動脈迂回節（P3）

後大脳動脈脚間節（P1）

後大脳動脈狭窄［症］
後大脳動脈四丘体節（P4）

後大脳動脈大脳脚節（P2）

高炭酸ガス血［症］
高炭酸［ガス］血［症］
後中心溝動脈
高［張］食［塩水］
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こうちよ

rigidity, rigor 〈L〉, stiffness
stiff pupil
communicating hydrocephalus
uncinate epilepsy
antiepileptic ［drug］ （AED）
acquired immunodeficiency syndrome 
（AIDS）

suboccipital craniotomy
suboccipital triangle
condylar hypoplasia
suboccipital decompression
suboccipital craniectomy
suboccipital puncture
occipitocervical fixation device
occipital bone
occipitalization
occipitalization
occipital sinus
laryngeal nerve
occipital neuralgia
congurous hemianop［s］ia
occipital vertebra
posterior parietal artery
opisthion
occipital artery
laryngeal reflex
occipital transtentorial approach
laryngoparalysis, laryngoplegia
occipital lobe
behavior therapy
occipital bulge
laryngospasm
xerostomia
posteromedial hypothalamotomy
posteromedial hypothalamotomy
nucleus ventrooralis posteromedialis〈L〉
（VPM）

硬直
硬直性瞳孔
交通性水頭症
鉤てんかん
抗てんかん薬
後天性免疫不全症候群

後頭下開頭［術］
後頭下三角
後頭顆形成不全［症］
後頭下減圧［術］
後頭下［骨切除］開頭［術］
後頭下穿刺
後頭頚椎固定装置
後頭骨
後頭骨化
後頭骨化環椎癒合
後頭静脈洞
喉頭神経
後頭神経痛
合同性半盲
後頭脊稚
後頭頂動脈
後頭点
後頭動脈
喉頭反射
後頭部経テント到達法（アプローチ）
喉頭麻痺
後頭葉
行動療法
後頭隆起
喉頭攣縮
口内乾燥［症］
後内側視床下部切裁術
後内側視床下部破壊術
後内側腹側核
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こうほう

hypernatremia
pachyleptomeningitis
gliosarcoma
climacteric syndrome
porencephaly（-lia）, porencephalic cyst
spelencephaly
posterior pericallosal artery
antiparkinsonian drug
afterdischarge
diffuse sclerosis
diffuse endothelioma of bone, Ewing 

sarcoma
diffuse thalamocortical projection system
diffuse projection system
diffuse cerebral swelling（DCS）
diffuse brain injury（DBI）
adversive attack, adversive seizure
antrochoanal polyp
nucha
nuchal rigidity, nuchal stiffness, stiff 

neck, stiffness of neck
oral dyskinesia
oral automatism
hyperprolactinemia
excitability
excitatory postsynaptic potential
（EPSP）

excitotoxin
nucleus ventralis oralis posterior 〈L〉
（Vop）

excitatory amino acid （EAA）
uncal herniation
posterior decompression
posterior lumbar interbody fusion 
（PLIF）

retrospective study
retrolisthesis

高ナトリウム血症
硬軟膜炎
膠肉腫
更年期症候群
孔脳症
孔脳［症］
後脳梁周動脈
抗パーキンソン病薬
後発射
広範性硬化症
広範性骨内皮腫

広範性視床皮質投射系
広範性投射系
広範性脳腫脹
広範性脳損傷
向反発作
後鼻孔鼻茸
項［部］
項部硬直

口部ジスキネジア
口部自動症
高プロラクチン血［症］
興奮性
興奮性シナプス後電位

興奮性毒物
後吻側腹側核

興奮性アミノ酸
鉤ヘルニア
後方減圧［術］
後方経路腰椎椎体間固定［術］

後方視的研究
後方すべり［症］
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こうほう

syncytiotrophoblastic giant cell
（STGC）

germinoma with syncytiotrophoblastic 
giant cell

syncytial meningioma
posterior approach
retropulsion
uncinate attack, uncinate fit
dura ［mater］ 〈L〉, pachymeninx
dural graft
dural elevator
epidural pressure
extradural compression
extradural pressure monitoring
epidural cavity, epidural space
blood patch
epidural hematoma （EDH）, extradural 

hematoma
epidural stimulation
epidural bleeding, epidural hemorrhage, 

extradural hemorrhage
epidural tumor, extradural tumor
extradural spinal cord tumor
epidural fibrosis
epidurography
extradural empyema
epidural infusion
epidural electrode
epidural abscess, extradural abscess
epidural lesion
subdural fluid collection
subdural space
subdural pressure
subdural peritoneal shunt
dural ectasia
subdural hematoma （SDH）
subdural bleeding, subdural hemorrhage

合胞体栄養細胞性巨細胞

合胞体栄養細胞性巨細胞を伴う
ジャーミノーマ

合胞体性髄膜腫
後方到達法（アプローチ）
後方突進［現象］
鉤発作
硬膜
硬膜移植［片］
硬膜エレベータ［ー］（梃子）
硬膜外圧
硬膜外圧迫
硬膜外圧モニタリング（監視）
硬膜外腔
硬膜外血液パッチ法
硬膜外血腫

硬膜外刺激［術］
硬膜外出血

硬膜外腫瘍
硬膜外脊髄腫瘍
硬膜外線維増多症
硬膜外造影［法］
硬膜外蓄膿
硬膜外注入
硬膜外電極
硬膜外膿瘍
硬膜外病変
硬膜下液体貯留
硬膜下腔
硬膜下腔圧
硬膜下［腔］腹腔シャント
硬膜拡張［症］
硬膜下血腫
硬膜下出血
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こうりに

subdural effusion, subdural hydroma, 
subdural hygroma

meningohypophyseal artery
subdural tap
subdural empyema
subdural electrode
subdural drainage
subdural abscess
dural plasty
dural vascular anomaly
dural defect repair
dural sinus
dural venous sinus thrombosis
dural tail sign
intradural extramedullary
dural metastasis
dural arteriovenous malformation
dural arteriovenous fistula（dAVF）, dural 

arteriovenous shunt
meningeal artery
intradural hematoma
intradural tumor
pachymeningitis interna 〈L〉
intradural abscess
dural-mastoid fistula
dural adhesion
dural ring
dural fistula
posterior choroidal artery （Pchor）
retrolabyrinthine transsigmoid approach
retrocochlear deafness
anaI reflex
entrapment neuropathy
substantia gelatinosa
antidiuretic hormone （ADH）, 

vasopressin

硬膜下水腫

硬膜下垂体動脈
硬膜下穿刺
硬膜下蓄膿［症］
硬膜下電極
硬膜下ドレナージ（排液［法］）
硬膜下膿瘍
硬膜形成術
硬膜血管奇形
硬膜欠損修復
硬膜静脈洞
硬膜静脈洞血栓症
硬膜裾野徴候
硬膜内髄外の
硬膜転移
硬膜動静脈奇形
硬膜動静脈シャント（瘻）

硬膜動脈
硬膜内血腫
硬膜内腫瘍
硬膜内層炎
硬膜内膿瘍
硬膜乳［様］突［起］瘻
硬膜癒着
硬膜輪
硬膜瘻
後脈絡叢動脈
後迷路経S状洞到達法（アプローチ）
後迷路性難聴
肛門反射
絞扼性ニューロパチー
膠様質
抗利尿ホルモン
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こうりに

syndrome of inappropriate secretion of 
antidiuretic hormone （SIADH）

antiphospholipid antibody syndrome 
（APS）

orbicularis oris reflex
commissure
commissural fiber
commissurotomy
commissurotomy
coating
Cornell medical index （CMI）
archipallium
minor seizure
logoclonia
demarch a petits pas 〈F〉, marche a 

petits pas 〈F〉
positive end-expiratory pressure 
（PEEP）

respiration
respirator
respiratory distress syndrome
dyspnea
respiratory center
hypopnea
coccidioidomycosis
substantia nigra〈L〉（SN）
nigrostriatal system
melanoblastoma
melanoma
melanomatosis
melanomatous meningioma
melanosis
acanthosis nigricans
amaurosis
Cockayne syndrome
solid tumor
ischemic penumbra

抗利尿ホルモン分泌異常症候群

抗リン脂質抗体症候群

口輪筋反射
交連
交連線維
交連破壊術
交連離断術
コーティング
コーネル健康調査指数
古外套
小型発作
語間代症
小刻み歩行

呼気終末陽圧

呼吸
呼吸器
呼吸窮迫症候群
呼吸困難
呼吸中枢
呼吸低下
コクシジオイデス［真菌症］
黒質
黒質線条体系
黒色芽腫
黒色腫
黒色腫症
黒色腫性髄膜腫
黒色症
黒色表皮症
黒内障
コケイン症候群
固形腫瘍
虚血性ペナンブラ
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こつしゆ

ischemic tolerance
ischemic tolerance
verbal amnesia, word amnesia
chorda tympani
past pointing
fixation nystagmus
tympanic cavity
tympanic diaphragm
tympanoplasty
tegmen tympani〈L〉
lumbar enlargement
rigidity
Costen syndrome
word recall
nucleus solitarius〈L〉, Solitary nuclei
palliative surgery
sparganosis
bone
bone graft
osteonecrosis
gradual distraction
skeletal immobilization
ossified posterior longitudinal ligament 
（OPLL）

osteoblastoma
ossification
bone rongeur
osteophyte, spur
osteophytosis
osteophytectomy
giant cell tumor ［of bone］
osteogenesis
distraction osteogenesis
osteoplastic craniotomy
osteogenesis imperfecta
osteogenic sarcoma
osteoma

虚血耐性
虚血耐性現象
語健忘［症］
鼓索（神経）
誤示
固視眼振
鼓室
鼓室隔膜
鼓室形成［術］
鼓室蓋
腰膨大
固縮
コステン症候群
語想起
孤束核
姑息［的］手術
孤虫症
骨
骨移植
骨壊死
骨延長法
骨格固定
骨化後縦靱帯

骨芽［細胞］腫
骨化［症］
骨鉗子
骨棘
骨棘症
骨棘切除［術］

［骨］巨細胞腫
骨形成
骨形成性延長術
骨形成［的］開頭［術］
骨形成不全［症］
骨原性肉腫
骨腫
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こつしゆ

osteomatous meningioma
bone tumor
osteomyelitis
myeloblastoma
bone marrow derived cell, B cell
leontiasis ossea 〈L〉
fracture
craniectomy
osteoporosis
osteotomy
epiphysis
bone conduction
osteochondrosis
osteochondroma
osteosarcoma
bone cyst
semicircular canals of bony labyrinth
osteogenesis
bone fragment, spicule
periosteum
subperiosteal space
subperiosteal hematoma
rasparatory
bony labyrinth
synostosis
bone wax
archicerebellum
fixation, immobilization
instrumentation surgery
asterixis
fusion
fixed pupil
gonadotropin, gonadotropic hormone
sporadic case
archicortex
dwarfism
Cobb syndrome

骨腫性髄膜腫
骨腫瘍
骨髄炎
骨髄芽細胞腫
骨髄由来リンパ球
骨性獅子（しし）顔貌
骨折
骨切除開頭［術］
骨粗しょう（鬆）症
骨切除
骨端
骨伝導
骨軟骨症、骨端症
骨軟骨腫
骨肉腫
骨嚢（のう）胞
骨半規管
骨発生
骨片
骨膜
骨膜下腔
骨膜下血腫
骨膜剥離子
骨［性］迷路
骨癒合［症］
骨ろう
古小脳 
固定
固定器具使用手術
固定姿勢保持困難
固定［術］
固定瞳孔
ゴナドト口ピン
孤発例
古皮質
小人症
コブ症候群
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こんたは

copular point
tympanic membrane
tympanosclerosis
gumma
dysnomia
word blindness
collagen
isolated （dural） sinus
solitary fibrous tumor
isolated central canal dilatation
cholinergic agent
cholinergic
Gorlin syndrome
Collins' law
Korsakoff syndrome
chordotomy
Gordon sign
colpocephaly
Collet-Sicard syndrome
cholesteatoma
cholesterol granuloma
cholesterol granuloma
colloid cyst
logorrhea
word deafness
colony stimulating factor
mixed germ cell tumor
concorde position
mixed aphasia
mixed tumor
mixed glioma
radiculoneuritis
root entry zone
coma
coma scale
precoma
Gonda reflex

コプラー点
鼓膜
鼓膜硬化
ゴム腫
呼名障害
語盲
コラーゲン
孤立化静脈洞
孤立［在］性線維性腫瘍
孤立性中心管拡張症
コリン作動［性］物質（薬）
コリン作用（作動）［性］［の］
ゴーリン症候群
コリンズの法則
コルサコフ症候群
コルドトミー
ゴルドン徴候
コルポセファリー
コレ･シカール症候
コレステリン腫
コレステリン肉芽腫
コレステロール肉芽腫
コロイド嚢（のう）胞
語漏
語聾（ろう）
コロニー刺激因子
混合型胚細胞腫瘍
コンコルド体位
混合失語［症］
混合腫瘍
混合［神経］膠腫（グリオーマ）
根神経炎
根進入部
昏睡
昏睡尺度
昏睡前状態
ゴンダ反射
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こんちし

radical surgery
root sign
root exit zone
computer reconstruction
computed Z-axis
computed tomography （CT）
compliance
sopor
confetti skin lesions
stupor

thermography
accident neurosis
extreme lateral transjugular approach
extreme lateral transcondylar approach
extreme lateral retrocondylar approach
extreme lateral transracial approach
reperfusion injury
teratogenic effect
restenosis
bacterial infection
bacterial meningitis
bacterial aneurysm
slit ventricle
slit-like ventricle
reconstructive surgery
reconstructive surgery
rebleeding
minimally conscious state （MCS）
re-build up
minimum inhibitory concentration
（MIC）

regeneration
regenerative sprouting
branchial cyst

根治手術
根徴候
根出口部
コンピュータ画像再構成
コンピュータZ軸
コンピュータ断層撮影法
コンプライアンス
昏眠

「金平糖」様散在性小白斑
昏迷

さ
サーモグラフィー
災害神経症
最外側頚静脈孔経由アプローチ
最外側後頭顆経由アプローチ
最外側後頭顆後方アプローチ
最外側椎間関節突起経由アプローチ
再灌流障害
催奇形作用
再狭窄
細菌感染［症］
細菌性髄膜炎
細菌性動脈瘤
細隙脳室
細隙様脳室
再建外科
再建手術
再出血
最小限意識状態
再徐波化
最少発育阻止濃度

再生
再生性出芽
鰓性嚢胞 
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さいほう

inverted pop-bottle syndrome
maximum intensity projection（MIP）
maximum tolerated dose
tailored lobectomy
peak-dose dyskinesia
nadir
arteriolosclerosis
cytokine
cytokeratin
gag reflex
cytomegalovirus
reendothelialization
recrudescence, relapse
branchial cyst
recidivation, recurrence
relapsing juvenile chronic subdural 

hematoma
cell transplantation
cell migration
extracellular matrix
cytoplasm
apoptosis
cellular ependymoma
cell growth factor
cell kinetics
cell adhesion molecule
cellular immunity
cytoreduction
cell proliferation
cell implantation
cell implantation
cytotoxicity
cytotoxic edema
cell culture
cytogenesis
cell differentiation, cytodifferentiation

サイダー瓶倒立症候群
最大値投影法
最大耐容用量、最大耐用線量
裁断的脳葉切除［術］
最大用量時ジスキネジア
最低値
細動脈硬化［症］
サイトカイン
サイトケラチン
催吐反射
サイトメガロウイルス
再内皮化
再燃
鰓嚢胞
再発
再発性若年性慢性硬膜下血腫

細胞移植［術］
細胞移動
細胞外マトリックス（基質）
細胞質
細胞自滅
細胞性上衣腫
細胞成長因子
細胞成長解析
細胞接着分子
細胞性免疫
細胞切除
細胞増殖
細胞体内移植
細胞体内埋込み
細胞毒性
細胞毒性浮腫
細胞培養
細胞発生［過程］
細胞分化
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さいもう

reticulosarcoma, reticulum-celi 
sarcoma

ability to work
occupational therapy （OT）
occupational therapist （OT）
column
paraphasia, jargon
parapraxia
jargonaphasia
cellulose acetate polymer
visual illusion
paragraphia
palisade ［arrangement］, palisading
paralexia
paralalia
malingering
parageugla
confusion
confusional state
confabulation, fabrication
subclavian artery
subclavian steal syndrome
sciatic nerve
sciatic nerve stretch test
sciatica, schialgia
cleidocranial dysostosis
psammoma
psammomatous meningioma
psammoma body
contusion, crush injury
contused hemorrhage
hoarseness
agonist
saddle anesthesia
illusion
debridement 〈F〉, debridement

細網［細胞］肉腫

作業能［力］
作業療法
作業療法士
索
錯語
錯行［症］
錯語症
酢酸セルロース 重合体
錯視
錯書
柵状配列
錯読
錯発語
詐病
錯味
錯乱
錯乱状態
作話［症］
鎖骨下動脈
鎖骨下動脈盗血症候群
坐骨神経
坐骨神経伸展試験
坐骨神経痛
鎖骨頭蓋形成不全［症］
砂腫
砂腫性髄膜腫
砂腫体
挫傷
挫傷性出血
嗄声
作動薬
サドル状感覚消失
錯覚
挫滅壊死組織除去［法］
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さんそし

left-right disorientation, right-left 
disorientation

lateralization
sarcoidosis
ape hand, simian hand
main d'accoucheur〈F〉
deltoid reflex
trigonocephalus（-ly）
disproportionate atrio-occipital 

dilatation
confetti skin lesions
disseminated myelitis
trigeminal nerve
nucleus nervi trigemini 〈L〉
Meckel cave, Meckel cavity
trigeminal rhizotomy
trigeminal neurinoma
subnucleus caudalis nervi trigemini〈L〉
trigeminal ganglion
Gasserian ganglion block
trigeminal artery
tic douloureux 〈F〉, trigeminal 

neuralgia
trigeminal encephalo［-］angiomatosis
trigeminal paralysis
trigeminal tractotomy
three dimensional conformal 

radiotherapy
three-dimensional reconstruction
3D digital subtraction angiography 
（3D DSA）

3DCT angiography （3DCTA）
three-column theory
triplegia
triple stimulation test
triphasic wave
oxygen consumption

左右識別障害

左右分化
サルコイドーシス
猿手
産科医の手
三角筋反射
三角頭蓋［症］
三角部･後角不均衡拡張［症］

散在性小白斑
散在性脊髄炎
三叉神経
三叉神経核
三叉神経腔
三叉神経根切断［術］
三叉神経鞘腫
三叉神経［脊髄核］尾側亜核
三叉神経節
三叉神経節ブロック
三叉神経動脈
三叉神経痛

三叉神経脳血管腫症
三叉神経麻痺
三叉神経路切断［術］
三次元原体照射

三次元再構成
3次元ディジタルサブトラクション血管

撮影法
3次元CT血管撮影
三支柱理論
三肢麻痺
三重刺激試験
三相波
酸素消費
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さんそせ

oxygen extraction fraction （OEF）
oxygen tent
oxygen desaturation
oxygen tension
oxygen mask
oxygen therapy
salvage surgery
trias
culmen 〈L〉
mydriasis
triceps reflex
Sandostatin
residual urine
sun-burst appearance
trifurcation
caput succedaneum〈L〉

ramus 〈L〉
toe
digital impression
NBCA （n-butyl-cyanoacrylate）
CA-CP line
limb-kinetic apraxia
C fiber
seesaw nystagmus
theta（u） wave
CT scan
computed tomography myelography, CT 

myelography
CT stereotaxis（-xy）
CT cisternography
CT-guided stereotaxic aspiration
CT-guided stereotaxic aspiration surgery
CT-guided stereotactic surgery, 
　CT-guided stereotaxic surgery

酸素摂取率
酸素テント
酸素不飽和［度］
酸素［分］圧
酸素マスク
酸素療法
残存腫瘍再摘出術
三徴
山頂
散瞳
三頭筋反射
サンドスタチン
残尿
サンバースト像
三分岐部
産瘤

し
枝
趾
指圧痕
シアノアクリレート系接着剤
CA-CP線
肢節運動失行
C線維
シーソー眼振
シータ波
CTスキャン
CT脊髄撮影法

CT定位［的］［脳］手術
CT脳槽造影［法］
CT誘導定位吸引［術］
CT誘導定位吸引術
CT誘導定位脳手術
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しかけつ

seat belt injury
C-wave
optokinetic pattern
optokinetic pattern （OKP） test
optokinetic after-nystagmus （OKAN）
optokinetic reflex
Jefferson fracture
Schäffer sign
Schäffer reflex
Schellong test
otitic hydrocephalus
otitic meningitis
Sicard-Collet syndrome
auriculopalpebral reflex
autotransplantation
tectospinal tract
auricular reflex
visual sense （sensation）, sight, vision
visual analogue scale （VAS）
optical blink reflex
visual disorder, visual disturbance
visual extinction
visual naming
optic aphasia
visual agnosia, optic agnosia
visual inattention
visual inattention, visual neglect
visual center
subjective sensation
visual perception
visual cortex
visual seizure
optic area, visual area
visual evoked potential （VEP）
visual evoked response （VER）
visual pathway
autologous blood

シートベルト損傷
C波
視運動性眼振パターン
視運動性眼振パターン検査
視運動性後眼振
視運動性反射
ジェファーソン骨折
シェファー徴候
シェファー反射
シェロング試験
耳炎性水頭症
耳炎性髄膜炎
シカール･コレ症候群
耳介眼瞼反射
自家移植
視蓋脊髄路
耳介反射
視覚
視覚アナログ尺度
視覚瞬目反射
視覚障害
視覚消去現象
視覚性呼名
視覚性失語
視覚性失認
視覚性無関心
視覚性無視
視覚中枢
自覚的感覚
視覚認知
視覚皮質
視覚発作
視覚野
視覚誘発電位
視覚誘発反応
視覚路
自家血
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しかこつ

autologous bone
autogenous （antologous） bone graft
auditory tube, Eustachian tube
relaxation
flaccidity
flaccid paralysis
time-averaged flow velocity （TAFV）
relaxant
color sensation （sense）, color vision
dyschromatopsia
color perception
magnetic resonance
magnetic resonance imaging （MRI）
magnetic resonance （MR） angiography 
（MRA）

magnetic resonance spectrum （MRS）
magnetic resonance spectroscopy （MRS）
color agnosia
magnetic stimulation
chromatopsia
color field
color weakness
chromoblastomycosis
color perception
discriminative sensation, epicritic 

sensation
color anomia
achromatopsia（-psy）, color blindness
corpora quadrigemina〈L〉
quadrigeminal cistern
intrauterine intracranial surgery
magnetic occlusion
visual spatial agnosia
axon
axonal regeneration
axonal sprouting
axonal injury

自家骨
自家（己）骨移植［片］
耳管
弛緩
弛緩性
弛緩性麻痺
時間平均血流速度
弛緩薬
色覚
色覚異常
色覚認知
磁気共鳴
磁気共鳴画像［法］
磁気共鳴血管造影［法］
磁
気共鳴スペクトル
磁気共鳴スペクトロスコピー
色彩失認
磁気刺激［法］
色視症
色視野
色弱
色素酵母菌症
色知覚
識別感覚

色名呼称不能
色盲
四丘体
四丘体槽
子宮内頭蓋内手術
磁気［利用］閉塞
視空間失認
軸索
軸索再生
軸索出芽
軸索損傷
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しさく

axon reflex
axonal degeneration
axonotmesis
axonal transport, axoplasmic transport
axonal flow
axial amnesia
axial neuritis
axis
dens axis 〈L〉, dens
signal transmission
axial view
cyclophosphamide
hemostasis
tourniquet
tourniquet test
test
otogenic meningitis
chiasmal arachnoiditis, opticochiasmatic 

arachnoiditis
suprachiasmatic nuclei
chiasmatic cistern
chiasmal apoplexy
chiasmatic groove
incoherence
autophagia
autologous bone marrow transplantation
proprioceptive sensation
proprioceptor
autosomatoagnosis
autosomatognosis
autotopagnosia
ethmoidal bulla
ethmoid sinus
ethmoidal moyamoya vessels
ethmoidal infundibulum
autoimmune disease
optic tract

軸索反射
軸索変性
軸索断裂（症）
軸索輸送
軸索流
軸性健忘
軸性神経炎
軸椎
軸椎歯突起
シグナル伝達
軸方向像
シクロフォスファミド
止血
止血帯，ターニケット
止血帯（ターニケット）試験
試験
耳原性髄膜炎
視交叉くも膜炎

視交叉上核
視交叉槽
視交叉卒中
視交叉溝
思考散乱
自咬症
自己（家）骨髄移植［術］

［自己］固有感覚
［自己］固有受容器
自己身体失認
自己身体認知
自己身体部位失認
篩骨胞
篩骨洞
篩骨部もやもや血管
篩骨漏斗
自己免疫疾患
視索
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しし

index ［finger］
facies leontina 〈L〉, leontiasis
past-pointing test
amputation
quadriparesis
acroparalysis, quadriplegia, tetraplegia
magnet response
precocious puberty, pubertas praecox〈L〉
thalamus 〈L〉
dentate gyrus
ventrolateral nucleus （VL）
subthalamic nucleus〈L〉, nucleus 

subthalamicus〈L〉
subthalamic fasciculus
nucleus dentatus〈L〉, dentate nucleus
subthalamic fasciculus
hypothalamus 〈L〉
hypothalamus graft
hypothalamic hamartoma
hypothalamic hypophyseal system
hypothalamo-hypophyseal portal system
ventromedial hypothalamus
event-related potential （ERP）
mucormycosis
thalamic hematoma
nucleus ventralis posterolateralis 
［thalami］ 〈L〉, posterolateral ventral 
nucleus  ［of thalamus］ （VPL）

nucleus ventralis posteromedialis  
［thalami］〈L〉, posteromedial ventral 
nucleus  ［of thalamus］ （VPM）

thalamoperforating artery
intralaminar thalamic nuclei 
thalamogeniculate artery
thalamic hand
thalamic hemorrhage
thalamic tumor

示指
獅子（しし）顔貌
指示試験

［四肢］切断
四肢不全麻痺
四肢麻痺
磁石（マグネット）反応
思春期早発症
視床
歯状回

［視床］外腹側核
視床下核

視床下核束
歯状核
視床下束
視床下部
視床下部移植
視床下部過誤腫
視床下部下垂体系
視床下部下垂体門脈系
視床下部腹内側部
事象関連電位
糸状菌症
視床血腫

［視床］後外側腹側核

［視床］後内側腹側核

視床穿通動脈
視床髄板内核
視床膝状体動脈
視床手
視床出血
視床腫瘍
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ししよう

thalamic syndrome
epithalamus
sagittal sinus
sagittal ［sinus］ thrombosis
dentate ligament
thalamic aphasia
anterior thalamic nuclei
centre median Luys 〈F〉
thalamic dementia
centromedian thalamotomy
thalamotomy
anterior nuclei （A）
thalamostriate vein
ventral anterior nucleus （VA）
Forel H 1 bundle （H 1）, thalamic 

fasciculus
parafascicular nucleus （Pf）
sagittal section
sagittal tomography
sagittal plane
ventral intermediate nucleus （Vim）
pulvinar ［thalami］ 〈L〉（Pul）
pulvinar nuclei
thalamic pain
os odontoideum 〈L〉
odontoid fracture
nucleus mediodorsalis  ［thalami］ 〈L〉, 

dorsomedial nucleus  ［of thalamus］ 
（DM）, Medial dorsal nucleus

thalamotomy
nucleus （-lei） ventralis （-les） ［thalami］ 
〈L〉, ventral nucleus ［of thalamus］

nucleus （-lei） ventrobasalis （-les） 
［thalami］ 〈L〉, ventrobasal complex 
［nuclei］  ［of thalamus］ （VB）

subthalamotomy
subthalamotomy

視床症候群
視床上部
矢状静脈洞
矢状静脈洞血栓症
歯状靱帯
視床性失語［症］
視床前核

［視床］正中中心核
視床性認知症
視床正中中心核切裁（破壊）［術］
視床切裁（破壊）術

［視床］前核［群］
視床線条体静脈

［視床］前腹側核
視床束（H1）

［視床］束旁核
矢状断
矢状断断層撮影
矢状断面

［視床］中間腹側核
視床枕
視床枕核群
視床痛
歯突起骨
歯［状］突起骨折

［視床］背内側核

視床破壊術
［視床］腹側核［群］

［視床］腹側基底核［群］

視床腹側切裁術
視床腹側破壊術
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ししよう

sagittal suture
sagittal synostosis
self-help device
extensor plantar response
optic nerve
optic atrophy
optic neuritis
optic disc（k）
optic canal
optic canal fracture
optic chiasm
optic glioma
optic nerve sheath meningioma
neuromyelitis optica〈L〉, Devic 

disease
optic disc（k）, optic papilla
papillitis
counting fingers
dysesthesia
dyskinesia
dystonia
dystrophia（-phy）
cisplatin （CDDP）
posture, attitude
postural sense
visual palpebral reflex
autophony（-nia）
postural tremor
otic zoster
postural reflex
postural deviation
optic vertigo
limb ataxia
optokinetic nystagmus（OKN）
spontaneous recovery
spontaneous regression
penetrating wound, stab wound

矢状縫合
矢状縫合［骨］癒合［症］
自助具
趾伸筋足底反応
視神経
視神経萎縮
視神経炎
視神経円板
視神経管
視神経管骨折
視［神経］交叉
視［神経］膠腫（グリオーマ）
視神経鞘髄膜腫
視神経脊髄炎

視神経乳頭
視神経乳頭炎
指数弁
ジスエステジー
ジスキネジア
ジストニア（ジストニー）
ジストロフィー
シスプラチン
姿勢
姿勢［感］覚
視性眼瞼反射
自声強聴
姿勢時振戦
耳性帯状疱疹
姿勢反射
姿勢偏位
視性めまい（眩暈）［感］
肢節運動失調
視［線］運動性眼振
自然回復
自然退縮｛腫瘍の｝
刺創

316



しつけい

duration
apneusis
apneustic breathing, apneustic 

respiration
persistent tremor
epilepsia partialis continua〈L〉（EPC）
priapism
continuous ventricular drainage（CVD）
temporal hemianop［s］ia
retinaculum
down［-］beat nystagmus
inferior hemianop［s］ia
cytarabine {=Ara-C}
acrodysesthesia, acroparesthesia
acroanesthesia
erythromelalgia
acrocyanosis
acrodynia, acromelalgia
acroparalysis
visual perception
strut graft
aprosody（-dia）
melalgia
otalgia
amusia
patellar clonus
knee jerk, patellar tendon reflex （PTR）
knee jerk reflex, patellar reflex
suprapatellar reflex
apallic syndrome
apallic state
knee jerk reflex
foramen interventriculare〈L〉,
　interventricular foramen, Monro foramen
disease-specific survival （DSS）
incontinence, incontinentia
acalculia, dyscalculia

持続［時間］
持続性吸息
持続性吸息呼吸

持続性振戦
持続性部分てんかん
持続性勃起［症］
持続脳室ドレナージ（排液［法］）
耳側半盲
支帯
下向き眼振
下半盲
シタラビン
肢端異常感覚
肢端感覚消失
肢端紅痛症
肢端チアノーゼ
肢端疼痛［症］
肢端麻痺
視知覚
支柱骨移植
失韻律
肢痛
耳痛
失音楽［症］
膝蓋間代
膝蓋腱反射
膝蓋［腱］反射
膝蓋上反射
失外套症候群
失外套状態
膝［蓋］反射
室間孔

疾患特定生存率
失禁
失計算［症］
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しつけつ

exsanguination
experimental tumor
experimental spinal cord injury
disorientation
apraxia, dyspraxia
aphasia, dysphasia
aphasic seizure
acalculia
intraparenchymal pressure
intraparenchymal lesion
agraphia
faint［ing］, syncope
geniculate neuralgia
fainting attack （fit）, syncopal attack
aphonia
epilepsia cursiva 〈L〉
running fit
fastigial nucleus
ataxic nystagmus
ataxic gait
alexia, dyslexia
agnosia
anosodiaphoria
abasia
all or none （all-or-none） law
blindness
anomia
anomia
anomic aphasia
astasia
astasia-abasia
astatic seizure
automatic seizure
automatic behavior
motor-vehicle accident
ethmocephaly
automatism

失血
実験的腫瘍
実験的脊髄外傷
失見当識
失行［症］
失語［症］
失語発作
失算
実質内圧
実質内病変
失書［症］
失神
膝神経痛
失神発作
失声
疾走てんかん
疾走発作
室頂核
失調性眼振
失調性歩行
失読［症］
失認［症］
疾病無関心
失歩
悉無律
失明
失名詞
失名辞
失名辞失語［症］
失立
失立失歩
失立発作
自動運動発作
自動行為
自動車事故
篩頭［症］
自動症
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しほうよ

automatic bladder
autoregulation
pseudotumor of retro-odontoid space
synapse
synaptic cleft
synaptogenesis
synaptic transmission
synaptophysin
trajectory
cine MRI
apoptosis, programmed cell death
motility
spontaneous respiration
spontaneous motor activity
spontaneous nystagmus
active exercise
cribriform plate
eye tracking test （ETT）
numbness
quadrantic hemianop［s］ia, 
　quadrant［an］opsia
autism
addiction
fat graft
lipohyalinosis
lipoma
lipomatosis
lipomeningomyelocele
lipomeningocele
adiposogenital dystrophy
dystrophia adiposogenitalis 〈L〉
lipomyelomeningocele
optic radiation
fat embolism
lipogranuloma
liposarcoma
fat suppression

自動［性］膀胱
自動調節
歯突起後方偽腫瘍
シナプス
シナプス間隙
シナプス形成
シナプス伝達
シナプトフィジン
刺入経路
シネMRI
自爆死
自発運動性
自発呼吸
自発性運動活動
自発性眼振
自発的運動練習
篩板
指標追跡検査
しびれ感
四分盲

自閉症
嗜癖
脂肪移植［片］
脂肪硝子変性
脂肪腫
脂肪腫症
脂肪髄膜脊髄瘤
脂肪髄膜瘤
脂肪性器ジストロフィー
脂肪性器異栄養症
脂肪脊髄髄膜瘤
視放線
脂肪塞栓症
脂肪肉芽腫
脂肪肉腫
脂肪抑制法

319



しほうり

mortality ［rate］
simulation
lethargy
lethargic encephalitis
tinnitus
dimethyl sulfoxide （DMSO）
Simmonds disease
visual field, field of vision
germinoma
Shy-Drager syndrome （SDS）
scalenus
scalenotomy
Jacksonian march
constriction of visual field
squatting
ulnar flexion
ulnar nerve
ulnar tunnel syndrome
amblyopia
Jackson test
Jacksonian epilepsy
ardo［u］r, burning sensation
burning pain, causalgia
juvenile unilateral muscular atrophy
juvenile astrocytoma
juvenile head trauma syndrome
juvenile pilocytic astrocytoma
perimeter
torticollis, wryneck
exsanguination
visual field defect
strabismus, squint, heterotropia
strabismic nystagmus
clivus 〈L〉
clival tumor
singultus, hiccup, hiccough
plagiocephalus（-ly）

