
英語 日本語 付帯情報

(1→3)  ‐β‐D‐glucan （1→3）‐β‐D‐グルカン
23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine 23価肺炎球菌ポリサッカライドワクチン
2-keto-3-deoxyoctonate 2-ケト-3デオキシオクタネイト 略語：KDO
50% effective dose 50％有効量 略語：ED50
50% hemolytic unit of complement 補体50％溶血単位 略語：CH50
50% infective dose 50％感染量 略語：ID50
50% inhibitory concentration 50％阻害濃度 略語：IC50
50% lethal concentration 50％致死濃度 略語：LC50
50% lethal dose 50％致死量 略語：LD50
50% minimal inhibitory concentration 50％最小発育阻止濃度 略語：MIC50
6-aminopenicillanic acid 6-アミノペニシラン酸 略語：6-APA
7-aminocephalosporanic acid 7-アミノセファロスポラン酸 略語：7-ACA
90% minimal inhibitory concentration 90％最小発育阻止濃度 略語：MIC90

(acute)  hemorrhagic cystitis （急性）出血性膀胱炎
(acute)  subglottic laryngitis （急性）声門下喉頭炎
abacavir アバカビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）　　
abacterial  pyuria 無菌性膿尿
abattoir fever Q熱
abdominal abscess 腹腔内膿瘍
abdominal distension 腹部膨満
abdominal paracentesis 腹部穿刺
abdominal trauma 腹部外傷
Abiotrophia defectiv 和訳なし
abscess 膿瘍
abscess formation 膿瘍形成
abscess of cheek 頬部膿瘍
abscess of thymus 胸腺膿瘍
abscess of tongue 舌膿瘍
Absidia 和訳なし
Absidia corymbifera 和訳なし
absorbance 吸光度
absorbance at 260 nm 260 nm 吸光度 略語：A260
absorption 吸収
abuse 濫用
acalculous cholecystitis 無石胆嚢炎
acanthamoeba keratitis アカントアメーバ角膜炎
acetylation アセチル化
acetylkitasamycin アセチルキタサマイシン 薬物群名：マクロライド系　　
acetylspiramycin アセチルスピラマイシン 薬物群名：マクロライド系　　
acetyltransferase アセチル転移酵素
Achromobacter piechaudi 和訳なし
Achromobacter xylosoxidans ssp. ｄenitrifican 和訳なし
Achromobacter xylosoxidans ssp. ｘylosoxidan 和訳なし
aciclovir アシクロビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
Acidaminococcus fermentan 和訳なし
Acidaminococcus intestin 和訳なし
acid-fast bacteria stain［method］ 抗酸性染色［法］
acid-fast bacterium 抗酸菌
acidometry［method］ アシドメトリー［法］
Acidovorax facili 和訳なし
Acinetobacter アシネトバタター属
Acinetobacter baumani 和訳なし
Acinetobacter calcoaceticu 和訳なし
Acinetobacter haemolyticu 和訳なし
Acinetobacter johnsoni 和訳なし
Acinetobacter juni 和訳なし
Acinetobacter lowffi 和訳なし
Acinetobacter radioresisten 和訳なし
acinus 腺房
acne ざ瘡
acoustic shadow 音響陰影
acquired immunity 後天［性］免疫
acquired immunity 獲得免疫
acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群 略語：AIDS
acquired immunodeficiency syndrome エイズ 略語：AIDS
acquired syphilis 後天梅毒
acquisition system of resistance 耐性獲得機序
acremoniosis アクレモニウム症
Acremonium 和訳なし
Acremonium falciforme 和訳なし
Acremonium kiliense 和訳なし
Acremonium potronii 和訳なし
Acremonium recifei 和訳なし
Acremonium roseogriseum 和訳なし
acrinol アクリノール
Actinobacillus アクチノバシラス属
Actinobacillus homini 和訳なし
Actinobacillus lignieresi 和訳なし
Actinobacillus pleuropneumonia 和訳なし
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Actinobacillus quul 和訳なし
Actinobacillus urea 和訳なし
Actinobaculum shaali 和訳なし
Actinomadura latin 和訳なし
Actinomadura madura 和訳なし
Actinomadura pelletier 和訳なし
Actinomyces 放線菌属
Actinomyces アクチノミセス属
Actinomyces bovi 和訳なし
Actinomyces denticolen 和訳なし
Actinomyces europaeu 和訳なし
Actinomyces funke 和訳なし
Actinomyces georgia 和訳なし
Actinomyces gerencseria 和訳なし
Actinomyces graevenitzi 和訳なし
Actinomyces israeli 和訳なし
Actinomyces meyer 和訳なし
Actinomyces naeslundi 和訳なし
Actinomyces neuii ssp. anitratu 和訳なし
Actinomyces neuii ssp. neui 和訳なし
Actinomyces odontolyticu 和訳なし
Actinomyces radicienti 和訳なし
Actinomyces radinga 和訳なし
Actinomyces turicensi 和訳なし
Actinomyces urogenitali 和訳なし
Actinomyces viscosu 和訳なし
actinomycosis 放線菌症
actinomycosis アクチノミセス症
active immunity 能動免疫
active oxygen  (superoxide) 活性酸素
active systemic anaphylaxis 能動全身性アナフィラキシー 略語：ASA
acute 急性
acute abdomen 急性腹症
acute appendicitis 急性虫垂炎
acute bacterial endocarditis 急性細菌性心内膜炎 略語：ABE
acute bronchitis 急性気管支炎
acute cholangitis 急性胆管炎
acute cholecystitis 急性胆嚢炎
acute colitis 急性大腸炎
acute conjunctivitis 急性結膜炎
acute cystitis 急性膀胱炎
acute diarrhea 急性下痢症
acute disseminated encephalomyelitis 急性散在性脳脊髄炎 略語：ADEM
acute encephalitis 急性脳炎
acute epididymitis 急性精巣上体炎
acute epiglottitis 急性喉頭蓋炎
acute exacerbation 急性増悪
acute exacerbation of chronic bronchitis 慢性気管支炎の急性増悪 略語：AECB
acute gastric mucosal lesion 急性胃粘膜病変 略語：AGML
acute gingivitis 急性歯肉炎
acute hemorrhagic colitis 急性出血性大腸炎
acute hemorrhagic conjunctivitis 急性出血性結膜炎 略語：AHC
acute hemorrhagic cystitis 急性出血性膀胱炎
acute hepatitis 急性肝炎
acute infection 急性感染［症］
acute lacunar tonsillitis 急性陰窩（腺窩）性扁桃炎
acute laryngitis 急性喉頭炎
acute laryngotracheobronchitis 急性喉頭気管支炎
acute lingual tonsillitis 急性舌［根］扁桃炎
acute mastitis 急性乳腺炎
acute mastoiditis 急性乳様突起炎
acute mediastinitis 急性縦隔炎
acute necrotizing ulcerative gingivitis 急性壊死性潰瘍性歯肉炎
acute obstructive suppurative cholangitis 急性閉塞性化膿性胆管炎 略語：AOSC
acute osteomyelitis 急性骨髄炎
acute otitis media 急性中耳炎
acute pancreatitis 急性膵炎
acute parotitis 急性耳下腺炎
acute pericarditis 急性心膜炎
acute peritonitis 急性腹膜炎
acute pharyngitis 急性咽頭炎
acute phlegmon of oral floor 急性口腔底蜂巣炎
acute pneumonia 急性肺炎
acute poliomyelitis 急性灰白髄炎
acute poliomyelitis ポリオ
acute prostatitis 急性前立腺炎
acute purulent sialodochitis 急性化膿性唾液管炎
acute pyelonephritis 急性腎盂腎炎
acute renal failure 急性腎不全
acute respiratory distress syndrome 急性呼吸促泊症候群 略語：ARDS
acute respiratory failure 急性呼吸不全
acute respiratory infection 急性気道感染
acute retinal necrosis 急性網膜壊死
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acute rheumatic endocarditis 急性リウマチ性心内膜炎
acute rheumatic pericarditis 急性リウマチ性心膜炎
acute salpingitis 急性耳管炎
acute salpingitis 急性卵管炎
acute sinusitis 急性上顎洞炎
acute subglottic laryngitis 急性声門下喉頭炎
acute thyroiditis 急性甲状腺炎
acute tonsillitis 急性扁桃炎
acute toxicity 急性毒性
acute toxicity test 急性毒性試験
acute tubular necrosis 急性尿細管壊死
acute uncomplicated cystitis 急性単純性膀胱炎
acute uncomplicated pyelonephritis 急性単純性腎盂腎炎
acute upper respiratory tract infection 急性上気道感染
acyclovir  (acycloguanosine) アシクロビル
additive action 相加作用
additive effect 相加効果
adefovir pivoxil アデホビル ピボキシル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
adeno-associated virus 和訳なし 科（亜科）名：Parvoviridae　属名：Dependovirus
adenoid vegetation 咽頭扁桃肥大
adenoid vegetation アデノイド増殖症
adenosine deaminase アデノシンデアミナーゼ 略語：ADA
adenosine monophosphate アデノシン一リン酸 略語：AMP
adenovirus アデノウイルス
adenylylation アデニリル化
adenylyltransferase アデニリル転移酵素
adherence 付着性
adherence 接着性
adhesin 付着因子
adhesin 接着因子
adhesion 付着
adhesion 接着
adhesion molecule 接着分子
adhesion molecule 付着分子
adhesive otitis media 癒着性中耳炎
adjuvant アジュバント
administration 投与
adsorbed tetanus toxoid 沈降破傷風トキソイド
adsorption 吸着
adsorption, distribution, metabolism, excretion 薬物の吸収・分布・代謝・排泄の略 略語：ADME
adult respiratory distress syndrome 成人呼吸促迫症候群
adult Still's disease 成人スティル病
adult T cell leukemia 成人T細胞白血病 略語：ATL
adult T cell leukemia virus 成人T細胞白血病ウイルス 略語：ATLV
adverse effect 副作用
adverse effect 有害事象
adverse reaction 副作用
Aedes aegypti ネッタイシマカ
Aedes albopictus ヒトスジシマカ
aerobe 好気性菌
aerobic bacteria 好気性菌
aerobic infection 好気性感染
Aerococcus エロコッカス属
Aerococcus urina 和訳なし
Aerococcus viridan 和訳なし
Aeromonas エロモナス属
Aeromonas allosaccharophil 和訳なし
Aeromonas bestiaru 和訳なし
Aeromonas cavia 和訳なし
Aeromonas enteropelogene 和訳なし
Aeromonas hydrophil 和訳なし
Aeromonas jandae 和訳なし
Aeromonas medi 和訳なし
Aeromonas salmonicid 和訳なし
Aeromonas shuberti 和訳なし
Aeromonas sobri 和訳なし
Aeromonas veroni 和訳なし
aerosol エアロゾル
aerosolization  (aerosol therapy) エアロゾル療法
aerotolerance test 耐気性試験
afferent infectious disease 輸入感染症
Afipia feli 和訳なし
aflatoxin アフラトキシン
ag［e］ing 加齢
agammaglobulinemia 無γグロブリン血症
agar 寒天
agar beads 寒天ビーズ
agar dilution method 寒天希釈法
agar medium 寒天培地
agar plate dilution method 寒天平板希釈法
Agaricales 和訳なし
agarose-gel electrophoresis アガロースゲル電気泳動
agglutination 凝集反応
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aggR 和訳なし
Aggregatibacter actinomycetemcomitan 和訳なし
Aggregatibacter aphrophilu 和訳なし
Aggregatibacter segni 和訳なし
agranulocytic angina 顆粒球減少性アンギ［ー］ナ
agranulocytosis 無顆粒球症
agranulocytotic angina 無顆粒細胞性アンギーナ
AIDS related complex エイズ関連症候群 略語：ARC
air bone gap 気導骨導差
air conditioner diseases 空調病
air conduction 気導
air-borne bacteria 空中細菌
air-borne infection 空気感染
air-borne precautions 空気感染予防措置
air-borne transmission 空気伝播
Ajellomyces 和訳なし
Ajellomyces capsulatus 和訳なし
Ajellomyces dermatitidis 和訳なし
alanine aminotransferase アラニンアミノトランスフェラーゼ 略語：ALAT
albumin アルブミン 略語：Alb
Alcaligenes アルカリゲネス属
Alcaligenes faecalis ssp. faecali 和訳なし
alginate lyase アルギニン酸リアーゼ
Alistipes finegoldi 和訳なし
Alistipes onderdonki 和訳なし
Alistipes putredidni 和訳なし
Alistipes shahi 和訳なし
alizarin アリザリン
alkaline phosphatase アルカリホスファターゼ 略語：ALP
allergic blepharitis アレルギー性眼瞼炎
allergic bronchopulmonary aspergillosis アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 略語：ABPA
allergic conjunctivitis アレルギー性結膜炎
allergic disease アレルギー性疾患
allergic pneumonia アレルギー性肺［臓］炎
allergic reaction アレルギー［性］反応
allergic rhinitis アレルギー性鼻炎
allergy アレルギー
Alloiococcus otitidi 和訳なし
alloxan diabetes アロキサン糖尿病
alopecia 脱毛
altered function 機能障害（低下）
Alternaria 和訳なし
Alternaria alternata 和訳なし
Alternaria tenuissima 和訳なし
alternariasis アルテルナリア症
alveolar abscess 歯周膿瘍
alveolar blennorrhea 歯周炎
alveolar hydatidosis 多胞虫症
alveolar macrophage 肺胞マクロファージ
am［o］ebic dysentery アメーバ赤痢
amantadine アマンタジン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）　　
Ameba アメーバ属
amebiasis アメーバ症
amebic dysentery アメーバ赤痢
amebic liver abscess アメーバ性肝膿瘍
amenamevir アメナメビル 略語：ＡＭＮＶ
American Type Culture Collection アメリカ培養コレクション 略語：ATCC
amidase アミダーゼ
amikacin アミカシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：AMK　
amino acid substitution アミノ酸置換
aminodeoxy kanamycin アミノデオキシ カナマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系
aminoglycosides アミノグリコシド系薬［剤］ 略語：AGs
amoeba アメーバ
amorolfine アモロルフィン 薬物群名：抗真菌薬
amount 量 略語：amt
amoxicillin アモキシシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：AMPC　
AmpC 和訳なし 略語：セファロスポリナーゼ
amphotericin B アムホテリシンB 薬物群名：抗真菌薬　略語：AMPH-B（AMPH）　
ampicillin アンピシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：ABPC　
ampicillin phthalidyl アンピシリン フタリジル 薬物群名：ペニシリン系
amplicor アンプリコア
amplified fragment length polymorphism 増幅断片長多型 略語：AFLP
AmpR 和訳なし
Amycolaptosis orientalis ssp. lurid 和訳なし
Amycolaptosis orientalis ssp. orientali 和訳なし
anaerobe 嫌気性菌
anaerobic bacteria 嫌気性菌
anaerobic culture 嫌気培養［法］
anaerobic infection 嫌気性感染［症］
anaerobic infection 嫌気性菌感染［症］
Anaerobiospirillum succiniproducen 和訳なし
Anaerobiospirillum thomasi 和訳なし
Anaerococcus anaerolyticu 和訳なし
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Anaerococcus hydrogenali 和訳なし
Anaerococcus murdochi 和訳なし
Anaerococcus octaviu 和訳なし
Anaerococcus prevoti 和訳なし
Anaerococcus tetradiu 和訳なし
Anaerococcus vaginali 和訳なし
Anaerofustisstercoriformi 和訳なし
Anaeroglobusgerminatu 和訳なし
Anaerohabdusfucos 和訳なし
Anaerostipescacca 和訳なし
Anaerotruncuscolihommini 和訳なし
Anaerovibrio lipolyticu 和訳なし
anal fistula 痔瘻
anaphylactic shock アナフィラキシーショック
anaphylactoid purpura アナフィラトイド紫斑病
anaphylaxis アナフィラキシー
anastomotic failure 縫合不全
anastomotic leakage 縫合不全
Ancylostoma duodenal ズビニ鉤虫 感染症：鉤虫症（ancylostomiasis）
ancylostomiasis 鉤虫症
anemia 貧血
angina アンギ［ー］ナ
Angiostrongylus cantonensi 広東住血線虫 感染症：広東住血線虫症（angiostrongyliasis）
animal model 動物モデル
anisakiasis アニサキス症
Anisakis simple 和訳なし 感染症：アニサキス症（anisakiasis）
annulation test of tonsil 扁桃打ち消し試験法
anorexia 食欲（思）不振
anosmia 嗅覚脱失
anrtimicrobial use density 抗菌薬使用濃度 略語：AUD
antabuse-like effect アンタビュース様作用
antagonism 拮抗［作用］
antagonist 拮抗物質
anthrax 炭疽
anthropophilic 好人性
antibacterial activity 抗菌力
antibacterial antibiotics 抗菌性抗生物質
antibacterial spectrum 抗菌スペクトル
antibiotic cycling 抗微生物薬サイクリング
antibiotic pressure 抗微生物薬圧力
antibiotic resistance 抗生物質耐性
antibiotic transport 抗微生物薬輸送
antibiotic-associated diarrhea 抗生物質関連［性］下痢
antibiotics 抗生物質
antibody 抗体 略語：Ab
antibody prevalence 抗体保有率
antibody titer 抗体価
antibody-coated bacteria 抗体被膜細菌
anticancer agents 抗癌薬［剤］
anticancer chemotherapeutic agents 抗癌化学療法薬［剤］
anticancer chemotherapy 抗癌化学療法
anticoagulants 抗凝固薬［剤］
antifolates 葉酸拮抗薬［剤］
antifungal  (antimycotic)  activity 抗真菌作用
antifungal activity 抗真菌作用
antifungal agent 抗真菌剤
antifungal agent 抗真菌薬
antifungal drug 抗真菌剤
antifungal drug 抗真菌薬
antifungal spectrum 抗真菌スペクトラム
antigen 抗原 略語：Ag
antigen analysis 抗原分析
antigen-antibody detection assay 抗原-抗体同定法
antigenemia 抗原血症
antigenicity 抗原性
antihistamic agents 抗ヒスタミン薬
antiinflammatory agents 抗炎症薬［剤］
antiinflammatory analgesic drug 消炎鎮痛薬
antileukemic agents 抗白血病薬［剤］
anti-lipopolysaccharide antibody 抗リポ多糖抗体
antimalarial agents 抗マラリア薬［剤］
antimetabolite 代謝拮抗薬［剤］
antimicrobial 抗菌剤
antimicrobial 抗菌薬
antimicrobial 抗微生物薬
antimicrobial activity 抗微生物作用
antimicrobial agent 抗菌剤
antimicrobial agent 抗菌薬
antimicrobial agents 抗微生物薬［剤］
antimicrobial chemotherapy 抗菌化学療法
antimicrobial prophylaxis 抗菌薬予防
antimicrobial resistance 抗菌薬耐性
antimicrobial spectrum 抗微生物スペクトル
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antimicrobial susceptibility 抗菌薬感受性
antimicrobial tolerance 抗菌薬寛容
antimycotic activity 抗真菌作用
antimycotic agents 抗真菌薬［剤］
antimycotic antibiotics 抗真菌性抗生物質
antineutrophil cytoplasmic antibody 抗好中球細胞質抗体 略語：ANCA
antiprotozoal agents 抗原虫薬［剤］
antipseudomonal agents 抗緑膿菌薬［剤］
antiretroviral drug 抗レトロウイルス薬
anti-retroviral drug 抗レトロウイルス薬
antisense oligo アンチセンスオリゴ
antisepsis 消毒［法］
antiseptic 防腐薬
antiserum 抗血清
antistreptokinase 抗ストレプトキナーゼ 略語：ASK
antistreptolysin O 抗ストレプトリジンO 略語：ASO
antisyphilitic 駆梅薬
antisyphilitic 駆梅薬剤
antisyphilitical cure 駆梅療法
antitoxin 抗毒素
antituberculous agents 抗結核薬［剤］
anti‐tuberculous treatment 抗結核療法
antiviral 抗ウイルス薬
antiviral 抗ウイルス剤
antiviral agent 抗ウイルス薬
antiviral agent 抗ウイルス剤
antroalveolar fistula 上顎洞歯槽瘻
APACHE II score アパッシェⅡスコア
apalcillin アパルシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：APPC　試験薬剤名：PC-904
aphthae アフタ
aphthous stomatitis アフタ性口内炎
aphthous ulcer アフタ性潰瘍
apicitis pyramidalis；petrous apicitis 錐体尖［端］炎
aplastic anemia 再生不良性貧血
apoptosis アポトーシス
apparent infection 顕性感染
appendiceal abscess 虫垂［炎］性膿瘍
appendicitis 虫垂炎
appendicitis catarrhalis カタル性虫垂炎
appendicitis empyematosa 蓄膿性虫垂炎
appendicitis gangrenosa 壊疽性虫垂炎
appendicitis phlegmonosa 蜂巣炎性虫垂炎
appropriate use 適正使用
approximately およそ 略語：approx
approximately ほぼ 略語：approx
arachnitis くも膜炎
arachnoiditis くも膜炎
arbekacin アルベカシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：ABK　
Arcanobacterium bernardia 和訳なし
Arcanobacterium haemolyticu 和訳なし
Arcanobacterium phoca 和訳なし
Arcanobacterium pyogene 和訳なし
arcinomatous  (cancerous)  pleuritis, pleuritis carcinomatosa 癌性胸膜炎
Arcobacter butzler 和訳なし
Arcobacter cryaerophilu 和訳なし
area under the blood concentration vs. time curve 血中濃度曲線下面積
area under the concentration-time curve 薬物血中濃度時間曲線下面積 略語：AUC
arginate アルギニン酸
arginate lyase アルギニン酸リアーゼ
arginine catabolic mobile element アルギニン異化可動性元素 略語：ACME
arginine deiminase アルギニンデミニナーゼ
arterial infusion therapy 動注療法
arthralgia 関節痛
arthritis 関節炎
Arthrobacter creatinolyticu 和訳なし
Arthrobacter cumminsi 和訳なし
Arthrobacter ilici 和訳なし
Arthrobacter woluwensi 和訳なし
arthroconidium 分節型分生子
Arthroderma 和訳なし
Arthroderma benhamiae 和訳なし
Arthroderma cajetanum 和訳なし
Arthroderma ciferri 和訳なし
Arthroderma fulvum 和訳なし
Arthroderma gertleri 和訳なし
Arthroderma grubyi 和訳なし
Arthroderma gypseum 和訳なし
Arthroderma incurvatum 和訳なし
Arthroderma insingulare 和訳なし
Arthroderma obtusum 和訳なし
Arthroderma otae 和訳なし
Arthroderma persicolor 和訳なし
Arthroderma racemosum 和訳なし
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Arthroderma simii 和訳なし
Arthroderma uncinatum 和訳なし
Arthroderma vanbreuseghemii 和訳なし
arthrophathy deformans 変形性関節症
arthropod 節足動物
articulation disorders 構音障害
artificial dialysis 人工透析
ascariasis 回虫症
ascaris 回虫
Ascaris lumbricoide 人回虫 感染症：回虫症（ascariasis）
ascending infection 上行［性］感染
ascites 腹水
Ascomycetes  (Pezizomycetes) 和訳なし
Ascomycota 和訳なし
asepsis 無菌
aseptic  (abacterial)  pyuria 無菌［性］膿尿
aseptic  pyuria 無菌性膿尿
aseptic catheterization 無菌カテーテル法
aseptic meningitis 無菌性髄膜炎
aseptic operating room 無菌手術室
aseptic peritonitis 無菌性腹膜炎
aseptic surgery 無菌手術
aseptic surgery, clean operation 無菌手術
aseptic technique 無菌的手技
aseptic technique 無菌操作
aspartate aminotransferase アスパラテートアミノトランスフェラーゼ 略語：ASAT
aspergilloma アスペルギローマ
aspergillosis アスペルギルス症
Aspergillus アスペルギルス属
Aspergillus candidus 和訳なし
Aspergillus clavatus 和訳なし
Aspergillus flavus 和訳なし
Aspergillus fumigatus 和訳なし
Aspergillus nidulans 和訳なし
Aspergillus niger 和訳なし
Aspergillus ochraceus 和訳なし
Aspergillus oryzae 和訳なし
Aspergillus parasiticus 和訳なし
Aspergillus terreus 和訳なし
Aspergillus versicolor 和訳なし
Aspergillus wentii 和訳なし
aspiration pneumonia 嚥下性肺炎
aspoxicillin アスポキシシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：ASPC　試験薬剤名：TA-058
assimilation 利用
assimilation 資化
assimilation 同化
astromicin アストロマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：ASTM　試験薬剤名：KW-1070
asymptomatic bacteriuria 無症候性細菌尿
asymptomatic carrier 無症候性キャリアー 略語：AC
asymtomatic infection 無症候性感染
atheroma 粉瘤
atopic dermatitis アトピー性皮膚炎
atopic disease アトピー性疾患
Atopobium minutu 和訳なし
Atopobium parvulu 和訳なし
Atopobium rima 和訳なし
Atopobium vagina 和訳なし
atopy アトピー
atrophic rhinitis 萎縮性鼻炎
attachment 接着
attachment 付着
attachment, adsorption 吸着
attenuated vaccine 弱毒化ワクチン
atypical measles 異型麻疹
atypical mycobacterial infection 非定型抗酸菌感染症
atypical mycobacteriosis 非定型抗酸菌症
atypical mycobacterium  (pl.-ria) 非定型抗酸［性］菌
atypical pathogen 非典型的病原体
atypical pneumonia 異型肺炎
atypical pneumonia 非定型肺炎
audiotoxicity 聴器毒性
audiotoxicity 聴覚毒性
auditory brainstem response 聴性脳幹反応 略語：ABR
auditory disorder 聴力障害
auditory disturbance 難聴
Aureobasidium 和訳なし
Aureobasidium pullulans 和訳なし
autoclave オートクレーブ（高圧蒸気滅菌器）
autoimmune disease 自己免疫疾患
autoimmune disease 自己免疫病
autoinducer 自己誘導物質
autoinfection 自己感染
autoinfection 自家感染
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autolysin 自己溶菌酵素
autolysis 自己溶菌
autolytic activity 自己融解活性
automated blood culture system 自動血液培養システム
automatic date processing 自動データ処理
automatic system 自動システム
autoradiography オートラジオグラフィ
auxanographic method オキサノグラフ法
auxotype 栄養型
average 平均 略語：avg
avian influenza virus 鳥インフルエンザウイルス
avidity 親和性
avirulence 非病原性
azalomycin F アザロマイシンF
azidothymidine アジドチミジン
azithromycin アジスロマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：AZM　試験薬剤名：CP-62,993
aztreonam アズトレオナム 薬物群名：モノバクタム系　略語：AZT　試験薬剤名：SQ26,776

bacampicillin バカンピシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：BAPC　
bacillary dysentery 細菌性赤痢
Bacille de Calmette et Guerin カルメット・ゲラン桿菌 略語：BCG
Bacillus バシラス属
bacillus 桿菌
Bacillus anthracis 炭疽菌
Bacillus cereus セレウス菌
Bacillus coagulan 和訳なし
Bacillus licheniformi 和訳なし
Bacillus megateriu 和訳なし
Bacillus mycoide 和訳なし
Bacillus pumilu 和訳なし
Bacillus subtilis 枯草菌
Bacillus subtilis ssp. subtili 和訳なし
Bacillus thuringiensi 和訳なし
bacitracin バシトラシン 薬物群名：ポリペプチド系　略語：BC　
bacteremia 菌血症
bacterial 細菌性
bacterial cholangitis 細菌性胆管炎
bacterial contamination 細菌汚染
bacterial diarrhea 細菌性下痢症
bacterial endocarditis 細菌性心内膜炎 略語：BE
bacterial eradication rate 除菌率
bacterial examination test 細菌学的検査
bacterial flora 細菌叢
bacterial food poisoning 細菌性食中毒
bacterial infection 細菌感染［症］
bacterial keratitis 細菌性角膜炎
bacterial meningitis 細菌性髄膜炎
bacterial peritonitis 細菌性腹膜炎
bacterial pneumonia 細菌性肺炎
bacterial prostatitis 細菌性前立腺炎
bacterial shock 細菌性ショック
bacterial species 菌種
bacterial spore 芽胞
bacterial spore 胞子
bacterial strain 菌株
bacterial toxin 細菌毒素
bacterial translocation バクテリアルトランスロケーション
bacterial vaginosis 細菌性腟症
bactericidal activity 殺菌作用
bactericidal agent 殺菌剤
bactericidal agent 殺菌薬
bactericidal concentration 殺菌濃度
bacteriocin バクテリオシン
bacteriolysis 溶菌
bacteriophage ［バクテリオ］ファージ
bacteriostatic action 静菌作用
bacterium  (pl.-ria) 細菌
bacteriuria 細菌尿
Bacteroides バクテロイデス属
bacteroides bile esculin agar バクテロイデス胆汁エスクリン寒天［培地］ 略語：BBE agar
Bacteroides cacca 和訳なし
Bacteroides capillosu 和訳なし
Bacteroides eggerthi 和訳なし
Bacteroides fragili 和訳なし
Bacteroides ovatu 和訳なし
Bacteroides stercori 和訳なし
Bacteroides thetaiotaomicro 和訳なし
Bacteroides uniformi 和訳なし
Bacteroides ureolyticu 和訳なし
Bacteroides vulgatu 和訳なし
balanitis 亀頭炎
balanoposthitis 亀頭包皮炎

