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分野 ひらがな ⽇本語 英語

精度管理・疫学
あーるおーしーきょくせん，
じゅしんしゃどうさとくせいきょくせん

ROC曲線，受信者動作特性曲線
receiver operating characteristic curve，
receiver operating characteristic curve

精度管理・疫学
あーるおーしーぶんせき，
じゅしんしゃどうさとくせいぶんせき

ROC分析，受信者動作特性分析
receiver operating characteristic analysis，
receiver operating characteristic analysis

精度管理・疫学 いがくはんだんがく 医学判断学 medical decision making
精度管理・疫学 いきちぶんせき 閾値分析 threshold analysis
精度管理・疫学 いちじけんしん ⼀次検診 primary screening
精度管理・疫学 いちじよぼう ⼀次予防 primary prevention
精度管理・疫学 いっぱんけんこうしんだん ⼀般健康診断 general health examination，health check-up
精度管理・疫学 いりょうけん 医療圏 medical care zone
精度管理・疫学 いりょうじこ 医療事故 medical accident
精度管理・疫学 いんてんしょん・つう・とりーとぶんせき インテンション・トゥ・トリート分析 intention to treat analysis（ITT）
精度管理・疫学 いんふぉーむど・こんせんと インフォームド・コンセント informed consent
精度管理・疫学 うしろむきけんきゅう 後ろ向き研究 retrospective study
精度管理・疫学 えいようしょうがい 栄養障害 malnutrition
精度管理・疫学 えきがく 疫学 epidemiology
精度管理・疫学 おうごんりつ ⻩⾦律 gold standard
精度管理・疫学 おせん 汚染 contamination
精度管理・疫学 おっず オッズ odds
精度管理・疫学 おっずひ オッズ⽐ odds ratio
精度管理・疫学 かいごほけん 介護保険 care insurance system
精度管理・疫学 (かいじじょう)けんてい （カイ２乗）検定 chi-square test，χ2test
精度管理・疫学 がいてきだとうせい 外的妥当性 external validity
精度管理・疫学 かいとうりつ 回答率 response rate
精度管理・疫学 かいにゅうけんきゅう 介⼊研究 intervention study
精度管理・疫学 がいらいはっけんがん 外来発⾒がん cancer detected by out-patient clinic
精度管理・疫学 かがくよぼう 化学予防 chemoprevention，chemoprophylaxis
精度管理・疫学 かくねんけんしん 隔年検診 biennial screening
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 かじょうしんだん 過剰診断 overdiagnosis
精度管理・疫学 かじょうしんだんによるかたより 過剰診断による偏り overdiagnosis bias
精度管理・疫学 かつどうしすう 活動指数 performance status（PS）

精度管理・疫学 かつどうてきへいきんよめい 活動的平均余命
active life expectancy，
disability free life expectancy

精度管理・疫学 かっとおふぽいんと カットオフポイント cut-off point
精度管理・疫学 かりしんだん 仮診断 tentative diagnosis
精度管理・疫学 かんきょうおせん 環境汚染 environmental pollution
精度管理・疫学 かんきょうきじゅん 環境基準 environmental standard
精度管理・疫学 かんさつてきけんきゅう 観察的研究 observational study
精度管理・疫学 がんとうろく がん登録 cancer registry

かんどのそくていほう 感度の測定法 assessment of the sensitivity

 ついせきほう  追跡法
 the method to follow up the population to detect
false negative cases

 どうじほう  同時法
 the method to compare the sensitivity to the gold
standard method

精度管理・疫学 かんどぶんせき 感度分析 sensitivity analysis
精度管理・疫学 かんりけんしん 管理検診 follow-up examination
精度管理・疫学 かんれんじゅもくほう 関連樹⽊法 relevance tree method
精度管理・疫学 ぎいんせい 偽陰性 false negative
精度管理・疫学 きかんゆうびょうすう 期間有病数 period prevalence

きけんいんし 危険因⼦ risk factor
（類）きけんよういん （類）危険要因 （類）risk factor
（類）りすくいんし （類）リスク因⼦
（類）りすくふぁくたー （類）リスクファクター

精度管理・疫学 きじゅつえきがく 記述疫学 descriptive epidemiology
精度管理・疫学 きじゅんち 基準値 reference values
精度管理・疫学 きじゅんはんい 基準範囲 reference intervals

精度管理・疫学

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
きゅうおーえる QOL quality of life
（類）くおりてぃおぶらいふ （類）クオリティ・オブ・ライフ （類）quality of life
（類）せいかつのしつ （類）⽣活の質

精度管理・疫学 ぎようせい 偽陽性 false positive
精度管理・疫学 きよきけん〔ど〕 寄与危険〔度〕 attributable risk
精度管理・疫学 きょようきけん 許容危険 acceptable risk
精度管理・疫学 きんりんたいしょう 近隣対照 neighborhood control
精度管理・疫学 くらすたーぶんせき クラスター分析 cluster analysis
精度管理・疫学 くろすおーばーほう クロスオーバー法 crossover design

けいとうてきそうかつ 系統的総括 systematic review
（類）しすてまてぃっくれびゅー （類）システマティックレビュー （類）systematic review

精度管理・疫学 けいりょうしんだんがく 計量診断学 numerical diagnostics
精度管理・疫学 けっせいえきがく ⾎清疫学 seroepidemiology

けつだんぶんせき 決断分析 decision making analysis
（類）けっていぶんせき （類）決定分析 (類）decision making analysis
けっていじゅ 決定樹 decision tree
（類）でぃしじょんつりー （類）ディシジョンツリー （類）decision tree

精度管理・疫学 けんこうかんり 健康管理 health care
精度管理・疫学 けんこうきけんどひょうか 健康危険度評価 health risk appraisal（HRA）
精度管理・疫学 けんこうきょういく 健康教育 health education
精度管理・疫学 けんこうけんしんじゅしんしゃのかたより 健康検診受診者の偏り healthy-screenee bias
精度管理・疫学 けんこうしひょう 健康指標 health index
精度管理・疫学 けんこうしょうがいひょうか 健康障害評価 health disorder assessment
精度管理・疫学 けんこうほけん 健康保険 health care insurance，health insurance
精度管理・疫学 けんさごかくりつ 検査後確率 posttest probability
精度管理・疫学 けんさまえかくりつ 検査前確率 pretest probability
精度管理・疫学 けんしん 健診 health check-up，health examination
精度管理・疫学 けんしん 検診 screening

精度管理・疫学

精度管理・疫学

精度管理・疫学

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 けんしんたいけい 検診体系 screening programs

精度管理・疫学 けんしんたいしょうしゃ 検診対象者
eligible people for the screening，
screening candidates

精度管理・疫学 けんしんのせいどかんり 検診の精度管理 quality control of mass screening
精度管理・疫学 けんぞんりつ 健存率 active life survival rate
精度管理・疫学 こうか 効果 effectiveness
精度管理・疫学 こうきけんぐん ⾼危険群 high-risk group
精度管理・疫学 こうさせきひ 交差積⽐ cross product ratio
精度管理・疫学 こうのう 効能 efficacy
精度管理・疫学 こうよう 効⽤ utility
精度管理・疫学 こうようちのそくていほう 効⽤値の測定法 measurement of utility
精度管理・疫学 こうらくよういん 交絡要因 confounding factor
精度管理・疫学 こうりつ 効率 efficiency
精度管理・疫学 こうれいかしゃかい ⾼齢化社会 aging society
精度管理・疫学 こうれいしゃ ⾼齢者 elderly，person of advanced years，the old
精度管理・疫学 こーねるいがくしすう コーネル医学指数 Cornell Medical Index

精度管理・疫学 こくさいしっぺいぶんるい 国際疾病分類
Injuries and Causes of Death（ICD），
International Classification of Disease

精度管理・疫学 こくさいほうしゃせんぼうごいいんかい 国際放射線防護委員会
International Commission on Radiological
Protection（ICRP）

精度管理・疫学 こくみんえいようちょうさ 国⺠栄養調査 national nutrition survey
精度管理・疫学 こくみんけんこうちょうさ 国⺠健康調査 national health survey

精度管理・疫学 こじんけんじょうち 個⼈健常値
individual normal range，
person-specific normal range，
subjective normal range

精度管理・疫学 こじんじょうほうほごほう 個⼈情報保護法 personal information protection law
精度管理・疫学 ごねんせいぞんりつ ５年⽣存率 five years survival rate
精度管理・疫学 こべつけんしん 個別検診 screening for personal health check
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 こほーとけんきゅう コホート研究 cohort study
精度管理・疫学 こんとろーる コントロール control

こんぷらいあんす コンプライアンス compliance
（類）じゅんしゅ （類）遵守 （類）adherence

精度管理・疫学 さーべいらんす サーベイランス surveillance
精度管理・疫学 さいだいきょようひばくせんりょう 最⼤許容被曝線量 maximum permissible exposure dose
精度管理・疫学 さいてきにぶんかつてん 最適２分割点 optimal cut-off point
精度管理・疫学 さいてきゆうどひ 最適尤度⽐ optimal likelihood ratio
精度管理・疫学 さぎょうきょうど 作業強度 work intensity
精度管理・疫学 じけいれつけんきゅう 時系列研究 time series study
精度管理・疫学 じごかくりつ 事後確率 posterior probability
精度管理・疫学 しすてむぶんせき システム分析 systems analysis
精度管理・疫学 しせつしゅうけん 施設集検 mass screening at specific institution
精度管理・疫学 じぜんかくりつ 事前確率 prior probability
精度管理・疫学 じっけんてきけんきゅう 実験的研究 experimental studies
精度管理・疫学 しっぺいほけん 疾病保険 sickness insurance
精度管理・疫学 してききじゅん ⾄適基準 gold standard
精度管理・疫学 しどうしせつ 指導施設 accreditation of educational facilities
精度管理・疫学 しぼうりすく 死亡リスク mortality risk
精度管理・疫学 しぼうりつ 死亡率 mortality，mortality rate
精度管理・疫学 しみゅれーしょん シミュレーション simulation
精度管理・疫学 しゅうけんはっけんがん 集検発⾒がん cancer cases detected by screening

精度管理・疫学 しゅうだんきじゅんはんい 集団基準範囲
reference interval based on test results for 95% of
the healthy population

精度管理・疫学 じゅうだんけんきゅう 縦断研究 longitudinal study
精度管理・疫学 しゅうだんけんしん 集団検診 mass screening

精度管理・疫学 じゅうみんしゅうけん 住⺠集検
mass screening for community，
population-based screening

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 じゅしんりつ 受診率 participation rate
精度管理・疫学 じゅしんれき 受診歴 history of screening
精度管理・疫学 じゅんじっけんてきけんきゅう 準実験的研究 quasi-experimental studies
精度管理・疫学 しょかいじゅしん 初回受診 initial examination

精度管理・疫学 しょくいきしゅうけん 職域集検
occupational screening for，
mass screening for occupational population，
screening in the workplace

精度管理・疫学 じんこうどうたいとうけい ⼈⼝動態統計 population survey report，vital statistics
精度管理・疫学 じんこうぴらみっど ⼈⼝ピラミッド population pyramid
精度管理・疫学 しんだんしょ 診断書 medical certificate

精度管理・疫学 しんだんせいど 診断精度
accuracy of diagnostic test，
diagnostic validity

精度管理・疫学 しんだんのう 診断能 diagnostic performance
精度管理・疫学 しんらいくかん 信頼区間 confidential interval
精度管理・疫学 しんらいど 信頼度 reliability
精度管理・疫学 すくりーにんぐてすと スクリーニングテスト screening test

精度管理・疫学 すくりーにんぐぷろぐらむのかんど スクリーニングプログラムの感度
screening sensitivity，
sensitivity of screening programs

精度管理・疫学 せいけんじゅしんしゃ 精検受診者 individual undergoing diagnostic examinations

精度管理・疫学 せいけんじゅしんりつ 精検受診率

percentage of examinees who underwent detailed
examination，
proportion of individuals undergoing diagnostic
examinations

せいぞんりつ ⽣存率 survival rate
 きたいせいぞんりつ  期待⽣存率  expected survival rate
 じっそくせいぞんりつ  実測⽣存率  observed survival rate
 そうたいせいぞんりつ  相対⽣存率  relative survival rate

精度管理・疫学 せいど 精度 accuracy，precision

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 せいどかんり 精度管理 accuracy control
精度管理・疫学 せいめいひょう ⽣命表 life table
精度管理・疫学 せるふせれくしょん・ばいあす セルフセレクション・バイアス self-selection bias
精度管理・疫学 せれくしょんばいあす セレクション・バイアス selection bias

せんさす センサス census
（類）こくせいちょうさ （類）国勢調査 （類）census
ぜんりんしょうき 前臨床期 pre-clinical phase
（類）ていたいきかん （類）停滞期間 （類）sojourn time

精度管理・疫学 そうかんけんきゅう 相関研究 correlation studies
精度管理・疫学 そうきがんわりあい 早期がん割合 proportion of early cancer
精度管理・疫学 そうきはっけんかのうぜんりんしょうき 早期発⾒可能前臨床期 detectable preclinical phase

精度管理・疫学 そうごうけんしん 総合健診
multiphasic health check-up，
multiphasic health examination

精度管理・疫学 そうたいきけん〔ど〕 相対危険〔度〕 relative risk
精度管理・疫学 そきゅうてきけんきゅう 遡及的研究 retrospective study
精度管理・疫学 そしきがたけんしん 組織型検診 organized screening
精度管理・疫学 そしぼうりつ 粗死亡率 crude mortality rate
精度管理・疫学 たいざいじかん 滞在時間 sojourn time
精度管理・疫学 たいさくがたけんしん 対策型検診 organized screening，population based screening
精度管理・疫学 たいしょうぐん 対照群 control group
精度管理・疫学 だいちょうがんけんしん ⼤腸がん検診 colorectal cancer screening
精度管理・疫学 たこうもくけんしん 多項⽬検診 multiphasic screening
精度管理・疫学 だとうせい 妥当性 validity
精度管理・疫学 だぶりんぐたいむ ダブリングタイム doubling time
精度管理・疫学 ちいきそうかんけんきゅう 地域相関研究 ecological study
精度管理・疫学 ちくねんけんしん 逐年検診 annual screening
精度管理・疫学 ちしりつ 致死率 fatality rate，lethality
精度管理・疫学 ちめいりつ 致命率 fatality rate

精度管理・疫学

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 ちゅうかんきがん 中間期がん interval cancers，interval cases

ちょうせいしぼうりつ 調整死亡率 adjusted mortality rate
（類）ていせいしぼうりつ （類）訂正死亡率 （類）adjusted mortality rate
ちょうせいせいぞんねん 調整⽣存年 adjusted life years
 かんど  感度  sensitivity，true positive ratio（TPR）
 （類）ゆうびょうせいしんりつ  （類）有病正診率  （類）sensitivity,  true positive ratio (TPR)
 ぎいんせいりつ  偽陰性率  false negative rate
 （類）ゆうびょうごしんりつ  （類）有病誤診率  （類）false negative rate
 ぎようせいりつ  偽陽性率  false positive rate
 （類）むびょうごしんりつ  （類）無病誤診率  （類）false positive rate
 とくいど  特異度  specificity
 （類）むびょうせいしんりつ  （類）無病正診率  （類）specificity

精度管理・疫学 ちょうせいりつ 調整率 adjusted rates
精度管理・疫学 ついせきちょうさ 追跡調査 follow-up study
精度管理・疫学 でーしーおー DCO death certificate only（DCO）

てきちゅうど 適中度，的中度 predictive value
 いんせいはんのうてきちゅうど  陰性反応適中度  negative predictive value
 ようせいはんのうてきちゅうど  陽性反応適中度  positive predictive value

精度管理・疫学 とうけいがくてきゆういさ 統計学的有意差 statistical significance
精度管理・疫学 どうほう 同胞 sibling
精度管理・疫学 とれーど・おふ トレード・オフ trade off relationship
精度管理・疫学 ないてきだとうせい 内的妥当性 internal validity
精度管理・疫学 にじけんしん ⼆次検診 diagnostic examination
精度管理・疫学 にじよぼう ⼆次予防 secondary prevention
精度管理・疫学 にんいがたけんしん 任意型検診 opportunistic screening
精度管理・疫学 にんげんどっく ⼈間ドック human dock，Ningen dock
精度管理・疫学 にんていぎし 認定技師 certified radiological technologist
精度管理・疫学 ねんれいかいきゅうべつりつ 年齢階級別率 age-specific rate

