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A a

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

abandonment 遺棄感 いきかん

abdomen 腹部 ふくぶ

abdominal 腹部の ふくぶの

abdominal diagnosis 腹診 ふくしん

abdominal migraine 腹部片頭痛 ふくぶへんずつう

abdominal pain 腹痛 ふくつう

aberrant drug-induced 
behavior

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 taking 
behavior

薬物の不適切使用 やくぶつのふてきせつ
しよう

Aβ fi ber （A beta fi ber） Aβ線維 Aべーたせんい

ablation 切除，アブレーショ
ン

せつじょ，あぶれー
しょん

abneural 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（り
しんけいじくせい）

abortion 流産，失敗したもの，
発育停止（不全）

りゅうざん，しっぱい
したもの，はついくて
いし（ふぜん）

abrasion 擦過傷，剥離 さっかしょう，はくり

abruption （＝abruptio） 剥離 はくり

abscess 膿瘍 のうよう

absence 欠神，放心，欠損 けっしん，ほうしん，
けっそん

absolute alcohol 無水アルコール むすいあるこーる

　注：無水エタノールを指す

absorption 吸収，吸着 きゅうしゅう，きゅう
ちゃく

abstinence 自制，節制，禁酒，
禁断

じせい，せっせい，き
んしゅ，きんだん

abstinence
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abstinence syndrome 禁断症候群，禁断症
状

きんだんしょうこうぐん，
きんだんしょうじょう

abuse 乱（濫）用，虐待 らん（らん）よう，ぎゃ
くたい

acanthesthesia ちくちく感，棘感覚 ちくちくかん，きょく
かんかく

accompanying symptom 付随症状（徴候） ふずいしょうじょう
（ちょうこう）

acephalgic migraine 無痛性片頭痛 むつうせいへんずつう

acetaminophen
（＝paracetamol）

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
（ぱらせたもーる）

acetic acid-induced 
writhing

酢酸ライジング［法］ さくさんらいじんぐ
［ほう］

acetylcholine （Ach） アセチルコリン あせちるこりん

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

acetylcholinesterase 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

acetylsalicylic acid 
（＝aspirin）

アセチルサリチル酸
（アスピリン）

あせちるさりちるさん
（あすぴりん）

achalasia アカラシア，弛緩不
能症，無弛緩症

あからしあ，しかんふ
のうしょう，むしかん
しょう

ache 痛み，うずき いたみ，うずき

achillodynia アキレス腱痛［症］ あきれすけんつう
［しょう］

aching pain うずくような痛み うずくようないたみ

acid-sensing ion channel 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

acoustic neuroma 聴神経腫瘍，聴神経
鞘腫

ちょうしんけいしゅよう，
ちょうしんけいしょう
しゅ

acquired immune 
defi ciency syndrome 
（AIDS）

エイズ，後天性免疫
不全症候群

えいず，こうてんせい
めんえきふぜんしょう
こうぐん

acrodynia 
（＝acromelalgia）

肢端（先端）［疼］痛
［症］

したん（せんたん）［と
う］つう［しょう］

abstinence syndrome
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acromeric acid アクロメリン酸 あくろめりんさん

acroparesthesia syndrome 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

acrostealgia 先端骨痛 せんたんこつつう

acrotrophodynia 先端栄養性［疼］痛 せんたんえいようせい
［とう］つう

actigraphy 活動計測 かつどうけいそく

　 注：非侵襲的に覚醒・睡眠サイクルを
測定する方法

actinomycosis 放線菌症 ほうせんきんしょう

actinotherapy 紫外線療法 しがいせんりょうほう

action potential 活動電位 かつどうでんい

activation 活性化，賦活 かっせいか，ふかつ

active range of motion 
（AROM）

自動的可動域 じどうてきかどういき

active transport 能動輸送 のうどうゆそう

activities of daily living 
（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，にちじょうせい
かつのう，にちじょう
せいかつかつどうせい

acupressure 指圧 しあつ

acupuncture 鍼，鍼治療，刺鍼術 はり，はりちりょう，
ししんじゅつ

acupuncture analgesia 鍼（針）鎮痛 はりちんつう

acupuncture anesthesia 鍼麻酔 はりますい

acupuncture point 鍼刺入点，経穴，ツボ はりしにゅうてん，け
いけつ，つぼ

acute pain 急性［疼］痛 きゅうせい［とう］つう

acute sickle cell pain 
syndrome

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 tolerance 急性耐性 きゅうせいたいせい

acyclovir アシクロビル あしくろびる

adalimumab アダリムマブ あだりむまぶ

　 注：強直性脊椎炎やリウマチ性関節炎
の治療薬

adalimumab
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addict 常習者 じょうしゅうしゃ

addicted 常習して，中毒に
なって

じょうしゅうして，
ちゅうどくになって

addiction 嗜癖，常用癖，慢性
中毒

しへき，じょうようへ
き，まんせいちゅうど
く

Aδ fi ber （A delta fi ber） Aδ線維 Aでるたせんい

adenalgia （＝adenodynia） 腺痛 せんつう

adenosine アデノシン あでのしん

adenosine 3’,5’-cyclic 
monophosphate （cAMP）

サイクリックAMP さいくりっくAMP

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

adenosine triphosphate 
（ATP）

アデノシン三リン酸 あでのしんさんりんさん

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

adequate stimulus 適刺激 てきしげき

adhesion 癒着，粘着，付着，
接着

ゆちゃく，ねんちゃく，
ふちゃく，せっちゃく

adhesion molecule 接着分子 せっちゃくぶんし

adhesive radiculopathy 癒着性神経根症 ゆちゃくせいしんけい
こんしょう

adiposalgia 有痛性脂肪蓄積［症］ ゆうつうせいしぼうち
くせき［しょう］

adiposis dolorosa
（＝Dercum’s disease）

有痛脂肪症，ダーカ
ム病

ゆうつうしぼうしょ
う，だーかむびょう

adjustment analgesics 鎮痛補助薬 ちんつうほじょやく

adjustment disorder 適応障害，抑うつ反
応

てきおうしょうがい，
よくうつはんのう

adjustment reaction 適応反応 てきおうはんのう

adjuvant 補助薬，アジュバント ほじょやく，あじゅば
んと

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

adjuvant drug 補助薬，併用薬 ほじょやく，へいよう
やく

addict
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adjuvant-induced 
infl ammation

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］

administration 投与，管理 とうよ，かんり

adrenaline 
（＝epinephrine）

アドレナリン あどれなりん

adrenergic 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 agonist 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 antagonist 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 drug 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 neuronal 
blocking agent

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
にゅーろんしゃだんやく

adrenergic receptor 
（＝adrenoceptor）

アドレナリン受容体 あどれなりんじゅよう
たい

adrenocorticotropic 
hormone （ACTH）

副腎皮質刺激ホルモ
ン

ふくじんひしつしげき
ほるもん

advanced cancer 進行がん しんこうがん

adverse eff ect 有害作用（効果） ゆうがいさよう（こう
か）

adverse reaction 有害反応，副作用 ゆうがいはんのう，ふ
くさよう

advocacy 弁護的役割，権利擁
護

べんごてきやくわり，
けんりようご

aero［-o］dontalgia
（＝aero［-o］dontodynia）

航空性歯痛 こうくうせいしつう

aff ection 情動，感情 じょうどう，かんじょう

aff ective 情動の，感情の じょうどうの，かん
じょうの

aff ective disorder 感情障害 かんじょうしょうがい

aff ective psychosis 情動精神病 じょうどうせいしん
びょう

aff ective psychosis
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aff erent 求心性の，輸入の，
求心性

きゅうしんせいの，ゆ
にゅうの，きゅうしん
せい

aff erentation 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）

aff erent axon 求心性軸索 きゅうしんせいじくさく

aff erent fi ber 求心性［神経］線維 きゅうしんせい［しん
けい］せんい

aff erent nerve 求心性神経 きゅうしんせいしんけい

aff erent neuron 求心性ニューロン きゅうしんせいにゅー
ろん

affi  nity 親和性，親和力，結
合性

しんわせい，しんわ
りょく，けつごうせい

A fi ber A線維 Aせんい

afterdischarge 後発射，後放電 こうはっしゃ，こうほ
うでん

afterpains 後陣痛 こうじんつう

afterpotential 後電位 こうでんい

aftersensation 後感覚，残留感覚 こうかんかく，ざん
りゅうかんかく

Aγ fi ber （A gamma fi ber） Aγ線維 Aがんませんい

agent ［作用，作動］薬，［作
用］物質，［作用］因子

［さよう，さどう］やく，
［さよう］ぶっしつ，
［さよう］いんし

aging 加齢，老化，老齢化 かれい，ろうか，ろう
れいか

agitated depression 激越性うつ病，メラ
ンコリー

げきえつせいうつびょう，
めらんこりー

agitation 興奮状態 こうふんじょうたい

agnosia 失認識，失認［症］ しつにんしき，しつに
ん［しょう］

agonist 作動薬，アゴニスト さどうやく，あごにすと

agonist-antagonist 部分作動性拮抗薬 ぶぶんさどうせいきっ
こうやく

agonizing pain 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

aff erent
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akathisia 静座不能，運動性不
穏状態，アカシジア

せいざふのう，うんど
うせいふおんじょうた
い，あかしじあ

akinesia 運動不能 うんどうふのう

akinesia algera 有痛無動［症］ ゆうつうむどう［しょう］

akinesthesia 運動感覚消失 うんどうかんかくしょ
うしつ

alcohol （＝ethanol） アルコール あるこーる

　注：エタノールと同義に使うことが多い

alcohol block アルコールブロック あるこーるぶろっく

alcoholism アルコール中毒［症］ あるこーるちゅうどく
［しょう］

alexithymia アレキシサイミア，
失感情症

あれきしさいみあ，し
つかんじょうしょう

algesi［o］meter 
（＝algometer, dolorimeter）

痛覚計，疼痛計，圧
痛計

つうかくけい，とうつ
うけい，あっつうけい

algesi［o］metry 
（＝algometry, dolorimetry）

痛み測定，痛覚測定 いたみそくてい，つう
かくそくてい

algesia （＝algesthesia, 
pain sensation）

痛覚 つうかく

algesic substance 痛み誘発物質，発痛
物質

いたみゆうはつぶっし
つ，はっつうぶっしつ

algesic／algetic 痛みの，有痛性の，
痛覚過敏の

いたみの，ゆうつうせい
の，つうかくかびんの

algesidystrophy 
（＝algodystrophy）

有 痛 性 ジ ス ト ロ
フィー，疼痛性ジス
トロフィー

ゆうつうせいじすとろ
ふぃー，とうつうせい
じすとろふぃー

algogenesia 
（＝algogenesis）

痛覚発生 つうかくはっせい

algogenic substance 発痛物質 はっつうぶっしつ

algolagnia （＝algophilia） アルゴラグニー，苦
痛性愛

あるごらぐにー，くつ
うせいあい

algology 痛み学，疼痛学 いたみがく，とうつう
がく

algophobia 痛み恐怖 いたみきょうふ

algophobia
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algopsychalia 精神痛，苦悩的精神病 せいしんつう，くのう
てきせいしんびょう

algospasm 有痛性痙攣，疼痛性
痙攣

ゆうつうせいけいれ
ん，とうつうせいけい
れん

Allen’s test アレンテスト あれんてすと

allergic reaction アレルギー反応 あれるぎーはんのう

allesthesia 異所感覚，知覚転位 いしょかんかく，ちか
くてんい

alloch［e］iria 感覚対側逆転 かんかくたいそくぎゃ
くてん

　 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

allodynia アロディニア，異痛
［症］

あろでぃにあ，いつう
［しょう］

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

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

allokinesis 反対側運動症 はんたいそくうんどう
しょう

allomnesia 記憶錯誤 きおくさくご

all-or-none law 全か無かの法則 ぜんかむかのほうそく

allostasis アロスタシス あろすたしす

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

α1 adrenergic agonist 
（alpha-1 adrenergic 
agonist）

アルファ１アドレナ
リン［受容体］作動薬

あるふぁ1あどれなり
ん［じゅようたい］さど
うやく

α1 adrenergic antagonist 
（alpha-1 adrenergic 
antagonist）

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 receptor 
（alpha-1 adrenergic 
receptor）

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

algopsychalia
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α2 adrenergic agonist 
（alpha-2 adrenergic 
agonist）

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 antagonist 
（alpha-2 adrenergic 
antagonist）

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 receptor 
（alpha-2 adrenergic 
receptor）

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

α-amino-3-hydroxy-5-
methyl-4-isoxazole 
propionic acid （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ひどろ
きし5めちる4いそきさ
ぞーるぷろぴおんさん

alprazolam アルプラゾラム あるぷらぞらむ

alprostadil 
（＝lipoprostaglandin E1）

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）

alternative medicine 代替医療 だいたいいりょう

alveo［l］algia 歯槽痛 しそうつう

amantadine アマンタジン あまんたじん

amino acid アミノ酸 あみのさん

amitriptyline アミトリプチリン あみとりぷちりん

amnesia 健忘［症］ けんぼう［しょう］

amphetamine アンフェタミン あんふぇたみん

amplitude 振幅 しんぷく

amputation 切断 せつだん

amputation neuroma 断端（切断）神経腫 だんたん（せつだん）し
んけいしゅ

amputee 肢切断者 しせつだんしゃ

amyelinated （＝amyelinic, 
nonmyelinated, 
unmyelinated）

無髄の むずいの

amyelination 髄鞘消失 ずいしょうしょうしつ

amygdala 扁桃体 へんとうたい

amygdala
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amygdaloid nucleus 扁桃核 へんとうかく

anal pain 肛門痛 こうもんつう

analeptic 興奮性，興奮薬 こうふんせい，こうふ
んやく

analgesia 鎮痛，痛覚消失（脱失） ちんつう，つうかく
しょうしつ（だっしつ）

analgesia algera／
dolorosa

無感覚部痛，痛覚消
失部痛

むかんかくぶつう，つう
かくしょうしつぶつう

analgesic action 鎮痛作用 ちんつうさよう

analgesic agent 鎮痛薬 ちんつうやく

analgesic duration 鎮痛持続期間 ちんつうじぞくきかん

analgesic ladder 鎮痛ラダー ちんつうらだー

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，ちんつう
やく［せい］じんしょう

analgesic／analgetic 鎮痛性の，鎮痛薬 ちんつうせいの，ちん
つうやく

analogue pain scale 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，あなろぐいたみす
けーる

analysis 分析 ぶんせき

analytic psychiatry 分析的精神医学 ぶんせきてきせいしん
いがく

anamnesis 既往歴，既往症，病
歴

きおうれき，きおう
しょう，びょうれき

anandamide アナンダマイド あなんだまいど

　 注：arachidonoylethanolamide

anaphylatoxin アナフィラトキシン あなふぃらときしん

anaphylaxis アナフィラキシー，
過敏症

あなふぃらきしー，か
びんしょう

anesthesia 
（＝anaesthesia）

麻酔，感覚消失（脱
失），無感覚

ますい，かんかくしょ
うしつ（だっしつ），む
かんかく

anesthesia dolorosa 
（＝painful anesthesia）

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），ゆうつう［せい］
ちかくまひ

amygdaloid nucleus
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anesthesiologist 麻酔科［専門］医 ますいか［せんもん］い

anesthesiology 麻酔学，麻酔科学 ますいがく，ますいか
がく

anesthetic 麻酔の，麻酔薬 ますいの，ますいやく

anesthetic action 麻酔作用 ますいさよう

anesthetic agent 麻酔薬 ますいやく

anesthetic interaction 麻酔相互作用 ますいそうごさよう

anesthetic potency 麻酔効力，麻酔薬力価 ますいこうりょく，ま
すいやくりきか

anesthetic toxicity 麻酔薬毒性 ますいやくどくせい

anesthetize 麻酔する，麻酔をか
ける

ますいする，ますいを
かける

angina ［pectoris］ sine 
dolore

無痛性狭心症 むつうせいきょうしん
しょう

angina pectoris 狭心症 きょうしんしょう

angioneuropathy 
（＝angioneurosis）

血管［運動］神経症 けっかん［うんどう］し
んけいしょう

angiospasm［us］ 血管攣縮 けっかんれんしゅく

angiotensin converting 
enzyme （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

angry backfi ring 
C-nociceptor syndrome 
（ABC syndrome）

ABC症候群 ABCしょうこうぐん

anguish 苦痛 くつう

anhedonia 悲哀感 ひあいかん

anhidrosis 無汗症 むかんしょう

anion 陰イオン いんいおん

anisometropia 不同視 ふどうし

ankle block 足関節ブロック そくかんせつぶろっく

ankle joint 足関節 そくかんせつ

ankylosing spondylitis
（＝bamboo spine）

強直性脊椎炎 きょうちょくせいせき
ついえん

ankylosing spondylitis
（＝bamboo spine）
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ankylosis 強直［関節］ きょうちょく［かんせつ］

annoying pain いらいらさせる痛み いらいらさせるいたみ

anociassociation 
（＝anociation, anocithesia）

有害刺激除去 ゆうがいしげきじょ
きょ

　 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

anodyne 鎮痛薬 ちんつうやく

antagonist 拮抗薬，アンタゴニ
スト

きっこうやく，あんた
ごにすと

antalgesia 抗痛覚過敏 こうつうかくかびん

antalgic 鎮痛性の ちんつうせいの

antalgic gait 痛み回避歩行，疼痛
回避歩行

いたみかいひほこう，
とうつうかいひほこう

antegrade amnesia 前向性健忘［症］ ぜんこうせいけんぼう
［しょう］

anterior cingulate cortex 前帯状皮質，前側帯
状皮質

ぜんたいじょうひし
つ，ぜんそくたいじょ
うひしつ

anterior curvature 
（＝lordosis）

脊柱前弯［症］ せきちゅうぜんわん
［しょう］

anterior insular cortex 前島皮質 ぜんとうひしつ

anterior scalenus 
syndrome

前斜角筋症候群 ぜんしゃかくきんしょ
うこうぐん

anterior spinal artery 
syndrome

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

anterolateral cordotomy 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

antialgesic agent 鎮痛作用薬 ちんつうさようやく

antialgesic drug 鎮痛薬 ちんつうやく

antianxiety agent 抗不安作用薬 こうふあんさようやく

antianxiety drug 抗不安薬 こうふあんやく

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

antiarrhythmic drug 抗不整脈薬 こうふせいみゃくやく

ankylosis
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antibiotic 抗生薬（物質），抗生
薬（物質）作用の

こうせいやく（ぶっしつ），
こうせいやく（ぶっしつ）
さようの

antibody 抗体 こうたい

anticephalalgic drug 頭痛薬 ずつうやく

anticholinergic 抗コリン性の こうこりんせいの

anticholinergic agent 抗コリン薬 こうこりんやく

anticipatory grief 予期悲嘆 よきひたん

anticipatory vomiting 予期［的］嘔吐 よき［てき］おうと

anticonvulsant 
（＝antispasmodic）

抗痙攣薬 こうけいれんやく

antidepressant 抗うつ薬 こううつやく

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，ぎゃくこうせ
いいんぱるす

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

antiemetic 制吐薬 せいとやく

antiepileptic 抗てんかん薬 こうてんかんやく

antigen 抗原 こうげん

antihistamine 抗ヒスタミン薬 こうひすたみんやく

antihistaminic 抗ヒスタミン性の こうひすたみんせいの

antihypertensive agent 
（＝vasodepressor）

降圧薬 こうあつやく

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

anti-infl ammatory 
analgesic ［agent］

抗炎症性鎮痛薬 こうえんしょうせいち
んつうやく

anti-infl ammatory drug 抗炎症薬 こうえんしょうやく

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，
こうむすかりんさよう
やく

antineuralgic 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，こうしんけ
いつうせいの

antineuralgic
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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，
こうしんけいえんせい，
しんけいえんをやわらげ
る

antinociception 抗侵害受容 こうしんがいじゅよう

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

antinociceptive 
descending system

侵害受容性下行性抑
制系，抗侵害受容下
行系

しんがいじゅようせい
かこうせいよくせいけ
い，こうしんがいじゅ
ようかこうけい

antiodontalgic 抗歯痛性の，歯痛薬 こうしつうせいの，し
つうやく

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

antipyretic analgesic 解熱鎮痛薬 げねつちんつうやく

antipyrotic 熱傷治療［性］の，熱
傷治療

ねっしょうちりょう
［せい］の，ねっしょう
ちりょう

antisense アンチセンス あんちせんす

antisense 
oligonucleotides

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

antispasmodic 
（＝anticonvulsant）

抗痙攣薬 こうけいれんやく

anulus fi brosus 線維輪 せんいりん

anxiety 不安 ふあん

anxiety disorder 不安［性］障害 ふあん［せい］しょうが
い

anxiety hysteria 不安［性］ヒステリー ふあん［せい］ひすて
りー

anxiety neurosis 不安神経症 ふあんしんけいしょう

anxiolytic 抗不安の，抗不安薬 こうふあんの，こうふ
あんやく

anxiolytic agent 抗不安薬 こうふあんやく

aortalgia 大動脈痛 だいどうみゃくつう

aphtha （pl. apthae） アフタ あふた

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

antineuritic
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apophyseal joint （＝facet 
joint）

椎間関節，小関節 ついかんかんせつ，
しょうかんせつ

apoptosis （=programmed 
cell death）

アポトーシス，細胞
消滅，プログラム細
胞死

あぽとーしす，さいぼ
うしょうめつ，ぷろぐ
らむさいぼうし

appendalgia 虫垂痛 ちゅうすいつう

appendicitis 
（＝appenditis）

虫垂炎 ちゅうすいえん

appendicular colic 虫垂疝痛 ちゅうすいせんつう

appliance 矯正装具 きょうせいそうぐ

appraisal-focused coping 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）

apprehension 不穏，不安 ふおん，ふあん

apraxia 失行［症］，行動不能 しっこう［しょう］，こ
うどうふのう

apraxia 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］，とうつうせ
いしっこう［しょう］

aqueduct （＝aqueductus） 水道 すいどう

aqueductus cerebri 中脳水道 ちゅうのうすいどう

arachidonic acid 
（＝arachidonate）

アラキドン酸 あらきどんさん

arachidonic acid cascade アラキドン酸カス
ケード

あらきどんさんかす
けーど

arachnoid mater くも膜 くもまく

arachnoiditis くも膜炎 くもまくえん

area of facial nerve 顔面神経野 がんめんしんけいや

area postrema 最後野 さいこうや

Arnold-Chiari syndrome 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

aromatase inhibitor-
induced pain

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

　 注：アロマターゼ：エストロゲン生合
成に不可欠な酵素

aromatase inhibitor-
induced pain
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aromatherapy アロマセラピー，芳
香療法

あろませらぴー，ほう
こうりょうほう

arousal reaction 覚醒反応 かくせいはんのう

arsenic neuropathy ヒ素神経炎 ひそしんけいえん

arteriolitis 細動脈炎 さいどうみゃくえん

arteriosclerosis 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

arteritis 動脈炎 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

arthralgia （＝arthrodynia） 関節痛 かんせつつう

arthralgia saturnina 鉛関節痛 なまりかんせつつう

arthralgic（＝arthrodynic） 関節痛の かんせつつうの

arthrifuge 痛風治療［薬］ つうふうちりょう［やく］

arthritis 関節炎 かんせつえん

arthrocentesis 関節穿刺 かんせつせんし

arthrography 関節造影［法］ かんせつぞうえい［ほう］

arthroplasty 関節形成術 かんせつけいせいじゅつ

arthroscopy 関節鏡検査［法］ かんせつきょうけんさ
［ほう］

articular cartilage 関節軟骨 かんせつなんこつ

articular contracture 
（＝joint contracture）

関節拘縮 かんせつこうしゅく

articular disc/k 関節円板 かんせつえんばん

articular gout 関節痛風 かんせつつうふう

ascending current 上行（向）電流 じょうこう（こう）でん
りゅう

ascending pathway 上行（向）性経路 じょうこう（こう）せい
けいろ

aspartic acid 
（＝aspartate）

アスパラギン酸 あすぱらぎんさん

aromatherapy
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aspirin （＝acetylsalicylic 
acid）

アスピリン（アセチ
ルサリチル酸）

あすぴりん（あせちる
さりちるさん）

association fi ber 連合線維 れんごうせんい

asthenia 無力症 むりょくしょう

astrocyte 星状膠細胞 せいじょうこうさいぼう

atactilia 触覚消失［症］ しょっかくしょうしつ
［しょう］

ataxic gait 失調［性］歩行 しっちょう［せい］ほこう

ATP sensitive K＋ channel 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

attention-defi cit 
hyperactivity disorder 
（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 distraction 注意散漫 ちゅういさんまん

attitude 態度 たいど

atypical 非定型 ひていけい

atypical facial neuralgia 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 pain 非定型顔面痛 ひていけいがんめんつう

atypical neuralgia 非定型神経痛 ひていけいしんけいつう

atypical odontalgia 非定型歯痛 ひていけいしつう

atypical trigeminal 
neuralgia

非定型三叉神経痛 ひていけいさんさしん
けいつう

audioanalgesia 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），ちょうかくせい
むつうかく

auditory-evoked potential 
（AEP）

聴性（覚）誘発電位 ちょうせい（かく）ゆう
はつでんい

auditory-evoked response 
（AER）

聴性誘発反応 ちょうせいゆうはつは
んのう

Auerbach’s ganglion 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 plexus 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



20

aura アウラ，前兆 あうら，ぜんちょう

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

auriculotemporal nerve 耳介側頭神経 じかいそくとうしんけい

autacoid オータコイド おーたこいど

autistic disorder 自閉症 じへいしょう

autogenic training 自立訓練法 じりつくんれんほう

autoimmune disease 自己免疫疾患 じこめんえきしっかん

autoimmunity 自己免疫 じこめんえき

autonomic activity 自律神経活動 じりつしんけいかつどう

autonomic behavior 自律行為，主体的活動 じりつこうい，しゅた
いてきかつどう

autonomic dysfunction 自律神経機能不全 じりつしんけいきのう
ふぜん

autonomic dysrefl exia
/hyperrefl exia

自律神経異常反射 じりつしんけいいじょ
うはんしゃ

autonomic failure 自律神経不全 じりつしんけいふぜん

autonomic ganglion 自律神経節 じりつしんけいせつ

autonomic ganglionic 
blocker （blocking agent）

自律神経節遮断薬 じりつしんけいせつ
しゃだんやく

autonomic hyperrefl exia
/dysrefl exia

自律神経過（異常）反
射

じりつしんけいか（い
じょう）はんしゃ

autonomic imbalance 自律神経失調［症］ じりつしんけいしっ
ちょう［しょう］

autonomic innervation 自律神経支配 じりつしんけいしはい

autonomic motor neuron 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 nervous system 自律神経系 じりつしんけいけい

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］
しんけいしょうがい，
じりつしんけい［せい］
にゅーろぱし（ち）ー

autonomic refl ex 自律神経反射 じりつしんけいはん
しゃ

autonomy 自律性 じりつせい

autophagia 自食症，自咬症 じしょくしょう，じこ
うしょう

aura
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autoradiography オートラジオグラ
フィー

おーとらじおぐら
ふぃー

autoreceptor オートレセプター，
自己受容体

おーとれせぷたー，じ
こじゅようたい

autosynnoia 自閉，内閉 じへい，ないへい

autotomy （＝self-
mutilation behavior）

自傷行為，自体損傷，
自切

じしょうこうい，じた
いそんしょう，じせつ

avascular necrosis 虚血性壊死 きょけつせいえし

aversive behavior 嫌悪行動 けんおこうどう

aversive stimulus 嫌悪刺激 けんおしげき

avoidance 回避 かいひ

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

avoidance refl ex 回避反射 かいひはんしゃ

avulsion 捻除，剥離，引き抜き ねんじょ，はくり，ひ
きぬき

awareness 覚醒 かくせい

axial current 軸流 じくりゅう

axial neuritis 軸性神経炎 じくせいしんけいえん

axilla （＝axillary space/
fossa）

腋窩 えきか

axillary approach 腋窩法，腋窩アプ
ローチ

えきかほう，えきかあ
ぷろーち

axillary block （＝axillary 
nerve block）

腋窩ブロック えきかぶろっく

axoaxonic synapse 軸索間シナプス じくさくかんしなぷす

axodendritic synapse 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

axolemma 軸索鞘 じくさくしょう

axon 軸索 じくさく

axon neuropathy 軸索神経障害，軸索
ニューロパシ（チ）ー
（神経症）

じくさくしんけいしょ
がい，じくさくにゅー
ろぱし（ち）ー（しんけ
いしょう）

axon neuropathy
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axon potential 軸索電位 じくさくでんい

axon refl ex 軸索反射 じくさくはんしゃ

axon terminal 軸索終末 じくさくしゅうまつ

axonal 軸索の じくさくの

axonal degeneration 軸索変性 じくさくへんせい

axonal fl ow 軸索流 じくさくりゅう

axonal membrane 軸索膜 じくさくまく

axonal transport 軸索輸送 じくさくゆそう

axonopathy 軸索障害 じくさくしょうがい

axonotmesis 軸索断裂 じくさくだんれつ

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

axotomy 軸索切断［術/法］ じくさくせつだん
［じゅつ/ほう］

B b

back pain （＝dorsalgia, 
dorsodynia）

背部痛 はいぶつう

backache 背［部］痛 はい［ぶ］つう

background pain 背景痛 はいけいつう

backward curvature 
（＝kyphosis）

脊柱後弯 せきちゅうこうわん

baclofen バクロフェン ばくろふぇん

balanced analgesia バランス鎮痛 ばらんすちんつう

balanced anesthesia バランス麻酔 ばらんすますい

balneotherapeutics 
（＝balneotherapy）

温泉療法学，温泉治
療学

おんせんりょうほうが
く，おんせんちりょう
がく

balneutics 温泉学，入浴療法 おんせんがく，にゅう
よくりょうほう

bamboo spine 
（＝ankylosing spondylitis）

強直性脊椎炎 きょうちょくせいせき
ついえん

axon potential
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barbital バルビタール ばるびたーる

barbiturate バルビツレート ばるびつれーと

barbotage バルボタージ ばるぼたーじ

　注：脊髄くも膜下麻酔の薬液注入の１方法

barrier 関門，障害物 かんもん，しょうがい
ぶつ

basilar migraine 脳底型片頭痛 のうていがたへんずつう

bathyesthesia （＝deep 
sensation）

深部感覚 しんぶかんかく

bearing-down pain 共圧陣痛 きょうあつじんつう

beating pain どきんどきんする痛み どきんどきんするいたみ

Beck Depression 
Inventory （BDI）

ベック抑うつ調査表，
ベック抑うつ項目表

べっくよくうつちょう
さひょう，べっくよく
うつこうもくひょう

behavior 行動 こうどう

behavior assessment 行動評価 こうどうひょうか

behavioral modality 行動様式 こうどうようしき

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

behavior therapy 
（＝behavioral therapy）

行動療法 こうどうりょうほう

Behçet’s disease ベーチェット病 べーちぇっとびょう

belief 信念 しんねん

Bell’s palsy ベル麻痺 べるまひ

bellyache 腹痛 ふくつう

bends 減圧痛【潜水病の】 げんあつつう【せんす
いびょうの】

Bennett’s model ベネット［ラット］モ
デル

べねっと［らっと］もでる

benzodiazepine ベンゾジアゼピン べんぞじあぜぴん

benzodiazepine receptor 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

bereavement 死別 しべつ

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

beriberi neuropathy
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betamethasone ベタメタゾン べためたぞん

bevel べベル，斜端，斜面
（注射針の切り口）

べべる，しゃたん，
しゃめん（ちゅうしゃ
しんのきりくち）

Bezold-Jarisch refl ex 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

bicipital tendinitis 上腕二頭筋腱炎 じょうわんにとうきん
けんえん

Bier block ビール（ビアー）ブ
ロック

びーる（びあー）ぶろっく

bilateral paralysis 両側性完全麻痺 りょうそくせいかんぜ
んまひ

biliary colic 胆石疝痛 たんせきせんつう

bilious headache 胆汁［症］性頭痛
　注：片頭痛と同義

たんじゅう［しょう］せ
いずつう

bioavailability 生物学的利用能，生
物学的利用効率，生
体内利用

せいぶつがくてきりよ
うのう，せいぶつがつ
てきりようこうりつ，
せいたいないりよう

biofeedback バイオフィードバック ばいおふぃーどばっく

biopsy 生検，バイオプシー せいけん，ばいおぷ
しー

biotransformation 生体内代謝（変化） せいたいないたいしゃ
（へんか）

bisphosphonate ビスホスホネート びすほすほねーと

biting かみつき［反応］ かみつき［はんのう］

blepharospasm 眼瞼痙攣 がんけんけいれん

blind headache 視覚消失性頭痛
　注：片頭痛と同義

しかくしょうしつせい
ずつう

blink refl ex 瞬き反射，瞬目反射 まばたきはんしゃ，
しゅんもくはんしゃ

blister 水疱，疱疹 すいほう，ほうしん

blistering 水疱形成 すいほうけいせい

block ブロック，遮断 ぶろっく，しゃだん

block anesthesia ブロック麻酔［法］ ぶろっくますい［ほう］

block needle ブロック針 ぶろっくしん

blocking agent 遮断薬 しゃだんやく

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

blood-cerebrospinal fl uid
barrier （B-CSF barrier, 
BCSFB）

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-nerve barrier 
（BNB）

血液神経関門 けつえきしんけいかん
もん

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

blurred vision かすみ目，視朦，霧
視

かすみめ，しもう，む
し

bolus ボーラス，巨丸［剤］ ぼーらす，きょがん
［ざい］

　注：即時効果を得るため迅速に投与する量

bond 結合 けつごう

bone 骨，骨組織 こつ，こつそしき

bone ache/pain 骨痛 こつつう

bone marrow 
transplantation

骨髄移植 こつずいいしょく

bone needle 骨髄穿刺針 こつずいせんししん

bone sensation 骨感覚 こつかんかく

bony ankylosis 骨性強直 こつせいきょうちょく

boring pain 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，せんこうつう，せ
んしつう

botulinum toxin 
（＝botulismotoxin）

ボツリヌス毒素 ぼつりぬすどくそ

brace 装具 そうぐ

brachial ［plexus］ neuritis 
（＝brachial plexophathy）

腕神経叢炎，腕神経炎 わんしんけいそうえ
ん，わんしんけいえん

brachial plexus 腕神経叢 わんしんけいそう

brachial plexus avulsion 
injury

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 block 腕神経叢ブロック わんしんけいそうぶ
ろっく

brachial plexus block



26

brachialgia 上腕痛 じょうわんつう

brachiocephalic 腕頭の わんとうの

brachium 上腕，腕 じょうわん，うで

bradykinin （BK） ブラジキニン ぶらじきにん

bradykinin B1 recepter ブラジキニンB1受容体 ぶらじきにんB1じゅ
ようたい

bradykinin B2 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 receptor ブラジキニン受容体 ぶらじきにんじゅよう
たい

bradykininogen ブラジキニノーゲン ぶらじきにのーげん

brain 脳 のう

brain-derived 
neourotrophic factor 
（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

brainstem 脳幹 のうかん

breakthrough pain 突出痛，突発痛 とっしゅつつう，とっ
ぱつつう

breast pang 胸部突発痛，胸部突
発性疼痛

きょうぶとっぱつつ
う，きょうぶとっぱつ
せいとうつう

Brief Pain Ⅰnventory 簡易痛み質問表，簡
易疼痛質問表

かんいいたみしつもん
ひょう，かんいとうつ
うしつもんひょう

Bromage Scale 
（＝Bromage Score）

ブロマージスケール ぶろまーじすけーる

　注：神経ブロック時の運動麻痺の程度の尺度

bromazepam ブロマゼパム ぶろまぜぱむ

Brompton cocktail ブロンプトンカクテル ぶろんぷとんかくてる

brotizolam ブロチゾラム ぶろちぞらむ

bruise 挫傷，打撲傷 ざしょう，だぼくしょう

bubonalgia 鼠径部痛 そけいぶつう

Buerger’s disease 
（＝thromboangitis 
obliterans）（TAO）

バージャー病（閉塞
性血栓［性］血管炎）

ばーじゃーびょう（へ
いそくせいけっせん
［せい］けっかんえん）

bulbar apoplexy 延髄卒中 えんずいそっちゅう

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

brachialgia
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bulla （pl. bullae） 水疱 すいほう

bullous edema 水疱性浮腫 すいほうせいふしゅ

bupivacaine ブピバカイン ぶぴばかいん

buprenorphine ブプレノルフィン ぶぷれのるふぃん

burn 熱傷 ねっしょう

burning mouth syndrome 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 pain 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 sensation 灼熱感 しゃくねつかん

bursa 包，囊 ほう，のう

bursitis 滑液包炎 かつえきほうえん

butorphanol ブトルファノール ぶとるふぁのーる

butyrophenone ブチロフェノン ぶちろふぇのん

C c

Ca2＋ channel 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＋-sensitive K＋ 
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

cachexia 悪液質 あくえきしつ

caff eine カフェイン かふぇいん

calcaneal tendon 踵骨腱（アキレス腱） しょうこつけん（あき
れすけん）

calcaneodynia 
（＝calcodynia, painful 
heel）

踵骨痛 しょうこつつう

calcitonin カルシトニン かるしとにん

calcitonin gene-related 
peptide （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）
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calcium channel カルシウムチャネル かるしうむちゃねる

calcium channel 
antagonist

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 blocker 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

calmodulin-dependent 
protein kinase （CAM 
kinase）

カルモジュリン依存
性蛋白質リン酸化酵
素，CAMキナーゼ

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

calor 発熱 はつねつ

cancer （＝carcinoma） がん がん

cancer anorexia-cachexia 
syndrome

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 pain 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 relief 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］とうつうか
んわ

cancer pain syndrome 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

cannabinoid カンナビノイド かんなびのいど

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

cannabis 大麻 たいま

cannulation カニューレ挿入 かにゅーれそうにゅう

capsaicin カプサイシン かぷさいしん

capsulitis 被膜炎 ひまくえん

carbamazepine カルバマゼピン かるばまぜぴん

cardiac pain （＝cardialgia, 
cardiodynia）

心臓痛 しんぞうつう

carotidynia 頚動脈圧痛 けいどうみゃくあっつう

carpal canal （＝carpal 
tunnel）

手根管 しゅこんかん

carpal tunnel syndrome 手根管症候群 しゅこんかんしょうこ
うぐん

calcium channel
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carrageenin/carrageenan カラゲニン（カラゲ
ナン）