死亡率
シミュレーション
嗜眠
嗜眠性脳炎
耳鳴
ジメチルスルホキシド
シモンズ病
視野
ジャーミノーマ
シャイ･ドレーガー症候群
斜角筋
斜角筋切離［術］
ジャクソン・マーチ
視野狭窄
しゃがみ（蹲踞）
尺屈
尺骨神経
尺骨神経管症候群
弱視
ジャクソン試験
ジャクソンてんかん
灼熱感
灼熱痛
若年性一側上肢筋萎縮症
若年性星細胞腫
若年性頭部外傷症候群
若年性毛様性星細胞腫
視野計
斜頚
瀉血
視野欠損
斜視
斜視性限振
斜台
斜台［部］腫瘍
しゃっくり
斜頭［蓋］［症］
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しゆうそ

skew deviation
Charcot artery
Charcot triad
Charcot syndrome
Charcot-Marie-Tooth disease
jargon
jargonaphasia
shunt
shunt-dependent
shunt complication
shunt infection
shunt dysfunction
shunt surgery
multidisciplinary therapy, multimodal 

therapy
periodicity
periodic lateralized epileptiform 

discharge
cyclic［al］ vomiting
periodic paralysis
periodic synchronous discharge （PSD）
hyperemia
bayonet forceps（pincettes〈F〉）
longitudinal fracture
filum terminale 〈L〉
filar lipoma
terminal ventricle
chronic daily headache
contraction
contractile type
myasthenia gravis 〈L〉（MG）
boat skull
scaphocephalus（-ly）
severe head injury
modified Rankin scale （mRS）
bullet wound, gunshot wound, missile 

wound

斜偏視
シャルコー動脈
シャルコー3徴候
シャルコー症候群 
シャルコー・マリー・トゥース病
ジャルゴン
ジャルゴン失語［症］
シャント
シャント依存性
シャント合併症
シャント感染［症］
シャント機能不全
シャント手術
集学的治療

周期性
周期性一側てんかん様放電

周期性嘔吐［症］
周期性四肢麻痺
周期性同期性放電
充血
銃剣状鉗子（ピンセット）（鑷子）
縦骨折
終糸
終糸脂肪腫
終室
習慣性頭痛
収縮
収縮型
重症筋無力症
舟状頭蓋
舟状頭［蓋］［症］
重症頭部外傷
修正ランキンスケール
銃創
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しゆうそ

convergence
terminal artery
telencephalon
lamina tenminalis 〈L〉
double cancer
double pain 
diplomyelia
duplication of the middle cerebral artery, 

duplicated middle cerebral artery
peripheral visual field
perimeter
perimetry
end-point nystagmus, end-position 

nystagmus
terminal stage
terminal （medical） care
positive end-expiratory pressure （PEEP）
terminal tremor
weekend headache
end-artery
photophobia
choriocarcinoma, chorioepithelioma
chorioepithelioma, choriocarcinoma
chorionic gonadotropin
free induction decay （FID）
heavy particle-beam radiation therapy
baragnosis
weight-lifters headache
weight perception
barognosis
atheroma
atherosclerosis
miosis
miotic
carpal tunnel syndrome
wrist joint
finger flexor reflex

収束
終動脈
終脳
終板
重複癌
重複疼痛
重複脊髄
重複中大脳動脈

周辺視野
［周辺］視野計
周辺視野測定［法］
終末位眼振

終末期
終末期医療
終末呼気陽圧
終末振戦
週末頭痛
終末動脈
羞明
絨毛癌
絨毛上皮腫
絨毛性ゴナドトロピン
自由誘導減衰　
重粒子線治療
重量［圧］覚消失
重量挙げ頭痛
重量知覚
重量認知
粥〔ジュク〕腫
粥状［動脈］硬化［症］
縮瞳
縮瞳薬
手根管症候群
手根関節
手指屈筋反射
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しゆとう

finger agnosia
surgery
operative technique
operative position
radiosurgery
operative approach
timing of surgery
operating microscope
dendrite
palmar grasp reflex
palmar reflex
pearl and string sign
beads-like, beading
fertility
fertility
hemorrhage
hemorrhagic necrosis
hemorrhagic infarct, hemorrhagic 

infarction
hemorrhagic pachymeningitis
pachymeningitis interna haemorrhagica
〈L〉

hemorrhagic myelitis
hemorrhagic diathesis
hemorrhagic stroke
postoperative complication
postoperative infection
postoperative epilepsy
failed back syndrome
prenatal treatment
intraoperative angiography
premature rupture
intraoperative monitoring
cheiro oral syndrome
passive movement
agonist
postvaccinal encephalitis

手指失認
手術
手術手技（テクニック）
手術体位
手術的照射［療法］
手術的到達法（アプローチ）
手術［の］タイミング
手術用顕微鏡
樹状突起
手掌把握反射
手掌反射
数珠玉様所見
じゅず様
受精能
受胎能力
出血
出血性壊死
出血性梗塞

出血性硬膜炎
出血性硬膜内層炎

出血性脊髄炎
出血性素因
出血性卒中
術後合併症
術後感染［症］
術後てんかん
術後難治性腰椎症候群
出生前治療
術中血管造影［法］
術中早期破裂
術中モニタリング（監視）
手掌・口症候群
受動運動
主動筋
種痘後脳炎
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しゆとう

hand motion
Strümpell phenomenon, tibial 

phenomenon
Strümpel tibialis phenomenon
Schmidt syndrome
Schmorl's node（-ule）
tumo［u］r
tumor shadow
tumor necrosis factor （TNF）
receptor
tumor localization
oncogenesis, tumorigenesis
tumor vessel
tumor angiogenesis factor
tumor recurrence
oncocytic transformation
peritumoral edema
tumor infiltrating lymphocyte （TIL）
receptive aphasia
tumor excision
tumor stain, tumor blush
histocompatibility complex
receptor
tumour volume doubling time
intratumoral hemorrhage
oncogenesis
marginal margin
tumor marker
tumor model
Schwartz-Bartter syndrome
Schwann cell
schwannoma
schwannosis
Schwann sheath
instantaneous axis of rotation
hypervolemic hemodilution
to-and-fro movement

手動弁
シュトリュンペル現象

シュトルンペル脛骨現象
シュミット症候群
シュモール結節
腫瘍
腫瘍陰影
腫瘍壊死因子
受容器
腫瘍局在
腫瘍形成
腫瘍血管
腫瘍血管（脈管）形成因子
腫瘍再発
腫瘍細胞形質転換
腫瘍周囲浮腫
腫瘍浸潤リンパ球
受容性失語［症］
腫瘍切除［術］
腫瘍造影像
主要組織適合遺伝子複合体
受容体
腫瘍体積倍加時間
腫瘍内出血
腫瘍発生
腫瘍辺縁部切除縁
腫瘍マーカー
腫瘍モデル
シュワルツ･バーター症候群
シュワン細胞
シュワン細胞腫
シュワン細胞症
シュワン鞘
瞬間回転軸

［循環］血液［量］過多性血液希釈
順逆流交互運動
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しようか

pure motor aphasia
pure motor stroke
pure motor hemiparesis
pure sensory aphasia
pure sensory stroke
pure word dumbness
pure word deafness
pure word deafness
pure alexia
readiness potential
winking-jaw phenomenon
wink reflex, blink［ing］ reflex
superior colliculus
ependyma
ependymitis
subependymal giant cell astrocytoma 
（SEGA）

subependymal nodule
subependymoma
ependymoblastoma
subependymal hemorrhage
subependymal germinal matrix
ependymal rosette
glioependymal cyst
ependymal tubule
ependymal cells
ependymoma
ependymal cyst, glioependymal cyst
ependymal rosette
ependymal tumor
epipharyngeal carcinoma
serous meningitis
lacuna 〈L〉
injury, wound, lesion
injury, lesion
affected side
maxillofacial injury

純粋運動性失語［症］
純粋運動性卒中
純粋運動性不全片麻痺
純粋感覚性失語［症］
純粋感覚性卒中
純粋言語唖
純粋言語聾（ろう）
純粋語聾
純粋失読［症］
準備電位
瞬目下顎現象
瞬目反射
上丘
上衣
上衣炎
上衣下巨細胞性星細胞腫

上衣下結節
上衣下［細胞］腫
上衣芽［細胞］腫
上衣下出血
上衣下胚芽母組織
上衣菊花状配列
上衣（グリア）嚢（のう）胞
上衣細管
上衣細胞
上衣腫
上衣嚢（のう）胞
上衣ロゼット
上衣由来腫瘍
上咽頭癌
漿液性髄膜炎
小窩
傷害
障害
障害側
上顎骨顔面外傷
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しようか

micrognathia
etat lacunaire 〈F〉, lacunar state
berry aneurysm
lacunar infarction
lacunar stroke
pineal gland
pineal body
pineoblastoma
pineal recess
pineocyte
pineocytoma
pineal parenchymal tumor
pinealoma
pineal calcification
pineal cyst
pineal region
pineal ［region］ tumor
suprapineal recess
infraclinoid aneurysm, subclinoid 

aneurysm
superior orbital fissure syndrome
microphthalmus
up-beat nystagmus
upper lid retraction
superior ophthalmic vein （SOV）
extinction phenomenon
superior cervical ganglion
superior hypophyseal artery
signs and symptoms, symptom and sign
ascending pharyngeal artery
syndromic craniosynostosis
microglia
microgliosis
superior alternating hemiplegia
superior thyroid artery
symptomatic vasospasm
ascending tract

小顎症
小窩状態
漿果状動脈瘤
小窩性梗塞
小窩性卒中
松果腺
松果体
松果体芽［細胞］腫
松果体陥凹
松果体細胞
松果体細胞腫
松果体実質細胞腫
松果体腫
松果体石灰化
松果体嚢（のう）胞
松果体部
松果体［部］腫瘍
松果体上陥凹
床下動脈瘤

上眼窩裂症候群
小眼球［症］
上眼瞼向眼振
上眼瞼後退症
上眼静脈
消去現象
上頚神経節
上下垂体動脈
症候
上行咽頭動脈
症候群性頭蓋骨癒合［症］
小膠細胞
小膠細胞症
上交叉性片麻痺
上甲状腺動脈
症候性血管攣縮
上行［性神経］路
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しようと

ascending myelitis
symptomatic epilepsy
upward tentorial herniation, ascending 

tentorial herniation
symptomatic intracerebral hemorrhage
ascending paralysis
ascending reticular activating system 
（ARAS）

eloquent area
silent area
attic
little finger
upper extremity, upper limb
micropsia
micrographia
superior sagittal sinus
superior sagittal sinus thrombosis
paramagnetic contrast enhancement
subhyaloid hemorrhage
vitrectomy
finger escape sign
supracerebellar infratentorial approach
superior cerebellar artery （SCA）
superior cerebellar artery syndrome
irradiation
symptom
micromyelia
autosome
autosomal dominant inheritance
autosomal recessive inheritance
posterior fontanel［le］
micropolygyria
superior vermian vein
focus
focal epilepsy
focal seizure
affect, emotion

上行性脊髄炎
症候性てんかん
上行性テント［切痕］ヘルニア

症候性脳内出血
上行性麻痺
上行性網様体賦活系

症候発現域
症候非発現域
上鼓室
小指
上肢
小視症
小字症
上矢状静脈洞
上矢状洞血栓症
常磁性造影［剤］増強
硝子体下出血
硝子体切除［術］
小指離れ徴候
上小脳テント下到達法（アプローチ）
上小脳動脈
上小脳動脈症候群
照射
症状
小脊髄症
常染色体
常染色体優性遺伝
常染色体劣性遺伝
小泉門
小多脳回［症］
上虫部静脈
焦点
焦点性てんかん
焦点性発作
情動
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しようと

microcephaly（-lia or -us）,
　micr［o］encephaly（-lia or -us）
emotional incontinence
microcephalus, microcephaly（-lia）
affective disorder, emotional disturbance
affect epilepsy
impact injury
infraclinoid aneurysm, subclinoid 

aneurysm
supraclinoid aneurysm
clinoid/paraclinoid aneurysm
collision tumor
child abuse
childhood absence epilepsy，
　pyk（c）nolepsy
pediatric tumor
pediatric neurology
pediatric neurosurgery
cerebellum
cerebellar pressure cone
cerebellar atrophy
cerebellitis
cerebellomedullary cistern
microgyrus
microgyria
cerebellar nuclei
cerebellar peduncles
falx cerebelli〈L〉, cerebellar falx
cerebellar malformation
cerebellopontine （CP） angle
cerebellopontine angle tumor
cerebellopontine recess
cerebellar hypoplasia
brachium conjunctivum〈L〉
cerebellar infarction
cerebellar stimulation
cerebellothalamic tract

小頭［蓋］［症］ 

情動失禁
小頭症
情動障害
情動性てんかん
衝突外傷
床突起下動脈瘤

床突起上動脈瘤
床突起［部］・傍床突起［部］動脈瘤
衝突腫瘍
小児虐待
小児欠神てんかん

小児腫瘍
小児神経学
小児脳神経外科［学］
小脳
小脳圧迫円錐
小脳萎縮［症］
小脳炎
小脳延髄槽
小脳回
小脳回症
小脳核
小脳脚
小脳鎌
小脳奇形
小脳橋角［部］
小脳橋角［部］腫瘍
小脳橋陥凹
小脳形成不全［症］
小脳結合腕 
小脳梗塞
小脳刺激［術］
小脳視床路

328



しようほ

cerebellar hemorrhage
cerebellar microgyria
cerebellar sign
micr［o］encephaly（-lia or -us）
cerebellar ataxia
cerebellar nystagmus
cerebellar dysmetria
cerebellar gait
cerebellar fit
cerebellar mutism
cerebellorubral tract
cerebellar vermis
central lobule
vermis
vermis malformation
vermis syndrome
agenesis of vermis
tentorium ［cerebelli］ 〈L〉, cerebellar 

tentorium
cerebellar hemisphere
cerebellar cortex
cerebellar degeneration
tonsillar herniation, cerebellar tonsillar 

herniation, foraminal herniation
cerebellar agenesis
epithelial cell
epidermal growth factor （EGF）
consumption coagulopathy
epithelial cyst
epithelial membrane antigen （EMA）
chorea minor
bleb
endoplasmic reticulum （ER）
upward gaze palsy
signal transmission
petit mal seizure, petit mal 〈F〉
petit mal epilepsy

小脳出血
小脳小脳回［症］
小脳症状
小脳［髄］症
小脳性運動失調［症］
小脳性眼振
小脳性測定異常
小脳性歩行
小脳性発作
小脳性無言［症］
小脳赤核路
小脳虫部

［小脳］中心小葉
［小脳］虫部
［小脳］虫部奇形
［小脳］虫部症候群
小脳虫部無形成

［小脳］テント

小脳半球
小脳皮質
小脳変性［症］
小脳扁桃ヘルニア

小脳無形成
上皮細胞
上皮成長因子
消費性凝固障害
上皮嚢（のう）胞
上皮膜抗原
小舞踏病 
小疱
小胞体
上方注視麻痺
情報伝達
小発作
小発作てんかん
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しようみ

venous hypertension
vein graft
venomotor nerve
venous angle
venous return
venous malformation
venous air embolism
phlebothrombosis, venous thrombosis
venous hum
venous angioma
venous infarction
venogram
phlebography, venography
venous embolism
venous sinus
sinu［s］itis
sinus thrombosis
confluence sinuum 〈L〉, torcular 

herophili,  confluence of sinuses
drainage
venous drainage
venogram
phlebography, venography
vein preservation
varicose vein, varix
elevated arm stress test （EAST）
biceps jerk, biceps reflex
initial cry
incipient stroke, inpending stroke
tactile sensation （sense）, touch sensation
bed sore, decubitus, decubitus ulcer, 

pressure sore
candelabra arteries
Kandelabrazeichen 〈G〉
esophagography
vegetative state
vegetative nervous system

静脈圧亢進
静脈移植
静脈運動神経
静脈角
静脈灌流
静脈奇形
静脈空気塞栓症
静脈血栓症
静脈雑音
静脈性血管腫
静脈性梗塞
静脈造影図（像）
静脈造影［法］
静脈塞栓症
静脈洞
静脈洞炎
静脈洞血栓症
静脈洞交会

［静脈］導出
静脈ドレナージ
静脈波
静脈波描画［法］
静脈保存
静脈瘤
上腕挙上ストレステスト

［上腕］二頭筋反射
初期叫声
初期脳卒中
触［感］覚
褥創

燭台動脈
燭台動脈徴候
食道造影法
植物状態
植物神経系
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しりつし

vegetative function
bulimia
writer's cramp
hypergraphia
dysgraphia
writing test
dysgraphia, writing disturbance
pali［n］graphia
autosomal recessive juvenile 

parkinsonism （AR-JP）
gynecomastia
tactile extinction
atactilia
tactile inattention
tactile inattention
decerebration
decerebrate rigidity
decerebrate posture
build-up
epilepsy with continuous spike-waves 

during slow sleep
decortication
decorticate rigidity
decorticate posture
presenile dementia
Schiller-Duval body
silastic tube
autonomous breathing
self-care deficit
autonomic nerve
dysautonomia
autonomic hypertonic reflex
autonomic function
autonomic dysfunction
autonomic nervous system （ANS）
autonomic imbalance
autonomic disturbance

植物性機能
食欲異常亢進
書痙
書字過多［症］
書字困難
書字試験
書字障害
書字反復
常染色体劣性若年性パーキンソニズム

女性化乳房
触覚消去現象
触覚消失［症］
触覚性無関心
触覚性無視
除脳
除脳硬直
除脳姿勢
徐波化
徐波睡眠期継続性棘徐波てんかん

除皮質
除皮質硬直
除皮質姿勢
初老期認知症
シラー・デュバル小体
シリコン管（チューブ）
自律呼吸
自立障害
自律神経
自律神経異常症
自律神経過緊張反射
自律神経機能
自律神経機能異常
自律神経系
自律神経失調［症］
自律神経障害
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しりつは

autonomic reflex
autonomic failure
autonomic seizure
autonomy
autonomous bladder
visual acuity, sight, vision
visual loss
sylvian angle
sylvian triangle
sylvian aqueduct
sylvian line
sylvian cistern
aqueduct ［of Sylvius］
sylvian point
sylvian fissure
sylvian vein
sylvian fissure meningioma
cilengitide
otorrhea
seborrhea
induced hypertension
psychogenic headache
psychogenic reaction
nociceptive stimulation, noxious 

stimulus
nociceptive pain
nociceptive specific neuron 

nociceptive reflex
sprouting
de novo〈L〉
hypochondria［sis］
hypochondria［sis］
extensor ［muscle］
fungus
fungal infection
mycosis

自律［神経］反射
自律神経不全
自律神経発作
自律性
自律性膀胱
視力
視力喪失
シルビウス角
シルビウス三角
シルビウス水道
シルビウス線
シルビウス槽

［シルビウス］中脳水道
シルビウス点
シルビウス裂［溝］
シルビウス［裂］静脈
シルビウス裂髄膜腫
シレンジタイド
耳漏
脂漏［症］
人為的昇圧
心因性頭痛
心因性反応
侵害刺激

侵害受容性疼痛
侵害特異（性）ニューロン、特異性侵害

受容ニューロン（ペインクリニック）
侵害反射
新芽形成
新規（の）
心気症
心気状態
伸筋
真菌
真菌感染［症］
真菌症
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しんけい

fungal meningitis
fungal aneurysm, mycotic aneurysm
extensor reflex
single photon emission computed 

tomography（SPECT）
nerve compression
nerve compression syndrome
nerve transplantation
nerve graft
nerve grafting
neurogenic bladder
nerve impulse
neurovirus
neurotrophic factor
neurotrophic atrophy
neuroepidemioiogy
neuritis
nerve injury, neurotrauma
neurotraumatology
neuroectoderm
neuroectodermal tumor
neuroectodermal cyst
neuroanatomy
neurochemistry
neuroscience
neurology
neurologist
neurological deterioration
neurologic［al］ examination
neuroblastoma
neurohypophysis
neural plasticity
nerve trunk
neural canal, neural tube
neuro-ophthalmology
neurulation
neural tube defect （NTD）

真菌性髄膜炎
真菌性動脈瘤
伸筋反射
シングルフォトン断層撮影［法］（スペ

クト）
神経圧迫［症］
神経圧迫症候群
神経移植［術］
神経移植［片］
神経移植［法］
神経因性膀胱
神経インパルス
神経ウイルス
神経栄養因子
神経栄養性萎縮
神経疫学
神経炎
神経外傷
神経外傷学
神経外胚葉
神経外胚葉性腫瘍
神経外胚葉性嚢（のう）胞
神経解剖学
神経化学
神経科学
神経学
神経学者
神経学的悪化
神経学的診察［法］
神経芽［細胞］腫
神経下垂体
神経可塑性
神経幹
神経管
神経眼科学
神経管形成
神経管閉鎖障害
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しんけい

neurological emergencies
neuromuscular disease
neuromuscular unit （NMU）
neuroplasty
neurovascular compression
neurovascular decompression
neurovascular decompression
nerve decompression
neurogenic muscle （muscular） atrophy
neurogenic discharge
neurogenic shock
neurogenic claudication
glial nodule
glial fibrillary acidic protein （GFAP）
glia, glia cell, neuroglia
neuroglia
glial tumor
glial differentiation
glioma
gliomatosis
gliosis
neurotropic virus
glial fibril, gliofibril
glial fibril: ｛=gliofibril｝
glial proliferation
neurobehavioral outcome
glial scar
nerve entrapment
nerve root, radix 〈L〉
radiculitis
radiculopathy
radicular symptom
radicular vein
root and plexus injury
root entry zone
root sleeve
radiculomyelopathy

神経救急
神経筋疾患
神経筋単位
神経形成［術］
神経血管圧迫
神経血管減圧［術］
神経血管減荷［術］
神経減圧［術］
神経原性筋萎縮
神経原性筋放電
神経原性ショック
神経原性跛行
神経膠結節

［神経］膠原線維性酸性蛋白
［神経］膠細胞
神経膠細胞

［神経］膠［細胞性］腫［瘍］
［神経］膠細胞性分化
神経膠腫

［神経］膠腫症
神経膠症
神経向性ウイルス
神経膠線維
神経膠線維症
神経膠増殖
神経行動［学］的転帰
神経膠瘢痕
神経絞扼
神経根
神経根炎
神経根症
神経根症状
神経根静脈
神経根神経叢損傷

［神経］根進入部
神経根スリーブ
神経根脊髄症
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しんけい

radiculomedullary artery
radiculectomy, rhizotomy
radiculography
root sign
radiculalgia, radicular pain, root pain
root exit zone
radicular artery
radicular neuropathy, radiculoneuropathy
rhizolysis
root avulsion ［injury］
neurofilament
reinnervation
nerve regeneration, neuronal 

regeneration
nerve cell, neurocyte, neuron
neuronal tumor
neurocytoma
neuro-otology
neurolysis
neuroleptic agent
neuroleptic
nerve stimulation
neurological care unit （NCU）
innervation
denervation
neuroma
perineuritis
perineurium
end-bulb
neuromatosis
nerve tumor
neuro-oncology
neurosis
neuropathy
nerve-sheath tumor, neurinoma, 

schwannoma
neurolysis

神経根脊髄動脈
神経根切断［術］
神経根造影［法］

［神経］根徴候
神経根痛

［神経］根出口部
神経根動脈
神経根ニューロパチー
神経根剥離［術］
神経根引抜き損傷
神経細糸

［神経］再支配
神経再生

神経細胞
神経細胞系腫瘍
神経細胞腫
神経耳科学
神経弛緩
神経弛緩物質（薬）
神経弛緩薬
神経刺激［法］
神経疾患集中治療室
神経支配
神経支配喪失
神経腫
神経周囲炎
神経周膜
神経終末球
神経腫症
神経腫瘍
神経腫瘍学
神経症
神経障害
神経鞘腫

神経鞘剥離

335



しんけい

epineurial
neurothelium
neuroepithelioma
neuroepithelial tumor
neuroepithelial cyst
epineurium
epineurial repair
neural shock
entry zone
neuropsychology
neuropsychometrics
neuropsychiatry
neuropsychopathy
neuropsychopharmacology
nerve growth factor （NGF）
neurophysiology
neuromyelitis
ganglion, neuroganglion
ganglioblastoma
ganglioneuroblastoma
ganglion cell
gangliocytoma
ganglioma, ganglioneuroma, 

neuroganglioma
ganglioglioma
ganglioneurocytoma
ganglionectomy
neur［o］ectomy, neurotomy
ganglion cyst
nerve fiber
neurofibroma
neurofibromatosis
neurilemma, neurolemma
neurilem［m］oma
nerve fascicle
neurofibrosarcoma
neurography

神経上膜縫合
神経上皮
神経上皮腫
神経上皮性腫瘍
神経上皮性嚢（のう）胞
神経上膜
神経上膜修復
神経ショック

［神経］進入部
神経心理学
神経心理学的検査
神経精神医学
神経精神病質
神経精神薬理学
神経成長因子
神経生理学
神経脊髄炎
神経節
神経節芽細胞腫
神経節芽腫
神経節細胞
神経節細胞腫
神経節腫

神経節［神経］膠腫（グリオーマ）
神経節神経細胞腫
神経節切除［術］
神経切断［術］
神経節嚢（のう）胞
神経線維
神経線維腫
神経線維腫症
神経線維鞘
神経［線維］鞘腫
神経線維束
神経線維肉腫
神経造影［法］
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しんけい

elephantiasis neuromatosa
neurohistology
neurolysis
nerve injury
neurological deficit
neurotmesis
neurenteric canal
neurenteric cyst
neuralgia, neurodynia
neuralgic amyotrophic
neural crest
electroneurography
neurotransmitter
nerve conduction study
nerve conduction velocity （NCV）
nerve allograft
neuron specific enolase （NSE）
deep cervical artery
neurologist
neurology
neuroendoscope
endoneurium
neuroendocrinology
neurosarcoma
neural cyst
neurolysis
neurogenesis
neural placode, neural plate
neurocutaneous melanosis
neurocutaneous syndrome
neuropathology
neurolysis
neurofilament
neural placode
nerve anastomosis
neurosecretion
nerve degeneration

神経腫性象皮病
神経組織学
神経組織崩壊
神経損傷
神経脱落症状
神経断裂（症）
神経腸管
神経腸［管］嚢（のう）胞
神経痛
神経痛性筋萎縮症
神経堤
神経電図検査［法］
神経伝達物質
神経伝導試験
神経伝導速度
神経同種移植
神経特異エノラーゼ
深頚動脈
神経内科医
神経内科学
神経内視鏡
神経内鞘
神経内分泌学
神経肉腫
神経嚢（のう）胞
神経剥離［術］
神経発生
神経板
神経皮膚黒色症
神経皮膚症候群
神経病理学
神経疲労
神経フィラメント
神経プラコード
神経吻合［術］
神経分泌
神経変性
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しんけい

nerve suture
neurorrhaphy
neuroradiology
neuroanesthesiology
neuropharmacology
cardiogenic cerebral embolism
progression
signal intensity
artificial blood vessel
artificial respiration
respirator brain
neural prosthesis
signal/noise ratio
progressive supranuclear palsy （PSP）
progressive muscular dystrophy
enlarging fracture, growing fracture
progressive neural muscular atrophy
progressive hydrocephalus
enlarging skull fracture, growing skull 

fracture
progressive multifocal 

leukoencephalopathy （PML）
progressive hypertrophic interstitial 

neuropathy
artificial disc
advancing stroke, progressive stroke
deep coma
deep-seated pain
invasion
cholesteatoma
pearly tumor
effusion
infiltration, invasion
infiltrating astrocytoma
spicule
psychosomatic medicine
psychosomatic disease

神経縫合
神経縫合［術］
神経放射線学
神経麻酔学
神経薬理学
心原性脳塞栓症
進行
信号強度
人工血管
人工呼吸
人工呼吸器脳
人工神経器官
信号雑音比
進行性核上性麻痺
進行性筋委縮症
進行性骨折
進行性神経性筋萎縮症
進行性水頭症
進行性頭蓋［骨］骨折

進行性多巣性白質脳症

進行性肥厚性間質性神経炎

人工椎間板
進行脳卒中
深昏睡
深在痛
侵襲
真珠腫
真珠［状］腫［瘍］
浸出［液］
浸潤
浸潤性星細胞腫
針状骨
心身医学
心身症
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しんとう

neonate
neonatal meningitis
neonatal intracranial hemorrhage
neonatal intraventricular hemorrhage
genuine epilepsy
neomembrane
true rosettes
tremor
delirium tremens 〈L〉
paralysis agitans 〈L〉, shaking palsy
tremulous movement
cardiac rhabdomyoma
cardiac myxoma
deep temporal artery
syndesmophyte
asomatognosis, somato-agnosia
body image
asomatognosia
diagnostic criteria
diagnostic procedure
diagnostic procedure
diagnostic procedure
diagnostic imaging
scintiencephalography
deep middle cerebral vein
tanycytic ependymoma
stretch reflex
cardiac arrest
deep hypothermia
extension
stretch injury
extension contracture
extension reflex
concussion
osmotic pressure
osmotic agent
osmoreceptor

新生児
新生児髄膜炎
新生児頭蓋内出血
新生児脳室内出血
真性てんかん
新生膜
真性ロゼット
振戦
振戦せん（譫）妄
振戦麻痺
振戦様運動
心臓横紋筋腫 
心臓粘液腫 
深側頭動脈
靱帯骨棘［形成］
身体失認
身体像
身体（部位）失認
診断基準
診断手技
診断手順
診断法
診断用画像
シンチ脳造影［法］
深中大脳静脈
伸長細胞性上衣腫
伸張反射
心停止
深低体温
進（伸）展
伸展外傷
伸展拘縮
伸展反射
振盪（とう）
浸透圧
浸透圧剤
浸透圧受容器
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しんとう

pallesthesia, vibratory sensibility （sense）
apallesthesia, pallanesthesia
parent artery
cardiopulmonary control
cardiopulmonary resuscitation
neocortex 〈L〉
deep sensation
bathyhyperesthesia
bathyanesthesia
bathyhypesthesia
amplitude
deep cervical artery
deep tendon reflex （DTR）
deep vein thrombosis （DVT）
Simpson grade
deep pain
deep pain sense
depth electrode
deep brain EEG recording
deep reflex
deep abdominal reflex
atrial natriuretic peptide
posttraumatic stress disorder （PTSD）
anthropological basal line, Reid base 

line

voluntary movement
voluntary muscle
voluntary micturition
cerebrospinal fluid （CSF）
pleocytosis
cerebrospinal fluid shunt
liquorrhea
extramedullary spinal cord tumor
extra-axial cyst

振動［感］覚
振動［感］覚消失
親動脈
心肺管理
心肺蘇生［法］
新皮質
深部感覚
深部感覚過敏
深部感覚消失
深部感覚鈍麻
振幅
深頚動脈
深部腱反射
深部静脈血栓症
シンプソン･グレード
深部痛
深部痛覚
深部電極
深部脳波記録
深部反射
深部腹壁反射
心房性ナトリウム利尿ペプチド
心［理］的外傷後ストレス障害
人類学的基線

す
随意運動
随意筋
随意排尿
髄液
髄液細胞増多
髄液シャント
髄液漏
髄外脊髄腫瘍
髄外嚢（のう）胞
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すいたい

nucleus pulposus 〈L〉
herniated nucleus pulposus
medulloblastoma
medullomyoblastoma
intrathecal injection
intrathecal morphine
intrathecal drug infusion
medullary venous malformation
hydroma, hygroma
myelin, myelin sheath
myelin［iz］ation
dysmyelination
medulloepithelioma
myelinolysis
hydromyelia
hydrosyringomyelia, syringomyelia
hydrogen clearance
pyramis
extrapyramidal ［motor］ system
extrapyramidal system
extrapyramidal disease
extrapyramidal sign
pyramidal decussation
pyramidal cell
petrosectomy
petrous apex
anterior corticospinal tract
apicitis
petro-clival meningioma
pyramidal neuron
petrosal vein
petrosphenoidal syndrome
petromastoid foramen
petrous carotid aneurysm
pyramidal eminence
pyramidal tract （PT）
pyramidal ［tract］ sign

髄核
髄核ヘルニア
髄芽腫
髄筋芽［細胞］腫
髄腔内注入［法］
髄腔内モルフィン［投与］
髄腔内薬剤注入
髄質静脈形成異常
水腫
髄鞘
髄鞘形成
髄鞘形成異常
髄上皮腫
髄鞘崩壊
水髄症
水［脊］髄空洞症
水素クリアランス
錐体
錐体外路［運動］系
錐体外路系
錐体外路系疾患
錐体外路徴候
錐体交叉
錐体細胞
錐体切除［術］
錐体尖
錐体前索路 
錐体尖端炎
錐体斜台［部］髄膜腫
錐体［状］ニューロン
錐体静脈
錐体蝶形骨症候群
錐体乳突孔
錐体部内頚動脈瘤
錐体隆起
錐体路
錐体路徴候
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すいたい

pyramidal tract neuron （PTN）
pyramidal tract lesion
vertical nystagmus
sucking reflex
hydrocephalus（-ly）
intramedullary pseudocyst
intramedullary cavitation
intramedullary hemorrhage
intramedullary tumor
intramedullary vein
intramedullary cyst
intramedullary lesion
hydrencephaly
contingent negative variation （CNV）
intralaminar nuclei
horizontal nystagmus, lateral nystagmus
altitudinal hemianop［s］ia, altitudinopsia, 

horizontal hemianop［s］ia
horizontal section
horizontal fissure
blistering
concha bullosa〈L〉
meninx
meningitis
meningococcal meningitis
meningeal cry
meningohypophyseal trunk
meningeal carciromatosis
meningioangiomatosis
meningothelial meningioma
meningeal irritation
meningioma
meningiomatosis
meningeal tumor
meningism
meningeal gliomatosis
meningoradiculitis

錐体路ニューロン
錐体路病変
垂直性眼振
吸いつき反射
水頭症
髄内偽性嚢（のう）胞
髄内空洞形成
髄内出血
髄内腫瘍
髄内静脈
髄内嚢（のう）胞
髄内病変
水脳症
随伴陰性変動
髄板内核
水平性眼振
水平性半盲

