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内容

医学用語辞典Web版の使い方

検索画面のレスポンシブ化

投稿された要望について
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検索窓



日本語と英語の一覧
◦ 代表語には語尾に★
◦ 日本語と英語の正確な
対応関係は判らない

日英の正確な対応関係

日本語
英語
日本語と英語の属性

要望または履歴



属性

M+ MeSH の Subject Headings である
M MeSH の Entry Term である
U UMLSのどこかに存在する
★ 代表語である
奨 推奨語である
旧 現在は使われていない用語である
A01など MeSHのカテゴリー



要望



レスポンシブ対応
(ウィンドウの形・大きさに応じて変化)



投稿された要望



概念併合に関するもの
要望 現状 対応
関節半月と関節半月板は同じ意味の言葉だと思い
ますので、meniscus、semilunar cartilageという
英語の用語もあわせて、相互に参照されるように
なっていてほしいと感じました。

関節半月 ： semilunar cartilage
関節半月板 ： meniscus 【概念併合】

follicular cell を引くと、濾胞細胞、小胞細胞
（甲状腺）に誘導され、同じ意味の用語として
follicular epithelial cellも書かれていますが、訳語
に卵胞細胞がありません。一方、follicular 
epithelial cellを引くと、卵胞細胞、卵胞上皮細胞
しか書かれておらず、follicular cell や甲状腺の濾
胞細胞、小胞細胞がありません。これらは、みな
同じ意味だと思いますので、相互に参照されるよ
うになっているとよいのではと感じました。

卵胞細胞、 ： follicular epithelial cell
卵胞上皮細胞

小胞細胞、濾胞細胞 ： follicle cell、
follicular cell、
follicle epithelial cell

【概念併合】
相互参照あると良い



概念併合に関するもの
要望 現状 対応

この辞典では「がん」で検索すると carcinoma 
だけ表示されますが，「がん」は cancer ，
「癌」・「癌腫」を carcinoma ，と訳語を分けて
はと思います。如何でしょうか

癌、がん、癌腫 ： carcinoma

癌、癌腫 ： cancer、
悪性腫瘍★【奨】 malignant neoplasm、
悪性新生物 malignant tumor★

【現状維持】
相互参照あると良い

「血液空気関門」「空気血液関門」とは別に「血
液ガス関門」「肺胞毛細血管関門」という用語が
登録されているのに気づきました。これらは同一
の構造に対してつけられた名称と思いますので、
同じ意味の用語として相互に参照されるように
なっていると便利かと存じます。

空気血液関門 ： air blood barrier
血液空気関門 ： blood air barrier

血液ガス関門 ： blood gas barrier

肺胞毛細血管関門 ： alveolar-capillary barrier

【概念併合】
（３概念）
相互参照あると良い



概念追加・概念変更に関するもの
要望 現状 対応
hepatoblast「肝芽」も辞書に追加できると
考えます。 肝芽腫 ： hepatoblastoma 肝芽細胞：hepatoblast

【概念追加】

gluteus maximus 大殿筋 中殿筋 ： gluteus medius
大殿筋： gluteus maximus
【概念追加】
大臀筋も同義語に追加

グラニュロウイルス属ではないでしょうか？ 顆粒ウイルス属、
グラヌュロウイルス属：Granulovirus

「グラニュロウイルス属」に変更
【日本語変更】

「腰椎部」の英語として、
"lateral division of ..."と"medial division of 
..."という２つが登録されているのが変かなと
思いました。これらを省いた
１つでよろしいのでは。また、この項目「腰
椎部」は、erector spinae （脊柱起立筋の）
腰椎部であることがわかるようにカッコ書き
の補足がないと誤解の元かと思いました。

腰椎部 ： medial division of 
lumbar erector spinae

脊柱起立筋：erector spinae muscles
【概念変更】

( 腸肋筋 ： Iliocostalis )
( 最長筋 ： Longissimus )
( 棘筋 ： Spinalis )



同義語追加に関するもの
要望 現状 対応
英文は、supraclavicular lymph node
ではないでしょうか？ 鎖骨上窩リンパ節：supraclavicular node supraclavicular lymph node を追加

日本医療検査科学会では「POCTガイドラ
イン第4版」において、「point-of-care 
testing」の和名を「臨床現場即時検査」、
略号を「POCT」とさだめにて定めていま
す。可能であれば変更をお願いします。

ポイントオブケア検査：point-of-care
testing 「臨床現場即時検査」を追加

synarthrosisに対しては，解剖学用語(13
版)で「不動関節」という用語があります． 関節癒合 ： synarthrosis 「不動関節」を同義語として追加

日本解剖学会の解剖学用語では、
umbilical veinの日本語訳は臍帯静脈では
なく、臍静脈ですので変更すべきかと思わ
れます。
産婦人科学会では臍帯静脈を使用するよう
ですが、人体の基本用語ですので解剖学用
語の臍静脈とすべきではないでしょうか。

臍帯静脈 ： umbilical vein 「臍静脈」を同義語として追加



読みがなに関するもの
要望 現状 対応
「タイゴウ」で用語検索すると「対合」の読み
としていくつかの用語が検索結果に出てきます．
「対合」の読み方は広辞苑等一般向けの辞書で
は「タイゴウ」「ツイゴウ」の両方が掲載され
ていますし，高校生物等でもそうなのかもしれ
ませんが，医学用語しては「ツイゴウ」のほう
がより一般的なのではないでしょうか？

対合複合体 ： synaptinemal
complex

読み仮名に「ツイゴウ」を【追加】

他に、体細胞対合、塩基対合、末端対合、
染色体対合、異所対合 がある。

直筋は単独の時だけ「ちょっきん」でそれ以外
の読みは「ちょくきん」なのは理由があります
でしょうか．教科書にルビをふる際に混乱をき
たします．

直筋 ： rectus muscle
直筋 ： チョッキン 【？】

腹直筋 ： フクチョクキン 【？】

漢字で単体で「睫毛」と書いた場合のよみも
「まつげ」でOKでしょうか．睫毛腺などは
「しょうもう」と読ませています．

睫毛 ： eyelash 睫毛 ： マツゲ、
ショウモウ 【追加】
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