からげにん（からげなん）

carrageenin-induced 
infl ammation

カラゲニン誘発炎症 からげにんゆうはつえ
んしょう

cartilage 軟骨 なんこつ

catecholamine カテコラミン かてこらみん

category rating scale 分類評価スケール ぶんるいひょうかす
けーる

catheterization カテーテル法 かてーてるほう

cation 陽イオン よういおん

cauda equina syndrome 馬尾症候群 ばびしょうこうぐん

caudal anesthesia 仙骨麻酔 せんこつますい

caudal block 仙骨［部］ブロック せんこつ［ぶ］ぶろっく

caudal epidural block 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 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

causalgia カウザルギー かうざるぎー

ceiling eff ect 天井効果，有効限界 てんじょうこうか，ゆ
うこうげんかい

celecoxib セレコキシブ せれこきしぶ

celiac ganglion 腹腔神経節 ふくくうしんけいせつ

celiac plexus 腹腔神経叢 ふくくうしんけいそう

celiac plexus block 腹腔神経叢ブロック ふくくうしんけいそう
ぶろっく

celiagra （＝colic） 疝痛 せんつう

cellulitis 蜂窩織炎 ほうかしきえん

cenesthopathy 体感異常［症］ たいかんいじょう
［しょう］

central canal 中心管 ちゅうしんかん

central dysfunctional pain 中枢機能障害性［疼］
痛

ちゅうすうきのうしょ
うがいせい［とう］つう

central dysfunctional pain
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central gray matter 
（＝substantia grisea 
centralis）

中心灰白質 ちゅうしんかいはくしつ

central gyrus 中心回 ちゅうしんかい

central lateral nucleus 
（CL）

外側中心核 がいそくちゅうしんかく

central nervous system 中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい

central pain 中枢痛 ちゅうすうつう

central poststroke pain 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，ちゅうすうせ
いそっちゅうごつう

central sensitization 中枢性感作（感受性
亢進）

ちゅうすうせいかんさ
（かんじゅせいこうしん）

central sulcus 中心溝 ちゅうしんこう

centromedian nucleus 
（CM）（＝nucleus 
centromedianus）

中心正中核 ちゅうしんせいちゅう
かく

cephalalgia （＝cephalea, 
cephalodynia, 
encephalalgia, 
encephalodynia, dolor 
capitis, headache）

頭痛 ずつう

cerebellar gait 小脳性歩行 しょうのうせいほこう

cerebellopontine angle 
tumor

小脳橋角腫瘍 しょうのうきょうかく
しゅよう

cerebral angiospasm 脳血管攣縮 のうけっかんれんしゅ
く

cerebral apoplexy 脳卒中，脳出血 のうそっちゅう，のう
しゅっけつ

cerebral vein thrombosis 脳静脈血栓症 のうじょうみゃくけっ
せんしょう

cerebrospinal fl uid （CSF） 脳脊髄液，髄液 のうせきずいえき，ず
いえき

cerebrospinal fl uid 
pressure

脳脊髄液圧 のうせきずいえきあつ

central gray matter 
（＝substantia grisea 
centralis）
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cervical 頚椎の，頚髄の，頚
神経の

けいついの，けいずい
の，けいしんけいの

cervical cord 頚髄 けいずい

cervical disc 頚椎椎間板 けいついついかんばん

cervical discectomy 
（＝cervical discotomy）

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 discogenic pain 
（＝discogenic neck 
pain）

頚部椎間板性［疼］痛 けいぶついかんばんせい
［とう］つう

cervical myelopathy 頚髄症 けいずいしょう

cervical myositis 頚筋炎 けいきんえん

cervical nerve 頚神経 けいしんけい

cervical plexus 頚神経叢 けいしんけいそう

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

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

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

cervical spondylosis 頚椎症 けいついしょう

cervical spondylotic 
myelopathy

頚椎症性脊髄症 けいついしょうせいせ
きずいしょう

cervical sprain 頚椎捻挫 けいついねんざ

cervicodynia 
（＝trachelodynia）

頚部痛 けいぶつう

cervicogenic headache 頚椎性頭痛 けいついせいずつう

cervicothoracic spinal 
pain

頚胸椎痛 けいきょうついつう

C fi ber C線維 Cせんい

c-Fos c-Fos蛋白質 cふぉすたんぱくしつ

c-fos （＝c-fos gene） c-fos遺伝子 cふぉすいでんし

ch［e］ilalgia 口唇痛 こうしんつう

cheiralgia 手痛 しゅつう

ch［e］iropodalgia 手足痛 しゅそくつう

ch［e］iropodalgia
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chandelier sign シャンデリア徴候 しゃんでりあちょうこう

channel チャネル，通路 ちゃねる，つうろ

Chaussignac’s tubercle シャセニャック結節 
（C6横突起）

しゃせにゃっくけっせ
つ（C６おうとっき）

chemical crosstalk 化学的交叉回路，化
学的クロストーク

かがくてきこうさかいろ，
かがくてきくろすとーく

cheiralgia 手痛 しゅつう

chemical mediator 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，かがくちゅうか
いいんし

chemical rhizotomy 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 sympathectomy 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

chemokine ケモカイン けもかいん

chemoreceptor trigger 
zone （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

chemotherapy-induced 
peripheral neuropathy 
（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，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

chest pain 胸痛 きょうつう

chestiness 痰のからむ状態 たんのからむじょうたい

chilblain （＝erythema 
pernio, pernio, frostbite）

凍瘡，しもやけ とうそう，しもやけ

chiral compound キラル化合物，光学
異性体

きらるかごうぶつ，こ
うがくいせいたい

chiropractic カイロプラクティック かいろぷらくてぃっく

chloral hydrate 抱水クロラール ほうすいくろらーる

chlorpromazine クロルプロマジン くろるぷろまじん

cholecystitis 胆囊炎 たんのうえん

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

cholelithiasis 胆石症 たんせきしょう

cholinergic コリン作動性の こりんさどうせいの

chandelier sign
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chondralgia 
（＝chondrodynia）

軟骨痛 なんこつつう

chondromalacia 軟骨軟化［症］ なんこつなんか［しょう］

chordotomy 
（＝cordotomy）

コルドトミー，脊髄
索切截［術］

こるどとみー，せきず
いさくせっせつ［じゅ
つ］

chronic 慢性［の］ まんせい［の］

chronic constriction injury 
model （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 fatigue syndrome 慢性疲労症候群 まんせいひろうしょう
こうぐん

chronic pain 慢性［疼］痛 まんせい［とう］つう

chronic pain syndrome 慢性［疼］痛症候群 まんせい［とう］つう
しょうこうぐん

chronic paroxysmal 
hemicrania

慢性発作性片頭痛 まんせいほっさせいへ
んずつう

chronic periaqueductal 
stimulation

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］ spinal cord 
stimulation

［慢性］脊髄刺激療法 ［まんせい］せきずいし
げきりょうほう

chronic tolerance 慢性耐性 まんせいたいせい

cingulate cortex 帯状回皮質 たいじょうかいひしつ

cingulate gyrus （＝gyrus 
cinguli）

帯状回 たいじょうかい

cingulotomy 帯状回切開［術］ たいじょうかいせっか
い［じゅつ］

cingulumotomy/
cingulotomy

帯状束切截［術］ たいじょうそくせっせ
つ［じゅつ］

cisternal administration 大槽内投与 だいそうないとうよ

cl［e］idagra 鎖骨痛風 さこつつうふう

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

classical headache 古典的頭痛 こてんてきずつう

classical migraine 典型的片頭痛 てんけいてきへんずつ
う

classical migraine
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classical trigeminal 
neuralgia

典型的三叉神経痛 てんけいてきさんさし
んけいつう

claudication 跛行 はこう

clavus hystericus ヒステリー性頭痛，
クラーブス

ひすてりーせいずつ
う，くらーぶす

clenching 噛みしめ かみしめ

clicking 関節雑音，クリック かんせつざつおん，く
りっく

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

clomipramine クロミプラミン くろみぷらみん

clonazepam クロナゼパム くろなぜぱむ

clonidine クロニジン くろにじん

cluster headache 
（＝Horton’s headache）

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-tic syndrome 群発性チック（三叉
神経痛）症候群

ぐんぱつせいちっく
（さんさしんけいつう）
しょうこうぐん

cocaine コカイン こかいん

coccy［g］algia 
（＝coccydynia, coccy-
［g］odynia）

尾骨痛 びこつつう

coccyx 尾骨 びこつ

codeine コデイン こでいん

cognition 認識 にんしき

cognitive impairment 認知障害 にんちしょうがい

cognitive pain control 認知的痛み制御 にんちてきいたみせい
ぎょ

cognitive-behavioral 
therapy

認知行動療法 にんちこうどうりょう
ほう

coital headache 性交時頭痛 せいこうじずつう

cold allodynia 冷感異痛［症］，冷感
アロディニア

れいかんいつう［しょ
う］，れいかんあろ
でぃにあ

cold compress 冷湿布 れいしっぷ

classical trigeminal 
neuralgia
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cold pressor test 寒冷昇圧試験 かんれいしょうあつし
けん

cold sensation 冷［感］覚 れい［かん］かく

colic （＝celiagra） 疝痛 せんつう

colicky 疝痛［様］の せんつう［よう］の

colicoplegia 疝痛麻痺 せんつうまひ

Colles fracture コレス（コリーズ）骨
折，橈骨下端骨折

これす（こりーず）こっ
せつ，とうこつかたん
こっせつ

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

colpodynia 
（＝vaginodynia）

膣痛 ちつつう

coma 昏睡 こんすい

commissural fi ber 交連線維 こうれんせんい

commissural myelotomy 
（＝commissurotomy, 
midline myelotomy）

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］

common migraine 普通型片頭痛 ふつうがたへんずつう

compartment block 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 syndrome 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

compensation 代償，補償 だいしょう，ほしょう

compensation neurosis 代償神経症，補償神
経症

だいしょうしんけい
しょう，ほしょうしん
けいしょう

complementary medicine 補完医療 ほかんいりょう

complex regional pain 
syndrome （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，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

compliance コンプライアンス，
容認

こんぷらいあんす，よ
うにん

compound action potential 複合活動電位 ふくごうかつどうでんい

compound action 
potential
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compression 圧迫，圧縮 あっぱく，あっしゅく

compression block 圧迫ブロック あっぱくぶろっく

computed tomography 
（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［ほう］

concentration gradient 濃度勾配 のうどこうばい

conditioning 条件付け じょうけんづけ

conduction 伝導 でんどう

conduction anesthesia 伝達麻酔 でんたつますい

conduction velocity 伝導速度 でんどうそくど

confusion 錯乱，混乱，困惑感 さくらん，こんらん，
こんわくかん

congenital insensitivity to 
pain

先天性無痛症 せんてんせいむつう
しょう

congenital insensitivity 
with anhidrosis

先天性無汗症 せんてんせいむかん
しょう

conjugate 抱合体 ほうごうたい

conscious sedation 意識のある鎮静 いしきのあるちんせい

consciousness 意識 いしき

constipation 便秘 べんぴ

constitutive ［組織］常在性の，
［組織］構成性の

［そしき］じょうざいせ
いの，［そしき］こうせ
いせいの

constitutive nitric oxide 
synthase （cNOS）

常在性NO合成酵素 じょうざいせいNOご
うせいこうそ

constriction injury model 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

continuous epidural 
anesthesia

持続硬膜外麻酔 じぞくこうまくがいま
すい

continuous pain 持続痛 じぞくつう

continuous sedation 持続的鎮静 じぞくてきちんせい

contracture 拘縮 こうしゅく

contralateral 対側［性］の たいそく［せい］の

controlled study 対照試験 たいしょうしけん

compression
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contusion 挫傷,  打撲 ざしょう，だぼく

conus medullaris 脊髄円錐 せきずいえんすい

convergence 収斂，収束 しゅうれん，しゅうそく

conversion disorder 転換失調 てんかんしっちょう

conversion hysteria 
（＝hysterical neurosis）

転換ヒステリー てんかんひすてりー

conversion pain 転換痛 てんかんつう

conversion reaction 転換反応 てんかんはんのう

convulsion （＝cramp） 痙攣，こむら返り けいれん，こむらがえり

coping コーピング，対処 こーぴんぐ，たいしょ

coping strategy ［痛みへの］対処戦略 ［いたみへの］たいしょ
せんりゃく

cordectomy 脊髄切除［術］ せきずいせつじょ［じゅ
つ］

Cornell Medical Index 
（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

coronary angiospasm 
（＝coronary spasm）

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

cortici（/o）fugal 皮質遠心性の ひしつえんしんせいの

corticosteroid 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
（ふくじんひしつすて
ろいど）

corticotropin-releasing 
factor （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

costalgia 肋骨痛 ろっこつつう

Costen’s syndrome 
（＝temporomandibular 
［joint］ syndrome）

コステン症候群（顎
関節症候群）

こすてんしょうこうぐん
（がくかんせつしょうこ
うぐん）

costochondral syndrome 肋軟骨症候群 ろくなんこつしょうこ
うぐん

costochondritis 肋軟骨炎 ろくなんこつえん

costoclavicular syndrome 肋鎖症候群 ろくさしょうこうぐん

cough pain 咳嗽痛 がいそうつう

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

cough-induced pain
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counterirritant 反対刺激物，反対刺
激の

はんたいしげきぶつ，
はんたいしげきの

counterstimulation 
technique

反対刺激法 はんたいしげきほう

coxalgia （＝coxodynia） 股関節痛 こかんせつつう

coxib コキシブ系薬物 こきしぶけいやくぶつ

C-polymodal nociceptor 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

cranial nerve 脳神経 のうしんけい

craniofacial notch 頭蓋顔面切痕 とうがいがんめんせっ
こん

craniomandibular 頭蓋下顎の とうがいかがくの

craniomandibular disorder 頭蓋下顎障害 とうがいかがくしょう
がい

　注：顎関節症

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

crisis intervention 危機介入 ききかいにゅう

cross-modality threshold 
modulation

交叉性閾値修飾 こうさせいいきちしゅ
うしょく

crossover trial 交差試験 こうさしけん

crosstalk 交叉回路 こうさかいろ

cross-tolerance 交叉耐性 こうさたいせい

cruciate ligament 十字靭帯 じゅうじじんたい

crural ulcer 下腿潰瘍 かたいかいよう

cryalgesia（＝crymodynia） 寒冷痛 かんれいつう

cryoanalgesia 寒冷鎮痛 かんれいちんつう

cryoanesthesia 寒冷麻酔［法］ かんれいますい［ほう］

cryotherapy 冷凍治療 れいとうちりょう

cumulative action 蓄積作用 ちくせきさよう

cumulative dose 累積［投与］量 るいせき［とうよ］りょう

cumulative trauma 
disorder （CTD）

蓄積外傷疾患 ちくせきがいしょう
しっかん

counterirritant
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current clamp 電流固定 でんりゅうこてい

current perception 
threshold

電流感知閾値 でんりゅうかんちいきち

current threshold 電流閾値 でんりゅういきち

curvature 弯曲 わんきょく

cutaneous vasculitis 皮膚血管炎 ひふけっかんえん

cutting pain 切創痛, 切創様痛 せつそうつう, せつそ
うようつう

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

サイクリックAMP さいくりっくAMP

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

サイクリックGMP さいくりっくGMP

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

cyclooxygenase inhibitor 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

cystalgia 膀胱痛 ぼうこうつう

cysteinyl-leukotrienes 
（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

　注：LTC4, D4, E4
cystitis 膀胱炎 ぼうこうえん

cytochrome P-450 チトクロームP-450 ちとくろーむP450

cytokine サイトカイン さいとかいん

cytoprotection サイトプロテクション さいとぷろてくしょん

cytosolic phospholipase 
A2 （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

D d

dacryocystalgia 涙囊痛 るいのうつう

dacryocystalgia
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dactylalgia 
（＝dactylodynia）

指痛 しつう

dactylocamps（/t）odynia 有痛性指［端］屈曲 ゆうつうせいし［たん］
くっきょく

dantrolene ダントロレン だんとろれん

deaff erentation 求心路遮断 きゅうしんろしゃだん

deaff erentation 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， き ゅ う し ん
（にゅうりょく）しゃだ
んつう，きゅうしんろ
しゃだんせいとうつ
う，きゅうしん（にゅ
うりょく）しゃだんせ
いとうつう

deaff erentation sensation 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

death rattle 死前喘鳴 しぜんぜんめい

decompression 除圧［術］ じょあつ［じゅつ］

deep brain stimulation 
（DBS）

脳深部刺激 のうしんぶしげき

deep fascia 深部筋膜 しんぶきんまく

deep pain 深部痛 しんぶつう

deep sensation 
（＝bathyesthesia）

深部感覚 しんぶかんかく

deep somatic pain 深部体性痛 しんぶたいせいつう

defense mechanism 防御機構 ぼうぎょきこう

defense refl ex 防御反射 ぼうぎょはんしゃ

deformity （＝deformation） 変形 へんけい

degeneration 変性，退化 へんせい，たいか

degenerative atrophy 変性萎縮 へんせいいしゅく

degenerative joint disease 変性関節疾患 へんせいかんせつしっ
かん

degenerative myopathy 変性性筋障害 へんせいせいきんしょ
うがい

dactylalgia 
（＝dactylodynia）
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degenerative neuropathy 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，たいこう
せいにゅーろぱし
（ち）ー

degranulation 脱顆粒 だつかりゅう

Dejerine-Roussy 
syndrome

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

delayed onset muscular 
soreness （DOMS）

遅発性筋痛 ちはつせいきんつう

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］つう，ち
はつ［せい］とうつう，
こうはつ［せい］つう，
こうはつ「せい］とうつ
う

delirium せん妄 せんもう

delivery 分娩 ぶんべん

delusion 妄想 もうそう

delusional pain
（＝hallucinatory pain）

妄想痛 もうそうつう

demyelination 
（＝demyelinization）

脱髄 だつずい

dendrite 樹状突起 じゅじょうとっき

dendro-dendritic synapse 樹状突起間シナプス じゅじょうとっきかん
しなぷす

denervation 除（脱）神経 じょ（だつ）しんけい

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，じょしんけいせい
かびん

dense core vesicle 有芯小胞 ゆうしんしょうほう

density gradient 密度勾配 みつどこうばい

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

歯痛 しつう

dentinal hypersensitivity 象牙質知覚過敏［症］ ぞうげしつちかくかび
ん［しょう］

dentinalgia 象牙質痛 ぞうげしつつう

dentinalgia
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deoxyribonucleic acid 
（DNA）

デオキシリボ核酸 でおきしりぼかくさん

dependence 依存 いぞん

depolarization 脱分極 だつぶんきょく

depression 抑うつ，うつ病，う
つ症状

よくうつ，うつびょう，
うつしょうじょう

depression scale/
depression rating scale

うつ病スケール，抑
うつ尺度

うつびょうすけーる，
よくうつしゃくど

depressive state うつ状態 うつじょうたい

dermatalgia 
（＝dermatodynia）

皮膚痛 ひふつう

dermatitis 皮膚炎 ひふえん

dermatome 皮膚分節，デルマ
トーム

ひふぶんせつ，でるま
とーむ

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

descending inhibition 下行性抑制 かこうせいよくせい

descending inhibitory 
system

下行性抑制系 かこうせいよくせいけい

desensitization 脱感作 だつかんさ

desipramine デシプラミン でしぷらみん

desmodynia 靭帯痛 じんたいつう

dexamethasone デキサメタゾン できさめたぞん

dexmedetomidine デクスメデトミジン でくすめでとみじん

dextromethorphan デキストロメトル
ファン

できすとろめとるふぁん

diabetes ［mellitus］ 糖尿病 とうにょうびょう

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
じりつしんけいしょう
がい，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

deoxyribonucleic acid 
（DNA）



43

diabetic neuropathy 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，
とうにょうびょう［せ
い ］に ゅ ー ろ ぱ し
（ち）ー

diabetic radiculopathy 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

diacylglycerol （DAG） ジアシルグリセロール じあしるぐりせろーる

diagnostic ［neural］ block 診断的［神経］ブロック しんだんてき［しんけ
い］ぶろっく

diaphragmalgia 
（＝diaphragmodynia）

横隔膜痛 おうかくまくつう

diarrhea 下痢 げり

diathermy ジアテルミー，透熱
療法

じあてるみー，とうね
つりょうほう

diazepam ジアゼパム しあぜぱむ

diclofenac ジクロフェナク じくろふぇなく

diencephalon 間脳 かんのう

diff erential nerve block 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，せんたくてきしん
けいしゃだん

diff erential sensory block 選択的感覚遮断 せんたくてきかんかく
しゃだん

diff erential threshold 識別閾値，弁別閾値 しきべついきち，べん
べついきち

diff use noxious inhibitory 
controls （DNIC）

広汎性侵害抑制調節 こうはんせいしんがい
よくせいちょうせつ

diff use pain 拡散痛，びまん痛 かくさんつう，びまん
つう

digital block 指ブロック ゆびぶろっく

diltiazem ジルチアゼム じるちあぜむ

diphenhydramine ジフェンヒドラミン じふぇんひどらみん

diplegia 両［側］麻痺 りょう［そく」まひ

directive question 方向付けの質問 ほうこうづけのしつもん

disability 能力障害 のうりょくしょうがい

disc degeneration 椎間板変性 ついかんばんへんせい

disc/disk 椎間板 ついかんばん

disc/disk
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discectomy 椎間板切除［術］ ついかんばんせつじょ
［じゅつ］

discharge 放電，発火 ほうでん，はっか

discharge frequency 発射頻度 はっしゃひんど

disc hernia/herniation 椎間板ヘルニア ついかんばんへるにあ

discogenic pain 椎間板性［疼］痛 ついかんばんせい［とう］
つう

discography 椎間板造影［法］ ついかんばんぞうえい
［ほう］

discotomy 椎間板切開［術］ ついかんばんせっかい
「じゅつ］

discriminant stimulus 弁別刺激 べんべつしげき

disc syndrome 椎間板症候群 ついかんばんしょうこ
うぐん

disease-modifying
antirheumatic drug

寛［緩］解導入抗リウ
マチ薬，疾患修飾性
抗リウマチ薬

かん［かん］かいどう
にゅうこうりうまちや
く，しっかんしゅう
しょくせいこうりうま
ちやく

disinhibition 脱抑制 だつよくせい

dislocation 転位，脱臼 てんい，だっきゅう

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

dissociation sensibility 感覚解離 かんかくかいり

dissociative reaction 解離反応 かいりはんのう

disuse atrophy 廃用性萎縮 はいようせいいしゅく

diverticulitis 憩室炎 けいしつえん

dol ドル どる

　注：痛覚強度の単位

dolor 痛み，痛 いたみ，つう

dolor capitis（＝cephalalgia, 
cephalea, cephalodynia, 
encephalalgia, 
encephalodyhia, headache）

頭痛 ずつう

dolorifi c 痛みの，疼痛［性］の いたみの，とうつう
［せい］の

discectomy
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dolorimeter （＝algesi［o］
meter, algometer）

痛み計，痛覚計，疼
痛計

いたみけい，つうかく
けい，とうつうけい

dolorimetry （＝algesi［o］
metry, algometry）

痛み測定［法］，痛覚
測定［法］，疼痛測定
［法］

いたみそくてい［ほ
う］，つうかくそくて
い［ほう］，とうつうそ
くてい［ほう］

dolorogenic zone 発痛帯 はっつうたい

dolorology 痛み学，疼痛学 いたみがく，とうつう
がく

domperidone ドンペリドン どんぺりどん

dopamine ドパミン どぱみん

dopamine  antagonist 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

Doppler ultrasonography 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

dorsal column 後索 こうさく

dorsal column nucleus 後索核 こうさくかく

dorsal column stimulation 脊髄後索刺激 せきずいこうさくしげき

dorsal commissural 
nucleus

後交連核，背側交連核 こうこうれんかく，は
いそくこうれんかく

dorsalgia （＝back pain, 
dorsodynia）

背部痛 はいぶつう

dorsal horn 後角 こうかく

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

dorsal rhizotomy 脊髄後根切断［術］ せきずいこうこんせつ
だん［じゅつ］

dorsal root （＝radix 
dorsalis）

後根 こうこん

dorsal root entry zone 
（DREZ）

後根進入部 こうこんしんにゅうぶ

dorsal root ganglion 
（DRG）

後根神経節 こうこんしんけいせつ

dorsal root ganglion 
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
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dorsal root refl ex 後根反射，脊髄後根
反射

こうこんはんしゃ，せ
きずいこうこんはん
しゃ

dorsolateral fasciculus/
funiculus （DLF）

背外側索 はいがいそくさく

dorsolateral tract 
（＝fasciculus 
dorsolateralis, Lissauer’s 
tract）

背外側路（束），リッ
サウアー路

はいがいそくろ（そく），
りっさうあーろ

dorsomedial hypothalamic 
nucleus

視床下部背内側核 ししょうかぶはいない
そくかく

dorsomedial nucleus 背内側核【視床】 はいないそくかく【し
しょう】

dose-response curve 用量‒反応曲線 ようりょうはんのう
きょくせん

double-blind trial 二重盲検試験 にじゅうもうけんしけん

double labelling method 二重標識法 にじゅうひょうしきほう

down-regulation ダウンレギュレー
ション

だうんれぎゅれーしょん

dragging pain 牽引痛 けんいんつう

drilling 穿孔［術］ せんこう［じゅつ］

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

droperidol ドロペリドール どろぺりどーる

drowsiness 眠気，嗜眠状態 ねむけ，しみんじょう
たい

drug abuse 薬物乱用 やくぶつらんよう

drug addiction 薬物嗜癖 やくぶつしへき

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），ふくやく
こんぷらいあんす

drug dependence 薬物依存 やくぶついぞん

drug eruption 薬疹 やくしん

drug interaction 薬物相互作用 やくぶつそうごさよう

drug-induced neuropathy 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，やくぶつ
せいにゅーろぱし
（ち）ー

dorsal root refl ex
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drug resistance 薬物抵抗性 やくぶつていこうせい

drug tolerance（＝drug 
fastness）

薬物耐性 やくぶつたいせい

dry needling 注射針刺激［法］ ちゅうしゃしんしげき
［ほう］

dual pain 二重痛 にじゅうつう

dull pain 鈍痛 どんつう

duodenal ulcer 十二指腸潰瘍 じゅうにしちょうかい
よう

dura mater 硬膜 こうまく

dural puncture 硬膜穿刺 こうまくせんし

dynamic allodynia 動的アロディニア どうてきあろでぃにあ

dynorphin ダイノルフィン だいのるふぃん

dysesthesia 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】，じ
せすてじあ

dysesthetic pain 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】

dysfunction（＝
insuffi  ciency）

機能不全 きのうふぜん

dyskinesia algera 有痛性ジスキネジー ゆうつうせいじすきね
じー

dysmenorrhea 月経困難［症］ げっけいこんなん
［しょう］

dyspareunia 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］，せいこうつ
う［しょう］，せいこう
とうつう［しょう］

dysphagia 嚥下困難 えんげこんなん

dysphonia 発声困難 はっせいこんなん

dyspnea 呼吸困難 こきゅうこんなん

dysrhythmic migraine 
（＝seizure headache）

てんかん性片頭痛 てんかんせいへんずつう

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
いたみしょうがい，き
ぶんへんちょうせいと
うつうしょうがい

dysthymic pain 
disorder
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dystonia 失調症，緊張異常，
ジストニア