B
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balantidiasis バランチジウム症
Balantidium バランチジウム属
BALF macrophages BALFマクロファージ
Balneatrix alpic 和訳なし
balofloxacin バロフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：BLFX　試験薬剤名：Q-35
Barile-Yaguchi-Eveland agar BYE寒天［培地］ 略語：BYE agar
barking cough 犬吠［様］咳
Bartholin's abscess バルトリン［腺］膿瘍
Bartonella バルトネラ属
Bartonella bacilliformi 和訳なし
Bartonella birtlesi 和訳なし
Bartonella clarridgeria 和訳なし
Bartonella doshia 和訳なし
Bartonella elizabetha 和訳なし
Bartonella grahami 和訳なし
Bartonella hensela 和訳なし
Bartonella peromysc 和訳なし
Bartonella quintan 和訳なし
Bartonella talpa 和訳なし
Bartonella taylori 和訳なし
Bartonella tribocor 和訳なし
Bartonella vinsonii ssp. arupensi 和訳なし
Bartonella vinsonii ssp. berkhoffi 和訳なし
bartonellosis バルトネラ症
Basidiobolus 和訳なし
Basidiobolus ranarum 和訳なし
Basidiomycetes  (Agaricomycetes) 和訳なし
basidiomycosis 担子真菌症
Basidiomycota 和訳なし
basophil［e］ 好塩基球
BCG vaccine BCGワクチン
Beauveria 和訳なし
Beauveria bassiana 和訳なし
Bednar aphtha ベドナーアフタ
bedsore 褥瘡
bedsore  (decubitus) 褥瘡
bekanamycin ベカナマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：AKM　
benzylpenicillin ベンジルペニシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PCG　
Bergeyella zoohelcu 和訳なし
Bezold abscess ベツォルド膿瘍
Bezold mastoiditis ベツォルド型乳様突起炎
bfpA 和訳なし
biapenem ビアペネム 薬物群名：カルバペネム系　略語：BIPM　試験薬剤名：L-627
Bifidobacterium ビフィドバクテリウム属
Bifidobacterium adolescenti 和訳なし
Bifidobacterium angulatu 和訳なし
Bifidobacterium bifidu 和訳なし
Bifidobacterium bifidum ビフィズス菌
Bifidobacterium brev 和訳なし
Bifidobacterium catenulatu 和訳なし
Bifidobacterium denticol 和訳なし
Bifidobacterium dentiu 和訳なし
Bifidobacterium infanti 和訳なし
Bifidobacterium inopinatu 和訳なし
Bifidobacterium longu 和訳なし
Bifidobacterium pseudocatenulatu 和訳なし
bifonazole ビフォナゾール
bile acid 胆汁酸
bile peritonitis 胆汁性腹膜炎
biliary drainage 胆道ドレナージ
biliary excretion 胆汁排泄
biliary tract infection 胆道感染［症］
Bilophila wadsworthi 和訳なし
binding affinity 結合親和性
bioassay バイオアッセイ
bioassay 生物学的検定法
bioavailability バイオアベラビリティ
bioavailability 生物学的利用能
bioavailability 生物学的利用性
bioclean room バイオクリーンルーム
bioclean room 無菌室
biofilm バイオフィルム
biohazard バイオハザード
biohazard 生物災害
biological assay バイオアッセイ
biological assay 生物学的検定法
biological efficacy 細菌学的効果
biological false positive 生物学的偽陽性 略語：BFP
biological response modifier 生体応答調節剤 略語：BRM
biological safety cabinet 生物学的安全キャビネット
biophotometer 自動増殖測定装置
biosafety 生物学的安全性
biotype 生物型
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biotyping 生物型分類
Bipolaris 和訳なし
Bipolaris australiensis 和訳なし
Bipolaris hawaiiensis 和訳なし
birth canal infection 産道感染
bis in die  (twice a day) 1日2回 略語：b. i. d.
black measles 重症出血性麻疹
bladder irrigation 膀胱洗浄［法］
bladder puncture  (punctuation) 膀胱穿刺［術］
bladder tuberculosis 膀胱結核
Blastomyces 和訳なし
Blastomyces dermatitidis 和訳なし
blastomycosis ブラストミセス症
Blautia coccoide 和訳なし
Blautia hanseni 和訳なし
Blautia productu 和訳なし
bleeding 出血
bleeding tendency 出血傾向
blepharitis 眼瞼炎
blood agar medium 血液寒天培地
blood boil 血瘤腫
blood clotting, blood coagulation 血液凝固
blood coagulation  (clotting) 血液凝固
blood coagulation disorder 血液凝固機能障害
blood concentration 血中濃度
blood culture 血液培養
blood disease 血液疾患
blood sedimentation rate 赤血球沈降速度（赤沈値） 略語：BSR
blood urea nitrogen 血中尿素窒素 略語：BUN
blood-aqueous barrier 血液房水関門
blood-brain barrier 血液脳関門 略語：BBB
blood-bronchus barrier 血液気管支関門
blood-placenta barrier 血液胎盤関門
blood-stained sputum 血痰
bloodstream infection 血流感染 略語：BSI
bloody ascites 血性腹水
bloody discharge 血性帯下
bloody otorrhea 血性耳漏
bloody stool 血便
blue ear drum 青色鼓膜
body mass index ボディマスインデックス 略語：BMI
body substance isolation 生体物質隔離 略語：BSI
Boels disease ボウエルス病
Bolleria burgdorferi ライム病ボレリア
bone marrow transplantation 骨髄移植
Bordetella ボルデテラ属
Bordetella aviu 和訳なし
Bordetella bronchiseptic 和訳なし
Bordetella hinzi 和訳なし
Bordetella holmesi 和訳なし
Bordetella parapertussis パラ百日咳菌
Bordetella pertusi 和訳なし
Bordetella pertussis 百日咳菌
Bordetella trematu 和訳なし
Borna disease virus 和訳なし 科（亜科）名：Bornaviridae　属名：Bornavirus
Borrelia ボレリア属
Borrelia burgdorferi ライム病ボレリア
Borrelia duttoni 和訳なし
Borrelia garini 和訳なし
Borrelia japonic 和訳なし
Borrelia recurrensi 和訳なし
Borrelia recurrentis 回帰熱ボレリア
Botryomyces caespitosus 和訳なし
Botryosphaeria 和訳なし
Botryosphaeria rhodina 和訳なし
Botrytis 和訳なし
Botrytis cinerea 和訳なし
botulism ボツリヌス症
bouillon  (broth) culture 肉汁培養
bovine colostral antibody ウシ初乳抗体
bovine serum albumin ウシ血清アルブミン 略語：BSA
bovine spongiform encephalopathy 牛海綿状脳症 略語：BSE
bovine tuberculosis ウシ結核
Brachyspira aalborg 和訳なし
Brachyspira pilosicol 和訳なし
brain  (cerebral)  abscess 脳膿瘍
brain abscess 脳膿瘍
brain-heart infusion agar 脳心臓浸出液寒天 略語：BHI agar
Branhamella ブランハメラ
break point ブレイクポイント
break-point checkerboard plate ブレイクポイント・チェッカーボード平板 略語：BC-plate
Brevibacillus agr 和訳なし
Brevibacillus brevi 和訳なし
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Brevibacillus laterosporu 和訳なし
Brevibacterium case 和訳なし
Brevibacterium epidermidi 和訳なし
Brevibacterium mcbrellner 和訳なし
Brevibacterium otitidi 和訳なし
Brevundimonas diminut 和訳なし
Brevundimonas vesiculari 和訳なし
broad spectrum antibacterial agents 広域抗菌薬［剤］
bromthymol blue lactose agar BTB乳糖寒天 略語：BTB agar
bronchial asthma 気管支喘息
bronchial cyst 気管支嚢胞
bronchial drainage 気管支ドレナージ
bronchial obstruction 気道閉塞
bronchial secrete 気管支分泌液
bronchial stenosis 気道狭窄
bronchial tuberculosis 気管支結核
bronchiectasis 気管支拡張症
bronchiolitis 細気管支炎
bronchiolitis obliterans 閉塞性細気管支炎
bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia 器質性肺炎を伴う閉塞性細気管支炎 略語：BOOP
bronchitis 気管支炎
bronchoalveolar lavage 気管支肺胞洗浄 略語：BAL
bronchoalveolar lavage fluid 気管支肺胞洗浄液 略語：BALF
bronchodilator 気管支拡張薬［剤］
bronchopleural fistula 気管支胸膜瘻
bronchopneumonia 気管支肺炎
bronchopulmonary dysplasia 気管支肺異形成 略語：BPD
bronchopulmonary infection 気管支肺感染
bronchus associated lymphoid tissue 気管系リンパ組織 略語：BALT
broth ブイヨン
broth dilution method 液体希釈法
broth microdilution method 微量液体希釈法
Brucella ブルセラ属
Brucella abortus ウシ流産菌
Brucella canis イヌ流産菌
Brucella melitensis マルタ熱菌
Brucella suis ブタ流産菌
brucellosis ブルセラ症
Budvicia aquatic 和訳なし
buffered chacoal yeast extractα BCYEα培地 略語：BCYEαmedium
Bulleidia extruct 和訳なし
Bunyamwera virus 和訳なし 科（亜科）名：Bunyaviridae　属名：Orthobunyavirus
buried tonsil 埋没性扁桃
Burkholderia cepaci 和訳なし
Burkholderia gladiol 和訳なし
Burkholderia malle 和訳なし
Burkholderia pseudomalle 和訳なし
Burkholderia vietnamiensi 和訳なし
burn 熱傷
burn infection 熱傷感染［症］
burn wound infection 熱傷創感染
burn, thermal injury 熱傷
bursitis 滑液包［嚢］炎
butenafine ブテナフィン 薬物群名：抗真菌薬
Buttiauxella noackia 和訳なし
Butyrivibrio crossotu 和訳なし

［chronic］recurrent aphthae ［慢性］再発性アフタ
Campylobacter カンピロバクター属
Campylobacter col 和訳なし
Campylobacter consisu 和訳なし
Campylobacter curvu 和訳なし
Campylobacter fetus ssp. fetu 和訳なし
Campylobacter fetus ssp. venereali 和訳なし
Campylobacter gracili 和訳なし
Campylobacter hyointestinalis ssp. intestinali 和訳なし
Campylobacter jejuni ssp. doyle 和訳なし
Campylobacter jejuni ssp. jejun 和訳なし
Campylobacter lar 和訳なし
Campylobacter mucosali 和訳なし
Campylobacter rectu 和訳なし
Campylobacter showa 和訳なし
Campylobacter sputorum ssp. paraureolticu 和訳なし
Campylobacter sputorum ssp. sputoru 和訳なし
Campylobacter upsaliensi 和訳なし
cancer chemotherapy 癌化学療法
cancerous pleurisy 癌性胸膜炎
Candida カンジダ属
Candida albicans 和訳なし
Candida dubliniensis 和訳なし
Candida glabrata 和訳なし
Candida guilliermondii 和訳なし
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Candida inconspicua 和訳なし
Candida kefyr 和訳なし
Candida krusei 和訳なし
Candida lusitaniae 和訳なし
Candida mannan antigen カンジダ・マンナン抗原
Candida norvegensis  (Pichia norvenensis) 和訳なし
Candida parapsilosis 和訳なし
Candida standard β‐glucan カンジダ標準ベータグルカン 略語：CSBG
Candida tropicalis 和訳なし
candidemia カンジダ血症
candidiasis カンジダ症
candidiasis of esophagus 食道カンジダ症
candins キャンディン系薬
candle jar method ロウソク［瓶］培養［法］
canicola fever カニコラ熱
cap region 和訳なし
capneic incubation 炭酸ガス培養［法］
Capnocytophaga canimorsu 和訳なし
Capnocytophaga cynodegm 和訳なし
Capnocytophaga gingivali 和訳なし
Capnocytophaga granulos 和訳なし
Capnocytophaga haemolytic 和訳なし
Capnocytophaga ochrace 和訳なし
Capnocytophaga sputigen 和訳なし
capreomycin カプレオマイシン 薬物群名：抗結核薬　略語：CPRM　
Capronia 和訳なし
Capronia semiimmersa 和訳なし
capsular antigen 莢膜抗原
capsular polysaccharide antibody 莢膜多糖抗体
capsule 莢膜
carbacephems カルバセフェム系薬［剤］
carbapenems カルバペネム系薬［剤］
carbenicillin カルベニシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：CBPC
carbenicillin indanyl カルベニシリン インダニル 薬物群名：ペニシリン系
carbenicillin phenyl カルベニシリン フェニル 薬物群名：ペニシリン系
carbolic acid 石炭酸
carbomycin カルボマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：CRM　
carboxymethyl cellulose カルボキシメチルセルロース 略語：CMC
carbuncle 癰（よう）
carcinoid syndrome カルチノイド症候群
carcinomatous pleurisy 癌性胸膜炎
Cardiobacterium hommini 和訳なし
Cardiobacterium valvaru 和訳なし
carfecillin カルフェシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：CFPC　
caries カリエス
caries activity う蝕活動性
caries sicca 乾性カリエス
carindacillin カリンダシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：CIPC　
carrier 保菌者
carumonam カルモナム 薬物群名：モノバクタム系　略語：CRMN　試験薬剤名：AMA-1080
case card 症例記録
case card ケースカード
case-control study 症例対照研究
caseous degeneration 乾酪変性
caseous pneumonia 乾酪性肺炎
caseous sinusitis 乾酪性副鼻腔炎
caspofungin acetate カスポファンギン酢酸塩 略語：CPFG
Castleman disease キャッスルマン病
cat scratch disease ネコひっかき病
catalase カタラーゼ
catarrhal appendicitis カタール性虫垂炎
catheter カテーテル
catheter infection カテーテル感染
catheter related bactermia カテーテル関連菌血症
catheter sepsis カテーテル敗血症
catheter urine カテーテル尿
catheter［related］sepsis カテーテル敗血症 略語：CRS
catheter-associated urinary tract infection カテーテル関連尿路感染 略語：CA-UTI
catheter-related  (catheter-associated)  urinary tract infection カテーテル関連尿路感染 略語：CR-UTI（CA-UTI）
catheter-related bactermia カテーテル関連菌血症
catheter-related bloodstream infection カテーテル関連血流感染 略語：CR-BSI
catheter-related urinary tract infection カテーテル関連尿路感染 略語：CR-UTI
causal treatment 原因療法
causative organism 原因菌
CD4 和訳なし
Cedecea davisa 和訳なし
Cedecea lapage 和訳なし
Cedecea neter 和訳なし
cefaclor セファクロル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CCL　
cefadroxil セファドロキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CDX　試験薬剤名：BL-S578
cefamandole セファマンドール 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CMD　
cefatrizine セファトリジン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFT　
cefazolin セファゾリン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CEZ　
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cefbuperazone セフブペラゾン 薬物群名：セファマイシン系　略語：CBPZ　試験薬剤名：T-1982
cefcapene pivoxil セフカペン ピボキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFPN-PI　試験薬剤名：S-1108
cefclidin セフクリジン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFCL　試験薬剤名：E1040
cefdinir セフジニル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFDN　試験薬剤名：FK482
cefditoren pivoxil セフジトレン ピボキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CDTR-PI　試験薬剤名：ME-1207
cefepime セフェピム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFPM　試験薬剤名：BMY-28142
cefetamet pivoxil セフェタメト ピボキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CEMT-PI　試験薬剤名：Ro15-8075
cefiderocol セフィデロコル 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFDC　試験薬剤名：S-649266
cefixime セフィキシム 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFIX　試験薬剤名：FK027
cefluprenam セフルプレナム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFLP　試験薬剤名：E1077
cefmenoxime セフメノキシム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CMX　試験薬剤名：SCE-1365
cefmetazole セフメタゾール 薬物群名：セファマイシン系　略語：CMZ　試験薬剤名：CS-1170
cefminox セフミノクス 薬物群名：セファマイシン系　略語：CMNX　試験薬剤名：MT-141
cefocapene pivoxil   (S-1108) セフカペンピボキシル 略語：CFPN-PI
cefodizime セフォジジム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CDZM　試験薬剤名：THR-221
cefoperazone セフォペラゾン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CPZ　試験薬剤名：T-1551
cefoselis セフォセリス 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFSL　試験薬剤名：FK037
cefotaxime セフォタキシム 略語：CTX
cefotetan セフォテタン 薬物群名：セファマイシン系　略語：CTT　試験薬剤名：YM09330
cefotiam セフォチアム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CTM　試験薬剤名：SCE-963
cefotiam hexetil セフォチアム へキセチル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CTM-HE　試験薬剤名：SCE-2174
cefoxitin セフォキシチン 薬物群名：セファマイシン系　略語：CFX　
cefozopran セフォゾプラン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CZOP　試験薬剤名：SCE-2787
cefpimizole セフピミゾール 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CPIZ　試験薬剤名：AC-1370
cefpiramide セフピラミド 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CPM　試験薬剤名：SM-1652
cefpirome セフピロム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CPR　試験薬剤名：HR-810
cefpodoxime proxetil セフポドキシム プロキセチル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CPDX-PR　試験薬剤名：CS-807
cefprenam   (E1077) セフプレナム 略語：CFLP
cefprozil セフプロジル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFPZ　試験薬剤名：BMY-28100
cefradine セフラジン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CED　
cefroxadine セフロキサジン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CXD　試験薬剤名：CGP-9000
cefsulodin セフスロジン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CFS　試験薬剤名：SCE-129
ceftazidime セフタジジム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CAZ　試験薬剤名：SN401
cefteram pivoxil セフテラム ピボキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CFTM-PI　試験薬剤名：T-2588
ceftezole セフテゾール 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CTZ　
ceftibuten セフチブテン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CETB　試験薬剤名：7432-S
ceftizoxime セフチゾキシム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CZX　
ceftizoxime alapivoxil セフチゾキシム アラピボキシル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CZX-AP　試験薬剤名：AS-924
ceftriaxone セフトリアキソン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CTRX　試験薬剤名：Ro13-9904
cefuroxime セフロキシム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CXM　
cefuroxime axetil セフロキシム アキセチル 薬物群名：経口セフェム系　略語：CXM-AX　試験薬剤名：SN407
cefuzonam セフゾナム 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CZON　試験薬剤名：L-015
cell adhesion 細胞接着
cell culture 細胞培養
cell cycle 細胞周期
cell fusion 細胞融合
cell membrane 細胞膜
cell membrane  (cytoplasmic membrane) 細胞膜
cell membrane inhibitor 細胞膜障害薬［剤］
cell signaling 細胞シグナル伝達
cell wall 細胞壁
cell wall synthesis inhibitor 細胞壁合成阻害薬［剤］
cell-mediated immunity 細胞性免疫
cellular immunity 細胞性免疫
cellulitis 蜂巣炎
Centers for Disease Control and Prevention 米国疾病対策センター 略語：CDC
Centipeda periodonti 和訳なし
central nervous system 中枢神経系 略語：CNS
central nervous system infection 中枢神経系感染
central venous catheter 中心静脈カテーテル 略語：CVC
central venous pressure 中心静脈圧 略語：CVP
cephacetrile セファセトリル 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CEC　
cephalexin セファレキシン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CEX　
cephaloglycin セファログリシン 薬物群名：経口セフェム系　略語：CEG　
cephaloridine セファロリジン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CER　
cephalosporinase セファロスポリナーゼ 略語：CEPase
cephalosporins セファロスポリン系薬［剤］ 略語：CEPs
cephalothin セファロチン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CET　
cephamycins セファマイシン系薬［剤］
cephapirin セファピリン 薬物群名：セファロスポリン系　略語：CEPR　
cephems セフェム系薬［剤］
Ceratocystis 和訳なし
Ceratocystis stenoceras 和訳なし
cerebral abscess 脳膿瘍
cerebral meningitis 脳脊髄膜炎
cerebral parasitosis 脳寄生虫症
cerebritis 限局性脳炎
cerebrospinal fluid 髄液 略語：CSF
cerebrospinal fluid otorrhea 髄液耳漏
cerebrospinal fluid rhinorrhea 髄液鼻漏
cerebrospinal meningitis 脳脊髄膜炎
cervical abscess 化学的機能
cervical abscess 頚部膿瘍
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cervicitis 子宮頸管炎
Chaetomium 和訳なし
Chaetomium funicola 和訳なし
Chaetomium globosum 和訳なし
Chaetothyriales 和訳なし
chalazion 霰粒腫
chancroid 軟性下疳
checkerboard titration method チェッカーボード法
Chediak-Higashi syndrome チェディアック・東症候群
cheilitis 口唇炎
cheilitis granulomatosa 肉芽腫性口唇炎
chelating agents キレート薬［剤］
chemical function 化学的機能
chemical mediator 化学メディエイタ
chemical structure 化学構造
chemiluminescence 化学発光
chemiluminescence assay 化学発光法
chemoprevention 予防的化学療法
chemoprophylaxis 予防的化学療法
chemostat ケモスタット
chemotactic factor 走化因子
chemotaxis 走化性
chemotherapeutic agents 化学療法薬［剤］
chemotherapeutic index 化学療法係数
chemotherapy 化学療法
chest-tube drainage 胸部チューブ・ドレナージ
chickenpox 水痘
chikungunya チクグンヤ
child dose 小児薬用量
Chlamydia クラミジア属
chlamydia cervicitis クラミジア［性］子宮頸管炎
Chlamydia pecorum クラミジア・ペコラム
Chlamydia pneumoniae クラミジア・ニューモニエ
Chlamydia pneumoniae 肺炎クラミジア
Chlamydia psittaci オウム病クラミジア
Chlamydia trachomati 和訳なし
Chlamydia trachomatis トラコーマクラミジア
Chlamydia trachomatis クラミジア・トラコマティス
chlamydia［l］infection クラミジア感染［症］
chlamydial cervicitis クラミジア［性］子宮頸管炎
chlamydial infection クラミジア感染［症］
chlamydial pneumonia クラミジア［性］肺炎
chlamydial urethritis クラミジア［性］尿道炎
chlamydiosis クラミジア症
Chlamydophila pneumonia 和訳なし
Chlamydophila psittac 和訳なし
chlamydospore 厚膜胞子
chloramphenicol クロラムフェニコール 薬物群名：クロラムフェニコール系　略語：CP　
chloramphenicol acetyltransferase クロラムフェニコールアセチル トランスフェラーゼ 略語：CATase
chlorhexidine クロルへキシジン
chlortetracycline クロルテトラサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：CTC　
chocolate agar medium チョコレート寒天培地
cholangiolitis 細胆管炎
cholangio-venous reflux 胆管静脈逆流現象
cholangitis 胆管炎
cholecystitis 胆嚢炎
cholecystolithiasis  (cholelithiasis) 胆石症
choledocholithiasis  (common bile duct calculi) 総胆管結石症
cholera コレラ
cholera toxin コレラ毒素
choleraic diarrhea コレラ様下痢
cholesteatoma 真珠腫性中耳炎
chorioamnionitis 絨毛膜羊膜炎
chorioretinitis 脈絡網膜炎
chorioretinitis  (retinochoroiditis) 脈絡網膜炎（網脈絡膜炎）
Chromobacterium クロモバクテリウム属
Chromobacterium violaceu 和訳なし
chromomycosis クロモミコーシス
chromosome 染色体
chromosome abnormality 染色体異常
chronic 慢性
chronic adhesive pericarditis 慢性癒着性心膜炎
chronic bacterial prostatitis 慢性細菌性前立腺炎
chronic bronchitis 慢性気管支炎
chronic cholecystitis 慢性胆嚢炎
chronic complicated cystitis 慢性複雑性膀胱炎
chronic complicated pyelonephritis 慢性複雑性腎盂腎炎
chronic constrictive pericarditis 慢性収縮性心膜炎
chronic fatigue syndrome 慢性疲労症候群
chronic gingivitis 慢性歯肉炎
chronic granulomatous disease 慢性肉芽腫症
chronic hepatitis 慢性肝炎
chronic infection 慢性感染症
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chronic inflammatory disease 慢性炎症性病変
chronic laryngitis 慢性喉頭炎
chronic lower respiratory infection 慢性下気道感染
chronic lung disease 慢性肺疾患 略語：CLD
chronic mastitis 慢性乳腺炎
chronic mediastinitis 慢性縦隔炎
chronic mucocutaneous candidiasis 慢性皮膚粘膜カンジダ症
chronic necrotizing aspergillosis 慢性壊死性アスペルギルス症
chronic nonbacterial prostatitis 慢性非細菌性前立腺炎
chronic osteomyelitis 慢性骨髄炎
chronic pelvic pain syndrome 慢性骨盤痛症候群
chronic prostatitis 慢性前立腺炎
chronic pulmonary emphysema 慢性肺気腫
chronic purulent otitis media 慢性化膿性中耳炎
chronic recurrent aphtha 慢性再発性アフタ
chronic respiratory disease 慢性呼吸器疾患
chronic respiratory infection 慢性気道感染
chronic rheumatic pericarditis 慢性リウマチ性心膜炎
chronic tonsillitis 慢性扁桃炎
chronic toxicity 慢性毒性
chronic toxicity test 慢性毒性試験
chronic［paranasal］sinusitis 慢性副鼻腔炎
Chryseobacterium gleu 和訳なし
Chryseobacterium indologene 和訳なし
Chrysosporium 和訳なし
Chytridiomycota 和訳なし
ciclacillin シクラシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：ACPC　
ciclopirox olamine シクロピロクスオラミン 薬物群名：抗真菌薬
ciliary injections 毛様充血
cilliary movement 線毛運動
cinoxacin シノキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：CINX　
ciprofloxacin シプロフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：CPFX　試験薬剤名：BAYo9867
circulatory failure 循環不全
Citrobacter シトロバクター属
Citrobacter amalonaticu 和訳なし
Citrobacter braaki 和訳なし
Citrobacter farmel 和訳なし
Citrobacter freundi 和訳なし
Citrobacter gelleni 和訳なし
Citrobacter koser 和訳なし
Citrobacter murlinia 和訳なし
Citrobacter rodentiu 和訳なし
Citrobacter sedlakk 和訳なし
Citrobacter werkmani 和訳なし
Citrobacter younga 和訳なし
Cl total 総クリアランス
Cladophialophora 和訳なし
Cladophialophora bantiana 和訳なし
Cladophialophora carrionii 和訳なし
Cladophialophora trichoides 和訳なし
cladosporiosis クラドスポリウム症
Cladosporium 和訳なし
clarithromycin クラリスロマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：CAM　試験薬剤名：TE-031
Claviceps 和訳なし
Claviceps purpurea 和訳なし
Clavispora 和訳なし
Clavispora lusitaniae 和訳なし
clavulanic acid クラブラン酸 薬物群名：β-ラクタマーゼ阻害薬　略語：CVA　
clavulanic acid/amoxicillin クラブラン酸/アモキシシリン 略語：CVA/AMPC　試験薬剤名：BRL25000
clavulanic acid/ticarcillin クラブラン酸/チカルシリン 略語：CVA/TIPC　試験薬剤名：BRL28500
clean intermittent catheterization 清潔間欠導尿 略語：CIC
clean operation 無菌手術
clean room 無菌室
clean-catch urine 清浄採取尿
clean-contaminated operation 準無菌手術
climate change 気候変動
clindamycin クリンダマイシン 薬物群名：リンコマイシン系　略語：CLDM　
Clinical and Laboratory Standards Institute 米国臨床検査標準協議会 略語：CLSI
clinical application 臨床応用
clinical diagnosis 臨床診断［法］
clinical efficacy 臨床効果
clinical evaluation 臨床評価
clinical examination 臨床検査
clinical findings 臨床所見
clinical isolate 臨床分離株
clinical laboratory diagnosis 臨床検査［室］診断
clinical manifestation 臨床症状
clinical research coordinator 治験コーディネーター 略語：CRC
clinical safty dose 臨床安全量
clinical study 臨床試験
clinical symptom 臨床症状
clinical trial 臨床治験
clinical-pathological findings 臨床病理検査所見
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cloaca 汚溝
cloaca 排泄腔
cloconazole クロコナゾール
clonorchiasis 肝吸虫症
Clonorchis sinensis 肝吸虫
closed drainage method 閉鎖式ドレナージ法
closed drainage system 閉鎖式ドレナージシステム
clostridial gas gangrane クロストリジウム・ガス壊疽
Clostridium クロストリジウム属
Clostridium absonu 和訳なし
Clostridium aldenens 和訳なし
Clostridium argentinens 和訳なし
Clostridium barati 和訳なし
Clostridium beijerincki 和訳なし
Clostridium bifermentan 和訳なし
Clostridium boltea 和訳なし
Clostridium botulinu 和訳なし
Clostridium botulinum ボツリヌス菌
Clostridium butyricu 和訳なし
Clostridium carni 和訳なし
Clostridium chauvoe 和訳なし
Clostridium citronia 和訳なし
Clostridium clostridioform 和訳なし
Clostridium cochleariu 和訳なし
Clostridium cocleatu 和訳なし
Clostridium difficil 和訳なし
Clostridium difficile ディフィシル菌
Clostridium difficile-associated diarrhea クロストリジウム・ディフィシル関連下痢症 略語：CDAD
Clostridium falla 和訳なし
Clostridium ghoni 和訳なし
Clostridium glycolicu 和訳なし
Clostridium haemolyticu 和訳なし
Clostridium hastiform 和訳なし
Clostridium histolyticu 和訳なし
Clostridium indoli 和訳なし
Clostridium innocuu 和訳なし
Clostridium irregular 和訳なし
Clostridium leptu 和訳なし
Clostridium limosu 和訳なし
Clostridium malenominatu 和訳なし
Clostridium novyi ノービ菌
Clostridium oroticu 和訳なし
Clostridium paraputrificu 和訳なし
Clostridium perfringens ウエルシュ菌
Clostridium piliform 和訳なし
Clostridium putrefacien 和訳なし
Clostridium ramosu 和訳なし
Clostridium septicu 和訳なし
Clostridium sordelli 和訳なし
Clostridium sphenoide 和訳なし
Clostridium sporogene 和訳なし
Clostridium subterminal 和訳なし
Clostridium symbiosu 和訳なし
Clostridium tertiu 和訳なし
Clostridium tetani 破傷風菌
clotrimazole クロトリマゾール
clouding of consciousness 意識混濁
cloxacillin クロキサシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：MCIPC　
clump formation 集塊形成
cluster analysis クラスター分析
CO2 incubator 炭酸ガス培養器
coagulase コアグラーゼ
coagulase negative Staphylococcus コアグラーゼ陰性ブドウ球菌 略語：CNS
coagulation-fibrinolysis system 凝固線溶系
Coccidioides 和訳なし
Coccidioides immitis 和訳なし
coccidioidin コクシジオイジン
coccidioidomycosis コクシジオイデス症
coccoid 球菌様の
coccus  (pl. cocci) 球菌
Cochliobolus 和訳なし
Cochliobolus australiensis 和訳なし
Cochliobolus lunatus 和訳なし
cocoid ココイド
co-infection 同時感染
colicky pain 仙痛
coliform bacteria 大腸菌群
coliphage 大腸菌ファージ
colistin コリスチン 薬物群名：ポリペプチド系　略語：CL　
colitis 大腸炎
collagenase コラゲナーゼ
Collinsera aerofacien 和訳なし
Collinsera intestinali 和訳なし
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Collinsera stercori 和訳なし
colonization 定着
colonization factor 定着因子
colonization factor antigen 定着因子抗原 略語：CFA
colony コロニー
colony 集落
colony forming units 集落形成単位 略語：CFU
colony stimulating factor コロニー刺激因子 略語：CSF
colony-forming units コロニー（集落）形成単位 略語：CFU
colostomy 人工肛門形成［術］
colostrum 初乳
colpitis 腟炎
Comamonas terrigen 和訳なし
Comamonas testosteron 和訳なし
combination 併用
combination therapy 併用療法
combined effect 併用効果
combined vaccine 混合ワクチン
common cold 感冒
common cold syndrome かぜ症候群
common variable immunodeficiency 通常型不定型免疫不全症
communicability 伝染性
communicable disease 伝染病
community acquired aspergillosis 市中アスペルギルス症
community acquired infection 市中感染
community acquired MRSA 市中MRSA 略語：CA-MRSA
community acquired pneumonia 市中肺炎
community hospital 市中病院
competitive antagonism 競合的拮抗
complement 補体
complement fixation 補体結合 略語：CF
complement fixation reaction 補体結合反応
complement fixation test 補体結合試験 略語：CF
compliance 服用性
complicated infection 複雑性感染症
complicated urinary tract infection 複雑性尿路感染［症］
complication 合併症
component transfusion 成分輸血
component vaccine コンポーネントワクチン
compromised host 易感染［性］宿主
concanavallin A コンカナバリンA 略語：con A
concent form 同意書
concentration 濃度
concentration dependency 濃度依存性
condyloma コンジローム
condyloma acuminatum 尖形コンジローマ
condyloma latum 扁平コンジローム
congenital infection 先天性感染
congenital rubella syndrome 先天性風疹症候群 略語：CRS
congenital syphilis 先天性梅毒
congenital toxoplasmosis 先天性トキソプラズマ症
Conidiobolus 和訳なし
Conidiobolus coronatus 和訳なし
Conidiobolus incongruus 和訳なし
conjugant 接合伝達株
conjugation 接合
conjugative plasmid 接合性プラスミド
conjunctival injections 結膜充血
conjunctivitis 結膜炎
constitutive 構成型
constitutive enzyme 構成型酵素
constitutive resistance 構成型耐性
contact dermatitis 接触［性］皮膚炎
contact hypersensitivity 接触過敏症
contact infection 接触感染
contact precautions 接触感染予防措置
contact transmission 接触伝播
contagion 伝染病原体
contagiosum 軟属腫
contagium 伝染病原体
contaminant 汚染菌
contaminated operation 汚染手術
contamination 汚染
continuous administration 持続投与
continuous ambulatory peritoneal dialysis 持続性携帯型腹膜灌流 略語：CAPD
continuous ambulatory peritoneal dialysis 透析 略語：CAPD
continuous fever 稽留熱
continuous flow culture system 連続流動培養装置
continuous fluid cultivation 連続流動培養［法］
continuous intravenous  (drip)  infusion 持続点滴静注
continuous irrigation method 持続洗浄法
continuous suction drainage 持続吸引排液［法］
continuous venovenous hemodiafiltration 持続性静脈血液濾過透析
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contracted bladder 萎縮膀胱
contracted kidney 萎縮腎
controlled trial  (study) 比較試験（研究）
convalescent serum 回復期血清
convulsion induced effect 痙攣誘発作用
convulsive attack 痙攣発作
Coombs  (Coombs')  test クームス試験
copper tubing 銅管留置
cord blood 臍帯血
co-receptors 共同受容体
corneal abscess 角膜膿瘍
corneal ulcer 角膜潰瘍
cornmeal agar medium コーンミール寒天培地
coronary care unit 冠動脈疾患集中治療室 略語：CCU
coronavirus コロナウイルス属
correlation 相関
correlation coefficient 相関係数
Corynascus 和訳なし
Corynascus heterothallicus 和訳なし
Corynebacterium コリネバクテリウム属
Corynebacterium accolen 和訳なし
Corynebacterium afermentans ssp. fermentan 和訳なし
Corynebacterium afermentans ssp. lipophilu 和訳なし
Corynebacterium amycolatu 和訳なし
Corynebacterium argentoratens 和訳なし
Corynebacterium auri 和訳なし
Corynebacterium bovi 和訳なし
Corynebacterium confusu 和訳なし
Corynebacterium coylea 和訳なし
Corynebacterium diphtheria 和訳なし
Corynebacterium diphtheriae ジフテリア菌
Corynebacterium duru 和訳なし
Corynebacterium falseni 和訳なし
Corynebacterium glucuronolyticu 和訳なし
Corynebacterium imitan 和訳なし
Corynebacterium jeikeiu 和訳なし
Corynebacterium lipophiloflavu 和訳なし
Corynebacterium macginley 和訳なし
Corynebacterium matruchoti 和訳なし
Corynebacterium minutissimu 和訳なし
Corynebacterium mucifacien 和訳なし
Corynebacterium pilosu 和訳なし
Corynebacterium propinquu 和訳なし
Corynebacterium pseudodiphthericu 和訳なし
Corynebacterium pseudotuberculosi 和訳なし
Corynebacterium riegeli 和訳なし
Corynebacterium singular 和訳なし
Corynebacterium striatu 和訳なし
Corynebacterium sundsvallens 和訳なし
Corynebacterium ulceran 和訳なし
Corynebacterium urealyticu 和訳なし
Corynebacterium xerosi 和訳なし
cost-effectiveness 費用対効果性
cough 咳
cough 咳嗽
coumermycin クメルマイシン 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：CMRM　
counter immunoelectrophoresis 交差免疫電気泳動［法］ 略語：CIE
counting immunoassay 計測的免疫学測定 略語：CIA
counts per minute 毎分放射能数 略語：cpm
cowpox virus 牛痘ウイルス
Coxiella コクシエラ属
Coxiella burneti 和訳なし
coxitis 股関節炎
coxsackie virus コクサッキーウイルス
C-reactive protein C反応性蛋白 略語：CRP
creatinine クレアチニン 略語：Cr
creatinine clearance クレアチニン クリアランス 略語：Ccr
Crede's procedure クレーデ点眼法
Creutzfeldt-Jakob disease クロイツフェルト・ヤコブ病 略語：CJD
Crimean-Congo hemorrhagic fever クリミア・コンゴ出血熱 略語：CCHF
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus 和訳なし 科（亜科）名：Bunyaviridae　属名：Nairovirus
Crohn's disease クローン病
Cronobacter sakazaki 和訳なし
cross infection 交差感染
cross reaction 交差反応
cross resistance 交差耐性
cross-reactivity 交差反応性
crust 痂皮
cryptitis 陰窩炎
Cryptobacterium curtu 和訳なし
cryptococcosis クリプトコックス症
Cryptococcus クリプトコックス属
Cryptococcus albidus 和訳なし
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Cryptococcus curvatus 和訳なし
Cryptococcus diffluens 和訳なし
Cryptococcus humicola 和訳なし
Cryptococcus laurentii 和訳なし
Cryptococcus neoformans 和訳なし
cryptosporidicidal activity 殺クリプトスポリジウム活性
cryptosporidiosis クリプトスポリジウム症
Cryptosporidium クリプトスポリジウム属
cryptostromosis クリプトストロマ症
cultivation 培養［法］
culture 培養
culture medium 培地
cumulative vaccination coverage 累積ワクチン接種範囲
Cunninghamella 和訳なし
Cunninghamella bertholletiae 和訳なし
Curvularia 和訳なし
Curvularia lunata 和訳なし
cutaneous infection 皮膚感染症
cutaneous reaction of the delayed type 遅延型皮膚反応
cyanosis チアノーゼ
cyclohexane シクロヘキサン
cyclophosphamide シクロホスファミド 略語：CY
cycloserine シクロセリン 略語：CS
cycloserine-cefoxitin-fructose agar シクロセリン・セフォキシチン・フルクトース寒天［培地］ 略語：CCFA
cyclosporiasis サイクロスポーラ症
cyclosporin A シクロスポリンA 略語：CyA
Cylindrocarpon 和訳なし
Cylindrocarpon lichenicola 和訳なし
cysteine protease システイン蛋白分解酵素
cysteine trypticase agar medium システイントリプチケース寒天培地 略語：CTA
cystic fibrosis 嚢胞性肺線維症
cysticercosis 嚢虫症
cystine trypticase agar medium シスチントリプチケース寒天培地 略語：CTA
cystitis 膀胱炎
cystourethritis 尿道膀胱炎
cystourethritis 膀胱尿道炎
cytochrome チトクローム
cytodiagnosis 細胞診
cytokine［s］ サイトカイン
cytologic diagnosis 細胞診
cytology 細胞診
cytomegalic inclusion disease 巨細胞封入体症 略語：CID
cytomegalovirus サイトメガロウイルス 略語：CMV
cytomegalovirus retinitis サイトメガロウイルス網膜炎
cytopathic effect 細胞変性効果 略語：CPE
cytoplasm 細胞質
cytoplasmic membrane 細胞膜
cytoplasmic membrane  (cell membrane) 細胞［質］膜
cytotoxic effect 細胞傷害効果
cytotoxic T lymphocyte 細胞傷害性Tリンパ球 略語：CTL
cytotoxic［hypersensitivity］reaction 細胞傷害型反応
cytotoxicity 細胞毒性
cytotoxin 細胞毒
cytotoxin assay 細胞毒定量
cytotoxin-hemolysin gene 細胞毒溶血素遺伝子