精度管理・疫学

精度管理・疫学

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 ねんれいこうせいず 年齢構成図 age composition
精度管理・疫学 ねんれいひょうじゅんかりつ 年齢標準化率 age-standardized rate

ばいあす バイアス bias
（類）かたより （類）偏り （類）bias

精度管理・疫学 ぴーち p値 p-value
精度管理・疫学 はんだんぶんせき 判断分析 decision analysis
精度管理・疫学 ひようこうかぶんせき 費⽤効果分析 cost-effectiveness analysis
精度管理・疫学 ひようこうようぶんせき 費⽤効⽤分析 cost-utility analysis
精度管理・疫学 ひょうじゅんかしぼうひ 標準化死亡⽐ standardized mortality ratio（SMR）

ひょうじゅんかしぼうりつ 標準化死亡率 age-adjusted mortality (rate)
（類）ねんれいちょうせいしぼうりつ （類）年齢調整死亡率 （類）age-adjusted mortality (rate)

精度管理・疫学 ひょうじゅんじんこう 標準⼈⼝ standard population
精度管理・疫学 ひようべんえきぶんせき 費⽤便益分析 cost-benefit analysis
精度管理・疫学 ぷらしーぼこうか プラシーボ効果 placebo effect
精度管理・疫学 ぶんせきえきがく 分析疫学 analytical epidemiology
精度管理・疫学 へいきん〔ち〕へのかいき 平均〔値〕への回帰 regression to the mean

精度管理・疫学 へいきんじゅみょう 平均寿命
average life expectancy，life expectancy at birth，
mean life

精度管理・疫学
へいきんてききけんど・こうきけんど・ていきけ
んど

平均的危険度・⾼危険度・低危険度 average risk・high risk・low risk

精度管理・疫学 へいきんよみょう 平均余命 expectation of life，life expectancy
精度管理・疫学 べいずのていり ベイズの定理 Bayes' theorem
精度管理・疫学 へきちいりょう 僻地医療 medical care in remote rural areas
精度管理・疫学 へんすう 変数 variable
精度管理・疫学 ぽあそんぶんぷ ポアソン分布 Poisson distribution
精度管理・疫学 ほすぴす ホスピス hospice
精度管理・疫学 まえむきけんきゅう 前向き研究 prospective study
精度管理・疫学 まっちど・ぺあほう マッチド・ペア法 matched pair method

精度管理・疫学

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
精度管理・疫学 まっちんぐ マッチング matching
精度管理・疫学 まんてる・へんつぇるてすと マンテル・ヘンツェルテスト Mantel-Haenszel test
精度管理・疫学 むさくいかひかくたいしょうしけん 無作為化⽐較対照試験 randomized controlled trial（RCT）
精度管理・疫学 むさくいわりつけ 無作為割り付け randomization
精度管理・疫学 めた・あなりしす メタ・アナリシス meta-analysis

もうけんほう 盲検法 blind experiment
 さんじゅうもうけん  三重盲検  triple blind test
 たんいつもうけん  単⼀盲検  single blind test
 にじゅうもうけん  ⼆重盲検  double blind test

精度管理・疫学 ゆうこうせい 有効性 effectiveness，efficacy
精度管理・疫学 ゆうどひ 尤度⽐ likelihood ratios
精度管理・疫学 ゆうびょうりつ 有病率 prevalence
精度管理・疫学 ようせいけんしゃ 要精検者 individuals required diagnostic examinations
精度管理・疫学 ようせいけんりつ 要精検率 recall rate
精度管理・疫学 ようせいりつ 陽性率 positive rate
精度管理・疫学 らべりんぐこうか ラベリング効果 labeling effect
精度管理・疫学 りーどたいむ・ばいあす リードタイム・バイアス lead-time bias
精度管理・疫学 りえき・ふりえき 利益・不利益 benefit・harm
精度管理・疫学 りかんりつ 罹患率 incidence rate
精度管理・疫学 りすくひ リスク⽐ risk ratio
精度管理・疫学 りょう‐はんのうかんけい 量‐反応関係 dose-response relationship
精度管理・疫学 りんしょうえきがく 臨床疫学 clinical epidemiology
精度管理・疫学 りんしょうき 臨床期 clinical phase of disease
精度管理・疫学 りんしょうしけん 臨床試験 clinical trials
精度管理・疫学 りんしょうはんだんぶんせき 臨床判断分析 clinical decision analysis
精度管理・疫学 りんりいいんかい 倫理委員会 ethical committee
精度管理・疫学 れんぐす・ばいあす レングス・バイアス length bias
精度管理・疫学 ろうじんほけん ⽼⼈保健 geriatric health

精度管理・疫学
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 あくせいさいくる 悪性サイクル malignant cycle
胃がん検診 あくせいりんぱしゅ 悪性リンパ腫 malignant lymphoma
胃がん検診 あっぱくさつえい 圧迫撮影 compressive radiography
胃がん検診 あっぱくぞう 圧迫像 compression image
胃がん検診 あっぱくとう 圧迫筒 compression cylinder
胃がん検診 あにさきすしょう アニサキス症 anisakiasis
胃がん検診 あみろいどーしす アミロイドーシス amyloidosis
胃がん検診 あれあそぞう アレア粗糙 irregularity of area
胃がん検診 あれあふせい アレア不整 irregularity of area
胃がん検診 あんだーちゅーぶほうしき アンダーチューブ⽅式 undertube system
胃がん検診 いーしーえるさいぼう ECL細胞 enterochromaffin-like cells
胃がん検診 いえき 胃液 gastric juice
胃がん検診 いがいあっぱい 胃外圧排 extrinsic compression

いかいよう 胃潰瘍 gastric ulcer
 いかいようはんこん  胃潰瘍瘢痕  gastric ulcer scar

胃がん検診 いかく 胃⾓ angulus ventriculi，gastric angle
胃がん検診 いかくかいだい 胃⾓開⼤ widening of gastric angle
胃がん検診 いかくしかい 胃⾓哆開 widening of gastric angle
胃がん検診 いかくちょう 胃拡張 gastric dilatation
胃がん検診 いかくのへんけい 胃⾓の変形 deformation of angle
胃がん検診 いかくぶ 胃⾓部 angular region
胃がん検診 いかすい 胃下垂 gastroptosis
胃がん検診 いがん 胃癌 gastric cancer
胃がん検診 いがんけんしん 胃がん検診 screening for stomach cancer
胃がん検診 いがんりすくそうべつか 胃がんリスク層別化 stratification of gastric cancer risk
胃がん検診 いがんりすくひょうか 胃がんリスク評価 evaluation of gastric cancer risk
胃がん検診 いくうちょうふんごう 胃空腸吻合 gastrojejunostomy
胃がん検診 いけいしつ 胃憩室 gastric diverticulum

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 いじゅうにしちょうふんごう 胃⼗⼆指腸吻合 gastroduodenostomy
胃がん検診 いしゅくきょうかい 萎縮境界 atrophic border
胃がん検診 いしゅくせい 萎縮性 atrophic
胃がん検診 いしゅくせいいえん 萎縮性胃炎 atrophic gastritis
胃がん検診 いしゅくせいかけいせいいえん 萎縮性過形成胃炎 atrophic hyperplastic gastritis
胃がん検診 いしゅっけつせい 易出⾎性 easiness of bleeding，friable, hemorrhagic
胃がん検診 いしょうく 胃⼩区 gastric area
胃がん検診 いじょうみゃくりゅう 胃静脈瘤 gastric varix (varices)
胃がん検診 いしょくどうぎゃくりゅうしょう 胃⾷道逆流症 gastroesophageal reflux disease
胃がん検診 いしょせいいねんまく 異所性胃粘膜 ectopic gastric mucosa
胃がん検診 いしょせいすい 異所性膵 ectopic pancreas，heterotopic pancreas
胃がん検診 いせき 胃⽯ bezoar of the stomach，gastric bezoar
胃がん検診 いせつじょごしょうこうぐん 胃切除後症候群 postgastrectomy syndrome

胃がん検診 いせんかじょうひ 胃腺窩上⽪
foveolar epithelium，pit cell，
superficial mucous cell

胃がん検診 いせんしゅ 胃腺腫 gastric adenoma
胃がん検診 いぜんていぶ 胃前庭部 antrum of stomach
胃がん検診 いぜんていぶもうさいけっかんかくちょうしょう 胃前庭部⽑細⾎管拡張症 gastric antral vascular ectasia

いたいぶ 胃体部
body of stomach，corpus ventriculi，
gastric body

 たいかぶ（いたいかぶ）  体下部（胃体下部）  lower body
 たいじょうぶ（いたいじょうぶ）  体上部（胃体上部）  upper body
 たいちゅうぶ（いたいちゅうぶ）  体中部（胃体中部）  middle body

胃がん検診 いていせん 胃底腺 gastric fundic glands

胃がん検診 いていせんがたいがん 胃底腺型胃癌
fundic gland type adenocarcinoma，
gastric adenocarcinoma of fundic gland type

胃がん検診 いていせんぽりーぷ 胃底腺ポリープ fundic gland polyp
胃がん検診 いないしきょうけんさ 胃内視鏡検査 gastroendoscopy

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 いにくしゅ 胃⾁腫 gastric sarcoma，sarcoma of the stomach
胃がん検診 いねんまくいしゅく 胃粘膜萎縮 gastric atrophy
胃がん検診 いぶつ 異物 foreign body
胃がん検診 いぶつじょきょ 異物除去 foreign body removal
胃がん検診 いへきこうか 胃壁硬化 rigidity of the gastric wall
胃がん検診 いへんけい 胃変形 gastric deformity
胃がん検診 いほう 胃泡 gastric fornix air
胃がん検診 いまるとりんぱしゅ 胃MALTリンパ腫 gastric MALT lymphoma
胃がん検診 いめーじいんてんしふぁいあ イメージインテンシファイア image intensifier system
胃がん検診 いろむらのある，まだらしきちょうの ⾊むらのある，まだらな⾊調の variegated
胃がん検診 いんえいけっそん 陰影⽋損 filling defect
胃がん検診 いんじごかるみん インジゴカルミン Indigo Carmine
胃がん検診 いんとう 咽頭 pharynx
胃がん検診 いんとうえん 咽頭炎 pharyngitis
胃がん検診 いんとうしょくどうせつごうぶ 咽頭⾷道接合部 pharyngoesophageal junction
胃がん検診 いんとうますい 咽頭⿇酔 anesthesia of pharynx
胃がん検診 ういるすせいしょくどうえん ウイルス性⾷道炎 viral esophagitis
胃がん検診 うっけつせい うっ⾎性 congested，congestive
胃がん検診 えーえふぴーさんせいいがん AFP産⽣胃癌 AFP‒Producing Gastric Cancer
胃がん検診 えーがたいえん Ａ型胃炎 type A gastritis
胃がん検診 えっくすせん Ｘ線 X-rays
胃がん検診 えっくすせんかん Ｘ線管 x-ray tube
胃がん検診 えっくすせんかんでんあつ Ｘ線管電圧 x-ray tube voltage
胃がん検診 えっくすせんかんでんりゅう Ｘ線管電流 tube current
胃がん検診 えっくすせんさつえい〔ほう〕 Ｘ線撮影〔法〕 radiography
胃がん検診 えっくすせんどくえい Ｘ線読影 capacity of reading in x-ray finding
胃がん検診 えっくすせんひばく Ｘ線被曝 exposure
胃がん検診 えっくすせんふぃるむ Ｘ線フィルム x-ray film
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 えぬびーあい 狭帯域光観察 narrow band imaging（NBI）
胃がん検診 えるしーあい LCI linked color imaging（LCI)
胃がん検診 えんげうんどう 嚥下運動 deglutition movement
胃がん検診 えんしょうせいせんいせいぽりーぷ 炎症性線維性ポリープ inflammatory fibroid polyp
胃がん検診 えんぱい 円背 humpback
胃がん検診 おうい 横胃 steer horn stomach
胃がん検診 おうかくまくきょじょうしょう 横隔膜挙上症 eventration of diaphragm
胃がん検診 おうかくまくへるにあ 横隔膜ヘルニア diaphragmatic hernia
胃がん検診 おうしょくしゅ ⻩⾊腫 xanthoma
胃がん検診 おうとつのあるねんまく 凹凸のある粘膜 uneven mucosa
胃がん検診 おーばーちゅーぶほうしき オーバーチューブ⽅式 over tube system
胃がん検診 かいぞうど 解像度 image resolution
胃がん検診 かいぞうりょく 解像⼒ resolution
胃がん検診 がいびこう 外⿐孔 anterior nares，nostrils
胃がん検診 かいようはんこん 潰瘍瘢痕 ulcer scar
胃がん検診 かいんとう 下咽頭 hypopharynx
胃がん検診 かいんとうがん 下咽頭癌 hypopharyngeal cancer
胃がん検診 かかんぶ 窩間部 intervening part
胃がん検診 かきょうひだ 架橋襞 bridging fold
胃がん検診 かくじつしょけん 確実所⾒ definite findings
胃がん検診 かくだいないしきょうけんさ 拡⼤内視鏡検査 magnifying endoscopy
胃がん検診 かけいせいせい 過形成性 hyperplastic
胃がん検診 かけいせいせいいえん 過形成性胃炎 hyperplastic gastritis
胃がん検診 かけいせいせいぽりーぷ 過形成性ポリープ hyperplastic polyp
胃がん検診 かごしゅせいはんてんせいぽりーぷ 過誤腫性反転性ポリープ hamartomatous inverted polyp
胃がん検診 がすとりん ガストリン gastrin
胃がん検診 がぞうきょうちょうかんさつ 画像強調観察 image-enhanced endoscopy
胃がん検診 かつだつへるにあ 滑脱ヘルニア sliding hernia
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 かつどうせいいえん 活動性胃炎 active gastritis
胃がん検診 かびこうかい 下⿐甲介 inferior nasal concha
胃がん検診 かびどう 下⿐道 inferior meatus of nose
胃がん検診 かぶしょくどう 下部⾷道 lower esophagus
胃がん検診 かりゅうさいぼうしゅ 顆粒細胞腫 granular cell tumor
胃がん検診 かりゅうじょう 顆粒状 granular
胃がん検診 かるちのいど カルチノイド carcinoid
胃がん検診 かるちのいどしゅよう カルチノイド腫瘍 carcinoid tumor
胃がん検診 かわぶくろじょうい ⾰袋状胃 leather-bottle stomach
胃がん検診 かんおうがたびらん 陥凹型びらん depressive erosion

かんおうせいびょうへん 陥凹性病変 depressed lesion，excavated lesion
 えんけい  円形  round
 かんおうてい  陥凹底  base，floor
 きょうかい  境界  boundary，demarcation，margin
 しゅうてい  周堤  marginal swelling，randwall（独)
 せんじょう  線状  linear
 だえんけい  楕円形  oval
 ふせいけい  不整形  irregular

胃がん検診 かんじだしょう カンジダ症 candidiasis
胃がん検診 かんせつえっくすせん〔さつえい〕そうち 間接Ｘ線〔撮影〕装置 photofluorographic apparatus
胃がん検診 かんせつえっくすせんさつえい 間接Ｘ線撮影 indirect radiography，photofluorography
胃がん検診 かんせつさつえいほうのひょうじゅんか 間接撮影法の標準化 standardized method of indirect radiography
胃がん検診 かんせつしゅうけん 間接集検 mass screening by indirect fluororadiography
胃がん検診 がんにくしゅ 癌⾁腫 carcinosarcoma
胃がん検診 きーぜるばっはぶい キーゼルバッハ部位 Kiesselbach area
胃がん検診 きのうせいでぃすぺぷしあ 機能性ディスペプシア functional dyspepsia
胃がん検診 ぎゃくけいしゃ 逆傾斜 reversed tilting
胃がん検診 ぎゃくりゅうせいしょくどうえん 逆流性⾷道炎 reflux esophagitis

