
分科会の用語辞典を日本医学会辞典と比較・追加する手順について

分科会の用語集	  
英語と日本語のペアとして提出（エクセル）	

英語と日本語の語彙を分割して整理	  
医学会の英語・日本語と比較して	
チェックシートを作成（エクセルまたはWeb）	
	

分科会側で個々の用語について検討	  
　　どの用語を医学会に追加するか、	  
　　医学会の用語に対する修正要求など、	  
Web上のチェックシートに結果を登録。	  

チェックシートを元に、分科会の用語を	  
医学会辞典に登録、公開。	  

	  
日本医学会	

	  
各分科会	

医学会辞典Web版で分科会用語として表示、	  
他の分科会用語との関連も検索可能、	  
今後の編集作業も容易になると期待できる。	  



分科会用語集と医学会用語集との比較表：説明

英：英語のみが医学会と一致したもの

日：日本語のみが医学会と一致したもの 18：小児科学会用語集から

無：英語も日本語も医学会と一致しないもの 22：循環器学会用語集から

KIND GIDS 英語 日本語
一致語彙の訳語と同義
語

一致語彙と同義語 元英語 元日本語

日 18
combined vocal and multiple
motor tic disorder

トゥレット障害 de la Tourette disorder トゥレット障害
〔de la Tourette〕 combined vocal and multiple
motor tic disorder

音声および多発運動性の両者を含むチック障
害／トゥレット障害

日 18
de la Tourette combined
vocal and multiple motor tic
disorder

トゥレット障害 de la Tourette disorder トゥレット障害
〔de la Tourette〕 combined vocal and multiple
motor tic disorder

音声および多発運動性の両者を含むチック障
害／トゥレット障害

無 18
combined vocal and multiple
motor tic disorder

音声および多発運動性の両
者を含むチック障害

〔de la Tourette〕 combined vocal and multiple
motor tic disorder

音声および多発運動性の両者を含むチック障
害／トゥレット障害

無 18
de la Tourette combined
vocal and multiple motor tic
disorder

音声および多発運動性の両
者を含むチック障害

〔de la Tourette〕 combined vocal and multiple
motor tic disorder

音声および多発運動性の両者を含むチック障
害／トゥレット障害

日 18
delivery by vacuum
extraction

吸引分娩 vacuum extraction 吸引分娩 〔delivery by〕 vacuum extraction 吸引〔分娩〕

英 18 interstitial emphysema 間質性肺気腫 間質性気腫 interstitial emphysema 〔pulmonary〕 interstitial emphysema 〈PIE〉 間質性肺気腫

無 18
pulmonary interstitial
emphysema

間質性肺気腫  〔pulmonary〕 interstitial emphysema 〈PIE〉 間質性肺気腫

無 18
11beta-hydroxylase
deficiency

11-ベータ水酸化酵素欠損
症

 11beta(β)-hydroxylase deficiency 11-ベータ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18
11beta-hydroxylase
deficiency

11-ベータ水酸化酵素欠損  11beta(β)-hydroxylase deficiency 11-ベータ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18 17,20-desmolase deficiency 17,20-デスモラーゼ欠損症  17,20-desmolase deficiency 17,20-デスモラーゼ欠損〔症〕

無 18 17,20-desmolase deficiency 17,20-デスモラーゼ欠損  17,20-desmolase deficiency 17,20-デスモラーゼ欠損〔症〕

無 18
17alpha-hydroxylase
deficiency

17-アルファ水酸化酵素欠
損症

 17alpha(α)-hydroxylase deficiency 17-アルファ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18
17alpha-hydroxylase
deficiency

17-アルファ水酸化酵素欠
損

 17alpha(α)-hydroxylase deficiency 17-アルファ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18
17α-hydroxylase
deficiency

17-アルファ水酸化酵素欠
損症

 17alpha(α)-hydroxylase deficiency 17-アルファ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18
17α-hydroxylase
deficiency

