
I-E抗原 I-E antigen
I-E分子 I-E molecule
Ia抗原 Ia antigen, immune associated antigen
IgE IgE, immunoglobulin E
IgA IgA, immunoglobulin A
IgM IgM, immunoglobulin M
IgG IgG, immunoglobulin G
IgD IgD, immunoglobulin D
アイソキャップ isolation cap
アイソザイム isozyme
アイソジェニック系統 isogenic strain
アイソトープ isotope
アイソラック isolation rack
アイソレーションコーリング Isolation calling
アイソレータ isolator
アイメリア・スティーデ Eimeria stiedae
アイメリア・パーフォランス Eimeria perforans
アイメリア・マグナ Eimeria magna
アウエル小体 Auer body
アウエルバッハ神経叢 Auerbach's plexus
アウトブレッド outbred
あえぎ呼吸 gasping, panting
亜鉛 zinc, Zn
アオガイヘモシアニン keyhole limpet hemocyanin, KLH
アカイエカ common mosquito, Culex pipiens
アカゲザル Macaca mulatta , rhesus monkey
アカネズミ Apodemus speciosus , wood mouse
赤身魚粉 brown fish meal
アガロース agarose
亜急性硬化性全脳炎 SSPE, subacute sclerosing panen-

cephalitis
亜急性毒性 subacute toxicity
亜急性毒性試験 subacute toxicity test
アキレス腱 Achillis tendon, calcaneal tendon
悪臭 offensive odor
悪臭防止法 offensive odor control law, foul smell

control law
悪性（の） malignant
悪性高体温 malignant hyperthermia
悪性貧血 pernicious anemia
アクチノバシローシス actinobacillosis
アクチン actin
アクロゾーム acrosome
亜系 substrain, subline
上げ下げ法 up-and-down method
アゴニスト agonist
アザチオプリン azathioprine
アザペロン azaperon
亜酸化窒素 nitrous oxide
足 leg

［ア］
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アシドーシス acidosis
足引き込み反射 pedal withdrawal reflex
亜種 subspecies
アジュバント adjuvant
アジュバント関節炎 adjuvant arthritis
アジュバント病 adjuvant disease
アスコルビン酸 ascorbic acid, vitamin C
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ aspartate aminotransferase, AST, GOT
アスピリン aspirin
アスピレーター aspirator
アスベスト asbestos
アスペルギルス病 aspergillosis
アスペルギルス・フミガーツス Aspergillus fumigatus
アスマン湿度計 Assman psychrometer
アズール azure
アセチルコリン acetylcholine
アセチルコリンエステラーゼ acetylcholinesterase
アセトアミノフェン acetaminophen
アセトアルデヒド acetaldehyde
アセプロマジン acepromazine
アチパメゾール atipamezole
圧覚 pressure sensation
圧縮空気 compressed air
圧受容器 baroreceptor
圧反射 baroreflex
アディソン病 Addison's disease
アーティファクト artifact
アデノウイルス adenovirus
アデノシン三リン酸 adenosine triphosphate
アデノシン脱アミノ酵素欠乏 adenosine deaminase deficiency
アデノシン二リン酸 adenosine diphosphate
後産 afterbirth
後産停滞 retained placenta
アトピー atopy
アトピー性皮膚炎 atopic dermatitis
アドレナリン adrenaline
アドレナリン作動性神経 adrenergic nerve
アトロピナーゼ atropinase
アトロピン atropine
アトウオーター係数 Atwater physiological fuel value
アナフィラキシー anaphylaxis
アナフィラキシー様ショック anaphylactoid shock
アナフィラトキシン anaphylatoxin
アナフィラトキシン失活剤 anaphylatoxin inactivator
アニサキス症 anisakiasis
アネルギー anergy
アネモ型吹き出し口 anemostat type difuser
アネモディフューザー anemo-diffuser
アヒル duck
アフィニティークロマトグラフィー affinity chromatography
アフィニティ標識 affinity labeling
アブシジア absidia

2 / 129 ページ



アブソリュートフィルター absolute filter
アフリカツメガエル South African clawed toad, Xenopus

laevis
アベルソンマウス白血病ウイルス Abelson murine leukemia virus
アベルチン avertin
アポクリン腺 apocrine gland
アポクリン分泌 apocrine secretion
アポトーシス apoptosis
アポトーシス誘導因子 apoptosis inducer
アポリポタンパクE apolipoprotein E
アマミノクロウサギ Amami rabbit, Pentalagus furnessi
アミノ酸 amino acid
アミノ酸パターン amino acid pattern
アミノフィリン決定要因 determinant aminophylline
アミノペプチダーゼ animopeptidase
アミラーゼ amylase
アミロイド amyloid
アミロイド症 amyloidosis
アミロース amylose
アミロペクチン amylopectin
アメリカザリガニ crayfish, Procambarus clarkii
アメリカ実験動物学会 AALAS, American Association for

Laboratory Animal Science
アラキドン酸 arachidonic acid
アラニン alanine
アラニンアミノトランスフェラーゼ alanine aminotransferase, ALT, GPT
RI動物施設 RI animal facilities
Rh式血液型 Rhesus blood group
Rh式血液型 Rhesus blood group
RNA ribonucleic acid, RNA
アルカプトン尿症 alkaptonuria
アルカリ血症 alkalosis
アルカリフォスファターゼ alkaline phosphatase, ALP
アルカローシス alkalosis
アルギニン arginine
アルクロニウム alcuronium
アルコール温湿度計 alcohol thermometer
アルツス反応 Arthus reaction
アルツハイマー病 Alzheimer's disease
RT-1抗原 RT-1 antigen
RT-PCR（法） reverse transcriptase-polymerase chain