dacryoadenitis 涙腺炎
dacryocystitis 涙嚢炎
dairy cattle 乳牛
dark-field microscopy 暗視野顕微鏡
darunavir ダルナビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
dead vaccine 死菌ワクチン
deafness 難聴
deafness, hypacusia, hypacusis, hearing loss, hearing impairment, auditory disturbance 難聴
Debaryomyces 和訳なし
Debaryomyces hansenii 和訳なし
debridement デブリードマン
decubitus 褥瘡
decubitus infection 褥瘡感染
deep burn 深部熱傷
deep cervical abscess 深頸部膿瘍
deep dermal burn 深部皮膚熱傷
deep mycosis 深在性真菌症
deep neck infection 深頸部感染症
deep venous thrombosis 深部静脈血栓
deep-seated mycosis 深在性真菌症
defence mechanism against infection 感染防御［機構］
defence musculaire 筋性防御
deferentitis 精管炎
defibrinated blood 脱線維素血［液］
definite diagnosis 確定診断
dehydropeptidaseⅠ デヒドロペプチダーゼⅠ 略語：DHP-Ⅰ

D



英語 日本語 付帯情報
delavirdine デラビルジン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
delayed hypersensitivity 遅延型過敏症
delayed type allergy 遅延型アレルギー
Delftia acidovoran 和訳なし
demethylchlortetracycline ジメチルクロルテトラサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：DMCTC　
Demodex folliculorum ニキビダニ
dengue fever デング熱
dengue fever virus デング熱ウイルス
dengue hemorrhagic fever デング出血熱
dengue virus 和訳なし 科（亜科）名：Flaviviridae　属名：Flavivirus
density 密度
density 濃度
dental care 歯科医療
dental caries う蝕
dental deposition 歯牙障害
dental extraction 抜歯
dental infection 歯性感染症
dental treatment 歯科治療
deoxyribonuclease デオキシリボヌクレアーゼ 略語：DNase
deoxyribonucleic acid デオキシリボ核酸 略語：DNA
dependency test 依存性試験
derepressed 脱抑制［型］の
derepressed mutant 脱抑制型変異
Dermabacter homini 和訳なし
dermatitis exfoliativa neonatorum Ritter リッター新生児剥脱性皮膚炎
dermatitis medicamentosa 薬物性皮膚炎
dermatitis of eyelid 眼瞼皮膚炎
dermatomycosis 皮膚真菌症
Dermatophilus congolensi 和訳なし
dermatophyte 皮膚糸状菌
dermatophytid 白癬疹
dermatophytosis 皮膚糸状菌症
dermatostomatitis 皮膚口内炎
descending infection 下行［性］感染
descending necrotizing mediastinitis 下行性壊死性縦隔炎
desensitization 脱感作
designated communicable disease 指定伝染病
Desulfovibrio desulfurican 和訳なし
Desulfovibrio fairfieldensi 和訳なし
Desulfovibrio pige 和訳なし
detection 同定
device 医療用具
device-associated infection 医療用具関連感染
device-associated infection デバイス関連感染
dexamethasone デキサメサゾン
Di George syndrome ディジョージ症候群
diabetes mellitus 糖尿病 略語：DM
diabetic gangrene 糖尿病性壊疽
diagnosis 診断
diagnostic kit 診断キット
Dialister invisu 和訳なし
Dialister microaerophilu 和訳なし
Dialister pneumosinte 和訳なし
Dialister propinicifacien 和訳なし
dialysis 透析
dialyzability 透析力
diameter 直径 略語：diam
diarrhea 下痢［症］
diarrheagenic Escherichia coli 下痢原性大腸菌
dibekacin ジベカシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：DKB　
Dick test ディック試験
Dick toxin ディック毒素
dicloxacillin ジクロキサシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：MDIPC　
didanosine ジダノシン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）　　
diethylaminoethyl ジエチルアミノエチル 略語：DEAE
differential medium 確認培地
differentiation 分化
diffuse panbronchiolitis びまん性汎細気管支炎 略語：DPB
diffusion method 拡散法
dihydropyrimidine dehydrogenase ジヒドロピリミジン デヒドロゲナーゼ 略語：DPD
dilution method 希釈法
dimorphic fungi 二形性真菌
diphtheria ジフテリア
diphtheria antitoxin ジフテリア抗毒素
diphtheria pertussis and tetanus vaccine DPTワクチン（百日咳，ジフテリア，破傷風）
diphtheria toxin ジフテリア毒素
diphtheria toxoid ジフテリアトキソイド
diphtheria, tetanus toxoids, and acellular pertussis vaccine ジフテリア・破傷風毒素・無細胞百日咳ワクチン 略語：DTaP
diphtheria-tetanus toxoid ジフテリア・破傷風混合トキソイド 略語：DT toxoid
Diphyllobothrium erinace マンソン裂頭条虫 感染症：マンソン孤虫症
Diphyllobothrium latu 広節裂頭条虫 感染症：広節裂頭条虫症
diplococcus  (pl.-cocci) 双球菌
Dipodascus 和訳なし
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Dipodascus capitatus 和訳なし
direct Coombs test 直接クームス試験
direct examination 直接検査
direct immunofluorescent antibody test 直接蛍光抗体法
directly observed treatment, short‐course 短期直接観察治療 略語：DOTS
dirty / infected operation 感染手術
disappearance rate 消失率
disc  (disk)  method ディスク法
disc method ディスク法
discitis 椎間板炎
Discosphaerina 和訳なし
Discosphaerina fulvida 和訳なし
disease control 疾病制御
disease of hematopoietic organ 造血器疾患
disinfectant 消毒薬（剤）
disinfection 消毒
disinfection in boiling water 煮沸消毒
disseminated candidiasis 播種性カンジダ症
disseminated coccidioidomycosis 播種性コクシジオイデス症
disseminated infection 播種性感染
disseminated intravascular coagulation 播種性血管内凝固 略語：DIC
disseminated intravasular gas production 播種性血管内ガス産生
disseminated strongyloidiasis 播種性糞線虫症
dissemination 播種
distilled water 蒸留水
distomatosis pulmonum 肺吸虫症
distomiasis ジストマ症
disulfiram ジスルフィラム
diversity 多様性
diverticular disease of intestine 腸管憩室症
diverticulitis 憩室炎
divided administration 分割投与
dizziness 眩暈（めまい）［症］
DNA extraction DNA抽出物
DNA gyrase DNAジャイレース
DNA probe DNAプローブ
DNA synthesis DNA合成
DNA synthesis inhibitor DNA合成阻害剤
Dolosigranulum pigru 和訳なし
donor ドナー
donor 提供者
doripenem   (S-4661) ドリペネム 薬物群名：カルバペネム系　略語：DRPM　
dosage regimen 投与計画
dose  (dosage) 投与量
dose dependency 用量依存性
dose finding trial 用量設定試験
dose, dosage 投与量
dosing interval 投与間隔
Dothideales 和訳なし
double blind study 二重盲検試験
double blind test 二重盲検試験
double ring 二重環
double zone 二重帯
doubling time 倍増時間
Douglas abscess ダグラス窩膿瘍
Douglas puncture ダグラス窩穿刺
doxycycline ドキシサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：DOXY　
drainage ドレナージ
drip infusion 点滴 略語：DI
droplet 飛沫
droplet infection 飛沫感染
droplet precautions 飛沫感染予防措置
droplet transmission 飛沫伝播
drug allergy 薬物アレルギー
drug associated colitis 薬剤性大腸炎
drug control 薬剤制御
drug delivery system ドラッグデリバリーシステム 略語：DDS
drug delivery system 薬物送達システム 略語：DDS
drug efficacy test 薬効試験
drug eruption 薬疹
drug induced hepatitis 薬剤性肝炎
drug induced pneumonitis 薬物性肺炎
drug induced rhinitis 薬物性鼻炎
drug information 医薬品情報 略語：DI
drug resistance 薬剤耐性
drug resistance factor 薬剤耐性因子
drug resistance plasmid 薬剤耐性プラスミド
drug resistant bacterium  (pl.-ria) 薬剤耐性菌
drug rush 薬疹
drug rush  (eruption) 薬疹
drug sensitivity 薬剤感受性
drug susceptibility 薬剤感受性
drug susceptibility test 薬剤感受性試験
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drug susceptible bacterium  (pl.-ria) 薬剤感［受］性菌
drug［induced］fever 薬物熱
drug-drug interaction 薬物間相互作用
drug-induced lymphocyte stimulating test 薬剤誘発性リンパ球刺激試験
drug-induced pneumonitis 薬物性肺炎
dry air sterilization 乾熱滅菌
dry anterior rhinitis 乾燥性前鼻炎
dry heat sterilization 乾熱滅菌
duodenal ulcer 十二指腸潰瘍
dysentery 赤痢
dysodiasmia 嗅覚障害
dyspepsia 消化不良
dyspnea 呼吸困難
dysuria 排尿困難（排尿痛によるものも含む）

eaeA 和訳なし
ear discharge 耳漏
ear drop［medication］ 点耳液
ear noises 耳鳴
ear noises  (ringing) 耳鳴
ear pain 耳痛
ear polyp 耳茸
earache 耳痛
early diagnosis 早期診断
early evaluation of clinical response 早期効果判定
early rupture of the membrane 早期破水
Ebola hemorrhagic fever エボラ出血熱
Ebola virus エボラウイルス
Ebolavirus 和訳なし 科（亜科）名：Filoviridae　属名：Ebolavirus
echinococcosis エキノコックス症
Echinococcus granulosu 単包条虫 感染症：エキノコックス症（echinococcosis）
Echinococcus granulosus 単包性エキノコックス
Echinococcus multilocularis 多包性エキノコックス（多包条虫）
Echinococcus multilocurali 多包条虫　
echovirus エコーウイルス
ecological system 生態系
ecology 生態学
econazole エコナゾール
ecthyma 膿瘡
ecthyma gangrenosum 壊疽性膿瘡
ecthyma vulgare 尋常性膿瘡
eczema 湿疹
edema 浮腫
Edwardsiella hoshina 和訳なし
Edwardsiella tard 和訳なし
efavirenz エファビレンツ 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
effective 有効
effective dose 有効量
effective rate 有効率
efficacy 効力
efficacy 有効度
efficacy 効能
efficacy 効果
efflux 排出
efflux pump 排出ポンプ
efflux transporter 排出輸送体
Eggerthella hongkongensi 和訳なし
Eggerthella lent 和訳なし
Eggerthella sinensi 和訳なし
egg-yolk agar medium 卵黄寒天培地
egg-yolk reaction 卵黄反応
Ehrlichia chaffeensi 和訳なし
ehrlichiosis エーリキア症
Eikenella エイケネラ属
Eikenella corroden 和訳なし
elastase エラスターゼ
elderly 高齢者
elective operation 予定（待期）手術
electrochemical detector 電子化学検出器
electrolized functioning water 電解機能水
electron microscope 電子顕微鏡
elementaly body 基本小体
elephantiasis 象皮病
elimination 排泄
Elizabethkingiameningoseptic 和訳なし
emergency operation 緊急手術
emerging［infectious］diseases 新興感染症
Emericella 和訳なし
Emericella nidulans 和訳なし
emesis 嘔吐
Emmonsia 和訳なし
Emmonsia parva 和訳なし

E
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Empedobacter brevi 和訳なし
emphysematous cholecystitis 気腫性胆嚢炎
emphysematous cystitis 気腫性膀胱炎
emphysematous pyelonephritis 気腫性腎盂腎炎
empiric chemotherapy 経験的化学療法
empyema 蓄膿
empyema 蓄膿症
empyema 膿胸
empyema of gallbladder 胆嚢蓄膿
emtricitabine エムトリシタビン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
encephalitis 脳炎
encephalomyelitis 脳脊髄炎
encephalomyocarditis virus 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Cardiovirus
end point エンドポイント
endemic tropical disease 熱帯風土病
endemic typhus 発疹熱
endemic typhus ネズミ発疹チフス
endemic typhus 発疹熱
endobronchial instillation 気管内注入療法
endobronchial lesion 気管支内病変
endocarditis 心内膜炎
endogenous endophthalmitis 内因性眼内炎
endogenous infection 内因［性］感染
endogenous mycosis 内因性真菌症
endometritis 子宮内膜炎
endophthalmitis 眼内炎
endoscopic retrograde biliary drainage 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ 略語：ERBD
endoscopic surgery 内視鏡下手術
endotoxin 内毒素
endotoxin 菌体内毒素
endotoxin エンドトキシン
endotoxin shock エンドトキシンショック
enoxacin エノキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：ENX　
enramycin エンラマイシン 略語：EDC
enrichment culture 増菌培養
enrichment medium 増菌培地
Entamoeba col 大腸アメーバ
Entamoeba gingivali 歯肉アメーバ
Entamoeba histolytica 赤痢アメーバ
entecavir エンテカビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
enteral nutrition 経腸栄養
enteric bacterium 腸内細菌
enteric bacterium  (pl.-ria) 腸内細菌
enteric fever （腸）チフス
enteric granule 腸溶顆粒［剤］
enteritis 腸炎
enteroadherent Escherichia coli 腸管付着性大腸菌 略語：EAEC
enteroaggregative Escherichia coli 腸管凝集性大腸菌
Enterobacter エンテロバクター属
Enterobacter aerogene 和訳なし
Enterobacter amnigenu 和訳なし
Enterobacter asburia 和訳なし
Enterobacter cancerogenu 和訳なし
Enterobacter cloaca 和訳なし
Enterobacter gergovia 和訳なし
Enterobacter hormaeche 和訳なし
Enterobacter kobe 和訳なし
Enterobacteriaceae 腸内細菌科
enterobacterium 腸内細菌
enterobiasis 蟯虫症
Enterobius vermicularis 蟯虫
Enterococcus エンテロコッカス属
enterococcus  (pl.-cci) 腸球菌
Enterococcus aviu 和訳なし
Enterococcus casseliflavu 和訳なし
Enterococcus cecoru 和訳なし
Enterococcus dispa 和訳なし
Enterococcus duran 和訳なし
Enterococcus faecali 和訳なし
Enterococcus faeciu 和訳なし
Enterococcus flavescen 和訳なし
Enterococcus gallinaru 和訳なし
Enterococcus hira 和訳なし
Enterococcus malodoratu 和訳なし
Enterococcus mundti 和訳なし
Enterococcus pseudoaviu 和訳なし
Enterococcus raffinosu 和訳なし
enterohemolysin 腸管溶血素
enterohemorrhagic Escherichia coli 腸管出血性大腸菌 略語：EHEC
enterohemorrhagic Escherichia coli infection 腸管出血性大腸菌感染症
enterohepatic circulation 腸肝循環
enteroinvasive Escherichia coli 腸管侵入性大腸菌 略語：EIEC
enteropathogenic Escherichia coli 病原性大腸菌 略語：EPEC



英語 日本語 付帯情報
enterotoxigenic Escherichia coli 毒素原性大腸菌 略語：ETEC
enterotoxin エンテロトキシン
enterovirus エンテロウイルス
Entomophthorales 和訳なし
Env protein Enyタンパク質
enviomycin エンビオマイシン 薬物群名：抗結核薬　略語：EVM　
enzyme immunoassay 酵素免疫［測定］法 略語：EIA
enzyme-labelled antibody method 酵素［標識］抗体法
enzyme-linked fluorescent immunoassay 酵素免疫蛍光測定法
enzyme-linked immunosorbent assay 固相酵素免疫［測定］法 略語：ELISA
enzymology 酵素学
eosin-methylene blue agar エオジンメチレンブルー寒天 略語：EMB agar
eosinopenia 好酸球減少症
eosinopenia 好酸球減少
eosinophil［e］ 好酸球
eosinophilic cationic protein 好酸性陽イオン性蛋白
eosinophilic pneumonia 好酸球性肺炎
eosinophilic rhinitis 好酸球増多性鼻炎
epidemic diarrhea 流行性下痢症
epidemic diarrhea 伝染性下痢症
epidemic encephalomyelitis 流行性脳脊髄膜炎
epidemic hemorrhagic fever 流行性出血熱
epidemic keratoconjunctivitis 流行性角結膜炎 略語：EKC
epidemic parotiditis 流行性耳下腺炎
epidemic typhus 発疹チフス
epidemiology 疫学
Epidermophyton 表皮菌属
Epidermophyton floccosum 和訳なし
epididymitis 精巣上体炎
epididymo orchitis 精巣副睾丸炎
epididymo orchitis 睾丸副睾丸炎
epidual abscess 硬膜外膿瘍
epigallocatechin gallate エピガロカテキン没食子酸塩 略語：EGCg
epiglottitis 喉頭蓋炎
epithelial cell 上皮細胞
Epstein-Barr virus EBウイルス 略語：EBV
eradication 根絶
erm B 和訳なし
erm gene エルム遺伝子
eruption 発疹
Erwinia persicin 和訳なし
erysipelas 丹毒
erysipeloid 類丹毒
Erysipelothrix rhusiopathia 和訳なし
erythema 紅斑
erythema infectiosum 伝染性紅斑
erythema multiform type drug eruption 多形紅斑様薬疹
erythema multiforme 多形紅斑
erythema nodosum 結節性紅斑
erythema toxicum 中毒性紅斑
erythrasma 紅色陰癬
erythrocyte count 赤血球数 略語：RBC
erythrocyte sedimentation rate 赤血球沈降速度（赤沈値） 略語：ESR
erythrogenic toxin 発赤毒素
erythromycin エリスロマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：EM　
erythropoietin エリスロポイエチン
Escherichia エシェリキア属
Escherichia blatta 和訳なし
Escherichia col 大腸菌
Escherichia fergusoni 和訳なし
Escherichia hermanni 和訳なし
Escherichia vulneri 和訳なし
esophagitis 食道炎
estoidea 条虫類
E-test Eテスト
ethacridine lactate 乳酸エタクリジン
ethambutol エタンブトール 薬物群名：抗結核薬　略語：EB　
ethionamide エチオナミド 薬物群名：抗結核薬　略語：ETH　
ethmoidal sinusitis 篩骨洞炎
ethylene oxide gas sterilization エチレンオキシドガス滅菌
ethyleneoxide gas エチレンオキサイドガス 略語：EOG
etravirine エトラビリン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
Eubacterium ユーバクテリウム属
Eubacterium brach 和訳なし
Eubacterium combesi 和訳なし
Eubacterium contortu 和訳なし
Eubacterium infirmu 和訳なし
Eubacterium limosu 和訳なし
Eubacterium minutu 和訳なし
Eubacterium moniliform 和訳なし
Eubacterium nitritogene 和訳なし
Eubacterium nodatu 和訳なし
Eubacterium saburreu 和訳なし
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Eubacterium saphenu 和訳なし
Eubacterium sulc 和訳なし
Eubacterium tenu 和訳なし
Eubacterium yurii ssp. schtitk 和訳なし
Eubacterium yurii ssp. yuri 和訳なし
eucaryocyte 真核細胞
eucaryote 真核生物
Eurotiales 和訳なし
eustachian tube obstruction 耳管閉窄症
evaluation criteria 判定基準
evidence-based laboratory medicine 根拠に基づく臨床検査医学 略語：EBLM
evidence-based medicine 根拠に基づいた医療 略語：EBM
evidence-based medicine 根拠に基づく医学 略語：EBM
evidence-based precautions 根拠に基づく予防措置 略語：EBP
Ewingella american 和訳なし
examination of cerebrospinal fluid 髄液検査
examthema subitum 突発性発疹
exanthema 発疹
exanthema subitum 突発性発疹
excellent 著効
excerbation （感染）増悪
excretion 排泄
exfoliatin エクスホリアチン
exfoliation 落屑
exfoliation 剥脱
exfoliative toxin 表皮剥脱性毒素
exfoliative toxin 表皮剥脱毒素
exfoliative toxin 表皮剥脱
Exiguobacterium aurantiacu 和訳なし
exoenzyme 外酵素
exogenous infection 外因［性］感染
exogenous mycosis 外因性真菌症
Exophiala 和訳なし
Exophiala dermatitidis 和訳なし
Exophiala jeanselmei 和訳なし
Exophiala moniliae 和訳なし
Exophiala pisciphila 和訳なし
Exophiala salmonis 和訳なし
Exophiala spinifera 和訳なし
exophthalmos 眼球突出
exotoxin 外毒素
exotoxin B 外毒素B
expectorant 去痰薬
experiment 実験 略語：expt
experimental animal 実験動物
experimental infection 実験感染
experimental infection model 実験感染モデル
exploratory puncture 試験穿刺
expressed prostatic secretion 前立腺圧出液 略語：EPS
Exserohilum 和訳なし
Exserohilum longirostratum 和訳なし
Exserohilum macginnisii 和訳なし
Exserohilum rostratum 和訳なし
extended-spectrum β-lactamases 基質拡張型β-ラクタマーゼ 略語：ESBLs
external hordeolum 外麦粒腫
external otitis 外耳［道］炎
external use agent 外用薬
extracranial complications 頭蓋外合併症
extradural abscess 硬膜外膿瘍
exudate 滲出液
eye drops 点眼薬
eye infection 眼感染症
eye infection 眼感染
eye infection 眼感染［症］
eye lotion 洗眼液
eye ointment 眼軟膏
eyelid abscess 眼瞼膿瘍

facal examination 糞便検査
Facklamia homini 和訳なし
Facklamia ignav 和訳なし
Facklamia languid 和訳なし
Facklamia soureki 和訳なし
factor serum 因子血清
facultative anaerobe 通性嫌気性菌
Faecalibacterium prausnitzi 和訳なし
fair やや有効
falciparum malaria 熱帯熱マラリア
false positive 偽陽性
famciclovir ファムシクロビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
familial infection 家族感染
faropenem ファロペネム 薬物群名：ペネム系　略語：FRPM　

F
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fas gene ファス遺伝子
fasciitis 筋膜炎
fatality rate 致死率
fate of chemotherapeutics 体内動態（化学療法剤の）
favus 黄癬
febrile neutropenia 発熱を伴う白血球減少症
fecal examination 糞便検査
fecal flora 糞便内細菌叢
feces 便
feline calicivirus ネコカリチウイルス 略語：FCV
felon ひょう疽
fermentation 発酵
fetal calf serum ウシ胎児血清 略語：FCS
fetal infection 胎児感染
feto-maternal infection 母子（児）感染
fetus 胎児
fever 発熱
fever of unknown origin 不明熱 略語：FUO
fibrin glue フィブリン糊
fibrinogen フィブリノーゲン
fibrinolysin 線維素溶解酵素
Fibrobacter succinogene 和訳なし
fibronectin フィブロネクチン
FIC index FICインデックス
fidaxomicin フィダキソマイシン 略語：FDX
filament 線条
filament フィラメント
Filaria フィラリア（糸状虫）
filariasis フィラリア症（糸状虫症）
Filde's peptic digest of blood フィルデス消化血液
Filifactor aloci 和訳なし
Filobasidiales 和訳なし
Filobasidiella 和訳なし
Filobasidiella neoformans 和訳なし
fimbria 線毛
Finegoldia magn 和訳なし
fistula 瘻孔
Fitz-Hugh-Curtis syndrome フィッツ・ヒュー・カーチス症候群
five day fever 五日熱
five day fever 塹壕熱
fivw day fever 塹壕熱
fivw day fever 五日熱
fixed drug eruption 固定薬疹
flagella antigen 鞭毛抗原 略語：H antigen
flagella antigen H抗原 略語：H antigen
flagellin フラゲリン
flagellosis 鞭毛虫症
flagellum 鞭毛
Flammulina 和訳なし
Flammulina velutipes 和訳なし
flare フレア
flare 発赤
Flaviviridae 黄熱ウイルス
Flavivirus 黄熱ウイルス
Flavobacterium フラボバクテリウム属
flea 蚤
fleroxacin フレロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：FLRX　
floating microorganism 浮遊微生物
flocculation 綿状反応
flomoxef フロモキセフ 薬物群名：オキサセフェム系　略語：FMOX　
flora 叢・フローラ
flow cytophotometry フローサイトメトリー
flow‐through 換気
flucloxacillin フルクロキサシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：MFIPC　
fluconazole フルコナゾール 薬物群名：抗真菌薬　略語：FLCZ　
flucytosine フルシトシン 薬物群名：抗真菌薬　略語：5-FC　
fluke 吸虫綱
fluke 吸虫
fluminant hepatitis 劇症肝炎
fluorescence microscope 蛍光顕微鏡
fluorescence stain［method］ 蛍光染色［法］
fluorescence-activated cell sorter 蛍光活性セルソーター 略語：FACS
fluorescent antibody technique 蛍光抗体法 略語：FAT
Fluoribacter bozemana 和訳なし
Fluoribacter dumoffi 和訳なし
Fluoribacter gormani 和訳なし
fluorography フルオログラフィー
fluoroketolides フルオロケトライド系 略語：FKLs
fluoroquinolones フルオロキノロン系薬
focal infection 病巣感染
folate metabolism antagonist 葉酸［代謝］拮抗薬［剤］
folliculitis 毛嚢炎（毛包炎）
Fonsecaea 和訳なし
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Fonsecaea compacta 和訳なし
Fonsecaea pedrosoi 和訳なし
Food and Drug Administration ［米国］食品医薬品局 略語：FDA
food contamination 食品汚染
food hygiene 食品衛生
food poisoning 食中毒
food‐borne 食物媒介性
food-borne infection 食物［性］感染
food-borne pathogen 食中毒原因菌
foot-and-mouth disease virus 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Aphthovirus
fosamprenavir ホスアンプレナビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
foscarnet ホスカルネット 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
fosfomycin ホスホマイシン 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：FOM　
Fosravuconazole L-Lysine Ethanolate ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物 略語：F-RVCZ
fosufluconazole   (UK-292,663) ホスフルコナゾール 略語：F-FLCZ
Fournier's gangrene フルニエール壊疽
fraction sterilization 間欠滅菌
fractional effective dose index FEDインデックス 略語：FED index
fractional inhibitory concentration index FICインデックス 略語：FIC index
fractionnal sterilization 間欠滅菌
fradiomycin フラジオマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：FRM　
frambesia フランベジア
Francisella フランシセラ属
Francisella novicid 和訳なし
Francisella philomiragi 和訳なし
Francisella tularensis 野兎病菌
Francisella tularensis ssp. holarctic 和訳なし
Francisella tularensis ssp. mediasiatic 和訳なし
Francisella tularensis ssp. tularensi 和訳なし
freeze storage 凍結保存法
freeze-drying 凍結乾燥
freeze-drying, lyophilization 凍結乾燥
freezing microautoradiography 凍結ミクロオートラジオグラフィー法
frequency-dysuria syndrome 頻尿・排尿痛症候群
fresh frozen plasma 新鮮凍結血漿 略語：FFP
fresh isolation strain 新鮮分離株
frontal sinusitis 前頭洞炎
fts I 和訳なし
fulminant hepatitis 劇症肝炎
functional water 機能水
fungal element 真菌要素
fungal infection 真菌感染
fungal infection 真菌症
fungemia 真菌血症
Fungi 和訳なし
fungis  (pl. fungi)    (yeast-like organism) 真菌（酵母様微生物）
fungoid ポリープ状
fungus 真菌
fungus 糸状菌
fungus ball 真菌球
fungus ball 真菌塊
fungus disease 真菌症
fungus element 真菌要素
fungus foot 足菌腫
furuncle せつ
furunculosis フルンケル症
fusariomycosis フサリウム症
Fusarium 和訳なし
Fusarium graminearum 和訳なし
Fusarium lichenicola 和訳なし
Fusarium moniliforme 和訳なし
Fusarium oxysporum 和訳なし
Fusarium solani 和訳なし
fusidic acid フシジン酸 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：FA　
Fusobacterium フソバクテリウム属
Fusobacterium gonidiaforman 和訳なし
Fusobacterium mortiferu 和訳なし
Fusobacterium naviform 和訳なし
Fusobacterium necrogene 和訳なし
Fusobacterium necrophorum ssp. funduliformi 和訳なし
Fusobacterium necrophorum ssp. necrophoru 和訳なし
Fusobacterium nucleatum ssp. animali 和訳なし
Fusobacterium nucleatum ssp. fusiform 和訳なし
Fusobacterium nucleatum ssp. nucleatu 和訳なし
Fusobacterium nucleatum ssp. polymorphu 和訳なし
Fusobacterium nucleatum ssp. vincenti 和訳なし
Fusobacterium russi 和訳なし
Fusobacterium ulceran 和訳なし
Fusobacterium variu 和訳なし

