
１．Ｎｏ

言葉の読みを五十音順（昇順）に並べ，番号をつけました。

２．言葉

得られた言葉です。複数の表記がある場合は，医療媒体（雑誌・新聞・ネット）や辞書でよく用い
られる表記を採用しました。

３．読み

言葉の読みをつけました。読みが複数ある場合は，／で併記しました。

医療者と一般人とで読みが異なる場合は，医療者のよく用いる読みを先に示しました。

なお，読みが揺れている場合は，『スーパー大辞林』に従いました。

４．選定

57語（提案に取り上げた言葉）の中に選定された言葉には「57語」の列に，◎をつけました。

100語（医療者に対する用語意識調査と非医療者に対する認知度・理解度調査に取り上げた言
葉）の中に選定された言葉には，「100語」の列に○をつけました。

５．典拠

言葉がどこから得られたものであるかを示しました。
「医」は，「医師に対する問題語記述調査」から得られた言葉です。

「コ」は，独自のコーパス調査のうち頻度による統計処理によって得られたもの，「用」はコーパス
調査のうち医療用語集の掲載状況から，得られたものを示します。

国立国語研究所「病院の言葉」委員会
＊調査データを引用する場合は，必ず出典を明示してください。

＜凡例＞

コーパス調査等により抽出された２００４語の一覧



５7語 100語

1 アーリィーインターベージョン アーリィーインターベージョン 医
2 ＲＳウイルス アールエスウイルス 医／用
3 ＩＣ アイシー 医／コ／用
4 ＩｇＥ アイジーイー 医／用
5 ＩＣＴ アイシーティー 医／用
6 ＩＣＤ アイシーディー コ／用
7 ＩＣＵ アイシーユー コ／用
8 赤ちゃんポスト アカチャンポスト コ
9 悪液質 アクエキシツ 医／用
10 悪性 アクセイ 医／コ／用
11 悪性胸膜中皮種 アクセイキョウマクチュウヒシュ 医／コ
12 悪性疾患 アクセイシッカン 医／コ
13 悪性腫瘍 アクセイシュヨウ ◎ ○ 医／コ／用
14 悪性度 アクセイド 医／コ
15 悪性リンパ腫 アクセイリンパシュ ○ 医／コ／用
16 朝 アサ 医
17 アジソン病 アジソンビョウ 用
18 アシドーシス アシドーシス コ／用
19 アスピリン アスピリン コ／用
20 アスピリンぜん息 アスピリンゼンソク コ／用
21 アセチルコリン アセチルコリン コ／用
22 アセトアミノフェン アセトアミノフェン コ／用
23 悪化 アッカ 医／コ
24 アデノーマ アデノーマ 医／用
25 アトピー アトピー コ／用
26 アトピー性皮膚炎 アトピーセイヒフエン 医／コ／用
27 アナフィラキシー アナフィラキシー コ／用
28 アナフィラキシーショック アナフィラキシーショック 医／コ／用
29 アミノ酸 アミノサン コ／用
30 アルカリフォスファターゼ アルカリフォスファターゼ 医／用
31 アルツハイマー型痴呆 アルツハイマーガタチホウ 用
32 アルツハイマー型認知症 アルツハイマーガタニンチショウ コ／用
33 アルツハイマー病 アルツハイマービョウ コ／用
34 アルブミン投与 アルブミントウヨ 医
35 アレルギー アレルギー 医／コ／用
36 アレルギー科 アレルギーカ コ／用
37 アレルギー性鼻炎 アレルギーセイビエン コ／用
38 アレルゲン アレルゲン コ／用
39 アロマ アロマ コ
40 アンギオ アンギオ 医／用
41 アンジオテンシン アンジオテンシン コ／用
42 安静 アンセイ 医／コ／用
43 安全 アンゼン 医
44 安全確保 アンゼンカクホ コ
45 安全管理 アンゼンカンリ コ
46 安全対策 アンゼンタイサク コ
47 安楽死 アンラクシ コ／用
48 ＥＲ イーアール 医／コ／用
49 ＥＳＷＬ イーエスダブリューエル 用
50 ＥＤ イーディー 用
51 ＥＢＭ イービーエム ○ 医／コ／用
52 ＥＵＳ イーユーエス 用
53 胃炎 イエン 医／コ／用
54 胃潰瘍 イカイヨウ コ／用
55 医学教育 イガクキョウイク コ
56 医学生 イガクセイ コ

Ｎｏ 言葉 読み
選定

典拠

コーパス調査等により抽出された２００４語の一覧
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５7語 100語
Ｎｏ 言葉 読み

選定
典拠

57 胃管 イカン 医／コ／用
58 胃がん イガン コ／用
59 医局 イキョク 医／コ／用
60 異型 イケイ 医
61 異形狭心症 イケイキョウシンショウ コ／用
62 異形性 イケイセイ 医
63 異形成 イケイセイ 医／コ／用
64 医師 イシ 医／用
65 医事課 イジカ 医／コ／用
66 医師会 イシカイ コ
67 医師確保 イシカクホ コ
68 医師側 イシガワ コ
69 維持期 イジキ コ
70 意識障害 イシキショウガイ コ／用
71 意識消失 イシキショウシツ コ
72 医師数 イシスウ コ
73 医師不足 イシブソク コ／用
74 医師法 イシホウ コ／用
75 萎縮 イシュク コ／用
76 異常 イジョウ 医
77 移乗 イジョウ コ／用
78 異状死 イジョウシ コ
79 異常所見 イジョウショケン 医／コ
80 異食 イショク コ／用
81 胃腸炎 イチョウエン 医／コ
82 一過性 イッカセイ 医／コ／用
83 一過性脳虚血発作 イッカセイノウキョケツホッサ コ／用
84 一酸化炭素中毒 イッサンカタンソチュウドク 用
85 一般的 イッパンテキ 医
86 一般病院 イッパンビョウイン コ／用
87 一般病床 イッパンビョウショウ コ／用
88 一般病棟 イッパンビョウトウ コ
89 一般用医薬品 イッパンヨウイヤクヒン コ／用
90 遺伝 イデン 医／コ／用
91 遺伝子型 イデンシガタ 医／コ／用
92 遺伝子検査 イデンシケンサ 医／コ／用
93 遺伝子診断 イデンシシンダン 用
94 遺伝子治療 イデンシチリョウ 用
95 胃内 イナイ コ
96 胃粘膜傷害 イネンマクショウガイ コ
97 医薬分業 イヤクブンギョウ コ／用
98 医療安全 イリョウアンゼン コ
99 医療依存度 イリョウイゾンド コ
100 医療界 イリョウカイ コ
101 医療過誤 イリョウカゴ コ／用
102 医療側 イリョウガワ コ
103 医療環境 イリョウカンキョウ コ
104 医療関係者 イリョウカンケイシャ コ
105 医療機関側 イリョウキカンガワ コ
106 医療機器 イリョウキキ コ
107 医療技術 イリョウギジュツ コ
108 医療計画 イリョウケイカク コ／用
109 医療圏 イリョウケン コ／用
110 医療現場 イリョウゲンバ コ
111 医療行為 イリョウコウイ コ
112 医療資源 イリョウシゲン コ／用
113 医療事故 イリョウジコ 医／コ／用
114 医療施設 イリョウシセツ コ／用
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選定
典拠

115 医療者 イリョウシャ コ
116 医療者側 イリョウシャガワ コ
117 医療従事者 イリョウジュウジシャ コ
118 医療情報 イリョウジョウホウ コ／用
119 医療職 イリョウショク コ
120 医療処置 イリョウショチ コ
121 医療水準 イリョウスイジュン コ／用
122 医療スタッフ イリョウスタッフ コ
123 医療政策 イリョウセイサク コ
124 医療制度 イリョウセイド コ
125 医療制度改革 イリョウセイドカイカク コ
126 医療制度改革関連法 イリョウセイドカイカクカンレンホウ コ
127 医療訴訟 イリョウソショウ コ／用
128 医療体制 イリョウタイセイ コ
129 医療チーム イリョウチーム コ
130 医療提供体制 イリョウテイキョウタイセイ コ
131 医療費削減 イリョウヒサクゲン コ
132 医療費適正化 イリョウヒテキセイカ コ
133 医療費抑制 イリョウヒヨクセイ コ
134 医療分野 イリョウブンヤ コ
135 医療法 イリョウホウ コ／用
136 医療法改正 イリョウホウカイセイ コ／用
137 医療法人 イリョウホウジン コ／用
138 医療保険者 イリョウホケンシャ コ
139 医療保険制度 イリョウホケンセイド コ／用
140 医療ミス イリョウミス 医／コ
141 医療用医薬品 イリョウヨウイヤクヒン コ／用
142 医療用麻薬 イリョウヨウマヤク 医／コ
143 イレウス イレウス ◎ ○ 医／コ／用
144 胃ろう イロウ 医／コ／用
145 院外 インガイ コ
146 院外処方 インガイショホウ コ／用
147 陰茎 インケイ 医／用
148 因子 インシ コ／用
149 インシデント インシデント 用
150 飲食物 インショクブツ コ
151 インストラクター インストラクター コ
152 インスリン インスリン ◎ ○ 医／コ／用
153 インスリン感受性 インスリンカンジュセイ 医／コ
154 インスリン注射 インスリンチュウシャ 医／コ
155 インスリン抵抗性 インスリンテイコウセイ 医／コ／用
156 陰性 インセイ 医／コ
157 インターフェロン インターフェロン 用
158 インタクトサバイバル インタクトサバイバル 医
159 咽頭 イントウ コ／用
160 咽頭炎 イントウエン 医／コ／用
161 院内感染 インナイカンセン ○ 医／コ／用
162 インフォームドコンセント インフォームドコンセント ◎ ○ 医／コ／用
163 インフルエンザ インフルエンザ ○ 医／コ／用
164 インフルエンザ桿菌 インフルエンザカンキン 医
165 インフルエンザ菌 インフルエンザキン 医／コ／用
166 インフルエンザワクチン インフルエンザワクチン 医／コ／用
167 ウイルス ウイルス ◎ ○ 医／コ／用
168 ウイルス感染症 ウイルスカンセンショウ 医／コ／用
169 ウイルス性肝炎 ウイルスセイカンエン コ／用
170 ウイルス定量 ウイルステイリョウ 医
171 動く ウゴク 医
172 うっ血 ウッケツ ◎ ○ 医／用
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Ｎｏ 言葉 読み

選定
典拠

173 うっ血性心不全 ウッケツセイシンフゼン 用
174 うつ状態 ウツジョウタイ コ／用
175 うつ病 ウツビョウ ◎ ○ 医／コ／用
176 運動 ウンドウ 医／用
177 運動強度 ウンドウキョウド コ／用
178 運動指針 ウンドウシシン コ／用
179 運動指導 ウンドウシドウ コ
180 運動習慣 ウンドウシュウカン コ
181 運動療法 ウンドウリョウホウ コ／用
182 ＡＩＤＳ エイズ コ／用
183 衛生管理 エイセイカンリ コ
184 ＨＩＶ エイチアイブイ コ／用
185 ＨＬＡ エイチエルエー コ／用
186 Ｈ２ブロッカー エイチツーブロッカー 用
187 栄養改善 エイヨウカイゼン コ
188 栄養管理 エイヨウカンリ コ
189 栄養機能食品 エイヨウキノウショクヒン コ／用
190 栄養剤 エイヨウザイ コ
191 栄養士 エイヨウシ コ／用
192 栄養指導 エイヨウシドウ コ／用
193 栄養障害 エイヨウショウガイ コ
194 栄養状態 エイヨウジョウタイ 医／コ／用
195 栄養相談 エイヨウソウダン コ
196 栄養療法 エイヨウリョウホウ コ
197 営利法人 エイリホウジン コ／用
198 ＡＲＢ エーアールビー コ／用
199 ＡＥＤ エーイーディー コ／用
200 ＡＳＴ エーエスティー コ／用
201 ＡＬＳ エーエルエス コ／用
202 ＡＬＴ エーエルティー コ／用
203 ＡＣＥ阻害薬 エーシーイーソガイヤク コ／用
204 ＡＤＲ エーディーアール コ／用
205 ＡＤＨＤ エーディーエイチディー 医／コ／用
206 ＡＤＬ エーディーエル ◎ ○ コ／用
207 疫学 エキガク コ／用
208 疫学調査 エキガクチョウサ コ／用
209 エクササイズガイド エクササイズガイド コ
210 エコー エコー 医／コ／用
211 エコー検査 エコーケンサ 医／コ／用
212 エコノミークラス症候群 エコノミークラスショウコウグン コ／用
213 壊死 エシ ○ 医／コ／用
214 ＳＡＳ エスエーエス コ／用
215 ＳＭＴ エスエムティー 医
216 ＳＬＥ エスエルイー 用
217 ＳＴ エスティー コ／用
218 ＳＴＤ エスティ－ディー 用
219 エストロゲン エストロゲン コ／用
220 壊疽 エソ コ／用
221 Ｘ線 エックスセン 医／用
222 エナメル質 エナメルシツ コ／用
223 ＮＥＲＤ エヌイーアールディー 医／用
224 ＮＳＡＩＤｓ エヌエスエイズ／エヌセイズ 医／コ／用
225 ＮＧチューブ エヌジーチューブ 医
226 エネルギー消費量 エネルギーショウヒリョウ コ／用
227 エビデンス エビデンス ◎ ○ 医／コ／用
228 ＭＲ エムアール コ／用
229 ＭＲＩ エムアールアイ ◎ ○ 医／コ／用
230 ＭＲＳＡ エムアールエスエー ◎ ○ 医／コ／用
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５7語 100語
Ｎｏ 言葉 読み