reaction, RT-PCR
アルドステロン aldosterone
アスパラギン酸 aspartic acid
アルビノ albino
α２-アドレナリン作動薬 α2-adrenergic agonist
αH鎖病 α heavy chain disease
アルファキサロン alphaxalone
α-クロラロース α-chloralose
α-受容体 α-receptor
α-フェトプロテイン α-fetoprotein
α-トコフェロール α-tocopherol
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アルファドロン alphadolone
α-ハイドロキシ酪酸脱水素酵素 α-hydroxybutyrate dehydrogenase
α-ペプチド α-peptide
α-ヘリックス α-helix
アルファルファ alfalfa, lucern
アルフェンタニール alfentanil
アルブミン albumin
アルブミン・グロブリン比 albumin globlin ratio
アルマイト加工 alumite processing
アルミニウム aluminium [Al]
アレキシン alexin
アレナウィルス arenavirus
アレルギー allergy
アレルギー性精巣炎 allergic orchitis
アレルギー性接触皮膚炎 allergic contact dermatitis
アレルギー性肉芽腫症 allergic granulomatosis
アレルギー性鼻炎 allergic rhinitis
アレルゲン allergen
アロキサン糖尿病 alloxan diabetes
アログループ allogroup
アロジェニック allogenic
アロタイプ allotype
アロタイプ決定要因 allotypic determinant
粟 millet
アンギオテンシン angiotensin
アンギオテンシン変換酵素 angiotensin converting enzyme
暗順応 dark adaptation
安静代謝率 resting metabolic rate
安全域 safety margin
安全管理規程 safety control rule
安全管理者 safety supervisor
安全キャビネット safety cabinet
安全作業基準 safety work standard
安全性 safety
安全性試験 safety test
安全装置 safety device
安全弁 safety valve
アンチコドン anticodon
アンチセンス antisense
アンチホルモン antihormone
安定化選択 stabilizing selection
アンドロジェン androgen
アンモニア ammonia
アンモニアガス検知器 ammonia gas detector
アンモニア排泄動物 ammonotelic animal
アンモニア腐食 ammonia corrosion
安楽死 euthanasia
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胃 stomach
イエウサギ Oryctolagus cuniculus , rabbit
胃液 gastric juice
胃液分泌 gastric secretion
ES細胞 embryonic stem cell, ES cell
イエバエ house fly, Musca domestica
Elマウス El mouse
イエロー・オベーズマウス yellow-obese mouse
胃炎 gastritis
硫黄 sulphur, sulfur [S]
イオン交換 ionic exchange
イオン交換器 ionic exchanger
異化 catabolism
胃潰瘍 gastric ulcer
異核共存体 heterokaryon
威嚇行動 threat behavior
鋳型 template
怒り反応 rage reaction
息切れ breathlessness
息こらえ breath holding
閾値 threshold (value)
育種様式 breeding system
育成 rearing
異系交雑 [交配] outbreeding, outcrossing
異型接合体 heterozygote
異型配偶子 heterogamate
移行上皮 transitional epithelium
意識 consciousness
維持系統 maintenance strain
維持集団 maintenance colony
異質性 heterogeneity
異質染色質 heterochromatin
維持培地 maintenance medium
異種移植 xenotransplantation
異種移植感染症 xenosis
異種移植片 xenograft
萎縮 atrophy
異種抗血清 xenoantiserum
異所移植 heterotopic transplantation
異常行動 abnormal behavior, atypical behavior
異常歩行 abnormal gait
移植 implantation, transplantation
異食（症） pica
移植抗原 transplantation antigen
移植針 transplantation needle
移植組織 graft, transplant
移植片 graft, transplant
移植片生存 graft survival
移植片対宿主反応 graft-versus-host reaction, GVHR
移植免疫 transplantation immunity

［イ］
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異数体 heteroploid
胃腺 gastric gland
異染色質 heterochromatin
異染性 metachromasia
位相差顕微鏡 phase contrast microscope
イソフルラン isoflurane
イソプレナリン isoprenaline
イソロイシン isoleucine
胃体 body of stomach
委託管理 entrust management
痛み pain
位置 site
一遺伝子性 monogenic
位置感覚 position sense
一換性歯 diphyodont
一元配置 (法) one-way layout (design)
位置効果 position effect
一次回帰 linear regression
一次隔離 primary isolation
一次環境 primary environment
一次性徴 primary sex character
一次免疫応答 primary immune response
一代雑種 F1 hybrid
一代性歯 monophyodont
一日増体重 daily  weight gain
一倍体 monoploid
一方向気流 one way air flow
胃腸膵内分泌系 gastro-entero-pancreatic (GEP)

endocrine system
一卵性双生子 [仔，児] monovular [monozygotic] twin
一廊下方式 one-corridor system
一回換気量 tidal volume
一回心拍出量 stroke volume
一酸化窒素 nitric oxide, NO
一般（家庭）廃棄物 domestic waste
一般毒性試験 general toxicity test
一般薬理試験 general pharmacological test
胃底 fundus of stomach
ED50 ED50, median effective dose
イディオタイプ idiotype
イディオタイプ決定基 idiotypic determinant
胃底腺 fundic gland
EDTA EDTA, ethylenediaminetetraacetic acid
遺伝 heredity, inheritance
遺伝暗号 genetic code
遺伝医学 medical genetics
遺伝学 genetics
遺伝荷重 genetic load
遺伝形質 genetic character
遺伝子 gene
遺伝子移植 transgene
遺伝子型 genotype
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遺伝子型頻度 genotype frequency
遺伝子間組み換え intergenic recombination
遺伝子記号 gene symbol
遺伝子クローニング gene cloning
遺伝子工学 genetic engineering
遺伝子座 gene locus, genetic locus
遺伝子座特異性 locus specificity
遺伝子産物 gene product
遺伝子地図距離 gene map distance
遺伝子地図単位 gene map unit
遺伝子相互作用 gene interaction
遺伝子操作 gene manipulation
遺伝子挿入 gene integration
遺伝子組成 gene constitution
遺伝子多型 genetic polymorphism
遺伝子ターゲッティング gene targeting
遺伝子置換 gene substitution
遺伝子地図 gene mapping
遺伝子地図作製 gene mapping
遺伝子治療 gene therapy
遺伝（性）疾患 hereditary disease, inheritable disease
遺伝子導入 transgene
遺伝子導入 gene transfer
遺伝子導入動物 transgenic animal
遺伝子導入の transgenic
遺伝子毒性 genotoxicity
遺伝子トラップ gene trapping
遺伝子内組換え intragenic recombination
遺伝子ノックアウト gene knockout
遺伝子発現 gene expression
遺伝子バンク gene bank
遺伝子標的法 gene targeting
遺伝子頻度 gene frequency
遺伝子プール gene pool
遺伝子変換 gene conversion
遺伝子モニタリング genetic monitoring
遺伝情報 genetic information
遺伝子ライブラリー gene library
遺伝子流動 gene flow
遺伝子量 gene dosage
遺伝子量補正 gene dosage compensation
遺伝的危険度 genetic risk
遺伝的差異 genetic difference
遺伝的症候群 genetic syndrome
遺伝的制御 genetic control
遺伝的背景 genetic background
遺伝的浮動 genetic drift
遺伝的プロファイル genetic profile
遺伝的分散 genetic variance
遺伝的平衡 genetic equilibrium
遺伝的変異 genetic variation
遺伝的要因 genetic factor
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遺伝(子)毒性物質 genotoxic substance
遺伝(子)突然変異 gene mutation
遺伝病 hereditary disease, inheritable disease
遺伝分析 genetic analysis
遺伝マーカー genetic marker
遺伝率 heritability
移動 migration
伊東細胞 Ito cell
移動平均法 method of moving average
胃内投与 intragastric administration
イナクチン inactine
イニシャルコスト first installation cost, initial cost
移入抗体 transferred antibody
イヌ Canis familiaris , dog
イヌアデノウイルス canine adenovirus
イヌ回虫 Toxocara canis
イヌ口腔乳頭腫ウイルス canine oral papilloma virus
イヌ鉤虫 Anchylostoma caninum
イヌコロナウイルス canine coronavirus
イヌ糸状虫 Dirofilaria immitis
イヌジステンパーウイルス canine distemper virus
イヌ小回虫 Toxocara leonina
イヌ条虫 Dipylidium caninum
イヌ伝染性肝炎 infectious canine hepatitis
イヌ伝染性喉頭気管炎 infectious canine laryngotracheitis
イヌノミ Ctenocephalides canis
イヌハジラミ Trichodectes canis
イヌパルボウイルス canine parvovirus
イヌブルセラ病 canine brucellosis
イヌヘルペスウイルス canine herpesvirus
イヌミミヒゼンダニ Otodectes cynotis
犬抑留所 dog pound
イヌリン inulin
イヌレピトスピラ Leptospira canicola
胃の gastric
イノシトール inositol
異物 foreign matter
イブプロフェン ibuprofen
異母 [異父] 兄弟 half sib
イモリ Cynops pyrrhogaster , newt
入角 [入隅] reentrant part
医療（用）設備 medical equipment
入れ墨 tattoo(ing)
入墨器 tattoo set
陰圧 negative pressure
陰圧（アイソ）ラック absorbed air isolation rack
陰核 clitoris [pl . clitorides]
陰核海綿体 clitoral cavernous body
引火性 inflammability
インキュベーター incubator
インクロス incross
陰茎 penis
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陰茎海綿体 penial cavernous body
陰睾 cryptochid(ism), retained testis
インサイチュー in situ
インサイチュー・ハイブリダイゼーショ in situ hybridization