しっちょうしょう，き
んちょういじょう，じ
すとにあ

dystrophia （＝dystrophy） ジストロフィー, 異
栄養症

じすとろふぃー，いえ
いようしょう

dysuria （＝dysury） 排尿障害 はいにょうしょうがい

E e

earache （＝otalgia, 
otodynia）

耳痛 じつう

echocardiography 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］，ちょうおんぱし
んぞうけんさ［ほう］

echography 超音波検査［法］ ちょうおんぱけんさ
［ほう］

eclecticism エクレクティシズム，
祈祷療法

えくれくてぃしずむ，
きとうりょうほう

ectopic excitation 異所性興奮 いしょせいこうふん

ectopic fi ring 異所性発火 いしょせいはっか

eczema 湿疹 しっしん

edema 浮腫 ふしゅ

eff ect 効果，効能 こうか，こうのう

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

eff ective dose （ED） 有効量 ゆうこうりょう

eff ectiveness 有効性，効力 ゆうこうせい，こう
りょく

eff ector 効果器 こうかき

eff erent fi ber 遠心性線維 えんしんせいせんい

eff erent nerve 遠心性神経 えんしんせいしんけい

effi  cacy 効力 こうりょく

effi  ciency 能率，効率 のうりつ，こうりつ

eff usion 滲出液 しんしゅつえき

eicosanoid エイコサノイド えいこさのいど

dystonia
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ejaculation pain 射精痛 しゃせいつう

elbow block 肘ブロック ひじぶろっく

elderly 高齢者，高齢の こうれいしゃ，こうれ
いの

electric irritability 電気的被刺激性 でんきてきひしげきせい

electric shock-like pain 電撃様痛 でんげきようつう

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，でんきてきくろす
とーく

electrical stimulation 電気刺激 でんきしげき

electroacupuncture 電気的鍼治療，鍼
（針）通電［療法］

でんきてきはりちりょ
う，はり（はり）つうで
ん［りょうほう］

electroanalgesia 電気鎮痛［法］ でんきちんつう［ほう］

electroanesthesia 電気麻酔［法］ でんきますい［ほう］

electrocardiogram （ECG） 心電図 しんでんず

electrocardiograph 心電図計，心電計 しんでんずけい，しん
でんけい

electrocardiography 心電図検査［法］ しんでんずけんさ［ほ
う］

electrocoagulation 電気凝固［法］ でんきぎょうこ［ほう］

electroconvulsive therapy 
（ECT）

電気痙攣療法 でんきけいれんりょう
ほう

electrode 電極 でんきょく

electroencephalogram 
（EEG）

脳波［図］，脳電図 のうは［ず］，のうでんず

electroencephalograph 脳波計 のうはけい

electroencephalography 脳波検査［法］ のうはけんさ［ほう］

electromyogram 筋電図 きんでんず

electromyograph 筋電図計，筋電計 きんでんずけい，きん
でんけい

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

electronarcosis 電気麻酔［法］ でんきますい［ほう］

electroneurography 神経電気検査［法］ しんけいでんきけんさ
［ほう］

electrophysiology 電気生理学 でんきせいりがく

electrophysiology
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electrotherapy 電気療法 でんきりょうほう

elimination 排泄，放出 はいせつ，ほうしゅつ

embolism 塞栓症 そくせんしょう

emergence 覚醒 かくせい

emesis （＝vomiting） 嘔吐 おうと

emetic 催吐性の さいとせいの

emotion 感情，情動 かんじょう，じょうどう

emotional disturbance 情動障害 じょうどうしょうがい

emotional incontinence 情動失禁 じょうどうしっきん

emotional stupor 情動昏迷 じょうどうこんめい

empathy 感情移入，共感 かんじょういにゅう，
きょうかん

enantiomer 鏡像［異性］体 きょうぞう［いせい］たい

encephalitis 脳炎 のうえん

encoding 記銘，コード化，記
号化

きめい，こーどか，き
ごうか

endocannabinoid 内因性カンナビノイド ないいんせいかんなび
のいど

endocrine system 内分泌系 ないぶんぴつけい

endocytosis 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，
さいぼうないとりこみ

endogenous 内因性の ないいんせいの

endogenous analgesic 
system

内因性鎮痛系 ないいんせいちんつう
けい

endogenous opioid 
peptide

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

endometriosis 子宮内膜症 しきゅうないまくしょう

endomorphin エンドモルフィン えんどもるふぃん

endoneurium 神経内膜 しんけいないまく

endorphin エンドルフィン えんどるふぃん

electrotherapy
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endoscopic thoracic 
sympathectomy 
（＝thoracoscopic 
sympathectomy）

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

endotoxin エンドトキシン えんどときしん

engram エングラム，記憶痕跡 えんぐらむ，きおくこ
んせき

enkephalin エンケファリン えんけふぁりん

enoxaparin エノキサパリン えのきさぱりん

enteralgia（＝
enter[o]dynia） 

腸痛，腸の痙攣を伴
う激しい腹痛

ちょうつう，ちょうの
けいれんをともなうは
げしいふくつう

entrapment 絞扼 こうやく

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

enzyme 酵素 こうそ

enzyme immunoassay 
（EIA）

酵素免疫測定［法］ こうそめんえきそくて
い［ほう］

enzyme-linked 
immunosorbent assay 
（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］

eparsalgia （＝epersalgia） 過労痛 かろうつう

ephapse エファプス えふぁぷす

ephaptic crosstalk 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，えふぁぷすくろす
とーく

ephaptic transmission エファプス伝達 えふぁぷすでんたつ

epicondylalgia 上顆痛 じょうかつう

epicritic 判別（識別）［性］の はんべつ（しきべつ）
［せい］の

epicritic sensation 判別［性］感覚 はんべつ［せい］かんかく

epidemic myalgia 流行性筋［肉］痛 りゅうこうせいきん
［にく］つう

epidemic pleurodynia 流行性胸膜痛 りゅうこうせいきょう
まくつう

epidemic pleurodynia
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epidemiology 疫学 えきがく

epidermal growth factor 
（EGF）

上皮成長因子 じょうひせいちょうい
んし

epidural （＝peridural, 
extradural）

硬膜外の こうまくがいの

epidural abscess 硬膜外膿瘍 こうまくがいのうよう

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

epidural analgesia 硬膜外鎮痛 こうまくがいちんつう

epidural anesthesia 硬膜外麻酔 こうまくがいますい

epidural block 硬膜外ブロック こうまくがいぶろっく

epidural blood patch 硬膜外自家血パッチ こうまくがいじかけつ
ぱっち

epidural catheterization 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 hematoma 硬膜外血腫 こうまくがいけっしゅ

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

epidural neuroplasty 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 puncture 硬膜外穿刺 こうまくがいせんし

epidural space 
（＝peridural space）

硬膜外腔 こうまくがいくう

epidural spinal cord 
stimulation

硬膜外［腔］脊髄刺激 こうまくがい［くう］せ
きずいしげき

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

epiduroscopy エピドラスコピー，
硬膜外内視鏡

えぴどらすこぴー，こう
まくがいないしきょう

epigastralgia 上腹部痛 じょうふくぶつう

epigenetics エピジェネティックス えぴじぇねてぃっくす

epileptic てんかん［性］の てんかん［せい］の

epileptiform neuralgia てんかん様神経痛 てんかんようしんけい
つう

epidemiology



53

epinephrine 
（＝adrenaline）

エピネフリン（アドレ
ナリン）

えぴねふりん（あどれ
なりん）

epineurium 神経上膜 しんけいじょうまく

episodic cluster headache 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 paroxysmal 
hemicrania

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

equianalgesic 等鎮痛性の とうちんつうせいの

equilibrium 平衡，均衡 へいこう，きんこう

equitoxic 等毒性の とうどくせいの

equivalent 当量の，等量の，同
価の，当量

とうりょうの，とう
りょうの，どうかの，
とうりょう

ergot alkaloid 麦角アルカロイド ばっかくあるかろいど

ergot derivative 麦角誘導体 ばっかくゆうどうたい

ergot intoxication 麦角中毒 ばっかくちゅうどく

ergotamine エルゴタミン えるごたみん

ergotamine tartrate 酒石酸エルゴタミン しゅせきさんえるごた
みん

ergotamine-induced 
headache

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

eruption （＝exanthema, 
exanthesis, rash）

発疹，皮疹 はっしん（ほっしん），
ひしん

erythema 紅斑 こうはん

erythema pernio 
（＝chilblain, pernio）

凍傷性紅斑，凍瘡，
しもやけ

とうしょうせいこうはん，
とうそう，しもやけ

erythermalgia 
（＝erythromelalgia, 
rodonalgia）

肢端［先端］紅痛症，
皮膚紅痛症

したん［せんたん］こうつ
うしょう，ひふこうつう
しょう

erythralgia 皮膚紅痛症 ひふこうつうしょう

erythroderma 紅皮症 こうひしょう

erythrodysesthesia 
syndrome

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，
こうはんせいじせすて
じあしょうこうぐん

erythrodysesthesia 
syndrome
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erythroprosopalgia 顔面紅痛症 がんめんこうつうしょう

escape conditioning 逃避条件付け とうひじょうけんづけ

Esmarch tourniquet 
/bandage

エスマルヒ止血帯 えすまるひしけつたい

esophagalgia 
（＝esophagodynia）

食道痛 しょくどうつう

esophagitis 食道炎 しょくどうえん

esthesia 感覚，知覚 かんかく，ちかく

esthesiology 感覚学 かんかくがく

esthesiometer 触覚計，知覚計 しょっかくけい，ちか
くけい

etanercept エタネルセプト えたねるせぷと

ethmoidal foramen 篩骨孔 しこつこう

ethylenediaminetetra-
acetic acid （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

etiology 病因［論］ びょういん「ろん］

etizolam エチゾラム えちぞらむ

etodolac エトドラク えとどらく

eugnosia 認知正常，知覚正常 にんちせいじょう，ち
かくせいじょう

euphoria 多幸感，気分高揚 たこうかん，きぶんこ
うよう

eutectic mixture of local 
anesthetics （EMLA）  
cream

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
こんごう）くりーむ

euthanasia 安楽死 あんらくし

euthymia 気分正常［状態］ きぶんせいじょう
「じょうたい］

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

evoked discharge 誘発発射 ゆうはつはっしゃ

evoked potential 誘発電位 ゆうはつでんい

erythroprosopalgia
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evoked response 誘発反応 ゆうはつはんのう

evoked sensation 誘発感覚 ゆうはつかんかく

examination 診察，検査，検診 しんさつ，けんさ，け
んしん

exanthema （＝eruption, 
exanthesis, rash）

発疹，皮疹 はっしん（ほっしん），
ひしん

excitability 興奮性 こうふんせい

excitation-contraction 
coupling

興奮収縮連関 こうふんしゅうしゅく
れんかん

excitatory 興奮［性］の こうふん［せい］の

excitatory amino acid 
（EAA）

興奮性アミノ酸 こうふんせいあみのさん

excitatory 
neurotransmitter

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 postsynaptic 
current （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 
potential （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 synaptic 
transmission

興奮性シナプス伝達 こうふんせいしなぷす
でんたつ

exciting electrode 刺激電極 しげきでんきょく

excitotoxic 興奮毒性の こうふんどくせいの

exercise pain 運動痛 うんどうつう

exfoliation 剥脱，落屑 はくだつ，らくせつ

existential analysis 実存分析 じつぞんぶんせき

exocytosis エキソサイトーシス，
細胞外放出

えきそさいとーしす，さ
いぼうがいほうしゅつ

exostosis 外骨［腫］症，骨軟骨腫 がいこつ［しゅ］しょ
う，こつなんこつしゅ

experimental pain 実験痛 じっけんつう

exploration 診査，精査 しんさ，せいさ

expression 表情 ひょうじょう

expulsive pain 娩出［期］［陣］痛 べんしゅつ［き］「じ
ん］つう

expulsive pain
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exsanguination しゃ（瀉）血，失血 しゃけつ，しっけつ

extensor 伸筋 しんきん

exteroceptive 外受容性の がいじゅようせいの

exteroceptor 外受容器 がいじゅようき

extradural（＝epidural, 
peridural）

硬膜外の こうまくがいの

extramedullary 延髄外の，骨髄外の えんずいがいの，こつ
ずいがいの

extraperineal 会陰外の えいんがいの

extraperiosteal 骨膜外の こつまくがいの

extraperitoneal 腹膜外の ふくまくがいの

extrapyramidal system 錐体外路系 すいたいがいろけい

extravasation 血管外漏出 けっかんがいろうしゅつ

extremity 
（pl. extremeties）

四肢，体肢 しし，たいし

extubation 抜管 ばっかん

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

眼痛 がんつう

eyelid 眼瞼 がんけん

eyelid refl ex 眼瞼反射 がんけんはんしゃ

F f

face scale フェイススケール，
表情スケール

ふぇいすすけーる，
ひょうじょうすけーる

face validity 表面的妥当性，表情
上妥当性

ひょうめんてきだとう
せい，ひょうじょう
じょうだとうせい

facet（＝facet joint, 
apophyseal joint）

椎間関節，小関節 ついかんかんせつ，
しょうかんせつ

exsanguination
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facet block 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，ふぁせっとぶ
ろっく

facet joint pain （＝zygapo-
physeal joint pain）

椎間関節痛 ついかんかんせつつう

facet rhizotomy ファセットリゾト
ミー，椎間関節神経
根切断術

ふぁせっとりぞと
みー，ついかんかんせ
つしんけいこんせつだ
んじゅつ

facetectomy 椎間関節切除［術］ ついかんかんせつせつ
じょ［じゅつ］

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

facial nerve 顔面神経 がんめんしんけい

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

facial neuralgia 顔面部神経痛，顔面
の神経痛

がんめんぶしんけいつ
う，がんめんのしんけ
いつう

facial ［nerve］ pain 
（＝prosopalgia）

顔面痛 がんめんつう

facial palsy 
（＝facioplegia, fallopian
（fallopius） neuritis）

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，がんめんまひ，
ふぁろーぴあん（ふぁ
ろーぴうす）しんけい
えん

facial spasm 顔面痙攣 がんめんけいれん

facial tic 顔面筋痙攣，顔面
チック

がんめんきんけいれ
ん，がんめんちっく

facies dolorosa 有痛性顔貌，疼痛性
顔貌

ゆうつうせいがんぼ
う，とうつうせいがん
ぼう

facilitation 促通，促進 そくつう，そくしん

facioplegia （＝facial 
［nerve］ palsy）

顔面［神経］麻痺 がんめん［しんけい］まひ

factitious disorder 虚偽性障害 きょぎせいしょうがい

factitious disorder
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failed back ［surgery］ 
syndrome（FB［S］S）

脊椎手術後症候群，
腰椎手術後疼痛症候
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，ようつ
いしゅじゅつごとうつう
しょうこうぐん，ふぇい
るどばっく［さーじぇ
りー］しんどろーむ

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

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

familial hemiplegic 
migraine

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

fascia 筋膜 きんまく

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

fascicular degeneration 線維束変性 せんいそくへんせい

fasciculation 線維束攣縮，線維性
収縮

せんいそくれんしゅ
く，せんいせいしゅう
しゅく

fasciculus dorsolateralis 
（＝dorsolateral tract, 
Lissauer’s tract）

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 medialis plexus 
brachialis

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 pyramidalis 
lateralis

外側錐体束 がいそくすいたいそく

fasciectomy 筋膜切除［術］ きんまくせつじょ
［じゅつ］

fasciitis 筋膜炎 きんまくえん

fasciotomy 筋膜切開［術］ きんまくせっかい
［じゅつ］

fast pain 速痛（速い痛み），一
次痛

そくつう（はやいいた
み），いちじつう

fatigability 疲労性 ひろうせい

fatigue 疲労，疲労感 ひろう，ひろうかん

fear 恐怖 きょうふ

febrile （＝feverish, 
pyretic）

熱性の，熱のある ねつせいの，ねつのある

failed back ［surgery］ 
syndrome（FB［S］S）
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feedback フィードバック ふぃーどばっく

femoral nerve block 大腿神経ブロック だいたいしんけいぶ
ろっく

femoral nerve stretch 
［test］

大腿神経伸展［試験］ だいたいしんけいしん
てん［しけん］

femoral neuralgia 大腿神経痛 だいたいしんけいつう

fentanyl フェンタニル ふぇんたにる

fentanyl patch フェンタニル貼付薬 ふぇんたにるちょうふ
やく

fi ber 線維 せんい

fi broblast growth factor 
（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

fi bromyalgia ［syndrome］ 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］

fi bromyositis 線維筋炎 せんいきんえん

fi brosis 線維症，線維増殖 せんいしょう，せんい
ぞうしょく

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

fi brositis 結合［組］織炎 けつごう［そ］しきえん

fi brous ankylosis 線維性強直 せんいせいきょうちょく

fi brous degeneration 線維［性］変性 せんい［せい］へんせい

fi eld block 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，ふぃーるどぶ
ろっく

fi ring ［神経の］発射，発火 ［しんけいの］はっ
しゃ，はっか

fi rst pain 一次痛 いちじつう

fl ank pain 側腹［部］痛 そくふく［ぶ］つう

fl are フレア，突発，発赤 ふれあ，とっぱつ，
はっせき（ほっせき）

fl ash back/fl ashback フラッシュバック ふらっしゅばっく

fl ecainide フレカイニド ふれかいにど

fl exion refl ex 屈曲反射 くっきょくはんしゃ

fl exor refl ex 屈筋反射 くっきんはんしゃ

fl ight into disease 疾患への逃避 しっかんへのとうひ

fl ight into disease
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fl inching フリンチング，痛み
により足を振る

ふりんちんぐ，いたみ
によりあしをふる

fl umazenil フルマゼニル ふるまぜにる

fl unitrazepam フルニトラゼパム ふるにとらぜぱむ

fl uorescence 蛍光 けいこう

fl uoroscopy ［X線］透視［検査］ ［Xせん］とうし［けんさ］

fl urbiprofen フルルビプロフェン ふるるびぷろふぇん

fondaparinux フォンダパリヌクス ふぉんだぱりぬくす

Fontaine classifi cation フォンテイン分類 ふぉんていんぶんるい

foot-drop/foot drop 尖足，下垂足 せんそく，かすいそく

foramen 孔 こう

forceps pain 鉗子痛 かんしつう

formalin test ホルマリンテスト ほるまりんてすと

formula 処方箋 しょほうせん

formulary 処方集 しょほうしゅう

fornix 脳弓 のうきゅう

fos family fosファミリー ふぉすふぁみりー

fos gene （＝c-fos） fos遺伝子 ふぉすいでんし

Fos protein Fos蛋白質 ふぉすたんぱくしつ

fracture 骨折 こっせつ

fragility 脆弱性，もろさ ぜいじゃくせい，もろさ

fragment 断片 だんぺん

fragmentation 切断，細分，断片化 せつだん，さいぶん，
だんぺんか

free nerve ending 自由神経終末 じゆうしんけいしゅう
まつ

free radical フリーラジカル ふりーらじかる

frequency 頻度，周波数 ひんど，しゅうはすう

Freund’s complete 
adjuvant （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 incomplete 
adjuvant （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

fl inching
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frog belly カエル腹 かえるばら

Froment’s sign フロマン徴候 ふろまんちょうこう

frontal foramen 
（＝foramen frontale）

前頭孔 ぜんとうこう

frontal nerve 前頭神経 ぜんとうしんけい

frostbite（＝chilblain, 
erythema pernio, pernio）

凍傷，しもやけ とうしょう，しもやけ

frozen shoulder 凍結肩，五十肩 とうけつかた，ごじゅ
うかた

fulgurant pain 電撃痛 でんげきつう

fulgurating migraine 電撃性片頭痛 でんげきせいへんずつう

full agonist 完全アゴニスト かんぜんあごにすと

fulminant 電撃性の，劇症の でんげきせいの，げき
しょうの

functio laesa 機能喪失，機能障害 きのうそうしつ，きの
うしょうがい

function 機能 きのう

functional autonomy 機能自律性 きのうじりつせい

functional disorder 
（＝functional illness）

機能障害 きのうしょうがい

functional headache 機能性頭痛 きのうせいずつう

functional magnetic 
resonance imaging 
（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 pain syndrome 機能性痛み（疼痛）症
候群

きのうせいいたみ（と
うつう）しょうこうぐ
ん

functional somatic 
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

funicular graft 神経線維索移植 しんけいせんいさくい
しょく

G g

GABA receptor GABA受容体 がんまあみのらくさん
じゅようたい

GABA receptor
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GABAA receptor GABAA受容体 がんまあみのらくさん
Aじゅようたい

GABAB receptor GABAB受容体 がんまあみのらくさん
Bじゅようたい

GABAergic GABA作動性［の］ がんまあみのらくさん
さどうせい［の］

gabapentin ガバペンチン がばぺんちん

Gaenslen’s sign ゲンズレン徴候 げんずれんちょうこう

gag refl ex 嘔吐反射，咽頭反射 おうとはんしゃ，いん
とうはんしゃ

gage（＝gauge） 計器，尺度 けいき，しゃくど

gain 利得，増加 りとく，ぞうか

gait 歩行 ほこう

gait disturbance 歩行障害 ほこうしょうがい

galanin ガラニン がらにん

galvanometer 検流計 けんりゅうけい

gamma knife （γ knife） ガンマナイフ がんまないふ

gamma radiation （γ 
radiation）

ガンマ線照射 がんませんしょうしゃ

γ（gamma）-aminobutyric 
acid （GABA）

γ-アミノ酪酸 がんまあみのらくさん

gangliolysis 神経節溶解 しんけいせつようかい

gangliolytic 神経節遮断［性］の しんけいせつしゃだん
［せい］の

ganglion ［神経］節，ガングリ
オン

［しんけい］せつ，がん
ぐりおん

ganglionectomy 神経節切除［術］ しんけいせつせつじょ
［じゅつ］

ganglionic blocking agent 神経節遮断薬 しんけいせつしゃだん
やく

ganglion impar （Walther） 
block

不対神経節ブロック ふついしんけいせつぶ
ろっく

gangliosympathectomy 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］

gangrene 壊疽 えそ

gap junction ギャップ結合 ぎゃっぷけつごう

GABAA receptor
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Gasserian ganglion 
（＝trigeminal ganglion）

ガッセル神経節（三
叉神経節）

がっせるしんけいせつ
（さんさしんけいせつ）

Gasserian ganglion block 
（＝trigeminal ganglion 
block）

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（さんさしん
けいせつぶろっく）

gastralgia （＝gastrodynia, 
stomachache）

胃痛 いつう

gastric ulcer 胃潰瘍 いかいよう

gate-control theory 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，
もんちょうせつせつ

gender 性 せい

gene 遺伝子 いでんし

gene expression 遺伝子発現 いでんしはつげん

gene family 遺伝子ファミリー いでんしふぁみりー

gene targeting 遺伝子ターゲティング いでんしたーげてぃんぐ

gene therapy 遺伝子治療 いでんしちりょう

gene transfer 遺伝子導入 いでんしどうにゅう

general adaptation 
syndrome （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 anesthesia 全身麻酔 ぜんしんますい

general anesthetic 全身麻酔薬 ぜんしんますいやく

general malaise 全身倦怠感 ぜんしんけんたいかん

general sensation 一般感覚，体感 いっぱんかんかく，た
いかん

generalized weakness 全身衰弱 ぜんしんすいじゃく

generator potential 起動電位，発生電位 きどうでんい，はっせ
いでんい

geniculate ganglion 膝神経節 しつしんけいせつ

geniculate herpes zoster 
（＝herpes zoster oticus）

膝神経節帯状疱疹
（＝耳部帯状疱疹）

しつしんけいせつたい
じょうほうしん（じぶ
たいじょうほうしん）

genital pain 生殖器痛 せいしょくきつう

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

genitofemoral nerve
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genitourinary pain ［泌］尿生殖器痛 ［ひ］にょうせいしょく
きつう

genophobia 性恐怖 せいきょうふ

genotype 遺伝子型 いでんしがた

giant cell arteritis 
（＝temporal arteritis）

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（そくとう
どうみゃくえん）

gigantocellular reticular 
nucleus （＝nucleus 
reticularis 
gigantocellularis）

巨大細胞網様体核 きょだいさいぼうもう
ようたいかく

gingivitis 歯肉炎 しにくえん

girdle pain 帯状痛 たいじょうつう

girdle sensation 帯状感覚 たいじょうかんかく

glial cell line-derived 
neurotrophic factor 
（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

glossagra 舌痛発作 ぜつつうほっさ

glossalgia 
（＝glossodynia）

舌痛 ぜつつう

glossitis 舌炎 ぜつえん

glossopharyngeal nerve 舌咽神経 ぜついんしんけい

glossopharyngeal 
neuralgia

舌咽神経痛 ぜついんしんけいつう

glossopharyngeal tic 舌咽チック ぜついんちっく

glossopyrosis 舌灼熱感 ぜつしゃくねつかん

glucocorticoid 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，
とうしつこるちこいど

glutamic acid 
（＝glutamate） 

グルタミン酸 ぐるたみんさん

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

gluteal compartment 
syndrome

殿（臀）筋コンパート
メント症候群

でんきんこんぱーとめ
んとしょうこうぐん

genitourinary pain
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glycine グリシン ぐりしん

glycogen グリコーゲン ぐりこーげん

gnawing pain 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

golfer’s elbow （＝medial 
humeral epicondylitis）

ゴルフ肘（上腕骨内
側上顆炎）

ごるふひじ（ じょうわ
んこつないそくじょう
かえん）

gonalgia 膝痛 しつつう

gonococcal arthritis 淋菌性関節炎 りんきんせいかんせつえ
ん

gout 痛風 つうふう

gouty arthritis 痛風［性］関節炎 つうふう［せい］かんせ
つえん

G protein G蛋白質 Gたんぱくしつ

G protein-coupled 
receptor

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

granulocyte-colony 
stimulating factor 
（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

gravity 重力 じゅうりょく

gray matter （＝substantia 
grisea）

灰白質 かいはくしつ

great foramen （＝foramen 
magnum）

大［後頭］孔 だい［こうとう］こう

greater auricular nerve 大耳介神経 だいじかいしんけい

greater auricular nerve 
block

大耳介神経ブロック だいじかいしんけいぶ
ろっく

greater occipital nerve 大後頭神経 だいこうとうしんけい

greater occipital nerve 
block

大後頭神経ブロック だいこうとうしんけい
ぶろっく

greater palatine foramen 
（＝foramen palatinum 
majus）

大口蓋孔 だいこうがいこう

greater palatine foramen 
（＝foramen palatinum 

majus）
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greater wing of sphenoid 
bone

蝶形骨大翼 ちょうけいこつだいよく

grief 悲嘆 ひたん

griping pain きりきりする痛み，
疝痛

きりきりするいたみ，
せんつう

groin 鼠径部 そけいぶ

groove 溝【骨または歯の】 こう【こつまたははの】

group pain therapy 集団痛み療法 しゅうだんいたみりょ
うほう

growing pain 成長痛 せいちょうつう

growth factor 成長因子 せいちょういんし

grueling pain 過酷な痛み かこくないたみ

guanethidine グアネチジン ぐあねちじん

guanosine 3’, 5’-cyclic 
monophosphate （cGMP）

サイクリックGMP さいくりっくGMP

guanylate cyclase グアニル酸シクラーゼ ぐあにるさんしくらーぜ

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

guilt 罪悪感 ざいあくかん

guinea pig モルモット もるもっと

gustation 味覚 みかく

gyrus ［脳］回 ［のう］かい

gyrus cinguli （＝cingulate 
gyrus）

帯状回 たいじょうかい

H h

habituation 習慣［性］，慣れ しゅうかん［せい］，なれ

hallucination 幻覚，幻想 げんかく，げんそう

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

hallucinatory pain
（＝delusional pain）

妄想痛 もうそうつう

greater wing of 
sphenoid bone
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haloperidol ハロペリドール はろぺりどーる

handicap 障害，社会的不利 しょうがい，しゃかい
てきふり

hanging drop 水滴法 すいてきほう

haphalgesia 接触痛 せっしょくつう

head area ヘッド野 へっどや

head zone ヘッド帯 へっどたい

headache （＝cephalalgia, 
cephalea, cephalodynia, 
encephalalgia, 
encephalodynia, dolor 
capitis）

頭痛 ずつう

heal 治癒する ちゆする

healing 治癒，回復，癒し ちゆ，かいふく，いやし

heartburn （＝cardialgia, 
pyrosis）

胸やけ むねやけ

heat nociceptor 熱侵害受容器 ねつしんがいじゅようき

heat response 温熱性反応 おんねつせいはんのう

hemiageus（/t）ia 片側味覚消失（脱失） へんそくみかくしょう
しつ（だっしつ）

hemialgia 片側痛 へんそくつう

hemianalgesia 片側痛覚消失（脱失） へんそくつうかくしょ
うしつ（だっしつ）

hemianesthesia 片側感覚消失（脱失） へんそくかんかくしょ
うしつ（だっしつ）

hemiblock 片側ブロック，半遮断 へんそくぶろっく，は
んしゃだん

hemicephalalgia 
（＝hemicrania）

片側頭痛，片頭痛 へんそくずつう，へん
ずつう

hemicrania continua 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）

hemidysesthesia 片側知覚不全，片側
異常感覚

へんそくちかくふぜ
ん，へんそくいじょう
かんかく

hemifacial spasm 片側顔面痙攣 へんそくがんめんけい
れん

hemifacial spasm
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hemihypalgesia 片側痛覚鈍麻 へんそくつうかくど
んま

hemihyperalgesia 片側痛覚過敏 へんそくつうかくか
びん

hemihyperesthesia 片側感覚過敏 へんそくかんかくかびん

hemihypesthesia 片側感覚鈍麻 へんそくかんかくどんま

hemiopalgia 片眼痛 へんがんつう

hemiparesis 不全片麻痺 ふぜんへんまひ

hemiplegia 片麻痺 へんまひ

hemiplegic gait 片麻痺性歩行 へんまひせいほこう

hemiplegic migraine 片麻痺性片頭痛 へんまひせいへんずつう

hemispasm 片側痙攣 へんそくけいれん

hemorrhoid 痔［核］ じ［かく］

hepatic colic 肝疝痛 かんせんつう

herb 薬草，ハーブ，漢方
薬

やくそう，はーぶ，か
んぽうやく

herbal medicine 漢方医学 かんぽういがく

hereditary 遺伝［性］の いでん［せい］の

hernia ヘルニア へるにあ

herniated disc 椎間板ヘルニア ついかんばんへるにあ

herniation ヘルニア形成 へるにあけいせい

heroin ヘロイン へろいん

herpes 疱疹，ヘルペス ほうしん，へるぺす

herpes encephalitis ヘルペス脳炎 へるぺすのうえん

herpes simplex 単純疱疹（ヘルペス） たんじゅんほうしん
（へるぺす）

herpes virus 疱疹（ヘルペス）ウィ
ルス

ほうしん（へるぺす）
うぃるす

herpes/herpetic whitlow ヘルペス性瘭（ひょ
う）疽

へるぺすせいひょうそ

herpes zoster 帯状疱疹（ヘルペス） たいじょうほうしん
（へるぺす）

hemihypalgesia
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herpes zoster 
ophthalmicus

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 oticus 
（＝geniculate herpes 
zoster）

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 varicellosus 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）

herpetic 疱疹性の，ヘルペス
性の

ほうしんせいの，へる
ぺすせいの

herpetic 
meningoencephalitis

ヘルペス髄膜脳炎 へるぺすずいまくのう
えん

herpetic neuralgia ヘルペス性神経痛 へるぺすせいしんけい
つう

heteresthesia 異種感覚 いしゅかんかく

heteropathy 病的感受性，逆症療法 びょうてきかんじゅせ
い，ぎゃくしょうりょ
うほう

heterotopic pain 異所痛 いしょつう

hiccup 吃逆，しゃっくり きつぎゃく，しゃっくり

hidrosis 多汗［症］，発汗［症］ たかん［しょう］，はっ
かん［しょう］

hierotherapy 信仰療法，宗教療法 しんこうりょうほう，
しゅうきょうりょうほう

high-density area 高吸収域 こうきゅうしゅういき

high-intensity area 高信号域 こうしんごういき

high-reactive level laser 
therapy

高反応レーザー治療 こうはんのうれーざー
ちりょう

high-threshold 
mechanoreceptor

広閾値機械的受容器 こういきちきかいてき
じゅようき

hip joint 股関節 こかんせつ

hippocampal neuron 海馬ニューロン かいばにゅーろん

hippocampus 海馬 かいば

Hippocratic oath ヒポクラテスの宣詞
（誓い）

ひぽくらてすのせんし
（ちかい）

histamine ヒスタミン ひすたみん

histamine
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histaminic cephalalgia 
（＝histaminic headache）

ヒスタミン性頭痛 ひすたみんせいずつう

hoarseness 嗄声 させい

holarthritis 全関節炎 ぜんかんせつえん

home care 在宅ケア，在宅介護 ざいたくけあ，ざいた
くかいご

homeostasis 恒常性維持，ホメオ
スタシス

こうじょうせいいじ，
ほめおすたしす

home palliative care 在宅緩和ケア ざいたくかんわけあ

Hoover’s sign フーヴァー徴候 ふーゔぁーちょうこう

hopelessness 絶望［状態］ ぜつぼう［じょうたい］

hormonotherapy ホルモン療法 ほるもんりょうほう

Horner’s pupil ホルネル瞳孔 ほるねるどうこう

Horner’s syndrome ホルネル症候群 ほるねるしょうこうぐん

horseradish peroxidase 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，ほーすら
でぃっしゅぺるおきし
だーぜ

Horton’s headache 
（＝cluster headache）

ホートン頭痛（群発
頭痛）

ほーとんずつう（ぐん
ぱつずつう）

hospice ホスピス ほすぴす

hot fl ash 一過性熱感，ほてり いっかせいねつかん，
ほてり

hot-plate test ホットプレートテスト ほっとぷれーとてすと

human immunodefi ciency 
virus（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 leukocyte antigen 
（HLA）