選定
典拠

231 ＭＲワクチン エムアールワクチン 医
232 ＭＳ エムエス 用
233 ＬＤＬコレステロール エルディーエルコレステロール 医／用
234 嚥下 エンゲ コ／用
235 嚥下障害 エンゲショウガイ コ／用
236 嚥下反射 エンゲハンシャ コ
237 塩酸 エンサン コ
238 炎症 エンショウ ◎ ○ 医／コ／用
239 炎症性腸疾患 エンショウセイチョウシッカン コ
240 炎症性変化 エンショウセイヘンカ 医／コ
241 炎症反応 エンショウハンノウ 医／コ／用
242 延命 エンメイ 医／コ／用
243 延命処置 エンメイショチ 医／コ／用
244 延命治療 エンメイチリョウ 医／コ／用
245 横隔膜 オウカクマク 医／コ／用
246 嘔気 オウキ コ／用
247 黄色葡萄球菌 オウショクブドウキュウキン コ／用
248 往診 オウシン 医／コ／用
249 黄だん オウダン ◎ ○ 医／コ／用
250 横紋筋融解症 オウモンキンユウカイショウ コ／用
251 ＯＴ オーティー コ／用
252 オーファンドラッグ オーファンドラッグ 用
253 悪心 オシン コ／用
254 おたふくかぜ オタフクカゼ 用
255 オピオイド オピオイド コ／用
256 オペ オペ 医／用
257 おむつかぶれ オムツカブレ 医／用
258 おむつ交換 オムツコウカン コ
259 音楽療法 オンガクリョウホウ コ／用
260 温熱療法 オンネツリョウホウ コ／用
261 開院 カイイン コ
262 開業医 カイギョウイ コ／用
263 介護技術 カイゴギジュツ コ
264 介護給付費 カイゴキュウフヒ コ
265 介護現場 カイゴゲンバ コ
266 介護サービス カイゴサービス コ
267 介護士 カイゴシ コ／用
268 介護支援専門員 カイゴシエンセンモンイン コ／用
269 介護事業 カイゴジギョウ コ
270 介護事業者 カイゴジギョウシャ コ
271 介護事業所 カイゴジギョウショ コ
272 介護施設 カイゴシセツ コ
273 介護者 カイゴシャ コ
274 介護職 カイゴショク コ
275 介護職員 カイゴショクイン コ
276 介護スタッフ カイゴスタッフ コ
277 介護度 カイゴド コ
278 介護難民 カイゴナンミン コ
279 介護福祉士 カイゴフクシシ コ／用
280 介護分野 カイゴブンヤ コ
281 介護ベッド カイゴベッド コ
282 介護報酬 カイゴホウシュウ コ／用
283 介護保険サービス カイゴホケンサービス コ／用
284 介護保険施設 カイゴホケンシセツ コ／用
285 介護保険法 カイゴホケンホウ コ
286 介護保険法改正 カイゴホケンホウカイセイ コ
287 介護予防 カイゴヨボウ コ／用
288 介護予防ケアプラン カイゴヨボウケアプラン コ
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Ｎｏ 言葉 読み

選定
典拠

289 介護予防サービス カイゴヨボウサービス コ／用
290 介護予防事業 カイゴヨボウジギョウ コ
291 介護療養型医療施設 カイゴリョウヨウガタイリョウシセツ コ／用
292 介護力 カイゴリョク コ／用
293 介護老人保健施設 カイゴロウジンホケンシセツ ◎ ○ コ／用
294 外痔核 ガイジカク 医／コ
295 介助 カイジョ コ／用
296 外傷 ガイショウ コ／用
297 介助者 カイジョシャ コ
298 改正介護保険法 カイセイカイゴホケンホウ コ
299 疥癬 カイセン コ／用
300 改善 カイゼン 医／用
301 改善効果 カイゼンコウカ コ
302 改善策 カイゼンサク コ
303 咳嗽 ガイソウ 医／用
304 回転性目眩 カイテンセイメマイ コ／用
305 ガイドライン ガイドライン ◎ ○ 医／コ／用
306 回復が難しい カイフクガムズカシイ 医
307 回復期 カイフクキ コ
308 解剖 カイボウ 医
309 潰瘍 カイヨウ ◎ ○ 医／コ／用
310 外用剤 ガイヨウザイ コ
311 潰瘍性大腸炎 カイヨウセイダイチョウエン コ／用
312 外来患者 ガイライカンジャ コ
313 外来診療 ガイライシンリョウ コ
314 外来治療 ガイライチリョウ コ
315 カウンセリング カウンセリング 用
316 科学的根拠 カガクテキコンキョ コ
317 化学療法 カガクリョウホウ ◎ ○ 医／コ／用
318 過活動膀胱 カカツドウボウコウ 医／コ／用
319 かかりつけ カカリツケ 医
320 かかりつけ医 カカリツケイ ○ 医／コ／用
321 過換気症候群 カカンキショウコウグン 用
322 各医療機関 カクイリョウキカン コ
323 郭清 カクセイ 医／コ／用
324 喀痰 カクタン コ／用
325 確定診断 カクテイシンダン コ／用
326 隔離 カクリ 医／用
327 過形成ポリープ カケイセイポリープ 医
328 仮死 カシ 医／用
329 加湿 カシツ コ
330 過重労働 カジュウロウドウ コ
331 過剰摂取 カジョウセッシュ コ
332 風邪 カゼ 医／コ／用
333 風邪薬 カゼグスリ 医／コ／用
334 風邪症候群 カゼショウコウグン コ／用
335 画像診断 ガゾウシンダン コ／用
336 家族歴 カゾクレキ コ／用
337 喀血 カッケツ コ／用
338 活動量 カツドウリョウ コ
339 合併症 ガッペイショウ ◎ ○ 医／コ／用
340 家庭医 カテイイ コ／用
341 カテーテル カテーテル ○ 医／コ／用
342 カテコールアミン カテコールアミン 用
343 カテゴリー カテゴリー 医／コ
344 可能性 カノウセイ 医
345 過敏症 カビンショウ コ／用
346 過敏性腸症候群 カビンセイチョウショウコウグン コ／用
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347 過敏性肺炎 カビンセイハイエン 医／コ／用
348 カプセル剤 カプセルザイ コ／用
349 花粉症 カフンショウ コ／用
350 仮面うつ病 カメンウツビョウ 用
351 カリウム カリウム 医／コ／用
352 ガリウムシンチ ガリウムシンチ 医／用
353 顆粒 カリュウ コ／用
354 カルシウム カルシウム コ／用
355 Ｃａ拮抗剤 カルシウムキッコウザイ 医／用
356 カルチノイド カルチノイド 医／用
357 カルテ カルテ コ／用
358 加齢 カレイ 医／コ／用
359 川崎病 カワサキビョウ ○ 医／コ／用
360 がん ガン ○ 医／コ／用
361 肝移植 カンイショク 医／コ／用
362 寛解 カンカイ ◎ ○ 医／コ／用
363 肝機能 カンキノウ 医／コ／用
364 肝機能異常 カンキノウイジョウ 医／コ
365 肝機能障害 カンキノウショウガイ 医／コ／用
366 環境因子 カンキョウインシ コ
367 肝硬変 カンコウヘン ◎ ○ 医／コ／用
368 看護学校 カンゴガッコウ コ／用
369 看護教育 カンゴキョウイク コ
370 がん告知 ガンコクチ 医／コ／用
371 看護師さん カンゴシサン コ
372 看護師達 カンゴシタチ コ
373 看護師長 カンゴシチョウ コ
374 看護師不足 カンゴシブソク コ
375 看護職員 カンゴショクイン コ／用
376 感作 カンサ コ／用
377 肝細胞がん カンサイボウガン コ／用
378 カンジダ症 カンジダショウ 用
379 肝疾患 カンシッカン コ
380 間質性肺炎 カンシツセイハイエン ○ 医／コ／用
381 患者家族 カンジャカゾク コ
382 患者側 カンジャガワ コ
383 患者教育 カンジャキョウイク コ／用
384 患者毎 カンジャゴト コ
385 患者様 カンジャサマ コ
386 患者自身 カンジャジシン コ
387 患者情報 カンジャジョウホウ コ
388 患者数 カンジャスウ コ／用
389 患者宅 カンジャタク コ
390 患者中心 カンジャチュウシン コ
391 患者本人 カンジャホンニン コ
392 感受性 カンジュセイ 医／コ／用
393 勧奨 カンショウ コ
394 肝障害 カンショウガイ コ／用
395 間食 カンショク 医／コ
396 がん診療 ガンシンリョウ コ
397 がん診療連携拠点病院 ガンシンリョウレンケイキョテンビョウイン コ／用
398 がん性腹膜炎 ガンセイフクマクエン 医／コ／用
399 がん性リンパ管症 ガンセイリンパカンショウ 医
400 関節リューマチ カンセツリューマチ コ／用
401 感染 カンセン 医／コ／用
402 完全 カンゼン 医
403 汗疹 カンセン／アセモ／アセボ コ／用
404 感染経路 カンセンケイロ コ／用
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405 感染源 カンセンゲン コ
406 感染症 カンセンショウ 医／コ／用
407 感染症検査 カンセンショウケンサ 医
408 完全除去 カンゼンジョキョ 医
409 感染性 カンセンセイ コ
410 感染性胃腸炎 カンセンセイイチョウエン コ／用
411 感染対策 カンセンタイサク コ
412 感染防止 カンセンボウシ コ
413 感染予防 カンセンヨボウ コ
414 がん対策 ガンタイサク コ
415 感度 カンド コ／用
416 冠動脈疾患 カンドウミャクシッカン コ
417 嵌頓 カントン 医／用
418 がん難民 ガンナンミン コ／用
419 肝嚢胞性疾患 カンノウホウセイシッカン 医
420 頑張る ガンバル 医
421 カンファレンス カンファレンス 医／コ／用
422 鑑別 カンベツ コ／用
423 鑑別診断 カンベツシンダン コ／用
424 漢方医学 カンポウイガク コ／用
425 感冒薬 カンボウヤク 医
426 漢方薬 カンポウヤク 医／コ／用
427 γ－グロブリン ガンマグロブリン 医／用
428 がん末期 ガンマッキ 医／コ
429 がん末期状態 ガンマッキジョウタイ 医
430 含有 ガンユウ コ
431 管理栄養士 カンリエイヨウシ コ／用
432 緩和 カンワ 医／コ
433 緩和医療 カンワイリョウ 医／コ／用
434 緩和ケア カンワケア ◎ ○ 医／コ／用
435 緩和ケアチーム カンワケアチーム コ
436 既往 キオウ コ
437 既往症 キオウショウ 医／コ／用
438 既往歴 キオウレキ ◎ ○ 医／コ／用
439 気管支 キカンシ 医／コ／用
440 気管支拡張剤 キカンシカクチョウザイ 医／コ
441 気管支拡張症 キカンシカクチョウショウ コ／用
442 気管支拡張薬 キカンシカクチョウヤク コ
443 気管支ぜん息 キカンシゼンソク コ／用
444 気管切開 キカンセッカイ 医／コ／用
445 気管挿管 キカンソウカン 医／コ
446 基幹病院 キカンビョウイン コ
447 気胸 キキョウ コ／用
448 危険 キケン 医
449 危険性 キケンセイ 医／コ
450 危険率 キケンリツ 医／コ
451 義歯 ギシ コ
452 器質的 キシツテキ 医／コ／用
453 器質的異常 キシツテキイジョウ 医
454 希釈 キシャク コ
455 基準値 キジュンチ 医／コ
456 機序 キジョ コ／用
457 起床時 キショウジ コ
458 傷 キズ 医／コ
459 基礎疾患 キソシッカン コ／用
460 基礎体重ダウン キソタイジュウダウン 医
461 喫煙者 キツエンシャ コ
462 喫煙習慣 キツエンシュウカン コ
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463 喫煙率 キツエンリツ コ
464 喫煙歴 キツエンレキ コ
465 拮抗薬 キッコウヤク コ／用
466 気道過敏性 キドウカビンセイ 医／コ／用
467 危篤 キトク 医
468 機能 キノウ 医
469 機能亢進 キノウコウシン 医
470 機能障害 キノウショウガイ 医／コ／用
471 機能性（卵巣）嚢胞 キノウセイ（ランソウ）ノウホウ 医
472 機能性胃炎 キノウセイイエン 医
473 機能的 キノウテキ 医
474 厳しい キビシイ 医
475 厳しい状況 キビシイジョウキョウ 医／コ
476 偽膜性大腸炎 ギマクセイダイチョウエン 用
477 ＱＯＬ キューオーエル ◎ ○ 医／コ／用
478 救急医療 キュウキュウイリョウ コ／用
479 救急外来 キュウキュウガイライ コ／用
480 救急患者 キュウキュウカンジャ コ
481 救急救命士 キュウキュウキュウメイシ コ／用
482 救急蘇生 キュウキュウソセイ 医／用
483 救急隊 キュウキュウタイ コ
484 休日診 キュウジツシン 医
485 急性胃炎 キュウセイイエン コ／用
486 急性胃腸炎 キュウセイイチョウエン 医／コ
487 急性期 キュウセイキ コ
488 急性期病院 キュウセイキビョウイン 医／コ
489 急性心筋梗塞 キュウセイシンキンコウソク コ／用
490 急性腎不全 キュウセイジンフゼン コ／用
491 急性膵炎 キュウセイスイエン コ／用
492 急性増悪 キュウセイゾウアク 医／コ／用
493 急性虫垂炎 キュウセイチュウスイエン 用
494 吸入 キュウニュウ コ
495 吸入ステロイド キュウニュウステロイド 医／コ
496 吸入ステロイド薬 キュウニュウステロイドヤク 医／コ／用
497 急変 キュウヘン 医／コ／用
498 急変時 キュウヘンジ 医／コ
499 救命 キュウメイ コ
500 救命救急センター キュウメイキュウキュウセンター コ／用
501 救命処置 キュウメイショチ コ
502 休薬 キュウヤク コ／用
503 急を要する キュウヲヨウスル 医
504 境界悪性 キョウカイアクセイ 医
505 境界型 キョウカイガタ 医／コ／用
506 境界型悪性腫瘍 キョウカイガタアクセイシュヨウ 医
507 狂牛病 キョウギュウビョウ 用
508 狭窄 キョウサク ○ 医／コ／用
509 鏡視下手術 キョウシカシュジュツ 医
510 狭心症 キョウシンショウ ○ 医／コ／用
511 胸水 キョウスイ 医／コ／用
512 偽陽性 ギヨウセイ 医／コ／用
513 疑陽性 ギヨウセイ 医
514 胸腺腫 キョウセンシュ 医／用
515 胸痛 キョウツウ コ／用
516 胸部症状 キョウブショウジョウ 医
517 胸膜炎 キョウマクエン 用
518 胸膜肥厚 キョウマクヒコウ 医／コ
519 局所 キョクショ コ／用
520 局所再発 キョクショサイハツ 医／コ／用

