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A a ABC
syndrome

ABC症候群 ABCしょうこうぐん
angry backfiring C-nociceptor
syndrome (ABC syndrome）

ATP感受性カリウム[イオン]チャネル
ATPかんじゅせいかりうむ[いおん]
ちゃねる ATP sensitive K+ channel

Aα線維 Aあるふぁせんい Aα fiber (A alpha fiber )

Aγ線維 Aがんませんい A γ fiber (A gamma fiber)

A線維 Aせんい A fiber

Aδ線維 Aでるたせんい A δ fiber (A delta fiber)

Aβ線維 Aべーたせんい Aβ fiber (A beta fiber)

C c Ｃ線維 Cせんい C fiber

Ｃ線維性ポリモーダル侵害受容器
Cせんいせいぽりもーだるしんがい
じゅようき C-polymodal nociceptor

c-fos 　(遺伝子) ｃふぉす　（いでんし） c-fos/ｃ-fos gene
c-Fos蛋白質 ｃふぉすたんぱくしつ c-Fos

E e EMLA
EMLA（局所麻酔薬の共融混合）ク
リーム

EMLA（きょくしょますいやくのきょうゆ
ううこんごう）くりーむ

eutectic mixture of local
anesthetics (EMLA)  cream

EP
receptor

プロスタグランジンＥ２受容体，EP受

容体
EPじゅようたい

prostaglandin E2 receptor (EP

receptor)
G g G 蛋白質 Gたんぱくしつ G protein

G蛋白質共役受容体 Gたんぱくしつきょうやくじゅようたい G protein-coupled receptor

I i ICU症候群 ＩＣＵしょうこうぐん ICU syndrome

ICU精神病 ＩＣＵせいしんびょう ICU psychosis

L l S-LANSS Leeds神経障害痛症状自己評価
Leedしんけいしょうがいつうしょうじょ
うじこひょうか

Self-Administered Leeds
Assessment of Neuropathic
Symptoms and Signs  (S-
LANSS)

NK cell ナチュラルキラー細胞，NK細胞 ＮＫさいぼう natural killer cell (NK cell)

NMDA N-メチル-D-アスパラギン酸 ＮめちるDあすぱらぎんさん
N-methyl-D-aspartate
(NMDA)

P p p75 ニューロトロフィン受容体 p75にゅーろとろふぃんじゅようたい p75 neurotrophin receptor

EP
receptor

プロスタグランジンＥ２受容体，EP受

容体
PGE2じゅようたい

prostaglandin E2 receptor (EP

receptor)

Ss SACRAL
syndrome

腰仙部に局在する血管腫に伴う脊
椎癒合不全、肛門性器部・皮膚・腎
臓・泌尿器の異常　（SACRAL症候
群）

SACRALしょうこうぐん

spinal dysraphism, anogenital,
cutaneous, renal and urologic
anomalies, associated with an
angioma of lumbosacral
localization　（SACRAL
syndrome）

STAI State-Trait　不安指標 State-Traitふあんしひょう State-Trait Anxiety Inventory

SUNA
頭部自律神経症状を伴う短時間持
続性片側神経痛様頭痛発作（SUNA
症候群）

SUNAしょうこうぐん

short-lasting unilateral
neuralgiform headache with
autonomic syndrome

SUNCT
結膜充血および流涙を伴う短時間
持続性片側神経痛様頭痛発作
（SUNCT症候群）

SUNCTしょうこうぐん

short-lasting unilateral
neuralgiform headache with
conjunctival injection and
tearing

T t TLR Toll様受容体 Tollようじゅようたい Toll-like receptor (TLR)

W w WHOがん性[疼]痛鎮痛ラダー，
WHOがん疼痛鎮痛ラダー

WHOがんせい[とう]つうちんつうら
だー

World Health Organization
analgesic ladder in cancer pain

WHOがん性[疼]痛鎮痛ラダー，
WHOがん疼痛鎮痛ラダー

WHOがんとうつうちんつうらだー
World Health Organization
analgesic ladder in cancer pain

X x X線造影法 Xせんぞうえいほう radiography

[X線]透視[検査] Xせんとうし[けんさ] fluoroscopy

あア アーノルド・キアリ症候群 あーのるどきありしょうこうぐん Arnold-Chiari syndrome

アイスクリーム頭痛 あいすくりーむずつう ice cream headache

悲嘆，哀悼 あいとう mourning

アウエルバッハ神経節 あうえるばっはしんけいせつ Auerbach's ganglion

アウエルバッハ神経叢 あうえるばっはしんけいそう Auerbach's plexus

アウラ，前兆，予兆 あうら aura
静座不能，運動性不穏状態，アカシ
ジア

あかしじあ akathisia
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アキレス腱痛[症] あきれすけんつう[しょう] achillodynia

悪液質 あくえきしつ cachexia

悪循環 あくじゅんかん vicious cycle

悪性[大]腰筋症候群 あくせい[だい]ようきんしょうこうぐん malignant psoas syndrome

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

ACT
アクセプタンス・コミットメント　セラ
ピー（アクト）

あくせぷたんすこみっとめんとせら
ぴー（あくと）

acceptance and commitment
therapy (ACT)

欠伸 あくび yawn

アクロメリン酸 あくろめりんさん acromeric acid

作動薬，アゴニスト あごにすと agonist

AOSRA-
PM

アジア・オセアニア区域麻酔・疼痛
医学会議

あじあおせあにあ くいきますい

Asian and Oceania Congress
of Regional Anesthesia and
Pain Medicine（AOSRA-PM）

アシクロビル あしくろびる acyclovir

補助薬，アジュバント あじゅばんと adjuvant

アジュバント関節炎 あじゅばんとかんせつえん adjuvant arthritis

アジュバント誘発炎症[反応]
あじゅばんとゆうはつえんしょう[はん
のう] adjuvant-induced inflammation

アスパラギン酸 あすぱらぎんさん aspartic acid (=aspartate)

アスピリン（アセチルサリチル酸） あすぴりん aspirin (acetylsalicylic acid)

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

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

アセチルコリン受容体 あせちるこりんじゅようたい acetylcholine receptor

アセチルサリチル酸（アスピリン） あせちるさりちるさん acetylsalicylic acid （=aspirin）

アセトアミノフェン（パラセタモール） あせとあみのふぇん acetaminophen (=paracetamol)

アタッチメント，愛着 あたっちめんと，あいちゃく attachment

アダプティブ スティミュレーション あだぷてぃぶ すてぃみゅれーしょん adaptive stimulation

アダリムマブ あだむりまぶ adalimumab
注：強直性脊椎炎やリウマチ性
関節炎の治療薬

圧覚 あっかく pressure sensation

圧痛 あっつう tenderness，pressure pain

圧痛閾値 あっつういきち pressure pain threshold

痛覚計，疼痛計，圧痛計 あっつうけい
algesi[o]meter (=algometer，
dolorimeter)

圧痛点 あっつうてん tender point

圧点 あってん pressure spot

圧迫ブロック あっぱくぶろっく compression block

アップ・ダウン現象 あっぷだうんげんしょう up-and-down phenomenon

アップレギュレーション あっぷれぎゅれーしょん up-regulation

アデニル酸シクラーゼ あでにるさんしくらーぜ adenylate cyclase

AIS アテネ不眠スケール あてねふみんすけーる Athens Insomnia Scale　（AIS） 注：不眠症の自己評価

アデノシン あでのしん adenosine

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

アデノシン受容体 あでのしんじゅようたい adenosine receptor

アトピー性皮膚炎 あとぴーせいひふえん atopic dermatitis

アドレナリン(エピネフリン) あどれなりん adrenaline　(=epinephrine)

アドレナリン作動性ニューロン遮断
薬

あどれなりんさどうせいにゅうろん
しゃだんやく

adrenergic neuronal blocking
agent

アドレナリン受容体 あどれなりんじゅようたい
adrenergic receptor
（=adrenoceptor)

アドレナリン受容体拮抗薬 あどれなりんじゅようたいきっこうやく adrenergic antagonist

アドレナリン受容体作動性の あどれなりんじゅようたいさどうせいの adrenergic

アドレナリン受容体作動薬 あどれなりんじゅようたいさどうやく
adrenergic agonist，adrenergic
drug

アナフィラキシー，過敏症 あなふぃらきしー anaphylaxis

アナフィラトキシン あなふぃらときしん anaphylatoxin
アナログペインスケール，アナログ痛
みスケール

あなろくいたみすけーる analogue pain scale
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アナログペインスケール，アナログ痛
みスケール

あなろぐぺいんすけーる analogue pain scale

アナンダマイド あなんだまいど anandamide 注：arachidonoylethanolamide

アフタ あふた aphtha （pl .apthae)

切除，アブレーション あぶれーしょん ablation

アヘン，オピウム あへん opium

アポトーシス，細胞消滅，プログラム
細胞死

あぽとーしす
apoptosis (=programmed cell
death)

アマンタジン あまんたじん amantadine

アミトリプチリン あみとりぷちりん amitriptyline

アミノ酸 あみのさん amino acid

アカラシア，弛緩不能症，無弛緩症 あらかしあ achalasia

アラキドン酸 あらきどんさん
arachidonic acid　（＝
arachidonate）

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

アルコール あるこーる alcohol (=ethanol)
注：エタノールと同義に使うこと
が多い

アルコール中毒[症] あるこーるちゅうどく[しょう] alcoholism

アルコールブロック あるこーるぶろっく alcohol block

苦痛性愛，アルゴラグニー あるごらぐにー algolagnia (=algophilia)

アルファ[脳]波 あるふぁ[のう]は α wave (alpha wave)

アルファ１アドレナリン[受容体]拮抗

薬
あるふぁ1あどれなりん[じゅようたい]
きっこうやく

α1 adrenergic antagonist (

alpha-1 adrenergic antagonist)

アルファ１アドレナリン受容体 あるふぁ1あどれなりんじゅようたい
α1 adrenergic receptor

(alpha-1 adrenergic receptor)
アルファ２アドレナリン[受容体]拮抗

薬
あるふぁ2あどれなりん[じゅようたい]
きっこうやく

α2 adrenergic antagonist

(alpha-2 adrenergic
アルファ２アドレナリン作動薬，アル

ファ2アドレナリン[受容体]作動薬
あるふぁ2あどれなりん[じゅようたい]
さどうやく

α2 adrenergic agonist (alpha-

2 adrenergic agonist)

アルファ２アドレナリン受容体 あるふぁ2あどれなりんじゅようたい
α2 adrenergic receptor

(alpha-2  adrenergic receptor)

AMPA
アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチ
ル-4-イソキサゾール　プロピオン酸

あるふぁあみの3はいどろきし5めちる
4いそきさぞーるぷろぴおんさん

α-amino-3-hydroxy-5-
methyl-4-isoxazole propionic
acid (AMPA)

AMPA
receptor

アルファアミノ-3-ヒドロキシ-5-メチ
ル-4-イソキサゾール　プロピオン酸
受容体　（AMPA受容体）

あるふぁあみの3はいどろきし5めちる
4いそきさぞーるぷろぴおんさん
じゅようたい　（AMPA じゅようたい）

α-amino-3-hydroxy-5-
methyl-4-isoxazole propionic
acid receotor (AMPA

アルファ１アドレナリン[受容体]作動

薬
あるふぁわんあどれなりん[じゅようた
い]さどうやく

α1 adrenergic agonist (alpha-

1 adrenergic agonist)
アルプラゾラム あるぷらぞらむ alprazolam

アルプロスタジル（リポプロスタグラン
ジンE１）

あるぷろすたじる（りぽぷろすたぐら
んじんE1)

alprostadil (=lipo-prostaglandin
E1)

アレキシサイミア，失感情症 あれきしさいみあ alexithymia

アレキシソミア，失体感症 あれきしそみあ alexisomia

アレルギー反応 あれるぎーはんのう allergic reaction

アレンテスト あれんてすと Allen's test

アレンドロン酸 あれんどろんさん
alendronic acid（＝
arendronate）

アロスタシス あろすたしす allostasis
注：外部からのストレスや環境に
対する生物学的な適応反応

アロディニア，異痛，異痛症 あろでぃにあ allodynia

アロディニア皮膚領域 あろでぃにあひふりょういき allodynic skin area

アロディニア様行動 あろでぃにあようこうどう allodynia-like behavior

アロマセラピー，芳香療法 あろませらぴー aromatherapy

アロマターゼ阻害薬誘発痛 あろまたーぜそがいやくゆうはつつう
aromatase inhibitor-induced
pain

注：アロマターゼ：エストロゲン
生合成に不可欠な酵素

ACE アンジ(/ギ)オテンシン変換酵素
あんじ(/ぎ)おてんしんへんかんこう
そ

angiotensin converting enzyme
(ACE)

安静時痛 あんせいじつう rest pain

拮抗薬，アンタゴニスト あんたごにすと antagonist

アンチセンス あんちせんす antisense
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アンチセンスオリゴヌクレオチド あんちせんすおりごぬくれおちど antisense oligonucleotides

アンフェタミン あんふぇたみん amphetamine

安楽死 あんらくし euthanasia

いイ 胃腹，胃，胃袋，胃部 い stomach

EQ-5D EQ-5D いーきゅー５でぃー EuroQol 5 Demension
注：欧州で開発された健康関連
QOL

ジストロフィー，異栄養症 いえいようしょう dystrophia　(＝dystrophy)

イオンチャネル型グルタミン酸受容
体

イオンちゃねるがたぐるたみんさん
じゅようたい

ionotropic glutamate receptor

イオンチャネル遮断薬 いおんちゃねるしゃだんやく ion channel blocker

イオンチャネル調節(修飾)因子
いおんちゃねるちょうせつ(しゅうしょ
く)いんし ion channel modulator

イオントフォレーシス いおんとふぉれーしす iontophoresis

胃潰瘍 いかいよう gastric ulcer

閾下知覚 いきかちかく subception

遺棄感 いきかん abandonment

閾値 いきち threshold

閾値下刺激 いきちかしげき subthreshold stimulus

閾値下の，意識に上らない いきちかの subliminal

閾値刺激，限界刺激 いきちしげき
liminal stimulus，threshold
stimulus

医原[性]疾患 いげん[せい]しっかん iatrogenic disease

医原[性]痛、医原[性]疼痛 いげん[せい]つう iatrogenic pain

医原[性]痛、医原[性]疼痛 いげん[せい]とうつう iatrogenic pain

医原[性の]、医原[の] いげん[せいの]，いげん[の] iatrogenic

医原[性の]、医原[の] いげん[の] iatrogenic

移行帯部痛 いこうたいぶつう transitional zone pain

意識下鎮静 いしきかちんせい conscious sedation

閾値下の，意識に上らない いしきにのぼらない subliminal

異種感覚 いしゅかんかく heteresthesia

異常感覚【不快を伴う】，ジセステジ
ア

いじょうかんかく（ふかいをともなう） dysesthesia

異常感覚【不快を伴わない】，パレス
テジア

いじょうかんかく（ふかいをともなわな
い）

paresthesia

異常感覚[性]の いじょうかんかく[せい]の paresthetic

異常感覚痛【不快を伴う】
いじょうかんかくつう（ふかいをともな
う） dysesthetic pain

異常興奮，異常緊張 いじょうきんちょう hypersthenia

異常興奮，異常緊張 いじょうこうふん hypersthenia
異常性感[症]，性交痛[症]，性交疼
痛[症]

いじょうせいかん[しょう] dyspareunia

異常痛覚 いじょうつうかく paralgesia (=paralgia)

感覚過敏，異常痛症，痛覚過敏 いじょうつうしょう hyperpathia

異所感覚，知覚転位 いしょかんかく allesthesia

移植する，移植，移植片 いしょく implant

移植する，移植，移植片 いしょくする implant

移植する，移植，移植片 いしょくへん implant

異所性興奮 いしょせいこうふん ectopic excitation

異所性発火 いしょせいはっか ectopic firing

異所痛 いしょつう heterotopic pain

異性体 いせいたい isomer

依存 いぞん dependence

痛み，痛，疼痛，うずき いたみ ache，dolor，pain

痛み[の]性質 いたみ[の]せいしつ pain modality

痛み医，痛み開業医 いたみい pain practitioner

痛み閾値，痛覚閾値 いたみいきち pain threshold

痛み医，痛み開業医 いたみかいぎょうい pain practitioner

痛み回避歩行，疼痛回避歩行 いたみかいひほこう antalgic gait
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痛み学，疼痛学 いたみがく algology，dolorology

鎮痛薬、痛み学、疼痛学 いたみがく pain medicine

痛み学説，疼痛学説 いたみがくせつ pain theory

痛み感覚，痛覚 いたみかんかく
pain sensation (=algesia,
algesthsia)

痛み感度 いたみかんど pain sensitivity

痛み管理，疼痛管理 いたみかんり pain management

痛み管理指数，疼痛管理指数 いたみかんりしすう Pain Management Index

痛み緩和スケール いたみかんわすけーる pain relief scale

痛み記憶 いたみきおく pain memory

痛み恐怖 いたみきょうふ algophobia

痛み計，痛覚計，疼痛計 いたみけい
dolorimeter (=algesi[o]meter,
algometer)

痛み傾向（性向）家族 いたみけいこうかぞく pain-prone families

痛み傾向（性向）疾患 いたみけいこうしっかん pain-prone disorder

痛み研究 いたみけんきゅう pain study

痛み行動，疼痛行動 いたみこうどう pain behavior

PSEQ 痛み自己効力感質問表
いたみじここうりょくかんしつもんひょ
う

Pain Self－Efficacy
Questionnaire（PSEQ）

痛み障害，疼痛障害 いたみしょうがい pain disorder

痛み条件付け いたみじょうけんづけ pain conditioning

痛みスケール，疼痛スケール いたみすけーる pain scale

痛みスコア，疼痛スコア いたみすこあ pain score

PDAS
痛み生活障害評価スケール，疼痛
生活障害評価スケール

いたみせいかつしょうがいひょうかす
けーる

Pain Disability Assessment
Scale (PDAS)

痛み傾向（性向）家族 いたみせいこうかぞく pain-prone families

痛み傾向（性向）疾患 いたみせいこうしっかん pain-prone disorder

痛み精神物理学 いたみせいしんぶつりがく pain psychophysics

痛みセンター，ペインセンター いたみせんたー pain center

痛み専門医(家），疼痛専門医(家） いたみせんもんい（か） pain specialist

痛み測定 いたみそくてい pain measurement

痛み測定，痛覚測定 いたみそくてい
algesi[o]metry (=algometry，
dolorimetry)

痛み測定[法]，痛覚測定[法]，疼痛
測定[法]

いたみそくてい[ほう]
dolorimetry (=algesi[o]metry,
algometry)

痛み対処能力 いたみたいしょのうりょく pain coping skill

痛み耐性，疼痛耐性 いたみたいせい pain tolerance

痛み認知，痛み知覚 いたみちかく pain perception

痛み調節 いたみちょうせつ pain modulation

痛み調節因子 いたみちょうせついんし pain modulator

痛み調節系 いたみちょうせつけい pain modulatory sysytem

痛み治療，疼痛治療 いたみちりょう pain therapy

痛み伝達，疼痛伝達 いたみでんたつ pain transmission

痛み日記 いたみにっき pain diary

フリンチング，痛みにより脚を振る いたみによりあしをふる flinching

痛み認知，痛み知覚 いたみにんち pain perception

痛みの，疼痛[性]の いたみの dolorific

痛みの，有痛性の，痛覚過敏の いたみの algesic／algetic

痛みの破局化 いたみのはきょくか pain catastrophizing

痛み反応，疼痛反応 いたみはんのう，とうつうはんのう pain reaction（=pain response）

痛み評価 いたみひょうか pain assessment

痛み評価指数 いたみひょうかしすう pain rating index

痛み表情 いたみひょうじょう painful expression

PASS 痛み不安症状スケール いたみふあんしょうじょうすけーる
Pain Anxiety Symptom　Scale
(PASS)

【痛みへの】対処戦略 いたみへのたいしょせんりゃく coping strategy

痛み誘発刺激，疼痛誘発刺激 いたみゆうはつしげき pain evoking stimuli
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痛み誘発試験，疼痛誘発試験 いたみゆうはつしけん pain evoking test

痛み誘発物質，発痛物質 いたみゆうはつぶっしつ algesic substance

痛む脚と動く足趾症候群 いたむあしとうごくそくししょうこうぐん painful legs and moving toes

痛む腕と動く指症候群 いたむうでとうごくゆびしょうこうぐん
painful arms and moving
fingers syndrome

SⅠ 一次[体性]感覚野 いちじ[たいせい]かんかくや

primary sensory area
（=primary somatosensory area
(cortex)，SⅠ）

M1 一次運動野 いちじうんどうや primary motor cortex　（M1)

一次感覚ニューロン いちじかんかくにゅーろん primary sensory neuron

PAD 一次求心神経脱分極
いちじきゅうしんしんけいだつぶん
きょく

primary afferent depolarization
(PAD)

一次求心性[神経]線維
いちじきゅうしんせい[しんけい]せん
い primary afferent fiber

一次求心性の いちじきゅうしんせいの primary afferent

一次性感覚 いちじせいかんかく primary sensation

一次性痛覚過敏 いちじせいつうかくかびん primary hyperalgesia

一次痛 いちじつう first pain

速痛(速い痛み)，一次痛 いちじつう fast pain

一次性慢性痛 いちじまんせいつう chronic primary pain

アロディニア，異痛，異痛症 いつう allodynia

胃痛 いつう
gastralgia，gastrodynia，
stomachache

アロディニア，異痛，異痛症 いつうしょう allodynia

TRP
channel

一過性受容器電位チャネル いっかせいじゅようきでんいちゃねる
transient receptor potential
channel (TRP channel)

注：代表的なものにTRPV1，
TPPA1などがある

一過性痛，一過性疼痛，相性痛 いっかせいつう phasic pain

一過性痛，一過性の痛み いっかせいつう transient pain

一過性痛，一過性疼痛，相性痛 いっかせいとうつう phasic pain

一過性熱感、ほてり いっかせいねつかん、ほてり hot flash

一過性痛，一過性の痛み いっかせいのいたみ transient pain

NO 一酸化窒素 いっさんかちっそ nitric oxide (NO)

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

一般感覚，体感 いっぱんかんかく general sensation

遺伝[性]の いでん[せい]の hereditary

遺伝子 いでんし gene

遺伝子型 いでんしがた genotype

遺伝子ターゲティング いでんしたーげてぃんぐ gene targeting

遺伝子治療 いでんしちりょう gene therapy

遺伝子導入 いでんしどうにゅう gene transfer
遺伝子導入（トランスジェニック）ノッ
クアウトマウス

いでんしどうにゅうのっくあうとまうす transgenic knockout mouse

遺伝子発現 いでんしはつげん gene expression

遺伝子ファミリー いでんしふぁみりー gene family

胃内容うっ滞，停滞 いないよううったい gastric stasis

IP イノシトールリン酸 いのしとーるりんさん inositol phosphate (IP)
IP3 イノシトール三リン酸 いのしとーるりんさんさんりんさん inositol trisphosphate (IP3)

胃腹，胃，胃袋，胃部 いぶ stomach

胃腹，胃，胃袋，胃部 いふく stomach

胃腹，胃，胃袋，胃部 いぶくろ stomach

イブプロフェン いぶぷろふぇん ibuprofen

イミプラミン いみぷらみん imipramine

イメージリラクセーション いめーじりらくせーしょん relaxation with imagery

治癒，回復，癒し いやし healing

いやになるような，みじめな，情けな
い

いやになるような miserable

いらいらさせる痛み いらいらさせるいたみ annoying pain

Ir
192 イリジウム192 いりじうむ　１９２ iridium (Ir)-192
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陰イオン いんいおん anion

陰茎痛 いんけいつう phallalgia (=phallodynia)

インシデントペイン，動作痛 いんしでんとぺいん incident pain

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

インターフェロン起因（誘発）痛
いんたーふぇろんきいん(ゆうはつ)つ
う interferon-induced pain

侵襲的痛み治療，インターベンショ
ナル痛み治療

いんたーべんしょなるいたみちりょう
interventional pain therapy
(treatment)

IL インターロイキン いんたーろいきん interleukin (IL)

咽頭炎 いんとうえん pharyngitis

喉頭神経ブロック いんとうしんけいぶろっく laryngeal nerve block

嘔吐反射，咽頭反射 いんとうはんしゃ gag reflex

インドメタシン いんどめたしん indomethacin

インパルス，衝撃 いんぱるす impulse

インフォームド・コンセント いんふぉーむど・こんせんと informed consent

陰部神経 いんぶしんけい pudendal nerve

陰部神経ブロック いんぶしんけいぶろっく pudendal [nerve] block

陰部大腿神経 いんぶだいたいしんけい genitofemoral nerve

陰陽力 いんようりょく
Yin and yang （Yin-Yang）
forces

うウ WBPQ
ウィスコンシン簡易痛み質問票，ウィ
スコンシン簡易疼痛質問票

うぃすこんしんかんいいたみしつもん
ひょう

Wisconsin Brief Pain
Questionnaire (WBPQ)

WBPQ
ウィスコンシン簡易痛み質問票，ウィ
スコンシン簡易疼痛質問票

うぃすこんしんかんいとうつうしつもん
ひょう

Wisconsin Brief Pain
Questionnaire (WBPQ)

ウイルス性筋炎 ういるすせいきんえん viral myositis

ウイルス性筋痛 ういるすせいきんつう viral myalgia

ウィルヒョー・ロビン腔[隙] うぃるひょーろびんくう[げき] Virchow-Robin space

ウェーバー・クリスチアン病　（＝再発
性熱性非化膿性結節性皮下脂肪織
炎）

うぇーばー・くりすちあんびょう

Weber-Christian disease　（＝
relapsing febrile
nonsuppurative nodular

ウェーバー・フェヒナーの法則 うぇーばーふぇひなーのほうそく Weber-Fechner's law

IDDS 植え込み型薬物送達システム
うえこみがたやくぶつそうたつしすて
む

implantable (implanted) drug
delivery system (IDDS)

WOMAC
ウエスタン オンタリ オマックマスタ 変
形性関節症指標

うえすたんおんたりおまっくますたへ
んけいせいかんせつほうしひょう

Western Ontario and
McMaster Universities

注：膝痛の評価尺度

ウエストヘヴン・イェール多元的疼痛
行動評価票

うえすとへぶんいえーるたげんてきと
うつうこうどうひょうかひょう

West Haven-Yale
Multidimensional Pain

ウェデンスキー効果 うぇでんすきーこうか Wedensky's effect

ウェデンスキー促進 うぇでんすきーそくしん Wedensky's facilitation

ウェデンスキー抑制 うぇでんすきーよくせい Wedensky's inhibition

右上腹部痛症候群 うじょうふくぶつうしょうこうぐん right upper quadrant syndrome

痛み，うずき うずき ache

うずくような痛み うずくようないたみ aching pain

抑うつ，うつ病，うつ症状 うつしょうじょう depression

うつ状態 うつじょうたい depressive state

抑うつ，うつ病，うつ症状 うつびょう depression

DS，DRS うつ病スケール，抑うつ尺度 うつびょうすけーる
Depression Scale，Depression
Rating Scale

上腕，腕 うで brachium

運転手坐骨神経痛 うんてんしゅざこつしんけいつう driver's thigh

運動感覚 うんどうかんかく
kinesthesia (=kinesthetic
sensation，kinesthetic sense)

運動感覚消失 うんどうかんかくしょうしつ akinesthesia
運動器疼痛，筋･骨格痛，筋･骨格
[性]疼痛

うんどうきとうつう musculoskeletal pain

運動恐怖[症] うんどうきょうふ[しょう] kinesophobia

運動恐怖のタンパスケール うんどうきょうふのたんぱすけーる Tampa Scale of Kinesophobia

【運動系の】麻痺 うんどうけいのまひ palsy

運動亢進[症]，多動 うんどうこうしん[しょう] hyperkinesis
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運動時振戦 うんどうじしんせん kinetic tremor

運動神経 うんどうしんけい motor nerve

低運動[性]，運動性減弱 うんどうせいげんじゃく hypokinesis　(=hypomotility)
静座不能，運動性不穏状態，アカシ
ジア

うんどうせいふおんじょうたい akathisia

運動線維 うんどうせんい motor fiber

[視床]運動前野腹側部 うんどうぜんやふくそくぶ ventral premotor cortex

運動痛 うんどうつう exercise pain

運動ニューロン うんどうにゅーろん motor neuron

EIH 運動による疼痛抑制 うんどうによるとうつうよくせい
exercise-induced hyperalgesia
(EIH）

運動不能 うんどうふのう akinesia

運動療法 うんどうりょうほう therapeutic exercise

えエ BPS 英国疼痛学会 えいこくとうつうがっかい The British Pain Society

エイコサノイド えいこさのいど eicosanoid

AIDS エイズ，後天性免疫不全症候群 えいず
acquired immune deficiency
syndorome (AIDS)

鋭痛，鋭い痛み えいつう sharp pain

栄養因子 えいよういんし trophic factor
栄養障害性神経障害，栄養障害性
ニューロパ(チ)シー

えいようしょうがいせいしんけいしょう
がい

nutritional neuropathy

栄養障害性神経障害，栄養障害性
ニューロパ(チ)シー

えいようしょうがいせいにゅーろぱ
（ち）しー

nutritional neuropathy

会陰 えいん perineum

会陰[部]痛 えいん[ぶ]つう perineal pain

会陰外の えいんがいの extraperineal

腋窩 えきか axilla (=axillary space/fossa)

腋窩法，腋窩アプローチ えきかあぷろーち axillary approach

疫学 えきがく epidemiology

腋窩ブロック えきかぶろっく
axillary block (=axillary nerve
block)

腋窩法，腋窩アプローチ えきかほう axillary approach

液性の，体液[性]の えきせいの humoral

エキソサイトーシス，細胞外放出 えきそさいとーしす exocytosis

脆弱性，易損性 えきそんせい vulnerability

エクレクティシズム，祈祷療法 えくれくてぃしずむ eclecticism

壊死 えし necrosis

壊死性筋膜炎 えしせいきんまくえん necrotizing fasciitis

エスマルヒ止血帯 えすまるひしけつたい Esmarch tourniquet/bandage)

壊疽 えそ gangrene

エタネルセプト えたねるせぷと etanercept

エチゾラム えちぞらむ etizolam

EDTA エチレンジアミン四酢酸 えちれんじあみんよんさくさん
ethylenediaminetetraacetic
acid　(EDTA)

エトドラク えとどらく etodolac

エノキサパリン えのきさぱりん enoxaparin

エピジェネティックス えぴじぇねてぃっくす epigenetics

EBM
科学的根拠に基づいた医療，エビ
デンス ベイスド･メディスン

えびでんすべいすどめでぃすん
evidence-based medicine
(EBM)

エピドラスコピー，硬膜外内視鏡 えぴどらすこぴー epiduroscopy

エピネフリン(アドレナリン） えぴねふりん epinephrine　(=adrenaline)

エファプス えふぁぷす ephapse
エファプス交叉回路，エファプスクロ
ストーク

えふぁぷすくろすとーく ephaptic cross-talk

エファプス交叉回路，エファプスクロ
ストーク

えふぁぷすこうさかいろ ephaptic cross-talk

エファプス伝達 えふぁぷすでんたつ ephaptic transmission
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MRg-FUS MRガイド下集束超音波治療
えむあーるがいどかしゅうそくちょう
おんぱちりょう

magnetic resonance image-
guided focused ultrasound
surgery (MRg-FUS）

エルゴタミン えるごたみん ergotamine

エルゴタミン誘発性頭痛 えるごたみんゆうはつせいずつう ergotamine-induced headache

遠隔痛，投射痛，関連痛 えんかくつう referred pain，synalgia，telalgia

エングラム，記憶痕跡 えんぐらむ engram

嚥下困難 えんげこんなん dysphagia

嚥下痛 えんげつう odynophagia

エンケファリン えんけふぁりん enkephalin

炎症，炎症反応 えんしょう inflammation

炎症痛，炎症[性]疼痛 えんしょう[せい]とうつう inflammatory pain

炎症[性][の] えんしょう[の]，えんしょう[せいの] inflammatory

炎症性浮腫 えんしょうせいふしゅ inflammatory edema

炎症痛，炎症[性]疼痛 えんしょうつう inflammatory pain

炎症，炎症反応 えんしょうはんのう inflammation

炎症メディエーター えんしょうめでぃえーたー inflammatory mediator

炎症誘発[性]痛覚過敏
えんしょうゆうはつ[せい]つうかくか
びん

inflammation-induced
hyperalgesia

遠心性神経 えんしんせいしんけい efferent nerve

遠心性線維 えんしんせいせんい efferent fiber

延髄外の，骨髄外の えんずいがいの extramedullary

円錐型[脊髄(脊椎)]穿刺針
えんすいがた[せきずい（せきつい）]
せんししん pencil point needle

延髄巨大細胞核 えんずいきょだいさいぼうかく
nucleus gigantocellularis
medullae oblongata

延髄後角，三叉神経脊髄路核尾側
亜核

えんずいこうかく medullary dorsal horn

RVM 延髄上腹内側部，吻側延髄腹側部 えんずいじょうふくないそくぶ
rostral ventromedial medulla
(RVM)

延髄卒中 えんずいそっちゅう bulbar apoplexy

延髄網様体 えんずいもうようたい medullary reticular formation

エンドサイトーシス，細胞内取り込み えんどさいとーしす endocytosis

エンドトキシン えんどときしん endotoxin

エンドモルフィン えんどもるふぃん endomorphin

エンドルフィン えんどるふぃん endorphin

[顎関節]円板転移 えんばんてんい disc displacement

おオ 横隔膜脚下 おうかくまくきゃくか retrocrural space

横隔膜痛 おうかくまくつう
diaphragmalgia
(=diaphragmodynia)

悪心，嘔気，吐き気 おうき nausea

横の，横経の おうけいの transverse

EAPC 欧州緩和医療学会 おうしゅうかんわいりょうがっかい
European Association　for
Palliative Care (EAPC)

EFNS 欧州神経学会 おうしゅうしんけいがっかい
European Federation of
Neurological Societies (EFNS)

EFIC 欧州疼痛学会 おうしゅうとうつうがっかい
The European Federation of
IASP® Chapters (EFIC)

黄色靭帯 おうしょくじんたい
ligamentum flavum，yellow
ligament

凹足 おうそく pes cavus

横断面，横断 おうだん transection

横断面，横断 おうだんめん transection

嘔吐 おうと emesis，vomiting

横突孔 おうとっこう transverse foramen

嘔吐反射，咽頭反射 おうとはんしゃ gag reflex

オータコイド おーたこいど autacoid

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

オートレセプター，自己受容体 おーとれせぷたー autoreceptor
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口腔ケア，オーラルケア おーらるけあ oral care

オキシカルバゼピン おきしかるばぜぴん oxcarbazepine

オキシコドン おきしこどん oxycodone

オクトレオチド おくとれおちど octreotide

悪心，嘔気，吐き気 おしん nausea

ODI オズウエストリー腰痛障害質問票
おずうえすとりーようつうしょうがいし
つもんひょう

Oswestry Disability Index
(ODI)

注：腰痛特異的な評価法

悪阻 おそ hyperemesis

緩徐痛，遅い痛み おそいいたみ slow pain

発声時痛，オディノフォニア おでぃのふぉにあ odynophonia

オトガイ孔 おとがいこう
mental foramen (=foramen
mentale)

オトガイしびれ症候群 おとがいしびれしょうこうぐん numb chin syndrome

オトガイ神経ブロック おとがいしんけいぶろっく mental nerve block

アヘン，オピウム おぴうむ opium

オピエート おぴえーと opiate (=opioid)

オピオイド おぴおいど opioid (=opiate)

オピオイド依存 おぴおいどいぞん opioid dependence

オピオイド拮抗性鎮痛薬／混合オピ
オイド受容体作動性拮抗薬

おぴおいどきっこうせいちんつうやく
mixed opioid agonist-
antagonist

オピオイド拮抗薬 おぴおいどきっこうやく opioid antagonist

オピオイド作動薬 おぴおいどさどうやく opioid agonist

オピオイド嗜癖 おぴおいどしへき opioid addiction

オピオイド受容体 おぴおいどじゅようたい opioid receptor

オピオイド・スイッチング おぴおいどすいっちんぐ opioid switching

オピオイド耐性 おぴおいどたいせい opioid tolerance

オピオイド療法，オピオイド治療 おぴおいどちりょう opioid therapy

オピオイド鎮痛薬 おぴおいどちんつうやく opioid analgesicｓ

オピオイド鎮痛薬〔強度〕 おぴおいどちんつうやく〔きょうど〕 opioid analgesics 〔strong〕

オピオイド鎮痛薬〔軽度〕 おぴおいどちんつうやく〔けいど〕 opioid analgesics 〔weak〕
オピオイド抵抗痛，オピオイド抵抗
[性]疼痛

おぴおいどていこう[せい]とうつう opioid resistant pain

オピオイド抵抗痛，オピオイド抵抗
[性]疼痛

おぴおいどていこうつう opioid resistant pain

オピオイド反応痛，オピオイド反応性
疼痛

おぴおいどはんのうせいとうつう opioid responsive pain

オピオイド反応痛，オピオイド反応性
疼痛

おぴおいどはんのうつう opioid responsive pain

オピオイドペプチド おぴおいどぺぷちど opioid peptide

オピオイド誘発性疼痛過敏
おぴおいどゆうはつせいとうつうかび
ん opioid induced hyperalgesia

オピオイド乱用 おぴおいどらんよう opioid abuse

オピオイド療法，オピオイド治療 おぴおいどりょうほう opioid therapy
オペラントコンディションニング，オペ
ラント条件付け

おぺらんとこんでぃしょにんぐ operant conditioning

オペラントコンディションニング，オペ
ラント条件付け

おぺらんとじょうけんづけ operant conditioning

オリーブ核 おりーぶかく olivary nucleus

熱性反応 ねつせいはんのう heat response

温度[感]覚，温[感]覚 おん[かん]かく
temperature
sense/sensation，thermal

温[熱]感覚 おん[ねつ]かんかく warm sensation

オン‐オフ現象 おんおふげんしょう on-off phenomenon

温覚脱失 おんかくだっしつ thermal anesthesia

音声震盪 おんせいしんとう vocal fremitus

温泉学，入浴療法 おんせんがく balneutics

温泉療法学，温泉治療学 おんせんちりょうがく
balneotherapeutics
(=balneotherapy)

温泉療法学，温泉治療学 おんせんりょうほうがく
balneotherapeutics
(=balneotherapy)
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オンダンセトロン おんだんせとろん ondansetron

温度[感]覚，温[感]覚 おんど[かん]かく
temperature
sense/sensation，thermal

温度熱傷 おんどねっしょう thermal burn

温熱感作 おんねつかんさ thermal sensitization

温熱侵害受容 おんねつしんがいじゅよう thermal nociception

温熱侵害受容器 おんねつしんがいじゅようき thermonociceptor

温熱性アロディニア おんねつせいあろでぃにあ
warm allodynia，thermal
allodynia

温熱線維 おんねつせんい warm fiber

温熱治療 おんねつちりょう hyperthermia therapy

温熱痛閾値 おんねつつういきち thermal pain threshold

温熱痛覚過敏 おんねつつうかくかびん
thermalgesia，thermal
hyperalgesia

温熱療法 おんねつりょうほう thermotherapy

高体温，温熱療法 おんねつりょうほう hyperthermia

かカ [脳]回 かい gyrus

外因感覚，他覚（的）感覚 がいいんかんかく objective sensation

外因性の がいいんせいの xenogenic

外陰部痛 がいいんぶつう vulvodynia

外陰部の がいいんぶの pudendal

下位運動ニューロン かいうんどうにゅーろん lower motor neuron

開胸術後痛 かいきょうじゅつごつう postthoracotomy pain

開口反射 かいこうはんしゃ jaw opening reflex

外骨[腫]症，骨軟骨腫 がいこつ[しゅ]しょう exostosis

介在ニューロン かいざいにゅーろん interneuron

外受容器 がいじゅようき exteroceptor

外受容性の がいじゅようせいの exteroceptive

外傷後神経症 がいしょうごしんけいしょう posttraumatic neurosis

外傷性神経障害 がいしょうせいしんけいしょうがい） traumatic neuropathy

外傷後神経痛 がいしょうごしんけいつう posttraumatic neuralgia

外傷後精神症 がいしょうごせいしんびょう posttraumatic psychosis

外傷後痛 がいしょうごつう posttraumatic pain

外傷性頚部症候群 (=むち打ち症関
連症候群)

がいしょうせいけいぶしょうこうぐん

traumatic cervical syndrome
（=whiplash-associated
disorders（WAD）)

外傷性ジストロフィー がいしょうせいじすとろふぃー traumatic dystrophy

外傷性神経炎 がいしょうせいしんけいえん traumatic neuritis

外傷性神経腫 がいしょうせいしんけいしゅ traumatic neuroma

外傷性神経症 がいしょうせいしんけいしょう traumatic neurosis

外傷後頭痛 がいしょうせいずつう posttraumatic headache

外傷性ニューロパシ(チ)ー がいしょうせいにゅーろぱし(ち)ー traumatic neuropathy

回旋筋腱板 かいせんきんけんばん rotator cuff

咳嗽痛 がいそうつう cough pain

咳嗽誘発痛，咳誘発痛 がいそうゆうはつつう cough-induced pain

回想療法 かいそうりょうほう reminiscence therapy

外側環軸関節 がいそくかんじくかんせつ lateral atlantoaxial joint

LHb 外側手綱核 がいそくしゅこうかく lateral habenula　（LHb）

外側錐体束 がいそくすいたいそく fasciculus pyramidalis lateralis

外側脊髄視床路 がいそくせきずいししょうろ lateral spinothalamic tract

外側大腿皮神経ブロック がいそくだいたいひしんけいぶろっく
lateral femoral cutaneous
nerve block

[視床]外側中心核 がいそくちゅうしんかく ventral medial nucleus

CL 外側中心核 がいそくちゅうしんかく central lateral nucleus　(CL)

外側板 がいそくばん lamina lateralis

外側皮質脊髄路 がいそくひしつせきずいろ lateral corticospinal tract
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[視床]外側腹側核 がいそくふくそくかく ventral lateral nucleus

回内筋 かいないきん pronator

回内筋症候群 かいないきんしょうこうぐん pronator syndrome

カイニン酸 かいにんさん kainic acid (=kainate)

カイニン酸型受容体 かいにんさんがたじゅようたい kainate receptor

HPC 海馬 かいば hippocampus (HPC)

灰白質 かいはくしつ gray matter，substantia grisea

海馬ニューロン かいばにゅーろん hippocampal neuron

海馬傍回 かいばぼうかい parahippocampal gyrus

回避 かいひ avoidance

回避条件付け かいひじょうけんづけ avoidance conditioning

NNH 害必要数 がいひつようすう
number needed to harm
（NNH）

注：有害作用確認に必要な患
者数

回避反射 かいひはんしゃ avoidance reflex

治癒，回復，癒し かいふく healing

潰瘍形成 かいようけいせい ulceration

潰瘍痛 かいようつう ulcer pain

解離性感覚消失 かいりせいかんかくしょうしつ dissociated anesthesia

ヒステリー，転換性障害，解離性障
害

かいりせいしょうがい hysteria

解離反応 かいりはんのう dissociative reaction

カイロプラクティック かいろぷらくてぃっく chiropractic

カウザルギー かうざるぎー ｃausalgia

カエル腹 かえるばら frog belly

下顎[性]関節炎 かがく[せい]かんせつえん mandibular arthritis

下顎孔 かがくこう mandibular foramen

CTZ 化学受容体引き金帯 かがくじゅようたいひきがねたい
chemoreceptor trigger zone
(CTZ)

下顎瞬目症候群 かがくしゅんもくしょうこうぐん jaw winking syndrome

下顎瞬目反射 かがくしゅんもくはんしゃ jaw winking [reflex]

下顎神経痛 かがくしんけいつう mandibular neuralgia

下顎神経ブロック かがくしんけいぶろっく mandibular nerve block

ケミカルメディエーター，化学仲介因
子

かがくちゅうかいいんし chemical mediator

下顎反射 かがくはんしゃ
jaw jerk，jaw jerk reflex, jaw
reflex, mandibular reflex

化学的交叉回路，科学的クロストー
ク

かがくてきくろすとーく chemical crosstalk

化学的交感神経切除 かがくてきこうかんしんけいせつじょ chemical sympathectomy

化学的交叉回路，科学的クロストー
ク

かがくてきこうさかいろ chemical crosstalk

EBM
科学的根拠に基づいた医療，エビ
デンス ベイスド･メディスン

かがくてきこんきょにもとづいたいりょ
う

evidence-based medicine
(EBM)

化学的神経根切断術
かがくてきしんけいこんせつだんじゅ
つ chemical rhizotomy

CIPN
抗がん剤による末梢神経障害，化学
療法誘発性末梢神経障害

かがくりょうほうゆうはつせいまっしょ
うしんけいしょうがい

chemotherapy-induced
peripheral neuropathy (CIPN)