ヒト白血球抗原 ひとはっけっきゅうこ
うげん

humoral 液性の，体液［性］の えきせいの，たいえき
［せい］の

hunger pain 空腹痛 くうふくつう

Hunt’s syndrome 
（＝Ramsay-Hunt 
syndrome）

ハント症候群 はんとしょうこうぐん

histaminic cephalalgia 
（＝histaminic headache）
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hurting 傷のついたような きずのついたような

hyaluronic acid 
（＝hyaluronate） 

ヒアルロン酸 ひあるろんさん

hybridization ハイブリダイゼー
ション，交配

はいぶりだいぜーしょん，
こうはい

hydrarthritis 関節水腫，関節水症 かんせつすいしゅ，か
んせつすいしょう

hydration 水和，水分補給 すいわ，すいぶんほ
きゅう

hydrocodone ヒドロコドン ひどろこどん

hydrocortisone ヒドロコルチゾン ひどろこるちぞん

hydrodynamic theory 動水力学説，流体力
学理論

どうすいりきがくせつ，
りゅうたいりきがくりろ
ん

hydrolysis 加水分解 かすいぶんかい

hydromorphone ヒドロモルフォン ひどろもるふぉん

hydrophilic 親水性の, 水溶性の しんすいせいの, すい
ようせいの

hydrophobic 疎水性の そすいせいの

hydrotherapy 水治療法 すいちりょうほう

5-hydroxytryptamine 
（5HT） （＝serotonin）

5-ハイドロキシトリ
プタミン（セロトニ
ン）

5はいどろきしとりぷ
たみん（せろとにん）

hydroxyzine ヒドロキシジン ひどろきしじん

hypalgesia 
（＝hypoalgesia）

痛覚鈍麻 つうかくどんま

hypalges（/t）ic 痛覚鈍麻の つうかくどんまの

hyperalgesia 
（＝hyperalgia）

痛覚過敏 つうかくかびん

hyperalges（/t）ic 痛覚過敏の，痛覚増
強性

つうかくかびんの，つう
かくぞうきょうせい

hyperbaric 高比重の こうひじゅうの

hyperbaric oxygen therapy 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，こうあつさん
そりょうほう

hyperbaric oxygen 
therapy
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hypercalcemia 高カルシウム血症 こうかるしうむけっ
しょう

hyperdynamia uteri 陣痛過多 じんつうかた

hyperechoic 高エコーの こうえこーの

hyperemesis 悪阻 おそ

hyperesthesia 
（＝oxyesthesia）

感覚過敏，触覚過敏 かん か く か び ん，
しょっかくかびん

hyperexcitability 興奮性亢進 こうふんせいこうしん

hyperextension 過伸展 かしんてん

hyperfl exion 過屈曲 かくっきょく

hyperglycemia 高血糖［症］ こうけっとう［しょう］

hyperhidrosis 発汗過多，多汗［症］ はっかんかた，たかん
［しょう］

hyperkinesis 運動亢進［症］，多動 うんどうこうしん
［しょう］，たどう

hyperlucent 透過性亢進【放射線の】 とうかせいこうしん
【ほうしゃせんの】

hypermobility 過剰運動性 かじょううんどうせい

hyperpathia 感覚過敏，異常痛症，
痛覚過敏

かんかくかびん，い
じょうつうしょう，つ
うかくかびん

hyperpolarization 過分極 かぶんきょく

hyperrefl exia 反射亢進 はんしゃこうしん

hypersensitive dentin 象牙質感覚過敏［症］ ぞうげしつかんかくか
びん［しょう］

hypersensitive xiphoid 
syndrome

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

hypersensitivity 過敏症 かびんしょう

hypersomnia 睡眠過剰，過眠症 すいみんかじょう，か
みんしょう

hypersthenia 異常興奮，異常緊張 いじょうこうふん，い
じょうきんちょう

hyperthermalgesia 熱感覚過敏［症］ ねつかんかくかびん
［しょう］

hyperthermia 高体温，温熱療法 こうたいおん，おんね
つりょうほう

hyperthermia therapy 温熱治療 おんねつちりょう

hypercalcemia
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hyperthermoesthesia 熱感覚過敏 ねつかんかくかびん

hypertonic 高張性の こうちょうせいの

hypertrophy 肥大，肥厚 ひだい，ひこう

hypesthesia 
（＝hypoesthesia）

感覚鈍麻，触覚鈍麻 かんかくどんま，
しょっかくどんま

hypnalgia 夜間痛，睡眠中に起
こる痛み

やかんつう，すいみん
ちゅうにおこるいたみ

hypnic headache 睡眠時頭痛 すいみんじずつう

hypnology 睡眠学，催眠学 すいみんがく，さいみ
んがく

hypnosis 催眠［状態］，睡眠 さいみん［じょうた
い］，すいみん

hypnotherapy 催眠療法 さいみんりょうほう

hypnotic 催眠性の，催眠薬 さいみんせいの，さい
みんやく

hypnotic analgesia 睡眠鎮痛 すいみんちんつう

hypoalgesia 
（＝hypalgesia）

痛覚鈍麻 つうかくどんま

hypobaric 低比重の ていひじゅうの

hypochondria 
（＝hypochondriasis）

心気症，ヒポコンド
リア

しんきしょう，ひぽこ
んどりあ

hypodermoclysis 皮下注入法 ひかちゅうにゅうほう

hypodynamia 活力低下，活力減退 かつりょくていか，か
つりょくげんたい

hypoechoic 低エコーの ていえこーの

hypogastric nerve 下腹神経 かふくしんけい

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

hypogeusia 味覚減退，味覚鈍麻 みかくげんたい，みか
くどんま

hypoglossal nerve 舌下神経 ぜっかしんけい

hypohidrosis 発汗減少［症］ はっかんげんしょう
［しょう］

hypokinesis 
（＝hypomotility）

低運動［性］，運動性
減弱

ていうんどう［せい］，
うんどうせいげんじゃく

hypokinesis 
（＝hypomotility）



74

hypomelancholia 軽症うつ病 けいしょううつびょう

hypomyotonia 筋弛緩［症］，筋緊張
減退

きんしかん［しょう］，
きんきんちょうげんたい

hypophysectomy
（＝pituitary ablation）

下垂体切除［術］ かすいたいせつじょ
［じゅつ］

hyporefl exia 反射低下，反射減退 はんしゃていか，はん
しゃげんたい

hyposensitivity 感受性低下 かんじゅせいていか

hyposensitization 減感作 げんかんさ

hyposthenia 衰弱 すいじゃく

hypothalamus 視床下部 ししょうかぶ

hypothenar 小指球，小指球の しょうしきゅう，しょ
うしきゅうの

hypothesis 仮説 かせつ

hypotonia 緊張低下，低張，低
血圧

きんちょうていか，て
いちょう，ていけつあつ

hypotonic 低緊張の，低張の，
低血圧の

ていきんちょうの，て
いちょうの，ていけつあ
つの

hysteralgia 
（＝hysterodynia, 
metralgia, metrodynia）

子宮痛 しきゅうつう

hysteria ヒステリー，転換性
障害，解離性障害

ひすてりー，てんかん
せいしょうがい，かい
りせいしょうがい

hysterical ヒステリーの ひすてりーの

hysterical neurosis 
（＝conversion hysteria）

転換ヒステリー てんかんひすてりー

hysterical pain ヒステリー痛，ヒス
テリー性疼痛

ひすてりーつう，ひす
てりーせいとうつう

hysterical paralysis ヒステリー性麻痺 ひすてりーせいまひ

hysterical psychosis ヒステリー性精神病 ひすてりーせいせいし
んびょう

hysterics ヒステリー発作 ひすてりーほっさ

hypomelancholia
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I i

iatrogenic 医原［性］の，医原［の］ いげん［せい］の，いげ
ん［の］

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

iatrogenic pain 医原［性］痛，医原［性］
疼痛

いげん［せい］つう，い
げん［せい］とうつう

ibuprofen イブプロフェン いぶぷろふぇん

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

ICU psychosis ICU精神病 ICUせいしんびょう

ICU syndrome ICU症候群 ICUしょうこうぐん

idiopathic 特発性［の］ とくはつせい［の］

idiopathic facial paralysis 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 glossalgia 特発性舌痛［症］ とくはつせいぜっつう
［しょう］

idiopathic 
glossopharyngeal 
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 neuralgia 特発性神経痛 とくはつせいしんけい
つう

idiopathic stabbing 
headache （＝jabs and 
jolts syndrome）

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（じゃぶじょると
しょうこうぐん）

idiopathic trigeminal 
neuralgia

特発性三叉神経痛 とくはつせいさんさし
んけいつう

idiosyncrasy 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

iliohypogastric nerve 
block

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

ilioinguinal nerve block 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

iliopelvic 腸骨骨盤［の］ ちょうこつこつばん
［の］

iliosacral 腸骨仙骨［の］ ちょうこつせんこつ
［の］

iliosacral
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illness 疾患 しっかん

illusion 錯覚，幻覚 さっかく，げんかく

imagery 心象 しんしょう

imipramine イミプラミン いみぷらみん

immediate early gene 
（IEG）

最初期遺伝子 さいしょきいでんし

immersion foot （＝trench 
foot）

浸水足，塹壕（ざん
ごう）足

しんすいそく，ざんご
うそく

immobilization stress 拘束ストレス こうそくすとれす

immune-mediated 
neuropathy

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

immunodefi ciency 免疫不全，免疫欠損 めんえきふぜん，めん
えきけっそん

immunoelectrophoresis 免疫電気泳動［法］ めんえきでんきえいど
う［ほう］

immunofl uorescence 免疫蛍光［検査法］ めんえきけいこう［け
んさほう］

immunopotentiation 免疫増強，免疫賦活 めんえきぞうきょう，
めんえきふかつ

immunosuppression 免疫抑制 めんえきよくせい

impaction 埋没，嵌頓 まいぼつ，かんとん

impairment 不全，欠陥，機能障害 ふぜん，けっかん，き
のうしょうがい

implant 移植する，移植，移
植片

いしょくする，いしょ
く，いしょくへん

implantable （implanted） 
drug delivery system 
（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

impulse インパルス，衝撃 いんぱるす，しょうげき

in situ 組織内の そしきないの

inadequate stimulus 不適合刺激 ふてきごうしげき

incident pain インシデントペイ
ン，動作痛

いんしでんとぺいん，
どうさつう

indiff erence to pain 
syndrome

無痛覚症候群 むつうかくしょうこう
ぐん

illness
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indiff erent electrode 不関電極 ふかんでんきょく

indolent ulcer 無痛潰瘍 むつうかいよう

indomethacin インドメタシン いんどめたしん

inducible 誘導性［の］ ゆうどうせい［の］

inducible nitric oxide 
synthase （iNOS）

誘導性NO合成酵素 ゆうどうせいNOごう
せいこうそ

induction 誘導，導入 ゆうどう，どうにゅう

ineff ective 無効な むこうな

infantile colic 乳児疝痛 にゅうじせんつう

infarction 梗塞 こうそく

infection 感染 かんせん

infectious arthritis 感染性関節炎 かんせんせいかんせつ
えん

infectious neuropathy 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

inferior alveolar nerve 
block

下歯槽神経ブロック かしそうしんけいぶ
ろっく

inferior mesenteric plexus 
block

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

infi ltration analgesia 浸潤鎮痛法，浸潤麻
酔

しんじゅんちんつうほ
う，しんじゅんますい

infi ltration technique 浸潤法 しんじゅんほう

infl ammation 炎症，炎症反応 えんしょう，えんしょ
うはんのう

infl ammation-induced 
hyperalgesia

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

infl ammatory 炎症［性］［の］ えんしょう［せい］
［の］

infl ammatory edema 炎症性浮腫 えんしょうせいふしゅ

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

infl ammatory pain 炎症痛，炎症性疼痛 えんしょうつう，えん
しょうせいとうつう

infl ammatory pain
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informed consent インフォームド・コ
ンセント

いんふぉーむど・こん
せんと

infraclavicular brachial 
plexus block

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

infraorbital foramen 
（＝foramen infraorbitale）

眼窩下孔 がんかかこう

infraorbital groove 眼窩下溝 がんかかこう

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

inguinal pain 
（＝inguinodynia）

鼠径［部］痛 そけい［ぶ］つう

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

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

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

inhibitory amino acid 抑制性アミノ酸 よくせいせいあみのさん

inhibitory neurotransmitter 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 postsynaptic 
current （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 
potential （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 synaptic 
transmission

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 syndrome

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

injection 注射，注入 ちゅうしゃ，ちゅう
にゅう

injury discharge 損傷放電，損傷発射 そんしょうほうでん，
そんしょうはっしゃ

innervation 神経支配 しんけいしはい

innocuous 非侵害性［の］ ひしんがいせい［の］

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

inositol trisphosphate 
（IP3）

イノシトール三リン酸 いのしとーるさんりん
さん

informed consent
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insensitive 非感受性［の］，無感
覚な

ひかんじゅせい［の］，
むかんかくな

insertion 挿入 そうにゅう

insertion tube 挿入管 そうにゅうかん

insomnia 不眠［症］ ふみん［しょう］

insomniac 不眠症患者 ふみんしょうかんじゃ

inspection 視診 ししん

instability 不安定性 ふあんていせい

instillation 点滴注入，点眼 てんてきちゅうにゅ
う，てんがん

insuffi  ciency（＝
dysfunction）

機能不全 きのうふぜん

insulin-like growth factor 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

integrity process 統合のプロセス とうごうのぷろせす

intense pain 激痛 げきつう

intensity theory 強度理論，強度説 きょうどりろん，きょ
うどせつ

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

interactive process 相互作用のプロセス そうごさようのぷろせす

interclavicular 鎖骨間［の］ さこつかん［の］

intercolumnar 柱間［の］ ちゅうかん［の］

intercostal nerve block 肋間神経ブロック ろっかんしんけいぶ
ろっく

intercostal neuralgia 肋間神経痛 ろっかんしんけいつう

intercostal space 肋間腔 ろっかんくう

intercourse 交際，交通，性交 こうさい，こうつう，
せいこう

interdigital neuralgia 
（＝metatarsalgia）

中足骨痛 ちゅうそくこっつう

interdisciplinary pain 
center

学際的痛みセンター がくさいてきいたみせ
んたー

interdisciplinary pain 
management

学際的痛み管理 がくさいてきいたみか
んり

interdisciplinary pain 
management
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interfascial space 筋膜間腔 きんまくかんくう

interfascicular 束間［の］ そくかん［の］

interferon-induced pain 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

interlaminar space 椎弓間隙 ついきゅうかんげき

interleukin （IL） インターロイキン いんたーろいきん

intermenstrual pain 月経間痛 げっけいかんつう

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

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

internalization 内在化 ないざいか

International Association 
for Study of Pain （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，こくさいいたみ
がっかい

interneuron 介在ニューロン かいざいにゅーろん

interpolar 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

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

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

interscalene brachial 
plexus block

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

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

interval gout 痛風間期 つうふうかんき

interventional pain therapy 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，いんたーべん
しょなるいたみちりょう

intervertebral foramen 
（＝foramen 
intervertebrale）

椎間孔 ついかんこう

intolerance 不耐性 ふたいせい

interfascial space
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intoxication 中毒 ちゅうどく

intra［cerebro］ventricular 
（i.c.v.）

脳室内 のうしつない

intraabdominal 腹腔内 ふくくうない

intraabdominal injection 
（＝intraperitoneal 
injection）

腹腔内注射（注入） ふくくうないちゅう
しゃ（ちゅうにゅう）

intraarterial injection 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）

intraarticular analgesia 関節内無痛覚，関節
内鎮痛

かんせつないむつうか
く，かんせつないちん
つう

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

intracapsular 関節包内 かんせつほうない

intracisternal 大槽内 たいそうない

intracisternal injection 大槽内注射（注入） たいそうないちゅう
しゃ（ちゅうにゅう）

intracranial 頭蓋内 とうがいない

intractable 耐え難い たえがたい

intractable pain 難治痛，難治性疼痛 なんちつう，なんちせ
いとうつう

intractable sensation 耐え難い感覚 たえがたいかんかく

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

intradural 硬膜内［の］ こうまくない［の］

intralaminae 髄板内 ずいばんない

intralaminar nuclei 髄板内核【視床の】 ずいばんないかく【し
しょうの】

intramuscular （i.m.） 筋肉内 きんにくない

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

intranasal analgesia 鼻腔内鎮痛 びくうないちんつう

intraneural stimulation 神経束内刺激 しんけいそくないしげき

intraoral 口腔内 こうくうない

intraoral



82

intraperitoneal （i.p.） 腹腔内 ふくくうない

intraperitoneal analgesia 腹腔内鎮痛 ふくくうないちんつう

intraperitoneal injection 
（＝intraabdominal 
injection）

腹腔内注射（注入） ふくくうないちゅう
しゃ（ちゅうにゅう）

intrapleural 胸腔内 きょうくうない

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

intrapleural injection 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）

intraspinal 脊髄内 せきずいない

intrathecal （i.t.）
（＝subarachnoid）

くも膜下 くもまくか

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

intrathecal block 
（＝subarachnoid block）

くも膜下ブロック くもまくかぶろっく

intrathecal continuous 
administration （infusion）

くも膜下持続投与 くもまくかじぞくと
うよ

intrathecal infusion くも膜下投与 くもまくかとうよ

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

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

intravenous （i.v.） 静脈内 じょうみゃくない

intravenous analgesia 静脈鎮痛 じょうみゃくちんつう

intravenous anesthesia 静脈麻酔 じょうみゃくますい

intravenous anesthetic 静脈麻酔薬 じょうみゃくますいや
く

intravenous injection 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 regional 
sympathetic block 
（＝intravenous regional 
sympatholysis）

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 sedation 静脈内鎮静［法］ じょうみゃくないちん
せい［ほう］

intraperitoneal （i.p.）
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involuntary movement 不随意運動 ふずいいうんどう

ion channel modulator 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

ionotropic glutamate 
receptor

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

iontophoresis イオントフォレーシス いおんとふぉれーしす

ipsilateral 同側［性］ どうそく［せい］

iridium （Ir）-192 イリジウム192 いりじうむ192

irritability 被刺激性，過敏性 ひしげきせい，かびん
せい

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

irritable colon 過敏［性］結腸 かびん［せい］けっ
ちょう

irritable spine 脊椎過敏［症］ せきついかびん［しょう］

irritant 刺激性の，刺激物 しげきせいの，しげき
ぶつ

ischemic cardiac pain 虚血［性］心臓痛 きょけつ［せい］しんぞ
うつう

ischemic compression 虚血性圧迫 きょけつせいあっぱく

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

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

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

ischiadic nerve （＝sciatic 
nerve）

坐骨神経 ざこつしんけい

ischial foramen 
（＝foramen ischiadicum）

坐骨孔 ざこつこう

ischialgia （＝ischiodynia, 
sciatica, sciatic 
neuralgia）

坐骨神経痛 ざこつしんけいつう

isomer 異性体 いせいたい

isomer
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itch （＝itching） かゆみ，掻痒 かゆみ，そうよう

itch sensation 痒覚 ようかく

ixomyelitis 腰部脊髄炎 ようぶせきずいえん

J j

jabs and jolts syndrome 
（＝idiopathic stabbing 
headache）

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（とくはつせいせ
んしようずつう）

Jannetta’s operation 
（＝neurovascular 
decompression）

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（しんけいけっか
んげんあつじゅつ）

jaw closing refl ex 閉口反射 へいこうはんしゃ

jaw jerk（＝jaw jerk refl ex, 
jaw refl ex, mandibular 
refl ex）

下顎反射 かがくはんしゃ

jaw joint 顎関節 がくかんせつ

jaw opening refl ex 開口反射 かいこうはんしゃ

jaw osteonecrosis 顎骨壊死 がくこつえし

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

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

jerking （＝plucking, 
twiching）

筋攣縮 きんれんしゅく

joint ankylosis 関節強直 かんせつきょうちょく

joint contracture 
（＝articular contracture）

関節拘縮 かんせつこうしゅく

joint eff usion 関節液貯留 かんせつえきちょりゅう

joint fusion 関節癒合，関節固定 かんせつゆごう，かん
せつこてい

joint mouse 関節ねずみ かんせつねずみ

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

itch （＝itching）
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joint pain 関節痛 かんせつつう

joint refl ex 関節反射 かんせつはんしゃ

joint sensation 関節感覚 かんせつかんかく

jugular foramen syndrome
（＝posterior foramen 
lacerum syndrome）

頚静脈孔症候群 けいじょうみゃくこう
しょうこうぐん

jump sign とび上がり徴候 とびあがりちょうこう

K k

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

kainic acid（＝kainate） カイニン酸 かいにんさん

kallidin カリジン かりじん

Kampo medicine 漢方薬，漢方医学 かんぽうやく，かんぽ
ういがく

K＋ channel 
（＝potassium channel）

カリウム［イオン］チャ
ネル

かりうむ［いおん］ちゃ
ねる

Kernig sign ケルニッヒ徴候 けるにっひちょうこう

ketamine ケタミン けたみん

ketoprofen ケトプロフェン けとぷろふぇん

ketorolac ケトロラク けとろらく

kinesalgia 筋運動痛 きんうんどうつう

kinesophobia 運動恐怖［症］ うんどうきょうふ［しょう］

kinesthesia （＝kinesthetic 
sensation, kinesthetic 
sense）

運動感覚 うんどうかんかく

kinetic tremor 運動時振戦 うんどうじしんせん

kinin キニン きにん

kininogen キニノーゲン きにのーげん

knee block 膝ブロック しつぶろっく

knee jerk （＝patellar 
refl ex）

膝蓋腱反射 しつがいけんはんしゃ

knee jerk 
（＝patellar refl ex）
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knee-chest position 膝胸体位 しつきょうたいい

knockout mouse ノックアウトマウス のっくあうとまうす

K＋ pump カリウムポンプ かりうむぽんぷ

Kulenkampff  method クーレンカンプ法 くーれんかんぷほう

kyphoscoliosis 脊柱後側弯［症］ せきちゅうこうそくわ
ん［しょう］

kyphosis （＝backward 
curvature）

脊柱後弯［症］ せきちゅうこうわん
［しょう］

L l

labelling 標識化，レッテル貼
り

ひょうしきか，れって
るばり

labor pain （＝parodynia） 陣痛，分娩痛 じんつう，ぶんべんつう

laceration 裂傷，破傷 れっしょう，はしょう

lamina basalis 基板 きばん

lamina lateralis 外側板 がいそくばん

lamina （pl. laminae） 板，層 ばん，そう

laminectomy 椎弓切除［術］ ついきゅうせつじょ
［じゅつ］

lancinating pain 槍で突き抜かれるよ
うな痛み，電撃痛

やりでつきぬかれるよ
うないたみ，でんげき
つう

laryngeal nerve block 喉頭神経ブロック こうとうしんけいぶ
ろっく

Lasegue test （＝femoral 
nerve stretch）

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’s sign ラセグー徴候 らせぐーちょうこう

laser レーザー［光］ れーざー［こう］

laser therapy レーザー治療 れーざーちりょう

lassitude 脱力感，倦怠感 だつりょくかん，けん
たいかん

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

knee-chest position
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latency 潜時 せんじ

latent 潜在［性］ せんざい［せい］

latent gout 潜在［性］痛風 せんざい［せい］つうふう

latent trigger point 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

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

lateral corticospinal tract 外側皮質脊髄路 がいそくひしつせきず
いろ

lateral curvature 
（＝scoliosis）

脊柱側弯［症］ せきちゅうそくわん
［しょう］

lateral femoral cutaneous 
nerve block

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 humeral 
epicondylitis （＝tennis 
elbow）

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，てに
すひじ

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

laxative 下剤 げざい

Leeds assessment of 
neuropathic symptoms 
and signs （LANSS）

LANSS LANSS

　注： 神経障害痛（神経障害性疼痛）の診
断法

lemniscal system 毛帯 もうたい

lenitive 緩和（鎮痛）性の,  緩
和（鎮痛）薬

かんわ（ちんつう）せ
いの，かんわ（ちんつ
う）やく

leptomeningeal 
metastasis

軟膜髄膜転移 なんまくずいまくてんい

lesser occipital nerve 
block

小後頭神経ブロック しょうこうとうしんけい
ぶろっく

leticular formation of the 
brain stem

脳幹網様体 のうかんもうようたい

leucine-enkephalin 
（Leu-enkephalin）

ロイシン－エンケファ
リン

ろいしんえんけふぁりん

leukotriene （LT） ロイコトリエン ろいことりえん

leukotriene （LT）
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levetiracetam レベチラセタム れべちらせたむ

　注：抗てんかん薬

levorphanol レボルファノール れぼるふぁのーる

Lhermitte’s sign レルミット徴候 れるみっとちょうこう

liberator 遊離促進物質 ゆうりそくしんぶっしつ

licking なめ反応，リッキング なめはんのう，りっき
んぐ

lidocaine リドカイン りどかいん

lift-off  test lift-off 試験 リフト-オフしけん

　注：肩甲下筋腱断裂の評価

ligamentum fl avum 
（＝yellow ligament）

黄色靭帯 おうしょくじんたい

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

ligamentum lesion 靭帯損傷 じんたいそんしょう

ligamentum longitudinale 
anterior

前縦靭帯 ぜんじゅうじんたい

ligamentum longitudinale 
posterior

後縦靭帯 こうじゅうじんたい

ligamentum 
sacrococcygeum

仙尾靭帯 せんびじんたい

ligamentum sprain 靭帯捻挫 じんたいねんざ

ligamentum supraspinale 棘上靭帯 きょくじょうじんたい

ligand リガンド，配位子 りがんど，はいいし

ligand-gated ion channel リガンド開閉型イオ
ンチャネル

りがんどかいへいがた
いおんちゃねる

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

lightning pain 電撃痛 でんげきつう

limbic system 辺縁系 へんえんけい

liminal stimulus 
（＝threshold stimulus）

閾値刺激 いきちしげき

lipo drug リポ製剤 りぽせいざい

levetiracetam
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lipodystrophy 脂肪異栄養症，脂肪
ジストロフィー

しぼういえいようしょう，
しぼうじすとろふぃー

lipophilic 脂溶性［の］ しようせい［の］

lipophilicity 脂溶性 しようせい

lipopolysaccharide （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，りぽたとう

lipoprostaglandin E1 
（＝alprostadil ）

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）

lipoxygenase リポキシゲナーゼ りぽきしげなーぜ

Lissauer’s tract 
（＝fasciculus dorsolateralis, 
dorsolateral tract）

リッサウアー路，背
外側路（束）

りっさうあーろ，はい
がいそくろ（そく）

local analgesia 局所鎮痛薬 きょくしょちんつうや
く

local anesthesia 局所麻酔 きょくしょますい

local anesthetic 局所麻酔薬 きょくしょますいやく

local anesthetic 
intoxication

局所麻酔薬中毒 きょくしょますいやく
ちゅうどく

local reaction 局所反応 きょくしょはんのう

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

localization 局所限局 きょくしょげんきょく

localization agnosia 局在失認 きょくざいしつにん

localized pain syndrome 局在痛症候群，局在
疼痛症候群

きょくざいつうしょう
こうぐん，きょくざい
とうつうしょうこうぐん

lock-out interval ロックアウト時間，
注入制限間隔

ろっくあうとじかん，
ちゅうにゅうせいげん
かんかく

locus c［o］eruleus （LC） 青斑［核］ せいはん［かく］

logotherapy ロゴセラピー ろごせらぴー

long-term depression 
（LTD）

長期抑圧 ちょうきよくあつ

long-term depression 
（LTD）
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long-term potentiation 
（LTP）

長期増強 ちょうきぞうきょう

loose body 遊離体 ゆうりたい

lordosis （＝anterior 
curvature）

脊柱前弯［症］ せきちゅうぜんわん
［しょう］

low-back pain 腰痛，腰背部痛 ようつう，ようはいぶ
つう

low cerebrospinal fl uid 
pressure headache

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

lower extremity 下肢 かし

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

low reactive level laser 
therapy （LLLT）

低反応レベルレー
ザー治療

ていはんのうれべる
れーざーちりょう

low-threshold 
mechanoreceptor （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

loxoprofen ロキソプロフェン ろきそぷろふぇん

lumbar discotomy 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 hernia 腰椎ヘルニア ようついへるにあ

lumbar laminectomy 腰椎椎弓切除［術］ ようついついきゅうせ
つじょ［じゅつ］

lumbar pain （＝lumbago） 腰痛 ようつう

lumbar paravertebral block 腰部傍脊椎ブロック ようぶぼうせきついぶ
ろっく

lumbar plexus block 腰神経叢ブロック ようしんけいそうぶ
ろっく

lumbar puncture 腰椎穿刺 ようついせんし

lumbar spinal canal 
stenosis

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 spondylolysis 腰部脊椎分離症 ようぶせきついぶんり
しょう

lumbar sympathectomy 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 sympathetic 
ganglion block

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

lumbarization 腰椎化 ようついか

long-term potentiation 
（LTP）
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lumbosacral joint 腰仙骨関節 ようせんこつかんせつ

lumbosacral plexopathy 腰・仙骨神経叢障害 よう・せんこつしんけ
いそうしょうがい

luxation 脱臼 だっきゅう

lysophosphatidic acid 
（LPA）

リゾホスファチジン酸 りぞほすふぁちじんさん

lysosome ライソソーム，リソ
ソーム

らいそそーむ，りそ
そーむ

Mm

macrophage マクロファージ まくろふぁーじ

Magendie’s foramen マジャンディ孔（第
四脳室正中孔）

まじゃんでぃこう（だ
いよんのうしつせい
ちゅうこう）

magnetic resonance 
imaging （MRI）

磁気共鳴画像［法」 じききょうめいがぞう
［ほう」

magnetoencephalogram 脳磁［気］図 のうじ［き］ず

magnetoencephalography 脳磁［気］図記録［法］ のうじ［き］ずきろく
［ほう］

magnocellular layer 大細胞層 だいさいぼうそう

major hypnosis 深催眠 しんさいみん

major side eff ect 重症副作用 じゅうしょうふくさよう

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

malignant psoas syndrome 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

malingering 仮病，詐病 けびょう，さびょう

malocclusion 不正咬合 ふせいこうごう

mammalgia （＝mastalgia, 
mastodynia, mazodynia）

乳房痛 にゅうぼうつう

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

mandibular foramen 下顎孔 かがくこう

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

mandibular nerve block
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mandibular neuralgia 下顎神経痛 かがくしんけいつう

mandibular refl ex （＝jaw 
jerk, jaw jerk refl ex, jaw 
refl ex）

下顎反射 かがくはんしゃ

manifest anxiety scale 
（MAS）

顕在性不安スケール けんざいせいふあんす
けーる

manipulation マニピュレーション，
徒手整復

まにぴゅれーしょん，
としゅせいふく

maprotiline マプロチリン まぷろちりん

marginal layer 辺縁層【後角】 へんえんそう【こうかく】

marginal zone 辺縁［帯］ へんえん［たい］

marihuana/marijuana マリファナ まりふぁな

masticatory pain 咀嚼時痛 そしゃくじつう

mastoid foramen 乳突孔 にゅうとつこう

mastoiditis 乳突炎 にゅうとつえん

maxillary nerve block 上顎神経ブロック じょうがくしんけいぶ
ろっく

maxillofacial 上顎顔面の じょうがくがんめんの

maxillomandibular 上下顎の じょうかがくの

maxillopalatine 上顎口蓋の じょうがくこうがいの

maximum drug 
concentration time （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

McGill Pain Questionnaire 
（MPQ）

マギル痛み質問表 まぎるいたみしつもん
ひょう

meaninglessness 無意味感 むいみかん

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

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

mechanical hyperalgesia
（＝mechanical 
hyperalgia）

機械的痛覚過敏 きかいてきつうかくか
びん

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

mechanical sensation 機械的感覚 きかいてきかんかく

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

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

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

mechanoreceptive aff erent 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 aff erent 
fi ber

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

mechanoreceptor 機械的受容器 きかいてきじゅようき

mechanosensitivity 機械的感受性 きかいてきかんじゅせい

meconial colic 胎便［性］疝痛 たいべん［せい］せんつう

medial arch pain 内側弓痛 ないそくきゅうつう

medial dorsal nucleus 背内側核 はいないそくかく

medial humeral 
epicondylitis （＝golfer’s 
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（ごる
ふひじ）

medial lemniscus 内側毛帯 ないそくもうたい

median nerve block 正中神経ブロック せいちゅうしんけいぶ
ろっく

median nerve entrapment 
syndrome

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

medication-overuse-
headache

薬物乱用頭痛 やくぶつらんようずつ
う

medullary dorsal horn 延髄後角，三叉神経
脊髄路核尾側亜核

えんずいこうかく，さ
んさしんけいせきずい
ろかくびそくあかく

medullary reticular 
formation

延髄網様体 えんずいもうようたい

mefenamic acid メフェナム酸 めふぇなむさん

megalgia 激痛 げきつう

Meige’s syndrome メージュ症候群 めーじゅしょうこうぐ
ん

melagra 肢痛 しつう

melalgia 四肢（下肢）痛 しし（かし）つう

melalgia
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meniscus 半月板 はんげつばん

menorrhalgia 月経過多 げっけいかた

menstrual colic 月経［疝］痛 げっけい［せん］つう

mental dependence 心理的依存 しんりてきいぞん

mental disease （＝mental 
illness）

精神疾患 せいしんしっかん

mental disorder 精神障害 せいしんしょうがい

mental fatigue 精神疲労 せいしんひろう

mental foramen 
（＝foramen mentale）

オトガイ孔 おとがいこう

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

mental pain 精神的苦痛 せいしんてきくつう

meperidine （＝pethidine） メペリジン（ペチジン） めぺりじん（ぺちじん）

mepivacaine メピバカイン めぴばかいん

meralgia 大腿痛 だいたいつう

meralgia paresthetica 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

meridian 経路 けいろ

meridian point 経穴 けいけつ

mesencephalic reticular 
formation （＝mid-brain 
reticular formation）

中脳網様体 ちゅうのうもうようたい

mesencephalic trigeminal 
nucleus

三叉神経中脳路核 さんさしんけいちゅう
のうろかく

mesolimbic dopamine 
system

中脳辺縁系ドパミン
系

ちゅうのうへんえんけ
いどぱみんけい

messenger ribonucleic 
acid （mRNA, messenger 
RNA）

メッセンジャーRNA めっせんじゃーRNA

metabotropic glutamate 
receptor

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

meniscus
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metastasis 転移 てんい

metastatic syndrome 転移症候［群］ てんいしょうこう［ぐ
ん］

metatarsalgia 
（＝interdigital neuralgia）

中足骨痛 ちゅうそくこつつう

methadone メサドン/メタドン めさどん/めたどん

methionine-enkephalin 
（Met-enkephalin）

メチオニン-エンケファ
リン

めちおにんえんけふぁ
りん

methylphenidate メチルフェニデート めちるふぇにでーと

注：中枢神経刺激薬

metralgia （＝metrodynia, 
hysteralgia, 
hysterodynia）

子宮痛 しきゅうつう

metritis（＝uteritis） 子宮炎 しきゅうえん

metrizamide メトリザミド めとりざみど

mexiletine メキシレチン めきしれちん

micro-cannulation 微小管挿入 びしょうかんそうにゅう

microdiscectomy （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

microelectric wave 微小電波 びしょうでんぱ

microelectrode 微小電極 びしょうでんきょく

microencephalograph 微小脳波 びしょうのうは

microglia 小膠細胞，ミクログ
リア細胞

しょうこうさいぼう，
みくろぐりあさいぼう

microneurography 微小神経電図［法］ びしょうしんけいでん
ず［ほう］

microstimulation 微小［電気］刺激 びしょう［でんき］しげき

microtubule-associated 
protein （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

microvascular 
decompression （MVD）

微小血管減圧［術］ びしょうけっかんげん
あつ［じゅつ］

midazolam ミダゾラム みだぞらむ

midazolam
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mid-brain reticular 
formation 
（＝mesencephalic 
reticular formation）