Gaffky table ガフキー号数
Gag protein ギャクタンパク質

G
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galactomannan ガラクトマンナン
Galactomyces 和訳なし
Galactomyces geotrichum 和訳なし
gall stone 胆石
gallbladder bile 胆嚢胆汁
GAM agar medium GAM寒天培地
ganciclovir ガンシクロビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）　　
gangrene 壊疽
gangrene of lung 肺壊疽
gangrenous granuloma 壊疽性肉芽腫
gangrenous stomatitis 壊疽性口内炎
ganngosa ガンゴーサ
Gardnerella ガードネレラ属
Gardnerella vaginali 和訳なし
garenoxacin mesilate   (T-3811ME) メシル酸ガレノキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：GRNX（T-3811ME）
garenoxacin mesilate hydrate   (T-3811ME) メシル酸ガレノキサシン水和物 略語：GRNX
gargle うがい
gas gangrene ガス壊疽
GAS PAK method ガスパック法
gas sterilization ガス滅菌
gas-liquid chromatography ガス液体クロマトグラフィー 略語：GLC
gastric ulcer 胃潰瘍
gastroenteritis 胃腸炎
gastrointestinal disturbance 胃腸障害
gastrointestinal infection 消化管感染
gastrointestinal symptom 胃腸症状
gastrointestinal tuberculosis 胃腸結核
gatifloxacin ガチフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：GFLX　
gelatin particle agglutination antibody ゼラチン粒子凝集抗体
gelleral malaise  (fatigue) 全身・怠感
Gemella berger 和訳なし
Gemella haemolysan 和訳なし
Gemella morbilloru 和訳なし
Gemella sanguini 和訳なし
gemmation rate 発芽率
gene 遺伝子
gene analysis 遺伝子解析
gene conversion 遺伝子変換
gene diagnosis 遺伝子診断
gene information 遺伝子情報
gene mutation 遺伝子突然変異
gene recombination 遺伝子組換え
gene targeting 遺伝子標的
gene therapy 遺伝子治療
general administration 全身投与
general condition 全身状態
general malaise  (fatigue) 全身・怠感
general pharmacological test 一般薬理試験
general symptom 全身症状
general toxicity test 一般毒性試験
generation time 世代時間
generic name 属名
genetic background 遺伝的背景
genetic diseases 遺伝［子］病
genetic manipulation 遺伝子操作
genetic transfer 遺伝子伝達
genital candidiasis 性器カンジダ症
genital chlamydial infection 性器クラミジア感染症
genital herpes 性器へルペス［症］
genital molluscum contagiosum 性器伝染性軟属腫
genital tuberculosis 性器結核
genitourinary tuberculosis 尿路性器結核症
genotype 遺伝子型
gentamicin ゲンタマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：GM　
gentian violet ゲンチアナ紫
Geomyces 和訳なし
Geomyces pannorum 和訳なし
geotrichosis ゲオトリクム症
Geotrichum 和訳なし
Geotrichum candidum 和訳なし
Geotrichum capitatum 和訳なし
geriatric patient 老年患者
germ-free animal 無菌動物
germicide 殺菌剤
germicide 殺菌薬
germicide 殺菌薬［剤］
Gianotti disease ジアノッティ病
giant cell pneumonia 巨細胞性肺炎
giant colony 巨大集落
Giardia lambli ランブル鞭毛虫
giardiasis ジアルジア症
giddiness 眩暈［症］（めまい）
Giemsa stain ギ［ー］ムザ染色
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Gifu anaerobic medium 岐阜嫌気性培地 略語：GAM
Gifu anaerobic medium agar 岐阜嫌気性培地 略語：GAM agar
gingivitis 歯肉炎
glanders 馬鼻疽
glomerular filtration 糸球体濾過
glomerulonephritis 糸球体腎炎
glossitis 舌炎
glove juice test グローブジュース法試験
glucose non-fermenting bacterium  (pl.-ria) ブドウ糖非発酵菌
glucose non-fermenting Gram-negative rod ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌 略語：GNF-GNR
glutamic oxaloacetic transaminase グルタミン酸オキザロ酢酸トランスアミナーゼ 略語：GOT
glutamic pyruvic transaminase グルタミン酸ピルビン酸トランスアミナーゼ 略語：GPT
glutaraldehyde グルタルアルデヒド
glycocalyx グリコカリックス
glycopeptide グリコペプチド
glycopeptides グリコペプチド系薬 略語：GPs
glycoprotein 糖蛋白
gnathostomiasis 顎口虫症
gnotobiote ノトバイオート
gonococcal  (gonorrheal)  urethritis 淋菌性尿道炎 略語：GU
gonococcal agar 淋菌用培地 略語：GC agar
gonococcal agar GC寒天 略語：GC agar
gonococcal infection 淋菌感染症
gonococcal neonatal ophthalmia 淋菌性新生児眼炎
gonorrhea 淋疾
gonorrheal thread 淋糸
gonorrheal threads 淋糸
good 有効
good clinical practice 医薬品の臨床試験の実施に関する基準 略語：GCP
good effect 有効
good laboratory practice 医薬品の安全性試験の実施に関する規準 略語：GLP
good manufacturing practice 医薬品の製造管理および品質管理に関する基準 略語：GMP
good post marketing surveillance practice 医薬品の市販後調査の基準 略語：GPMSP
Gordonia aichiensi 和訳なし
Gordonia bronchiali 和訳なし
Gordonia rubripertinct 和訳なし
Gordonia sput 和訳なし
Gordonia terra 和訳なし
Gradenigo syndrome グラデニーゴ症候群
graft infection 移植片感染
graft versus host reaction 移植片対宿主反応 略語：GVHR
graft-versus-host disease 移植片対宿主病 略語：GVHD
Gram  (Gram's)  stain グラム染色［法］
gramicidin S グラミシジンS 薬物群名：ポリペプチド系　　
gram-negative bacilli グラム陰性桿菌 略語：GNB
gram-negative bacteria グラム陰性菌 略語：GNB
gram-negative cocci グラム陰性球菌 略語：GNC
gram-negative rod  (s) グラム陰性桿菌 略語：GNR
gram-positive bacillus グラム陽性桿菌 略語：GPB
gram-positive bacteria グラム陽性菌 略語：GPB
gram-positive cocci グラム陽性球菌 略語：GPC
gram-positive rod［s］ グラム陽性桿菌
Granulicatella adiacen 和訳なし
Granulicatella balaenopteran 和訳なし
Granulicatella elegan 和訳なし
granulocyte 顆粒球
granulocyte colony stimulating factor 顆粒球コロニー刺激因子 略語：G-CSF
granulocyte transfusion 顆粒球輸注
granulocytopenia 顆粒球減少［症］
granulocytosis 顆粒球増多［症］
granuloma 肉芽腫
gray［baby］syndrome グレイ症候群
grepafloxacin グレパフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：GPFX　
griseofulvin グリセオフルビン 薬物群名：抗真菌薬　略語：GRF　
Grocott stain グロコット染色
group A streptococcal pharyngitis A群連鎖球菌咽頭炎
group A Streptococcus A群連鎖球菌 略語：GAS
group B Streptococcus B群レンサ球菌 略語：GBS
growth 増殖
growth curve 増殖曲線
growth factor 増殖因子
growth medium 増殖培地
growth rate 増殖率
guideline ガイドライン
guideline 指針
guinea pig モルモット
gumma ゴム腫
gyrA 和訳なし
gyrase ジャイレース
gyrB 和訳なし

H2 receptor antagonist H2受容体拮抗薬

H
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habitual angina 習慣性アンギーナ
habitual tonsillitis 習慣性アンギーナ
Haemophilus ヘモフィルス属
Haemophilus aegypticu 和訳なし
Haemophilus ducrey 和訳なし
Haemophilus ducreyi 軟性下疳菌
Haemophilus haemolyticu 和訳なし
Haemophilus influenza 和訳なし
Haemophilus influenzae インフルエンザ菌
Haemophilus influenzae serotype b インフルエンザ菌血清型b
Haemophilus parahaemolyticu 和訳なし
Haemophilus parainfluenza 和訳なし
Haemophilus parainfluenzae パラインフルエンザ菌
Hafnia alve 和訳なし
hairy leukoplakia 口腔毛状白板（斑）病
half life 半減期 略語：T1/2
halophile 好塩［性］菌
halotolerant bacterium  (pl.-ria) 耐塩［性］菌
hand foot and mouth disease 手足口病
hand washing 手洗い
Hand-Sch殕ler-Christian disease ハンド・シューラー・クリスチャン病
hanging drop culture 懸滴培養
Hank's balanced salt solution ハンクス平衡塩類溶液 略語：HBSS
Hansen's disease ハンセン病
Hansen's disease らい
Hantavirus pulmonary syndrome ハンタウイルス肺症候群
hard chancre 硬性下疳
harmonization ハーモナイゼーション
Hashimoto's disease 橋本病
head louse アタマシラミ
headache 頭痛
health impacts 健康影響
healthcare associated infection 医療関連感染症
healthy adult 健康（常）成人
healthy carrier 健康保菌者
healthy volunteer 健常志願者
hearing disorder 聴力障害
hearing impairment  (loss) 難聴
heat shock protein 熱ショック性蛋白
heat-labile toxin 易熱性毒素 略語：HLT
Heerford't syndrome ヘールフォルト症候群
height 高さ 略語：ht
HeLa cell ヒラ細胞
Helcococcus kunzi 和訳なし
Helicobacter ヘリコバクター属
Helicobacter bizzozeroni 和訳なし
Helicobacter canadensi 和訳なし
Helicobacter cani 和訳なし
Helicobacter cinaed 和訳なし
Helicobacter fennellia 和訳なし
Helicobacter pulloru 和訳なし
Helicobacter pylor 和訳なし
Helicobacter pylori ヘリコバクター・ピロリ
Helicobacter rappin 和訳なし
Helicobacter westmeadi 和訳なし
hemagglutinating virus of Japan HVJウイルス 略語：HVJ
hemagglutinating virus of Japan センダイウイルス 略語：HVJ
hemagglutination 赤血球凝集反応 略語：HA
hemagglutination inhibition antibody 血液凝集阻止抗体
hemagglutination inhibition［test］ 赤血球凝集抑制 略語：HI, HAI
hemagglutination test 赤血球凝集試験 略語：HA
hemagglutinin 赤血球凝集素
hematogenous 血行性
hematogenous dissemination 血行性播種
hematogenous infection 血行感染
hematogenous osteomyelitis 血行性骨髄炎
hematogenous pneumonia 血行性肺炎
hematopoietic disorder 造血機能障害
hematoxylin［and］eosin へマトキシリン エオジン 略語：HE
hematoxylin［and］eosin stain ヘマトキシリン・エオジン染色 略語：HE
hemodiafiltration 血液透析濾過
hemodialysis 血液透析 略語：HD
hemodynamics 血行動態
hemoglobin ヘモグロビン量 略語：Hb
hemogram 血液像
hemolysin 溶血毒
hemolysis 溶血
hemolytic anemia 溶血性貧血
hemolytic Streptococcus  (pl.-cocci) 溶血性レンサ球菌
hemolytic uremic syndrome 溶血性尿毒症症候群 略語：HUS
hemoptysis 喀血
hemorrhagic colitis 出血性大腸炎
hemorrhagic cystitis 出血性膀胱炎
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hemorrhagic fever 出血熱
hemorrhagic fever with renal syndrome 腎症候性出血熱
Hendra virus, Nipah virus 和訳なし 科（亜科）名：Paramyxoviridae　属名：Henipavirus
hepaplastin test へパプラスチンテスト
heparin へパリン
hepatic failure 肝不全
hepatitis 肝炎
hepatitis A A型肝炎
hepatitis A virus A型肝炎ウイルス 略語：HAV
hepatitis B antigen B型肝炎抗原 略語：HBAg
hepatitis B core antigen B型肝炎コア抗原 略語：HBcAg
hepatitis B e antigen B型肝炎e抗原 略語：HBeAg
hepatitis B immunoglobulin B型肝炎免疫グロブリン 略語：HBIG
hepatitis B surface antigen B型肝炎表面抗原 略語：HBsAg
hepatitis B surface antigen HBs抗原 略語：HBsAg
hepatitis B vaccine B型肝炎ワクチン
hepatitis B virus B型肝炎ウイルス 略語：HBV
hepatitis B virus infection B型肝炎ウイルス感染
hepatitis C C型肝炎
hepatitis C virus C型肝炎ウイルス 略語：HCV
hepatitis D D型肝炎
hepatitis D virus D型肝炎ウイルス 略語：HDV
hepatitis E E型肝炎
hepatitis E virus E型肝炎ウイルス 略語：HEV
hepatitis virus 肝炎ウイルス
hepatocyte growth factor 肝細胞成長因子 略語：HGF
hepatodistomiasis 肝ジストマ
hepatolithiasis 肝内結石
hepatotoxicity 肝毒性
hereditary predisposition 遺伝的素因
heredity 遺伝
herpangina ヘルパンギ［ー］ナ
herpes B virus infection Bウイルス病
herpes corneae 角膜へルペス
herpes encephalitis へルペス脳炎
herpes genitalis 陰部へルペス
herpes simplex 単純疱疹
herpes simplex keratitis 角膜へルペス
herpes simplex virus 単純へルペスウイルス 略語：HSV
herpes simplex virus type 1 単純へルペスウイルス1 略語：HSV-1
herpes virus へルペスウイルス
herpes zoster 帯状疱疹
herpes zoster oticus 耳帯状疱疹
herpetic gingivostomatitis へルペス性歯肉口内炎
herpetic keratoconjunctivitis へルペス性角結膜炎
herpetic stomatitis へルペス口内炎
hetacillin ヘタシリン 略語：IPABPC
HI antibody HI抗体
hidradenitis 汗腺炎
hidradenitis suppurativa 化膿性汗腺炎
high dose administration 大量投与
high performance liquid chromatograph 高速液体クロマトグラフィー 略語：HPLC
high performance liquid chromatograph 高性能液体クロマトグラフィー 略語：HPLC
high performance liquid chromatography 高速液体クロマトグラフィー 略語：HPLC
high performance liquid chromatography 高性能液体クロマトグラフィー 略語：HPLC
high［grade］fever 高熱
highly active antiretroviral therapy 高活性抗レトロウイルス療法 略語：HAART
high-risk group 高危険度群
histamine ヒスタミン
histocompatibility 組織適合性
Histoplasma 和訳なし
Histoplasma capsulatum 和訳なし
histoplasmosis ヒストプラスマ症
histoplasmosis of esophagus 食道ヒストプラスマ症
home care 在宅介護
home nursing 在宅看護
home parenteral nutrition 在宅輸液 略語：HPN
homeostasis ホメオスターシス
homocysteine ホモシステイン
homogenate ホモジネート
homology 相同性
homosexuality 同性愛
hookworm disease 鉤虫症
hordeolum 麦粒腫
horizontal infection 水平感染
horizontal transmission 水平伝播
Hortaea 和訳なし
Hortaea werneckii 和訳なし
hospital  (nosocomial)  infection 病院（院内）感染［症］
hospital diet 病院食
hospital infection 院内感染症
hospital‐acquired infection 院内感染
hospital-acquired pneumonia 院内肺炎 略語：HAP
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host 宿主
host defence mechanism 宿主防御機構
host defense 宿主感染防御
host-parasite relationship 宿主寄生体関係
hot flush 顔面紅潮
human  coronavirus 和訳なし 科（亜科）名：Coronaviridae　属名：Coronavirus
human adenovirus 和訳なし 科（亜科）名：Adenoviridae　属名：Mastadenovirus
human astrovirus 和訳なし 科（亜科）名：Astroviridae　属名：Mamastrovirus
human echovirus 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Enterovirus
human enterovirus 68-71 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Enterovirus
human herpesvirus 1 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Simplexvirus
human herpesvirus 2 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Simplexvirus
human herpesvirus 3 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Varicellovirus
human herpesvirus 4 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Lymphocryptovirus
human herpesvirus 5 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Cytomegalovirus
human herpesvirus 6 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Roseolovirus
human herpesvirus 7 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Roseolovirus
human herpesvirus 8 和訳なし 科（亜科）名：Herpesviridae　属名：Rhadinovirus
human herpesvirus-6 ヒト・ヘルペスウイルス-6 略語：HHV-6
human herpesvirus-6,7 ヒト・ヘルペスウイルス-6,7 略語：HHV-6,7
human herpesvirus-7 ヒト・ヘルペスウイルス-7 略語：HHV-7
human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス 略語：HIV
human leucocyte antigen HLA抗原
human leukocyte antigen ヒト白血球抗原 略語：HLA
human metapneumovirus 和訳なし 科（亜科）名：Paramyxoviridae　属名：Metapneumovirus
human papilloma virus ヒトパピローマウイルス 略語：HPV
human papillomavirus  5, 49, 9 etc. 和訳なし 科（亜科）名：Papillomaviridae　属名：Betapapillomavirus
human papillomavirus 1, 63 和訳なし 科（亜科）名：Papillomaviridae　属名：Mupapapillomavirus
human papillomavirus 10, 16, 18 etc. 和訳なし 科（亜科）名：Papillomaviridae　属名：Alphapapillomavirus
human papillomavirus 4, 48, 50 etc. 和訳なし 科（亜科）名：Papillomaviridae　属名：Gammapapillomavirus
human papillomavirus 41 和訳なし 科（亜科）名：Papillomaviridae　属名：Nupapapillomavirus
human parainfluenza virus 和訳なし 科（亜科）名：Paramyxoviridae　属名：Respirovirus
human parvovirus B19 ヒト・パルボウイルス B19
human respiratory syncytial virus 和訳なし 科（亜科）名：Paramyxoviridae　属名：Pneumovirus
human rhinovirus 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Rhinovirus
human saliva ヒト唾液
human T cell keukemia-1 ヒトT細胞白血病-1 略語：HTLV-1
human T cell leukemia ヒトT細胞性白血病 略語：HTL
human T cell leukemia virus ヒトT細胞白血病ウイルス 略語：HTLV
human T-lymphotropic virus 和訳なし 科（亜科）名：Retroviridae　属名：Deltavirus
humoral immunity 液性免疫
hyaluronidase ヒアルロニダーゼ
hydatid disease  (echinococcosis) 包虫症
hydrocephalus 水頭症
hydrogen ion exponent 水素イオン指数 略語：pH
hydronephrosis 水腎症
hydrophobia 狂犬病
hypacusia  (hypacusis) 難聴（聴力障害）
hypalg［es］ia 痛覚鈍麻
hypeptin ハイペプチン
hyperbaric oxygen therapy 高圧酸素療法 略語：HBO
hyperbilirubinemia 高ビリルビン血症
hypergammaglobulinemia 高γ-グロブリン血症
hyperleukocytosis 白血球増多［症］
hypersensitivity 過敏症
hypersensitivity to drug 薬物過敏症
hyperthermia 高熱
hyperuricemia 高尿酸血症
Hypocreales 和訳なし
hypogammaglobulinemia 低ガンマグロブリン血症
hypoglycemia 低血糖
hyponatremia 低ナトリウム血症
hypoplastic anemia 再生不良性貧血
hypoproteinemia 低蛋白血症
hypopyon 前房蓄膿
hyposmia 嗅覚減退［症］
hypotension 低血圧［症］
hypoxanthine-aminopterin-thymidine containing medium ハット培地 略語：HAT medium
hypoxemia 低酸素血症

［immuno］compromised host 易感染［性］宿主
iatrogenic disease 医原性疾患（医原病）
icterus 黄疸
identification 同定
idiopathic interstitial pneumonia 特発性間質性肺炎
idiopathic thrombocytopenic purpura 特発性血小板減少性紫斑病
idiosyncrasy 特異体質
idoxuridine イドクスウリジン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
IgM antibody IgM抗体
IgM-capture ELISA IgM捕捉ELISA
Ignavigranum ruoffia 和訳なし
ileus 腸閉塞（イレウス）

I
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imflammatory bowel disease 炎症性腸疾患
imformed consent インフォームドコンセント
imidazole derivatives イミダゾール系薬［剤］
imipenem/cilastatin イミペネム/シラスタチン 略語：IPM/CS　薬物群名：カルバペネム系　試験薬剤名：MK0787/MK0791
immature infant 未熟児
immediate hypersensitivity 即時型過敏症
immediate type allergy 即時型アレルギー
immediate［type］reaction 即時型反応
immumogenicity 免疫原性
immune complex 免疫複合体
immune deficiency 免疫不全
immune deficiency syndrome 免疫不全症候群
immune marker 免疫マーカー
immune reconstitution inflammatory syndrome 免疫再構築症候群
immune response 免疫応答
immune serum 免疫血清
immunity 免疫
immunization 予防接種
immunoassay 免疫測定
immunoblot、immunoblotting 免疫ブロット（法）
immunochemotherapy 免疫化学療法
immunochromatographic test 免疫クロマログラフィー試験
immunochromatography 免疫クロマトグラフィー
immunocompetence 免疫能
immunocompromised patient 免疫不全患者
immunodiagnosis 免疫［学的］診断［法］
immunoelectrophoresis 免疫電気泳動法 略語：IEP
immunofluorescence 免疫蛍光法 略語：IF
immunogenicity 免疫原性
immunoglobulin 免疫グロブリン 略語：Ig
immunoglobulin A 免疫グロブリンA 略語：Ig A
immunoglobulin D 免疫グロブリンD 略語：Ig D
immunoglobulin E 免疫グロブリンE 略語：Ig E
immunoglobulin G 免疫グロブリンG 略語：Ig G
immunoglobulin M 免疫グロブリンM 略語：Ig M
immunoglobulin therapy 免疫グロブリン療法
immunoliposome 免疫リポゾーム
immunological paralysis 免疫麻痺
immunomodulation 免疫調節
immunomodulators 免疫調節薬
immunopotentiator 免疫賦活薬［剤］
immunoprophylaxis 免疫予防
immunoreaction 免疫反応
immunostimulator 免疫賦活薬
immunostimulator 免疫賦活剤
immunosuppressant 免疫抑制薬［剤］
immunosuppression 免疫抑制
immunosuppressive therapy 免疫抑制療法
immunotherapy 免疫療法
impaired glucose tolerance 耐糖能異常
impetigo 膿痂疹
impetigo bullosa 水疱性膿痂疹
impetigo contagiosa 伝染性膿痂疹
impetigo crustosa 痂皮性膿痂疹
imported infectious disease 輸入感染症
imported mycosis 輸入真菌症
in situ hybridization インサイチュ・ハイブリッド形成
in vitro 試験管内
in vivo 生体内
inactivated influenza vaccine 不活化インフルエンザワクチン
inactivated vaccine 不活化ワクチン
inactivating enzymes 不活性化酵素
inactivation 不活化
inapparent infection 不顕性感染
incidence rate 発病率
incision and drainage 切開排膿
inclusion body 封入体
inclusion conjunctivitis 封入体［症］結膜炎
inclusion forming unit 封入体形成単位 略語：IFU
incompatibility 配合禁忌
incompatibility 不適合
incubation 培養
incubation  (period) 潜伏期
incubation period 潜伏期
incubation time 培養時間
incubator 孵卵器
indian ink method 墨汁法
indicator strain 指示菌株
indinavir インディナビル
indirect Coombs test 間接クームス試験
indirect fluorescence antibody 間接蛍光抗体
indirect immunofluorescent antibody test 間接免疫蛍光抗体法
indirect pathogen 間接病原体
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indole reaction インドール反応
indole-positive Proteus インドール陽性プロテウス
inducible enzyme 誘導酵素
induction 誘導
indurated chancre 硬性下疳
induration 硬結
industrial disease 職業病
industrial waste 産業廃棄物
indwelling catheter 留置カテーテル
infant 乳児
infant botulism 乳児ボツリヌス症
infant mortality rate 乳児死亡率
infantile diarrhea 乳児下痢症
infected  (infectious)  atheroma 感染性粉瘤
infected calculus  (pl. calculi) 感染［性］結石
infected decubitus 感染性褥瘡
infected wound 感染創
infection 感染［症］
infection control 感染制御
infection control committee 感染制御委員会 略語：ICC
infection control doctor インフェクションコントロールドクター 略語：ICD
infection control medical technologist 感染制御認定臨床微生物検査技師 略語：ICMT
infection control nurse 感染制御看護師 略語：ICN
infection control practitioner 感染予防管理者 略語：ICP
infection control team 感染制御チーム 略語：ICT
infection control, infection control and prevention 感染制御
infection focus 感染巣
infection immunity 感染免疫
infection［infectious disease］ 感染［症］
infectious  (infected)  atheroma 感染性粉瘤
infectious abortion 感染［性］流産
infectious bulla 感染性ブラ
infectious cerebral aneurysm 感染性脳動脈瘤
infectious diarrhea 感染性下痢症
infectious disease 感染症
infectious endocarditis 感染性心内膜炎 略語：IE
infectious enterocolitis 感染性腸炎
infectious gastroenteritis 感染性胃腸炎
infectious hepatitis 感染性肝炎
infectious mononucleosis 伝染性単核（球）症
infectious pericarditis 感染性心膜炎
infectious source 感染源
infectious, infected 感染性
infective endocarditis 感染性心内膜炎 略語：IE
infective myositis 感染性筋炎
infective necrosis of pancreas 感染性膵壊死
infectivity 感染力
inflammation 炎症
influenza インフルエンザ
influenza A virus 和訳なし 科（亜科）名：Orthomyxoviridae　属名：Influenzavirus A
influenza B virus 和訳なし 科（亜科）名：Orthomyxoviridae　属名：Influenzavirus B
influenza C virus 和訳なし 科（亜科）名：Orthomyxoviridae　属名：Influenzavirus C
influenza vaccine インフルエンザワクチン
influenza virus インフルエンザウイルス
influx transporter 取り込み輸送体
informed consent インフォームドコンセント
infusion 注入
inguinal lymphogranuloma 鼠径リンパ肉芽腫
inhalant 吸入薬
inhalation therapy 吸入療法
inheritance 遺伝
inhibition 阻害
inhibition of DNA synthesis DNA合成阻害
inhibition ring 阻止円
inhibition zone 阻止帯
inhibitor 阻害因子
initial pain on urination 排尿初期痛
initial sclerosis 初期硬結
injection 注射
injections 充血
injector 注射器
innate immunity 自然免疫
inner membrane 内膜
inoculating loop 白金耳
inoculating needle 白金線
inoculation 接種
inoculum size 接種菌量
inpatient 入院患者
insect vector 媒介昆虫
insomnia 不眠症
insomnia 不眠
Institute for Fermentation, Osaka Japan 微生物株保存機関 略語：IFO
intensive care 集中治療
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intensive care unit 集中治療室 略語：ICU
intensive care unit 集中治療部 略語：ICU
interaction 相互作用
interferon インターフェロン 略語：IFN＝IF
interferon-γ インターフェロン-ガンマ 略語：IFN-γ
interleukin インターロイキン 略語：IL
interleukin-1 インターロイキン-1 略語：IL-1
interleukin-10 インターロイキン-10 略語：IL10
interleukin-12 インターロイキン-12 略語：IL-12
interleukin-18 インターロイキン-18 略語：IL-18
interleukin-1β インターロイキン-1ベータ 略語：IL-1β
interleukin-8 インターロイキン-8 略語：IL-8
intermittent administration 間欠投与
intermittent catheterization 間欠導尿
intermittent fever 間欠熱
intermittent self-catheterization 間欠自己導尿
internal genital infection 内性器感染［症］
internal hordeolum 内麦粒腫
internal use agent 内服剤
international clinical trial harmonization 臨床試験の国際的協調 略語：ICH
interstitial cystitis 間質性膀胱炎
interstitial nephritis 間質性腎炎
interstitial pneumonia 間質性肺炎
intestinal absorption 腸管吸収
intestinal bacterial flora 腸内［細］菌叢
intestinal flora 腸管細菌叢
intestinal infection 腸管感染症
intestinal lavage 洗腸
intestinal tuberculosis 腸結核［症］
intraabdominal abscess 腹腔内膿瘍
intra-abdominal abscess 腹腔内膿瘍
intraabdominal free air 腹腔内遊離ガス
intraabdominal infection 腹腔内感染
intraabdominal injection 腹腔内投与
intra-arterial administration 動脈内投与
intraarterial injection 動脈内注射 略語：I.A.
intra-arterial injection 動脈内注射 略語：I.A.
intracellular parasite 細胞内寄生体
intracellular uptake 細胞内移行
intracranial complications 頭蓋内合併症
intracutaneous  (intradermal)  reaction 皮内反応
intracutaneous administration 皮内投与
intracutaneous injection 皮内注射
intracutaneous inoculation 皮内接種
intrahepatic cholestasis 肝内胆汁うっ滞
intramuscular administration 筋肉内投与
intramuscular injection 筋肉内注射 略語：IM
intranasal administration 鼻腔内投与
intranasal instillation 鼻腔内滴下
intraoperative administration 術中投与
intraperitoneal administration 腹腔内投与
intraperitoneal drainage 腹腔内ドレナージ
intraperitoneal infection 腹腔内感染
intraperitoneal injection 腹腔内注射 略語：IP
intraspecies infection 同種間感染
intrathecal injection 髄腔内投与
intrauterine device 子宮内器具 略語：IUD
intrauterine infection 子宮内感染［症］
intravascular coagulation syndrome 血管内凝固症候群
intravascular hemolysis 血管内溶血
intravenous administration 静脈内投与
intravenous drip infusion 点滴静注
intravenous fluoroquinolone 静注用フルオロキノロン
intravenous hyperalimentation 経静脈高カロリー輸液 略語：IVH
intravenous immunoglobulin 静脈内免疫グロブリン 略語：IVIG
intravenous injection 静脈内注射 略語：IV
invasion ［細胞］侵入性
invasive fungal infection 侵襲性真菌感染
invasive infection 侵襲性感染
invasive mycoses 侵襲性マイコーシス
invasive pulmonary aspergillosis 浸潤性肺アスペルギルス症
invasiveness 侵入性
invert soap 逆性石鹸
investigator 治験分担医師
involucrum 骨柩
irinotecan hydrochloride 塩酸イリノテカン
irradiation therapy 放射線療法
irritation 刺激
irritative symptom 刺激症状
isavuconazole 和訳なし 薬物群名：抗真菌薬　略語：ISCZ
isepamicin   (HAPA-B) イセパマイシン 略語：ISP
iso［en］zyme アイソ［エン］ザイム
isoconazole イソコナゾール
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isolate 分離株
isolation 隔離
isolation 分離
isolation 単離
isolation culture 分離培養
isolation medium 分離培地
isolation precautions 隔離予防措置（策）
isolation ward 隔離病棟
isomer 異性体
isoniazid イソニアジド 略語：INH
Issatchenkia 和訳なし
Issatchenkia orientalis 和訳なし
itraconazole イトラコナゾール 略語：ITCZ
ivermectin イベルメクチン
Izumi fever 泉熱
IκB 和訳なし