ン
飲作用（細胞の） pinocytosis
因子 factor
因子軸回転 rotation of factors
因子得点 factor score
因子負荷量 factor loading
因子分析法 factor analysis
飲水 drinking water
飲水処理装置 drinking water processing apparatus
飲水中枢 drinking center
飲水量 water consumption, water intake
インスリン insulin
インスリン依存性糖尿病 IDDM, insulin-dependent diabetes mellitus
インスリン抵抗性 insulin resistance
インスリン非依存性糖尿病 NIDDM, non-insulin-dependent

diabetes mellitus
インスリン分泌細胞 insulin secretory cell
インスレーター insulator
インタークロス intercross
インタ（ー）フェロン interferon
インターロイキン IL, interleukin
インターロック interlock
インテグリン integrin
咽頭 pharynx
咽頭腔 pharyngeal cavity
インドスナネズミ Indian gerbil, Tater indica
イントロン intron
院内感染 hospital-acquired infection, nosocomial

infection, hospital infection
陰嚢 scrotum
インバータ inverter
インパルス impulse
インビトロ in vitro
インビボ in vivo
インプリンティング imprinting
インフルエンザ influenza
陰門 vulva [pl . vulvae]
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ウィスコット・オールドリッチ症候群 Wiskott-Aldrich syndrome
ウイルス virus
ウイルス血症 viremia
ウイルス中和試験 virus neutralization test
ウイルス分離 virus isolation
ウイルス粒子 virion
ウイルソン病 Wilson's disease
ウェスタンブロット（法） western blot
ウエットテイル wet tail
ウェルシュ菌 Clostridium perfringens
ウェルビーイング well-being
ウォルフ管 Wolffian duct
ウォルフ管 Wolffian duct
鰾 [うきぶくろ] air bladder
受入れ室 receipt [acceptance] room
受け身免疫 passive immunity
ウサギエンセファリトゾーン Encephalitozoon cuniculi
ウサギ大型コクシジウム Eimeria magna
ウサギ肝コクシジウム Eimeria stiedae
ウサギキュウセンヒゼンダニ Psoroptes cuniculi
ウサギ口腔乳頭腫ウイルス rabbit oral papilloma virus
ウサギ出血性大腸炎 hemorrhagic colitis of rabbit
ウサギ穿孔コクシジウム Eimeria perforans
ウサギ痘 rabbit pox
ウサギ梅毒 rabbit syphilis
ウシ Bos taurus , cattle
う歯 dental caries
ウシガエル Rana catesbeiana , bull frog
ウシ血清アルブミン bovine serum albumin
右心室 right ventricle, ventriculus dexter
右心房 right atrium, atrium dextrum
うずくまり crouching
ウズラ Coturnix coturnix , quail
うっ血 congestion, stagnation
うつ滞 stasis
ウニ sea urtin
乳母哺育 foster nursing
ウマ Equus caballus , horse
右葉 right lobe
ウレアプラズマ ureaplasma
ウレタン urethane
ウロビリノーゲン urobilinogen
ウロビリン urobilin
運転経費 operating cost, running cost
運動感覚 kinesthesia
運動失調 ataxia
運動神経 motor nerve
運動単位 motor unit
運搬車 cart
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エアカーテン air curtain
エアシャワー air shower
エアゾール [エーロゾル] aerosol
エアタイト air tight
エアハンドリングユニット air handling unit
エアフィルター air filter
エアレーション aeration
エアロック air lock
Am-アロタイプ Am-allotype
永久歯 permanent tooth
エイコサペンタ（エ）ン酸 eicosapentanoic acid
エイズ acquired immunodeficiency syndrome,

AIDS
エイズ関連症候群 AIDS-related complex
衛生 hygiene, sanitation
衛生学 hygiene
衛生管理 sanitary management
衛生設備 sanitary equipment, sanitation
営巣 nest building
H-1ウイルス H-1 virus
H-2抗原 histocompatibility-2 [H-2] antigen
Ｈ-2コンプレックス H-2 complex
H-2領域 H-2 region
H9細胞 H9 cell
HI抗体 HI antibody
HE染色 hemartoxylin-eosin [HE] stain
H抗原 H antigen
H-Y抗原 H-Y antigen
エイムス試験 Ames test
栄養 nutrition
栄養因子 nutritional factor
栄養価 nutritional value, nutritive value
栄養外胚葉 trophectoderm
栄養強化 nutrient fortification
栄養障害 nutritional disorder
栄養成分 nutritional component
栄養素 nutrient
栄養阻害因子 antinutritional factor
栄養素要求株 auxotroph
栄養胚葉 trophoblast
栄養必要 [要求] 量 nutritional requirement
栄養標準 nutritional standard
栄養不良 malnutrition
栄養補給 alimentation
栄養膜 trophoblast
栄養（的）要因 nutritional factor
会陰 perineum
エオジン好性（の） eosinophilic
腋窩（の） axillary
疫学 epidemiology
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エキスパンド飼料 expanded feed
液性調節 humoral regulation
液性伝達 humoral transmission
液性防御因子 humoral defense factor
液性免疫 humoral immunity
エキソサイトーシス exocytosis
エキソン exon
液体クロマトグラフ liquid chromatograph
液体飼料 liquid diet
液体窒素 liquid nitrogen
液体廃棄物 liquid disposal
液体比重計 hydrometer
エクトロメリア infectious ectromelia, mouse pox
エクリン腺 eccrine gland
エクリン分泌 eccrine secretion
餌 diet, food, rations
壊死 necrosis
SIV simian immunodeficiency virus
SRY遺伝子 SRY gene
SHRラット SHR rat, spontaneous hypertensive rat
SOP SOP, standard operating procedure
SCIDマウス severe combined immunodeficient

mouse, SCID mouse
SDAV SDAV, sialodacryoadenitis virus
STLV simian T cell leukemia virus
エステラーゼ esterase
エステル ester
エストラジオール estradiol
エストロジェン estrogen
SPFコロニー SPF colony
SPF施設 SPF facility, SPF unit
SPF動物 specific pathogen-free animal, SPF ani-

mal
SV40 simian virus 40, SV40
壊疽性炎 gangrenous inflammation
エゾヤチネズミ Clethrionomys rufocanus bedfordiae ,

red-backed mouse
枝分れ分類 hierarchial classification
エチレンオキサイド ethylene oxide
エックスジャームフリー ex-germfree
X染色体 X-chromosome
エックス線発生装置 X-ray generator
XY型 XY-type
エーテル ether
エーテル麻酔 ether anesthesia
エトキシキン ethoxyquin
エトミデート etomidate
エトルフィン etorphine
NODマウス NOD mouse, non-obese diabetic mouse
NK細胞 natural killer cell, NK cell
エネルギー価 energy value
エネルギー源 energy source
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エネルギー消費 energy expenditure
エネルギーセンター energy center
エネルギー代謝 energy metabolism
エネルギー代謝率 energy metabolic rate
エネルギーバランス energy balance
エネルギー平衡 energy equilibrium
エネルギー要求量 energy requirement
エピゾーム episome
エピトープ epitope
Fabフラグメント Fab fragment
F検定 F-test
Fcレセプター [受容体] Fc receptor
エプスタイン・バーウイルス Epstein-Barr virus, EBV
F分布 F-distribution
エボラウイルス Ebola virus
エボラ出血熱 Ebola hemorrhagic fever
mRNA messenger RNA, mRNA
MHC major histocompatibility complex,