9



５7語 100語
Ｎｏ 言葉 読み

選定
典拠

521 局所麻酔 キョクショマスイ 医／コ／用
522 局所麻酔薬 キョクショマスイヤク コ／用
523 虚血 キョケツ 医／コ／用
524 虚血性心疾患 キョケツセイシンシッカン ○ 医／コ／用
525 居住系サービス キョジュウケイサービス コ
526 居住費 キョジュウヒ コ
527 巨大結腸症 キョダイケッチョウショウ 医
528 居宅 キョタク コ／用
529 居宅介護支援事業所 キョタクカイゴシエンジギョウショ コ
530 ギランバレー症候群 ギランバレーショウコウグン 用
531 起立性調節障害 キリツセイチョウセツショウガイ 医／コ／用
532 筋萎縮性側索硬化症 キンイシュクセイソクサクコウカショウ 医／コ／用
533 禁煙治療 キンエンチリョウ コ
534 禁忌 キンキ コ／用
535 緊急時 キンキュウジ コ
536 緊急手術 キンキュウシュジュツ 医／コ／用
537 緊急性 キンキュウセイ コ
538 緊急入院 キンキュウニュウイン コ
539 筋ジストロフィー キンジストロフィー コ／用
540 禁断症状 キンダンショウジョウ 用
541 勤務医 キンムイ コ／用
542 偶発症 グウハツショウ 医／コ／用
543 クオリティーオブライフ クオリティーオブライフ ○ 医／用
544 薬 クスリ 医／コ
545 屈曲 クッキョク コ／用
546 クベース クベース 医／用
547 くも膜下出血 クモマクカシュッケツ コ／用
548 クラスⅡ クラスツー 医
549 グリコヘモグロビン グリコヘモグロビン 医／コ／用
550 クリニカルパス クリニカルパス ◎ ○ 医／コ／用
551 クループ クループ 医／用
552 ｇｒｏｕｐ　Ⅳ グループフォー 医
553 グループホーム グループホーム ◎ ○ コ／用
554 グルカゴン グルカゴン 医／コ／用
555 くる病 クルビョウ 医／用
556 クレアチニン クレアチニン 医／コ／用
557 クレアチニンクリアランス クレアチニンクリアランス コ／用
558 グレード グレード コ／用
559 クロイツフェルトヤコブ病 クロイツフェルトヤコブビョウ 用
560 クローン病 クローンビョウ コ／用
561 ケアハウス ケアハウス コ／用
562 ケアプラン ケアプラン ○ コ／用
563 ケアプラン作成 ケアプランサクセイ コ
564 ケアマネ ケアマネ コ／用
565 ケアマネージャー ケアマネージャー コ／用
566 経過観察 ケイカカンサツ 医／コ／用
567 経過観察入院 ケイカカンサツニュウイン 医
568 経過措置 ケイカソチ コ／用
569 鶏眼 ケイガン／ウオノメ 医／コ／用
570 経管栄養 ケイカンエイヨウ コ／用
571 経肝栄養 ケイカンエイヨウ 医
572 軽減 ケイゲン 医／コ
573 経口 ケイコウ コ／用
574 経口抗がん剤 ケイコウコウガンザイ 医／コ
575 経口投与 ケイコウトウヨ コ
576 憩室 ケイシツ 医／用
577 軽症 ケイショウ コ
578 形成外科 ケイセイゲカ 医／コ／用
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579 経腟分娩 ケイチツブンベン 医
580 軽度 ケイド コ
581 軽度者 ケイドシャ コ
582 経鼻胃管 ケイビイカン 医／コ
583 経鼻胃内視鏡 ケイビイナイシキョウ 医
584 頸部 ケイブ 医／コ
585 痙攣重積 ケイレンジュウセキ 医
586 劇症肝炎 ゲキショウカンエン 医／コ／用
587 下血 ゲケツ コ／用
588 下剤 ゲザイ 医／コ／用
589 血圧 ケツアツ 医／コ／用
590 血圧計 ケツアツケイ コ
591 血圧上昇 ケツアツジョウショウ コ
592 血圧測定 ケツアツソクテイ コ／用
593 血圧低下 ケツアツテイカ コ
594 血液検査 ケツエキケンサ 医／コ／用
595 血液透析 ケツエキトウセキ コ／用
596 結核 ケッカク 医／コ／用
597 結核予防法廃止 ケッカクヨボウホウハイシ 医
598 血球減少 ケッキュウゲンショウ 医／コ
599 血腫 ケッシュ コ／用
600 血漿 ケッショウ コ／用
601 血漿交換療法 ケッショウコウカンリョウホウ 医／コ／用
602 血清 ケッセイ コ／用
603 血清診断 ケッセイシンダン 医
604 結節 ケッセツ コ／用
605 血栓 ケッセン ○ 医／コ／用
606 血中濃度 ケッチュウノウド コ／用
607 血糖 ケットウ ○ 医／コ／用
608 血糖値 ケットウチ コ／用
609 血尿 ケツニョウ コ／用
610 結膜炎 ケツマクエン コ／用
611 解熱 ゲネツ コ
612 解熱剤 ゲネツザイ 医／コ／用
613 原因疾患 ゲンインシッカン コ
614 原因不明 ゲンインフメイ 医／コ
615 減感作 ゲンカンサ 医
616 研究発表 ケンキュウハッピョウ コ
617 研究班 ケンキュウハン コ
618 研究費 ケンキュウヒ コ
619 献血 ケンケツ 医／コ
620 健康 ケンコウ 医／用
621 健康維持 ケンコウイジ コ
622 健康意識 ケンコウイシキ コ
623 健康運動指導士 ケンコウウンドウシドウシ コ／用
624 健康教育 ケンコウキョウイク コ／用
625 健康教室 ケンコウキョウシツ コ
626 健康寿命 ケンコウジュミョウ コ／用
627 健康障害 ケンコウショウガイ コ
628 健康情報 ケンコウジョウホウ コ
629 健康食品 ケンコウショクヒン 医／コ／用
630 健康増進 ケンコウゾウシン コ
631 健康相談 ケンコウソウダン コ／用
632 健康作り ケンコウヅクリ コ
633 健康日本 ケンコウニッポン コ
634 健康日本２１ ケンコウニッポンニジュウイチ コ／用
635 健康被害 ケンコウヒガイ コ
636 健康保険組合 ケンコウホケンクミアイ コ／用
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637 健康問題 ケンコウモンダイ コ／用
638 言語聴覚士 ゲンゴチョウカクシ コ／用
639 検査 ケンサ 医／コ／用
640 検査結果 ケンサケッカ 医／コ
641 検査所見 ケンサショケン コ
642 検査値 ケンサチ コ
643 検査データー ケンサデーター コ
644 原疾患 ゲンシッカン コ
645 減弱 ゲンジャク コ
646 研修医 ケンシュウイ コ／用
647 研修プログラム ケンシュウプログラム コ
648 健常者 ケンジョウシャ コ／用
649 健診 ケンシン 医／コ／用
650 検診 ケンシン 医／コ／用
651 検診異常 ケンシンイジョウ 医
652 健診結果 ケンシンケッカ コ
653 検体 ケンタイ コ／用
654 倦怠感 ケンタイカン コ／用
655 検体保存 ケンタイホゾン 医
656 検討 ケントウ 医
657 原発巣 ゲンパツソウ 医／コ／用
658 顕微授精 ケンビジュセイ コ
659 健保組合 ケンポクミアイ コ
660 健保連 ケンポレン コ
661 減量 ゲンリョウ コ
662 誤飲 ゴイン コ／用
663 腔 コウ コ
664 抗アレルギー剤 コウアレルギーザイ コ
665 後遺症 コウイショウ 医／コ
666 抗ウイルス剤 コウウイルスザイ 医／コ／用
667 構音障害 コウオンショウガイ コ／用
668 口角 コウカク コ／用
669 合格率 ゴウカクリツ コ
670 口渇 コウカツ コ
671 抗がん剤 コウガンザイ ○ 医／コ／用
672 抗がん剤治療 コウガンザイチリョウ 医／コ
673 交感神経系 コウカンシンケイケイ コ／用
674 後期高齢者 コウキコウレイシャ コ／用
675 後期高齢者医療制度 コウキコウレイシャイリョウセイド コ／用
676 抗菌剤 コウキンザイ コ／用
677 抗菌薬 コウキンヤク 医／コ／用
678 口腔 コウクウ／コウコウ コ／用
679 口腔機能 コウクウキノウ／コウコウキノウ コ
680 口腔ケア コウクウケア／コウコウケア コ／用
681 口腔内 コウクウナイ／コウコウナイ コ
682 口腔粘膜 コウクウネンマク／コウコウネンマク コ
683 高血圧 コウケツアツ 医／コ／用
684 抗血小板薬 コウケッショウバンヤク コ
685 抗原 コウゲン コ／用
686 膠原病 コウゲンビョウ ◎ ○ 医／コ／用
687 抗コリン作用 コウコリンサヨウ コ
688 抗コリン薬 コウコリンヤク コ／用
689 交差抗原性 コウサコウゲンセイ 医
690 好酸球 コウサンキュウ 医／コ／用
691 抗酸菌症 コウサンキンショウ 医
692 高脂血症 コウシケツショウ コ／用
693 公衆衛生 コウシュウエイセイ コ／用
694 甲状腺機能低下症 コウジョウセンキノウテイカショウ コ／用
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695 口唇 コウシン コ
696 昂進 コウシン コ／用
697 抗生剤 コウセイザイ ○ 医／コ
698 抗精神病薬 コウセイシンビョウクスリ コ
699 向精神薬 コウセイシンヤク コ／用
700 拘束 コウソク 医
701 抗体 コウタイ ◎ ○ 医／コ／用
702 好中球 コウチュウキュウ 医／コ／用
703 後天性免疫不全症候群 コウテンセイメンエキフゼンショウコウグン 用
704 喉頭 コウトウ 医／コ／用
705 行動療法 コウドウリョウホウ コ／用
706 高度先進医療 コウドセンシンイリョウ 医／コ／用
707 口内炎 コウナイエン コ／用
708 高尿酸血症 コウニョウサンケツショウ コ／用
709 後発医薬品 コウハツイヤクヒン コ／用
710 後発品 コウハツヒン コ／用
711 紅斑 コウハン コ
712 抗ヒスタミン剤 コウヒスタミンザイ コ
713 抗不整脈薬 コウフセイミャクヤク コ／用
714 硬膜外麻酔 コウマクガイマスイ 医／コ／用
715 高率 コウリツ コ
716 高齢化率 コウレイカリツ コ／用
717 高齢患者 コウレイカンジャ コ
718 高齢期 コウレイキ コ
719 高齢者医療 コウレイシャイリョウ コ
720 高齢者医療制度 コウレイシャイリョウセイド コ／用
721 高齢社会 コウレイシャカイ コ／用
722 高齢者介護 コウレイシャカイゴ コ
723 高齢者虐待 コウレイシャギャクタイ コ
724 高齢者虐待防止法 コウレイシャギャクタイボウシホウ コ
725 高齢者施設 コウレイシャシセツ コ
726 高齢者人口 コウレイシャジンコウ コ
727 高齢者専用賃貸住宅 コウレイシャセンヨウチンタイジュウタク コ
728 高齢者福祉 コウレイシャフクシ コ／用
729 厚労省 コウロウショウ コ
730 声掛け コエカケ コ
731 誤嚥 ゴエン ◎ ○ 医／コ／用
732 誤嚥性肺炎 ゴエンセイハイエン コ／用
733 呼吸音 コキュウオン コ
734 呼吸器疾患 コキュウキシッカン コ
735 呼吸器症状 コキュウキショウジョウ コ
736 呼吸困難 コキュウコンナン コ／用
737 呼吸数 コキュウスウ コ
738 告知 コクチ 医／コ／用
739 国保 コクホ コ／用
740 国民医療費 コクミンイリョウヒ コ／用
741 国民皆保険制度 コクミンカイホケンセイド コ／用
742 国民健康保険 コクミンケンコウホケン コ／用
743 五十肩 ゴジュウカタ 医／用
744 個人情報保護法 コジンジョウホウホゴホウ 医／コ／用
745 姑息的 コソクテキ 医／用
746 姑息的手術 コソクテキシュダン 医／用
747 国家資格 コッカシカク コ
748 国家試験 コッカシケン コ
749 骨シンチ コツシンチ 医
750 骨髄移植 コツズイイショク コ／用
751 骨髄炎 コツズイエン 医／コ
752 骨髄穿刺 コツズイセンシ 医／コ／用
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753 骨髄抑制 コツズイヨクセイ 医／コ／用
754 骨粗鬆症 コツソショウショウ コ／用
755 骨盤腹膜炎 コツバンフクマクエン 医／用
756 骨膜炎 コツマクエン 医
757 骨密度 コツミツド コ／用
758 コドン コドン コ／用
759 ５年生存率 ゴネンセイゾンリツ 医／用
760 個別指導 コベツシドウ コ／用
761 コメディカル コメディカル コ／用
762 コレステロール コレステロール コ／用
763 混合診療 コンゴウシンリョウ コ／用
764 昏睡 コンスイ コ／用
765 根治 コンチ／コンジ 医／コ
766 根治手術 コンチシュジュツ 医／コ／用
767 根治術 コンチジュツ 医
768 根治的治療 コンチテキチリョウ 医／コ／用
769 根治度 コンチド 医
770 根治度A コンチドエー 医
771 コントロール コントロール 医／コ／用
772 コンプライアンス コンプライアンス ○ 医／コ／用