鏡療法 かがみりょうほう mirror therapy
引っ掻き（ひっかき）行動，掻き動
作，スクラッチング

かきどうさ scratching

核 かく nucleus

顎下神経節 がくかしんけいせつ submandibular ganglion

側頭下顎の，顎関節 がくかんせつ temporomandibular

顎関節 がくかんせつ jaw joint

[顎関節]円板転移 がくかんせつえんばんてんい disc displacement

顎関節症【狭義の顎関節の障害】
がくかんせつしょう 【きょうぎのがくか
んせつのしょうがい】 temporomandibular arthrosis

TMD 顎関節障害 がくかんせつしょうがい
temporomandibular　disorder
(TMD）
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顎関節症候群　（＝コステン症候群） がくかんせつしょうこうぐん
temporomandibular [joint]
syndrome (=Costen's

顎関節痛 がくかんせつつう temporomandibular pain

ＴＭＪ 顎関節疼痛機能障害症候群
がくかんせつとうつうきのうしょうがい
しょうこうぐん

temporomandibular joint　（ＴＭ
Ｊ） pain-dysfunction syndrome

顎骨壊死 がくこつえし jaw osteonecrosis

学際的痛み管理 がくさいてきいたみかんり
interdisciplinary pain
management

学際的痛みセンター がくさいてきいたみせんたー interdisciplinary pain center

学際的痛み治療 がくさいてきいたみちりょう
interdisciplinary pain
treatment

DTI 拡散強調画像法 かくさんきょうちょうがぞうほう diffusion tensor imaging (DTI)

拡散痛，びまん痛 かくさんつう，びまんつう diffuse pain

覚醒 かくせい awareness，emergence

覚醒反応 かくせいはんのう arousal reaction

過屈曲 かくっきょく hyperflexion

下行性促進 かこうせいそくしん descending facilitation

下行性抑制 かこうせいよくせい descending inhibition

下行性抑制系 かこうせいよくせいけい descending inhibitory system

過酷な痛み かこくないたみ grueling pain

下枝 かし
lower extremity，ramus
inferior

SLR 下肢伸展挙上試験 かししんてんきょじょうしけん straight leg raising test　（SLR)

下歯槽神経ブロック かしそうしんけいぶろっく inferior alveolar nerve block

加重 かじゅう summation

過剰運動性 かじょううんどうせい hypermobility

過剰使用症候群 かじょうしようしょうこうぐん overuse syndrome

かじりつかれるような痛み かじりつかれるようないたみ gnawing pain

過伸展 かしんてん hyperextension

下垂[症] かすい[しょう] ptosis

尖足，下垂足 かすいそく foot-drop/foot drop

下垂体切除[術] かすいたいせつじょ[じゅつ]
hypophysectomy，pituitary
ablation

加水分解 かすいぶんかい hydrolysis

かすみ目，視朦，霧視 かすみめ blurred vision

仮説 かせつ hypothesis

家族性片麻痺性片頭痛 かぞくせいへんまひせいへんずつう familial hemiplegic migraine

可塑性 かそせい plasticity

肩，肩部 かた shoulder

肩[関節]痛 かた[かんせつ]つう omalgia

下腿潰瘍 かたいかいよう crural ulcer

肩関節 かたかんせつ shoulder joint

肩関節周囲炎 かたかんせつしゅういえん periarthritis scapulohumeralis

下腸間膜動脈神経叢ブロック
かちょうかんまくどうみゃくしんけいそ
うぶろっく

inferior mesenteric plexus
block

滑膜性関節，滑液関節 かつえきかんせつ synovial joint

滑液包炎 かつえきほうえん bursitis

脚気神経障害 かっけしんけいしょうがい beriberi neuropathy

学校恐怖 がっこうきょうふ school phobia

活性化，賦活 かっせいか activation

活性酸素種 かっせいさんそしゅ reactive oxygen species

ガッセル神経節，三叉神経節 がっせるしんけいせつ
Gasserian ganglion
(=trigeminal ganglion)

ガッセル神経節後神経切断[術]
がっせるしんけいせつごしんけいせ
つだん[じゅつ] retrogasserian neurotomy

ガッセル神経節ブロック，三叉神経
節ブロック

がっせるしんけいせつぶろっく
Gasserian ganglion block
(=trigeminal ganglion　block)

活動計測 かつどうけいそく actigraphy
注：非侵襲的に覚醒・睡眠サイ
クルを測定する方法
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活動電位 かつどうでんい action potential

カッパオピオイド受容体 かっぱおぴおいどじゅようたい κ（kappa） opioid  receptor

滑膜 かつまく synovium

滑膜炎 かつまくえん synovitis

滑膜性関節，滑液関節 かつまくせいかんせつ synovial joint

滑膜切開，滑膜切除 かつまくせっかい synovectomy

滑膜切開，滑膜切除 かつまくせつじょ synovectomy

活力低下，活力減退 かつりょくげんたい hypodynamia

活力低下，活力減退 かつりょくていか hypodynamia

カテーテル法 かてーてるほう catheterization

カテコール-O-メチルトランスフェ
ラーゼ

かてこーる-O-めちるとらんすふぇ
らーぜ

catechol-O-methyl
transferase

カテコラミン かてこらみん catecholamine

ROM 可動域 かどういき range of motion (ROM)

可動化【関節の】，モビライゼーショ
ン

かどうか【かんせつの】 mobilization

IPL 下頭頂小葉 かとうちょうしょうよう
inferior parietal lobule ( IPL)
(=lobulus parietalis inferior)

カニューレ挿入 かにゅーれそうにゅう cannulation

化膿性口内炎 かのうせいこうないえん pyostomatitis

化膿性の かのうせいの pyogenic

ガバペンチン がばぺんちん gabapentin

被刺激性，過敏性 かびんせい irritability

過敏[性]結腸 かびん[せい]けっちょう irritable colon

過敏[性]腸症候群 かびん[せい]ちょうしょうこうぐん irritable bowel syndrome

過敏[性]膀胱症候群 かびん[せい]ぼうこうしょうこうぐん irritable bladder syndrome

アナフィラキシー，過敏症 かびんしょう anaphylaxis

過敏症 かびんしょう hypersensitivity

過敏性剣状突起症候群
かびんせいけんじょうとっきしょうこう
ぐん

hypersensitive xiphoid
syndrome

カフェイン かふぇいん caffeine

下腹神経 かふくしんけい hypogastric nerve

下腹神経叢ブロック かふくしんけいそうぶろっく hypogastric plexus  block

カプサイシン かぷさいしん capsaicin

過分極 かぶんきょく hyperpolarization

貨幣状頭痛 かへいじょうずつう nummular headache

IL 下辺縁皮質 かへんえんひしつ infralimbic cortex　(IL)

鎌状赤血球症クリーゼ かまじょうせっけっきゅうしょうくりーぜ sickle cell crisis

鎌状赤血球疼痛症候群
かまじょうせっけっきゅうとうつうしょう
こうぐん

acute sickle cell pain
syndrome

噛みしめ かみしめ clenching

かみつき[反応] かみつき[はんのう] biting

睡眠過剰，過眠症 かみんしょう hypersomnia

かゆみ，掻痒 かゆみ itch　(=itching)

空嘔吐，むかつき からおうと retching

カラゲニン(カラゲナン) からげにん（からげなん） carrageenin/carrageean

カラゲニン誘発炎症 からげにんゆうはつえんしょう
carrageenin-induced
inflammation

ガラニン がらにん galanin

カリウム[イオン]チャネル かりうむ[いおん]ちゃねる
K+ channel，potassium ion
channel

カリウムチャネル遮断薬 かりうむちゃねるしゃだんやく potassium ion channel blocker

カリウムチャネル複合体 かりうむちゃねるふくごうたい
potassium ion channel
complex

カリウムテスト かりうむてすと potassium test

カリウムポンプ かりうむぽんぷ K+ pump
カリジン かりじん kallidin
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G-CSF 顆粒球コロニー刺激因子 かりゅうきゅうころにーしげきいんし
granulocyte-colony stimulating
factor (G-CSF)

カルシウム[イオン]チャネル かるしうむ[いおん]ちゃねる Ca2+　channel
カルシウム感受性カリウム[イオン]
チャネル

かるしうむかんじゅせいかりうむ[いお
ん]ちゃねる Ca2＋ sensitive K+ channel

カルシウムチャネル かるしうむちゃねる calcium channel

カルシウムチャネル拮抗薬 かるしうむちゃねるきっこうやく calcium channel antagonist

カルシウムチャネル遮断薬
かるしうむちゃねるしゃだんやく（きっ
こうやく） calcium channel blocker

カルシトニン かるしとにん calcitonin

CGRP カルシトニン遺伝子関連ペプチド
かるしとにんいでんしかんれんぺぷ
ちど

calcitonin gene-related
peptide (CGRP)

カルバマゼピン かるばまぜぴん carbamazepine

CAM
kinase

カルモジュリン依存性蛋白質リン酸
化酵素

かるもじゅりんいぞんせいたんぱくし
つりんさんかこうそ，CAMきなーぜ

calmodulin-dependent protein
kinase (CAM kinase)

加齢，老化，老齢化 かれい aging

加齢変性，老年変性 かれいへんせい senile degeneration

過労痛 かろうつう eparsalgia　(=epersalgia)

がん がん cancer (=carcinoma)

冠[状]血管（動脈）攣縮
かん[じょう]けっかん（どうみゃく）れ
んしゅく

coronary angiospasm
(=coronary spasm)

眼[性]神経痛 がん[せい]しんけいつう ophthalmic neuralgia

がん性痛，がん[性]疼痛 がんせいつう、がん[せい]とうつう cancer pain

がん性痛緩和，がん[性]疼痛緩和
がんせいつうかんわ、がん[せい]つう
かんわ cancer pain relief

がん性痛症候群，がん[性]疼痛症候
群

がんせいつうしょうこうぐん、がん[せ
い]とうつうしょうこうぐん cancer pain syndrome

眼性頭痛 がんせいずつう
ocular migraine (=ophthalmic
migraine)

眼精頭痛 がんせいずつう
ophthalmic migraine (=ocular
migraine)

眼[疼]痛発作 がん[とう]つうほっさ ocular crisis

BPI 簡易痛み評価票 、簡易疼痛質問票 かんいいたみしつもんひょう Brief Pain Inventory 　(BPI)

BPI 簡易痛み評価票 、簡易疼痛質問票 かんいとうつうしつもんひょう Brief Pain Inventory 　(BPI)

S‒LANSS 簡易LANSS かんいらんす Short versions of the LANSS

寛[緩]解導入抗リウマチ薬，疾患修
飾性抗リウマチ薬

かんかいどうにゅうこうりうまちやく
disease-modifying
antirheumatic drug

眼窩回 がんかかい orbital ｇyri (pl.  gyrus)

眼窩下孔 がんかかこう
infraorbital foramen　（＝
foramen　infraorbitale）

眼窩下溝 がんかかこう infraorbital groove

眼窩下神経ブロック がんかかしんけいぶろっく infraorbital nerve block

感覚，知覚 かんかく esthesia

感覚 かんかく sense（=sensation）

感覚異常性(錯覚性)大腿[神経]痛
かんかくいじょうせい（さっかくせい）
だいたい[しんけい]つう meralgia paresthetica

感覚運動野，感覚運動皮質 かんかくうんどうひしつ
sensorimotor area
(=sensorimotor cortex )

感覚運動野，感覚運動皮質 かんかくうんどうや
sensorimotor area
(=sensorimotor cortex )

感覚解離 かんかくかいり dissociation sensibility

感覚学 かんかくがく esthesiology

感覚過敏，触覚過敏 かんかくかびん hyperesthesia，oxyesthesia

感覚過敏，異常痛症，痛覚過敏 かんかくかびん hyperpathia

感覚システム, 感覚神経系 かんかくしすてむ sensory system

感覚遮断 かんかくしゃだん sensory deprivation

感覚器終末 かんかくしゅうまつ sensory ending

感覚受容器 かんかくじゅようき sensory receptor

感覚上皮 かんかくじょうひ neur[o]epithelium

感覚神経，知覚神経 かんかくしんけい sensory nerve
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感覚システム, 感覚神経系 かんかくしんけいけい sensory system

感覚神経線維 かんかくしんけいせんい sensory nerve fiber

感覚神経ブロック かんかくしんけいぶろっく sensory nerve block

感覚線維 かんかくせんい sensory fiber

感覚対側逆転 かんかくたいそくぎゃくてん alloch[e]iria

注：一方の肢に加えられた刺激
が反対の肢の感覚として伝えら
れる．左右の識別ができない状
態

感覚脱出 かんかくだっしゅつ sensory loss

感覚鈍麻，触覚鈍麻 かんかくどんま hypesthesia (= hypoesthesia)

感覚の かんかくの sensory

感受性，感度，感覚能 かんかくのう sensibility

感覚の種類，様式 かんかくのしゅるい sensory modality

感覚の調節（変調） かんかくのちょうせつ（へんちょう） sensory modulation

眼窩上孔(＝眼窩上切痕） がんかじょうこう
supraorbital foramen
（=foramen supraorbitale）

眼窩上神経 がんかじょうしんけい supraorbital nerve

眼窩上神経痛 がんかじょうしんけいつう supraorbital neuralgia

眼窩上神経ブロック がんかじょうしんけいぶろっく supraorbital nerve block

眼球運動失行 がんきゅううんどうしっこう oculomotor apraxia

眼球心臓反射 がんきゅうしんぞうはんしゃ oculocardiac reflex

眼筋麻痺 がんきんまひ
ocular palsy (ocular paralysis，
ophthalmoplegia)

眼筋麻痺[性]片頭痛 がんきんまひ[せい]へんずつう ophthalmoplegic migraine

[神経]節，ガングリオン がんぐりおん ganglion

間欠[性]痛，間欠[性]疼痛
かんけつ[せい]つう，かんけつ[せい]
とうつう intermittent pain

間欠[性]跛行 かんけつ[せい]はこう intermittent claudication

間欠的鎮静 かんけつてきちんせい intermittent sedation

緩下薬 かんげやく laxative

眼瞼 がんけん eyelid

眼瞼痙攣 がんけんけいれん blepharospasm

眼瞼反射 がんけんはんしゃ eyelid reflex

感作 かんさ sensitization

鉗子痛 かんしつう forceps pain

間質性膀胱炎 かんしつせいぼうこうえん interstitial cystitis

患者関連因子 かんじゃかんれんいんし patient related factor

PCS 患者自己調節鎮静[法]
かんじゃじこちょうせつちんせい[ほ
う]

patient controlled sedation
(PCS)

PCA 患者自己調節鎮痛[法] かんじゃじこちょうせつちんつう[ほう]
patient controlled analgesia
(PCA)

感受性，感度，敏感性 かんじゅせい sensitivity

感受性，感度，感覚能 かんじゅせい sensibility

感受性低下 かんじゅせいていか hyposensitivity

感情，情動 かんじょう emotion

情動，感情 かんじょう affection

感情移入，共感 かんじょういにゅう empathy

感情障害 かんじょうしょうがい affective disorder

情動の，感情の かんじょうの affective

緩徐痛，遅い痛み かんじょつう slow pain

眼振 がんしん nystagmus

がん性食欲不振悪液質症候群
がんせいしょくよくふしんあくえきしつ
しょうこうぐん

cancer anorexia-cachexia
syndrome

がん性腹膜炎 がんせいふくまくえん peritoneal carcinomatosis

関節液貯留 かんせつえきちょりゅう joint effusion

関節炎 かんせつえん arthritis，joint inflammation

関節円板 かんせつえんばん meniscus

関節円板 かんせつえんばん articular disc/k
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関節感覚 かんせつかんかく joint sensation

関節鏡検査[法] かんせつきょうけんさ[ほう] arthroscopy

関節強直 かんせつきょうちょく joint ankylosis

関節形成[術] かんせつけいせい[じゅつ] arthroplasty

関節拘縮 かんせつこうしゅく
articular contracture，joint
contracture

関節癒合，関節固定 かんせつこてい joint fusion

関節雑音，クリック かんせつざつおん clicking

関節雑音【捻髪音】 かんせつざつおん【ねんぱつおん】 crepitation

関節侵害受容器 かんせつしんがいじゅようき joint nociceptor

関節水腫，関節水症 かんせつすいしゅ hydrarthritis

関節水腫，関節水症 かんせつすいしょう hydrarthritis

関節穿刺 かんせつせんし arthrocentesis

関節造影[法] かんせつぞうえい[ほう] arthrography

関節痛 かんせつつう
arthralgia，arthrodynia，joint
pain

関節痛風 かんせつつうふう articular gout

関節内注射(注入)
かんせつないちゅうしゃ（ちゅうにゅ
う） intraarticular injection

関節内無痛覚，関節内鎮痛 かんせつないちんつう intraarticular analgesia

関節内無痛覚，関節内鎮痛 かんせつないむつうかく intraarticular analgesia

関節軟骨 かんせつなんこつ articular cartilage

関節ねずみ かんせつねずみ joint mouse

関節反射 かんせつはんしゃ joint reflex

関節包内 かんせつほうない intracapsular

関節癒合，関節固定 かんせつゆごう joint fusion

関節リウマチ かんせつりうまち rheumatoid arthritis

乾癬 かんせん psoriasis

感染 かんせん infection

完全アゴニスト かんぜんあごにすと full agonist

乾癬性関節炎 かんせんせいかんせつえん psoriatic arthritis

感染性関節炎 かんせんせいかんせつえん infectious arthritis
感染性神経障害，感染性ニューロパ
シ(チ)ー

かんせんせいしんけいしょうがい infectious neuropathy

感染性神経障害，感染性ニューロパ
シ(チ)ー

かんせんせいにゅーろぱし(ち)ー infectious neuropathy

肝疝痛 かんせんつう hepatic colic

FCA 完全フロイントアジュバント かんぜんふろいんとあじゅばんと
Freund's complete adjuvant
（FCA)

眼痛 がんつう

eye　pain (=oculodynia, ocular
pain, ophthalmalgia, ophthalmic
pain)

貫通枝 かんつうし ramus perforans

感受性，感度，敏感性 かんど sensitivity

感受性，感度，感覚能 かんど sensibility

埋没，嵌頓 かんとん impaction

カンナビノイド かんなびのいど cannabinoid

カンナビノイド受容体 かんなびのいどじゅようたい cannabinoid receptor

陥入爪 かんにゅうつめ onychocryptosis

間脳 かんのう diencephalon

眼部（眼神経）帯状疱疹(ヘルペス)
がんぶ（がんしんけい）たいじょうほう
しん（へるぺす） herpes zoster ophthalmicus

漢方医学 かんぽういがく herbal medicine

漢方薬，漢方医学 かんぽういがく Kampo medicine

漢方薬，漢方医学 かんぽうやく Kampo medicine

薬草，ハーブ，漢方薬 かんぽうやく herb

GABA ガンマ (γ）-アミノ酪酸 がんまあみのらくさん
gamma (γ）-aminobutyric acid
（GABA)

γ‐アミノ酪酸（GABA）A受容体 がんまあみのらくさんAじゅようたい GABA A receptor
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γ‐アミノ酪酸（GABA）B受容体 がんまあみのらくさんBじゅようたい GABA B receptor

γ‐アミノ酪酸作動性の がんまあみのらくさんさどうせいの GABAergic

γ‐アミノ酪酸受容体 がんまあみのらくさんじゅようたい GABA  receptor

ガンマ線照射 がんませんしょうしゃ gamma radiation (γ radiation)

ガンマナイフ がんまないふ gamma knife  (γ knife)

顔面[神経]麻痺 がんめん[しんけい]まひ
facioplegia (=facial
[nerve]palsy)

顔面筋痙攣，顔面チック がんめんきんけいれん facial tic

顔面痙攣 がんめんけいれん facial spasm

顔面紅痛症 がんめんこうつうしょう erythroprosopalgia

顔面神経 がんめんしんけい facial nerve

顔面神経根 がんめんしんけいこん radix nerve facialis

神経節帯状疱疹 (=耳帯状疱疹）
がんめんしんけいせつたいじょうほう
しん

geniculate herpes
zoster(=herpes zoster oticus)

顔面神経ブロック がんめんしんけいぶろっく facial nerve block

顔面神経麻痺，顔面麻痺，ファロー
ピアン（ファローピウス）神経炎

がんめんしんけいまひ
facial palsy (=facioplegia,
fallopian(fallopius) neuritis)

顔面神経野 がんめんしんけいや area of facial nerve

顔面筋痙攣，顔面チック がんめんちっく facial tic

顔面痛 がんめんつう facial [nerve] pain，prosopalgia

顔面痛の がんめんつうの prosopalgic

顔面の神経痛，顔面部神経痛 がんめんのしんけいつう facial neuralgia

顔面の神経痛，顔面部神経痛 がんめんぶしんけいつう facial neuralgia

顔面片側萎縮[症] がんめんへんそくいしゅく[しょう] facial hemiatrophy

顔面神経麻痺，顔面麻痺，ファロー
ピアン（ファローピウス）神経炎

がんめんまひ
facial palsy (=facioplegia,
fallopian(fallopius) neuritis)

関門，障害物 かんもん barrier

灌流 かんりゅう perfusion

[寒]冷感，寒冷を知る感覚 かんれいかん psychroesthesia

寒冷昇圧試験 かんれいしょうあつてすと cold pressor test

寒冷鎮痛 かんれいちんつう cryoanalgesia

[寒]冷痛 かんれいつう psychroalgia

寒冷痛 かんれいつう cryalgesia (=crymodynia)

寒冷麻酔[法] かんれいますい[ほう] cryoanesthesia

[寒]冷感，寒冷を知る感覚 かんれいをしるかんかく psychroesthesia

関連[性]感覚 かんれん[せい]かんかく referred sensation

関連域 かんれんいき reference zone

関連解析 かんれんかいせき association study

遠隔痛，投射痛，関連痛 かんれんつう referred pain，synalgia，telalgia

関連痛覚過敏 かんれんつうｊかくかびん referred hyperalgesia

緩和医療 かんわいりょう palliative medicine

緩和因子，緩和要因 かんわいんし relieving factor

緩和ケア かんわけあ palliative care

緩和困難症状 かんわこんなんしょうじょう refractory symptom

緩和困難な症状 かんわこんなんなしょうじょう intractable symptom

緩和(鎮痛)性の,  緩和(鎮痛)薬 かんわせいの lenitive

緩和(鎮痛)性の,  緩和(鎮痛)薬 かんわやく lenitive

緩和因子，緩和要因 かんわよういん relieving factor

きキ 偽[性]視床痛 ぎ[せい]ししょうつう pseudothalamic pain

偽[性]神経根症候群 ぎ[せい]しんけいこんしょうこうぐん pseudoradicular syndrome

キアリ奇形 きありきけい Ｃhiari malformation

偽依存 ぎいぞん pseudoaddiction

偽陰性反応 ぎいんせいはんのう false-negative reaction

既往歴，既往症，病歴 きおうしょう anamnesis

既往歴，既往症，病歴 きおうれき anamnesis

エングラム，記憶痕跡 きおくこんせき engram
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記憶錯誤 きおくさくご allomnesia

機械・熱侵害受容器 きかい・ねつしんがいじゅようき mechano-heat nociceptor

伸展活性化チャネル きかいしげきじゅようちゃねる stretch-activated channel

機械的アロディニア きかいてきあろでぃにあ mechanical allodynia

機械的感覚 きかいてきかんかく mechanical sensation

機械的感作 きかいてきかんさ mechanical sensitization

機械的感受性 きかいてきかんじゅせい mechanosensitivity

機械的クロストーク きかいてきくろすとーく mechanical crosstalk

機械的刺激 きかいてきしげき
mechanical
stimulation/stimulus

機械的刺激[過敏] きかいてきしげき[かびん] mechanical irritation

機械的刺激受容性求心線維
きかいてきしげきじゅようせいきゅうし
んせんい

mechanoreceptive afferent
fiber

機械的刺激受容性求心路
きかいてきしげきじゅようせいきゅうし
んろ mechanoreceptive afferent

機械的受容器 きかいてきじゅようき mechanoreceptor

機械的侵害受容器 きかいてきしんがいじゅようき mechanonociceptor

機械的痛覚過敏 きかいてきつうかくかびん
mechanical hyperalgesia
(=mechanical hyperalgia)

気管痛 きかんつう tracheal pain

聞き返し ききかえし reflective listening

記銘，コード化，記号化 きごうか encoding

器質[性]頭痛 きしつ[せい]ずつう organic headache

器質痛，器質[性]疼痛 きしつ[せい]とうつう organic pain

器質痛，器質[性]疼痛 きしつつう organic pain

基準電極 きじゅんでんきょく reference electrode

偽情動反射 ぎじょうどうはんしゃ pseudoaffective reflex

偽情動反応 ぎじょうどうはんのう pseudoaffective response

傷のついたような きずのついたような hurting

Xe キセノン きせのん Xe 注：麻酔薬としての

キセノンランプ きせのんらんぷ xenon lamp

偽耐性 ぎたいせい pseudotolerance

偽痛風 ぎつうふう pseudogout

吃逆，しゃっくり きつぎゃく hiccup

拮抗薬，アンタゴニスト きっこうやく antagonist

起動電位，発生電位 きどうでんい generator potential

エクレクティシズム，祈祷療法 きとうりょうほう eclecticism

キニーネ きにーね quinine

キニノーゲン きにのーげん kininogen

キニン きにん kinin

機能 きのう function

機能重複性 きのうじゅうふくせい redundancy

機能喪失，機能障害 きのうしょうがい functio laesa

機能障害 きのうしょうがい
functional disorder
(=functional illness)

不全，欠陥，機能障害 きのうしょうがい impairment

機能自律性 きのうじりつせい functional autonomy

機能性痛み（疼痛｝症候群
きのうせいいｔみ（とうつう）しょうこうぐ
ん functional pain syndrome

機能性身体症候群 きのうせいしんたいしょうこうぐん functional somatic syndrome

機能性頭痛 きのうせいずつう functional headache

機能喪失，機能障害 きのうそうしつ functio laesa

fMRI 機能的磁気共鳴画像[法] きのうてきじききょうめいがぞう[ほう]
functional magnetic resonance
imaging (fMRI)

機能不全 きのうふぜん dysfunction ，insufficiency

希薄化，消耗 きはくか，しょうもう rarefaction

偽跛行 きはこう pseudoclaudication
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基板 きばん lamina basalis

多幸感，気分高揚 きぶんこうよう euphoria

気分障害 きぶんしょうがい mood disorder

気分正常[状態] きぶんせいじょう「じょうたい] euthymia
気分変調性痛み障害，気分変調性
疼痛障害

きぶんへんちょうせいいたみしょうが
い

dysthymic pain disorder

気分変調性痛み障害，気分変調性
疼痛障害

きぶんへんちょうせいとうつうしょうが
い

dysthymic pain disorder

記銘，コード化，記号化 きめい encoding

プラセボ，偽薬 ぎやく placebo

逆行性電流，逆行性インパルス ぎゃくこうせいいんぱるす antidromic impulse

逆行性電流，逆行性インパルス ぎゃくこうせいでんりゅう antidromic impulse

病的感受性，逆症療法 ぎゃくしょうりょうほう heteropathy

マルトリートメント，虐待 ぎゃくたい maltreatment

乱(濫)用，虐待 ぎゃくたい abuse

逆耐性 ぎゃくたいせい reverse tolerance

RT-PCR 逆転写ポリメラーゼ連鎖反応
ぎゃくてんしゃぽりめらーぜれんさは
んのう

reverse transcriptase-
polymerase chain reaction
(RT-PCR)

逆行性血管拡張 ぎゃっこうせいけっかんかくちょう antidromic vasodilatation

逆行性の ぎゃっこうせいの retrograde

ギャップ結合 ぎゃっぷけつごう gap junction

灸 きゅう moxibustion

球(延髄)麻痺 きゅう（えんずい）まひ bulbar palsy/paralysis

嗅覚[性]前兆 きゅうかく[せい]ぜんちょう olfactory aura

嗅覚減弱(消失) きゅうかくげんじゃく（しょうしつ） olfactory anesthesia

球後ブロック きゅうごぶろっく retro-orbital block

吸収，吸着 きゅうしゅう absorption

求心(入力)遮断性感覚
きゅうしん（にゅうりょく）しゃだんせい
かんかく deafferentation sensation

求心路遮断痛，求心(入力)遮断痛，
求心路遮断性疼痛，求心(入力)遮
断性疼痛

きゅうしん（にゅうりょく）しゃだんせい
とうつう

deafferentation pain

求心路遮断痛，求心(入力)遮断痛，
求心路遮断性疼痛，求心(入力)遮
断性疼痛

きゅうしん（にゅうりょく）しゃだんつう deafferentation pain

求心性の，輸入の，求心性 きゅうしんせい afferent

求心性[神経]線維 きゅうしんせい[しんけい]せんい afferent fiber

求心性軸索 きゅうしんせいじくさく afferent axon

求心性神経 きゅうしんせいしんけい afferent nerve

求心性神経活動（動作）
きゅうしんせいしんけいかつどう（どう
さ） afferentation

求心性ニューロン きゅうしんせいにゅーろん afferent neuron

求心性の，輸入の，求心性 きゅうしんせいの afferent

求心路遮断 きゅうしんろしゃだん deafferentation
求心路遮断痛，求心(入力)遮断痛，
求心路遮断性疼痛，求心(入力)遮
断性疼痛

きゅうしんろしゃだんせいとうつう deafferentation pain

求心路遮断痛，求心(入力)遮断痛，
求心路遮断性疼痛，求心(入力)遮
断性疼痛

きゅうしんろしゃだんつう deafferentation pain

急性[疼]痛 きゅうせい[とう]つう acute pain

急性耐性 きゅうせいたいせい acute tolerance

急性中毒 きゅうせいちゅうどく poisoning

旧脊髄視床路 きゅうせきずいししょうろ paleospinothalamic pathway

吸収，吸着 きゅうちゃく absorption

吸入鎮静[法] きゅうにゅうちんせい[ほう] inhalation[al] sedation

吸入麻酔 きゅうにゅうますい inhalation[al] anesthesia

吸入麻酔薬 きゅうにゅうますいやく inhalation[al] anesthetic

休眠侵害受容器 きゅうみんしんがいじゅようき sleeping nociceptors
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共圧陣痛 きょうあつじんつう bearing-down pain

橋延髄網様体 きょうえんずいもうようたい
pontomedullary reticular
formation

胸郭痛 きょうかくつう thoracalgia，thoracodynia

胸郭出口症候群 きょうかくでぐちしょうこうぐん thoracic outlet syndrome

感情移入，共感 きょうかん empathy

PECS 胸筋神経ブロック きょうきんしんけいぶろっく pectoral nerve block　(PECS)

胸筋痛 きょうきんつう thoracomyodynia

胸腔鏡下交感神経切除(切断）[術]
きょうくうきょうかこうかんしんけいせ
つじょ（せつだん）[じゅつ]

thoracoscopic sympathectomy
(=endoscopic thoracic
sympathectomy)

胸腔鏡下交感神経切除術
きょうくうきょうかこうかんしんけいせ
つじょじゅつ

video associated endoscopic
tharacic sympathectomy

胸腔内 きょうくうない intrapleural

胸腔内注射(注入) きょうくうないちゅうしゃ（ちゅうにゅう） intrapleural injection

胸腔内鎮痛 きょうくうないちんつう intrapleural analgesia

胸骨後面痛，胸骨下痛 きょうこつかつう retrosternal pain

胸骨後面痛，胸骨下痛 きょうこつこうめんつう retrosternal pain

頬骨耳介の きょうこつじかいの zygomaticoauricular

胸骨上窩 きょうこつじょうか suprasternal space

胸骨痛 きょうこつつう sternalgia (=sternodynia)

頬骨の きょうこつの zygomatic

強縮，破傷風 きょうしゅく tetanus

狭心症 きょうしんしょう angina pectoris

装具療法，矯正具療法 きょうせいぐりょうほう orthotic therapy

矯正装具 きょうせいそうぐ appliance

偽陽性反応 ぎようせいはんのう false-positive reaction

鏡像[異性]体 きょうぞう[いせい]たい enantiomer

強直，硬直 きょうちょく rigidity

強直[関節] きょうちょく[かんせつ] ankylosis

強直性脊椎炎 きょうちょくせいせきついえん
ankylosing spondylitis，bamboo
spine

胸椎椎間板摘出[術]
きょうついついかんばんてきしゅつ
[じゅつ] thoracic discotomy

胸痛 きょうつう
chest pain，stethalgia，
pectoralgia

強度理論，強度説 きょうどがくせつ intensity theory

強度－時間曲線 きょうど-じかんきょくせん intensity-duration curve

強度理論，強度説 きょうどせつ intensity theory

強迫観念 きょうはくかんねん obsession

強迫神経症 きょうはくしんけいしょう obsessive compulsive neurosis

恐怖 きょうふ fear

FABQ-J 日本語版 恐怖回避信念質問票
きょうふかいひしんねんしつもんひょ
う

Fear Avoidance Beliefs
Questionnaire, Japanese
version（FABQ－J）

恐怖回避モデル きょうふかいひもでる fear avidance model

胸部交感神経節 きょうぶこうかんしんけいせつ thoracic sympathetic ganglion

胸部交感神経切除[術]
きょうぶこうかんしんけいせつじょ
[じゅつ] thoracic sympathectomy

胸部交感神経節ブロック
きょうぶこうかんしんけいせつぶろっ
く

thoracic sympathetic
 ganglion block

胸部突発性痛，胸部突発性疼痛 きょうぶとっぱつせいつう breast pang

胸部突発性痛，胸部突発性疼痛 きょうぶとっぱつせいとうつう breast pang

TPVB 胸部傍脊椎神経ブロック
きょうぶぼうせきついしんけいぶろっ
く

thoracic paravertebral block

橋縫線核 きょうほうせんかく raphe pontis nuclei

胸膜 きょうまく pleura

胸膜炎 きょうまくえん pleuritis

胸膜痛 きょうまくつう pleuralgia (=pleurodynia)
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硬節，椎版，スクレロトーム，強膜刀 きょうまくとう sclerotome

橋網様体 きょうもうようたい pontine reticular formation

虚偽性障害 きょぎせいしょうがい factitious disorder

棘，脊柱 きょく spine

ちくちく感，棘感覚 きょくかんかく acanthesthesia

棘間靭帯 きょくかんじんたい ligamentum intraspinale

棘上筋症候群 きょくじょうきんしょうこうぐん supraspinatus syndrome

棘上靭帯 きょくじょうじんたい
supraspinal　ligament（＝
ligamentum supraspinale）

局所限局 きょくしょげんきょく localization

局在失認 きょくしょしつにん localization agnosia

局所ステロイド[投与] きょくしょすてろいど[とうよ] local steroid

局所鎮痛薬 きょくしょちんつう local analgesia

局在痛症候群，局在疼痛症候群 きょくしょつうしょうこうぐん localized pain syndrome

局所的な きょくしょてきな topical (=local)

局在痛症候群，局在疼痛症候群 きょくしょとうつうしょうこうぐん localized pain syndrome

局所反応 きょくしょはんのう local reaction

局所麻酔 きょくしょますい local anesthesia

局所麻酔薬 きょくしょますいやく local anesthetic

局所麻酔薬中毒 きょくしょますいやくちゅうどく local anesthetic intoxication

虚血[性]拘縮 きょけつ[せい]こうしゅく ischemic contracture

虚血[性]視神経障害 きょけつ[せい]ししんけいしょうがい ischemic optic neuropathy

虚血[性]心臓痛 きょけつ[せい]しんぞうびょう ischemic cardiac pain

虚血[性]腰痛[症] きょけつ[せい]ようつう[しょう] ischemic lumbago

虚血性圧迫 きょけつせいあっぱく ischemic compression

虚血性壊死 きょけつせいえし avascular necrosis

虚血痛，虚血[性]疼痛 きょけつつう，きょけつ[せい]とうつう ischemic pain

踵痛，拒骨痛 きょこつつう talalgia

巨細胞性動脈炎 (=側頭動脈炎） きょさいぼうせいどうみゃくえん
giant cell arteritis (=temporal
arteritis)

巨大細胞網様体核 きょだいさいぼうもうようたいかく

gigantocellular reticular
nucleus
(=nucleus reticularis

キラル化合物，光学異性体 きらるかごうぶつ chiral　compound

ギラン・バレー症候群 ぎらんばれーしょうこうぐん Guillain-Barré syndrome

偽リウマチ ぎりうまち pseudorheumatism

偽リウマチ疾患 ぎりうまちしっかん pseudorheumatoid disease

筋萎縮 きんいしゅく amyotrophy

筋運動痛 きんうんどうつう kinesalgia

筋炎 きんえん myositis

筋強直症，筋緊張 きんきょうちょくしょう myotonia
筋強直性ジストロフィー，筋緊張性ジ
ストロフィー

きんきょうちょくせいじすとろふぃー myotonic dystrophy

筋強直性の，筋緊張性の きんきょうちょくせいの myotonic

筋強直症，筋緊張 きんきんちょう myotonia

筋弛緩[症]，筋緊張減退 きんきんちょうげんたい hypomyotonia
筋強直性ジストロフィー，筋緊張性ジ
ストロフィー

きんきんちょうせいじすとろふぃー myotonic dystrophy

筋強直性の，筋緊張性の きんきんちょうせいの myotonic

筋筋膜[性]トリガーポイント きんきんまく[せい]とりがーぽいんと myofascial trigger point

筋筋膜痛 きんきんまくつう myofascial pain

筋筋膜痛症候群 きんきんまくつうしょうこうぐん myofascial pain syndrome

筋痙攣，筋スパスム きんけいれん muscle spasm，myospasm[us]

筋腱接合部 きんけんせつごうぶ muscle-tendon junction

筋原線維 きんげんせんい myofibril

平衡，均衡 きんこう equilibrium
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運動器疼痛，筋･骨格痛，筋･骨格
[性]疼痛

きんこっかく[せい]とうつう musculoskeletal pain

運動器疼痛，筋･骨格痛，筋･骨格
[性]疼痛

きんこっかくつう musculoskeletal pain

筋骨格リハビリテーション きんこっかくりはびりてーしょん musculoskeletal rehabilitation

筋弛緩[症]，筋緊張減退 きんしかん[しょう] hypomyotonia

筋弛緩薬 きんしかんやく muscle relaxant

自制、節制、禁酒，禁断 きんしゅ abstinence

筋収縮性(型)頭痛 きんしゅうしゅくせい（がた）ずつう muscle contraction headache

筋症，ミオパシ(チ)ー きんしょう myopathy

筋侵害受容器 きんしんがいじゅようき muscle nociceptor

筋神経衰弱 きんしんけいすいじゃく myoneurasthenia

筋神経痛 きんしんけいつう myoneuralgia

筋痙攣，筋スパスム きんすぱすむ muscle spasm ，myospasm[us]

筋[性]過敏痛，筋肉の圧痛 きんせい[かびん]つう muscle tenderness pain

筋性開口障害 きんせいかいこうしょうがい muscular trismus

筋節，筋分節 きんせつ myotome

近接学 きんせつがく proxemics

神経線維束，筋線維束 きんせんいそく fascicle(=fasciculus)

自制、節制、禁酒，禁断 きんだん abstinence

禁断症候群、禁断症状 きんだんしょうこうぐん abstinence syndrome

禁断症候群、禁断症状 きんだんしょうじょう abstinence syndrome

失調症，緊張異常，ジストニア きんちょういじょう dystonia

ＴＴＨ 緊張型頭痛 きんちょうがたずつう tension-type headache （ＴＴＨ)

緊張性瞳孔 きんちょうせいどうこう tonic pupil

トートバンド，緊張帯 きんちょうたい taut band

緊張低下，低張，低血圧 きんちょうていか hypotonia

筋肉痛，筋痛 きんつう
myalgia (=myodynia，
myosalgia)

筋電図計，筋電計 きんでんけい electromyograph

筋電図 きんでんず electromyogram

筋電図計，筋電計 きんでんずけい electromyograph

筋電図検査[法] きんでんずけんさ「ほう] electromyography

筋肉束 きんにくそく muscle fascicle

筋肉痛 きんにくつう muscle pain

筋肉痛，筋痛 きんにくつう
myalgia (=myodynia，
myosalgia)

i.m 筋肉内 きんにくない intramuscular （i.m.)