MHC
MOI MOI, multiplicity of infection
エライザ（法） ELISA, enzyme-linked immunosorbent

assay
鰓呼吸 branchial respiration
選好み採食者 selective forager
エリスロポ（イ）エチン erythropoietin
LECラット LEC rat, Long-Evans cynamon rat
LH LH, luteinizing hormone
LHRH LHRH, luteinizing hormone releasing

hormone
L鎖（免疫グロブリンの） L chain, light chain
エルシニア・エンテロコリチカ Yersinia enterocolitica
エルシニア症 yersiniosis
LPS lipopolysaccharide
エレクトロポレーション electroporation
遠隔操作 remote operation
塩基組成 base composition
塩基置換 base substitution
塩基対 base pair
塩基転換 transversion
塩基配列（順序） base sequence
嚥下 swallowing, deglutition
嚥下反射 swallowing reflex
演出型 dramatype
炎症 inflammation
炎症性サイトカイン proinflammatory cytokine
遠心機 centrifuge
遠心性線維 efferent fiber
円刃刀 scalpel
延髄 medulla oblongata
延髄動物 oblongata animal
エンセファリトゾーン・クニクリ Encephalitozoon cuniculi
塩素 chlorine [Cl]

13 / 129 ページ



塩素処理 chlorination
エンタルピー enthalpy
エンテロバクター enterobacter
エンドトキシン endotoxin
エンドヌクレアーゼ endonuclease
エンハンサー enhancer
エンフルラン enflurane
エンベロープタンパク envelope protein
エンリッチメント enrichment

尾 tail
横隔膜 diaphragm
応急処置 emergency treatment, first-aid treatment
横行胸筋 pectoralis transversus muscle
横静脈洞 transverse sinus
黄色腫 xanthoma
黄色ブドウ球菌 Staphylococcus aureus
黄体 corpus luteum
黄体期 luteal phase
黄体形成ホルモン LH, luteinizing hormone
黄体形成ホルモン放出ホルモン LHRH, luteinizing hormone releasing

hormone
黄体ホルモン progesterone, luteal hormone
黄疸 icterus, jaundice
黄疸出血性レプトスピラ Leptospira icterohaemorrhagiae
横断面 transverse plane
嘔吐 emesis, vomiting
応答時間 response time
嘔吐中枢 vomiting center
横突起 transverse process
黄熱 yellow fever
往復システム to-and-fro system
オウム病 ornithosis, psittacosis
オウム病クラミジア Chlamydia psittaci
横紋筋 striated muscle
オオネズミクイ crest-tailed marsupial rat
オキサゾロン oxazolone
オキシトシン oxytocin
オキシメトリー oximetry
オキシモルホン oxymorphone
オーシスト oocyst
雄 [おす] male
汚水 sanitary drain, soil water
汚水浄化槽 waste water purifier
汚水処理 waste water disposition
汚水糟 soil pit, soil sump
汚水溜 cesspool
汚染 contamination
汚染区域 dirty area
汚染物 contaminant

［オ］
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汚染廊下 dirty corridor
オゾン ozone
オゾン脱臭装置 ozone deodorization unit
オゾン発生装置 ozone generator (unit), ozoneizer
オータコイド autacoid
オトガイ舌筋 genioglossus muscle
オートクリン autocrine
オートクレーブ autoclave
オートスクレーパー方式 autoscraping system
オートボディー autobody
オートラジオグラフィー autoradiography
オピオイド opioid
汚物処理 waste disposition
オープンシステム open system
オープンフィールド法 open field method
オペラント行動 operant behavior
オペラント条件づけ operant conditioning
オペレーター operator
親子交配 parent-offspring mating
親子相関 parent-offspring correlation
オランウータン orang-utan
オリゴ糖 olygosaccharide
オルガネラ cell organella
オールフレッシュ方式 all fresh air system
オレイン酸 oleic acid
オロチン酸 orotic acid
音圧 sound pressure
温覚 warm sensation
温血動物 warm-blooded animal
温水ボイラー hot water boiler
音声除去 devocalization
音速 sound velocity
温度 temperature
温度感受性突然変異体 temperature-sensitive mutant
温度記録計 thermograph
温度計 thermometer
温度勾配 temperature gradient
温度受容器 thermoreceptor
温度順応 temperature acclimation
温度衝撃 [ショック] temperature shock
温度制御 temperature control
温度センサー temperature sensor
温度中性域 thermoneutral zone
温度調節 thermoregulation
温度分布 temperature distribution
温熱中枢 heat center
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科 family
カ mosquito
加圧空気 compressed air
下位 hypostasis
外因性抗原 exogenous antigen
外陰部 external genitalis, external genitalia
カイウサギ Oryctolagus cuniculus , rabbit
回帰 regression
外気温度 outdoor (air) temperature
回帰曲線 curvilinear regression
回帰係数 regression coefficient
外寄生虫 vermin
回帰直線 regression line
外気取入れ量 volume of fresh air
回帰熱ボレリア Borrelia recurrentis
外気負荷 fresh air load, outdoor air load
回帰分析 regression analysis
階級 class
階級値 class value
階級幅 class interval
開胸 thoracotomy
外頚静脈 external jugular vein
カイコ Bombyx mori , silkworm
開口（部） orifice
開口器 mouth opening gag
外呼吸 external respiration
介在ニューロン intercalated neuron, interneuron
外耳 external ear
開始コドン initiator codon
カイ二乗検定 chi-square test
カイ二乗分布 chi square distribution
概日リズム circadian rhythm
外耳道 external auditory meatus
外傷 trauma, wound
外生殖器 external genital organ
外精巣挙筋 external cremaster muscle
かいせん [疥癬] mange
回旋動脈 circumflex artery
外窓 exterior window
外挿 extrapolation
開創器 retractor
外側胸静脈 lateral thoracic vein
外側広筋 vastus lateralis muscle
外側趾伸筋 extensor digitorum lateralis muscle
外側翼突筋 lateral pterygoid muscle
害虫 vermin
害虫駆除 pest control
回虫病 ascaridiasis
回腸 ileum
回腸の ileal

［カ］
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回転病 rolling disease
解糖 glycolysis
ガイドライン guideline
海馬 hippocampus
外胚葉 ectoderm
灰白質 gray matter
灰白便 grayish feces
回避反応 avoidance response
外部寄生虫 ectoparasite
回復遺伝子 restore gene
開腹器 abdominal retractor
回復期 recovery period
回復試験 recovery test [study], reversibility study
開腹術 laparotomy
外部生殖器 external genitalis
外分泌（物） external secretion
外分泌腺 exocrine gland
解剖学 anatomy
開放呼吸回路 open breathing circuit
解剖室 dissection room
開放循環系 open vessel system
開放方式 open system
外膜 adventitia
界面活性剤 detergent, surface active agent, surfac-

tant
潰瘍 ulcer
解離曲線 dissociation curve
解離定数 dissociation constant
開裂 cleavage
カイロミクロン chylomicrone
下顎（骨） mandible, mandibula [pl . mandibulae]
化学汚染物質 chemical pollutant
過角化症 hyperkeratosis
下顎後引筋 retractor mandible muscle
化学災害 chemical hazard
化学受容器 chemoreceptor
下顎神経 mandibular nerve
下顎腺 mandibular gland
化学的酸素要求量 chemical oxygen demand, COD
化学的消毒（法） chemical disinfection
化学的突然変異誘発物質 chemical mutagen
化学伝達 chemical transmission
化学発光 chemiluminescence
化学療法剤 chemotherapeutic
過換気 hyperventilation
鈎爪 claw
蝸牛 cochlea
家禽 domestic fowl
核 nucleus [pl . nuclei]
核移植 nuclear transfer
核遺伝子 nuclear gene
核液 nuclear sap
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核外遺伝 extra-choromosomal inheritance, extra-
nuclear inheritance