水平断
水平裂
水泡状骨変化
水疱性甲介 
髄膜
髄膜炎
髄膜炎菌性髄膜炎
髄膜炎性叫声
髄膜下垂体動脈幹
髄膜癌腫症
髄膜血管腫症
髄膜細胞性髄膜腫
髄膜刺激症候
髄膜腫
髄膜腫症
髄膜腫瘍
髄膜症
髄膜［神経］膠腫症
髄膜神経根炎
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すかいか

meningomyelitis
meningomyeloencephalitis
meningomyelocystocele
meningomyelocele
meningeal sign
meningeal sarcoma, meningosarcoma
meningoencephalitis
meningoencephalomyelitis
meningoencephalocystocele
meningocerebral cicatrix
meningeal cyst
meningoencephalocele
meningeorrhaphy
meningocele
sleep
sleep-related headache
sleep［-induced］ apnea
sleep apnea syndrome
sleep disorder
sleep latency
sleep stage
hydranencephaly
superoxide dismutase （SOD）
cranium｛ズガイをみよ｝
ductus craniopharyngeus
craniopharyngioma
skull vault fracture
cranial vault
vault moyamoya
cranial fossa
epicranial tumor
skull injury
EC-IC anastomosis
extracranial-intracranial （EC-IC） bypass 
［operation］

craniology
skull expansion

髄膜脊髄炎
髄膜脊髄脳炎
髄膜脊髄嚢（のう）胞瘤
髄膜脊髄瘤
髄膜徴候
髄膜肉腫
髄膜脳炎
髄膜脳脊髄炎
髄膜脳嚢（のう）瘤
髄膜脳瘢痕
髄膜嚢（のう）胞
髄膜脳瘤
髄膜縫合［術］
髄膜瘤
睡眠
睡眠時頭痛
睡眠時無呼吸
睡眠［時］無呼吸症候群
睡眠障害
睡眠潜時
睡眠段階
水無脳症
スーパーオキサイドジスムターゼ
頭蓋
頭蓋咽頭管
頭蓋咽頭腫
頭蓋円蓋骨折
頭蓋円蓋部
頭蓋円蓋部もやもや
頭蓋窩
頭蓋外腫瘍
頭蓋外傷
頭蓋外･頭蓋内［血管］吻合［術］
頭蓋外･頭蓋内バイパス［術］

頭蓋学
頭蓋拡張［術］
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すかいか

calvaria
depressed skull fracture
depressed skull fracture
craniofacial anomaly
craniofacial trauma
craniofacial dysostosis （dysplasia）
craniofacial surgery
craniofacial pain
craniotopography
cranial cavity （space）
cranioplasty
craniometric point
craniometry
craniocervical junction
craniocervical junction
craniocervical anomaly
craniopagus
cranial defect, skull defect
vertex epidural hematoma
skull tong
cranial bone
skull
cranio metaphyseal dysplasia
skull angioma
skull fracture
skull drill
craniectomy
craniovertebral junction
craniomalacia
craniocerebral disproportion
craniosynostosis
pericranium
pericranial sinus, sinus pericranii〈L〉
craniocleidodysostosis
craniopathy
pericranial sinus
cranial tumor, skull tumor

頭蓋冠
頭蓋陥凹骨折
頭蓋陥没骨折
頭蓋顔面異常
頭蓋顔面外傷
頭蓋顔面［骨］形成不全［症］
頭蓋顔面手術
頭蓋顔面痛
頭蓋局所解剖学
頭蓋腔
頭蓋形成［術］
頭蓋計測点
頭蓋計測［法］
頭蓋頚椎移行部
頭蓋頚椎接合部
頭蓋頚椎接合部異常
頭蓋結合体
頭蓋欠損
頭蓋骨頂硬膜外血腫
頭蓋牽引器
頭蓋骨
頭蓋［骨］
頭蓋（骨）骨幹端異形成症 
頭蓋骨血管腫
頭蓋［骨］骨折
頭蓋骨錐
頭蓋［骨］切除［術］
頭蓋［骨］脊椎骨［骨］［移行部］
頭蓋骨軟化［症］
頭蓋骨・脳（の）容積不均衡
頭蓋骨［縫合早期］癒合［症］
頭蓋骨膜
頭蓋骨膜洞
頭蓋鎖骨形成不全［症］
頭蓋疾患
頭蓋周囲静脈洞
頭蓋腫瘍
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すかいな

cranial meningocele, craniomeningocele
skull growth
craniorachischisis
craniovertebral anomaly
cephalocentesis
sinciput
skull X-ray
vertex
vertex sharp transient
skeletal traction
cranial base, skull base
basilar impression, basilar invagination
skull base fracture
reconstruction of skull base
basicranial axis
skull base surgery
cranial base tumor, skull base tumor
basal encephalocele
cranial arteritis
skull drill
intracranial pressure （ICP）
increased intracranial pressure
intracranial hypertension
intracranial compliance
intracranial hypotension
intracranial pressure wave
intracranial pressure monitoring
neuronavigation
neuronavigator
intracranial foreign body
intracranial catheter
intracranial infection
intracranial organic lesion
pneumocranium
intracranial recording
intracranial hematoma
intracranial hemorrhage

頭蓋髄膜瘤
頭蓋成長
頭蓋･脊椎破裂
頭蓋脊椎接合部異常
頭蓋穿刺
頭蓋前頭部
頭蓋単純X線撮影
頭蓋頂
頭蓋頂鋭波
頭蓋直達牽引
頭蓋底
頭蓋底陥入［症］
頭蓋底骨折
頭蓋底再建［術］
頭蓋底軸
頭蓋底手術
頭蓋底腫瘍
頭蓋底脳瘤
頭蓋動脈炎
頭蓋ドリル
頭蓋内圧
頭蓋内圧亢進
頭蓋内圧亢進［症］
頭蓋内圧縮率（コンプライアンス）
頭蓋内圧低下［症］
頭蓋内圧波
頭蓋内圧モニタリング（監視）
頭蓋内位置検出
頭蓋内位置検出装置
頭蓋内異物
頭蓋内カテーテル
頭蓋内感染［症］
頭蓋内器質性病変
頭蓋内気腫
頭蓋内記録
頭蓋内血腫
頭蓋内出血
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すかいな

intracranial neoplasm
intracranial venous angioma
intracranial varix
intracranial invasion
intracranial meningioma
intracranial calcification
intracranial space-taking lesion
intracranial aneurysm
intracranial abscess
hyperostosis cranii interna 〈L〉
intracranial dermal sinus
intracranial lesion
intracranial pulse wave
cranial suture
cracked-pot sound
cracked-pot resonance
pachycephaly
skull lesion
cranioschisis, cranium bifidum 〈L〉
cranial dysraphism
skull deformity
skull suture
craniocele
craniolacunia
frozen gait, freezing of gait
freezing phenomenon
screw fixation
cephal［o］hematoma
Sturge-Weber-Dimitri disease
Sturge-Weber syndrome
Sturge-Weber disease
Stewart-Holmes sign
Stewart-Morel-Morgaｇni syndrome
cephalalgia, encephalalgia, headache
anticephalalgic drug
steroid ulcer
steroid myopathy

頭蓋内腫瘍（新生物）
頭蓋内静脈性血管腫
頭蓋内静脈瘤
頭蓋内浸潤
頭蓋内髄膜腫
頭蓋内石灰化
頭蓋内占拠性病変
頭蓋内動脈瘤
頭蓋内膿瘍
頭蓋内板過骨症
頭蓋内皮膚洞
頭蓋内病変
頭蓋内脈波
頭蓋［の］縫合

［頭蓋］破壷音
［頭蓋］破壷［共鳴］音
頭蓋肥厚症
頭蓋病変
頭蓋［披］裂
頭蓋閉鎖［縫合］不全［症］
頭蓋変形
頭蓋縫合
頭蓋瘤
頭蓋裂孔
すくみ足歩行
すくみ現象
スクリュー固定
頭血腫
スタージ･ウェーバー･ディミトリ病
スタージ･ウェーバー症候群
スタージ･ウェーバー病
スチュアート･ホームズ徴候
スチュアート･モレル･モルガニー症候群
頭痛
頭痛薬
ステロイド潰瘍
ステロイドミオパチー
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せいかし

steroid therapy
stenting
postdilatation
stenting
predilatation
Stenvers projection （method）
Stenvers view
strain gauge
stress
streptomycin
gerbil
Spurling test
Spurling sign
spin-echo （SE） pulse sequence
spin-echo （SE）
spheroid ［body］
spectroscopy
Spetzler-Martin grade
slip angle
pursed breathing
Smith-Robinson operation
Smith-Robinson method
shearing stress
slit hemorrhage
slit ventricle
slit ventricle syndrome
slit-like ventricle
3DCT angiography （3DCTA）
Sluder syndrome
Sluder's neuralgia
Swan-Ganz catheter
swan neck deformity

foramen rotundum 〈L〉
astroblastoma

ステロイド療法
ステント挿入法
ステント留置後拡張［法］
ステント留置術
ステント留置前拡張［法］
ステンバース撮影［法］
ステンバース像（投影）
ストレインゲージ
ストレス
ストレプトマイシン
砂ネズミモデル
スパーリング試験
スパーリング徴候
スピンエコーパルス系列
スピンエコー法
スフェロイド
スペクトロスコピー
スペッツラー･マーチン分類
すべり角
すぼめ口呼吸
スミス･ロビンソン手術
スミス･ロビンソン法
ずり応力
スリット状出血
スリット脳室
スリット脳室症候群
スリット様脳室
3D CT血管造影法 
スルーダー症候群
スルーダー神経痛
スワン･ガンツカテーテル
スワン・ネック変形

せ
正円孔
星芽腫
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せいかつ

episodic memory
disability
life style disease, life-style related 

diseases
quality of life（QOL）
life satisfaction
biopsy
hypersexuality
astrocytoma
astrocytic tumors
astrocytic tumors
ac（k）athisia
resting tremor, tremor at rest
resting potential
vulnerability
mature teratoma
normal pressure hydrocephalus （NPH）
normal perfusion pressure breakthrough
astrocytes, astroglia
stellate cell
astroglial swelling
astrocytosis
stellate ganglion
stellate ganglion block
asterion
seminoma
germ cell tumor
tranquilizer
psychiatry
psychomotor epilepsy
psychomotor seizure
mental activity
bradyphrenia
mentation
adult respiratory distress syndrome 
（ARDS）

mental disorder

生活記憶
生活機能障害
生活習慣病

生活の質
生活満足度
生検
性行動亢進
星細胞腫
星細胞腫系腫瘍
星細胞腫群
正座不能［症］
静止時振戦
静止電位
脆〔ゼイ〕弱性
成熟奇形腫
正常圧水頭症
正常灌流圧突破［現象］
星状膠細胞
星状細胞
星状膠細胞腫脹
星状膠細胞増多［症］
星状神経節
星状神経節ブロック
星状点
精上皮腫
生殖細胞腫［瘍］
精神安定薬
精神医学
精神運動てんかん
精神運動発作
精神活動
精神緩慢
精神機能
成人呼吸窮迫症候群

精神障害
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せいてき

mental deterioration
mental age
mental deficiency
mental development
mental retardation （MR）, oligophrenia
psychosis
adult moyamoya disease
psychotherapy
hydrostatic pressure
extragonadal germ cell tumor
extragonadal germ cell tumor
hypogonadism
gonadotropic hormone, gonadotropin
median survival
survival time
survival rate
biological response modifier （BRM）
biocompatibility
biomembrane
vocal cord paralysis
biorhythm
luxury perfusion
midcerebellar syndrome
median nerve
median dorsal spinal vein
centromedian nucleus （CM）, 

nucleus centromedialis〈L〉（CM）
midline shift
growth factor
growth hormone （GH）, somatotropin
GH-producing adenoma
somatostatin
growth hormone-releasing factor 
（GHRF）

growth hormone-releasing hormone 
（GHRH）

static loading injury

精神衰退
精神年齢
精神薄弱
精神発達
精神発達遅滞
精神病
成人もやもや病
精神療法
静水圧
性腺外生殖細胞腫瘍
性腺外胚細胞腫瘍
性腺機能低下症
性腺刺激ホルモン
生存期間［の］中央値
生存時間
生存率
生体応答修飾物質
生体適合性
生体膜
声帯麻痺
生体リズム
ぜいたく灌流
正中小脳症候群
正中神経
正中脊髄静脈
正中中心核

正中偏位
成長因子
成長ホルモン
成長ホルモン産生腺腫
成長ホルモン分泌抑制ホルモン
成長ホルモン放出因子

成長ホルモン放出ホルモン

静的荷重外傷
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せいてき

sexual abuse
static posture
static tremor
static ataxia
antiemetic drug
bioassay, biological assay
biological response modifier （BRM）
vital sign
hypersexuality
physiological study
physiologic cup［ping］
physiologic blind spot
World Federation of Neurological 

Surgeons （WFNS）
World Heath Organization （WHO）
second look operation
red nucleus （RN）
chordoma
chordoid meningioma
tussive syncope
spinal cord
compressio myeli 〈L〉, spinal 

compression, spinal cord compression
myelitis
conus medullaris 〈L〉, medullary cone
conus syndrome
spinal cavernous angioma
spinal cord malformation
spinal cord ischemia
spinomuscular level
syringomyelia
syringomyelic syndrome
spinal drainage
spinal arachnoidal diverticulum
myelodysplasia
spinal tuberculosis
spinal hemangioblastoma

性的虐待
静的姿勢
静的姿勢時振戦
静的立位時運動失調
制吐薬
生物学的検定法
生物反応調節剤
生命徴候
性欲過多
生理学的研究
生理的乳頭陥凹
生理的盲点
世界脳神経外科連合

世界保健機関
セカンドルックオペレーション
赤核
脊索腫
脊索腫様髄膜腫
咳失神
脊髄
脊髄圧迫［症］

脊髄炎
脊髄円錐
脊髄円錐症候群
脊髄海綿状血管腫
脊髄奇形
脊髄虚血
脊髄筋レベル
脊髄空洞症
脊髄空洞症候群
脊髄腔ドレナージ（排液［法］）
脊髄くも膜憩室
脊髄形成異常［症］
脊髄結核［症］
脊髄血管芽腫
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せきすい

spinal angioma
spinovascular disease
spinal angiography
spinal cord hematoma
spinal cord blood flow
spinal cord decompression
posterior horn
posterior funiculus
posterior column of spinal cord
spinal epidural hematoma
spinal epidural hemorrhage
spinal extradural cyst
spinal epidural abscess
commissural myelotomy
chordotomy
spinal cord contusion
spinal cord stimulation
implantation of spinal cord stimulating 

electrode
spinothalamic tract
perimedullary vein
perimedullary AVF
hematomyelia, spinal cord hemorrhage
myelopathy
spinocerebellar degeneration （SCD）
spinocerebellar tract
spinal perineural cyst
posterior rhizotomy
spinal nerve root
myeloradiculopathy
spinal cord concussion, spinal 

commotion
extraspinal tumor
intramedullary spinal cord tumor
intramedullary spinal cord neoplasm
myelomeningitis, meningomyelitis
myelomeningocystocele

脊髄血管腫
脊髄血管性疾患
脊髄血管造影［法］
脊髄血腫
脊髄血流［量］
脊髄減圧［術］

［脊髄］後角
［脊髄］後索
脊髄後柱
脊髄硬膜外血腫
脊髄硬膜外出血
脊髄硬膜外嚢（のう）胞
脊髄硬膜外膿瘍
脊髄交連切裁［術］
脊髄索切離術
脊髄挫傷
脊髄刺激［術］
脊髄刺激装置設置

脊髄視床路
脊髄周囲静脈
脊髄周囲動静脈瘻
脊髄出血
脊髄症
脊髄小脳変性症
脊髄小脳路
脊髄神経周膜嚢（のう）腫
脊髄神経後根切断［術］
脊髄神経根
脊髄神経根症
脊髄振盪（とう）

脊髄髄外腫瘍
脊髄髄内腫瘍
脊髄髄内腫瘍（新生物）
脊髄髄膜炎
脊髄髄膜嚢（のう）瘤
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せきすい

myelomeningocele, meningomyelocele
spinal ataxia
intermittent claudication of spinal cord, 

spinal intermittent claudication
spinal rigidity
spinal shock
midline myelotomy
myelotomy
anterior horn
anterior funiculus
anterior column
commissura alba 〈L〉 ［anterior］ 
［medllae  spinalis］

myelography
lateral horn
lateral funiculus
lateral column of spinal cord
spinal apoplexy
spinal cord injury
spinal cord metabolism
central ［spinal］ cord syndrome
cord sign
electrospinogram
electrospinography
spinal arteriovenous malformation
spinal cord artety
myelomalacia
myelocystomeningocele
myelocyst, spinal cord cyst
myelocystocele
spinal dissemination
atelomyelia
spinal reflex
spinal cord lesion
spinal accessory neurinoma
spinal block
cord bladder

脊髄髄膜瘤
脊髄性運動失調［症］
脊髄性間欠性跛行

脊髄性固縮
脊髄性ショック
脊髄正中切開［術］
脊髄切開（切裁）［術］

［脊髄］前角
［脊髄］前索
［脊髄］前柱
脊髄前白交連

脊髄造影［法］
［脊髄］側角
［脊髄］側索
［脊髄］側柱
脊髄卒中
脊髄損傷
脊髄代謝
脊髄中心症候群
脊髄徴候
脊髄電図
脊髄電図検査［法］
脊髄動静脈奇形
脊髄動脈
脊髄軟化［症］
脊髄嚢（のう）髄膜瘤
脊髄嚢（のう）胞
脊髄嚢（のう）胞瘤
脊髄播種
脊髄発育不全［症］
脊髄反射
脊髄病変
脊髄副神経鞘腫
脊髄ブロック
脊髄膀胱
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せきつい

spinoreticular tract
spinal cord monitoring
spinal ［cord］ evoked potential
myelodiastasis
myelocele
myeloschisis
spinal column, spine
spinal canal, vertebral canal
narrow canal
canal stenosis, narrow spinal canal, 

spinal canal stenosis
anteroposterior diameter of spinal 
（vertebral） canal

hematorrhachis, hemorrhachis
intraspinal tumor
intraspinal abscess
intraspinal dermal sinus
functional spinal unit
kyphoscoliosis
kyphosis
vertebral column distraction
spinal ligament
ossification of spinal ligaments, spinal 

ligament ossification
lordoscoliosis
lordosis
scoliosis
spine
spine graft
spondylitis
spondyloptosis
spinal caries
vertebral joint
spinal stenosis
spinal traction
uncectomy
spinal osteophytosis

脊髄網様体路
脊髄モニタリング（監視）
脊髄誘発電位
脊髄離開
脊髄瘤
脊髄裂
脊柱
脊柱管
脊柱管狭窄
脊柱管狭窄症

脊柱管前後径

脊柱管内出血
脊柱管内腫瘍
脊柱管内膿瘍
脊柱管内皮膚洞
脊柱機能単位

［脊柱］後側彎［症］
［脊柱］後彎［症］
脊柱伸延［術］
脊柱靱帯
脊柱靱帯骨化［症］

［脊柱］前側彎［症］
［脊柱］前彎［症］
［脊柱］側彎［症］
脊椎
脊椎移植
脊椎炎
脊椎下垂
脊椎カリエス
脊椎関節
脊椎狭窄症
脊椎牽引

［脊椎］鉤［部］切除［術］
脊椎骨棘症
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せきつい

spinal fracture, vertebral fracture
spinal fusion, spinal stabilization
spondylopathy, spondylosis
superior facet syndrome
spondylotic dysphagia
spondylotic radiculopathy
spondylotic myelopathy
spinal distraction
spondylolisthesis
spinal calcification
spinal puncture, spinal tap
spinal brace
spinal dislocation
fracture-dislocation of spine, spinal 

fracture-dislocation
spine tomography
spinal instrumentation
sprain of spine
rachischisis, schistorrhachis, 

spondyloschisis
rachischisis, schistorrhachis, spina bifida 
〈L〉, spondyloschisis

spinal instability
spinal instability
spondylolysis
spinal dysraphism
spinal deformity
schistorrhachis
locked-in syndrome
glossopharyngeal nerve
glossopharyngeal neurinoma
glossopharyngeal neuralgia
dissection
calcinosis
calcification
hemangioma calcificans 〈L〉
hypoglossal nerve

脊椎骨折
脊椎固定［術］
脊椎症
脊椎上関節突起症候群
脊椎症性嚥下障害
脊椎症性神経根症
脊椎症性脊髄症
脊椎伸延［症］
脊椎すべり症
脊椎石灰化［症］
脊椎穿刺
脊椎装具
脊椎脱臼
脊椎脱臼骨折

脊椎断層撮影
脊椎内器具固定
脊椎捻挫
脊椎破裂

脊椎披裂

脊椎不安定症
脊椎不安定性
脊椎分離［症］
脊椎閉鎖［縫合］不全［症］
脊椎変形
脊椎裂
施錠症候群
舌咽神経
舌咽神経鞘腫
舌咽神経痛
切開
石灰［沈着］症
石灰化
石灰化血管腫
舌下神経
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せんいし

hypoglossal canal
foramen hypoglossum 〈L〉
hypoglossal alternating hemiplegia
hypoglossal neurinoma
ansa hypoglossal〈L〉
erythrocytosis
bite on tongue
incisura 〈L〉
forceps
cutting balloon
foramen incisivum 〈L〉
resection
excision
hyperphagia
amputation neuroma
glossalgia, glossodynia
Z plasty
impending stroke
dissection
Xe-CT
xenon study
seminoma
Seldinger method
obex
fibroblast
fibroblastic meningioma
fibroblast growth factor （FGF）
fibromuscular hyperplasia
fibromuseular dysplasia （FMD）
desmoplastic neuroectodermal tumor
desmoplastic infantile ganglioglioma 
（DIG）

desmoplastic infantile astrocytoma 
（DIA）

desmoplastic medulloblastoma
fibroma
fibrosis

舌下神経管
舌下神経孔
舌下神経交叉性片麻痺
舌下神経鞘腫
舌下神経ワナ
赤血球増加症
舌咬傷
切痕
鑷子
切削用バルーン
切歯孔
切除｛臓器あるいは病巣の一部の｝
切除［術］
摂食過多［症］
切断神経腫
舌痛
Z形成術
切迫脳卒中
切離
ゼノンCT
ゼノン血流測定
セミノーマ
セルジンガー法
閂
線維芽細胞
線維芽細胞性髄膜腫
線維芽細胞増殖因子
線維筋過形成
線維筋形成不全
線維形成性神経外胚葉性腫瘍
線維形成性乳児神経節膠腫

線維形成性乳児星細胞腫

線維形成髄芽腫
線維腫
線維症
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せんいし

fibroneuroma
fibrous dysplasia
fibrillary contraction, fibrillation
fibrous meningioma
fibrous astrocytes
fibrosis
fasciculation
fibrous histiocytoma
fiber tractography
fibrinolysis
fibrosarcoma
annulus fibrosus
fiber tract
cryptogenic epilepsy
linear energy transfer （LET）
prolonged coma
persistent vegetative state
anterior compartment syndrome
anterolateral sulcus
anterolateral thalamostriate arteries
anterolateral spinal vein
anterolateral central arteries
anterior inferior cerebellar artery
（AICA）

adenohypophysis, anterior lobe of 
pituitary gland

all or none （all-or-none） law
adenocarcinoma
total ophthalmoplegia
proatlas
proatlantal artery
fortication spectrum, scintillating 

scotoma
anterior arch
anterior pontomesencephalic vein
mass lesion, space-occupying lesion, 

space-taking mass

線維神経腫
線維性［骨］異形成症
線維性収縮
線維性髄膜腫
線維性星状膠細胞
線維増多
線維束収縮
線維性組織球腫
線維トラクトグラフィー
線［維素］溶［解］［現象］
線維肉腫
線維輪
線維路
潜因性てんかん
線エネルギー付与
遷延性昏睡
遷延性植物状態
前隔壁腔症候群
前外側溝 
前外側視床線条体動脈
前外側脊髄静脈
前外側中心動脈
前下小脳動脈

腺下垂体

全か無かの法則
腺癌
全眼筋麻痺
前環椎
前環椎動脈
閃輝暗点

前弓
前橋中脳静脈
占拠性病変
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せんしし

prodromal stage
tibial phenomenon, Strümpell 

phenomenon
tibialis anterior reflex
superficial cervical artery
anterior tubercle
waning ［phenomenon］
total amnesia
trepan
anterior sulcal vein
anterograde amnesia
insidious onset
anterior occipital sulcus
boring pain
anterior communicating veins
anterior communicating artery （Acom or 

ACoA）
anterior meningeal artery
anterior commissure （AC）
AC-PC line
A-P view
sacrum
anterior interosseous nerve syndrome
sacral nerve
sacral meningocele
sacral chordoma
anterior radicular artery
occult
cryptic angioma
cranium bifidum occultum 〈L〉
cryptic arteriovenous malformation
cranium bifidum occultum 〈L〉
spina bifida occulta 〈L〉
occult arteriovenous malformation
latency
traumatic tap
anterior thalamic radiation

前駆期
前脛骨筋現象

前脛骨反射
浅頚動脈
前結節 
漸滅［現象］
全健忘
穿孔器
前溝静脈
前向性健忘
潜行性発病
前後頭溝
穿孔痛
前交通静脈
前交通動脈

前硬膜動脈
前交連
前･後交連線
前後像
仙骨
前骨間神経症候群
仙骨神経
仙骨部髄膜瘤
仙骨部脊索腫
前根動脈
潜在している
潜在性血管腫
潜在性頭蓋披裂
潜在性動静脈奇形
潜在性二分頭蓋
潜在性二分脊椎
潜在性脳動静脈奇形
潜時
穿刺外傷
前視床放線
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せんしこ

anterior ethomoidal artery
global aphasia, total aphasia
scalenus anterior syndrome
adenoma
holotelencephaly
claustrum
war injury
linear fracture
striato-nigral degeneration
corpus striatum, striatum 〈L〉
anterior longitudinal ligament
anterior compartment syndrome
linear skull fracture
linear craniectomy
anterior clinoid process
clinoidal meningioma
chromosomal anomaly, chromosomal 

aberration
chromosome recombination
chromosome marker
stiff-man syndrome
anterior root syndrome
general An［a}esthesia
sacral cord
sacral sparing
anterior petroclinoid ligament
overall survival （OS）
anterior median vein
anterior median longitudinal arterial 

trunk
anterior median fissure
anterior sulcal vein
ventral spinothalamic tract, anterior 

spinothalamic tract
anterior ［spinal］ cord syndrome
anterior spinal vein
anterior spinal artery, anterior spinal vein

前篩骨動脈
全失語
前斜角筋症候群
腺腫
全終脳［胞］症
前障
戦傷
線状骨折
線条体黒質変性（症）
線条体
前縦靭帯
前脛骨区画症候群
線状頭蓋［骨］骨折
線状頭蓋骨切除［術］
前床突起
前床突起［部］髄膜腫
染色体異常

染色体組換え
染色体マーカー
全身強直症候群
前神経根症候群
全身麻酔
仙髄
仙髄回避
前錐体前床突起靭帯

［全］生存期間
前正中静脈
前正中縦動脈幹

前正中裂
前脊髄溝静脈
前脊髄視床路

前脊髄症候群
前脊髄静脈
前脊髄動脈
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せんたん

anterior spinal artery thrombosis
anterior spinal artery syndrome
araphia
presacral tumor
anterior sacral meningocele
anterior perforating arteries
holoprosencephaly
war wound
recruitment
waxing ［phenomenon］
recruiting response
pes equinus 〈L〉
anterolateral cordotomy
anterior temporal artery
superficial temporal artery （STA）
STA-SCA anastomosis
STA-MCA bypass ［operation］
STA-MCA anastomosis
anterolateral approach
anterior cerebral vein
anterior cerebral artery （ACA）
anterior cerebral artery, supraoptic 

portion （A1）
anterior cerebral artery, knee （genu）（A3）
anterior cerebral artery, subcallosal 

portion （A2）
selective angiography
selective vulnerability
selective dorsal rhizotomy
selective amygdalohippocampectomy
apicitis
shearing injury
acrohyperesthesia
apical dendrite
acromegaly（-lia）
acromegalic neuropathy
shear strain

前脊髄動脈血栓症
前脊髄動脈症候群
全脊椎裂
前仙骨部腫瘍
前仙骨部髄膜瘤
前穿通動脈
全前脳［胞］症
戦創
漸増
漸増［現象］
漸増反応
尖足
前側索切断（切裁）［術］
前側頭動脈
浅側頭動脈
浅側頭動脈･上小脳動脈吻合［術］
浅側頭動脈･中大脳動脈バイパス［術］
浅側頭動脈･中大脳動脈吻合［術］
前側方到達法（アプローチ）
前大脳静脈
前大脳動脈
前大脳動脈視神経上部（A1）

前大脳動脈膝部（A3）
前大脳動脈脳梁下部（A2）

選択的血管造影［法］
選択的脆〔ゼイ〕弱性
選択的脊髄後根切断（術）
選択的扁桃体海馬切除（術）
尖端炎
剪断外傷
先端感覚過敏
先端樹状突起
先端肥大症
先端肥大症性ニューロパチー
剪断力
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せんちゆ

anterior septal vein
artery of precentral sulcus
aura
sacroiliac
sacroiliitis
migraine with aura （MW）
foregut cyst
sacral vertebra
sacralization
sacral canal
colic
penetration
perforating injury
bullet wound, gunshot wound, missile 

wound
penetrating head injury
penetrating wound, perforating wound
perforating artery
vestibule
vestibulo-ocular reflex （VOR）
vestibular function
vestibular function test
vestibular system
vestibular nerve
vestibular neuritis
vestibular nerve injury
vestibular neurectomy
vestibular aqueduct
vestibular ataxia
vestibular nystagmus
vestibular vertigo
vestibulospinal reflex
vestibulospinal tract
vestibular reflex
gross total resection
congenital abnormality （anomaly）, 

inborn error

前中隔静脈
前中心溝動脈
前兆
仙腸関節
仙腸関節炎
前兆のある偏頭痛
前腸嚢（のう）胞
仙稚
仙椎化
仙椎管
仙痛
穿通
穿通外傷
穿通性外傷

穿通性頭部外傷
穿通創
穿通動脈
前庭
前庭眼反射
前庭機能
前庭機能検査
前庭系
前庭神経
前庭神経炎
前庭神経外傷
前庭神経切除術
前庭水管
前庭性運動失調
前庭性眼振
前庭性めまい
前庭脊髄反射
前庭脊髄路
前庭反射
全摘出
先天異常
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せんとう

congenital nystagmus
congenital disease
congenital torticollis
congenital tumor
congenital hydrocephalus
congenital syringomyelia
congenital aqueductal stenosis
congenital defect of scalp
parencephalia
congenital brain tumor
congenital cerebral aneurysm
congenital cyst
aplasia cutis congenita 〈L〉
aplasia cutis congenita 〈L〉
congenital dermal sinus
anterior ［cranial］ fossa
frontal advancement
frontonasal encephalocele
subfrontal meningioma
frontoorbital advancement, forehead 

remodeling
frontoorbital approach
fronto-orbital area
frontal eye field （FEF）
perforator, trepan
frontal pole
frontozygomatic suture
frontopolar artery
frontopolar sign
burr hole
acrocephalosyndactyly
frontal transbasal approach
frontal bone
frontosphenoid synchondrosis
hyperostosis frontalis interna 〈L〉
burr hole opening, trepanation

先天性眼振
先天性疾患
先天性斜頚
先天性腫瘍
先天性水頭症
先天性脊髄空洞症
先天性中脳水道狭窄［症］
先天性頭皮欠損
先天性脳奇形
先天性脳腫瘍
先天性脳動脈瘤
先天性嚢（のう）胞
先天性皮膚形成不全（症）
先天性皮膚欠損（症）
先天性皮膚洞
前頭蓋窩
前頭蓋拡大（術）
前頭蓋底部脳瘤
前頭下髄膜腫
前頭眼窩拡大（術）

前頭眼窩到達法
前頭眼窩野
前頭眼野
穿頭器
前頭極
前頭頬骨縫合
前頭極動脈
前頭極動脈徴候
穿頭孔
尖頭合指症
前頭経頭蓋底到達法
前頭骨
前頭骨蝶形骨軟骨結合
前頭骨内板過骨症
穿頭［術］
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せんとう

acrocephaly（-lia）, oxycephalus, 
oxycephaly（-lia）

sincipital encephalocele
frontoethmoidal encephalocele
frontoethmoidal suture
prefrontal cortex
prefrontal area
frontotemporal orbitozygomatic （ozo） 

approach
frontotemporal approach
frontal section
acrobrachycephaly
anterior parietal artery
frontobasal artery
frontal sinus
frontal intermittent rhythmic delta 

activity （FIRDA）
metopic suture
metopic synostosis
frontal area
frontal lobe
orbitofrontal cortex
frontal eye field （FEF）
frontal lobe disorder
frontal ataxia
frontal lobectomy
frontal lobe lesion
frontal association areas
anterior internal frontal artery
prosencephalon 〈L〉, forebrain
panencephalitis
pantanecephaｌy（-lia）
whole brain radiotherapy （WBRT）
anterior pericallosal vein
generalized epilepsy
generalized epileptic discharge
generalized seizure

尖頭［症］

前頭･篩骨部脳瘤
前頭篩骨部脳瘤
前頭篩骨縫合
前頭前皮質
前頭前野
前頭側頭眼窩頬骨到達法

前頭側頭到達法
前頭断
尖頭短頭［症］
前頭頂動脈
前頭底動脈
前頭洞
前頭部間欠律動性デルタ活動

前頭縫合
前頭縫合骨癒合［症］
前頭野
前頭葉
前頭葉眼窩面皮質
前頭葉眼球運動野
前頭葉障害
前頭葉性運動失調
前頭葉切除［術］
前頭葉病変
前頭連合野
前内側前頭動脈
前脳
全脳炎
全脳欠如［奇形］
全脳照射
前脳梁周囲静脈
全般てんかん
全般てんかん性放電
全般発作
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そう

anterior corticospinal tract
sacral sparing
latent
nucleus ventralis anterior 〈L〉（VA）, 

ventral anterior nucleus
anterior temporal lobectomy
sacralgia
nucleus ventralis oralis anterior 〈L〉
（Voa）

prefixed chiasma
anterior operculum syndrome
anterior lumbar interbody fusion
anterior decompression
anterior fusion
prospective study
anterior circulation
anterolisthesis
anterior approach
antepulsion, propulsion
anterior spina bifida
anterior choroidal artery （Achor or 

AChA）
Monakow syndrome
holoanencephaly
basin phenomenon
cilia
delirium
total blindness
trichinosis
fontanel［le］
fontanelle transducer
hyperfibrinolysis
adenoid ［cystic］ carcinoma

cistern

前皮質脊髄路
仙部回避
潜伏している
前腹側核

前部側頭葉切除（術）
仙部痛
前吻側腹側核

前方型視交叉
前弁蓋症候群
前方経路腰椎椎体間固定［術］
前方減圧［術］
前方固定［術］
前方視的研究
前方循環
前方すべり症
前方到達法（アプローチ）
前方突進［現象］
前方二分脊椎
前脈絡叢動脈