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ぎゅうかくい ⽜⾓胃 bull-horn shaped stomach，steer horn stomach
胃がん検診 ぎゅうがんぞう ⽜眼像 bull's eye appearance
胃がん検診 きゅうせいいねんまくびょうへん 急性胃粘膜病変 acute gastric mucosal lesion（AGML）
胃がん検診 ぎゆうもん 偽幽⾨ pseudopylorus
胃がん検診 きゅうりゅうぶ 穹隆部 gastric fornix，gastric fundus
胃がん検診 ぎょうけつかい 凝⾎塊 clot
胃がん検診 きょうさく 狭窄 stenosis，stricture
胃がん検診 きょうしょうか 狭⼩化 narrowing
胃がん検診 きょうぶしょくどう 胸部⾷道 thoracic esophagus
胃がん検診 きょしじょうせんしゅ 鋸⻭状腺腫 serrated adenoma
胃がん検診 きょだいすうへき 巨⼤皺襞 giant fold，giant rugae
胃がん検診 きょだいひこうせいいえん 巨⼤肥厚性胃炎 giant hypertrophic gastritis
胃がん検診 きんきゅうけんさ 緊急検査 emergency test
胃がん検診 きんぼうさいはつかいよう 近傍再発潰瘍 recurrent ulcer adjacent to original site
胃がん検診 くっしんぐかいよう クッシング潰瘍 Cushing's ulcer
胃がん検診 くもじょうけっかんしゅ クモ状⾎管腫 vascular spider
胃がん検診 ぐりこーげんあかんとーしす グリコーゲンアカントーシス glycogenic acanthosis
胃がん検診 くるましゅうけん ⾞集検 mass screening by mobile detection unit
胃がん検診 けいこうぞうばいかん 蛍光増倍管 x-ray image intensifier tube
胃がん検診 けいこうないしきょう 蛍光内視鏡 auto-fluorescence imaging（AFI）
胃がん検診 けいしつ 憩室 diverticulum
胃がん検診 けいびないしきょう 経⿐内視鏡 transnasal endoscopy
胃がん検診 けいひないしきょうてきいろうぞうせつじゅつ 経⽪内視鏡的胃瘻造設術 percutaneous endoscopic gastrostomy（PEG）
胃がん検診 けいぶしょくどう 頸部⾷道 cervical esophagus
胃がん検診 けっかんかくちょうしょう ⾎管拡張症 angiectasia，angioectasia，vascular ectasia
胃がん検診 けっかんけいせいいじょう ⾎管形成異常 angiodysplasia
胃がん検診 けっかんしゅ ⾎管腫 hemangioma
胃がん検診 けっかんぞうのぞうきょう ⾎管像の増強 exaggerated vascular pattern
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 けっしゅ ⾎腫 hematoma
胃がん検診 けっせいこうたいほう ⾎清抗体法 serum antibody test
胃がん検診 けっせつ 結節 nodule
胃がん検診 けっせつじょう 結節状 nodular
胃がん検診 こうか 硬化 rigidity
胃がん検診 こうがいはん ⼝蓋帆 palatine velum，velum palatinum
胃がん検診 こうかぞう 硬化像 rigidity of the wall，stiffness
胃がん検診 こうけっせんやく 抗⾎栓薬 antithrombotic drug
胃がん検診 こうさんきゅうせいいえん 好酸球性胃炎 eosinophilic gastritis
胃がん検診 こうさんきゅうせいしょくどうえん 好酸球性⾷道炎 eosinophilic esophagitis
胃がん検診 こうたいか 抗体価 antibody titer
胃がん検診 こうたくのけつじょ 光沢の⽋如 lack of luster
胃がん検診 こうとう 喉頭 larynx
胃がん検診 こうとうがい 喉頭蓋 epiglottis
胃がん検診 こうないいんしこうたい 抗内因⼦抗体 intrinsic factor antibody
胃がん検診 こうのうどていねんせいばりうむ ⾼濃度低粘性バリウム Highly-concentrated low viscous barium
胃がん検診 こうはんせいしゅっけつ 広範性出⾎ extensive bleeding
胃がん検診 こうへき 後壁 posterior wall
胃がん検診 こーくすくりゅーようしょけん コークスクリュー様所⾒ corkscrew-like appearance
胃がん検診 こくしょくてん，こくしょくはん ⿊⾊点，⿊⾊斑 blood pigment point or spot
胃がん検診 こっかど ⿊化度 density
胃がん検診 こゆういせん 固有胃腺 proper gastric gland
胃がん検診 こらーげんせいいえん コラーゲン性胃炎 collagenous gastritis
胃がん検診 こりつせいじょうみゃくりゅう 孤⽴性静脈瘤 solitary varix (varices)
胃がん検診 こんとらすと コントラスト contrast
胃がん検診 こんぼうじょうひこう，こんぼうじょうひだい 棍棒状肥厚，棍棒状肥⼤ clubbing，club-like thickening
胃がん検診 さくかっか 錯⾓化 parakeratosis
胃がん検診 さくさんいんじごかるみんこんごうえき 酢酸インジゴカルミン混合液 Acetic acid-indigocarmine mixture
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 さくじょうけっかん 柵状⾎管 palisade vessel
胃がん検診 さつえいじょうけん 撮影条件 radiographic condition
胃がん検診 さるこいどーしす サルコイドーシス sarcoidosis
胃がん検診 ざんい 残胃 gastric remnant，remnant stomach
胃がん検診 ざんいがん 残胃がん residual stomach cancer
胃がん検診 ざんぞうほうごうし 残存縫合⽷ residual suture
胃がん検診 さんらんせん 散乱線 scattering radiation

胃がん検診 しーあーる CR
computed radiography（CR），
computer analyzed radiography

胃がん検診 じーさいぼう Ｇ細胞 G cell
胃がん検診 じかんかいこうぶ ⽿管開⼝部 eustachian orifice
胃がん検診 しきいしじょういねんまく 敷⽯状胃粘膜 cobblestone appearance
胃がん検診 しきそないしきょうけんさ〔ほう〕 ⾊素内視鏡検査〔法〕 chromoendoscopy，dye endoscopy
胃がん検診 しきちょうのへんか ⾊調の変化 change of the color
胃がん検診 しけつほう ⽌⾎法 hemostatic procedure
胃がん検診 じこめんえきせいいえん ⾃⼰免疫性胃炎 autoimmune gastritis
胃がん検診 しぜんし ⾃然史 natural course，natural history
胃がん検診 しぜんたいしゅく ⾃然退縮 spontaneous regression
胃がん検診 したたる したたる dripping，trickling
胃がん検診 じっこうしょうてん 実効焦点 effective focus

胃がん検診 じどうないしきょうせんじょうしょうどくそうち ⾃動内視鏡洗浄消毒装置
automatic washing and disinfecting device for
endoscope

胃がん検診 しどにーぶんるい シドニー分類 Sydney system
胃がん検診 しぼうしゅ 脂肪腫 lipoma
胃がん検診 しゃうかすてん シャウカステン x-ray film viewer
胃がん検診 しゃしがたないしきょう 斜視型内視鏡 oblique-viewing endoscope
胃がん検診 じゅうえいほう 充えい（盈）法 filling method
胃がん検診 しゅうえんへき 周縁壁 edge of gastric ulcer，randwall (独)
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 じゅうけつせい 充⾎性 hyperemic

しゅうちゅうすうへき 集中皺襞 converging folds，radiating folds
（類）しゅうちゅうひだ （類）集中襞 （類）converging folds

（類）radiating folds
胃がん検診 しゅうちゅうすうへきのせいじょう 集中皺襞の性状 characteristic of converging folds

胃がん検診 しゅうてい 周堤
circular embankment，elevated distinct borders，
randwall (独)

胃がん検診 じゅうにしちょうえん ⼗⼆指腸炎 duodenitis
胃がん検診 じゅうにしちょうかいよう ⼗⼆指腸潰瘍 duodenal ulcer
胃がん検診 じゅうにしちょうかいようはんこん ⼗⼆指腸潰瘍瘢痕 duodenal ulcer scar

胃がん検診 じゅうにしちょうかこうぶ ⼗⼆指腸下⾏部
descending part of the duodenum，
second part of the duodenum

胃がん検診 じゅうにしちょうがん ⼗⼆指腸癌 duodenal cancer
胃がん検診 じゅうにしちょうきゅうぶ ⼗⼆指腸球部 duodenal bulb
胃がん検診 じゅうにしちょうせんしゅ ⼗⼆指腸腺腫 duodenal adenoma
胃がん検診 しゅうへん 周辺 adjacent zone
胃がん検診 しゅさいぼう 主細胞 chief cell
胃がん検診 しゅちょう，しゅちょうした 腫脹，腫脹した swelling，swollen
胃がん検診 しゅっけつ 出⾎ bleeding，hemorrhage
胃がん検診 しゅっけつげん 出⾎源 source of bleeding
胃がん検診 しゅっけつせいいえん 出⾎性胃炎 hemorrhagic gastritis
胃がん検診 しゅっけつせいびらん 出⾎性びらん hemorrhagic erosion
胃がん検診 しゅっけつのこんせき 出⾎の痕跡 stigmata of bleeding
胃がん検診 しゅよう 腫瘍 neoplasm
胃がん検診 しゅりゅう 腫瘤 mass，tumor
胃がん検診 しゅりゅういんえい 腫瘤陰影 mass shadow，tumor shadow
胃がん検診 じょういんとう 上咽頭 epipharynx
胃がん検診 しょうかかんかんしつしゅよう 消化管間質腫瘍 gastrointestinal stromal tumor（GIST）

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 しょうかかんかんようけいさいぼうしゅよう 消化管間葉系細胞腫瘍 gastrointestinal mesenchymal tumor（GIMT）
胃がん検診 しょうくどうくうちょうふんごう ⾷道空腸吻合 esophagoileal anastomosis
胃がん検診 しょうこう ⼩溝 sulculus
胃がん検診 しょうしゃせんりょうりつ 照射線量率 exposure rate
胃がん検診 じょうじゅうにしちょうかく 上⼗⼆指腸⾓ superior duodenal angle
胃がん検診 しょうてん 焦点 focus
胃がん検診 しょうどく 消毒 disinfection
胃がん検診 じょうびこうかい 上⿐甲介 superior nasal concha
胃がん検診 じょうびどう 上⿐道 superior meatus of nose
胃がん検診 じょうひないにゅうとうけっかんるーぷ 上⽪内乳頭⾎管ループ intra-epithelial papillary capillary loop

胃がん検診 じょうぶしょうかかんえっくすせんけんさ 上部消化管Ｘ線検査
upper gastrointestinal series（G.I.series），
x-ray examination of the upper gastrointestinal
tract

胃がん検診 じょうぶしょうかかんないしきょうけんさ 上部消化管内視鏡検査
esophagogastroduodenoscopy（EGD），
upper gastrointestinal endoscopy

胃がん検診 じょうぶしょくどう 上部⾷道 upper esophagus
胃がん検診 じょうみゃくかくちょう 静脈拡張 solitary venous dilatation
胃がん検診 じょうみゃくかくちょうしょう 静脈拡張症 venous dilatation
胃がん検診 じょうみゃくりゅう 静脈瘤 varices，varix
胃がん検診 しょうめんさつえい 正⾯撮影 frontal view
胃がん検診 しょうわん ⼩彎，⼩弯 lesser curvature，lesser curvature of stomach

胃がん検診 しょうわんたんしゅく ⼩彎短縮
narrowing of the gastric angle，
shortening of lesser curvature，
shrinkage of the gastric angle

胃がん検診 しょくどう・いねんまくせつごうぶ ⾷道・胃粘膜接合部
EG junction，esophagogastric mucosal junction，
Z-line

胃がん検診 しょくどう・いれっしょう ⾷道・胃裂傷 esophagogastric tear
胃がん検診 しょくどうあからしあ（あからじあ） ⾷道アカラシア（アカラジア） achalasia
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 しょくどういせつごうぶ ⾷道胃接合部 esophagogastric junction

胃がん検診 しょくどういせつごうぶがん ⾷道胃接合部癌
adenocarcinoma of esophagogastric junction，
esophagogastric junction cancer

胃がん検診 しょくどういないしきょうけんさ ⾷道胃内視鏡検査 esophagogastroscopy
胃がん検診 しょくどううえぶ ⾷道ウエブ esophageal web
胃がん検診 しょくどううんどうきのういじょうしょう ⾷道運動機能異常症 esophageal mortality disorder
胃がん検診 しょくどうえん ⾷道炎 esophagitis
胃がん検診 しょくどうかつやくきんぶ ⾷道括約筋部 esophageal sphincteric region
胃がん検診 しょくどうがん ⾷道癌 esophageal cancer
胃がん検診 しょくどうがんけんしん ⾷道がん検診 screening for esophageal cancer
胃がん検診 しょくどうぎけいしつ ⾷道偽憩室 esophageal intramural pseudodiverticulosis
胃がん検診 しょくどうさくじょうけっかん ⾷道柵状⾎管 esophageal palisade vessels
胃がん検診 しょくどうじょうみゃくりゅう ⾷道静脈瘤 esophageal varix (varices)
胃がん検診 しょくどうせん ⾷道腺 esophageal gland
胃がん検診 しょくどうとうしさつえい ⾷道透視撮影 esophageal fluoroscopy
胃がん検診 しょくどうないしきょうけんさ ⾷道内視鏡検査 esophagoscopy
胃がん検診 しょくどうにゅうこうぶ ⾷道⼊⼝部 esophagus orifice
胃がん検診 しょくどうひしせん ⾷道⽪脂腺 esophageal sebaceous gland
胃がん検診 しょくどうめらのーしす ⾷道メラノーシス melanosis of the esophagus
胃がん検診 しょくどうめらのーま ⾷道メラノーマ melanoma of the esophagus
胃がん検診 しょくどうれっこうへるにあ ⾷道裂孔ヘルニア hiatal hernia，hiatus hernia
胃がん検診 しんけいないぶんぴがん 神経内分泌癌 neuroendocrine cancer
胃がん検診 しんけいないぶんぴしゅよう 神経内分泌腫瘍 neuroendocrine tumor
胃がん検診 しんこういがん 進⾏胃がん advanced gastric cancer
胃がん検診 じんこうてきしゅっけつ ⼈⼯的出⾎ artificial bleeding，traumatic bleeding
胃がん検診 しんこうど,  しんてんど 進⾏度,  進展度 staging classification，stage grouping
胃がん検診 じんそくうれあーぜしけん 迅速ウレアーゼ試験 rapid urease test
胃がん検診 しんたつど 深達度 depth of cancer invasion
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 しんてんふりょう 伸展不良 poor distensibility
胃がん検診 すうへき（＝ひだ） 皺襞（＝襞） fold，mucosal fold

胃がん検診 すうへきしゅうちゅう（すうへき＝ひだ） 皺襞集中（皺襞＝襞）
convergency of the folds，converging folds，
fold convergence

胃がん検診 すうへきしゅだい・だこう（すうへき＝ひだ） 皺襞腫⼤・蛇⾏（皺襞＝襞） enlarged fold，tortuous fold
胃がん検診 すうへきのさきぼそり（すうへき＝ひだ） 皺襞の先細り（皺襞＝襞） tapering of the fold
胃がん検診 すうへきのちゅうだん（すうへき＝ひだ） 皺襞の中断（皺襞＝襞） abrupt ending of the fold
胃がん検診 すうへきひこう 皺襞肥厚 fold thickening，thick of folds
胃がん検診 すきるす スキルス scirrhous carcinoma，scirrhus

すきるすがん スキルス癌 scirrhous carcinoma
 こうがん（すきるす）  硬癌（スキルス）  scirrhous

胃がん検診 すとりっぷ・ばいおぷしー ストリップ・バイオプシー strip biopsy
胃がん検診 すとれすかいよう ストレス潰瘍 stress ulcer
胃がん検診 すなどけいい 砂時計胃 hour-glass stomach
胃がん検診 すねあかんし スネア鉗⼦ snare forceps
胃がん検診 すぽっとしょっと スポットショット spot radiography
胃がん検診 せいけん ⽣検 biopsy
胃がん検診 せいけんかんし ⽣検鉗⼦ biopsy forceps
胃がん検診 せいけんごしゅっけつ ⽣検後出⾎ bleeding after biopsy
胃がん検診 せいけんこん ⽣検痕 biopsy scar，biopsy wound
胃がん検診 せいけんひょうほん ⽣検標本 biopsy sample，biopsy specimen
胃がん検診 せいじょうこうたく 正常光沢 normal luster
胃がん検診 せいしょくせんせんりょう ⽣殖腺線量 gonad dose
胃がん検診 せいみつえっくすせんけんさ 精密Ｘ線検査 detailed x-ray examination

胃がん検診 せいみつけんさ 精密検査
closed examination，detailed examination，
work-up examination

胃がん検診 せきがいこうないしきょう ⾚外光内視鏡 infra-red imaging（IRI）
胃がん検診 ぜっこん ⾆根 the root of tongue