17-アルファ水酸化酵素欠
損

 17alpha(α)-hydroxylase deficiency 17-アルファ水酸化酵素欠損〔症〕

無 18
17beta-hydroxysteroid
dehydrogenase deficiency

17-ベータヒドロキシステロ
イド脱水素酵素欠損症

 
17beta(β)-hydroxysteroid dehydrogenase
deficiency

17-ベータヒドロキシステロイド脱水素酵素欠
損〔症〕

左が英語、右が日本語 左が一致した語の訳語、右が一致した語 左が英語、右が日本語

医学会の用語 分科会の元の文字列分科会の用語



分科会用語集と医学会用語集との比較表：日本医学会と英語も日本語も一致しないもの

KIND GIDS 英語 日本語 医学会辞典医学会辞典元英語 元日本語
無 22 a wave ａ波 a wave ａ波
無 22 A-a difference 肺胞・動脈較差 alveolar-arterial (A-a) difference 肺胞・動脈較差

無 22 A-a oxygen tension difference 肺胞・動脈酸素分圧較差
alveolar-arterial (A-a) oxygen tension
difference

肺胞・動脈酸素分圧較差

無 22 AAE 大動脈弁輪拡張 AAE (annuloaortic ectasia) 大動脈弁輪拡張[症]
無 22 AAE 大動脈弁輪拡張症 AAE (annuloaortic ectasia) 大動脈弁輪拡張[症]
無 22 AAI AAI AAI AAI<ペースメーカ>
無 22 AAI pacing AAIペーシング AAI pacing AAIペーシング
無 22 AAIR AAIR AAIR AAIR<ペースメーカ>
無 22 AAS 自動静磁場均一度調整 AAS (auto active shimming) 自動静磁場均一度調整
無 22 AAT AAT AAT AAT<ペースメーカ>
無 22 AAT 自動能性心房頻拍 AAT (automatic atrial tachycardia) 自動能性心房頻拍
無 22 AAV gene transfer アデノ随伴ウイルス遺伝子導入 adeno-associated viral (AAV) gene transfer アデノ随伴ウイルス遺伝子導入
無 22 AAV vector アデノ随伴ウイルスベクター adeno-associated viral (AAV) vector アデノ随伴ウイルスベクター
無 22 abciximab アブシキシマブ abciximab アブシキシマブ
無 22 abdominal auscultation 腹部聴診 abdominal auscultation 腹部聴診
無 22 abdominal bruit 腹部血管雑音 abdominal bruit 腹部血管雑音
無 22 abdominal coarctation of aorta 腹部大動脈縮窄 abdominal coarctation of aorta 腹部大動脈縮窄
無 22 abdominal examination 腹部検査 abdominal examination 腹部検査
無 18 abdominal heterotaxia 内臓錯位 abdominal heterotaxia 内臓錯位〔症〕
無 18 abdominal heterotaxia 内臓錯位症 abdominal heterotaxia 内臓錯位〔症〕
無 22 abdominojugular test 腹頚静脈試験 abdominojugular test (hepatojugular reflux) 腹頚静脈試験(肝頚静脈逆流)
無 22 aberrancy 起始異常症 aberrancy 変行伝導、起始異常[症]
無 22 aberrancy 起始異常 aberrancy 変行伝導、起始異常[症]
無 22 aberrant intraventricular conduction 心室内変行伝導 aberrant [intra]ventricular conduction 心室内変行伝導

無 22
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

左肺動脈右肺動脈起始
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

迷走左肺動脈、左肺動脈右肺動脈起始[症]

無 22
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

左肺動脈右肺動脈起始症
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

迷走左肺動脈、左肺動脈右肺動脈起始[症]

無 22
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

迷走左肺動脈
aberrant left pulmonary artery (=pulmonary
sling )(=origin of left pulmonary artery from
right pulmonary artery)

迷走左肺動脈、左肺動脈右肺動脈起始[症]

無 18 aberrant subclavian artery 異常鎖骨下動脈症 aberrant subclavian artery 異常鎖骨下動脈〔症〕
無 18 aberrant subclavian artery 異常鎖骨下動脈 aberrant subclavian artery 異常鎖骨下動脈〔症〕