前脈絡叢動脈閉塞症候群
全無脳症
洗面現象
線毛
せん（譫）妄
全盲
旋毛虫症
泉門
泉門トランスデューサ
線溶亢進
腺様嚢（のう）胞癌

そ
槽
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そう

wound
manic-depressive psychosis
carphology, floccilation
enhanced MRI
enhanced CT
contrast medium
contrast enhanced CT
contrast enhanced MRI
contrast enhancement
poor filling phenomena
exacerbation
recall
organ transplantation
early image
early capsule formation stage
early massive edema
early venous filling
early baldness
early epilepsy
early CT sign
early ［aneurysm］ surgery
enhancement
reinforcement
bipolar coagulator
bipolar diathermy forceps
bipolar derivation （lead）
brace
fenestration
common carotid artery （CCA）
response duration
scanning electron microscope （-py）
（SEM）

injury, wound
plexiform neuroma
plexiform neurofibroma
proliferation
growth factor

創
躁うつ病
捜衣模床
造影MRI
造影コンピュータ断層撮影
造影剤
造影［剤増強］CT
造影［剤増強］MRI
造影増強［法］
造影不良現象
増悪
想起
臓器移植［術］
早期画像
早期カプセル形成期
早期広範浮腫
早期静脈充満像（早期静脈描出）
早期脱毛
早期てんかん
早期［虚血］CT徴候
早期［動脈瘤］手術
増強
増強法
双極凝固器
双極凝固ピンセット
双極導出
装具
窓形成
総頚動脈
奏効期間
走査型電子顕微鏡

創傷
叢状神経腫
叢状神経線維腫
増殖
増殖因子
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そくてい

proliferative angiopathy
relative survival
relative mandibular prognathism
relative maxillary prognathism
bulk flow
device
morning vomiting
early morning dyskinesia
morning headache
mania
nidus
prosopagnosia
debridement 〈F〉, debridement
itchy sensation
progeria, presenility
progerold syndrome
column
lateral recumbent position
collateral sprouting
ankle clonus, foot clonus
tarsal tunnel syndrome
toe
immediate memory
toe phenomenon
accelerator
accelerator
lateralization
embolizing aneurysm
embolus
embolization
coil
embolism
embolic infarct
embolectomy
facilitation
sole
dysmetria

増殖型血管障害
相対生存率
相対的下顎前突［症］
相対的上顎前突［症］
総体流
装置
早朝嘔吐
早朝ジスキネジア
早朝頭痛
躁病
巣［部］
相貌失認
創面切除［術］
瘙痒感
早老［症］
早老症候群
束
側臥位
側芽形成
足間代
足根管症候群
足趾
即時記憶
足趾現象
促進神経
促進物質
側性化
塞栓化動脈瘤
塞栓［子］
塞栓術
塞栓術用コイル
塞栓症
塞栓性梗塞
塞栓摘出［術］
促通
足底
測定異常
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そくてい

hypometria
hypermetria
plantar muscle reflex
plantar flexion
plantar grasp reflex
plantar reflex, sole reflex
subtemporal decompression
subtemporal approach, infratemporal 

approach
temporal stem
temporopolar approach
temporal fascia
temporal bone
temporal approach
temporal arteritis
planum temporale 〈L〉
temporal operculum
temporal lobe
temporal lobe agenesis syndrome
temporal lobectomy
temporal tip syndrome
temporal lobe epilepsy
temporal lobe seizure
lateral ventricle
inferior horn, temporal horn
occipital horn
colpocephaly
trigone
lateral ventricle meningioma
frontal horn
ventricular-brain ratio （VBR）
fast wave
secondary glioblastoma
secondary generalized epilepsy
bypass
collateral sulcus
collateral circulation

測定過小
測定過大
足底筋反射
足底屈
足底把握反射
足底反射
側頭下減圧［術］
側頭下到達法（アプローチ）

側頭幹
側頭極到達法（アプローチ）
側頭筋膜
側頭骨
側頭到達法（アプローチ）
側頭動脈炎
側頭平面
側頭弁蓋
側頭葉
側頭葉形成不全症候群
側頭葉切除［術］
側頭葉先端症候群
側頭葉てんかん
側頭葉発作
側脳室

［側脳室］下角
［側脳室］後角
側脳室後角拡大［症］

［側脳室］三角部
側脳室髄膜腫

［側脳室］前角
側脳室大脳比
速波
続発性膠芽腫
続発全般てんかん
側副血行路
側副溝 
側副循環
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そんしよ

nucleus parafascicularis 〈L〉（Pf）
laterality
lateralizing neurologic signs
lateral gaze
lateropulsion
laterotorsion
fast rhythm
miliary aneurysm
unverified brain tumor
interstitial fluid
histiocytoma
histiocytosis X（Langerhans cell 

histiocytosisの旧名）
tissue fixation
tissue oxygenation index 
tissue oxygen tension
tissue adhesive
histocompatibility
histocompatibility antigen
interstitial brachytherapy
interstitial hyperthermia
interstitial irradiation
tissue culture
tissue plasminogen activator （t-PA）
tissue hemoglobin index 
mastication
resuscitator
resuscitation
coarse tremor
rapport 〈F〉
apoplexy（-xia）, stroke
apoplectic stroke
zonisamide
somatostatin
somatotropin
somatomedin
injury, lesion, wound

束旁核
側方性
側方性神経徴候
側方注視
側方突進［現象］
側方捻転
速律動
粟粒動脈瘤
組織型未確認脳腫瘍
組織［間］液
組織球腫
組織球増加［症］X

組織固定
組織酸素指標
組織酸素［分］圧
組織接着剤
組織適合［性］
組織適合［性］抗原
組織内［密封］小線源治療
組織内温熱療法
組織内照射
組織培養
組織プラスミノゲン活性化囚子
組織ヘモグロビン指標
咀嚼（そしゃく）
蘇生器
蘇生［法］
粗大振戦
疎通性
卒中
卒中発作
ゾニザミド
ソマトスタチン
ソマトトロピン
ソマトメジン
損傷
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たあけつ

target
Turner syndrome
tourniquet
tourniquet test
derby hat fracture
terminal （medical） care
Diamox
attitude
postural syncope
positional tremor
postural hypotension
attitudinal reflex
position holding
discharge
fluid balance
truncal ataxia
incurvation of trunk
body jacket
body jacket
truncal oscillation, trunk ataxia
anaplasia
anaplastic glioma
anaplastic
anaplastic ependymoma
anaplastic ganglioglioma
anaplastic meningioma
anaplastic astrocytoma
anaplastic oligoastrocytoma
anaplastic oligodendroglioma
regression
foramen magnum 〈L〉
foramen magnum decompression
foramen magnum tumor
foramen magnum pressure cone
foraminal herniation

た
ターゲット
ターナー症候群
ターニケット
ターニケット試験
ダービーハット型骨折
ターミナルケア
ダイアモックス
体位
体位性失神
体位性振戦
体位性低血圧［症］
体位反射
体位保持
退院
体液バランス
体幹運動失調
体幹屈曲
体幹ジャケット
体幹装具
体幹動揺
退形成
退形成［神経］膠腫
退形成性
退形成性上衣腫
退形成性神経節膠腫
退形成性髄膜腫
退形成性星細胞腫
退形成性乏（希）突起膠腫
退形成性乏（希）突起星細胞腫
退行｛腫瘍の｝
大［後頭］孔
大後頭孔減圧［術］
大［後頭］孔［部］腫瘍
大［後頭］孔脳圧迫円錐
大［後頭］孔ヘルニア
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たいしよ

light-near dissociation
light reflex
light reaction
foramen magnum memingioma
foramen magnum lesion
confrontation test
confrontation method
condylus tertius 〈L〉
third ventricle
third ventriculostomy
chordoid glioma of the third ventricle
third-fourth interventriculostomy
fetus
embryonic graft
embryonic tumor, embryonal tumor
embryonic neocortical transplants
chondrodystrophia foetalis
fetal surgery
macropsia
embryonal carcinoma
metabolic coma
metabolic encephalopathy
regression
retraction ball
retraction ball formation
cingulate gyrus
cingulotomy
cingulotomy
cingular（-late） herniation, cingulata
girdle sensation, zonesthesia
cingulate sulcus
compensated hydrocephalus
strip craniectomy
cingulum
girdle pain
strip electrode
herpes zoster, zoster, herpes simplex

対光近見反射解離
対光反射
対光反応
大孔［部］髄膜腫
大孔［部］病変
対坐試験
対坐法
第三顆状突起
第三脳室
第三脳室開口（窓）術
第三脳室脊索腫様膠腫
第3?4脳室間開窓術
胎児
胎児移植
胎児性腫瘍
胎児期新皮質移植
胎児性軟骨異栄養症 
胎児手術
大視症
胎児性癌
代謝性昏睡
代謝性脳症
退縮｛腫瘍の｝
退縮球
退縮球形成
帯状回
帯状回切裁術
帯状回破壊術
帯状回ヘルニア
帯状［絞扼］感
帯状溝 
代償性水頭症
帯状頭蓋骨切除［術］
帯状束
帯状痛
帯状電極
帯状疱疹
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たいしよ

symptomatic therapy
macrophage
somesthesia
somatosensory
somatosensoty cortex
somatosensory area
somatosensory evoked potential 
（SEP）

somatosensory evoked response 
（SER）

volume conduction
anterior fontanel［le］
cisterna magna 〈L〉
cisternal puncture
contrecoup injury, contrecoup lesion
contralateral approach
dysch［e］iria
contralaterai reflex
femoral nerve
femoral nerve stretch test
femoral stretching test
meralgia
biceps femoris reflex
quadriceps ［femoris］ reflex
attitude
macrocephalus, macrocephaly（-lia）, 

macrocrania, megacephaly（-lia）
aortitis syndrome
aortic occlusion
aortic arch
dynamic computed tomography
dynamic CT
dynamic MRI
cerebrum
convexity
falx cerebri 〈L〉, cerebral falx
subfalcial herniation

対症療法
大食細胞
体性感覚
体性感覚性の
体性感覚［性］皮質
体性感覚野
体性感覚誘発電位

体性感覚誘発反応

体積伝導
大泉門
大槽
大槽穿刺
対側損傷
対側到達法
体側知覚不全（困難）
対側反射
大腿神経
大腿神経伸展試験
大腿伸展試験
大腿痛
大腿二頭筋反射
大腿四頭筋反射
態度
大頭症

大動脈炎症候群
大動脈閉塞［症］
大動脈弓
ダイナミック・コンピュータ断層撮影
ダイナミックCT
ダイナミックMRI
大脳

［大脳］円蓋部
大脳鎌
大脳鎌下ヘルニア
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たいよん

falx syndrome
falx meningioma
falx sign, Falxzeichen 〈G〉
falco-tentorial meningioma
falco-tentorial junction
basal ganglia
cerebral pedunele, crus cerebri 〈L〉
gliomatosis cerebri 〈L〉
cerebral calcinosis
cerebral hemisphere
interhemispheric translamina 

terminalis approach
interhemispheric transcallosal approach

interhemispheric approach
cerebral dominance
hemispheric disconnection, 

hemispherectomy
cortical tuber
corticospinal tract
cortical mapping
limbic system
placental alkaline phosphatase
fecal incontinence, incontinentia alvi 
〈L〉

nucleus raphe magnus 〈L〉（NRM）
grand mal 〈F〉 ［seizure］
grand mal epilepsy
omentum transplantation
omentum transposition
dural substitute
fourth ventricle
lateral recess
entrapment of fourth ventricle
atresia of foramina of fourth ventricle
fourth ventricular hydrocephalus
foramen of Magendie

大脳鎌症候群
大脳鎌髄膜腫
大脳鎌徴候
大脳鎌テント髄膜腫
大脳鎌テント接合部

［大脳］基底核［群］
大脳脚
大脳［神経］膠腫症
大脳石灰沈着症
大脳半球
大脳半球間裂経終板到達法（アプ

ローチ）
大脳半球間裂経脳梁到達法（アプ

ローチ）
大脳半球間裂到達法（アプローチ）
大脳半球優位性

［大脳］半球離断

大脳皮質結節
［大脳］皮質脊髄路
［大脳］皮質マッピング（地図作成）
［大脳］辺縁系
胎盤性アルカリフォスファターゼ
大便失禁

大縫線核
大発作
大発作てんかん
大網移植［術］
大網転位［術］
代用硬膜
第四脳室
第四脳室外側陥凹
第四脳室隔離
第四脳室孔閉塞［症］
第四脳室水頭症
第四脳室正中口
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たいりつ

opposing muscle
high dose chemotherapy
massive hematoma
sixth ventricle
Towne projection ［method］
Towne view
Down syndrome
sialism
salivation
oval pupil
Takayasu disease

［h］idrosis, sweating
polyspikes
pleomorphic xanthoastrocytoma
glioblastoma multiforme
pleomorphism
polymorphous delta activity （PDA）
multimodality evoked potentials （MEPs）
multiple system atrophy（MSA）
poikiloderma
tortuosity
tortuous carotid artery
euphoria
redundant nerve root
tortuous artery
combination chemotherapy, combined 

chemotherapy
multiple spike and wave complex
polymicrogyria
multilinear fracture
multiple back operation syndrome
multiple back operation
multiplane scanning
righting reflex
dislocation, luxation
denervation
denervation supersensitivity

対立筋
大量化学療法
大量血腫
第六脳室
タウン撮影［法］
タウン像
ダウン症候群
唾液過多［症］
唾液［分泌］過多
楕円瞳孔
高安病
多汗［症］
多棘波
多形黄色星細胞腫
多形膠芽腫
多形性
多型デルタ活動
多元的誘発電位
多系統萎縮症
多形皮膚萎縮症
蛇行
蛇行頚動脈
多幸症
蛇行神経根
蛇行動脈
多剤併用化学療法

多棘徐波複合
多小脳回［症］
多重線骨折
多数回［腰］背部手術症候群
多数回腰部手術
多層スキャン
立ち直り反射
脱臼
脱神経
脱神経性過敏
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たはつせ

demyelin［iz］ation
dehydrators
demyelinating disease
demyelinating encephalopathy
extruded disc （disk）
exencephaly, encephalocele
desynchronization
habenular commissure
anaplasia
depolarization
disinhibition
weakness
atonic seizure, cataplexy
spin-lattice relaxation time （T 1）
polyuria
alien hand sign
polygyria
multi-infarct dementia （MID）
polyneuritis
polyradiculopathy
multiple crush syndrome
multiple trauma
multiple stenosis
multiple spikes
disseminated sclerosis, multiple sclerosis 
（MS）

multiple tumors
multiple small infarctions
multiple meningioma
polycystic kidney
multiple mononeuritis
multiple metastasis
multiple metastatic brain tumors
multiple aneurysm
multiple endocrine adenomatosis
multiple endocrine neoplasm （MEN）
multiple cerebral infarct

脱髄
脱水剤
脱髄疾患
脱髄性脳症
脱出椎間板、逸脱椎間板
脱出脳症
脱同期
手綱交連
脱分化
脱分極
脱抑制
脱力
脱力発作
縦緩和時間
多尿［症］
他人の手徴候
多脳回［症］
多発梗塞性認知症
多発神経炎
多発神経根症（ラディクロパチー）
多発性圧挫症候群
多発性外傷
多発性狭窄［症］
多発性棘波
多発性硬化症

多発性腫瘍
多発性小梗塞
多発性髄膜腫
多発性嚢（のう）胞腎
多発性単神経炎
多発性転移
多発性転移性脳腫瘍
多発性動脈瘤
多発性内分泌腺腫症
多発性内分泌［腺］腫瘍
多発性脳梗塞

373



たはつせ

multiple cranial neuropathy
multiple organ failure （MOF）
polyneuropathy
Tapia syndrome
onion bulb formation
onion-skin arrangement
hypertrichosis
drop foot, foot-drop
multi detector-row CT （MDCT）
drop hand, wrist-drop
staged operation
short leg brace （SLB）
cyclopia（-ps）
short term memory （STM）
monopolar derivation, unipolar lead
physaliphorous cell chordoma
synchondrosis physaliphora 〈L〉
short TR
rooting reflex
exploring electrode
carbon dioxide （CO2） laser
brachydactyly（-lia）
twitch［ing］
simple fracture
simple grasp reflex
simple partial seizure （SPS）
herpes simplex virus （HSV）
herpes simplex encephalitis （HSE）
herpes simplex, herpes zoster, zoster
elastic tissue
androgen
short latency somatosensory evoked 

potential （SSEP）
globus pallidus 〈L〉（GP）, pallidum 〈L〉
pallidotomy
pallidotomy
tomography

多発性脳神経ニューロパチー
多［発］臓器不全
多発ニューロパチー
タピア症候群
たまねぎ形成
たまねぎの皮配列
多毛［症］
垂れ足
多列検出器型CT
垂れ手
段階的手術
短下肢装具
単眼［症］
短期記憶
単極導出
担空胞細胞性脊索腫
坦空胞細胞性軟骨結合
短繰り返し時間
探索反射
探査電極
炭酸ガスレーザー
短指［症］
単収縮
単純骨折
単純把握反射
単純部分発作
単純ヘルペスウイルス
単純ヘルペス脳炎
単純疱疹
弾性組織
男性ホルモン
短潜時体性感覚誘発電位

淡蒼球
淡蒼球切裁術
淡蒼球破壊術
断層撮影
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ちくのう

scanning speech, scintillation speech, 
staccato speech

carrier
stump pressure
stump hallucination
amputation neuroma
stump neuralgia
amputation pain
bayonet forceps
Dandy-Walker malformation
Dandy-Walker syndrome
short head
brachycephaly（-lia or -lus）
albuminocytologic dissociation
mononeuritis
monoradiculopathy
mononeuropathy
monoplegia
withdrawal
shunt
shunt-dependent
shunt complication
shunt dysfunction
bypass
monorhythmic delta activity
elastance, elasticity
pseudoxanthoma elasticum

Cheyne-Stokes respiration
delay time
Chamberlain line
esthesia, perception, sensory perception
paresthesia
acanthesthesia, picking ［sensation］
empyema

断続性発語

担体
断端圧
断端幻影肢
断端神経腫
断端神経痛
断端疼痛
段付きピンセット（鑷子）
ダンディ･ウオーカー奇形
ダンディ･ウォーカー症候群
短頭
短頭［蓋］［症］
蛋白細胞解離
単［発］神経炎
単［発］神経根障害
単発性ニューロパチー
単麻痺
断薬
短絡管
短絡管依存性
短絡管合併症
短絡管機能不全
短絡［術］
単律動性デルタ活動
弾力性
弾力線雌性仮性黄色腫

ち
チェーン･ストークス呼吸
遅延時間
チェンバレン線
知覚
知覚異常
ちくちく感
蓄膿［症］
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ちけんし

institutional review board （IRB）
topographical disorientation
topographical agnosia
fatal familiar insomnia （FFI）
tic
asphyxia, suffocation
nitrogen balance
intellectual function
intelligence
intelligence test
intelligence quotient （IQ）
intellectual deterioration
slow virus infection
slow virus disease
delayed traumatic apoplexy
delayed traumatic intracerebral 

hematoma
delayed ischemic syndrome
delayed ischemic neurologic deficits 
（DIND）

delayed epidural hemorrhage
tardive dyskinesia
delayed neuronal death
delayed neurotoxicity
delayed epilepsy, tardy epilepsy
delayed cerebral ischemia
delayed radiation necrosis
delayed radiation angiopathy
delayed radiation effect
thymidine
Churg-Strauss syndrome

dressing apraxia
Chaddock reflex
column
hypoprosexia
aprosexia

治験審査委員会
地誌見当識障害
地誌失認
致死性家族性不眠症
チック
窒息
窒素バランス
知的機能
知能
知能検査
知能指数
知能衰退
遅発性ウイルス感染症
遅発性ウイルス病
遅発性外傷性脳卒中 
遅発性外傷性脳内血腫

遅発性虚血症候群
遅発性虚血性［神経］脱落症状

遅発性硬膜外出血
遅発性ジスキネジア
遅発性神経細胞壊死
遅発性神経毒性
遅発性てんかん
遅発性脳虚血
遅発性放射線壊死
遅発性放射線血管障害
遅発性放射線効果
チミジン
チャーグ−ストラウス症候群（アレル

ギー性肉芽腫性血管炎）
着衣失行
チャドック反射
柱
注意減退［症］
注意集中不能［症］
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ちゆうし

oropharynx
septal vein
septal region （SP）
Chinese restaurant syndrome
intermediolateral column （ILC）
intermediofacial nerve
massa intermedia 〈L〉
cubital tunnel syndrome
intermediate nerve, intermedius nerve
intermediate injury
diurnal epilepsy
nucleus ventralis intermedius 〈L〉
（Vim）, ventral intermediate nucleus

velum interpositum
middle alternating hemiplegia
middle meningeal artery
middle meningeal pseudoaneurysm
middle finger
middle ear
gaze palsy
gaze paretic nystagmus
field of fixation
gaze ［evoked］ nystagmus
central scotoma
central convolution
central gray substance
central canal
Rolandic sulcus, central sulcus
artery of central sulcus, central sulcal 

arteries
campimeter
campimetry
central venous pressure （CVP）
central transtentorial herniation
central softening
precentral cerebellar vein
central artery

中咽頭
中隔静脈
中隔部
中華料理店症候群
中間外側柱
中間顔面神経
中間質
肘管症候群
中間神経
中間損傷
昼間てんかん
中間腹側核

中間帆
中交叉性片麻痺
中硬膜動脈
中硬膜動脈偽性動脈瘤
中指
中耳
注視麻痺
注視麻痺性眼振
注視野
注視［誘発］眼振
中心暗点
中心回
中心灰白質
中心管
中心溝
中心溝動脈

中心視野計
中心視野測定［法］
中心静脈圧
中心性経テント［切痕］ヘルニア
中心性軟化
中心前小脳静脈
中心動脈
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ちゆうし

centrencephalic seizure
central tegmental tract
extraneural metastasis
central nervous system （CNS）, neuraxis
analeptic, excitant
neural axis, neuraxis
central motor conduction time
cerebral salt wasting syndrome
central nystagmus
central facial palsy
central amaurosis
central blindness
central neurogenic hyperventilation
central neurocytoma
central pain
central deafness
central alveolar hypoventilation 

syndrome
central vertigo
central conduction time （CCT）
middle cranial fossa, middle fossa
forme suspension 〈F〉
neutron capture therapy
middle temporal artery
middle cerebral artery （MCA）
hyperdense MCA sign
middle cerebral artery M3
middle cerebral artery M4
middle cerebral artery M5
middle cerebral artery M1, postorbital 

portion
middle cerebral artery stenosis
middle cerebral artery M2, insular 

portion
occlusion of middle cerebral artery
intoxication
toxic encephalopathy

中心脳性発作
中心被蓋路 
中枢神経外転移
中枢神経系
中枢神経興奮薬
中枢神経軸
中枢性運動神経伝導時間
中枢性塩喪失症候群
中枢性眼振
中枢性顔面神経麻痺
中枢性黒内障
中枢性失明
中枢性神経原性過換気
中枢性神経細胞腫
中枢［性疼］痛
中枢性難聴
中枢性肺胞低換気症候群

中枢性めまい（眩暈）
中枢伝導時間
中頭蓋窩
宙吊り型
中性子捕捉療法
中側頭動脈
中大脳動脈
中大脳動脈高吸収徴候
中大脳動脈M3部
中大脳動脈M4部
中大脳動脈M5部
中大脳動脈M1部，眼窩後部

中大脳動脈狭窄［症］
中大脳動脈M2部，島部

中大脳動脈閉塞［症］
中毒
中毒性脳症
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ちようか

infusion test
mesencephalon 〈L〉, midbrain
mesencephalitis
mesencephalothalamic syndrome
perimesencephalic nonaneurysmal SAH
aqueduct ［of Sylvius］, cerebral aqueduct
aqueduct［al］ stenosis
periaqueductal gray （PAG）
sylvian aqueduct syndrome
aqueductal obstruction
peduncular hallucination, hallucinose 

pedonculaire 〈F〉
peduncle hallucination
mesencephalotomy
mesencephalotomy
tectal glioma
tube feeding
media
acoustic window
ultrasonography
ultrasound echo enhancement
echo-contrast agent
Doppler ultrasonography
ultrasonic surgical aspirator
audition, auditory sensation
hyperacusia（-sis）
acoustico［-］palpebral reflex, auditory 

palpebral reflex
anac［o］usis
auditory agnosia
auditory epilepsy
auditory seizure
acoustic center
auditory oculogyric reflex
auditory brainstem response （ABR）
long leg brace （LLB）
bowel dysfunction

注入試験
中脳
中脳炎
中脳視床症候群
中脳周囲非動脈瘤性くも膜下出血
中脳水道
中脳水道狭窄［症］
中脳水道周囲灰白質
中脳水道症候群
中脳水道閉塞［症］
中脳性幻覚

中脳性幻視
中脳切裁術
中脳破壊術
中脳被蓋神経膠腫
チューブ［経管］栄養
中膜
超音波骨窓
超音波診断［法］
超音波造影効果
超音波造影剤
超音波ドップラー診断［法］
超音波メス
聴覚
聴覚過敏
聴覚眼瞼反射

聴覚消失
聴覚性失認
聴覚性てんかん
聴覚性発作
聴覚中枢
聴覚動眼反射
聴覚脳幹反応
長下肢装具
腸管機能不全 
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ちようき

calcarine sulcus
calcarine artery
sphenopalatine neuralgia, Sluder 

neuralgia
sphenoid bone
sphenoid ridge
sphenoid-ridge meningioma
pterional approach
sphenoid-ridge herniation
spheno-occipital synchondrosis
pterional meningioma
sphenoidal electrode
sphenoid sinus
sphenoidal EEG
planum sphenoidale 〈L〉
planum sphenoidale meningioma
sphenoidal herniation
alar meningioma
jugum sphenoidale meningioma
long tract sign
audiogenic epilepsy
audiogenic seizure
sign
sphenopalatine artery
iliac bone
iliac muscle
iliac artery
sphenoethmoidal recess
sphenoethmoidal suture
acoustic nerve, auditory nerve
auditory nucleus
acoustic nerve tumor, acoustic tumor
acoustic neuroma
acoustic neurilem［m］oma, acoustic 

neurinoma, acoustic schwannoma
acoustic blink reflex
acoustic reflex, auditory reflex

鳥距溝
鳥距動脈
蝶［形］口蓋神経痛

蝶形骨
蝶形骨縁
蝶形骨縁髄膜腫
蝶形骨縁到達法（アプローチ）
蝶形骨縁ヘルニア
蝶形骨後頭骨軟骨結合
蝶形骨大翼髄膜腫
蝶形骨電極
蝶形骨洞
蝶形骨脳波
蝶形骨平面
蝶形骨平面髄膜腫
蝶形骨ヘルニア
蝶形骨翼［部］髄膜腫
蝶形骨隆起［部］髄膜腫
長経路徴候
聴原性てんかん
聴原性発作
徴候
蝶口蓋動脈
腸骨
腸骨筋
腸骨動脈
蝶篩陥凹
蝶篩縫合
聴神経
聴神経核
聴神経腫瘍
聴神経腫［瘍］
聴神経鞘腫

聴性瞬目反射
聴性反射
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ちんかの

auditory evoked potential （AEP）
auditory evoked response （AER）
superselective angiography
long head
dolichocephalus
dolichocephaly
transcortical motor aphasia
transcortical sensory aphasia
transcortical aphasia
auditory radiation
salutatory conduction
auditory acuity, hearing
acoumeter, acumeter, audiometer
hearing test
audiometry
hearing loss, deafness
audiogram
hyp［o］acusis
spheno-squamosal suture
rectus gyrus
coup injury
immediate epilepsy
open biopsy
rectus sinus, sinus rectus 〈L〉, straight 

sinus
direct light reflex
direct sinus packing
linear accelerator
rectal reflex
reservoir
therapeutics
tims to treatment failure
curative surgery
interventional radiology
therapy
therapeutic drug monitoring （TDM）
sunken brain syndrome

聴性誘発電位
聴性誘発反応
超選択的血管造影［法］
長頭
長頭［蓋］
長頭［蓋］［症］
超皮質性運動性失語［症］
超皮質性感覚性失語［症］
超皮質性失語［症］
聴放線
跳躍伝導
聴力
聴力計
聴力検査
聴力検査［法］
聴力消失
聴力図
聴力低下
蝶鱗縫合
直回
直撃損傷
直後てんかん
直視下生検
直静脈洞

直接対光反射 
直接［静脈］洞内パッキング
直線加速器
直腸反射
貯溜槽
治療学
治療成功期間
治療切除
治療的放射線学
治療法
治療薬物モニタリング
沈下脳症候群
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ちんせい

sedative
analgesic, analgetic, antalgesic
silent area

paranesthesia
zygapophyseal joint
facet interlocking, locked facet
interlocked facet
facet syndrome
facet dislocation
facet
facetectomy
perched facet
foramen intervertebrale 〈L〉, 

intervertebral foramen
foraminotomy
foraminal stenosis, narrow foramen
lateral recess
disc（k）, intervertebral disc（k）
disc（k）itis
disc（k） space
intervertebral disc（k） disease
discectomy
disc（k）ography
disc（k） protrusion
disc（k） hernia, disc（k） herniation, 

disc（k）hernia, herniated disc（k）, 
herniation of intervertebral disc

（k）, intervertebral disc（k） 
hernia, soft disc（k）

disc（k） degeneration
disc（k）olysis
inter-laminar approach, Love method
laminoplasty
pedicle

鎮静薬
鎮痛薬
沈黙域

つ
対感覚消失
椎間関節
椎間関節嵌合
椎間関節嵌頓
椎間関節症候群
椎間関節脱臼
椎間関節［突起］
椎間関節［突起］切除［術］
椎間関節乗り上げ脱臼
椎間孔

椎間孔拡大術
椎間孔狭窄［症］
椎間孔側溝
椎間板
椎間板炎
椎間板腔
椎間板疾患
椎間板切除［術］
椎間板造影［法］
椎間板突出
椎間板ヘルニア

椎間板変性
椎間板溶解［術］
椎弓間到達法（アプローチ）
椎弓形成［術］

［椎弓］根
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つうかく

pedicle screw fixation
pediculectomy
postlaminectomy ［spinal］ stenosis
laminectomy
vertebra
vertebral scalloping
vertebral fracture
kyphoplasty
vertebral venography
vertebral artery （VA）
vertebral artery stenosis
vertebral artery （VA） union
vertebral angiography （VAG）
vertebral occlusion
vertebrobasilar artery （VBA）
vertebrobasilar system
posterior circulation
vertebrobasilar insufficiency （VBI）
pursuit eye movement, tracking eye 

movement
vertebral collapse
interbody fusion
vertebral plasty
vertebral spur
hard disc（k）
vertebral body tumor
vertebral body resection, vertebrectomy
corpectomy
bursting fracture of vertebral body
interbody fusion
paraplegia
twist drill
Durchgangs-syndrom 〈G〉, transit［ional］ 

syndrome
algesia, algesthesia
hyperalgesia（-gia）, hyperpathia
algometer

椎弓根スクリュー固定［術］
椎弓根切除［術］
椎弓切除後脊柱管狭窄症
椎弓［板］切除［術］
椎骨
椎骨貝状陥凹
椎骨骨折
椎骨形成術
椎骨静脈造影［法］
椎骨動脈
椎骨動脈狭窄［症］
椎骨動脈合流部
椎骨動脈造影［法］
椎骨動脈閉塞［症］
椎骨脳底動脈
椎骨脳底動脈系
椎骨脳底動脈系循環
椎骨脳底動脈循環不全［症］
追従眼球運動

椎体圧潰
椎体間固定［術］
椎体形成［術］
椎体骨棘
椎体骨棘形成
椎体腫瘍
椎体切除［術］
椎体切除（摘出）［術］
椎体破裂骨折
椎体癒合
対麻痺
ツゥィスト･ドリル
通過症候群

痛覚
痛覚過敏
痛覚計
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つうかく

analgesia
analgesia dolorosa 〈L〉
hypalgesia, hypalgia, hypnoalgesia
pain sensation
interpeduncular distance
crutch walking
tandem gait （walking）
malleus
toe gait
walking on tiptoe
pinch

pre-DIC
orientation
low conus medullaris
stereotactic radiosurgery （SRS）
disorientation
stereotactic 〈adj〉
stereotactic aspiration
stereotaxic thalamotomy
stereotaxic thalamotomy
stereoencephalotomy
stereotaxic operation, stereotaxic 

surgery, stereotaxis（-xy）
stereotactic biopsy, stereotaxis, 

stereotaxy
stereotactic irradiation （STI）
stereotactic radiotherapy （SRT）
TSH-producing adenoma
thymus derived cell （T cell）
T cell growth factor
T 2 weighted image （T 2）
T2* weighted image （T2* WI）
T lymphocyte
T 1 weighted image （T 1）

痛覚消失（脱失）［症］
痛覚消失部痛
痛覚鈍麻
痛［感］覚
椎弓根間距離
杖歩行
つぎ足歩行
つち骨
つま先歩行
爪先歩行
つまみ

て
DIC前状態
定位
低位円錐
定位手術的照射
定位障害
定位［的］
定位［的］吸引［術］
定位［的］視床切裁術
定位［的］視床破壊術
定位［的］脳手術
定位［的］［脳］手術

定位［的］［脳］生検

定位放射線照射
定位放射線治療
TSH産生腺腫
T細胞
T細胞成長因子
T2強調［画像］
T2*強調［画像］
Tリンパ球
T1強調［画像］
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てしたる

hypoventilation
hypoperfusion
hypoechoic
low density area
hypotension
hypoglycemia
hypoglycemic coma
hypoglycemic hemiplegia
resistance index （Rl）
hypoxemia
hypoxia
hypoxic hypoxia
hypoxic encephalopathy
arrested hydrocephalus
low intensity area
minimally invasive surgery
low amplitude potential
low ICP syndrome
dysgerminoma
hypothermia
hypocapnia
hypocarbia
hypotonia
low voltage fast ［activity］
hyponatremia
Tinel sign
low cerebrospinal fluid pressure
low grade gtioma
hatchet face
indication
adaptive behavior
extirpation
extirpation
wrist
Dejerine-Roussy syndrome
digital subtraction angiography （DSA）

低換気
低灌流
低輝度エコー
低吸収域
低血圧［症］
低血糖［症］
低血糖性昏睡
低血糖性片麻痺
低抗係数
低酸素血［症］
低酸素［症］
低酸素性低酸素［症］
低酸素性脳症
停止性水頭症
低信号域
低侵襲手術
低振幅電位
低頭蓋内圧症候群
ディスジャーミノーマ
低体温［症］
低炭酸ガス血［症］
低炭酸［症］
低張
低電圧速波［活動］
低ナトリウム血症
ティネル徴候
低［脳脊］髄圧
低分化型［神経］膠腫（グリオーマ）
手おの型顔貌
適応
適応行動
摘出
摘除
手首
デジェリン･ルーシー症候群
デジタル減算血管造影［法］
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てしたる

digital subtraction angiography （DSA）

deja vu 〈F〉
desmin
D（d）esmopressin 

tetany
glove and stocking anesthesia
debridement 〈F〉, debridement
temozolomide
Duchene muscular dystrophy
Dupuytren contracture
Duret lesion （hemorrhage）
pterion
Terson syndrome
delta（d） wave
delta（d） rhythm
telemetry
dislocation, luxation
metastasis
metastatic skull tumor
metastatic tumor
metastatic spinal cord tumor
metastatic brain tumor
conductive deafness
electrolyte abnormality, electrolyte 

imbalance
epilepsy, epilepsia 〈L〉
epilepsy surgery
epileptiform pattern
epileptic
epileptogenic focus
epileptogenic lesion
transitory postepileptic paralysis
postepileptic delirium
postepileptic paralysis
status epilepticus 〈L〉