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 せっしょくしゅっけつ 接触出⾎ contact bleeding
胃がん検診 せっせんぞう 接線像 tangent figure
胃がん検診 せんえいど 鮮鋭度 sharpness
胃がん検診 せんか 腺窩 crypt
胃がん検診 せんかいこうぶ 腺開⼝部 crypt opening（CO)
胃がん検診 せんかじょうひかけいせいせいぽりーぷ 腺窩上⽪過形成性ポリープ foveolar hyperplastic polyp
胃がん検診 せんかへんえんじょうひ 腺窩辺縁上⽪ marginal crypt epithelium（MCE）
胃がん検診 せんきょうかい 腺境界 atrophic border
胃がん検診 せんこう 穿孔 perforation

せんしゅ 腺腫 adenoma
 せんじょうかいようはんこん  線状潰瘍瘢痕  linear ulcer scar

胃がん検診 せんじょうかいよう 線状潰瘍 lineal ulcer
胃がん検診 せんつう 穿通 penetration
胃がん検診 ぜんていぶ 前庭部 antrum
胃がん検診 ぜんどう 蠕動 peristalsis
胃がん検診 ぜんとうやく 前投薬 premedication
胃がん検診 ぜんぺき 前壁 anterior wall
胃がん検診 ぜんぺきれりーふぞう 前壁レリーフ像 relief image of the anterior wall

ぜんぽうし〔ないしきょう〕 前⽅視〔内視鏡〕 forward-viewing 〔endoscopy〕
（類）ちょくし （類）直視［内視鏡］ （類）forward-viewing 〔endoscope〕

胃がん検診 ぞうえいけんさほう 造影検査法 contrast-media examination
胃がん検診 ぞうえいざい 造影剤 contrast media
胃がん検診 ぞうかんし 増感紙 intensifying screen

胃がん検診 そうきいがん 早期胃癌
early carcinoma of the stomach，
early gastric cancer

胃がん検診 そうはくな，たいしょくした 蒼⽩な，褪⾊した pale
胃がん検診 そうびどう 総⿐道 common meatus of nose
胃がん検診 そくし〔ないしきょう〕 側視〔内視鏡〕 lateral viewing 〔endoscope〕，side-viewing

胃がん検診

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 たーるべん タール便 tarry stool
胃がん検診 だいいちしゃい 第⼀斜位 right anterior oblique position
胃がん検診 たいじょうかいよう 帯状潰瘍 trench ulcer
胃がん検診 たいしょくちょう 褪⾊調 discoloration，discolored
胃がん検診 だいにしゃい 第⼆斜位 left anterior oblique position
胃がん検診 たいりょうしゅっけつ ⼤量出⾎ massive bleeding
胃がん検診 たいわん ⼤彎，⼤弯 greater curvature，greater curvature of stomach
胃がん検診 たこいぼびらん たこいぼびらん varioliform erosion，verrucous gastritis
胃がん検診 たたみめもよう 畳⽬模様 tatamime sign
胃がん検診 たっしぇ タッシェ pocket，tasche（独）
胃がん検診 たはつせいかいよう 多発性潰瘍 multiple ulcers
胃がん検診 たはつせいかいようはんこん 多発性潰瘍瘢痕 multiple ulcer scar
胃がん検診 たはつせいはくしょくへんぺいりゅうき 多発性⽩⾊扁平隆起 multiple white and flat elevated lesions
胃がん検診 たまりぞう たまり像 pool，pooling
胃がん検診 たるみ たるみ slackening
胃がん検診 たんじゅんかいよう 単純潰瘍 simple ulcer
胃がん検診 だんたんがん 断端がん stump cancer
胃がん検診 だんぴんぐしょうこうぐん ダンピング症候群 dumping syndrome
胃がん検診 ちずじょうほっせき 地図状発⾚ map-like redness
胃がん検診 ちゃかっしょくのりょういき 茶褐⾊の領域 brownish area
胃がん検診 ちゅういんとう 中咽頭 mesopharynx，oropharynx
胃がん検診 ちゅうびこうかい 中⿐甲介 middle nasal concha
胃がん検診 ちゅうびどう 中⿐道 middle meatus of nose
胃がん検診 ちゅうぶしょくどう 中部⾷道 middle esophagus
胃がん検診 ちょうおんぱないしきょうかせんしきゅういん 超⾳波内視鏡下穿刺吸引 endoscopic ultrasound-fine needle aspiration
胃がん検診 ちょうおんぱないしきょうけんさ 超⾳波内視鏡検査 endoscopic ultrasonography（EUS）
胃がん検診 ちょうじょうひかせい 腸上⽪化⽣ intestinal metaplasia
胃がん検診 ちょうふくゆうもん 重複幽⾨ double pylorus
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ちょくせつえっくすせんさつえい 直接Ｘ線撮影 direct radiography
胃がん検診 ちょくせつしゅうけん 直接集検 mass screening by direct fluororadiography
胃がん検診 ちりょうないしきょう 治療内視鏡 therapeutic endoscopy
胃がん検診 ちんけいざい 鎮痙剤 antispasmodic agent
胃がん検診 ちんせいざい 鎮静剤 sedative（agent）

胃がん検診
ていきんちょうせいじゅうにしちょうさつえいほ
う

低緊張性⼗⼆指腸撮影法 hypotonic duodenography

胃がん検診 でじたるえっくすせんさつえい デジタルＸ線撮影 digital radiography（DR）
胃がん検診 でゅらふぉいかいよう デュラフォイ潰瘍 Dieulafoy's lesion
胃がん検診 でれ デレ delle
胃がん検診 てんいせいいがん 転移性胃癌 metastatic gastric cancer
胃がん検診 でんげん 電源 electrical power source
胃がん検診 でんしすこーぷ 電⼦スコープ electronic scope
胃がん検診 でんしないしきょう 電⼦内視鏡 electronic endoscopy
胃がん検診 てんじょうしゅっけつ 点状出⾎ petechia
胃がん検診 てんじょうほっせき 点状発⾚ spotty redness
胃がん検診 とうしさつえいそうち 透視撮影装置 fluoroscope radiographic apparatus
胃がん検診 とうしそうち 透視装置 fluoroscopic unit
胃がん検診 とうしほう 透視法 fluoroscopy
胃がん検診 とうりょうぞう 透亮像 translucency

胃がん検診 どくえいはんていきじゅん 読影判定基準
standardized criteria for image interpretation，
standardized method to decide x-ray

胃がん検診 どくえいふのう 読影不能 poor quality of films
胃がん検診 とけつ 吐⾎ hematemesis
胃がん検診 とっしゅつ 突出 excrescence，protrusion
胃がん検診 とりはだ ⿃肌 nodularity
胃がん検診 とりはだいえん ⿃肌胃炎 nodular gastritis
胃がん検診 どんきしょう 呑気症 aerophagia
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ないしきょう 内視鏡 endoscope
胃がん検診 ないしきょうけんさ 内視鏡検査 endoscopy
胃がん検診 ないしきょうせいけん 内視鏡⽣検 endoscopic biopsy
胃がん検診 ないしきょうてきいぶつじょきょ 内視鏡的異物除去 endoscopic foreign body removal
胃がん検診 ないしきょうてきこうかりょうほう 内視鏡的硬化療法 endoscopic injection sclerotherapy
胃がん検診 ないしきょうてきしけつじゅつ 内視鏡的⽌⾎術 endoscopic hemostasis
胃がん検診 ないしきょうてきちりょう 内視鏡的治療 endoscopy treatment
胃がん検診 ないしきょうてきねんまくかそうはくりじゅつ 内視鏡的粘膜下層剥離術 endoscopic submucosal dissection（ESD）
胃がん検診 ないしきょうてきねんまくせつじょじゅつ 内視鏡的粘膜切除術 endoscopic mucosal resection（EMR）
胃がん検診 ないぞうぎゃくいしょう 内臓逆位症 heterotaxia，visceral inversion
胃がん検診 ないぶんぴさいぼう 内分泌細胞 endocrine cell
胃がん検診 ないぶんぴつさいぼうがん 内分泌細胞癌 endocrine cell carcinoma
胃がん検診 ないぶんぴつさいぼうびしょうほうそう 内分泌細胞微⼩胞巣 endocrine cell micronest
胃がん検診 ながれでる 流れ出る flowing
胃がん検診 なんこうがい 軟⼝蓋 soft palate
胃がん検診 にくげしゅせいいえん ⾁芽腫性胃炎 granulomatous gastritis
胃がん検診 にじみでる にじみでる oozing
胃がん検診 にじゅうせんか ⼆重線化 double line
胃がん検診 にじゅうぞうえいほう ⼆重造影法 double contrast method

にっしぇ ニッシェ niche，ulcer crater
 しょうめんにっしぇ  正⾯ニッシェ  enface niche
 そくめんにっしぇ  側⾯ニッシェ  profile niche

胃がん検診 にゅうとうしゅ 乳頭腫 papilloma
胃がん検診 にゅうとうじょう 乳頭状 papillary
胃がん検診 にょうそこきしけん 尿素呼気試験 urea breath test
胃がん検診 にょうちゅうこうたいほう 尿中抗体法 urine antibody test
胃がん検診 ねじれ ねじれ twist
胃がん検診 ねんえきけいさいぼう 粘液頸細胞 mucous neck cell

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ねんまく 粘膜 mucosa
胃がん検診 ねんまくかいしょせいいせん 粘膜下異所性胃腺 submucosal heterotopic gastric glands
胃がん検診 ねんまくかしゅよう,  ねんまくかしゅりゅう 粘膜下腫瘍, 粘膜下腫瘤 submucosal tumor
胃がん検診 ねんまくかんれんりんぱそしき 粘膜関連リンパ組織 mucosa associated lymphoid tissue
胃がん検診 ねんまくきょう 粘膜橋 mucosal bridge
胃がん検診 ねんまくしゅうちゅうぞう 粘膜集中像 converging folds，radiating folds
胃がん検診 ねんまくしゅちょう 粘膜腫脹 mucosal swelling
胃がん検診 ねんまくしゅっけつ 粘膜出⾎ mucosal bleeding，non-artificial bleeding
胃がん検診 ねんまくぞう 粘膜像 mucosal pattern
胃がん検診 ねんまくないしゅっけつ 粘膜内出⾎ intramucosal bleeding, intramucosal hemorrhage
胃がん検診 ねんまくほう 粘膜法 mucosal relief method
胃がん検診 ねんまくれりーふ 粘膜レリーフ mucosal relief
胃がん検診 のうしゅ 嚢腫 cyst，cystic tumor
胃がん検診 のうじょうい 嚢状胃 wallet stomach
胃がん検診 はいがい 背臥位 dorsal position，supine position
胃がん検診 はいがいにじゅうぞうえいぞう 背臥位⼆重造影像 supine double contrast image
胃がん検診 はいにょうこんなん 排尿困難 difficulty of urination
胃がん検診 ばいようほう 培養法 cultivation，culture of Helicobacter pylori
胃がん検診 ばくじょうい 瀑状胃 cascade stomach
胃がん検診 はくそうほう 薄層法 thin layer method
胃がん検診 はくたい ⽩苔 white coat
胃がん検診 はくだくねんえき ⽩濁粘液 sticky mucus
胃がん検診 はくどうせいの 拍動性の pulsating
胃がん検診 はくはんしょう ⽩斑症 leukoplakia
胃がん検診 はじきぞう はじき像 barium translucency
胃がん検診 はっぽうざい 発泡剤 effervescent granules
胃がん検診 ばりうむ バリウム barium
胃がん検診 ばりうむのうど バリウム濃度 barium density
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ばりうむはん バリウム斑 barium collection，barium spot
胃がん検診 ばれっとしょくどう バレット⾷道 Barrett's esophagus
胃がん検診 ばれっとしょくどうがん バレット⾷道癌 Barrett's esophageal cancer

胃がん検診 ぱんえんどすこぴー パンエンドスコピー
esophagogastroduodenoscopy（EGD），
panendoscopy

胃がん検診 はんじょうしゅっけつ 斑状出⾎ patchy bleeding
胃がん検診 はんじょうほっせき 斑状発⾚ patchy redness
胃がん検診 はんりつい 半⽴位 semi-upright oblique image
胃がん検診 びーえるあい BLI Blue Laser Imaging
胃がん検診 ぴーじーいち・にひ PGⅠ・Ⅱ⽐ pepsinogen I/II ratio
胃がん検診 ひきつれ ひきつれ constriction
胃がん検診 びくう ⿐腔 nasal cavity
胃がん検診 びこうかい ⿐甲介 nasal concha
胃がん検診 ひこうせい 肥厚性 hypertrophic
胃がん検診 ひこうせいいえん 肥厚性胃炎 hypertrophic gastritis
胃がん検診 びしゅっけつ ⿐出⾎ nasal bleeding，nasal hemorrhage
胃がん検診 ひすかく His⾓ His angle
胃がん検診 びぜんてい ⿐前庭 vestibule of nose

ひだ（＝すうへき） 襞（＝皺襞） fold，ruga（ラテン語，複数はrugae）
 さきぼそり  先細り  tapering
 さんしょくぞう  蚕⾷像 encroachment of the fold，eroded edge of the fold
 ちゅうだん  中断  abrupt ending of the fold

 ひだしゅうちゅう〔ぞう〕  襞集中〔像〕
convergency of the folds，converging folds，
fold convergence

 ふとまり  太まり  clubbing of the fold
 ゆごう  癒合  fusion of the fold

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
ひだのへんか 襞の変化 change in the fold
 しゅだい，しゅだいした  腫⼤，腫⼤した  enlarged，enlargement
 しょうしつ  消失  disappearance
 だこうした  蛇⾏した  tortuous
 ふせい  不整  irregularity
 ふとい  太い  thick，thickened
 ふめいりょうな  不明瞭な  indistinct
 ぶんぷしゅくしょう  分布縮⼩  decrease of the fold distribution
 ほそい  細い  thin

胃がん検診 びちゅうかく ⿐中隔 nasal septum
胃がん検診 ひびらんせいしょくどうえん ⾮びらん性⾷道炎 nonerosive reflux disease
胃がん検診 びまんせいしょくどうけいれん びまん性⾷道痙攣 diffuse esophageal spasm

胃がん検診
びまんせいだいさいぼうがたびーさいぼうりんぱ
しゅ

びまん性⼤細胞型Ｂ細胞リンパ腫 diffuse large B-cell lymphoma

胃がん検診 びまんせいほっせき びまん性発⾚ diffuse redness
胃がん検診 びょうしゅつのう 描出能 capacity of image characterization in x-ray finding
胃がん検診 ひょうめんそぞうなねんまく 表⾯粗造な粘膜 rough-surfaced mucosa
胃がん検診 ひょうめんへいかつなねんまく 表⾯平滑な粘膜 smooth-surfaced mucosa
胃がん検診 びょうりそしきがくてきしんだん 病理組織学的診断 histopathological diagnoses
胃がん検診 びらん びらん erosion
胃がん検診 びらんせいいえん びらん性胃炎 erosive gastritis
胃がん検診 ひれつかんせっこん 披裂間切痕 interarytenoid incisura
胃がん検診 ひれつぶ 披裂部 arytenoid region
胃がん検診 ぴんくからーさいん ピンクカラーサイン pink color sign
胃がん検診 ひんけつようの 貧⾎様の anemic
胃がん検診 ふぁーたーにゅうとう Vater乳頭 papilla of Vater，Vater's papilla

胃がん検診 ふぁいす FICE
flexible spectral imaging color enhancement
（FICE）

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ふぁんとむ ファントム phantom
胃がん検診 ふかくじつしょけん 不確実所⾒ indefinite findings
胃がん検診 ふくがい 腹臥位 prone position
胃がん検診 ふくがいじゅうえいぞう 腹臥位充えい（盈）像 prone filling image
胃がん検診 ふくがいにじゅうぞうえいぞう 腹臥位⼆重造影像 prone double contrast image
胃がん検診 ふくさいぼう 副細胞 accessory cell
胃がん検診 ふくすうどくえい 複数読影 double check reading
胃がん検診 ふくぶしょくどう 腹部⾷道 abdominal esophagus
胃がん検診 ふしゅせい 浮腫性 edematous
胃がん検診 ふしょくせいしょくどうえん 腐⾷性⾷道炎 corrosive esophagitis
胃がん検診 ふせいけいかんおう 不整形陥凹 irregular shaped depression
胃がん検診 ふらっとぱねるでぃてくたー フラットパネルディテクター Flat panel detector
胃がん検診 ぷらんまー・ゔぃんそんしょうこうぐん プランマー・ヴィンソン症候群 Plummer-Vinson syndrome
胃がん検診 ぶるんねるせんかけいせい Brunner腺過形成 Brunner's gland hyperplasia
胃がん検診 ぶるんねるせんしゅ Brunner腺腫 Brunnerioma
胃がん検診 ぶんかがたいがん 分化型胃癌 intestinal type of gastric cancer