核外遺伝子 episome
顎関節 temporomandibular joint
核型 karyotype
核型分析 karyotype analysis
核酸 nucleic acid
学習 learning
核小体 nucleolus
核仁 nucleolus
核心温度 core temperature
核仁染色体 nucleolar chromosome
覚醒反応 arousal reaction
核体 karyoplast
核タンパク（質） nucleoprotein
拡張 dilatation
拡張期血圧 diastolic pressure
顎動脈 maxillary artery
獲得形質 acquired character
獲得免疫 acquired immunity
核内倍加 endoreduplication
核内倍数性 endopolyploidy
核内封入体 intranuclear inclusion body
核内分裂 endomitosis
核濃縮 pyknosis, pycnosis
撹拌器 stirrer
核分裂 nuclear division
隔壁 barrier, septum
角膜 cornea
核膜 nuclear membrane
角膜炎 keratitis
角膜反射 corneal reflex
核ラミン nuclear lamin
隔離 separation, exclusion
隔離施設 barriered facility
確率誤差 probable error
確率密度関数 probability density function
隔離方式 barrier system, isolator system
家系 family
家系（図） kindred, pedigree
過形成 hyperplasia
過形成 hyperplasia
家系選抜 family selection
カケクチン cachectin
可欠アミノ酸 nonessential amino acid
過血糖 hyperglycemia
下限値 lower limit
下降気流 downflow draft
下行結腸 descending colon
下行大動脈 aorta descendens, descending aorta
芽細胞 blast cell
火災報知器 fire alarm
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過酢酸 peracetic acid
過酸化脂質 lipid peroxide
過酸化物 peroxide
華氏温度 Fahrenheit's temperature
加湿器 humidifier
荷重移動平均 weighted moving average
荷重(算術)平均 weighted (arithmetic) mean
可消化エネルギー digestive energy
可消化粗タンパク（質） digestible crude protein
可消化養分総量 total digestible nutrient, TDN
過剰給餌 overfeeding
過剰摂取 overintake
過剰排卵 superovulation
下唇 lower lip
下垂体 pituitary gland, hypophysis
下垂体後葉ホルモン posterior pituitary hormone
下垂体前葉ホルモン anterior pituitary hormone
下垂体摘出（術） hypophysectomy
加水分解 hydrolysis
加水分解酵素 hydrolase
ガスクロマトグラフィー gas chromatograph
ガス燻蒸 [消毒] gas fumigation
カスケード方式 cascade system
ガス検知器 gas detector
カスタネウスマウス castaneus mouse, Mus musculus

castaneus
ガストリン gastrin
ガス排気（システム) gas scavenging (system)
カスパーゼ caspase
ガス滅菌器 gas sterilizer
ガス漏れ検知器 gas leak detector
化生 metaplasia
仮性結核菌 Yersinia pseudotuberculosis
カゼイン casein
仮説 hypothesis
画像解析装置 image analyzer
画像処理 image processing
家族 family
家族性高コレステロール血症 familial hypercholesterolemia
下大静脈 vena cava inferior
片側検定 one-sided test
肩関節 shoulder joint
カタル性炎 catarrhal inflammation
家畜 domestic animal
家畜化 domestication
可聴域 audible range
可聴音 audible sound
顎下腺 submandibular gland
褐色脂肪組織 brown adipose tissue
活性汚泥法 activated sludge method
活性化マクロファージ activated macrophage
活性炭フィルター activated charcoal filter
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活動電位 action potential
活動電流 action current
合併症 complication
滑面小胞体 SER, smooth-surfaced endoplasmic

reticulum
括約筋 sphincter
家庭廃棄物 domestic waste
カテコールアミン catecholamine
カテーテル catheter
カーテンウオル curtain wall
果糖 fructose
カドミウム cadmium [Cd]
金網床 wire flooring
カニクイザル crab-eating monkey, cynomolgus

monkey, Macaca fascicularis
カニューレ cannula
加熱 heating
加熱負荷 heating load
化膿 suppuration
化膿性炎 suppurative inflammation
過（剰）排卵 super ovulation
カーバチルス CAR bacillus, cilia-associated respira-

tory bacillus
痂皮 crust
過敏症 hypersensitivity
カプノグラフ capnography
カフマン-ホワイト配列 Kauffmann-White scheme
カプリング coupling
可変風量方式 valiable air volume system
芽胞 spore
カポジ肉腫 Kaposi's sarcoma
ガマ common toad, toad
夏眠 aestivation, summer sleep
カメ（類） turtle
過免疫抗血清 hyperimmune antiserum
カヤネズミ harvest mouse, Micromys minutus
過優性効果 overdominant effect
粥状便 pasty feces
可溶性でんぷん soluble starch
可溶性無窒物 nitrogen free extract
ガラス化 vitrification
ガラミン gallamine
カリウム potassium [K]
カリシウイルス calicivirus
顆粒球 granulocyte
顆粒球減少症 granulocytopenia
顆粒球コロニー刺激因子 granulocyte colony stimulating factor
顆粒球マクロファージコロニー刺激因 granulocyte-macrophage colony