デジタルサブトラクションアンジオグラ
フィー

デジャヴ
デスミン
デスモプレシン（D-アルギニンバソプ

レッシ誘導体）
テタニー
手袋靴下型感覚消失
デブリドマン
テモゾロミド
デュシェンヌ型筋ジストロフィー
デュプュイトラン拘縮
デュレー病変
テリオン
テルソン症候群
デルタ波
デルタ律動
テレメトリー
転位
転移
転移性頭蓋腫瘍
転移性腫瘍
転移性脊髄腫瘍
転移性脳腫瘍
伝音性難聴
電解質異常

てんかん
てんかん外科
てんかん型波形
てんかん患者
てんかん原性焦点
てんかん原性病巣
てんかん後一過性麻痺
てんかん後せん妄
てんかん後麻痺
てんかん重積状態
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てんしよ

epileptic focus
epileptic character
epileptic cry
epileptic stupor
epileptic lapse
epileptic psychosis
epileptic delirium
epileptic drop attack
epileptic discharge
epileptic aura
epileptic equivalent
epileptoid
epileptic seizure
epileptogenic zone
epileptoid
outcome
electronystagmograph
electronystagmography （ENG）
electronystagmogram （ENG）
electrocoagulation
electric［al］ stimulation
electrodiagnosis
electrophysiologic test
electrophysiological monitoring
electric dipole
impulse
electrical bipolar coagulator
electrocerebral inactivity
electrogustometry
electrode
electrotherapy
classic migraine
fulminant apoplexy
fulgurant pain, lightning pain
electron microscopy （EM）
ball hemorrhage, petechial hemorrhage, 

punctate hemorrhage

てんかん焦点
てんかん性格
てんかん性叫声〔キョウセイ〕
てんかん性昏迷
てんかん性失神
てんかん性精神病
てんかん性せん（譫）妄
てんかん性転倒発作
てんかん性放電
てんかん前兆
てんかん等価症
てんかん病質
てんかん発作
てんかん誘発帯
てんかん様
転帰
電気眼振計
電気眼振検査［法］
電気眼振図
電気凝固［術］
電気刺激［法］
電気診断法
電気生理学的検査
電気生理学的モニタリング（監視）
電気双極子
電気的興奮
電気的双極凝固器
電気的脳無活動
電気味覚検査［法］
電極
電気療法
典型［的］片頭痛
電撃性卒中
電撃痛
電［子］顕［微鏡］
点状出血
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てんしり

electromagnetic flowmetry
tensor imaging
transmission
transmitter
tentorium ［cerebelli］ 〈L〉
head-nodding
conduction time
conduction aphasia
conduction velocity
infantile spasm［s］, West syndrome
drop attack
nodding spasm
tractotomy
infratentorial-supracerebellar approach
infratentorial approach
tentorial tumor
supratentorial craniotomy
supratentorial tumor
tentorial meningioma
tentorial notch, tentorial incisura
incisural herniation, transtentorial 

herniation, , tentorial herniation
tentorial arteries
ionizing radiation
current dipole

insula
circumference of head, head 

circumference
head position
positional nystagmus, postural 

nystagmus
positional nystagmus test
positional vertigo, postural vertigo
oculocephalic reflex （OCR）

電磁流量検査［法］
テンソール画像
伝達
伝達物質
テント
点頭
伝導時間
伝導性失語［症］
伝導速度
点頭てんかん
転倒発作
点頭発作
伝導路切断［術］
テント下小脳上到達法（アプローチ）
テント下到達法（アプローチ）
テント腫瘍
テント上開頭
テント上腫瘍
テント髄膜腫
テント切痕
テント［切痕］ヘルニア

テント動脈
電離放射線
電流双極子

と
島
頭囲

頭位
頭位性眼振

頭位性眼振試験
頭位性めまい（眩暈）
頭位変換眼球反射
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とうしつ

positioning nystagmus
positioning nystagmus test
positioning vertigo
equivalent

apperception
cannula
oculomotor nerve
accessory nuclei of oculomotor nerve
oculomotor paralysis
isopter
isoechoic
cephalothoracopagus
device
radial flexion
cryosurgery
steal phenomenon
cryosurgery
dyscoria
pupillary dilatation
schizophrenia
transillumination
ipsiversive seizure
isocoria
hippus
pupillary reflex
anisocoria
corectopia
radial nerve
radial artery
radial reflex
palilalia
motor impersistence
action tremor
action myoclonus
cephalic index
glucocorticoid

頭位変換性眼振
頭位変換性眼振試験
頭位変換性めまい（眩暈）
等価［症］
頭蓋（ずがいを見よ）
統覚
套管
動眼神経
動眼神経副核
動眼神経麻痺
等感度線
等輝度エコー
頭胸結合体
道具
橈屈
凍結外科
盗血現象
凍結手術
瞳孔異常
瞳孔散大
統合失調症
透光性
同向性発作
瞳孔等大
瞳孔動揺
瞳孔反射
瞳孔不同
瞳孔偏位
橈骨神経
橈骨動脈
橈骨反射
同語反複
動作維持困難
動作時振戦
動作時ミオクローヌス
頭指数
糖質コルチコイド療法
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とうしゆ

allograft
draining vein, emissary vein
steeple skull, tower skull
turricephalus（-ly）
oxycephalus, oxycephaly（-lia）
arteriovenous malformation （AVM）
arteriovenous malformation grading
arteriovenous shunting
arteriovenous anastomosis
arteriovenous fistula
anterior neuropore
sinuvertebral nerve
dialysis dementia
dialysis encephalopathy
dialysis dysequilibrium syndrome
homolateral hemiplegia
approach
dead on arrival （DOA）
parietal foramina
parietal bone
vertex up 
vertex down
parietal lobe
dolor 〈L〉, pain
antalgic gait
dynamic ataxia
dynamic spinal canal stenosis
diabetic angiopathy
diabetic coma
diabetic neuritis
diabetic neuropathy
splenius capitis
scalp
scalp defect
scalp avulsion
flight reflex, withdrawal reflex
scalp flap

同種移植
導出静脈
塔状頭蓋
塔状頭［蓋］
塔状頭［蓋］［症］
動静脈奇形
動静脈奇形グレード（重症度分類）
動静脈短絡［化］
動静脈吻合［術］
動静脈瘻
頭神経孔
洞脊椎神経
透析認知症
透析脳症
透析平衡障害症候群
同側性片麻痺
到達法（アプローチ）
到着時死亡
頭頂孔
頭頂骨
頭頂挙上
頭頂低位
頭頂葉
疼痛
疼痛回避歩行
動的失調
動的脊柱管狭窄症
糖尿病性血管障害
糖尿病性昏睡
糖尿病性神経炎
糖尿病性ニューロパチー
頭板状筋
頭皮
頭皮欠損
頭皮剥離
逃避反射
頭皮皮弁
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とうみや

scalp marker
scalp laceration
head injury, head trauma
cephalomegaly
head-tilt
cephalometry
cephalopagus
head nystagmus
head titubation
light-headedness
head holder
head dropping test, head-dropping test
sib［ling］
artery
arter［i］itis
arterial dissection
arterial luminal narrowing
arterial boundary zone
arteriostenosis
end［o］arterectomy
artery to artery embolism
arteriosclerosis
arteriogram
arterial relaxation
arterial shunt
arteriopathy
arteriotomy
arterial injury
intra-arterial infusion
end［o］arteritis
arterial occlusion
arterial maze
aneurysm （AN）
aneurysm clip
aneurysmal neck
aneurysmal neck clipping
neck remodeling

頭皮マーカー
頭皮裂創
頭部外傷（とうぶがいしょう）
頭部巨大［症］
頭部傾斜
頭部計測［法］
頭部結合体
頭部振盪
頭部動揺
頭部ふらふら感
頭部ホルダー（支持器）
頭部落下試験
同胞
動脈
動脈炎
動脈解離［症］
動脈管腔狭少［症］
動脈境界域
動脈狭窄
動脈［血管］内膜切除術
動脈原性塞栓症
動脈硬化［症］
動脈撮影像
動脈弛緩
動脈シャント（短絡）
動脈症
動脈切開［術］
動脈損傷
動［脈内］注［入］
動脈内膜炎
動脈閉塞［症］
動脈網
動脈瘤
動脈瘤クリップ
動脈瘤頚
動脈瘤頚部クリッピング
動脈瘤頚部形成術
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とうみや

aneurysmal dome
aneurysmal bone cyst
homonymous quadrantanop［s］ia
homonymous hemianop［s］ia
septum pellucidum 〈L〉
cavum septi pellucidi 〈L〉
septo-optic dysplasia
cyst of cavum septi pellucidi
agenesis of septum pellucidum
oscillation
oscillating vision, oscillopsia
motion sickness
swaying gait, waddling gait
inverted bottle phenomenon
cephalocele
lagophthalmia（-mos）
toxoplasmosis
doxorubicin
bradylexia
dyslexia
toxic shock syndrome
idiopathic Bell's palsy
spontaneous subarachnoid hemorrhage
spontaneous carotid-cavernous fistula 
（spontaneous CCF）

idiopathic thrombocytopenic purpura
spontaneous thrombosis
idiopathic intracranial hypertension
spontaneous intracranial hypotension
idiopathic epilepsy
idiopathic granulomatous arteritis
spontaneous intracerebral hematoma
locked-in syndrome
manual muscle test［ing］ （MMT）
climbing fiber
cleft lip, hare lip
protrusion

動脈瘤体部
動脈瘤様骨嚢（のう）腫
同名性四分盲
同名性半盲
透明中隔
透明中隔腔
透明中隔視神経形成異常［症］
透明中隔嚢（のう）胞
透明中隔無形成
動揺
動揺視
動揺病
動揺歩行
倒立瓶現象
頭瘤
兎眼
トキソプラスマ症
ドキソルビシン
読字緩慢
読字障害
毒素性ショック症候群
特発性顔面神経麻痺
特発性くも膜下出血
特発性頚動脈･海綿静脈洞瘻

特発性血小板減少性紫斑病
特発性血栓症
特発性頭蓋内圧亢進［症］ 
特発性頭蓋内圧低下症
特発性てんかん
特発性肉芽腫性動脈炎
特発性脳内血腫
閉じ込め症候群
徒手筋力検査（テスト）
登上線維
兎唇
突出
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とれろか

protruded disc（k）
pulsion
sudden death
mutagenesis
Todd paraysis
gibbus
sudden deafness
Doppler flowmetry
duplex ultrasonography
Doppler velocimetry
dopamine
hopping reaction
Thomsen disease
Saturday-night palsy
tractography
translational research
goose flesh
drill
drill guide
Trousseau sign
Torkildsen procedure
sella turcica 〈L〉
empty sella
empty sella syndrome
tuberculum sellae ［turcica］ 〈L〉
sellar tumor
intrasellar pressure
intrasellar arachnoid cyst
intrasellar cyst
drainage
over drainage
trepanation
trepan
trephination
trephine
Trömner reflex
Dorello canal

突出椎間板ヘルニア
突進現象
突然死

［突然］変異誘発
トッド麻痺
突背
突発性難聴
ドップラー血流計測
ドップラーBモード複合超音波診断
ドップラー流速検査［法］
ドパミン
跳び直り反応
トムセン病
土曜日の夜麻痺
トラクトグラフィー
トランスレーショナルリサーチ
鳥肌
ドリル
ドリル･ガイド
トルーソー徴候
トルキルドセン法
トルコ鞍
トルコ鞍空洞
トルコ鞍空洞症候群
［トルコ］鞍結節
トルコ鞍腫瘍
［トルコ］鞍内圧
［トルコ］鞍内くも膜嚢（のう）胞
［トルコ］鞍内嚢（のう）胞
ドレナージ
ドレナージ過多
トレパネイション
トレパン
トレフィネイション
トレフィン
トレムナー反射
ドレロ管
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とろさは

Tolosa-Hunt syndrome
superior anastomotic vein of Trolard
Trolard vein, vein of Trolard
thromboxane
obtuse angle sign
abortive epilepsy
fugue
dull pain

internal sensation
endogenous opioid
internal ophthalmoplegia
entorhinal cortex
internal jugular vein
internal carotid artery （ICA）
carotid cave
internal carotid artery, cavernous portion 
（C4）

carotid-ophthalmic aneurysm
internal carotid artery, intracanal portion 
（C5）

internal carotid-posterior communicating 
（IC-PC） artery

internal carotid artery, cisternal portion 
（C2）

internal carotid artery, knee （C3）
internal carotid artery, terminal portion 
（C1）

carotid-anterior cerebral artery 
anastomosis

internal carotid artery, anterior wall 
aneursym

carotid cistern
carotidynia
internal carotid bifurcation （ICB）

トロサ･ハント症候群
トロラール上吻合静脈
トロラール静脈
トロンボキサン
鈍角徴候
頓挫性てんかん
遁走
鈍痛

な
内因感覚
内因性オピオイド
内眼筋麻痺
内嗅領皮質
内頚静脈
内頚動脈
内頚動脈窩
内頚動脈海綿静脈洞部

内頚動脈眼動脈分岐部動脈瘤
内頚動脈頚動脈管内部

内頚動脈-後交通動脈

内頚動脈視交叉槽部

内頚動脈膝部
内頚動脈終末部

内頚動脈-前大脳動脈吻合

内頚動脈前壁動脈瘤

内頚動脈槽
内頚動脈痛
内頚動脈分岐部
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ないちゆ

occlusion of internal carotid artery
internal decompression
internal occipital vein
inner speech, internal speech
inner ear
labyrinthitis
endoscopy
endoscopic surgery
endoscopic third ventriculostomy （ETV）
porus acustics internus 〈L〉
vestibulocochlear （statoacustic） nerve
internal auditory canal （IAC）
internal auditory artery
convergent strabismus, esotropia, 

internal strabismus
internal pyramidal layer
internal hydrocephalus
internal medullary lamina （IML）
visceral sensation
interoceptive sensibility, interoceptive 

sensation
visceral pain
medial medullaiy syndrome
medial posterior choroidal artery
medial geniculate body （MGB or MG）
medial longitudinal fasciculus （MLF）
medial longitudinal fasciculus （MLF） 

syndrome
mesial temporal sclerosis, mesiotemporal 

sclerosis
mesial temporal lobe epilepsy
internal cerebral vein
intranidal aneurysm
internal elastic lamina
intima-media complex （IMC）
intima-media signal, intima-media 

thickness （IMT）

内頚動脈閉塞［症］
内減圧［術］
内後頭静脈
内言語
内耳
内耳炎 （迷路炎）
内視鏡
内視鏡下手術
内視鏡下第三脳室開窓術
内耳孔
内耳神経
内耳道
内耳動脈
内斜視

内錐体神経細胞層
内水頭症
内髄板
内臓感覚
内臓［受容］感覚

内臓痛
内側延髄症候群
内側後脈絡叢動脈
内側膝状体
内側縦束
内側縦束症候群

内側側頭葉硬化

内側側頭葉てんかん
内大脳静脈
ナイダス内動脈瘤
内弾性板
内中膜複合体
内中膜複合体厚
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ないてん

adduction
adduction
adductor reflex
internal parietal artery
enchondromatosis
endodermal tumor
endodermal cyst
endodermal tissue
endodermal sinus tumor, yolk sac tumor
equinovarus, pes equinovarus
pes varus 〈L〉
subintimal proliferation
endothelium-derived relaxing factor 
（EDRF）

endocrine turnor
endocrine therapy
internal capsule
intimal flap
intima-media complex （IMC）
endolymphatic hydrops
endolymphatic sac
breath-holding spell
nasion
natural killer （NK） cell
natriuresis
natriuresis
narcolepsy
soft palate
palatal （palatine） reflex
palatal myoclonus
chondroblastoma
chondrodystrophy（-phia）
achondroplasia, chondrodysplasia, 

dyschondroplasia
synchondrosis
chondroma
chondrocranium

内転
内転位
内転筋反射
内頭頂動脈
内軟骨腫症
内胚葉腫瘍
内胚葉性嚢（のう）胞
内胚葉組織
内胚葉洞腫瘍
内反尖足
内反足
内皮下増殖
内皮由来弛緩因子

内分泌腫瘍
内分泌療法
内包
内膜フラップ
内膜中膜複合体
内リンパ水腫
内リンパ嚢（のう）
泣き入りひきつけ
ナジオン
ナチュラルキラー（殺）細胞
ナトリウム尿排泄増加
ナトリウム利尿
ナルコレプシー
軟口蓋
軟口蓋反射
軟口蓋ミオクローヌス
軟骨芽［細胞］腫
軟骨形成異常［症］
軟骨形成不全［症］

軟骨結合
軟骨腫
軟骨性頭蓋
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にしゆう

chondrocalcinosis
endochondral ossification
chondrosarcoma
chondromyxoid fibroma
chondroid chordoma
flexible endoscop, steerable endoscope
intractable epilepsy, refractory epilepsy, 

uncontrollable epilepsy
deafness, hearing loss
leptomeninges
pia mater 〈L〉
leptomeningitis
multiple subpial transection （MST）
leptomeningeal tumor
leptomeningeal cyst
leptomeningeal anastomosis

smell
double simultaneous stimulation
double action rongour
granuloma
granulation tissue
sarcoma
sarcomatous meningioma
2-chlorodeoxyadenosine

two cell pattern
CO₂ narcosis
CO₂ reactivity
EEG topography
second impact syndrome
secondarily generalized seizure
double crush syndrome
double lumen
double lumen balloon catheter

軟骨石灰［沈着］［症］
軟骨内骨化
軟骨肉腫
軟骨粘液線維腫
軟骨様脊索腫
軟性（可撓性）内視鏡
難治［性］てんかん

難聴
軟膜{広義の}
軟膜
軟膜炎
軟膜下［皮質］多切術
軟膜腫瘍
軟膜嚢（のう）胞
軟膜吻合［術］

に
におい
二箇所同時刺激
二関節骨鉗子（ロンジュール）
肉芽腫
肉芽組織
肉腫
肉腫性髄膜腫
2-クロロデオキシアデノシン（一般名

クラドリビン、商品名ロイスタチン）
二細胞パターン
二酸化炭素ナルコーシス
二酸化炭素反応性
二次元脳波検査［法］
二次性衝撃症候群
二次性全般発作
二重（重複）神経圧迫症候群
二重管腔
二重管腔バルーン・カテーテル
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にしゆう

diplomyelia, double cord
double floor
double contoured curvilinear 

calcification
two-stage excision
circadian rhythm
performance status （PS）
activities parallel to daily living 
（APDL）

activities of daily living （ADL）
diurnal rhythm
sun-burst appearance
sun stroke
double-point threshold, two-point 

threshold
two-point discrimination
nitrosourea
interdigastric line
ventral lobule
double compartment fourth ventricular 

hydrocephalus
cranium bifidum 〈L〉, cranioschisis
spina bifida 〈L〉
Japan Coma Scale （JCS）
infant
infantile hemiplegia
galactorrhea
galactorrhea-amenorrhea syndrome
papilla
papilloma
papillary glioneural tumor
papillary ependymoma
papillary meningioma
papilledema
bimastoid line
retromastoid craniotomy
mastoidectomy

二重脊髄
二重底
二重輪郭曲線石灰化［像］

二段階切除［術］
日周期
日常生活活動度
日常生活関連動作

日常生活動作（活動）
日内周期
日輪様
日射病
二点識別閾値

二点識別［感］覚
ニトロソウレア
二腹筋間線
二腹小葉
二分画第四脳室水頭症

二分頭蓋
二分脊稚
日本［式］昏睡尺度（スケール）
乳児
乳児片麻痺
乳汁分泌
乳汁漏出無月経症候群
乳頭
乳頭腫
乳頭状グリア神経細胞性腫瘍
乳頭状上衣腫
乳頭状髄膜腫
乳頭浮腫
乳様突起間線
乳様突起後方開頭
乳様突起切除
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ねつせい

galactorrhea
neuronavigation
neuronavigator
neuropathy
neuron
micturition desire
urinary incontinence
anuresis, urinary retention
uremic encephalopathy
diabetes insipidus
doll's head eye phenomenon
doll's eye phenomenon
doll's eye test
doll's eye sign
cognition
chorea gravidarum
cognition, perception
cognitive function
dementia, Demenz 〈G〉
cognitive rehabilitation
perceptive deafness

nucleosome
nude mouse
null-cell adenoma

neoadjuvant therapy
screw fixation
nestin
thermocoagulation
heat cramp
heat stroke
febrile convulsion

乳漏症
ニューロナビゲーション
ニューロナビゲーター
ニューロパチー
ニューロン
尿意
尿失禁
尿閉
尿毒症性脳症
尿崩症
人形の頭･目現象
人形の目現象
人形の目試験
人形の目徴候
認識
妊娠舞踏病
認知
認知機能
認知症
認知リハビリテーション
認知聾（ろう）

ぬ
ヌクレオソーム
ヌードマウス
ヌル細胞性腺腫

ね
ネオアジュバント療法
螺子（ねじ）固定
ネスチン
熱凝固
熱痙攣（けいれん）
熱射病
熱性痙攣（けいれん）
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ねむけ

sleepiness
Nelson syndrome
myxoma
myxedema 
myxopapillary tumor
myxopapillary ependymoma
mucocele
mucus-secreting papilloma
circannual rhythm
kinking, torsion
torsion dystonia, torsion spasm

brain, encephalon 〈L〉
brain compliance
brain retraction
cerebral pressure cone
cerebral compression
cerebral atrophy
brain congestion
cerebritis, encephalitis
convolution, gyrus
convolutional impression, convolutional 

marking
gyrectomy, topectomy
polioencephalitis
pachygyria
gyrus flattening
brain stem, brainstem
brainstem hematoma
brainstem death
brainstem hemorrhage
brainstem tumor
brain stem glioma
brain stem auditory evoked potential 
（BAEP）

眠気
ネルソン症候群
粘液腫
粘液水腫
粘液乳頭腫瘍
粘液乳頭状上衣腫
粘液嚢（のう）胞
粘液分泌性乳頭腫
年周期
捻転
捻転ジストニー

の
脳
脳圧縮率
脳圧排
脳圧迫円錐
脳圧迫［症］
脳萎縮
脳うっ血
脳炎

［脳］回
脳回圧痕

脳回切除［術］
脳灰白質炎
脳回肥大［症］
脳回扁平化
脳幹
脳幹血腫
脳幹死
脳幹出血
脳幹腫瘍
脳幹［神経］膠腫（グリオーマ）
脳幹聴性誘発電位
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のうけつ

brain stem auditory evoked response 
（BAER）

brain stem encephalitis, brainstem 
encephalitis

brainstem lesion
encephalofacial angiomatosis
reticular formation of brainstem
cerebral perfusion
cerebral perfusion pressure （CPP）
cerebral malformation
cerebral function
fornix 〈L〉
crura fornicis, crus of fornix
columna fornicis 〈L〉
encephaloscope
cerebral ischemia
ischemic score
encephalo-myo-synangiosis （EMS）
hydroencephalodysplasia
cerebral blood volume （CBV）
cerebrovascular reserve capacity 
（CVRC）

cerebrovascular surgery
cerebrovascular system
cerebrovascular reconstruction
cerebral revascularization
cerebrovascular disease （CVD）
cerebrovascular insufficiency
cerebrovascular accident, 

cerebrovascular disease（CVD）
cerebral angiography
cerebral vascular resistance
cerebrovascular steal （phenomenon）
cerebral vasoreactivity, cerebrovascular 

reactivity
cerebral vasospasm
cerebral hemodynamics

脳幹聴性誘発反応

脳幹脳炎

脳幹病変
脳顔面血管腫症
脳幹網様体
脳灌流
脳灌流圧
脳奇形
脳機能
脳弓
脳弓脚
脳弓柱
脳鏡
脳虚血
脳虚血評点
脳筋血管癒合［術］
脳形成不全性水頭症
脳血液量
脳血管拡張能

脳血管外科
脳血管系
脳血管再建
脳血管再生
脳血管疾患
脳［血管］循環不全症
脳血管障害

脳血管造影［法］
脳血管抵抗
脳血管盗血（現象）
脳血管反応性

脳血管攣縮
［脳］血行動態
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のうけつ

cerebral thrombosis
cerebral blood flow velocity
cerebral hemodynamics
cerebral blood flow （CBF）
effacement sign
brain infarction, cerebral infarction
encephalo-duro-arterio-myo-synangiosis 
（EDAMS）

encephalo-duro-arterio-synangiosis 
（EDAS）

cerebral respiratory quotient
brain compliance
cerebral contusion, contusio cerebri〈L〉
encephalotrigeminal angiomatosis
cerebral metebolic rate of oxygen 
（CMRO2）

brain death
brain stimulation
magnetoencephalogram （MEG）
magnetoencephalography （MEG）
cerebral ventricle, ventricle
ventricular pressure
ventricular fluid
ventriculitis
ventriculostomy
external ventricular drainage
extraventricular obstructive 

hydrocephalus
ventricular dilatation, ventricular 

enlargement, ventriculomegaly
ventricular catheter
cavum veli interpositi 〈L〉
ventriculoscopy
ventriculo［-］pleural shunt
ventricular system
ventriculo-subdural shunt
ventriculo-subdural shunt

脳血栓症
脳血流速度

［脳］血流動態
脳血流［量］
脳溝消失徴候
脳梗塞
脳硬膜動脈筋血管癒合［術］

脳硬膜動脈血管癒合［術］

脳呼吸指数
脳コンプライアンス
脳挫傷
脳三叉神経血管腫症
脳酸素消費量

脳死
脳刺激［術］
脳磁図
脳磁図検査［法］
脳室
脳室圧
脳室液
脳室炎
脳室開口術
脳室外ドレナージ
脳室外閉塞性水頭症

脳室拡大

脳室カテーテル
脳室間腔
脳室鏡［検査］
脳室胸腔短絡術
脳室系
脳室硬膜下シャント
脳室硬膜下短絡（術）
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のうしつ

extra-axial tumor
extra-axial cyst
intra-axial tumor
periventricular gray （PVG）
periventricular hemorrhage （PVH）
periventricular low density, 

periventricular lucency （PVL）
periventricular white matter
periventricular leukomalacia
ependyma
germinal matrix hemorrhage
subependymal germinal matrix
ventriculo［-］caval shunt
ventriculo-sinus venous shunt
ventriculo-sinus venous shunt
ventriculo-atrial （V-A） shunt
ventriculocranial ratio
ventricular puncture, ventricular tap
ventriculography
ventriculostomy
ventricular shunt
ventricular drainage
intraventricular pressure
intraventricular catheter
intraventricular arachnoid cyst
intraventricular hematoma
intraventricular hemorrhage
intraventricular tumor
intraventricular obstructive 

hydrocephalus
intraventricular membrane
ventriculo-ureteral shunt
ventriculo-ureteral shunt
ventriculocisternal perfusion
ventriculocisternostomy
ventricular cyst
ventriculo-peritoneal （V-P） shunt

［脳］実質外腫瘍
［脳］実質外嚢（のう）胞
［脳］実質内腫瘍
脳室周囲灰白質
脳室周囲出血
脳室周囲低吸収域

脳室周囲白質
脳室周囲白質軟化

［脳室］上衣
［脳室上衣下］胚芽層出血
脳室上衣下胚層
脳室上大静脈短絡（術）
脳室静脈洞シャント
脳室静脈洞短絡
脳室心房短絡（術）
脳室頭蓋比
脳室穿刺
脳室造影［法］
脳室造瘻術
脳室短絡術
脳室ドレナージ（排液［法］）
脳室内圧
脳室内カテーテル
脳室内くも膜嚢（のう）胞
脳室内血腫
脳室内出血
脳室内腫瘍
脳室内閉塞性水頭症

脳室内膜
脳室尿管シャント
脳室尿管短絡（術）
脳室脳槽灌流
脳室脳槽吻合［術］
脳室嚢（のう）胞
脳室腹腔シャント
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のうしつ

ventriculo［-］vesical shunt
ventriculo-amniotic shunt
ventriculocele
brain swelling, cerebral swelling
brain hemorrhage, cerebral hemorrhage
brain tumor
brain neoplasm
cerebral circulation
cerebral hemodynamics
cerebrovascular reserve capacity 
（CVRC）

encephalopathy
encephalopathy
saccular
saccular aneurysm, sacculated aneurysm
cerebral venous thrombosis
cerebral venous sinus thrombosis
cranial nerve
neurochirurgie 〈F〉, Neurochirurgie〈G〉, 

neurological surgery, neurosurgery
neurosurgeon
neurosurgical technique
neurosurgical trial
Congress of Neurological Surgeons
neurosurgical nursing
neurosurgical manpower
cranial nerve palsy
cranial nerve monitoring
brain scintigraphy
brain concussion, cerebral concussion, 

commotio cerebri〈L〉
postconcussion syndrome
deep brain stimulation （DBS）
implantation of deep brain stimulating 

electrode
brain water
encephalomeningitis

脳室膀胱短絡術
脳室羊水シャント
脳室瘤
脳腫脹
脳出血
脳腫瘍
脳腫瘍（新生物）
脳循環
脳循環動態
脳循環予備能

脳症
脳障害
嚢（のう）状
嚢（のう）状動脈瘤
脳静脈血栓症
脳静脈洞血栓症
脳神経
脳［神経］外科［学］

脳神経外科医
脳神経外科学的技術（テクニック）
脳神経外科学的試験
脳神経外科コングレス（会議）
脳神経外科［的］看護
脳神経外科［領域］人的資源
脳神経麻痺
脳神経モニタリング
脳シンチグラフィー
脳振盪（とう）

脳振盪後症候群
脳深部刺激［術］［療法］
脳深部刺激装置設置

脳水分
脳髄膜炎
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のうそう

encephalomeningocele
brain scan［ing］
cerebral vomiting
central hyperthermia 
cerebral gigantism
brain biopsy
cerebral amaurosis
cerebral palsy （CP）
cerebral vertigo, encephalic vertigo
cerebral diplegia
brain stone, cerebral calculus, 

encephalolith
neurocranium
cerebrospinal fluid （CSF）
cerebrospinal ［fluid］ pressure
water hammer effect
cerebrospinal fluid hypersecretion
cerebrospinal fluid absorption
cerebrospinal fluid cytology
pleocytosis
cerebrospinal fluid formation
cerebrospinal ［fluid］ otorrhea
cerebrospinal fluid ascites
cerebrospinal fluid lavage
cerebrospinal fluid dynamics
cerebrospinal ［fluid］ rhinorrhea
aliquorrhea
cerebrospinal fluid flow
cerebrospinal fluid fistula
cerebrospinal fluid leak［age］, liquorrhea
encephalomyelitis
cerebrospinal injury
cerebrospinal meningitis
encephalomyelocele
cephalocentesis
cistern
cisternal pressure

脳髄膜瘤
脳スキャン
脳性嘔吐
脳性過高熱 
脳性巨人症
脳生検
脳性黒内障
脳性麻痺
脳性めまい（眩暈）
脳性両麻痺
脳石

脳頭蓋
［脳脊］髄液
［脳脊］髄液圧
［脳脊］髄液圧波効果
［脳脊］髄液過分泌
［脳脊］髄液吸収
［脳脊］髄液細胞診
［脳脊］髄液細胞増多
［脳脊］髄液産生
［脳脊］髄液耳漏
［脳脊］髄液性腹水
［脳脊］髄液洗浄
［脳脊］髄液動態
［脳脊］髄液鼻漏
［脳脊］髄液無流出
［脳脊］髄液流
［脳脊］髄液瘻
［脳脊］髄液漏
脳脊髄炎
脳脊髄損傷
脳脊髄膜炎
脳脊髄瘤
脳穿刺
脳槽
脳槽圧
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のうそう

cisternal irrigation
cisternal irrigation therapy
cisternography
cisternal drainage
cisternal drainage
cerebral embolism
brain tissue pressure
brain attack, cerebral apoplexy, stroke
postapoplectic epilepsy
stroke in evolution
brain injury
cerebral metabolism
cerebral metabolic rate
brain elasticity
brain map
cysticercosis
echoencephalography
echoencephalogram
cerebral hypoxia
basilar meningitis
basal cistern
basilar artery （BA）
basilar ［artery］ migraine
basilar artery stenosis
basilar artery insufficiency
top of basilar ［artery］ syndrome
top of basilar embolism
basilar top （tip）
basilar bifurcation
cerebral base
basal moyamoya vessels
brain metastasis
electromagnetoencephalogram （MEG）
active movement
cerebral arteriovenous malformation
cerebral arteriosclerosis
cerebral arteriography

脳槽灌流
脳槽灌流療法
脳槽造影［法］
脳槽ドレナージ
脳槽排液［法］
脳塞栓症
脳組織圧
脳卒中
脳卒中後てんかん
脳卒中進行期
脳損傷
脳代謝
脳代謝率
脳弾性
脳地図
嚢（のう）虫症
脳超音波検査［法］
脳超音波図
脳低酸素［症］
脳底髄膜炎
脳底槽
脳底動脈
脳底動脈型片頭痛
脳底動脈狭窄［症］
脳底動脈循環不全［症］
脳底動脈先端症候群
脳底動脈先端塞栓症
脳底動脈先端［部］
脳底動脈分岐部
脳底部
脳底部もやもや血管
脳転移
脳電磁図
能動運動
脳動静脈奇形
脳動脈硬化［症］
脳動脈造影［法］
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のうほう

cerebral arterial rete
cerebral aneurysm
intracerebral cavernous angioma
intracerebral hematoma （ICH）
intracerebral hemorrhage
intracerebral steal phenomenon
intracerebral cyst
cerebral softening, cerebromalacia, 

encephalomalacia, softening of brain
encephalocystomeningocele
encephalocystocele
brain abscess, cerebral abscess
electroencephalograph （EEG）
cerebral paragonimiasis
electroencephalography （EEG）
electroencephalograph
electrocerebral silence on EEG
EEG activation
brain specific gravity
surface anatomy scan［-ing］ （SAS）
brain lesion
brain edema, cerebral edema
cerebral glucose consumption, 

cerebral glucose utilization, cerebral 
metabolic rate of glueose （CMRGl）

brain herniation, cerebral hernia［-tion］
brain vesicle
cyst
cyst subarachnoid shunt
cyst formation
cystic tumor
cystic meningioma
cranium bifidum cysticum 〈L〉
spina bifida cystica 〈L〉
cranium bifidum cysticum 〈L〉
spina bifida cystica 〈L〉
cystic brain tumor