Japanese encephalitis 日本脳炎
Japanese encephalitis vaccine 日本脳炎ワクチン
Japanese encephalitis virus 日本脳炎ウイルス
Japanese Nosocomial Infection Surveillance system 日本院内感染サーベイランス制度 略語：JANIS system
Japanese spotted fever 日本紅斑熱
Japanese veterinary antimicrobial resistance monitoring system 日本獣医学抗菌薬耐性監視システム 略語：JVARM
jaundice 黄疸
JC polyomavirus 和訳なし 科（亜科）名：Polyomaviridae　属名：Polyomavirus
josamycin ジョサマイシン 略語：JM
juvenile animal toxicity test 幼若動物毒性試験

Kaempferol glycoside ケンフェロール配糖体
Kala-azar カラ・アザール
kanamycin カナマイシン 略語：KM
Kaposi's sarcoma カポジ肉腫 略語：KS
Kaposi's varicelli form eruption カポジ水痘様発疹症
Kaposiﾕs sarcoma カポジ肉腫 略語：KS
Kartagener's syndrome カルタゲナー症候群
kasugamycin カスガマイシン 略語：KSM
Kawasaki disease 川崎病 略語：MCLS
Kawasaki disease 皮層粘膜リンパ節症候群 略語：MCLS
keratitis 角膜炎
keratomycosis 角膜真菌症
kerion celsi ケルスス禿瘡
ketoacidosis ケトアシドーシス
ketoconazole ケトコナゾール
ketolides ケトライド系薬 略語：KLs
kidney transplant 腎移植
killed vaccine 死菌ワクチン
killing curve 殺菌曲線
Kingella denitrifican 和訳なし
Kingella kinga 和訳なし
Kingella orali 和訳なし
Kirby-Bauer Disks カービー-バウアー法試験紙
kitasamycin キタサマイシン
kitasamycin acetate キタサマイシン酢酸エステル 薬物群名：マクロライド系
KL-6 和訳なし
Klebsiella クレブシエラ属
Klebsiella granulomati 和訳なし
Klebsiella oxytoc 和訳なし
Klebsiella pneumoniae 肺炎桿菌
Klebsiella pneumoniae ssp. ozena 和訳なし
Klebsiella pneumoniae ssp. pneumonia 和訳なし
Klebsiella pneumoniae ssp. rhinoscleromati 和訳なし
Kligler medium クリグラー培地
Kluyvera ascorbat 和訳なし
Kluyvera cryocrescen 和訳なし
Kluyvera georgian 和訳なし
Kluyvera intermedi 和訳なし
Kluyveromyces 和訳なし
Kluyveromyces marxianus 和訳なし
Koch's postulates コッホの原則
Kocuria kristina 和訳なし
Kocuria varian 和訳なし
Koplik spots コプリック斑
Korean hemorrhagic fever 韓国型出血熱 略語：HFRS
Korean hemorrhagic fever virus 韓国［型］出血熱ウイルス
kuru クールー病
Kytococcus schroeter 和訳なし
Kytococcus sedentariu 和訳なし

labial herpes 口唇へルペス
labial herpes 疱疹
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laboratory diagnosis 検査診断
laboratory findings 検査所見
laboratory infection 実験室内感染
labyrinthitis 内耳炎
lacrimal canaliculitis 涙小管炎
lactic acid bacterium  (pl.-ria) 乳酸菌
Lactobacillus ラクトバシラス属
Lactobacillus acidophilu 和訳なし
Lactobacillus acidophilus アシドフィルス菌
Lactobacillus brevi 和訳なし
Lactobacillus case 和訳なし
Lactobacillus catenaformi 和訳なし
Lactobacillus crispatu 和訳なし
Lactobacillus delbrueckii ssp. lacti 和訳なし
Lactobacillus fermentu 和訳なし
Lactobacillus gasser 和訳なし
Lactobacillus iner 和訳なし
Lactobacillus jenseni 和訳なし
Lactobacillus ori 和訳なし
Lactobacillus paracasei ssp. paracase 和訳なし
Lactobacillus paraplantaru 和訳なし
Lactobacillus plantaru 和訳なし
Lactobacillus rhamnosu 和訳なし
Lactobacillus salivarius ssp. salivariu 和訳なし
Lactobacillus vaginali 和訳なし
Lactococcus garviea 和訳なし
Lactococcus lactis ssp. cremori 和訳なし
Lactococcus lactis ssp. lacti 和訳なし
lactoferrin ラクトフェリン
lactophenol cotton blue fluid ラクトフェノールコットンブルー液
lag phase 誘導期
Lake Victoria marburg virus 和訳なし 科（亜科）名：Filoviridae　属名：Marburgvirus
lamivudine ラミブジン
lanoconazole ラノコナゾール 薬物群名：抗真菌薬
laparoscopic surgery 腹腔鏡下手術
laryngeal diphtheria 喉頭ジフテリア
laryngeal phlegmon 喉頭蜂窩織炎
laryngeal phlegmon 喉頭蜂巣炎
laryngeal tuberculosis 喉頭結核
laryngitis 喉頭炎
lascufloxacin ラスクフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：LSFX　試験薬剤名：AM-1977
Lasiodiplodia 和訳なし
Lasiodiplodia theobromae 和訳なし
Lassa fever ラッサ熱
Lassa virus ラッサウイルス
latamoxef   (6059-S) ラタモキセフ 略語：LMOX
late infection 遅発性感染
Lautropia mirabili 和訳なし
Leclercia adecarboxylat 和訳なし
lectin レクチン
legal communicable disease 法定伝染病
Legionella レジオネラ属
Legionella anis 和訳なし
Legionella birminghamensi 和訳なし
Legionella brunensi 和訳なし
Legionella cherri 和訳なし
Legionella cincinatiensi 和訳なし
Legionella erythr 和訳なし
Legionella fairfieldensi 和訳なし
Legionella feelei 和訳なし
Legionella geestian 和訳なし
Legionella gratian 和訳なし
Legionella hackelia 和訳なし
Legionella israelensi 和訳なし
Legionella jamestowniensi 和訳なし
Legionella jordani 和訳なし
Legionella lansingensi 和訳なし
Legionella londiniensi 和訳なし
Legionella longbeacha 和訳なし
Legionella lytic 和訳なし
Legionella moravic 和訳なし
Legionella nautaru 和訳なし
Legionella oakridgensi 和訳なし
Legionella parisiensi 和訳なし
Legionella pneumonia レジオネラ肺炎
Legionella pneumophila ssp. fraser 和訳なし
Legionella pneumophila ssp. pasculle 和訳なし
Legionella pneumophila ssp. pneumophil 和訳なし
Legionella quateirensi 和訳なし
Legionella quinilivani 和訳なし
Legionella rubrilucen 和訳なし
Legionella sainthelens 和訳なし
Legionella santicruci 和訳なし
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Legionella shakespeare 和訳なし
Legionella spiritensi 和訳なし
Legionella steigerwalti 和訳なし
Legionella tucsonensi 和訳なし
Legionella wadsworthi 和訳なし
Legionella waltersi 和訳なし
Legionella worsleiensi 和訳なし
Legionella yabuuchia 和訳なし
legionellosis  (Legionnaires' disease) レジオネラ症
legionellosis  (Legionnaires' disease) 在郷軍人病
Leishmania リーシュマニア
Leishmania braziliensi ブラジルリーシュマニア
Leishmania donovan ドノバンリーシュマニア 感染症：リーシュマニア症（leishmaniasis）
Leishmania mexican メキシコリーシュマニア
leishmaniasis リーシュマニア症
Lemiere’s syndrome レミエ症候群
Leminorella grimonti 和訳なし
Leminorella richardi 和訳なし
lenampicillin   (KBT-1585) レナンピシリン 略語：LAPC
lepromin reaction レプロミン反応
leprosy of the nose 鼻癩
Leptospira レプトスピラ属
Leptospira borgpeterseni 和訳なし
Leptospira inada 和訳なし
Leptospira interrogan 和訳なし
Leptospira kirschner 和訳なし
Leptospira noguchi 和訳なし
Leptospira santarosa 和訳なし
Leptospira weili 和訳なし
leptospirosis レプトスピラ症
leptospirosis icterohemorrhagica ワイル病
leptospirosis icterohemorrhagica 黄疸出血性レプトスピラ症
Leptotrichia buccali 和訳なし
Leptotrichia goodfellowi 和訳なし
Leptotrichia hofstadi 和訳なし
Leptotrichia shahi 和訳なし
Leptotrichia trevisani 和訳なし
Leptotrichia wade 和訳なし
leucine aminopeptidase ロイシンアミノペプチダーゼ
leucocidin 白血球毒
leucomycin ロイコマイシン 略語：LM
leucomycin キタサマイシン
Leuconostoc citreu 和訳なし
Leuconostoc lacti 和訳なし
Leuconostoc mesenteroides ssp. cremori 和訳なし
Leuconostoc mesenteroides ssp. dextranicu 和訳なし
Leuconostoc pseudomesenteroide 和訳なし
leukemia 白血病
leukocyte 白血球
leukocytosis 白血球増多
leukocytosis 白血球増多症
leukopenia 白血球減少
leukopenia 白血球減少症
leukotoxin 白血球毒
levofloxacin レボフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：LVFX　試験薬剤名： DR-3355
L-form bacterium  (pl.-ria) L型菌
light microscope 光学顕微鏡
limulus test リムルス試験
lincomycin リンコマイシン 略語：LCM
line sepsis カテーテル敗血症 略語：CRS
linezolid リネゾリド 略語：LZD
lipid A リピドA
lipoarabinomannan リポアラビノマンナン
lipopolysaccharide リポ多糖体 略語：LPS
liposomal amphotericin B   (SM-26000) リポソーマル アムホテリシン Ｂ 薬物群名：抗真菌薬　略語：L-AMB（SM-26000）
liposome リポソーム
liquid chromatography 液体クロマトグラフィー
liquid culture 液体培養
liquid medium 液体培地
liquid stool 液状便
liranaftate リラナフタート 薬物群名：抗真菌薬
Lister form L型（リスター型） 略語：L-form
Listeria リステリア属
Listeria gray 和訳なし
Listeria ivanovii ssp. ivanovi 和訳なし
Listeria ivanovii ssp. londoniensi 和訳なし
Listeria monocytogene 和訳なし
listeriosis リステリア症
live poliovirus vaccine ポリオ生ワクチン
live vaccine 生ワクチン
liver  (hepatic)  abscess 肝膿瘍
liver abscess 肝膿瘍
liver dysfunction 肝［機能］障害
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liver fluke 肝吸虫
liver function test  (s) 肝機能検査
lividomycin リビドマイシン 略語：LVDM
loading dose 負荷量
lobar pneumonia 大葉性肺炎
lobular pneumonia 肺葉性肺炎
local  (regional)  instillation 局所注入療法
local administration 局所投与
local infection 局所感染［症］
local instillation 局所注入療法
local symptom 局所症状
localized peritonitis 限局性腹膜炎
lochia 悪露
logarithmic phase 対数増殖期
lomefloxacin ロメフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：LFLX　試験薬剤名： NY-198
long life sulfonamide  (s) 持続性サルファ剤
long life sulfonamides 持続性スルホンアミド
long-term macrolide therapy 長期マクロライド療法
long-term therapy 長期療法
loop‐mediated isothermal amplification ループ介在等温増幅法 略語：LAMP
lopinavir ロピナビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
loracarbef ロラカルベフ 略語：LCBF
Lordsdale strain ローズデール染色
low birth weight baby 低出生体重児
low dose administration 少量投与
low-birth weight baby 低出生体重児
low-dose long term therapy 少量長期療法
lower respiratory tract infection 下気道感染［症］
lower urinary tract infection 下部尿路感染症
luliconazole ルリコナゾール 薬物群名：抗真菌薬
lumbar drainage 腰部髄液ドレナージ
lumbar puncture 腰椎穿刺
luminal drug 和訳なし
lung abscess 肺化膿症
lung abscess 肺膿瘍
lung aspergillosis 肺アスペルギルス症
lung distomatosis 肺吸虫症
lung fluke disease 肺吸虫症
lung tuberculosis 肺結核症
Lyme disease ライム病
lymph node リンパ節
lymphadenitis リンパ節炎
lymphadenopathy リンパ腺腫症
lymphangitis リンパ管炎
lymphocyte リンパ球
lymphocyte stimulation test リンパ球刺激試験 略語：LST
lymphocyte transformation リンパ球幼若化反応
lymphocytopenia リンパ球減少症
lymphogranuloma inguinale 鼠径リンパ肉芽腫症
lymphogranuloma venereum 性病性リンパ肉芽腫 略語：LGV
lymphokine リンフォカイン
lyophilization 凍結乾燥
lysin リジン
Lysinibacillus sphaericu 和訳なし
lysis 溶菌
lysosome リソソーム
lysostaphin リゾスタフィン
lysozyme リゾチーム
Lyssavirus infection リッサウイルス感染症
lytic enzyme 溶菌酵素

macrolides マクロライド系薬［剤］ 略語：MLs
macrophage マクロファージ 略語：Mφ
macrophage 大食細胞 略語：Mφ
macroscopic diagnosis 肉眼的診断
macroscopic examination 肉眼的検査
macroscopy 肉眼的観察
Madurella 和訳なし
Madurella grisea 和訳なし
Madurella mycetomatis 和訳なし
maintenance chemotherapy 維持化学療法
maintenance dose 維持用量
major outer membrane protein 主要外膜タンパク質 略語：MOMP
malar flush 顔面紅潮
malaria マラリア
Malassezia 和訳なし
Malassezia furfur 癜風菌
Malassezia globosa 和訳なし
Malassezia pachydermatis 和訳なし
Malassezia restricta 和訳なし
Malassezia sympodialis 和訳なし
Malasseziales 和訳なし

M
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Malbranchea 和訳なし
Malbranchea pulchella 和訳なし
male urethritis 男子尿道炎
malignant external otitis 悪性外耳炎
malignant tertian malaria 熱帯熱マラリア
malnutrition 栄養失調症
Malta fever マルタ熱
manifested infection 顕性感染
Mannan antigen マンナン抗原
maraviroc マラビロク 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
Marburg disease マールブルグ病
Marburg virus マールブルグウイルス
marginated eczema 頑癬
mass food poisoning 集団食中毒
mass infection 集団感染
mast cell 肥胖［満］細胞
mastigote 鞭毛虫
mastitis 乳腺炎
mastoiditis 乳様突起炎
maternal immunization 母体免疫
mathematical model 数学的モデル
matrix metalloproteinase-9 マトリックス・メタロプロテイネース-9 略語：MMP-9
maxillary sinusitis 上顎洞炎
maximal  (maximum)  allowable concentration 最大許容濃度 略語：MAC
maximum blood concentration 最高血中濃度 略語：C max
maximum concentration time 最高血中濃度到達時間 略語：Tmax
maximum dose 最高投与量
maximum growth allowance concentration 最大発育許容濃度
maximum non effect level 最大無作用量
mean corpuscular volume 平均赤血球容積 略語：MCV
measles 麻疹
measles encephalitis 麻疹脳炎
measles mumps and rubella vaccine MMRワクチン（麻疹，ムンプス，風疹）
measles pneumonia 麻疹肺炎
measles vaccine 麻疹ワクチン
measles virus 麻疹ウイルス 科（亜科）名：Paramyxoviridae
mecA 和訳なし
mechanical ileus 機械的腸閉塞
mechanism of action 作用機序
mechanism of action 作用機作
mecillinam メシリナム 薬物群名：ペニシリン系　略語：MPC　
mediastinitis 縦隔［洞］炎
medical economics 医療経済学
medical electronics 医用電子工学 略語：ME
medical electronics 医用電子装置 略語：ME
medical malpractice 医療過誤
medical representatives 医薬情報担当者 略語：MR
medication method 投与法
medium 培地
mef A 和訳なし
mefloquine メフロキン 薬物群名：抗原虫薬
Megasphaera cerevisa 和訳なし
Megasphaera elsdeni 和訳なし
Megasphaera micronuciformi 和訳なし
meibomianitis 瞼板腺炎
meibomianitis マイボーム腺炎
meibomitis 瞼板腺炎
meibomitis マイボーム腺炎
melioidosis メリオイドーシス（類鼻疽）
membrane filter メンブランフィルター
membrane permeability 膜透過性
meningeal irritation symptom 髄膜刺激症状
meningitis 髄膜炎
meningococcal meningitis 髄膜炎菌性髄膜炎
meningococcal vaccine 髄膜炎菌ワクチン
meningoencephalitis 髄膜脳炎
meropenem メロペネム 薬物群名：カルバペネム系　略語：MEPM　試験薬剤名：SM-7338
mesophile 中温菌
mesosome メソソーム
metabolic pathway 代謝経路
metabolism 代謝
metabolite 代謝産物
metachromasy 異染性
metachromatic body 異染小体
Metagonimus yokogawa 横川吸虫
metallo β-lactamase メタロβ-ラクタマーゼ
metalloenzyme メタロ酵素
methacycline メタサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：MTC　
methicillin メチシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：DMPPC　
methicillin-resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 略語：MRSA
methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis メチシリン耐性表皮ブドウ球菌 略語：MRSE
methicillin-susceptible Staphylococcus aureus メチシリン感性黄色ブドウ球菌 略語：MSSA
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methicillin-susceptible Staphylococcus epidermidis メチシリン感性表皮ブドウ球菌 略語：MSSE
methotrexate メトトレキセート 略語：MTX
Methylobacterium mesophilicu 和訳なし
methyrosanilinium chroride 塩化メチルロザニリン
metronidazole メトロニダゾール 薬物群名：抗原虫薬　　
MexAB-OprM 和訳なし
MexB 和訳なし
mezlocillin メズロシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：MZPC　
micafungin ミカファンギン 薬物群名：抗真菌薬　略語：MCFG　試験薬剤名：FK463
miconazole ミコナゾール 薬物群名：抗真菌薬　略語：MCZ　
microaerophilic bacterium 微好気性菌
Microascales 和訳なし
Microascus 和訳なし
Microascus brevicaulis 和訳なし
microbial substitution 菌交代現象
microbiological assay 微生物学的検定［法］
Micrococcus ミクロコッカス属
Micrococcus luteu 和訳なし
Micrococcus lyla 和訳なし
microimmunofluorescence test マイクロ免疫蛍光抗体法 略語：micro-IF
micronomycin ミクロノマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：MCR　
microplate マイクロプレート
Microsporum 和訳なし
Microsporum audouinii 和訳なし
Microsporum canis ミクロスポルム カニス
Microsporum canis var. distortum 和訳なし
Microsporum cookei 和訳なし
Microsporum ferrugineum 和訳なし
Microsporum fulvum 和訳なし
Microsporum gallinae 和訳なし
Microsporum gypseum 和訳なし
Microsporum nanum 和訳なし
Microsporum persicolor 和訳なし
Microsporum racemosum 和訳なし
Microsporum vanbreuseghemii 和訳なし
microtiter technique  (method) マイクロタイター法
micturition pain 排尿痛
middle ear effusion 中耳浸出液
midecamycin ミデカマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：MDM　
midecamycin acetate ミデカマイシン酢酸エステル（酢酸ミデカマイシン） 薬物群名：マクロライド系
midstream urine 中間尿
migration 遊走
mikamycin ミカマイシン 薬物群名：ストレプトグラミン系　略語：MKM　
Mikulicz syndrome  (disease) ミクリッツ症候群（病）
miliary tuberculosis 粟粒結核［症］
miloxacin ミロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：MLX　試験薬剤名：AB-206
minimal  (minimum)  fungicidal concentration 最小殺真菌濃度 略語：MFC
minimal  (minimum)  inhibitory concentration 最小発育阻止濃度 略語：MIC
minimal  (minimum)  killing concentration 最小殺菌濃度（消毒薬） 略語：MKC
minimal  (minimum)  lethal concentration 最小致死濃度 略語：MLC
minimal  (minimum)  lethal dose 最小致死量 略語：MLD
minimal bactericidal concentration 最小殺菌濃度 略語：MBC
minimal effective dose 最小有効量 略語：MED
minimally inhibitory concentration 最小発育阻止濃度 略語：MIC
minimum  (minimal)  effective dose 最小有効量 略語：MED
minimum  bactericidal concentration 最小殺菌濃度 略語：MBC
minimum essential medium 最小必須培地 略語：MEM
mini-plasmid ミニプラスミド
Ministry of Health, Labour and Welfare 厚生労働省
minocycline ミノサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：MINO　
mitigating strategy 軽減戦略
Mitsuokella multiacid 和訳なし
mixed culture 混合培養
mixed infection 混合感染
mobilization 授動術
Mobiluncus curtisii ssp. curtisi 和訳なし
Mobiluncus curtisii ssp. holmesi 和訳なし
Mobiluncus mulieri 和訳なし
modulation 調節
modulation 修飾
Moeller glossitis メラー舌炎
Moellerella wisconsensi 和訳なし
Mogibacterium diversu 和訳なし
Mogibacterium neglectu 和訳なし
Mogibacterium pumilu 和訳なし
Mogibacterium timidu 和訳なし
Mogibacterium vescu 和訳なし
mold 真菌
mold 糸状菌
molecular beacon 分子標的
molecular epidemiology 分子疫学
molecular medical mycology 分子医科真菌学
molecular weight 分子量 略語：mol wt
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molluscum contagiosum 伝染性軟属腫
molluscum contagiosum virus 伝染性軟属腫ウイルス 科（亜科）名：Poxviridae
Monascus 和訳なし
Monascus ruber 和訳なし
mon-competitive antagonism 非競合的拮抗
Mongolian gerbil すなねずみ
monkeypox サル痘
monkeypox virus 和訳なし 科（亜科）名：Poxviridae　属名：Orthopoxvirus
monobactams モノバクタム系薬［剤］
monoclonal antibody モノ（単）クローナル抗体 略語：Mab
monokine モノカイン 略語：MK
monomicrobial infection 単数菌感染
monomicrobial infection 単独菌感染症
mononuclear cells 単核細胞
monotherapy 単剤療法
Monte Calro simulations モンテカルロシミュレーション
month 1カ月 略語：mo
Morax-Axenfeld bacillus モラー・アクセンフェルト菌
Moraxella モラクセラ属
Moraxella  (Branhamella)  atlanta 和訳なし
Moraxella  (Branhamella)  catarrhali 和訳なし
Moraxella  (Branhamella)  lacunat 和訳なし
Moraxella  (Branhamella)  lincolni 和訳なし
Moraxella  (Branhamella)  nonliquefacien 和訳なし
Moraxella  (Branhamella)  osloensi 和訳なし
Moraxella lacunata モラー・アクセンフェルト菌
morbidity 罹患
morbidity prevalence rate 有病率
morbidity rate 罹患率
Morganella morganii モルガン菌
Morganella morganii ssp. morgani 和訳なし
Morganella morganii ssp. siboni 和訳なし
mortality［rate］ 死亡率
Mortierella 和訳なし
Mortierella wolfii 和訳なし
Mortierellales 和訳なし
mouthwash うがい薬
moxifloxacin モキシフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：MFLX　試験薬剤名：BAY12-8039
M-protein Mタンパク質
mucin ムチン
muco-cutaneo-ocular syndrome 皮膚粘膜眼症候群
mucocutaneous candidiasis 皮膚粘膜カンジダ症
mucocutaneous lymph node syndrome 皮膚粘膜リンパ節症候群 略語：MCLS
mucocutaneous lymph node syndrome 川崎病 略語：MCLS
mucocutaneous lymphnode syndrome 川崎病 略語：MCLS
mucocutaneous lymphnode syndrome 皮層粘膜リンパ節症候群 略語：MCLS
mucoid ムコイド
mucoid form colony M型集落
mucopeptide ムコペプチド
mucopolysaccharide ムコ多糖［体］ 略語：MPS
mucoprotein ムコ蛋白
Mucor 和訳なし
Mucor circinelloides 和訳なし
Mucor ramosissimus 和訳なし
Mucorales 和訳なし
mucormycosis ムーコル症
mucosa 粘膜
mucosa-accociated lymphoid tissue 消化管粘膜関連リンパ組織 略語：MALT
mucous and bloody stool 粘血便
mucous diarrhea 粘液性下痢
mucous stool 粘液便
Mueller-Hinton agar ミュラーヒントン寒天［培地］ 略語：MHA
Mueller-Hinton broth ミュラーヒントン液体［培地］ 略語：MHB
multicenter clinical trial 多施設臨床研究
multicenter study 多施設共同試験
multidrug resistance 多剤耐性
multidrug-resistance 多剤耐性
multidrug-resistance Mycobacterium tuberculosis 多剤耐性結核菌 略語：MDR-TB
multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa 多剤耐性緑膿菌 略語：MDRPA
multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infection 多剤耐性緑膿菌感染症
multifocal osteomyelitis 多焦点骨髄炎
multilocus sequencing typing 和訳なし 略語：MLST
multiple combination 多剤併用
multiple infection 重複感染
multiple linear regression analysis 重回帰分析
multiple organ dysfunction syndrome 多臓器障害 略語：MODS
multiple organ failure 多臓器不全 略語：MOF
multiple sweat gland abscess 多発性汗腺膿瘍
multiple-dose vials 多容量バイアル 略語：MDVs
multiplex PCR マルチプレックスPCR
multiplex real-time PCR assay マルチプレックス・リアルタイムPCR解析
multivariate analysis 多変量解析
mumps 流行性耳下腺炎
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mumps ムンプス（流行性耳下腺炎）
mumps meningoencephalitis ムンプス髄膜脳炎
mumps orchitis ムンプス精巣炎（睾丸炎）
mumps vaccine ムンプスワクチン
mumps virus ムンプスウイルス 科（亜科）名：Paramyxoviridae
Munchausen syndrome ミュンヒハウゼン症候群
mupirocin ムピロシン 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：MUP　
muramic acid ムラミン酸
muramyl dipeptide ムラミルジペプチド
murein ムレイン
murine typhus 発疹熱
murine typhus ネズミ発疹チフス
mutagen 突然変異誘発物質
mutagenic agent 変異原
mutagenicity test 変異原性試験
mutant 突然変異株
mutant 変異菌
mutant 突然変異菌
mutation 変異
mutation 突然変異
mutation test 変異原性試験
Myceliophthora 和訳なし
Myceliophthora thermophila 和訳なし
mycelium 菌糸
mycetoma 菌腫
mycetoma pedis 足菌腫
mycobacterial infection 抗酸菌感染症
mycobacteriosis 抗酸菌症
Mycobacterium マイコバクテリウム属
Mycobacterium abscessu 和訳なし
Mycobacterium africanu 和訳なし
Mycobacterium aichiensi 和訳なし
Mycobacterium alve 和訳なし
Mycobacterium asiaticu 和訳なし
Mycobacterium auru 和訳なし
Mycobacterium avium トリ［型］結核菌
Mycobacterium avium ssp. aviu 和訳なし
Mycobacterium bohemicu 和訳なし
Mycobacterium bovis ウシ［型］結核菌
Mycobacterium bovis ssp. bovi 和訳なし
Mycobacterium brander 和訳なし
Mycobacterium bruma 和訳なし
Mycobacterium capra 和訳なし
Mycobacterium celatu 和訳なし
Mycobacterium chelonae ssp. chelona 和訳なし
Mycobacterium chubuens 和訳なし
Mycobacterium confluenti 和訳なし
Mycobacterium conspicuu 和訳なし
Mycobacterium cooki 和訳なし
Mycobacterium farcinogene 和訳なし
Mycobacterium flavescen 和訳なし
Mycobacterium gadiu 和訳なし
Mycobacterium gastr 和訳なし
Mycobacterium genavens 和訳なし
Mycobacterium gordona 和訳なし
Mycobacterium haemophilu 和訳なし
Mycobacterium hassiacu 和訳なし
Mycobacterium heidelbergens 和訳なし
Mycobacterium interjectu 和訳なし
Mycobacterium intermediu 和訳なし
Mycobacterium intracellular 和訳なし
Mycobacterium kansasi 和訳なし
Mycobacterium lentiflavu 和訳なし
Mycobacterium lepra 和訳なし
Mycobacterium leprae 癩菌
Mycobacterium lepraemurium 鼠癩菌
Mycobacterium mageritens 和訳なし
Mycobacterium malmoens 和訳なし
Mycobacterium marinu 和訳なし
Mycobacterium marinum マリナム菌
Mycobacterium microti 和訳なし
Mycobacterium mucogenicu 和訳なし
Mycobacterium neoauru 和訳なし
Mycobacterium nonchromogenicu 和訳なし
Mycobacterium novocastrens 和訳なし
Mycobacterium paratuberculosis ヨーネ菌
Mycobacterium paratuberculosis パラ結核菌
Mycobacterium peregrinu 和訳なし
Mycobacterium phle 和訳なし
Mycobacterium phlei チモテ菌
Mycobacterium porcinu 和訳なし
Mycobacterium scrofulaceu 和訳なし
Mycobacterium senegalens 和訳なし
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Mycobacterium shimoide 和訳なし
Mycobacterium simia 和訳なし
Mycobacterium smegmatis スメグマ菌
Mycobacterium sphagn 和訳なし
Mycobacterium szulga 和訳なし
Mycobacterium terra 和訳なし
Mycobacterium thrmoresistibil 和訳なし
Mycobacterium triple 和訳なし
Mycobacterium trivial 和訳なし
Mycobacterium tuberculosis 結核菌
Mycobacterium ulceran 和訳なし
Mycobacterium vacca 和訳なし
Mycobacterium xenop 和訳なし
Mycobacteriumcobacterium fortuitum ssp. fortuitu 和訳なし
Mycoplasma マイコプラズマ属
Mycoplasma buccal 和訳なし
Mycoplasma fauciu 和訳なし
Mycoplasma fermentan 和訳なし
Mycoplasma genitaliu 和訳なし
Mycoplasma homini 和訳なし
Mycoplasma lipophilu 和訳なし
Mycoplasma oral 和訳なし
Mycoplasma penetran 和訳なし
Mycoplasma piru 和訳なし
Mycoplasma pneumoniae 肺炎マイコプラズマ
Mycoplasma primatu 和訳なし
Mycoplasma salivariu 和訳なし
mycosel agar マイコセル寒天
mycosis 真菌感染
mycosis 真菌症
mycotic aneurysm 細菌性動脈瘤
mycotoxin マイコトキシン
myelitis 脊髄炎
myelodysplastic syndrome 骨髄異形成症候群 略語：MDS
myelotoxity 骨髄毒性
myiasis 蝿症
myocarditis 心筋炎
myometritis 子宮筋層炎
myringitis 鼓膜炎
myringotomy 鼓膜切開術
Myroides odoratimimu 和訳なし
Myroides odoratu 和訳なし
myxovirus ミクソウイルス