筋肉内刺激 きんにくないしげき intramuscular stimulation

筋肉内注射（注入） きんにくないちゅうしゃ（ちゅうにゅう） intramuscular injection

筋[性]過敏痛，筋肉の圧痛 きんにくのあっつう muscle tenderness pain

筋節，筋分節 きんぶんせつ myotome

筋分節痛 きんぶんせつつう myotomal pain

筋紡錘 きんぼうすい muscle spindle

筋膜 きんまく fascia

筋膜炎 きんまくえん fasciitis

筋膜間腔 きんまくかんくう interfascial space

筋膜切開[術] きんまくせっかい[じゅつ] fasciotomy

筋膜切除[術] きんまくせつじょ[じゅつ] fasciectomy

筋攣縮 きんれんしゅく jerking，plucking，twiching

くク グアネチジン ぐあねちじん guanethidine

区域鎮痛 くいきちんつう regional analgesia

区域ブロック くいきぶろっく regional block

区域麻酔 くいきますい regional anesthesia

クインケ・バブコック脊麻針 くいんけばぶこっくせきましん
Quincke-Babcock spinal
needle

空間加重 くうかんかじゅう spatial summation
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空腹痛 くうふくつう hunger pain

空胞形成 くうほうけいせい vacuolation

クーレンカンプ法 くーれんかんぷほう Kulenkampff method

くしゃみ くしゃみ ptarmus/ptarmos

くしゃみ誘発薬，くしゃみ誘発[性]の くしゃみゆうはつ[せい]の ptarmic

くしゃみ誘発薬，くしゃみ誘発[性]の くしゃみゆうはつやく ptarmic

苦痛 くつう anguish

苦痛，苦悩 くつう suffering

苦痛性愛，アルゴラグニー くつうせいあい algolagnia (=algophilia)

屈曲反射 くっきょくはんしゃ flexion reflex

屈筋反射 くっきんはんしゃ flexor reflex

苦痛，苦悩 くのう suffering

精神痛，苦悩的精神病 くのうてきせいしんびょう algopsychalia

組み換え[体/型]ＤＮＡ くみかえ[たい/がた]ＤＮＡ recombinant DNA

組み換え体(型) くみかえたい(がた) recombinant

くも膜 くもまく arachnoid mater

くも膜炎 くもまくえん arachnoiditis

i.t. くも膜下 くもまくか intrathecal (i.t.)，subaracnoid

くも膜下オピオイド くもまくかおぴおいど intrathecal opioid

くも膜下腔 くもまくかくう subarachnoid space

くも膜下持続投与 くもまくかじぞくとうよ
intrathecal continuous
administration (infusion）

くも膜下穿刺 くもまくかせんし subarachnoid puncture

くも膜下注射(注入) くもまくかちゅうしゃ intrathecal injection

くも膜下注入 くもまくかちゅうにゅう subarachnoid injection

くも膜下鎮痛法 くもまくかちんつうほう intrathecal analgesia

くも膜下投与 くもまくかとうよ intrathecal infusion

くも膜下ブロック くもまくかぶろっく
intrathecal block，
subarachnoid block

くも膜下麻酔 くもまくかますい subarachnoid anesthesia

ヒステリー性頭痛，クラーブス くらーぶす clavus hystericus

GDNF グリア細胞由来神経栄養因子
ぐりあさいぼうゆらいしんけいえいよう
いんし

glial cell line-derived
neurotrophic factor (GDNF)

グリーフケア，悲嘆ケア ぐりーふけあ grief care

グリコーゲン ぐりこーげん glycogen

グリシン ぐりしん glycine

関節雑音，クリック くりっく clicking
グルココルチコイド，糖質コルチコイ
ド

ぐるここるちこいど glucocorticoid

苦しみもだえるような痛み くるしみもだえるようないたみ agonizing pain

グルタミン酸 ぐるたみんさん glutamic acid (=glutamate)

グルタミン酸受容体 ぐるたみんさんじゅようたい glutamic acid receptor

クロナゼパム くろなぜぱむ clonazepam

クロニジン くろにじん clonidine

クロミプラミン くろみぷらみん clomipramine

クロルプロマジン くろるぷろまじん chlorpromazine

群発頭痛（ホートン頭痛） ぐんぱつずつう（ほーとんずつう）
cluster headache (=Horton's
headache)

群発性チック（三叉神経痛）症候群
ぐんぱつせいチック（さんさしんけい
つう）しょうこうぐん cluster tic syndrome

けケ 計器，尺度 けいき gauge

頚胸椎痛 けいきょうついつう cervicothoracic spinal pain

頚筋炎 けいきんえん cervical myositis

経穴 けいけつ meridian point

鍼刺入点，経穴，ツボ けいけつ acupuncture point

頚肩腕症候群 けいけんわんしょうこいうぐん
cervico-omo-brachial
syndrome

蛍光 けいこう fluorescence
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経口 けいこう oral

経口投与 けいこうとうよ oral administration

脛骨痛 けいこつつう tibialgia

軽擦[誘発性]アロディニア けいさつ[ゆうはつせい]あろでぃにあ stroking allodynia

憩室炎 けいしつえん diverticulitis

経シナプス変性 けいしなぷすへんせい transsynaptic degeneration

軽症うつ病 けいしょううつびょう hypomelancholia

茎状細胞 けいじょうさいぼう
stalked cells　(=spinal
interneuron)

頚静脈孔症候群 けいじょうみゃくこうしょうこうぐん

jugular foramen syndrome（＝
posterior foramen lacerum
syndrome）

軽触覚刺激 けいしょっかくしげき light touch stimulation

頚神経 けいしんけい cervical nerve

経神経節変性 けいしんけいせつへんせい transganglionic degeneration

頚神経叢 けいしんけいそう cervical plexus

頚神経叢ブロック けいしんけいそうぶろっく cervical plexus block

頚椎の，頚髄の，頚神経の けいしんけいの cervical

頚髄 けいずい cervical cord

頚髄症，頚椎症性脊髄症 けいずいしょう cervical myelopathy

頚椎の，頚髄の，頚神経の けいずいの cervical

痙性歩行 けいせいほこう spastic gait

経仙骨孔ブロック けいせんこつこうぶろっく transsacral block

形態形成 けいたいけいせい morphogenesis

経腟の けいちつの transvaginal

経腟分娩 けいちつぶんべん vaginal delivery

経椎間孔［的］ けいついかんこう[てき] transforaminal

経椎間板[的] けいついかんばん[てき] transdiscal

頸椎症 けいついしょう cervical spondylosis

頚椎症性脊髄症 けいついしょうせいせきずいしょう
cervical spondylotic
myelopathy

頚髄症，頚椎症性脊髄症 けいついしょうせいせきずいしょう cervical myelopathy

頚椎性頭痛 けいついせいずつう cervicogenic headache

頚椎椎間板 けいついついかんばん cervical disc

頚椎椎間板摘出[術]
けいついついかんばんてきしゅつ
「じゅつ」

cervical discectomy (=cervical
discotomy)

頚椎捻挫 けいついねんざ cervical sprain

頚椎の，頚髄の，頚神経の けいついの cervical

頚椎分離症 けいついぶんりしょう cervical spondylolysis

脛痛 けいつう scelalgia

TMS 経頭蓋磁気刺激 けいとうがい（ずがい）じきしげき
transcranial magnetic
stimulation (TMS)

経頭蓋刺激 けいとうがい（ずがい）しげき transcranial stimulation

頸動脈圧痛 けいどうみゃくあっつう carotidynia

茎乳突孔 けいにゅうとつこう
stylomastoid foramen
（=foramen stylomastoideum）

経粘膜的 けいねんまくてき transmural

刑罰感 けいばつかん punishment

経皮[的] けいひ[てき] transdermal

TcpO2 経皮[的]酸素分圧 けいひ[てき]さんそぶんあつ
transcutaneus oxygen
tenshion (TcpO2)

TEAS 経皮経穴[電気鍼]刺激[法]
けいひけいけつ[でんきはり]しげき
[ほう]

transcutaneous electrical
acupuncture point stimulation
(TEAS)

経皮刺激 けいひしげき transcutaneous stimulation

経皮的 けいひてき percutaneous
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PISCES
経皮的埋め込み(植え込み)脊髄電
気刺激[法]

けいひてきうめこみ[うえこみ]せきず
いでんきしげき[ほう]

percutaneously inserted spinal
 cord electrical stimulation
(PISCES)

経皮的コルドトミー，経皮的脊髄切
截術

けいひてきこるどとみー percutaneous cordotomy

経皮的髄核摘出術 けいひてきずいかくてくしゅつじゅつ
percutaneous disc
decompression

経皮的脊髄刺激 けいひてきせきずいしげき
percutaneous spinal
cord stimulation

経皮的コルドトミー，経皮的脊髄切
截術

けいひてきせきずいせっせつじゅつ percutaneous cordotomy

経皮的椎間板切除術
けいひてきついかんばんせつじょ
じゅつ percutaneous discectomy

経皮的椎体形成術 けいひてきついたいけいせいじゅつ percutaneous vertebroplasty

PLD 経皮的腰椎椎間板切除術
けいひてきようついついかんばんせ
つじょじゅつ

percutaneous lumbar
discectomy (PLD)

TENS 経皮電気神経刺激[法] けいひでんきしんけいしげき[ほう]
transcutaneous electrical
nerve stimulation (TENS)

頚部椎間板[性]痛，頚部椎間板[性]
疼痛

けいぶついかんばんせいつう
cervical discogenic pain
(discogenic neck pain)

頚部椎間板[性]痛，頚部椎間板[性]
疼痛

けいぶついかんばんせいとうつう
cervical discogenic pain
(discogenic neck pain)

頚部痛 けいぶつう
neck pain，cervicodynia，
trachelodynia

経絡 けいらく meridian

痙攣，こむら返り けいれん convulsion (=cramp)

攣縮，痙攣，スパスム けいれん spasm

痙攣性月経困難[症]
けいれんせいげっけいこんなん[しょ
う] spaｓmodic dysmenorrhea

痙攣痛，痙攣性疼痛 けいれんせいとうつう spastic pain

痙攣前の けいれんぜんの preconvulsive

痙攣痛，痙攣性疼痛 けいれんつう spastic pain

頚肋症候群 けいろくしょうこうぐん cervical rib syndrome

ゲートコントロール説，門調節説 げーとこんとろーるせつ gate-control theory

激越性うつ病，メランコリー げきえつせいうつびょう agitated depression

電撃性の，劇症の げきしょうの fulminant

激痛，穿孔痛 げきつう terebration

激痛 げきつう intense pain，megalgia

下剤，下薬 げざい purgative

ケタミン けたみん ketamine

BNB 血液神経関門 けつえきしんけいかんもん blood-nerve barrier (BNB)

血液胎盤関門 けつえきたいばんかんもん blood-placental barrier

BBB 血液脳関門 けつえきのうかんもん blood-brain barrier (BBB)

B-CSF
barrier

血液[脳脊]髄液関門 けつえきのうせきずいえきかんもん
blood-cerebrospinal fluid
barrier（B-CSF barrier)

不全，欠陥，機能障害 けっかん impairment

血管[運動]神経症 けっかん[うんどう]しんけいしょう
angioneuropathy(=angioneurosi
s)

血管運動 けっかんうんどう vasomotion

血管炎 けっかんえん vasculitis
血管炎性神経障害，血管炎性
ニューロパチ(シ)ー

けっかんえんせいしんけいしょうがい vasculitis neuropathy

血管炎性神経障害，血管炎性
ニューロパチ(シ)ー

けっかんえんせいにゅーろぱち
(し)ー

vasculitis neuropathy

血管外漏出 けっかんがいろうしゅつ extravasation

血管拡張薬(物質) けっかんかくちょうやく（ぶっしつ） vasodilator

VIP 血管作動性腸管ペプチド
けっかんさどうせいちょうかんぺぷち
ど

vasoactive intestinal peptide
(VIP)

血管作動薬 けっかんさどうやく vasoactive agent

血管収縮 けっかんしゅうしゅく vasoconstriction

血管神経麻痺 けっかんしんけいまひ vasoparalysis
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血管性頭痛 けっかんせいずつう vascular headache

血管痛 けっかんつう vascular pain

血管迷走神経反射 けっかんめいそうしんけいはんしゃ vasovagal reflex

血管攣縮 けっかんれんしゅく angiospasm[us]，vasospasm

月経[疝]痛 げっけい[せん]つう menstrual pain

月経過多 げっけいかた menorrhalgia

月経間痛 げっけいかんつう intermenstrual pain

月経困難[症] げっけいこんなん[しょう] dysmenorrhea

月経前痛 げっけいぜんつう premenstrual pain

周期的痛み，生理痛，月経痛 げっけいつう periodic  pain

結合 けつごう bond

結合[組]織炎 けつごう[そ]しきえん fibrositis

結合[組]織炎性頭痛 けつごう[そ]しきえんせいずつう fibrositic headache

親和性，親和力，結合性 けつごうせい affinity

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

血漿漏出 けっしょうろうしゅつ plasma extravasation

欠神，放心，欠損 けっしん absence

結節性筋膜炎 けっせつせいきんまくえん nodular fasciitis

結節性多発動脈炎 けっせつせいたはつどうみゃくえん polyarteritis nodosa

結節性痛風 けっせつせいつうふう tophaceous gout

IAT 血栓溶解薬注入法 けっせんようかいやくちゅうにゅうほう intraarterial thrombolysis (IAT)

欠神，放心，欠損 けっそん absence

結腸・直腸伸展[法] けっちょう・ちょくちょうしんてん[ほう] colorectal distension

SUNCT
結膜充血および流涙を伴う短時間
持続性片側神経痛様頭痛発作
（SUNCT症候群）

けつまくじゅうけつおよびりゅうるいを
ともなうたんじかんじぞくせいへんそ
くしんけいつうようずつうほっさ

short-lasting unilateral
neuralgiform headache with
conjunctival injection and
tearing

ケトプロフェン けとぷろふぇん ketoprofen

ケトロラク けとろらく ketorolac

解熱鎮痛薬 げねつちんつうやく antipyretic analgesic

経皮的刺激 けひてきしげき percutaneous stimulation

仮病，詐病 けびょう malingering

ケベックタスクフォース報告書 けべっくたすくふぉーすほうこくしょ Quebec Task Force Report

ケミカルコーピング けみかるこーぴんぐ chemical coping

ケミカルメディエーター，化学仲介因
子

けみかるめでぃえーたー chemical mediator

ケモカイン けもかいん chemokine

下剤，下薬 げやく purgative

下痢 げり diarrhea

ケルニッヒ徴候 けるにっひちょうこう Kernig sign

減圧痛　【潜水病の】 げんあつつう 【せんすいびょうの】 bends

牽引痛 けんいんつう dragging pain

牽引テクニック[法] けんいんてくにっく[ほう] traction technique

嫌悪行動 けんおこうどう aversive behavior

嫌悪刺激 けんおしげき aversive stimulus

閾値刺激，限界刺激 げんかいしげき
threshold stimulus　(=liminal
stimulus)

幻覚，幻想 げんかく hallucination

錯覚，幻覚 げんかく illusion

幻覚性神経痛 げんかくせいしんけいつう hallucinatory neuralgia

腱滑膜炎 けんかつまくえん tendosynovitis

幻感覚 げんかんかく phantom sensation

減感作 げんかんさ hyposensitization

肩甲[骨]痛 けんこう[こつ]つう scapulalgia (=scapulodynia)

ヘルスリテラシー，健康関連倫理観 けんこうかんれんりんりかん health literacy

肩甲切痕 けんこうせっこん scapular notch
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肩甲肋骨症候群 けんこうろっこつしょうこうぐん scapulocostal syndrome

言語カテゴリースケール げんごかてごりーすけーる verbal category scale

HR-QOL 健康関連QOL けんこかんれんきゅーおーえる health-related QOL (HR-QOL)

VDS 言語記述スケール げんごきじゅつすけーる verbal description scale (VDS)

VRS 言語式評価スケール げんごしきひょうかすけーる verbal rating scale (VRS)
言語評価痛みスコア，言語評価疼痛
スコア

げんごひょうかいたみすこあ verbal rating pain score

言語評価痛みスコア，言語評価疼痛
スコア

げんごひょうかとうつうすこあ verbal rating pain score

診察，検査，検診 けんさ examination

MAS 顕在性不安スケール けんざいせいふあんすけーる Manifest Anxiety Scale (MAS)

幻肢，幻肢感覚 げんし phantom limb

原始感覚 げんしかんかく protopathic sensation

幻肢，幻肢感覚 げんしかんかく phantom limb

幻肢痛 げんしつう phantom limb pain

幻歯痛 げんしつう phantom tooth pain

現実療法 げんじつりょうほう reality therapy

肩手症候群 けんしゅしょうこうぐん shoulder‐hand syndrome

腱鞘炎 けんしょうえん tendonitis

腱鞘症候群 けんしょうしょうこうぐん tendon sheath syndrome

剣状突起痛 けんじょうとっきつう xiphodynia

診察，検査，検診 けんしん examination

ゲンズレン兆候 げんずれんちょうこう Gaenslen's sign

ゲンズレンテスト げんずれんてすと Gaenslen test

幻覚，幻想 げんそう hallucination

脱力感，倦怠感 けんたいかん lassitude

腱痛 けんつう tenodynia

幻痛 げんつう phantom pain

原発性月経困難症
げんぱつせいげっけいこんなんしょ
う primary dysmenorrhea

原発性頭痛症候群 げんぱつせいずつうしょうこうぐん primary headache syndrome

MD 顕微鏡視下椎間板ヘルニア摘出術
けんびきょうしかついかんばんへる
にあてきしゅつじゅつ microdiscectomy (MD)

肩，肩部 けんぶ shoulder

健忘[症] けんぼう[しょう] amnesia

検流計 けんりゅうけい galvanometer

弁護的役割，権利擁護 けんりようご advocacy

こコ 孔 こう foramen

溝【骨または歯の】 こう【こつまたははの】 groove

高気圧酸素治療，高圧酸素療法 こうあつさんそりょうほう hyperbaric oxygen therapy

降圧薬 こうあつやく
antihypertensive agent ，
vasodepressor

高閾値機械的受容器 こういきちきかいてきじゅようき
high　threshold
mechanoreceptor

高閾値ニューロン こういきちにゅーろん high　threshold neuron

抗うつ薬 こううつやく antidepressant

高エコーの こうえこーの hyperechoic

抗炎症作用 こうえんしょうさよう anti-inflammatory action

抗炎症性鎮痛薬 こうえんしょうせいちんつうやく
anti-inflammatory　analgesic
[agent]

抗炎症薬 こうえんしょうやく anti-inflammatory drug

VPL [視床]後外側腹側核 こうがいそくふくそくかく

nucleus ventralis
posterolateralis
，ventral posterolateral
nucleus (VPL)

後外側路，リッサウアー路 こうがいそくろ
dorsolateral tract，fasciculus
dorsolateralis，Lissauer's tract

効果器 こうかき effector

後角 こうかく doｒsal horn
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キラル化合物，光学異性体 こうがくいせいたい chiral　compound

後角表層部 こうかくひょうそうぶ superficial dorsal horn

効果部位濃度 こうかぶいのうど effect site concentration

高カルシウム血症 こうかるしうむけっしょう hypercalcemia

後感覚，残留感覚 こうかんかく aftersensation

CIPN
抗がん剤による末梢神経障害，化学
療法誘発性末梢神経障害

こうがんざいによるまっしょうしんけい
しょうがい

chemotherapy-induced
peripheral neuropathy (CIPN)

交感神経 こうかんしんけい sympathetic nerve

SMP
交感神経依存痛，交感神経依存性
疼痛

こうかんしんけいいぞんせいとうつう
sympathetically maintained
pain (SMP)

SMP
交感神経依存痛，交感神経依存性
疼痛

こうかんしんけいいぞんつう
sympathetically maintained
pain (SMP)

交感神経炎 こうかんしんけいえん sympathiconeuritis

交感神経芽細胞 こうかんしんけいがさいぼう sympathoblast

交感神経芽細胞腫，交感神経産生
細胞腫

こうかんしんけいがさいぼうしゅ
sympathoblastoma
(=sympathogonioma)

交感神経幹 こうかんしんけいかん sympathetic trunk

交感神経－求心神経結合
こうかんしんけいきゅうしんしんけい
けつごう sympathetic-afferent coupling

交感神経緊張性の こうかんしんけいきんちょうせいの sympathicotonic

交感神経系 こうかんしんけいけい sympathetic nervous system

交感神経作動薬 こうかんしんけいさどうやく sympathetic agent

交感神経芽細胞腫，交感神経産生
細胞腫

こうかんしんけいさんせいさいぼう
しゅ

sympathoblastoma
(=sympathogonioma)

交感神経遮断性の こうかんしんけいしゃだんせいの sympatholytic

交感神経障害 こうかんしんけいしょうがい sympathicopathy

交感神経除去[術] こうかんしんけいじょきょ[じゅつ] sympathetic denervation

交感神経性眼炎 こうかんしんけいせいがんえん sympathetic ophthalmia

交感神経性ジストロフィー こうかんしんけいせいじすとろふぃー sympathetic dystrophy

交感神経性失行 こうかんしんけいせいしっこう sympathetic apraxia

交感神経性の こうかんしんけいせいの sympathetic

交感神経皮膚反応 こうかんしんけいせいひふはんのう sympathetic skin response

交感神経節 こうかんしんけいせつ sympathetic ganglion

交感神経切除[術] こうかんしんけいせつじょ[じゅつ] sympathectomy

交感神経節切除[術]
こうかんしんけいせつせつじょ[じゅ
つ] gangliosympathectomy

交感神経節前線維 こうかんしんけいせつぜんせんい
preganglionic sympathetic
neurons

交感神経発芽 こうかんしんけいはつが sympathetic sprouting

SIP
交感神経非依存痛，交感神経非依
存性疼痛

こうかんしんけいひいぞんせいとうつ
う

sympathetically independent
pain (SIP)

SIP
交感神経非依存痛，交感神経非依
存性疼痛

こうかんしんけいひいぞんつう
sympathetically independent
pain (SIP)

交感神経副腎の こうかんしんけいふくじんの sympathoadrenal

交感神経ブロック こうかんしんけいぶろっく
sympathetic block／blockade，
sympathetic nerve block

交感神経様作用の こうかんしんけいようさようの sympathomimetic

LRG 後期[応答]遺伝子 こうき[おうとう]いでんし late response gene　（LRG）

高気圧酸素治療，高圧酸素療法 こうきあつさんそちりょう hyperbaric oxygen therapy

高吸収域 こうきゅうしゅういき high density area

口腔顔面痛，口腔咽頭痛 こうくういんとうつう
orofacial pain (=oropharyngeal
pain)

口腔顔面痛，口腔咽頭痛 こうくうがんめんつう
orofacial pain (=oropharyngeal
pain)

口腔ケア，オーラルケア こうくうけあ oral care

BMS 口腔灼熱痛症候群 こうくうしゃくねつつうしょうこうぐん burning mouth syndrome

航空性歯痛 こうくうせいしつう
aero[-o]dontalgia (=aero[-
o]dontodynia)

口腔痛 こうくうつう stomatalgia (=stomatodynia)

口腔痛，口腔内痛 こうくうつう oral pain
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口腔内 こうくうない intraoral

口腔痛，口腔内痛 こうくうないつう oral pain

OTFC
口腔粘膜吸収型クエン酸フェンタニ
ル

こうくうないねんえききゅうしゅうくえん
さんふぇんたにる

oral transmucosal fentanyl
citrate (OTFC)

口腔不快感 こうくうふかいかん oral malaise

抗痙攣薬 こうけいれんやく anticonvulsant，antispasmodic
注：現在は「抗てんかん薬」と呼
ぶことになった

高血糖[症] こうけっとう[しょう] hyperglycemia

抗原 こうげん antigen

後交連核，背側交連核 こうこうれんかく dorsal commissural nucleus

抗コリン性の こうこりんせいの anticholinergic

抗コリン薬 こうこりんやく anticholinergic agent

後根 こうこん dorsal root ，radix dorsalis

DRG 後根神経節 こうこんしんけいせつ dorsal root ganglion (DRG)

DREZ 後根進入部 こうこんしんにゅうぶ dorsal root entry zone (DREZ)

後根反射，脊髄後根反射 こうこんはんしゃ dorsal root reflex

交叉回路 こうさかいろ crosstalk

後索 こうさく dorsal column

後索核 こうさくかく dorsal column nucleus

交差試験 こうさしけん crossover trial

交叉性閾値修飾 こうさせいいきちしゅうしょく
cross-modality threshold
modulation

交叉耐性 こうさたいせい cross-tolerance

WDR
neuron

広作動域ニューロン こうさどういきにゅーろん
wide dynamic range  (WDR)
neuron

後枝，背枝 こうし ramus dorsalis

抗歯痛性の，歯痛薬 こうしつうせいの antiodontalgic

後シナプス性後索路 こうしなぷすせいこうさくろ
postsynaptic dorsal column
pathway

後縦靭帯 こうじゅうじんたい
ligamentum longitudinale
posterior

後縦靭帯骨化症 こうじゅうじんたいこっかしょう
ossification of the posterior
 longitudinal ligament

高周波泳動(浸潤)法，フォノフォレー
シス

こうしゅうはえいどう(しんじゅん)ほう phonophoresis

高周波腫瘍焼灼、ラジオ波腫瘍焼
灼

こうしゅうはしゅようしょうしゃく radiofrequency tumor ablation

RF 高周波熱凝固[術/法] こうしゅうはねつぎょうこ[じゅつ/ほう]
radiofrequency
thermocoagulation (RF)

高周波熱神経根切除，ラジオ波
サーモリゾトミー

こうしゅうはねつしんけいこんせつ
じょ

radiofrequency
thermorhizotomy

拘縮 こうしゅく contracture

恒常性維持，ホメオスタシス こうじょうせいいじ homeostasis

抗侵害[受容]性の こうしんがい[じゅよう]せいの antinociceptive

抗侵害受容 こうしんがいじゅよう antinociception
抗神経炎薬，抗神経炎性，神経炎
を和らげる

こうしんけいえんせい antineuritic

抗神経炎薬，抗神経炎性，神経炎
を和らげる

こうしんけいえんやく antineuritic

神経痛の痛みを和らげる，抗神経痛
性の

こうしんけいつうせいの antineuralgic

高信号域 こうしんごういき high intensity area

口唇痛 こうしんつう ch[e]ilalgia

後陣痛 こうじんつう afterpains

抗精神病薬 こうせいしんびょうやく antipsychotic　[agent]

向精神薬 こうせいしんやく psychotropic agent　（drug）

[組織]常在性の，[組織]構成性の こうせいせいの constitutive

抗生薬(物質)，抗生薬(物質)作用の こうせいぶっしつ（やく) antibiotics

抗生薬(物質)，抗生薬(物質)作用の こうせいぶっしつ（やく）さようの antibiotics

抗生薬(物質)，抗生薬(物質)作用の こうせいやく(ぶっしつ) antibiotics
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抗生薬(物質)，抗生薬(物質)作用の こうせいやく(ぶっしつ)さようの antibiotics

硬節，椎版，スクレロトーム，強膜刀 こうせつ sclerotome

酵素 こうそ enzyme

梗塞 こうそく infarction

拘束ストレス こうそくすとれす immobilization stress

ELISA 酵素結合免疫測定[法] こうそけつごうめんえきそくてい[ほう]
enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA)

EIA 酵素免疫測定[法] こうそめんえきそくてい[ほう] enzyme immunoassay (EIA)

抗体 こうたい antibody

高体温，温熱療法 こうたいおん hyperthermia

PCC 後帯状皮質 こうたいじょうひしつ
posterior cingulate cortex
(PCC)

叩打痛，打痛 こうだつう，だつう percussion pain

高張性の こうちょうせいの hypertonic

強直，硬直 こうちょく rigidity

硬直，スティフネス こうちょく stiffness

RLB 後椎弓ブロック こうついきゅうぶろっく retrolaminar block (RLB)

抗痛覚過敏 こうつうかくかびん antalgesia

交通枝 こうつうし ramus communicans

後電位 こうでんい afterpotential

抗てんかん薬 こうてんかんやく antiepileptic

AIDS エイズ，後天性免疫不全症候群
こうてんせいめんえきふぜんしょうこう
ぐん

acquired immune deficiency
syndorome (AIDS)

行動 こうどう behavior

行動[性]感作 こうどう[せい]かんさ behavioral sensitization

後頭回 こうとうかい occipital gyrus

後頭下神経痛 こうとうかしんけいつう suboccipital neuralgia

後頭顆症候群 こうとうかりゅうしょうこうぐん occipital condyle syndrome

後頭神経炎 こうとうしんけいえん occipital neuritis

後頭神経痛 こうとうしんけいつう occipital neuralgia

後頭神経ブロック こうとうしんけいぶろっく occipital nerve block

PPC 後頭頂皮質 こうとうちょうひしつ
posterior parietal cortex
（PPC)

行動評価 こうどうひょうか behavior assessment

失行[症]，行動不能 こうどうふのう apraxia

行動様式 こうどうようしき behavioral modality

行動療法 こうどうりょうほう
behavioral therapy，behavior
therapy

口内乾燥 こうないかんそう xerostomia

VPM [視床]後内側腹側核 こうないそくふくそくかく

ventral posteromedial nucleus
(VPM) ，nucleus ventralis
posteromedialis

更年期精神病 こうねんきせいしんびょう climacteric psychosis

ハイブリダイゼーション，交配 こうはい hybridization
遅発[性]痛，遅発[性]疼痛，後発
[性]痛，後発[性]疼痛

こうはつ（せい）つう delayed pain

遅発[性]痛，遅発[性]疼痛，後発
[性]痛，後発[性]疼痛

こうはつ（せい）とうつう delayed pain

後発射，後放電 こうはっしゃ afterdischarge

紅斑 こうはん erythema
紅斑異常感覚症候群，紅斑性ジセ
ステジア症候群

こうはんいじょうかんかくしょうこうぐん erythrodysesthesia syndrome

WPI 広範囲疼痛指数 こうはんいとうつうしすう Widespread Pain Index
注：線維筋痛症の痛みの範囲
の評価

紅斑異常感覚症候群，紅斑性ジセ
ステジア症候群

こうはんせいじせすてじあしょうこうぐ
ん

erythrodysesthesia syndrome

DNIC 広汎性侵害抑制調節系
こうはんせいしんがいよくせいちょう
せつけい

diffuse noxious inhibitory
controls (DNIC)

高反応レーザー治療 こうはんのうれーざーちりょう
high　reactive level laser
therapy
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高比重の こうひじゅうの hyperbaric

紅皮症 こうひしょう erythroderma

抗ヒスタミン性の こうひすたみんせいの antihistaminic

抗ヒスタミン薬 こうひすたみんやく antihistamine

抗不安作用薬 こうふあんさようやく antianxiety agent

抗不安の，抗不安薬 こうふあんの anxiolytic

抗不安の，抗不安薬 こうふあんやく anxiolytic

抗不安薬 こうふあんやく
antianxiety drug，anxiolytic
agent

[視床]腹側基底核([視床]後腹側部) こうふくそくぶ
ventrobasal nucleus of
thalamus

後腹膜痛 こうふくまくつう retroperitoneal pain

抗不整脈作用薬 こうふせいみゃくさようやく antiarrhythmic agent

抗不整脈薬 こうふせいみゃくやく antiarrhythmic drug

興奮[性]の こうふん[せい]の excitatory

興奮収縮連関 こうふんしゅうしゅくれんかん
excitation-contraction
coupling

興奮状態 こうふんじょうたい agitation

興奮性 こうふんせい excitability

興奮性，興奮薬 こうふんせい analeptic

EAA 興奮性アミノ酸 こうふんせいあみのさん excitatory amino acid (EAA)

興奮性亢進 こうふんせいこうしん hyperexcitability

EPSP 興奮性シナプス後電位 こうふんせいしなぷすこうでんい
excitatory postsynaptic
potential (EPSP)

EPSC 興奮性シナプス後電流 こうふんせいしなぷすこうでんりゅう
excitatory postsynaptic
current(EPSC)

興奮性シナプス伝達 こうふんせいしなぷすでんたつ
excitatory synaptic
transmission

興奮性神経伝達物質
こうふんせいしんけいでんたつぶっ
しつ excitatory neurotransmitter

興奮毒性の こうふんどくせいの excitotoxic

興奮性，興奮薬 こうふんやく analeptic

後発射，後放電 こうほうでん afterdischarge

硬膜 こうまく dura mater

硬膜下[の] こうまくか[の] subdural

硬膜外[腔]造影[法] こうまくがい[くう]ぞうえい[ほう] epidurography

硬膜外[麻酔]針 こうまくがい[ますい]しん epidural needle

硬膜外[腔]脊髄刺激 こうまくがい「くう]せきずいしげき
epidural spinal cord
stimulation

硬膜外カテーテル挿入 こうまくがいかてーてるそうにゅう epidural catheterization

硬膜外腔 こうまくがいくう
epidural space，peridural
space

硬膜外血腫 こうまくがいけっしゅ epidural hematoma

治６ EBP 硬膜外自家血パッチ こうまくがいじかけつぱっち epidural blood patch（EBP）

硬膜外神経形成術 こうまくがいしんけいけいせいじゅつ epidural neuroplasty

硬膜外神経剥離術 こうまくがいしんけいはくりじゅつ epidural adhesiolysis

硬膜外穿刺 こうまくがいせんし epidural puncture

硬膜外造影[法] こうまくがいぞうえい[ほう] peridurography

硬膜外鎮痛 こうまくがいちんつう epidural analgesia

硬膜外鎮痛[法] こうまくがいちんつう[ほう] peridural analgesia

硬膜外投与（注入） こうまくがいとうよ（ちゅうにゅう） epidural administration

エピドラスコピー，硬膜外内視鏡 こうまくがいないしきょう epiduroscopy

硬膜外の こうまくがいの extradural，epidural，peridural

硬膜外膿瘍 こうまくがいのうよう epidural abscess

硬膜外ブロック こうまくがいぶろっく epidural block

硬膜外麻酔 こうまくがいますい epidural anesthesia

硬膜下カニュレーション こうまくかかにゅれーしょん subdural cannulation

硬膜下腔 こうまくかくう subdural space
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硬膜下血腫 こうまくかけっしゅ subdural hematoma

硬膜下ブロック こうまくかぶろっく subdural block

硬膜穿刺 こうまくせんし dural puncture

PDPH 硬膜穿刺後頭痛 こうまくせんしごずつう postdural puncture headache

硬膜内[の] こうまくない[の] intradural

抗ムスカリン薬，抗ムスカリン作用薬 こうむすかりんさようやく antimuscarinic agent

抗ムスカリン薬，抗ムスカリン作用薬 こうむすかりんやく antimuscarinic agent

肛門括約筋痛 こうもんかつやくきんつう sphincteralgia

肛門痛 こうもんつう anal pain

絞扼 こうやく entrapment

帯状感，絞扼感 こうやくかん zonesthesia
絞扼性神経障害，絞扼性ニューロパ
シ(チ)ー

こうやくせいしんけいしょうがい entrapment neuropathy

絞扼性神経損傷モデル こうやくせいしんけいそんしょうもでる constriction injury model
絞扼性神経障害，絞扼性ニューロパ
シ(チ)ー

こうやくせいにゅーろぱし(ち)ー entrapment neuropathy

SG 膠様質 こうようしつ substantia gelatinosa (SG)

効力 こうりょく efficacy

有効性，効力 こうりょく effectiveness

高齢者，高齢の こうれいしゃ elderly

高齢者，高齢の こうれいの elderly

交連／正中[線]脊髄切開[術]
こうれん/せいちゅう[せん]せきずい
せっかい[じゅつ]

commissural myelotomy，
commissurotomy，midline
myelotomy

交連線維 こうれんせんい commissural fiber

記銘，コード化，記号化 こーどか encoding

CMI コーネル大学健康調査票
こーねるだいがくけんこうちょうさひょ
う Cornell Medical Index (CMI)

コーピング，対処 こーぴんぐ，たいしょ coping

コレス（コリーズ）骨折，橈骨下端骨
折

こーれすこっせつ Colles fracture

コカイン こかいん cocaine

股関節 こかんせつ hip joint

股関節痛 こかんせつつう coxalgia (=coxodynia)

コキシブ系薬物 こきしぶけいやくぶつ coxib

呼吸困難 こきゅうこんなん dyspnea

呼吸抑制 こきゅうよくせい respiratory depression

IASP 国際疼痛学会，国際痛み学会 こくさいいたみがっかい
International Association for
the Study of Pain　(IASP)

OARSI 国際関節病学会 こくさいかんせつびょうがっかい
Osteoarthritis Research
Society International （OARSI）

ICD-11 国際疾患分類 こくさいしっかんぶんるい

International Statistical
Classification of Disease and
Related Health Problems-11
（ICD-11)

国際頭痛分類 こくさいずつうぶんるい
International Classification of
Headache Disorders

IASP 国際疼痛学会，国際痛み学会 こくさいとうつうがっかい
International Association for
the Study of Pain　(IASP)

SN 黒質 こくしつ substantia nigra (SN)

精神痛，心の痛み こころのいたみ mind pain

凍結肩，五十肩 ごじゅうかた frozen shoulder

個人的特異体質,　特異体質
こじんてきとくいたいしつ，とくいたい
しつ idiosyncrasy

コステン症候群 (=顎関節症候群） こすてんしょうこうぐん

Costen's syndrome ，
temporpmandibular [joint]
syndrome

孤束核 こそくかく nucleus tractus solitarii

個体発生 こたいはっせい ontogeny

骨，骨組織 こつ bone
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骨壊死 こつえし osteonecrosis

サルコペニア，骨格筋減少症 こっかくきんげんしょうしょう sarcopenia

骨化性筋炎 こつかせいきんえん myositis ossificans

骨感覚 こつかんかく bone sensation

OA 変形性関節症，骨関節炎 こつかんせつえん
osteoarthritis  (OA)
(=osteoarthrosis)

骨髄移植 こつずいいしょく bone marrow transplantation

骨髄炎 こつずいえん osteomyelitis

延髄外の，骨髄外の こつずいがいの extramedullary

骨髄腫 こつずいしゅ myeloma

骨髄穿刺針 こつずいせんししん bone needle

骨性強直 こつせいきょうちょく bony ankylosis

骨折 こっせつ fracture

骨，骨組織 こつそしき bone

骨粗鬆症 こつそしょうしょう osteoporosis

骨痛 こつつう
bone ache/pain，ostealgia，
osteodynia

外骨[腫]症，骨軟骨腫 こつなんこつしゅ exostosis

骨盤 こつばん pelvis

骨盤[内臓]痛 こつばん[ないぞう]つう pelvic pain

骨盤神経 こつばんしんけい pelvic nerve/neurons

骨盤底筋痛 こつばんてい[きんつう] pelvic floor myalgia

骨膜 こつまく periosteum

骨膜外の こつまくがいの extraperiosteal

骨溶解変化、溶骨性変化
こつようかいへんか、ようこつせいへ
んか osteolytic change

コデイン こでいん codeine

古典的条件付け こてんてきじょうけんづけ respondent conditioning

古典的条件付け こてんてきじょうけんづけ classical conditioning

5-HT 5-ハイドロキシトリプタミン(セロトニン) ごはいどろきしとりぷたみん
5-hydroxytryptamine　(5-HT)
（=serotonin)

痙攣，こむら返り こむらがえり convulsion (=cramp)

固有受容の こゆうじゅようの proprioceptive

固有反射 こゆうはんしゃ proprioceptive reflex

コレス（コリーズ）骨折，橈骨下端骨
折

こりーずこっせつ Colles fracture

コリン作動性受容体 こりんさどうせいじゅようたい cholinergic receptor

コリン作動性の こりんさどうせいの cholinergic
コルチコステロイド（副腎皮質ステロ
イド）

こるちこすてろいど corticosteroid

CRF コルチコトロピン放出因子 こるちことろぴんほうしゅついんし
corticotropin releasing factor
(CRF)

コルドトミー，脊髄索切截[術] こるどとみー chordotomy，cordotomy

ゴルフ肘　（上腕骨内側上顆炎） ごるふひじ
golfer's elbow，medial humeral
epicondylitis

CCK コレシストキニン これしすときにん cholecystokinin (CCK)

根，歯根 こん root

混合型不安抑うつ障害 こんごうがたふあんよくうつしょうがい
mixed anxiety and depressive
disorder

混合性疼痛 こんごうせいとうつう mixed pain

根性痛，神経根痛 こんせいつう
radiculalgia，radicular pain，
root pain

根尖性歯周炎 こんせんせいししゅうえん apical periodontitis

コンパートメント症候群 こんぱーとめんとしょうこうぐん compartment syndrome

コンパートメントブロック こんぱーとめんとぶろっく compartment block

CT コンピュータ断層撮影[法] こんぴゅーただんそうさつえい computed tomography (CT)

コンプライアンス，容認 こんぷらいあんす compliance

錯乱，混乱，困惑感 こんらん confusion
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錯乱，混乱，困惑感 こんわくかん confusion

さサ サーモグラフィー さーもぐらふぃー thermography

罪悪感 ざいあくかん guilt

再灌流障害 さいかんりゅうしょうがい reperfusion injury

cAMP サイクリックAMP さいくりっくAMP

adenosine 3',5'-cyclic
monophosphate (cAMP,  cyclic
AMP)

ｃGMP サイクリックGMP さいくりっくGMP

guanosine 3',5'-cyclic
monophosphate（ｃGMP, cyclic
GMP)

Tmax 最高血中濃度到達時間
さいこうけっちゅうのうどとうたつじか
ん

maximum drug concentration
time (Tmax)

最後野 さいこうや area postrema

IEG 最初期遺伝子 さいしょきいでんし immediate early gene (IEG)

再生医療 さいせいいりょう regenerative therapy

在宅ケア，在宅介護 ざいたくかいご home care

在宅緩和ケア ざいたくかんわけあ home palliative care

在宅ケア，在宅介護 ざいたくけあ home care

細動脈炎 さいどうみゃくえん arteriolitis

サイトカイン さいとかいん cytokine

催吐性の さいとせいの emetic

サイトプロテクション さいとぷろてくしょん cytoprotection

再発性多発性軟骨炎 さいはつせいたはつなんこつえん relapsing polychondritis

再発性熱性非化膿性結節性皮下脂
肪織炎　（＝ウェーバー・クリスチャン
病）

さいはつせいねっせいひかのうせい
けっせつせいしかしぼうしきえん

relapsing febrile
nonsuppurative nodular
panniculitis　（＝Weber-

注：Weber-Christian disease
（ウェーバー・クリスチャン病）参
照

切断，細分，断片化 さいぶん fragmentation

エキソサイトーシス，細胞外放出 さいぼうがいほうしゅつ exocytosis

cPLA2 細胞質型ホスホリパーゼA2 さいぼうしつがたほすほりぱーぜA2

cytosolic phospholipase A2

(cPLA2)

アポトーシス，細胞消滅，プログラム
細胞死

さいぼうしょうめつ
apoptosis，programmed cell
death

エンドサイトーシス，細胞内取り込み さいぼうないとりこみ endocytosis

催眠[状態]，睡眠 さいみん[じょうたい] hypnosis

睡眠学，催眠学 さいみんがく hypnology

麻薬，麻薬性[の]，催眠性[の] さいみんせい[の」 narcotic

催眠性の，催眠薬 さいみんせいの hypnotic

催眠性の，催眠薬 さいみんやく hypnotic

催眠療法 さいみんりょうほう hypnotherapy

サイレント侵害受容器 さいれんとしんがいじゅようき silent nociceptor

作業療法 さぎょうりょうほう occupational therapy

錯感覚[性]背痛 さくかんかく[せい]はいつう notalgia paresthetica

酢酸ライジング[法] さくさんらいじんぐ［ほう] acetic acid-induced writhing

錯乱，混乱，困惑感 さくらん confusion

鎖骨下アプローチ腕神経叢ブロック
さこつかあぷろーちわんしんけいそう
ぶろっく

infraclavicular　brachial plexus
block

鎖骨間[の] さこつかん[の] interclavicular

坐骨孔 ざこつこう
ischial foramen (=foramen
ischiadicum)

坐骨神経 ざこつしんけい ischiadic nerve，sciatic nerve

坐骨神経炎 ざこつしんけいえん sciatic neuritis

坐骨神経痛 ざこつしんけいつう
ischialgia，ischiodynia，
sciatica，sciatic neuralgia

坐骨神経部分結紮モデル
ざこつしんけいぶぶんけっさつもで
る

partial sciatic nerve injury
model

坐骨神経ブロック ざこつしんけいぶろっく sciatic nerve block

挫傷,  打撲 ざしょう contusion

挫傷，打撲傷 ざしょう bruise
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嗄声 させい hoarseness

錯覚，幻覚 さっかく illusion

擦過傷，剥離 さっかしょう abrasion
[作用，作動]薬，[作用]物質，［作
用］因子

さどうやく agent

作動薬，アゴニスト さどうやく agonist

サドルブロック さどるぶろっく saddle block

仮病，詐病 さびょう malingering

サブスタンスＰ さぶすたんすＰ substance P
[作用，作動]薬，[作用]物質，［作
用］因子

さよういんし agent

[作用，作動]薬，[作用]物質，［作
用］因子

さようぶっしつ agent

[作用，作動]薬，[作用]物質，［作
用］因子

さようやく agent

サリチル酸類 さりちるさんるい salicylate

サルコペニア，骨格筋減少症 さるこぺにあ sarcopenia

産科鎮痛 さんかちんつう obstetric analgesia

産科麻酔 さんかますい obstetric anesthesia

三環系抗うつ薬 さんかんけいこううつやく tricyclic antidepressant

酸感受性イオンチャネル さんかんじゅせいいおんちゃねる acid-sensing ion channel

浸水足，塹壕（ざんごう）足 ざんごうそく immersion foot，trench foot

三叉神経 さんさしんけい trigeminal nerve

TAC 三叉神経・自律神経性頭痛
さんさしんけい・じりつしんけいせい
ずつう

trigeminal autonomic
cephalgias (TAC)

三叉神経感覚根 さんさしんけいかんかくこん
radix sensoria nerve
trigeminalis

三叉神経視床路 さんさしんけいししょうろ trigeminothalamic tract

三叉神経主知覚核 さんさしんけいしゅちかくかく
principal sensory trigeminal
nucleus

三叉神経脊髄路 さんさしんけいせきずいろ
spinal trigeminal tract
(=spinotrigeminal tract)

三叉神経脊髄路核 さんさしんけいせきずいろかく spinal trigeminal nucleus

三叉神経脊髄路核中間亜核
さんさしんけいせきずいろかくちゅう
かんあかく

interpolar spinal trigeminal
nucleus

三叉神経脊髄路核尾側亜核
さんさしんけいせきずいろかくびそく
あかく

caudal spinal trigeminal
nucleus

延髄後角，三叉神経脊髄路核尾側
亜核

さんさしんけいせきずいろかくびそく
あかく

medullary dorsal horn

三叉神経脊髄路核吻側亜核
さんさしんけいせきずいろかくふんそ
くあかく oral spinal trigeminal nucleus

ガッセル神経節，三叉神経節 さんさしんけいせつ
Gasserian ganglion
(=trigeminal ganglion)

三叉神経節 さんさしんけいせつ
trigeminal ganglion
(=Gasserian ganglion)

三叉神経切断[術] さんさしんけいせつだん[じゅつ] trigeminal rhizotomy

ガッセル神経節ブロック，三叉神経
節ブロック

さんさしんけいせつぶろっく
Gasserian ganglion block
(=trigeminal ganglion　block)

三叉神経中脳路核 さんさしんけいちゅうのうろかく
mesencephalic trigeminal
nucleus

顔面痛，三叉神経痛 さんさしんけいつう
prosopalgia (=facial pain，
trigeminal neuralgia)

三叉神経痛 さんさしんけいつう
trigeminal neuralgia，trismus
dolorificus

三叉神経傍核 さんさしんけいぼうかく paratrigeminal nucleus

三叉神経路切断[術] さんさしんけいろせつだん[じゅつ] trigeminal tractotomy

残余親和力 ざんよしんわりょく residual affinity

後感覚，残留感覚 ざんりゅうかんかく aftersensation

しシ 枝 し ramus (pl.  rami)

痔[核] じ[かく] hemorrhoid

歯[性]神経痛 し[せい]しんけいつう odontoneuralgia
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DAG ジアシルグリセロール じあしるぐりせろーる diacylglycerol　(DAG)

ジアゼパム しあぜぱむ diazepam

指圧 しあつ acupressure

ジアテルミー，透熱療法 じあてるみー diathermy

シェーグレン症候群 しぇーぐれんしょうこうぐん Sjo¨gren’s syndrome

耳介神経ブロック じかいしんけいぶろっく auricular nerve block

視蓋脊髄路 しがいせきずいろ tectospinal tract

紫外線療法 しがいせんりょうほう actinotherapy

耳介側頭神経 じかいそくとうしんけい auriculotemporal nerve
視覚アナログ痛みスケール，視覚ア
ナログ疼痛スケール

しかくあなろぐいたみすけーる visual analogue pain scale

VAS
視覚アナログスケール，ビジュアル
アナログスケール

しかくあなろぐすけーる visual analogue scale (VAS)

視覚アナログ痛みスケール，視覚ア
ナログ疼痛スケール

しかくあなろぐとうつうすけーる visual analogue pain scale

視覚消失性頭痛 しかくしょうしつせいずつう blind headache 注：片頭痛と同義

耳下腺炎 じかせんえん parotitis

歯冠周囲炎 しかんしゅういえん pericoronitis

時間的加重 じかんてきかじゅう temporal summation

アカラシア，弛緩不能症，無弛緩症 しかんふのうしょう achalasia

MRA 磁気共鳴アンギオグラフィ じききょうめいあんぎおぐらふぃ
magnetic resonance
angiography

MRI 磁気共鳴画像[法] じききょうめいがぞう[ほう]
magnetic resonance imaging
(MRI)