773 ＳＡＲＳ サーズ コ／用
774 サービス提供責任者 サービステイキョウセキニンシャ コ／用
775 座位 ザイ コ／用
776 剤 ザイ コ
777 催奇形性 サイキケイセイ コ／用
778 細菌 サイキン 医／コ
779 細菌感染 サイキンカンセン 医／コ
780 採血 サイケツ コ／用
781 再建 サイケン 医
782 期 サイゴ 医／コ
783 再手術 サイシュジュツ 医／コ
784 再生医療 サイセイイリョウ コ／用
785 再生不良性貧血 サイセイフリョウセイヒンケツ コ／用
786 在胎週数 ザイタイシュウスウ 医
787 在宅医 ザイタクイ コ
788 在宅医療 ザイタクイリョウ コ／用
789 在宅介護 ザイタクカイゴ コ／用
790 在宅介護支援センター ザイタクカイゴシエンセンター コ／用
791 在宅患者 ザイタクカンジャ コ
792 在宅ケア ザイタクケア コ／用
793 在宅サービス ザイタクサービス コ／用
794 在宅酸素療法 ザイタクサンソリョウホウ コ／用
795 在宅生活 ザイタクセイカツ コ
796 在宅復帰 ザイタクフッキ コ
797 在宅ホスピス ザイタクホスピス コ／用
798 在宅療養 ザイタクリョウヨウ コ
799 在宅療養支援診療所 ザイタクリョウヨウシエンシンリョウジョ コ／用
800 財団法人 ザイダンホウジン コ／用
801 サイトカイン サイトカイン コ／用
802 再燃 サイネン 医／コ／用
803 再発 サイハツ 医／コ／用
804 再発防止 サイハツボウシ コ
805 細胞診 サイボウシン 用
806 細胞診（クラス分類） サイボウシン（クラスブンルイ） 医
807 細胞診の結果 サイボウシンノケッカ 医
808 作業療法 サギョウリョウホウ コ／用
809 作業療法士 サギョウリョウホウシ コ／用
810 座剤 ザザイ コ
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811 サプリメント サプリメント コ／用
812 座面 ザメン コ
813 座薬 ザヤク 医／コ／用
814 作用機序 サヨウキジョ コ／用
815 さらさら サラサラ 医／コ
816 サルコイドーシス サルコイドーシス コ／用
817 産科 サンカ コ／用
818 産科医療 サンカイリョウ コ
819 産業医 サンギョウイ コ／用
820 散剤 サンザイ コ／用
821 産生 サンセイ コ／用
822 酸素濃度 サンソノウド コ
823 残尿 ザンニョウ コ
824 散発 サンパツ 医
825 産婦人科医 サンフジンカイ コ
826 死 シ 医
827 痔 ジ 医／コ／用
828 ＣＲ シーアール コ／用
829 ＣＲＣ シーアールシー コ／用
830 ＣＲＰ シーアールピー 医／コ／用
831 ＣＲＰ値 シーアールピーチ 医
832 ＣＲＰ定量 シーアールピーテイリョウ 医
833 ＧＥＲＤ ジーイーアールディー 医／コ／用
834 ＣＡＰＤ シーエーピーディー 用
835 ＧＯＴ ジーオーティー 用
836 ＣＯＰＤ シーオーピーディー ◎ ○ 医／コ／用
837 Ｃ型肝炎 シーガタカンエン 用
838 ＧＣＰ ジーシーピー コ／用
839 ＣＣＵ シーシーユー 用
840 ＣＴ シーティー ○ 医／コ／用
841 ＣＴ検査 シーティーケンサ コ／用
842 ＣＤＣ シーディーシー コ／用
843 ＣＰＡＰ シーパップ 医／コ／用
844 ＣＰＲ シーピーアール 医／コ／用
845 ＧＰＴ ジーピーティー 用
846 ＧＶＨＤ ジーブイーエイチディー 医／用
847 ＧＶＬ効果 ジーブイエルコウカ 医／用
848 シェーグレン症候群 シェーグレンショウコウグン コ／用
849 ジェネリック ジェネリック 医／コ／用
850 ジェネリック医薬品 ジェネリックイヤクヒン コ／用
851 ジェネリック薬品 ジェネリックヤクヒン 医
852 支援体制 シエンタイセイ コ
853 歯科 シカ コ／用
854 歯科医院 シカイイン コ
855 歯科医師 シカイシ コ
856 歯科衛生士 シカエイセイシ コ／用
857 自家中毒 ジカチュウドク 医
858 歯科治療 シカチリョウ コ
859 死期 シキ 医／コ
860 色素沈着 シキソチンチャク 医／コ／用
861 子宮がん検査 シキュウガンケンサ 医
862 子宮がん検診 シキュウガンケンシン 医
863 子宮腺筋症 シキュウセンキンショウ 医／コ／用
864 子宮体がん シキュウタイガン 医／コ／用
865 糸球体濾過量 シキュウタイロカリョウ 医／コ
866 子宮脱 シキュウダツ 医／コ／用
867 子宮内胎児発育遅延 シキュウナイタイジハツイクチエン 医
868 子宮内膜肥厚 シキュウナイマクヒコウ 医
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869 持久力 ジキュウリョク コ
870 刺激薬 シゲキヤク コ
871 自己決定権 ジコケッテイケン 医／コ／用
872 自己検診 ジコケンシン 医／コ
873 自己責任 ジコセキニン 医
874 自己評価 ジコヒョウカ コ／用
875 自己免疫疾患 ジコメンエキシッカン コ／用
876 自己免疫性疾患 ジコメンエキセイシッカン 医／コ
877 歯周組織 シシュウソシキ コ
878 歯周病 シシュウビョウ コ／用
879 シスタチンC シスタチンシー 医
880 ＧＩＳＴ ジスト 医／コ／用
881 施設基準 シセツキジュン コ／用
882 施設サービス シセツサービス コ／用
883 自然経過 シゼンケイカ 医／コ
884 自宅検温 ジタクケンオン 医
885 疾患 シッカン 医／コ
886 疾患名 シッカンメイ コ
887 シックハウス症候群 シックハウスショウコウグン コ／用
888 失行 シッコウ コ／用
889 質向上 シツコウジョウ コ
890 湿潤療法 シツジュンリョウホウ 医
891 執刀医 シットウイ 医／コ
892 実力 ジツリョク 医
893 指導医 シドウイ コ／用
894 死ぬ シヌ 医
895 視能訓練士 シノウクンレンシ 医／コ／用
896 自発呼吸 ジハツコキュウ コ／用
897 痺れ シビレ 医／コ
898 自閉症 ジヘイショウ 医／コ／用
899 死亡 シボウ 医／コ／用
900 脂肪肝 シボウカン コ／用
901 脂肪織炎 シボウシキエン 医
902 死亡者数 シボウシャスウ コ
903 死亡例 シボウレイ コ
904 社会的入院 シャカイテキニュウイン コ／用
905 社会福祉士 シャカイフクシシ コ／用
906 社会福祉法人 シャカイフクシホウジン コ／用
907 社会保障審議会 シャカイホショウシンギカイ コ／用
908 社会保障制度 シャカイホショウセイド コ
909 シャント シャント 医／用
910 集学的治療 シュウガクテキチリョウ ○ 医／コ／用
911 住環境 ジュウカンキョウ コ
912 周術期合併症 シュウジュツキガッペイショウ 医
913 重症 ジュウショウ 医／コ
914 重症患者 ジュウショウカンジャ コ
915 重症急性呼吸器症候群 ジュウショウキュウセイコキュウキショウコウグン コ／用
916 重症筋無力症 ジュウショウキンムリョクショウ コ／用
917 重症度 ジュウショウド 医／コ
918 重症例 ジュウショウレイ コ
919 自由診療 ジユウシンリョウ コ／用
920 重積 ジュウセキ 医
921 重体 ジュウタイ 医
922 重態 ジュウタイ 医
923 住宅改修 ジュウタクカイシュウ コ／用
924 集中治療室 シュウチュウチリョウシツ コ／用
925 重度化 ジュウドカ コ
926 重篤 ジュウトク ◎ ○ 医／コ／用
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927 重度者 ジュウドシャ コ
928 十二指腸潰瘍 ジュウニシチョウカイヨウ コ／用
929 周辺症状 シュウヘンショウジョウ コ
930 終末期 シュウマツキ コ／用
931 終末期医療 シュウマツキイリョウ コ／用
932 手技 シュギ コ
933 受給者 ジュキュウシャ コ
934 手指 シュシ コ
935 主治医 シュジイ 医／コ／用
936 手術 シュジュツ 医／用
937 手術合併症 シュジュツガッペイショウ 医
938 手術関連死 シュジュツカンレンシ 医
939 手術侵襲 シュジュツシンシュウ 医
940 手術適応 シュジュツテキオウ 医／コ
941 受診時 ジュシンジ コ
942 受診者 ジュシンシャ コ
943 受診率 ジュシンリツ コ
944 腫脹 シュチョウ 医／コ／用
945 出血性ショック シュッケツセイショック コ
946 術後 ジュツゴ 医／コ／用
947 術後合併症 ジュツゴガッペイショウ 医／コ
948 術後出血 ジュツゴシュッケツ 医
949 術後絶食 ジュツゴゼッショク 医
950 術後せん妄 ジュツゴセンモウ 医
951 術後入院期間 ジュツゴニュウインキカン 医
952 術後補助化学療法 ジュツゴホジョカガクリョウホウ 医／コ
953 術式 ジュツシキ 医／コ
954 術前 ジュツゼン コ／用
955 術前検査 ジュツゼンケンサ 医／コ
956 授乳 ジュニュウ コ
957 守秘義務 シュヒギム コ／用
958 寿命 ジュミョウ 医／コ
959 腫瘍 シュヨウ ◎ ○ 医／コ／用
960 受容体拮抗薬 ジュヨウタイキッコウヤク コ
961 腫瘍熱 シュヨウネツ 医／用
962 腫瘍マーカー シュヨウマーカー ◎ ○ 医／コ／用
963 腫瘤 シュリュウ 医／コ／用
964 循環器 ジュンカンキ コ／用
965 循環器科 ジュンカンキカ コ／用
966 循環器疾患 ジュンカンキシッカン コ
967 準看護師 ジュンカンゴシ コ／用
968 循環動態 ジュンカンドウタイ 医
969 循環不全 ジュンカンフゼン 医／用
970 順調 ジュンチョウ 医／コ
971 障害 ショウガイ 医
972 障害者自立支援法 ショウガイシャジリツシエンホウ コ／用
973 障害者福祉 ショウガイシャフクシ コ
974 消化管 ショウカカン コ
975 消化管出血 ショウカカンシュッケツ コ／用
976 消化器症状 ショウカキショウジョウ コ／用
977 消化性潰瘍 ショウカセイカイヨウ コ／用
978 小規模多機能型居宅介護 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ コ／用
979 常在菌 ジョウザイキン 医／コ
980 上肢 ジョウシ コ／用
981 少子高齢化 ショウシコウレイカ コ
982 症状が続く ショウジョウガツヅク 医
983 状態が悪い ジョウタイガワルイ 医
984 消毒薬 ショウドクヤク コ
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985 小児医療 ショウニイリョウ コ
986 小児科医 ショウニカイ コ
987 小児がん ショウニガン コ
988 小児患者 ショウニカンジャ コ
989 小児期 ショウニキ コ
990 上皮 ジョウヒ コ／用
991 使用方法 シヨウホウホウ コ
992 静脈血栓 ジョウミャクケッセン 医／コ
993 静脈麻酔 ジョウミャクマスイ 医／用
994 省令 ショウレイ コ／用
995 ショートステイ ショートステイ コ／用
996 初期治療 ショキチリョウ コ／用
997 食育 ショクイク コ
998 食行動 ショクコウドウ コ
999 食事アレルギー ショクジアレルギー 医
1000 食事介助 ショクジカイジョ コ／用
1001 食事指導 ショクジシドウ コ
1002 食事制限 ショクジセイゲン コ
1003 食事摂取基準 ショクジセッシュキジュン コ
1004 食事バランスガイド ショクジバランスガイド コ
1005 食習慣 ショクシュウカン コ
1006 食事療法 ショクジリョウホウ 医／コ／用
1007 褥瘡 ジョクソウ コ／用
1008 嘱託医 ショクタクイ コ
1009 食中毒 ショクチュウドク コ／用
1010 食道アカラシア ショクドウアカラシア 用
1011 食道がん ショクドウガン コ／用
1012 食道静脈瘤 ショクドウジョウミャクリュウ コ／用
1013 職場環境 ショクバカンキョウ コ
1014 職場復帰 ショクバフッキ コ
1015 食物アレルギー ショクモツアレルギー 医／コ／用
1016 食物繊維 ショクモツセンイ コ／用
1017 所見 ショケン 医／コ／用
1018 助産 ジョサン コ
1019 助産師 ジョサンシ コ／用
1020 助産所 ジョサンジョ コ／用
1021 初診 ショシン コ
1022 初診時 ショシンジ コ
1023 女性医師 ジョセイイシ コ
1024 女性患者 ジョセイカンジャ コ
1025 処置 ショチ 医／コ
1026 食間 ショッカン 医／コ／用
1027 食間内服 ショッカンナイフク 医
1028 ショック ショック ◎ ○ 医／用