子 stimulating factor
顆粒状飼料 crumble
顆粒膜細胞 granulosa cell
カルシウム calcium [Ca]
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カルシフェロール calciferol, vitamin D
カルプロフェン carprofen
加齢 aging
カロリー calorie
カロリータンパク（質）比 calorie-protein ratio
カロリー要求量 calorie requirement
癌 cancer
簡易照度計 portable illuminometer
癌遺伝子 oncogene
換羽 molting
肝炎 hepatitis
眼窩 orbit
眼窩下腺 infraorbital gland
感覚器 sense organ
感覚器毒性 sense organ toxicity
感覚神経 sensory nerve
感覚毛包 vibrisal follicle
眼窩上の supraorbital
眼窩静脈叢 orbital sinus
還気 return air
換気 ventilation
間期 interphase
換気回数 ventilation rate
換気口 ventilating opening
肝機能 liver function
肝機能検査 liver function test
眼球 eyeball
乾球温度 dry bulb temperature
眼球振盪 nystagmus
眼球突出 exophthalmos, exophthalmus
環境 environment
環境因子 environmental factor
環境汚染 environmental pollution
環境温度 environmental temperature
環境基準 environmental standard
環境条件 environmental condition
環境制御 environmental control
環境耐性 environmental tolerance
環境複合 environmental complex
環境変異原 environmental mutagen
環境保全 environmental integrity
環境ホルモン endocrine disruptor, hormone disruptor
環境モニタリング environmental monitoring
環境要因 environmental factor
換気量 ventilating volume
肝クリアランス hepatic clearance
冠血流量 coronary blood flow
眼瞼 eyelid
癌原遺伝子 protooncogene
眼瞼下垂(症） ptosis
癌原性試験 carcinogenicity test, oncogenicity test
看護 nursing care
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肝硬変 hepatic cirrhosis,cirrhosis
肝コクシジウム病 hepatic coccidiosis
寛骨 coxal bone, hip bone
感作 sensitization
肝細胞 hepatic cell
幹細胞 stem cell
感作反応 sensitization reaction
鉗子 forceps
監視 monitoring, surveillance
監視設備 monitoring device
カンジダ・アルビカンス Candida albicans
間質 stroma
間質液 interstitial fluid
乾湿（球湿度）計 psychrometer
間質細胞 interstitial cell
間質性肺炎 interstitial pneumonitis
含湿度 moisture content
癌腫 carcinoma
感受性 sensitivity,susceptibility
冠循環 coronary circulation
杆状核好中球 stab cell
緩衝作用 buffer action
環状染色体 ring chromosome
肝静脈 hepatic vein
冠静脈洞 coronary sinus
肝除去 [摘出] hepatectomy
含水飼料 moist food
含水量 moisture content
間性 intersex, intersexuality
関節 articulation, joint
関節炎 arthritis
関節炎マイコプラズマ Mycoplasma arthritidis
関節筋 articular muscle
関節腔 articular cavity
間接照明 indirect illumination
汗腺 sweat gland
完全兄妹 full sib
感染症 infectious disease
完全心 complete heart
完全性周期 complete estrous cycle
完全生殖周期 complete reproductive cycle
感染多重度 MOI, multiplicity of infection
完全燃焼 complete combustion, perfect combustion
感染病 [症] infectious disease
完全無作為法 completely randomized design
完全優性 complete dominance
感染力 infectivity
肝臓 liver
乾燥器 drying oven
乾燥剤 desiccant
乾燥飼料 dry food
癌胎児抗原 carcinoembryonic antigen, CEA
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肝代謝 hepatic metabolism
間代性痙攣 clonic convulsion
環椎 atlas
かん詰飼料 canned food
眼底検査 funduscopy
肝摘出（術） hepatectomy
肝蛭 Fasciola hepatica
寒天 agar,agarose
寒天培地 agar medium
冠（状）動脈 coronary artery
冠動脈 coronary artery
冠動脈狭窄 coronary artery stenosis
乾熱滅菌器 dry heat oven, electric hot air sterilizer
間脳 diencephalon
官能検査 sensory test
カンピロバクター・ジェジュニ Campylobacter jejuni
カンピロバクター病 campylobacteriosis
乾物 dry matter
乾物消化率 dry matter digestibility
貫壁性（の） transmural
γ-アミノ酪酸 GABA, γ-aminobutyric acid
γH鎖病 γ-heavy chain disease
γ-GTP γ-glutamyltranspeptidase, γ-GTP
γ線照射 γ-irradiation, γ-ray radiation
顔面神経 facial nerve
顔面の facial
肝毛細線虫 [毛頭虫] Capillaria hepatica
肝油 liver oil
寛容 tolerance
間葉 mesoderm
管理 administration, management
管理者 administrator, manager
管理図 control chart
灌流 perfusion
寒冷凝集素 cold agglutinin
寒冷ストレス cold stress
寒冷中枢 cold center

キアズマ chiasma
気圧 atmospheric pressure
気圧計 barometer
気圧変動 air pressure change
偽遺伝子 pseudogene
キイロショウジョウバエ Drosophila melanogaster
偽陰性 false-negative
既往応答 anamnestic response
記憶 memory
記憶T細胞 memory T cell
気温 air temperature
飢餓 starvation

［キ］
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期外収縮 extrasystole
機械受容器 mechanoreceptor
機会的浮動 random drift
気化器 vaporizer
規格 standard
幾何平均 geometric mean
器官 organ
期間 period
気管 trachea
気管カニュレーション tracheal cannulation
気管気管支リンパ節 tracheobronchial lymph node
器官形成 organogenesis
気管支 bronchus
気管支炎 bronchitis
気管支拡張 bronchodilation
気管支収縮 bronchoconstriction
気管支軟骨 bronchial cartilage
気管気管支粘液 tracheobronchial mucus
気管支肺炎 bronchopneumonia
気管支敗血症菌 Bordetella bronchiseptica
気管切開(術) tracheotomy
気管（内）挿管 endtracheal intubation, tracheal intuba-

tion
気管内チューブ endtracheal tube
気管軟骨 tracheal cartilage
器官培養 organ culture
危機状態 endangered status
棄却 rejection
棄却域 critical region
気胸 pneumothorax
奇形 deformation, deformity, malformation
奇形学 teratology
奇形腫 teratoma
起源種 original breed
危険物 hazardous material
危険率 critical rate,risk
気候因子 climatic factor
気候馴化 acclimatization
偽好酸球 heterophil, pseudoeosinophil, pseudo-