無 22 aberrant subclavian artery 迷走右鎖骨下動脈 aberrant subclavian artery
迷走右鎖骨下動脈〈右鎖骨下動脈が下行大
動脈から起始し食道の背側を走行するも
の〉

無 22 aberrant ventricular conduction 心室内変行伝導 aberrant [intra]ventricular conduction 心室内変行伝導
無 22 Abiomed total artificial heart アビオメド完全置換型人工心臓 Abiomed total artificial heart アビオメド完全置換型人工心臓
無 22 ablative therapy アブレーション治療 ablative therapy アブレーション治療
無 22 abnormal automaticity 異常自動能 abnormal automaticity 異常自動能
無 22 abnormal embryogenesis 胎児発生異常 abnormal embryogenesis 胎児発生異常
無 22 abnormal left aortic arch 左側大動脈弓異常 abnormal left aortic arch 左側大動脈弓異常
無 22 abnormal muscle band of the right ventricle 右室内異常筋束 abnormal muscle band of the right ventricle 右室内異常筋束
無 22 abnormal negative area 異常負領域 abnormal negative area 異常負領域
無 22 abnormal origin of coronary artery 冠動脈起始異常症 abnormal origin of coronary artery 冠[状]動脈起始異常[症]
無 22 abnormal origin of coronary artery 冠状動脈起始異常症 abnormal origin of coronary artery 冠[状]動脈起始異常[症]
無 22 abnormal origin of coronary artery 冠状動脈起始異常 abnormal origin of coronary artery 冠[状]動脈起始異常[症]
無 22 abnormal positive area 異常正領域 abnormal positive area 異常正領域



分科会用語集と医学会用語集との比較表：日本医学会と英語が一致したもの

KIND GIDS 英語 日本語 医学会辞典：一致語彙の訳語と同義語 医学会辞典：一致語彙と同義語 元英語 元日本語
英 22 A-band Ａ帯 不等方帯, 異方帯, 重屈折質★ A-band, anisotropic band★ A-band Ａ帯
英 18 abasia 歩行不能 失歩 abasia abasia 歩行不能／失歩
英 22 abdominal radiography 腹部レントゲン撮影 腹部X線撮影法 abdominal radiography abdominal radiography 腹部レントゲン撮影
英 22 aberrant 変行 異所の, 異所性の★, 迷入性の aberrant★, allopatric aberrant 変行、異所性【形】

英 18 22 abetalipoproteinemia 無ベータリポ蛋白血症
無ベータリポタンパク血症★, バッセン・コー
ンツヴァイク症候群

abetalipoproteinemia★, Bassen-Kornzweig
syndrome

abetalipoproteinemia 無ベータリポ蛋白血症

英 22 abetalipoproteinemia 無βリポ蛋白血症
無ベータリポタンパク血症★, バッセン・コー
ンツヴァイク症候群

abetalipoproteinemia★, Bassen-Kornzweig
syndrome

abetalipoproteinemia 無ベータ(β)リポ蛋白血症

英 22 ablation アブレーション 切除, 剥離★, 焼灼 ablation ablation アブレーション
英 18 absence 欠神 アブサンス, 放心, 欠損★ absence absence 欠神／アブサンス
英 18 acalculia 失計算 失算 acalculia acalculia 失計算
英 18 acanthocytosis 有棘赤血球症 有棘赤血球増加症 acanthocytosis acanthocytosis 有棘赤血球〔増加〕症

英 18 acanthosis nigricans 黒色表皮肥厚症 黒色表皮腫 acanthosis nigricans acanthosis nigricans
黒色表皮肥厚〔症〕／黒色
有棘層肥厚／黒色アカン
トーシス

英 18 acanthosis nigricans 黒色有棘層肥厚 黒色表皮腫 acanthosis nigricans acanthosis nigricans
黒色表皮肥厚〔症〕／黒色
有棘層肥厚／黒色アカン
トーシス

英 18 acanthosis nigricans 黒色アカントーシス 黒色表皮腫 acanthosis nigricans acanthosis nigricans
黒色表皮肥厚〔症〕／黒色
有棘層肥厚／黒色アカン
トーシス