1029 処方例 ショホウレイ コ
1030 徐脈 ジョミャク コ／用
1031 自立支援 ジリツシエン コ／用
1032 自律神経 ジリツシンケイ コ／用
1033 自律神経機能異常 ジリツシンケイキノウイジョウ 医
1034 自律神経失調 ジリツシンケイシッチョウ 医
1035 自律神経失調症 ジリツシンケイシッチョウショウ ○ 医／コ／用
1036 自立度 ジリツド コ／用
1037 痔ろう ジロウ 医／コ／用
1038 耳漏 ジロウ 医／コ／用
1039 痔ろうがん ジロウガン 医
1040 心因性 シンインセイ 医／コ／用
1041 人員配置 ジンインハイチ コ
1042 腎盂腎炎 ジンウジンエン 医／コ／用
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1043 心エコー シンエコー 医／コ／用
1044 腎炎 ジンエン 医／コ／用
1045 心音 シンオン コ
1046 腎がん ジンガン コ／用
1047 腎機能 ジンキノウ コ／用
1048 腎機能障害 ジンキノウショウガイ コ／用
1049 真菌 シンキン 医／コ／用
1050 心筋梗塞 シンキンコウソク ○ 医／コ／用
1051 神経 シンケイ 医／コ／用
1052 神経症状 シンケイショウジョウ コ
1053 神経性頻尿 シンケイセイヒンニョウ 医／用
1054 神経伝達物質 シンケイデンタツブッシツ 医／コ／用
1055 神経内科 シンケイナイカ 医／コ／用
1056 神経難病 シンケイナンビョウ コ／用
1057 神経ニューロン疾患 シンケイニューロンシッカン 医
1058 神経ブロック シンケイブロック コ／用
1059 進行がん シンコウガン 医／コ／用
1060 新抗がん剤 シンコウガンザイ 医
1061 人工肛門 ジンコウコウモン 医／コ／用
1062 人工呼吸 ジンコウコキュウ 医／コ
1063 人工呼吸管理 ジンコウコキュウカンリ 医
1064 人工呼吸器 ジンコウコキュウキ 医／コ／用
1065 進行度 シンコウド 医／コ
1066 人工透析 ジンコウトウセキ コ／用
1067 心雑音 シンザツオン 医／コ／用
1068 診察時 シンサツジ コ
1069 心室 シンシツ コ
1070 心疾患 シンシッカン 医／コ
1071 腎疾患 ジンシッカン コ
1072 心室細動 シンシツサイドウ コ／用
1073 侵襲 シンシュウ 医／コ／用
1074 浸出液 シンシュツエキ コ／用
1075 浸潤 シンジュン ◎ ○ 医／コ／用
1076 浸潤影 シンジュンエイ 医
1077 心情 シンジョウ 医
1078 腎障害 ジンショウガイ コ／用
1079 心身症 シンシンショウ コ／用
1080 新生児仮死 シンセイジカシ 医
1081 振戦 シンセン ○ 医／用
1082 心臓が動いていない シンゾウガウゴイテイナイ 医
1083 心臓カテーテル検査 シンゾウカテーテルケンサ 用
1084 心臓マッサージ シンゾウマッサージ 医／コ／用
1085 身体活動 シンタイカツドウ コ／用
1086 身体活動量 シンタイカツドウリョウ コ
1087 身体機能 シンタイキノウ コ
1088 身体拘束 シンタイコウソク コ／用
1089 身体疾患 シンタイシッカン コ
1090 身体状況 シンタイジョウキョウ コ
1091 身体症状 シンタイショウジョウ コ／用
1092 身体面 シンタイメン コ
1093 診断基準 シンダンキジュン コ／用
1094 診断書 シンダンショ 医／コ／用
1095 診断法 シンダンホウ コ／用
1096 診断名 シンダンメイ コ
1097 心停止 シンテイシ コ／用
1098 伸展 シンテン コ／用
1099 心電図 シンデンズ コ／用
1100 心肺蘇生 シンパイソセイ 医／コ／用
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1101 心肺停止 シンパイテイシ コ／用
1102 心配ない シンパイナイ 医
1103 心拍出量 シンパクシュツリョウ コ／用
1104 心肥大 シンヒダイ 医／コ／用
1105 深部静脈血栓症 シンブジョウミャクケッセンショウ コ／用
1106 心不全 シンフゼン 医／コ／用
1107 腎不全 ジンフゼン ◎ ○ 医／コ／用
1108 心房 シンボウ コ
1109 心房細動 シンボウサイドウ コ／用
1110 診療科 シンリョウカ コ／用
1111 診療ガイドライン シンリョウガイドライン 医／コ／用
1112 診療科目 シンリョウカモク コ
1113 診療行為 シンリョウコウイ コ
1114 診療時間 シンリョウジカン コ
1115 診療情報 シンリョウジョウホウ コ／用
1116 心療内科 シンリョウナイカ コ／用
1117 診療内容 シンリョウナイヨウ コ
1118 診療報酬 シンリョウホウシュウ コ／用
1119 診療報酬改定 シンリョウホウシュウカイテイ コ
1120 診療報酬上 シンリョウホウシュウジョウ コ
1121 診療報酬体系 シンリョウホウシュウタイケイ コ
1122 診療録 シンリョウロク コ／用
1123 髄液 ズイエキ 医／コ／用
1124 膵液瘻 スイエキロウ 医
1125 膵炎 スイエン コ／用
1126 水痘 スイトウ コ／用
1127 水頭症 スイトウショウ コ／用
1128 随伴症状 ズイハンショウジョウ コ／用
1129 水分摂取 スイブンセッシュ コ
1130 髄膜炎 ズイマクエン ○ 医／コ／用
1131 睡眠時無呼吸症候群 スイミンジムコキュウショウコウグン コ／用
1132 睡眠障害 スイミンショウガイ コ／用
1133 睡眠薬 スイミンヤク コ／用
1134 スキルス胃がん スキルスイガン 医
1135 スクリーニング スクリーニング コ／用
1136 スクリーニング検査 スクリーニングケンサ コ／用
1137 スタチン スタチン コ
1138 スタンダードプレコーション スタンダードプレコーション 用
1139 頭痛 ズツウ コ／用
1140 Ｓｔｅｖｅｎｓ－Ｊｏｈｎｓｏｎ症候群 スティーブンスジョンソンショウコウグン 医／用
1141 ステージ ステージ 医／コ／用
1142 ステロイド ステロイド ◎ ○ 医／コ／用
1143 ステロイド治療 ステロイドチリョウ 医／コ
1144 ステロイド薬 ステロイドヤク 医／コ／用
1145 ストーマ ストーマ 用
1146 ストレス ストレス コ／用
1147 生活活動 セイカツカツドウ コ
1148 生活機能 セイカツキノウ コ
1149 生活支援 セイカツシエン コ
1150 生活指導 セイカツシドウ コ／用
1151 生活習慣病 セイカツシュウカンビョウ コ／用
1152 生活習慣病対策 セイカツシュウカンビョウタイサク コ
1153 生活習慣病予防 セイカツシュウカンビョウヨボウ コ
1154 生活状況 セイカツジョウキョウ コ
1155 生活の質 セイカツノシツ 医／用
1156 生活歴 セイカツレキ コ
1157 性感染症 セイカンセンショウ コ／用
1158 整形外科 セイケイゲカ 医／コ／用
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1159 生検 セイケン ◎ ○ 医／コ／用
1160 精検機関 セイケンキカン 医
1161 成功確率 セイコウカクリツ 医
1162 性差 セイサ コ／用
1163 精査 セイサ コ／用
1164 製剤 セイザイ コ／用
1165 清拭 セイシキ コ／用
1166 性状 セイジョウ コ／用
1167 正常妊娠 セイジョウニンシン 医
1168 精神疾患 セイシンシッカン コ
1169 精神的 セイシンテキ 医／コ
1170 精神病 セイシンビョウ 医／用
1171 精神面 セイシンメン コ
1172 ぜいぜい ゼイゼイ 医／コ
1173 生存期間 セイゾンキカン 医／コ／用
1174 生存率 セイゾンリツ 医／コ／用
1175 生体内 セイタイナイ コ
1176 成長ホルモン セイチョウホルモン コ／用
1177 成年後見制度 セイネンコウケンセイド コ／用
1178 政府管掌健康保険 セイフカンショウケンコウホケン コ／用
1179 精密検査 セイミツケンサ 医／コ／用
1180 生命予後 セイメイヨゴ 医／コ／用
1181 西洋医学 セイヨウイガク 医／コ
1182 生理的現象 セイリテキゲンショウ 医
1183 セカンドオピニオン セカンドオピニオン ◎ ○ 医／コ／用
1184 脊髄小脳変性症 セキズイショウノウヘンセイショウ コ／用
1185 絶飲 ゼツイン 医
1186 絶飲食 ゼツインショク 医／コ／用
1187 積極的治療 セッキョクテキチリョウ 医／コ／用
1188 赤血球 セッケッキュウ コ／用
1189 接種 セッシュ コ
1190 切除 セツジョ 医／コ／用
1191 摂食 セッショク コ
1192 絶食 ゼッショク 医／コ／用
1193 接触感染 セッショクカンセン コ／用
1194 摂食障害 セッショクショウガイ コ／用
1195 接触皮膚炎 セッショクヒフエン コ／用
1196 切断術 セツダンジュツ 医
1197 接着 セッチャク コ
1198 切迫性尿失禁 セッパクセイニョウシッキン コ／用
1199 切迫早産 セッパクソウザン 医／コ／用
1200 切迫流産 セッパクリュウザン 医／コ／用
1201 セデーション セデーション 医／用
1202 セルフケア セルフケア コ／用
1203 セルフメディケーション セルフメディケーション コ／用
1204 ゼロゼロ ゼロゼロ 医
1205 線維 センイ コ／用
1206 線維化 センイカ 医／コ／用
1207 線維筋性疼痛症 センイキンセイトウツウショウ 医
1208 前がん状態 ゼンガンジョウタイ 医／用
1209 前期高齢者 ゼンキコウレイシャ コ／用
1210 潜血反応 センケツハンノウ 医／コ／用
1211 穿孔 センコウ 医／コ／用
1212 穿刺 センシ 医／コ／用
1213 腺腫 センシュ 医／コ／用
1214 腺腫様甲状腺腫 センシュヨウコウジョウセンシュ 医
1215 洗浄 センジョウ コ／用
1216 染色体 センショクタイ 用
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1217 全身倦怠感 ゼンシンケンタイカン コ
1218 全身疾患 ゼンシンシッカン コ
1219 全身状態 ゼンシンジョウタイ コ
1220 全身性 ゼンシンセイ コ
1221 全身性エリテマトーデス ゼンシンセイエリテマトーデス 用
1222 全身麻酔 ゼンシンマスイ 医／コ／用
1223 ぜん息 ゼンソク ◎ ○ 医／コ／用
1224 ぜん息死 ゼンソクシ 医／コ
1225 ぜん息性気管支炎 ゼンソクセイキカンシエン 医
1226 ぜん息治療 ゼンソクチリョウ コ／用
1227 ぜん息発作 ゼンソクホッサ 医／コ
1228 ぜん息様気管支炎 ゼンソクヨウキカンシエン 医
1229 仙痛 センツウ 用
1230 先天性 センテンセイ 医／コ／用
1231 先発医薬品 センパツイヤクヒン コ／用
1232 先発品 センパツヒン コ／用
1233 潜伏期 センプクキ 医／用
1234 前方切除 ゼンポウセツジョ 医
1235 ぜん鳴 ゼンメイ 医／コ／用
1236 せん妄 センモウ ◎ ○ 医／コ／用
1237 専門外 センモンガイ 医／コ
1238 専門看護師 センモンカンゴシ コ／用
1239 前立腺がん ゼンリツセンガン 用
1240 前立腺肥大症 ゼンリツセンヒダイショウ コ／用
1241 創 ソウ 医／コ
1242 増悪 ゾウアク 医／コ／用
1243 躁うつ病 ソウウツビョウ コ／用
1244 造影 ゾウエイ コ／用
1245 造影剤 ゾウエイザイ 医／コ／用
1246 挿管 ソウカン 医／用
1247 早期がん ソウキガン 医／コ／用
1248 早期がん転移率 ソウキガンテンイ 医
1249 早期診断 ソウキシンダン コ
1250 早期退院 ソウキタイイン 医／コ
1251 双極性障害 ソウキョクセイショウガイ 医／コ／用
1252 早期離床 ソウキリショウ 医／コ／用
1253 象牙質 ゾウゲシツ コ／用
1254 造血器腫瘍 ゾウケツキシュヨウ 医／コ
1255 造血能 ゾウケツノウ 医
1256 総合感冒薬 ソウゴウカンボウヤク コ
1257 総合病院 ソウゴウビョウイン コ／用
1258 奏効率 ソウコウリツ 医／コ／用
1259 創傷 ソウショウ コ／用
1260 創傷治癒 ソウショウチユ コ
1261 相対的手術適応 ソウタイテキッシュジュツテキオウ 医
1262 総胆管結石 ソウタンカンケッセキ 医
1263 早朝血圧 ソウチョウケツアツ 医
1264 掻痒 ソウヨウ 医
1265 増量 ゾウリョウ コ
1266 阻害剤 ソガイザイ コ
1267 阻害薬 ソガイヤク コ
1268 即時反応 ソクジハンノウ 医