識別閾値，弁別閾値 しきべついきち differential threshold

子宮炎 しきゅうえん uteritis

子宮痛 しきゅうつう
hysteralgia，hysterodynia，
metralgia，metrodynia

子宮内膜症 しきゅうないまくしょう endometriosis

磁気誘発電位 じきゆうはつでんい magnetic evoked potential

軸索 じくさく axon

軸索間シナプス じくさくかんしなぷす axoaxonic synapse

軸索細胞体シナプス じくさくさいぼうたいしなぷす axosomatic synapse

軸索終末 じくさくしゅうまつ axon terminal

軸索樹状突起間シナプス じくさくじゅじょうとっきかんしなぷす axodendritic synapse

軸索鞘 じくさくしょう axolemma

軸索障害 じくさくしょうがい axonopathy
軸索神経障害，軸索ニューロパシ
(チ）ー

じくさくしんけいしょうがい axon neuropathy

軸索切断[術/法] じくさくせつだん[じゅつ/ほう] axotomy

軸索断裂 じくさくだんれつ axonotmesis

軸索電位 じくさくでんい axon potential
軸索神経障害，軸索ニューロパシ
(チ）ー

じくさくにゅーろぱし(ち)ー axon neuropathy

軸索の じくさくの axonal

軸索反射 じくさくはんしゃ axon reflex

軸索変性 じくさくへんせい axonal degeneration

軸索膜 じくさくまく axonal membrane

軸索輸送 じくさくゆそう axonal transport

軸索流 じくさくりゅう axonal flow

軸性神経炎 じくせいしんけいえん axial neuritis

シグナル伝達，信号伝達 しぐなるでんたつ signal transduction

シグナル伝達 しぐなるでんたつ signal transmission

軸流 じくりゅう axial current

COX シクロオキシゲナーゼ しくろおきしげなーぜ cyclooxygenase (COX)

シクロオキシゲナーゼ阻害薬 しくろおきしげなーぜそがいやく cyclooxygenase inhibitor

ジクロフェナク じくろふぇなく diclofenac

刺激 しげき stimulus (pl.  stimuli)

刺激[作用] しげき stimulation
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刺激[興奮]性の，刺激[興奮]薬 しげき（こうふん）せいの stimulant

刺激[興奮]性の，刺激[興奮]薬 しげき（こうふん）やく stimulant

刺激性の，刺激物 しげきせいの irritant

刺激鎮痛，刺激誘発性鎮痛 しげきちんつう stimulation-induced analgesia

SPA 刺激鎮痛[法]，刺激誘発性鎮痛 しげきちんつう[ほう]
stimulation-produced
analgesia (SPA)

刺激電極 しげきでんきょく exciting electrode

刺激性の，刺激物 しげきぶつ irritant

刺激鎮痛，刺激誘発性鎮痛 しげきゆうはつせいちんつう stimulation-induced analgesia

SPA 刺激鎮痛[法]，刺激誘発性鎮痛 しげきゆうはつせいちんつう
stimulation-produced
analgesia (SPA)

ターニケットペイン，止血帯痛 しけつたいつう tourniquet pain

試験注射 しけんちゅうしゃ test injectuon

自食症，自咬症 じこうしょう autophagia

自己効力感 じここうりょくかん self-efficacy

自己刺激 じこしげき self-stimulation

自己主張 じこしゅちょう assertiveness

オートレセプター，自己受容体 じこじゅようたい autoreceptor

篩骨孔 しこつこう ethmoidal foramen

ジコノチド じこのちど ziconotide

SRDS 自己評価式抑うつスケール じこひょうかしきよくうつすけーる Self Rating Depression Scale

自己免疫 じこめんえき autoimmunity

自己免疫疾患 じこめんえきしっかん autoimmune disease

根，歯根 しこん root

視索前野 しさくぜんや preoptic area

四肢，体肢 しし extremity　（pl. extremeties）

四肢(下肢)痛 しし(かし)つう melalgia

四肢麻痺 ししまひ quadriplegia

歯周の ししゅうの periodontal

歯周病 ししゅうびょう periodontal disease

視床 ししょう thalamus

[視床]運動前野腹側部 ししょううんどうぜんやふくそくぶ ventral premotor cortex

視床外側核 ししょうがいそくかく nucleus lateralis thalami

[視床]外側中心核 ししょうがいそくちゅうしんかく ventral medial nucleus

[視床]外側腹側核 ししょうがいそくふくそくかく ventral lateral nucleus

視床下部 ししょうかぶ hypothalamus

視床下部背内側核 ししょうかぶはいないそくかく
dorsomedial hypothalamic
nucleus

視床下部腹内側核 ししょうかぶふくないそくかく

nucleus ventromedialis
hypothalami，ventromedial
hypothalamic nucleus

自傷行為，自体損傷，自切 じしょうこうい
autotomy (=self-mutilation
behavior)

自傷[行為] じしょう[こうい] self-mutilation  (=autotomy)

VPL [視床]後外側腹側核 ししょうこうがいそくふくそくかく

nucleus ventralis
posterolateralis
，ventral posterolateral
nucleus (VPL)

PO 視床後核群 ししょうこうかくぐん
posterior thalamic nuclear
complex (PO)

VPM [視床]後内側腹側核 ししょうこうないそくふくそくかく

nucleus ventralis
posteromedialis
，ventral posteromedial
nucleus (VPM)

[視床]腹側基底核 ([視床]後腹側
部)

ししょうこうふくそくぶ
ventrobasal nucleus of
thalamus

視床室傍核 ししょうしつぼうかく
nucleus paraventricularis
thalami

視床正中核群 ししょうせいちゅうかくぐん midline nuclei
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視床切開術 ししょうせっかいじゅつ thalamotomy

視床枕破壊[術] ししょうちんはかい[じゅつ] pulvinotomy

視床痛 ししょうつう thalamic pain

視床痛症候群 ししょうつうしょうこうぐん
thalamic pain syndrome
(=thalamic syndrome)

[視床]内側下核 ししょうないそくかかく nucleus submedius

視床内側下核 ししょうないそくかかく thalamic nucleus submedius

視床の侵害受容ニューロン活動
ししょうのしんがいじゅようにゅーろん
かつどう

thalamic nociceptive neuronal
activity

[視床]背内側核 ししょうはいないそくかく
dorsomedial [hypothalamic]
nuclei

視床皮質投射 ししょうひしつとうしゃ thalamocortical projection

視床腹後側部 ししょうふくこうそくぶ ventroposterior thalamus

[視床]腹側基底核 ([視床]後腹側
部)

ししょうふくそくきていかく
ventrobasal nucleus of
thalamus

[視床]腹側基底核群 ししょうふくそくきていかくぐん ventrobasal complex

VP [視床]腹側淡蒼球 ししょうふくそくたんそうきゅう ventral pallidum　(VP)

腹側視床切開[破壊]術 ししょうふくそくはかいじゅつ subthalamotomy

VTA [視床]腹側被蓋野 ししょうふくそくひがいや ventral tegmental area

自食症，自咬症 じしょくしょう autophagia

視診 ししん inspection

耳神経痛 じしんけいつう otoneuralgia

鍼，鍼治療，刺鍼術 ししんじゅつ acupuncture

歯髄 しずい tooth pulp

髄，歯髄 しずい pulp

歯髄壊死 しずいえし pulp necrosis

歯髄壊疽 しずいえそ pulp gangrene

歯髄炎 しずいえん odontitis，pulpitis

歯髄痛 しずいつう pulpalgia

Cys-LTs システニルロイコトリエン しすてにるろいことりえん
cysteinyl-leukotrienes (Cys-
LTs)

注：LTC4,D4,E4

失調症，緊張異常，ジストニア じすとにあ dystonia

ジストロフィー，異栄養症 じすとろふぃー dystrophia　(＝dystrophy)

自制、節制、禁酒，禁断 じせい abstinence

姿勢感覚 しせいかんかく postural sensation

異常感覚【不快を伴う】，ジセステジ
ア

じせすてじあ dysesthesia

自傷行為，自体損傷，自切 じせつ
autotomy (=self-mutilation
behavior)

肢切断者 しせつだんしゃ amputee

死前喘鳴 しぜんぜんめい death rattle

自然発射，自然放電 しぜんはっしゃ spontaneous discharge

自然発射，自然放電 しぜんほうでん spontaneous discharge

歯槽痛 しそうつう alveo[l]algia

持続硬膜外麻酔 じぞくこうまくがいますい continuous epidural anesthesia

持続性片側頭痛(片頭痛）
じぞくせいへんそくずつう（へんずつ
う） hemicrania continua

持続鎮静 じぞくちんせい continuous sedation

持続痛 じぞくつう continuous pain

持続痛 じぞくつう persistent pain

自傷行為，自体損傷，自切 じたいそんしょう
autotomy (=self-mutilation
behavior)

肢端(先端)[疼]痛[症] したん(せんたん)[とう]つう[しょう] acrodynia　(=acromelalgia)

肢端（先端）紅痛症 したん（せんたん）こうつうしょう
erythermalgia
(=erythromelalgia)

歯痛 しつう

dental pain (=dentalgia，
toothache，odontalgia，
odontodynia)

指痛 しつう dactylalgia　(=dactylodynia)
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刺痛，刺すような痛み しつう stabbing pain (=stinging pain)

肢痛 しつう melagra

歯痛 しつう
odontalgia，odontodynia，
toothache

耳痛 じつう earache，otalgia，otodynia

耳痛の，耳痛治療薬 じつうちりょうやく otalgic

耳痛の，耳痛治療薬 じつうの otalgic

抗歯痛性の，歯痛薬 しつうやく antiodontalgic

膝蓋腱反射 しつがいけんはんしゃ knee jerk reflex，patellar reflex

膝蓋骨痛 しつがいこつつう patellalgia

膝蓋大腿関節[痛] しつがいだいたいかんせつ[つう] patellofemoral joint [pain]

疾患 しっかん illness

寛[緩]解導入抗リウマチ薬，疾患修
飾性抗リウマチ薬

しっかんしゅうしょくせいこうりうまちや
く

disease-modifying
antirheumatic drug

疾患修飾薬 しっかんしゅうしょくやく ｓymptom modifying drugs

アレキシサイミア，失感情症 しつかんじょうしょう alexithymia

疾患への逃避 しっかんへのとうひ flight into disease

膝胸体位 しつきょうたいい knee-chest position

しゃ（瀉）血，失血 しっけつ exsanguination

実験痛 じっけんつう experimental pain

失行[症]，行動不能 しっこう[しょう] apraxia

湿疹 しっしん eczema

膝神経節 しつしんけいせつ geniculate ganglion

実存分析 じつぞんぶんせき existential analysis

アレキシソミア，失体感症 しつたいかんしょう alexisomia

失調[性]歩行 しっちょう[せい]ほこう ataxic gait

失調症，緊張異常，ジストニア しっちょうしょう dystonia

膝痛 しつつう gonalgia

失認識，失認[症] しつにん[しょう] agnosia

失認識，失認[症] しつにんしき agnosia

流産，失敗したもの，発育停止（不
全）

しっぱいしたもの abortion

膝ブロック しつぶろっく knee block

疾病素因，素因 しっぺいそいん predisposition

疾病反応 しっぺいはんのう sickness response

疾病率，罹病率，病的状態 しっぺいりつ morbidity

AROM 自動的可動域 じどうてきかどういき
active range of motion
(AROM)

シトクロームP-450 しとくろーむＰ－４５０ cytochrome P-450

シナプス しなぷす synapse

シナプス機能 しなぷすきのう synaptic function

シナプス後興奮 しなぷすこうこうふん postsynaptic excitation

シナプス後抑制 しなぷすこうよくせい postsynaptic inhibition

シナプス修飾(変調） しなぷすしゅうしょく（へんちょう） synaptic modulation

シナプス前機序 しなぷすぜんきじょ presynaptic mechanism

シナプス前促進 しなぷすぜんそくしん presynaptic facilitation

シナプス前の，接合部前の しなぷすぜんの presynaptic

シナプス前抑制 しなぷすぜんよくせい
presynaptic inhibition
(=presynaptic suppression)

シナプス伝達 しなぷすでんたつ synaptic transmission

シナプスの しなぷすの synaptic

歯肉炎 しにくえん gingivitis

死の過程 しのかてい process of dying

SIH
特発性低髄圧症候群，自発性頭蓋
内圧低下症

じはつせいとうがいないあつていか
しょう

spontaneous intracranial
hypotension　(SIH)

自発痛 じはつつう spontaneous pain

紫斑[病] しはん[びょう] purpura
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しびれ感 しびれかん numbness

ジフェンヒドラミン じふぇんひどらみん diphenhydramine

耳部帯状疱疹(ヘルペス) じぶたいじょうほうしん（へるぺす）
herpes zoster oticus
(=geniculate herpes zoster)

自閉，内閉 じへい autosynnoia

自閉症 じへいしょう autistic disorder

嗜癖，常用癖，中毒 しへき addiction

死別 しべつ bereavement

脂肪[組]織炎 しぼう[そ]しきえん panniculitis

死亡率 しぼうりつ mortality

ジメリジン じめりじん zimelidine

かすみ目，視朦，霧視 しもう blurred vision

凍傷，しもやけ しもやけ chilblain，frostbite，pernio

社会学習 しゃかいがくしゅう social learning

社会精神医学 しゃかいせいしんいがく social psychiatry

社会的苦痛，社会的痛み しゃかいてきいたみ social pain

社会的苦痛，社会的痛み しゃかいてきくつう social pain

障害，社会的不利 しゃかいてきふり handicap

斜角筋 しゃかくきん scalenus

斜角筋間アプローチ しゃかくきんかんあぷろーち interscalene approach

斜角筋間アプローチ腕神経叢ブロッ
ク

しゃかくきんかんあぷろーちわんしん
けいそうぶろっく

interscalene brachial plexus
block

斜角筋間ブロック しゃかくきんかんぶろっく interscalene block

斜角筋ブロック しゃかくきんぶろっく scalene muscle block

尺骨神経エントラップメント（絞扼）
しゃくこつしんけいえんとらっぷめん
と

ulnar nerve entrapment

尺骨神経エントラップメント（絞扼） しゃくこつしんけいこうやく ulnar nerve entrapment

尺骨神経ブロック しゃくこつしんけいぶろっく ulnar nerve block

尺骨神経麻痺 しゃくこつしんけいまひ ulnar nerve palsy

計器，尺度 しゃくど gauge

灼熱感 しゃくねつかん burning sensation

灼熱痛，灼熱性疼痛 しゃくねつせいとうつう thermalgia

灼熱痛，灼熱性疼痛 しゃくねつつう thermalgia

灼熱痛，灼けるような痛み しゃくねつつう，やけるようないたみ burning pain

しゃ（瀉）血，失血 しゃけつ exsanguination

瀉血，静脈切開 しゃけつ venesection

射精痛 しゃせいつう ejaculation pain

シャセニャック結節 （Ｃ６横突起）
しゃせにゃっくけっせつ，Ｃ５おうとっ

き
Chaussignac's tubercle

べベル，斜端，斜面（注射針の切り
口）

しゃたん bevel

ブロック，遮断 しゃだん block

遮断薬 しゃだんやく blocking agent

吃逆，しゃっくり しゃっくり hiccup

ジャネッタ手術法，神経血管減圧術 じゃねったしゅじゅつほう
Jannetta's operation
(=neurovascular

ジャブ・ジョルト症候群，特発性穿刺
様頭痛

じゃぶじょるとしょうこうぐん
Jabs and jolts syndrome
(=idiopathic stabbing

べベル，斜端，斜面（注射針の切り
口）

しゃめん bevel

シャンデリア徴候(兆候) しゃんでりあちょうこう chandelier sign

周囲浸潤ブロック，フィールドブロッ
ク

しゅういしんじゅんぶろっく field block

集学的痛みセンター しゅうがくてきいたみせんたー multidisciplinary pain center

集学的痛み管理 しゅうがくてきいたみかんり
multidisciplinary pain
management

集学的痛み治療 しゅうがくてきいたみちりょう
multidisciplinary pain
treatment

習慣[性]，慣れ しゅうかん[せい] habituation
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周期的痛み，生理痛，月経痛 しゅうきてきいたみ periodic  pain

宗教性 しゅうきょうせい religiosity

信仰療法，宗教療法 しゅうきょうりょうほう hierotherapy

周術期痛み管理，周術期疼痛管理 しゅうじゅつきいたみかんり
perioperative pain
management

周術期痛み管理，周術期疼痛管理 しゅうじゅつきとうつうかんり
perioperative pain
management

周術期の しゅうじゅつきの perioperative

CLI 重症虚血肢 じゅうしょうきょけつし critical limb ischemia （CLI）

調節，修飾 しゅうしょく modulation

調節因子，修飾因子 しゅうしょくいんし modulator

自由神経終末 じゆうしんけいしゅうまつ free nerve ending

収束 しゅうそく convergence

集団痛み療法 しゅうだんいたみりょうほう group pain therapy

十二指腸潰瘍 じゅうにしちょうかいよう duodenal ulcer

終脳 しゅうのう telencephalon

頻度，周波数 しゅうはすう frequency

重複感覚 じゅうふくかんかく polyesthesia

終末期の苦悶 しゅうまつきのくもん terminal anguish

羞明 しゅうめい photophobia

重力 じゅうりょく gravity

内因感覚，主観的感覚 しゅかんてきかんかく subjective sensation

縮瞳 しゅくどう pupil constriction

手根管 しゅこんかん carpal canal (=carpal tunnel)

手根管症候群 しゅこんかんしょうこうぐん carpal tunnel syndrome

手掌足底紅斑異感覚症候群
しゅしょうそくていこうはんいかんかく
しょうこうぐん

palmar-plantar
erythrodysaesthesia syndrome

樹状突起 じゅじょうとっき dendrite

樹状突起間シナプス じゅじょうとっきかんしなぷす dendro-dendritic synapse

手掌把握 しゅしょうはあく palm grasp

酒石酸エルゴタミン しゅせきさんえるごたみん ergotamine tartrate

手足痛 しゅそくつう ch[e]iropodalgia

自律行為，主体的活動 しゅたいてきかつどう autonomic behavior

手痛 しゅつう cheiralgia

術後鎮痛[法] じゅつごちんつう[ほう] postoperative analgesia

術後痛 じゅつごつう postoperative pain

術前痛み管理，術前疼痛管理 じゅつぜんいたみかんり preoperative pain management

術前痛み管理，術前疼痛管理 じゅつぜんとうつうかんり preoperative pain management

術前の じゅつぜんの preoperative

受動療法（運動） じゅどううんどう passive therapy/movement

受動療法（運動） じゅどうりょうほう passive therapy/movement

TNF 腫瘍壊死因子 しゅようえしいんし tumor necrosis factor (TNF)

腫瘍関連痛，腫瘍関連性疼痛 しゅようかんれんせいとうつう tumor-related pain

腫瘍関連痛，腫瘍関連性疼痛 しゅようかんれんつう tumor-related pain

受容体，受容器 じゅようき receptor

受容器電位 じゅようきでんい receptor potential

腫瘍随伴症候群 しゅようずいはんしょうこうぐん paraneoplastic syndrome

腫瘍随伴有痛[性]末梢神経障害
しゅようずいはんゆうつう[せい]まっ
しょうしんけいしょうがい

paraneoplastic painful
peripheral neuropathy

受容体，受容器 じゅようたい receptor

ROCC 受容体作動性カルシウムチャネル
じゅようたいさどうせいかるしうむちゃ
ねる

receptor-operated calcium
channel (ROCC)

受容体親和性 じゅようたいしんわせい receptor affinity

受容体チロシンキナーゼ じゅようたいちろしんきなーぜ receptor tyrosine kinase

受容点 じゅようてん receptive spot

受容野 じゅようや receptive field
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シュワン細胞 しゅわんさいぼう Schwann cell

順行[性] じゅんこう[せい] orthodromic

瞬き反射，瞬目反射 しゅんもくはんしゃ blink reflex

除(脱)神経 じょしんけい denervation

除圧[術] じょあつ[じゅつ] decompression

昇圧薬 しょうあつやく vasopressor

上位運動ニューロン じょういうんどうにゅーろん upper motor neuron

正円孔 しょうえんこう
round foramen，foramen
rotundum

障害，社会的不利 しょうがい handicap

関門，障害物 しょうがいぶつ barrier

上下顎の じょうかがくの maxillomandibular

消化管運動改善薬 しょうかかんうんどうかいぜんやく motility stimutant

上顎顔面の じょうがくがんめんの maxillofacial

上顎口蓋の じょうがくこうがいの maxillopalatine

上顎骨壊死 じょうがくこつえし maxillary osteonecrosis

上顎神経節 じょうがくしんけいせつ superior cervical ganglion

上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶろっく maxillary nerve block

消化性潰瘍 しょうかせいかいよう peptic ulcer

上顆痛 じょうかつう epicondylalgia

上下腹神経叢ブロック じょうかふくしんけいそうぶろっく
superior hypogastric plexus
block

椎間関節，小関節 しょうかんせつ
facet，facet joint, apophyseal
joint

状況不安 じょうきょうふあん state anxiety

インパルス，衝撃 しょうげき impulse

条件付け じょうけんづけ conditioning

条件付け痛み修飾 じょうけんづけいたみしゅうしょく conditioned pain modulation

条件付け場所嗜好性試験 じょうけんづけばしょしこうせいしけん conditioned place preference

上行（向）性経路 じょうこう（こう）せいけいろ ascending pathway

小膠細胞，ミクログリア細胞 しょうこうさいぼう microglia

症候性 しょうこうせい symptomatic

上行性求心路 じょうこうせいきゅうしんろ ascending afferent track

症候性三叉神経痛 しょうこうせいさんさしんけいつう
symptomatic trigeminal
neuralgia

症候性神経痛 しょうこうせいしんけいつう symptomatic neuralgia

症候性頭痛 しょうこうせいずつう symptomatic headache

上行性投射系 じょうこうせいとうしゃけい ascending projection system

症候性反応 しょうこうせいはんのう symptomatic reaction

上行(向)電流 じょうこうでんりゅう ascending current

小後頭神経ブロック しょうこうとうしんけいぶろっく lesser occipital nerve block

踵骨腱（アキレス腱） しょうこつけん（あきれすけん） calcaneaｌ tendon

踵骨痛 しょうこつつう
calcaneodynia，calcodynia，
painful heel

cNOS 常在性一酸化窒素合成酵素
じょうざいせいいっさんかちっそごう
せいこうそ

constitutive nitric oxide
synthase (cNOS)

[組織]常在性の，[組織]構成性の じょうざいせいの constitutive

上枝 じょうし
ramus superior，upper
extremity

小指球，小指球の しょうしきゅう hypothenar

小指球，小指球の しょうしきゅうの hypothenar

常習して，中毒になって じょうしゅうして addicted

常習者 じょうしゅうしゃ addict

症状緩解性の しょうじょうかんかいせいの symptomatolytic

上神経幹 じょうしんけいかん superior trunk

脂溶性 しようせい lipophilicity

脂溶性[の] しようせい[の] lipophilic
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上脊髄性，脊髄上位 じょうせきずいせい supraspinal

踵痛，拒骨痛 しょうつう talalgia

感情，情動 じょうどう emotion

情動，感情 じょうどう affection

情動昏迷 じょうどうこんめい emotional stupor

情動失禁 じょうどうしっきん emotional incontinence

情動障害 じょうどうしょうがい emotional disturbance

情動精神病 じょうどうせいしんびょう affective psychosis

情動の，感情の じょうどうの affective

小児の痛み しょうにのいたみ pediatric pain

小脳橋角腫瘍 しょうのうきょうかくしゅよう cerebellopontine angle tumor

小脳性歩行 しょうのうせいほこう cerebellar gait

EGF 上皮成長因子 じょうひせいちょういんし epidermal growth factor (EGF)

上腹部痛 じょうふくぶつう epigastralgia

小胞 しょうほう vacuole

小胞GABA輸送体 しょうほうGABAゆそうたい vesicular GABA transporter

処方監視プログラム しょうほうかんしぷろぐらむ
presctiption monitoring
program

VGLUT 小胞グルタミン酸輸送体 しょうほうぐるたみんさんゆそうたい
vesicular glutamate  (VGLUT)
transporter

情報伝達系 じょうほうでんたつけい signaling system

静脈[内]注射(注入)
じょうみゃく[ない]ちゅうしゃ（ちゅう
にゅう） intravenous injection

静脈炎 じょうみゃくえん phlebitis

瀉血，静脈切開 じょうみゃくせっかい venesection

静脈穿刺 じょうみゃくせんし venipuncture

静脈鎮痛 じょうみゃくちんつう intravenous analgesia

i.v. 静脈内 じょうみゃくない intravenous　(i.v.)

静脈内局所交感神経ブロック
じょうみゃくないきょくしょこうかんしん
けいぶろっく

intravenous regional
sympathetic block
(=intravenous regional

静脈内鎮静[法] じょうみゃくないちんせい[ほう] intravenous sedation

静脈麻酔 じょうみゃくますい intravenous anesthesia

静脈麻酔薬 じょうみゃくますいやく intravenous anesthetic

静脈瘤[性]神経痛 じょうみゃくりゅう[せい]しんけいつう phlebalgia

消耗症候群 しょうもうしょうこうぐん wasting syndrome

嗜癖，常用癖，中毒 じょうようへき addiction

上腕，腕 じょうわん brachium

上腕骨外側上顆炎（テニス肘） じょうわんこつがいそくじょうかえん
lateral humeral epicondylitis (=
tennis elbow)

上腕骨内側上顆炎 （ゴルフ肘） じょうわんこつないそくじょうかえん
medial humeral epicondylitis
(=golfer's elbow)

上腕痛 じょうわんつう brachialgia

上腕二頭筋腱炎 じょうわんにとうきんけんえん bicipital tendinitis

SF-36 SF-36 しょーとふぉーむ３６
MOS 36-Item Short-Form
Health Survey　（SF-36®）

注：健康状態調査票

食後痛 しょくごつう postprandial pain

食（喰）細胞 しょくさいぼう phagocyte

食（喰）作用 しょくさよう phagocytosis

触知可能な索状硬結 しょくちかのうなさくじょうこうけつ palpable taut band

食道炎 しょくどうえん esophagitis

食道痛 しょくどうつう esophagalgia，esophagodynia

書痙 しょけい writers' cramp
除神経性感覚[異常]亢進、除神経
性過敏

じょしんけいせいかびん denervation supersensitivity

除神経性感覚[異常]亢進、除神経
性過敏

じょしんけいせいかんかく[いじょう]こ
うしん

denervation supersensitivity

処置行動チェックリスト しょちこうどうちぇっくりすと procedure behavior check list
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処置行動評価スケール しょちこうどうひょうかすけーる
Proceduｒal Behavioral Rating
Scale

処置痛 しょちつう procedural pain

触覚 しょっかく tactile sensation

触覚[誘発]性アロディニア
しょっかく[ゆうはつ]せいあろでぃに
あ

tactile allodynia

感覚過敏，触覚過敏 しょっかくかびん hyperesthesia，oxyesthesia

触覚過敏 しょっかくかびん tactile hyperesthesia

触覚計，知覚計 しょっかくけい esthesiometer

触覚失認 しょっかくしつにん tactile agnosia

触覚消失[症] しょっかくしょうしつ[しょう] atactilia

感覚鈍麻，触覚鈍麻 しょっかくどんま hypesthesia (= hypoesthesia)

触覚誘発痛，触覚誘発性疼痛 しょっかくゆうはつせいとうつう touch-evoked pain

触覚誘発痛，触覚誘発性疼痛 しょっかくゆうはつつう touch-evoked pain

処方集 しょほうしゅう formulary

処方箋 しょほうせん formula，prescription

処方薬乱用 しょほうやくらんよう presctiption drug abuse

自立訓練法 じりつくんれんほう autogenic training

自律行為，主体的活動 じりつこうい autonomic behavior
自律神経[性]神経障害，自律神経
[性]ニューロパシ(チ）ー

じりつしんけい[せい]しんけいしょう
がい

autonomic neuropathy

自律神経[性]神経障害，自律神経
[性]ニューロパシ(チ）ー

じりつしんけい[せい]にゅーろぱし
(ち）ー

autonomic neuropathy

自律神経運動ニューロン じりつしんけいうんどうにゅーろん autonomic motor neuron

自律神経異常反射 じりつしんけいか（いじょう）はんしゃ
autonomic
dysreflexia/hyperreflexia

自律神経活動 じりつしんけいかつどう autonomic activity

自律神経機能不全（障害） じりつしんけいきのうしょうがい autonomic dysfunction

自律神経機能不全（障害） じりつしんけいきのうふぜん autonomic dysfunction

自律神経系 じりつしんけいけい autonomic nervous system

自律神経失調[症] じりつしんけいしっちょう[しょう] autonomic imbalance

自律神経支配 じりつしんけいしはい autonomic innervation

自律神経節 じりつしんけいせつ autonomic ganglion

自律神経節遮断薬 じりつしんけいせつしゃだんやく
autonomic ganglionic blocker
(blocking agent)

自律神経反射 じりつしんけいはんしゃ autonomic reflex

自律神経不全 じりつしんけいふぜん autonomic failure

自律性 じりつせい autonomy

ジルチアゼム じるちあぜむ diltiazem

腎[臓]痛 じん[ぞう]つう nephralgia

心因概念化 しんいんがいねんか psychogenic conceptualization
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

心因性 しんいんせい psychogenic
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

心因性掻痒 しんいんせいそうよう psychogenic itch
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

心因痛，心因性疼痛 しんいんせいとうつう psychogenic pain
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

心因痛，心因性疼痛 しんいんつう psychogenic pain
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

心因性痛み障害 しんいんてきいたみしょうがい psychogenic pain disorder
注：「psycogenic」という表現は
使わないようになりつつある．

腎盂腎炎 じんうじんえん pyelonephritis
心エコー検査[法]，超音波心臓検査
[法]

しんえこーけんさほう echocardiography

侵害刺激 しんがいしげき
noxious stimulation，noxious
stimulus

侵害受容 しんがいじゅよう nociception

侵害受容[性]ニューロン しんがいじゅよう[せい]にゅーろん nociceptive neuron

侵害受容過感受性 しんがいじゅようかかんじゅせい nociceptive hypersensitivity

侵害受容過程 しんがいじゅようかてい nociceptive processing

侵害受容器 しんがいじゅようき nociceptor
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侵害受容求心[神経]系
しんがいじゅようきゅうしん[しんけい]
けい nociceptive afferents

侵害受容求心線維 しんがいじゅようきゅうしんせんい nociceptive afferent fiber

侵害受容求心路 しんがいじゅようきゅうしんろ nociceptive afferent

侵害受容性[の] しんがいじゅようせい[の] nociceptive

侵害受容痛，侵害受容性疼痛 しんがいじゅようせいとうつう nociceptive pain

侵害受容痛，侵害受容性疼痛 しんがいじゅようつう nociceptive pain

侵害受容伝達 しんがいじゅようでんたつ nociceptive transmission

侵害受容ニューロン活動 しんがいじゅようにゅーろんかつどう nociceptive neuronal activity

侵害受容反射 しんがいじゅようはんしゃ nociceptive reflex

侵害性[の]，有害性[の] しんがいせい[の] nocuous，noxious

侵害防御機構 しんがいぼうぎょきこう nocifensor

心外膜炎 しんがいまくえん pericarditis

人格障害 じんかくしょうがい personality disorder

心気症，ヒポコンドリア しんきしょう hypochondria，hypochondriasis

神経刺激装置 しんけいしげきそうち
nerve stimulator，
neurostimulator

伸筋 しんきん extensor

心筋梗塞 しんきんこうそく myocardial infarction

真空性頭痛 しんくうせいずつう vacuum headache

神経 しんけい nerve

神経(中枢)軸から離れた（離神経軸
性）

しんけい(ちゅうすう)じくからはなれた abneural

神経[科]学 しんけい[か]がく neurology

神経[線維]鞘 しんけい[せんい]しょう neurilemma，neurolemma

神経[線維]鞘腫 しんけい[せんい]しょうしゅ neurilemmoma，schwannoma

神経圧迫 しんけいあっぱく nerve compression

神経アレルギー しんけいあれるぎー neuroallergy

神経移植 しんけいいしょく nerve graft

神経栄養 しんけいえいよう neurotrophy

ニューロトロフィン，神経栄養因子 しんけいえいよういんし
neurotrophin　(=neurotrophic
factor)

神経炎 しんけいえん neuritis
抗神経炎薬，抗神経炎性，神経炎
を和らげる

しんけいえんをやわらげる antineuritic

神経学者，神経科医(神経内科医) しんけいかい（しんけいないかい） neurologist

神経解剖学 しんけいかいぼうがく neuroanatomy

神経化学 しんけいかがく neurochemistry

神経学者，神経科医(神経内科医) しんけいがくしゃ neurologist

神経可塑性 しんけいかそせい
neural plasticity，neuronal
plasticity

神経活動 しんけいかつどう neural activity

神経幹 しんけいかん nerve trunk

神経管 しんけいかん neural tube

神経幹障害 しんけいかんしょうがい truncal neuropathy

神経基質 しんけいきしつ neuromatrix

神経記録 しんけいきろく neurogram

神経記録[法] しんけいきろく[ほう] neurography

神経筋[障害]症 しんけいきん[しょうがい]しょう neuromyopathy

神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ
myoneural junction，
neuromuscular junction

神経筋肉剥離[術] しんけいきんにくはくり[じゅつ] neurosarcocleisis

神経筋の しんけいきんの myoneural，neuromuscular

神経筋無力症 しんけいきんむりょくしょう neuromyasthenia

神経形成[術] しんけいけいせい[じゅつ] neuroplasty

神経血管減圧[術]（ジャネッタ手術
[法]）

しんけいけっかんげんあつ[じゅつ]
neurovascular decompression
(=Jannetta's operation)

神経原性炎症 しんけいげんせいえんしょう neurogenic inflammation
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神経原性潰瘍 しんけいげんせいかいよう neurogenic ulcer

神経原性痛，神経原性疼痛 しんけいげんせいつう neurogenic pain

神経原性痛，神経原性疼痛 しんけいげんせいとうつう neurogenic pain

神経原性跛行 しんけいげんせいはこう neurogenic claudication

神経原線維的変性 しんけいげんせんいせいへんせい neurofibrillary degeneration

神経溝 しんけいこう neural groove

神経親和性，神経向性 しんけいこうせい neurotropy

神経絞扼症候群 しんけいこうやくしょうこうぐん nerve entrapment syndrome

神経根 しんけいこん nerve root，radix

神経根炎 しんけいこんえん radiculitis

神経根手術 しんけいこんしゅじゅつ root surgery

神経根障害 しんけいこんしょうがい radiculopathy

神経根切断[術]，脊髄後根切断[術] しんけいこんせつだん[じゅつ] rhizotomy

神経根損傷 しんけいこんそんしょう nerve root damage

根性痛，神経根痛 しんけいこんつう
radiculalgia，radicular pain，
root pain

神経根入口部 しんけいこんにゅうこうぶ root entry zone

神経根ブロック しんけいこんぶろっく nerve root block，root block

神経再生 しんけいさいせい neuranagenesis

神経細胞，ニューロン しんけいさいぼう neuron

NGAP 神経細胞増殖関連蛋白質
しんけいさいぼうぞうしょくかんれん
たんぱくしつ

neuronal growth-associated
 protein (NGAP)

神経軸索ジストロフィー しんけいじくさくじすとろふぃー neuroaxonal dystrophy

神経刺激走化性 しんけいしげきそうかせい neurobiotaxis

神経刺激装置 しんけいしげきそうち
neurostimulator ，nerve
stimulator

神経支配 しんけいしはい innervation

神経遮断薬，神経遮断[性]の しんけいしゃだん[せい]の neuroleptic
ニューロレプト無痛[法]，神経遮断鎮
痛[法]

しんけいしゃだんちんつう[ほう] neuroleptanalgesia

ニューロレプト麻酔[法]，神経遮断麻
酔[法]

しんけいしゃだんますい[ほう] neuroleptanesthesia

神経遮断薬，神経遮断[性]の しんけいしゃだんやく neuroleptic

神経腫 しんけいしゅ neuroma

神経周囲腔 しんけいしゅういくう perineural space

神経終末 しんけいしゅうまつ nerve ending

神経症 しんけいしょう neurosis

神経障害，ニューロパシ(チ)ー しんけいしょうがい neuropathy

神経障害[性]の しんけいしょうがい[せい]の neuropathic

神経障害[性]関節 しんけいしょうがいせいかんせつ neuropathic joint
神経障害痛，神経障害性疼痛，
ニューロパシ(チ)ックペイン

しんけいしょうがいせいとうつう neuropathic pain

NPQ 神経障害性疼痛質問票
しんけいしょうがいせいとうつうしつも
んんひょう

Neuropathic Pain
Questionnaire

NPSI
神経障害痛症状調査票，神経障害
性疼痛症状調査票

しんけいしょうがいせいとうつうしょう
じょうちょうさひょう

Neuropathic Pain Symptom
Inventory　(NPSI)

NPSS
神経障害痛スコア，神経障害性疼痛
スコア

しんけいしょうがいせいとうつうすこあ
Neuropathic Pain Scale Score
(NPSS)

NeuPSIG IASP 神経障害性疼痛分科会
しんけいしょうがいせいとうつうぶん
かかい

Neuropathic Pain Special
Interest Group (NeuPSIG)

神経障害痛，神経障害性疼痛，
ニューロパシ(チ)ックペイン

しんけいしょうがいつう neuropathic pain

NPSI
神経障害痛症状調査票，神経障害
性疼痛症状調査票

しんけいしょうがいつうしょうじょうちょ
うさひょう

Neuropathic Pain Symptom
Inventory　(NPSI)

NPSS
神経障害痛スコア，神経障害性疼痛
スコア

しんけいしょうがいつうすこあ
Neuropathic Pain Scale Score
(NPSS)

神経上膜 しんけいじょうまく epineurium

神経伸展[術] しんけいしんてん[じゅつ] neurectasia/s ，neurotension

神経心理学 しんけいしんりがく neuropsychology

神経親和性，神経向性 しんけいしんわせい neurotropy

47



JSPC ペインクリニック用語集 改訂第5版 　和英

略語 日本語語句 日本語読み 英語語句 注

神経衰弱 しんけいすいじゃく neurasthenia

神経衰弱の しんけいすいじゃくの neurasthenic

神経性[筋]痙攣 しんけいせい[きん]けいれん neurospasm

神経性筋強直 しんけいせいきんきょうちょく neuromyotonia

神経精神医学 しんけいせいしんいがく neuropsychiatry

神経精神病質 しんけいせいしんびょうしつ neuropsychopathy

神経精神薬理学 しんけいせいしんやくりがく neuropsycopharmacology

NGF 神経成長因子 しんけいせいちょういんし nerve growth factor (NGF)

神経脊髄炎 しんけいせきずいえん neuromyelitis

[神経]節，ガングリオン しんけいせつ ganglion

神経節遮断[性]の しんけいせつしゃだん[せい]の gangliolytic

神経節遮断薬 しんけいせつしゃだんやく ganglionic blocking agent

神経切除[術] しんけいせつじょ[じゅつ] neurectomy

神経節切除[術] しんけいせつせつじょ[じゅつ] ganglionectomy

神経切断[術] しんけいせつだん[じゅつ] neurotomy

神経節溶解 しんけいせつようかい gangliolysis

神経線維 しんけいせんい nerve fiber

神経線維索移植 しんけいせんいさくいしょく funicular graft

神経線維腫 しんけいせんいしゅ neurofibroma

神経線維束，筋線維束 しんけいせんいそく fascicle，fasciculus

神経叢障害 しんけいそうしょうがい plexopathy

神経束 しんけいそく nerve fascicle

神経束内刺激 しんけいそくないしげき intraneural stimulation

神経損傷 しんけいそんしょう nerve damage

神経損傷 しんけいそんしょう nerve injury

神経断裂 しんけいだんれつ neurotmesis

神経調節（修飾） しんけいちょうせつ（しゅうしょく） neuromodulation

神経調節（修飾）因子
しんけいちょうせつ（しゅうしょく）いん
し

neuromodulator，neuronal
modulator

神経痛 しんけいつう neuralgia，neurodynia

神経痛[性]筋萎縮[症]
しんけいつう[せい]きんいしゅく[しょ
う]

neuralgic amyotrophy

神経痛の しんけいつうの neuralgic
神経痛の痛みを和らげる，抗神経痛
性の

しんけいつうのいたみをやわらげる antineuralgic

神経痛様の しんけいつうようの neuralgiform

神経堤，神経冠 しんけいてい，しんけいかん neural crest

神経電気検査[法] しんけいでんきけんさ[ほう] electroneurography

神経伝達 しんけいでんたつ neurotransmission

神経伝達物質 しんけいでんたつぶっしつ neurotransmitter

神経毒 しんけいどく neurotoxin

神経毒性の しんけいどくせいの neurotoxic

神経内分泌 しんけいないぶんぴつ neuroendocrine

神経内分泌伝達 しんけいないぶんぴつでんたつ neurohumoral transmission

神経内膜 しんけいないまく endoneurium

神経軟化 しんけいなんか neuromalacia

神経の しんけいの neural

[神経の]発射，発火 しんけいのはっか firing

[神経の]発射，発火 しんけいのはっしゃ firing

神経梅毒 しんけいばいどく neurosyphilis

神経破壊 しんけいはかい neurolysis

神経破壊の，神経破壊薬 しんけいはかいの neurolytic

神経破壊ブロック しんけいはかいぶろっく neurolytic block

神経破壊の，神経破壊薬 しんけいはかいやく neurolytic

神経剥離 しんけいはくり nerve avulsion

神経発芽 しんけいはつが neuronal sprouting
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神経病因 しんけいびょういん neuropathogenesis

神経ブロック しんけいぶろっく nerve block ／blockade

神経吻合[術] しんけいふんごう[じゅつ] neuroanastomosis

神経分節，脊髄分節 しんけいぶんせつ neuromere

神経分泌 しんけいぶんぴつ neurosecretion

神経への神経 しんけいへのしんけい nervi nervorum 注：神経幹から神経終膜と神経
外膜に分布している神経

神経ペプチド しんけいぺぷちど neuropeptide

神経放電 しんけいほうでん
nerve discharge，neural
discharge

神経ボレリア症 しんけいぼれりあしょう neuroborreliosis

神経モダリティ しんけいもだりてぃ neuronal modality

神経路切断術 しんけいろせつだんじゅつ tractotomy

腎結石 じんけっせき renal calculi

進行がん しんこうがん advanced cancer

進行性触覚過敏症 しんこうせいしょっかくかびんしょう
progressive tactile
hypersensitivity

シグナル伝達，信号伝達 しんごうでんたつ signal transduction

信仰療法，宗教療法 しんこうりょうほう hierotherapy

診査，精査 しんさ exploration

深催眠 しんさいみん major hypnosis

診察，検査，検診 しんさつ examination

侵襲的痛み治療，インターベンショ
ナル痛み治療

しんしゅうてきいたみちりょう
interventional pain therapy
(treatment)

滲出液 しんしゅつえき effusion

浸潤鎮痛法 ，浸潤麻酔 しんじゅんちんつうほう infiltration analgesia

浸潤法 しんじゅんほう infiltration technique

浸潤鎮痛法 ，浸潤麻酔 しんじゅんますい infiltration analgesia

心象 しんしょう imagery

心身症 しんしんしょう psychosomatic disease

精神身体の，心身症的 しんしんしょうてき psychosomatic

親水性の, 水溶性の しんすいせいの hydrophilic

浸水足，塹壕（ざんごう）足 しんすいそく immersion foot，trench foot

真性顔面[部]神経痛 しんせいがんめん[ぶ]しんけいつう neuralgia facialis vera

新脊髄視床路 しんせきずいししょうろ neospinothalamic pathway

振戦 しんせん tremor

腎疝痛 じんせんつう renal colic

心臓痛 しんぞうつう
cardiac pain (=cardialgia，
cardiodynia)

身体依存 しんたいいぞん physical dependence

身体化障害 しんたいかしょうがい somatization disorder

身体障害 しんたいしょうがい physical disability

身体精神の しんたいせいしんの somatopsychic

靭帯損傷 じんたいそんしょう ligamentum injury

靭帯病変 じんたいびょうへん ligamentum lesion

靭帯痛 じんたいつう desmodynia

身体的痛み，身体的苦痛 しんたいてきいたみ physical pain

身体的痛み，身体的苦痛 しんたいてきくつう physical pain

HADS
身体的疾患を有する患者の精神症
状（抑うつと不安）スケール

しんたいてきしっかんをゆうするかん
じゃのせいしんしょうじょう（よくうつと
ふあん）すけーる

Hospital Anxiety and
Depression Scale  （HADS）

靭帯捻挫 じんたいねんざ ligamentum sprain

身体表現性障害 しんたいひょうげんせいしょうがい somatoform disorder

診断的[神経]ブロック しんだんてき[しんけい]ぶろっく diagnostic [neural] block

陣痛，分娩痛 じんつう labor pain，parodynia

陣痛 じんつう obstetiric pain

陣痛過多 じんつうかた hyperdynamia uteri
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PTSD 心的外傷後ストレス障害
しんてきがいしょうごすとれすしょうが
い

posttraumatic stress disorder
(PTSD)