英 18 acanthosis nigricans 黒色表皮肥厚 黒色表皮腫 acanthosis nigricans acanthosis nigricans
黒色表皮肥厚〔症〕／黒色
有棘層肥厚／黒色アカン
トーシス

英 22 accelerated hypertension 加速型高血圧症 悪性高血圧, 進行性高血圧★
accelerated hypertension, malignant
hypertension★

accelerated hypertension 加速型高血圧[症]

英 22 accelerated hypertension 加速型高血圧 悪性高血圧, 進行性高血圧★
accelerated hypertension, malignant
hypertension★

accelerated hypertension 加速型高血圧[症]

英 22 accelerator 加速装置 加速器 accelerator accelerator
加速器、加速装置、促進神
経

英 22 accelerator 促進神経 加速器 accelerator accelerator
加速器、加速装置、促進神
経

英 22 accessory 副 付属の, 副の★, 補助的の accessory accessory 副【形】
英 22 acetyl coenzyme A アセチルコエンザイムＡ アセチルCoA acetyl coenzyme A acetyl CoA (coenzyme A) アセチルコエンザイムＡ
英 18 achlorhydria 塩酸欠乏 乳び欠乏症★, 無塩酸症 achlorhydria★, achylia achlorhydria 無塩酸症／塩酸欠乏〔症〕
英 18 achlorhydria 塩酸欠乏症 乳び欠乏症★, 無塩酸症 achlorhydria★, achylia achlorhydria 無塩酸症／塩酸欠乏〔症〕
英 18 acid milk 酸乳 酸性乳 acid milk acid milk 酸〔性〕乳
英 22 acid-base imbalance 酸塩基不均衡 酸塩基平衡異常 acid-base imbalance acid-base imbalance 酸塩基不均衡
英 18 22 acidemia 酸性血症 酸血症 acidemia acidemia 酸〔性〕血症
英 18 aciduria 酸性尿症 酸性尿 aciduria aciduria 酸性尿〔症〕
英 18 Acinetobacter アシネトバクター アシネトバクター属 Acinetobacter Acinetobacter アシネトバクター〔属〕

英 22 acoustic shadow アコースティック・シャドウ 音響陰影 acoustic shadow acoustic shadow
音響陰影、アコースティッ
ク・シャドウ

英 18 22
acquired immunodeficiency
syndrome

エイズ 後天性免疫不全症候群
acquired immunodeficiency syndrome★,
AIDS

acquired immunodeficiency
syndrome 〈AIDS〉

後天性免疫不全症候群／
エイズ

英 18 22 acrocyanosis 先端チアノーゼ 肢端チアノーゼ acrocyanosis acrocyanosis
先端チアノーゼ／末端チア
ノーゼ／末梢〔性〕チアノー
ゼ

英 18 acrocyanosis 末梢性チアノーゼ 肢端チアノーゼ acrocyanosis acrocyanosis
先端チアノーゼ／末端チア
ノーゼ／末梢〔性〕チアノー
ゼ



分科会用語集と医学会用語集との比較表：日本医学会と日本語が一致したもの

KIND GIDS 英語 日本語 医学会辞典：一致語彙の訳語と同義語 医学会辞典：一致語彙と同義語 元英語 元日本語

日 22 AAA 腹部大動脈瘤 abdominal aortic aneurysm 腹部大動脈瘤
AAA (abdominal aortic
aneurysm)

腹部大動脈瘤

日 18 Aarskog syndrome アースコグ症候群
Aarskog-Scott syndrome★, Aarskog's
syndrome

アースコグ・スコット症候群★, アースコグ症
候群

Aarskog syndrome アースコグ症候群

日 22 abdominal girth 腹囲
abdominal circumference, waist
circumference★

腹囲 abdominal girth 腹囲

日 22 abdominal sidedness 内臓位 visceral situs 内臓位 abdominal sidedness 内臓位

日 22 ABE 急性細菌性心内膜炎 acute bacterial endocarditis 急性細菌性心内膜炎
ABE (acute bacterial
endocarditis)