脳動脈網
脳動脈瘤
脳内海綿状血管腫
脳内血腫
脳内出血
脳内盗血現象
脳内嚢（のう）胞
脳軟化［症］

脳嚢（のう）［胞］髄膜瘤
脳嚢（のう）胞瘤
脳膿瘍
脳波
脳肺吸虫症
脳波記録［法］
脳波計
脳波上大脳活動停止
脳波賦活
脳比重
脳表撮像法
脳病変
脳浮腫
脳ぶどう糖消費量

脳ヘルニア
脳胞
嚢（のう）胞
嚢（のう）胞くも膜下腔シャント
嚢（のう）胞形成
嚢（のう）胞性腫瘍
嚢（のう）胞性髄膜腫
嚢（のう）胞性頭蓋披裂
嚢（のう）胞性脊椎破裂
嚢（のう）胞性二分頭蓋
嚢（のう）胞性二分脊椎
嚢（のう）胞性脳腫瘍
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のうほう

cystoperitoneal shunt
brain protection
cerebral anoxia
abscess
lobe
lobar atrophy
lobar hemorrhage
brain volume
lobectomy
lobotomy
encephalocele
corpus callosum 〈L〉（CC）
callosomarginal artery
subcallosal area
dysgenesis of corpus callosum
callosal agenesis
pericallosal artery
frontal portion of pericallosal artery （A4）
parietal portion of pericallosal artery 
（A5）

callosal apraxia
callosotomy
callosotomy
callosocaudate angle
splenium ［corporis callosi］
infrasplenial approach
agenesis of corpus callosum, callosal 

agenesis
callosal disconnection
cerebral laceration
nocardiosis
Nothnagel syndrome
stretching syncope
non-rapid eye movement （NREM） sleep

嚢（のう）胞腹腔シャント
脳保護
脳無酸素［症］
膿瘍
脳葉
脳葉萎縮
脳葉出血
脳容積
脳葉切除［術］
脳葉切断［術］
脳瘤
脳梁
脳梁縁動脈
脳梁下野
脳梁形成不全
脳梁欠損
脳梁周囲動脈
脳梁周囲動脈前頭部（A4）
脳梁周囲動脈頭頂部（A5）

脳梁性失行
脳梁切裁術
脳梁切断術
脳梁尾状核隅角
脳梁膨大
脳梁膨大下到達法（アプローチ）
脳梁無形成

脳梁離断
脳裂傷
ノカルジア症
ノトナーゲル症候群
伸び失神
ノンレム睡眠
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はいけつ

は
バーキットリンパ腫 
パーキンソン顔貌
パーキンソン［筋］強剛
パーキンソン三角
パーキンソン症候群
パーキンソン症状
パーキンソン痴呆複合
パーキンソン病
パーキンソン歩行
把握器
把握反射
パークベンチ体位
バーグマン終末小骨
バージャー病
バーネット症候群
バーホール
バーリント症候群
排液［法］
肺炎球菌
バイオアッセイ
バイオネット（銃剣状）剪刀
バイオネット（銃剣状）ピンセット
　（鑷子）
バイオフィードバック
バイオプシー
背臥位
胚芽異形成性神経上皮腫瘍

胚［芽］形成
胚芽層
胚［芽］発生
肺癌
肺吸虫症
背景活動
敗血症

Burkitt lymphoma
parkinsonian facies
parkinsonian ［muscular］ rigidity
Parkinson triangle
parkinsonian syndrome, parkinsonism
parkinsonism
parkinsonism-dementia complex
Parkinson disease （PD）
parkinsonian gait
clamp
grasp［ing］ reflex
park bench position
ossiculum terminate of Bergmann
Buerger disease
Vernet syndrome
burr hole
Balint syndrome
drainage
pneumococcus
bioassay
bayonet scissors
bayonet forceps

biofeedback
biopsy
supine position
dysembryoplastic neuroepithelial tumor 
（DNT）

embryogenesis
germinal matrix layer
embryogenesis
lung cancer
paragonimiasis
background activity
sepsis, septicemia
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はいさい

germ cell tumor
germinoma
germinal vesicle
embryonic stem （ES） cell
pulmonary encephalopathy
doubling time
dorsal diencephalic vein
dorsal sympathectomy
dorsal radicular artery
pulmonary embolism
dorsal meningeal artery
dorsal cyst
vital sign
gumma
miction, micturition, urination
detrusor muscle
detrusor hyperreflexia
difficulty of urination, dysuria
prolonged micturition （miction）
micturition syncope
micturition reflex
bypass
bypass operation, bypass surgery
pulmonary edema
back pain, backache
defecation
disuse syndrome
disuse atrophy
paradoxical reflex
alignment
House-Brackmann grading
destructive spondyloarthropathy
white matter
leuko［-］araiosis
leukodystrophy（-phia）
leuc（k）otomy
leukoencephalitis

胚細胞腫瘍
胚腫
胚小胞
胚性幹（ES）細胞
肺性脳症
倍増時間｛腫瘍の｝
背側間脳静脈
背側交感神経切除［術］
背側根動脈
肺塞栓症
背側髄膜動脈
背側嚢（のう）胞
バイタルサイン

［梅毒性］ゴム腫
排尿
排尿筋
排尿筋反射亢進
排尿困難
排尿時間延長
排尿性失神
排尿反射
バイパス［形成］［術］
バイパス術
肺浮腫
背部痛
排便
廃用症候群
廃用性萎縮
背理性反射
配列
ハウス・ブラックマン分類
破壊性脊椎骨折関節症
白質
白質希薄化
白質ジストロフィー
白質切断［術］
白質脳炎
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はつかん

leukoencephalopathy
fasciculus gracilis→gracile fasciculus 
〈L〉

idiocy
idiot
pulsatility index （PI）
pulsating exophthalmos
throbbing headache
pulsating （pulsatile） pain, throbbing pain
explosive speech
dissection
dissector
cogwheel phenomenon
cogwheel ocular movement
cogwheel rigidity
claudication, limping gait
osteoclastoma
scissor gait
pincers mechanism
Paget disease
basion
basinasial line
dissemination
disseminated intravascular coagulation 
（DIC）

Bastian law
Hasegawa dementia scale-revised 
（HDS-R）

vasopressin
pattern-induced seizure
honey-comb formation
Hachinski ischemic score
growth
dyslalia
ergot

［h］idrosis, sweating
oncogenesis

白質脳症
薄束

白痴
白痴［者］
拍動係数
拍動性眼球突出
拍動性頭痛
拍動痛
爆発性発語
剥離
剥離子
歯車現象
歯車様眼球運動
歯車様強剛
跛行
破骨細胞腫
はさみ脚歩行
はさみ込み機構
パジェット病
バジオン
バジオン･ナジオン線
播種
播種性血管内凝固

バスティアン法則
長谷川式認知症スケール（改訂版）

バゾプレッシン
パターン誘発性発作
蜂の巣構造
ハチンスキー虚血評点
発育
発音障害
麦角
発汗
発癌
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はつかん

carcinogenesis
dyshidrosis
hyperhidrosis, hyperidrosis
hypo［h］idrosis, oligohidrosis
pacchionian granulation
pacchionian depression
pacchionian body
bradylalia
dysphasia
alalia
discharge
phonation
developmental anomaly
developmental venous anomaly
developmental spinal canal stenosis
dysphonia
developmental quotient （DQ）
developmental retardation
developmental age
algesic （algogenic） substance
fever work-up
incidence
fluency of speech
Battle sign
storiform pattern
nose-finger-nose test
panic disorder
flapping tremor
cauda equina 〈L〉
cauda equina syndrome
intermittent claudication of cauda equina
Babinski phenomenon
Babinski sign
Babinski-Nageotte syndrome
Babinski reflex
papovavirus
paracrine

発癌［現象］
発汗異常［症］
発汗過多［症］
発汗減少［症］
パッキオニ顆粒
パッキオニ陥凹
パッキオニ小体
発語緩慢
発語障害
発語不能［症］
発射
発声
発生異常
発生学的静脈形成異常
発生学的脊柱管狭窄症
発声障害
発達指数
発達遅滞
発達年齢
発痛物質
発熱基本検査セット
発病率　発症率
発話の流暢性
バトル徴候
花むしろ状配列
鼻指鼻試験
パニック障害
羽ばたき振戦
馬尾
馬尾症候群
馬尾性間欠性跛行
バビンスキー現象
バビンスキー徴候
バビンスキー･ナジョット症候群
バビンスキー反射
パポバウイルス
パラクライン

412



はろおけ

Barany caloric test
Barany test
Barany pointing test
Barany sign
pinhole pupil
pinpoint pupil
ballism［us］
needle biopsy
needle electrode
Parinaud syndrome
Parinaud sign
needle dissector
Harrington instrument
Harrington rod
balloon catheter
balloon catheterization
baloon inflation
balloon expandable stent
balloon shunt
baloon deflation
balloon embolization
balloon occlusion test （BOT）
Valsalva test
Valsalva maneuver
pulsed Doppler sonography
pulse therapy
barbiturate coma
barbiturate ［coma］ therapy
valproic acid
balloon Matas-test
Barrè test
Barrè ［pyramidal］ sign
Barrè-Lièou syndrome
foramen lacerum 〈L〉
blow-out fracture, burst fracture
ruptured aneurysm
halo traction

バラニー温度試験
バラニー試験
バラニー指示試験
バラニー徴候
針穴瞳孔
針先瞳孔
バリズム
針生検
針電極
パリノー症候群
パリノー徴候
針剥離子
ハリントン器具
ハリントン ロッド
バルーンカテーテル
バルーンカテーテル法
バルーン拡張
バルーン拡張型ステント
バルーンシャント
バルーン縮小
バルーン塞栓［術］
バルーン閉塞試験
バルサルバ試験
バルサルバ手技
パルスドップラー法
パルス療法
バルビツレート昏睡
バルビツレート［昏睡］療法
バルプロ酸
バルーンマタス試験
バレー試験
バレー［錐体路］徴候
バレー･リェウ症候群
破裂孔
破裂骨折
破裂動脈瘤
ハロー牽引（法）
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はろおへ

halo vest
Power syndrome
power Doppler
penumbra
recurrent nerve paralysis
panhypopituitarism
diploic vein
diploic cyst
common crus of semicircular ducts
late epilepsy
interhemispheric subdural hematoma
interhemispheric cyst
hemispherectomy, hemispheric 

disconnection
echolalia
echopraxia
contraversive seizure
hangman fracture
semilunar ganglion
semicoma
ulegyria
semi-sitting position
half-axial view
jerk, reflex
reflex movement
reflex arc
reflex pathway
hyporeflexia
hyperreflexia
areflexia
reflex sympathetic dystrophy （RSD）
reflex epilepsy
reflex bladder
reflex apnea
reflex center
reflex suppression
contrecoup hemorrhage

ハローベスト
パワー症候群
パワードップラー［法］
半影帯
反回神経麻痺
汎下垂体機能低下症
板間静脈
板間嚢（のう）胞

［半規管］総脚
晩期てんかん
半球間硬膜下血腫
半球間嚢（のう）胞
半球離断［術］

反響言語
反響動作
反向発作
ハングマン骨折
半月神経節
半昏睡
瘢痕脳回［症］
半座位
半軸方向像
反射
反射運動
反射弓
反射経路
反射減弱
反射亢進
反射消失
反射性交感神経性ジストロフィー
反射性てんかん
反射性膀胱
反射性無呼吸
反射中枢
反射抑制
反衝出血
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ひあのえ

contrecoup lesion, contrecoup injury
supine lateral position
hemispatial neglect
hemivertebra
panda bear sign
Panda eye
punch biopsy
rebound nystagmus
rebound phenomenon
Huntington chorea
Pandy reaction
inversion recovery （IR）
inversion time （IT）
Hand-Schuller-Christian disease
Hunt neuralgia, geniculate neuralgia
response
reaction time
reactive hyperemia
reactive astrocyte
reaction level scale
delayed radiation necrosis
adiadochok（c）inesis（-sia）
pali［n］opsia
semiprone position
episodic tension-type headache
hemianop［s］ia
hemioptic pupillary reaction
semilobar holoprosencephaly
centrum semiovale 〈L〉

b-factor
peel-away introducer
peel-away sheath
Bielschowsky head-tilt test
piano-playing finger ［phenomenon］

反衝損傷
半側臥位
半側空間無視
半［側］椎［骨］
パンダ徴候
パンダの目
パンチ生検
反跳眼振
反跳現象
ハンチントン舞踏病
パンディ反応
反転回復法
反転時間
ハンド･シュレル･クリスチャン病
ハント神経痛
反応
反応時間
反応性充血
反応性星状膠細胞
反応レベル尺度
晩発性放射線壊死
反復拮抗運動不能［症］
反復視
半腹臥位
反復発作性緊張型頭痛
半盲
半盲性瞳孔反応
半葉性全前脳胞症
半卵円中心

ひ
b因子
ピールアウェイイントロデューサー
ピールアウェイシース
ビールショウスキー頭部傾斜試験 
ピアノ演奏様指［現象］
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ひいああ

BRM therapy
blood oxygenation level dependent 
（BOLD）［effect］

nasopharyngeal carcinoma
nasopharyngeal electrode
BAR therapy
Beevor sign
B fiber
B-wave
substance P
B-mode
Biot breathing, Biot respiration
closed vertebral artery trauma
putamen 〈L〉（Put）
putaminal hematoma
putaminal hemorrhage
subcutaneous hematoma
photic driving 
photic stimulation
photoradiation therapy
fiber optic pressure monitoring
tegmentum
avulsion injury
non-functioning adenoma
battered baby （child）
battered baby （child）
non-localizing syndrome
nasal glial （cerebral） heterotopia
pyk（c）nosis
pyk（c）nolepsy
chemodectoma
nonketotic hyperglycemia
time of flight （TOF）
hypertrophic cervical pachymeningitis
hypertrophic cranial pachymeningitis
non-communicating hydrocephalus
peroneal nerve

BRM療法
BOLD（ボールド）効果

鼻咽頭癌
鼻咽頭電極
BAR療法
ビーヴァー徴候
B線維
B波
P物質
Bモード法
ビオー呼吸
非開放性椎骨動脈損傷
被殼
被殼血腫
被殼出血
皮下血腫
光駆動
光刺激
光照射療法
光ファイバー圧モニター（監視）
被蓋
引抜き損傷
非機能性腺腫
被虐待児
被虐待児症候群
非局在［性］症候群
鼻腔内異所性グリア組織
ピクノーゼ
ピクノレプシー
非クロム親和性傍神経節腫
非ケトン性高血糖
飛行時間
肥厚性頚髄硬膜炎
肥厚性脳硬膜炎
非交通性水頭症
腓骨神経

416



ひしつせ

nasobasilar line
nonbacterial meningitis
fine tremor
minimal brain dysfunction
minimum brain dysfunction syndrome
minimal brain damage
knee pat test
hamstring ［muscle］
hamstring reflex
knee bending test
straight-leg-raising test
corticobasal degeneration （CBD）
unsustained clonus
adenoma sebaceum 〈L〉, sebaceous 

adenoma
cortical atrophy
subcortical hematoma
cerebral autosomal dominant 

arteriopathy with subcritical infarcts 
and leukoencephalopathy （CADASIL）

subcortical aphasia
subcortical hemorrhage
subcortical motor aphasia
subcortical sensory aphasia
cortical function
cortical localization
corticopontine fibers
cortical dysplasia
cortical tuber
cortical contusion
cortical stimulation
cortical venous thrombosis
cortical epilepsy
cortical blindness
cortical deafness
corticorubral tract
corticotomy

鼻根基底線
非細菌性髄膜炎
微細振戦
微細脳機能障害
微細脳機能不全症候群
微細脳損傷
膝打ち試験
膝屈筋［群］
膝屈筋反射
膝屈曲試験
膝伸展下肢挙上試験

（大脳）皮質基底核変性症
非持続性クローヌス
皮脂腺腫

皮質萎縮
皮質下血腫
皮質下梗塞および白質脳症を伴う常

染色体優性脳動脈症

皮質下失語
皮質下出血
皮質下性運動性失語
皮質下性感覚性失語
皮質機能
皮質機能局在
皮質橋線維
皮質形成異常［症］
皮質結節
皮質挫傷
皮質刺激［術］
皮質静脈血栓症
皮質性てんかん
皮質［性］盲
皮質［性］聾（ろう）
皮質赤核路
皮質切開［術］
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ひしつせ

cortical excision, cortical resection, 
corticectomy

cortical metabolism
electrocorticogram
cortical drainage
cortical artery
electrocorticography （ECoG）
electrocortical activity
cortical agenesis
epistaxis
caudate nucleus （CN）, nucleus caudatus 
〈L〉（Cd）

microsurgery
microvascular decompression （MVD）
microvasculature
microvascular surgery
microangiopathy
non-syndromic craniosynostosis
minor leak
microcirculation
microembolic signals
microadenoma
microembolus
micro embolic signal （MES）
micro embolic signal （MES）
microelectrode
microaneurysm
microcystic meningioma
microcystic degeneration
minor leak
nasolabial fold, nasolabial groove
histamine
histiocytosis X
hysteria
hysteroepilepsy
histoplasmosis
shear strain, strain

皮質切除［術］

皮質代謝
皮質電図
皮質導出静脈
皮質動脈
皮質脳波
皮質脳波活動
皮質無形成
鼻出血
尾状核

微小外科
微小血管減圧術
微小血管構築
微小血管手術
微小血管障害
非症候群性頭蓋骨融合症
微小出血
微小循環
微小栓子シグナル
微小腺腫
微小塞栓［子］
微小塞栓シグナル
微小塞栓信号
微小電極
微小動脈瘤
微小嚢（のう）胞性髄膜腫
微小嚢（のう）胞変性
微小漏出［性出血］
鼻唇溝
ヒスタミン
ヒスチオサイトーシスX
ヒステリー
ヒステリー性てんかん
ヒストプラスマ症
ひずみ
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ひはんさ

strain gauge
non-penetrating head injury
non-filling phenomenon
caudal agenesis, sacral agenesis
caudal regression syndrome
hypertrophy
hypertrophic astrocyte
vitamin K deficiency
vitamin D deficiency rickets
vitamin D intoxication
sinistrality
sinistral〈adj〉
sinistral
left-handedness
left-handed 〈adj〉, sinistromanual 〈adj〉
calamus scriptorius 〈L〉
Pickwickian syndrome
Pick disease
Hitzelberger sign
Hippel-Lindau disease
Hippel disease
atypical facial neuralgia, atypical facial 

pain
atypical teratoma
atypical teratoid/rhabdoid tumor 
（AT/RT）

atypical trigeminal neuralgia
human chorionic gonadotropin （HCG）
human T-cell lymphotropic virus typeⅠ 
（HTLV-Ⅰ） associated myelopathy 
（HAM）

beta-HCG
human immunodeficiency virus （HIV）
pitressin
hydroxyurea
nongerminomatous germ cell tumor
gemistocyte

ひずみ計
非穿通性頭部外傷
非造影現象
尾側脊椎形成不全
尾側脊椎退化症候群
肥大
肥大星状膠細胞
ビタミンK欠乏［症］
ビタミンD欠乏性くる病
ビタミンD中毒
左利き
左利きの
左利きの人
左手利き
左手利きの
筆尖 
ビックウィック症候群
ピック病
ヒッツェルベルガー徴候
ヒッペル･リンダウ病
ヒッペル病
非定型顔面痛

非定型奇形腫
非定形奇形腫様/ラブドイド腫瘍

非定型三叉神経痛
ヒト絨毛性ゴナドト口ピン
ヒトTリンパ球向性ウイルス脊髄症

ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット
ヒト免疫不全症ウイルス
ピトレシン
ヒドロキシウレア
非胚腫胚細胞腫瘍
肥胖細胞
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ひはんさ

gemistocytic astrocytoma
skin graft
thermography
cutaneous sensation
dermatomyositis
skin-muscle reflex
gastrocnemius
coating
cutaneous melanosis
graphesthesia
cutaneous neurofibroma
nasal glioma
hypsa［r］rhythmia
skin flush
dermolipoma
dermal sinus
cutaneous pupil reflex, skin-pupillary 

reflex
cutaneous leptomeningeal angiomatosis
dermal cyst
nasal encephalocele
cutaneous reflex, skin reflex
dermatome
dermography（-phia）
hyperpathia, hyperalgesia（-gia）
hypoxia
non-Hodgkin lymphoma
diffuse axonal injury （DAI）
diffuse astrocytoma
vimentin
carrier
superficial sensation
superficial reflex
superficial abdominal reflex
superficial pain
insight
expressive aphasia

肥胖細胞性星細胞腫
皮膚移植［片］
皮膚温図検査［法］
皮膚感覚
皮膚筋炎
皮膚筋反射
腓腹筋
被覆術
皮膚黒色症
皮膚書字覚
皮膚神経線維腫
鼻部［神経］膠腫（グリオーマ）
ヒプスアリスミア
皮膚潮紅
皮膚脂肪腫
皮膚洞
皮膚瞳孔反射

皮膚軟膜血管腫［症］
皮膚嚢（のう）胞
鼻部脳瘤
皮膚反射
皮膚分節
皮膚紋画症
ヒペルパチー
ヒポキシア
非ホジキンリンパ腫
びまん性軸索損傷
びまん性星細胞腫
ビメンチン
病原因保有者
表在感覚
表在［性］反射
表在性腹壁反射
表在痛
病識
表出性失語
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ふあいふ

standard language test of aphasia 
（SLTA）

facial expression
lesion
perifocal edema
lesionectomy
anosognosia
target
morbidity
pathologic reflex
pathologic laughter （laughing）
lesion
surface coil
surface rendering
tigroid fundus
opportunistic infection
Hirayama disease, juvenile unilateral 

muscular atrophy
Villarets syndrome
nonfluent aphasia
tingling ［sensation］
microdialysis
Bill's bar
excessive daytime sleepiness
rhinorrhea
fatigability
tachypnea
misery perfusion
vinca alkaloid
vincristine
Binswanger disease
forceps
ping-pong ball fracture

Pfeiffer syndrome

標準失語症検査

表情
病巣
病巣周囲浮腫
病巣切除［術］
病態失認
標的
病的状態
病的反射
病的笑い
病変
表面コイル
表面レンダリング
豹紋状眼底
日和見感染［症］
平山病

ビラレ症候群
非流暢性失語
ぴりぴり感
微量透析法
ビルの稜
昼間過眠
鼻漏
疲労性
頻呼吸
貧困灌流
ビンカアルカロイド
ビンクリスチン
ビンスワンガー病
ピンセット
ピンポン･ボール型骨折

ふ
ファイファー症候群
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ふあある

Fahr disease
unstable fracture
instability
unsteady gait
phantom spike-and-wave
ventriculo-atrial （V-A） shunt
atopognosia（-sis）
Fischgold line
topographic diagnosis
Fisher syndrome
ventriculo-peritoneal （V-P） shunt
topography
fibrinoid degeneration
fibrin glue
fibrin degradation product （FDP）
fibrinolysis
entrapped temporal horn
entrapped fourth ventricle
ballooning
inclusion ［body］
inclusion body encephalitis
inclusion body disease
Hoover sign
Forestier disease
Foix-Alajouanine syndrome
Foix-Alajouanine disease
Foix syndrome
Forbes-Albright syndrome
Foster Kennedy syndrome
Foville syndrome
Forel H 1 bundle （H 1）｛=視床束：

fasciculus thalamicus 〈L〉, thalamic 
fasciclus｝

Forel H 2 bundle （H 2）｛=レンズ核束：
fasciculus lenticularis 〈L〉, lenticular 
fasciclus｝

ファール病
不安定型骨折
不安定［性］
不安定歩行
ファントム棘徐波
V-Aシャント（術）
部位失認
フィシュゴールド線
部位診断
フィッシャー症候群
V-Pシャント（術）
部位描画［法］
フィブリノイド変性
フィブリン糊（のり）
フィブリン分解産物
フィブリン溶解［現象］
封鎖［性］側脳室下角
封鎖［性］第四脳室
風船様拡大
封入体
封入体脳炎
封入体病
フーバー徴候
フェルスティエ病
フォア･アラジュアニン症候群
フォア･アラジュアニン病
フォア症候群
フォーブズ･オールブライト症候群
フォスター ケネディー症候群
フォビィユ症候群

［フォレル］H1束

［フォレル］H2束
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ふくしん

campus Foreli, field H of Forel, Forel H 
（FH）

Forel field
restlessness
fontanometer
von Hippel-Lindau syndrome
von Hippel-Lindau disease （VHL）
von Recklinghausen disease
zona incerta 〈L〉（ZI）
activation
activated sleep
irregular nystagmus
blow-out fracture
disproportionately large communicating 

fourth ventricle
heterogeneous
dysmorphism
stress incontinence
prone position
combined sensation
parasympathetic nerve
parasympathetic nervous system
compound fracture
hyperparathyroidism
complex regional pain syndrome
accessory meningeal artery
combined deafness
saphenous vein graft
complicated migraine
compound fracture
complex partial seizure （CPS）
diplopia, double vision
acopia
repetition
accessory nerve
cranial root of accessory nerve
spinal accessory nerve

フォレルH野

フォレル野
不穏状態
フォンタノメーター
フォンヒッペル・リンダウ症候群
フォンヒッペル・リンダウ病
フォン・レックリングハウゼン病
不確帯
賦活
賦活［性］睡眠
不規則性眼振
吹抜け骨折
不均衡拡大性交通性第四脳室

不均質の
不具
腹圧性尿失禁
腹臥位
複合感覚
副交感神経
副文感神経系
複合骨折
副甲状腺機能亢進症
複合性局所疼痛症候群
副硬膜動脈
複合聾（ろう）
伏在静脈移植
複雑型片頭痛
複雑骨折
複雑部分発作
複視
複写不能［症］
復唱
副神経
副神経延髄根
副神経脊髄部
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ふくしん

adrenal medulla
adrenalectomy
adrenoleukodystrophy （ALD）
adrenocorticotropic hormone （ACTH）
corticotropin-releasing hormone （CRH）
corticosteroid therapy
accessory anterior cerebral artery
convergence
convergence nystagmus
convergence spasm
convergence reflex
convergence paralysis
subthalamus （SB）
ventral spinothalamic tract
accessory middle cerebral artery
ventromedial nucleus
accessory ventricle
sinu［s］itis
abdominal muscle reflex
abdominal ［wall］ reflex
drug compliance
Witzelsucht 〈G〉
Alice-in-wonderland syndrome
edema
wet brain
involuntary movement （IVM）
monoparesis
paraparesis
hemiparesis
paresis
tectum
intolerance
common migraine
naming
inappropriate antidiuretic hormone 

secretion
immobilization, fixation

副腎髄質
副腎摘出（術）
副腎白質ジストロフィー
副腎皮質刺激ホルモン
副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
副腎皮質ホルモン療法
副前大脳動脈
輻輳
輻輳眼振
輻輳痙攣（けいれん）
輻輳反射
輻輳麻痺
腹側視床
腹側脊髄視床路
副中大脳動脈
腹内側核
副脳室
副鼻腔炎
腹壁筋反射
腹壁反射
服薬［指示］遵守
ふざけ症
不思議の国のアリス症候群
浮腫
浮腫脳
不随意運動
不全単麻痺
不全対麻偉
不全片麻痺
不全麻痺
蓋
不耐［性］
普通型片頭痛
物品呼称
不適切抗利尿ホルモン分泌

不動［化］

424



ふりいら

choreoathetosis
chorea
anisometropia, heterometropia
port-wine mark
dizziness
stereo cilia
facies chromatic 〈L〉
chorea
choreic movement
chorea acanthocytosis
choreatic syndrome
choreiform movement
uveitis
disability
impotence（-cy）
laminotomy
partial epilepsy
partial seizure
partial volume effect
stamping gait
placing response
sleeplessness
ahypnia, ahypnosis, hyposomnia, 

insomnia
slurred speech
Brown-Sequard syndrome
Bragard test
placode
black eye
Bragg peak
flushing device
plateau waves
Frankfurt line
Frankel classification
free radical
free radical scavenger

舞踏アテトーシス（アテトーゼ）［運動］
舞踏運動
不同視［症］
ぶどう酒様血管腫
浮動性めまい（眩暈）
不動線毛
舞踏病様顔貌
舞踏病
舞踏［病］（性）（型）運動
舞踏病‐有棘赤血球症 
舞踏病（様）症候群
舞踏［病］様運動 
ぶどう膜炎
不能
不能［症］
部分的椎弓切除（術）
部分てんかん
部分発作
部分容積効果
踏みつけ歩行
踏み直り反応
不眠
不眠［症］

不明瞭発語
ブラウン･セカール症候群
ブラガード試験
プラコード（肥厚板）
ブラックアイ
ブラッグピーク
フラッシング デバイス
プラトー波
フランクフルト線
フランケル分類
フリーラジカル
フリーラジカル（遊離基）消去薬（捕

捉薬）
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ふりこし

pendulousness test
oscillating（-tory） nystagmus, pendular 

nystagmus
Brissaud syndrome
Pringle disease
bruit 〈F〉
etat crible 〈F〉, status cribrosus 〈L〉
fluorescein angiography
fluorodeoxyglucose （FDG）
Bleomycin
Purkinje cell
Brudzinski sign
Bourneville disease
Bourneville-Pringle disease
Bruns nystagmus
Bruns syndrome
Brunstrom test
fluid attenuated inversion recovery 
（FLAIR）

Froehlich syndrome
bregma
bleb
Froin syndrome
Broca aphasia
Broca center
Broca area, Broca field
flow cytometry
Brodmann area
programmed cell death
prostaglandin
prostacyclin
prothrombin deficiency
prothrombin time-international 

normalized ratio（PT-INR）
bromocriptine
bromodeoxyuridine （BUdR or BrdU）
prolactinoma

振子試験
振子様眼振

ブリッソー症候群
プリングル病
ブルイ
篩状態
フルオレセイン血管造影
フルオロデオキシグルコース
ブレオマイシン
プルキンエ細胞
ブルジンスキー徴候
ブルヌビーユ病
ブルヌビーユ･プリングル病
ブルンス眼振
ブルンス症候群
ブルンストローム試験
フレア［法］

フレーリッヒ症候群
ブレグマ
ブレブ
フロアン症候群
ブローカ失語
ブローカ中枢
ブローカ野
フローサイトメトリー
ブロードマン野
プログラム細胞死｛＝apoptosis｝
プロスタグランディン
プロスタサイクリン
プロトロンビン欠乏［症］
プロトロンビン時間国際標準化比

ブロモクリプチン
ブロモデオキシウリジン
プロラクチノーマ

426



へいかつ

prolactin （PRL）
lactotroph
prolactinoma, prolactin-producing 

adenoma, prolactin-secreting adenoma
prolactin-inhibiting factor （PIF）
malignant glioma
fractional PEG
bifurcation
anastomosis
spectroscopy
comminuted fracture
molecular genetics
molecular biology
molecular marker
projectile vomiting
watershed
watershed infarction
watershed
watershed infarction
segmental evoked potential
syllabic speech
secretory meningioma
topography
buzzing ［sensation］
birth injury
birth palsy
lobar holoprosencephaly
choristoma
disconnection syndrome
split cord malformation
trapped fourth ventricle
split brain
unclassified brain tumor

leiomyoma

プロラクチン
プロラクチン産生細胞
プロラクチン産生腫瘍

プロラクチン抑制因子
分化型［神経］膠腫（グリオーマ）
分画気脳造影［図］
分岐部（二分岐）
吻合［術］
分光［法］
粉砕骨折
分子遺伝学
分子生物学
分子マーカー
噴出性嘔吐
分水界
分水界梗塞
分水嶺
分水嶺梗塞
分節性脊髄誘発電位
分節性発語
分泌性髄膜腫
分布図
ぶんぶん感
分娩外傷
分娩麻痺
分葉全前脳［胞］症
分離腫
分離症候群
分離脊髄奇形
分離第四脳室
分離脳
分類不能脳腫瘍

ヘ
平滑筋腫
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へいかつ

leiomyosarcoma
stepping test
eye closure reflex
pure tone average （PTA）
mean transit time （MTT）
climacteric syndrome
eye lid closure reflex
equilibratory sense, static sense
equilibrium test
di（y）sequilibrium
statoliths
closed fracture
closed head injury
dysraphic state
trans-lamina terminalis approach
linear acceleration
linear deceleration
occlusion
obstructive hydrocephalus
obliterating arteritis
occlusive cerebrovascular disease
electrocerebral inactivity, flat EEG
beta-endorphin
beta（β） blocker
beta（β） wave
beta（β） rhythm
Behcet disease
mural nodule
mural thrombus
mural thrombosis
intramural thrombosis
signe de la main creuse 〈F〉
Betz cell
loss of heterozygosity（LOH）
penumbra
Benedikt syndrome
Bechterew reflex

平滑筋肉腫
閉眼足踏み試験
閉眼反射
平均純音聴力
平均通過時間
閉経症候群
閉瞼反射
平衡［感］覚
平衡［機能］検査
平衡障害
平衡石
閉鎖性骨折
閉鎖性頭部外傷
閉鎖［癒合］不全［症］
経終板到達法（アプローチ）
並進加速度
並進減速［度］
閉塞［症］
閉塞性水頭症
閉塞性動脈炎
閉塞性脳血管障害
平坦脳波
ベータエンドルフィン
べータ遮断薬
べータ波
べータ律動
ベーチェット病
壁在結節
壁在血栓
壁在血栓症
壁内血栓症
凹（ヘコ）み手徴候
ベッツ細胞
ヘテロ接合性喪失
ペナンブラ
ベネディクト症候群
ベヒテレフ反射
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へんせい

spatula
Böhler reduction
helical CT
cavum Vergae 〈L〉, Verga ventricle
Verga ventricle
Bell phenomenon
hernia
herniation
herniotomy
post［-］herpetic neuralgia
postherpetic pain
chronic post［-］herpetic neuralgia
herpetic meningoencephalitis
herpes encephalitis
Bell palsy
Perlia nucleus
Bell spasm
Bernhardt-Roth syndrome
Verocay body
deviation, shift
deviational nystagmus
limbic system
marginal vessels
marginal infarct
debridement 〈F〉, debridement
marginal sinus
limbic cortex
poikilothermia
operculum 〈L〉
operculum syndrome
deformity
metamorphopsia
dystonia musculorum deformans 〈L〉
spondylosis deformans 〈L〉
lateralization
migraine, migrainous headache
degenerative spondylolisthesis