N-acetylgalactosamine N-アセチルガラクトサミン 略語：GalNAc
N-acetylglucosamine N-アセチルグルコサミン
N-acetylmuramic acid N-アセチルムラミン酸 略語：MurNAc
nadifloxacin ナジフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：NDFX　試験薬剤名：OPC-7251
nafcillin ナフシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：NFPC　
nail candidiasis 爪カンジダ症
nalidixic acid ナリジクス酸 薬物群名：キノロン系　略語：NA　
nalidixic acid cetrimide agar ナリジクス酸セトリマイド寒天 略語：NAC agar
nalidixic acid cetrimide agar medium NAC寒天培地
nanaerobe ナネローブ
narrow spectrum antibacterial agents 狭域抗菌薬［剤］
nasal administration 鼻粘膜投与
nasal diphtheria 鼻ジフテリア
nasal discharge 鼻漏
nasal polyp 鼻茸
nasogastric tube 経鼻胃管
nasopharyngeal bacterial flora 鼻咽頭常在菌叢
nasopharyngeal carriage 鼻咽頭保菌
nasopharyngeal isolation 鼻咽頭隔離
nasopharyngitis 鼻咽頭炎
National Committee for Clinical Laboratory Standards 米国臨床検査標準化委員会 略語：NCCLS
National Institute of Health 国立衛生研究所 略語：NIH
National Institutes of Health and Nutrition Chronic Prostatitis Symptom Index 国立健康・栄養研究所慢性前立腺炎症状インデックス 略語：NIH-CPSI
National Nosocomial Infection Surveillance system 米国院内感染サーベイランスシステム 略語：NNIS system
National Notifiable Diseases Surveillance 法定伝染病全国サーベイランス
national surveillance 全国サーベイランス
natural killer cell ナチュラルキラー細胞 略語：NK cell
natural killer T cell NKT細胞 略語：NKT cell
natural medium 天然培地
nausea 悪心
nebulization 噴霧療法
nebulizer ネブライザー
Necator americanu アメリカ鉤虫
necrosis 壊死
necrosis of pancreas 膵壊死
necrotizing bronchopneumonia 壊死性気管支肺炎
necrotizing cholecystitis 壊死性胆嚢炎
necrotizing enteritis 壊死性腸炎
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necrotizing fasciitis 壊死性筋膜炎
necrotizing lymphadenitis 壊死性リンパ節炎
Nectria 和訳なし
Nectria haematococca 和訳なし
needlestick injury 注射針刺傷
negative stain［ing］ ネガティブ染色［法］
Neisseria ナイセリア属
Neisseria cani 和訳なし
Neisseria cinere 和訳なし
Neisseria elongata ssp. elongat 和訳なし
Neisseria elongata ssp. glycolytic 和訳なし
Neisseria elongata ssp. nitroreducen 和訳なし
Neisseria flavescen 和訳なし
Neisseria gonorrhoeae 淋菌
Neisseria lactamic 和訳なし
Neisseria meningitidi 和訳なし
Neisseria meningitidis 髄膜炎菌
Neisseria mucos 和訳なし
Neisseria polysacchare 和訳なし
Neisseria sicc 和訳なし
Neisseria subflav 和訳なし
Neisseria weaver 和訳なし
nelfinavir ネルフィナビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
Neolectomycetes 和訳なし
neomycin ネオマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系
neonatal infection 新生児感染症
neonatal infectious mastitis 新生児感染性乳腺炎
neonatal intensive care unit 新生児集中治療室 略語：NICU
neonatal necrotizing enterocolitis 新生児壊死性腸炎
neonatal pneumonia 新生児肺炎
neonatal toxic shock syndrome-like exanthematous disease 新生児トキシック・ショック症候群様発疹症 略語：NTED
neonate 新生児
Neorickettsia sennets 和訳なし
Neotestudina 和訳なし
Neotestudina rosatii 和訳なし
nephrolithialis 腎結石
nephrolithiasis 腎結石
nephrotoxicity 腎毒性
nephrotuberculosis 腎結核
nested polymerase chain reaction  (PCR) 巣状ポリメラーゼ連鎖反応
neticonazole ネチコナゾール 薬物群名：抗真菌薬
netilmicin ネチルマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：NTL　
neuraminidase inhibitor ノイラミニダーゼ阻害薬
neuromuscular junction blocking 神経筋遮断作用
neuromyelitis optica 視神経脊髄炎
neuropathy 神経障害
neuropsychiatric events 神経精神病学的事象
Neurospora 和訳なし
Neurospora crassa 和訳なし
neurotoxicity 神経毒性
neurotoxin 神経毒［素］
neutralization test 中和試験
neutralizing antibody 中和抗体
neutropenia 好中球減少［症］
neutrophil 好中球
neutrophil alkaline phosphatase 好中球アルカリフォスファターゼ
neutrophilia 好中球増多［症］
nevirapine ネビラピン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
new quinolones ニューキノロン系薬［剤］
newborn  (neonatal)  intensive care unit 新生児集中治療室 略語：NICU
Nigrospora 和訳なし
Nigrospora sphaerica 和訳なし
Nipah virus infection ニパウイルス感染症
nitroblue tetrazolium test ニトロブルーテトラゾリウム試験 略語：NBT
nitrocefin ニトロセフィン
nitrofurazone ニトロフラゾン 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：NF　
Nocardia ノカルジア属
Nocardia asteroide 和訳なし
Nocardia brasiliensi 和訳なし
Nocardia brevicaten 和訳なし
Nocardia farcinic 和訳なし
Nocardia nov 和訳なし
Nocardia otitidiscaviaru 和訳なし
Nocardia pseudobrasiliensi 和訳なし
Nocardia transvalensi 和訳なし
Nocardiopsis dassonvillei ssp. dassonville 和訳なし
Nocardiopsis synnemataforman 和訳なし
nocardiosis ノカルジア症
non A, non B viral hepatitis 非A非B型肝炎
non-agglutinable vibrio NAGビブリオ
nonbacterial meningitis 非細菌性髄膜炎
nonbacterial prostatitis 非細菌性前立腺炎
nonchlamydial urethritis 非クラミジア［性］尿道炎



英語 日本語 付帯情報
nonclostridial gas gangrene 非クロストリジウム性ガス壊疽
noncompetitive antagonism 非競合的拮抗
non-fermenting bacterium  (pl.-ria) 非発酵菌
nongonococcal urethritis 非淋菌性尿道炎 略語：NGU
non-gonococcal urethritis 非淋菌性尿道炎 略語：NGU
nonmotile variant 非運動性変異株
nonpathogen 非病原体
nonpathogenic bacterium  (pl.-ria) 非病原菌
non-pathogenic bacterium  (pl.-ria) 非病原菌
nonspecific vaginitis 非特異性腟炎
non-sporeforming anaerobe 無芽胞嫌気性菌
non-steroid anti-inflammatory agent 非ステロイド性抗炎症薬 略語：NSAID
non-steroid anti-inflammatory agent 非ステロイド性抗炎症剤 略語：NSAID
non-steroid anti-inflammatory drug 非ステロイド性抗炎症剤 略語：NSAID
non-steroid anti-inflammatory drug 非ステロイド性抗炎症薬 略語：NSAID
nontransferable plasmid 非伝達性プラスミド
nontubercular mycobacteria 非結核性抗酸菌
nontuberculous mycobacteriosis 非結核性抗酸菌症
norfloxacin ノルフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：NFLX　試験薬剤名：AM-715
normal bacterial flora 正常細菌叢
normal flora 正常細菌叢
normal［bacterial］flora, resident flora 常在［細］菌叢
norovirus ノロウイルス
Norwalk virus 和訳なし 科（亜科）名：Caliciviridae　属名：Norovirus
nosocomial infection 院内感染
nosocomial pathogen 院内感染病原体
novobiocin ノボビオシン 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：NB　
Novosphingobium capsulatu 和訳なし
nuclease 核酸分解酵素
nucleic acid amplification system 核酸増幅システム
nucleic acid amplification test 核酸増幅試験
nucleic acid synthesis inhibitor 核酸合成阻害薬
nucleoprotein gene 核タンパク質遺伝子
nude mouse ヌードマウス
number 数 略語：no．
nurse 看護師
nursing 看護
nutrient agar medium 普通寒天培地
nutrient broth 普通ブイヨン
nystagmus 眼振（眼球振盪）
nystatin ナイスタチン 薬物群名：抗真菌薬　略語：NYS　

obligatory aerobe 偏性好気性菌
obligatory anaerobe 偏性嫌気性菌
obstructive jaundice 閉塞性黄疸
occupational health 労働衛生
occupational health 産業保健
Ochrobactrum anthrop 和訳なし
Ochrobactrum intermediu 和訳なし
Ochroconis 和訳なし
Ochroconis humicola 和訳なし
Ochroconis tshawytshae 和訳なし
ocu1ar toxoplasmosis 眼トキソプラズマ症
ocular histoplasmosis 眼ヒストプラスマ症
ocular toxoplasmosis 眼トキソプラズマ症
ocular tuberculosis 眼結核
ocular vaccinia 眼ワクシニア
oculomycosis 眼真菌症
odontogenic cyst 歯［原］性嚢胞
odontogenic maxillary sinusitis 歯性上顎洞炎
Oenococcus oen 和訳なし
ofloxacin オフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：OFLX　試験薬剤名：DL-8280
Oidiodendron 和訳なし
Oidiodendron cereale 和訳なし
ointment 軟膏
oldest old 超高齢者
oleandomycin オレアンドマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：OL　
Oligella ureolytic 和訳なし
Oligella urethrali 和訳なし
Olsenella profus 和訳なし
Olsenella ul 和訳なし
omphalitis 臍炎
oncogenic virus 腫瘍ウイルス
onychomycosis 爪真菌症
Onygenales 和訳なし
oocyst オーシスト
oophoritis 卵巣炎
open tuberculosis 開放性結核
open wound 開放創
operating room 手術室
Ophiostoma 和訳なし
Ophiostoma stenoceras 和訳なし
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Ophiostomatales 和訳なし
ophthalmia neonatorum 新生児眼炎
opisthotonus 後反弓強直（後弓反張）
opportunistic infection 日和見感染［症］
opportunistic pathogen 日和見病原体
OprD 和訳なし
opsonic activity オプソニン活性
opsonin オプソニン
opsonization オプソニン処理（化）
optical density 光学密度 略語：OD
optimal dose 適量
optimal dose 至適用量
optimal temperature 至適温度
oral 経口
oral 口腔の
oral administration 経口投与
oral antibacterial agents 経口抗菌薬［剤］
oral bacterial flora 口腔内細菌叢
oral candidiasis 鵞口瘡
oral candidiasis 口腔カンジダ症
oral candidiasis  (thrush) 口腔カンジダ症
oral candidiasis  (thrush) 鵞口瘡
oral contraceptive 経口避妊薬 略語：OC
oral flora 口腔内常在菌叢
oral infection 経口感染
oral live poliovirus vaccine ［経口］ポリオ生ワクチン
oral live poliovirus vaccine 経口ポリオ生ワクチン
oral microbial flora 口腔微生物叢
oral moniliasis 口腔モニリア症
oral polio vaccine 経口ポリオワクチン
oral streptococci 口腔レンサ球菌
orbital abscess 眼窩膿瘍
orbital apex syndrome 眼窩尖端症候群
orbital phlegmon［e］ 眼窩蜂巣炎
orchitis 精巣炎
orchitis 睾丸炎
organ culture 器官培養
organ transplantation 臓器移植
organotropic 臓器親和性
organotropism 臓器親和性
Orientia tsutsugamushi つつが虫病リケッチア
original endotoxin protein 菌体内毒素蛋白 略語：OEP
orphan drug 希少薬
orthomyxovirus オルソミクソウイルス
orthoreovirus 和訳なし 科（亜科）名：Reoviridae　属名：Orthoreovirus
Orungo virus 和訳なし 科（亜科）名：Reoviridae　属名：Orbivirus
oseltamivir オセルタミビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）　　
O-serogroup O血清型
Osler's node オスラー結節
osteitis of jaw 顎骨炎
osteoarticular infection 骨関節感染症
osteomyelitis 骨髄炎
osteomyelitis maxillaris 上顎骨骨髄炎
otalgia 耳痛
otitis media 中耳炎
otitis media acute 急性中耳炎 略語：OMA
otitis media with effusion 滲出性中耳炎 略語：OME
otitis media, middle otitis 中耳炎
otitis prone 好発性耳炎
otogenic brain abscess 耳性脳膿瘍
otogenic facial palsy  (paralysis) 耳性顔面神経麻痺
otolaryngological infection 耳鼻咽喉科感染症
otorrhea 耳漏
ototoxicity 聴器毒性
outbreak 爆発的流行
outbreak アウトブレイク
outer membrane 外膜
outer membrane protein 外膜タンパク質
outermembrane protein C 外膜蛋白C 略語：omp C
outermembrane protein F 外膜蛋白F 略語：omp F
outpatient 外来患者
ovalbumin 卵白アルブミン 略語：OVA
ovarian abscess 卵巣膿瘍
over the counter 大衆薬 略語：OTC
overwhelming pneumococcal infection 致死的肺炎球菌感染症
oxacephems オキサセフェム系薬［剤］
oxacillin オキサシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：MPIPC　
oxazolidinones オキサゾリジノン系薬 略語：OZs
oxiconazole オキシコナゾール
oxidase test オキシダーゼ試験
oxidation reduction potential 酸化還元電位
oxidation-fermentation test 酸化発酵試験 略語：OF test
oxido-reductase 酸化還元酵素
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oxytetracycline オキシテトラサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：OTC　
oxyuriasis 蟯虫症
ozena 臭鼻症
ozonator オゾン発生器

(paranasal)  sinusitis 副鼻腔炎
［prophylactic］vaccination, immunization 予防接種
pachymeningitis 硬膜炎
Paecilomyces 和訳なし
Paecilomyces fumosoroseus 和訳なし
Paecilomyces lilacinus 和訳なし
Paecilomyces variotii 和訳なし
Paenibacillus alve 和訳なし
Paenibacillus marceran 和訳なし
Paenibacillus polymyx 和訳なし
pain on micturition 排尿痛
paired sera ペア血清
paired serum ペア血清
palatine tonsillitis 口蓋扁桃炎
palivizumab パリビズマブ
palpebral abscess 眼瞼膿瘍
palpitation 動悸
p-aminobenzoic acid パラアミノ安息香酸 略語：PABA
p-aminosalicylic acid パラアミノサリチル酸 薬物群名：抗結核薬　略語：PAS　
panaritium ひょう疽
pancreatic abscess 膵膿瘍
pancreatic fistula 膵液瘻
pancreatitis 膵炎
pancytopenia 汎血球減少
pandemia 汎発性流行
pandemic 汎発流行性
panencephalitis 脳炎
panencephalitis, encephalitis 脳炎
panipenem/betamipron パニペネム/ベタミプロン 薬物群名：カルバペネム系　略語：PAPM/BP　試験薬剤名：CS-976
panniculitis 脂肪織炎
panophthalmitis 全眼球炎
panperitonitis 汎発性腹膜炎
Pantoea agglomeran 和訳なし
Pantoea dispers 和訳なし
Pantoea hervicol 和訳なし
Panton-Valentine leukocidin パントン・バレンティン・ロイコシジン 略語：PVL
paper electrophoresis 濾紙電気泳動［法］
papillitis 乳頭炎
papovavirus パポバウイルス
papule 丘疹
Parabacteroides distasoni 和訳なし
Parabacteroides goldsteini 和訳なし
Parabacteroides johnsoni 和訳なし
Parabacteroides merda 和訳なし
paracentesis 穿刺
paracentesis of tympanum 鼓膜切開術
paracentesis tympanii 鼓膜切開術
Paracoccidioides 和訳なし
Paracoccidioides brasiliensis 和訳なし
paracoccidioidomycosis パラコクシジオイデス症
paradentitis 歯周炎
paragonimiasis 肺吸虫症
Paragonimus westerman ウェステルマン肺吸虫 感染症：肺吸虫症（paragonimiasis）
parainfluenza virus パラインフルエンザウイルス
paralytic ileus 麻痺性イレウス（腸閉塞）
parametritis 子宮旁組織炎
paramyxovirus パラミクソウイルス
paranasal sinusitis 副鼻腔炎
parapertussis パラ百日咳
parapharyngeal abscess 副咽頭間隙膿瘍
parasite 寄生虫
parasite 寄生生物
parasitemia 寄生虫血症
parasitic disease 寄生虫疾患
parasitism 寄生虫症
parasitism 寄生虫感染症
parasitoma 寄生虫性腫瘤
paratyphoid fever パラチフス
parC 和訳なし
parE 和訳なし
parenteral 非経口
parenteral administration 非経口投与
parenteral colistin 非経口的コリスチン
paresthesia 知覚異常
paromomycin パロモマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：PRM　
paronychia 爪囲炎
paronychia 爪周囲炎
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parotiditis 耳下腺炎
parotitis 耳下腺炎
particle agglutination 粒子凝集
Parvimonas micr 和訳なし
parvovirus パルボウイルス
passage 継代
passive cutaneous anaphylaxis 受身皮膚アナフィラキシー 略語：PCA
passive hemagglutination 受身赤血球凝集反応
Pasteurella パスツレラ属
Pasteurella aerogene 和訳なし
Pasteurella bettya 和訳なし
Pasteurella cani 和訳なし
Pasteurella dagmati 和訳なし
Pasteurella multocida ssp. gallicid 和訳なし
Pasteurella multocida ssp. multocid 和訳なし
Pasteurella multocida ssp. septic 和訳なし
Pasteurella pneumotropic 和訳なし
Pasteurella stomati 和訳なし
pasteurellosis パスツレラ症
pasturization 低温殺菌
patch test パッチテスト
pathogen 病原体
pathogenic bacterium  (pl.-ria) 病原菌
pathogenic fungi 病原真菌類
pathogenic fungus 病原真菌
pathogenic microorganism 病原微生物
pathogenicity 病原性
pazufloxacin パズフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：PZFX　試験薬剤名：T-3761
PCR ribotyping PCRリボタイピング
peak concentration 最高血漿中濃度 略語：C max
pediculosis capitis アタマシラミ症
pediculosis pubis ケジラミ症
Pediococcus acidilactic 和訳なし
Pediococcus damnosu 和訳なし
Pediococcus parvulu 和訳なし
Pediococcus pentosaceu 和訳なし
pelvic abscess 骨盤内膿瘍
pelvic cellulitis 骨盤死腔炎
pelvic inflammatory disease 骨盤内炎症性疾患 略語：PID
pelvic peritonitis 骨盤腹膜炎
pelvioperitonitis 骨盤腹膜炎
pelviperitonitis 骨盤腹膜炎
pemphigus 天疱瘡
PenA 和訳なし
penems ペネム系剤
penems ペネム系薬
penetrating abdominal injury 穿通性腹部外傷
penetrating chest injury 穿通性胸部外傷
penetrating head injury 穿通性頭部外傷
penetration 穿通
penicillin ペニシリン
penicillin allergy ペニシリンアレルギー
penicillin amidase ペニシリンアミダーゼ
penicillin binding proteins ペニシリン結合蛋白［質］ 略語：PBPs
penicillin G ペニシリンG 薬物群名：ペニシリン系　略語：PCG　
penicillin intermediate-resistant Streptococcus penumoniae ペニシリン中等度耐性肺炎球菌 略語：PISP
penicillin shock ペニシリンショック
penicillin V ペニシリンⅤ 薬物群名：ペニシリン系　略語：PCV　
penicillinase ペニシリナーゼ 略語：PCase
penicillinase-producing Neisseria gonorrhoeae ペニシリナーゼ産生淋菌 略語：PPNG
penicillin-intermediate resistant Streptococcus pneumoniae ペニシリン中等度耐性肺炎球菌 略語：PISP
penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae ペニシリン耐性肺炎球菌 略語：PRSP
penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae infection ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
penicillins ペニシリン系薬［剤］ 略語：PCs
penicillin-susceptible Streptococcus pneumoniae ペニシリン感性肺炎球菌 略語：PSSP
penicilliosis ペニシリウム症
penicilliosis marneffei マルネッフェイ型ペニシリウム症
Penicillium 和訳なし
Penicillium chrysogenum 和訳なし
Penicillium citrinum 和訳なし
Penicillium expansum 和訳なし
Penicillium griseofulvum 和訳なし
Penicillium islandicum 和訳なし
Penicillium marneffei 和訳なし
Penicillium roquefortii 和訳なし
Penicillum commune 和訳なし
pentamidine ペンタミジン 薬物群名：抗原虫薬
pentamycin ペンタマイシン 薬物群名：抗真菌薬　略語：PNT　
peplomycin ペプロミシン
peptides ペプチド系薬［剤］
peptidoglycan ペプチドグリカン
Peptococcus ペプトコッカス属
Peptococcus nige 和訳なし
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peptone water ペプトン水
Peptoniphilus asaccharolyticu 和訳なし
Peptoniphilus gorbachi 和訳なし
Peptoniphilus hare 和訳なし
Peptoniphilus indolicu 和訳なし
Peptoniphilus ivori 和訳なし
Peptoniphilus lacrimali 和訳なし
Peptoniphilus olseni 和訳なし
Peptostreptococcus ペプトストレプトコッカス属
Peptostreptococcus anaerobiu 和訳なし
Peptostreptococcus stomati 和訳なし
per os 経口投与 略語：P. O.
percutaneous absorption 経皮吸収
percutaneous transhepatic gallbladder drainage 経皮経肝胆Kドレナージ 略語：PTGBD
perforated appendicitis 穿孔性虫垂炎
perforated diverticular disease 憩室穿孔
perforation 穿孔
perforative peritonitis 穿孔性腹膜炎
periappendiceal abscess 虫垂周囲膿瘍
pericarditis 心外膜炎
pericarditis 心膜炎
pericholangitis 胆管周囲炎
pericholecystic abscess 胆嚢周囲膿瘍
pericholecystitis 胆嚢周囲炎
pericoronitis 歯冠周囲炎
perinatal infection 周産期感染症
perinatal mortality 周産期死亡率
perineal abscess 会陰部膿瘍
perinephric abscess 腎周囲膿瘍
perinephritis 腎周囲炎
periodic fever 周期熱
periodontal pocket 歯周ポケット
periodontitis 歯周炎
perioperative administration 周術期投与
perioperative infection 周術期感染
peripheral neuritis 末梢神経炎
periplasm ペリプラスム
periplasmic space ペリプラスム間隙
periproctal abscess 肛門周囲膿瘍
peritoneal dialysis 腹膜透析 略語：PD
peritoneal exudate 腹腔滲出液
peritoneal exudate cell 腹腔滲出細胞 略語：PEC
peritoneal macrophage 腹腔マクロファージ
peritonitis 腹膜炎
peritonitis due to appendicitis 虫垂炎性腹膜炎
peritonsillar abscess 扁桃周囲膿瘍
peritonsillitis 扁桃周囲炎
permeability 透過性
persistent infection 持続感染
personal protective equipment 個人防御用装備 略語：PPE
personal protective equipment 個人防御用器材 略語：PPE
personal protective equipment 個人用防護具 略語：PPE
pertussis 百日咳
pertussis vaccine 百日咳ワクチン
pest ペスト
petechial typhus 発疹チフス
petrositis 錐体炎
phage therapy ファージ療法
phage type ファージ型
phage typing ファージ型別
phagocyte 貪食細胞
phagocyte 食細胞
phagocyte 清掃細胞
phagocytosis 食菌作用
phagocytosis 貪食作用
phagocytosis 貪食能
phagocytosis ファゴサイトーシス
phagovar ファージ型
Phanerochaete 和訳なし
Phanerochaete chrysosporium 和訳なし
pharmacodynamics 薬力学
pharmacodynamics 薬理学
pharmacodynamics 薬動力学 略語：PD
pharmacogenomics ゲノム薬理学
pharmacokinetic parameter 薬物動態学的パラメーター
pharmacokinetics 薬物動態
pharmacokinetics 薬物速度論
pharmacokinetics 薬物動力学
pharmacokinetics 薬物動態学 略語：PK
pharmacological action 薬理作用
pharmacological test 薬理試験
pharyngeal abscess 咽頭膿瘍
pharyngeal diphtheria 咽頭ジフテリア
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pharyngeal infection 咽頭感染
pharyngeal tuberculosis 咽頭結核
pharyngitis 咽頭炎
pharyngoconjunctival fever 咽頭結膜熱
pharyngoconjunctival fever プール熱
pharyngoconjunctival fever , swimming-bath conjunctivitis プール性結膜炎（咽頭結膜熱） 略語：PCF
pharyngolaryngeal paresthesia 咽［喉］頭異常［感］症
pharyngo-laryngitis 咽喉頭炎
pharyngotonsillitis 咽頭扁挑炎
phaseⅠclinical study 第1相臨床試験
phaseⅡclinical study 第2相臨床試験
phaseⅢclinical study 第3相臨床試験
phaseⅣclinical study 第4相臨床試験
phase-contrast microscope 位相差顕微鏡
phenethicillin フェネチシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PEPC　
phenol フェノール
phenol 石炭酸
phenol index 石炭酸係数
phenotype 表現型
phenoxymethyl penicillin フェノキシメチル ペニシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PCV　
pheromone フェロモン
Phialophora 和訳なし
Phialophora americana 和訳なし
Phialophora bubakii 和訳なし
Phialophora europaea 和訳なし
Phialophora repens 和訳なし
Phialophora reptans 和訳なし
Phialophora richardsiae 和訳なし
Phialophora verrucosa 和訳なし
phlebitis 静脈炎
phlegmon 蜂巣炎
Phoma 和訳なし
Phoma glomerata 和訳なし
phosphate buffered saline リン酸緩衝生理食塩水 略語：PBS
phospholipase A2 ホスホリパーゼ A2
phosphorylation リン酸化［反応］
phosphotransferase リン酸化酵素
photo allergy 光アレルギー
photo toxicity 光毒性
photodermatosis 光線性皮膚炎
photodynamic inactivation 光力学的不活化
photosensitive drug eruption 光線過敏性薬疹
photosensitivity 羞明
photosensitivity 光線過敏症
photosensitivity 光過敏症
phylogenetic analysis 系統発生解析
phylogeny 系統発生
physiological saline 生理［的］食塩水
Pichia 和訳なし
Pichia guilliermondii 和訳なし
picibanil ピシバニール 略語：OK-432
picornavirus ピコルナウイルス
Piedraia 和訳なし
Piedraia hortae 和訳なし
pigmentation 色素沈着
pilonidal cyst  (sinus) 毛巣嚢胞（洞）
pimaricin ピマリシン 略語：PMR
pipemidic acid ピペミド酸 薬物群名：キノロン系　略語：PPA　
piperacillin ピペラシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PIPC　
piromidic acid ピロミド酸 薬物群名：キノロン系　略語：PA　
pituitary abscess 下垂体膿瘍
pityriasis versicolor 癜風
Pityrosporum ピチロスポルム属
pivampicillin ピバンピシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PVPC　
pivmecillinam ピブメシリナム 薬物群名：ペニシリン系　略語：PMPC　
placebo プラセボ
plague ペスト
Planococcus プラノコッカス属
plaque-forming units プラーク形成単位 略語：PFU
plasma 血漿
plasma concentration 血漿中濃度
plasma exchange 血漿交換
plasmid プラスミド
Plasmodium マラリア原虫
Plasmodium falciparum 熱帯熱マラリア原虫
Plasmodium malariae 四日熱マラリア原虫
Plasmodium oval 卵形マラリア原虫
Plasmodium vivax 三日熱マラリア原虫
plate 平板
plate culture 平板培養
platelet transfusion 血小板輸注
Pleosporales 和訳なし
Plesiomonas プレシオモナス属
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Plesiomonas shigelloide 和訳なし
pleural effusion 胸水
pleurisy 肋膜炎
pleuritis 胸膜炎
pleuritis carcinomatosa 癌性胸膜炎
pleurocentesis 胸腔穿刺
pleurodynia 胸痛症
pleuropneumonia-like organism 牛肺疫菌様微生物 略語：PPLO
pneumococcal surface protein A 肺炎球菌表面タンパク質 A 略語：PspA
pneumoconiosis 塵肺［症］
Pneumocystidomycetes 和訳なし
Pneumocystis carinii 和訳なし
pneumocystis carinii pneumonia カリニ肺炎
pneumocystis pneumonia ニューモシスチス肺炎 略語：PCP
pneumonia 肺炎
pneumonia bronchiolitis obliterans 閉塞性細気管支肺炎
pneumonitis 肺臓炎
point mutation 点（突然）変異
poliomyelitis ポリオ
poliomyelitis 急性灰白髄炎
poliomyelitis virus ポリオウイルス
poliovirus 和訳なし 科（亜科）名：Picornaviridae　属名：Enterovirus
pollaki［s］uria 頻尿
pollution 汚染
poloxamer F127 medium ポリキサマー F127培地
polyacrylamide gel electrophoresis ポリアクリルアミドゲル電気泳動
polyclonal antibody ポリクローナル抗体
polyenes ポリエン系薬［剤］
poly-L-lysine chlorin (e6)  conjugate ポリ-L-リジン塩素結合
polymerase chain reaction ポリメラーゼ連鎖反応 略語：PCR
polymicrobial infection 複数菌感染［症］
polymorphonuclear leukocyte 多［形］核白血球
polymorphonuclear neutrophil 多形核好中球 略語：PMN
polymyxin B ポリミキシン B 薬物群名：ポリペプチド系　略語：PL-B　
polypeptides ポリペプタイド系薬［剤］ 略語：PLs
polysaccharide kureha クレスチン 略語：PSK
polyvalent antiserum 多価抗血清
polyvalent vaccine 多価ワクチン
ponA 和訳なし
poor 無効
population pharmacokinetics 人口薬物動態学
porin channel ポーリン孔
porin channel 透過孔
Porphyromonas asaccharolytic 和訳なし
Porphyromonas bennoni 和訳なし
Porphyromonas cangingivali 和訳なし
Porphyromonas canori 和訳なし
Porphyromonas cansulc 和訳なし
Porphyromonas catonia 和訳なし
Porphyromonas endodontali 和訳なし
Porphyromonas gingivali 和訳なし
Porphyromonas gula 和訳なし
Porphyromonas levi 和訳なし
Porphyromonas somera 和訳なし
Porphyromonas uenoni 和訳なし
posaconazole ポサコナゾール 略語：PSCZ　開発番号：MK-5592
post exposure prophylaxis 暴露後予防処置 略語：PEP
post marketing surveillance 市販後調査 略語：PMS
postantibiotic effect 抗微生物薬曝露後効果 略語：PAE
post-antibiotic effect 和訳なし 略語：PAE
postexporsure prophylaxis 曝露後感染予防 略語：PEP
postexposure immunization 曝露後予防接種
postextraction infection 摘出後感染
post-gonococcal urethritis 淋疾後尿道炎 略語：PGU
postmalaria neurological syndrome マラリア後神経学的症候群
postmarketing surveillance 市販後調査 略語：PMS
postneuritic atrophy of optic nerve 炎性視神経萎縮
postoperative administration 術後投与
postoperative chemotherapy 術後化学療法
postoperative infection 術後感染［症］
postoperative infection prophylaxis 術後感染予防
postoperative infectious enterocolitis 術後感染性腸炎
postoperative parametritis 術後子宮旁結合織炎
postoperative peritonitis 術後腹膜炎
postoperative pneumonia 術後肺炎
postoperative wound infection 術後創感染
postprandial administration 食後投与
posttransfusion hepatitis 輸血後肝炎
post-transfusion hepatitis 輸血後肝炎
postural drainage 体位ドレナージ
postvaccinal encephalitis 種痘後脳炎
potassium hydroxide mount 苛性カリ包埋
potato dextrose agar ポテトデキストロース寒天 略語：PDA
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potato dextrose agar medium ポテトデキストロース寒天培地 略語：PDA
potency test 力価試験
poultry 家禽
pour culture 混釈培養
poxvirus ポックスウイルス
Pragia fontiu 和訳なし
Prausnitz-Küstner reaction プラウスニッツ-キュストナー反応 略語：PK
Prausnitz-Küstner reaction P-K試験 略語：PK
precipitation reaction 沈降反応
preclinical study 前臨床試験
precordial anxiety 胸内苦悶
predictability 予知能力
prednisolone プレドニゾロン
preemptive therapy 先制治療
premature rupture of membranes 早期破水
prematurity 未熟
prematurity 未熟性
prenatal infection 出生前感染
preoperative administration 術前投与
preoperative bowel preparation 術前腸管処置
preparation 準備 略語：prepn
preprandial administration 食前投与
preservative 防腐薬
preterm 早産
prevention 予防
preventive medicine 予防医学
Prevotella albensi 和訳なし
Prevotella bivi 和訳なし
Prevotella brevi 和訳なし
Prevotella bryantt 和訳なし
Prevotella bucca 和訳なし
Prevotella buccali 和訳なし
Prevotella corpori 和訳なし
Prevotella dentali 和訳なし
Prevotella denticol 和訳なし
Prevotella disien 和訳なし
Prevotella enoec 和訳なし
Prevotella heparinolytic 和訳なし
Prevotella intermedi 和訳なし
Prevotella loeschei 和訳なし
Prevotella massiliensi 和訳なし
Prevotella melaninogenic 和訳なし
Prevotella nigrescen 和訳なし
Prevotella orali 和訳なし
Prevotella ori 和訳なし
Prevotella ouloru 和訳なし
Prevotella pallen 和訳なし
Prevotella pleuritidi 和訳なし
Prevotella ruminicol 和訳なし
Prevotella verorali 和訳なし
Prevotella zoogleoforman 和訳なし
primary cutaneous coccidioidomycosis 原発性皮膚コクシジオイデス症
primary end point プライマリー・エンドポイント
primary immune deficiency 原発性免疫不全
primary immune deficiency syndrome 原発性免疫不全症候群
primary immune deficiency syndrome 先天性免疫不全症候群
primary immunodeficiency 原発性免疫不全
primary immunodeficiency syndrome 原発性免疫不全症候群
primary immunodeficiency syndrome 先天性免疫不全症候群
primary peritonitis 原発性腹膜炎
primary sclerosing cholangitis 原発性硬化性胆管炎
principal investigator 治験責任医師
prion プリオン
probenecid プロベネシド
probiotics プロバイオティクス
procalcitonin プロカルシトニン
procaryocyte 原核細胞
procaryote 原核生物
proctective antigen 防御抗原
prodigiosin プロジギオシン
prodrug プロドラッグ
productive cough 湿性咳嗽
Proetz's displacement therapy プレッツ置換法
progressive multifocal leukoencephalopathy 進行性多巣性白質脳症 略語：PML
proliferation inhibition 増殖抑制
prolonged action 持続性作用
prolonged administration 長期投与
prophage プロファージ
prophylactic administration 予防投与
prophylactic inoculation 予防接種［法］
prophylactic vaccination 予防接種
prophylaxis 感染予防
propicillin プロピシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：PPPC　
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Propionibacterium プロピオニバクテリウム属
Propionibacterium acne 和訳なし
Propionibacterium avidu 和訳なし
Propionibacterium granulosu 和訳なし
Propionibacterium propionicu 和訳なし
Propionimicrobium lymphophilu 和訳なし
prospective 計画的の
prospective 前向き
prostaglandin プロスタグランジン
prostanoid プロスタグランジン類
prostatic abscess 前立腺膿瘍
prostatic fluid 前立腺液
prostatitis 前立腺炎
prostatitis syndrome 前立腺炎症候群
prostatodynia 前立腺痛
prostatosis 前立腺症
prostatovesiculitis 前立腺精嚢炎
prostexposure immunization 曝露後予防接種
protease プロテアーゼ
protease 蛋白分解酵素
protease inhibitor プロテアーゼ阻害薬
protease inhibitor 蛋白分解酵素阻害薬
protection test ［感染］防御試験
protective antigen 防御抗原
protective level 防御レベル
protein antibiotics 蛋白抗生物質
protein synthesis inhibition 蛋白合成阻害
protein synthesis inhibitor 蛋白合成阻害剤
proteinase 蛋白分解酵素
proteinase プロテアーゼ
protein-binding 蛋白結合
proteinuria 蛋白尿
Proteus プロテウス属
Proteus 変形菌属
Proteus mirabili 和訳なし
Proteus penner 和訳なし
Proteus vulgatu 和訳なし
prothionamide プロチオナミド 略語：PTH
prothrombin time プロトロンビン時間
protoplast プロトプラスト
protozoa 原虫
protozoal infection 原虫感染［症］
Providencia alcalifacien 和訳なし
Providencia rettger 和訳なし
Providencia rustigiani 和訳なし
Providencia stuarti 和訳なし
provocation test of tonsil 扁桃誘発試験法
provocative test 誘発試験
prulifloxacin プルリフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：PUFX　試験薬剤名：NM441
psellism 構音障害
Pseudallescheria 和訳なし
Pseudallescheria boydii 和訳なし
pseudallescheriasis シュードアレシェリア症
pseudocroup 仮性クループ
pseudomembrane 偽膜
pseudomembranous colitis 偽膜性大腸炎 略語：PMC
pseudomembranous enteritis 偽膜性腸炎
pseudomembranous enterocolitis 偽膜性腸炎
pseudomembranous laryngitis 偽膜性喉頭炎
pseudomembranous rhinitis 偽膜性鼻炎
Pseudomonas シュードモナス属
Pseudomonas aeruginos 和訳なし
Pseudomonas aeruginosa 緑膿菌
Pseudomonas alcaligene 和訳なし
Pseudomonas chlororaphi 和訳なし
Pseudomonas fluorescen 和訳なし
Pseudomonas luteol 和訳なし
Pseudomonas mallei 鼻疽菌
Pseudomonas mendocin 和訳なし
Pseudomonas oryzihabitan 和訳なし
Pseudomonas pertucinogen 和訳なし
Pseudomonas pseudoalcaligene 和訳なし
Pseudomonas pseudomallei 類鼻疽菌
Pseudomonas putid 和訳なし
Pseudomonas stutzer 和訳なし
Pseudonocardia autotrophic 和訳なし
Pseudoramibacter alactolyticu 和訳なし
pseudotuberculosis 仮性結核症
pseudotuberculosis 仮性結核
pseudotuberculosis 偽結核
psittacosis オウム病
psoas abscess 腰筋膿瘍
PspA 和訳なし
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Psychrobacter immobili 和訳なし
Psychrobacter phenylpyruvicu 和訳なし
psychrophylic bacteria 低温菌
pubic louse 毛虱（けじらみ）
public health laboratory 公衆衛生研究所
puerperal endometritis 産褥子宮内膜炎
puerperal fever 産褥熱
puerperal intrauterine infection 産褥子宮内感染
puerperal sepsis 産褥敗血症
puerperal thrombophlebitis 産褥血栓静脈炎
puerperium 産褥
pulmonary abscess 肺膿瘍
pulmonary actinomycosis 肺放線菌症
pulmonary aspergillosis 肺アスペルギルス症
pulmonary candidiasis 肺カンジダ症
pulmonary coccidioidomycosis 肺コクシジオイデス症
pulmonary cryptococcosis 肺クリプトコックス症
pulmonary distomatosis 肺吸虫症
pulmonary distomiasis 肺ジストマ症
pulmonary embolism 肺塞栓症
pulmonary infection 肺感染症
pulmonary leukostatin 肺ロイコスタチン
pulmonary MAC disease 肺MAC症
pulmonary mycosis 肺真菌症
pulmonary paragonimiasis 肺吸虫症
pulmonary suppuration 肺膿瘍
pulmonary suppuration 肺化膿症
pulmonary tuberculosis 肺結核
pulmonary tuberculosis 肺結核症
pulpitis 歯髄炎
pulse therapy パルス療法
pulse-field gel electrophoresis パルスフィールドゲル電気泳動 略語：PFGE
puncture 穿刺
puncture, perforation 穿孔
pure culture 純培養
purified protein derivative of tuberculin 精製ツベルクリン［蛋白］ 略語：PPD
purine metabolism antagonist プリン代謝拮抗薬［剤］
puromycin ピューロマイシン
purpura 紫斑病
purpura fulminans 電撃性紫斑病
purulence of congenital auricular fistula 先天性耳瘻孔化膿症
purulent 化膿性
purulent  (suppurative)  liver abscess 化膿性肝膿瘍
purulent  (suppurative)  meningitis 化膿性髄膜炎
purulent arthritis 化膿性関節炎
purulent discharge 膿性浸出液
purulent endophthalmitis 化膿性眼内炎
purulent inflammation 化膿性炎症
purulent liver abscess 化膿性肝膿瘍
purulent meningitis 化膿性髄膜炎
purulent osteomyelitis 化膿性骨髄炎
purulent parotiditis 化膿性耳下腺炎
purulent pericarditis 化膿性心膜炎
purulent peritonitis 化膿性腹膜炎
purulent pleurisy 化膿性胸膜炎
purulent pleuritis 化膿性胸膜炎
purulent-, pyogenic-, suppurative- 化膿性
pus 膿［汁］
pyaemide 敗血疹
pyelonephritis 腎盂腎炎
pyocele 膿嚢胞
pyocin ピオシン
pyococcus 化膿球菌
pyocyanin ピオシアニン
pyoderma 膿皮症
pyogenic 化膿性
pyogenic granuloma 炎症性肉芽腫
pyogenic liver abscess 細菌性肝膿瘍
pyometra 子宮留膿腫
pyomyositis 化膿性筋炎
pyonephrosis 膿腎症
pyoperitonitis 化膿性腹膜炎
pyorrhea alveolaris 歯槽膿漏
pyosalpinx 卵管留膿腫（症）
pyothorax 膿胸
pyothorax 化膿性胸膜炎
pyrazinamide ピラジナミド 略語：PZA
Pyrenochaeta 和訳なし
Pyrenochaeta romeroi 和訳なし
Pyrenochaeta unguis-hominis 和訳なし
pyrexia 発熱
pyridone carboxylic acids ピリドンカルボン酸系薬［剤］
pyrogen 発熱物質