eosinophilic leucocyte
器材倉庫 instrumental depot
基質 matrix
気質 temperament
器質化 organization
疑似突然変異 paramutation
希釈 dilution
気腫 emphysema
基準集団 basal population
基準タンパク質 reference protein
基準値 standard value
基準変数 criterion variable
キシラジン xylazine
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キシロカイン xylocaine
寄生体 parasite
寄生虫 parasite, parasitic worm
季節繁殖 seasonal breeding
季節繁殖動物 seasonal breeder
季節変動 seasonal variation
基礎飼料 basal diet
基礎ストック foundation stock
基礎体温 basal body temperature
基礎代謝 basal metabolism
基礎代謝率 basal metabolic rate
基礎分泌 basal secretion
基礎麻酔 basal anesthesia
擬態 mimicry
期待値 expectation, expected value
気体廃棄物 gas disposal
偽対立遺伝子 pseudo allele
キチン chitin
キックプレート kick plate
拮抗作用 antagonism
拮抗物質 antagonist
狐脳炎ウイルス fox encephalitis virus
基底板 basal lamina
基底膜 basement membrane
起電力 electomotive force
気道 airway, respiratory tract
キトサン chitosan
偽妊娠 pseudopregnancy
キネジオロジー kinesiology
気嚢 air sac
機能局在 functional localization
機能区域 functional area
機能区分 functional subdivision
機能計画 functional planning
機能亢進 hyperfunction
機能低下 hypofunction
機能的親和力 functional affinity
機能不全 insufficiency
揮発性脂肪酸 volatile fatty acid
偽半陰陽 psudohermaphordi(ti)sm
基本系統 foundation stock
基本原則 principle
基本統計量 fundamental statistics
気密性 airtight
帰無仮説 null hypothesis
キメラ chimera
キメラ現象 chimerism
キメラ動物 chimera animal
キメラマウス chimera mouse
キメラ率 chimerism
キモトリプシン chymotorypsin
脚 leg
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偽薬 placebo
逆位 inversion
逆交雑 reciprocal crossing
逆交配 reciprocal mating
逆性石けん invert soap
逆説睡眠 paradoxical sleep
逆蠕動 antiperistalsis
虐待 cruelty
逆転写酵素 reverse transcriptase
逆転写酵素活性 RT activity
キャスター caster
キャッサバ cassava
ギャップジャンクション gap junction
ギャラゴ galago
キャリア carrier
求愛行動 courtship
吸音 sound absorbing
嗅覚 olfactory sensation
嗅覚鋭敏（の） macrosmatic
嗅覚過敏症 hyperosmia
嗅覚器 olfactory organ
嗅覚検査 olfactometry
嗅覚消失 anosmia
嗅覚不全（の） microsmatic
吸気 inspiration
給気 air supply
給気口 air inlet
給気ダクト supply air duct
救急 emergency
嗅球 olfactory bulb
弓形動脈 arcuatae artery
吸光度 absorbance
嗅細胞 olfactory cell
急死 immediate death
臼歯 molar tooth [pl . teeth]
給餌 feeding
牛脂 tallow
給餌試験 feeding experiment, feeding trial
給餌装置 feeding device
嗅神経 olfactory nerve
求心性（の） afferent
給水 watering
給水管 water supply pipe
給水管理 feed water quality control
給水設備 water supplying system
給水装置 water supply device, watering system
給水ノズル drinking nozzle
給水瓶 water bottle
給水方式 water feeding system
急性（の） acute
偽優性 pseudo dominance
急性感染 acute infection
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急性期反応 acute phase reaction
急性魚毒性試験 acute fish toxicity test
急性毒性 acute toxicity
急性リウマチ熱 acute rheumatic fever
旧世界ザル old world monkey
吸息 inspiration
吸着 adsorption
吸着剤 adsorbent
給湯設備 hot water supplying apparatus
級内相関 intraclass correlation
吸乳 suckling
吸入 inhalation
吸込口 inlet
吸入チャンバー inhalation chamber
吸入毒性 inhalation toxicity
吸乳反射 suckling reflex
吸入麻酔 inhalation anesthesia
嗅粘膜 olfactory mucosa
給排水システム plumbing system
給排水設備 plumbing equipment
休眠 diapause
嗅盲 olfactory blindness
橋 pons
胸囲 chest grith
仰臥位 supine position
強化過剰 overfortification
胸郭指数 thoracic index
強化飼料 fortified diet
強化不足 underfortification
胸管 thoracic duct
狂犬病 rabies
凝固 clotting, coagulation
凝固因子 coagulation factor
胸腔 pleural cavity, thoracic cavity
胸腔内圧 intrathoracic pressure
凝固時間 coagulation time, clotting time
凝固栓 coagglulation plug
凝固腺 coagulating gland
胸骨 sternum
頬骨 zygomatic bone
頬骨腺 zygomatic gland
胸骨乳突筋 sternomastoideus muscle
狭窄 stenosis
胸式呼吸 costal breathing, thoracic respiration
凝集 agglutination
凝集試験 agglutination test
凝集素 agglutinin
凝集反応 agglutination reaction
強縮 tetanus
共焦点レーザー顕微鏡 confocal laser scanning microscope
強心薬 cardiotonic
偽陽性 false-positive
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強制運動 forced movement
強制換気 forced air change
強制給餌 forced feeding
強制呼吸 forced breathing
強制哺乳 forced nursing
胸腺 thymus
胸腺摘出(術) thymectomy
挟体ケージ squeeze cage
挟体装置 squeezing device
胸大動脈 thoracic aorta
蟯虫 pinworm
蟯虫症 syphaciasis
強直性痙攣 tonic convulsion, tonic spasm
胸直筋 rectus thoracis muscle
胸椎 thoracic vertebra [pl . vertebrae]
共通先祖 common ancestor
共適応 coadaptation
協同運動 synkinesia, synkinesis
共同溝 common trench
挟頭鉤虫 Uncinaria stenocephala
恐怖反応 fear reaction
共分散 covariance
共分散分析 analysis of covariance
胸膜 pleura
強膜 sclera
共優性（の） co-dominant
供与体 donor
行列 matrix
巨核球 megakaryocyte
棘上筋 supraspinatus muscle
局所電流 local current
局所毒性 local toxicity
局所麻酔 local anaesthesia
局所免疫 local immunity
極体 polar body
棘突起 spinous process
虚血 ischemia
虚血性心疾患 ischemic heart disease
居住性 amenity
拒食 refusal to feed
去勢 castration, orchiectomy, testectomy
拒絶 rejection
巨大染色体 giant chromosome
虚脱 collapse
棘下筋 infraspinatus muscle
棘間筋 interspinal muscle
挙尾反応 Straub's tail reaction
魚粉 fish meal
許容一日摂取量 acceptable daily intake
許容残留 permissible residue
許容騒音（レベル） allowable noise
許容度 [量，閾] allowance
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許容範囲 allowable limit
寄与率 contribution ratio
起立性低血圧 orthostatic hypotension
起立不能 astasia
気流 air current
気流速度 air velocity
キルハムラットウイルス Kilham rat virus
筋胃 gizzard
筋萎縮症 muscular atrophy
均一性 uniformity
近縁係数 coefficient of relationship
緊急事態 emergency
キンギョ Carassius auratus , gold fish
筋緊張 muscle tonus
筋緊張亢進 muscle hypertonia
筋原線維 myofibril
近交回避 avoidance of inbreeding
近交系 inbred line, inbred strain
近交系間交配（種） incross
近交係数 inbreeding coefficient
近交弱勢 [退化] inbreeding depression
筋細胞 myocyte
近似曲線 fitted curve
筋ジストロフィー muscular dystorophy
筋小胞体 sarcoplasmic reticulum
近親交配 inbreeding
筋(肉)線維 muscle fiber
筋層 muscular layer
金属抵抗温度計 metal resistance thermometer
筋組織 muscular tissue
筋電図 electromyogram, EMG
筋肉 muscle
筋肉内移植 intramusclar transplantation
筋肉内注射 intramusclar injection
筋板 lamina muscularis
筋疲労 muscle fatigue
筋紡錘 muscle spindle
近隣環境 proximate environment

空気汚染 air pollution, atmospheric pollution
空気感染 airborne infection
空気栓塞 air embolism
空気塞栓 air embolism
空気調和 air conditioning
空気調和器 air conditioner, air handling unit
空気分配装置 air distributor
空気濾過器 air filter
空中細菌 airborne bacterium [pl . bacteria]
空腸 jejunum
空腸カンピロバクター Campylobacter jejuni

［ク］
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空調設備 air conditioning facility [system]
空腸の jejunal
グッドパスチャー症候群 Goodpasture's syndrome
空胞変性 vacuolar degeneration
クエン酸 citric acid
区間推定 interval estimation
躯出（循環） ejection
口ひげ whisker
駆虫 ejection
苦痛 distress, pain
屈曲反射 flexion reflex
クッパー細胞 Kupffer cell
グッピー guppy, Lebistes reticulatus
クマネズミ Rattus rattus
組換え recombination
組換え価 recombination value
組換え型 recombinant
組換え指数 recombination index
組換え修復 recombinant  repair
組換えDNA recombinant DNA
組換え頻度 recombination frequency
クームズ試験 Cooms test, antiglobulin test of Cooms
クモノスカビ rhizopus
クモ膜 arachnoid, arachnoidea
クラスⅠ分子 class I molecule
グラスウールフィルター glass wool filter
クラススイッチ class switching
クラスター分析 cluster analysis
クラスリン clathrin
グラーフ卵胞 Graafian follicle
クラミジア・シッタシ Chlamydia psittiaci
グラム染色 Gram stain
グリア細胞 glia cell
クリアランス値 clearance value
繰り返し配列 repeated sequence
グリコーゲン glycogen
グリコーゲン生成 glycogenesis
グリコーゲン分解 glycogenolysis
グリシン glycine
グリセリン筋 glycerinated muscle
グリソン鞘 Glisson's capsule
クリプトコッカス・ネオフォルマンス Cryptococcus neoformans
クリプトコッカス病 cryptococcosis
クリプトスポリジウム病 cryptosporidiosis
クリーブランド法 Cleveland procedure
クリーンベンチ clean bench
グリーンモンキー Savannah monkey
クリーンラック clean rack
クリーンルーム clean room
グルカゴン glucagon
グルコサミン glucosamine
グルタミン酸 glutamic acid
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グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミ AST , glutamate oxaloacetate trans-
ナーゼ aminase, GOT