心電図計，心電計 しんでんけい electrocardiograph

心電図 しんでんず electrocardiogram

心電図計，心電計 しんでんずけい electrocardiograph

心電図検査[法] しんでんすけんさ[ほう] electrocardiography

振動刺激 しんどうしげき vibratory stimulation

深部感覚 しんぶかんかく
bathyesthesia ，deep
sensation

深部筋膜 しんぶきんまく deep fascia

振幅 しんぷく amplitude

深部体性痛 しんぶたいせいつう deep somatic pain

深部痛 しんぶつう deep pain

心理依存 しんりいぞん psychological dependence

心理学 しんりがく psychology

心理学者 しんりがくしゃ psychologist

心理検査 しんりけんさ psychological test

心理社会的アプローチ しんりしゃかいてきあぷろーち psychosocial approach

心理社会的因子 しんりしゃかいてきいんし psychosocial factor

心理社会的問題 しんりしゃかいてきもんだい psychosocial issues

精神測定，心理測定 しんりそくてい psychometry

心理的（精神的）介入 しんりてき（せいしんてき）かいにゅう psychological intervention

心理的依存 しんりてきいぞん mental dependence

心理的介入 しんりてきかいにゅう psychologic intervention

心理的構成概念 しんりてきこうせいがいねん psychological constructs

心理社会的要因（要素） しんりてきしゃかいよういん（ようそ）
psychological/psychosocial
factor

心理的適応 しんりてきてきおう psychological adaptation

心理評価 しんりひょうか psychological evaluation

精神療法，心理療法 しんりりょうほう psychotherapy

親和性，親和力，結合性 しんわせい affinity

親和性，親和力，結合性 しんわりょく affinity

すス 髄，歯髄 ずい pulp

膵[臓]疝痛 すい[ぞう]せんつう pancreatic colic

膵[臓]痛 すい[ぞう]つう pancreatalgia

CSF 脳脊髄液，髄液 ずいえき cerebrospinal fluid (CSF)

髄核 ずいかく nucleus pulposus

髄核形成[術] ずいかくけいせい[じゅつ] nucleoplasty

髄核造影[法] ずいかくぞうえい[ほう] nucleography

髄核摘出[術] ずいかくてきしゅつ[じゅつ] nucleotomy

髄核融解[術] ずいかくゆうかい[じゅつ] nucleolysis

脱力感，衰弱，脱力 すいじゃく weakness

衰弱 すいじゃく hyposthenia

髄鞘消失 ずいしょうしょうしつ amyelination

錐体外路系 すいたいがいろけい extrapyramidal system

錐体路 すいたいろ pyramidal tract

錐体路切断[術] すいたいろせつだん[じゅつ] pyramidotomy

水治療法 すいちりょうほう hydrotherapy

水滴法 すいてきほう hanging drop

水道 すいどう aqueduct，aqueductus

水痘･帯状疱疹ウィルス すいとう・たいじょうほうしんういるす varicella-zoster virus

水痘状帯状疱疹(ヘルペス)
すいとうじょうたいじょうほうしん（へる
ぺす） herpes zoster varicellosus

髄板内核【視床の】 ずいばんかく【ししょうの】 intralaminar nuclei

髄板内 ずいばんない intralaminae

水和，水分補給 すいぶんほきゅう hydration
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水疱，疱疹 すいほう blister

水疱 すいほう bulla (pl. bullae)

水疱形成 すいほうけいせい blistering

水疱性浮腫 すいほうせいふしゅ bullous edema

催眠[状態]，睡眠 すいみん hypnosis

睡眠学，催眠学 すいみんがく hypnology

睡眠過剰，過眠症 すいみんかじょう hypersomnia

睡眠時頭痛 すいみんじずつう hypnic headache

睡眠時無呼吸 すいみんじむこきゅう sleep apnea

夜間痛，睡眠中に起こる痛み すいみんちゅうにおこるいたみ hypnalgia

睡眠鎮痛 すいみんちんつう hypnotic analgesia

ナルコレプシー，睡眠発作 すいみんほっさ narcolepsy

親水性の, 水溶性の すいようせいの hydrophilic

水和，水分補給 すいわ hydration

NRS 数値評価スケール すうちひょうかすけーる numerical rating scale (NRS)

NVS 数的ヘルスリテラシーの評価ツール
すうてきへるすりてらしーのひょうか
つーる Newest Vital Sign　 (NVS)

注：慢性疼痛患者を対象とした
ヘルスリテラシー評価票

スーパーオキシド すーぱーおきしど superoxide
引っ掻き（ひっかき）行動，掻き動作
動作，スクラッチング

すくらっちんぐ scratching

硬節，椎版，スクレロトーム，強膜刀 すくれろとーむ sclerotome

スコポラミン すこぽらみん scopolamine

頭痛 ずつう

dolor capitis，cephalalgia，
cephalea，cephalodynia，
encephalalgia，
encephalodynia，headache

頭痛薬 ずつうやく anticephalalgic drug

スティーブンスの法則 すてぃーぶんすのほうそく Stevens's law

硬直，スティフネス すてぃふねす stiffness

ステロイド，ステロイド薬 すてろいど steroid

ステロイド，ステロイド薬 すてろいどやく steroid

ストレス すとれす stress

ストレス対処行動 すとれすこーぴんぐ stress coping

ストレス低減 すとれすじょきょ stress reduction

ストレス応答 すとれすはんのう stress response

ストレス誘発鎮痛 すとれすゆうはつちんつう stress-induced analgesia

ストレス誘発性内臓過敏 すとれすゆうはつつうかくかびん
stress-induced visceral
hypersensitivity

ストロンチウム-89 すとろんちうむ89 strontium-89 (Ｓｔ-89，89St)
スパイノルフィン すぱいのるふぃん spinorphin

攣縮，痙攣，スパスム すぱすむ spasm

スピリチュアリティ すぴりちゅありてぃ spirituality

スピリチュアルケア すぴりちゅあるけあ spiritual care

スピリチュアルな苦悩 すぴりちゅあるなくのう spiritual distress

スピリチュアルペイン すぴりちゅあるぺいん spiritual pain

スフェンタニル すふぇんたにる sufentanil

スプリングガイドカテーテル すぷりんぐがいどかてーてる spring-guide catheter

すべり肋骨症候群 すべりろっこつしょうこうぐん slipping rib syndrome

スマトリプタン すまとりぷたん sumatriptan

スラダー神経痛（蝶[形]口蓋神経痛) すらだーしんけいつう
Sluder's neuralgia
(=sphenopalatine neuralgia)

鋭痛，鋭い痛み するどいいたみ sharp pain

せセ 性 せい gender

QOL 生活の質 せいかつのしつ quality of life (QOL)

精管切除後痛症候群 せいかんせつじょごつうしょうこうぐん postvasectomy pain syndrome

性恐怖 せいきょうふ genophobia
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BS－POP
整形外科患者における精神医学的
問題を知るための簡易問診票

せいけいげかかんじゃにおけるせい
しんいがくてきもんだいをしるための
かんいもんしんひょう

Brief Scale for Psychiatric
Problems in Orthopaedic
Patients（BS－POP）

生検，バイオプシー せいけん biopsy

性交時頭痛 せいこうじずつう coital headache

性交時痛 せいこうじずつう intercourse pain
異常性感[症]，性交痛[症]，性交疼
痛[症]

せいこうつう[しょう] dyspareunia

異常性感[症]，性交痛[症]，性交疼
痛[症]

せいこうとうつう[しょう] dyspareunia

診査，精査 せいさ exploration
静座不能，運動性不穏状態，アカシ
ジア

せいざふのう akathisia

脆弱性，易損性 ぜいじゃくせい vulnerability

脆弱性，もろさ ぜいじゃくせい fragility

星状膠細胞 せいじょうこうさいぼう astrocyte

星状神経節 せいじょうしんけいせつ stellate ganglion

星状神経節ブロック せいじょうしんけいせつぶろっく stellate ganglion block

生殖器痛 せいしょくきつう genital pain

精神医学（医療） せいしんいがく（いりょう） psychiatry

精神依存 せいしんいぞん psychic dependence

精神医療サービス せいしんいりょうさーびす psychiatry service

精神運動の せいしんうんどうの psychomotor

精神化学 せいしんかがく psychochemistry

精神刺激薬 せいしんしげきやく psychostimulant

精神疾患，精神障害 せいしんしっかん psychiatric disorder

精神疾患 せいしんしっかん psychiatric illness

精神疾患併存症 せいしんしっかんへいぞんしょう psychiatric comoｒbidity

精神腫瘍学 せいしんしゅようがく psychooncology

精神障害 せいしんしょうがい mental disorder

精神疾患，精神障害 せいしんしょうがい psychiatric disorder

精神症状 せいしんしょうじょう psychological symptom

精神神経症 せいしんしんけいしょう psychoneurosis

精神神経内分泌
せいしんしんけいないぶんぴつせい
しんびょうりがく psychoneuroendocrine

精神身体[性]痛，精神身体[性]疼痛 せいしんしんたい[せい]つう psychosomatic pain

精神身体[性]痛，精神身体[性]疼痛 せいしんしんたい[せい]とうつう psychosomatic pain

精神身体の，心身症的 せいしんしんたいの psychosomatic

精神生物学 せいしんせいぶつがく psychobiology

精神測定，心理測定 せいしんそくてい psychometry

精神痛，苦悩的精神病 せいしんつう algopsychalia

精神痛 せいしんつう psychalg[al]ia

精神痛，心の痛み せいしんつう mind pain

精神的苦痛，精神的痛み せいしんてきいたみ psychological pain

精神的援助 せいしんてきえんじょ psychological support

精神的苦痛 せいしんてきくつう mental pain

精神的苦痛，精神的痛み せいしんてきくつう psychological pain

精神病 せいしんびょう psychosis

精神病理学 せいしんびょうりがく psychopathology

精神疲労 せいしんひろう mental fatigue

精神分析 せいしんぶんせき psychoanalysis

精神有害性の せいしんゆうがいせいの psychonoxious

精神予防 せいしんよぼう psychoprophylaxis

精神力学的精神療法
せいしんりきがくてきせいしんりょうほ
う

psychodｙnamic psychotherapy

精神療法，心理療法 せいしんりょうほう psychotherapy

精神療法士 せいしんりょうほうし psychotherapist
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精巣/睾丸痛 せいそう/こうがんつう
orchialgia，orchiodynia，
orchioneuralgia，testalgia

精巣ポリモーダル受容器 せいそうぽりもーだるじゅようき testicular polymodal receptor

生体異物 せいたいいぶつ xenobiotic

生体内代謝(変化) せいたいないたいしゃ（へんか） biotransformation
生物学的利用能，生物学的利用効
率，生体内利用

せいたいないりよう bioavailability

正中弓状靭帯圧迫症候群 （＝正中
後腹膜症候群）

せいちゅうきゅうじょうじんたいあっぱ
くしょうこうぐん

median arcuate ligament
syndrome　(MALS)　（＝midline
retroperitoneal syndome ）

正中後腹膜症候群（＝正中弓状靭
帯圧迫症候群）

せいちゅうこうふくまくしょうこうぐん

midline retroperitoneal
syndome (=median arcuate
ligament syndrome (MALS) )

正中神経絞扼症候群
せいちゅうしんけいこうやくしょうこうぐ
ん

median nerve entrapment
syndrome

正中神経ブロック せいちゅうしんけいぶろっく median nerve block

成長因子 せいちょういんし growth factor

成長痛 せいちょうつう growing pain

性的虐待 せいてきぎゃくたい sexual abuse

制吐薬 せいとやく antiemetic

LC 青斑核 せいはんかく locus c[o]eruleus　（LC)

復位，整復【外科】 せいふく reduction
生物学的利用能，生物学的利用効
率，生体内利用

せいぶつがくてきりようのう bioavailability

生物学的利用能，生物学的利用効
率，生体内利用

せいぶつがつてきりようこうりつ bioavailability

生物心理社会モデル せいぶつしんりしゃかいもでる biopsychosocial model
セイヨウワサビ過酸化酵素，ホースラ
ディッシュペルオキシダーゼ

せいようわさびかさんかこうそ horseradish peroxidase

生理学的痛，生理学的痛み せいりがくてきいたみ physiological pain

生理学的痛，生理学的痛み せいりがくてきつう physiological pain

生理食塩水 せいりしょくえんすい saline 注：0.9%［ｗ/ｖ］NaCl 溶液

周期的痛み，生理痛，月経痛 せいりつう periodic  pain

世界区域麻酔・疼痛治療会議
せかいくいきますいとうつうちりょうか
いぎ

World Congress on Regional
Anaesthesia and Pain Therapy

WIP 世界疼痛研究所会議 せかいとうつうけんきゅうじょかいぎ World Institute of Pain （WIP)

WSPC 世界ペインクリニック学会 せかいぺいんくりにっくがっかい
World Society of Pain
Clinicians (WSPC)

WHO 世界保健機関 せかいほけんきかん
World Health Organization
(WHO)

脊髄 せきずい spinal cord

脊髄･橋･扁桃体路 せきずい・きょう・へんとうたいろ
spino-ponto-amygdaloid
pathway

脊髄液 せきずいえき spinal fluid

脊髄円錐 せきずいえんすい conus medullaris

脊髄幹 せきずいかん neuraxis

脊髄幹鎮痛 せきずいかんちんつう neuraxial analgesia

脊髄幹ブロック せきずいかんぶろっく neuraxial block

脊髄機構，脊髄構築 せきずいきこう spinal organization

脊髄脚傍核路 せきずいきゃくぼうかくろ spino-parabrachial pathway

脊髄空洞症 せきずいくうどうしょう syringomyelia

脊髄くも膜下腔穿刺 せきずいくもまくかくうせんし spinal puncture (=spinal tap)

脊髄くも膜下鎮痛 せきずいくもまくかちんつう spinal analgesia

脊髄くも膜下ブロック せきずいくもまくかぶろっく spinal block

脊髄くも膜下麻酔 せきずいくもまくかますい spinal anesthesia

脊髄くも膜下麻酔後頭痛 せきずいくもまくかますいごずつう postspinal headache

脊髄くも膜下麻酔針（脊麻針）
せきずいくもまくかますいしん（せきま
しん） spinal needle

脊髄頸髄路 せきずいけいずいろ spinocervical tract

脊髄後角 せきずいこうかく spinal dorsal horn
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脊髄後角ニューロン せきずいこうかくにゅーろん dorsal horn neuron

脊髄後角ニューロン せきずいこうかくにゅーろん spinal dorsal horn neuron

脊髄後根神経節ニューロン
せきずいこうこんしんけいせつにゅー
ろん dorsal root ganglion neuron

神経根切断[術]，脊髄後根切断[術] せきずいこうこんせつだん[じゅつ] rhizotomy

脊髄後根切断[術] せきずいこうこんせつだんじゅつ dorsal rhizotomy

後根反射，脊髄後根反射 せきずいこうこんはんしゃ dorsal root reflex

脊髄後索刺激 せきずいこうさくしげき dorsal column stimulation

脊髄抗侵害受容 せきずいこうしんがいじゅよう spinal antinociception

脊髄機構，脊髄構築 せきずいこうちく spinal organization

脊髄索切截術，コルドトミー せきずいさくせっせつじゅつ cordotomy，chordotomy

脊髄シグナル伝達 せきずいしぐなるでんたつ spinal signal transmission

IPG 脊髄刺激装置 せきずいしげきそうち
implanted pulse generator
(IPG)

SCS 脊髄刺激療法 せきずいしげきりょうほう spinal cord stimulation (SCS)

STT 脊髄視床路 せきずいししょうろ spinothalamic tract (STT)

脊髄症，ミエロパシ(チ)ー せきずいしょう myelopathy

脊髄上位，上脊髄性 せきずいじょうい supraspinal

脊髄情報処理，脊髄プロセシング せきずいじょうほうしょり spinal processing

脊髄ショック せきずいしょっく spinal shock

脊髄神経 せきずいしんけい spinal nerve

脊髄神経根 せきずいしんけいこん spinal nerve root

脊髄神経節 せきずいしんけいせつ spinal ganglion

脊髄性筋萎縮 せきずいせいきんいしゅく spinal muscular atrophy

脊椎[麻酔]性頭痛，脊髄性頭痛 せきずいせいずつう spinal headache

脊髄切開[術]，ミエロトミー
せきずいせっかい[じゅつ]，みえろと
みー myelotomy

脊髄切除[術] せきずいせつじょ[じゅつ] cordectomy

脊髄卒中 せきずいそっちゅう spinal apoplexy

脊髄損傷 せきずいそんしょう spinal cord injury

脊髄痛 せきずいつう spinal pain

脊髄電気刺激[法] せきずいでんきしげき[ほう]
spinal cord electrical
stimulation

脊髄内 せきずいない intraspinal

脊髄の，脊椎の せきずいの spinal

脊髄反射 せきずいはんしゃ spinal reflex

脊髄情報処理，脊髄プロセシング せきずいぷろせしんぐ spinal processing

神経分節，脊髄分節 せきずいぶんせつ neuromere

脊髄分節 せきずいぶんせつ spinal segment

脊髄変性 せきずいへんせい spinal degeneration

SRT 脊髄網様体路 せきずいもうよう[けい]ろ spinoreticular tract (SRT)

脊髄癆 せきずいろう tabes dorsalis

棘，脊柱 せきちゅう spine

脊柱 せきちゅう spinal column

脊柱管 せきちゅうかん spinal canal

脊柱管狭窄症 せきちゅうかんきょうさくしょう spinal canal stenosis

ESPB 脊柱起立筋ブロック せきちゅうきりつきんぶろっく
erector spine plane block
(ESPB)

脊柱後弯 せきちゅうこうわん
backward curvature
(=kyphosis)

脊柱後弯[症] せきちゅうこうわん[しょう]
kyphosis (=backward
curvature)

脊柱骨折 せきちゅうこっせつ
vertebral fracture (=spinal
fracture)

脊柱障害，脊椎症 せきちゅうしょうがい spondｙｌopathy

脊柱前弯[症] せきちゅうぜんわん[しょう] anterior curvature，lordosis

脊柱側弯[症] せきちゅうそくわん[しょう] lateral curvature，scoliosis

脊柱後側弯[症] せきちゅうそくわん[しょう] kyphoscoliosis

脊椎[麻酔]性頭痛，脊髄性頭痛 せきつい[ますい]せいずつう spinal headache
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脊椎炎 せきついえん spondylitis

脊椎過敏[症] せきついかびん[しょう] irritable spine

脊椎カリエス，脊椎結核 せきついかりえす spondylarthrocace

脊椎管狭窄症 せきついかんきょうさく spinal stenosis

脊椎カリエス，脊椎結核 せきついけっかく spondylarthrocace

脊椎骨折 せきついこっせつ
spinal fracture　(=vertebral
fracture)

FB[S]S
脊椎手術後症候群，脊椎手術後
[疼]痛症候群，フェイルドバック
[サージェリー]シンドローム

せきついしゅじゅつご「とう」つうしょう
こうぐん

failed back [surgery] syndrome
(FB[S]S)

FB[S]S
脊椎手術後症候群，脊椎手術後
[疼]痛症候群，フェイルドバック
[サージェリー]シンドローム

せきついしゅじゅつごしょうこうぐん
failed back [surgery] syndrome
(FB[S]S)

脊柱障害，脊椎症 せきついしょう spondｙｌopathy

脊椎症 せきついしょう spondylosis

椎骨[動脈]神経節，脊椎神経節 せきついしんけいせつ vertebral ganglion

脊椎痛 せきついつう spondylalgia

脊髄の，脊椎の せきついの spinal

脊椎不安定[症] せきついふあんてい[しょう] spinal instability

脊椎固定[術] せきついゆうごう（こてい） spinal fusion

咳嗽誘発痛，咳誘発痛 せきゆうはつつう cough-induced pain

[神経]節，ガングリオン せつ ganglion

舌咽神経 ぜついんしんけい glossopharyngeal nerve

GPN 舌咽神経痛 ぜついんしんけいつう glossopharyngeal neuralgia

舌咽チック ぜついんちっく glossopharyngeal tic

舌炎 ぜつえん glossitis

舌下神経 ぜっかしんけい hypoglossal nerve

シナプス前の，接合部前の せつごうぶぜんの presynaptic

節後ニューロン せつごにゅーろん postganglionic neuron

切痕 せっこん notch

舌灼熱感 ぜつしゃくねつかん glossopyrosis

切除，アブレーション せつじょ ablation

接触痛 せっしょくつう haphalgesia

自制、節制、禁酒，禁断 せっせい abstinence

節前ニューロン せつぜんにゅーろん preganglionic neuron

PreCn 楔前部 せつぜんぶ precuneus (PreCn）

切創痛, 切創様痛 せつそうつう cutting pain

切創痛, 切創様痛 せつそうようつう cutting pain

切断 せつだん amputation

切断，細分，断片化 せつだん fragmentation

切断後断端痛 せつだんごだんたんつう postamputation stump pain

切断後痛症候群 せつだんごつうしょうこうぐん postamptation pain syndrome

癒着，粘着，付着，接着 せっちゃく adhesion

接着分子 せっちゃくぶんし adhesion molecule

舌痛 ぜつつう
glossalgia、glossagra，
glossodynia

絶望[状態] ぜつぼう[じょうたい] hopelessness

FIQ 線維筋痛症質問票 せにきんつうしょうしつもんひょう
Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ)

セルトラリン せるとらりん sertraline

セレコキシブ せれこきしぶ celecoxib

5-HT
セロトニン　（5-ヒドロキシトリプタン,
5-HT)

せろとにん
serotonin，5-
hydroxytryptamine (5-HT)

セロトニン作動性 せろとにんさどうせい serotonergic

セロトニン受容体 せろとにんじゅようたい serotonin receptor

セロトニン症候群 せろとにんしょうこうぐん serotonin syndrome

SNRI
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込
み阻害薬

せろとにんのるあどれなりんさいとり
こみそがいやく

serotonin- noradrenaline
reuptake inhibitor　(SNRI)
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線維 せんい fiber

線維[性]変性 せんい[せい]へんせい fibrous degeneration

FGF 線維芽細胞成長因子 せんいがさいぼうせいちょういんし fibroblast growth factor　(FGF)

線維筋炎 せんいきんえん fibromyositis

線維筋痛症[症候群] せんいきんつうしょう[しょうこうぐん] fibromyalgia　[syndrome]

線維症，線維増殖 せんいしょう，せんいぞうしょく fibrosis

線維性強直 せんいせいきょうちょく fibrous ankylosis

線維性筋炎 せんいせいきんえん myositis  fibrosa

線維束攣縮，線維性収縮 せんいせいしゅうしゅく fasciculation

線維症，線維増殖 せんいしょう，せんいぞうしょく fibrosis

線維束変性 せんいそくへんせい fascicular degeneration

線維束攣縮，線維性収縮 せんいそくれんしゅく fasciculation

線維輪 せんいりん anulus fibrosus

全か無かの法則 ぜんかむかのほうそく all-or-none law

全関節炎 ぜんかんせつえん holarthritis

前胸部キャッチ症候群 ぜんきょうぶきゃっちしょうこうぐん precordial catch syndrome

前胸部痛 ぜんきょうぶつう precordial pain (=precordialgia)

SPB 前鋸筋面ブロック ぜんきょきんめんぶろっく serratus plane block (SPB)

SIPB 前鋸筋肋間筋面ブロック
ぜんきょきんろっかんきんめんぶろっ
く

serratus intercostal plane
block (SIPB)

前駆症状 ぜんくしょうじょう prodrome

浅頸神経叢ブロック せんけいしんけいそうぶろっく
superficial cervical plexus
block

全健忘 ぜんけんぼう total amnesia

穿孔[術] せんこう[じゅつ] drilling

前向性健忘[症] ぜんこうせいけんぼう[しょう] antegrade amnesia

先行鎮痛 せんこうちんつう pre-emptive analgesia

激痛，穿孔痛 せんこうつう terebration
千枚通しで押し込まれるような痛み，
穿孔痛，穿刺痛

せんこうつう boring pain

仙骨 せんこつ sacrum

仙骨[部]硬膜外ブロック せんこつ[ぶ]こうまくがいぶろっく caudal epidural block

仙骨[部]痛 せんこつ[ぶ]つう sacralgia (=sacrodynia)

仙骨[部]ブロック せんこつ[ぶ]ぶろっく caudal block

仙骨孔 せんこつこう
sacral foramen (=foramen
sacrale)

仙骨副交感神経 せんこつこうかんしんけい sacral parasympathetic

仙骨神経 せんこつしんけい sacral nerve

仙骨神経根刺激 せんこつしんけいこんしげき sacral nerve root stimulation

仙骨神経根嚢胞 せんこつしんけいこんのうほう sacral perineural cyst

仙骨神経叢 せんこつしんけいそう sacral plexus

仙骨神経叢ブロック せんこつしんけいそうぶろっく sacral plexus block／blockade

仙骨脊髄神経ブロック せんこつせきずいしんけいぶろっく
sacral spinal nerve block／
blockade

仙骨前[交感]神経切除術
せんこつぜん[こうかん]しんけいせつ
じょじゅつ

presacral neurectomy
（=presacral sympathectomy）

仙骨痛 せんこつつう sacral pain

仙骨の せんこつの sacral

仙骨盤拡張 せんこつばんかくちょう sacropelvic ectasia

仙骨尾骨結合 せんこつびこつけつごう sacrococcygeal junction

仙骨ブロック せんこつぶろっく sacral block

仙骨麻酔 せんこつますい caudal anesthesia

仙骨麻酔 せんこつますい sacral anesthesia

仙骨翼 せんこつよく wing of sacrum

仙骨裂孔 せんこつれっこう sacral  hiatus

前根 ぜんこん ventral root

前根求心線維 ぜんこんきゅうしんせんい ventral root afferent
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潜在[性] せんざい[せい] latent

潜在[性]痛風 せんざい[せい]つうふう latent gout

潜在[性]トリガーポイント せんざい[せい]とりがーぽいんと latent trigger point

浅在筋膜 せんざいきんまく superficial fascia

浅催眠 せんさいみん minor hypnosis

仙坐骨切痕 せんざこつせっこん sacrosciatic notch

潜時 せんじ latency

前枝 ぜんし ramus anterior
千枚通しで押し込まれるような痛み，
穿孔痛，穿刺痛

せんしつう boring pain

前斜角筋症候群 ぜんしゃかくきんしょうこうぐん anterior scalenus syndrome

前縦靭帯 ぜんじゅうじんたい
ligamentum longitudinale
anterior

プレコンディショニング，前準備 ぜんじゅんび preconditioning

Str 線条体 せんじょうたい striatum (Str)

全身倦怠感 ぜんしんけんたいかん general malaise

全身作用 ぜんしんさよう systemic action

全身衰弱 ぜんしんすいじゃく generalized weakness

全身痛 ぜんしんつう pantalgia

全人的苦痛，全人的痛み ぜんじんてきいたみ total pain

全人的痛みの治療 ぜんじんてきいたみのちりょう total pain treatment

漸進的筋弛緩法 ぜんしんてききんしかんほう progressive muscle relaxation

全人的苦痛，全人的痛み ぜんじんてきくつう total pain

全人的ケア ぜんじんてきけあ total care

全身麻酔 ぜんしんますい general anesthesia

全身麻酔薬 ぜんしんますいやく general anesthetic

全脊髄くも膜下ブロック ぜんせきずいくもまくかぶろっく total spinal block

全脊髄くも膜下麻酔（全脊麻）
ぜんせきずいくもまくかますい（ぜん
せきま） total spinal anesthesia

前脊髄動脈症候群 ぜんせきずいどうみゃくしょうこうぐん
anterior spinal artery
syndrome

前前頭皮質，前頭前皮質 ぜんぜんとうひしつ prefrontal cortex

戦争神経症 せんそうしんけいしょう war neurosis

尖足，下垂足 せんそく foot-drop/foot drop

前側索脊髄切截術 ぜんそくさくせきずいせっせつじゅつ anterolateral cordotomy

ACC 前帯状皮質 ぜんたいじょうひしつ
anterior cingulate cortex
（ACC）

前帯状皮質前膝部 ぜんたいじょうひしつぜんしつぶ
pregenual anterior cingulate
cortex

選択的感覚遮断 せんたくてきかんかくしゃだん differential sensory block
選択的神経根切断[術]，選択的脊
髄後根切断[術]

せんたくてきしんけいこんせつだん
[じゅつ]

selective rhizotomy

分離神経ブロック，選択的神経遮断 せんたくてきしんけいしゃだん differential nerve block
選択的神経根切断[術]，選択的脊
髄後根切断[術]

せんたくてきせきずいこうこんせつだ
ん[じゅつ]

selective rhizotomy

SSRI 選択的セロトニン再取り込み阻害薬
せんたくてきせろとにんさいとりこみ
そがいやく

selective serotonin reuptake
inhibitor　(SSRI)

先端異常感覚症候群
せんたんいじょうかんかくしょうこうぐ
ん

acroparesthesia syndrome

先端栄養性疼痛[症] せんたんえいようせいとうつう[しょう] acrotrophodynia

先端骨痛 せんたんこつつう acrostealgia

アウラ，前兆，予兆 ぜんちょう aura

予測因子 よそくいんし predictors

仙腸[関節]痛 せんちょう[かんせつ]つう sacroiliac pain

仙腸関節 せんちょうかんせつ sacroiliac joint

仙腸関節ブロック せんちょうかんせつぶろっく sacroiliac joint block

仙腸靭帯 せんちょうじんたい sacroiliac ligaments

前兆のない片頭痛 ぜんちょうのないへんずつう migraine without aura

腺痛 せんつう adenalgia　(=adenodynia)
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疝痛 せんつう celiagra，colic

穿痛 せんつう prick pain

疝痛，きりきりする痛み せんつう，きりきりするいたみ griping pain

疝痛[様]の せんつう[よう]の colicky

疝痛麻痺 せんつうまひ colicoplegia

先天性無痛症 せんてんせいむつうしょう
congenital pain insensitivity
(=congenital insensitivity to

先天性無痛無汗症 せんてんせいむつうむかんしょう
congenital insensitivity to pain
with anhidrosis

前頭孔 ぜんとうこう
frontal foramen (=foramen
frontale)

浅橈骨神経ブロック せんとうこつぶろっく superficial radial nerve block

前頭枝 ぜんとうし ramus frontalis

前頭神経 ぜんとうしんけい frontal nerve

前前頭皮質，前頭前皮質 ぜんとうぜんひしつ prefrontal cortex

AIC 前島皮質 ぜんとうひしつ anterior insular cortex　（AIC)

前頭葉白質切載術 ぜんとうようはくしつせっさいじゅつ prefrontal leukotomy

ACNES 前皮神経絞扼症候群 ぜんひしんけいこうやくしょうこうぐん
anterior cutaneous nerve
entrapment syndrome

仙尾靭帯 せんびじんたい ligamentum sacrococcygeum

PL 前辺縁皮質 ぜんへんえんひしつ prelimbic cortex　（PL)

腹側の，前方の ぜんぽうの ventral
千枚通しで押し込まれるような痛み，
穿孔痛，穿刺痛

せんまいどおしでおしこまれるような
いたみ

boring pain

せん妄 せんもう delirium

前立腺 ぜんりつせん prostate

前立腺炎 ぜんりつせんえん prostatitis

前立腺がん ぜんりつせんがん prostate cancer

前立腺痛 ぜんりつせんつう prostatalgia，prostatodynia

前立腺痛症候群 ぜんりつせんつうしょうこうぐん prostate pain syndrome

そソ 疾病素因，素因 そいん predisposition

板，層 そう lamina(pl.laminae)

騒音耳痛 そうおんじつう odynacusis

利得，増加 ぞうか gain

増強，相乗作用 ぞうきょう potentiation

装具 そうぐ brace

装具療法，矯正具療法 そうぐりょうほう orthotic therapy

象牙質感覚過敏[症] ぞうげしつかんかくかびん[しょう] hypersensitive dentin

象牙質知覚過敏[症] ぞうげしつちかくかびん[しょう] dentinal hypersensitivity

象牙質痛 ぞうげしつつう dentinalgia

相互作用のプロセス そうごさようのぷろせす interactive process

造骨性変化 ぞうこつせいへんか osteoblastic change

創傷 そうしょう wound

増強，相乗作用 そうじょうさよう potentiation

創傷治癒 そうしょうちゆ wound healing

創傷痛 そうしょうつう wound pain

増殖性筋炎 ぞうしょくせいきんえん proliferative myositis

増殖治療 ぞうしょくちりょう
proliferation therapy
(=prolotherapy)

一過性痛，一過性疼痛，相性痛 そうせいつう phasic pain

爪痛 そうつう onychalgia

挿入管 そうにゅうかん insertion tube

相反性クリック そうはんせいくりっく reciprocal cliking

かゆみ，掻痒 そうよう itch　(=itching)

掻痒[症]，掻痒感 そうよう[しょう] pruritus

掻痒[症]，掻痒感 そうようかん pruritus

束間（の） そくかん[の] interfascicular
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足関節 そくかんせつ ankle joint

ABI 足関節上腕血圧比 そくかんせつじょうわんけつあつひ ankle brachial pressure index

足関節ブロック そくかんせつぶろっく ankle block

足根痛 そくこんつう tarsalgia

NAc 側坐核 そくざかく nucleus accumbens　（NAc）

促通，促進 そくしん facilitation

タキフィラキシー，速成耐性 そくせいたいせい tachyphylaxis

塞栓症 そくせんしょう embolism

足逃避 そくちょうひ paw withdrawal

促通，促進 そくつう facilitation

足痛 そくつう pedialgia，podalgia，pododynia

速痛(速い痛み)，一次痛 そくつう（はやいいたみ） fast pain

足底痛 そくていつう
pedionalgia，pedioneuralgia，
plantalgia

側頭回 そくとうかい temporal gyrus

側頭下顎の，顎関節 そくとうかがくの temporomandibular

側頭動脈炎（=巨細胞性動脈炎) そくとうどうみゃくえん
temporal arteritis (=giant cell
arteritis)

側腹[部]痛 そくふく[ぶ]つう flank pain

足部痛風 そくぶつうふう podagra

Pf 束傍核 そくぼうかく parafascicular nucleus (Pf)

鼠径[部]痛 そけい[ぶ]つう inguinal pain  (=inguinodynia)

鼠径部 そけいぶ groin

鼠径部痛 そけいぶつう bubonalgia

[組織]常在性の，[組織]構成性の そしきこうせいせいの constitutive

[組織]常在性の，[組織]構成性の そしきじょうざいせいの constitutive

組織侵害受容[性]神経線維
そしきしんがいじゅよう[せい]しんけ
いせんい noxious fiber

組織内の そしきないの in situ

咀嚼筋症候群 そしゃくきんしょうこうぐん
muscle of mastication
syndrome

咀嚼時痛 そしゃくじつう masticatory pain

疎水性の そすいせいの hydrophobic

［脳］卒中 そっちゅう stroke

卒中後中枢痛，中枢性卒中後痛 そっちゅうごちゅうすうつう central poststroke pain

ソマトスタチン そまとすたちん somatostatin

体性局在，ソマトトピー そまととぴー somatotopy

ゾルミトリプタン ぞるみとりぷたん zolmitriptan

損傷放電，損傷発射 そんしょうはっしゃ injury discharge

損傷放電，損傷発射 そんしょうほうでん injury discharge

たタ 有痛脂肪症，ダーカム病 だーかむびょう
adiposis dolorosa　(=Dercum's
disease)

ターニケットペイン，止血帯痛 たーにけっとぺいん tourniquet pain

ターミナルステージ たーみなるすてーじ terminal stage

大(後頭)孔 だい（こうとう）こう
great foramen　(=foramen
magnum)

第12肋骨症候群 だい１２ろっこつしょうこうぐん twelfth rib syndrome

体位[性]痛，体位[性]疼痛 たいい[せい]つう postural pain

体位[性]痛，体位[性]疼痛 たいい[せい]とうつう postural pain

大うつ病性障害 だいうつびょうせいしょうがい major depressive disorder

液性の，体液[性]の たいえき[せい]の humoral

一般感覚，体感 たいかん general sensation

体感異常[症] たいかんいじょう[しょう] cenesthopathy

待機群 たいきぐん waiting list

大口蓋孔 だいこうがいこう
greater palatine foramen　(=
foramen palatinum majus)

退行性神経障害，退行性ニューロパ
シ(チ)ー

たいこうせいしんけいしょうがい degenerative neuropathy
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退行性神経障害，退行性ニューロパ
シ(チ)ー

たいこうせいにゅーろぱし(ち)ー degenerative neuropathy

大後頭神経 だいこうとうしんけい greater occipital nerve

GOTS 大後頭神経三叉神経症候群
だいこうとうしんけいさんさしんけい
しょうこうぐん

great occipital trigeminal
syndrome

大後頭神経ブロック だいこうとうしんけいぶろっく greater occipital nerve block

大細胞層 だいさいぼうそう magnocellular layer

四肢，体肢 たいし extremity　（pl. extremeties）

大耳介神経 だいじかいしんけい greater auricular nerve

大耳介神経ブロック だいじかいしんけいぶろっく greater auricular nerve block

代謝型グルタミン酸受容体
たいしゃがたぐるたみんさんじゅよう
たい

metabotropic glutamate
receptor

退縮，後退 たいしゅく，こうたい retraction

対称遠位神経障害 たいしょうえんいしんけいしょうがい symmetric distal neuropathy

帯状回 たいじょうかい
gyrus cinguli (=cingulate
gyrus)

CG 帯状回 たいじょうかい
cingulate gyrus (CG)  (=gyrus
cinguli)

帯状回切開[術] たいじょうかいせつかい[じゅつ] cingulotomy

帯状感，絞扼感 たいじょうかん zonesthesia

帯状感覚 たいじょうかんかく girdle sensation

対照試験 たいしょうしけん control[led] study

代償神経症，補償神経症 だいしょうしんけいしょう compensation neurosis

代償性発汗 だいしょうせいはっかん compensation hidrosis

帯状束切截[術] たいじょうそくせっせつ[じゅつ] cingulumotomy

帯状痛 たいじょうつう girdle pain

CC 帯状皮質 たいじょうひしつ cingulate cortex (CC)

帯状疱疹(ヘルペス) たいじょうほうしん（へるぺす） herpes zoster

ZAP 帯状疱疹関連痛 たいじょうほうしんかんれんつう zoster-associated pain (ZAP)

PHN 帯状疱疹後神経痛 たいじょうほうしんごしんけいつう postherpetic neuralgia (PHN)

帯状疱疹性脳炎 たいじょうほうしんせいのうえん zoster encephalitis

帯状疱疹痛 たいじょうほうしんつう herpes zoster pain

【痛みへの】対処戦略 たいしょせんりゃく coping strategy

耐性 たいせい tolerance

体性感覚 たいせいかんかく somatosensory

体性感覚野 たいせいかんかくや
somatosensory area ，
somesthetic area

SEP 体性感覚誘発電位 たいせいかんかくゆうはつでんい
somatosensory evoked
potentials (SEP)

体性感覚誘発反応 たいせいかんかくゆうはつはんのう
somatosensory evoked
response

体性局在機構 たいせいきのうきょくざいきこう somatotopic organization

体性局在，ソマトトピー たいせいきょくざい somatotopy

体性自律神経反射 たいせいじりつしんけいはんしゃ somato-autonomic reflex

体性痛 たいせいつう somatalgia (=somatic pain)

大槽内 たいそうない intracisternal

大槽内注射(注入) たいそうないちゅうしゃ（ちゅうにゅう） intracisternal injection

大槽内投与 だいそうないとうよ cisternal administration

対側[性]の たいそく[せい]の contralateral

代替医療 だいたいいりょう
alternative medicine
(=alternative therapy)

大腿四頭筋 だいたいしとうきん quadriceps

大腿神経伸展[試験] だいたいしんけいしんてん[しけん] femoral nerve stretch [test]

大腿神経痛 だいたいしんけいつう femoral neuralgia

大腿神経ブロック だいたいしんけいぶろっく femoral nerve block

大腿痛 だいたいつう meralgia

耐痛限度 たいつうげんど pain tolerance level

大動脈痛 だいどうみゃくつう aortalgia
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大脳皮質運動野刺激 だいのうひしつうんどうやしげき motor cortex stimulation

ダイノルフィン だいのるふぃん dynorphin

胎便[性]疝痛 たいべん[せい]せんつう meconial colic

NRM 大縫線核 だいほうせんかく
nucleus raphe magnus (NRM)
，raphe magnus

大麻 たいま cannabis

退薬[症状]の，逃避の たいやく[しょうじょう]の withdrawal

退薬症候群 たいやくしょうこうぐん withdrawal syndrome

退薬症状，逃避症状 たいやくしょうじょう withdrawal symptom

大腰筋 だいようきん psoas major

大腰筋筋溝ブロック だいようきんきんこうぶろっく psoas compartment block

マジャンディ孔，第四脳室正中孔 だいよんのうしつせいちゅうこう Magendie's foramen

帯状疱疹性脊髄炎 たうじょうほうしんせいせきずいえん zoster myelitis

ダウンレギュレーション，抑制性調節 だうんれぎゅれーしょん down-regulation

耐え難い たえがたい intractable

耐え難い感覚 たえがたいかんかく intractable sensation

外因感覚，他覚（的）感覚 たかく（てき）かんかく objective sensation

発汗過多，多汗[症] たかん[しょう] hyperhidrosis

タキキニン たききにん tachykinin

タキキニン受容体 たききにんじゅようたい tachykinin receptor
多機能性，多面発現，多面作用，多
層遺伝

たきのうせい pleiotropy

タキフィラキシー，速成耐性 たきふぃらきしー tachyphylaxis

多幸感，気分高揚 たこうかん euphoria

MOB 多手術後背部痛 たしゅじゅつごはいぶつう multiple operated back (MOB)

唾疝痛 だせんつう salivary colic
多機能性，多面発現，多面作用，多
層遺伝

たそういでん pleiotropy

脱顆粒 だつかりゅう degranulation

脱感作 だつかんさ desensitization

脱臼 だっきゅう luxation

転位，脱臼 だっきゅう dislocation

除(脱)神経 だつしんけい denervation

脱髄 だつずい
demyelination
(=demyelinization)

脱分極 だつぶんきょく depolarization

脱抑制 だつよくせい disinhibition

脱力感，衰弱，脱力 だつりょく weakness

脱力感，倦怠感 だつりょくかん lassitude

脱力感，衰弱，脱力 だつりょくかん weakness

運動亢進[症]，多動 たどう hyperkinesis

妥当性 だとうせい validity

他人恐怖症 たにんきょうふしょう xenophobia

多発[性]筋炎 たはつ[せい]きんえん multiple myositis，polymyositis

多発[性]筋痛 たはつ[せい]きんつう polymyalgia

多発[性]神経炎 たはつ[せい]しんけいえん polyneuritis

多発[性]神経炎性精神病
たはつ[せい]しんけいえんせいせい
しんびょう polyneuritic psychosis

多発[性]神経根障害 たはつ[せい]しんけいこんしょうがい polyradiculopathy

多発[性]神経障害 たはつ[せい]しんけいしょうがい polyneuropathy

多発[性]神経痛 たはつ[せい]しんけいつう polyneuralgia

多発血管炎 たはつけっかんえん polyangilitis

多発性硬化症 たはつせいこうかしょう multiple sclerosis

挫傷,  打撲 だぼく contusion

挫傷，打撲傷 だぼくしょう bruise
多機能性，多面発現，多面作用，多
層遺伝

ためんさよう pleiotropy
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MPI 多面的痛み調査票 ためんてきいたみちょうさひょう
Multidimensional Pain
Inventory (MPI)

多面的評価[法] ためんてきひょうか[ほう] multidimensional scaling
多機能性，多面発現，多面作用，多
層遺伝

ためんはつげん pleiotropy

多薬(剤)投与，薬物乱用 たやく(ざい)とうよ polypharmacy

多様式鎮痛(無痛)[法] たようしきちんつう（むつう）[ほう] multimodal analgesia

単一神経記録[法] たんいつしんけいきろく[ほう] single-fiber recording

SPECT
単一光子放出型コンピュータ断層撮
影法

たんいつこうしほうしゅつがたこん
ぴゅーただんそうさつえいほう

single photon emission
computed tomography

胆汁[症]性頭痛 たんじゅう[しょう]せいずつう bilious headache 注：片頭痛と同義

単純疱疹(ヘルペス) たんじゅんほうしん（へるぺす） herpes simplex

単神経障害，モノニューロパチ
(シ)ー

たんしんけいしょうがい mononeuropathy

胆石症 たんせきしょう cholelithiasis

胆石疝痛 たんせきせんつう biliary colic

淡蒼縫線核 たんそうほうせんかく raphe pallidus

断端(切断)神経腫 だんたん（せつだん）しんけいしゅ amputation neuroma

断端神経痛 だんたんしんけいつう stump neuralgia

断端痛 だんたんつう stump pain

ダンディ・ウォーカー症候群（＝中頭
蓋窩症候群）

だんでぃ・うぉーかーしょうこうぐん（＝
ちゅうとうがいかしょうこうぐん）

Dandy-Walker　syndrome
(=middle cranial fossa
syndrome)