へら
ベーラー整復法
ヘリカルCT
ベルガ腔
ベルガ脳室
ベル現象
ヘルニア
ヘルニア形成
ヘルニア摘徐術
ヘルペス後神経痛
ヘルペス後疼痛
ヘルペス後慢性神経痛
ヘルペス髄膜脳炎
ヘルペス脳炎
ベル麻痺
ペルリア核
ベル攣縮
ベルンハルト‐ロート症候群 
ベロケイ小体
偏位
偏位眼振
辺縁系
辺縁血管
辺縁梗塞
辺縁切除［術］
辺縁洞
辺縁葉皮質
変温性
弁蓋
弁蓋症候群
変形
変形視［症］
変形性筋ジストニア
変形性脊椎症
偏在
片頭痛
変性脊椎すべり症 
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へんそく

hemiatrophy
hemiataxia
hemithermoanesthesia
hemihyperesthesia
hemianesthesia
hemihyp［o］esthesia
hemifacial spasm, facial hemispasm
hemimegalencephaly
hemianosmia
hemiapraxia
hemiagnosia
hemiasomatognosia
hemicephalalgia, hemicrania
hemihyperhydrosis
hemilaminectomy
hemianalgesia
hemihypalgesia
hemialgia
hemihidrosis
hemiballism［us］
hemihypertrophy
hemiageusia
amygdaloid nucleus
amygdaloid ［nuclear］ complex
amygdala （AM）
amygdalohippocampectomy
amygdala （AM）
amygdalotomy
amygdalotomy
hemiencephaly
Penfield homunculus
squamous cell carcinoma
meningioma en plaque
platycephaly
platybasia
pes planum 〈L〉
clinocephaly

片側萎縮
片側運動失調
片側温度覚消失
片側感覚過敏
片側感覚消失
片側感覚鈍麻
片側顔面痙攣
片側巨脳症
片側嗅覚消失
片側失行
片側失認
片側身体失認
片側頭痛
片側多汗
片側椎弓切除術
片側痛覚消失
片側痛覚鈍麻
片側疼痛
片側発汗
片側バリズム
片側肥大
片側味覚消失
扁桃核
扁桃核複合
扁桃体
扁桃体海馬切除術
扁桃［体］核［群］
扁桃体切断術
扁桃体破壊術
片脳［症］
ペンフィールド小人間像
扁平上皮癌
扁平髄膜腫
扁平頭蓋症
扁平頭蓋底
扁平足
扁平頭
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ほうしや

platygyria
hemiplegia
hemiplegic migraine
hemiplegic gait
flocculus
lobus flocculonodularis 〈L〉, 

flocculonodular lobe

Heubner artery, long central artery
honey-comb formation
paraphyseal cyst
oligodendrocyte, oligodendroglia
oligodendroglioma
oligoastrocytoma
defense reflex
oligoclonal bands
suture
sphincter vesicae 〈L〉
bladder dysfunction
bladder dysfunction
directional disorientation
suture
suturectomy
suture line
cystometry
juxta-dural ring aneurysm
diastasis of suture
paratrigeminal syndrome
radiating pain, shooting pain
parasagittal meningioma
radioisotope （RI）
radioisotope scanning
radioisotope ventriculography
radioimmunoassay
radioiodinated serum albumin （RISA）
radiation necrosis

扁平脳回
片麻痺
片麻痺性片頭痛
片麻痺性歩行
片葉
片葉小節葉

ほ
ホイブナー動脈
蜂窩構造
傍下垂体嚢（のう）胞
乏（希）突起膠細胞
乏（希）突起膠腫
乏（希）突起星細胞腫
防御反射
乏クローン帯
縫合
膀胱括約筋
膀胱機能障害
膀胱機能不全
方向見当識障害
縫合手術
縫合切除［術］
縫合線
膀胱内圧測定
傍硬膜輪動脈瘤
縫合離開
傍三叉神経症候群
放散痛
傍矢状洞髄膜腫
放射性同位元素
放射性同位元素スキャニング（走査法）
放射性同位元素脳室撮影
放射性標識免疫定量法
放射性ヨウ素化ヒト血清アルブミン
放射線壊死

431



ほうしや

radiosensitivity
radiation angiopathy
radiography
radiation myelitis
radiation myelopathy
radioresistance
radiation encephalopathy
radiation-induced tumor
radiation-induced glioma
radiation-induced lesion
radiation therapy, radiotherapy
emission tomography
galea aponeurotica 〈L〉
subgaleal space
subgaleal hematoma
subgaleal hemorrhage
paraganglioma
spindle
fusiform aneurysm
spindle
spindle coma
perimedullary AVF
paramedian pontine reticular formation 
（PPRF）

raphe 〈Gr〉
nuclei raphe 〈L〉, raphe nuclei
corona radiata 〈L〉
actinomycosis
parafalcial hematoma
crista ampullaris
acapnemia
parasellar tumor
echinococcus
echinococcosis, hydatid disease
hydatid cyst
discharge
bow-hunter's stroke

放射線感受性
放射線血管障害
放射線撮影
放射線脊髄炎
放射線脊髄症
放射線抵抗性
放射線脳症
放射線誘発腫瘍
放射線誘発神経膠腫（グリオーマ）
放射線誘発損傷
放射線療法
放射断層撮影
帽状腱膜
帽状腱膜下腔
帽状腱膜下血腫
帽状腱膜下出血
傍神経節腫
紡錘
紡錘状動脈瘤
紡錘波
紡錘波昏睡
傍髄質動静脈瘻
傍正中橋網様体

縫線
縫線核［群］
放線冠
放線菌症
傍大脳鎌血腫
膨大部稜
乏炭酸血［症］
傍［トルコ］鞍部腫瘍
包虫
包虫症
包虫嚢（のう）胞
放電
ボウ･ハンター卒中
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ほつさこ

wrapping
embrace reflex
saturation recovery （SR）
Horsley-Clarke apparatus
Hormer-Wright rosette
Holmes-Adie syndrome
Holmes cerebellar ataxia
Holmes-Stewart phenomenon, rebound 

phenomenon
blood oxygenation level dependent 
（BOLD） ［effect］

bone wax
boxer's brain, punched out brain
punch-drunk encephalopathy
pocket formation
gait ataxia
ambulatory exercise
gait test
ambulatory automatism
dysbasia, gait disturbance
dysbasia
abasia
preservation
thumb
Hodgkin lymphoma
recruitment, recruitment phenomenon
replacement therapy
adjuvant chemotherapy
hospice
supplementary motor area （SMA）
supplementary motor cortex
erection
attack, episode, fit, paroxysm, seizure, 

spell
interictal epileptic discharge
postictal automatism
postictal headache

包埋術
抱擁反射
飽和回復法
ホースレイ･クラークの装置
ホーマー･ライト ロゼット
ホームズ･アディー症候群
ホームズ型小脳失調症
ホームズ･スチュアート現象

ボールド（BOLD）効果

ボーンワックス
ボクサー脳
ボクサー脳症
ポケット形成
歩行運動失調
歩行訓練
歩行試験
歩行自動症
歩行障害
歩行不全
歩行不能［症］
保続
母指
ホジキンリンパ腫
補充現象
補充療法
補助化学療法
ホスピス
補足運動野
補足運動［野］皮質
勃起
発作

発作間欠期てんかん性放電
発作後白動症
発作後頭痛
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ほつさこ

postictal paralysis
ictal automatism
ictal epileptic discharge
paroxysmal choreoathetosis
paroxysmal discharge
paroxysmal vertigo
botulinum toxin
rooting reflex
phac（k）omatosis
Hoffmann sign
Hoffmann reflex
polyposis
polyoma virus
polygraph
polyglycolic acid
polylactic acid
polyvinyl alcohol （PVA）
polymerase chain reaction （PCR）
Horton headache
Horner syndrome
Horner sign
functioning adenoma
non-functioning adenoma
holography
essential tremor

Marcus Gunn phenomenon （syndrome）
Myerson sign
Mayer sign
Mayer reflex
microadenoma
microsurgery
microwave radiation
Meyer loop
prospective study

発作後麻痺
発作時自動症
発作時てんかん性放電
発作性舞踏アテトーゼ
発作性放電
発作性めまい
ボツリヌス毒素
哺乳反射
母斑症
ホフマン微候
ホフマン反射
ポリープ症
ポリオーマ ウイルス
ポリグラフ
ポリグリコール酸
ポリ乳酸
ポリビニル アルコール
ポリメラーゼ連鎖反応
ホルトン頭痛
ホルネル症候群
ホルネル徴候
ホルモン産生腺腫
ホルモン非産生腺腫
ホログラフィー
本態性振戦

ま
マーカス ガン現象
マイアーソン徴候
マイアー徴候
マイアー反射
マイクロアデノーマ
マイクロサージェリー
マイクロ波放射
マイヤー［の］ループ
前向き研究
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まりい・

Macewen sign
membranous ossification
millipore filter
macroadenoma
macrophage
friction neuritis
foramen of Magendie
anesthesia
narcotic
Matas test
lacunar amnesia
McCune-Albright syndrome
McGregor line
McConnell capsular arteries
peripheral vascular disease
peripheral nerve
peripheral neuritis
peripheral nervous system （PNS）
peripheral nerve tumor
peripheral facial palsy
peripheral aneurysm
peripheral vertigo
peripheral embolism
acromegaly（-lia）
crutch
Maffuccis syndrome
mannitol
blink［ing］ reflex
palsy, paralysis
paretic nystagmus
paralytic strabismus
dementia paralytica 〈L〉
paretic gait
photophobia
narcotic
narcotic
Marie-Foix sign

マキューイン徴候
膜性骨化
膜フィルター
マクロアデノーマ
マクロファージ
摩擦性神経炎
マジャンディー孔
麻酔［法］
麻酔薬
マタス試験
まだら健忘
マッキューン・オルブライト症候群
マッグレガー線
マッコーネル下垂体動脈　
末梢血管疾患
末梢神経
末梢神経炎
末梢神経系
末梢神経腫瘍
末梢性顔面神経麻痺
末梢性動脈瘤
末梢性めまい
末梢動脈塞栓症
末端肥大症
松葉杖
マッフィチ症候群
マニトール
まばたき反射
麻痺
麻痺性眼振
麻痺性斜視
麻痺性認知症
麻痺性歩行
まぶしがり症
麻薬
麻薬患者
マリー･フォア徴候
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まりおつ

Mariotte spot
Mariotte ［blind］ spot
multi detector-row CT （MDCT）
Marfan syndrome
moon face
Mann test
chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy （CIDP）
chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy （CIDP）
chronic tension headache
chronic cluster headache
chronic subdural hematoma （CSDH or 

CSH）
chronic subdural hygroma
chronic daily headache
chronic spinal compression
pain prone patient
chronic cerebral ischemia
chronic paroxysmal hemicrania
chronic adhesive arachn［oid］itis
Schistosoma mansoni

myelin
myelography
myokymia
myoclonus
myoclonia（-ny）
myoclonic epilepsy
myoclonic seizure （MS）
myoclonus epilepsy （ME）
myopathy
gustation, taste sense
dysgeusia
gustatory hyperesthesis, hypergeusia

マリオット斑
マリオット盲点
マルチスライスCT
マルファン症候群
満月顔貌
マン試験
慢性炎症性脱髄性多発神経障害

慢性炎症性脱髄性多発ニューロパ
チー 

慢性緊張型頭痛
慢性群発頭痛
慢性硬膜下血腫

慢性硬膜下水腫
慢性頭痛 
慢性脊髄圧迫［症］
慢性疼痛性格障害患者
慢性脳虚血
慢性発作性片側頭痛
慢性癒着性くも膜炎
マンソン住血吸虫

み
ミエリン
ミエログラフィー
ミオキミー
ミオクローヌス
ミオクローヌス症
ミオクローヌス性てんかん
ミオクローヌス性発作
ミオクローヌスてんかん
ミオパチー
味覚
味覚異常（不全）
味覚過敏
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みやくら

gustometry
gustatory anesthesia
ageus［t］ia
hypogeusia
dextrality
dextral
dextral
right-handedness
right-handed 〈adj〉
glabella
glabellar tap reflex
glabella［r］ reflex
jamaia vu 〈F〉
immature teratoma
tight junction
brachytherapy
Minerva jacket
nonruptured aneurysm, unruptured 

aneurysm
primitive neuroectodermal tumor 
（PNET）

dysgerminoma
taste blindness
pulse-pressure wave
angiogenesis
revascularization
intima
vasa vasorum
pulseless disease
pulse wave form
choroid plexus
choroidal type
choroid plexus carcinoma
choroidal artery
choroid plexus papilloma
choroid plexus cyst
choroidal point

味覚検査［法］
味覚消失
味覚消失［症］
味覚鈍麻
右利き
右利きの
右利きの人
右手利き
右手利きの
眉間
眉間叩打反射
眉間反射
未視感
未熟奇形腫
密着結合
密封小線源治療
ミネルバ ジャケット
未破裂動脈瘤

未分化神経外胚葉［性］腫瘍

未分化胚細胞腫
味盲
脈圧波
脈管形成
脈管再生

［脈管］内膜
脈管の脈管
脈なし病
脈波形
脈絡叢
脈絡叢型
脈絡叢癌
脈絡叢動脈
脈絡叢乳頭腫
脈絡叢嚢（のう）胞
脈絡点
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みやくら

tela choroidea 〈L〉
choroidal fissure ［of lateral ventricle］
Millard-Gubler syndrome
Millard-Gubler-Foville syndrome
millipore filter

abelian
event-free survival
agnathia
analgesia dolorosa 〈L〉
anhidrosis
apathy（-thia）
apathy（-thia）, inattention
arhinencephaly（-lia）
athymic mouse
aseptic meningitis
atonia（-ny）
atonic bladder
agenesis
aplasia
avascular area
dreamy state, oneiroid state, on［e］irism
mucormycosis
apnea
apnea ［challenge］ test
apneic spells
mutism
relapse-free survival
anoxemia
anoxia
anoxic encephalopathy
anxic anoxia
blurred vision
inattention
adactyly（-lia）

脈絡膜
脈絡裂
ミラール･ギュブレール症候群
ミラール･ギュブレール･フォビル症候群
ミリポアフィルター

む
無為（意志欠如）
無イベント生存
無顎［症］
無感覚部痛
無汗［症］
無感情
無関心
無嗅脳［症］
無胸腺マウス
無菌性髄膜炎
無緊張［症］
無緊張性膀胱
無形成
無形成［症］
無血管野
夢幻状態
ムコール［菌］症
無呼吸
無呼吸検査
無呼吸発作
無言［症］
無再発生存期間
無酸素血［症］
無酸素［症］
無酸素性脳症
無酸素性無酸素［症］
霧視
無視
無指［症］
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めいさい

asymptomatic meningioma
incidental aneurysm
asymptomatic cerebral infarction
free interval
unmyelinated ［nerve］ fiber
restless legs syndrome
amyelia
amyeloencephalia
time to progression （TTP）
progression-free survival （PFS）
whiplash injury
whiplash shaken infant syndrome
imperception
acephalus, acephaly（-lia or -lus）
akinesia（-sis）
akinetic mutism
akinetic seizure
anuria
agyria
smooth brain, lissencephaly
anencephaly（-lia）
anencephalus
adiaphoresis
unresponsiveness
amimia
disease-free survival （DFS）
degenerative spondylolisthesis
innominate line
innominate artery
uninhibited bladder
alobar holoprosenephaly
asthenia

choristoma
clear cell ependymoma

無症候性髄膜腫
無症候性動脈瘤
無症候性脳梗塞 
無症状期
無髄［神経］線維
むずむず脚症候群
無脊髄［症］
無脊髄脳症
無増悪期間
無増悪生存期間
むち打ち損傷
むち打ち揺さぶられ幼児症候群
無知覚
無頭症
無動［症］
無動性無言［症］
無動発作
無尿
無脳回
無脳回症
無脳症
無脳体
無発汗［症］
無反応
無表情
無病生存期間
無分離脊椎辷り症
無名線
無名動脈
無抑制性膀胱
無葉全性前脳胞症
無力［症］

め
迷芽腫 
明細胞上衣腫
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めいさい

clear cell meningioma
nominal aphasia
vagal（-gus） nerve
drunken gait
labyrinth
labyrinthine nystagmus
labyrinthine vertigo
labyrinthectomy
Meige syndrome
raccoon eye
MRSA
caput Medusae 〈L〉
methotrexate
fried egg appearance
methylprednisolone
Meckel cave, Meckel cavity
Meniere syndrome
Meniere disease
Mobius syndrome
vertigo
dizziness
mitochondrial myopathy, 

encephalopathy, lactic acidosis, and 
stroke-like episodes （MELAS）

melatonin
melanocyte stimulating hormone （MSH）
melanoma
Melkersson syndrome
immunology
immunological tolerance
immunoglobulin （Ig）
immunofluorescence
immunofluorescent microscopy
immnunocytochemistry
immunohistochemistry
immunotoxin
immune response

明細胞髄膜腫
名辞性失語［症］
迷走神経
酩酊歩行
迷路
迷路性眼振
迷路性めまい（眩暈）
迷路摘出
メージュ症候群
メガネ血腫
メシチリン耐性黄色ブドウ球菌
メズサ頭 
メソトレキセート
目玉焼き像
メチルプレドニゾロン
メッケル腔
メニエール症候群
メニエール病
メビウス症候群
めまい（眩暈）
めまい（眩暈）［感］
MELAS症候群

メラトニン
メラニン細胞刺激ホルモン
メラノーマ
メルカーソン症候群
免疫学
免疫［学的］寛容［性］
免疫グロブリン
免疫螢光
免疫螢光顕微鏡
免疫細胞化学
免疫組織化学
免疫毒素
免疫反応
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もえあか

immune complex
immunosuppression
immunotherapy
Mendei-Bechterew sign
Mendel-Bechtercew reflex

［capillary］ telangiectasia（-sis）
ataxia-telangiectasia
telangiectatic angioma
capillary malformation
delusional idea
pilonidal sinus
retinoblastoma
retinal hemorrhage
retinal glioma
retinal migraine
preretinal hemorrhage
central retinal vein occlusion
central retinal artery
electroretinogram （ERG）
electroretinography
retinocerebral angiomatosis
blindness
pilocytic astrocytoma
ciliospinal reflex
reticular formation （RF）
cycloplegia
cyclospasm
reticulospinal tract
ciliary reflex
reticular activating system
pilomyxoid astrocytoma
Morley test
twilight state
kindling effect

免疫複合体
免疫抑制
免疫療法
メンデル･ベヒテレフ徴候
メンデル･べヒテレフ反射

も
毛細血管拡張［症］
毛細血管拡張性運動失調症
毛細血管拡張性血管腫
毛細血管奇形
妄想観念
毛巣洞
網膜芽［細胞］腫
網膜出血
網膜神経膠腫
網膜性片頭痛
網膜前出血
網膜中心静脈閉塞［症］
網膜中心動脈
網膜電図
網膜電図検査［法］
網膜脳血管腫症
盲［目］
毛様性星細胞腫
毛様脊髄反射
網様体
毛様体筋麻痺
毛様体筋攣縮
網様体脊髄路
毛様体反射
網様体賦活系
毛様類粘液性星細胞腫
モーリーテスト
もうろう状態
燃えあがり効果
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もくひよ

target
groping reflex
Monakow syndrome
monitoring
monoclonal antibody
moyamoya disease
Mollaret meningitis
Morgagni syndrome
Moro reflex
Moro response
Monro-Kellie doctrine
foramen ［of］ Monro, interventricular 

foramen, foramen interventriculare
〈L〉

obstruction of foramen of Monro

area
brachialis paraesthetica nocturna 〈L〉
nocturnal epilepsy
buffalo hump
pharmacokineties
drug dependence
phamarcokineties
drug resistance
phamarcokineties
phamarcokineties
drug toxicity
drug reaction
drug abuse
medication-overuse headache
drug withdrawal seizure

dominance

目標点
模索反射
モナコフ症候群
モニクリング（監視）
モノクローナル抗体
もやもや病
モラレ髄膜炎
モルガーニ症侯群
モロー反射
モロー反応
モンロー･ケリー法則
モンロー孔

モンロー孔閉塞［症］

や
野
夜間知覚異常性上腕痛 
夜間てんかん
野牛肩 
薬動学
薬物依存
薬物速度論
薬物耐性
薬物動態［学］
薬物動力学
薬物毒性
薬物反応
薬物乱用
薬物乱用頭痛
薬物離脱性発作（痙攣）

ゆ
優位

442



ゆちやく

dominancy
dominant hemisphere
dominant rhythm
Ewing sarcoma
adverse reaction
adverse event
adverse reaction
acanthocyte
acanthocytosis
chorea acanthocytosis
fenestration clip
migrating bullet
wandering pain
anesthesia dolorosa, painful anesthesia
painful tonic spasm
analgesia dolorosa 〈L〉
cramp
guiding catheter
induced nystagmus
induced hypertension
provocative test
trigger zone
tigger point, trigger spot
evoked potential
evoked response
trigger area
eloquent area
free radical
free-fat transplant
free fatty acid
fusion
block vertebrae
dysraphism
shaking injury
shaken impact syndrome
shaken baby syndrome
adhesive arachn［oid］itis

優位性
優位半球
優位律動
ユーイング肉腫
有害作用（事象）
有害事象
有害反応
有棘赤血球
有棘赤血球増加症
有棘赤血球舞踏病
有窓クリップ
遊走性弾丸
遊走痛
有痛性感覚消失
有痛性強直性攣縮
有痛性痛覚消失［症］
有痛性攣縮
誘導カテーテル
誘発眼振
誘発高血圧
誘発試験
誘発帯
誘発点
誘発電位
誘発反応
誘発領域
雄弁域
遊離基
遊離脂肪移植
遊離脂肪酸
癒合［術］
癒合椎
癒合不全［症］
揺さぶられ損傷
揺さぶられっ子症候群
揺さぶられ乳児症候群
癒着性くも膜炎
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ゆひたた

finger tapping test
finger-［to-］nose test
hooking response
finger-thumb reflex
finger-［to-］ear test
finger-［to-］finger test
opisthotonus

b-factor
lumbar cord
positive spike
volume-pressure relationship
volume-pressure test
volume-pressure response （VPR）
lumbosacral spine
lumbosacral meningocele
lumbosacral sprain
lumbar spine, lumbar vertebra
lumbarization
posterior lumbar fusion
lumbar spine fracture
lumbar puncture （LP）
post-lumbar puncture headache
lumbar puncture headache
lumbar disc（k） disease
lumbar disc（k） hernia, lumbar disc（k） 

herniation
lumbar drainage
low back pain
lumbago
positron emission tomography （PET）
titubation
lumbo［-］peritoneal （L-P） shunt
lumbar spinal canal stenosis, lumbar 

stenosis

指叩き試験
指鼻試験
指ひっかけ反応
指母指反射
指耳試験
指指試験
弓なり反張

よ
幼若化因子
腰髄
陽性棘波
容積圧関係
容積圧試験
容積圧反応
腰仙椎
腰仙部髄膜摺
腰仙部捻挫
腰椎
腰椎化
腰椎後方固定［術］
腰椎骨折
腰椎穿刺
腰椎穿刺後頭痛
腰稚穿刺性頭痛
腰椎椎間板疾患
腰椎椎間板ヘルニア

腰椎ドレナージ
腰痛
腰痛［症］
陽電子（ポジトロン）断層撮影［法］
揺動
腰部くも膜下腔腹腔シャント
腰部脊柱管狭窄［症］
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らとけの

lumbar spondylosis
dose limiting toxicity
sphenopalatine neuralgia
webbed neck, pterygium colli
scapula alata 〈L〉
suppression
tumor supressor gene
prognosis
spin-span relaxation time （T2）
prophylaxis
staggering gait, titubation

Larmor frequency
dead on arrival （DOA）
cardiopulmonary arrest on
　arrival（CPAOA）
Reye syndrome
linear accelerator
salaam attack
thunderclap headache
Rous sarcoma virus
lacuna 〈L〉
setting sun phenomenon, sun-down 

phenomenon, sunset phenomenon
sunset sign
raspatory
Lasegue test
Lasegue sign
anulospiral ending
parachute response
Russell syndrome, Russell diencephalic 

syndrome
wrapping
Rathke pouch
Rathke pouch tumor

腰［部脊］椎症
用量制限（規定）毒性
翼口蓋神経痛
翼状頚
翼状肩甲骨症
抑制
抑制遺伝子
予後
横緩和時間（T2）
予防
よろめき歩行

ら
ラーモア頻度
来院時死亡　　
来院時心肺停止（状態）

ライ症候群
ライナック
礼拝発作
雷鳴頭痛
ラウス肉腫ウイルス
ラクナ
落陽現象

落陽徴候
ラスパトリウム
ラセーグ試験
ラセーグ微候
らせん輪状神経終末
落下傘反応
ラッセル症候群

ラッピング
ラトケ嚢（のう）
ラトケ嚢（のう）腫瘍
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らとけの

Rathke cleft cyst
rhabdoid meningioma
Love method
Labbe vein, vein of Labbe
laminectomy
Ramsay Hunt syndrome
lambda（λ）
lambdoid suture
lambda（λ） wave
lambdoid synostosis
foramen ovale 〈L〉
endodermal sinus tumor, yolk sac tumor
utriculus
Langerhans-cell histiocytosis
lancinating pain
Rendu-Osler-Weber syndrome
follicle stimulating hormone （FSH）

Reid base line
physical therapy （PT）
physical therapist （PT）
morbidity
dynamometer
reservoir
piriformis syndrome
detachable balloon
detachable balloon catheter
detachable coil
withdrawal symptom, withdrawal 

syndrome
transection
disconnection syndrome
rituximab
Lissatter tract
Lisch nodule

ラトケ嚢（のう）胞
ラブドイド髄膜腫
ラブ法
ラベ（ー）静脈
ラミネクトミー
ラムゼイ ハント症候群
ラムダ
ラムダ［状］縫合
ラムダ波
ラムダ縫合骨癒合［症］
卵円孔
卵黄嚢（のう）腫瘍
卵形嚢（のう）
ランゲルハンス細胞組織球症
乱刺痛
ランデューオスラーウェバー症候群
卵胞刺激ホルモン

り
リード基線
理学療法
理学療法士
罹患率
力量計
リザーバー
梨状筋症候群
離脱型バルーン
離脱型バルーンカテーテル
離脱式コイル
離脱症状

離断
離断症候群
リッキシマブ
リッサウエル路
リッシュ結節
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りようみ

astereognosis
stereognosis
stereoscopic vision
stereo electroencephalogram （SEEG）
dysrhythmia
jerky （jerking） nystagmus
rhythmic myoclonus
pilomotor reflex
linear accelerator
rehabilitation
morbidity
Li-Fraumeni syndrome
shagreen patch
epidemic encephalitis
epidemic cerebrospinal meningitis
particle-beam radiation therapy
draining vein
sialorrhea
hypersalivation
Ptyalism,sialorrhea
flow-void sign
fluency
fluent aphasia
inflow zone
feeding artery, feeder
feeder embolization
hump, vertex sharp transient
flow-regulating device
lacrimation
area
area
subcallosal area
ocular hypertelorism
hypotelorism
functional position
bitemporal hemianop［s］ia
dichotic listening test

立体［感］覚消失
立体［覚］認知
立体視
立体脳波
律動異常
律動性眼振
律動性ミオクローヌス
立毛筋反射
リニアック
リハビリテーション
罹病率
リ・フラウメニ症候群
粒起革様皮膚
流行性脳炎
流行性脳脊髄膜炎
粒子線治療
流出静脈
流涎
流涎過多
流涎〔リュウゼン〕症
流体無信号徴候｛フローボイド｝
流暢性
流暢性失語
流入域｛動脈瘤内の｝
流入動脈
流入動脈塞栓術
瘤波
流量調節装置
流涙
領
領域
梁下野
両眼隔離［症］
両眼接近［症］
良肢位
両耳側半盲
両耳分離聴力検査
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りようせ

benign X-linked muscular dystrophy
benign intracranial hypertension （BIH）
benign cough headache
benign coital cephalalgia
benign spinal cord tumor
benign recurrent aseptic meningitis
benign recurrent vertigo
benign paroxysmal positional nystagmus 
（BPPN）

benign paroxysmal positional vertigo 
（BPPV）

benign paroxysmal vertigo
benign essential tremor
benign exertional headache
benign rolandic epilepsy （BRE）
double athetosis
bifrontal craniotomy
bilateral synchrony
double hemiplegia
ambidexterity
ambidexter
hindbrain
hindbrain malformation
rhombic lip
heteronymous binasal hemianopia
binasal hemianop［s］ia
diplegia
area
Liliequist membrane
ring enhancement
Ring sign
ring scotoma
clinical trial
clinical trial
Lindau tumor
Lindau disease
Rinne test

良性X染色体性筋ジストロフィ
良性頭蓋内圧亢進症
良性咳嗽性頭痛
良性性行為性頭痛
良性脊髄腫瘍
良性反復性無菌性髄膜炎
良性反復性めまい
良性発作性頭位眼振

良性発作性頭位めまい

良性発作性めまい
良性本態性振戦
良性労作性頭痛
良性ローランドてんかん
両側アテトーシス
両側前頭開頭
両側同期［性］
両側片麻痺
両手利き
両手利きの人
菱脳
菱脳奇形（形成不全）
菱脳唇
両鼻側異名半盲
両鼻側半盲
両麻痺
領野
リリキスト膜
リング状増強［造影］
リング徴候
輪状暗点
臨床試験
臨床治験
リンダウ腫瘍
リンダウ病
リンネ試験
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れいもん

lymphoplasmacytic meningitis
lymphoplasmacyte-rich meningioma
lymphocytic adenohypophysitis
lymphocytic neurohypophysitis
lymphocytic meningitis
lymphocytic 
　infundibulo-neurohypophysitis 
lymphoma
lymphomatoid granulomatosis
lymphosarcoma
lymphokine-activated killer （LAK） cell

nucleus of Luys
desmoid
osteoid osteoma
epidermoid
epidermoid cyst
lacrimal gland
emaciation, wasting
corpus luysi［i］〈L〉, Luys body
teardrop fracture
sarcoidosis
dermoid, dermoid tumor
dermoid cyst
quasi-moyamoya disease
foramen of Luschka, Luschka foramen
Le Fort Ⅰ-Ⅲ

cold sensation
Raney scalp clip
Raynaud disease
Raymond syndrome
Raymond-Cestan syndrome

リンパ球形質細胞性髄膜炎
リンパ球形質細胞に富む髄膜腫
リンパ球性下垂体炎
リンパ球性神経下垂体炎
リンパ球性髄膜炎
リンパ球性漏斗神経下垂体炎

リンパ腫
リンパ腫様肉芽腫症
リンパ肉腫
リンフォカイン活性化キラー（殺）細胞

る
ルイ（リュイ）核
類腱腫
類骨骨腫
類上皮腫
類上皮嚢（のう）胞
涙腺
るいそう
ルイ（リュイ）体
涙滴骨折
類肉腫症
類皮腫
類皮嚢（のう）胞
類もやもや病
ルシュカ孔
ルフォーⅠ〜Ⅲ型

れ
冷［感］覚
レイニー頭皮クリップ
レイノー病
レイモンド症候群
レイモンド･セスタン症候群
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れえさあ

laser
Rhese-Goalwin projection （method）
Rhese-Goalwin view
Raeder paratrigeminal neuralgia
chronologic［al］ age
lectin
reticulin stain
fissure
lacunar skull, Luckenschadel 〈G〉
lacunar skull deformity
schizencephalia（-ly）
laceration
schistomyelia
schizogyria
schizencephalia（-ly）
retractor
retractor pressure
retrovirus
levamisole
Lewy body 
rapid eye movement （REM） sleep
Lhermitte sign
Lhermitte-Duclos disease
associated movement, synkinesis
association cell
association area
spasm［us］
spasmodic lateral deviation
lenticulostriate artery
Forel H2 bundle （H2）, lenticular 

fasciculus
ansa lenticularis 〈L〉（AL）
serial angiography
continuous ［-］ wave Doppler 
［sonography］（CWD）

radiography
Lennox-Gastaut syndrome

レーザー
レーゼ･ゴールウィン撮影［法］
レーゼ･ゴールウィン像
レーダー傍三叉神経痛
暦年齢
レクチン
レチクリン染色
裂
裂孔頭蓋
裂孔頭蓋変形
裂溝脳［症］
裂傷
裂髄［症］
裂脳回症
裂脳［症］
レトラクタ
レトラクタ圧
レトロウイルス
レバミゾール
レヴィ小体
レム睡眠
レルミット徴候
レルミット･ダクロス病
連合運動
連合細胞
連合野
攣縮
攣縮性側方偏位
レンズ核線条体動脈
レンズ核束

レンズ核ワナ
連続血管造影［法］
連続波ドップラー法

レントゲン撮影
レンノックス･ガストー症候群
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ろつそり

Lennox syndrome

deafness
senility, aging, senescence
fistula
Rosai-Dorfmann disease
senile plaque
candle guttering
infundibulum 〈L〉
infundibular recess, recessus infundibuli 
〈L〉

infundibular dilatation
infundibulo-neurohypophysitis
senility
geriatric medicine, geriatrics, 

gerontology
senile atrophy
senile tremor
senila insanity
presbyacusia
senile dementia
Rosenthal vein, vein of Rosenthal
Rosenthai fiber
basal vein of Rosenthal
rolandic vein, vein of Rolando
rolandic area
rolandic seizure
Laurence-Moon-Biedl syndrome
costochondral graft
rosette
interlocking detachable coil （IDC）
cost clavicular syndrome
costo-transversectomy
Rossolimo test
Rossolimo sign

レンノックス症候群

ろ
聾（ろう）
老化
瘻［孔］
ローサイ・ドーフマン病
老人（年）斑
ろうそく溝形成
漏斗
漏斗陥凹

漏斗状拡大
漏斗神経下垂体炎
老年
老年医学

老年性萎縮
老年性振戦
老年精神病
老年性難聴
老年認知症
ローゼンタール静脈
ローゼンタール線維
ローゼンタール脳底静脈
ローランド静脈
ローランド野
ローランド領発作
ローレンス･ムーン･ビィードル症候群
肋軟骨移植［片］
ロゼット
ロック型離脱コイル
肋［骨］鎖［骨］症候群
助骨横突起切除［術］
ロッソリーモ試験
ロッソリーモ徴候
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ろつそり

Rossolimo reflex
lobotomy
rongeur
Romberg test
Romberg sign

Wallerian degeneration
greenstick fracture
postvaccinal encephalitis
claw hand
Wada test
crocodile tears
crocodile tears syndrome, syndrome of 

crocodile tears
gelastic seizure
Wartenberg ［finger flexor］ reflex
Wartenberg sign
Wallenberg syndrome
clubhand, club hand
clubfoot, club foot
brachial plexus
brachial plexus avulsion
brachial plexus avulsion injury
brachioradial reflex
indent, indentation

ロッソリーモ反射
ロボトミー
ロンジュール
ロンベルク試験
ロンベルグ徴候

わ
ワーラー変性
若木骨折
ワクチン接種後脳炎
鷲手
和田試験
ワニの涙
ワニの涙症候群

笑い発作
ワルテンベルク［指屈曲］反射
ワルテンベルグ徴候
ワレンベルグ症候群
彎［曲］手
彎［曲］足
腕神経叢
腕神経叢引抜き
腕神経叢引抜き損傷
腕橈骨筋反射
彎入
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略　　語