中脳網様体 ちゅうのうもうようたい

midcycle pain 中間痛，排卵時に反
復する腹痛発作

ちゅうかんつう，はい
らんじにはんぷくする
ふくつうほっさ

middle cranial fossa 
syndrome

中頭蓋窩症候群 ちゅうとうがいかしょ
うこうぐん

midline myelotomy 
（＝commissural myelotomy, 
commissurotomy）

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］

midline nuclei 正中核群 せいちゅうかくぐん

midline retroperitoneal 
syndome

正中後腹膜症候群 せいちゅうこうふくま
くしょうこうぐん

migraine 片頭痛 へんずつう

migraine disability 
assessment scale 
（MIDAS)

片頭痛の障害評価尺
度

へんずつうのしょうが
いひょうかしゃくど

migraine with aura 前兆のある片頭痛 ぜんちょうのあるへん
ずつう

migraine without aura 前兆のない片頭痛 ぜんちょうのないへん
ずつう

migrainous infarction 片頭痛性梗塞 へんずつうせいこうそく

milk colic ミルク疝痛 みるくせんつう

milnacipran ミルナシプラン みるなしぷらん

mind pain 精神痛，心の痛み せいしんつう，こころ
のいたみ

Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory 
（MMPI）

ミネソタ式多面的人
格調査表，ミネソタ
多面人格目録

みねそたしきためんて
きじんかくちょうさ
ひょう，みねそたため
んじんかくもくろく

minor hypnosis 浅催眠 せんさいみん

mirror neuron ミラーニューロン みらーにゅーろん

mirror therapy 鏡療法 かがみりょうほう

mid-brain reticular formation 
（＝mesencephalic reticular 
formation）
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miserable いやになるような，み
じめな，情けない

いやになるような，み
じめな，なさけない

mixed anxiety and 
depressive disorder

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 opioid agonist-
antagonist

オピオイド拮抗性鎮痛
薬

おぴおいどきっこうせ
いちんつうやく

mobilization 可動化【関節の】，モ
ビライゼーション

かどうか【かんせつ
の】，もびらいぜー
しょん

modality 感覚の種類，様式 かんかくのしゅるい，
ようしき

modulation 調節，修飾 ちょうせつ，しゅう
しょく

modulator 調節因子，修飾因子 ちょうせついんし，
しゅうしょくいんし

monoamine モノアミン ものあみん

monoamine oxidase 
（MAO）

モノアミン酸化酵素 ものあみんさんかこうそ

mononeuropathy 単神経障害, モノ
ニューロパシ（チ）ー

たんしんけいしょうが
い，ものにゅーろぱし
（ち）ー

mood disorder 気分障害 きぶんしょうがい

morbidity 有病率，罹患率 ゆうびょうりつ，りか
んりつ

morphine モルヒネ もるひね

morphine-3-glucuronide 
（M3G）

モルヒネ-3-グルク
ロニド

もるひね3ぐるくろに
ど

morphine-6-glucuronide 
（M6G）

モルヒネ-6-グルク
ロニド

もるひね6ぐるくろに
ど

morphine addiction モルヒネ嗜癖 もるひねしへき

morphine analgesia モルヒネ鎮痛 もるひねちんつう

morphine resistant モルヒネ抵抗性 もるひねていこうせい

morphine sensitive モルヒネ感受性 もるひねかんじゅせい

morphine tolerance モルヒネ耐性 もるひねたいせい

morphogenesis 形態形成 けいたいけいせい

mortality 死亡率 しぼうりつ

mortality
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Morton’s neuroma モートン神経腫 もーとんしんけいしゅ

Morton’s syndrome モートン症候群 もーとんしょうこうぐん

motility stimulant 消化管運動改善薬 しょうかかんうんどう
かいぜんやく

motivation 動機付け どうきづけ

motivation enhancement 
therapy

動機付け強化療法 どうきづけきょうか
りょうほう

motor cortex stimulation 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 fi ber 運動線維 うんどうせんい

motor nerve 運動神経 うんどうしんけい

motor neuron 運動ニューロン うんどうにゅーろん

mourning 悲嘆，哀悼 ひたん，あいとう

moxa もぐさ もぐさ

moxibustion 灸 きゅう

Multidimensional Pain 
Inventory （MPI）

多面的痛み調査表 ためんてきいたみちょ
うさひょう

multidimensional scaling 多面的評価［法］ ためんてきひょうか
［ほう］

multidisciplinary pain 
center

集学的痛みセンター，
学際的痛みセンター

しゅうがくてきいたみ
せんたー，がくさいて
きいたみせんたー

multidisciplinary pain 
treatment

集学的痛み治療，学
際的痛み治療

しゅうがくてきいたみ
ちりょう，がくさいて
きいたみちりょう

multimodal analgesia 多様式鎮痛（無痛）
［法］

たようしきちんつう
（むつう）［ほう］

multiple myositis 多発［性］筋炎 たはつ［せい］きんえん

multiple operated back 
（MOB）

多手術後背部痛 たしゅじゅつごはいぶ
つう

multiple sclerosis 多発性硬化症 たはつせいこうかしょう

muscarinic ムスカリン作動性［の］ むすかりんさどうせい
［の］

muscarinic agent ムスカリン［性］作動薬 むすかりん［せい］さど
うやく

Morton’s neuroma
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muscarinic agonist 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 antagonist 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 K＋ channel 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

muscle contraction 
headache

筋収縮性（型）頭痛 きんしゅうしゅくせい
（がた）ずつう

muscle fascicle 筋肉束 きんにくそく

muscle nociceptor 筋侵害受容器 きんしんがいじゅよう
き

muscle of mastication 
syndrome

咀嚼筋症候群 そしゃくきんしょうこ
うぐん

muscle pain 筋肉痛 きんにくつう

muscle relaxant 筋弛緩薬 きんしかんやく

muscle spasm 
（＝myospasm［us］）

筋痙攣，筋スパスム きんけいれん，きんす
ぱすむ

muscle spindle 筋紡錘 きんぼうすい

muscle tenderness pain 筋［性］過敏痛，筋肉
の圧痛

きん［せい］かびんつう，
きんにくのあっつう

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

muscular trismus 筋性開口障害 きんせいかいこうしょ
うがい

musculoskeletal pain 筋・骨格痛，筋・骨格
性疼痛

きん・こっかくつう，
きん・こっかくせいと
うつう

mutation 突然変異 とつぜんへんい

myalgia （＝myodynia, 
myosalgia）

筋肉痛，筋痛 きんにくつう，きんつ
う

myelinated nerve fi ber 有髄線維 ゆうずいせんい

myeloma 骨髄腫 こつずいしゅ

myelopathy 脊髄症，ミエロパシ
（チ）ー

せきずいしょう，みえ
ろぱし（ち）ー

myelopathy
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myelotomy 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

myocardial infarction 心筋梗塞 しんきんこうそく

myoclonus ミオクローヌス みおくろーぬす

myofascial pain 筋筋膜痛 きんきんまくつう

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

myofascial trigger point 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

myofi bril 筋原線維 きんげんせんい

myoneural 
（＝neuromuscular）

神経筋の しんけいきんの

myoneural junction 
（＝neuromuscular 
junction）

神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ

myoneuralgia 筋神経痛 きんしんけいつう

myoneurasthenia 筋神経衰弱 きんしんけいすいじゃく

myopathy 筋障害，ミオパシ
（チ）ー

きんしょうがい，みお
ぱし（ち）ー

myositis 筋炎 きんえん

myositis  fi brosa 線維性筋炎 せんいせいきんえん

myositis ossifi cans 骨化性筋炎 こつかせいきんえん

myospasm［us］ （＝muscle 
spasm）

筋痙攣，筋スパスム きんけいれん，きんす
ぱすむ

myotomal pain 筋分節痛 きんぶんせつつう

myotome 筋節，筋分節 きんせつ，きんぶんせ
つ

myotonia 筋強直症，筋緊張 きんきょうちょくしょ
う，きんきんちょう

myotonic 筋強直［性］の，筋緊
張［性］の

きんきょうちょく［せ
い］の，きんきんちょ
う［せい］の

myotonic dystrophy 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，
きんきんちょう［せい］
じすとろふぃー

myelotomy
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N n

Na＋ channel （＝sodium 
channel）

ナトリウム［イオン］
チャネル

なとりうむ［いおん］
ちゃねる

nalbuphine ナルブフィン なるぶふぃん

naloxone ナロキソン なろきそん

naloxone-precipitated 
withdrawal

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

naltrexone ナルトレキソン なるとれきそん

naproxen ナプロキセン なぷろきせん

Na＋ pump 
（＝sodium pump）

ナトリウムポンプ なとりうむぽんぷ

naratriptan ナラトリプタン ならとりぷたん

narcolepsy ナルコレプシー，睡
眠発作

なるこれぷしー，すい
みんほっさ

narcosis ナルコーシス なるこーしす

narcotic 麻薬，麻薬性［の］，
催眠性［の］

まやく，まやくせい
［の］，さいみんせい
［の］

narcotic abuse 麻薬乱用 まやくらんよう

narcotic addict 麻薬常習者 まやくじょうしゅう
しゃ

narcotic addiction 麻薬嗜癖 まやくしへき

narcotic analgesic 麻薬性鎮痛薬 まやくせいちんつうやく

narcotic dependence 麻薬依存 まやくいぞん

narcotic drug 麻薬 まやく

narcotic intoxication 麻薬中毒 まやくちゅうどく

narcotic tolerance 麻薬耐性 まやくたいせい

narcotism 麻薬性昏迷 まやくせいこんめい

narrative-based medicine 
（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，ならてぃぶ
べいすど・めでぃしん

narrative-based medicine 
（NBM）
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nasociliary nerve 鼻毛様体神経 びもうようたいしんけ
い

natural killer cell （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，NKさいぼう

nausea 悪心，嘔気，吐き気 おしん，おうき，はき
け

nearing death awareness 臨死意識 りんしいしき

neck pain 頚部痛 けいぶつう

necrosis 壊死 えし

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

needle stick injury 針刺し損傷 はりさしそんしょう

neospinothalamic 
pathway

新脊髄視床路 しんせきずいししょうろ

nephralgia 腎［臓］痛 じん［ぞう］つう

nerve 神経 しんけい

nerve avulsion 神経剥離 しんけいはくり

nerve block （blockade） 神経ブロック しんけいぶろっく

nerve compression 神経圧迫 しんけいあっぱく

nerve damage 神経損傷 しんけいそんしょう

nerve discharge 神経放電 しんけいほうでん

nerve ending 神経終末 しんけいしゅうまつ

nerve entrapment 
syndrome

神経絞扼症候群 しんけいこうやくしょ
うこうぐん

nerve fascicle 神経束 しんけいそく

nerve fi ber 神経線維 しんけいせんい

nerve graft 神経移植 しんけいいしょく

nerve growth factor 
（NGF）

神経成長因子 しんけいせいちょうい
んし

nerve injury 神経損傷 しんけいそんしょう

nerve root 神経根 しんけいこん

nerve root block 神経根ブロック しんけいこんぶろっく

nerve root damage 神経根損傷 しんけいこんそんしょう

nasociliary nerve
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nerve stimulator 
（＝neurostimulator）

神経刺激装置 しんけいしげきそうち

nerve trunk 神経幹 しんけいかん

nervi nervorum 神経の神経 しんけいのしんけい

　注： 神経幹から神経終膜と神経外膜に
分布している神経

neur［o］epithelium 感覚上皮 かんかくじょうひ

neural 神経の しんけいの

neural activity 神経活動 しんけいかつどう

neural blockade 神経ブロック しんけいぶろっく

neural crest 神経堤，神経冠 しんけいてい，しんけ
いかん

neural discharge 神経放電 しんけいほうでん

neural groove 神経溝 しんけいこう

neural plasticity 
（＝neuronal plasticity）

神経可塑性 しんけいかそせい

neural tube 神経管 しんけいかん

neuralgia（＝neurodynia） 神経痛 しんけいつう

neuralgia facialis vera 真性顔面［部］神経痛 しんせいがんめん［ぶ］
しんけいつう

neuralgic 神経痛の しんけいつうの

neuralgic amyotrophy 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］

neuralgiform 神経痛様の しんけいつうようの

neuranagenesis 神経再生 しんけいさいせい

neurapraxia ニューラプラクシー，
非器質性神経麻痺

にゅーらぷらくしー，
ひきしつせいしんけい
まひ

neurasthenia 神経衰弱 しんけいすいじゃく

neurasthenic 神経衰弱の しんけいすいじゃくの

neuraxial analgesia 脊髄幹鎮痛 せきずいかんちんつう

neuraxial block 脊髄幹ブロック せきずいかんぶろっく

neuraxis 脊髄幹 せきずいかん

neuraxis
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neurectasia（/s） 
（＝neurotension）

神経伸展［術］ しんけいしんてん
［じゅつ］

neurectomy 神経切除［術］ しんけいせつじょ
［じゅつ］

neurilemma 
（＝neurolemma）

神経［線維］鞘 しんけい［せんい］しょう

neurilemmoma 
（＝schwannoma）

神経［線維］鞘腫 しんけい［せんい］しょ
うしゅ

neuritis 神経炎 しんけいえん

neuroallergy 神経アレルギー しんけいあれるぎー

neuroanastomosis 神経吻合［術］ しんけいふんごう［じゅ
つ］

neuroanatomy 神経解剖学 しんけいかいぼうがく

neuroaxonal dystrophy 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

neurobiotaxis 神経刺激走化性 しんけいしげきそうか
せい

neuroborreliosis 神経ボレリア症 しんけいぼれりあしょ
う

neurochemistry 神経化学 しんけいかがく

neurodynia （＝neuralgia） 神経痛 しんけいつう

neuroendocrine 神経内分泌 しんけいないぶんぴつ

neurofi brillary 
degeneration

神経原線維変性 しんけいげんせんいへ
んせい

neurofi broma 神経線維腫 しんけいせんいしゅ

neurofi lament ニューロフィラメント にゅーろふぃらめんと

neurogenic claudication 神経原性跛行 しんけいげんせいはこう

neurogenic infl ammation 神経原性炎症 しんけいげんせいえん
しょう

neurogenic pain 神経原性痛，神経原
性疼痛

しんけいげんせいつ
う，しんけいげんせい
とうつう

neurogenic ulcer 神経原性潰瘍 しんけいげんせいかい
よう

neurogram 神経記録 しんけいきろく

neurography 神経記録［法］ しんけいきろく［ほう］

neurectasia（/s） 
（＝neurotension）
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neurohumoral 
transmission

神経内分泌伝達 しんけいないぶんぴつ
でんたつ

neurokinin ニューロキニン にゅーろきにん

neurokinin-1 receptor
（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

neurolemma 
（＝neurilemma）

神経［線維］鞘 しんけい［せんい］しょう

neuroleptanalgesia ニューロレプト鎮痛
［法］，神経遮断鎮痛
［法］

にゅーろれぷとちんつう
［ほう］，しんけいしゃだ
んちんつう［ほう］

neuroleptanesthesia 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］，しんけいしゃ
だんますい［ほう］

neuroleptic 神経遮断薬，神経遮
断［性］の

しんけいしゃだんやく，
しんけいしゃだん［せい］
の

neurologist 神経学者，神経科医
（神経内科医）

しんけいがくしゃ，し
んけいかい（しんけい
ないかい）

neurology 神経［科］学 しんけい［か］がく

neurolysis 神経破壊 しんけいはかい

neurolytic 神経破壊の，神経破
壊薬

しんけいはかいの，し
んけいはかいやく

neurolytic block 神経破壊ブロック しんけいはかいぶろっく

neuroma 神経腫 しんけいしゅ

neuromalacia 神経軟化 しんけいなんか

neuromatrix 神経基質 しんけいきしつ

neuromere 神経分節，脊髄分節 しんけいぶんせつ，せ
きずいぶんせつ

neuromodulation 神経調節（修飾） しんけいちょうせつ
（しゅうしょく）

neuromodulator 
（＝neuronal modulator）

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

neuromodulin ニューロモジュリン にゅーろもじゅりん

neuromodulin
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neuromuscular 
（＝myoneural）

神経筋の しんけいきんの

neuromuscular junction 
（＝myoneural junction）

神経筋接合部 しんけいきんせつごうぶ

neuromyasthenia 神経筋無力症 しんけいきんむりょく
しょう

neuromyelitis 神経脊髄炎 しんけいせきずいえん

neuromyopathy 神経筋［障害］症 しんけいきん［しょう
がい］しょう

neuromyotonia 神経性筋強直 しんけいせいきんきょ
うちょく

neuron 神経細胞，ニューロン しんけいさいぼう，
にゅーろん

neuronal discharge ニューロン発射 にゅーろんはっしゃ

neuronal growth-
associated protein 
（NGAP）

神経突起成長関連蛋
白質

しんけいとっきせい
ちょうかんれんたんぱ
くしつ

neuronal modality ニューロン発火様式 にゅーろんはっかよう
しき

neuronal modulator 
（＝neuromodulator）

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

neuronal plasticity 
（＝neural plasticity）

神経可塑性 しんけいかそせい

neuronal sprouting 神経発芽 しんけいはつが

neuropathic 神経障害［性」の しんけいしょうがい
［せい］の

neuropathic joint 神経障害［性］関節 しんけいしょうがい
［せい］かんせつ

neuropathic pain 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，しんけいしょうが
い せ い と う つ う，
にゅーろぱし（ち）っく
ぺいん

neuropathic pain scale 
score （NPPS）

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，しんけい
しょうがいせいとうつ
うすこあ

neuromuscular 
（＝myoneural）
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Neuropathic Pain 
Symptom Inventory

神経障害痛症状調査
表，神経障害性疼痛
症状調査表

しんけいしょうがいつ
うしょうじょうちょう
さひょう，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

neuropathogenesis 神経病因 しんけいびょういん

neuropathy 神経障害，ニューロ
パシ（チ）ー

しんけいしょうがい，
にゅーろぱし（ち）ー

neuropeptide 神経ペプチド しんけいぺぷちど

neuropeptide Y （NPY） ニューロペプチドY にゅーろぺぷちどY

neuroplasty 神経形成［術］ しんけいけいせい［じゅ
つ］

neuropsychiatry 神経精神医学 しんけいせいしんいがく

neuropsychology 神経心理学 しんけいしんりがく

neuropsychopathy 神経精神病質 しんけいせいしんびょ
うしつ

neuropsycopharmacology 神経精神薬理学 しんけいせいしんやく
りがく

neurosarcocleisis 神経筋肉剥離［術］ しんけいきんにくはく
り［じゅつ］

neurosecretion 神経分泌 しんけいぶんぴつ

neurosis 神経症 しんけいしょう

neurospasm 神経性［筋］痙攣 しんけいせい［きん］け
いれん

neurostimulator （＝nerve 
stimulator）

神経刺激装置 しんけいしげきそうち

neurosurgeon 脳［神経］外科医 のう［しんけい］げかい

neurosurgery 脳［神経］外科［学］ のう［しんけい］げか
［がく］

neurosyphilis 神経梅毒 しんけいばいどく

neurotensin ニューロテンシン にゅーろてんしん

neurotension 
（＝neurectasia（/s））

神経伸展［術］ しんけいしんてん［じゅ
つ］

neuroticism 神経質，神経症的性格 しんけいしつ，しんけ
いしょうてきせいかく

neurotmesis 神経断裂 しんけいだんれつ

neurotmesis
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neurotomy 神経切断［術］ しんけいせつだん
［じゅつ］

neurotoxic 神経毒性の しんけいどくせいの

neurotoxin 神経毒 しんけいどく

neurotransmission 神経伝達 しんけいでんたつ

neurotransmitter 神経伝達物質 しんけいでんたつぶっ
しつ

neurotrophic factor 
（＝neurotrophin）

神経栄養因子，
ニューロトロフィン

しんけいえいよういんし，
にゅーろとろふぃん

neurotrophy 神経栄養 しんけいえいよう

neurotropy 神経親和性，神経向性 しんけいしんわせい，
しんけいこうせい

neurovascular 
decompression 
（＝Jannetta’s operation）

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］（じゃ
ねったしゅじゅつ［ほ
う］）

nicotine addiction ニコチン嗜癖 にこちんしへき

nicotinic  agonist ニコチン作動薬 にこちんさどうやく

nicotinic  antagonist 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

night pain （＝nyctalgia） 夜間痛 やかんつう

nitric oxide （NO） 一酸化窒素 いっさんかちっそ

nitric oxide synthase 
（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

N-methyl-D-aspartate 
（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

nocebo ノセボ のせぼ

nociceptin ノシセプチン のしせぷちん

nociception 侵害受容 しんがいじゅよう

nociceptive 侵害受容性［の］ しんがいじゅようせい
［の］

nociceptive aff erent 侵害受容求心路 しんがいじゅようきゅ
うしんろ

nociceptive aff erent fi ber 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 aff erents 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

neurotomy
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nociceptive 
hypersensitivity

侵害受容過感受性 しんがいじゅようかか
んじゅせい

nociceptive neuron 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 neuronal 
activity

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 pain 侵害受容痛，侵害受
容性疼痛

しんがいじゅようつ
う，しんがいじゅよう
せいとうつう

nociceptive processing 侵害受容過程 しんがいじゅようかてい

nociceptive refl ex 侵害受容反射 しんがいじゅようはん
しゃ

nociceptive specifi c 
neuron

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 transmission 侵害受容伝達 しんがいじゅようでん
たつ

nociceptor 侵害受容器 しんがいじゅようき

nocifensor 侵害防御機構 しんがいぼうぎょきこう

nocuous （＝noxious） 侵害性［の］，有害性
［の］

しんがいせい［の］，ゆ
うがいせい［の］

nodular fasciitis 結節性筋膜炎 けっせつせいきんまく
えん

noncompetitive agent 非競合薬 ひきょうごうやく

noncyclic antidepressant 非環系抗うつ薬 ひかんけいこううつやく

nonischemic cardiac pain 非虚血［性］心臓痛 ひきょけつ［せい］しん
ぞうつう

nonmyelinated 
（＝amyelinated, 
amyelinic, unmyelinated）

無髄の むずいの

nonmyelinated nerve fi ber 無髄神経線維 むずいしんけいせんい

nonnarcotic analgesic 非麻薬性鎮痛薬 ひまやくせいちんつう
やく

nonopioid analgesic 非オピオイド鎮痛薬 ひおぴおいどちんつう
やく

nonpharmacologic 
therapy

非薬物的治療 ひやくぶつてきちりょう

nonpharmacologic 
therapy
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nonspecifi c arthralgia 非特異的関節痛 ひとくいてきかんせつ
つう

nonsteroidal 
antiinfl ammatory drugs 
（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

nonsummativity 非累積性 ひるいせきせい

non-synaptic transmission 非シナプス性伝達 ひしなぷすせいでんたつ

non-vesicular release 非小胞性分泌 ひしょうほうせいぶん
ぴつ

noradrenalin 
（＝norepinephrine）

ノルアドレナリン
（ノルエピネフリン）

のるあどれなりん（の
るえぴねふりん）

noradrenergic and specifi c 
serotonergic 
antidepressant （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
うせいとくいてきせろ
とにんさどうせいこう
うつやく

noradrenergic system ノルアドレナリン作
動系

のるあどれなりんさど
うけい

norepinephrine 
（＝noradrenalin）

ノルエピネフリン
（ノルアドレナリン）

のるえぴねふりん（の
るあどれなりん）

nortriptyline ノルトリプチリン のるとりぷちりん

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

notch 切痕 せっこん

noxious （＝nocuous） 侵害性［の］ しんがいせい［の］

noxious fi ber 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 stimulation 
（＝noxious stimulus）

侵害刺激 しんがいしげき

nucleography 髄核造影［法］ ずいかくぞうえい［ほ
う］

nucleolysis 髄核融解［術］ ずいかくゆうかい
［じゅつ］

nucleoplasty 髄核形成［術］ ずいかくけいせい
［じゅつ］

nucleotomy 髄核摘出［術］ ずいかくてきしゅつ
［じゅつ］

nucleus 核 かく

nonspecifi c arthralgia
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nucleus accumbens 側坐核 そくざかく

nucleus centromedianus
（＝centromedian 
nucleus）（CM）

中心正中［内側］核 ちゅうしんせいちゅう
［ないそく］かく

nucleus dorsalis 背核 はいかく

nucleus gigantocellularis 
medullae oblongata

延髄巨大細胞核 えんずいきょだいさい
ぼうかく

nucleus gracilis 薄束核 はくそくかく

nucleus 
intermediolateralis

中間外側核 ちゅうかんがいそくかく

nucleus 
intermediomedialis

中間内側核 ちゅうかんないそくかく

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

nucleus paraventricularis 
thalami

視床室傍核 ししょうしつぼうかく

nucleus pulposus 髄核 ずいかく

nucleus raphe magnus 
（NRM） （＝raphe 
magnus）

大縫線核 だいほうせんかく

nucleus reticular nuclei of 
the brain stem

脳幹網様体核 のうかんもうようたい
かく

nucleus reticularis 
gigantocellularis
（＝gigantocellular 
reticular nucleus）

巨大細胞網様体核 きょだいさいぼうもう
ようたいかく

nucleus reticularis 
paragigantocellularis

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 submedius ［視床］内側下核 ［ししょう］ないそくか
かく

nucleus tractus solitarii 孤束核 こそくかく

nucleus ventralis 
posterolateralis
（＝ventral posterolateral 
nucleus）（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）



112

nucleus ventralis 
posteromedialis
（＝ventral posteromedial 
nucleus）（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 ventromedialis 
hypothalami
（＝ventromedial 
hypothalamic nucleus）

視床下部腹内側核 ししょうかぶふくない
そくかく

numb chin syndrome オトガイしびれ症候
群

おとがいしびれしょう
こうぐん

number needed to harm
（NNH）

害必要数 がいひつようすう

　注：有害作用確認に必要な患者数

number needed to treat
（NNT）

治療必要数 ちりょうひつようすう

　 注：望ましい治療効果の患者を1人得る
ために必要な人数

numbness しびれ感 しびれかん

numerical rating scale
（NRS）

数値評価スケール すうちひょうかすけーる

nummular headache 貨幣状頭痛 かへいじょうずつう

nutritional neuropathy 栄養障害性神経障害，
栄養障害性ニューロパ
シ（チ）ー

えいようしょうがいせい
しんけいしょうがい，え
いようしょうがいせい
にゅーろぱし（ち）ー

nyctalgia （＝night pain） 夜間痛 やかんつう

nystagmus 眼振 がんしん

O o

objective sensation 外因感覚，他覚［的］
感覚

がいいんかんかく，た
かく［てき］かんかく

obliterating arteritis
（＝arteritis obliterans）

閉塞性動脈炎 へいそくせいどうみゃ
くえん

obsession 強迫観念 きょうはくかんねん

obsessive compulsive 
neurosis

強迫神経症 きょうはくしんけい
しょう

nucleus ventralis posteromedialis
（＝ventral posteromedial 
nucleus）（VPM）
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obstetric analgesia 産科鎮痛 さんかちんつう

obstetric anesthesia 産科麻酔 さんかますい

obstetiric pain 陣痛 じんつう

obturator foramen 
（＝foramen obturatum）

閉鎖孔 へいさこう

obturator nerve block 閉鎖神軽ブロック へいさしんけいぶろっく

obturator neuralgia 閉鎖神経痛 へいさしんけいつう

occipital condyle 
syndrome

後頭顆症候群 こうとうかしょうこう
ぐん

occipital gyrus 後頭回 こうとうかい

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

occipital neuralgia 後頭神経痛 こうとうしんけいつう

occipital neuritis 後頭神経炎 こうとうしんけいえん

occupational therapy 作業療法 さぎょうりょうほう

octreotide オクトレオチド おくとれおちど

ocular crisis 眼［疼］痛発作 がん［とう］つうほっさ

ocular migraine 
（＝ophthalmic migraine）

眼［性］片頭痛 がん［せい］へんずつう

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

眼痛 がんつう

ocular palsy （＝ocular 
paralysis, 
ophthalmoplegia）

眼筋麻痺 がんきんまひ

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

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

odontalgia 
（＝odontodynia, toothache）

歯痛 しつう

odontitis （＝pulpitis） 歯髄炎 しずいえん

odontoneuralgia 歯［性］神経痛 し［せい］しんけいつう

odontoneuralgia
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odynacusis 騒音耳痛 そうおんじつう

odynophagia 嚥下痛 えんげつう

odynophonia 発声時痛，オディノ
フォニア

はっせいじつう，お
でぃのふぉにあ

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

olfactory aura 嗅覚［性］前兆 きゅうかく［せい］ぜん
ちょう

oligoanalgedia 不十分な鎮痛 ふじゅうぶんなちんつ
う

olivary nucleus オリーブ核 おりーぶかく

omalgia 肩［関節］痛 かた［かんせつ］つう

ondansetron オンダンセトロン おんだんせとろん

on-off  phenomenon オン‒オフ現象 おんおふげんしょう

ontogeny 個体発生 こたいはっせい

onychalgia 爪痛 そうつう

onychocryptosis 陥入爪 かんにゅうつめ

oophoralgia（＝ovarian 
pain, ovarialgia）

卵巣痛 らんそうつう

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

おぺらんとこんでぃ
しょにんぐ，おぺらん
とじょうけんづけ

ophthalmic migraine 
（＝ocular migraine）

眼［性］片頭痛 がん［せい］へんずつう

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

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

opiate （＝opioid） オピエート おぴえーと

opioid オピオイド おぴおいど

opioid abuse オピオイド乱用 おぴおいどらんよう

opioid addiction オピオイド嗜癖 おぴおいどしへき

opioid agonist オピオイド作動薬 おぴおいどさどうやく

opioid analgesic オピオイド鎮痛薬 おぴおいどちんつうやく

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

opioid δ（delta） receptor オピオイドデルタ受
容体

おぴおいどでるたじゅ
ようたい

opioid dependence オピオイド依存 おぴおいどいぞん

opioid κ（kappa） receptor オピオイドカッパ受
容体

おぴおいどかっぱじゅ
ようたい

opioid μ（mu） receptor オピオイドミュー受
容体

おぴおいどみゅーじゅ
ようたい

opioid peptide オピオイドペプチド おぴおいどぺぷちど

opioid receptor オピオイド受容体 おぴおいどじゅようたい

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，おぴおいどていこ
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，おぴおいどはんの
うせいとうつう

opioid switching オピオイド・スイッ
チング

おぴおいど・すいっちん
ぐ

opioid tolerance オピオイド耐性 おぴおいどたいせい

opium アヘン，オピウム あへん，おぴうむ

oral 経口 けいこう

oral administration 経口投与 けいこうとうよ

oral care 口腔ケア，オーラル
ケア

こうくうけあ，おーら
るけあ，

oral malaise 口腔不快感 こうくうふかいかん

oral pain 口腔痛，口腔内痛 こうくうつう，こうく
うないつう

oral spinal trigeminal 
nucleus

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 transmucosal fentanyl 
citrate （OTFC）

口腔粘膜吸収型クエ
ン酸フェンタニル

こうくうねんまくきゅ
うしゅうがたくえんさ
んふぇんたにる

orbital gyri （pl. gyrus） 眼窩回 がんかかい

orbital gyri （pl. gyrus）
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orchialgia （＝orchiodynia, 
orchioneuralgia, 
testalgia）

精巣/睾丸痛 せいそう/こうがんつう

organic headache 器質［性］頭痛 きしつ［せい］ずつう

organic pain 器質痛，器質［性］疼痛 きしつつう，きしつ
［せい］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，こうくういんとう
つう

orthodromic 順行［性］ じゅんこう［せい］

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

ossifi cation of the 
posterior longitudinal 
ligament

後縦靭帯骨化症 こうじゅうじんたいこ
つかしょう

ostealgia （＝osteodynia） 骨痛 こつつう

osteoarthritis （OA）
（＝osteoarthrosis）

変形性関節症，骨関
節炎

へんけいせいかんせつ
しょう，こつかんせつ
えん

osteoblastic cahnge 造骨性変化 ぞうこつせいへんか

osteolytic 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

osteomyelitis 骨髄炎 こつずいえん

osteonecrosis 骨壊死 こつえし

osteoporosis 骨粗鬆症 こつそしょうしょう

Oswestry Disability Index 
（ODI）

オスウェストリー障
害指標

おすうぇすとりーしょ
うがいしひょう

　注：腰痛特異的な評価法 

otalgia （＝earache, 
otodynia）

耳痛 じつう

otalgic 耳痛の，耳痛治療薬 じつうの，じつうち
りょうやく

otoneuralgia 耳神経痛 じしんけいつう

oval foramen （＝ foramen 
ovale）

卵円孔 らんえんこう

orchialgia （＝orchiodynia, 
orchioneuralgia, testalgia）
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ovarialgia （＝oophoralgia, 
ovarian pain）

卵巣痛 らんそうつう

ovarian colic 卵巣疝痛 らんそうせんつう

ovariodysneuria 卵巣神経痛 らんそうしんけいつう

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

ovulatory pain （ovulation 
pain）

排卵痛 はいらんつう

oxcarbazepine オキシカルバゼピン おきしかるばぜぴん

oxycodone オキシコドン おきしこどん

oxyesthesia 
（＝hyperesthesia）

感覚過敏，触覚過敏 かん か く か び ん，
しょっかくかびん

P p

p75 neurotrophin receptor 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

paclitaxel パクリタキセル（タ
キソール）

ぱくりたきせる（たき
そーる）

pain 痛み，痛，疼痛 いたみ，つう，とうつう

pain assessment 痛み評価 いたみひょうか

pain behavior 痛み行動，疼痛行動 いたみこうどう，とう
つうこうどう

pain catastrophizing scale 痛み破局化思考スケー
ル

いたみはきょくかしこ
うすけーる

pain center 痛みセンター，ペイ
ンセンター

いたみせんたー，ぺい
んせんたー

pain clinic 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，とうつ
うがいらい

pain conditioning 痛み条件付け いたみじょうけんづけ

pain coping skill 痛み対処能力 いたみたいしょのう
りょく

pain diary 痛み日記 いたみにっき

pain diary
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Pain Disability 
Assessment Scale