ふんごう 吻合 anastomisis
 ふんごうぶ  吻合部  anastomotic site

胃がん検診 ふんごうこう 吻合⼝ anastomotic stoma，stoma
胃がん検診 ふんごうぶかいよう 吻合部潰瘍 stomal ulcer
胃がん検診 ふんしゅつする 噴出する spurt
胃がん検診 ふんしゅつせいの 噴出性の spurting
胃がん検診 ふんもん 噴⾨ cardia，cardiac orifice
胃がん検診 ふんもんきょうさく 噴⾨狭窄 cardiac stenosis
胃がん検診 ふんもんせん 噴⾨腺 cardiac gland，cardiac region
胃がん検診 ふんもんぶがん 噴⾨部癌 cardiac cancer
胃がん検診 ふんもんぶしょくどうせん 噴⾨部⾷道腺 cardiac esophageal gland
胃がん検診 へいたんなねんまく 平坦な粘膜 flat mucosa

胃がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 へきがいせいあっぱく 壁外性圧迫 extrinsic compression
胃がん検診 へきさいぼう 壁細胞 oxyntic cell，parietal cell
胃がん検診 へきさいぼうこうたい 壁細胞抗体 parietal cell antibody
胃がん検診 へにんぐちょうこう ヘニング徴候 Henning's sign，Gothic arch formation
胃がん検診 ぺぷしのげん ペプシノゲン pepsinogen

胃がん検診
ぺぷしのげんそくていによるいがんすくりーにん
ぐほう

ペプシノゲン測定による胃がんスクリー
ニング法

gastric cancer screening of PG measurement

胃がん検診 へまちん ヘマチン hematin
胃がん検診 へりこばくたー・ぴろり ヘリコバクター・ピロリ Helicobacter pylori（H. pylori）
胃がん検診 へりこばくたー・ぴろりかんせんいえん ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎 Helicobacter pylori associated active gastritis
胃がん検診 へりこばくたー・ぴろりじょきんほう ヘリコバクター・ピロリ除菌法 eradication of Helicobacter pylori
胃がん検診 へりこばくたー・ぴろりのけんしゅつほう ヘリコバクター・ピロリの検出法 detection of Helicobacter pylori
胃がん検診 へりこばくたーぞく ヘリコバクター属 Helicobacter  genera
胃がん検診 へんえんふせい 辺縁不整 irregularity of margin
胃がん検診 へんけい 変形 deformity
胃がん検診 べんちゅうこうげんほう 便中抗原法 stool antigen test
胃がん検診 へんとう 扁桃 tonsil
胃がん検診 へんぺいえんちゅうじょうひせつごうぶ 扁平円柱上⽪接合部 squamocolumnar junction
胃がん検診 へんぺいじょうひ 扁平上⽪ squamous epithelium
胃がん検診 ほうごうせん 縫合線 suture line
胃がん検診 ほうしゃせんかんり 放射線管理 control of radiation injury
胃がん検診 ほうしゃせんかんりくいき 放射線管理区域 radiation controlled area
胃がん検診 ほうしゃせんさぎょうじゅうじしゃ 放射線作業従事者 radiation workers
胃がん検診 ほうしゃせんしょうがい 放射線障害 radiation injury
胃がん検診 ほうしゃせんぼうごこうか 放射線防護効果 radiation protective effect
胃がん検診 ほうしゃせんぼうごようぐ 放射線防護⽤具 protective device
胃がん検診 ぼうしょくどうへるにあ 傍⾷道ヘルニア paraesophageal hernia
胃がん検診 ほっせきちょう 発⾚調 reddening，redness
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ぽりーぷ ポリープ polyp
胃がん検診 ぽりーぷじょうのうほうせいいえん ポリープ状嚢胞性胃炎 gastritis cystica polyposa
胃がん検診 ぽりーぷようびょうへん ポリープ様病変 polyp-like formation
胃がん検診 ぽりぽーじす ポリポージス polyposis
胃がん検診 まるとりんぱしゅ MALTリンパ腫 MALT lymphoma
胃がん検診 まろりー・わいすしょうこうぐん マロリー・ワイス症候群 Mallory-Weiss syndrome
胃がん検診 まんせいいえん 慢性胃炎 chronic gastritis
胃がん検診 まんせいかつどうせいいえん 慢性活動性胃炎 chronic active gastritis
胃がん検診 まんせいひかつどうせいいえん 慢性⾮活動性胃炎 chronic inactive gastritis
胃がん検診 みぶんかがたいがん 未分化型胃癌 diffuse type gastric cancers
胃がん検診 むこうぞう 無構造 amorphous
胃がん検診 むしくいぞう ⾍⾷い像 moth-eaten
胃がん検診 めいにゅうすい 迷⼊膵 aberrant pancreas
胃がん検診 めたりっくしるばーさいん メタリックシルバーサイン metallic silver sign
胃がん検診 めねとりえびょう メネトリエ病 Menetrier's disease
胃がん検診 めらのーしす メラノーシス melanosis
胃がん検診 もうさい〔けっ〕かんせいの ⽑細〔⾎〕管性の capillary
胃がん検診 もうさいけっかんかくちょうしょう ⽑細⾎管拡張症 telangiectasia
胃がん検診 もんみゃくあつこうしんしょうせいいしょう ⾨脈圧亢進症性胃症 portal hypertensive gastropathy
胃がん検診 ゆーえるぷらすがた UL（＋）型 type with ulcer and ulcer scar
胃がん検診 ゆーえるまいなすがた UL（−）型 type without ulcer and ulcer scar
胃がん検診 ゆうごう 融合 fusion
胃がん検診 ゆうもん 幽⾨ pylorus
胃がん検診 ゆうもんきょうさく 幽⾨狭窄 pyloric stenosis
胃がん検診 ゆうもんせん 幽⾨腺 pyloric glands
胃がん検診 ゆうもんぜんぶ 幽⾨前部 prepyloric region
胃がん検診 ゆうもんどう 幽⾨洞 antrum
胃がん検診 ゆうもんへんけい 幽⾨変形 pyloric deformity
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
胃がん検診 ゆうもんりん 幽⾨輪 pyloric ring
胃がん検診 ゆうもんりんへんけい 幽⾨輪変形 deformity of the pyloric ring
胃がん検診 よーどせんしょく ヨード染⾊ iodine dyeing，iodine stain
胃がん検診 よーどふせんたい ヨード不染帯 unstained area of iodine staining
胃がん検診 らっく RAC regular arrangement of collecting venules
胃がん検診 りじょうか 梨状窩 piriform fossa，piriform sinus
胃がん検診 りじょうかんおう 梨状陥凹 piriform recess
胃がん検診 りじょうどう 梨状洞 piriform sinus
胃がん検診 りつい ⽴位 upright filling image
胃がん検診 りにてぃすぷらすてぃかがたいがん Linitis plastica 型胃癌 linitis plastica type gastric cancer
胃がん検診 りゅうきがたびらん 隆起型びらん raised erosion
胃がん検診 りゅうきせいびょうへん 隆起性病変 elevated lesion，polypoid lesion，protruding lesion
胃がん検診 りゅうじょうせい 粒状性 graininess
胃がん検診 りょうせんじょうほっせき 稜線状発⾚ red streak
胃がん検診 りんかく 輪郭 contour
胃がん検診 りんじょう 輪状 annular
胃がん検診 りんじょうこうぶ 輪状後部 postcricoid
胃がん検診 りんぱかんかくちょうしょう リンパ管拡張症 lymphangiectasia
胃がん検診 りんぱきゅうしんじゅんがん リンパ球浸潤癌 carcinoma with lymphoid stroma
胃がん検診 るーちんさつえい ルーチン撮影 routine x-ray radiography
胃がん検診 れっそう 裂創 laceration
胃がん検診 れんしゅく 攣縮 spasm
胃がん検診 ろーりんぐ ローリング rolling
胃がん検診 ろしゅつけっかん 露出⾎管 exposed vessel，visible vessel
胃がん検診 ろほうせいりんぱしゅ 濾胞性リンパ腫 follicular lymphoma

⼤腸がん検診 あうえるばっはしんけいそう アウエルバッハ神経叢 Auerbach plexus
⼤腸がん検診 あくせいこくしょくしゅ 悪性⿊⾊腫 malignant melanoma
⼤腸がん検診 あくせいりんぱしゅ 悪性リンパ腫 malignant lymphoma
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
⼤腸がん検診 あっぷるこあさいん アップルコアサイン apple-core sign
⼤腸がん検診 あでのーまかるちのーましーくえんす アデノーマカルチノーマシークエンス adenoma-carcinoma sequence
⼤腸がん検診 あふたよう（せい）びょうへん アフタ様（性）病変 aphthoid lesion,  aphthous lesion
⼤腸がん検診 あふたようかいよう アフタ様潰瘍 aphthoid ulcer
⼤腸がん検診 あふたようびょうへん アフタ様病変 aphthoid lesion
⼤腸がん検診 あみろいどーしす アミロイドーシス amyloidosis

あめーばしょう アメーバ症 amebiasis
 あめーばせいだいちょうえん  アメーバ性⼤腸炎  amebic colitis
 あめーばせきり  アメーバ⾚痢  amebic dysentery

⼤腸がん検診 あゆうけいせいびょうへん 亜有茎性病変 semipedunculated lesion
⼤腸がん検診 あるごんぷらずまぎょうこ アルゴンプラズマ凝固 argon plasma coagulation
⼤腸がん検診 いしゅっけつせい 易出⾎性 friable
⼤腸がん検診 いっかつせつじょ ⼀括切除 en bloc resection
⼤腸がん検診 いでんせいこんごうぽりぽーしす 遺伝性混合ポリポーシス hereditary mixed polyposis

いでんせいひぽりぽーしすだいちょうがん 遺伝性⾮ポリポーシス⼤腸癌
hereditary nonpolyposis colorectal cancer
(HNPCC)，Lynch syndrome

（類）りんちしょうこうぐん （類）リンチ症候群 （類）Lynch syndrome
⼤腸がん検診 いぶつ 異物 foreign body
⼤腸がん検診 いんえいけっそん 陰影⽋損 filling defect
⼤腸がん検診 いんせいぞうえいざい 陰性造影剤 negative contrast medium
⼤腸がん検診 えすじょうけっちょう（ないし）きょう Ｓ状結腸（内視）鏡 sigmoidoscope
⼤腸がん検診 えすじょうけっちょう（ないし）きょうけんさ Ｓ状結腸（内視）鏡検査 sigmoidoscopy

えぬせいどきいんせいちょうびょうへん NSAIDｓ起因性腸病変 NSAIDs-induced enteropathy
 えぬせいどきいんせいだいちょうえん  NSAIDｓ起因性⼤腸炎  NSAIDs-induced colitis

⼤腸がん検診 えんかんぞう 鉛管像 lead pipe appearance
⼤腸がん検診 えんしょうせいちょうしっかん 炎症性腸疾患 inflammatory bowel disease（IBD）
⼤腸がん検診 えんしょうせいぽりーぷ 炎症性ポリープ inflammatory polyp
⼤腸がん検診 がーどなーしょうこうぐん ガードナー症候群 Gardner syndrome

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
⼤腸がん検診 かいちょう 回腸 ileum
⼤腸がん検診 かいちょうえん 回腸炎 ileitis

かいちょうまったんぶ 回腸末端部 terminal ileum
（類）かいちょうしゅうまつぶ （類）回腸終末部  （類）terminal ileum

⼤腸がん検診 がいまく 外膜 adventitia
⼤腸がん検診 かいもうぶ 回盲部 ileocecum

かいもうべん 回盲弁 ileocecal valve
 かしん  下唇   lower lip
 じょうしん  上唇   upper lip
かいようせいだいちょうえん 潰瘍性⼤腸炎 ulcerative colitis（UC）
 うそくだいちょうえん  右側⼤腸炎  right-sided colitis
 くいきせいだいちょうえん  区域性⼤腸炎  segmental colitis
 さそくだいちょうえん  左側⼤腸炎  left-sided colitis
 ぜんだいちょうえん  全⼤腸炎  pancolitis，total colitis
 ちょくちょうえん  直腸炎  proctitis

⼤腸がん検診 かうでんびょう カウデン病 Cowden disease
⼤腸がん検診 かくだいないしきょうけんさ 拡⼤内視鏡検査 magnifying endoscopy
⼤腸がん検診 かけいせいせいぽりーぷ 過形成性ポリープ hyperplastic polyp
⼤腸がん検診 がぞうきょうちょうないしきょうけんさ 画像強調内視鏡検査 image enhanced endoscopy (IEE)
⼤腸がん検診 かそうだいちょうないしきょう 仮想⼤腸内視鏡 virtual colonoscopy
⼤腸がん検診 かそうないしきょう 仮想内視鏡 virtual endoscopy

かぞくせいだいちょうぽりぽーしす,
だいちょうせんしゅしょう

家族性⼤腸ポリポーシス, ⼤腸腺腫症 
familial polyposis coli (FPC),
familial adenomatous polyposis（FAP）

（類）けいしょうかたえふえーぴー （類）軽症型FAP （類）attenuated FAP
⼤腸がん検診 かつどうせいしゅっけつ 活動性出⾎ active bleeding
⼤腸がん検診 かっとおふち カットオフ値 cut-off value
⼤腸がん検診 かびんせいちょうしょうこうぐん 過敏性腸症候群 irritable bowel syndrome(IBS)
⼤腸がん検診 かるちのいど カルチノイド carcinoid

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
⼤腸がん検診 かんおうせいびょうへん 陥凹性病変 depressed lesion
⼤腸がん検診 かんかい 寛解 remission
⼤腸がん検診 かんげざい（げざい） 緩下剤（下剤） cathartics，laxative
⼤腸がん検診 かんじょうきょうしょう 管状狭⼩ tubular narrowing
⼤腸がん検診 がんせいふくまくえん 癌性腹膜炎 carcinomatous peritonitis

かんせんせいちょうえん 感染性腸炎 infectious enterocolitis
（類）さいきんせいちょうえん （類）細菌性腸炎 （類）bacterial enterocolitis

⼤腸がん検診 かんでんあつ 管電圧 tube voltage
⼤腸がん検診 かんでんりゅう 管電流 tube current
⼤腸がん検診 かんぴろばくたーちょうえん カンピロバクター腸炎 Campylobacter enterocolitis
⼤腸がん検診 ぎけいしつ 偽憩室 pseudodiverticulum
⼤腸がん検診 ぎけいしつけいせい 偽憩室形成 pseudodiverticular formation
⼤腸がん検診 きせいちゅう 寄⽣⾍ parasite
⼤腸がん検診 きゅうしゅうじょうひさいぼう 吸収上⽪細胞 absorptive cell
⼤腸がん検診 きゅうせいふくしょう 急性腹症 acute abdomen
⼤腸がん検診 きょうさく 狭窄 stenosis
⼤腸がん検診 きょうしょうか 狭⼩化 narrowing
⼤腸がん検診 きょうたいいきこうかんさつ 狭帯域光観察 narrow band imaging（NBI）
⼤腸がん検診 きょけつせいだいちょうえん 虚⾎性⼤腸炎 ischemic colitis
⼤腸がん検診 きょしじょうびょうへん 鋸⻭状病変 serrated lesion
⼤腸がん検診 きょしぞう 鋸⻭像 serration
⼤腸がん検診 きょだいけっちょう 巨⼤結腸 megacolon
⼤腸がん検診 きょだいちょくちょう 巨⼤直腸 megarectum
⼤腸がん検診 きらぃでぃてぃしょうこうぐん キライディティ症候群  Chilaiditi's syndrome
⼤腸がん検診 きんそうかんしんけいそう 筋層間神経叢 myenteric plexus
⼤腸がん検診 きんまんかん 緊満感 expansion appearance
⼤腸がん検診 くうちょう 空腸 jejunum
⼤腸がん検診 くおりてぃーいんでぃけーたー クオリティーインディケーター quality indicator (QI)

⼤腸がん検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
⼤腸がん検診 くっしょんさいん クッションサイン cushion sign
⼤腸がん検診 くらみじあちょくちょうえん クラミジア直腸炎 Chlamydia trachomatis proctitis