3d ds

3次元ディジタルサブトラク
ション血管撮影法

1.3D CT血管造影法，
2.3次元CT血管撮影

［視床］前核［群］
前大脳動脈の区分
環軸［椎］脱臼
聴覚脳幹反応
前交連
前大脳動脈
アセチルコリン
前脈絡叢動脈
　

前交通動脈

前･後交連線

活性凝固時間，活性化凝
固時間

副腎皮質刺激ホルモン
アルツハイマー病
拡散係数，エーディーシー
急性散在性脳脊髄炎
抗利尿ホルモン
環椎歯突起間距離
日常生活動作（活動）
アデノシン2リン酸
抗てんかん薬
急性硬膜外血腫

3D digital subtraction 
angiography

3DCT angiography

anterior nuclei［of thalamus］
anterior cerebral artery
atlanto-axial dislocation
auditory brainstem response
anterior commissure
anterior cerebral artery
acetyl choline, acetylcholine
anterior choroidal artery

1-（4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl）
methyl-3-（2-chloroethyl）-3-

　nitrosoura
anterior communicating artery

anterior commissure posterior 
commissure line

activated clotting time

adrenocorticotropic hormone
Alzheimer disease
apparent diffusion coefficient
acute disseminated encephalomyelitis
antidiuretic hormone
atlanto-dental interval
activities of daily living
adenosine diphosphate
antiepileptic［drug］
acute epidural hematoma

3D DSA

3DCTA

A
A
A1,A2,...
AAD
ABR
AC
ACA
ACh
Achor

（AChA）
ACNU

AcomA
（ACoA）

AC-PC line

ACT

ACTH
AD
ADC
ADEM
ADH
ADI
ADL
ADP
AED
AEDH

数字
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bnb

聴性誘発電位
聴性誘発反応
アルファフェトプロテイン
前下小脳動脈
後天性免疫不全症候群，
　エイズ
レンズ核ワナ
副腎白質ジストロフィー
筋萎縮性側索硬化症
1.扁桃体，2.扁桃［体］核［群］
動脈瘤
自律神経系
日常生活関連動作
抗リン脂質抗体症候群
アデニンアラビノシド
シトシンアラビノシド
上行性網様体賦活系
成人呼吸窮迫症候群
常染色体劣性若年性

パーキンソニズム
急性硬膜下血腫
アキレス腱反射
非定形奇形腫様／ラブド

イド腫瘍
動静脈瘻
動静脈奇形

脳底動脈
脳幹聴性誘発電位
脳幹聴性誘発反応
血液脳関門
骨髄由来リンパ球

良性頭蓋内圧亢進症
血液神経関門

auditory evoked potential
auditory evoked response
alpha（α） fetoprotein
anterior inferior cerebellar artery
acquired immunodeficiency 

syndrome
ansa lenticularis 〈L〉
adrenoleukodystrophy
amyotrophic lateral sclerosis
amygdala
aneurysm
autonomic nervous system
activities parallel to daily living
antiphospholipid antibody syndrome
adenine arabinoside
cytosine arabinoside
ascending reticular activating system
adult respiratory distress syndrome
autosomal recessive juvenile 
　parkinsonism
acute subdural hematoma
Achilles tendon reflex
atypical teratoid/rhabdoid tumor

arterio-venous fistula
arteriovenous malformation

basilar artery
brain stem auditory evoked potential
brain stem auditory evoked response
blood-brain barrier
bone marrow derived cell
1,3-bis（2-chloroethyl）-1-nitrosoura
benign intracranial hypertension
blood-nerve barrier

AEP
AER
AFP
AICA
AIDS

AL
ALD
ALS
AM
AN
ANS
APDL
APS
Ara-A
Ara-C
ARAS
ARDS
AR-JP

ASDH
ATR
AT/RT

AVF
AVM

B
BA
BAEP
BAER
BBB
B cell
BCNU
BIH
BNB
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bold

BOLD（ボールド）効果

バルーン閉塞試験
良性発作性頭位眼振

良性発作性頭位めまい
ブロモデオキシウリジン
良性ローランドてんかん
生体応答調節物質
ウシ海綿状脳症

内頚動脈の区分
第1，第2，...頚椎･頚髄を示す

カテコラミン
前･後交連線

皮質下梗塞および白質
脳症を伴う常染色体
優性脳動脈症

頚動脈造影［法］
頚動脈ステント留置術
1.頚動脈ステント，2.頚動

脈ステント留置術
（大脳）皮質基底核変性症
脳血流［量］
脳血液量
カルバマゼピン
脳梁
総頚動脈
頚動脈・海綿静脈洞瘻

中枢伝導時間
尾状核

blood oxygenation level dependent
　［effect］
balloon occlusion test
benign paroxysmal positional 
　nystagmus
benign paroxysmal positional vertigo
bromodeoxyuridine
benign rolandic epilepsy
biological response modifier
bovine spongiform encephalopathy

internal carotid artery
the 1st, 2nd,... cervical segment/
　vertebrat（e）
catecholamine
commissura anterior-commissura
　posterior line
cerebral autosomal dominant 
　arteriopathy with subcortical
　infarcts and leukoencephalopathy
carotid angiography
carotid artery stenting
carotid angioplasty with stent

corticobasal degeneration
cerebral blood flow
cerebral blood volume
carbamazepine
corpus callosum 〈L〉
common carotid artery
carotid-cavernous （sinus） fistula
1-（2-chloroethyl）-3-cyclohexyl-1-nitr
　osoura
central conduction time
nucleus caudatus〈L〉

BOLD
［effect］

BOT
BPPN

BPPV
BrdU
BRE
BRM
BSE

C
C1,C2,...
C1,C2,...

CA
CA-CP line

CADASIL

CAG
CAS
CAS

CBD
CBF
CBV
CBZ
CC
CCA
CCF
CCNU

CCT
Cd
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csdh

シスプラチン
頚動脈内膜剥離術
癌胎児性抗原
巨大細胞封入体病
慢性炎症性脱髄性多発

ニューロパチー，慢性炎症
性脱髄性多発神経障害

シス法

カルシトニン遺伝子関連
ペプチド

クロイツフェルト･ヤコブ病
外側中心核
正中中心核

コーネル健康調査指数
外眼角外耳孔線
脳代謝率
脳ぶどう糖消費量
脳酸素消費量
尾状核
中枢神経系
随伴陰性変動
脳性麻痺
小脳橋角［部］
来院時心肺停止（状態）
橋中心髄鞘融解［症］
脳灌流圧
複雑部分発作
クロールプロマジン
完全寛解
副腎皮質刺激ホルモン

放出ホルモン
頚［部脊］椎症
慢性硬膜下血腫

cisplatin
carotid end［o］arterectomy
carcinoembryonic antigen
cytomegalic inclusion disease
chronic inflammatory demyelinating 

polyneuropathy

construction interference of steady 
state

calcitonin gene-related peptide

Creutzfeldt-Jakob disease
nucleus centralislateralis〈L〉
centromedian nucleus, nucleus 

centromedianuscentromedialis
〈L〉

Cornell medical index
line canthomeatal line
cerebral metabolic rate
cerebral metebolic rate of glucose
cerebral metebolic rate of oxygen
caudate nucleus
central nervous system
contingent negative variation
cerebral palsy
cerebellopontine angle
cardiopulmonary arrest on arrival
central pontine myelinolysis
cerebral perfusion pressure
complex partial seizure
chlorpromazine
complete response
corticotropin-releasing hormone

cervical spondylosis
chronic subdural hematoma

CDDP
CEA
CEA
CID
CIDP

CISS

CGRP

CJD
CL［核］
CM［核］

CMI
CM
CMR
CMRGl
CMRO2
CN
CNS
CNV
CP
CP angle
CPAOA
CPM
CPP
CPS
CPZ
CR
CRH

CS
CSDH, 

CSH
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csf

［脳脊］髄液
頚椎症性脊髄症
コンピュータ断層撮影法
脳血管障害，脳血管疾患
持続脳室ドレナージ（排液
［法］）

中心静脈圧
脳血管拡張能，脳循環予

備能
連続波ドップラー法
中心静脈圧
黄色靭帯石灰化症
クロナゼパム

ドパミン
びまん性軸索損傷
アルツハイマー型認知症
1.硬膜動静脈瘻，2.硬膜

動静脈シャント（瘻）
広範性脳損傷
脳深部刺激［術］［療法］
広範性脳腫脹
デスモプレシン
無病生存期間
線維形成性乳児星細胞腫
播種性血管内凝固

線維形成性乳児神経節
膠腫

遅発性虚血性［神経］脱
落症状

［視床］背内側核
視床下部背内側核

ジメチルスルホキシド

cerebrospinal fluid
cervical spondylotic myelopathy
computed tomography
cerebrovascular disease
continuous ventricular drainage

central venous pressure
cerebrovascular reserve capacity

continuous wave Doppler
central venous pressure
calcification of yellow ligament
clonazepam

dopamine
diffuse axonal injury
dementia of Alzheimer type
dural arteriovenous fistula

diffuse brain injury
deep brain stimulation
diffuse cerebral swelling
1-deamino-8-D-arginine-vasopressin
disease-free survival
desmoplastic infantile astrocytoma
disseminated intravascular 

coagulation
desmoplastic infantile ganglioglioma

delayed ischemic neurologic defecits

dorsomedial nucleus［of thalamus］ 
nucleus dorsomedialishypothalami
〈L〉

dimethyl sulfoxide

CSF
CSM
CT
CVD
CVD

CVP
CVRC

CWD
CVP
CYL
CZP

D
DA
DAI
DAT
dAVF

DBI
DBS
DCS
DDAVP
DFS
DIA
DIC

DIG

DIND

DM［核］
DM［核］

DMSO
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emg

胚芽異形成性神経上皮
腫瘍

来院時死亡，到着時死亡
ドパ（dopa）
ジフェニルヒダントイン
発達指数
後根進入部
デジタル減算造影［法］，

デジタルサブトラクショ
ンアンジオグラフィー

精神障害の診断と統計
の手引き

疾患特定生存率
深部腱反射
深部静脈血栓症
拡散強調画像
ジアゼパム

興奮性アミノ酸
上腕挙上ストレステスト
外頚動脈
頭蓋外･頭蓋内
皮質脳波
脳硬膜動脈筋血管癒合［術］

脳硬膜動脈血管癒合［術］
硬膜外血腫
硬膜外圧
内皮由来弛緩因子
脳波，脳波記録［法］

上皮細胞成長因子
電［子］顕［微鏡］
上皮膜抗原
筋電図，筋電図検査［法］

dysembryoplasticneuroepithelial 
tumor

dead on arrival
3,4-dihydroxy phenylalanine
diphenylhydantoin
developmental quotient
dorsal root entry zone
digital subtraction angiography

diagnostic and statistical manual of 
mental disorders

disease-specific survival
deep tendon reflex
deep vein thrombosis
diffusion-weighted image
diazepam

excitatory amino acid
elevated arm stress test
external carotid artery
extracranial-intracranial
electrocorticography
encephalo-duro-arterio-myo-
　synangiosis
encephalo-duro-arterio-synangiosis
epidural hematoma
epidural pressure
endothelium-derived relaxing factor
electroencephalogram, 

electroencephalography
epidermal growth factor
electron microscopy
epithelial membrane antigen
electromyogram, electromyography

DNT

DOA
DOPA
DPH
DQ
DREZ
DSA

DSM

DSS
DTR
DVT
DWI
DZP

E
EAA
EAST
ECA
EC-IC
ECoG
EDAMS

EDAS
EDH
EDP
EDRF
EEG

EGF
EM
EMA
EMG
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ems

脳筋血管癒合［術］
電気眼振図，電気眼振検

査［法］
眼電図，眼電図検査［法］

眼球運動
エマージェンシー・コーマ・

スケール
持続性部分てんかん
エコープラナー［画］像
興奮性シナプス後電位
小胞体
網膜電図，網膜電図検査
［法］

事象関連電位
胚性幹細胞
エトサクシミド
指標追跡検査
内視鏡下第三脳室開窓術
エプスタイン・バーウイルス

局所性脳損傷
フルオロデオキシグルコース
フィブリン分解産物
前頭眼野，前頭葉眼球運

動野
致死性家族性不眠症
線維芽細胞増殖因子
フォレルH野
家族性片麻痺性片頭痛
自由誘導減衰
機能的自立度評価法
前頭部間欠律動性デルタ

活動
フレア［法］

encephalo-myo-synangiosis
electronystagmogram, 

electronystagmography
electrooculogram, 

electrooculography
external ocular movement
emergency coma scale

epilepsiapartialis continua 〈L〉
echo planner image
excitatory postsynaptic potential
endoplasmic reticulum
electroretinogram, 

electroretinography
event-related potential
embryonic stem cell
ethosuximide
eye tracking test
endoscopic third ventriculostomy
Epstein-Barr virus

focal brain injury
fluorodeoxyglucose
fibrin degradation product
frontal eye field

fatal familiar insomnia
fibroblast growth factor
Forel H
familial hemiplegic migraine
free induction decay
functional independence measure
frontal intermittent rhythmic 

delta activity
fluid attenuated inversion recovery

EMS
ENG

EOG

EOM
EOS

EPC
EPI
EPSP
ER
ERG

ERP
ES cell
ESM
ETT
ETV
EV virus

F
FBI
FDG
FDP
FEF

FFI
FGF
FH
FHM
FID
FIM
FIRDA

FLAIR
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hpll

線維筋形成不全
機能的MRI
機能的PET
卵胞刺激ホルモン

ガンマアミノ酪酸
ギラン･バレー症候群
グラスゴー昏睡尺度
（コーマスケール）

ガドリニウム
ググリエルミ離脱式コイル

［神経］膠原線維性酸性
蛋白

成長ホルモン
成長ホルモン放出因子
成長ホルモン放出ホルモン
グラスゴー転帰尺度（アウ

トカムスケール）
淡蒼球

［フォレル］H1束
［フォレル］H2束
ヒトTリンパ球向性ウイル

ス脊髄症
高圧酸素療法
ヒト絨毛性ゴナドトロピン
長谷川式認知症スケール
（改訂版） 

海馬
一過性高輝度信号
ヒト免疫不全症ウイルス
後縦靱帯肥厚症

fibromuscular dysplasia
functional MRI
functional PET
follicle stimulating hormone

gamma-aminobutyric acid
Guillain-Barre syndrome
Glasgow Coma Scale

gadolinium
Guglielmi detachable coil
glial fibrillary acidic protein

growth hormone
growth hormone-releasing factor
growth hormone-releasing hormone
Glasgow Outcome Scale

globus pallidus 〈L〉

Forel H1 bundle
Forel H2 bundle
HTLV-Ⅰ associated myelopathy

hyperbaric oxygen
human chorionic gonadotropin
Hasegawa dementia scale-revised

hippocampus 〈L〉
high intensity transient signals
human immunodeficiency virus
hypertrophy of the posterior 

longitudinal ligament

FMD
fMRI
fPET
FSH

G
GABA
GBS
GCS

Gd
GDC coil
GFAP

GH
GHRF
GHRH
GOS

GP

H
H1
H2
HAM

HBO療法
HCG
HDS-R

HIPP
HITS
HIV
HPLL
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hse

単純ヘルペス脳炎
単純ヘルペスウイルス
ヒトTリンパ球向性ウイル

ス-Ⅰ

内耳道
内頚動脈
内包
内頚動脈分岐部
脳内血腫
頭蓋内圧
内頚動脈-後交通動脈

ロック型離脱コイル
インターフェロン
免疫グロブリン
インシュリン様成長因子
中間外側柱
インターロイキン2
内中膜複合体，内膜中膜

複合体
内髄板
脊髄中間外側核
ヨードアンフェタミン
強度変調放射線治療
核間性眼筋麻痺
特発性起立性低血圧［症］
眼内リンパ腫
脚間核
抑制性シナプス後電位
知能指数
反転回復法
治験審査委員会
反転時間
経静脈高カロリー輸液［法］

herpes simplex encephalitis
herpes simplex virus
human T-cell lymphotropic virus 

type Ⅰ

internal auditory canal
internal carotid artery
internal capsule
internal carotid bifurcation
intracerebral hematoma
intracranial pressure
internal carotid-posterior 

communicating artery
interlocking detachable coil
interferon
immunoglobulin
insulin-like growth factor
intermediolateral column
interleukin 2
intima-media complex

internal medullary lamina
nucleus intermediolateralis〈L〉
N-isopropyl-p-123I-Iodoamphetamine
intensity modulated radiotherapy
internuclearophthalmoplegia
idiopathic orthostatic hypotension
intraocular lymphoma
interpeduncular nucleus
inhibitory postsynaptic potential
intelligence quotient
inversion recovery
institutional review board
inversion time
intravenous hyperalimentation

HSE
HSV
HTLV-Ⅰ
 

I 

IAC
IC, ICA
IC
ICB
ICH
ICP
IC-PC

IDC
IFN
Ig
IGF
ILC
IL-2
IMC

IML
IML［核］
IMP
IMRT
INO
IOH
IOL
IP
IPSP
IQ
IR
IRB
IT
IVH
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lp［核］

脳室内血腫
不随意運動

日本［式］昏睡尺度
（スケール）

カルノフスキー日常活動
能力尺度

第1，第2，...腰髄，腰椎

L-ドパ（レボドパ）
　｛levo-dopa｝
リンフォカイン活性化キラー

（殺）細胞，LAK細胞
青斑［核］
局所脳ぶどう糖消費
局所脳ぶどう糖代謝率

視床背外側核
線エネルギー付与
外側膝状体
黄体化ホルモン放出ホル

モン
境界核
長下肢装具
腰椎穿刺
腰部くも膜下腔腹腔シャント
視床後外側核

intraventricular hematoma
involuntary movement

Japan Coma Scale

Karnofsky performance scale

the 1st, 2nd,... lumbar segment/
vertebra

L-3,4-dihydroxyphenyl alanine

lymphokine-activated killer cell

locus caeruleus 〈L〉
local cerebral glucose utilization
local cerebral metabolic rate for 

glucose
nucleus lateralis dorsalis thalami 〈L〉
linear energy transfer
lateral geniculate body
luteinizing hormone-releasing 

hormone
nucleus limitans〈L〉
long leg brace
lumbar puncture
lumbo［-］peritoneal shunt
nucleus lateralis posterior thalami〈L〉

IVH
IVM
 

J 

JCS

K
KPS

L
L1,L2,...

L-dopa

LAK cell

LC
LCGU
LCMRG

LD［核］
LET
LG, LGB
LH-RH

Li
LLB
LP
L-P shunt
LP［核］
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m1

中大脳動脈の区分
中大脳動脈
筋収縮性頭痛
最小限意識状態
運動［野］皮質，運動［性］皮質
視床背内側核

多列検出器型CT，マルチ
スライスCT

ミオクローヌスてんかん
脳磁図，脳磁図検査［法］

MELAS症候群

多発性内分泌［腺］腫瘍
運動誘発電位
多元的誘発電位
微小塞栓信号，微小塞栓

シグナル
重症筋無力症
内側膝状体
悪性高体温症
最少発育阻止濃度
多発梗塞性認知症
最大値投影法
内側縦束
簡易知能試験
徒手筋力検査
運動神経伝導速度
運動ニューロン疾患
多［発］臓器不全
悪性末梢神経鞘腫

精神発達遅滞

middle cerebral artery
middle cerebral artery
muscle contraction headache
minimally conscious state
motor cortex
nucleus medialis dorsalis thalami 
〈L〉

multi detector-row CT

myoclonus epilepsy
magnetoencephalogram, 

magnetoencephalography
mitochondrial myopathy. 

encephalopathy. lactic acidosis. 
and stroke-like episodes

multiple endocrine neoplasm
motor evoked potential
multimodality evoked potentials
micro embolic signal

myasthenia gravis 〈L〉
medial geniculate body
malignant hyperthermia
minimum inhibitory concentration
multi-infarct dementia
maximum intensity projection
medial longitudinal fasciculus
mini-mental state test
manual muscle test［ing］
motor［nerve］ conduction velocity
motor neuron disease
multiple organ failure
malignant peripheral nerve sheath 

tumor
mental retardation

M
M1, M2, ...
MCA
MCH
MCS
MCx
MD［核］

MDCT

ME
MEG

MELAS

MEN
MEP
MEPs
MES

MG
MGB, MG
MH
MIC
MID
MIP
MLF
MMST
MMT
M［N］CV
MND
MOF
MPNST

MR
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nph

磁気共鳴血管造影［法］，
MR血管造影［法］

磁気共鳴画像［法］
磁気共鳴スペクトル，磁気

共鳴スペクトロスコピー
修正ランキンスケール
メシチリン耐性黄色ブドウ

球菌
多発性硬化症
ミオクローヌス性発作
多系統萎縮症
神経特異エノラーゼ
メラニン細胞刺激ホルモン
軟膜下［皮質］多切術
平均通過時間
微小血管減圧術
前兆のある偏頭痛

第1，第2，...第12脳神経

ノルアドレナリン
尾状核
神経疾患集中治療室
神経伝導速度
ノルエピネフリン
神経成長因子
近赤外線スペクトロスコ

ピー
ナチュラルキラー（殺）細胞
核磁気共鳴
神経筋単位
一酸化窒素合成酵素，
　NO合成酵素
正常圧水頭症

magnetic resonance angiography

magnetic resonance imaging
magnetic resonance spectrum, 

magnetic resonance spectroscopy
modified Rankin scale
Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus
multiple sclerosis
myoclonic seizure
multiple system atrophy
neuron specific enolase
melanocyte stimulating hormone
multiple subpial transection
mean transit time
microvascular decompression
migraine with aura

the 1st, 2nd,... 12th cranial nerve

noradrenaline
nucleus caudatus〈L〉
neurological care unit
nerve conduction velocity
norepinephrine
nerve growth factor
near-infrared spectroscopy

natural killer cell
nuclear magnetic resonance
neuromuscular unit
nitric oxide synthase

normal pressure hydrocephalus

MRA

MRI
MRS

mRS
MRSA

MS
MS
MSA
NSE
MSH
MST
MTT
MVD
MW

N
N. I, 

II, ...XII
NA
NCd
NCU
NCV
NE
NGF
NIRS

NK cell
NMR
NMU
NOS

NPH
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nrem

ノンレム睡眠

大縫線核
神経管閉鎖障害
ニトラゼパム

頭位変換眼球反射
起立性調節障害
酸素摂取率
起立性低血圧［症］
視運動性後眼振
視［線］運動性眼振
視運動性眼振パターン

検査
眼窩外耳孔線
オリーブ橋小脳萎縮［症］
後縦靱帯骨化症

［全］生存期間
作業療法士，作業療法

黄色靱帯骨化症

後大脳動脈の区分
中脳水道周囲灰白質
フェノバルビタール
後大脳動脈
後脈絡叢動脈
原発性中枢神経系悪性

リンパ腫
後交通動脈

ポリメラーゼ連鎖反応

non-rapid eye movement sleep

nucleus raphe magnus〈L〉
neural tube defect
nitrazepam

oculocephalic reflex
orthostatic dysregulation
oxygen extraction fraction
orthostatic hyptotension
optokinetic after-nystagmus
optokinetic nystagmus
optokinetic pattern test

orbitomeatal line
olivopontocerebellar atrophy
ossification of posterior longitudinal 

ligament
overall survival
occupational therapist, occupational 

therapy
ossification of yellow ligament

　

periaqueductal gray
phenobarbital
posterior cerebral artery
posterior choroidal artery
primary central nervous system 

lymphoma
posterior communcating artery

polymerase chain reaction

NREM 
sleep

NRM
NTD
NZP

O
OCR
OD
OEF
OH
OKAN
OKN
OKP test

OM line
OPCA
OPLL

OS
OT

OYL

P
P1,P2,...
PAG
PB
PCA
Pchor
PCNSL

Pcom, 
PCoA

PCR
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pta

パーキンソン病
血小板由来増殖因子
多型デルタ活動
終末呼気陽圧，呼気終末

陽圧
気脳造影［法］
経皮内視鏡的胃瘻増設術
陽電子（ポジトロン）断層

撮影［法］
束旁核
無増悪生存期間
プロスタグランジン
フェニトイン
拍動係数
後下小脳動脈
プロラクチン抑制因子
経皮的埋込み脊髄電気

刺激［法］
後方経路腰椎椎体間固

定［術］
進行性多巣性白質脳症

未分化神経外胚葉［性］腫瘍
末梢神経系
傍正中橋網様体

プロラクチン
プリミドン
日常生活活動度，活動度
進行性核上性麻痺
周期性同期性放電
理学療法士，理学療法
錐体路
経皮経管血管形成術

外傷性健忘
平均純音聴力

Parkinson disease
platelet-derived growth factor
polymorphous delta activity
positive end-expiratory pressure

pneumoencephalography
percutaneous endoscopic gastrostomy
positron emission tomography

nucleus parafascicularis 〈L〉
progression-free survival
prostaglandin（s）
phenytoin
pulsatility index
posterior inferior cerebellar artery
prolactin-inhibiting factor
percutaneously inserted spinal cord 

electrical stimulation
posterior lumbar interbody fusion

progressive multifocal 
leukoencephalopathy

primitive neuroectodermal tumor
peripheral nervous system
paramedian pontine reticular 

formation
prolactin
primidone
performance status
progressive supranuclear palsy
periodic synchronous discharge
physical therapist, physical therapy
pyramidal tract
percutaneous transluminal 

angioplasty
posttraumatic amnesia
pure tone average

PD
PDGF
PDA
PEEP

PEG
PEG
PET

Pf
PFS
PG（s）
PHT
PI
PICA
PIF
PISCES

PLIF

PML

PNET
PNS
PPRF

PRL
PRM
PS
PSP
PSD
PT
PT
PTA

PTA
PTA
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pt-inr

プロトロンビン時間国際
標準化比

心［理］的外傷後ストレス
障害

錐体路ニューロン
膝蓋腱反射
被殻
視床枕〔チン〕
視床室傍核
ポリビニルアルコール
脳室周囲灰白質
気脳室造影［法］
脳室周囲出血
圧容積指数
脳室周囲低吸収域
灌流強調画像
視床後核［群］

生活の質

局所脳血流［量］
局所脳血液量
急速眼球運動
網様体
放射性同位元素
抵抗係数
可逆性虚血性神経脱落

症候
放射性ヨウ素化ヒト血清

アルブミン
赤核

prothrombin time-international 
normalized ratio

posttraumatic stress disorder

pyramidal tract neuron
patellar tendon reflex
putamen 〈L〉
pulvinar［thalami］ 〈L〉
nucleus paraventricularis thalami〈L〉
polyvinyl alcohol
periventricular gray
pneumoventriculography
periventricular hemorrhage
pressure-volume index
periventricular lucency
perfusion weighted image
nucleus （-lei） posteriolis （-res） 

thalami 〈L〉, posterior nuclear 
complex of thalamus

quality of life

regional cerebral blood flow
regional cerebral blood volume
rapid eye movement
reticular formation
radioisotope
resistance index
reversible ischemic neurological 

deficits
radioiodinated serum albumin

red nucleus

PT-INR

PTSD

PTN
PTR
Put
Pul
PV［核］
PVA
PVG
PVG
PVH
PVI
PVL
PWI
P［核］

Q
QOL

R
rCBF
rCBV
REM
RF
RI
RI
RIND

RISA

RN
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sod

関心領域
関節可動域
反射性交感神経性ジスト

ロフィー

第1，第2，... 仙髄
くも膜下出血
脳表撮像法
腹側視床
上小脳動脈
脊髄小脳変性症
硬膜下血腫
シャイ･ドレーガー症候群
語韻聴力弁別能
スピンエコー法
スピンエコーパルス系列
立体脳波［法］
立体脳波
上衣下巨細胞性星細胞腫
走査型電子顕微鏡

体性感覚誘発電位
体性感覚誘発反応
抗利尿ホルモン分泌異

常症候群
短下肢装具
下肢伸展位挙上訓練

標準失語症検査
補足運動野
亜急性脊髄視神経ニュー

ロパチー
黒質
スーパーオキサイドジスム

ターゼ

region of interest
range of motion
reflex sympathetic dystrophy

the 1st, 2nd,... sacral segment
subarachnoid hemorrhage
surface anatomy scan（-ing）
subthalamus
superior cerebellar artery
spinocerebellar degeneration
subdural hematoma
Shy-Drager syndrome
speech discrimination score
spin-echo
spin-echo pulse sequence
stereoencephalography, stereo EEG
stereo electroencephalogram
subependymal giant cell astrocytoma
scanning electron microscope 
（-scopy）

somatosensory evoked potential
somatosensory evoked response
syndrome of inappropriate 

secretion of antidiuretic hormone
short leg brace
straight leg raising exercise

standard language test of aphasia
supplementary motor area
subacute myelo-optico-neuropathy

substantia nigra〈L〉
superoxide dismutase

ROI
ROM
RSD

S
S1, S2,...
SAH
SAS
SB
SCA
SCD
SDH
SDS
SDS
SE
SE
S-EEG
SEEG
SEGA
SEM

SEP
SER
SIADH

SLB
SLE 

exercise
SLTA
SMA
SMON

SN
SOD
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sov

上眼静脈
中隔部
シングルフォトン断層撮影
［法］（スペクト）

単純部分発作
飽和回復法｛MRI検査用語｝
定位手術的照射
定位放射線治療
短潜時体性感覚誘発電位

亜急性硬化性全脳炎

空洞くも膜下［腔］シャント
言語療法士，言語療法
浅側頭動脈
合胞体栄養細胞性巨細胞
定位放射線照射
短期記憶
棘徐波複合

T1〔ティーワン〕強調［画
像］，縦〔タテ〕緩和時間

T2〔ティーツゥー〕強調［画
像］，横〔ヨコ〕緩和時間

T2*〔ティーツゥースター〕
強調［画像］

第1，第2，...胸椎/胸髄を示
す

経動脈的塞栓術
時間平均血流速度
外傷性脳損傷
経頭蓋超音波ドップラー法

superior ophthalmic vein
septal region
single photon emission computed 

tomography
simple partial seizure
saturation recovery
stereotactic radiosurgery
stereotactic radiotherapy
short latency somatosensory evoked 

potential
subacute 

sclerosingpanencephalitis, 
subacute scalloping 
panencephalitis

syringosubarachnoid shunt
speech therapist, speech therapy
superficial temporal artery
syncytiotrophoblastic giant cell
stereotactic irradiation
short term memory
spike and wave complex

T1 weighted image, spin-lattice 
relaxation time

T2 weighted, spin-span relaxation 
time

T2*（star） weighted image

the 1st, 2nd,... thoracic segment/
thoracic vertebra

transarterial embolization
time-averaged flow velocity
traumatic brain injury
transcranial Doppler ultrasonography

SOV
SP
SPECT

SPS
SR
SRS
SRT
SSEP

SSPE

S-S shunt
ST
STA
STGC
STI
STM
SWC

T
T1

T2

T2*WI

T1, T2,...

TAE
TAFV
TBI
TCD
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vb

経頭蓋カラードップラー法

治療薬物モニタリング
胸腺由来リンパ球（T細胞）
エコー時間
経皮［的］電気的神経刺

激［術］
一過性全健忘
一過性脳虚血発作
腫瘍浸潤リンパ球
経皮［的］磁気的刺激［術］
腫瘍壊死因子
緊張性頚反射
トフ，飛行時間
組織プラスミノゲン活性

化因子
繰返し時間
甲状腺刺激ホルモン放出

ホルモン
結節性硬化症
甲状腺刺激ホルモン
経蝶形骨洞手術
無増悪期間
経静脈的塞栓術

椎骨動脈
［視床］前腹側核

椎骨動脈造影［法］
視覚アナログ尺度
脳室心房シャント，VAシャ

ント
椎骨動脈合流部

［視床］腹側基底核［群］

transcranial color-coded Doppler 
sonography

therapeutic drug monitoring
thymus derived cell
echo time
transcutaneous electrical nerve 

stimulation
transient global amnesia
transient［cerebral］ ischemic attack
tumor infiltrating lymphocyte
transcranial magnetic stimulation
tumor necrosis factor
tonic neck reflex
time of flight
tissue plasminogen activator

repetition time
thyrotropin-releasing hormone

tuberous sclerosis complex
thyroid-stimulating hormone
transsphenoidal surgery
time to progression
transvenous embolization

vertebral artery
ventral anterior nucleus, nucleus 

ventralis anterior〈L〉
vertebral angiography
visual analogue scale
ventriculo-atrial shunt

vertebral artery union
ventrobasal complex［nuclei］ ［of 

thalamus］ 

TCDS

TDM
T cell
TE
TENS

TGA
TIA
TIL
TMS
TNF
TNR
TOF
t-PA

TR
TRH

TSC
TSH
TSS
TTP
TVE

V
VA
VA［核］

VAG
VAS
V-A shunt

VA union
VB
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椎骨脳底動脈
椎骨脳底動脈循環不全［症］
側脳室大脳比
視覚誘発電位
視覚誘発反応
フォンヒッペル・リンダウ病

［視床］中間腹側核

血管作動性腸管ポリペプ
チド

視床外側腹側核

視床腹内側核
前吻側腹側核
後吻側腹側核
前庭眼反射
脳室圧
バルプロ酸

［視床］腹外側核，後外側
腹側核

［視床］腹内側核，後内側
腹側核

容積圧反応
脳室腹腔シャント，VPシャ

ント

ウェクスラー成人知能評
価尺度

全脳照射
世界脳神経外科連合

世界保健機関

vertebrobasilar artery
vertebrobasilar insufficiency
ventricular-brain ratio
visual evoked potential
visual evoked response
von Hippel-Lindau disease
ventral intermediate nucleus, 

nucleus ventralis intermedius 〈L〉
vasoactive intestinal polypeptide

nucleus （-lei） ventralis （-les） lateralis 
（-les） 〈L〉 （VL）

nucleus ventromedialis thalami〈L〉
nucleus ventralisoralis anterior〈L〉
nucleus ventralisoralis posterior〈L〉
vestibulo-ocular reflex
ventricular pressure
valproic acid
posterolateral ventral nucleus 
　［of thalamus］, nucleus ventralis 

posterolateralis［thalami］ 〈L〉
posteromedial ventral nucleus 
　［of thalamus］, nucleus ventralis 

posteromedialis〈L〉
volume-pressure response
ventriculo-peritoneal shunt

Wechsler adult intelligence scale

Wholebrain radiotherapy
World Federation of Neurological 

Surgeons
World Health Organization

VBA
VBI
VBR
VEP
VER
VHL
Vim［核］

VIP

VL［核］

VM［核］
Voa［核］
Vop［核］
VOR
VP
VPA
VPL［核］

VPM［核］

VPR
V-P shunt

W
WAIS

WBRT
WFNS

WHO
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ウェクスラー小児知能評
価尺度

ウェクスラー記憶評価尺度

X連鎖性遺伝性水頭症

不確帯

Wechsler intelligence scale for 
children

Wechsler memory scale

X-linked hydrocephalus

zona incerta 〈L〉

WISC

WMS

X
XLH

Z
ZI
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