ダントロレン だんとろれん dantrolene

胆嚢炎 たんのうえん cholecystitis

痰のからむ状態 たんのからむじょうたい chestiness

PK
プロテインキナーゼ，蛋白質リン酸
化酵素

たんぱくしつりんさんかこうそ protein kinase (PK)

PKA
プロテインキナーゼA，蛋白質リン酸
化酵素A

たんぱくしつりんさんかこうそA protein kinase A (PKA)

PKC
プロテインキナーゼC，蛋白質リン酸
化酵素Ｃ

たんぱくしつりんさんかこうそＣ protein kinase C (PKC)

断片 だんぺん fragment

切断，細分，断片化 だんぺんか fragmentation

ちチ 感覚，知覚 ちかく esthesia

知覚 ちかく perception

知覚拡大 ちかくかくだい perceptual expansion

知覚過敏帯 ちかくかびんたい tender zone

触覚計，知覚計 ちかくけい esthesiometer

感覚神経，知覚神経 ちかくしんけい sensory nerve

認知正常，知覚正常 ちかくせいじょう eugnosia

異所感覚，知覚転位 ちかくてんい allesthesia

CTD 蓄積外傷疾患 ちくせきがいしょうしっかん
cumulative trauma disorder
(CTD)

蓄積作用 ちくせきさよう cumulative action

ちくちく感，棘感覚 ちくちくかん acanthesthesia

恥骨股関節包の ちこつこかんせつほうの pubocapsular

恥骨尾骨の ちこつびこつの pubococcygeal

チック ちっく tic

腟痙 ちつけい vaginismus

膣痛 ちつつう colpodynia，vaginodynia

チネル徴候 ちねるちょうこう Tinel's sign
遅発[性]痛，遅発[性]疼痛，後発
[性]痛，後発[性]疼痛

ちはつ（せい）つう delayed pain

遅発[性]痛，遅発[性]疼痛，後発
[性]痛，後発[性]疼痛

ちはつ（せい）とうつう delayed pain

DOMS 遅発性筋痛 ちはつせいきんつう
delayed onset muscular
soreness　(DOMS)

チャネル，通路 ちゃねる channel
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治癒，回復，癒し ちゆ healing

ADHD 注意欠陥多動性障害
ちゅういけっかんたどうせいしょうが
い

attention-deficit hyperactivity
disorder (ADHD)

注意散漫 ちゅういさんまん attention distraction

MSN 中型有棘細胞 ちゅうがたゆうしさいぼう medium spiny neuron　（MSN）

柱間[の] ちゅうかん[の] intercolumnar

中間外側核 ちゅうかんがいそくかく nucleus intermediolateralis

中間痛、排卵時に反復する腹痛発
作

ちゅうかんつう midcycle pain

中間内側核 ちゅうかんないそくかく nucleus intermediomedialis

注射，注入 ちゅうしゃ injection

注射針刺激[法] ちゅうしゃしんしげき[ほう] dry needling

べベル，斜端，斜面（注射針の切り
口）

ちゅうしゃしんのきりくち bevel

中心回 ちゅうしんかい central gyrus

中心灰白質 ちゅうしんかいはくしつ
central gray matter、
substantia grisea centralis

中心管 ちゅうしんかん central canal

中心溝 ちゅうしんこう central sulcus

中心後回 ちゅうしんこうかい postcentral gyrus

中心膠様質 ちゅうしんこうようしつ substantia gelatinosa centralis

CM 中心正中[内側]核 ちゅうしんせいちゅう[ないそく]かく
centromedian nucleus (CM) ，
nucleus centromedianus

虫垂炎 ちゅうすいえん appendicitis，appenditis

虫垂疝痛 ちゅうすいせんつう appendicular colic

虫垂痛 ちゅうすいつう appendalgia

中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい central nervous system

中枢性感作(感受性亢進) ちゅうすうせいかんさ central sensitization

中枢性感作(感受性亢進) ちゅうすうせいかんじゅせいこうしん central sensitization

中枢性機能障害性[疼]痛
ちゅうすうせいきのうしょうがい[とう]
つう central dysfunctional pain

卒中後中枢痛，中枢性卒中後痛 ちゅうすうせいそっちゅうごつう central poststroke pain

中枢痛 ちゅうすうつう central pain

中足骨痛 ちゅうそくこつつう
interdigital neuralgia ，
metatarsalgia

中頭蓋窩症候群（＝Dandy‐Walker
症候群）

ちゅうとうがいかしょうこうぐん middle cranial fossa syndrome

中毒 ちゅうどく intoxication

嗜癖，常用癖，中毒 ちゅうどく addiction

中毒性神経炎 ちゅうどくせいしんけいえん toxic neuritis

常習して，中毒になって ちゅうどくになって addicted

注射，注入 ちゅうにゅう injection

ロックアウト時間，注入制限間隔 ちゅうにゅうせいげんかんかく lock out interval

中脳周囲刺激，中脳中心灰白質刺
激

ちゅうのうしゅういしげき periaqueductal stimulation

中脳水道 ちゅうのうすいどう
aqueductus cerebri　(=cerebral
aqueduct）

PAG
中脳中心灰白質，中脳水道周囲灰
白質

ちゅうのうすいどうしゅういかいはくし
つ

periaqueductal grey matter
(PAG)

PAG
中脳中心灰白質，中脳水道周囲灰
白質

ちゅうのうちゅうしんかいはくしつ
periaqueductal grey matter
(PAG)

中脳周囲刺激，中脳中心灰白質刺
激

ちゅうのうちゅうしんかいはくしつしげ
き periaqueductal stimulation

中脳辺縁系ドパミン神経系
ちゅうのうへんえんけいどぱみんしん
けいけい mesolimbic dopamine system

中脳網様体 ちゅうのうもうようたい

mesencephalic reticular
formation (=mid-brain reticular
formation）

治癒する ちゆする heal

蝶[形]口蓋孔 ちょう[けい]こうがいこう sphenopalatine foramen
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蝶[形]口蓋神経痛 (スラダー神経痛)
ちょう[けい]こうがいしんけいつう (す
らだーしんけいつう)

sphenopalatine neuralgia
(=Sluder's neuralgia)

蝶[形]口蓋切痕 ちょう[けい]こうがいせっこん sphenopalatine notch

超音波 ちょうおんぱ ultrasound

超音波検査（法） ちょうおんぱけんさほう echography
心エコー検査[法]，超音波心臓検査
[法]

ちょうおんぱしんぞうけんさほう echocardiography

超音波の ちょうおんぱの ultrasonic
聴覚性痛覚脱失（消失），聴覚性無
痛覚

ちょうかくせいつうかくだっしつ（しょう
しつ）

audioanalgesia

聴覚性痛覚脱失（消失），聴覚性無
痛覚

ちょうかくせいむつうかく audioanalgesia

LTP 長期増強 ちょうきぞうきょう long　term potentiation (LTP)

LTD 長期抑圧 ちょうきよくせい long　term depression (LTD)

蝶形骨大翼 ちょうけいこつだいよく greater wing of sphenoid bone

腸骨下腹神経ブロック ちょうこつかふくしんけいぶろっく iliohypogastric nerve block

腸骨骨盤[の] ちょうこつこつばん[の] iliopelvic

腸骨仙骨[の] ちょうこつせんつう[の] iliosacral

IIIB 腸骨鼠経・腸骨下腹神経ブロック
ちょうこつそけい・ちょうこつかふくし
んけいぶろっく

ilioinguinal iliohypogastric
nerve block　(IIIB)

腸骨鼠径神経ブロック ちょうこつそけいしんけいぶろっく ilioinguinal nerve block

最大上刺激 ちょうさいだいしげき supramaximal stimulus

聴神経腫瘍，聴神経鞘腫 ちょうしんけいしゅよう acoustic neuroma

聴神経腫瘍，聴神経鞘腫 ちょうしんけいしょうしゅ acoustic neuroma

AEP 聴性（覚）誘発電位 ちょうせい（かく）ゆうはつでんい
auditory-evoked potential
(AEP)

AER 聴性誘発反応 ちょうせいゆうはつはんのう
auditory-evoked response
(AER)

調節，修飾 ちょうせつ modulation

調節因子，修飾因子 ちょうせついんし modulator

腸痛，腸の痙攣を伴う激しい腹痛 ちょうつう enteralgia，enter[o]dynia

腸痛，腸の痙攣を伴う激しい腹痛
ちょうのけいれんをともなうはげしい
ふくつう enteralgia，enter[o]dynia

貼付剤 ちょうふざい transdermal patch

直腸炎 ちょくちょうえん proctitis

直腸結腸炎 ちょくちょうけっちょうえん proctocolitis

直腸痛 ちょくちょうつう
proctalgia，proctodynia，
rectalgia，rectal pain

治療的ブロック ちりょうてきぶろっく therapeutic block

NNT 治療必要数 ちりょうひつようすう
number needed to treat
（NNT）

注：望ましい治療効果の患者を
一人得るために治療の必要な
人数

治療量，治療薬用量 ちりょうやくようりょう therapeutic dose

治療量，治療薬用量 ちりょうりょう therapeutic dose

チロシンキナーゼ受容体 ちろしんきなーぜじゅようたい tyrosine kinase receptor

鎮静 ちんせい sedation

鎮静作用 ちんせいさよう sedative action

鎮静薬 ちんせいやく sedative drug

鎮痛，痛覚消失（脱失） ちんつう analgesia

鎮静作用 ちんせいさよう sedative action

鎮痛作用 ちんつうさよう analgesic action

鎮痛作用薬 ちんつうさようやく antialgesic　agent

鎮痛持続期間 ちんつうじぞくきかん analgesic duration

鎮痛性の ちんつうせいの antalgic

緩和(鎮痛)性の,  緩和(鎮痛)薬 ちんつうせいの lenitive

鎮痛性の，鎮痛薬 ちんつうせいの analgesic／analgetic

鎮痛補助薬 ちんつうほじょやく adjustment analgesics

緩和(鎮痛)性の,  緩和(鎮痛)薬 ちんつうやく lenitive

鎮痛性の，鎮痛薬 ちんつうやく analgesic／analgetic

鎮痛薬 ちんつうやく
analgesic agent，antialgesic
drug，anodyne
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鎮痛薬、痛み学、疼痛学 ちんつうやく pain medicine

鎮痛，痛み緩和，疼痛緩和
ちんつうやく，いたみかんわ，とうつう
かんわ pain relief

鎮痛薬[性]ネフロパシー，鎮痛薬
[性]腎症

ちんつうやく[せい]じんしょう analgesic nephropathy

鎮痛薬[性]ネフロパシー，鎮痛薬
[性]腎症

ちんつうやく[せい]ねふろぱしー analgesic nephropathy

鎮痛ラダー ちんつうらだー analgesic ladder

つツ 椎間関節，小関節 ついかんかんせつ
facet，facet joint, apophyseal
joint

椎間関節切除術 ついかんかんせつせつじょじゅつ facetectomy

椎間関節痛 ついかんかんせつつう
facet joint pain，
zygapophyseal joint pain

椎間関節ブロック，ファセットブロック ついかんかんせつぶろっく facet block

椎間孔 ついかんこう
intervertebral foramen
(=foramen intervertebrale)

椎間板 ついかんばん disc/disk

椎間板症候群 ついかんばんしょうこうぐん disc syndrome

椎間板性[疼]痛 ついかんばんせいとうつう discogenic pain

椎間板切開[術] ついかんばんせっかい「じゅつ] discotomy

椎間板切除[術] ついかんばんせつじょ[じゅつ] discectomy

椎間板造影[法] ついかんばんぞうえい discography

IDET 椎間板内高周波熱凝固法
ついかんばんないこうしゅうはねつ
ぎょうこほう

intradiscal electothermal
treatment (IDET)

椎間板ヘルニア ついかんばんへるにあ
disc hernia／herniation，
herniated disc

椎間板変性 ついかんばんへんせい disc degeneration

椎間板膨隆[症] ついかんばんぼうりゅう[しょう] protruted disc

椎弓間隙 ついきゅうかんげき interlaminar space

椎弓切除[術] ついきゅうせつじょ[じゅつ] laminectomy

椎孔 ついこう vertebral foramen

椎骨 ついこつ vertebra

椎骨[動脈]神経節，脊椎神経節 ついこつ[どうみゃく]しんけいせつ vertebral ganglion

椎骨圧潰 ついこつあっかい vertebral collapse

椎体形成術 ついたいけいせいじゅつ vertebroplasty

硬節，椎版，スクレロトーム，強膜刀 ついばん sclerotome

対麻痺 ついまひ paraplegia

痛み，痛，疼痛 つう dolor，pain

痛み感覚，痛覚 つうかく
algesia，algesthesia, pain
sensation

痛み閾値，痛覚閾値 つうかくいきち pain threshold

痛覚過敏 つうかくかびん hyperalgesia(=hyperalgia)

感覚過敏，異常痛症，痛覚過敏 つうかくかびん hyperpathia

痛覚過敏の，痛覚増強性の つうかくかびんの hyperalges(t)ic

痛み計，痛覚計，疼痛計 つうかくけい
dolorimeter (=algesi[o]meter,
algometer)

痛覚計，疼痛計，圧痛計 つうかくけい
algesi[o]meter (=algometer，
dolorimeter)

痛覚経路(伝導路) つうかくけいろ（でんどうろ） pain pathway

鎮痛，痛覚消失（脱失） つうかくしょうしつ(だっしつ） analgesia

無感覚部痛，痛覚消失部痛 つうかくしょうしつぶつう analgesia algera／dolorosa

痛覚過敏の，痛覚増強性の つうかくぞうきょうせいの hyperalges(t)ic

痛み測定，痛覚測定 つうかくそくてい
algesi[o]metry (=algometry，
dolorimetry)

痛み測定[法]，痛覚測定[法]，疼痛
測定[法]

つうかくそくてい[ほう]
dolorimetry (=algesi[o]metry,
algometry)

痛覚鈍麻 つうかくどんま hypalgesia，hypoalgesia

痛覚鈍麻の つうかくどんまの hypalges(t)ic

痛覚発生 つうかくはっせい algogenesia　(=algogenesis)
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痛点 つうてん pain spot，punctum dolorosum

痛風 つうふう gout

痛風[性]関節炎 つうふう[せい]かんせつえん gouty arthritis

痛風間期 つうふうかんき interval gout

痛風治療[薬] つうふうちりょう[やく] arthrifuge

チャネル，通路 つうろ channel

鍼刺入点，経穴，ツボ つぼ acupuncture point

ツンク式自己抑うつスケール つんくしきじこよくうつすけーる
Zung Self Rating Depression
Scale

てテ DN4
神経障害性疼痛4 項目質問
票

でぃーえぬ４
The Douleur Neuropathique en
4 questions

LTM 低閾値機械的受容器 ていいきちきかいてきじゅようき
low threshold
mechanoreceptor (LTM)

LT neuron 低閾値ニューロン ていいきちにゅーろん
low threshold neuron  (LT
neuron)

定位視床切断(破壊)術，定位視床
切開術

ていいししょうせっかいじゅつ stereotactic thalamotomy

定位視床切断(破壊)術，定位視床
切開術

ていいししょうせつだん（はかい）じゅ
つ

stereotactic thalamotomy

定位手術 ていいしゅじゅつ stereotactic surgery

ティーチェ症候群 てぃーちぇしょうこうぐん Tietze's syndrome

定位中脳切断(破壊)術
ていいちゅうのうせつだん（はかい）
じゅつ

stereotactic
mesencephalotomy

定位放射線手術 ていいほうしゃせんしゅじゅつ stereotactic radiosurgery

Thiel 固定 てぃーるこてい Thiel fixation

低運動[性]，運動性減弱 ていうんどう[せい] hypokinesis　(=hypomotility)

低エコーの ていえこーの hypoechoic

低緊張の，低張の，低血圧の ていきんちょうの hypotonic

緊張低下，低張，低血圧 ていけつあつ hypotonia

低緊張の，低張の，低血圧の ていけつあつの hypotonic

胃内容うっ滞，停滞 ていたい gastric stasis

緊張低下，低張，低血圧 ていちょう hypotonia

低緊張の，低張の，低血圧の ていちょうの hypotonic

低脳脊髄液圧[性]頭痛
ていのうせきずいえきあつ[せい]ず
つう

low crebrospinal fluid pressure
headache

LLLT 低反応レベルレーザー治療
ていはんのうれべるれーざーしょう
しゃ[ほう]

low reactive　level
 laser therapy (LLLT)

低比重の ていひじゅうの hypobaric

発声反応，啼鳴反応 ていめいはんのう vocalization response

定量的感覚試験 ていりょうてきかんかくしけん quantitative sensory testing

テールフリックテスト，尾逃避行動試
験

てーるふりっくてすと tail-flick test

DNA デオキシリボ核酸 でおきしりぼかくさん deoxyribonucleic acid (DNA)

適応障害，抑うつ反応 てきおうしょうがい adjustment disorder

適応反応 てきおうはんのう adjustment reaction

デキサメタゾン できさめたぞん dexamethasone

適刺激 てきしげき adequate stimulus

デキストロメトルファン できすとろめとるふぁん dextromethorphan

滴定 てきてい titration

デクスメデトミジン でくすめでとみじん dexmedetomidine

手首ブロック てくびぶろっく wrist block

デジェリン・ルーシー症候群 でじぇりんるーしーしょうこうぐん Dejerine-Roussy syndrome

デシプラミン でしぷらみん desipramine

テスト(試験)投与量 てすと（しけん）とうよりょう test dose

テスト(試験)ブロック てすと（しけん）ぶろっく test block

テトラカイン てとらかいん tetracaine

TTX テトロドトキシン てとろどときしん tetrodotoxin (TTX)

TTX-S
テトロドトキシン感受性ナトリウムチャ
ネル

てとろどときしんかんじゅせいなとりう
むちゃねる

tetrodotoxin-sensitive sodium
channel
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TTX-R
テトロドトキシン抵抗性ナトリウムチャ
ネル

てとろどときしんていこうせいなとりう
むちゃねる

tetrodotoxin-resistant sodium
channel

テニス肘，上腕骨外側上顆炎 てにすひじ
tennis elbow，lateral humeral
epicondylitis

デノスマブ でのすまぶ denosumab

DMN デフォルトモード ネットワーク でふぉるともーどねっとわーく default mode network (DMN)

デルタオピオイド受容体 でるたおぴおいどじゅようたい  δ（delta） opioid　receptor

皮膚分節，デルマトーム でるまとーむ dermatome

転位，脱臼 てんい dislocation

転移 てんい metastasis

電位[型][依存性]ナトリウムチャネル
でんい[がた][いぞんせい]なとりうむ
ちゃねる

voltage-dependent sodium
channel（voltage-gated sodium

（Na+)channel）

電位依存性イオンチャネル でんいいぞんせいいおんちゃねる
voltage-gated(voltage-
dependent) ion channel

VOCC 電位作動性カルシウムチャネル でんいさどうせいかるしうむちゃねる
voltage-operated  Ca2+

channel (VOCC)
点滴注入，点眼 てんがん instillation

てんかん[性]の てんかん[せい]の epileptic

転換失調 てんかんしっちょう conversion disorder

ヒステリー，転換性障害，解離性障
害

てんかんせいしょうがいい hysteria

てんかん性片頭痛 てんかんせいへんずつう
dysrhythmic migraine，seizure
headache

転換痛 てんかんつう conversion pain

転換反応 てんかんはんのう conversion reaction

転換ヒステリー てんかんひすてりー
conversion hysteria，
hysterical neurosis

発作，てんかん発作 てんかんほっさ seizure

てんかん様神経痛 てんかんようしんけいつう epileptiform neuralgia

電気凝固[法] でんきぎょうこ[ほう] electrocoagulation

ECT 電気痙攣療法 でんきけいれんりょうほう
electroconvulsive therapy
(ECT)

電気刺激 でんきしげき electrical stimulation

電気生理学 でんきせいりがく electrophysiology

電気鎮痛［法］ でんきちんつう［ほう］ electroanalgesia

電気的交叉回路，電気的クロストー
ク

でんきてきくろすとーく electrical crosstalk

電気的交叉回路，電気的クロストー
ク

でんきてきこうさかいろ electrical crosstalk

電気的鍼治療，鍼(針）通電[療法] でんきてきはりちりょう electroacupuncture

電気的被刺激性 でんきてきひしげきせい electric irritability

電気麻酔[法] でんきますい[ほう] electronarcosis

電気麻酔［法］ でんきますい［ほう］ electroanesthesia

電極 でんきょく electrode

電気療法 でんきりょうほう electrotherapy

殿(臀)筋コンパートメント症候群
でんきんこんぱーとめんとしょこうぐ
ん gluteal compartment syndrome

典型的三叉神経痛 てんけいてきさんさしんけいつう classical trigeminal neuralgia

典型的片頭痛 てんけいてきへんずつう classical migraine

電撃性の，劇症の でんげきせいの fulminant

電撃性片頭痛 でんげきせいへんずつう fulgurating migraine

電撃痛 でんげきつう lightning pain

電撃痛、槍で突き抜かれるような痛
み

でんげきつう lancinating pain

電撃痛 でんげきつう fulgurant pain

電撃痛 でんげきつう shooting pain

電撃様痛 でんげきようつう electric shock-like pain

転座 てんざ translocation
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転写因子 てんしゃいんし transcription factor

天井効果，有効限界 てんじょうこうか，ゆうこうげんかい ceiling effect

点状刺激痛覚過敏 てんじょうしげきつうかくかびん punctate hyperalgesia

伝達 でんたつ transmission

伝達麻酔 でんたつますい conduction anesthesia

点滴注入，点眼 てんてきちゅうにゅう instillation

伝導速度 でんどうそくど conduction velocity

殿(臀)部痛 でんぶつう pygalgia

電流閾値 でんりゅういきち current threshold

電流感知閾値 でんりゅうかんちいきち current perception threshold

電流固定 でんりゅうこてい current clamp

とト トゥーイ[硬膜外]針 とぅーい[こうまくがい]しん Tuohy needle

頭蓋下顎障害 とうがいかがくしょうがい craniomandibular disorder 注：顎関節症

頭蓋下顎の とうがいかがくの craniomandibular

頭蓋顔面切痕 とうがいがんめんせっこん craniofacial notch

頭蓋内 とうがいない intracranial

頭蓋内刺激 とうがいないしげき intracranial stimulation

透過性亢進 【画像上の】 とうかせいこうしん【がぞうじょうの】 hyperlucent

当量の，等量の，同価の，当量 どうかの equivalent

動機付け どうきづけ motivation

動機付け強化療法 どうきづけきょうかりょうほう
motivation enhancement
therapy

凍結肩，五十肩 とうけつかた frozen shoulder

瞳孔 どうこう pupil

統合医療 とうごういりょう integrative medicine

統合失調症 とうごうしっちょうしょう schizophrenia

統合のプロセス とうごうのぷろせす integrity process

コレス（コリーズ）骨折，橈骨下端骨
折

とうこつかたんこっせつ Colles fracture

橈骨神経管症候群 とうこつしんけいかんしょうこうぐん radial tunnel syndrome

橈骨神経絞扼[性]症候群
とうこつしんけいこうやく[せい]しょうこ
うぐん

radial nerve entrapment
syndrome

橈骨神経麻痺 とうこつしんけいまひ radial nerve palsy

インシデントペイン，動作痛 どうさつう incident pain

[X線]透視[検査] とうし[けんさ] fluoroscopy

グルココルチコイド，糖質コルチコイ
ド

とうしつこるちこいど glucocorticoid

投射線維 とうしゃせんい projection fiber

遠隔痛，投射痛，関連痛 とうしゃつう referred pain，synalgia，telalgia

投射痛，放射痛 とうしゃつう projected pain
注：実際の痛みの発生場所とは
異なった場所で感じられる痛み

投射ニューロン とうしゃにゅーろん projection neuron

凍傷，しもやけ とうしょう chilblain，frostbite，pernio

凍傷性紅斑 とうしょうせいこうはん erythema pernio

動水力学説，流体力学理論 どうすいりきがくせつ hydrodynamic theory

椎骨洞神経 どうせきついしんけい sinuvertebral nerve

凍瘡，しもやけ とうそう chilblain，frostbite，pernio

同側[性] どうそく[せい] ipsilateral

橈側靭帯捻挫 とうそくじんたいねんざ radial ligament sprain

橈側の とうそくの radial

IPS 頭頂間溝 とうちょうかんこう intraparietal sulcus　（IPS)

頭頂皮質 とうちょうひしつ parietal cortex

等鎮痛性の とうちんつうせいの equianalgesic

痛み，痛，疼痛 とうつう pain

痛みの，疼痛[性]の とうつう[せい]の dolorific

痛み回避歩行，疼痛回避歩行 とうつうかいひほこう antalgic gait
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ペインクリニック，痛み外来，疼痛外
来

とうつうがいらい pain clinic

痛み学，疼痛学 とうつうがく algology，dolorology

鎮痛薬、痛み学、疼痛学 とうつうがく pain medicine

痛み学説，疼痛学説 とうつうがくせつ pain theory

痛み管理，疼痛管理 とうつうかんり pain management

痛み管理指数，疼痛管理指数 とうつうかんりしすう Pain Management Index

痛み計，痛覚計，疼痛計，圧痛計 とうつうけい
algesi[o]meter, algometer，
dolorimeter

痛み障害，疼痛障害 とうつうしょうがい pain disorder

PDS 疼痛障害スケール とうつうしょうがいすけーる Pain and Distress Scale

痛みスケール，疼痛スケール とうつうすけーる pain scale

痛みスコア，疼痛スコア とうつうすこあ pain score

PDAS
痛み生活障害評価スケール，疼痛
生活障害評価スケール

とうつうせいかつしょうがいひょうかす
けーる

Pain Disability Assessment
Scale (PDAS)

有痛性顔貌，疼痛性顔貌 とうつうせいがんぼう facies dolorosa

有痛性痙攣，疼痛性痙攣 とうつうせいけいれん algospasm

有痛性ジストロフィー，疼痛性ジスト
ロフィー

とうつうせいじすとろふぃー
algesidystrophy
(=algodystrophy)

有痛性失行[症]，疼痛性失行[症] とうつうせいしっこう[しょう] apraxia algera

痛み専門医(家），疼痛専門医(家） とうつうせんもんい（か） pain specialist

痛み測定[法]，痛覚測定[法]，疼痛
測定[法]

とうつうそくてい[ほう]
dolorimetry (=algesi[o]metry,
algometry)

痛み耐性，疼痛耐性 とうつうたいせい pain tolerance

痛み治療，疼痛治療 とうつうちりょう pain therapy

痛み伝達，疼痛伝達 とうつうでんたつ pain transmission

痛み誘発刺激，疼痛誘発刺激 とうつうゆうはつしげき pain evoking stimuli

痛み誘発試験，疼痛誘発試験 とうつうゆうはつしけん pain evoking test

動的アロディニア どうてきあろでぃにあ dynamic allodynia

等毒性の とうどくせいの equitoxic

導入，変換 どうにゅう transduction

誘導，導入 どうにゅう induction

糖尿病 とうにょうびょう diabetes [mellitus]
糖尿病性神経障害，糖尿病[性]
ニューロパシ[チ]ー

とうにょうびょう[せい]にゅーろぱし
(ち)ー

diabetic neuropathy

DPNP
糖尿病[性]末梢神経障害[性]痛，糖
尿病[性]末梢神経障害[性]疼痛

とうにょうびょう[せい]まっしょうしんけ
いしょうがい[せい]つう

diabetic peripheral neuropathic
pain（DPNP）

DPNP
糖尿病[性]末梢神経障害[性]痛，糖
尿病[性]末梢神経障害[性]疼痛

とうにょうびょう[せい]まっしょうしんけ
いしょうがい[せい]とうつう

diabetic peripheral neuropathic
pain（DPNP）

糖尿病性自律神経障害，糖尿病性
自律神経ニューロパシ[チ]ー

とうにょうびょうせいじりつしんけい
しょうがい

diabetic autonomic neuropathy

糖尿病性自律神経障害，糖尿病性
自律神経ニューロパシ[チ]ー

とうにょうびょうせいじりつしんけい
にゅーろぱし(ち)ー

diabetic autonomic neuropathy

糖尿病性神経根障害
とうにょうびょうせいしんけいこんしょ
うがい diabetic radiculopathy

糖尿病性神経障害，糖尿病[性]
ニューロパシ[チ]ー

とうにょうびょうせいしんけいしょうが
い

diabetic neuropathy

ジアテルミー，透熱療法 とうねつりょうほう diathermy

逃避屈曲反射，引っ込め屈曲反射 とうひくっきょくはんしゃ withdrawal flexion reflex

IC 島皮質 とうひしつ insular cortex　(IC)

逃避条件付け とうひじょうけんづけ escape conditioning

退薬症状，逃避症状 とうひしょうじょう withdrawal symptom

退薬[症状]の，逃避の とうひの withdrawal

逃避反射 とうひはんしゃ withdrawal reflex

SUNA
頭部自律神経症状を伴う短時間持
続性片側神経痛様頭痛発作（SUNA
症候群）

とうぶじりつしんけいｈそうじょうをとも
なうたんじかんじぞくせいへんそくし
んけいつうようずつうほっさ

short-lasting unilateral
neuralgiform headache with
autonomic syndrome

動脈炎 どうみゃくえん arteritis

動脈炎性多発[性]筋痛症
どうみゃくえんせいたはつ[せい]きん
つうしょう polymyalgia arteritica
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動脈周囲交感神経切除[術]
どうみゃくしゅういこうかんしんけいせ
つじょ[じゅつ] periarterial sympathectomy

動脈内注射(注入)
どうみゃくないちゅうしゃ（ちゅうにゅ
う） intraarterial injection

当量の，等量の，同価の，当量 とうりょう equivalent

当量の，等量の，同価の，当量 とうりょうの equivalent

トートバンド，緊張帯 とーとばんど taut band

どきんどきんする痛み どきんどきんするいたみ beating pain

特異説 とくいせつ specific theory

特異的侵害受容ニューロン
とくいてきしんがいじゅようにゅ－ろ
ん nociceptive specific neuron

毒性，毒力 どくせい toxicity

特性不安 とくせいふあん trait anxiety

特発性[の] とくはつせい[の] idiopathic

特発性顔面神経麻痺 とくはつせいがんめんしんけいまひ idiopathic facial paralysis

特発性三叉神経痛 とくはつせいさんさしんけいつう idiopathic trigeminal neuralgia

特発性神経痛 とくはつせいしんけいつう idiopathic neuralgia

特発性舌咽神経痛 とくはつせいぜついんしんけいつう
idiopathic glossopharyngeal
neuralgia

特発性舌痛[症] とくはつせいぜっつう[しょう] idiopathic glossalgia

特発性穿刺様頭痛(ジャブ・ジョルト
症候群)

とくはつせいせんしようずつう
idiopathic stabbing headache
(=Jabs and jolts syndrome)

SIH
特発性低髄圧症候群，自発性頭蓋
内圧低下症

とくはつせいていずいあつしょうこう
ぐん

spontaneous intracranial
hypotension　(SIH)

特発性肋間神経痛 とくはつせいろっかんしんけいつう idiopathic intercostal neuralgia

毒性，毒力 どくりょく toxicity

ド・ケルバン病 どけるばんびょう de Quervain disease

マニピューレーション，徒手整復 としゅせいふく manipulation

突出痛，突破痛 とっしゅつつう breakthrough pain

突然変異 とつぜんへんい mutation

フレア，突発，発赤 とっぱつ flare

突出痛，突破痛 とっぱつう breakthrough pain

突発性直腸痛 とっぱつせいちょくちょうつう proctalgia fugax

ドップラー超音波画像法 どっぷらーちょうおんぱがぞうほう Doppler ultrasonography

DA ドパミン どぱみん dopamine （DA）

ドパミン受容体拮抗薬 どぱみんじゅようたいきっこうやく dopamine  antagonist

とび上がり兆候 とびあがりちょうこう jump sign

トピラマート とぴらまーと topiramate

トラウトマン三角腔 とらうとまんさんかくくう Trautmann's triangular space

トラウベ腔[隙] とらうべくう[げき] Traube's space

トラマドール とらまどーる tramadol
遺伝子導入（トランスジェニック）ノッ
クアウトマウス

とらんすじぇにっくのっくあうとまうす transgenic knockout mouse

トランスポータ とらんすぽーた transporter
トランスレーショナルリサーチ，橋渡
し研究

とらんすれーしょなるりさーち translational research

トリアムシノロン とりあむしのろん triamcinolone

トリガーポイント とりがーぽいんと trigger point

ドル どる dol 注：痛覚強度の単位

トレンデレンブルグ徴候 とれんでれんぶるぐちょうこう Trendelenburg sign

トロサ・ハント症候群 とろさ・はんとしょうこうぐん Tolosa-Hunt syndrome

トロッター症候群 とろったーしょうこうぐん Trotter 's syndrome

ドロペリドール どろぺりどーる droperidol

TrkA-R
トロポミオシン受容体キナーゼA受容
体

とろぽみおしんじゅようたいきなーぜ
Ａじゅようたい

tropomyosin receptor kinase A
receptor　(TrkA-R)

トロンボキサン とろんぼきさん thromboxane　(TX)
TXA2 トロンボキサンA2 とろんぼきさんA2 thromboxane A2 (TXA2)

食（喰）細胞 しょくさいぼう phagocyte

鈍痛 どんつう dull pain
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ドンペリドン どんぺりどん domperidone

なナ 内因感覚，主観的感覚 ないいんかんかく subjective sensation

内因性オピオイドペプチド ないいんせいおぴおいどぺぷちど endogenous opioid peptide

内因性カンナビノイド ないいんせいかんなびのいど endocannabinoid

内因性鎮痛系 ないいんせいちんつうけい endogenous analgesic　system

内因性の ないいんせいの endogenous

内在化 ないざいか internalization

ETS
内視鏡下胸部交感神経切除(切断)
術

ないしきょうかきょうぶこうかんしんけ
いせつじょ（せつだん）じゅつ

endoscopic thoracic
sympathectomy (ETS)
(=thoracoscopic
sympathectomy)

内臓[感]覚 ないぞう[かん]かく
visceral sensation（=visceral
sense）

内臓[性]幻痛 ないぞう[せい]げんつう phantom visceral pain

内臓[性]幻痛 ないぞう[せい]げんつう visceral phantom pain

内臓過敏痛，内臓痛覚過敏 ないぞうかびんつう visceral hyperalgesia

内臓感覚過敏 ないぞうかんかくかびん visceral hypersensitivity

内臓虚血 ないぞうきょけつ visceral ischemia

内臓サイレントＣ線維 ないぞうさいれんとＣせんい visceral silent C fiber

内臓侵害反応 ないぞうしんがいはんのう visceral nociceptive response

内臓神経節ブロック ないぞうしんけいせつぶろっく splanchnic ganglion block

内臓神経痛 ないぞうしんけいつう visceral neuralgia

内臓神経ブロック ないぞうしんけいぶろっく splanchnic nerve block

内臓性関連痛 ないぞうせいかんれんつう visceral referred pain

内臓体性反射 ないぞうたいせいはんしゃ viscerosomatic reflex

内臓痛 ないぞうつう visceral pain

内臓痛閾値 ないぞうつういきち visceral pain threshold

内臓過敏痛，内臓痛覚過敏 ないぞうつうかくかびん visceral hyperalgesia

内臓ポリモーダル受容器 ないぞうぽりもーだるじゅようき visceral polymodal receptor

[視床]内側下核 ないそくかかく nucleus submedius

内側弓痛 ないそくきゅうつう medial arch pain

内側神経束  【腕神経叢の】
ないそくしんけいそく 【わんしんけい
そうの】

fasciculus medialis plexus
brachialis

mPFC 内側前頭前野 ないそくぜんとうぜんや
medial prefrontal cortex
（mPFC）

内側毛帯 ないそくもうたい medial lemniscus

ACB 内転筋管ブロック ないてんきんかんぶろっく adductor canal block　(ACB)

内分泌系 ないぶんぴつけい endocrine system

自閉，内閉 ないへい autosynnoia

いやになるような，みじめな，情けな
い

なさけない miserable

NK cell ナチュラルキラー細胞，NK細胞 なちゅらるきらーさいぼう natural killer cell (NK cell)

ナトリウム[イオン]チャネル なとりうむ[いおん]ちゃねる
Na+ channel，sodium [ion]
channel

ナトリウムポンプ なとりうむぽんぷ Na+ pump，sodium pump
ナプロキセン なぷろきせん naproxen

鉛関節痛 なまりかんせつつう arthralgia saturnina

舐め反応，リッキング なめはんのう licking

NBM
物語に基づく医療，ナラティブベイス
ド・メディシン

ならてぃぶべいすどめでぃしん
narrative-based medicine
(NBM)

ナラトリプタン ならとりぷたん naratriptan

ナルコーシス なるこーしす narcosis

ナルコレプシー，睡眠発作 なるこれぷしー narcolepsy

ナルトレキソン なるとれきそん naltrexone

ナルブフィン なるぶふぃん nalbuphine

習慣[性]，慣れ なれ habituation

ナロキソン なろきそん naloxone
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ナロキソン誘発退薬症状
なろきそんゆうはつたいやくしょうじょ
う

naloxone-precipitated
withdrawal

軟骨 なんこつ cartilage

軟骨痛 なんこつつう chondralgia　(=chondrodynia)

軟骨軟化[症] なんこつなんか[しょう] chondromalacia

難治痛，難治性疼痛 なんちせいとうつう
intractable pain，refractory
pain

難治痛，難治性疼痛 なんちつう
intractable pain，refractory
pain

軟膜（脳・脊髄） なんまく(のう・せきづい） pia mater

軟膜髄膜転移 なんまくずいまくてんい leptomeningeal metastasis

にニ ニコチン作動薬 にこちんさどうやく nicotinic  agonist

ニコチン嗜癖 にこちんしへき nicotine addiction

ニコチン受容体拮抗薬 にこちんじゅようたいきっこうやく nicotinic  antagonist

SII 二次[体性]感覚野 にじ[たいせい]かんかくや

secondary sensory area
（=secondary somatosensory
area/cortex，SII)

二次感覚皮質 にじかんかくひしつ secondary sensory cortex

二次性痛覚過敏 にじせいつうかくかびん secondary hyperalgesia

二次性痛風 にじせいつうふう secondary gout

二次痛 にじつう second pain

二重痛 にじゅうつう dual pain

二重標識法 にじゅうひょうしきほう double labelling method

二重盲検試験 にじゅうもうけんしけん double　blind trial

ADL
日常生活動作，日常生活能，日常
生活活動性

にちじょうせいかつかつどうせい activities of daily living (ADL)

ADL
日常生活動作，日常生活能，日常
生活活動性

にちじょうせいかつどうさ activities of daily living (ADL)

ADL
日常生活動作，日常生活能，日常
生活活動性

にちじょうせいかつのう activities of daily living (ADL)

二点弁別閾 にてんべんべついき two-point threshold

二分脊椎 にぶんせきつい spina bifida

CAS 日本語版 便秘評価尺度
にほんごばん　べんぴひょうかしゃく
ど

The Japanese Version of the
Constipation Assessment

JSPC 日本ペインクリニック学会 にほんぺいんくりにっくがっかい
The Japan Society of Pain
Clinicians　（JSPC)

乳児疝痛 にゅうじせんつう infantile colic

乳突炎 にゅうとつえん mastoiditis

乳突孔 にゅうとつこう mastoid foramen

乳房切除（術） にゅうぼうせつじょ（じゅつ） mastectomy

乳房切除後痛症候群 にゅうぼうせつじょごつうしょうこうぐん
postmastectomy pain
syndrome

乳房痛 にゅうぼうつう
mammalgia (=mastalgia，
mastodynia，mazodynia)

乳様突起後法 にゅうようとっきごほう retromastoid procedure

温泉学，入浴療法 にゅうよくりょうほう balneutics
ニューラプラク[キ]シー，非器質[性]
神経麻痺

にゅーらぷらく[き]しー neurapraxia

ニューロキニン にゅーろきにん neurokinin

NK1
receptor

ニューロキニン1受容体 にゅーろきにん１じゅようたい
neurokinin-1　receptor
(NK1 receptor)

ニューロティシズム にゅーろてぃしずむ neuroticism

ニューロテンシン にゅーろてんしん neurotensin

ニューロトロフィン，神経栄養因子 にゅーろとろふぃん
neurotrophin　(=neurotrophic
factor)

神経障害，ニューロパシ(チ)ー にゅーろぱし(ち)ー neuropathy
神経障害痛，神経障害性疼痛，
ニューロパシ(チ)ックペイン

にゅーろぱし(ち)っくぺいん neuropathic pain

ニューロフィラメント にゅーろふぃらめんと neurofilament

NPY ニューロペプチドY にゅーろぺぷちどＹ neuropeptide Y (NPY)

ニューロモジュリン にゅーろもじゅりん neuromodulin
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ニューロレプト麻酔[法]，神経遮断麻
酔[法]

にゅーろれぷとますい[ほう] neuroleptanesthesia

ニューロレプト無痛[法]，神経遮断鎮
痛[法]

にゅーろれぷとむつう[ほう] neuroleptanalgesia

神経細胞，ニューロン にゅーろん neuron

ニューロン発射 にゅーろんはっしゃ neuronal discharge

尿管疝痛 にょうかんせんつう ureteral colic

尿管痛 にょうかんつう ureteralgia

尿閉，尿停滞 にょうていたい urinary retention

尿道症候群 にょうどうしょうこうぐん urethral syndrome

尿道痛 にょうどうつう urethralgia　(=urethrodynia)

尿毒症 にょうどくしょう uremia
尿毒性神経障害，尿毒性ニューロパ
シ(チ)ー

にょうどくせいしんけいしょうがい uremic neuropathy

尿毒性神経障害，尿毒性ニューロパ
シ(チ)ー

にょうどくせいにゅーろぱし(ち)ー uremic neuropathy

尿閉，尿停滞 にょうへい urinary retention

尿路結石 にょうろけっせき urolithiasis

認識，認知 にんしき cognition

認識，認知 にんち cognition

CBT 認知行動療法 にんちこうどうりょうほう
cognitive behavioral therapy
(CBT)

認知時間 にんちじかん recognition time

認知障害 にんちしょうがい cognitive impairment

認知正常，知覚正常 にんちせいじょう eugnosia

認知的痛み制御 にんちてきいたみせいぎょ cognitive pain control

忍容性 にんようせい tolerability

ねネ 熱易刺激性 ねついしげきせい thermal irritability

熱感覚過敏 ねつかんかくかびん hyperthermoesthesia

熱感覚過敏[症] ねつかんかくかびん[しょう] hyperthermalgesia

熱凝固法 ねつぎょうこほう thermocoagulation

熱傷 ねっしょう burn

熱傷治療[性]の，熱傷治療 ねっしょうちりょう antipyrotic

熱傷治療[性]の，熱傷治療 ねっしょうちりょう[せい]の antipyrotic

熱侵害受容器 ねつしんがいじゅようき
heat nociceptor，thermal
nociceptor

熱性の，熱のある ねつせいの febrile，feverish，pyretic

熱性の，熱のある ねつのある febrile，feverish，pyretic

眠気，嗜眠状態 ねむけ，しみんじょうたい drowsiness

年金神経症 ねんきんしんけいしょう pension neurosis

捻挫 ねんざ sprain，stremma

捻除，剥離，引き抜き ねんじょ avulsion

癒着，粘着，付着，接着 ねんちゃく adhesion

捻転 ねんてん volvulus

のノ 脳 のう brain

包，嚢 のう bursa

脳[神経]外科[学] のう[しんけい]げか[がく] neurosurgery

脳[神経]外科医 のう[しんけい]げかい neurosurgeon

脳炎 のうえん encephalitis

[脳]回 のうかい gyrus

脳幹 のうかん brain　stem

脳幹網様体 のうかんもうようたい
reticular formation of the brain
stem

脳幹網様体核 のうかんもうようたいかく
nucleus reticular nuclei of the
brain stem

脳弓 のうきゅう fornix

脳血管攣縮 のうけっかんれんしゅく cerebral angiospasm

脳磁[気]図 のうじ[き]ず magnetoencephalogram
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脳磁[気]図記録[法] のうじ[き]ずきろく[ほう] magnetoencephalography

i.c.v. 脳室内 のうしつない intra(cerebro)ventricular (i.c.v.)