英語 日本語 付帯情報
pyrogenic exotoxin genes 発熱性外毒素遺伝子
pyrrolnitrin ピロールニトリン
pyuria 膿尿

Q fever Q熱
quality of life 生活の質 略語：QOL
QuantiFERON クウオンティフェロン
QuantiFERON TB-2G クウオンティフェロンTB-2G
quantitative culture 定量培養
quarantine disease 検疫伝染病（感染症）
Quarter in die  (four times a day) 1日4回 略語：q. i. d.
Queensland fever Q熱
questionnaire アンケート
quinolone キノロン剤 略語：QL
quinolone キノロン系薬 略語：QL
quinupristin/dalfopristin キヌプリスチン/ダルホプリスチン 薬物群名：ストレプトグラミン系　略語：QPR/DPR　
quorum sensing クオラムセンシング
quorum-sensing antagosist クオラムセンシング拮抗薬
quorum-sensing system クオラムセンシングシステム

R  (resistance)  plasmid R（耐性）プラスミド
R plasmid Rプラスミド
rabies 狂犬病
rabies virus 狂犬病ウイルス
radiation 放射線
radiation hazard 放射線障害
radiation injury 放射線障害
radiation poisoninｇ 放射線障害
radicular cyst 歯根嚢胞
radiotherapy 放射線療法
Rahnella aquatili 和訳なし
Ralstonia pickett 和訳なし
raltegravir ラルテグラビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
random amplified polymorphic DNA RAPD法 略語：RAPD
ranula がま腫
Raoulｔella ornithinolytic 和訳なし
Raoulｔella planticol 和訳なし
Raoulｔella terrigen 和訳なし
rapid detection 迅速同定
rapid diagnosis 迅速診断
ravuconazole ラブコナゾール 略語：RVCZ
ray therapeutics 放射線療法
rDNA 和訳なし
rdxA/frxA 和訳なし
reabsorption 再吸収
reactive airway disease 反応性気道疾患
real-time PCR リアルタイムPCR
rebound tenderness 反跳痛
receiver operating characteristic curve 受診者動作特性曲線
recidivation 再発
recipient 受容体（菌）
recombinant 組み換え（形容詞）
recombination 組み換え
recrudescence 再燃
recurrence 再発
recurrent aphthae 再発性アフタ
recurrent infection 反復性感染［症］
recurrent parotiditis 再発性耳下腺炎
recurrent parotitis 再発性耳下腺炎
red blood cell 赤血球 略語：RBC
red blood cell count 赤血球数 略語：RBC
redness 発赤
redox potential difference 酸化還元電位差
re-emerging［infectious］diseases 再興感染症
reevaluation of drug efficacy 薬効再評価
reference drug 対照薬剤
reference strain 参考株
refractory infection 難治性感染［症］
regional instillation 局所注入療法
regional perfusion 局所灌流［法］
regrowth 再増殖
reinfection 再感染
Reinke edema リンケ（ラインケ）浮腫
Reiter syndrome ライター症候群
relapse 再燃
relapsing fever 回帰熱
relationship 関係
relebactam レレバクタム 薬物群名：β-ラクタマーゼ阻害薬　略語：REL
relebactam/imipenem/cilastatin レレバクタム/イミペネム/シラスタチン 略語：REL/IPM/CS　試験薬剤名：MK-7655A
remittent fever 弛張熱
renal abscess 腎膿瘍

Q

R
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renal calculus 腎結石
renal dehydropeptidase 腎デヒドロペプチダーゼ
renal dysfunction 腎機能障害
renal excretion 腎排泄
renal failure 腎不全
renal failure 腎機能不全
renal function 腎機能
renal insufficiency 腎不全
renal insufficiency 腎機能不全
renal salt-wasting syndrome 腎性塩類喪失症候群 略語：RSWS
renal scarring 腎瘢痕
renal stone 腎結石
renal toxicity 腎毒性
renal transplantation 腎移植
renal tuberculosis 腎結核
renal tuberculosis 腎結核［症］
reovirus レオウイルス
repetitive administration 反復投与
replica method レプリカ法
replica method 転写法
reproduction and development toxicity test 生殖発生毒性試験
resident flora 常在［細］菌叢
residual toxicity 残留毒性
resistance 耐性
resistance factor 耐性因子
resistance gene 耐性遺伝子
resistance pattern 耐性パターン
resistance plasmid 耐性プラスミド 略語：R plasmid
resistance strain 耐性株
resistance transfer factor 耐性伝達因子 略語：R factor
resistance transfer factor R因子 略語：R factor
resistance, tolerance 耐性
resistant bacterium  (pl.-ria) 耐性菌
resistant gene 耐性遺伝子
resistant rate 耐性率
respiratory distress 呼吸困難
respiratory failure 呼吸不全
respiratory infection 呼吸器感染［症］
respiratory pathogen 呼吸器病原体
respiratory quinolone レスピラトリー・キノロン
respiratory syncytial virus RSウイルス 略語：RSV
respiratory syncytial virus infection RSウイルス感染症
respiratory tract infection 気道感染［症］ 略語：RTI
restriction 制限
restriction enzyme 制限酵素
restriction fragment length polymorphism 制限酵素断片多型 略語：RFLP
restriction map 制限酵素地図
reticuloendothelial system 網内系 略語：RES
reticuloendothelial system 細網内皮系 略語：RES
retinochoroiditis 網脈絡膜炎
retrobulbar neuritis 球後視神経炎
retroperitoneal abscess 後腹膜膿瘍
retropharyngeal abscess 咽後膿瘍
retrospective 後向き
retrovirus レトロウイルス
reuse 再利用
reverse transcriptase 逆転写酵素
reverse transcriptase inhibitor 逆転写酵素阻害薬
reverse transcriptase‐loop‐mediated isothermal amplification 逆転写酵素ループ介在等温増幅法 略語：RT-LAMP
reversed passive latex agglutination 逆受身ラテックス凝集反応 略語：RPLA
reversed-isolation 逆隔離
reverse-transcriptase polymerase chain reaction 逆転写酵素連鎖反応 略語：RT-PCR
rhabdomyolysis 横紋筋融解
rhabdovirus ラブドウイルス
rheumatic fever リウマチ熱
rhinitis 鼻炎
rhinitisgangraenosa 壊疽性鼻炎
Rhinocladiella 和訳なし
Rhinocladiella atrovirens 和訳なし
rhinorrhea 鼻漏
rhinosporidiosis リノスポリジウム症
Rhinosporidium 和訳なし
rhinovirus ライノウイルス
Rhizobium radiobacte 和訳なし
Rhizomucor 和訳なし
Rhizomucor miehei 和訳なし
Rhizomucor pusillus 和訳なし
Rhizopus 和訳なし
Rhizopus microsporus 和訳なし
Rhizopus oryzae 和訳なし
Rhizopus stolonifer 和訳なし
Rhodococcus equ 和訳なし
Rhodotorula 和訳なし
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Rhodotorula mucilaginosa 和訳なし
ribavirin リバビリン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
ribonuclease リボヌクレアーゼ 略語：RNase
ribosome リボソーム
ribostamycin リボスタマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：RSM　
Rickettsia リケッチア
Rickettsia akar 和訳なし
Rickettsia conori 和訳なし
Rickettsia japonic 和訳なし
Rickettsia prowazeki 発疹チフスリケッチア
Rickettsia rickettsii 紅斑熱群リケッチア
Rickettsia sibiric 和訳なし
Rickettsia tsutsugamushi 恙虫病リケッチア
Rickettsia typhi 発疹熱リケッチア
rickettsiosis リケッチア症
Ridkettsia prowazekii 発疹チフスリケッチア
rifabutin リファブチン 薬物群名：抗結核薬　略語：RBT
rifampicin リファンピシン 略語：RFP
Rift Valley fever virus 和訳なし 科（亜科）名：Bunyaviridae　属名：Phlebovirus
RIG-I-like helicases 和訳なし
ringworm of nail 爪白癬
riposomal amphotericin B リポソーマルアムホテリシンＢ 薬物群名：抗真菌薬　略語：L-AMB　試験薬剤名：SM-26000
risk factor 危険因子
ristocetin リストセチン 薬物群名：グリコペプチド系　略語：RCT　
ritipenem acoxil リチペネム アコキシル 薬物群名：ペネム系　略語：RIPM-AC　試験薬剤名：FC/TA-891
ritonavir リトナビル
RNA extraction kit RNA抽出キット
RNA interference RNA干渉
RNA virus RNAウイルス
RND efflux pump RND排出ポンプ
Rocky mountain spotted fever ロッキー山紅斑熱
rod 桿菌
rokitamycin ロキタマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：RKM　試験薬剤名：TMS-19-Q
rolitetracycline ロリテトラサイクリン
rose spot バラ疹
Roseomonas cervicali 和訳なし
Roseomonas gilardi 和訳なし
Roseomonas mucos 和訳なし
rotavirus ロタウイルス
rotavirus A-E 和訳なし 科（亜科）名：Reoviridae　属名：Rotavirus
Rothia dentocarios 和訳なし
Rothia mucilaginos 和訳なし
roth's spot ロス斑
rough colony Rコロニー
rough form ラフ型
rough form R型
route of administration 投与経路
route of infection 感染経路
roxithromycin ロキシスロマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：RXM　試験薬剤名：RU28965
rpoB 和訳なし
rubella 風疹
rubella vaccine 風疹ワクチン
rubella virus 風疹ウイルス
Ruminococcus albu 和訳なし
Ruminococcus bromi 和訳なし
rusty sputum さび色痰

Sabouraud dextrose agar medium サブローデキストロース［寒天］培地
Saccharomyces 和訳なし
Saccharomyces cerevisiae 和訳なし
Saccharomycetales 和訳なし
Saccharomycetes 和訳なし
saccular bronchiectasis 嚢胞性気管支拡張症
saddle nose 鞍鼻
safety margin 安全域
safety test 安全性試験
saliva 唾液
Salk's  (Salk)  vaccine ソークワクチン
Salmonella サルモネラ属
Salmonella enterica ssp. arizona 和訳なし
Salmonella enterica ssp. diarizona 和訳なし
Salmonella enterica ssp. enteric 和訳なし
Salmonella enterica ssp. houtena 和訳なし
Salmonella enterica ssp. indic 和訳なし
Salmonella enterica ssp. salama 和訳なし
Salmonella enterica ssp.bongor 和訳なし
Salmonella enterica var. Enteritidi 和訳なし
Salmonella enterica var. Paratyph 和訳なし
Salmonella enterica var. Typh 和訳なし
Salmonella enterica var. Typhimuriu 和訳なし
Salmonella paratyphi パラチフス菌
Salmonella Shigella agar 赤痢菌寒天［培地］ 略語：SS

S
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Salmonella typhi ［腸］チフス菌
Salmonella typhimurium ネズミチフス菌
Salmonella-Shigella agar サルモネラ－シゲラ寒天 略語：SS
Salmonella-Shigella agar サルモネラ－シゲラ寒天［培地］ 略語：SS agar
Salmonella-Shigella agar medium SS寒天培地
salmonellosis サルモネラ症
salpingitis 卵管炎
salpingitis 耳管炎
sanilvudine サニルブジン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
saponated cresol solution クレゾール石鹸液
Sapporo virus 和訳なし 科（亜科）名：Caliciviridae　属名：Sapovirus
saprophyte 腐生菌
saquinavir サキナビル
sarkomycin サルコマイシン
SARS corona virus SARSコロナウイルス
satellite phenomenon 衛星現象
Sauropus androgynus アマメシバ
scabies 疥癬
scald 熱傷
scalded skin syndrome 熱傷様皮膚症候群 略語：SSS
scanning electron microscope 走査型電子顕微鏡 略語：SEM
S-carboxymethylcysteine s-カルボキシメチルシステイン
scarlet fever 猩紅熱
scavenger cell 貪食細胞
scavenger cell 食細胞
scavenger cell 清掃細胞
Scedosporium 和訳なし
Scedosporium apiospermum 和訳なし
Schistosoma haematobiu ビルハルツ住血吸虫
Schistosoma japonicum 日本住血吸虫
Schistosoma manson マンソン住血吸虫
schistosomiasis japonica 日本住血吸虫症
schistosomiasis japonicum 日本住血吸虫症
Schizophyllum 和訳なし
Schizophyllum commune 和訳なし
Schizosaccharomyces pombe 和訳なし
Schizosaccharomycetes 和訳なし
scleritis 強膜炎
sclerokeratitis 強角膜炎
Scopulariopsis 和訳なし
Scopulariopsis brevicaulis 和訳なし
Scopulariopsis brumptii 和訳なし
scotochromogen 暗発色菌
scrapie スクレイピー
screening test スクリーニングテスト
scrub typhus つつが虫病
Scytalidium 和訳なし
Scytalidium lignicola 和訳なし
sealed rupture 密封破裂
seasonal influenza 季節性インフルエンザ
secondary immune deficiency 続発性免疫不全
secondary immunodeficiency syndrome 続発性免疫不全症候群
secondary infection 二次感染［症］
secondary peritonitis 続発性腹膜炎
secretory immunoglobulin A 分泌型IgA 略語：sIg A
sediment 沈渣
selective decontamination 選択的除菌
selective medium 選択培地
selective toxicity 選択毒性
Selenomonas artemidi 和訳なし
Selenomonas diana 和訳なし
Selenomonas fluegge 和訳なし
Selenomonas infeli 和訳なし
Selenomonas noxi 和訳なし
Selenomonas sputigen 和訳なし
self-infection 自己感染
self-infection 自家感染
self-infection 自家（己）感染
seminal vesiculitis 精嚢炎
semisolid agar medium 半流動寒天培地
semisynthetic medium 半合成培地
semisynthetic penicillins 半合成ペニシリン
sensitive bacteria 感［受］性菌
sensitivity 感性
sensitivity 感受性
sensitivity 感［受］性
sensitivity disc［method］ 感受性ディスク［法］
Seoul virus 和訳なし 科（亜科）名：Bunyaviridae　属名：Hantavirus
sepsis 敗血症
septic abortion 感染流産
septic arthritis 化膿性関節炎
septic pulmonary embolism 肺血症性肺塞栓症
septic shock 敗血症性ショック
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septicemia 敗血症
septum  (pl.-ta) 隔壁
sequential therapy 逐次的治療
sequester 腐骨
serious infection 重篤感染［症］
serodiagnosis 血清診断
serogroup 血清型
serologic diagnosis 血清学的診断［法］
seroprevalence 血清有病率
serotyping 血清型
serotyping 血清型別
serous  (watery)  diarrhea 水様性下痢症
serous labyrinthitis 漿液性内耳炎
serovar 血清型
Serratia セラチア属
Serratia ficari 和訳なし
Serratia fonticol 和訳なし
Serratia grimesi 和訳なし
Serratia liquefacien 和訳なし
Serratia marcescens 霊菌
Serratia marcescens ssp. marcescen 和訳なし
Serratia odorifer 和訳なし
Serratia plymuthic 和訳なし
Serratia proteamaculan 和訳なし
Serratia quinivoran 和訳なし
Serratia rubidae 和訳なし
serum 血清
serum antigen 血清抗原
serum bactericidal activity 血清殺菌作用
serum concentration 血清中濃度
serum hepatitis 血清肝炎
serum protein binding 血清蛋白結合
serum sickness 血清病
Setosphaeria 和訳なし
Setosphaeria rostrata 和訳なし
severe acute respiratory syndrome 重症急性呼吸器症候群 略語：SARS
severe acute respiratory syndrome coronavirus 和訳なし 科（亜科）名：Coronaviridae　属名：Coronavirus
severe combined immunodeficiency 重症複合［型］免疫不全 略語：SCID
severe invasive streptococcal infection 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
sewage 汚水
sewage 下水
sexual partner 性パートナー
sexually transmitted diseases 性感染症 略語：STD
sexually transmitted infection 性感染症 略語：STI
shake culture［method］ 振盪培養［法］
shaking chills 悪寒戦慄
Shewanella alga 和訳なし
Shewanella putrefacien 和訳なし
Shiga toxin 志賀毒素
Shigella シゲラ属
Shigella boydi 和訳なし
Shigella dysenteria 和訳なし
Shigella dysenteriae 志賀赤痢菌
Shigella flexiner 和訳なし
Shigella sonne 和訳なし
shigellosis 細菌性赤痢
shock ショック
sialic acid シアル酸
sialoadenitis 唾液腺炎
sialoadenosis 唾液腺症
sialoductitis 唾液管炎
sibling cases 同胞症例
siccanin シッカニン 略語：SIC
side effect 副作用
sign of infection 感染徴候
significant difference 有意差
signs of the central nervous system 中枢神経症状
silkworm カイコ
silver ion 銀イオン
silver nitrate 硝酸銀
simple staining 単染色［法］
simulation 模擬実験
simulation シミュレーション
Sin Nombre virus 和訳なし 科（亜科）名：Bunyaviridae　属名：Hantavirus
sindbis virus 和訳なし 科（亜科）名：Togaviridae　属名：Alphavirus
single administration 単独投与
single disc method 一濃度ディスク法
single radial immunodiffusion 一元放射免疫拡散法 略語：SRID
single radial immunodiffusion 一元放射免疫拡散 略語：SRID
single-dose therapy 単回療法
singlet oxygen 一重項酸素 略語：1O2
sinobronchitis 副鼻腔気管支炎
sinobronchus syndrome 副鼻腔気管支症候群
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sinusitis 副鼻腔炎
sinusphlebitis S状静脈洞炎
siRNA 和訳なし
sisomicin シソマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：SISO　
sitafloxacin シタフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：STFX　試験薬剤名：DU-6859
sivelestat sodium hydrate シベレスタットナトリウム水和物
Sjőgren's syndrome シェーグレン症候群
skin and soft tissue infection 皮膚軟部組織感染 略語：SSTI
skin disinfection 皮膚消毒
skin tuberculosis, tuberculosis of the skin 皮膚結核
Slackia exigu 和訳なし
Slackia heliotrinireducen 和訳なし
slant culture 斜面培養
slant medium 斜面培地
sleeplessness 不眠症
sleeplessness 不眠
sleeplessness 不眠［症］
slide culture method スライド培養法
small amount long term therapy 少量長期療法
small round structured virus 小型球形ウイルス 略語：SRSV
smallpox 痘瘡
smallpox 天然痘
smear［preparation］ 塗抹［標本］
smell disturbance 嗅覚障害
smell molecule 臭い分子
smooth form colony S型集落
smooth-rough variation S-R変異
Sneathia sanguinegen 和訳なし
sodium antimony gluconate グルコン酸アンチモン・ナトリウム
SOFA score SOFAスコア
soft chancre 軟性下疳
soft tissue infection 軟部組織感染症
soil‐transmitted helminth 土壌伝播蠕虫
solid medium 固体培地
solithromycin ソリスロマイシン 薬物群名：フルオロケトライド系　略語：SOL　試験薬剤名：T-4288
Solobacterium moore 和訳なし
somatic antigen 菌体抗原 略語：O antigen
Sordariales 和訳なし
source of infection 感染源
spa facilities スパ施設
sparfloxacin スパルフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：SPFX　試験薬剤名：AT-4140
specific activity 比活性 略語：sp act
specific gravity 比重 略語：sp gr
specific inflammation 特異性炎［症］
specific pathogen free［animal］ SPF［動物］
specific vaginitis 特異性腟炎
specific-pathogen-free animal 特殊無菌動物 白糖－燐酸－グルタミン酸培地 略語：SPF animal
specimen 検体
spectinomycin スペクチノマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：SPCM　
Sphacelia 和訳なし
Sphacelia segetum 和訳なし
sphenoid sinusitis 蝶形骨洞炎
sphenoidal sinus aspergillosis 蝶形骨洞アスペルギルス症
spheroplast スフェロプラスト
Sphingobacterium multivoru 和訳なし
Sphingobacterium spiritivoru 和訳なし
Sphingobacterium thalpophilu 和訳なし
Sphingomonas adhaesiv 和訳なし
Sphingomonas parapaucimobili 和訳なし
Sphingomonas paucimobili 和訳なし
spiramycin スピラマイシン 薬物群名：マクロライド系　略語：SPM　
spiramycin acetate スピラマイシン酢酸エステル 薬物群名：マクロライド系
Spirillum スピリルム属
Spirillum minus 鼠咬症スピリルム
Spirochaeta スピロヘータ属
splenic abscess 脾膿瘍
spondylitis 脊椎炎
spontaneous cure 自然治癒
spore 芽胞
spore 胞子
sporeforming anaerobe 有芽胞嫌気性菌
Sporidiobalales 和訳なし
Sporidiobolus 和訳なし
Sporidiobolus salmonicolor 和訳なし
Sporobolomyces 和訳なし
Sporobolomyces salmonicolor 和訳なし
Sporothrix 和訳なし
Sporothrix schenckii 和訳なし
sporotrichosis スポロトリクム症
Sporotrichum 和訳なし
Sporotrichum pruinosum 和訳なし
spread 蔓延
sputum  (pl.-ta) 喀痰
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sputum culture 喀痰培養
stab culture 穿刺培養
Stachybotrys 和訳なし
Stachybotrys chartarum 和訳なし
standard deviation 標準偏差 略語：SD
standard error 標準誤差 略語：SE
standard precautions 標準的予防措置（策）
standard serological test for syphilis 梅毒血清反応 略語：STS
standard strain 標準菌株
staphylitis 口蓋垂炎
staphylococcal arthritis ブドウ球菌性関節炎
staphylococcal exfoliative toxin ブドウ球菌性表皮剥脱性毒素
staphylococcal impetigo ブドウ球菌性膿痂疹
staphylococcal osteomyelitis ブドウ球菌性骨髄炎
staphylococcal scalded skin syndrome ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 略語：SSSS
Staphylococcu methicillin-susceptible Staphylococcus aureus 表皮ブドウ球菌 略語：MSSA
Staphylococcus ブドウ球菌属
Staphylococcus aureus 黄色ブドウ球菌
Staphylococcus aureus ssp. anaerobiu 和訳なし
Staphylococcus aureus ssp. aureu 和訳なし
Staphylococcus auriculari 和訳なし
Staphylococcus capitis ssp. capiti 和訳なし
Staphylococcus capitis ssp. ureolyticu 和訳なし
Staphylococcus capra 和訳なし
staphylococcus cassette chromosomal mecA ブドウ球菌カセット染色体性mecA 略語：SCCmec
Staphylococcus cohnii ssp. cohni 和訳なし
Staphylococcus cohnii ssp. urealyticu 和訳なし
Staphylococcus epidermidi 和訳なし
Staphylococcus epidermidis 表皮ブドウ球菌
Staphylococcus haemolyticu 和訳なし
Staphylococcus hominis ssp. homini 和訳なし
Staphylococcus hominis ssp. novobiosepticu 和訳なし
Staphylococcus hyicu 和訳なし
Staphylococcus intermediu 和訳なし
Staphylococcus lugdunensi 和訳なし
Staphylococcus pasteur 和訳なし
Staphylococcus saccharolyticu 和訳なし
Staphylococcus saprophyticus ssp. saprophyticu 和訳なし
Staphylococcus schleiferi ssp. coagulan 和訳なし
Staphylococcus schleiferi ssp. schleifer 和訳なし
Staphylococcus sciur 和訳なし
Staphylococcus simulan 和訳なし
Staphylococcus warner 和訳なし
Staphylococcus xylosu 和訳なし
static culture 静置培養法
static culture 静置培養
static culture method 静置培養
static culture method 静置培養法
stationary culture 静置培養
stationary culture 静置培養法
stavudin  (d4T) スタブジン
steam sterilization under pressure 高圧蒸気滅菌
steel wool method スチールウール法
stem-cell transplantation 幹細胞移植
Stenotrophomonas maltophlil 和訳なし
sterilamp 殺菌灯
sterile air 無菌空気
sterility 無菌
sterility test 無菌試験
sterilization 滅菌［法］
sterilization by ultraviolet radiation 紫外線殺菌［法］
steroid ステロイド
still's disease スチル病
stock culture 保存培養
stomach discomfort 胃部不快感
stomachache 胃痛
stomatitis 口内炎
stomatitis medicamentosa 薬物性口内炎
strain 菌株
strand displacement amplification 鎖置換増幅法
stratum corneum 角質層 
strawberry tongue イチゴ舌
streak culture 画線培養
Streptobacillus ストレプトバシラス属 略語：レンサ桿菌属
Streptobacillus moniliformi 和訳なし
streptococcal impetigo レンサ球菌性膿痂疹
streptococcal pyrogenic exotoxin レンサ球菌発熱外毒素
streptococcal toxic shock syndrome レンサ球菌性トキシック・ショック症候群
Streptococcus ストレプトコッカス属 略語：レンサ球菌属
Streptococcus acidominimu 和訳なし
Streptococcus agalactia 和訳なし
Streptococcus alactolyticu 和訳なし
Streptococcus anginosu 和訳なし
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Streptococcus antigen レンサ球菌抗原
Streptococcus bovi 和訳なし
Streptococcus bovis grou 和訳なし
Streptococcus cani 和訳なし
Streptococcus constellatu 和訳なし
Streptococcus cricetu 和訳なし
Streptococcus crist 和訳なし
Streptococcus dysagalactiae ssp. equisimili 和訳なし
Streptococcus equinu 和訳なし
Streptococcus gordoni 和訳なし
Streptococcus inia 和訳なし
Streptococcus intermediu 和訳なし
Streptococcus M antigen レンサ球菌M抗原
Streptococcus milleri ストレプトコッカス・ミレリー
Streptococcus milleri grou 和訳なし
Streptococcus miti 和訳なし
Streptococcus mitio 和訳なし
Streptococcus mitis grou 和訳なし
Streptococcus mutan 和訳なし
Streptococcus mutans grou 和訳なし
Streptococcus orali 和訳なし
Streptococcus parasangui 和訳なし
Streptococcus pneumonia 和訳なし
Streptococcus pneumoniae 肺炎球菌
Streptococcus porcinu 和訳なし
Streptococcus pyogenes ストレプトコッカス・ピオゲネス 略語：化膿レンサ球菌
Streptococcus pyogenes group 和訳なし
Streptococcus rattu 和訳なし
Streptococcus salivariu 和訳なし
Streptococcus salivarius grou 和訳なし
Streptococcus sangui 和訳なし
Streptococcus sanguis 和訳なし
Streptococcus sanguis grou 和訳なし
Streptococcus sobrinu 和訳なし
Streptococcus sui 和訳なし
Streptococcus thermophilu 和訳なし
Streptococcus vestibulari 和訳なし
streptodornase ストレプトドルナーゼ
streptogramins ストレプトグラミン系薬 略語：SGs
streptokinase ストレプトキナーゼ
streptolysin O ストレプトリジンO 略語：SLO
Streptomyces ストレプトミセス属
Streptomyces anulatu 和訳なし
Streptomyces somaliensi 和訳なし
streptomycin ストレプトマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：SM　
streptozotocin-induced diabetes ストレプトゾトシン糖尿病
strongly acid electrolytic solution 強酸性電解水
Strongyloides stercorali 糞線虫 感染症：糞線虫症（strongyloidiasis）
strongyloidiasis 嚢線虫症
structure-activity relationship 構造活性相関
sub MIC サブMIC
subacute 亜急性
subacute bacterial endocarditis 亜急性細菌性心内膜炎 略語：SBE
subacute endocarditis 亜急性心内膜炎
subacute sclerosing panencephalitis 亜急性硬化性全脳炎 略語：SSPE
subacute sclerosing panencephalitis 亜急性硬化性脳炎 略語：SSPE
subacute toxicity 亜急性毒性
subacute toxicity test 亜急性毒性試験
subconjunctival injection 結膜下注射
subculture 継代培養
subcutaneous abscess 皮下膿瘍
subcutaneous administration 皮下投与
subdural abscess 硬膜下膿瘍
subdural empyema 硬膜下膿瘍
subglottic laryngitis 声門下喉頭炎
subhepatic abscess 肝下膿瘍
submaxillaritis 顎下腺炎
submaxillitis 顎下腺炎
subperiosteal abscess 骨膜下膿瘍
subphrenic abscess 横隔膜下膿瘍
subtype 亜型
Succinimonas amylolytic 和訳なし
Succinivibrio dextrinosolven 和訳なし
sucrose-phosphate-glutamic acid medium 白糖－燐酸－グルタミン酸培地 略語：SPG medium
sulbactam スルバクタム 薬物群名：β-ラクタマーゼ阻害薬　略語：SBT　
sulbenicillin スルベニシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：SBPC　
sulconazole スルコナゾール
sulfadiazine スルファジアジン
sulfadoxine-pyrimethamine スルファドキシン－ピリメタミン 薬物群名：抗原虫薬
sulfamethoxazole-trimethoprim スルファメトキサゾール－トリメトプリム 薬物群名：その他の抗菌薬　略語：ST　
sulfisoxazole スルフィソキサゾール
sulfonamides スルホンアミド薬
sultamicillin スルタミシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：SBTPC　
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summer‐type hypersensitivity pneumonitis 夏型過敏性肺炎
sunburn 日焼け
super infection 重［複］感染
superantigen スーパー抗原
supercoiling activity スーパーコイリング活性
superficial mycosis 浅在性真菌症
superficial mycosis 表在性真菌症
superinfection 重複感染
superinfection 菌交代症
superinfection 重感染
superoxide スーパーオキシド 略語：O2-
superoxide dismutase スーパーオキシド ジスムターゼ 略語：SOD
suppository 坐剤
supprative pancreatitis 化膿性膵炎
suppressor T lymphocyte サプレッサーT細胞
suppurative 化膿性
suppurative liver abscess 化膿性肝膿瘍
suppurative meningitis 化膿性髄膜炎
suppurative pancreatitis 化膿性膵炎
suppurative phlebitis 化膿性静脈炎
surfactant 表面活性薬
surgical glove 手術用手袋
surgical infection 外科感染症
surgical site infection 周術期感染症
surgical site infection 手術部位感染症
surgical site infection 周術期感染
surgical site infection 手術部位感染 略語：SSI
surgical site infection  (SSI) 術野感染
surgical wound infection ［手］術創感染
surveillance サーベイランス
surveillance culture 監視培養
survival rate 生残率
survival rate 生存率
susceptibility 感性
susceptibility 感受性
susceptibility distribution 感受性分布
susceptibility test 感受性試験
Sutterella wadsworthensi 和訳なし
Suttonella indologene 和訳なし
swab ぬぐい液
swarming 遊走
swimming pool granuloma プール肉芽腫
swimming-bath conjunctivitis プール性結膜炎
sycosis 毛瘡
sycosis vulgaris 尋常性毛瘡
sympathetic overactivity 交感神経過活動
symptomatic therapy 対症療法
symptomatic treatment 対症療法
Syncephalastrum 和訳なし
Syncephalastrum racemosum 和訳なし
synchronous cultivation 同調培養［法］
synergism 協力作用
synergism 相乗作用
synergism 相乗効果
synergistic effect 相乗効果
synergy 相乗作用
synergy 相乗効果
synergy 協力作用
synergy, synergism 相乗作用（協力作用）
synovitis 滑膜炎
synthetic antibacterial agents 合成抗菌薬［剤］
synthetic medium 合成培地
syphilis 梅毒
systemic administration 全身投与
systemic infection 全身感染［症］
systemic inflammatory response syndrome 全身性炎症反応症候群 略語：SIRS
systemic lupus erythematosus 全身性紅斑性狼瘡 略語：SLE
systemic mycosis 全身性真菌症
systemic therapy 全身療法