くろーんびょう クローン病 Crohn's disease (CD)
 しょうちょうえん  ⼩腸炎  ileitis
 しょうちょうだいちょうえん  ⼩腸⼤腸炎  ileocolitis
 だいちょうえん  ⼤腸炎  colitis

⼤腸がん検診 くろんくはいとかなだしょうこうぐん クロンクハイトカナダ症候群 Cronkhite-Canada syndrome
⼤腸がん検診 けいしつえん 憩室炎 diverticulitis
⼤腸がん検診 けいしつしょう 憩室症 diverticulosis
⼤腸がん検診 けいしつせいだいちょうえん 憩室性⼤腸炎 diverticular colitis
⼤腸がん検診 けいちょくちょうそうさ 経直腸操作 transrectal scan

げけつ 下⾎ melena
（類）たーるべん （類）タール便 （類）tarry stool

⼤腸がん検診 けっかんしゅ ⾎管腫 hemangioma
⼤腸がん検診 けっかんぞう ⾎管像 vascular pattern
⼤腸がん検診 けっかんとうけんぞう ⾎管透⾒像 visible vascular pattern  
⼤腸がん検診 けっかんふとうけん ⾎管不透⾒ indistinct vascular pattern
⼤腸がん検診 けっしゅ ⾎腫 hematoma
⼤腸がん検診 けっせつ 結節 nodule

けっちょう 結腸 colon
 えすじょうけっちょう  Ｓ状結腸  sigmoid colon
 おうこうけっちょう  横⾏結腸  transverse colon
 かこうけっちょう  下⾏結腸  descending colon
 じょうこうけっちょう  上⾏結腸  ascending colon

⼤腸がん検診 けっちょうえん 結腸炎 colitis
⼤腸がん検診 けっちょうがん 結腸癌 colon cancer
⼤腸がん検診 けっちょうかんまく 結腸間膜 mesocolon

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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けっちょうきょく 結腸曲 colonic flexure
 ひだりけっちょうきょく  左結腸曲  left colic flexure
 （類）ひわんきょく  （類）脾彎曲  （類）splenic flexure
 みぎけっちょうきょく  右結腸曲   right colic flexure
 （類）かんわんきょく  （類）肝彎曲  （類）hepatic flexure

⼤腸がん検診 けっちょうはんげつひだ 結腸半⽉ひだ colonic semilunar fold
⼤腸がん検診 けっちょうひも 結腸紐 tenia coli，tenia of the colon
⼤腸がん検診 けっちょうろう 結腸瘻 colonic fistula
⼤腸がん検診 けつべん ⾎便 bloody stool，hematochezia
⼤腸がん検診 げり 下痢 diarrhea
⼤腸がん検診 けるくりんぐひだ ケルクリング襞 Kerckring fold
⼤腸がん検診 こうかく 岬⾓ promontorium
⼤腸がん検診 こうかぞう 硬化像 areas of consolidation
⼤腸がん検診 こうふくまく（くう） 後腹膜（腔） retroperitoneal space

こうもん 肛⾨ anus
 こうもんえん  肛⾨縁  anal verge
 こうもんかん  肛⾨管  anal canal
 こうもんちゅう  肛⾨柱  anal column
 こうもんにゅうとう  肛⾨乳頭  anal papilla

⼤腸がん検診 こうもんいこうたい 肛⾨移⾏帯 anal transitional zone
こうもんかつやくきん 肛⾨括約筋 anal sphincter
 がいこうもんかつやくきん  外肛⾨括約筋  external anal sphincter
 ないこうもんかつやくきん  内肛⾨括約筋  internal anal sphincter

⼤腸がん検診 こうもんきょきん 肛⾨挙筋 elevator ani
⼤腸がん検診 こうもんしゅっけつ 肛⾨出⾎ anal bleeding
⼤腸がん検診 こうもんだつ 肛⾨脱 anal prolapse
⼤腸がん検診 こうもんちょくちょういこうぶ 肛⾨直腸移⾏部 anorectal junction
⼤腸がん検診 こうもんちょくちょうししん 肛⾨直腸指診 digital anorectal examination

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 こうもんちょくちょうりん 肛⾨直腸輪 anorectal ring
⼤腸がん検診 こうもんひふすい 肛⾨⽪膚垂 anal skin tag
⼤腸がん検診 こうもんびらん 肛⾨びらん anal erosion
⼤腸がん検診 こーるど・ぽりぺくとみー コールド・ポリペクトミー cold polypectomy
⼤腸がん検診 こりつせいかいよう 孤⽴性潰瘍 solitary ulcer
⼤腸がん検診 こりめーしょん コリメーション collimation
⼤腸がん検診 こんぴゅーたしえんしんだん コンピュータ⽀援診断 computer-aided detection
⼤腸がん検診 さーべいらんす サーベイランス surveillance
⼤腸がん検診 さいけいぷろーぶ 細径プローブ miniature probe

さいべんほう 採便法 fecal sampling method
 すてぃっくほう  スティック法 needle and abrasive method，paper stick method
 ろしほう  濾紙法  filter paper method，imprint method

⼤腸がん検診 さかずきさいぼう 杯細胞 goblet cell
⼤腸がん検診 さこう 鎖肛 anal atresia
⼤腸がん検診 さっしえんまく 刷⼦縁膜 brush border membrane
⼤腸がん検診 しーらず C-RADS CT Colonography Reporting and Data System

⼤腸がん検診 じぇーねっとぶんるい JNET分類
The Japan NBI Expert Team magnifying
classification

じかく 痔核 hemorrhoid
 がいじかく  外痔核  external hemorrhoid
 ないじかく  内痔核  internal hemorrhoid

⼤腸がん検診 じかけいこうかんさつ ⾃家蛍光観察 autofluorescence imaging（AFI）
⼤腸がん検診 しきいしじょうがいかん 敷⽯状外観 cobblestone appearance
⼤腸がん検診 しきそないしきょうけんさ ⾊素内視鏡検査 chromoendoscopy，dye endoscopy
⼤腸がん検診 しけつほう ⽌⾎法 hemostatic procedure

しじょうせん ⻭状線 dentate line
 ちこつきんせん  恥⾻筋線  pectinate line

⼤腸がん検診 ししん 指診 digital examination

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 じっこうせんりょう 実効線量 effective dose
⼤腸がん検診 じどうそうきそうち ⾃動送気装置 automated insufflator
⼤腸がん検診 じどうろしゅつきこう ⾃動露出機構 automatic exposure control
⼤腸がん検診 じゃくねんせいぽりーぷ 若年性ポリープ juvenile polyp
⼤腸がん検診 じゃくねんせいぽりぽーしす 若年性ポリポーシス juvenile polyposis
⼤腸がん検診 じゅうえいほう 充盈法 filling method
⼤腸がん検診 じゅうそうかいよう 縦⾛潰瘍 longitudinal ulcer
⼤腸がん検診 じゅうもう 絨⽑ villus (villi)
⼤腸がん検診 じゅうもうじょう 絨⽑状 villous
⼤腸がん検診 じゅしじょうけっかん 樹枝状⾎管 fine branching vessel
⼤腸がん検診 しゅだい 腫⼤ enlargement enlarged
⼤腸がん検診 しゅどうそうき ⼿動送気 manual insufflation
⼤腸がん検診 しゅにっつらーてんい シュニッツラー転移 Schnitzler metastasis
⼤腸がん検診 しょうかかんかんようけいさいぼうしゅよう 消化管間葉系細胞腫瘍 gastrointestinal mesenchymal tumor（GIMT）
⼤腸がん検診 しょうかかんかんようけいしゅよう 消化管間葉系腫瘍 gastrointestinal stromal tumor (GIST)
⼤腸がん検診 しょうかかんかんれんりんぱそしき 消化管関連リンパ組織 gut-associated lymphoid tissue（GALT)
⼤腸がん検診 しょうちょう ⼩腸 small intestine
⼤腸がん検診 しょうちょうしゅよう ⼩腸腫瘍 tumor of the small intestine
⼤腸がん検診 しょうちょうないしきょうけんさ ⼩腸内視鏡検査 enteroscopy
⼤腸がん検診 じょうひさいぼう 上⽪細胞 epithelial cell
⼤腸がん検診 じょうみゃくこうかせいだいちょうえん 静脈硬化性⼤腸炎 phlebosclerotic colitis
⼤腸がん検診 しょぞくりんぱせつ 所属リンパ節 regional lymph node
⼤腸がん検診 じろう 痔瘻 anal fistula，fistula in ano
⼤腸がん検診 じろうがん 痔瘻癌 fistula cancer
⼤腸がん検診 じんこうこうもん ⼈⼯肛⾨ colostomy，ileostomy
⼤腸がん検診 しんざいせいのうほうせいだいちょうえん 深在性嚢胞性⼤腸炎 colitis cystica profunda (CCP)
⼤腸がん検診 すうへき 皺襞 fold
⼤腸がん検診 すぴろへーたしょう スピロヘータ症 spirochetosis
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⼤腸がん検診 すらいすこう スライス厚 slice thickness
⼤腸がん検診 すらいでぃんぐちゅーぶ スライディングチューブ sliding tube

せいけん ⽣検 biopsy
 せいけんかんし  ⽣検鉗⼦  biopsy forceps

⼤腸がん検診 せいじんてぃーさいぼうはっけつびょう 成⼈Ｔ細胞⽩⾎病 adult T-cell leukemia
⼤腸がん検診 せいみつけんさ（せいけん） 精密検査（精検） close examination，work-up examination
⼤腸がん検診 せっしょくしゅっけつ 接触出⾎ contact bleeding
⼤腸がん検診 せんがん 腺癌 adenocarcinoma
⼤腸がん検診 せんこう 穿孔 perforation
⼤腸がん検診 せんざいがん 潜在がん latent cancer
⼤腸がん検診 せんしゅ 腺腫 adenoma
⼤腸がん検診 せんしゅはっけんりつ 腺腫発⾒率 adenoma detection rate (ADR)
⼤腸がん検診 ぜんしょち 前処置 pretreatment
⼤腸がん検診 ぜんだいちょうないしきょうけんさ 全⼤腸内視鏡検査 colonoscopy（CS），total colonoscopy（TCS)
⼤腸がん検診 せんつう 穿通 penetration
⼤腸がん検診 ぜんとうやく 前投薬 premedication
⼤腸がん検診 たーこっとしょうこうぐん ターコット症候群 Turcot syndrome

だいちょう ⼤腸 colon，large intestine
 えんいだいちょう  遠位⼤腸  distal colon
 きんいだいちょう  近位⼤腸  proximal colon

⼤腸がん検診 だいちょうえん ⼤腸炎 colitis
⼤腸がん検診 だいちょうえんかんれんがん ⼤腸炎関連癌 colitic cancer，colitis-associated cancer
⼤腸がん検診 だいちょうかぷせるないしきょう ⼤腸カプセル内視鏡 colon capsule endoscopy
⼤腸がん検診 だいちょうがん ⼤腸癌 colorectal cancer
⼤腸がん検診 だいちょうしーてぃーけんさ ⼤腸CT検査 CT colonography
⼤腸がん検診 だいちょうぜんしょち ⼤腸前処置 bowel preparation
⼤腸がん検診 だいちょうてんかいぞう ⼤腸展開像 virtual dissection
⼤腸がん検診 だいちょうないしきょうけんさ ⼤腸内視鏡検査 colonoscopy (CS)

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 だいちょうめらのーしす ⼤腸メラノーシス melanosis coli
⼤腸がん検診 たぎんぐ タギング tagging
⼤腸がん検診 だぐらすか ダグラス窩 Douglas fossa，pouch of Douglas
⼤腸がん検診 たこいぼびらん たこいぼびらん varioliform erosion
⼤腸がん検診 ただんめんさいこうせい 多断⾯再構成 multiplanar reformation，reconstruction
⼤腸がん検診 だっこう 脱肛 anal prolapse，proctoptosis
⼤腸がん検診 だぶるばるーんないしきょう ダブルバルーン内視鏡 double-balloon endoscopy
⼤腸がん検診 たんじゅんせいかいよう 単純性潰瘍 simple ulcer
⼤腸がん検診 ちくじきんじさいこうせい 逐次近似再構成 iterative reconstruction
⼤腸がん検診 ちこつちょくちょうきん 恥⾻直腸筋 puborectalis muscle
⼤腸がん検診 ちゅうすい ⾍垂 vermiform appendix
⼤腸がん検診 ちゅうすいにゅうこうぶ ⾍垂⼊⼝部 appendiceal orifice
⼤腸がん検診 ちゅうちょうぞうえいほう 注腸造影法 barium enema
⼤腸がん検診 ちゅうちょうにじゅうぞうえいほう 注腸⼆重造影法 double contrast barium enema
⼤腸がん検診 ちゅうちょうるいじぞう 注腸類似像 CT enema
⼤腸がん検診 ちょう 腸 colon，gut，intestine
⼤腸がん検診 ちょうおんぱないしきょうけんさ 超⾳波内視鏡検査 endoscopic ultrasonography
⼤腸がん検診 ちょうかんがす 腸管ガス colon gas

ちょうかんがっぺいしょう 腸管合併症 intestinal complication
 ちょうきょうさく  腸狭窄  intestinal stenosis，intestinal stricture
 ちょうじゅうせきしょう  腸重積症  intestinal intussusception
 ちょうしゅっけつ  腸出⾎  intestinal bleeding
 ちょうせんこう  腸穿孔  intestinal perforation
 ちょうせんつう  腸穿通  intestinal penetration
 ちょうねんてん  腸捻転  intestinal volvulus

⼤腸がん検診 ちょうかんせんじょうど 腸管洗浄度 bowel preparation quality (BPQ) 
⼤腸がん検診 ちょうかんのうほうじょうきしゅ 腸管嚢胞状気腫 pneumatosis cystoides intestinalis(PCI)
⼤腸がん検診 ちょうかんまく 腸間膜 mesentery

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 ちょうけっかくしょう 腸結核症 intestinal tuberculosis

ちょうへいそくしょう 腸閉塞症 ileus，intestinal obstruction
（類）いれうす （類）イレウス （類）ileus

⼤腸がん検診 ちょうめんえきけい 腸免疫系 gut-immune system
⼤腸がん検診 ちょうりんぱかんかくちょうしょう 腸リンパ管拡張症 intestinal lymphangiectasis
⼤腸がん検診 ちょくせんか 直線化 straight line

ちょくちょう 直腸 rectum
 かぶちょくちょう  下部直腸  rectum below peritoneal reflection
 じょうぶちょくちょう  上部直腸  rectum above peritoneal reflection
 ちょくちょうえすじょうぶ  直腸Ｓ状部  rectosigmoid junction
 ちょくちょうぼうだいぶ  直腸膨⼤部  rectal ampulla

⼤腸がん検診 ちょくちょうえん 直腸炎 proctitis
⼤腸がん検診 ちょくちょうかてーてる 直腸カテーテル rectal catheters
⼤腸がん検診 ちょくちょうがん 直腸癌 rectal cancer
⼤腸がん検診 ちょくちょうきょう 直腸鏡 proctoscope
⼤腸がん検診 ちょくちょうきょうけんさ 直腸鏡検査 proctoscopy
⼤腸がん検診 ちょくちょうしゅっけつ 直腸出⾎ rectal bleeding
⼤腸がん検診 ちょくちょうじょうみゃくりゅう 直腸静脈瘤 rectal varices
⼤腸がん検診 ちょくちょうだつ 直腸脱 prolapse of rectum，rectal prolapse
⼤腸がん検診 ちりょうないしきょう 治療内視鏡 therapeutic endoscope
⼤腸がん検診 でのぼがん デノボ癌 de novo cancer
⼤腸がん検診 でゅーくすぶんるい デュークス分類 Dukes classification
⼤腸がん検診 でゅらふぉいかいよう デュラフォイ潰瘍 Dieulafoy ulcer
⼤腸がん検診 でんしくれんじんぐ 電⼦クレンジング electronic cleansing
⼤腸がん検診 とびこしびょうへん ⾶び越し病変 skip lesion
⼤腸がん検診 ないしきょうけんしん 内視鏡検診 screening endoscopy
⼤腸がん検診 ないしきょうてきねんまくかそうはくりじゅつ 内視鏡的粘膜下層剥離術 endoscopic submucosal dissection (ESD)
⼤腸がん検診 ないしきょうてきねんまくせつじょじゅつ 内視鏡的粘膜切除術 endoscopic mucosal resection (EMR)