脳卒中，脳出血 のうしゅっけつ cerebral apoplexy

脳静脈血栓症 のうじょうみゃくけっせんしょう cerebral vein thrombosis

脳神経 のうしんけい cranial nerve

脳神経痛 のうしんけいつう cranial neuralgia

DBS 脳深部刺激 のうしんぶしげき deep brain stimulation　(DBS)

CSF 脳脊髄液，髄液 のうせきずいえき cerebrospinal fluid (CSF)

脳脊髄液圧 のうせきずいえきあつ cerebrospinal fluid pressure

脳脊髄液圧亢進頭痛 のうせきずいえきあつこうしんずつう
raised cerebrospinal fluid
pressure headache

［脳］卒中 のうそっちゅう stroke

脳卒中，脳出血 のうそっちゅう cerebral apoplexy

脳卒中後痛 のうそっちゅうごつう poststroke pain

脳底型片頭痛 のうていがたへんずつう basilar type migraine

EEG 脳波[図]，脳電図 のうでんず electroencephalogram (EEG)

能動輸送 のうどうゆそう active transport

濃度勾配 のうどこうばい concentration gradient

EEG 脳波[図]，脳電図 のうは［ず］ electroencephalogram (EEG)

脳波計 のうはけい electroencephalograph

脳波検査[法] のうはけんさ[ほう] electroencephalography

BDNF 脳由来神経栄養因子 のうゆらいしんけいえいよういんし
brain-derived neourotrophic
factor (BDNF)

膿瘍 のうよう abscess

能率，効率 のうりつ，こうりつ efficiency

能力障害 のうりょくしょうがい disability

ノシセプチン のしせぷちん nociceptin

ノシプラスチック ペイン のしぷらすちっくぺいん nociplastic pain
注：IASPの定義：Pain that
arises from altered nociceptive
function

ノセボ のせぼ nocebo

ノックアウトマウス のっくあうとまうす knockout mouse

ノルアドレナリン　（ノルエピネフリン） のるあどれなりん
noradrenalin
(=norepinephrine)

ノルアドレナリン作動系 のるあどれなりんさどうけい noradrenergic system

NaSSA
ノルアドレナリン作動性特異的セロト
ニン作動性抗うつ薬

のるあどれなりんさどうやくとくいてき
せろとにんさどうせいこううつやく

noradrenergic and specific
serotonergic antidepressant
(NaSSA)

ノルエピネフリン　（ノルアドレナリン） のるえぴねふりん norepinephrine (=noradrenalin)

ノルトリプチリン のるとりぷちりん nortriptyline

はハ TAO
バージャー病（閉塞性血栓[性]血管
炎）

ばーじゃーびょう

Buerger's disease
(=thromboangitis obliterans
(TAO)

薬草，ハーブ，漢方薬 はーぶ herb

背[部]痛 はい[ぶ]つう backache

リガンド，配位子 はいいし ligand

バイオフィードバック ばいおふぃーどばっく biofeedback

生検，バイオプシー ばいおぷしー biopsy

DLF 背外側索 はいがいそくさく
dorsolateral
fasciculus/funiculus (DLF)

DLPFC 背外側前頭前皮質 はいがいそくぜんとうぜんひしつ
dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC)

背外側束（路)（リッサウアー路）
はいがいそくそく（ろ）（りっさうあー
ろ）

fasciculus dorsolateralis
(=dorsolateral　tract，
Lissauer's tract）

LDT 背外側被蓋核 はいがいそくひがいや
laterodorsal tegmental nucleus
（LDT）

背核 はいかく nucleus dorsalis

背景痛 はいけいつう background pain

肺梗塞 はいこうそく pulmonary infarction
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後枝，背枝 はいし ramus dorsalis

排泄，放出 はいせつ elimination

後交連核，背側交連核 はいそくこうれんかく dorsal commissural nucleus

背側網様亜核 はいそくもうようあかく subnucleus reticularis dorsalis

[視床]背内側核 はいないそくかく
dorsomedial [hypothalamic]
nuclei

背内側核 はいないそくかく medial dorsal nucleus

MDvc 背内側核腹尾側部 はいないそくかくふくびそくぶ
medial dorsal nucleus　ventral
caudal part　（MDvc）

排尿障害 はいにょうしょうがい dysuria　(＝dysury)

排尿痛 はいにょうつう
scalding，urodynia，voiding
pain

背部下方の はいぶかほうの subdorsal

背部痛 はいぶつう
back pain，dorsalgia，
dorsodynia

ハイブリダイゼーション，交配 はいぶりだいぜーしょん hybridization

廃用 はいよう disuse

廃用性萎縮 はいようせいいしゅく disuse atrophy
中間痛、排卵時に反復する腹痛発
作

はいらんじにはんぷくするふくつう
ほっさ midcycle pain

排卵痛 はいらんつう ovulatory pain(ovulation pain)

悪心，嘔気，吐き気 はきけ nausea

破局化 はきょくか catastrophizing

PCS 破局的思考スケール はきょくてきしこうすけーる
Pain Catastrophizing Scale
（PCS）

白交通枝 はくこうつうし white rami communicantes

白質 はくしつ white matter，substantia alba)

薄束核 はくそくかく nucleus gracilis

剥脱，落屑 はくだつ，らくせつ exfoliation

拍動痛 はくどうつう pulsatile pain

擦過傷，剥離 はくり abrasion

捻除，剥離，引き抜き はくり avulsion

剥離 はくり abruptio (=abruption)

パクリタキセル ぱくりたきせる paclitaxel

バクロフェン ばくろふぇん baclofen

跛行 はこう claudication

はさみ脚歩行 はさみあしほこう scissor gait

裂傷，破傷 はしょう lacerations

強縮，破傷風 はしょうふう tetanus
トランスレーショナルリサーチ，橋渡
し研究

はしわたしけんきゅう translational research

パターン説 ぱたーんせつ pattern theory

流産，失敗したもの，発育停止（不
全）

はついくていし（ふぜん） abortion

[神経の]発射，発火 はっか firing

放電，発火 はっか discharge

発芽 はつが sprouting

麦角アルカロイド ばっかくあるかろいど ergot alkaloid

麦角中毒 ばっかくちゅうどく ergot intoxication

麦角誘導体 ばっかくゆうどうたい ergot derivative

抜管 ばっかん extubation

発汗[症] はっかん[しょう］ hidrosis

発汗過多，多汗[症] はっかんかた hyperhidrosis

発汗減少[症] はっかんげんしょう[しょう] hypohidrosis

PAC-QOL ぱっくきゅーおーえる
The Patient Assessment of
Constipation Quality of Life

注：便秘の評価法  患者報告に
基づいてQOL 評価を行う

抜歯後痛 ばっしごつう postdental extraction pain

[神経の]発射，発火 はっしゃ firing
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発射頻度 はっしゃひんど discharge frequency

発疹，皮疹 はっしん
eruption，exanthema,
exanthesis，rash

抜髄 ばつずい pulpectomy

発声困難 はっせいこんなん dysphonia

発声時痛，オディノフォニア はっせいじつう odynophonia

起動電位，発生電位 はっせいでんい generator potential

発声反応，啼鳴反応 はっせいはんのう vocalization response

パッチクランプ法 ぱっちくらんぷほう patch-clamp technique

発痛帯 はっつうたい dolorogenic zone

痛み誘発物質，発痛物質 はっつうぶっしつ algesic substance

発痛物質 はっつうぶっしつ
algogenic substance，pain
producing substance

発熱 はつねつ calor

発熱 はつねつ pyrexia

パトリックテスト ぱとりっくてすと Patric test

パニック障害 ぱにっくしょうがい panic disorder

バニロイド受容体 ばにろいどじゅようたい vanilloid  receptor

馬尾症候群 ばびしょうこうぐん cauda equina syndrome

パブロフ型条件付け ぱぶろふがたじょうけんづけ Pavlonian conditioning

パミドロン酸二ナトリウム ぱみどろんさんになとりうむ pamidronate  disodium

速痛(速い痛み)，一次痛 はやいいたみ fast pain

刺痛，刺すような痛み はやいさすようないたみ stabbing pain (=stinging pain)

パラセタモール（アセトアミノフェン） ぱらせたもーる
paracetamol
(=acetaminophen)

バランス鎮痛 ばらんすちんつう balanced analgesia

バランス麻酔 ばらんすますい balanced anesthesia

鍼，鍼治療，刺鍼術 はり acupuncture

針刺し損傷 はりさしそんしょう needle stick injury

針刺しテスト，ピンプリックテスト はりさしてすと pin prick test

鍼刺入点，経穴，ツボ はりしにゅうてん acupuncture point

鍼，鍼治療，刺鍼術 はりちりょう acupuncture

鍼(針)鎮痛 はりちんつう acupuncture analgesia

電気的鍼治療，鍼(針）通電[療法] はりつうでん[りょうほう] electroacupuncture

鍼麻酔 はりますい acupuncture anesthesia

BKP バルーン椎体形成術 ばるーんついたいけいせいじゅつ balloon kyphoplasty

PRF パルス高周波法 ぱるすこうしゅうはほう pulsed radiofrequency
パルスラジオ波ジアテルミー，パルス
無線波透熱療法

ぱるすむせんはとうねつりょうほう pulsed radio wave diathermy

パルスラジオ波ジアテルミー，パルス
無線波透熱療法

ぱるすらじおはじあてるみー pulsed radio wave diathermy

バルデコキシブ ばるでこきしぶ valdecoxib

バルビタール ばるびたーる barbital

バルビツレート ばるびつれーと barbiturate

パルブアルブミン ぱるぶあるぶみん parvalbumin

バルプロ酸 ばるぷろさん valproic acid

バルボタージ ばるぼたーじ barbotage
注：脊髄くも膜下麻酔の薬液注
入の１方法

バレー・リュー症候群 ばれーりゅーしょうこうぐん Barré-Liéou syndrome
異常感覚【不快を伴わない】，パレス
テジア

ぱれすてじあ paresthesia

パロキセチン ぱろきせちん paroxetine

ハロペリドール はろぺりどーる haloperidol

GAS 汎（全身性）適応症候群
はん（ぜんしんせい）てきおうしょうこ
うぐん

general adaptation syndrome
(GAS)

板，層 ばん，そう lamina(pl.laminae)

反回神経 はんかいしんけい recurrent nerve

パンコースト症候群 ぱんこーすとしょうこうぐん Pancoast syndrome
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反射 はんしゃ reflex

反射[性]感覚 はんしゃ[せい]かんかく reflex sensation

反射低下，反射減退 はんしゃげんたい hyporeflexia

反射亢進 はんしゃこうしん hyperreflexia

RSD 反射性交感神経[性]ジストロフィー
はんしゃせいこうかんしんけい[せい]
じすとろふぃー

reflex sympathetic dystrophy
(RSD)

反射性頭痛 はんしゃせいずつう reflex headache

反射性脊髄性ミオクローヌス
はんしゃせいせきずいせいみおく
ろーぬす reflex spinal myoclonus

片側ブロック，半遮断 はんしゃだん hemiblock

反射低下，反射減退 はんしゃていか hyporeflexia

反対刺激薬，反対刺激の はんたいしげきの counterirritant

反対刺激法 はんたいしげきほう counterstimulation technique

反対刺激薬，反対刺激の はんたいしげきやく counterirritant

反対側運動症 はんたいそくうんどうしょう allokinesis

反跳圧痛 はんちょうあっつう rebound tenderness

ハント症候群 はんとしょうこうぐん
Hunt's syndrome (= Ramsay-
Hunt syndrome)

反応時間 はんのうじかん reaction time

反応時間遅延 はんのうじかんちえん reaction time latency

反応性うつ病 はんのうせいうつびょう reactive depression

反応性関節炎 はんのうせいかんせつえん reactive arthritis

反復再発性群発頭痛
はんぷくさいはつせいぐんぱつずつ
う episodic　cluster headache

反復性緊張外傷 はんぷくせいきんちょうがいしょう repetitive strain injury

反復経頭蓋磁気刺激[法] はんぷくせいとうがいじきしげき[ほう]
repetitive transcranial
magnetic stimulation

反復性発作性片側頭痛
はんぷくせいほっさせいへんそくず
つう

episodic paroxysmal
hemicrania

反復痛 はんぷくつう recurrent pain

判別（識別）[性]の はんべつ（しきべつ）[せい]の epicritic

判別[性]感覚 はんべつ[せい]かんかく epicritic sensation

ひヒ 悲哀 ひあい sadness

悲哀感 ひあいかん anhedonia

ヒアルロン酸 ひあるろんさん hyaluronic acid (=hyaluronate)

ビール（ビアー）ブロック びーる（びあー）ぶろっく Bier block

非オピオイド鎮痛薬 ひおぴおいどちんつうやく nonopioid analgesics

皮下カニュレーション ひかかにゅれーしょん subcutaneous cannulation

被殻 ひかく putamen

皮下注射(注入) ひかちゅうしゃ（ちゅうにゅう） subcutaneous injection

皮下注入法 ひかちゅうにゅうほう hypodermoclysis

s.c. 皮下の ひかの subcutaneous (s.c.)

非環系抗うつ薬 ひかんけいこううつやく noncyclic antidepressant

非感受性[の]，無感覚な ひかんじゅせい[の] insensitive
ニューラプラク[キ]シー，非器質[性]
神経麻痺

ひきしつ[せい]しんけいまひ neurapraxia

捻除，剥離，引き抜き ひきぬき avulsion

非競合薬 ひきょうごうやく noncompetitive agent

非虚血[性]心臓痛 ひきょけつ[せい]しんぞうつう nonischemic cardiac pain

鼻腔内鎮痛 びくうないちんつう intranasal analgesia

非経口的薬物投与 ひけいこうてきやくぶつとうよ parenteral drugs delivery

肥大，肥厚 ひこう hypertrophy

ピコスルファート ぴこするふぁーと picosulfate

尾骨 びこつ coccyx

腓骨神経 ひこつしんけい peroneal nerve

尾骨痛 びこつつう
coccydynia，coccy[g]algia，
coccy[g]odynia

膝関節痛 ひざかんせつつう knee pain
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被刺激性，過敏性 ひしげきせい irritability

皮質遠心性の ひしつえんしんせいの cortici(o)fugal

CSD 皮質拡延性抑制 ひしつかくえんせいよくせい cortical spreading depression

非シナプス性伝達 ひしなぷすせいでんたつ non-synaptic transmission

肘ブロック ひじぶろっく elbow block

VAS
視覚アナログスケール，ビジュアル
アナログスケール

びじゅあるあなろぐすけーる visual analogue scale (VAS)

比重 ひじゅう specific gravity

MAP 微小管関連蛋白質 びしょうかんかんれんたんぱくしつ
microtubule-associated
protein (MAP)

MVD 微小血管減圧[術] びしょうけっかんげんあつ[じゅつ]
microvascular decompression
（MVD）

微小神経電図[法] びしょうしんけいでんず[ほう] microneurography

非小胞性分泌 ひしょうほうせいぶんぴつ non-vesicular release

発疹，皮疹 ひしん
eruption ，exanthema，
exanthesis，rash? rush?

非侵害性[の] ひしんがいせい[の] innocuous

ヒスタミン ひすたみん histamine

ヒスタミン性頭痛 ひすたみんせいずつう
histaminic cephalalgia ，
histaminic headache

ヒステリー，転換性障害，解離性障
害

ひすてりー hysteria

ヒステリー性頭痛，クラーブス ひすてりーせいずつう clavus hystericus

ヒステリー性精神病 ひすてりーせいせいしんびょう hysterical psychosis

ヒステリー痛，ヒステリー[性]疼痛 ひすてりー[せい]とうつう hysterical pain

ヒステリー性麻痺 ひすてりーせいまひ hysterical paralysis

ヒステリー痛，ヒステリー[性]疼痛 ひすてりーつう hysterical pain

ヒステリーの ひすてりーの hysterical

ヒステリー発作 ひすてりーほっさ hysterics

NSAIDs 非ステロイド性抗炎症薬 ひすてろいどせいこうえんしょうやく
nonsteroidal antiinflammatory
drugs  (NSAIDs)

ビスホスホネート びすほすほねーと bisphosphonate

脾臓痛 ひぞうつう
splenalgia（= splenic pain，
splenodynia)

ヒ素神経炎 ひそしんけいえん arsenic neuropathy

ピゾチフェン ぴぞちふぇん pizotifen

肥大，肥厚 ひだい hypertrophy

悲嘆 ひたん grief

悲嘆，哀悼 ひたん mourning

グリーフケア，悲嘆ケア ひたんけあ grief care

鼻痛 びつう rhinalgia (=rhinodynia)
引っ掻き（ひっかき）行動，掻き動作
動作，スクラッチング

ひっかきこうどう scratching

逃避屈曲反射，引っ込め屈曲反射 ひっこめくっきょくはんしゃ withdrawal flexion reflex

非定型 ひていけい atypical

非定型顔面痛 ひていけいがんめんつう atypical facial pain

非定型顔面部神経痛 ひていけいがんめんぶしんけいつう atypical facial neuralgia

非定型三叉神経痛 ひていけいさんさしんけいつう atypical trigeminal neuralgia

非定型歯痛 ひていけいしつう atypical odontalgia

非定型神経痛 ひていけいしんけいつう atypical neuralgia

テールフリックテスト，尾逃避行動試
験

びとうひこうどうしけん tail-flick test

非特異的関節痛 ひとくいてきかんせつつう nonspecific arthralgia

HLA ヒト白血球抗原 ひとはっけっきゅうこうげん
human leukocyte antigen
(HLA)

HIV ヒト免疫不全ウイルス ひとめんえきふぜんういるす
human immunodeficiency virus
(HIV)

ヒドロキシジン ひどろきしじん hydroxyzine

ヒドロコドン ひどろこどん hydrocodone
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ヒドロコルチゾン ひどろこるちぞん hydrocortisone

ヒドロモルフォン ひどろもるふぉん hydromorphone

皮膚炎 ひふえん dermatitis

腓腹神経 ひふくしんけい sural nerve

皮膚血管炎 ひふけっかんえん cutaneous vasculitis

皮膚紅痛症 ひふこうつうしょう erythralgia

皮膚痛 ひふつう dermatalgia　(=dermatodynia)

皮膚分節，デルマトーム ひふぶんせつ dermatome

ヒポクラテスの宣詞（誓い） ひぽくらてすのせんし（ちかい） Hippocratic oath

心気症，ヒポコンドリア ひぽこんどりあ
hypochondria
(=hypochondriasis)

被膜炎 ひまくえん capsulitis

非麻薬性鎮痛薬 ひまやくせいちんつうやく nonnarcotic analgesics

肥満細胞 ひまんさいぼう mast cell

鼻毛様体神経 びもうようたいしんけい nasociliary nerve

ピモジド ぴもじど pimozide

非薬物的治療 ひやくぶつてきちりょう nonpharmacologic therapy

病因[論] びょういん「ろん] etiology

評価スケール ひょうかすけーる rating scale

評価中心型コーピング（対処）
ひょうかちゅうしんがたこーぴんぐ(た
いしょ) appraisal-focused coping

表現型，フェノタイプ ひょうげんがた phenotype

表在痛 ひょうざいつう superficial pain

標識化 ひょうしきか labeling

表情 ひょうじょう expression

表面的妥当性，表情上妥当性 ひょうじょうじょうだとうせい face validity

FS フェイススケール，表情スケール ひょうじょうすけーる face scale (FS)

瘭（ひょう）疽 ひょうそ whitlow

病的感受性，逆症療法 びょうてきかんじゅせい heteropathy

病的骨折 びょうてきこっせつ pathological fracture

疾病率，罹病率，病的状態 びょうてきじょうたい morbidity

病的悲嘆 びょうてきひたん pathological grief

表面的妥当性，表情上妥当性 ひょうめんてきだとうせい face validity

表面麻酔 ひょうめんますい topical anesthesia

既往歴，既往症，病歴 びょうれき anamnesis

ピリドキシン ぴりどきしん pyridoxine

非累積性 ひるいせきせい nonsummativity

疲労，疲労感 ひろう fatigue

疲労，疲労感 ひろうかん fatigue

疲労性 ひろうせい fatigability

ピロキシカム ぴろきしかむ piroxicam

感受性，感度，敏感性 びんかんせい sensitivity

頻度，周波数 ひんど frequency

針刺しテスト，ピンプリックテスト ぴんぷりっくてすと pin prick test

ふフ ファーレン徴候 ふぁーれんちょうこう Phalen's sign

椎間関節ブロック，ファセットブロック ふぁせっとぶろっく facet block

ファセットリゾトミー ふぁせっとりぞとみー facet rhizotomy

ヴァレイ圧痛点 ぶぁれいあっつうてん Valleix's point

顔面神経麻痺，顔面麻痺，ファロー
ピアン（ファローピウス）神経炎

ふぁろーぴあん（ふぁろーぴうす）し
んけいえん

facial palsy (=facioplegia,
fallopian(fallopius) neuritis)

ファローピアン（ファローピウス）神経
炎，顔面神経麻痺，顔面麻痺

ふぁろーぴあん（ふぁろーぴうす）し
んけいえん

fallopian (fallopius) neuritis
(= facial palsy, facioplegia)

不安 ふあん anxiety

不穏，不安 ふあん apprehension

不安[性]障害 ふあん[せい]しょうがい anxiety disorder

不安[性]ヒステリー ふあん[せい]ひすてりー anxiety hysteria
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不安神経症 ふあんしんけいしょう anxiety neurosis

不安定性 ふあんていせい instability

フィードバック ふぃーどばっく feedback

周囲浸潤ブロック，フィールドブロッ
ク

ふぃーるどぶろっく field block

ヴィディアン神経痛 (ヴェイル症候
群)

ぶぃでぃあんしんけいつう (ぶぇいる
しょうこうぐん)

Vidian neuralgia (=Vail's
syndrome)

フーヴァ―徴候 ふーばぁーちょうこう Hoover's sign

FS フェイススケール，表情スケール ふぇいすすけーる face scale (FS)

ヴェイル症候群 (ヴィディアン神経
痛)

ぶぇいるしょうこうぐん，ぶぃでぃあん
しんけいつう

Vail's syndrome (=Vidian
neuralgia)

FB[S]S
脊椎手術後症候群，脊椎手術後
[疼]痛症候群，フェイルドバック
[サージェリー]シンドローム

ふぇいるどばっく[さーじぇりー]しんど
ろーむ

failed back [surgery] syndrome
(FB[S]S)

フェナセチン ふぇなせちん phenacetin

フェナゾシン ふぇなぞしん phenazocine

フェナゾン ふぇなぞん phenazone

フェニトイン ふぇにといん phenytoin

フェニレフリン ふぇにれふりん phenylephrine

フェノール ふぇのーる phenol

フェノール-グリセリン ふぇのーるぐりせりん
phenol-glycerin (=phenol in
glycerin)

フェノール水 ふぇのーるすい phenol in water

フェノールブロック ふぇのーるぶろっく phenol block

フェノキシベンザミン ふぇのきしべんざみん phenoxybenzamine

表現型，フェノタイプ ふぇのたいぷ phenotype

フェノチアジン ふぇのちあじん phenothiazine

フェンタニル ふぇんたにる fentanyl

フェンタニル貼付薬 ふぇんたにるちょうふやく fentanyl　patch

フェントラミン ふぇんとらみん phentolamine

fos 遺伝子 ふぉすいでんし fos gene (= c-fos )

Fos蛋白質 ふぉすたんぱくしつ Fos protein

fos ファミリー ふぉすふぁみりー fos  family
高周波泳動(浸潤)法，フォノフォレー
シス

ふぉのふぉれーしす phonophoresis

フォルクマン拘縮 ふぉるくまんこうしゅく Volkmann's contracture

不穏，不安 ふおん apprehension

フォンダパリヌクス ふぉんだぱりぬくす fondaparinux

フォンテイン分類 ふぉんていんぶんるい Fontaine classification
フォンフライ刺激毛，フォンフライヘ
ア（プローブ）

ふぉんふらいしげきもう von Frey hair/probe

フォンフライ・フィラメント ふぉんふらいふぃらめんと von Frey filament
フォンフライ刺激毛，フォンフライヘ
ア（プローブ）

ふぉんふらいへあ von Frey hair/probe

不確実性 ふかくじつせい uncertainty

活性化，賦活 ふかつか activation

FIA 不完全フロイントアジュバント ふかんぜんふろいんとあじゅばんと
Freund's incomplete adjuvant
(FIA)

不関電極 ふかんでんきょく indifferent electrode

腹圧性尿失禁 ふくあつせいにょうしっきん urinary stress incontinence

復位，整復【外科】 ふくい reduction

TAPB 腹横筋膜面ブロック ふくおうきんまくめんぶろっく
transversus abdominis plane
block　(TAPB)

腹腔神経節 ふくくうしんけいせつ celiac ganglion

腹腔神経叢 ふくくうしんけいそう celiac plexus

腹腔神経叢ブロック ふくくうしんけいそうぶろっく celiac plexus block

i.p. 腹腔内 ふくくうない
intraabdominal，intraperitoneal
(i.p.)

80



JSPC ペインクリニック用語集 改訂第5版 　和英

略語 日本語語句 日本語読み 英語語句 注

腹腔内注射(注入) ふくくうないちゅうしゃ（ちゅうにゅう）
intraabdominal injection
（=intraperitoneal injection）

腹腔内鎮痛 ふくくうないちんつう intraperitoneal analgesia

複合活動電位 ふくごうかつどうでんい compound action potential

副交感神経系 ふくこうかんしんけいけい parasympathetic nerve system

副交感神経節 ふくこうかんしんけいせつ parasympathetic ganglion

副交感神経線維 ふくこうかんしんけいせんい parasympathetic nerve fiber

CRPS
複合性局所[区域]痛み症候群,  複
合性局所[区域]疼痛症候群

ふくごうせいきょくしょ[くいき]いたみ
しょうこうぐん

complex regional pain
syndrome (CRPS)

CRPS
複合性局所[区域]痛み症候群,  複
合性局所[区域]疼痛症候群

ふくごうせいきょくしょ[くいき]とうつう
しょうこうぐん

complex regional pain
syndrome (CRPS)

伏在神経絞扼 ふくざいしんけいこうやく saphenous nerve entrapment

伏在神経痛 ふくざいしんけいつう saphenous neuralgia

伏在神経ブロック ふくざいしんけいぶろっく saphenous nerve block

副作用 ふくさよう side effect (=adverse effect)

有害反応，副作用 ふくさよう adverse reaction

副子固定 ふくしこてい splint immobilization

輻射熱逃避試験 ふくしゃねつとうひしけん
radiant heat paw withdrawal
test

腹診 ふくしん abdominal diagnosis
コルチコステロイド（副腎皮質ステロ
イド）

ふくじんひしつすてろいど corticosteroid

ACTH 副腎皮質刺激ホルモン ふくじんひしつほるもん
adrenocorticotropic hormone
(ACTH)

[視床]腹側基底核([視床]後腹側部) ふくそくきていかく
ventrobasal nucleus of
thalamus

[視床]腹側基底核群 ふくそくきていかくぐん ventrobasal complex

VP [視床]腹側淡蒼球 ふくそくたんそうきゅう ventral pallidum　(VP)

腹側の，前方の ふくそくの ventral

VTA [視床]腹側被蓋野 ふくそくひがいや ventral tegmental area

RSB 腹直筋鞘ブロック ふくちょくきんしょうぶろっく rectus sheath block (RSB)

腹痛 ふくつう abdominal pain，bellyache

腹部 ふくぶ abdomen

腹部の ふくぶの abdominal

腹部片頭痛 ふくぶへんずつう abdominal migraine

腹膜 ふくまく peritoneum

腹膜炎 ふくまくえん peritonitis

腹膜外の ふくまくがいの extraperitoneal

腹膜痛 ふくまくつう peritonealgia

服薬遵守（受容），服薬コンプライア
ンス

ふくやくこんぷらいあんす drug compliance

服薬遵守（受容），服薬コンプライア
ンス

ふくやくじゅんしゅ（じゅよう） drug compliance

不公平感 ふこうへいかん unfairness

浮腫 ふしゅ edema

不十分な鎮痛 ふじゅうぶんなちんつう oligoanalgedia

不随意運動 ふずいいうんどう involuntary movement

付随症状（徴候） ふずいしょうじょう（ちょうこう） accompanying symptom

不正咬合 ふせいこうごう maloccｌusion

不全，欠陥，機能障害 ふぜん impairment

不全片麻痺 ふぜんへんまひ（かたまひ） hemiparesis

不全麻痺 ふぜんまひ paresis

不耐性 ふたいせい intolerance

癒着，粘着，付着，接着 ふちゃく adhesion

ブチロフェノン ぶちろふぇのん butyrophenone

不対神経節ブロック ふついしんけいせつぶろっく ganglion impar (Walther) block

普通型片頭痛 ふつうがたへんずつう common migraine

不適合刺激 ふてきごうしげき inadequate stimulus
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不同視[症] ふどうし anisometropia

ブドウ膜炎 ぶどうまくえん uveitis

ブトルファノール ぶとるふぁのーる butorphanol

ブピバカイン ぶぴばかいん bupivacaine

ブプレノルフィン ぶぷれのるふぃん buprenorphine

部分作動性拮抗薬 ぶぶんさどうせいきっこうやく agonist-antagonist

部分拮抗薬 ぶぶんてききっこうやく partial antagonist

部分作動薬 ぶぶんてきさどうやく partial agonist

不眠[症] ふみん[しょう] insomnia

不眠症患者 ふみんしょうかんじゃ insomniac

プライマリケア痛み管理 ぷらいまりけあ primary care pain management

ブラジキニノーゲン ぶらじきにのーげん bradykininogen

BK ブラジキニン ぶらじきにん bradykinin　（BK）

ブラジキニンB1受容体 ぶらじきにんB1じゅようたい bradykinin　B1 recepter

ブラジキニンB2受容体 ぶらじきにんB2じゅようたい bradykinin　B2 recepter

ブラジキニン受容体 ぶらじきにんじゅようたい bradykinin receptor

プラセボ，偽薬 ぷらせぼ placebo

フラッシュバック ふらっしゅばっく flash back/flashback

フリーラジカル ふりーらじかる free radical

プリロカイン ぷりろかいん prilocaine

プリン作動性の ぷりんさどうせいの purinergic

プリンス・ヘンリー痛みスケール，プリ
ンス・ヘンリー疼痛スケール

ぷりんすへんりーいたみすけーる
Prince-Henry pain scale
(=Henry-Prince pain scale)

プリンス・ヘンリー痛みスケール，プリ
ンス・ヘンリー疼痛スケール

ぷりんすへんりーとうつうすけーる
Prince-Henry pain scale
(=Henry-Prince pain scale)

フリンチング，痛みにより脚を振る ふりんちんぐ flinching

プリンツメタル狭心症(異型狭心症）
ぷりんつめたるきょうしんしょう（いけ
いきょうしんしょう） Prinzmetal angina

ブリストル便形状スケール ぶるすとるべんけいじょうすけーる Bristol Stool Form Scale

フルニトラゼパム ふるにとらぜぱむ flunitrazepam

フルマゼニル ふるまぜにる flumazenil

フルルビプロフェン ふるるびぷろふぇん flurbiprofen

フレア，突発，発赤 ふれあ flare

フレカイニド ふれかいにど flecainide

プレガバリン ぷれがばりん pregabalin

プレコンディショニング，前準備 ぷれこんでぃしょにんぐ preconditioning

プレドニゾロン ぷれどにぞろん prednisolone

PPEA プレプロエンケファリンA ぷれぷろえんけふぁりんA preproenkephalin A (PPEA)

PPEB プレプロエンケファリンB ぷれぷろえんけふぁりんB
preproenkephalin B (PPEB)
（=preprodynorphin）

PPD
プレプロダイノルフィン(=プレプロエ
ンケファリンB)

ぷれぷろだいのるふぃん(=ぷれぷろ
えんけふぁりんB)

preprodynorphin　(PPD)
(=preproenkephalin B)

プレハビリテーション ぷれりはびりてーしょん prehabilitation 注：術前に運動などを行う

POMC プロオピオメラノコルチン ぷろおぴおめらのこるちん proopiomelanocortin (POMC)

プロカイン ぷろかいん procaine

アポトーシス，細胞消滅，プログラム
細胞死

ぷろぐらむさいぼうし
apoptosis，programmed cell
death

プログルミド ぷろぐるみど proglumide

プロクロルペラジン ぷろくろるぺらじん prochlorperazine

プロゲステロン ぷろげすてろん progesterone

PGI2
プロスタサイクリン（＝プロスタグラン
ジン I2）

ぷろすたさいくりん
prostacyclin，prostaglandin I2
（PGI2）

PG プロスタグランジン ぷろすたぐらんじん prostaglandin (PG)
PGE2 プロスタグランジンE2 ぷろすたぐらんじんE2 prostaglandin E2 (PGE2）

PGF2α プロスタグランジンF2α ぷろすたぐらんじんF２α prostaglandin F2α  (PGF2α)

PGI2
プロスタグランジン I2，プロスタサイク

リン
ぷろすたぐらんじんI2

prostaglandin I2（PGI2），

prostacyclin
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プロスタノイド ぷろすたのいど prostanoid

プロスタノイド生合成経路 ぷろすたのいどせいごうせいけいろ
prostanoid biosynthesis
pathway

ブロチゾラム ぶろちぞらむ brotizolam

ブロック，遮断 ぶろっく block

ブロック針 ぶろっくしん block needle

ブロック麻酔[法] ぶろっくますい［ほう］ block anesthesia

PAR プロテアーゼ活性化型受容体
ぷろてあーぜかっせいかがたじゅよ
うたい protease-activated receptor

PK
プロテインキナーゼ，蛋白質リン酸
化酵素

ぷろていんきなーぜ protein kinase (PK)

PKA
プロテインキナーゼA，蛋白質リン酸
化酵素A

ぷろていんきなーぜA protein kinase A (PKA)

PKC
プロテインキナーゼC，蛋白質リン酸
化酵素Ｃ

ぷろていんきなーぜC protein kinase C (PKC)

プロテオグリカン ぷろておぐりかん proteoglycan

プロドラッグ ぷろどらっぐ prodrug

プロトンポンプ阻害薬 ぷろとんぽんぷそがいやく proton pump inhibitor

プロパセタモール ぷろぱせたもーる propacetamol

プロパラカイン ぷろぱらかいん proparacaine

プロパンテリン ぷろぱんてりん propantheline

プロピオン酸誘導体 ぷろぴおんさんゆうどうたい propionic acid derivative

プロピフェナゾン ぷろぴふぇなぞん propyphenazone

プロプラノロール ぷろぷらのろーる propranolol

プロペントフィリン ぷろぺんとふぃりん propentofylline

プロポキシフェン ぷろぽきしふぇん propoxyphene

プロポフォール ぷろぽふぉーる propofol

ブロマージスケール，ブロマージスコ
ア

ぶろまーじすけーる
Bromage Scale (=Bromage
Score)

注：神経ブロック時の運動麻痺
の程度

ブロマージスケール，ブロマージスコ
ア

ぶろまーじすこあ
Bromage Scale (=Bromage
Score)

注：神経ブロック時の運動麻痺
の程度

プロマジン ぷろまじん promazine

ブロマゼパム ぶろまぜぱむ bromazepam

フロマン徴候 ふろまんちょうこう Froment's sign

プロメタジン ぷろめたじん promethazine

プロラクチン ぷろらくちん prolactin

ブロンプトンカクテル ぶろんぷとんかくてる Brompton cocktail

分析 ぶんせき analysis

分析的精神医学 ぶんせきてきせいしんいがく analytic psychiatry

分節性神経炎 ぶんせつせいしんけいえん segmental neuritis
分節性神経障害，分節性ニューロパ
シ(チ)ー

ぶんせつせいしんけいしょうがい segmental neuropathy

分節性神経痛 ぶんせつせいしんけいつう segmental neuralgia

分節麻酔[法]，分節性知覚麻痺 ぶんせつせいちかくまひ segmental anesthesia
分節性神経障害，分節性ニューロパ
シ(チ)ー

ぶんせつせいにゅろぱし(ち)ー segmental neuropathy

分節帯 ぶんせつたい segmental zone

分節麻酔[法]，分節性知覚麻痺 ぶんせつますい[ほう] segmental anesthesia

RVM 延髄上腹内側部，吻側延髄腹側部 ふんそくえんずいふくそくぶ
rostral ventromedial medulla
(RVM)

 rACC 吻側前帯状皮質 ふんそくぜんたいじょうひしつ
rostral anterior cingulate
cortex　( rACC)

RMTg 吻側内側被蓋核 ふんそくないそくひがいかく
rostromedial tegmental
nucleus

吻側無顆粒島皮質 ふんそくむかりゅうとうひしつ rostral agranular insular cortex

分娩 ぶんべん delivery

陣痛，分娩痛 ぶんべんつう labor pain，parodynia

分離神経ブロック，選択的神経遮断 ぶんりしんけいぶろっく differential nerve block

分類評価スケール ぶんるいひょうかすけーる category rating scale

83



JSPC ペインクリニック用語集 改訂第5版 　和英

略語 日本語語句 日本語読み 英語語句 注

へヘ 平衡，均衡 へいこう equilibrium

平衡感覚 へいこうかんかく sense of equilibrium

閉口反射 へいこうはんしゃ jaw closing reflex

ASIPP
米国インターベンショナルペイン医
師会議

べいこくいんたーべんしょなるいしか
いぎ

American Society of
Interventional Pain Physician
(ASIPP)

ASRA 米国区域麻酔・疼痛医学会
べいこくくいきますい・とうつういがく
かい

American Society of Regional
Anesthesia and Pain Medicine
(ASRA)

CDC 米国疾病管理予防センター
べいこくしっぺいかんりよぼうせん
たー

Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)

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

AAN 米国神経学会 べいこくしんけいがっかい
The American
Academy of Neurology (AAN)

APA 米国心理学会 べいこくしんりがっかい
The American Psychological
Association (APA)

AHS 米国頭痛学会 べいこくずつうがっかい
The American Headache
Society (AHS)

APS 米国疼痛学会 べいこくとうつうがっかい American Pain Society (APS)

ACP 米国内科医師会 べいこくないかいしかい
The American College of
Physicians (ACP)

ASA 米国麻酔科学会 べいこくますいかがっかい
American Society of
Anesthesiologists (ASA)

ACR 米国リウマチ学会 べいこくりうまりがっかい
American College of
Rheumatology (ACR)

閉鎖孔 へいさこう
obturator foramen (=foramen
obturatum)

閉鎖神経痛 へいさしんけいつう obturator neuralgia

閉鎖神経ブロック へいさしんけいぶろっく obturator nerve block

TAO 閉塞性血栓血管炎 (バージャー病)
へいそくせいけっせんせいけっかん
えん

thromboangitis obliterans
(TAO)

閉塞性動脈炎 へいそくせいどうみゃくえん
arteritis obliterans
(=obliterating arteritis)

閉塞性動脈炎 へいそくせいどうみゃくえん
obliterating arteritis
(=arteritis obliterans)

ASO 閉塞性動脈硬化症 へいそくせいどうみゃくこうかしょう
arteriosclerosis obliterans
(ASO)

補助薬，併用薬 へいようやく adjuvant drug

ペインクリニック，痛み外来，疼痛外
来

ぺいんくりにっく，いたみがいらい pain clinic

痛みセンター，ペインセンター ぺいんせんたー pain center

painDETECT ぺいんでぃてくと painDETECT

ペインマトリックス ぺいんまとりっくす pain matrix

ペインリハビリテ-ション ぺいんりはびりてーしょん pain rehabilitation

ベータ１アドレナリン受容体 べーた1あどれなりんじゅようたい

β1 adrenergic receptor (beta-

1 adrenergic receptor) (=
beta-1 adrenoceptor)

ベータ2アドレナリン受容体 べーた2あどれなりんじゅようたい

β2 adrenergic receptor (beta-

2 adrenergic receptor) (=
beta-2 adrenoceptor)

ベーチェット病 べーちぇっとびょう Behcet's　disease

ベタメタゾン べためたぞん betamethasone

ペチジン （メペリジン） ぺちじん （めぺりじん） pethidine (=meperidine)

ベツォルト・ヤリッシュ反射 べつぉるとやりっしゅはんしゃ Bezold-Jarisch reflex

BDI
ベック抑うつ調査票，ベック抑うつ項
目票

べっくよくうつこうもくひょう
Beck Depression Inventory
(BDI)

BDI
ベック抑うつ調査票，ベック抑うつ項
目票

べっくよくうつちょうさひょう
Beck Depression Inventory
(BDI)

ヘッド帯 へっどたい Head zone

ヘッド野 へっどや Head area

ベネット[ラット]モデル べねっと（らっと）もでる Bennett's model

84



JSPC ペインクリニック用語集 改訂第5版 　和英

略語 日本語語句 日本語読み 英語語句 注

べベル，斜端，斜面（注射針の切り
口）

べべる bevel

ペモリン ぺもりん pemoline

ペラグラ [ニューロパシ(チ)ー] ぺらぐら [にゅーろぱし(ち)ー] pellagra [neuropathy]

ベラパミル べらぱみる verapamil

ヘルスリテラシー，健康関連倫理観 へるすりてらしー health literacy

ヘルニア へるにあ hernia

ヘルニア形成 へるにあけいせい herniation

ヘルペス髄膜脳炎 へるぺすずいまくのうえん herpetic meningoencephalitis

ヘルペス性神経痛 へるぺすせいしんけいつう herpetic neuralgia

疱疹性の，ヘルペス性の へるぺすせいの herpetic

ヘルペス性瘭(ひょう)疽 へるぺすせいひょうそ
herpes whitlow， herpetic
whitlow

ヘルペス脳炎 へるぺすのうえん herpes encephalitis

ベル麻痺 べるまひ Bell's palsy

ヘロイン へろいん heroin

ペロニー病 ぺろにーびょう Peyronie's disease

辺縁[帯] へんえん[たい] marginal zone

辺縁系 へんえんけい limbic system

辺縁層【後角】 へんえんそう【こうかく】 marginal layer

導入，変換 へんかん transduction

片眼痛 へんがんつう hemiopalgia

変形 へんけい deformation (=deformity)

OA 変形性関節症，骨関節炎 へんけいせいかんせつしょう
osteoarthritis  (OA)
(=osteoarthrosis)

弁護的役割，権利擁護 べんごてきやくわり advocacy

娩出[期][陣]痛 べんしゅつ[き]「じん]つう expulsive pain

片側頭痛，片頭痛 へんずつう hemicephalalgia (=hemicrania)

片頭痛 へんずつう migraine

片頭痛発作重積，片頭痛[持続]状
態

へんずつう[じぞく]じょうたい status hemicranicus

片頭痛性梗塞 へんずつうせいこうそく migrainous infarction

MIDAS 片頭痛の障害評価スケール
へんずつうのしょうがいひょうかす
けーる

Migraine Disability
Assessment Scale（MIDAS)

片頭痛[持続]状態 へんずつうほっさじゅうせき status hemicranicus

片頭痛発作重積，片頭痛[持続]状
態

へんずつうほっさじゅうせき status hemicranicus

変性，退化 へんせい，たいか degeneration

変性萎縮 へんせいいしゅく degenerative atrophy

変性関節疾患 へんせいかんせつしっかん degenerative joint disease

変性すべり症 へんせいすべりしょう degenerative spondylolisthesis

変性性筋障害 へんせいせいきんしょうがい degenerative myopathy

片側[完全]麻痺 へんそく[かんぜん]まひ unilateral paralysis

片側知覚不全，片側異常感覚 へんそくいじょうかんかく hemidysesthesia

片側感覚消(脱)失 へんそくかんかくしょう（だっ）しつ hemianesthesia

片側顔面痙攣 へんそくがんめんけいれん hemifacial spasm

片側痙攣 へんそくけいれん hemispasm

片側頭痛，片頭痛 へんそくずつう hemicephalalgia (=hemicrania)

片側知覚過敏 へんそくちかくかびん hemihyperesthesia

片側知覚鈍麻 へんそくちかくどんま hemihypesthesia

片側知覚不全，片側異常感覚 へんそくちかくふぜん hemidysesthesia

片側痛 へんそくつう hemialgia

片側痛覚過敏 へんそくつうかくかびん hemihyperalgesia

片側痛覚消(脱)失 へんそくつうかくしょう（だっ）しつ hemianalgesia

片側痛覚鈍麻 へんそくつうかくどんま hemihypalgesia

片側ブロック，半遮断 へんそくぶろっく hemiblock

片側味覚消失（脱失） へんそくみかくしょうしつ（だっしつ） hemiageus(/t)ia
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ベンゾジアゼピン べんぞじあぜぴん benzodiazepine

ベンゾジアゼピン受容体 べんぞじあぜぴんじゅようたい benzodiazepine receptor

ペンタゾシン ぺんたぞしん pentazocine

Amyg 扁桃体 へんとうたい amygdala (Amyg)