痛み生活障害評価尺
度，疼痛生活障害評
価尺度

いたみせいかつしょう
がいひょうかしゃく
ど，とうつうせいかつ
しょうがいひょうか
しゃくど

pain disorder 痛み障害，疼痛障害 いたみしょうがい，と
うつうしょうがい

pain evoking stimuli 痛み誘発刺激，疼痛
誘発刺激

いたみゆうはつしげ
き，とうつうゆうはつ
しげき

pain evoking test 痛み誘発試験，疼痛
誘発試験

いたみゆうはつしけ
ん，とうつうゆうはつ
しけん

pain free period 無痛期間 むつうきかん

painful anesthesia 
（＝anesthesia dolorosa）

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），ゆうつう［せい］
ちかくまひ

painful arms and moving 
fi ngers syndrome

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-bruising syndrome 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 cranial neuropathy 有痛性脳神経障害，
有痛性脳神経ニュー
ロパシ（チ）ー

ゆうつうせいのうしん
けいしょうがい，ゆう
つうせいのうしんけい
にゅーろぱし（ち）ー

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］し
んけいしょうがい，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 expression 痛み表情 いたみひょうじょう

painful heel 
（＝calcaneodynia, 
calcodynia）

踵骨痛 しょうこつつう

painful hematuria 有痛性血尿 ゆうつうせいけつにょう

painful legs and moving 
toes

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 paraplegia 
（＝paraplegia dolorosa）

有痛［性］対麻痺 ゆうつう［せい］ついまひ

pain coping skill
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painful paresthesia 有痛［性］異常感覚 ゆうつう［せい］いじょ
うかんかく

painful-tonic spasm 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 trigeminal 
neuropathy

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

painless labor 無痛分娩 むつうぶんべん

pain management 痛み管理，疼痛管理 いたみかんり，とうつ
うかんり

Pain Management Index 痛み管理指数，疼痛
管理指数

いたみかんりしすう，
とうつうかんりしすう

pain measurement 痛み測定 いたみそくてい

pain medicine 鎮痛薬，痛み学，疼
痛学

ちんつうやく，いたみ
がく，とうつうがく

pain memory 痛み記憶 いたみきおく

pain modality 痛み［の］性質 いたみ［の］せいしつ

pain modulation 痛み調節 いたみちょうせつ

pain modulator 痛み調節因子 いたみちょうせついんし

pain pathway 痛覚経路（伝導路） つうかくけいろ（でん
どうろ）

pain perception 痛み認知，痛み知覚 いたみにんち，いたみ
ちかく

pain practitioner 痛み医，痛み開業医 いたみい，いたみかい
ぎょうい

pain producing substance 発痛物質 はっつうぶっしつ

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

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

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

pain rating index 痛み評価指数 いたみひょうかしすう

pain reaction （＝pain 
response）

痛み反応，疼痛反応 いたみはんのう，とう
つうはんのう

pain relief 鎮痛，痛み緩和，疼
痛緩和

ちんつう，いたみかん
わ，とうつうかんわ

pain relief
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pain relief scale 痛み緩和スケール いたみかんわすけーる

pain response 痛み反応，疼痛反応 いたみはんのう，とう
つうはんのう

pain scale 痛みスケール，疼痛
スケール

いたみすけーる，とう
つうすけーる

pain score 痛みスコア，疼痛ス
コア

いたみすこあ，とうつ
うすこあ

pain sensation（＝algesia, 
algesthesia）

痛み感覚，痛覚 いたみかんかく，つう
かく

pain sensitivity 痛み感度 いたみかんど

pain specialist 痛み専門医（家），疼
痛専門医（家）

いたみせんもんい
（か），とうつうせんも
んい（か）

pain spot （＝punctum 
dolorosum）

痛点 つうてん

pain study 痛み研究 いたみけんきゅう

pain theory 痛み学説，疼痛学説 いたみがくせつ，とう
つうがくせつ

pain therapy 痛み治療，疼痛治療 いたみちりょう，とう
つうちりょう

pain threshold 痛み閾値，痛覚閾値 いたみいきち，つうか
くいきち

pain tolerance 痛み耐性，疼痛耐性 いたみたいせい，とう
つうたいせい

pain tolerance level 耐痛限度 たいつうげんど

pain transmission 痛み伝達，疼痛伝達 いたみでんたつ，とう
つうでんたつ

paleospinothalamic 
pathway

旧脊髄視床路 きゅうせきずいししょ
うろ

palliative care 緩和ケア かんわけあ

palliative medicine 緩和医療 かんわいりょう

palm grasp 手掌把握 しゅしょうはあく

palmar-plantar 
erythrodysaesthesia 
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

palpable taut band 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

pain relief scale
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palsy 麻痺 まひ

pamidronate disodium 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

Pancoast syndrome パンコースト症候群 ぱんこーすとしょうこ
うぐん

pancreatalgia 膵［臓］痛 すい［ぞう］つう

pancreatic colic 膵［臓］疝痛 すい［ぞう］せんつう

panic disorder パニック障害 ぱにっくしょうがい

panniculitis 脂肪［組］織炎 しぼう［そ］しきえん

pantalgia 全身痛 ぜんしんつう

parabrachial nucleus 傍小脳脚核 ぼうしょうのうきゃく
かく

paracervical block 傍［子宮］頚管ブロック ぼう［しきゅう］けいか
んぶろっく

paracetamol 
（＝acetaminophen）

パラセタモール（ア
セトアミノフェン）

ぱらせたもーる（あせ
とあみのふぇん）

paradoxical cold 
sensation

矛盾冷覚 むじゅんれいかく

paradoxical warm 
sensation

矛盾温感 むじゅんおんかん

parafascicular nucleus
（Pf）

束傍核 そくぼうかく

parahippocampal gyrus 海馬傍回 かいばぼうかい

paralgesia （＝paralgia） 異常痛覚 いじょうつうかく

paralysis 麻痺 まひ

paralyz（/s）e 麻痺させる まひさせる

paraneoplastic painful 
peripheral neuropathy

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 syndrome 腫瘍随伴症候群 しゅようずいはんしょ
うこうぐん

paraplegia 対麻痺 ついまひ

paraplegia dolorosa 
（＝painful parapleia）

有痛［性］対麻痺 ゆうつう［せい］つい
まひ

parasacral block 傍仙椎ブロック ぼうせんついぶろっく

parasacral block
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parasellar syndrome 傍トルコ鞍症候群 ぼうとるこあんしょう
こうぐん

parasympathetic ganglion 副交感神経節 ふくこうかんしんけい
せつ

parasympathetic nerve 
fi ber

副交感神経線維 ふくこうかんしんけい
せんい

parasympathetic nerve 
system

副交感神経系 ふくこうかんしんけい
けい

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

paratrigeminal syndrome 傍三叉神経症候群 ぼうさんさしんけい
しょうこうぐん

paraventricular nucleus 傍室核 ぼうしつかく

paravertebral 傍脊椎の ぼうせきついの

paravertebral block 傍脊椎ブロック ぼうせきついぶろっく

paravertebral lumbar 
sympathetic 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 thoracic 
somatic nerve block 

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

parenteral drugs delivery 非経口薬物（剤）投与 ひけいこうやくぶつ
（ざい）とうよ

paresis 不全麻痺 ふぜんまひ

paresthesia 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】，
ぱれすてじあ

paresthetic 異常感覚［性］の いじょうかんかく［せ
い］の

parietal cortex 頭頂皮質 とうちょうひしつ

parodynia （＝labor pain） 陣痛，分娩痛 じんつう，ぶんべんつう

parotitis 耳下腺炎 じかせんえん

paroxetine パロキセチン ぱろきせちん

paroxysmal hemicrania 発作性片側頭痛 ほっさせいへんそくず
つう

paroxysmal neuralgia 発作性神経痛 ほっさせいしんけいつう

partial agonist 部分作動薬 ぶぶんさどうやく

partial antagonist 部分拮抗薬 ぶぶんきっこうやく

parasellar syndrome
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partial sciatic nerve injury 
model

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

parvalbumin パルブアルブミン ぱるぶあるぶみん

passive therapy/
movement

受動療法（運動） じゅどうりょうほう
（うんどう）

patch-clamp technique パッチクランプ法 ぱっちくらんぷほう

patellalgia 膝蓋骨痛 しつがいこつつう

patellar refl ex （＝knee 
jerk refl ex）

膝蓋腱反射 しつがいけんはんしゃ

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

pathological fracture 病的骨折 びょうてきこっせつ

pathological grief 病的悲嘆 びょうてきひたん

patient-controlled 
analgesia （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 
sedation （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-related factor 患者関連因子 かんじゃかんれんいんし

pattern theory パターン説 ぱたーんせつ

Pavlonian conditioning パブロフ型条件付け ぱぶろふがたじょうけ
んづけ

paw withdrawal 足逃避 そくとうひ

pectoralgia （＝stethalgia） 胸痛 きょうつう

pedialgia （＝podalgia, 
pododynia）

足痛 そくつう

pediatric pain 小児の痛み しょうにのいたみ

pedionalgia 
（＝pedioneuralgia, 
plantalgia）

足底痛 そくていつう

pellagra ［neuropathy］ ペラグラ ［ニューロ
パシ（チ）ー］

ぺらぐら ［にゅーろぱ
し（ち）ー］

pelvic fl oor myalgia 骨盤底筋痛 こつばんていきんつう

pelvic nerve/neurons 骨盤神経 こつばんしんけい

pelvic nerve/neurons
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pelvic pain 骨盤［内臓］痛 こつばん［ないぞう］つう

pelvis 骨盤 こつばん

pemoline ペモリン ぺもりん

pencil point needle 円錐型穿刺針 えんすいがたせんしし
ん

pension neurosis 年金神経症 ねんきんしんけいしょう

pentazocine ペンタゾシン ぺんたぞしん

pentobarbital ペントバルビタール ぺんとばるびたーる

peptic ulcer 消化性潰瘍 しょうかせいかいよう

perception 知覚 ちかく

perceptual expansion 知覚拡大 ちかくかくだい

percussion pain 叩打痛，打痛 こうだつう，だつう

percutaneous 経皮的 けいひてき

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

percutaneous discectomy 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 lumbar 
discectomy （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 spinal 
cord stimulation 

経皮的脊髄刺激 けいひてきせきずいし
げき

percutaneous stimulation 経皮的刺激 けいひてきしげき

percutaneous 
vertebroplasty

経皮的椎体形成術 けいひてきついたいけ
いせいじゅつ

percutaneously inserted 
spinal cord electrical 
stimulation （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］

perfusion 灌流 かんりゅう

periaqueductal grey 
matter （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，ちゅう
のうすいどうしゅうい
かいはくしつ

pelvic pain
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periaqueductal stimulation 中脳水道周囲刺激，
中脳中心灰白質刺激

ちゅうのうすいどう
しゅういしげき，ちゅ
うのうちゅうしんかい
はくしつしげき

periarterial sympathectomy 動脈周囲交感神経切
除

どうみゃくしゅういこ
うかんしんけいせつ
じょ

periarthritis 
scapulohumeralis

肩関節周囲炎 かたかんせつしゅうい
えん

pericarditis 心外膜炎 しんがいまくえん

pericoronitis 歯冠周囲炎 しかんしゅういえん

peridural （＝epidural, 
extradural）

硬膜外の こうまくがいの

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

peridural space 
（＝epidural space）

硬膜外腔 こうまくがいくう

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

perineal pain 会陰痛 えいんつう

perineum 会陰 えいん

perineural space 神経周囲腔 しんけいしゅういくう

periodic pain 周期的痛み，生理痛，
月経痛

しゅうきてきいたみ，
せいりつう，げっけい
つう

periodontal 歯周の ししゅうの

periodontal disease 歯周病 ししゅうびょう

perioperative 周術期の しゅうじゅつきの

perioperative pain 
management

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，しゅうじゅつ
きとうつうかんり

periosteum 骨膜 こつまく

peripheral 末梢の まっしょうの

peripheral limb ischemia 末梢肢虚血 まっしょうしきょけつ

peripheral mechanism 末梢機序（機構） まっしょうきじょ（き
こう）

peripheral nerve 末梢神経 まっしょうしんけい

peripheral nerve
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peripheral nerve block 末梢神経ブロック まっしょうしんけいぶ
ろっく

peripheral nerve 
entrapment

末梢神経絞扼 まっしょうしんけいこ
うやく

peripheral nerve injury 末梢神経損傷 まっしょうしんけいそ
んしょう

peripheral nervous system 末梢神経系 まっしょうしんけいけい

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
せいつう，まっしょうし
んけいげんせいとうつう

peripheral neurolysis 末梢神経剥離（破壊） まっしょうしんけいは
くり（はかい）

peripheral neuropathic 
pain

末梢神経障害痛，末梢
神経障害［性］疼痛

まっしょうしんけい
しょうがいつう，まっ
しょうしんけいしょう
がい［せい］とうつう

peripheral neuropathy 末梢神経障害，末梢
神経ニューロパシ
（チ）ー

まっしょうしんけい
しょうがい，まっしょ
うしんけいにゅーろぱ
し（ち）ー

peripheral sensation 末梢［性］感覚 まっしょう［せい］かん
かく

peripheral sensitization 末梢［性］感作 まっしょう［せい］かんさ

peripheral vascular 
disease

末梢血管疾患 まっしょうけっかん
しっかん

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

peritonealgia 腹膜痛 ふくまくつう

peritoneum 腹膜 ふくまく

peritonitis 腹膜炎 ふくまくえん

pernio （＝chilblain, 
frostbite, erythema 
pernio）

凍瘡，しもやけ とうそう，しもやけ

peroneal nerve 腓骨神経 ひこつしんけい

persistent pain 持続痛 じぞくつう

personality disorder 人格障害 じんかくしょうがい

pes cavus 凹足 おうそく

pethidine （＝meperidine） ペチジン（メペリジン） ぺちじん（めぺりじん）

peripheral nerve block
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Peyronie’s disease ペロニー病 ぺろにーびょう

phagocyte 貪食細胞 どんしょくさいぼう

Phalen’s sign ファーレン徴候 ふぁーれんちょうこう

phallalgia （＝phallodynia） 陰茎痛 いんけいつう

phantom limb 幻肢，幻肢感覚 げんし，げんしかんかく

phantom limb pain 幻肢痛 げんしつう

phantom pain 幻痛 げんつう

phantom sensation 幻感覚 げんかんかく

phantom tooth pain 幻歯痛 げんしつう

phantom visceral pain 
（＝visceral phantom pain）

内臓［性］幻痛 ないぞう［せい］げん
つう

pharmacotherapy 薬物療法 やくぶつりょうほう

pharyngitis 咽頭炎 いんとうえん

phasic pain 一過性痛，一過性疼
痛，相性痛

いっかせいつう，いっ
かせいとうつう，そう
せいつう

phenacetin フェナセチン ふぇなせちん

phenazocine フェナゾシン ふぇなぞしん

phenazone フェナゾン ふぇなぞん

phenol フェノール ふぇのーる

phenol block フェノールブロック ふぇのーるぶろっく

phenol-glycerin 
（＝phenol in glycerin）

フェノールグリセリ
ン

ふぇのーるぐりせりん

phenol in water フェノール水 ふぇのーるすい

phenothiazine フェノチアジン ふぇのちあじん

phenotype 表現型，フェノタイプ ひょうげんがた，ふぇ
のたいぷ

phenoxybenzamine フェノキシベンザミン ふぇのきしべんざみん

phentolamine フェントラミン ふぇんとらみん

phenylephrine フェニレフリン ふぇにれふりん

phenytoin フェニトイン ふぇにといん

phenytoin
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phlebalgia 静脈瘤［性］神経痛 じょうみゃくりゅう
［せい］しんけいつう

phlebitis 静脈炎 じょうみゃくえん

phlegmasia alba dolens 有痛［性］白股腫 ゆうつう［せい］はくこ
しゅ

phlegmasia cerulea 
dolens

有痛［性］青股腫 ゆうつう［せい］せいこ
しゅ

phlegmasia dolens 有痛［性］フレグマシ
ア

ゆうつう［せい］ふれぐ
ましあ

phlegmon 蜂窩織炎 ほうかしきえん

phonophoresis 高周波泳動（浸透）
法，フォノフォレー
シス

こうしゅうはえいどう
（しんとう）ほう，ふぉ
のふぉれーしす

phospholipase A2 （PLA2） ホスホリパーゼA2 ほすほりぱーぜA2

phospholipase C （PLC） ホスホリパーゼC ほすほりぱーぜC

phospholipase （PL） ホスホリパーゼ ほすほりぱーぜ

phospholipid リン脂質 りんししつ

phosphorylation リン酸化 りんさんか

photophobia 羞明 しゅうめい

physical dependence 身体依存 しんたいいぞん

physical disability 身体障害 しんたいしょうがい

physical pain 身体的苦痛，身体的
痛み

しんたいてきくつう，
しんたいてきいたみ

physical therapy 
（＝physiotherapy）

理学療法 りがくりょうほう

physiological pain 生理学的痛，生理学
的痛み

せいりがくてきつう，
せいりがくてきいたみ

physiotherapy 理学療法 りがくりょうほう

pia mater 軟膜【脳・脊髄】 なんまく【のう・せき
ずい】

picosulfate ピコスルファート ぴこするふぁーと

pimozide ピモジド ぴもじど

phlebalgia
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pin prick test 針刺しテスト，ピン
プリックテスト

はりさしてすと，ぴん
ぷりっくてすと

piriform/pyriform 梨状の りじょうの

piriformis syndrome 梨状筋症候群 りじょうきんしょうこ
うぐん

piroxicam ピロキシカム ぴろきしかむ

pituitary ablation 
（＝hypophysectomy）

下垂体切除［術］ かすいたいせつじょ
［じゅつ］

pizotifen ピゾチフェン ぴぞちふぇん

placebo プラセボ，偽薬 ぷらせぼ，ぎやく

plantalgia （＝pedionalgia, 
pedioneuralgia）

足底痛 そくていつう

plasma extravasation 血漿漏出 けっしょうろうしゅつ

plasticity 可塑性，柔軟性 かそせい，じゅうなん
せい

platelet activating factor 
（PAF）

血小板活性化因子 けっしょうばんかっせ
いかいんし

pleiotropy 多機能性，多面発現，
多面作用，多層遺伝

たきのうせい，ためん
はつげん，ためんさよ
う，たそういでん

pleura 胸膜 きょうまく

pleuralgia （＝pleurodynia） 胸膜痛 きょうまくつう

pleuritis 胸膜炎 きょうまくえん

plexopathy 神経叢障害 しんけいそうしょうがい

plucking （＝jerking, 
twiching）

筋攣縮 きんれんしゅく

podagra 足部痛風 そくぶつうふう

podalgia （＝pedialgia, 
pododynia）

足痛 そくつう

poisoning 急性中毒 きゅうせいちゅうどく

polyangilitis 多発血管炎 たはつけっかんえん

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

polyesthesia 重複感覚 じゅうふくかんかく

polyesthesia
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polymerase chain reaction 
（PCR）

ポリメラーゼ連鎖反応 ぽりめらーぜれんさは
んのう

polymodal receptor ポリモーダル受容器 ぽりもーだるじゅようき

polymyalgia 多発［性］筋痛 たはつ［せい］きんつう

polymyalgia arteritica 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 rheumatica 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

polymyositis 多発［性］筋炎 たはつ［せい］きんえん

polyneuralgia 多発［性］神経痛 たはつ［せい］しんけい
つう

polyneuritic psychosis 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

polyneuritis 多発［性］神経炎 たはつ［せい］しんけい
えん

polyneuropathy 多発［性］神経障害 たはつ［せい］しんけい
しょうがい

polypharmacy 多薬（剤）投与，薬物
乱用

たやく（ざい）とうよ，
やくぶつらんよう

polyradiculopathy 多発［性］神経根障害 たはつ［せい］しんけい
こんしょうがい

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

pontomedullary reticular 
formation

橋延髄網様体 きょうえんずいもうよ
うたい

porphyria ポルフィリア ぽるふぃりあ

positron emission 
tomography （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

postdural puncture 
headache

硬膜穿刺後頭痛 こうまくせんしごずつう

postdental extraction pain 抜歯後痛 ばっしごつう

postamputation pain 
syndrome

切断後痛症候群 せつだんごつうしょう
こうぐん

postamputation stump 
pain

切断後断端痛 せつだんごだんたんつう

polymerase chain 
reaction （PCR）



131

postanesthetic recovery 麻酔後回復 ますいごかいふく

postanesthetic shivering 麻酔後シバリング
（ふるえ）

ますいごしばりんぐ
（ふるえ）

postcentral gyrus 中心後回 ちゅうしんこうかい

posterior cingulate cortex 
（PCC）

後帯状皮質 こうたいじょうひしつ

posterior thalamic
 nuclear complex （PO）

視床後核群 ししょうこうかくぐん

postganglionic neuron 節後ニューロン せつごにゅーろん

postherpetic neuralgia 
（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

postmastectomy pain 
syndrome

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

postoperative analgesia 術後鎮痛［法］ じゅつごちんつう［ほ
う］

postoperative pain 術後痛 じゅつごつう

postprandial pain 食後痛 しょくごつう

postspinal headache 脊髄くも膜下麻酔
（脊麻）後頭痛

せきずいくもまくかま
すい（せきま）ごずつう

post-stroke pain 脳卒中後痛 のうそっちゅうごつう

postsynaptic dorsal 
column pathway

後シナプス［性］後索
路

こうしなぷす［せい］こ
うさくろ

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

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

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

posttraumatic headache 外傷後頭痛 がいしょうごずつう

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

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

posttraumatic pain 外傷後痛 がいしょうごつう

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

posttraumatic 
psychosis
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posttraumatic stress 
disorder （PTSD）

外傷後ストレス障害 がいしょうごすとれす
しょうがい

postural pain 体位［性］痛，体位［性］
疼痛

たいい［せい］つう，た
いい［せい］とうつう

postural sensation 姿勢感覚 しせいかんかく

postvasectomy pain 
syndrome

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

potassium ［ion］ channel 
（＝K＋ channel）

カリウム［イオン］
チャネル

かりうむ［いおん］ちゃ
ねる

potassium channel 
blocker

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 channel 
complex

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 test カリウムテスト かりうむてすと

potentiation 増強，相乗作用 ぞうきょう，そうじょう
さよう

precognition 予知 よち

preconditioning 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，
ぜんじゅんび

preconvulsive 痙攣前の けいれんぜんの

precordial catch syndrome 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 pain 
（＝precordialgia）

前胸部痛 ぜんきょうぶつう

predictors 前兆，予兆，予測因子 ぜんちょう，よちょう，
よそくいんし

predisposition 疾病素因，素因 しっぺいそいん，そいん

prednisolone プレドニゾロン ぷれどにぞろん

pre emptive analgesia 先行鎮痛 せんこうちんつう

prefrontal cortex 前前頭皮質，前頭前
皮質

ぜんぜんとうひしつ，
ぜんとうぜんひしつ

prefrontal leukotomy 前頭葉白質切截術 ぜんとうようはくしつ
せっせつじゅつ

pregabalin プレガバリン ぷれがばりん

posttraumatic stress 
disorder （PTSD）
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preganglionic neuron 節前ニューロン せつぜんにゅーろん

preganglionic sympathetic 
neurons

交感神経節前線維 こうかんしんけいせつぜ
んせんい

pre-genual anterior 
cingulate cortex

前帯状皮質前膝部 ぜんたいじょうひしつぜ
んしつぶ

prehabilitation プレハビリテーショ
ン

ぷれはびりてーしょん

　注：術前に運動などを行う

premature infant pain 
profi le

未熟児痛み表 みじゅくじいたみひょう

premenstrual pain 月経前痛 げっけいぜんつう

preoperative 術前の じゅつぜんの

preoperative pain 
management

術前痛み管理，術前
疼痛管理

じゅつぜんいたみかん
り，じゅつぜんとうつ
うかんり

preoptic area 視索前野 しさくぜんや

preprodynorphin （PPD） 
（＝preproenkephalin B）

プレプロダイノル
フィン

ぷれぷろだいのるふぃん

preproenkephalin A 
（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 B 
（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

presacral neurectomy 
（＝presacral 
sympathectomy）

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

presctiption drug abuse 処方薬乱用 しょほうやくらんよう

presctiption monitoring 
program

処方監視プログラム しょうほうかんしぷろ
ぐらむ

pressure pain 圧痛 あっつう

pressure pain threshold 圧痛閾値 あっつういきち

pressure sensation 圧覚 あっかく

pressure spot 圧点 あってん

pressure spot
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presynaptic シナプス前の，接合
部前の

しなぷすぜんの，せつ
ごうぶぜんの

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

presynaptic inhibition 
（＝presynaptic 
suppression）

シナプス前抑制 しなぷすぜんよくせい

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

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

prevalence 有病率 ゆうびょうりつ

preventive analgesia 予防的鎮痛 よぼうてきちんつう

preventive nerve block 予防的神経ブロック よぼうてきしんけいぶ
ろっく

priapism 持続勃起症，プリア
ピズム

じぞくぼっきしょう，
ぷりあびずむ

prick pain 穿痛 せんつう

prilocaine プリロカイン ぷりろかいん

primary aff erent 一次求心性の いちじきゅうしんせいの

primary aff erent fi ber 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 aff erent
 depolarization（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 care pain 
management

プライマリケア痛み
管理

ぷらいまりけあいたみ
かんり

primary dysmenorrhea 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 headache 
syndrome

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 hyperalgesia 一次性痛覚過敏 いちじせいつうかくか
びん

primary sensation 一次性感覚 いちじせいかんかく

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

一次［体性］感覚野 いちじ［たいせい］かん
かくや

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

presynaptic



135

Prince-Henry 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

ぷりんすへんりーいた
みすけーる，ぷりんす
へんりーとうつうす
けーる

principal sensory 
trigeminal nucleus

三叉神経主知覚核 さんさしんけいしゅち
かくかく

Prinzmetal angina 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）

problem-focused coping 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-oriented system 問題志向システム もんだいしこうしすて
む

procaine プロカイン ぷろかいん

procedural behavioral 
rating scale

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 pain 処置痛 しょちつう

procedure behavior check 
list

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

process of dying 死の過程 しのかてい

prochlorperazine プロクロルペラジン ぷろくろるぺらじん

proctalgia （＝proctodynia, 
rectalgia）

直腸痛 ちょくちょうつう

proctalgia fugax 突発性直腸痛 とっぱつせいちょく
ちょうつう

proctitis 直腸炎 ちょくちょうえん

proctocolitis 直腸結腸炎 ちょくちょうけっちょ
うえん

prodrome 前駆症状 ぜんくしょうじょう

prodrug プロドラッグ ぷろどらっぐ

progesterone プロゲステロン ぷろげすてろん

proglumide プログルミド ぷろぐるみど

prognositic [nerve] block 予測的［神経］ブロッ
ク

よそくてき［しんけい］
ぶろっく

prognositic [nerve] 
block
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programed cell death
（＝apoptosis）

プログラム細胞死，
アポトーシス，細胞
消滅

ぷろぐらむさいぼう
し，あぽとーしす，さ
いぼうしょうめつ

progressive muscle 
relaxation

漸進的筋弛緩法 ぜんしんてききんしかん
ほう

progressive tactile 
hypersensitivity

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

projected pain 投射痛，放射痛 とうしゃつう，ほう
しゃつう

projection fi ber 投射線維 とうしゃせんい

projection neuron 投射ニューロン とうしゃにゅーろん

prolactin プロラクチン ぷろらくちん

proliferation therapy 増殖療法 ぞうしょくりょうほう

proliferative myositis 増殖性筋炎 ぞうしょくせいきんえん

prolotherapy 増殖療法 ぞうしょくりょうほう

promazine プロマジン ぷろまじん

promethazine プロメタジン ぷろめたじん

pronator 回内筋 かいないきん

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

proopiomelanocortin 
（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

propacetamol プロパセタモール ぷろぱせたもーる

propantheline プロパンテリン ぷろぱんてりん

proparacaine プロパラカイン ぷろぱらかいん

propentofylline プロペントフィリン ぷろぺんとふぃりん

propionic acid derivatives プロピオン酸誘導体 ぷろぴおんさんゆうど
うたい

propofol プロポフォール ぷろぽふぉーる

propoxyphene プロポキシフェン ぷろぽきしふぇん

propranolol プロプラノロール ぷろぷらのろーる

proprioceptive 固有受容の こゆうじゅようの

proprioceptive refl ex 固有反射 こゆうはんしゃ

programed cell death
（＝apoptosis）
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propyphenazone プロピフェナゾン ぷろぴふぇなぞん

prosopalgia （＝facial pain, 
trigeminal neuralgia）

顔面痛，三叉神経痛 がんめんつう，さんさ
しんけいつう

prosopalgic 顔面痛の がんめんつうの

prostacyclin 
（＝prostaglandin I2，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
（ぷろすたぐらんじん
I2）

prostaglandin （PG） プロスタグランジン ぷろすたぐらんじん

prostaglandin E2 プロスタグランジン
E2

ぷろすたぐらんじんE2

prostaglandin E2 receptor 
（EP receptor）

プロスタグランジン
E２受容体，EP受容体

ぷろすたぐらんじんE2
じゅようたい，EPじゅ
ようたい

prostaglandin F2α 
（PGF2α）

プロスタグランジン
F2α

ぷろすたぐらんじんF2
あるふぁ

prostanoid プロスタノイド ぷろすたのいど

prostanoid biosynthesis 
pathway

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

prostatalgia 
（＝prostatodynia）

前立腺痛 ぜんりつせんつう

prostate 前立腺 ぜんりつせん

prostate cancer 前立腺がん ぜんりつせんがん

prostate pain syndrome 前立腺痛症候群 ぜんりつせんつうしょ
うこうぐん

prostatitis 前立腺炎 ぜんりつせんえん

protease-activated 
receptor

プロテアーゼ活性化
受容体

ぷろてあーぜかっせい
かじゅようたい

protein activated recepter 蛋白質活性化受容体 たんぱくしつかっせい
かじゅようたい

protein kinase （PK） 蛋白質リン酸化酵素，
プロテインキナーゼ

たんぱくしつりんさん
かこうそ，ぷろていん
きなーぜ

protein kinase A （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，たんぱくしつりん
さんかこうそA

protein kinase A 
（PKA）
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protein kinase C （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，
たんぱくしつりんさん
かこうそC

proteoglycan プロテオグリカン ぷろておぐりかん

proton pump inhibitor プロトンポンプ阻害薬 ぷろとんぽんぷそがい
やく

protopathic sensation 原始感覚 げんしかんかく

protruded disc 椎間板膨隆［症］ ついかんばんぼうりゅ
う［しょう］

provocation disc injection 誘発椎間板注入 ゆうはつついかんばん
ちゅうにゅう

provocative maneuvers 誘発手技 ゆうはつしゅぎ

proxemics 近接学 きんせつがく

pruriceptive itch 掻痒受容性掻痒 そうようじゅようせい
そうよう

　注：生理的機序によるかゆみ

pruritus 掻痒［症］，掻痒感 そうよう［しょう］，そ
うようかん

pseudoaddiction 偽依存 ぎいぞん

pseudoaff ective refl ex 偽情動反射 ぎじょうどうはんしゃ

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

pseudoclaudication 偽跛行 ぎはこう

pseudogout 偽痛風 ぎつうふう

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

pseudorheumatism 偽リウマチ ぎりうまち

pseudorheumatoid 
disease

偽リウマチ疾患 ぎりうまちしっかん

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

pseudotolerance 偽耐性 ぎたいせい

psoas compartment block 大腰筋筋溝ブロック だいようきんきんこう
ぶろっく

psoas major 大腰筋 だいようきん

psoriasis 乾癬 かんせん

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

protein kinase C 
（PKC）
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psychalg[al]ia 精神痛 せいしんつう

psychiatric comorbidity 精神疾患併存症 せいしんしっかんへい
ぞんしょう

psychiatric disorder 精神疾患，精神障害 せいしんしっかん，せ
いしんしょうがい

psychiatric illness 精神疾患 せいしんしっかん

psychiatry 精神医学（医療） せいしんいがく（い
りょう）

psychiatry service 精神医療サービス せいしんいりょうさー
びす

psychic dependence 精神依存 せいしんいぞん

psychoanalysis 精神分析 せいしんぶんせき

psychobiology 精神生物学 せいしんせいぶつがく

psychochemistry 精神化学 せいしんかがく

psychodinamic 
psychotherapy

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

psychogenic 
conceptualization

心因概念化 しんいんがいねんか

psychogenic itch 心因性掻痒 しんいんせいそうよう

psychogenic pain 心因痛，心因性疼痛 しんいんつう，しんい
んせいとうつう

psychogenic pain disorder 心因性痛み障害 しんいんせいいたみ
しょうがい

psychologic intervention 心理的介入 しんりてきかいにゅう

psychological adaptation 心理的適応 しんりてきてきおう

psychological constructs 心理的構成概念 しんりてきこうせいが
いねん

psychological 
dependence

心理依存 しんりいぞん

psychological evaluation 心理評価 しんりひょうか

psychological intervention 心理的介入 しんりてきかいにゅう

psychological pain 精神的苦痛，精神的
痛み

せいしんてきくつう，
せいしんてきいたみ

psychological/
psychosocial factor

心理社会的要因（要
素）

しんりしゃかいてきよ
ういん（ようそ）

psychological/
psychosocial factor
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psychological support 精神的援助 せいしんてきえんじょ

psychological symptom 精神症状 せいしんしょうじょう

psychological test 心理検査 しんりけんさ

psychologist 心理学者 しんりがくしゃ

psychology 心理学 しんりがく

psychometry 精神測定，心理測定 せいしんそくてい，し
んりそくてい

psychomotor 精神運動の せいしんうんどうの

psychoneuroendocrine 精神神経内分泌 せいしんしんけいないぶ
んぴつ

psychoneurosis 精神神経症 せいしんしんけいしょう

psychonoxious 精神有害性の せいしんゆうがいせい
の

psychooncology 精神腫瘍学 せいしんしゅようがく

psychopathology 精神病理学 せいしんびょうりがく

psychoprophylaxis 精神予防 せいしんよぼう

psychosis 精神病 せいしんびょう

psychosocial approach 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 issues 心理社会的問題 しんりしゃかいてきも
んだい

psychosomatic 精神身体の，心身症的 せいしんしんたいの，
しんしんしょうてき

psychosomatic disease 心身症 しんしんしょう

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］つう，せいしんし
んたい［せい］とうつう

psychostimulant 精神刺激薬 せいしんしげきやく

psychotherapist 精神療法士 せいしんりょうほうし

psychotherapy 精神療法，心理療法 せいしんりょうほう，
しんりりょうほう

psychotropic agent 向精神作用薬 こうせいしんさようやく

psychotropic drug 向精神薬 こうせいしんやく

psychroalgia ［寒］冷痛 ［かん］れいつう

psychological support
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psychroesthesia ［寒］冷感，寒冷を知
る感覚