1269 塞栓 ソクセン ○ 医／コ／用
1270 足底 ソクテイ コ
1271 足病変 ソクビョウヘン コ／用
1272 足浴 ソクヨク コ／用
1273 鼠径ヘルニア ソケイヘルニア 医／用
1274 組織 ソシキ 医
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1275 咀嚼 ソシャク コ／用
1276 蘇生 ソセイ 医／用
1277 蘇生後脳症 ソセイゴノウショウ 医／用
1278 ソセゴン ソセゴン 医／用
1279 ゾロ ゾロ 医／用
1280 尊厳 ソンゲン 医／コ
1281 尊厳死 ソンゲンシ ◎ ○ 医／コ／用
1282 損傷 ソンショウ 医／コ
1283 ターミナル ターミナル 医／コ／用
1284 ターミナルケア ターミナルケア ○ 医／コ／用
1285 退院可能 タイインカノウ 医／コ
1286 退院時 タイインジ コ
1287 退院日 タイインビ 医
1288 体幹 タイカン コ／用
1289 大規模臨床試験 ダイキボリンショウシケン コ
1290 胎児異常 タイジイジョウ 医
1291 胎児仮死 タイジカシ 医
1292 胎児ジストレス タイジジストレス 医
1293 体重減少 タイジュウゲンショウ コ
1294 体重増加 タイジュウゾウカ コ
1295 退所 タイショ コ
1296 対象患者 タイショウカンジャ コ
1297 対照群 タイショウグン コ
1298 対症的 タイショウテキ 医／コ
1299 大丈夫 ダイジョウブ 医
1300 帯状疱疹 タイジョウホウシン コ／用
1301 対症療法 タイショウリョウホウ ◎ ○ 医／コ／用
1302 耐性 タイセイ ◎ ○ 医／コ／用
1303 耐性菌 タイセイキン 医／コ／用
1304 代替医療 ダイタイイリョウ コ／用
1305 大腿骨頸部骨折 ダイタイコツケイブコッセツ コ／用
1306 代替調剤 ダイタイチョウザイ コ／用
1307 大腸がん ダイチョウガン コ／用
1308 体調不良 タイチョウフリョウ コ
1309 耐糖能異常 タイトウノウイジョウ 医／コ／用
1310 大動脈瘤 ダイドウミャクリュウ コ／用
1311 体内動態 タイナイドウタイ コ
1312 大病院 ダイビョウイン コ
1313 体力作り タイリョクヅクリ コ
1314 他院 タイン コ
1315 ダウン症候群 ダウンショウコウグン 用
1316 宅老所 タクロウショ コ／用
1317 多臓器不全 タゾウキフゼン コ／用
1318 脱色素斑 ダツシキソハン 医
1319 脱水 ダッスイ コ／用
1320 多動症 タドウショウ 医
1321 多発性硬化症 タハツセイコウカショウ コ／用
1322 ＷＨＯ ダブリューエイチオー コ／用
1323 多分 タブン 医
1324 タミフル タミフル 医／コ／用
1325 胆石 タンセキ 医／コ／用
1326 胆石症 タンセキショウ コ／用
1327 断端部陽性 ダンタンブヨウセイ 医
1328 担当グループ タントウグループ 医
1329 単独再発 タンドクサイハツ 医
1330 胆嚢炎 タンノウエン コ／用
1331 チアノーゼ チアノーゼ コ／用
1332 地域医療 チイキイリョウ コ／用
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1333 地域ケア チイキケア コ／用
1334 地域包括支援センター チイキホウカツシエンセンター コ／用
1335 地域連携 チイキレンケイ 医／コ／用
1336 地域連携パス チイキレンケイパス 医／用
1337 チーム医療 チームイリョウ コ／用
1338 チームケア チームケア コ
1339 チェックリスト チェックリスト コ
1340 蓄尿 チクニョウ 医／コ／用
1341 治験 チケン ◎ ○ 医／コ／用
1342 治験薬 チケンヤク コ／用
1343 縮み チヂミ コ
1344 チック チック 医／用
1345 遅発性ステント血栓症 チハツセイステントケッセンショウ 医
1346 痴呆 チホウ 用
1347 治癒 チユ 医／コ／用
1348 中医協 チュウイキョウ コ／用
1349 中央社会保険医療協議会 チュウオウシャカイホケンイリョウキョウギカイ コ／用
1350 中核病院 チュウカクビョウイン コ
1351 中耳炎 チュウジエン 医／コ／用
1352 注射針 チュウシャシン／チュウシャバリ コ
1353 注射薬 チュウシャヤク コ
1354 中小病院 チュウショウビョウイン コ
1355 虫垂炎 チュウスイエン 医／コ／用
1356 虫垂腫瘍 チュウスイシュヨウ 医
1357 中枢神経 チュウスウシンケイ 医／コ／用
1358 中枢神経系 チュウスウシンケイケイ コ／用
1359 中性脂肪 チュウセイシボウ コ／用
1360 中絶 チュウゼツ 医／コ
1361 注腸検査 チュウチョウケンサ 医／コ
1362 中等症 チュウトウショウ コ
1363 中等度 チュウトウド コ
1364 治癒機転 チユキテン 医／コ
1365 治癒率 チユリツ 医／コ
1366 超音波検査 チョウオンパケンサ コ／用
1367 超音波内視鏡 チョウオンパナイシキョウ 医／用
1368 腸管 チョウカン コ
1369 腸管間葉系腫瘍 チョウカンカンヨウケイシュヨウ 医
1370 腸管狭窄 チョウカンキョウサク 医／コ
1371 腸間膜 チョウカンマク 医／コ／用
1372 長期投与 チョウキトウヨ コ／用
1373 調剤 チョウザイ コ／用
1374 調剤薬局 チョウザイヤッキョク コ／用
1375 朝食後 チョウショクゴ コ
1376 聴診 チョウシン コ／用
1377 聴診器 チョウシンキ コ／用
1378 貼付 チョウフ コ
1379 腸閉塞 チョウヘイソク 医／コ／用
1380 調理師 チョウリシ コ
1381 腸ろう チョウロウ 医／用
1382 貯留 チョリュウ コ
1383 治療 チリョウ 医／用
1384 治療ガイドライン チリョウガイドライン コ
1385 治療経過 チリョウケイカ コ
1386 治療計画 チリョウケイカク コ
1387 治療効果 チリョウコウカ 医／コ
1388 治療上 チリョウジョウ コ
1389 治療法 チリョウホウ 医／コ／用
1390 治療方針 チリョウホウシン コ
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1391 治療目標 チリョウモクヒョウ コ／用
1392 鎮静薬 チンセイヤク コ
1393 鎮痛 チンツウ コ
1394 鎮痛効果 チンツウコウカ コ
1395 鎮痛薬 チンツウヤク 医／コ
1396 椎間板ヘルニア ツイカンバンヘルニア コ／用
1397 追跡調査 ツイセキチョウサ コ／用
1398 通所 ツウショ コ
1399 通所介護 ツウショカイゴ コ／用
1400 通所リハビリ ツウショリハビリ コ
1401 痛風 ツウフウ コ／用
1402 手足口病 テアシクチビョウ 用
1403 手洗い テアライ コ／用
1404 手荒れ テアレ コ
1405 低悪性度 テイアクセイド 医／コ
1406 ＤＩＣ ディーアイシー ○ 医／用
1407 ＤＮＲ ディーエヌアール 医／用
1408 ＤＮＡ ディーエヌエー 用
1409 ＤＴ二混 ディーティーニコン 医
1410 低栄養 テイエイヨウ コ
1411 低栄養状態 テイエイヨウジョウタイ コ
1412 デイケア デイケア コ／用
1413 定型的手術 テイケイテキシュジュツ 医
1414 低酸素状態 テイサンソジョウタイ コ
1415 低侵襲 テイシンシュウ コ／用
1416 低分化型腺がん テイブンカガタセンガン 医
1417 デーサービス デーサービス コ／用
1418 デーサービスセンター デーサービスセンター コ
1419 テオフィリン テオフィリン コ／用
1420 適応 テキオウ 医／コ／用
1421 適応症 テキオウショウ コ／用
1422 摘出 テキシュツ 医／コ／用
1423 適正化 テキセイカ コ
1424 適正使用 テキセイシヨウ コ／用
1425 デシリットル デシリットル コ
1426 鉄欠乏性貧血 テツケツボウセイヒンケツ コ／用
1427 デブリドマン デブリドマン 医／用
1428 転移 テンイ 医／コ／用
1429 転医 テンイ 医／用
1430 転移性肺がん テンイセイハイガン 医
1431 転院 テンイン 医／コ
1432 電解質 デンカイシツ 医／コ／用
1433 添加剤 テンカザイ コ／用
1434 添加物 テンカブツ コ／用
1435 てんかん テンカン 医／用
1436 転帰 テンキ 医／用
1437 電気刺激 デンキシゲキ コ
1438 電極 デンキョク コ
1439 電子カルテ デンシカルテ コ／用
1440 点滴 テンテキ 医／コ／用
1441 点滴が抜ける テンテキガヌケル 医
1442 添付文書 テンプブンショ コ／用
1443 天疱瘡 テンポウソウ 用
1444 同意 ドウイ 医
1445 同意書 ドウイショ 医／コ
1446 同院 ドウイン コ
1447 当科 トウカ コ
1448 動悸 ドウキ コ／用
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1449 動機付け支援 ドウキヅケシエン コ
1450 統合失調症 トウゴウシッチョウショウ ○ 医／コ／用
1451 透析患者 トウセキカンジャ コ
1452 透析導入 トウセキドウニュウ 医／コ
1453 当直 トウチョク コ
1454 同等性 ドウトウセイ コ
1455 糖毒性 トウドクセイ 医／用
1456 導尿 ドウニョウ コ／用
1457 糖尿病 トウニョウビョウ ◎ ○ 医／コ／用
1458 糖尿病患者 トウニョウビョウカンジャ コ
1459 糖尿病性腎症 トウニョウビョウセイジンショウ コ／用
1460 糖尿病性網膜症 トウニョウビョウセイモウマクショウ コ／用
1461 糖尿病大血管障害 トウニョウビョウダイケッカンショウガイ 医
1462 糖尿病予防 トウニョウビョウヨボウ コ
1463 頭皮マッサージ トウヒマッサージ 医
1464 動脈硬化 ドウミャクコウカ ◎ ○ 医／コ／用
1465 動脈硬化性疾患 ドウミャクコウカセイシッカン コ／用
1466 動脈瘤 ドウミャクリュウ コ
1467 投薬 トウヤク コ
1468 投与 トウヨ 医／コ／用
1469 投与間隔 トウヨカンカク コ
1470 投与期間 トウヨキカン コ
1471 投与後 トウヨゴ コ
1472 投与法 トウヨホウ コ
1473 投与方法 トウヨホウホウ コ
1474 投与量 トウヨリョウ コ
1475 ドーパミン ドーパミン コ／用
1476 トキソプラズマ感染症 トキソプラズマカンセンショウ 医
1477 特異ＩｇＥ抗体 トクイアイジーイーコウタイ 医
1478 特異的 トクイテキ コ／用
1479 読影 ドクエイ コ／用
1480 特定機能医療病院 トクテイキノウイリョウビョウイン 医
1481 特定機能病院 トクテイキノウビョウイン コ／用
1482 特定健診 トクテイケンシン コ
1483 特定疾患 トクテイシッカン コ／用
1484 特定生物由来製品 トクテイセイブツユライセイヒン 医／用
1485 特定非営利活動法人 トクテイヒエイリカツドウホウジン コ／用
1486 特定保健指導 トクテイホケンシドウ コ／用
1487 特定保健用食品 トクテイホケンヨウショクヒン コ／用
1488 特別養護老人ホーム トクベツヨウゴロウジンホーム コ／用
1489 特養 トクヨウ コ／用
1490 特養ホーム トクヨウホーム コ
1491 独居 ドッキョ コ／用
1492 突然死 トツゼンシ 医／コ／用
1493 特発性 トッパツセイ 医／コ／用
1494 突発性難聴 トッパツセイナンチョウ コ／用
1495 ドナー ドナー コ／用
1496 塗布 トフ コ
1497 ドライアイ ドライアイ コ／用
1498 ドライウエイト ドライウエイト 医／用
1499 ドライスキン ドライスキン コ
1500 トリアージ トリアージ コ／用
1501 鳥インフルエンザ トリインフルエンザ コ／用
1502 ドレナージ ドレナージ コ／用
1503 頓服 トンプク ◎ ○ 医／コ／用
1504 頓用 トンヨウ 医／コ
1505 ナースコール ナースコール コ／用
1506 ナースステーション ナースステーション 医／コ／用
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1507 内科医 ナイカイ コ
1508 内閣府 ナイカクフ コ
1509 内視鏡下手術 ナイシキョウカシュジュツ 医／コ／用
1510 内視鏡手術 ナイシキョウシュジュツ 医／コ／用
1511 内照射 ナイショウシャ 医
1512 内診 ナイシン 医／コ／用
1513 内服 ナイフク 医／コ
1514 治る ナオル 医／コ
1515 ナチュラル ナチュラル 医／用