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 ないしきょうるいじぞう 内視鏡類似像 endoluminal image
⼤腸がん検診 にくしゅ ⾁腫 sarcoma
⼤腸がん検診 にほんじゅうけつきゅうちゅうしょう ⽇本住⾎吸⾍症 schistosomiasis japonica
⼤腸がん検診 ねんえきせんがん 粘液腺癌 mucinous adenocarcinoma
⼤腸がん検診 ねんけつべん 粘⾎便 mucobloody stool
⼤腸がん検診 ねんまく 粘膜 mucosa
⼤腸がん検診 ねんまくかしゅよう 粘膜下腫瘍 submucosal tumor (SMT)
⼤腸がん検診 ねんまくかしんけいそう 粘膜下神経叢 plexus submucosu, submucosal plexus
⼤腸がん検診 ねんまくかそう 粘膜下層 submucosal layer
⼤腸がん検診 ねんまくかんれんりんぱそしき 粘膜関連リンパ組織 mucosa-associated lymphoid tissue（MALT）
⼤腸がん検診 ねんまくきょう 粘膜橋 mucosal bridge
⼤腸がん検診 ねんまくしゅっけつ 粘膜出⾎ mucosal bleeding
⼤腸がん検診 ねんまくすい 粘膜垂 mucosal tag
⼤腸がん検診 ねんまくぞう 粘膜像 mucosal vision
⼤腸がん検診 ねんまくだつしょうこうぐん 粘膜脱症候群 mucosal prolapse syndrome (MPS)
⼤腸がん検診 ねんまくちゆ 粘膜治癒 mucosal healing
⼤腸がん検診 ねんまくないがん 粘膜内癌 intramucosal carcinoma
⼤腸がん検診 ねんまくないしゅっけつ 粘膜内出⾎ intramucosal bleeding，intramucosal hemorrhage
⼤腸がん検診 ぱいえるばん パイエル板 Peyer's patch
⼤腸がん検診 ばいどく 梅毒 lues，syphilis
⼤腸がん検診 はいべんこんなん 排便困難 difficulty of bowel movement
⼤腸がん検診 はうすとら（けっちょうぼうき） ハウストラ（結腸膨起） haustra, haustrum
⼤腸がん検診 ばっきょじかん 抜去時間 withdrawal time
⼤腸がん検診 ぱねーとさいぼう パネート細胞 Paneth cell
⼤腸がん検診 びじゅうもう 微絨⽑ microvilli，microvillus
⼤腸がん検診 ぴっとぱたーん ピットパターン pit pattern
⼤腸がん検診 ひばくせんりょう 被爆線量 exposure dose
⼤腸がん検診 ひばくていげん 被爆低減 minimized exposure
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びまんせいびょうへん びまん性病変 diffuse lesion
 くいきせいびょうへん  区域性病変  segmental lesion

⼤腸がん検診 ひゅーすとんべん ヒューストン弁 Houston's valve
⼤腸がん検診 ひょうめんがただいちょうしゅよう 表⾯型⼤腸腫瘍 superficial colorectal tumor

ひょうめんがたびょうへん 表⾯型病変 superficial lesion
 ひょうめんかんおうがた  表⾯陥凹型  superficial depressed type
 ひょうめんへいたんがた  表⾯平坦型  superficial flat type
 ひょうめんりゅうきがた  表⾯隆起型  superficial elevated type

⼤腸がん検診 ふぁいす FICE
flexible spectral imaging color enhancement
（FICE）

⼤腸がん検診 ふぃるたーほせいぎゃくとうえいほう フィルター補正逆投影法 filtered back projection
⼤腸がん検診 ふくくう 腹腔 abdominal cavity
⼤腸がん検診 ふくぶしーてぃ 腹部CT abdominal CT
⼤腸がん検診 ふくぶたんじゅんさつえい 腹部単純撮影 abdominal plain roentgenography
⼤腸がん検診 ふくへき 腹壁 abdominal wall
⼤腸がん検診 ふくまく 腹膜 peritoneum

ふくまくえん 腹膜炎 peritonitis
 げんきょくせいふくまくえん  限局性腹膜炎  local peritonitis
 はんぱつせいふくまくえん  汎発性腹膜炎  diffuse peritonitis

⼤腸がん検診 ふくまくぎねんえきしゅ 腹膜偽粘液腫 pseudomyxoma peritonei
⼤腸がん検診 ふくまくほんてんぶ 腹膜翻転部 peritoneal reflection
⼤腸がん検診 ふらいするー フライスルー fly-through
⼤腸がん検診 ぷらいまりーすりーでぃーどくえいほう プライマリー3D読影法 primary 3D reading
⼤腸がん検診 ぷらいまりーつーでぃーどくえいほう プライマリー2D読影法 primary 2D reading
⼤腸がん検診 ぶるーれいざーいめーじんぐ ブルーレイザーイメージング blue laser imaging（BLI）
⼤腸がん検診 ぷろぞーんげんしょう プロゾーン現象 prozone phenomenon
⼤腸がん検診 ぶんかつせつじょ 分割切除 piecemeal polypectomy

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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ふんごう 吻合 anastomisis
 ふんごうぶ  吻合部  anastomotic site
 ふんごうぶかいよう  吻合部潰瘍  anastomotic ulcer
 ふんごうぶきょうさく  吻合部狭窄  anastomotic stricture
 ふんごうぶさいはつ  吻合部再発  anastomotic recurrence
ふんべんちゅう 糞便中 in feces
 せいりてきヘモグロビン  ⽣理的ヘモグロビン  hemoglobin in physiological condition
 でぃーえぬえいへんい  DNA変異  DNA mutation
 とらんすふぇりん  トランスフェリン  transferrin
 へもぐろびん  ヘモグロビン  hemoglobin

⼤腸がん検診 へいそく 閉塞 occlusion  obstruction
⼤腸がん検診 へいそくせいだいちょうえん 閉塞性⼤腸炎 obstructive colitis

べーちぇっとびょう ベーチェット病 Behçet's disease
 ちょうかんべーちぇっと  腸管ベーチェット  intestinal Behçet

⼤腸がん検診 へきがいせいあっぱく 壁外性圧迫 extrinsic compression
へるにあ ヘルニア hernia
 そけいへるにあ  ⿏径ヘルニア  inguinal hernia
 ふくへきへるにあ  腹壁ヘルニア  abdominal wall hernia
べんせんけつけんさ 便潜⾎検査 fecal occult blood test
 いちにちほう  ⼀⽇法  one-day test
 かがくほう  化学法  chemical test for occult blood
 じどうぶんせきき  ⾃動分析機  automated analyzer
 ていせいほう  定性法  qualitative method
 ていりょうほう  定量法  quantitative method
 ふつかほう  ⼆⽇法  two-day test
 めんえきほう  免疫法  fecal immunochemical test（FIT）

⼤腸がん検診 べんちゅうしょう 鞭⾍症 trichuriasis
⼤腸がん検診 べんぴしょう 便秘症 constipation

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 ぽいついえーがーしょうこうぐん ポイツイエ―ガー症候群 Peutz-Jeghers syndrome
⼤腸がん検診 ほうしゃせんせいちょくちょうえん 放射線性直腸炎 radiation proctitis
⼤腸がん検診 ほうしゃせんぼうござい 放射線防護剤 radioprotective agent
⼤腸がん検診 ぼしじょうあっこん 拇指状圧痕 thumb printing
⼤腸がん検診 ほっと・ぽりぺくとみー ホット・ポリペクトミー hot polypectomy
⼤腸がん検診 ぽりーぷ ポリープ polyp
⼤腸がん検診 ぽりーぷせつじょじゅつ ポリープ切除術 polypectomy
⼤腸がん検診 まいすなーしんけいそう マイスナー神経叢 Meissner plexus
⼤腸がん検診 まるちすらいすしーてぃー マルチスライスCT multi-detector row CT，multislice CT
⼤腸がん検診 むけいせいきょしじょうせんしゅ/ぽりーぷ 無茎性鋸⻭状腺腫/ポリープ sessile serrated adenoma/polyp（SSAP）
⼤腸がん検診 むけいせいびょうへん 無茎性病変 sessile lesion
⼤腸がん検診 むめいこう 無名溝 innominate groove
⼤腸がん検診 めいそうしんけい 迷⾛神経 vagus nerve
⼤腸がん検診 めっけるけいしつ メッケル憩室 Meckel diverticulum
⼤腸がん検診 もうちょう 盲腸 cecum
⼤腸がん検診 もうちょうとうたつりつ 盲腸到達率 cecal intubation rate (CIR)
⼤腸がん検診 やくざいせいだいちょうえん 薬剤性⼤腸炎 drug induced colitis
⼤腸がん検診 ゆうけいせいびょうへん 有茎性病変 pedunculated lesion
⼤腸がん検診 ゆうそうほう 郵送法 examination by mail
⼤腸がん検診 ようせいぞうえいざい 陽性造影剤 positive contrast medium
⼤腸がん検診 らんでゅおすらーうえーばーしょうこうぐん ランデュオスラーウエーバー症候群 Rendu-Osler-Weber syndrome
⼤腸がん検診 りょうせいりんぱろほうかけいせい 良性リンパ濾胞過形成 benign lymphoid hyperplasia

りんくとからーいめーじんぐ リンクト カラー イメージング linked color imaging（LCI）
 こうせい  硬性  rigid
 なんせい  軟性  flexible

⼤腸がん検診 りんじょうかいよう 輪状潰瘍 annular ulcer，circular ulcer
⼤腸がん検診 りんじょうひだ 輪状襞 circular fold
⼤腸がん検診 りんぱせつ リンパ節 lymph node

⼤腸がん検診
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⼤腸がん検診 りんぱろほう リンパ濾胞 lymph follicle
⼤腸がん検診 りんびょう 淋病 gonorrhea
⼤腸がん検診 るいさいぼうにくげしゅ 類細胞⾁芽腫 epithelioid cell carcinoma
⼤腸がん検診 れっこう 裂肛 anal fissure

れんぞくせいびょうへん 連続性病変 continuous lesion
 ひれんぞくせいびょうへん  ⾮連続性病変  non-continuous lesion
ろうこう 瘻孔 fistula
 がいろう  外瘻  external fistula
 ないろう  内瘻  internal fistula

⼤腸がん検診 ろしゅつけっかん 露出⾎管 exposed vessel
⼤腸がん検診 わーくすてーしょん ワークステーション（WS） work station
超⾳波検診 あーちふぁくと アーチファクト artifact
超⾳波検診 いんすいほう 飲⽔法 liquid-filled stomach method

えこーきど エコー輝度 echo texture
 こうえこー  ⾼エコー  echogenic，hyperechoic
 ていえこー  低エコー  hypoechoic
 とうえこー  等エコー  isoechoic
 むえこー  無エコー  aechoic，anechoic

超⾳波検診 おんきょういんえい ⾳響陰影 acoustic shadow
超⾳波検診 おんきょうそう ⾳響窓 acoustic window
超⾳波検診 がいそくいんえい 外側陰影 lateral shadow（s）
超⾳波検診 かめれおんさいん カメレオンサイン Chameleon sign

超⾳波検診 からーどぷらほう カラードプラ法
color Doppler imaging，color flow mapping，
Doppler color flow imaging

超⾳波検診 かんえんういるす 肝炎ウイルス hepatitis virus

超⾳波検診 かんがんけんしん 肝がん検診
liver cancer screening，
screening for hepatocellular carcinoma

超⾳波検診 かんけっかんしゅ 肝⾎管腫 hepatic hemangioma，liver hemangioma

⼤腸がん検診

⼤腸がん検診

超⾳波検診
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超⾳波検診 かんさいぼうがん 肝細胞癌 hepatocellular carcinoma
超⾳波検診 かんしゅよう 肝腫瘍 liver tumor
超⾳波検診 かんしゅりゅう 肝腫瘤 liver mass lesion
超⾳波検診 かんじょうみゃく 肝静脈 hepatic vein
超⾳波検診 かんじんこんとらすと 肝腎コントラスト hepato-renal contrast
超⾳波検診 かんないけっせき 肝内結⽯ intrahepatic stone

超⾳波検診 かんないたんかんがん 肝内胆管癌
cholangiocellular carcinoma，
Intrahepatic cholangiocarcinoma

超⾳波検診 かんのうほう 肝嚢胞 liver cyst
超⾳波検診 かんひこんとらすと 肝脾コントラスト hepatosplenic contrast
超⾳波検診 きしゅぞう 気腫像 emphysema
超⾳波検診 きゅうせいたんかんえん 急性胆管炎 acute cholangitis
超⾳波検診 きゅうせいたんのうえん 急性胆嚢炎 acute cholecystitis
超⾳波検診 きょうすい 胸⽔ pleural effusion
超⾳波検診 きょりぶんかいのう 距離分解能 axial resolution
超⾳波検診 きんしつな 均質な homogeneous
超⾳波検診 くらすたーさいん クラスターサイン cluster sign
超⾳波検診 げんきょくせいていしぼうかいき 限局性低脂肪化域 fat spared area
超⾳波検診 げんぱつせいこうかせいたんかんえん 原発性硬化性胆管炎 primary sclerosing cholangitis
超⾳波検診 こうきどかん ⾼輝度肝 bright liver
超⾳波検診 こうへきえこー 後壁エコー posterior wall echo  
超⾳波検診 こうほうえこー 後⽅エコー posterior echo
超⾳波検診 こうほうえこーぞうきょう 後⽅エコー増強 posterior echo enhancement
超⾳波検診 こめっとようえこー コメット様エコー comet-like echo
超⾳波検診 こんごうぱたーん 混合パターン mixed echo pattern
超⾳波検診 こんべっくすがたぷろーぶ（たんしょくし） コンベックス型プローブ（探触⼦） convex transducer
超⾳波検診 さいどろーぶ サイドローブ side lobe
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超⾳波検診 じききょうめいたんかんすいかんぞうえいけんさ 磁気共鳴胆管膵管造影検査
magnetic resonance cholangiopancreatography
（MRCP）

超⾳波検診 しぼうかん 脂肪肝 fatty liver
超⾳波検診 じゅう〔だん〕そうさ 縦〔断〕⾛査 longitudinal scan
超⾳波検診 じゅうじつせいぱたーん 充実性パターン solid pattern
超⾳波検診 じゅうじつせいびょうへん 充実性病変 solid lesion
超⾳波検診 しゅすいかん 主膵管 main pancreatic duct
超⾳波検診 しゅにゅうとう 主乳頭 major papilla
超⾳波検診 じょうちょうかんまくじょうみゃく 上腸間膜静脈 superior mesenteric vein
超⾳波検診 じょうちょうかんまくどうみゃく 上腸間膜動脈 superior mesenteric artery
超⾳波検診 じんいしゅく 腎萎縮 renal atrophy
超⾳波検診 じんう 腎盂 renal pelvis
超⾳波検診 じんうかくちょう 腎盂拡張 pelvic dilatation
超⾳波検診 じんけっせき 腎結⽯ renal stone
超⾳波検診 じんしゅだい 腎腫⼤ renal hypertrophy, renal swelling
超⾳波検診 じんしゅよう 腎腫瘍 renal neoplasm
超⾳波検診 じんしゅりゅう 腎腫瘤 renal mass lesion
超⾳波検診 じんせっかいか 腎⽯灰化 renal calcification
超⾳波検診 しんどうし 振動⼦ transducer
超⾳波検診 じんのうほう 腎嚢胞 renal cyst
超⾳波検診 じんぱい 腎杯 calyx
超⾳波検診 しんぶげんすい 深部減衰 deep attenuation
超⾳波検診 すい・たんかんごうりゅういじょう 膵・胆管合流異常 anomalous arrangement of pancreatobiliary system
超⾳波検診 すいかんかくちょう 膵管拡張 pancreatic duct dilatation
超⾳波検診 すいかんがん 膵管癌 pancreatic carcinoma
超⾳波検診 すいしゅよう 膵腫瘍 pancreatic neoplasm
超⾳波検診 すいしゅりゅう 膵腫瘤 pancreatic mass lesion
超⾳波検診 すいじんしょう ⽔腎症 hydronephrosis



51

分野 ひらがな ⽇本語 英語
超⾳波検診 すいせき 膵⽯ pancreatic stone，pancreatolithiasis

すいぞう 膵臓 pancreas

 こうじょうとっき  鉤状突起
pancreatic uncinate process，
uncinate process of the pancreas

 こうぶ  鉤部
pancreatic uncinate process，
uncinate process of the pancreas

 たいぶ  体部  body of the pancreas, pancreatic body
 とうぶ  頭部  head of the pancreas, pancreatic head
 びぶ  尾部  pancreatic tail, tail of the pancreas