急性細菌性心内膜炎

日 22 aberrancy 変行伝導 aberrant conduction 変行伝導 aberrancy 変行伝導、起始異常[症]
日 22 ABI 足関節上腕血圧比 ankle brachial index 足関節上腕血圧比 ABI (ankle/brachial index) 足関節上腕血圧比

日 22
abnormal origin of coronary
artery

冠動脈起始異常 anomalous origin of coronary artery 冠動脈起始異常
abnormal origin of coronary
artery

冠[状]動脈起始異常[症]

日 22 ABPI 足関節上腕血圧比 ankle brachial index 足関節上腕血圧比
ABPI (ankle brachial
pressure index)

足関節上腕血圧比

日 22 ABPM 自由行動下血圧測定 ambulatory blood pressure monitoring 自由行動下血圧測定
ABPM (ambulatory blood
pressure monitoring)

自由行動下血圧測定

日 22 absence of pericardium 心膜欠損 pericardial defect 心膜欠損, 心膜欠損症★ absence of pericardium 心膜欠損

日 22 absolute refractory phase 絶対不応期 absolute refractory period 絶対不応期
absolute refractory period
(phase)

絶対不応期

日 22 accelerated 進行 progressive 進行, 進行性★ accelerated 促進[型]、進行、加速【形】
日 22 accelerated 促進 augmentation, facilitation★ 促通, 促進, 増強★, 強化 accelerated 促進[型]、進行、加速【形】
日 22 accelerated 促進 enrichment, reinforcement★ 促進, 増強, 強化★ accelerated 促進[型]、進行、加速【形】
日 22 accelerated 加速 acceleration 加速, 加速現象★ accelerated 促進[型]、進行、加速【形】

日 22
accelerated AV junctional
rhythm

促進房室接合部調律
accelerated atrioventricular junctional
rhythm

促進房室接合部調律
accelerated atrioventricular
(AV) junctional rhythm

促進房室接合部調律

日 22
accessory conduction
pathway

副伝導路 accessory pathway 副伝導路
accessory conduction
pathway

副伝導路

日 18 accessory lobe 副肺葉
accessory lobe of lung★, accessory
pulmonary lobe

副肺葉 accessory lobe 副肺葉

日 18 22 accommodation 調節 control
コントロール, 制御, 対照, 管理, 規制, 調節
★, 防除

accommodation 調節

日 22 accommodation 適応 indication 適応★, 適応症 accommodation 馴化、適応、調節
日 22 accommodation 適応 adjustment 適応 accommodation 馴化、適応、調節
日 22 accommodation 適応 adaptation 適合, 適応, 順応★ accommodation 馴化、適応、調節

日 22 ACE アンジオテンシン変換酵素 angiotensin converting enzyme アンジオテンシン変換酵素
ACE (angiotensin
converting enzyme)

アンジオテンシン変換酵素

日 22 ACE inhibitor
アンジオテンシン変換酵素
阻害薬

angiotensin-converting enzyme inhibitor
ACE阻害薬, アンジオテンシン変換酵素阻害
薬★

ACE (angiotensin
converting enzyme)
inhibitor

アンジオテンシン変換酵素
阻害薬

日 22 ACG 心尖拍動図 apex cardiogram 心尖拍動図 ACG (apex cardiogram) 心尖拍動図

日 18 achalasia of esophagus 食道無弛緩症
achalasia, cardiospasm, esophageal
achalasia★

アカラシア, 噴門痙攣, 食道アカラシア★, 食
道無弛緩症

achalasia of esophagus
食道無弛緩症／食道拡張
症／食道噴門けいれん(痙
攣)症

日 18 achromatopia 色盲
color anomaly, color vision defect★,
dyschromatopsia

色盲, 色覚異常★ achromatop〔s〕ia 色盲

日 18 achromatopsy 色盲
color anomaly, color vision defect★,
dyschromatopsia

色盲, 色覚異常★ achromatopsy 色盲

日 18 acid-fast bacterium 抗酸菌 acid-fast bacteria★, mycobacteria 抗酸菌 acid-fast bacterium 抗酸菌

日 22 ACLS 二次救命処置 advanced cardiac life support 二次救命処置
ACLS (advanced cardiac
life support)

二次救命処置
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