1516 ナルコレプシー ナルコレプシー コ／用
1517 軟膏 ナンコウ 医／コ／用
1518 難治性 ナンチセイ コ／用
1519 難病 ナンビョウ 医／コ／用
1520 肉芽腫 ニクガシュ 医／コ／用
1521 肉腫 ニクシュ ○ 医／コ／用
1522 ニコチン ニコチン コ／用
1523 ニコチン依存症 ニコチンイゾンショウ 医／コ／用
1524 二次性高血圧 ニジセイコウケツアツ 医／用
1525 24時間心電図 ニジュウヨジカンシンデンズ 医
1526 日医 ニチイ コ
1527 日常診療 ニチジョウシンリョウ コ
1528 日常生活動作 ニチジョウセイカツドウサ コ／用
1529 日本医師会 ニホンイシカイ コ／用
1530 日本医療機能評価機構 ニホンイリョウキノウヒョウカキコウ コ／用
1531 日本看護協会 ニホンカンゴキョウカイ コ／用
1532 日本歯科医師会 ニホンシカイシカイ コ／用
1533 日本脳炎 ニホンノウエン コ／用
1534 日本薬局方 ニホンヤッキョクホウ コ／用
1535 入院 ニュウイン 医／用
1536 入院医療 ニュウインイリョウ コ
1537 入院患者 ニュウインカンジャ コ
1538 入院基本料 ニュウインキホンリョウ コ／用
1539 入院後 ニュウインゴ コ
1540 入院時 ニュウインジ コ
1541 入院前 ニュウインマエ コ
1542 乳がん ニュウガン コ／用
1543 乳児期 ニュウジキ コ
1544 入所者 ニュウショシャ コ
1545 乳腺症 ニュウセンショウ 医／コ／用
1546 入退院 ニュウタイイン コ
1547 尿意 ニョウイ コ
1548 尿意切迫感 ニョウイセッパクカン コ／用
1549 尿管 ニョウカン 医／コ／用
1550 尿酸 ニョウサン コ／用
1551 尿失禁 ニョウシッキン コ／用
1552 尿道炎 ニョウドウエン コ／用
1553 尿道カテ ニョウドウカテ コ
1554 尿毒症 ニョウドクショウ コ／用
1555 尿量 ニョウリョウ コ
1556 尿路感染 ニョウロカンセン コ／用
1557 尿路感染症 ニョウロカンセンショウ コ／用
1558 妊産婦 ニンサンプ コ／用
1559 妊娠率 ニンシンリツ コ
1560 認知機能 ニンチキノウ コ
1561 認知症 ニンチショウ 医／コ／用
1562 認知症介護 ニンチショウカイゴ コ
1563 認知症介護研究 ニンチショウカイゴケンキュウ コ
1564 認知症患者 ニンチショウカンジャ コ
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1565 認知症ケア ニンチショウケア コ
1566 認知症高齢者 ニンチショウコウレイシャ コ
1567 認定看護師 ニンテイカンゴシ コ／用
1568 熱性痙攣 ネッセイケイレン コ／用
1569 熱中症 ネッチュウショウ ◎ ○ 医／コ／用
1570 ネフローゼ ネフローゼ 医／コ／用
1571 ネフローゼ症候群 ネフローゼショウコウグン ○ 医／コ／用
1572 粘液嚢胞腺腫 ネンエキノウホウセンシュ 医
1573 粘稠 ネンチュウ 医／用
1574 粘膜 ネンマク 医／コ
1575 粘膜下腫瘍 ネンマクカシュヨウ 医
1576 脳溢血 ノウイッケツ 医／用
1577 膿胸 ノウキョウ 用
1578 脳血管疾患 ノウケッカンシッカン コ
1579 脳血管障害 ノウケッカンショウガイ コ／用
1580 脳血管性痴呆 ノウケッカンセイチホウ 用
1581 脳検査 ノウケンサ 医
1582 脳梗塞 ノウコウソク コ／用
1583 脳死 ノウシ ◎ ○ 医／コ／用
1584 脳出血 ノウシュッケツ コ／用
1585 脳腫瘍 ノウシュヨウ コ／用
1586 脳性麻痺 ノウセイマヒ 医／コ／用
1587 脳卒中 ノウソッチュウ コ／用
1588 脳貧血 ノウヒンケツ 医／コ／用
1589 嚢胞 ノウホウ 医／コ／用
1590 膿瘍 ノウヨウ 医／コ／用
1591 ノーマライゼーション ノーマライゼーション 用
1592 ノルアドレナリン ノルアドレナリン コ／用
1593 ノロウイルス ノロウイルス ○ 医／コ／用
1594 パーキンソン病 パーキンソンビョウ コ／用
1595 肺炎 ハイエン 医／コ／用
1596 肺炎球菌 ハイエンキュウキン 医／コ／用
1597 肺炎球菌ワクチン ハイエンキュウキンワクチン 医／コ
1598 肺がん ハイガン コ／用
1599 肺気腫 ハイキシュ 医／コ／用
1600 肺区域 ハイクイキ 医
1601 肺結核 ハイケッカク 用
1602 敗血症 ハイケツショウ ◎ ○ 医／コ／用
1603 配合剤 ハイゴウザイ コ／用
1604 配食サービス ハイショクサービス コ／用
1605 肺水腫 ハイスイシュ ○ 医／コ／用
1606 排泄ケア ハイセツケア コ
1607 排泄物 ハイセツブツ コ
1608 肺塞栓症 ハイソクセンショウ 医／コ／用
1609 排尿日誌 ハイニョウニッシ コ
1610 バイパス手術 バイパスシュジュツ 医／コ／用
1611 胚盤 ハイバン コ
1612 肺野 ハイヤ 医／コ
1613 廃用症候群 ハイヨウショウコウグン コ／用
1614 ハイリスク ハイリスク コ／用
1615 白衣高血圧 ハクイコウケツアツ コ／用
1616 拍出量 ハクシュツリョウ 医
1617 白内障 ハクナイショウ コ／用
1618 波形 ハケイ コ／用
1619 播種 ハシュ 医／用
1620 破傷風 ハショウフウ コ／用
1621 把捉 ハソク コ
1622 パターナリズム パターナリズム 用
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1623 白血球 ハッケッキュウ コ／用
1624 白血病 ハッケツビョウ ○ 医／コ／用
1625 発現頻度 ハツゲンヒンド コ／用
1626 抜歯 バッシ コ
1627 発症後 ハッショウゴ コ
1628 発症リスク ハッショウリスク コ
1629 発症率 ハッショウリツ コ
1630 発疹 ハッシン／ホッシン 医／コ／用
1631 発生頻度 ハッセイヒンド コ
1632 発生率 ハッセイリツ コ／用
1633 発赤 ハッセキ／ホッセキ 医／コ／用
1634 発達障害 ハッタツショウガイ 医／コ／用
1635 パッチテスト パッチテスト コ／用
1636 パッド パッド コ
1637 パニック障害 パニックショウガイ コ／用
1638 パネルディスカッション パネルディスカッション コ
1639 歯磨き剤 ハミガキザイ コ
1640 バリアーフリー バリアーフリー コ／用
1641 バリデーション バリデーション コ／用
1642 バルーン バルーン コ／用
1643 パルスオキシメーター パルスオキシメーター 用
1644 半減期 ハンゲンキ コ／用
1645 搬送 ハンソウ コ
1646 汎発性血管内凝固症候群 ハンパツセイケッカンナイギョウコショウコウグン 医
1647 反復性耳下腺炎 ハンプクセイジカセンエン 医
1648 ｐＨ ピーエイチ／ペーハー コ／用
1649 ＢＳＣ ビーエスシー 医／用
1650 ＢＭＩ ビーエムアイ コ／用
1651 ＰＯＳ ピーオーエス 用
1652 Ｂ型肝炎 ビーガタカンエン 用
1653 Ｂ型肝炎キャリアー ビーガタカンエンキャリアー 医
1654 ＰＴ ピーティー コ／用
1655 ＰＴＩＮＲ ピーティーアイエヌアール 医
1656 ＰＴＳＤ ピーティーエスディー 用
1657 ＰＴＣＡ ピーティーシーエー 用
1658 日帰り手術 ヒガエリシュジュツ コ／用
1659 比較試験 ヒカクシケン 医／コ／用
1660 皮下注射 ヒカチュウシャ 医／コ／用
1661 非結核性抗酸菌症 ヒケッカクセイコウサンキンショウ 医／コ／用
1662 肥厚 ヒコウ 医／コ／用
1663 皮疹 ヒシン コ／用
1664 非侵襲生陽圧換気ＮＰＰＶ ヒシンシュウセイヨウアツカンキエヌピーピーブイ 医
1665 ヒスタミン ヒスタミン コ／用
1666 ビスホスホネート ビスホスホネート コ
1667 ビタミン剤 ビタミンザイ 医／コ
1668 備蓄 ビチク コ
1669 必要時 ヒツヨウジ 医／コ
1670 非定型抗酸菌症 ヒテイケイコウサンキンショウ 医／用
1671 皮膚疾患 ヒフシッカン コ
1672 被扶養者 ヒフヨウシャ コ／用
1673 肥満 ヒマン コ／用
1674 肥満者 ヒマンシャ コ
1675 肥満症 ヒマンショウ コ／用
1676 病医院 ビョウイイン コ
1677 病因 ビョウイン コ
1678 病院勤務 ビョウインキンム コ
1679 病院勤務医 ビョウインキンムイ コ
1680 病院全体 ビョウインゼンタイ コ
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1681 病院長 ビョウインチョウ コ
1682 病院内 ビョウインナイ コ
1683 病期分類 ビョウキブンルイ 医／コ／用
1684 病型 ビョウケイ コ
1685 病原性 ビョウゲンセイ 医／コ
1686 標準 ヒョウジュン 医／コ
1687 標準的治療 ヒョウジュンテキチリョウ 医／コ
1688 病床数 ビョウショウスウ コ
1689 病態 ビョウタイ 医／コ／用
1690 病理 ビョウリ 医／コ／用
1691 病理解剖 ビョウリカイボウ 医／コ／用
1692 病理結果 ビョウリケッカ 医／コ
1693 病歴 ビョウレキ コ／用
1694 日和見感染 ヒヨリミカンセン ○ 医／コ／用
1695 糜爛 ビラン 医／コ／用
1696 微量アルブミン尿 ビリョウアルブミンニョウ コ／用
1697 ピロリ ピロリ コ
1698 ピロリ菌 ピロリキン 医／コ／用
1699 頻回 ヒンカイ 医／コ／用
1700 貧血 ヒンケツ ◎ ○ 医／コ／用
1701 ＶＢＡＣ ブイバック 医
1702 風疹 フウシン コ／用
1703 プール熱 プールネツ 用
1704 フェンタニル フェンタニル コ／用
1705 フォロー フォロー 医／コ／用
1706 フォローアップ フォローアップ コ／用
1707 不穏 フオン 医／コ／用
1708 不確実性 フカクジツセイ 医
1709 不可能 フカノウ 医
1710 不均衡症候群 フキンコウショウコウグン 医／用
1711 腹圧性尿失禁 フクアツセイニョウシッキン コ／用
1712 副院長 フクインチョウ コ
1713 副作用 フクサヨウ ◎ ○ 医／コ／用
1714 複視 フクシ 医／コ／用
1715 福祉施設 フクシシセツ コ
1716 福祉用具 フクシヨウグ コ／用
1717 副腎インシデンタローマ フクジンインシデンタローマ 医
1718 腹水 フクスイ 医／コ／用
1719 腹痛 フクツウ 医／コ／用
1720 副反応 フクハンノウ 医／コ
1721 副鼻腔 フクビクウ／フクビコウ 医／コ／用
1722 腹部エコー フクブエコー 医
1723 腹壁瘢痕ヘルニア フクヘキハンコンヘルニア 医／用
1724 腹膜炎 フクマクエン 医／コ／用
1725 腹膜浸潤 フクマクシンジュン 医
1726 腹膜透析 フクマクトウセキ 医／コ／用
1727 腹膜播種 フクマクハシュ 医／コ
1728 服薬 フクヤク コ／用
1729 服薬指導 フクヤクシドウ コ／用
1730 服用 フクヨウ 医／コ／用
1731 不潔 フケツ 医
1732 浮腫 フシュ コ／用
1733 不正性器出血 フセイセイキシュッケツ 医／コ／用
1734 不整脈 フセイミャク コ／用
1735 腹腔鏡 フッコウキョウ 医／コ／用
1736 腹腔鏡下手術 フッコウキョウカシュジュツ コ／用
1737 腹腔鏡手術 フッコウキョウシュジュツ 医／コ／用
1738 腹腔ドレーン フッコウドレーン 医
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1739 腹腔内 フッコウナイ コ
1740 腹腔内癒着 フッコウナイユチャク 医
1741 フットケア フットケア コ／用
1742 不定愁訴 フテイシュウソ コ／用
1743 不登校 フトウコウ 医
1744 不妊 フニン コ
1745 不眠症 フミンショウ コ／用
1746 プライマリーケア プライマリーケア ◎ ○ コ／用
1747 プラス プラス 医／コ
1748 プラセボ プラセボ コ／用
1749 プリオン プリオン 用
1750 不良肉芽 フリョウニクガ 医
1751 プリン体 プリンタイ コ／用
1752 プレドニゾロン プレドニゾロン コ
1753 プロトコール プロトコール 医／コ／用
1754 分割接種 ブンカツセッシュ 医
1755 吻合部 フンゴウブ 医
1756 吻合法 フンゴウホウ 医
1757 分子標的薬 ブンシヒョウテキヤク 医／コ
1758 分娩 ブンベン コ／用
1759 噴霧 フンム コ
1760 平気 ヘイキ 医
1761 平均在院日数 ヘイキンザイインニッスウ コ／用
1762 平均生存期間 ヘイキンセイゾンキカン 医／コ