超⾳波検診 すいのうほう 膵嚢胞 pancreatic cyst
超⾳波検診 すいのうほうせいしゅよう 膵嚢胞性腫瘍 pancreatic cystic neoplasm
超⾳波検診 すとろんぐえこー ストロングエコー strong echo
超⾳波検診 せっかいかぞう ⽯灰化像 calcification
超⾳波検診 せっかいかびょうへん ⽯灰化病変 calcified mass lesion
超⾳波検診 せんてんせいたんどうかくちょうしょう 先天性胆道拡張症 congenital choledochal cyst
超⾳波検診 ぞうえいちょうおんぱけんさ 造影超⾳波検査 contrast-enhanced ultrasonography

そうさほう ⾛査法 scanning maneuvers,  scanning methods
 おうだんそうさ  横断⾛査  transverse scan
 しじょうそうさ  ⽮状⾛査  sagittal scan
 じゅうだんそうさ  縦断⾛査  longitudinal scan
 たてそうさ  縦⾛査  longitudinal scan
 よこそうさ  横⾛査  transverse scan
 ろっかんそうさ  肋間⾛査  intercostal scan
 ろっこつきゅうかそうさ  肋⾻⼸下⾛査  subcostal scan

超⾳波検診 そくほういんえい 側⽅陰影 lateral shadow
超⾳波検診 たじゅうはんしゃ 多重反射 multiple echo,  multiple reflection,  reverberation
超⾳波検診 たはつせいじんのうほう 多発性腎嚢胞 polycystic kidney disease

超⾳波検診

超⾳波検診
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たんかん 胆管 bile duct
 えんいたんかん  遠位胆管  distal bile duct
 かんがいたんかん  肝外胆管  extrahepatic bile duct
 かんかん  肝管  hepatic duct
 かんないたんかん  肝内胆管  intrahepatic bile duct
 かんもんぶりょういきたんかん  肝⾨部領域胆管  perihilar bile duct
 すいないたんかん  膵内胆管  intrapancreatic bile duct
 そうたんかん  総胆管  common bile duct

超⾳波検診 たんかんがん 胆管癌 bile duct carcinoma
超⾳波検診 たんかんきしゅ 胆管気腫 pneumobilia
超⾳波検診 たんかんけっせき 胆管結⽯ bile duct stone，choledocholithiasis
超⾳波検診 たんじゅう 胆汁 bile
超⾳波検診 たんしょくし，ぷろーぶ 探触⼦，プローブ probe, transducer

たんのう 胆嚢 gall bladder
 けいぶ  頸部  neck of the gallbladder
 たいぶ  体部  body of the gallbladder
 たんのうかん  胆嚢管  cystic duct
 ていぶ  底部  fundus of the gallbladder
 ろうとじょうぶ  漏⽃状部  Hartmann pouch，infundibulum

超⾳波検診 たんのうえん 胆嚢炎 cholecystitis
超⾳波検診 たんのうがん 胆嚢癌 gallbladder carcinoma
超⾳波検診 たんのうけっせき 胆嚢結⽯ gallbladder stone
超⾳波検診 たんのうしゅよう 胆嚢腫瘍 gallbladder neoplasm
超⾳波検診 たんのうせんきんしゅしょう 胆嚢腺筋腫症 adenomyomatosis
超⾳波検診 ちゅうしんぶえこー 中⼼部エコー central echo complex
超⾳波検診 ちゅうしんぶえこーのかいり，へんけい 中⼼部エコーの解離，変形 deformity of central echo complex
超⾳波検診 ちゅうしんぶこうえこー 中⼼部⾼エコー central high echo
超⾳波検診 ちょうおんぱけんしん 超⾳波検診 ultrasound screening

超⾳波検診

超⾳波検診
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超⾳波検診 ちょうおんぱないしきょう 超⾳波内視鏡 endoscopic ultrasonography

でぶり デブリ debris
（類）すらっじ （類）スラッジ （類）sludge
（類）たんさ （類） 胆砂

超⾳波検診 てんいせいかんがん 転移性肝がん Metastatic liver tumor
超⾳波検診 どぷらほう ドプラ法 Doppler method

超⾳波検診
ないしきょうてきぎゃっこうせいすいたんかんぞ
うえい

内視鏡的逆⾏性膵胆管造影 endoscopic retrograde cholangiopancreatography

超⾳波検診 ないぶむえこーいき 内部無エコー域 internal anechoic area
超⾳波検診 にゅうとうぶ（じゅうにしちょう） 乳頭部（⼗⼆指腸） papilla of Vater

超⾳波検診 にゅうとうぶがん 乳頭部癌
ampullary carcinoma，
carcinoma of the papilla

超⾳波検診 にょうかん 尿管 ureter
超⾳波検診 のうほう 嚢胞 cyst
超⾳波検診 のうほうせいびょうへん 嚢胞性病変 cystic lesion
超⾳波検診 のうほうないけっせつ 嚢胞内結節 mural nodule
超⾳波検診 はいそくすい 背側膵 dorsal pancreas
超⾳波検診 はろー ハロー halo
超⾳波検診 はんぷさいん ハンプサイン hump sign
超⾳波検診 びーもーど Ｂモード B-mode，brightness modulated display
超⾳波検診 ひしゅ 脾腫 splenomegaly
超⾳波検診 ひしゅよう 脾腫瘍 splenic neoplasm
超⾳波検診 ひしゅりゅう 脾腫瘤 splenic mass lesion
超⾳波検診 ひじょうみゃく 脾静脈 splenic vein
超⾳波検診 ひじんこんとらすと 脾腎コントラスト spleno-renal contrast
超⾳波検診 ひどうみゃく 脾動脈 splenic artery
超⾳波検診 ひもんぶいじょうけっかん 脾⾨部異常⾎管 abnormal vessel in the splenic hilar part  
超⾳波検診 ふきんしつな 不均質な heterogeneous

超⾳波検診
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分野 ひらがな ⽇本語 英語
超⾳波検診 ふくくうどうみゃくかん 腹腔動脈幹 celiac trunk
超⾳波検診 ふくすい 腹⽔ ascites
超⾳波検診 ふくすいかん 副膵管 accessory pancreatic duct
超⾳波検診 ふくそくすい 腹側膵 ventral pancreas
超⾳波検診 ふくひ 副脾 accessory spleen
超⾳波検診 ふくぶだいどうみゃくりゅう 腹部⼤動脈瘤 abdominal aortic aneurysm
超⾳波検診 ふくぶちょうおんぱがんけんしん 腹部超⾳波がん検診 Abdominal Ultrasound Cancer Screening

超⾳波検診 ふくぶちょうおんぱがんけんしんがいどらいん 腹部超⾳波がん検診ガイドライン
Guideline for Abdominal Ultrasound Cancer
Screening

超⾳波検診 ふくぶちょうおんぱがんけんしんじっしきじゅん 腹部超⾳波がん検診実施基準
Standard Procedure for Abdominal Ultrasound
Cancer Screening

超⾳波検診
ふくぶちょうおんぱがんけんしんはんていきじゅ
ん

腹部超⾳波がん検診判定基準
Categorized Criteria for Abdominal Ultrasound
Cancer Screening

超⾳波検診 ふくぶちょうおんぱけんしんはんていまにゅある 腹部超⾳波検診判定マニュアル
Manual for Abdominal Ultrasound in Cancer
Screening and Health Checkups

超⾳波検診 ふせいな 不整な irregular
超⾳波検診 ぶんかいのう 分解能 resolution
超⾳波検診 へいかつ 平滑 regular，smooth
超⾳波検診 へきひこう 壁肥厚 wall thickening
超⾳波検診 へんえんていえこーたい 辺縁低エコー帯 hypoechoic peripheral zone
超⾳波検診 ほういぶんかいのう ⽅位分解能 azimuth resolution, lateral resolution
超⾳波検診 ぼうこう 膀胱 bladder
超⾳波検診 ぽりーぷ ポリープ polyp
超⾳波検診 まーじなるすとろんぐえこー マージナルストロングエコー marginal strong echo
超⾳波検診 まんせいかんしょうがい 慢性肝障害 chronic liver dysfunction
超⾳波検診 まんせいたんのうえん 慢性胆嚢炎 chronic cholecystitis
超⾳波検診 みゃっかんふめいりょうか 脈管不明瞭化 vascular blurring
超⾳波検診 むしょうじょうたんせき 無症状胆⽯ asymptomatic stone，silent gallstone
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超⾳波検診 もざいくぱたーん モザイクパターン mosaic pattern
超⾳波検診 もんみゃく ⾨脈 portal vein
超⾳波検診 りんかくふせい 輪郭不整 irregular margin
超⾳波検診 りんかくめいりょう 輪郭明瞭 well-defined border
超⾳波検診 りんぱせつしゅだい リンパ節腫⼤ lymph node swelling

超⾳波検診 ろきたんすきー・あしょふどう ロキタンスキー・アショフ洞
Rokitansky-Aschoff sinus，
sinus of Rokitansky-Aschoff

超⾳波検診 ろっこつきゅうかそうさ 肋⾻⼸下⾛査 subcostal scan
超⾳波検診 わっくすあんどうえいんさいん ワックスアンドウエインサイン wax and wane sign

いーびーえむ EBM evidence based medicine
（類）しょうこにもとづくいがく （類）証拠に基づく医学 （類）evidence based medicine

その他 いげんびょう 医原病 iatrogenic disease
その他 いめーじんぐぷれーと イメージングプレート imaging plate（IP）
その他 えむあーるあい MRI magnetic resonance imaging
その他 かくいがく 核医学 nuclear medicine
その他 がぞう 画像 image
その他 がぞうかいせきしすてむ 画像解析システム image analysis system
その他 がぞうしんだんほう 画像診断法 diagnostic imaging
その他 かていい 家庭医 family doctor，family physician
その他 がんいでんし がん遺伝⼦ oncogene
その他 がんません γ線 gamma-ray
その他 かんれんつう 関連痛 referred pain
その他 かんわいりょう 緩和医療 palliative care
その他 きそけつあつ 基礎⾎圧 basal blood pressure
その他 きゅうしゅうせんりょう 吸収線量 absorbed dose
その他 きょけつせいしんしっかん 虚⾎性⼼疾患 ischemic heart disease
その他 きりつせいていけつあつ 起⽴性低⾎圧 orthostatic hypotension
その他 きんきんちょう 筋緊張 muscle tone

その他
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その他 きんでんず 筋電図 electromyogram
その他 くりにかるぱす クリニカルパス clinical path
その他 けいこうさつえいほう 経⼝撮影法 peroral radiography
その他 けいこうさよう 蛍光作⽤ fluorescence action
その他 けいはい 珪肺 pulmonary silicosis，silicosis
その他 けつえきぞう ⾎液像 blood picture
その他 けつえきとまつひょうほん ⾎液塗抹標本 blood smear
その他 けっかくしゅ 結核腫 tuberculoma
その他 けっかんさつえい ⾎管撮影 angiography
その他 けったん ⾎痰 bloody sputum
その他 けんびきょうてきけつにょう 顕微鏡的⾎尿 microscopic hematuria
その他 さいだいさんそせっしゅりょう 最⼤酸素摂取量 maximum oxygen intake
その他 さんぎょうい 産業医 industrial physician，occupational physician
その他 じききょうめい 磁気共鳴 magnetic resonance（MR）
その他 しけんせつじょ 試験切除 exploratory excision
その他 じどうかけんしん ⾃動化健診 automatic health examination
その他 しゅようまーかー 腫瘍マーカー tumor marker

しんきょうひ ⼼胸⽐ cardiothoracic ratio (CTR)
（類）しんきょうかくひ （類）⼼胸郭⽐ （類）cardiothoracic ratio (CTR)

その他 しんしんしょう ⼼⾝症 psychosomatic disease
その他 じんぱい〔しょう〕 塵肺〔症〕 pneumoconiosis
その他 しんぱいけいすう ⼼肺係数 cardio-pulmonary ratio
その他 すとれす ストレス stress
その他 せいかつしゅうかんびょう ⽣活習慣病 life-style related disease
その他 せかんどおぴにおん セカンドオピニオン second opinion
その他 せきめんはい ⽯綿肺 pulmonary asbestosis
その他 せっかいはい ⽯灰肺 pulmonary chalicosis
その他 たーみなるけあ ターミナルケア terminal care

その他
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その他 たいけいしすう 体型指数 body mass index（BMI）
その他 たんじゅんえっくすせんさつえいほう 単純Ｘ線撮影法 plain radiography
その他 ちけんしんさいいんかい 治験審査委員会 institutional review board（IRB）
その他 ちつさいぼうしん 腟細胞診 cytology of vaginal excreta
その他 ちりょうもくひょうち 治療⽬標値 therapeutic target value
その他 でーえすえい DSA digital subtraction angiography
その他 でんしせん 電⼦線 electron rays
その他 どうこうはんのう 瞳孔反応 pupillary reaction
その他 ないぞうつう 内臓痛 visceral pain
その他 にゅうびにょう 乳び尿 chyluria
その他 にゅうぼうえっくすせんさつえい 乳房Ｘ線撮影 mammography
その他 にょうけんさ 尿検査 urinalysis
その他 にょうちんさ 尿沈渣 urinary sediment
その他 にょうひじゅうけい 尿⽐重計 urometer
その他 にんちしょう 認知症 dementia
その他 ねんえきすいしゅ 粘液⽔腫 myxoedema
その他 ねんぱつおん 捻髪⾳ crepitation
その他 のうにょう 膿尿 pyuria
その他 はいかつりょう 肺活量 vital capacity
その他 はいきのうけんさ 肺機能検査 pulmonary function test
その他 はいせいしん 肺性⼼ cor pulmonale
その他 はいせんいしょう 肺線維症 pulmonary fibrosis
その他 ばいどくけっせいはんのう 梅毒⾎清反応 serologic test for syphilis（STS）
その他 ぱにっくち パニック値 panic values
その他 ぱぱにころー〔せんしょく〕ほう パパニコロー〔染⾊〕法 Papanicolaou staining
その他 ひかしぼうこう ⽪下脂肪厚 skinfold thickness
その他 ひまん 肥満 obesity
その他 ひまんど 肥満度 degree of obesity
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その他 ひょうじゅんたいじゅう 標準体重 standard body weight
その他 ひんにょう 頻尿 frequent urination, pollakiuria, pollakisuria
その他 ひんみゃく 頻脈 tachycardia
その他 ふくくうきょうけんさ 腹腔鏡検査 laparoscopy
その他 ふせいみゃく 不整脈 arrhythmia
その他 ふていしゅうそ 不定愁訴 indefinite complaint
その他 ぶんかつさつえいほう 分割撮影法 fractional radiography
その他 へいきんけつあつ 平均⾎圧 mean blood pressure
その他 へいきんけんしゅつき 平均検出器 flat panel detector（FPD）
その他 へいこうけんさ 平⾏検査 parallel test
その他 ぺっと PET positron emission tomography
その他 へもぐろびんえいわんしー ヘモグロビンA1c hemoglobin A1c（HbA1c）
その他 ぼうこうきょう 膀胱鏡 cystoscope
その他 ぼうにょう 乏尿 oliguria
その他 ほこうけんさ 歩⾏検査 gait test
その他 ぼしけんこうせんたー ⺟⼦健康センター maternal and child health center
その他 ぼしほごほう ⺟⼦保護法 maternal and child health law
その他 ほるたーしんでんず ホルター⼼電図 Holter's ECG

その他 まっしょうけつえきぞうけんさ 末梢⾎液像検査
leukocyte differential count of peripheral blood，
white blood cell differentiation

その他 みねそたこーど ミネソタコード Minnesota code
その他 むにょう 無尿 anuria
その他 めたぼりっくしんどろーむ メタボリックシンドローム metabolic syndrome
その他 めまい めまい vertigo
その他 もんしん 問診 history-taking
その他 ようついせんし 腰椎穿刺 spinal puncture

その他 よぼうせっしゅ 予防接種
preventive inoculation，
protective inoculation，vaccination
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その他 らぴっどびゅーいんぐ ラピッドビューイング rapid viewing
その他 りんぱかんぞうえいほう リンパ管造影法 lymphangiography
その他 れんぞくけんさ 連続検査 serial test