［かん］れいかん，かん
れいをしるかんかく

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，くしゃみゆうはつ
［せい］の

ptarmus/ptarmos くしゃみ くしゃみ

pterygium 翼状片 よくじょうへん

pterygoid 翼状の よくじょうの

pterygoid notch 翼突切痕 よくとつせっこん

pterygomandibular 翼突下顎の よくとつかがくの

pterygomaxillar 翼突上顎の よくとつじょうがくの

pterygomaxillary notch 翼突上顎切痕 よくとつじょうがく
せっこん

pterygopalatine 翼突口蓋の，翼口蓋
の

よくとつこうがいの，
よくこうがいの

ptosis 下垂［症］ かすい［しょう］

pubocapsular 恥骨股関節包の ちこつこかんせつほうの

pubococcygeal 恥骨尾骨の ちこつびこつの

pudendal 外陰部の がいいんぶの

pudendal block 陰部神経ブロック いんぶしんけいぶろっ
く

pudendal nerve 陰部神経 いんぶしんけい

pulmonary infarction 肺梗塞 はいこうそく

pulp 髄，歯髄 ずい，しずい

pulp gangrene 歯髄壊疽 しずいえそ

pulp necrosis 歯髄壊死 しずいえし

pulpalgia 歯髄痛 しずいつう

pulpectomy 抜髄 ばつずい

pulpitis （＝odontitis） 歯髄炎 しずいえん

pulsatile pain 拍動痛 はくどうつう

pulsed radiofrequency パルス高周波法 ぱるすこうしゅうはほ
う

pulsed radiofrequency
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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，ぱるすむせん
はとうねつりょうほう

pulvinotomy 視床枕破壊［術］ ししょうちんはかい
［じゅつ］

punctate hyperalgesia 点状刺激痛覚過敏 てんじょうしげきつう
かくかびん

punctum dolorosum 
（＝pain spot）

痛点 つうてん

punishment 刑罰［感］ けいばつ［かん］

pupil 瞳孔 どうこう

pupil constriction 縮瞳 しゅくどう

purgative 下剤，下薬 げざい，げやく

purinergic プリン作動性の ぷりんさどうせいの

purpura 紫斑［病］ しはん［びょう］

putamen 被殻 ひかく

pyelonephritis 腎盂腎炎 じんうじんえん

pygalgia 殿（臀）部痛 でんぶつう

pyloralgia 幽門痛 ゆうもんつう

pyogenic 化膿性の かのうせいの

pyostomatitis 化膿性口内炎 かのうせいこうないえん

pyramidal tract 錐体路 すいたいろ

pyramidotomy 錐体路切断［術］ すいたいろせつだん
［じゅつ］

pyretic （＝febrile, 
feverish）

熱性の，熱のある ねっせいの，ねつのある

pyrexia 発熱 はつねつ

pyridoxine ピリドキシン ぴりどきしん

pyrosis （＝heatburn） 胸やけ むねやけ

pulsed radio wave 
diathermy
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Q q

quadriceps 大腿四頭筋 だいたいしとうきん

quadriplegia 四肢麻痺 ししまひ

quality of life （QOL） 生活の質 せいかつのしつ

quantitative sensory 
testing

定量的感覚試験 ていりょうてきかんか
くしけん

Quebec Task Force 
Report

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

Quincke-Babcock spinal 
needle

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

quinine キニーネ きにーね

R r

radial 橈側の とうそくの

radial cell 放射状細胞 ほうしゃじょうさいぼう

radial keratotomy 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 ligament sprain 橈側靭帯捻挫 とうそくじんたいねんざ

radial nerve entrapment 
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 palsy 橈骨神経麻痺 とうこつしんけいまひ

radial tunnel syndrome 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

radiant heat paw 
withdrawal test

輻射熱逃避試験 ふくしゃねつとうひし
けん

radiation 放射［線］ ほうしゃ［せん］

radiation cystitis 放射性膀胱炎 ほうしゃせいぼうこう
えん

radiation therapy 
（＝radiotherapy）

放射線治療 ほうしゃせんちりょう

radiation therapy 
（＝radiotherapy）
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radiation-induced nerve 
injury

放射［線］誘発神経損
傷（傷害）

ほうしゃ［せん］ゆうは
つしんけいそんしょう
（しょうがい）

radiculalgia（＝radicular 
pain）

根性痛，神経根痛 こんせいつう，しんけ
いこんつう

radiculitis 神経根炎 しんけいこんえん

radiculopathy 神経根障害 しんけいこんしょうがい

radioallergosorbent test 
（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，ほうしゃ
せんあれるぎーきゅう
ちゃくしけん

radiofrequency 
thermocoagulation

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 
thermorhizotomy

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，ら
じおはさーもりぞと
みー

radiofrequency tumor 
ablation

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，らじお
はしゅようしょうしゃ
く

radiography X線撮影［法］ Xせんさつえい［ほう］

radiologic study 放射線学的研究 ほうしゃせんがくてき
けんきゅう

radiological medicine 放射線医学 ほうしゃせんいがく

radionucleotide 放射性ヌクレオチド ほうしゃせいぬくれお
ちど

radiosurgery 放射線手術 ほうしゃせんしゅじゅ
つ

radix 神経根 しんけいこん

radix dorsalis （＝dorsal 
root）

後根 こうこん

radix nerve facialis 顔面神経根 がんめんしんけいこん

radix sensoria nerve 
trigeminalis

三叉神経感覚根 さんさしんけいかんか
くこん

Raeder’s paratrigeminal 
neuralgia

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 syndrome レーダー症候群 れーだーしょうこうぐ
ん

radiation-induced nerve 
injury
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raised cerebrospinal fl uid 
pressure headache

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

Raj approach Raj（ラジ）アプロー
チ

らじあぷろーち

Ramsay-Hunt syndrome 
（＝Hunt’s syndrome）

ラムゼー・ハント症
候群

らむぜーはんとしょう
こうぐん

Ramsey sedation scale Ramsey（ラムゼイ）
鎮静スケール

らむぜいちんせいすけー
る

ramus （pl. rami） 枝 し

ramus anterior 前枝 ぜんし

ramus communicans 交通枝 こうつうし

ramus dorsalis 後枝，背枝 こうし，はいし

ramus frontalis 前頭枝 ぜんとうし

ramus inferior 下枝 かし

ramus perforans 貫通枝 かんつうし

ramus superior 上枝 じょうし

randomization 無作為化，ランダム
化

むさくいか，らんだむか

randomized allocation 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，ら
んだむかわりつけ

randomized controlled trial 
（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，
らんだむかひかくしけん

range of motion （ROM） 可動域 かどういき

Ranvier’s node ランヴィエ絞輪 らんゔぃえこうりん

raphe 縫線 ほうせん

raphe magnus （＝nucleus 
raphe magnus）（NRM）

大縫線核 だいほうせんかく

raphe nuclei 縫線核 ほうせんかく

raphe pallidus 淡蒼縫線核 たんそうほうせんかく

raphe pontis nuclei 橋縫線核 きょうほうせんかく

raphe pterygomandibularis 翼突下顎縫線 よくとつかがくほうせん

raphe pterygomandibularis
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rarefaction 希薄化，消耗 きはくか，しょうもう

rash （＝eruption, 
exanthema, exanthesis）

発疹，皮疹 はっしん，ほっしん，
ひしん

rating scale 評価尺度 ひょうかしゃくど

Raynaud’s disease レイノー病 れいのーびょう

Raynaud’s phenomenon レイノー現象 れいのーげんしょう

Raynaud’s syndrome レイノー症候群 れいのーしょうこうぐん

reaction time 反応時間 はんのうじかん

reaction time latency 反応時間遅延 はんしょうじかんちえ
ん

reactive arthritis 反応性関節炎 はんのうせいかんせつ
えん

reactive depression 反応性うつ病 はんのうせいうつびょう

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

readiness to change 変容準備 へんようじゅんび

reality therapy 現実療法 げんじつりょうほう

rebound tenderness 反跳圧痛 はんちょうあつつう

receptive fi eld 受容野 じゅようや

receptive spot 受容点 じゅようてん

receptor 受容体，受容器 じゅようたい，じゅよ
うき

receptor affi  nity 受容体親和性 じゅようたいしんわせい

receptor potential 受容器電位 じゅようきでんい

receptor tyrosine kinase 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-operated calcium 
channel （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

reciprocal clicking 相反性クリック そうはんせいくりっく

recognition time 認知時間 にんちじかん

recombinant 組み換え体（型） くみかえたい（がた）

recombinant DNA 組み換え［体/型］
DNA

くみかえ［たい/がた］
DNA

rarefaction



147

rectalgia （＝proctalgia, 
proctodynia, rectal pain）

直腸痛 ちょくちょうつう

recurrent nerve 反回神経 はんかいしんけい

recurrent pain 反復痛 はんぷくつう

red fl ag レッドフラグ れっどふらぐ

reduction 復位，整復 ふくい，せいふく

redundancy 機能重複性 きのうじゅうふくせい

reference electrode 基準電極 きじゅんでんきょく

reference zone 関連域 かんれんいき

referred hyperalgesia 関連痛覚過敏 かんれんつうかくかび
ん

referred pain （＝synalgia, 
telalgia）

関連痛 かんれんつう

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

refl ective listening 聞き返し ききかえし

refl ex 反射 はんしゃ

refl ex headache 反射性頭痛 はんしゃせいずつう

refl ex sensation 反射［性］感覚 はんしゃ［せい］かんか
く

refl ex spinal myoclonus 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

refl ex sympathetic 
dystrophy （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

refractory pain 難治痛，難治性疼痛 なんちつう，なんちせ
いとうつう

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

regenerative therapy 再生医療 さいせいいりょう

regional analgesia 区域鎮痛 くいきちんつう

regional anesthesia 区域麻酔 くいきますい

regional block 区域ブロック くいきぶろっく

rehabilitation リハビリテーション りはびりてーしょん

Reiter’s syndrome ライター症候群 らいたーしょうこうぐ
ん

Reiter’s syndrome
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relapsing febrile 
nonsuppurative nodular 
panniculitis

再発性熱性非化膿性
結節性皮下脂肪織炎

さいはつせいねっせい
ひかのうせいけっせつ
せいひかしぼうしきえ
ん

　注：ウエーバー・クリスチャン病

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

relaxation リラクセーション りらくせーしょん

relaxation therapy リラクセーション療
法

りらくせーしょんりょ
うほう

relaxation with imagery イメージリラクセー
ション

いめーじりらくせー
しょん

relieving factor 緩和因子，緩和要因 かんわいんし，かんわ
よういん

religiosity 宗教性 しゅうきょうせい

remak bundle レマック束 れまっくそく

remifentanil レミフェンタニル れみふぇんたにる

reminiscence therapy 回想療法 かいそうりょうほう

renal calculi 腎結石 じんけっせき

renal colic 腎疝痛 じんせんつう

reperfusion injury 再灌流障害 さいかんりゅうしょう
がい

repeptive strain injury 反復性緊張外傷 はんぷくせいきんちょ
うがいしょう

repeptive transcranial 
magnetic stimulation

反復経頭蓋磁気刺激
法

はんぷくけいとうがい
じきしげきほう

rescue dose 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，れすきゅーと
うよ

reserpine レセルピン れせるぴん

residual affi  nity 残余親和力 ざんよしんわりょく

resiniferatoxin レシニフェラトキシン れしにふぇらときしん

resolvin レゾルビン れぞるびん

respiratory depression 呼吸抑制 こきゅうよくせい

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

relapsing febrile 
nonsuppurative nodular 
panniculitis
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restless legs syndrome むずむず脚症候群 むずむずあししょうこ
うぐん

rest pain 安静時痛 あんせいじつう

retching 空嘔吐，むかつき からおうと，むかつき

reticular formation of the 
brain stem

脳幹網様体 のうかんもうようたい

reticulospinal tract 網様脊髄路 もうようせきずいろ

retraction 退縮，後退 たいしゅく，こうたい

retrogasserian neurotomy ガッセル神経節後根
切断［術］

がっせるしんけいせつ
こうこんせつだん
［じゅつ］

retrograde 逆行性の ぎゃっこうせいの

retromastoid procedure 乳様突起後法 にゅうようとっきごほ
う

retro orbital block 球後ブロック きゅうごぶろっく

retroperitoneal pain 後腹膜痛 こうふくまくつう

retrosplenial cortex 膨大後部皮質 ぼうだいこうぶひしつ

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

reverse tolerance 逆耐性 ぎゃくたいせい

reverse transcriptase-
polymerase chain 
reaction （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

reward system 報酬系 ほうしゅうけい

Rexed lamina レキセッド層 れきせっどそう

rhenium レニウム れにうむ

rheumatalgia リウマチ痛 りうまちつう

rheumatism リウマチ りうまち

rheumatoid リウマチ様の りうまちようの

rheumatoid arthritis 関節リウマチ かんせつりうまち

rheumatoid factor リウマチ因子 りうまちいんし

rheumatoid vasculitis リウマトイド血管炎 りうまといどけっかん
えん

rhinalgia （＝rhinodynia） 鼻痛 びつう

rhinalgia 
（＝rhinodynia）
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rhizotomy 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，せきずいこう
こんせつだんじゅつ

Richmond Agitation 
Sedation Scale

リッチモンド興奮鎮
静スケール（RASS）

りっちもんどこうふん
ちんせいすけーる

right upper quadrant 
syndrome

右上腹部痛症候群 みぎじょうふくぶつう
しょうこうぐん

rigidity 強直，硬直 きょうちょく，こうちょ
く

Riluzole リルゾール りるぞーる

rizatriptan リザトリプタン りざとりぷたん

rodonalgia 
（＝erythermalgia, 
erythromelalgia）

［肢端］紅痛症，皮膚
紅痛症

［したん］こうつうしょう，
ひふこうつうしょう

Rofecoxib ロフェコキシブ ろふぇこきしぶ

Roland-Morris Scale ローランド・モリス
スケール

ろーらんどもりすす
けーる

root 根，歯根 こん，しこん

root block 神経根ブロック しんけいこんぶろっく

root entry zone 神経根入口部 しんけいこんにゅうこ
うぶ

root pain 根性痛，神経根痛 こんせいつう，しんけ
いこんつう

root surgery 神経根手術 しんけいこんしゅじゅつ

ropivacaine ロピバカイン ろぴばかいん

ROSS’s syndrome ROSS（ロス）症候群 ろすしょうこうぐん

rostral agranular insular 
cortex

吻側無顆粒島皮質 ふんそくむかりゅうと
うひしつ

rostral anterior cingulate 
cortex

吻側前帯状皮質 ふんそくぜんたいじょ
うひしつ

rostral ventromedial 
medulla （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，ふんそくえ
んずいふくそくぶ

rotator cuff 回旋筋腱板 かいせんきんけんばん

round foramen （＝foramen 
rotundum）

正円孔 せいえんこう

rhizotomy
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rush （＝eruption，
exanthema，exanthesis）

発疹，皮疹 はっしん（ほっしん），
ひしん

S s

sacral 仙骨の せんこつの

sacral  hiatus 仙骨裂孔 せんこつれっこう

sacral anesthesia 仙骨麻酔 せんこつますい

sacral block 仙骨ブロック せんこつぶろっく

sacral foramen 
（＝foramen sacrale）

仙骨孔 せんこつこう

sacral nerve 仙骨神経 せんこつしんけい

sacral nerve root 
stimulation

仙骨神経根刺激 せんこつしんけいこん
しげき

sacral pain 仙骨痛 せんこつつう

sacral parasympathetic 仙骨副交感神経 せんこつふくこうかん
しんけい

sacral perineural cyst 仙骨神経根囊胞 せんこつしんけいこん
のうほう

sacral plexus 仙骨神経叢 せんこつしんけいそう

sacral plexus block/
blockade

仙骨神経叢ブロック せんこつしんけいそう
ぶろっく

sacral spinal nerve 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 syndrome SACRAL症候群 SACRALしょうこう
ぐん

　注： spinal dysraphism, anogenital, 
cutaneous, renal and urologic 
anomalies, associated with an 
angioma of lumbosacral localiza-
tion

sacralgia （＝sacrodynia） 仙骨［部］痛 せんこつ［ぶ］つう

sacrococcygeal junction 仙骨尾骨結合 せんこつびこつけつごう

sacroiliac joint 仙腸関節 せんちょうかんせつ

sacroiliac joint
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sacroiliac joint block 仙腸関節ブロック せんちょうかんせつぶ
ろっく

sacroiliac ligaments 仙腸靭帯 せんちょうじんたい

sacroiliac pain 仙腸［関節］痛 せんちょう［かんせつ］
つう

sacropelvic ectasia 仙骨盤拡張 せんこつばんかくちょ
う

sacrosciatic notch 仙坐骨切痕 せんざこつせっこん

sacrum 仙骨 せんこつ

saddle block サドルブロック さどるぶろっく

sadness 悲哀 ひあい

salicylate サリチル酸類 さりちるさんるい

saline 生理食塩水 せいりしょくえんすい

salivary colic 唾疝痛 だせんつう

saphenous nerve block 伏在神経ブロック ふくざいしんけいぶ
ろっく

saphenous nerve 
entrapment

伏在神経絞扼 ふくざいしんけいこう
やく

saphenous neuralgia 伏在神経痛 ふくざいしんけいつう

sarcopenia サルコペニア，骨格
筋減少症

さるこぺにあ，こっか
くきんげんしょうしょ
う

scalding 排尿痛 はいにょうつう

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

scalenus 斜角筋 しゃかくきん

scapulalgia 
（＝scapulodynia）

肩甲［骨］痛 けんこう［こつ］つう

scapular notch 肩甲切痕 けんこうせっこん

scapulocostal syndrome 肩甲肋骨症候群 けんこうろっこつしょ
うこうぐん

scelalgia 脛痛 けいつう

school phobia 学校恐怖 がっこうきょうふ

Schwann cell シュワン細胞 しゅわんさいぼう

schwannoma 
（＝neurilemmoma）

神経［線維］鞘腫 しんけい［せんい］しょ
うしゅ

sacroiliac joint block
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sciatic nerve （＝ischiadic 
nerve）

坐骨神経 ざこつしんけい

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

sciatic neuralgia 
（＝ischialgia, 
ischiodynia, sciatica）

坐骨神経痛 ざこつしんけいつう

sciatic neuritis 坐骨神経炎 ざこつしんけいえん

scissor gait はさみ脚歩行 はさみあしほこう

sclerotome 硬節，椎板，スクレ
ロトーム，強膜刀

こうせつ，ついばん，
すくれろとーむ，きょ
うまくとう

scoliosis （＝lateral 
curvature）

脊柱側弯［症］ せきちゅうそくわん
［しょう］

scopolamine スコポラミン すこぽらみん

scratching 引っ掻き行動，スク
ラッチング

ひっかきこうどう，す
くらっちんぐ

second pain 二次痛 にじつう

secondary gout 二次性痛風 にじせいつうふう

secondary hyperalgesia 二次性痛覚過敏 にじせいつうかくかびん

secondary sensory area
（＝secondary 
somatosensory area/
cortex）（SⅡ）

二次［体性］感覚野 にじ［たいせい］かんかく
や

secondary sensory cortex 二次感覚皮質 にじかんかくひしつ

sedation 鎮静 ちんせい

sedative action 鎮静作用 ちんせいさよう

sedative drug 鎮静薬 ちんせいやく

segmental anesthesia 分節麻酔［法］，分節
性知覚麻痺

ぶんせつますい［ほ
う］，ぶんせつせいち
かくまひ

segmental neuralgia 分節性神経痛 ぶんせつせいしんけい
つう

segmental neuritis 分節性神経炎 ぶんせつせいしんけい
えん

segmental neuritis
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segmental neuropathy 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，ぶんせつ
せいにゅーろぱし
（ち）ー

segmental zone 分節帯 ぶんせつたい

seizure 発作, てんかん発作 ほっさ，てんかんほっさ

seizure headache 
（＝dysrhythmic migraine）

てんかん性片頭痛 てんかんせいへんずつう

selective rhizotomy 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］，せ
んたくてきせきずいこう
こんせつだん［じゅつ］

selective serotonin 
reuptake inhibitor （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

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

Leeds神経障害症状
自己評価

Leedsしんけいしょう
がいしょうじょうじこ
ひょうか

self-effi  cacy 自己効力感 じここうりょくかん

self-mutilation 
（＝autotomy）

自傷［行為］ じしょう［こうい］

self-stimulation 自己刺激 じこしげき

senile degeneration 加齢変性，老年変性 かれいへんせい，ろう
ねんへんせい

sense（＝sensation） 感覚 かんかく

sense of equilibrium 平衡感覚 へいこうかんかく

sensibility 感受性，感度，感覚
能

かんじゅせい，かんど，
かんかくのう

sensitivity 感受性，感度，敏感
性

かんじゅせい，かんど，
びんかんせい

sensitization 感作 かんさ

sensorimotor area 感覚運動野 かんかくうんどうや

sensory 感覚の かんかくの

sensory deprivation 感覚遮断 かんかくしゃだん

sensory ending 感覚器終末 かんかくきしゅうまつ

segmental neuropathy
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sensory fi ber 感覚線維 かんかくせんい

sensory loss 感覚脱出 かんかくだっしゅつ

sensory modality 感覚の種類，様式 かんかくのしゅるい，
ようしき

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

sensory nerve 感覚神経，知覚神経 かんかくしんけい，ち
かくしんけい

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

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

sensory receptor 感覚受容器 かんかくじゅようき

sensory system 感覚システム, 感覚
神経系 

かんかくしすてむ，か
んかくしんけいけい

serotonergic セロトニン作動性 せろとにんさどうせい

serotonin （＝5-hydroxy-
tryptamine）（5-HT）

セロトニン（5-ヒドロ
キシトリプタミン，
5HT）

せろとにん（5ひどろき
しとりぷたみん）

serotonin-noradrenaline 
reuptake inhibitor 
（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 receptor セロトニン受容体 せろとにんじゅようたい

sertraline セルトラリン せるとらりん

sexual abuse 性的虐待 せいてきぎゃくたい

sharp pain 鋭痛，鋭い痛み えいつう，するどいい
たみ

shizophrenia 統合失調症 とうごうしっちょう
しょう

shooting pain 電撃痛 でんげきつう

short-lasting unilateral 
neuralgiform headache 
with autonomic （SUNA） 
syndrome

SUNA症候群 SUNAしょうこうぐん

short-lasting unilateral 
neuralgiform headache with 

autonomic （SUNA） syndrome
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short lasting unilateral 
neuralgiform headache 
attacks with conjunctival 
injection and tearing
（SUNCT） syndrome

SUNCT症候群 SUNCTしょうこうぐん

shoulder 肩，肩部 かた，けんぶ

shoulder joint 肩関節 かたかんせつ

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

sick headache 片頭痛 へんずつう

sickle cell crisis 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

sickness response 疾病反応 しっぺいはんのう

side eff ect（＝adverse 
eff ect）

副作用 ふくさよう

signal transduction シグナル伝達，信号
伝達

しぐなるでんたつ，し
んごうでんたつ

signal transmission シグナル伝達 しぐなるでんたつ

signaling system 情報伝達系 じょうほうでんたつけ
い

silent nociceptor サイレント侵害受容
器

さいれんとしんがい
じゅようき

single photon emission 
computed tomography
（SPECT）

単一光子放射型コン
ピュータ断層撮影［法］

たんいつこうしほう
しゃがたこんぴゅーた
だんそうさつえい［ほ
う］

single-fi ber recording 単一神経記録［法］ たんいつしんけいきろ
く［ほう］

sinuvertebral nerve 椎骨洞神経 ついこつどうしんけい

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

sleep apnea 睡眠時無呼吸 すいみんじむこきゅう

sleeping nociceptor 休眠侵害受容器 きゅうみんしんがい
じゅようき

slipping rib syndrome すべり肋骨症候群 すべりろっこつしょう
こうぐん

slow pain 緩徐痛，遅い痛み かんじょつう，おそい
いたみ

short lasting unilateral neuralgiform headache 
attacks with conjunctival injection 
and tearing（SUNCT） syndrome
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Sluder’s neuralgia 
（＝sphenopalatine 
neuralgia）

スラダー神経痛（蝶
［形］口蓋神経痛）

すらだーしんけいつう
（ちょう［けい］こうが
いしんけいつう）

social learning 社会学習 しゃかいがくしゅう

social pain 社会的苦痛，社会的
痛み

しゃかいてきくつう，
しゃかいてきいたみ

social psychiatry 社会精神医学 しゃかいせいしんいがく

sodium ［ion］ channel 
（＝Na＋ channel）

ナトリウム［イオン］
チャネル

なとりうむ［いおん］
ちゃねる

sodium pump  （＝Na＋ 
pump）

ナトリウムポンプ なとりうむぽんぷ

somatalgia （＝somatic 
pain）

体性痛 たいせいつう

somatization disorder 身体化障害 しんたいかしょうがい

somato-autonomic refl ex 体性自律神経反射 たいせいじりつしんけ
いはんしゃ

somatoform disorder 身体表現性障害 しんたいひょうげんせ
いしょうがい

somatopsychic 身体精神の しんたいせいしんの

somatosensory 体性感覚 たいせいかんかく

somatosensory area
（＝somesthetic area）

体性感覚野 たいせいかんかくや

somatosensory evoked 
potential （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 
response

体性感覚誘発反応 たいせいかんかくゆう
はつはんのう

somatostatin ソマトスタチン そまとすたちん

somatotopic organization 体性局在機構 たいせいきょくざいき
こう

somatotopy 体性局在，ソマトト
ピー

たいせいきょくざい，
そまととぴー

somesthetic area 
（＝somatosensory area）

体性感覚野 たいせいかんかくや

somesthetic area 
（＝somatosensory area）
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spasm 攣縮，痙攣，スパス
ム

れんしゅく，けいれん，
すぱすむ

spasmodic apoplexy 攣縮性卒中 れんしゅくせいそっ
ちゅう

spasmodic dysmenorrhea 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］

spastic gait 痙性歩行 けいせいほこう

spastic pain 痙攣痛，痙攣性疼痛 けいれんつう，けいれ
んせいとうつう

spatial summation 空間加重 くうかんかじゅう

specifi c gravity 比重 ひじゅう

specifi c theory 特異説 とくいせつ

sphenopalatine foramen 蝶［形］口蓋孔 ちょう［けい］こうがい
こう

sphenopalatine neuralgia
（＝Sluder’s neuralgia）

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 notch 蝶［形］口蓋切痕 ちょう［けい］こうがい
せっこん

sphincteralgia 肛門括約筋痛 こうもんかつやくきん
つう

spina bifi da 二分脊椎 にぶんせきつい

spinal 脊髄の，脊椎の せきずいの，せきついの

spinal analgesia 脊髄くも膜下鎮痛 せきずいくもまくかち
んつう

spinal anesthesia 脊髄くも膜下麻酔 せきずいくもまくかま
すい

spinal antinociception 脊髄抗侵害受容 せきずいこうしんがい
じゅよう

spinal apoplexy 脊髄卒中 せきずいそっちゅう

spinal block 脊髄くも膜下ブロック せきずいくもまくかぶ
ろっく

spinal canal 脊柱管 せきちゅうかん

spinal canal stenosis 脊柱管狭窄症 せきちゅうかんきょう
さくしょう

spinal column 脊柱 せきちゅう

spinal cord 脊髄 せきずい

spasm
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spinal cord electrical 
stimulation

脊髄電気刺激［法］ せきずいでんきしげき
［ほう］

spinal cord injury 脊髄損傷 せきずいそんしょう

spinal cord stimulation 脊髄電気刺激 せきずいでんきしげき

spinal degeneration 脊髄変性 せきずいへんせい

spinal dorsal horn 脊髄後角 せきずいこうかく

spinal 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 fl uid 脊髄液 せきずいえき

spinal fracture 
（＝vertebral fracture）

脊椎骨折 せきついこっせつ

spinal fusion 脊椎固定術 せきついこていじゅつ

spinal ganglion （＝dorsal 
root ganglion）

脊髄神経節 せきずいしんけいせつ

spinal headache 脊椎［麻酔］性頭痛，
脊髄性頭痛

せきつい［ますい］せい
ずつう，せきずいせい
ずつう

spinal instability 脊椎不安定［症］ せきついふあんてい
［しょう］

spinal muscular atrophy 脊髄性筋萎縮 せきずいせいきんい
しゅく

spinal needle 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 nerve 脊髄神経 せきずいしんけい

spinal nerve root 脊髄神経根 せきずいしんけいこん

spinal organization 脊髄機構，脊髄構築 せきずいきこう，せき
ずいこうちく

spinal pain 脊椎痛 せきついつう

spinal processing 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，せきずいぷろせしん
ぐ

spinal puncture （＝spinal 
tap）

脊髄くも膜下腔穿刺 せきずいくもまくかく
うせんし

spinal refl ex 脊髄反射 せきずいはんしゃ

spinal segment 脊髄分節 せきずいぶんせつ

spinal shock 脊髄ショック せきずいしょっく

spinal shock
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spinal signal transmission 脊髄シグナル伝達 せきずいしぐなるでん
たつ

spinal stenosis 脊椎（柱）管狭窄症 せきつい（ちゅう）かん
きょうさくしょう

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

spinal trigeminal tract 
（＝spinotrigeminal tract）

三叉神経脊髄路 さんさしんけいせきず
いろ

spine 棘，脊柱 きょく，せきちゅう

spinocervical tract 脊髄頚髄路 せきずいけいずいろ

spino-parabrachial 
pathway

脊髄脚傍核路 せきずいきゃくぼうか
くろ

spino-ponto-amygdaloid 
pathway

脊髄･橋･扁桃体路 せきずい・きょう・へ
んとうたいろ

spinoreticular tract （SRT） 脊髄網様体路 せきずいもうようたい
ろ

spinorphin スパイノルフィン すぱいのるふぃん

spinothalamic tract （STT） 脊髄視床路 せきずいししょうろ

spiritual care スピリチュアルケア すぴりちゅあるけあ

spiritual distress スピリチュアルな苦
悩

すぴりちゅあるなくの
う

spiritual pain スピリチュアルペイ
ン

すぴりちゅあるぺいん

spirituality スピリチュアリティ すぴりちゅありてぃ

splanchnic ganglion block 内臓神経節ブロック ないぞうしんけいせつ
ぶろっく

splanchnic nerve block 内臓神経ブロック ないぞうしんけいぶ
ろっく

splenalgia （＝splenic 
pain, splenodynia）

脾臓痛 ひぞうつう

splint immobilization 副子固定 ふくしこてい

spondylalgia 脊椎痛 せきついつう

spondylarthrocace 脊椎カリエス，脊椎
結核

せきついかりえす，せ
きついけっかく

spondylitis 脊椎炎 せきついえん

spinal signal 
transmission
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spondylopathy 脊柱障害，脊椎症 せきちゅうしょうが
い，せきついしょう

spondylosis 脊椎症 せきついしょう

spontaneous discharge 自然発射，自然放電 しぜんはっしゃ，しぜ
んほうでん

spontaneous intracranial 
hypotension （SIH）

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 pain 自発痛 じはつつう

sprain （＝stremma） 捻挫 ねんざ

sprouting 発芽 はつが

stabbing pain （＝stinging 
pain）

刺痛，刺すような痛
み

しつう，さすようない
たみ

stalked cells （＝spinal 
interneuron）

茎状細胞 けいじょうさいぼう

state anxiety 状況不安 じょうきょうふあん

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，へんずつう
［じぞく］じょうたい

stellate ganglion 星状神経節 せいじょうしんけいせつ

stellate ganglion block 
（SGB）

星状神経節ブロック せいじょうしんけいせ
つぶろっく

stereotactic 
mesencephalotomy

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 radiosurgery 定位放射線手術 ていいほうしゃせん
しゅじゅつ

stereotactic surgery 定位手術 ていいしゅじゅつ

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，て
いいししょうせっかい
じゅつ

sternalgia （＝sternodynia） 胸骨痛 きょうこつつう

steroid ステロイド，ステロ
イド薬 

すてろいど，すてろい
どやく

stethalgia （＝pectoralgia） 胸痛 きょうつう

Stevens’s law 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



162

stiff ness 硬直，スティフネス こうちょく，すてぃふ
ねす

stimulant 刺激［興奮］性の，刺
激［興奮］薬

しげき［こうふん］せい
の，しげき［こうふん］
やく

stimulation 刺激［作用］ しげき［さよう］

stimulation-induced 
analgesia

刺激鎮痛，刺激誘発
性鎮痛

しげきちんつう，しげき
ゆうはつせいちんつう

stimulation-produced 
analgesia （SPA）

刺激鎮痛［法］，刺激
誘発性鎮痛

しげきちんつう［ほう］，
しげきゆうはつせいちん
つう

stimulus （pl. stimuli） 刺激 しげき

stomach 胃腹，胃，胃袋，胃
部

いふく，い，いぶくろ，
いぶ

stomachache 
（＝gastralgia, gastrodynia）

胃痛 いつう

stomatalgia 
（＝stomatodynia）

口腔痛 こうくうつう

straight-leg-raising test
（SLR）

下肢伸展挙上試験 かししんてんきょじょ
うしけん

strangury 有痛排尿困難 ゆうつうはいにょうこ
んなん

stremma （＝sprain） 捻挫 ねんざ

stress ストレス すとれす

stress reduction ストレス低減 すとれすていげん

stress response ストレス応答 すとれすおうとう

stress-induced analgesia ストレス誘発鎮痛 すとれすゆうはつちん
つう

stress-induced visceral 
hypersensitivity

ストレス誘発性内臓過
敏

すとれすゆうはつせい
ないぞうかびん

stretch-activated channel 伸展活性化チャネル しんてんかっせいか
ちゃねる

striatum 線条体 せんじょうたい

stroke ［脳］卒中 ［のう］そっちゅう

stroking allodynia 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

stiff ness
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strontium-89 （St-89，
89St）