1763 閉塞 ヘイソク コ
1764 閉塞性動脈硬化症 ヘイソクセイドウミャクコウカショウ コ／用
1765 併用薬 ヘイヨウヤク コ／用
1766 ペインクリニック ペインクリニック コ／用
1767 ペースメーカー ペースメーカー コ／用
1768 ベーチェット病 ベーチェットビョウ コ／用
1769 ペーパータオル ペーパータオル コ
1770 ＰＥＴ ペット ◎ ○ 医／コ／用
1771 ベッドサイド ベッドサイド コ／用
1772 ヘモグロビン ヘモグロビン 医／コ／用
1773 ＨｂＡ１ｃ ヘモグロビンエーワンシー ○ 医／用
1774 ヘリコバクターピロリ ヘリコバクターピロリ コ／用
1775 ヘルニア ヘルニア 医／コ／用
1776 ヘルパンギーナ ヘルパンギーナ 用
1777 辺縁 ヘンエン コ
1778 片頭痛 ヘンズツウ コ／用
1779 変性 ヘンセイ 医／コ／用
1780 便秘 ベンピ 医／コ／用
1781 片麻痺 ヘンマヒ コ／用
1782 保育士 ホイクシ コ
1783 蜂窩織炎 ホウカシキエン 医／用
1784 膀胱がん ボウコウガン コ／用
1785 膀胱訓練 ボウコウクンレン コ／用
1786 膀胱内 ボウコウナイ コ
1787 縫合不全 ホウゴウフゼン 医／コ
1788 膨疹 ボウシン コ／用
1789 訪問介護 ホウモンカイゴ コ／用
1790 訪問介護事業所 ホウモンカイゴジギョウショ コ
1791 訪問看護師 ホウモンカンゴシ コ
1792 訪問診療 ホウモンシンリョウ コ／用
1793 訪問調査 ホウモンチョウサ コ／用
1794 訪問リハビリ ホウモンリハビリ コ
1795 ポータブルトイレ ポータブルトイレ コ
1796 ホームヘルパー ホームヘルパー コ／用
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1797 保険 ホケン 医／コ
1798 保険医療機関 ホケンイリョウキカン コ／用
1799 保険給付 ホケンキュウフ コ／用
1800 保健師 ホケンシ コ／用
1801 保健事業 ホケンジギョウ コ
1802 保健師等 ホケンシトウ コ
1803 保健指導 ホケンシドウ コ
1804 保健所 ホケンジョ コ／用
1805 保険診療 ホケンシンリョウ 医／コ／用
1806 保険制度 ホケンセイド コ
1807 保健センター ホケンセンター コ／用
1808 保険適応 ホケンテキオウ コ
1809 保険適用 ホケンテキヨウ コ／用
1810 保険薬局 ホケンヤッキョク コ／用
1811 ホスピス ホスピス ○ 医／コ／用
1812 ホスピスケア ホスピスケア コ／用
1813 母乳育児 ボニュウイクジ コ
1814 ポリープ ポリープ ◎ ○ 医／用
1815 ポリオ ポリオ コ／用
1816 ホルター心電図 ホルターシンデンズ コ／用
1817 ホルモン治療 ホルモンチリョウ 医／コ
1818 本剤 ホンザイ コ
1819 本症 ホンショウ コ
1820 マーキング マーキング 医／用
1821 マイコプラズマ マイコプラズマ 医／コ／用
1822 毎食後 マイショクゴ 医／コ
1823 前向きに考える マエムキニカンガエル 医
1824 マクロファージ マクロファージ コ／用
1825 麻疹 マシン／ハシカ コ／用
1826 麻酔科医 マスイカイ コ
1827 待ち時間 マチジカン コ
1828 末期 マッキ 医／コ
1829 末期がん マッキガン 医／コ／用
1830 末期状態 マッキジョウタイ 医／コ
1831 末梢 マッショウ コ
1832 麻痺性腸管 マヒセイチョウカン 医
1833 麻薬 マヤク 医／用
1834 麻薬性鎮痛薬 マヤクセイチンツウヤク 医／コ
1835 慢性胃炎 マンセイイエン 医／コ／用
1836 慢性炎症 マンセイエンショウ 医／コ
1837 慢性肝炎 マンセイカンエン コ／用
1838 慢性期 マンセイキ コ
1839 慢性気管支炎 マンセイキカンシエン コ／用
1840 慢性期療養型病院 マンセイキリョウヨウガタビョウイン 医
1841 慢性疾患 マンセイシッカン コ／用
1842 慢性心不全 マンセイシンフゼン 医／コ／用
1843 慢性腎不全 マンセイジンフゼン ○ 医／コ／用
1844 慢性肺気腫 マンセイハイキシュ 医／用
1845 慢性疲労症候群 マンセイヒロウショウコウグン コ／用
1846 慢性閉塞性肺疾患 マンセイヘイソクセイハイシッカン コ／用
1847 慢性便秘 マンセイベンピ 用
1848 マンパワー マンパワー コ
1849 マンモグラフィー マンモグラフィー 医／コ／用
1850 ミキサー食 ミキサーショク コ
1851 看取る ミトル 医／コ
1852 民間病院 ミンカンビョウイン コ
1853 民間療法 ミンカンリョウホウ 医／コ／用
1854 民生委員 ミンセイイイン コ／用
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1855 無気肺 ムキハイ 医／コ／用
1856 無再発 ムサイハツ 医
1857 無作為化比較試験 ムサクイカヒカクシケン 医／コ／用
1858 無症状 ムショウジョウ コ
1859 無理 ムリ 医
1860 ムンテラ ムンテラ 医／用
1861 酩酊 メイテイ 医
1862 メタボリック メタボリック 医／コ
1863 メタボリック症候群 メタボリックショウコウグン コ／用
1864 メタボリックシンドローム メタボリックシンドローム ◎ ○ 医／コ／用
1865 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 メチシリンタイセイオウショクブドウキュウキン 用
1866 メッツ メッツ コ／用
1867 メディカル メディカル コ
1868 メニエール病 メニエールビョウ 用
1869 目眩 メマイ コ／用
1870 免疫 メンエキ ○ コ／用
1871 免疫染色 メンエキセンショク 医
1872 免疫不全 メンエキフゼン 医／コ／用
1873 免疫不全症 メンエキフゼンショウ 医
1874 メンタルヘルス メンタルヘルス コ／用
1875 もうすこし モウスコシ 医
1876 盲腸 モウチョウ 医／コ／用
1877 目標値 モクヒョウチ コ
1878 モデル事業 モデルジギョウ コ
1879 元に戻る モトニモドル 医
1880 モノクローナル抗体 モノクローナルコウタイ コ／用
1881 もやもや病 モヤモヤビョウ コ／用
1882 モルヒネ モルヒネ 医／コ／用
1883 モルヒネ使用 モルヒネシヨウ 医
1884 モルヒネ製剤 モルヒネセイザイ 医
1885 文科省 モンカショウ コ
1886 問診 モンシン コ／用
1887 問診票 モンシンヒョウ コ
1888 問題ない モンダイナイ 医
1889 夜間頻尿 ヤカンヒンニョウ コ／用
1890 夜間不穏 ヤカンフオン 医
1891 薬液 ヤクエキ コ
1892 薬害 ヤクガイ 医／コ／用
1893 薬学部 ヤクガクブ コ
1894 薬剤アレルギー ヤクザイアレルギー 医
1895 薬剤師 ヤクザイシ コ／用
1896 薬剤費 ヤクザイヒ コ
1897 薬剤部 ヤクザイブ コ
1898 薬事 ヤクジ コ
1899 薬事法 ヤクジホウ コ／用
1900 薬疹 ヤクシン コ／用
1901 薬物相互作用 ヤクブツソウゴサヨウ コ／用
1902 薬物治療 ヤクブツチリョウ コ
1903 薬理作用 ヤクリサヨウ コ
1904 薬価 ヤッカ コ／用
1905 有意差 ユウイサ 医／コ／用
1906 有害事象 ユウガイジショウ コ／用
1907 有酸素運動 ユウサンソウンドウ コ／用
1908 有病率 ユウビョウリツ コ／用
1909 有用性 ユウヨウセイ コ
1910 有料老人ホーム ユウリョウロウジンホーム コ／用
1911 輸液 ユエキ 医／コ／用
1912 輸血 ユケツ 医／コ／用
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1913 癒着 ユチャク 医／コ／用
1914 癒着性イレウス ユチャクセイイレウス 医
1915 ユニットケア ユニットケア コ／用
1916 要介護 ヨウカイゴ コ／用
1917 要介護高齢者 ヨウカイゴコウレイシャ コ
1918 要介護者 ヨウカイゴシャ コ
1919 要介護状態 ヨウカイゴジョウタイ コ／用
1920 要介護度 ヨウカイゴド コ／用
1921 要介護認定 ヨウカイゴニンテイ コ／用
1922 用具 ヨウグ コ
1923 要支援 ヨウシエン コ／用
1924 陽子線治療 ヨウシセンチリョウ 医／コ／用
1925 様子を見る ヨウスヲミル 医
1926 養成施設 ヨウセイシセツ コ
1927 用量 ヨウリョウ コ／用
1928 溶連菌 ヨウレンキン 医／コ／用
1929 抑制 ヨクセイ 医／コ／用
1930 良くなる ヨクナル 医
1931 予後 ヨゴ ◎ ○ 医／コ／用
1932 予後不良 ヨゴフリョウ 医／コ
1933 予備群 ヨビグン コ／用
1934 予防 ヨボウ 医／コ
1935 予防医学 ヨボウイガク コ／用
1936 予防給付 ヨボウキュウフ 医／コ／用
1937 予防効果 ヨボウコウカ コ
1938 予防接種 ヨボウセッシュ 医／コ／用
1939 予防対策 ヨボウタイサク コ
1940 予防的 ヨボウテキ コ
1941 予防的手術 ヨボウテキシュジュツ 医
1942 余命 ヨメイ 医／コ／用
1943 来院 ライイン コ
1944 ラジオ波 ラジオハ 医／コ
1945 卵巣がん ランソウガン コ／用
1946 卵巣機能不全 ランソウキノウフゼン 医
1947 卵巣嚢腫 ランソウノウシュ 医／コ／用
1948 ランダム化試験 ランダムカシケン 医
1949 卵膜 ランマク 医
1950 理学療法 リガクリョウホウ コ／用
1951 理学療法士 リガクリョウホウシ コ／用
1952 罹患 リカン コ／用
1953 罹患率 リカンリツ コ／用
1954 リスク リスク ○ 医／用
1955 リスクファクター リスクファクター コ／用
1956 リスクマネージメント リスクマネージメント 用
1957 立位 リツイ コ
1958 利尿剤 リニョウザイ コ／用
1959 利尿薬 リニョウヤク コ／用
1960 リハビリテーション リハビリテーション コ／用
1961 リビングウイル リビングウイル コ／用
1962 流行性耳下腺炎 リュウコウセイジカセンエン コ／用
1963 流水 リュウスイ コ
1964 留置 リュウチ コ
1965 利用者負担 リヨウシャフタン コ
1966 良性 リョウセイ 医／コ
1967 良性腫瘍 リョウセイシュヨウ 医／コ／用
1968 療養通所介護 リョウヨウツウショカイゴ コ
1969 療養病床 リョウヨウビョウショウ コ／用
1970 緑内障 リョクナイショウ コ／用
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1971 緑膿菌 リョクノウキン コ／用
1972 リンゲル リンゲル 医
1973 臨床医 リンショウイ コ／用
1974 臨床応用 リンショウオウヨウ コ／用
1975 臨床経験 リンショウケイケン コ
1976 臨床研究 リンショウケンキュウ 医／コ／用
1977 臨床研修 リンショウケンシュウ コ
1978 臨床研修指導マッチング リンショウケンシュウシドウマッチング 医
1979 臨床試験 リンショウシケン ○ 医／コ／用
1980 臨床症状 リンショウショウジョウ コ
1981 臨床的 リンショウテキ コ／用
1982 リンパ リンパ 医／コ／用
1983 リンパ腫 リンパシュ コ
1984 リンパ節 リンパセツ 医／コ／用
1985 リンパ節郭清 リンパセツカクセイ コ／用
1986 リンパ節転移 リンパセツテンイ 医／コ
1987 涙液 ルイエキ コ
1988 励行 レイコウ コ
1989 レクリエーション レクリエーション コ
1990 レシピエント レシピエント ○ 医／用
1991 レセプター レセプター 医／コ／用
1992 レセプト レセプト コ／用
1993 裂肛 レッコウ コ／用
1994 レニン レニン コ／用
1995 連携体制 レンケイタイセイ コ
1996 老健 ロウケン コ／用
1997 老健施設 ロウケンシセツ コ
1998 瘻孔 ロウコウ 医／コ／用
1999 老人保健施設 ロウジンホケンシセツ コ／用
2000 老人保健法 ロウジンホケンホウ コ／用
2001 ワークショップ ワークショップ コ／用
2002 分かる ワカル 医
2003 ワクチン ワクチン コ／用
2004 悪くなる ワルクナル 医

国立国語研究所「病院の言葉」委員会
＊調査データを引用する場合は，必ず出典を明示してください。
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