T cell receptor T細胞受容体
T max 最高血漿中濃度到達時間
T serotype T血清型
T1/2 消失半減期
Taenia saginat 無鉤条虫
Taenia soliu 有鉤条虫
taeniasis 条虫症
talampicillin タランピシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：TAPC　
tamoxifen タモキシフェン
tank culture タンク培養
tank fermentation タンク培養
Tannerella forsythi 和訳なし

T
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tape worm 条虫類
Taphrinomycetes 和訳なし
targeting［chemo］therapy ターゲッティング療法
tarsadenitis 瞼板腺炎
tarsadenitis マイボーム腺炎
Tatlockia maceacherni 和訳なし
Tatlockia micdade 和訳なし
Tatumella ptyseo 和訳なし
tazobactam タゾバクタム 薬物群名：β-ラクタマーゼ阻害薬　略語：TAZ　
tazobactam/ceftolozane タゾバクタムナトリウム/セフトロザン硫酸塩 略語：TAZ/CTLZ　開発番号：MK-7625A
tazobactam/piperacillin   (YP-14) タゾバクタム/ピペラシリン 略語：TAZ/PIPC
TDH-related hemolysin TDH関連溶血素 略語：TRH
tebipenem piboxil  (ME1211) テビペネム ピボキシル 薬物群名：カルバペネム系　略語：piboxil (ME1211) 
tedizolid テジゾリド 略語：TZD
teichoic acid テイコ酸
teichoic acid タイコ酸
teicoplanin テイコプラニン 薬物群名：グリコペプチド系　略語：TEIC　
telithromycin テリスロマイシン 薬物群名：ケトライド系　略語：TEL　試験薬剤名：HMR3647
temafloxacin テマフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：TMFX　試験薬剤名：TA-167
temperature 温度 略語：temp
temporomandibular arthritis 顎関節炎
teniasis 条虫症
teniasis 条虫類
tenofovir disoproxil テノホビル ジソプロキシル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
tenonitis テノン嚢炎
Ter in die  (three times a day) 1日3回 略語：t. i. d.
teratogenic activity 催奇形性作用
teratogenicity 催奇形性
teratogenicity test 催奇形性試験
terbinafine テルビナフィン 薬物群名：抗真菌薬
terminal infection 終末［期］感染
tertian malaria 三日熱マラリア
tetanospasmin テタノスパスミン
tetanus 破傷風
tetanus toxin 破傷風毒素
tetanus toxoid vaccine 破傷風トキソイドワクチン
tetracycline テトラサイクリン 薬物群名：テトラサイクリン系　略語：TC　
tetracyclines テトラサイクリン系薬［剤］ 略語：TCs
Th1/Th2 ratio Th1/Th2比
thalidomide サリドマイド
theophylline テオフィリン
therapeutic agent 治療薬
therapeutic antiserum 治療［用］抗血清
therapeutic drug monitoring 治療薬物モニタリング 略語：TDM
therapeutic effect 治療効果
thermal injury 熱傷
thermophile 高温菌
thermostable 耐熱性
thermostable direct hemolysin 耐熱性直接溶血素 略語：TDH
thermostable toxin 耐熱性毒素
thiamphenicol チアンフェニコール 薬物群名：クロラムフェニコール系　略語：TP　
thiamylal チアミラール
thiazolidomycin チアゾリドマイシン 略語：THZ
thin-layer chromatography 薄層クロマトグラフィ
thin-layer cup method 薄層カップ法
thin-layer disc method 薄層ディスク法
thioglycollate medium チオグリコレート酸塩培地
thiosulfate citrate bile salts sucrose agar チオ硫酸クエン酸胆汁酸ショ糖培地 略語：TCBS agar
thiosulfate citrate bile salt-sucrose medium TCBS培地
thoracic actinomycosis 胸部放線菌症
thoracic empyema 膿胸
Thornwaldt disease ソーンワルト病
THP-1 cell THP-1細胞
threatened abortion 切迫流産
threatened premature delivery 切迫早産
three-way stopcock 三方活栓
throat swab 咽頭スワブ
thrombocytopenia 血小板減少［症］
thrombocytosis 血小板増多［症］
thrombophlebitis 血栓性静脈炎
thromboxane トロンボキサン
thrush 鵞口瘡
thrush 口腔カンジダ症
thymidine kinase チミジンキナーゼ
thymoquinone チモキノン
thyroiditis 甲状腺炎
ticarcillin チカルシリン 薬物群名：ペニシリン系　略語：TIPC　
ticonazole チコナゾール
time above MIC MIC以上維持時間
time dependency 時間依存性
tinea 白癬
tinea capitis 頭部白癬
tinea corporis 体部白癬
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tinea cruris 股部白癬
tinea favosa 黄癬
tinea manuum 手白癬
tinea nigra 黒癬
tinea pedis 足白癬
tinea profunda 深在性白癬
tinea superficialis 浅在性白癬
tinea superficialis 表在性白癬
tinea tonsurans 頭部白癬
tinea unguium 爪白癬
tinea, trichophytia, trichophytosis 白癬症
tinidazole チニダゾール 薬物群名：抗原虫薬
tinnitus 耳鳴
tinnitus aurium 耳鳴
Tissierella praeacut 和訳なし
tissue concentration 組織内濃度
tissue culture 組織培養
tissue penetration 組織移行
titer 力価
titer 価
Tmax maximum concentration time 最高血中濃度到達時間 略語：Tmax
tobramycin トブラマイシン 薬物群名：アミノグリコシド系　略語：TOB 　
togavirus トガウイルス
tolerance 耐性
Toll-like receptor トール様受容体 略語：TLR
tolnaftate トルナフタート 薬物群名：抗真菌薬
toluidine blue O トルイジン青O
tonsillar hypertrophy 扁桃肥大
tonsillitis 扁桃炎
tonsillitis palatina, palatine tonsillitis 口蓋扁桃炎
tooth extracted wound 抜歯創
tooth extractional wound 抜歯創
topical administration 局所投与
topoisomerase トポイソメラーゼ
topoisomerase IV トポイソメラーゼⅣ
tosufloxacin トスフロキサシン 薬物群名：キノロン系　略語：TFLX　試験薬剤名：T-3262
total parenteral nutrition 完全静脈栄養 略語：TPN
toxemia 毒素血症
toxic epidermal necrosis 中毒性表皮壊死症 略語：TEN
toxic megacolon 中毒性巨大結腸症
toxic shock like syndrome トキシックショック様症候群 略語：TSLS
toxic shock syndrome トキシックショック症候群 略語：TSS
toxic shock syndrome toxin-1 トキシックショック症候群 毒素1 略語：TSST-1
toxicity 毒性
toxicity test 毒性試験
toxigenicity 毒素産生性
toxin 毒素
toxin A 毒素A
toxin B 毒素B
toxin gene 毒素遺伝子
toxin-antitoxin reaction 毒素・抗毒素反応
toxoid トキソイド
Toxoplasma トキソプラズマ属
Toxoplasma gondi トキソプラスマ原虫 感染症：トキソプラスマ症（toxoplasmosis）
toxoplasmosis トキソプラズマ症
T-protein Tタンパク質
Trabulsiella guamensi 和訳なし
trace 痕跡 略語：tr
tracheal catheter 気管カテーテル
trachoma トラコーマ
transbronchial administration 経気管支投与
transbronchial biopsy 経気管支生検 略語：TBB
transbronchial lung biopsy 経気管支肺生検 略語：TBLB
transduction 形質導入
transfer factor 伝達因子
transferable plasmid 伝達性プラスミド
transferin トランスフェリン
transformant 形質転換株
transformation 形質転換
transglycosidase トランスグリコシダーゼ
translocation トランスロケーション
transmissible plasmid 伝達性プラスミド
transmissible spongiform encephalopathy 伝達性海綿状脳症 略語：TSE
transmission 伝播
transmission electron microscope 透過型電子顕微鏡 略語：TEM
transmission route 伝播ルート
transnasal catheter 経鼻カテーテル
transnasal infection 経鼻感染
transnasal inoculation［method］ 経鼻接種［法］
transpeptidase トランスペプチダーゼ
transplacental infection 経胎盤感染
transplacental passage 胎盤通過［性］
transplantation antigen 移植抗原
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transplantation immunity 移植免疫
transport 輸送
transport medium 輸送培地
transposon トランスポゾン
transrectal needle biopsy of prostate 経直腸的前立腺針生検
transtracheal aspiration method 経気管吸引法 略語：TTA method
trauma 外傷
traumatic osteomyelitis 外傷性骨髄炎
traumatic peritonitis 外傷性腹膜炎
traumatic wound infection 外傷性創傷感染
traveler’s vaccine 旅行者ワクチン
traveler's diarrhea 旅行者下痢症
treatment 治療
treatment of syphilis 駆梅療法
Trematoda 吸虫綱
Trematoda 吸虫
Trematoda 吸虫類
Tremellales 和訳なし
trench fever 塹壕熱
trench fever 五日熱
Treponema トレポネーマ属
Treponema amylovoru 和訳なし
Treponema carateu 和訳なし
Treponema denticol 和訳なし
Treponema maltophilu 和訳なし
Treponema mediu 和訳なし
Treponema minutu 和訳なし
Treponema pallidu 和訳なし
Treponema pallidum 梅毒トレポネーマ
Treponema pallidum hemagglutination test TPHAテスト 略語：TPHA test
Treponema sockranskii ssp. sockranski 和訳なし
triacetyloleandomycin トリアセチルオレアンドマイシン 薬物群名：マクロライド系　　
triazole トリアゾール
Trichinella spirali 和訳なし 感染症：旋毛虫症（trichinosis）
Trichomonas トリコモナス属
trichomonas vaginal infection 腟トリコモナス症
Trichomonas vaginalis 腟トリコモナス
trichomoniasis トリコモナス症
Trichomycetes 和訳なし
trichomycin トリコマイシン 薬物群名：抗真菌薬　略語：TRM　
trichomycosis 毛髪糸状菌症
trichophytid 白癬疹
Trichophyton 白癬菌
Trichophyton ajelloi 和訳なし
Trichophyton equinum 和訳なし
Trichophyton georgiae 和訳なし
Trichophyton mentagrophytes 和訳なし
Trichophyton rubrum 和訳なし
Trichophyton schoenleinii 和訳なし
Trichophyton simii 和訳なし
Trichophyton soudanense 和訳なし
Trichophyton terrestre 和訳なし
Trichophyton tonsurans 和訳なし
Trichophyton vanbreuseghemii 和訳なし
Trichophyton verrucosum 和訳なし
Trichophyton violaceum 和訳なし
trichophytosis 白癬症
Trichosphaeriales 和訳なし
Trichosporon 和訳なし
Trichosporon asahii 和訳なし
Trichosporon cutaneum 和訳なし
Trichosporon inkin 和訳なし
Trichosporon ovoides 和訳なし
trichosporonosis トリコスポロン症
trichostrongylus orientalis 東洋毛様線虫
trichuriasis 鞭虫症
Trichuris trichiura 鞭虫
tri-disc method 三濃度ディスク法
triple sugar iron agar 三糖（乳糖、ショ糖、ブドウ糖）鉄寒天培地 略語：TSI agar
trismus 牙関緊急（開口障害）
Tropheryma whipple 和訳なし
Trypanosoma トリパノソーマ
Trypanosoma cruz クルーズトリパノソーマ
Trypanosoma gambiens ガンビアトリパノソーマ
Trypanosoma rhodesiens ローデシアトリパノソーマ
trypanosomiasis トリパノソーマ症
Tsukamurella inchonensi 和訳なし
Tsukamurella paurometabol 和訳なし
Tsukamurella pulmoni 和訳なし
Tsukamurella tyrosinosolven 和訳なし
tsutsugamushi disease つつが虫病
T‐type T型
tuberactinomycin ツベラクチノマイシン 薬物群名：抗結核薬　　
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tuberculid 結核疹
tuberculin reaction ツベルクリン反応
tuberculin skin test ツベルクリン皮膚試験
tuberculoma 結核腫
tuberculosis 結核［症］ 略語：TB
tuberculous 結核性
tuberculous arthritis 関節結核
tuberculous cavity 結核性空洞
tuberculous epididymitis 結核性精巣上体炎
tuberculous lymphadenitis 結核性リンパ節炎
tuberculous meningitis 結核性髄膜炎
tuberculous osteoarthritis 骨関節結核
tuberculous pleuritis 結核性胸膜炎
tuberculous pyelonephritis 結核性腎盂腎炎
tuberculous spondylodiscitis 結核性脊椎椎間板炎
tuboovarian abscess 卵管卵巣膿瘍
tularemia 野兎病
tumor bearing animal 担癌動物
tumor necrosis factor 腫瘍壊死因子 略語：TNF
tumor necrosis factor-α 腫瘍壊死因子α 略語：TNF-α
Turicella otitidi 和訳なし
twitching motility 収縮運動
tympanostomy 鼓膜切開術
tympanotomy 鼓膜切開術
type species 基準種
type strain 基準株
typhoid fever 腸チフス
typhoid fever チフス
typhoid fever vaccine 腸チフスワクチン
typing phage 型別ファージ

ulcer 潰瘍
ulceration of tongue 舌潰瘍
ulcerative colitis 潰瘍性大腸炎
ulcerative stomatitis 潰瘍性口内炎
ulcus vulvae 外陰潰瘍
Ulocladium 和訳なし
Ulocladium chartarum 和訳なし
ultraviolet 紫外線 略語：UV
uncomplicated infection 単純性感染症
uncomplicated infection 単純性感染
uncomplicated urinary tract infection 単純性尿路感染［症］
underlying disease 基礎疾患
undulant fever 波状熱
universal precautions 一般的（普遍的）予防措置（策）
upper respiratory inflammation 上気道炎
upper respiratory tract infection 上気道感染［症］
upper urinary tract infection 上部尿路感染症
urea breath test 尿素呼気試験 略語：UBT
Ureaplasma ウレアプラズマ属
Ureaplasma urealyticu 和訳なし
urease test ウレアーゼ試験
Urediniomycetes  (Pucciniomycetes) 和訳なし
ureteral stent 尿管ステント
urethral catheter 尿道カテーテル
urethral discharge 尿道分泌［物］
urethral stent 尿道ステント
urethral syndrome 尿道症候群
urethritis 尿道炎
urethritis syndrome 尿道炎症候群
urinalysis 尿検査
urinalysis 検尿
urinary  (urine)  concentration, urine level 尿中濃度
urinary antigen 尿中抗原
urinary concentration 尿中濃度
urinary culture 尿培養
urinary excretion 尿中排泄
urinary frequency 頻尿
urinary recovery［rate］ 尿中回収［率］
urinary sediment 尿沈
urinary threads 尿糸
urinary tract infection 尿路感染症 略語：UTI
urinary tract infection 尿路感染 略語：UTI
urine collection method 採尿法
urine concentration 尿中濃度
urine culture 尿培養
urine level 尿中濃度
urogenital tract infection 尿路性器感染［症］
urogenital tuberculosis 尿路性器結核症
urogenital tuberculosis 尿路性器結核［症］
urokinase ウロキナーゼ
uropathogen 尿路病原菌
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uropathogen 尿路病原体
uropathogenic Escherichia coli 尿路病原性大腸菌 略語：UPEC
urosepsis 尿路性敗血症
urticaria 蕁麻疹
Ustilaginomycetes 和訳なし
Ustilago maydis 和訳なし
uterine adnexitis 子宮付属器炎
uterine cervicitis 子宮頸管炎
uterine tuberculosis 子宮結核

vaccination 予防接種
vaccination ワクチン接種
vaccine ワクチン
vaccine preventable disease ワクチン予防可能疾患
vaccinia ワクシニア
vaccinia virus ワクシニアウイルス
vaginal administration 経腟投与
vaginal bacterial flora 腟内細菌叢
vaginal candidiasis 腟カンジダ症
vaginal cuff infection 腟断端炎
vaginal cuff infection 腟断端感染
vaginal discharge 腟帯下
vaginal flora 腟内細菌叢
vaginal microbicides 膣殺菌剤
vaginal tablet 腟錠
vaginal trichomoniasis 腟トリコモナス症
vaginitis 腟炎
vaginosis 腟症
valaciclovir バラシクロビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
valganciclovir バルガンシクロビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
vanA 和訳なし
vanB 和訳なし
vanC 和訳なし
vanc1 和訳なし
vanc2 和訳なし
vancomycin バンコマイシン 薬物群名：グリコペプチド系　略語：VCM　
vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus バンコマイシン中等度感受性黄色ブドウ球菌 略語：VISA
vancomycin-resistant Enterococcus バンコマイシン耐性腸球菌 略語：VRE
vancomycin-resistant Enterococcus infection バンコマイシン耐性腸球菌感染症
vancomycin-resistant Staphylococcus aureus バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌 略語：VRSA
vancomycin-resistant Staphylococcus aureus infection バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
vapor activity 蒸気活性
variant 変異菌
variant 変異菌株
variation 変異
varicella 水痘
varicella vaccine 水痘ワクチン
varicella-zoster virus 水痘帯状疱疹ウイルス
variola 天然痘
variola 痘瘡
variola  (smallpox)  virus 和訳なし 科（亜科）名：Poxviridae　属名：Orthopoxvirus
variola virus 痘瘡ウイルス
variotin バリオチン 薬物群名：抗真菌薬　略語：VR　
vascular access バスキュラー・アクセス
vascular permeability  (osmosis) 血管透過性
vasitis 精管炎
vasovesiculitis 精管精嚢炎
vector 媒介体（者）
vectorborne transmission 昆虫媒介伝播
vegetation 疣贅
Veillonella ベイヨネラ属
Veillonella atypic 和訳なし
Veillonella dispa 和訳なし
Veillonella parvul 和訳なし
venereal disease  (s) 性病 略語：VD
ventilator-associated pneumonia 人工呼吸器関連肺炎 略語：VAP
ventricular drainage 脳室ドレナージ
ventriculitis 脳室炎
vero toxin-producing Escherichia coli O157：H7 ベロ毒素産生大腸菌O157:H7 略語：VTEC O157：H7
verotoxin ベロ毒素 略語：VT
verotoxin 志賀毒素様毒素 略語：VT
verotoxin ベロトキシン 略語：VT
verotoxin-producing Escherichia coli ベロ毒素産生性大腸菌 略語：VTEC
verruca 疣贅
versus 対 略語：vs
versus ―に対する 略語：vs
vertebral abscess 脊椎膿瘍
vertebral osteomyelitis 脊柱骨髄炎
vertical infection 垂直感染
vertical transmission 垂直伝播
vertigo 眩暈
vertigo 眩暈症
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vertigo めまい
vesicoureteral reflux 膀胱尿管逆流［症］ 略語：VUR
vesiculitis 精嚢炎
vestibular disturbance 前庭［器］障害
vestibular neuritis 前庭神経炎
viable［cell］count 生菌数
Vibrio ビブリオ属
Vibrio alginolyticu 和訳なし
Vibrio cholerae コレラ菌
Vibrio cholerae O1 O1型コレラ菌
Vibrio cincinnatiensi 和訳なし
Vibrio fluviali 和訳なし
Vibrio furnissi 和訳なし
Vibrio metschnikovi 和訳なし
Vibrio mimicu 和訳なし
Vibrio parahaemolyticu 和訳なし
Vibrio parahaemolyticus 腸炎ビブリオ
Vibrio proteolyticu 和訳なし
Vibrio vulnificu 和訳なし
vibriosis ビブリオ症
vidarabine ビダラビン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）
Vincent's angina ワンサン・アンギナ
viomycin バイオマイシン 薬物群名：抗結核薬　略語：VM　
viral capsid antigen ウイルスカプシド抗原
viral gastroenteritis ウイルス性胃腸炎
viral hemorrhagic fever ウイルス性出血熱
viral hepatitis ウイルス性肝炎
viral infection ウイルス感染
viral infection ウイルス感染症
viral keratitis ウイルス性角膜炎
viral load ウイルス負荷
viral meningitis ウイルス性髄膜炎
viral pneumonia ウイルス性肺炎
viral protein 1 ウイルスタンパク質1
viral shedding ウイルスシェディング
viremia ウイルス血症
virulence 毒力
virulent factor 病原因子 略語：VF
virus ウイルス
virus-like particle ウイルス様粒子
visceral larva migrans 幼虫体内移行症
visual disturbance  (loss) 視力障害
vitreous abscess 硝子体膿瘍
vivax malaria 三日熱マラリア
Voges-Proskauer test フォーゲス・プロスカウエル試験 略語：VP test
volume 巻
volume 容量
vomiting 嘔吐
voriconazole ボリコナゾール 薬物群名：抗真菌薬　略語：VRCZ　UK109496
vulva abscess 外陰膿瘍
vulvitis 外陰炎
vulvovaginal candidiasis 外陰［部］腟カンジダ症
vulvovaginitis 外陰［部］腟炎

Wallemia 和訳なし
Wallemia sebi 和訳なし
wart 疣贅
washed sputum culture 洗浄喀痰培養
washout mechanism 洗浄機構
Wassermann reaction ワッセルマン反応
water tap 水道蛇口
watery  (serous)  diarrhea 水様性下痢
watery diarrhea 水様性下痢
week 週 略語：wk
Weeksella viros 和訳なし
Wegener granulomatosis ウェゲナー肉芽腫症
weight 重量 略語：wt
Weil disease ワイル病
Weil disease 黄疸出血性レプトスピラ症
Weil-Felix reaction ワイル・フェリックス反応
Weissella confus 和訳なし
Weissella paramesenteroide 和訳なし
West Nile encephalitis ウエストナイル脳炎
West Nile fever ウエストナイル熱
West Nile virus ウエストナイルウイルス
western bloting method ウエスタンブロット法
whipworm 鞭虫
white blood cell 白血球
whitlow ひょう疽
whooping cough 百日咳
Widal reaction ウイダール反応
window period ウインドウ期間
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wisdom tooth 智歯
Wiskott-Aldrich syndrome ウイスコット－アルドリッチ症候群
Wolinella succinogene 和訳なし
Wood's lamp ウッド灯
World Health Organization 世界保健機関 略語：WHO
wound exudate 創滲出液
wound infection 創［傷］感染
xanthogranulomatous pyelonephritis 黄色肉芽腫性腎盂腎炎
Xenopsylla cheopis ネズミノミ

year 年 略語：yr
yeast 酵母
yeast like organism 酵母様微生物 略語：YLO
yellow fever 黄熱病
yellow fever virus 黄熱ウイルス
Yersinia エルシニア属
Yersinia aldova 和訳なし
Yersinia bercovier 和訳なし
Yersinia enterocolitica ssp. enterocolitic 和訳なし
Yersinia enterocolitica ssp. palearctic 和訳なし
Yersinia frederikseni 和訳なし
Yersinia intermedi 和訳なし
Yersinia kristenseni 和訳なし
Yersinia mollareti 和訳なし
Yersinia pestis ペスト菌
Yersinia pseudotuberculosis 偽結核エルジニア菌
Yersinia rohde 和訳なし
Yokenella regensburge 和訳なし

zalcitabine ザルシタビン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）　　
zanamivir ザナミビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬を除く）　　
zidovudine ジドブジン 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）　　
Ziehl-Neelsen stain チール・ネールゼン染色
Ziehl-Neelsen staining チール・ネールゼン染色法
zoonosis 人畜共通感染［症］
zoophilic 好獣性
zygomaticitis 頬骨突起炎
Zygomycetes 和訳なし
zygomycosis 接合菌症
Zygomycota 和訳なし

α-GalCer 和訳なし
α-hemolysis α-溶血

β-D-glucan β-D-グルカン
β‐haemolytic group G streptococci ベータ溶血G群レンサ球菌
β-hemolysis β-溶血
β‐lactam antibiotic‐induced vancomycin resistant ベータラクタム系抗菌薬誘導バンコマイシン耐性 略語：BIVR
β-lactamase β-ラクタマーゼ
β-lactamase inhibitor β-ラクタマーゼ阻害薬
β-lactamase negative ampicillin resistant β-ラクタマーゼ陰性アンピシリン耐性 略語：BLNAR
β-lactamase negative ampicillin resistant β-ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性 略語：BLNAR
β‐lactamase negative ampicillin resistant ベータラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性の 略語：BLNAR
β-lactamase negative ampicillin susceptible β-ラクタマーゼ陰性アンピシリン感受性 略語：BLNAS
β-lactamase positive ampicillin/clavulanic acid resistant β-ラクタマーゼ陽性アンピシリン/クラブラン酸耐性 略語：BLPACR
β-lactamase producing bacterium  (pl.-ria) β-ラクタマーゼ産生菌［株］
β-lactams β-ラクタム系薬［剤］

γ-aminobutyric acid γ-アミノ酪酸 略語：GABA
γ-globulin γ-グロブリン
γ-glutamyl transpeptidase γ-グルタミールトランスペプチダーゼ 略語：γ-GTP
γ-hemolysis γ-溶血
γ-proteobacterium γ-プロテオバクテリア

総クラアランス 略語：Cl total
終末相での分布容積 略語：Vz
アタザナビル 薬物群名：抗ウイルス薬（抗HIV薬）
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