ストロンチウム-89 すとろんちうむ89

stump neuralgia 断端神経痛 だんたんしんけいつう

stump pain 断端痛 だんたんつう

stylomastoid foramen 
（＝foramen 
stylomastoideum）

茎乳突孔 けいにゅうとつこう

subarachnoid 
（＝intrathecal）

くも膜下 くもまくか

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

subarachnoid block 
（＝intrathecal block）

くも膜下ブロック くもまくかぶろっく

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

subarachnoid puncture くも膜下穿刺 くもまくかせんし

subarachnoid space くも膜下腔 くもまくかくう

subception 閾下知覚 いきかちかく

subcostalgia 肋骨下神経痛 ろっこつかしんけいつう

subcutaneous cannulation 皮下カニュレーション ひかかにゅれーしょん

subcutaneous injection 皮下注射（注入） ひかちゅうしゃ（ちゅ
うにゅう）

subcutaneous （s.c.） 皮下の ひかの

subdorsal 背部下方の はいぶかほうの

subdural 硬膜下［の］ こうまくか［の］

subdural block 硬膜下ブロック こうまくかぶろっく

subdural cannulation 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 hematoma 硬膜下血腫 こうまくかけっしゅ

subdural space 硬膜下腔 こうまくかくう

subjective sensation 内因感覚，主観的感
覚

ないいんかんかく，
しゅかんてきかんかく

subliminal 閾値下の，意識に上
らない

いきちかの，いしきに
のぼらない

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

subnucleus reticularis 
dorsalis

背側網様亜核 はいそくもうようあかく

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

substance dependence 薬物依存症 やくぶついぞんしょう

substance P サブスタンスP さぶすたんすP

substantia alba （＝white 
matter）

白質 はくしつ

substantia gelatinosa 膠様質 こうようしつ

substantia gelatinosa 
centralis

中心膠様質 ちゅうしんこうようしつ

substantia gelatinosa 
Rolandi

ロランド膠様質 ろらんどこうようしつ

substantia grisea （＝gray 
matter）

灰白質 かいはくしつ

substantia grisea centralis 
（＝central gray matter）

中心灰白質 ちゅうしんかいはくしつ

substantia nigra 黒質 こくしつ

subthalamotomy 腹側視床切開［破壊］
術

ふくそくししょうせっ
かい［はかい］じゅつ

subthreshold stimulus 閾値下刺激 いきちかしげき

sufentanil スフェンタニル すふぇんたにる

suff ering 苦痛，苦悩 くつう，くのう

sumatriptan スマトリプタン すまとりぷたん

summation 加重 かじゅう

superfi cial cervical plexus 
block

浅頚神経叢ブロック せんけいしんけいそう
ぶろっく

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

superfi cial fascia 浅在筋膜 せんざいきんまく

superfi cial pain 表在痛 ひょうざいつう

superfi cial radial plexus 
block

浅橈骨神経ブロック せんとうこつしんけい
ぶろっく

submandibular 
ganglion
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superior cervical ganglion 上頚神経節 じょうけいしんけいせつ

superior hypogastric 
plexus block

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 trunk 上神経幹 じょうしんけいかん

superoxide スーパーオキシド すーぱーおきしど

supramaximal stimulus 最大上刺激 さいだいじょうしげき

supraorbital foramen
（＝foramen supraorbitale）

眼窩上孔，眼窩上切
痕

がんかじょうこう，が
んかじょうせっこん

supraorbital nerve 眼窩上神経 がんかじょうしんけい

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

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

supraspinal 上脊髄性，脊柱の，
棘上の

じょうせきずいせい，
せきちゅうの，きょく
じょうの

supraspinal ligament 棘上靭帯 きょくじょうじんたい

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

suprasternal space 胸骨上窩 きょうこつじょうか

sural nerve 腓腹神経 ひふくしんけい

symmetric distal 
neuropathy

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

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

sympathetic 交感神経性の こうかんしんけいせいの

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

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

sympathetic block/
blockade

交感神経ブロック こうかんしんけいぶ
ろっく

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

sympathetic dystrophy 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
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sympathetic ganglion 交感神経節 こうかんしんけいせつ

sympathetic nerve 交感神経 こうかんしんけい

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

sympathetic nervous 
system

交感神経系 こうかんしんけいけい

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

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

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

sympathetic trunk 交感神経幹 こうかんしんけいかん

sympathetic-aff erent 
coupling

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

sympathetically 
independent pain （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，こうかんし
んけいひいぞんせいと
うつう

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

sympathiconeuritis 交感神経炎 こうかんしんけいえん

sympathicopathy 交感神経障害 こうかんしんけいしょ
うがい

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

sympathoadrenal 交感神経副腎の こうかんしんけいふく
じんの

sympathoblast 交感神経芽細胞 こうかんしんけいがさ
いぼう

sympathoblastoma 
（＝sympathogonioma）

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，こうかん
しんけいさんせいさい
ぼうしゅ

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

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

symptomatic 症候性 しょうこうせい

symptomatic headache 症候性頭痛 しょうこうせいずつう

sympathetic ganglion
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symptomatic neuralgia 症候性神経痛 しょうこうせいしんけ
いつう

symptomatic reaction 症候性反応 しょうこうせいはんのう

symptomatic trigeminal 
neuralgia

症候性三叉神経痛 しょうこうせいさんさ
しんけいつう

symptomatolytic 症状緩解性の しょうじょうかんかい
せいの

synalgia （＝referred pain, 
telalgia）

遠隔痛，関連痛，投
射痛

えんかくつう，かんれん
つう，とうしゃつう

synapse シナプス しなぷす

synaptic シナプスの しなぷすの

synaptic function シナプス機能 しなぷすきのう

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

synaptic transmission シナプス伝達 しなぷすでんたつ

synchiria 両体側知覚［症］ りょうたいそくちかく
［しょう］

synovectomy 滑膜切開，滑膜切除 かつまくせっかい，か
つまくせつじょ

synovial joint 滑膜性関節，滑液関
節

かつまくせいかんせ
つ，かつえきかんせつ

synovitis 滑膜炎 かつまくえん

synovium 滑膜 かつまく

syringomyelia 脊髄空洞症 せきずいくうどうしょう

systemic action 全身作用 ぜんしんさよう

T t

tabes dorsalis 脊髄癆 せきずいろう

tachykinin タキキニン たききにん

tachykinin receptor タキキニン受容体 たききにんじゅようたい

tachyphylaxis タキフィラキシー，
速成耐性

たきふぃらきしー，そ
くせいたいせい

tactile agnosia 触覚失認 しょっかくしつにん

tactile agnosia



168

tactile allodynia 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 hyperesthesia 触覚過敏 しょっかくかびん

tactile sensation 触覚 しょっかく

tail-fl ick test 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，びとうひこうどう
しけん

talalgia 踵痛，距骨痛 しょうつう，きょこつ
つう

Tampa Scale of 
Kinesophobia

運動恐怖のタンパス
ケール（尺度）

うんどうきょうふのた
んぱすけーる（しゃく
ど）

tarsalgia 足根痛 そくこんつう

taut band トートバンド，緊張
帯

とーとばんど，きん
ちょうたい

tectospinal tract 視蓋脊髄路 しがいせきずいろ

telalgia （＝referred pain, 
synalgia）

遠隔痛，関連痛，投
射痛

えんかくつう，かんれ
んつう，とうしゃつう

telencephalon 終脳 しゅうのう

temperature sensation/
sense

温度［感］覚，温［感］覚 おんど［かん］かく，お
ん［かん］かく

temporal arteritis （＝giant 
cell arteritis）

側頭動脈炎（巨細胞性
動脈炎）

そくとうどうみゃくえ
ん（きょさいぼうせい
どうみゃくえん）

temporal gyrus 側頭回 そくとうかい

temporal summation 時間的加重 じかんてきかじゅう

temporomandibular 側頭下顎の，顎関節
の

そくとうかがくの，が
くかんせつの

temporomandibular 
arthrosis

顎関節症 がくかんせつしょう

temporomandibular disc 
displacement

顎関節円板転移 がくかんせつえんばん
てんい

temporomandibular 
disorder （TMD）

顎関節症 がくかんせつしょう

tactile allodynia
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temporomandibular joint 
（TMJ） pain-dysfunction 
syndrome

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］ 
syndrome （＝Costen’s 
syndrome）

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（こすてんしょ
うこうぐん）

temporomandibular pain 顎関節痛 がくかんせつつう

tender point 圧痛点 あっつうてん

tender zone 圧痛帯，知覚過敏帯 あっつうたい，ちかく
かびんたい

tenderness 圧痛 あっつう

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

tendonitis 腱鞘炎 けんしょうえん

tendosynovitis 腱滑膜炎 けんかつまくえん

tennis elbow （＝lateral 
humeral epicondylitis）

テニス肘（上腕骨外
側上顆炎）

てにすひじ（じょうわ
んこつがいそくじょう
かえん）

tenodynia 腱痛 けんつう

tension-type headache 
（TTH）

緊張型頭痛 きんちょうがたずつう

terebration 激痛，穿孔痛 げきつう，せんこうつう

terminal anguish 終末期の苦悶 しゅうまつきのくもん

terminal stage ターミナルステージ，
末期

たーみなるすてーじ，
まっき

test block テスト（試験）ブロック てすと（しけん）ぶろっく

test dose テスト（試験）投与量 てすと（しけん）とうよ
りょう

test injection 試験注射 しけんちゅうしゃ

testalgia （＝orchialgia, 
orchiodynia, 
orchioneuralgia）

精巣/睾丸痛 せいそう/こうがんつう

testicular polymodal 
receptor

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

tetanus 強縮，破傷風 きょうしゅく，はしょ
うふう

tetanus
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tetracaine テトラカイン てとらかいん

tetracyclic antidepressant 四環系抗うつ薬 よんかんけいこううつ
やく

tetrodotoxin （TTX） テトロドトキシン てとろどときしん

tetrodotoxin-resistant 
（TTX-R） sodium channel

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-sensitive 
（TTX-S） sodium channel

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

thalamic nociceptive 
neuronal activity

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 nucleus 
submedius

視床内側下核 ししょうないそくかかく

thalamic pain 視床痛 ししょうつう

thalamic pain syndrome 
（＝thalamic syndrome）

視床痛症候群 ししょうつうしょうこ
うぐん

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

thalamotomy 視床切開術 ししょうせっかいじゅつ

thalamus 視床 ししょう

therapeutic block 治療的ブロック ちりょうてきぶろっく

therapeutic dose 治療量，治療薬用量 ちりょうりょう，ち
りょうやくようりょう

therapeutic exercise 運動療法 うんどうりょうほう

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

thermal anesthesia 温覚脱失 おんかくだっしつ

thermal burn 温度熱傷 おんどねっしょう

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

thermal irritability 熱易刺激性 ねついしげきせい

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

thermal nociceptor 熱侵害受容器 ねつしんがいじゅようき

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

thermal sensation 温［感］覚，温度［感］覚 おん［かん］かく，おん
ど［かん］かく

thermal sensitization 温熱感作 おんねつかんさ

thermalgesia 温熱痛覚過敏 おんねつつうかくかびん

thermalgia 灼熱痛，疼痛性熱感 しゃくねつつう，とう
つうせいねつかん

thermography サーモグラフィー さーもぐらふぃー

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

thermotherapy 温熱療法 おんねつりょうほう

thoracalgia 
（＝thoracodynia）

胸郭痛 きょうかくつう

thoracic discotomy 胸椎椎間板切開［術］ きょうついついかんば
んせっかい［じゅつ］

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

thoracic sympathectomy 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 sympathetic 
ganglion

胸部交感神経節 きょうぶこうかんしん
けいせつ

thoracic sympathetic
ganglion block

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

thoracodynia 
（＝thoracalgia）

胸郭痛 きょうかくつう

thoracomyodynia 胸筋痛 きょうきんつう

thoracoscopic 
sympathectomy 
（＝endoscopic thoracic 
sympathectomy）

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］

threshold 閾値 いきち

threshold stimulus 
（＝liminal stimulus）

閾値刺激，限界刺激 いきちしげき，げんか
いしげき

thromboangitis obliterans 
（TAO） （＝Buerger’s 
disease）

閉塞性血栓［性］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
（ばーじゃーびょう）

thromboangitis obliterans 
（TAO） （＝Buerger’s 

disease）
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thromboxane トロンボキサン とろんぼきさん

thromboxane A2 トロンボキサンA2 とろんぼきさんA2

thunderclap headache 雷鳴頭痛 らいめいずつう

tibialgia 脛骨痛 けいこつつう

tic 顔面痙攣 がんめんけいれん

tic douloureux 有痛性チック ゆうつうせいちっく

Tietze’s syndrome ティーチェ症候群 てぃーちぇしょうこう
ぐん

tight junction 密着結合 みっちゃくけつごう

Tinel’s sign チネル徴候 ちねるちょうこう

titration 滴定 てきてい

tolerance 耐性 たいせい

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

Tolosa-Hunt syndrome トロサ-ハント症候群 とろさはんとしょうこ
うぐん

tonic pupil 緊張性瞳孔 きんちょうせいどうこう

tooth pulp 歯髄 しずい

toothache （＝dental pain, 
dentalgia odontalgia, 
odontodynia）

歯痛 しつう

tophaceous gout 結節性痛風 けっせつせいつうふう

topical （＝local） 局所的な きょくしょてきな

topical anesthesia 表面麻酔 ひょうめんますい

topiramate トピラマート とぴらまーと

total amnesia 全健忘 ぜんけんぼう

total behavior 全行動 ぜんこうどう

total care 全人的ケア ぜんじんてきけあ

total pain 全人的苦痛，全人的
痛み

ぜんじんてきくつう，
ぜんじんてきいたみ

total pain treatment 全人的痛みの治療 ぜんじんてきいたみの
ちりょう

thromboxane
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total spinal anesthesia 全脊髄くも膜下麻酔 ぜんせきずいくもまく
かますい

total spinal block 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

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，
しょっかくゆうはつせい
とうつう

tourniquet pain ターニケットペイ
ン，止血帯痛

たーにけっとぺいん，
しけつたいつう

toxic neuritis 中毒性神経炎 ちゅうどくせいしんけ
いえん

toxicity 毒性，毒力 どくせい，どくりょく

tracheal intubation 気管挿管 きかんそうかん

tracheal pain 気管痛 きかんつう

trachelodynia 
（＝cervicodynia）

頚部痛 けいぶつう

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

tractotomy 神経路切開（切断）術 しんけいろせっかい
（せつだん）じゅつ

trait anxiety 特性不安 とくせいふあん

tramadol トラマドール とらまどーる

transcranial stimulation 経頭蓋刺激 けいとうがいしげき

transcription factor 転写因子 てんしゃいんし

transcutaneous electrical 
acupuncture point 
stimulation （TEAS） 
（＝transcutaneous 
electric acupoint 
stimulation）

経皮経穴［電気鍼］刺
激［法］

けいひけいけつ［でん
きしん］しげき［ほう］

transcutaneous electrical 
nerve stimulation 
（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 
stimulation

経皮刺激 けいひしげき

transcutaneous 
stimulation
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transdermal 経皮［的］ けいひ［てき］

transdermal patch 貼付剤 ちょうふざい

transdiscal 経椎間板［的］ けいついかんばん［て
き］

transduction 導入，変換 どうにゅう，へんかん

transection 横断面，横断 おうだんめん，おうだん

transformed migraine 変容性片頭痛 へんようせいへんずつう

transganglionic 
degeneration

経神経節変性 けいしんけいせつへん
せい

transgenic knockout 
mouse

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
（とらんすじぇにっく）
のっくあうとまうす

transient pain 一過性痛，一過性の
痛み

いっかせいつう，いっ
かせいのいたみ

transient receptor 
potential cation 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

　 注：代表的なものにTRPV1，TPPA1
などがある

transitional zone pain 移行帯部痛 いこうたいぶつう

translocation 転座 てんざ

transmission 伝達 でんたつ

transmural 経粘膜的 けいねんまくてき

transporter トランスポータ とらんすぽーた

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

transsynaptic 
degeneration

経シナプス変性 けいしなぷすへんせい

transvaginal 経膣の けいちつの

transverse 横の，横経の よこの，おうけいの

transverse foramen 横突孔 おうとっこう

Traube’s space トラウベ腔［隙］ とらうべくう［げき］

traumatic cervical 
syndrome

外傷性頚部症候群 がいしょうせいけいぶ
しょうこうぐん

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

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

traumatic neuropathy 外傷性神経障害，外
傷性ニューロパシ
（チ）ー

がいしょうせいしんけ
いしょうがい，がい
しょうせいにゅーろぱ
し（ち）ー

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

Trautmann’s triangular 
space

トラウトマン三角腔 とらうとまんさんかく
くう

tremor 振戦 しんせん

trench foot （＝immersion 
foot）

浸水足，塹壕（ざん
ごう）足

しんすいそく，ざんご
うそく

Trendelenburg sign 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

triamcinolone トリアムシノロン とりあむしのろん

trichalgia （＝trichodynia） 毛髪痛 もうはつつう

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

trigeminal ganglion 
（＝Gasserian ganglion）

三叉神経節（ガッセ
ル神経節）

さんさしんけいせつ
（がっせるしんけいせつ）

trigeminal nerve 三叉神経 さんさしんけい

trigeminal neuralgia 
（＝trismus dolorifi cus）

三叉神経痛 さんさしんけいつう

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

trigeminal tractotomy 三叉神経路切開（切
断）［術］

さんさしんけいろせっ
かい（せつだん）［じゅ
つ］

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

trigger point トリガーポイント とりがーぽいんと

trismus dolorifi cus 
（＝trigeminal nueralgia）

三叉神経痛 さんさしんけいつう

trismus dolorifi cus 
（＝trigeminal nueralgia）
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trophic factor 栄養因子 えいよういんし

tropomyosin receptor 
kinase （Trk） receptor

トロポミオシン受容
体キナーゼ受容体

とろぽみおしんじゅよ
うたいきなーぜじゅよ
うたい

Trotter’s syndrome トロッター症候群 とろったーしょうこう
ぐん

truncal neuropathy 神経幹障害 しんけいかんしょうがい

tubal colic 卵管疝痛 らんかんせんつう

tumor 腫瘍，腫脹，腫瘤 しゅよう，しゅちょう，
しゅりゅう

tumor necrosis factor 
（TNF）

腫瘍壊死因子 しゅようえしいんし

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，しゅようかんれん
せいとうつう

Tuohy needle トゥーイ［硬膜外］針 とぅーい［こうまくが
い］しん

twelfth rib syndrome 第12肋骨症候群 だい12ろっこつしょう
こうぐん

twiching （＝jerking, 
plucking）

筋攣縮 きんれんしゅく

two-point threshold 二点弁別閾 にてんべんべついき

tyrosine kinase receptor 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

U u

ulcer pain 潰瘍痛 かいようつう

ulceration 潰瘍形成 かいようけいせい

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

ulnar nerve entrapment 尺骨神経絞扼 しゃくこつしんけいこ
うやく

ulnar nerve palsy 尺骨神経麻痺 しゃくこつしんけいまひ

ultrasonic 超音波の ちょうおんぱの

uncertainty 不確実性 ふかくじつせい

unfairness 不公平感 ふこうへいかん

trophic factor
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unilateral paralysis 片側［完全］麻痺 へんそく［かんぜん］まひ

unmyelinated 
（＝amyelinated, amyelinic, 
nonmyelinated）

無髄の むずいの

unmyelinated nerve fi ber 無髄神経線維 むずいしんけいせんい

unworthiness 無価値感 むかちかん

up-and-down 
phenomenon

アップダウン現象 あっぷだうんげんしょう

upper extremity 上肢 じょうし

upper motor neuron 上位運動ニューロン じょういうんどう
にゅーろん

up-regulation アップレギュレー
ション

あっぷれぎゅれーしょん

uremia 尿毒症 にょうどくしょう

uremic neuropathy 尿毒性神経障害，尿
毒性ニューロパシ
（チ）ー

にょうどくせいしんけ
いしょうがい，にょう
どくせいにゅーろぱし
（ち）ー

ureteral colic 尿管疝痛 にょうかんせんつう

ureteralgia 尿管痛 にょうかんつう

urethral syndrome 尿道症候群 にょうどうしょうこう
ぐん

urethralgia 
（＝urethrodynia）

尿道痛 にょうどうつう

urinary retention 尿閉，尿停滞 にょうへい，にょうて
いたい

urinary stress 
incontinence

腹圧性尿失禁 ふくあつせいにょう
しっきん

urodynia 排尿痛 はいにょうつう

urolithiasis 尿路結石 にょうろけっせき

uteritis 子宮炎 しきゅうえん

uveitis ブドウ膜炎【眼の】 ぶどうまくえん【めの】

uveitis
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V v

vaccination ワクチン接種 わくちんせっしゅ

vaccine ワクチン わくちん

vacuolation 空胞形成 くうほうけいせい

vacuole 小胞 しょうほう

vacuum headache 真空性頭痛 しんくうせいずつう

vagal 迷走神経の めいそうしんけいの

vagal attack 迷走神経発作 めいそうしんけいほっさ

vagal neuralgia 迷走神経痛 めいそうしんけいつう

vagal refl ex 迷走神経反射 めいそうしんけいはん
しゃ

vagal trunk 迷走神経幹 めいそうしんけいかん

vaginal delivery 経膣分娩 けいちつぶんべん

vaginismus 腟痙 ちつけい

vaginodynia 
（＝colpodynia）

腟痛 ちつつう

vagoglossopharyngeal 
neuralgia

迷走舌咽神経痛 めいそうぜついんしん
けいつう

vagotonia 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］

vagotonic 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，めいそうし
んけいかつどうこうし
んの

vagovagal refl ex 迷走神経反射 めいそうしんけいはん
しゃ

vagus nerve 迷走神経 めいそうしんけい

Vail’s syndrome （＝Vidian 
neuralgia）

ヴェイル症候群（ヴィ
ディアン神経痛）

ゔぇいるしょうこうぐん
（ゔぃでぃあんしんけい
つう）

validity 妥当性 だとうせい

Valleix’s point ヴァレイ圧痛点 ゔぁれいあっつうてん

valproic acid バルプロ酸 ばるぷろさん

value 価値観 かちかん

vaccination
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vanilloid receptor バニロイド受容体 ばにろいどじゅようたい

varicella-zoster virus 水痘‒帯状疱疹ウイ
ルス

すいとうたいじょうほ
うしんういるす

vascular headache 血管性頭痛 けっかんせいずつう

vascular pain 血管痛 けっかんつう

vasculitis 血管炎 けっかんえん

vasoactive agent 血管作動薬 けっかんさどうやく

vasoactive intestinal 
peptide （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

vasoconstriction 血管収縮 けっかんしゅうしゅく

vasodepressor 
（＝antihypertensive agent）

降圧薬 こうあつやく

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

vasomotion 血管運動 けっかんうんどう

vasoparalysis 血管神経麻痺 けっかんしんけいまひ

vasopressor 昇圧薬 しょうあつやく

vasospasm 血管攣縮 けっかんれんしゅく

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

venesection 瀉血，静脈切開 しゃけつ，じょうみゃ
くせっかい

venipuncture 静脈穿刺 じょうみゃくせんし

ventral 腹側の，前方の ふくそくの，ぜんぽうの

ventral posterolateral 
nucleus （VPL） 
（＝nucleus ventalis 
posterolateralis）

［視床］後外側腹側核 ［ししょう］こうがいそ
くふくそくかく

ventral posteromedial
 nucleus（VPM）
（＝nucleus ventralis 
posteromedialis）

［視床］後内側腹側核 ［ししょう］こうないそ
くふくそくかく

ventral root 前根 ぜんこん

ventral root
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ventral root aff erent 前根求心線維 ぜんこんきゅうしんせ
んい

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

ventrobasal nucleus of 
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（［ししょう］
こうふくそくぶ）

ventromedial 
hypothalamic nucleus 
（＝nucleus 
ventromedialis 
hypothalami）

視床下部腹内側核 ししょうかぶふくない
そくかく

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

verapamil ベラパミル べらぱみる

verbal category scale 言語カテゴリース
ケール

げんごかてごりーす
けーる

verbal description scale 
（VDS）

言語記述スケール げんごきじゅつすけーる

verbal rating pain score 言語評価痛みスコ
ア，言語評価疼痛ス
コア

げんごひょうかいたみ
すこあ，げんごひょう
かとうつうすこあ

verbal rating scale （VRS） 言語式評価スケール げんごしきひょうかす
けーる

vertebra 椎骨 ついこつ

vertebral collapse 椎骨圧潰 ついこつあっかい

vertebral foramen 椎孔 ついこう

vertebral fracture 
（＝spinal fracture）

脊柱骨折 せきちゅうこっせつ

vertebral ganglion 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，せきつ
いしんけいせつ

vertebroplasty 椎体形成術 ついたいけいせいじゅつ

vesicular GABA 
transporter

小胞GABA輸送体 しょうほうGABAゆそ
うたい

vesicular glutamate 
（VGLUT） transporter

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

ventral root aff erent
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vibratory stimulation 振動刺激 しんどうしげき

vicious cycle 悪循環 あくじゅんかん

Vidian neuralgia （＝Vail’s 
syndrome）

ヴィディアン神経痛
（ヴェイル症候群）

ゔぃでぃあんしんけい
つう（ゔぇいるしょう
こうぐん）

viral myalgia ウィルス性筋痛 ういるすせいきんつう

viral myositis ウィルス性筋炎 ういるすせいきんえん

Virchow-Robin space ウィルヒョー・ロビ
ン腔［隙］

うぃるひょーろびんく
う［げき］

visceral hyperalgesia 内臓痛覚過敏，内臓
過敏痛

ないぞうつうかくかびん，
ないぞうかびんつう

visceral ischemia 内臓虚血 ないぞうきょけつ

visceral neuralgia 内臓神経痛 ないぞうしんけいつう

visceral nociceptive 
response

内臓侵害反応 ないぞうしんがいはん
のう

visceral pain 内臓痛 ないぞうつう

visceral pain threshold 内臓痛閾値 ないぞうつういきち

visceral phantom pain 
（＝phantom visceral 
pain）

内臓［性］幻痛 ないぞう［せい］げんつう

visceral polymodal 
receptor

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 referred pain 内臓性関連痛 ないぞうせいかんれん
つう

visceral sensation/sense 内臓［感］覚 ないぞう［かん］かく

visceral silent C fi ber 内臓サイレントC線維 ないぞうさいれんとC
せんい

viscerosomatic refl ex 内臓体性反射 ないぞうたいせいはん
しゃ

visual analogue pain 
scale

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，しかくあな
ろぐとうつうすけーる

visual analogue 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，びじゅあるあなろ
ぐすけーる

visual analogue scale 
（VAS）
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vocal fremitus 音声震盪 おんせいしんとう

vocalization response 発声反応，啼鳴反応 はっせいはんのう，て
いめいはんのう

voiding pain 排尿痛 はいにょうつう

Volkmann’s contracture フォルクマン拘縮 ふぉるくまんこうしゅく

voltage-dependent sodium 
channel （＝voltage-
gated sodium （Na＋） 
channel）

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-gated/dependent 
ion 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-operated  Ca2＋ 
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

vomiting （＝emesis） 嘔吐 おうと

von Frey fi lament 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 hair/probe 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，ふぉんふらいへあ
（ぷろーぶ）

vulnerability 脆弱性，易損性 ぜいじゃくせい，いそ
んせい

vulvodynia 外陰部痛 がいいんぶつう

W w

Wallenberg’s syndrome ワレンベルグ症候群 われんべるぐしょうこ
うぐん

Wallerian degeneration ワーラー変性 わーらーへんせい

wandering pain 遊走痛，移動性の痛み ゆうそうつう，いどう
せいのいたみ

war neurosis 戦争神経症 せんそうしんけいしょう

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

warm fi ber 温熱線維 おんねつせんい

warm sensation 温［熱］感覚 おん［ねつ］かんかく

vocal fremitus
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wasting syndrome 消耗症候群 しょうもうしょうこう
ぐん

weakness 脱力感，衰弱，脱力 だつりょくかん，すい
じゃく，だつりょく

Weber-Christian disease ウェーバー・クリスチ
アン病

うぇーばーくりすちあ
んびょう

Weber-Fechner’s law 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

Wedensky’s eff ect ウェデンスキー効果 うぇでんすきーこうか

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

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

wheal 膨疹，蕁麻疹 ぼうしん，じんましん

whiplash injury むち打ち損傷 むちうちそんしょう

white matter 
（＝substantia alba）

白質 はくしつ

white rami 
communicantes

白交通枝 はくこうつうし

whitlow 瘭（ひょう）疽 ひょうそ

wide dynamic range
neuron （WDR neuron）  

広作動域ニューロン こうさどういきにゅー
ろん

wind-up ワインドアップ わいんどあっぷ

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，わいんどあっ
ぷようとうつう

wind-up phenomenon ワインドアップ現象 わいんどあっぷげん
しょう

wing of sacrum 仙骨翼 せんこつよく

Wisconsin Brief Pain 
Questionnaire （WBPQ）

ウィスコンシン簡易
痛み質問表，ウィス
コンシン簡易疼痛質
問表

うぃすこんしんかんい
いたみしつもんひょ
う，うぃすこんしんか
んいとうつうしつもん
ひょう

withdrawal 退薬［症状］の，逃避の たいやく［しょうじょ
う］の，とうひの

withdrawal fl exion refl ex 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，ひっこめくっ
きょくはんしゃ

withdrawal fl exion 
refl ex
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withdrawal refl ex 逃避反射 とうひはんしゃ

withdrawal symptom 退薬症状，逃避症状 たいやくしょうじょう，
とうひしょうじょう

withdrawal syndrome 退薬症候群 たいやくしょうこうぐん

worker’s compensation 
issue

労働補償問題 ろうどうほしょうもん
だい

World Health Organization 
（WHO）

世界保健機関 せかいほけんきかん

World Health Organization 
analgesic ladder in 
cancer pain

WHOがん性痛鎮痛
ラダー，WHOがん
疼痛鎮痛ラダー

WHOがんせいつうち
んつうらだー，WHO
がんとうつうちんつう
らだー

World Society of Pain 
Clinicians （WSPC）

世界ペインクリニ
シャン学会

せかいぺいんくりに
しゃんがっかい

wound 創傷 そうしょう

wound healing 創傷治癒 そうしょうちゆ

wound pain 創傷痛 そうしょうつう

wrist block 手首ブロック てくびぶろっく

writer’s cramp 書痙 しょけい

writhing response 身もだえ反応，もだ
え反応

みもだえはんのう，も
だえはんのう

X x

Xe キセノン きせのん

xenon lamp キセノンランプ きせのんらんぷ

xenobiotic 生体異物 せいたいいぶつ

xenogenic 外因性の がいいんせいの

xenophobia 他人恐怖症 たにんきょうふしょう

xerostomia 口内乾燥 こうないかんそう

xiphodynia 剣状突起痛 けんじょうとっきつう

withdrawal refl ex
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Y y

Yatabe-Guilford 
Personality Ⅰnventory

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］

yawn 欠伸 あくび

yellow ligament 
（＝ligamentum fl avum）

黄色靭帯 おうしょくじんたい

Yergason’s sign ヤーガソン徴候 やーがそんちょうこう

Yergason’s test ヤーガソン試験 やーがそんしけん

Yin and yang （Yin-Yang） 
forces

陰陽力 いんようりょく

yohimbine ヨヒンビン よひんびん

yohimbine dolorogenic 
zone

ヨヒンビン発痛帯 よひんびんはっつうたい

Z z

zonesthesia 帯状感，絞扼感 たいじょうかん,  こう
やくかん

zoster-associated pain 
（ZAP）

帯状疱疹関連痛 たいじょうほうしんか
んれんつう

zoster encephalitis 帯状疱疹性脳炎 たいじょうほうしんせ
いのうえん

zoster myelitis 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 sine herpete 無疱疹性帯状疱疹 むほうしんせいたい
じょうほうしん

Zung Self Rating 
Depression Scale

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

zygapophyseal joint pain 
（＝facet joint pain）

椎間関節痛 ついかんかんせつつう

zygomatic 頬骨の きょうこつの

zygomaticoauricular 頬骨耳介の きょうこつじかいの

zygomaticoauricular