BLA 扁桃体基底外側核 へんとうたいきていがいそくかく basolateral amygdala

扁桃体中心核 へんとうたいちゅうしんかく central amygdaloid nucleus

ペントバルビタール ぺんとばるびたーる pentobarbital

便秘 べんぴ constipation

識別閾値，弁別閾値 べんべついきち differential threshold

弁別刺激 べんべつしげき discriminant stimulus

片麻痺 へんまひ，かたまひ hemiplegia

片麻痺性片頭痛 へんまひせいへんずつう hemiplegic migraine

片麻痺性歩行 へんまひせいほこう hemiplegic gait

変容準備 へんようじゅんび readiness to change

変容性片頭痛 へんようせいへんずつう transformed migraine

ベンラファキシン べんらふぁきしん venlafaxin

ほホ 包，嚢 ほう bursa

傍[子宮]頸管ブロック ぼう[しきゅう]けいかんぶろっく paracervical block

蜂窩織炎 ほうかしきえん cellulitis，phlegmpn

防御機構 ぼうぎょきこう defense mechanism

傍巨大細胞網様体核 ぼうきょだいさいぼうもうようたいかく
nucleus reticularis
paragigantocellularis

防御反射 ぼうぎょはんしゃ defense reflex

膀胱炎 ぼうこうえん cystitis

抱合体，抱合する ほうごうする conjugate

抱合体，抱合する ほうごうたい conjugate

膀胱痛 ぼうこうつう cystalgia

方向付けの質問 ほうこうづけのしつもん directive question

アロマセラピー，芳香療法 ほうこうりょうほう aromatherapy

傍三叉神経症候群 ぼうさんさしんけいしょうこうぐん paratrigeminal syndrome

傍室核 ぼうしつかく paraventricular nucleus

放射[線] ほうしゃ[せん] radiation

放射[線]性膀胱炎 ほうしゃ[せん]せいぼうこうえん radiation cystitis

放射[線]誘発神経損傷(障害）
ほうしゃ[せん]ゆうはつしんけいそん
しょう（しょうがい） radiation-induced nerve injury

放射状角膜切開術 ほうしゃじょうかくまくせっかいじゅつ radial keratotomy

放射状細胞 ほうしゃじょうさいぼう radial cell

RAST
ラジオアレルゴソルベントテスト，放
射線アレルギー吸着試験

ほうしゃせんあれるぎーきゅうちゃくし
けん

radioallergosorbent test
(RAST)

放射線医学 ほうしゃせんいがく radiological medicine

放射線学的研究 ほうしゃせんがくてきけんきゅう radiologic study

放射線手術 ほうしゃせんしゅじゅつ radiosurgery

放射線治療 ほうしゃせんちりょう
radiation therapy
(=radiotherapy)

投射痛，放射痛 ほうしゃつう projected pain
注：実際の痛みの発生場所とは
異なった場所で感じられる痛み

放射性ヌクレオチド ほうしゃぬくれおちど radionucleotide

報酬系 ほうしゅうけい reward　ｓｙｓtem

排泄，放出 ほうしゅつ elimination

傍小脳脚核 ぼうしょうのうきゃくかく parabrachial nucleus

水疱，疱疹 ほうしん blister

欠神，放心，欠損 ほうしん absence

疱疹(ヘルペス)ウィルス ほうしん（へるぺす）うぃるす herpes virus

膨疹，尋麻疹 ぼうしん，じんましん wheal

疱疹，ヘルペス ほうしん，へるぺす herpes

疱疹性の，ヘルペス性の ほうしんせいの herpetic

抱水クロラール ほうすいくろらーる chloral hydrate
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傍脊椎胸部体性神経ブロック
ぼうせきついきょうぶたいせいしんけ
いぶろっく

paravertebral thoracic somatic
nerve block

傍脊椎の ぼうせきついの paravertebral

傍脊椎ブロック ぼうせきついぶろっく paravertebral nerve block

傍脊椎腰部交感神経ブロック
ぼうせきついようぶこうかんしんけい
ぶろっく

paravertebral lumbar
sympathetic block

縫線 ほうせん raphe

縫線核 ほうせんかく raphe nuclei

放線菌症 ほうせんきんしょう actinomycosis

傍仙椎ブロック ぼうせんついぶろっく parasacral block

膨大後部皮質 ぼうだいこうひしつ retrosplenial cortex

放電，発火 ほうでん discharge

傍トルコ鞍症候群 ぼうとるこあんしょこうぐん parasellar syndrome
セイヨウワサビ過酸化酵素，ホースラ
ディッシュペルオキシダーゼ

ほーすらでぃっしゅぺるおきしだーぜ horseradish peroxidase

ホートン頭痛(群発頭痛) ほーとんずつう (ぐんぱつずつう)
Horton's headache (=cluster
headache)

ボーラス ぼーらす bolus

補完医療 ほかんいりょう complementary medicine

歩行 ほこう gait

歩行障害 ほこうしょうがい gait disturbance

代償神経症，補償神経症 ほしょうしんけいしょう compensation neurosis

補助薬，アジュバント ほじょやく adjuvant

補助薬，併用薬 ほじょやく adjuvant drug

ホスピス ほすぴす hospice

PL ホスホリパーゼ ほすほりぱーぜ phospholipase（PL）
PLA2 ホスホリパーゼA2 ほすほりぱーぜA2 phospholipase A2 (PLA2)

PLC ホスホリパーゼC ほすほりぱーぜC phospholipase C (PLC)

SMA 補足運動野 ほそくうんどうや
supplementary motor area
(SMA)

発作，てんかん発作 ほっさ seizure

発作性神経痛 ほっさせいしんけいつう paroxysmal neuralgia

発作性片側頭痛 ほっさせいへんそくずつう paroxysmal hemicrania

発疹，皮疹 ほっしん
eruption，exanthema,
exanthesis，rash

フレア，突発，発赤 ほっせき flare

ホットプレートテスト ほっとぷれーとてすと hot-plate test

ボツリヌス毒素 ぼつりぬすどくそ
botulinum toxin
(=botulismotoxin)

恒常性維持，ホメオスタシス ほめおすたしす homeostasis

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

ポリモーダル受容器 ぽりもーだるじゅようき polymodal receptor

ポリモーダル侵害受容器 ぽりもーだるしんがいじゅようき polymodal nociceptor

ホルネル症候群 ほるねるしょうこうぐん Horner's syndrome

ホルネル徴候 ほるねるちょうこう Horner's sign

ホルネル瞳孔 ほるねるどうこう Horner's pupil

ポルフィリア ぽるふぃりあ porphyria

ホルマリンテスト ほるまりんてすと formalin test

ホルモン療法 ほるもんりょうほう hormonotherapy

まマ 埋没，嵌頓 まいぼつ impaction

マインドフルネス まいんどふるねす mindfulness

MBSR マインドフルネスストレス低減法
まいんどふるねすすとれすていげん
ほう

mindfulness besed stress
reduction　(MBSR)

MBCT マインドフルネス認知療法
まいんどふるねすにんちこうどうりょう
ほう

mindfulness-based cognitive
therapy　(MBCT)

MPQ
マギル痛み質問票,  マギル疼痛評
価票

まぎるいたみしつもんひょう
McGill Pain Questionnaire
(MPQ)
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MPQ
マギル痛み質問票,  マギル疼痛評
価票

まぎるとうつうひょうかひょう
McGill Pain Questionnaire
(MPQ)

膜輸送 まくゆそう membrane transport

マクロファージ まくろふぁーじ macrophage

マジャンディ孔，第四脳室正中孔 まじゃんでぃこう Magendie's foramen

麻酔 ますい anesthesia (=anaesthesia)

麻酔科[専門]医 ますいか[せんもん]い anesthesiologist

麻酔学，麻酔科学 ますいかがく anesthesiology

麻酔学，麻酔科学 ますいがく anesthesiology

麻酔効力，麻酔薬力価 ますいこうりょく anesthetic potency

麻酔後回復 ますいごかいふく postanesthetic recovery

麻酔後シバリング（ふるえ） ますいごしばりんぐ（ふるえ） postanesthetic shivering

麻酔作用 ますいさよう anesthetic action

麻酔する，麻酔をかける ますいする anesthetize

麻酔相互作用 ますいそうごさよう anesthetic interaction

麻酔の，麻酔薬 ますいの anesthetic

麻酔の，麻酔薬 ますいやく anesthetic

麻酔薬 ますいやく anesthetic agent

麻酔薬毒性 ますいやくどくせい anesthetic toxicity

麻酔効力，麻酔薬力価 ますいやくりきか anesthetic potency

麻酔する，麻酔をかける ますいをかける anesthetize

マッサージ療法 まっさーじりょうほう massage therapy

末梢[性]感覚 まっしょう[せい]かんかく peripheral sensation

末梢[性]感作 まっしょう[せい]かんさ peripheral sensitization

末梢[性]神経障害痛，末梢[性]神経
障害[性]疼痛

まっしょう[せい]しんけいしょうがい
[せい]とうつう

peripheral neuropathic pain

末梢[性]神経障害痛，末梢[性]神経
障害[性]疼痛

まっしょう[せい]しんけいしょうがいつ
う

peripheral neuropathic pain

末梢血管疾患 まっしょうけっかんしっかん peripheral vascular disease

末梢肢虚血 まっしょうしきょけつ peripheral limb ischemia

末梢神経 まっしょうしんけい peripheral nerve

末梢神経系 まっしょうしんけいけい peripheral nervous system

末梢神経原性痛，末梢神経原性疼
痛

まっしょうしんけいげんせいつう peripheral neurogenic pain

末梢神経原性痛，末梢神経原性疼
痛

まっしょうしんけいげんせいとうつう peripheral neurogenic pain

末梢神経絞扼 まっしょうしんけいこうやく peripheral nerve entrapment

末梢神経障害，末梢神経ニューロパ
シ（チ）－

まっしょうしんけいしょうがい peripheral neuropathy

末梢神経損傷 まっしょうしんけいそんしょう peripheral nerve injury

末梢神経障害，末梢神経ニューロパ
シ（チ）－

まっしょうしんけいにゅーろぱし（ち）
－

peripheral neuropathy

末梢神経剥離(破壊) まっしょうしんけいはくり（はかい） peripheral neurolysis

末梢神経ブロック まっしょうしんけいぶろっく peripheral nerve block

末梢性機序(機構) まっしょうせいきじょ（きこう） peripheral mechanism

PAD 末梢動脈疾患 まっしょうどうみゃくしっかん peripheral arterial disease

末梢の まっしょうの peripheral

マニピューレーション，徒手整復 まにぴゅれーしょん manipulation

瞬き反射，瞬目反射 まばたきはんしゃ blink reflex

麻痺 まひ paralysis

【運動系の】麻痺 まひ【うんどうけいの】 palsy

麻痺させる まひさせる paralyz（/s）e

マプロチリン まぷろちりん maprotiline

麻薬 まやく narcotic drug

麻薬，麻薬性[の]，催眠性[の] まやく narcotic

麻薬依存 まやくいぞん narcotic dependence

麻薬嗜癖 まやくしへき narcotic addiction
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麻薬常習者 まやくじょうしゅうしゃ narcotic addict

麻薬，麻薬性[の]，催眠性[の] まやくせい[の] narcotic

麻薬性昏迷 まやくせいこんめい narcotism

麻薬性鎮痛薬 まやくせいちんつうやく narcotic analgesics

麻薬耐性 まやくたいせい narcotic tolerance

麻薬乱用 まやくらんよう narcotic abuse

マリファナ まりふぁな marihuana/marijuana

マルチプルペアレンティング まるちぷるぺあれんてぃんぐ multiple parenting

注：ICD-11 で疾患を分類する
時に，部位による分類と原因論
による分類との両方で該当する
ものを，双方の分類として認め
ること

マルトリートメント，虐待 まるとりーとめんと maltreatment

慢性[疼]痛 まんせい[とう]つう chronic pain

慢性[疼]痛症候群 まんせい[とう]つうしょうこうぐん chronic pain syndrome

慢性炎症性脱髄性多神経炎，慢性
炎症性脱髄性ポリニューロパシ
[チ]ー

まんせいえんしょうせいだつずいせ
いたしんけいえん，まんせいえんしょ
うせいだつずいせいぽりにゅーろぱ
し[ち]ー

chronic inflammatory
demyelinating polyneuropathy

CCI model
慢性絞扼性神経損傷モデル(CCI モ
デル)

まんせいこうやくせいしんけいそん
しょうもでる（CCIもでる）

chronic constriction injury
model

慢性耐性 まんせいたいせい chronic tolerance

慢性中脳中心灰白質刺激[法/療法]
まんせいちゅうのうちゅうしんかいは
くしつしげき[ほう/りょうほう]

chronic periaqueductal
stimulation

慢性疲労症候群 まんせいひろうしょうこうぐん chronic fatigue syndrome

慢性発作性片頭痛 まんせいほっさせいずつう chronic paroxysmal hemicrania

慢性有痛性末梢神経障害，慢性有
痛性末梢ニューロパシ[チ]ー

まんせいゆうつうせいまっしょうしん
けいしょうがい

chronic painful peripheral
neuropathy

慢性有痛性末梢神経障害，慢性有
痛性末梢ニューロパシ[チ]ー

まんせいゆうつうせいまっしょう
にゅーろぱし[ち]ー

chronic painful peripheral
neuropathy

みミ 脊髄症，ミエロパシ(チ)ー みえろぱし(ち）ー myelopathy

ミオクローヌス みおくろーぬす myoclonus

筋症，ミオパシ(チ)ー みおぱしー myopathy

味覚 みかく gustation

味覚減退，味覚鈍麻 みかくげんたい hypogeusia

味覚減退，味覚鈍麻 みかくどんま hypogeusia

小膠細胞，ミクログリア細胞 みくろぐりあさいぼう microglia

いやになるような，みじめな，情けな
い

みじめな miserable

未熟児痛み表 みじゅくじいたみひょう premature infant pain profile

ミダゾラム みだぞらむ midazolam

密着結合 みっちゃくけつごう ｔiｇｈｔ junction

密度勾配 みつどこうばい density gradient

MMPI ミネソタ式多面的人格調査票
みねそたしきためんてきじんかくちょ
うさひょう

Minnesota Multiphasic
Personality Inventory　(MMPI)

身もだえ反応，もだえ反応 みもだえはんのう writhing response

ミューオピオイド受容体 みゅーおぴおいどじゅようたい μ（mu） opioid  receptor

ミラーニューロン みらーにゅーろん mirror neuron

ミルク疝痛 みるくせんつう milk colic

ミルナシプラン みるなしぷらん milnacipran

むム 無意味感 むいみかん meaninglessness

無価値感 むかちかん unworthiness

空嘔吐，むかつき むかつき retching

非感受性[の]，無感覚な むかんかくな insensitive

無感覚部痛，痛覚消失部痛 むかんかくぶつう analgesia algera／dolorosa

無汗症 むかんしょう
congenital insensitivity with
anhidrosis

無汗症 むかんしょう anhidrosis

無効な むこうな ineffective

無作為化，ランダム化 むさくいか randomization

89



JSPC ペインクリニック用語集 改訂第5版 　和英

略語 日本語語句 日本語読み 英語語句 注

RCT
無作為化比較試験，ランダム化比較
試験

むさくいかひかくしけん
randomized controlled trial
(RCT)

無作為化割り付け，ランダム化割り
付け

むさくいかわりつけ randomized allocation

かすみ目，視朦，霧視 むし blurred vision

アカラシア，弛緩不能症，無弛緩症 むしかんしょう achalasia

矛盾温感 むじゅんおんかん paradoxical warm sensation

矛盾冷覚 むじゅんれいかく paradoxical cold sensation

無水アルコール むすいあるこーる absolute alcohol 注：無水エタノールを指す

無髄神経線維 むずいしんけいせんい
nonmyelinated nerve fiber，
unmyelinated nerve fiber

無髄の むずいの
amyelinated，amyelinic，
nonmyelinated，unmyelinated)

ムスカリン[性]作動薬 むすかりん[せい]さどうやく muscarinic agent

ムスカリン作動性[の] むすかりんさどうせい[の] muscarinic

ムスカリン受容体拮抗薬 むすかりんじゅようたいきっこうやく muscarinic antagonist

ムスカリン受容体作動薬 むすかりんじゅようたいさどうやく muscarinic agonist

ムスカリン[性]カリウムチャネル むすかりんせいかりうむちゃねる muscarinic K+ channel
むずむず脚症候群 むずむずあししょうこうぐん restless legs syndrome

WAD
むち打ち症関連症候群，外傷性頚
部症候群

むちうちかんれんしょうこうぐん

whiplash-associated disorders
（WAD） ( = traumatic cervical
syndrome)

むち打ち損傷 むちうちそんしょう whiplash injury

無痛潰瘍 むつうかいよう indolent ulcer

無痛覚症候群 むつうかくしょうこうぐん indifference to pain syndrome

無痛期間 むつうきかん pain free period

無痛性狭心症 むつうせいきょうしんしょう angina [pectoris] sine dolore

無痛性片頭痛 むつうせいへんずつう acephalgic migraine

無痛分娩 むつうぶんべん painless labor

胸やけ むねやけ cardialgia，heartburn，pyrosis

無疱疹性帯状疱疹 むほうしんせいたいじょうほうしん zoster sine herpete

無力症 むりょくしょう asthenia

めメ 迷走神経 めいそうしんけい vagus nerve

迷走神経緊張の，迷走神経活動亢
進の

めいそうしんけいかつどうこうしんの vagotonic

迷走神経幹 めいそうしんけいかん vagal trunk

迷走神経緊張[状態]
めいそうしんけいきんちょう[じょうた
い]

vagotonia

迷走神経緊張の，迷走神経活動亢
進の

めいそうしんけいきんちょうの vagotonic

迷走神経痛 めいそうしんけいつう vagal neuralgia

迷走神経の めいそうしんけいの vagal

迷走神経反射 めいそうしんけいはんしゃ vagal reflex

迷走神経発作 めいそうしんけいほっさ vagal attack

迷走舌咽神経痛 めいそうぜついんしんけいつう
vagoglossopharyngeal
neuralgia

迷走迷走神経反射 めいそうめいそうしんけいはんしゃ vagovagal reflex

メイジュ症候群 めーじゅしょうこうぐん Meige’s syndrome

メキシレチン めきしれちん mexiletine

メサドン めさどん methadone

メチオニン-エンケファリン めちおにんえんけふぁりん
methionine-enkephalin (Met-
enkephalin)

メチルフェニデート めちるふぇにでーと methylphenidate 注：中枢神経刺激薬

mRNA メッセンジャーRNA めっせんじゃーＲＮＡ
messenger ribonucleic acid
(mRNA, messenger RNA)

メピバカイン めぴばかいん mepivacaine

メフェナム酸 めふぇなむさん mefenamic acid

メペリジン(ペチジン) めぺりじん，ぺちじん meperidine (=pethidine)

めまい めまい vertigo
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メマンチン めまんちん memantine 注：NMDA受容体拮抗薬

激越性うつ病，メランコリー めらんこりー agitated depression

免疫蛍光[検査法] めんえきけいこう[けんさほう] immunofluorescence

免疫不全，免疫欠損 めんえきけっそん immunodeficiency
免疫性神経障害，免疫性ニューロパ
シ(チ)ー

めんえきせいしんけいしょうがい immune-mediated neuropathy

免疫性神経障害，免疫性ニューロパ
シ(チ)ー

めんえきせいにゅーろぱし(ち)ー immune-mediated neuropathy

免疫増強，免疫賦活 めんえきぞうきょう immunopotentiation

免疫電気泳動[法] めんえきでんきえいどう[ほう] immunoelectrophoresis

免疫増強，免疫賦活 めんえきふかつ immunopotentiation

免疫不全，免疫欠損 めんえきふぜん immunodeficiency

免疫抑制 めんえきよくせい immunosuppression

もモ 妄想痛 もうそうつう
delusional pain，hallucinatory
pain

毛帯 もうたい lemniscal system

毛髪痛 もうはつつう trichalgia (=trichodynia)

網様脊髄路 もうようせきずいろ reticulospinal tract

MCE モーターコントロールエクササイズ もーたーこんとろーるえくささいず motor control exercise (MCE)

モートン症候群 もーとんしょうこうぐん Morton's syndrome

モートン神経腫 もーとんしんけいしゅ Morton's neuroma

もぐさ もぐさ moxa

身もだえ反応，もだえ反応 もだえはんのう writhing response

モダリティ もだりｔぃ modality

モノアミン ものあみん monoamine

MAO モノアミン酸化酵素 ものあみんさんかこうそ monoamine oxidase (MAO)

NBM
物語に基づく医療，ナラティブベイス
ド・メディシン

ものがたりにもとづくいりょう
narrative-based medicine
(NBM)

単神経障害，モノニューロパチ
(シ)ー

ものにゅーろぱし(ち)ー mononeuropathy

可動化【関節の】，モビライゼーショ
ン

もびらいぜーしょん mobilization

モルヒネ もるひね morphine

M-3-G モルヒネ-3-グルクロニド もるひね３ぐるくろにど
morphine-3-glucuronide （M-
3-G）

M-6-G モルヒネ-6-グルクロニド もるひね６ぐるくろにど
morphine-6-glucuronide （M-
6-G）

モルヒネ感受性 もるひねかんじゅせい morphine sensitive

モルヒネ嗜癖 もるひねしへき morphine addiction

モルヒネ耐性 もるひねたいせい morphine tolerance

モルヒネ鎮痛 もるひねちんつう morphine analgesia

モルヒネ抵抗性 もるひねていこうせい morphine resistant

モルモット もるもっと guinea pig

問題指向型システム もんだいしこうがたしすてむ problem-oriented system

問題中心型コーピング（対処）
もんだいちゅうしんがたこーぴんぐ
（たいしょ） problem-focused coping

ゲートコントロール説，門調節説 もんちょうせつせつ gate-control theory

やヤ ヤーガソン試験 やーがそんしけん Yergason's test

ヤーガソン徴候 やーがそんちょうこう Yergason's sign

夜間痛 やかんつう night pain，nyctalgia

夜間痛，睡眠中に起こる痛み やかんつう hypnalgia

薬疹 やくしん drug eruption

薬草，ハーブ，漢方薬 やくそう herb

薬物依存 やくぶついぞん drug dependence

薬物依存症 やくぶついぞんしょう substance dependence

薬物嗜癖 やくぶつしへき drug addiction

薬物性神経障害，薬物性ニューロパ
シ(チ)ー

やくぶつせいしんけいしょうがい drug-induced neuropathy
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薬物性神経障害，薬物性ニューロパ
シ(チ)ー

やくぶつせいにゅーろぱし（ち)ー drug-induced neuropathy

薬物相互作用 やくぶつそうごさよう drug interaction

薬物耐性 やくぶつたいせい
drug tolerance　(=drug
fastness)

薬物抵抗性 やくぶつていこうせい drug resistance

薬物による異常な行動 やくぶつによるいじょうなこうどう
aberrant drug-induced
behavior

薬物の不適切使用 やくぶつのふてきせつしよう aberrant drug-taking behavior

薬物乱用 やくぶつらんよう drug abuse

多薬(剤)投与，薬物乱用 やくぶつらんよう polypharmacy

薬物乱用頭痛 やくぶつらんようずつう medication-overuse headache

薬物療法 やくぶつりょうほう pharmacotherapy

矢田部・ギルフォード性格検査[調査
表]

やたべぎるふぉーどせいかくけんさ
[ちょうさひょう]

Yatabe-Guilford Personality
Inventory

電撃痛、槍で突き抜かれるような痛
み

やりでつかれるようないたみ lancinating pain

ゆユ 有害作用(効果) ゆうがいさよう（こうか） adverse effect

有害刺激除去 ゆうがいしげきじょきょ
anociassociation (=anociation,
anocithesia)

注：求心性刺激、特に疼痛が
ショックの発生に寄与し、神経
ブロックがショックを防ぐ

侵害性[の]，有害性[の] ゆうがいせい[の] nocuous (=noxious)

有害反応，副作用 ゆうがいはんのう adverse reaction

有効性，効力 ゆうこうせい effectiveness

ED 有効量 ゆうこうりょう effective dose (ED)

有芯小胞 ゆうしんしょうほう dense core vesicle

有髄線維 ゆうずいせんい myelinated nerve fiber

遊走痛，移動性の痛み ゆうそうつう，いどうせいのいたみ wandering pain

有痛[性]異常感覚 ゆうつう[せい]いじょうかんかく painful paresthesia

有痛[性]感覚脱失(消失)，有痛[性]
知覚麻痺

ゆうつう[せい]かんかくだっしつ(しょ
うしつ）

anesthesia dolorosa (=painful
anesthesia)

有痛[性]強直性攣縮
ゆうつう[せい]きょうちょくせいれん
しゅく painful-tonic spasm

有痛[性]フレグマシア，有痛[性]股
腫

ゆうつう[せい]こしゅ phlegmasia dolens

有痛[性]挫傷症候群 ゆうつう[せい]ざしょうしょうこうぐん painful-bruising syndrome

有痛[性]三叉神経障害，有痛[性]三
叉神経ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]さんさしんけいしょうが
い

painful trigeminal neuropathy

有痛[性]三叉神経障害，有痛[性]三
叉神経ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]さんさしんけいにゅー
ろぱし(ち)ー

painful trigeminal neuropathy

有痛[性]青股腫 ゆうつう[せい]せいこしゅ phlegmasia cerulea dolens

有痛[性]感覚脱失(消失)，有痛[性]
知覚麻痺

ゆうつう[せい]ちかくまひ
anesthesia dolorosa (=painful
anesthesia)

有痛[性]対麻痺 ゆうつう[せい]ついまひ
painful paraplegia，paraplegia
dolorosa

有痛[性]糖尿病[性]神経障害，有痛
[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]とうにょうびょう[せい]し
んけいしょうがい

painful diabetic neuropathy

有痛[性]糖尿病[性]神経障害，有痛
[性]糖尿病[性]ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]とうにょうびょう[せい]
にゅーろぱし(ち)ー

painful diabetic neuropathy

有痛[性]糖尿病[性]末梢神経障害，
有痛[性]糖尿病[性]末梢神経ニュー
ロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]とうにょうびょう[せい]
まっしょうしんけいしょうがい

painful diabetic peripheral
neuropathy

有痛[性]糖尿病[性]末梢神経障害，
有痛[性]糖尿病[性]末梢神経ニュー
ロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]とうにょうびょう[せい]
まっしょうしんけいにゅーろぱし
(ち)ー

painful diabetic peripheral
neuropathy

有痛[性]脳神経神経障害，有痛[性]
脳神経ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]のうしんけいしんけい
しょうがい

painful cranial neuropathy

有痛[性]脳神経神経障害，有痛[性]
脳神経ニューロパシ(チ)ー

ゆうつう[せい]のうしんけいにゅーろ
ぱし(ち)ー

painful cranial neuropathy

有痛[性]白股腫 ゆうつう[せい]はくこしゅ phlegmasia alba dolens

有痛[性]フレグマシア，有痛[性]股
腫

ゆうつう[せい]ふれぐましあ phlegmasia dolens

有痛性顔貌，疼痛性顔貌 ゆうつうせいがんぼう facies dolorosa

有痛性痙攣，疼痛性痙攣 ゆうつうせいけいれん algospasm
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有痛性血尿 ゆうつうせいけつにょう painful hematuria

有痛性指[端]屈曲 ゆうつうせいし[たん]くっきょく dactylocamps(/t)odynia

有痛性ジスキネジー ゆうつうせいじすきねじー dyskinesia algera

有痛性失行[症]，疼痛性失行[症] ゆうつうせいしっこう[しょう] apraxia algera

有痛脂肪症，ダーカム病 ゆうつうせいしぼうしょう
adiposis dolorosa　(=Dercum's
disease)

有痛性脂肪蓄積[症] ゆうつうせいしぼうちくせき[しょう] adiposalgia

有痛性チック ゆうつうせいちっく tic douloureux

痛みの，有痛性の，痛覚過敏の ゆうつうせいの algesic／algetic

有痛排尿困難 ゆうつうはいにょうこんなん strangury

有痛無動[症] ゆうつうむどう[しょう] akinesia algera

誘導，導入 ゆうどう induction

誘導性[の] ゆうどうせい[の] inducible

iNOS 誘導性一酸化窒素合成酵素
ゆうどうせいいっさんかちっそごうせ
いこうそ

inducible nitric oxide synthase
(iNOS)

誘発感覚 ゆうはつかんかく evoked sensation

誘発手技 ゆうはつしゅぎ provocative maneuver

誘発椎間板注入 ゆうはつついかんばんちゅうにゅう provocative disc injection

誘発電位 ゆうはつでんい evoked potential

誘発発射 ゆうはつはっしゃ evoked discharge

誘発反応 ゆうはつはんのう evoked response

有病率 ゆうびょうりつ prevalence

幽門痛 ゆうもんつう pyloralgia

遊離促進物質 ゆうりそくしんぶっしつ liberator

遊離体 ゆうりたい loose body

癒着，粘着，付着，接着 ゆちゃく adhesion

癒着性神経根症 ゆちゃくせいしんけいこんしょう adhesive radiculopathy

求心性の，輸入の，求心性 ゆにゅうの afferent

指ブロック ゆびぶろっく digital block

よヨ 陽イオン よういおん cation

痒覚 ようかく itch sensation

感覚の種類，様式 ようしき sensory modality

腰神経叢ブロック ようしんけいそうぶろっく lumbar plexus block

腰仙骨関節 ようせんこつかんせつ lumbosacral joint

腰仙部神経叢症 ようせんぶしんけいそうしょう lumbosacral plexopathy

SACRAL
syndrome

腰仙部に局在する血管腫に伴う脊
椎癒合不全、肛門性器部・皮膚・腎
臓・泌尿器の異常　（SACRAL症候
群）

ようせんぶにきょくざいするけっかん
しゅにともなうせきついゆごうふぜ
ん，こうもんせいきぶ・ひふ・じんぞ
う・ひにょうきのいじょう

spinal dysraphism, anogenital,
cutaneous, renal and urologic
anomalies, associated with an
angioma of lumbosacral
localization　（SACRAL
syndrome）

掻痒受容性掻痒 ようそうじゅようたいそうよう pruriceptive itch
注：neuropathic painと反対語
で、生理的機序によるかゆみ

腰椎化 ようついか lumbarization

腰椎穿刺 ようついせんし lumbar puncture

腰椎椎間板切開[術]
ようついついかんばんせっかい[じゅ
つ] lumbar discotomy

腰椎椎弓切除[術] ようついついきゅうせつじょじゅつ lumbar laminectomy

腰椎ヘルニア ようついへるにあ lumbar hernia

腰痛 ようつう lumbar pain，lumbago

腰痛，腰背部痛 ようつう low back pain

RDQ
ローランド-モリス障害評価票，腰痛
による生活能力障害の評価

ようつうによるせいかつのうりょくしょう
がいのひょうか

Roland-Morris Disability
Questionnarie　(RQD)

PET 陽電子放射断層撮影 ようでんしほうしゃだんそうさつえい
positron emission tomography
(PET)

コンプライアンス，容認 ようにん compliance

腰痛，腰背部痛 ようはいぶつう low back pain

腰部交感神経節切除 ようぶこうかんしんけいせつせつじょ lumbar sympathectomy
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腰部交感神経節ブロック ようぶこうかんしんけいせつぶろっく
lumbar sympathetic ganglion
block

腰部硬膜外鎮痛 ようぶこうまくがいちんつう lumbar epidural analgesia

腰部脊髄炎 ようぶせきずいえん ixomyelitis

腰部脊柱管狭窄[症] ようぶせきちゅうかんきょうさく[しょう] lumbar spinal canal stenosis

腰部脊椎分離[症] ようぶせきついぶんり[しょう] lumbar spondylolysis

腰部傍脊椎ブロック ようぶぼうついたいぶろっく lumbar paravertebral block

QLB 腰方形筋ブロック ようほうけいきんぶろっく
quadratus lumborum block
(QLB)

用量-反応曲線 ようりょうはんのうきょくせん dose response curve

予期[的]嘔吐 よきおうと anticipatory vomiting

予期悲嘆 よきひたん anticipatory grief

抑うつ，うつ病，うつ症状 よくうつ depression

DS，DRS うつ病スケール，抑うつ尺度 よくうつしゃくど
Depression Scale，Depression
Rating Scale

適応障害，抑うつ反応 よくうつはんのう adjustment disorder

翼突口蓋の，翼口蓋の よくこうがいの pterygopalatine

PPGB 翼口蓋神経節ブロック よくこうがいひんけいせつぶろっく
pterygopalatine ganglion block
(PPGB)

翼状の よくじょうの pterygoid

翼状片 よくじょうへん pterygium

抑制性アミノ酸 よくせいせいあみのさん inhibitory amino acid

IPSP 抑制性シナプス後電位 よくせいせいしなぷすこうでんい
inhibitory postsynaptic
potential (IPSP)

IPSC 抑制性シナプス後電流 よくせいせいしなぷすこうでんりゅう
inhibitory postsynaptic current
(IPSC)

抑制性シナプス伝達 よくせいせいしなぷすでんたつ
inhibitory synaptic
transmission

抑制性シナプス伝達症候群
よくせいせいしなぷすでんたつしょう
こうぐん

inhibitory synaptic
transmission syndrome

抑制性神経伝達物質
よくせいせいしんけいでんたつぶっ
しつ inhibitory neurotransmitter

ダウンレギュレーション，抑制性調節 よくせいせいちょうせつ down-regulation

翼突下顎の よくとつかがくの pterygomandibular

翼突下顎縫線 よくとつかがくほうせん raphe pterygomandibularis

翼突口蓋の，翼口蓋の よくとつこうがいの pterygopalatine

翼突上顎切痕 よくとつじょうがくせっこん pterygomaxillary notch

翼突上顎の よくとつじょうがくの pterygomaxillar

翼突切痕 よくとつせっこん pterygoid notch

横の，横経の よこの transverse

予測的[神経]ブロック よそくてき[しんけい]ぶろっく prognostic [nerve] blocks

予知 よち precognition

アウラ，前兆，予兆 よちょう aura

ヨヒンビン よひんびん yohimbine

ヨヒンビン発痛帯 よひんびんはっつうたい yohimbine dolorogenic zone

予防的神経ブロック よぼうてきしんけいぶろっく preventive nerve block

予防的鎮痛 よぼうてきちんつう preventive analgesia

四環系抗うつ薬 よんかんけいこううつやく tetracyclic antidepressant

らラ ライソソーム，リソソーム らいそそーむ lysosome

ライター症候群 らいたーしょうこうぐん Reiter's syndrome

雷鳴頭痛 らいめいずつう thunderclap headache

Raj（ラジ）アプローチ らじあぷろーち Raj approach

RAST
ラジオアレルゴソルベントテスト，放
射線アレルギー吸着試験

らじおあれるごそるべんとてすと
radioallergosorbent test
(RAST)

高周波熱神経根切除，ラジオ波
サーモリゾトミー

らじおはさーもりぞとみー
radiofrequency
thermorhizotomy

高周波腫瘍焼灼，ラジオ波腫瘍焼
灼

らじおはしゅようしょうしゃく radiofrequency tumor ablation

ラセグー徴候 らせぐーちょうこう Lasegue's sign
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ラセグーテスト（大腿神経伸展[試
験]）

らせぐーてすと（だいたいしんけいし
んてん[しけん]）

Lasegue test　(=femoral nerve
stretch)

Ramsey(ラムゼイ)鎮静スケール らむぜいちんせいすけーる Ramsey sedation scale

ラムゼー・ハント症候群 らむぜーはんとしょうこうぐん
Ramsay-Hunt syndrome
(=Hunt syndrome)

ラモトリギン らもとりぎん lamotrigine

卵円孔 らんえんこう
oval foramen (= foramen
ovale)

卵管疝痛 らんかんせんつう tubal colic

LANSS LANSS らんす

The Leeds Assessment of
Neuropathic Symptoms and
Signs

注：神経障害[性疼]痛の診断法

卵巣神経痛 らんそうしんけいつう ovariodysneuria

卵巣疝痛 らんそうせんつう ovarian colic

卵巣痛 らんそうつう
oophoralgia，ovarian pain，
ovarialgia

無作為化，ランダム化 らんだむか randomization

RCT
無作為化比較試験，ランダム化比較
試験

らんだむかひかくしけん
randomized controlled trial
(RCT)

無作為化割り付け，ランダム化割り
付け

らんだむかわりつけ randomized allocation

ランヴィエ絞輪 らんぶぃえこうりん Ranvier's node

乱(濫)用，虐待 らんよう abuse

りリ レーダー症候群 りーだーしょうこうぐん Raeder's syndrome

リウマチ りうまち rheumatism

リウマチ性多発[性]筋痛症
りうまち[せい]たはつ[せい]きんつう
しょう polymyalgia rheumatica

リウマチ因子 りうまちいんし rｈeumatoid factor

リウマチ痛 りうまちつう rheumatalgia

リウマチ様の りうまちようの rheumatoid

リウマトイド血管炎 りうまといどけえっかんえん rheumatoid vasculitis

理学療法 りがくりょうほう
physical therapy，
physiotherapy

リガンド，配位子 りがんど ligand

リガンド開閉型イオンチャンネル
りがんどかいへいがたいおんちゃね
る ligand-gated ion channel

リザトリプタン りざとりぷたん rizatriptan

梨状筋症候群 りじょうきんしょうこうぐん piriformis syndrome

梨状の りじょうの piriform/pyriform

ライソソーム，リソソーム りそそーむ lysosome

LPA リゾホスファチジン酸 りぞほすふぁちじんさん lysophosphatidic acid (LPA)

舐め反応，リッキング りっきんぐ licking

リッサウアー路，後外側路（束） りっさうあーろ

Lissauer's tract　(=fasciculus
dorsolateralis，dorsolateral
tract）

RASS リッチモンド興奮鎮静スケール
りっちもんどこうふんちんせいすけー
る

Richmond Agitation Sedation
Scale　（RASS)

リドカイン りどかいん lidocaine

利得，増加 りとく gain

リハビリテーション りはびりてーしょん rehabilitation

疾病率，罹病率，病的状態 りびょうりつ morbidity

lift-off試験 リフト-オフしけん lift-off test 注：肩甲下筋腱断裂の評価

リポキシゲナーゼ りぽきしげなーぜ lipoxygenase

リポ製剤 りぽせいざい lipo drug

LPS リポポリサッカライド，リポ多糖 りぽたとう lipopolysaccharide (LPS)

リポプロスタグランジンE１ （アルプロ

スタジル）
りぽぷろすたぐらんじんE１ (あるぷろ
すたじる)

lipoprostaglandin E1

(=alprostadil ）
LPS リポポリサッカライド，リポ多糖 りぽぽりさっからいど lipopolysaccharide (LPS)

流行性胸膜痛 りゅうこうせいきょうまくつう epidemic pleurodynia

流行性筋[肉]痛 りゅうこうせいきん[にく]つう epidemic myalgia
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流産，失敗したもの，発育停止（不
全）

りゅうざん abortion

動水力学説，流体力学理論 りゅうたいりきがくりろん hydrodynamic theory

両[側]麻痺 りょう[そく」まひ diplegia

両側性完全麻痺 りょうそくせいかんぜんまひ bilateral paralysis

両体側知覚[症] りょうたいそくちかく[しょう] synch(e)iria

リラクセーション りらくせーしょん relaxation

リラクセーション療法 りらくせーしょんりょうほう relaxation therapy

リルゾール りるぞーる riluzole

淋菌性関節炎 りんきんせいかんせつえん gonococcal arthritis

リン酸化 りんさんか phosphorylation

臨死意識 りんしいしき nearing death awareness

リン脂質 りんししつ phospholipid

臨時追加投与量，レスキュー投与 りんじついかとうよりょう rescue dose

るル 累積[投与]量 るいせき[とうよ]りょう cumulative dose

涙嚢痛 るいのうつう dacryocystalgia

れレ [寒]冷感，寒冷を知る感覚 れいかん psychroesthesia

冷感異痛，冷感アロディニア れいかんあろでぃにあ cold allodynia

冷感異痛，冷感アロディニア れいかんいつう cold allodynia

冷[感]覚 れい[かん]かく cold sensation

冷却化高周波熱凝固[法]
れいきゃくかこうしゅうはねつぎょうこ
[ほう]

cooled radiofrequency (cooled
RF)

冷湿布 れいしっぷ cold compress

[寒]冷痛 れいつう psychroalgia

冷凍治療 れいとうちりょう cryotherapy

レイノー現象 れいのーげんしょう Raynaud's phenomenon

レイノー症候群 れいのーしょうこうぐん Raynaud's syndrome

レイノー病 れいのーびょう Raynaud's disease

レーザー治療 れーざーちりょう ｌaser therapy

レーザー椎間板髄核摘出術
れーざーついかんばんずいかくてき
しゅつじゅつ

percutaneous laser disc
decompression

レーダー傍三叉神経痛 れーだーぼうさんさしんけいつう
Raeder's paratrigeminal
neuralgia

レキセッド層 れきせっどそう Rexed lamina

レシニフェラトキシン れしにふぇらときしん resiniferatoxin

臨時追加投与量，レスキュー投与 れすきゅーとうよ rescue dose

レセルピン れせるぴん reserpine

レゾルビン れぞるびん resolvin

裂傷，破傷 れっしょう lacerations

レッドフラグ れっどふらぐ red flag

レニウム れにうむ rhenium

レベチラセタム れべちらせたむ levetiracetam 注：抗てんかん薬

レボルファノール れぼるふぁのーる levorphanol

レマック束 れまっくそく remak bundle

レミフェンタニル れみふぇんたにる remifentanil

レルミット徴候 れるみっとちょうこう Lhermitte's sign

連合学習 れんごうがくしゅう association learning

連合線維 れんごうせんい association fiber

攣縮，痙攣，スパスム れんしゅく spasm

攣縮性卒中 れんしゅくせいそっちゅう spasmodic apoplexy

ろロ LT ロイコトリエン ろいことりえん leukotriene (LT)

ロイシン-エンケファリン ろいしんえんけふぁりん
leucine-enkephalin (Leu-
enkephalin)

加齢，老化，老齢化 ろうか aging

労働生産性測定プログラム
ろうどうせいさんせいそくていぷろぐ
らむ Work Limitation Questionnaire

労働補償問題 ろうどうほしょうもんだい worker's compensation issue
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加齢変性，老年変性 ろうねんへんせい senile degeneration

加齢，老化，老齢化 ろうれいか aging

RDQ
ローランド-モリス障害評価票，腰痛
による生活能力障害の評価

ろーらんどもりすしょうがいひょうか
ひょう

Roland-Morris Disability
Questionnarie　(RQD)

ロキソプロフェン ろきそぷろふぇん loxoprofen

肋鎖症候群 ろくさしょうこうぐん costoclavicular syndrome

肋軟骨炎 ろくなんこつえん costochondritis

肋軟骨症候群 ろくなんこつしょうこうぐん costochondral syndrome

ロゴセラピー ろごせらぴー logotherapy

Ross 症候群 ろすしょうこうぐん Ross's syndrome

肋間腔 ろっかんくう intercostal space

肋間神経痛 ろっかんしんけいつう intercostal neuralgia

肋間神経ブロック ろっかんしんけいぶろっく intercostal nerve block

ロックアウト時間，注入制限間隔 ろっくあうとじかん lock out interval

肋骨下神経痛 ろっこつかしんけいつう subcostalgia

肋骨痛 ろっこつつう costalgia

ロピバカイン ろぴばかいん ropivacaine

ロフェコキシブ ろふぇこきしぶ rofecoxib

ロラゼパム ろらぜぱむ lorazepam 注:抗不安薬

ロランド膠様質 ろらんでぃこうようしつ substantia gelatinosa Rolandi

わワ ワーラー変性 わーらーへんせい Wallerian degeneration

ワインドアップ わいんどあっぷ wind-up

ワインドアップ現象 わいんどあっぷげんしょう wind-up phenomenon
ワインドアップ様の痛み，ワインドアッ
プ様疼痛

わいんどあっぷようとうつう wind-up like pain

ワインドアップ様の痛み，ワインドアッ
プ様疼痛

わいんどあっぷようのいたみ wind-up like pain

ワクシニアウィルス接種家兎炎症皮
膚抽出液

わくしにあうぃるすせっしゅかとえん
しょうひふちゅうしゅつえき

an extract from inflamed
cutaneous tissue of rabbits,
inoculated with Vaccinia virus

ワクチン わくちん vaccine

ワクチン接種 わくちんせっしゅ vaccination

ワレンベルグ症候群 われんべるぐしょうこうぐん Wallenberg's syndrome

弯曲 わんきょく curvature

腕神経叢炎，腕神経炎 わんしんけいえん
brachial [plexus] neuritis
(=brachial plexophathy)

腕神経叢 わんしんけいそう brachial plexus

腕神経叢炎，腕神経炎 わんしんけいそうえん
brachial [plexus] neuritis
(=brachial plexophathy)

腕神経叢引き抜き損傷 わんしんけいそうひきぬきそんしょう brachial plexus avulsion injury

腕神経叢ブロック わんしんけいそうぶろっく brachial plexus block

腕頭の わんとうの brachiocephalic

GHQ 総合健康質問票 そうごうけんこうしつもんひょう
General Health Questionnaire
(GHQ)
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