グルタルアルデヒド glutaraldehyde
クレアチニン creatinine
クレアチン creatine
クレゾール石鹸液 cresol and soap solution
クレノウ酵素 [断片] Klenow enzyme [fragment]
Cre-lox Pシステム Cre-lox P system
グロウスイッチ glow switch
クローズドコロニー closed colony
クロストリジウム・パーフリンジェンス Clostridium perfringens
クローニング cloning
グローブボックス glove box
グロブリン globulin
クロマチン chromatin
クロム chromium [Cr]
クロム放出細胞傷害（性）測定法 chromium-release cytotoxicity assay
クロモゾームウォーキング chromosome walking
クロラムブシル chlorambucil
クロラロース chlorarose
クロールプロマジン chlorpromazine
クロロフォルム chloroform
クローン clone
クローン型 clonotype
クローン化DNA cloned DNA
クローン選択説 clonal selection theory
クローン動物 clone animal
群ケージ group cage
燻蒸 fumigation
訓練 training

毛 hair, pilus [pl . pili]
系 strain, system
Kウイルス K virus
経口（の） per os
経口栄養 oral nutrition
螢光抗体法 fluorescent antibody method [tech-

nique]
経口摂取 ingestion
傾向線 trend
経口ゾンデ feeding needle
経口投与 oral administration
経口毒性 peroral toxicity
警告反応 alarm reaction
脛骨 tibia
頚最長筋 longissimus cervicis muscle
経産 multiparity
経産雌 multipara
形質細胞 plasma cell
形質転換 transformation

［ケ］
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形質導入 transduction
形質発現 manifestation
形質膜 plasma membrane
頚静脈 jugular vein
経静脈栄養 intravenous nutrition
頚神経 cervical nerve
計数データ enumeration data
ケイ [珪] 素 silicon [Si]
形態（学） morphology
継代 passage
形態形成 morphogenesis
形態計測 morphometry
形態突然変異体 morphological mutant
経胎盤感染 transplacental infection
頚長筋 longus cervicis muscle
頚椎 cervical vertebra [pl . vertebrae]
頚椎脱臼 cervical fracture
系統 strain, line
系統学 genealogy, phylogeny
系統（的）誤差 systematic error
系統差 strain difference
系統発生 phylogeny
頚動脈 carotid artery
頚動脈洞 carotid sinus
頚動脈洞反射 carotid sinus reflex
経皮毒性 percutaneous toxicity
経皮の percutaneous
経壁刺激 transmural stimulation
経壁性（の） transmural
警報設備 alarm system
警報装置 alarm apparatus
兄妹 sibling
兄妹交配 brother-sister mating, sib-mating
軽量鉄骨 light steel frame
系列相関係数 serial correlation coefficient
痙攣 convulsion,tic
痙攣発作 convulsive seizure
経路係数 path coefficient
経路分析 path analysis
外科ストレス反応 Surgical stress response
ケカビ mucor
毛刈り clipping
ケージ cage
ケージサイズ cage size
ケージ飼育 cage husbandary
ケージ洗浄器 cage washer
血漿キニン plasmakinin
化粧品 cosmetic
ケージラック cage rack
下水 sewage
ケタミン ketamine
血圧 blood pressure
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血圧計 sphygmomanometer
血液 blood
血液ガス(分析) blood gas (analysis)
血液型 blood group, blood type
血液型群物質 blood group substance
血液型不適合 blood group incompatibility
血液灌流 blood perfusion
血液供給 blood supply
血液凝固 blood coagulation
血液(学的)検査 blood examination, hematological ex-

amination
血液（試料）採取 blood sampling
血液循環 blood circulation
血液精巣関門 blood-testis barrier
血液胎仔関門 blood-fetal barrier
血液透析 hemodialysis
血液脳関門 blood-brain barrier
血液リンパ細網系 hemolymphoreticular system
血縁 consanguinity
血縁係数 coefficient of relationship
結核 tuberculosis
結核菌 Mycobacterium tuberculosis
血管 vessel
血管運動神経 vasomotor nerve
血管運動中枢 vasomotor center
血管運動反射 vasomotor reflex
血管拡張 vasodilatation
血管拡張神経 vasodilator
血管拡張物質 vasodilating substance
血管拡張薬 vasodilator
血管形成因子 angiogenesis factor
血管形成術 angioplasty
血管痙攣 vasospasm
血管再構築 vascular remodeling
血管再生 revascularization
血管収縮物質 vasoconstricting substance
血管心臓造影法 angiocardiography
血管内視鏡 angioscope
血球 blood cell, blood corpuscle
血球凝集素 hemagglutinin
血球減少症 hypocythemia, hypocytosis
血球新生 hematopoiesis
血球増多症 polycythemia
毛づくろい grooming
月経 menstruation
結合活性 avidity
血行静止 stasis
結合織絨毛胎盤 syndesmochorial placenta
結合組織 connective tissue
結合タンパク（質） binding protein
血行動態 [力学] hemodynamics
結紮(法) ligation, ligature
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血絨毛胎盤 hemochorial placenta
血漿 plasma
血漿タンパク（質） plasma protein
血小板 platelet,thrombocyte
血小板凝集 platelet aggregation
血小板塞栓 thromboembolism
齧 [げっ] 歯類 rodent
血清 serum [pl . sera]
血清学 serology
血清型 serotype
血清抗体 antiserum
血清診断 serologic diagnosis
血栓 thrombus
血栓症 thrombosis
血栓性梗塞 thrombotic infarction
血族性 consanguinity
欠損 defect
血中尿素窒素 blood urea nitrogen, BUN
結腸 colon
決定基 (抗原の) determinant
決定係数 coefficient of determination
血糖 blood glucose
血統 kindred, pedigree
血統群 breeding flock
血尿 hematuria
血粉 blood meal
血餅 clot
血便 bloody feces
欠乏 [欠失] (染色体の) deletion
欠乏 [欠損] deficiency
欠乏飼料 deficient diet
欠乏徴候 deficiency sign
結膜 conjunctiva
結膜炎 conjunctivitis
血友病 hemophilia
血流 blood flow
血流計 blood flowmeter
結露 vapor condensation
解毒 detoxication
ケトプロフェン ketprofen
ケトロラック ketrolac
ケトン尿 ketonuria
解熱 defervescence
ゲノム genome
ゲノムDNAライブラリー genomic DNA library
ケミカルスコア chemical score
煙感知器 smoke detector
ケモカイン chemokine
ケラチン keratin
下痢 diarrhea
ゲル gel
ケルダール態窒素 Kjeldahl nitrogen
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ゲルマニウム germanium [Ge]
腱 tendon
検疫 quarantine
検疫室 quarantine room
原猿類 [目] prosimia
限界温度 limit temperature
鹸 [けん] 化 saponification
幻覚 hallucination
原核生物 prokaryote
減価償却 depreciation
元気消失 low-spirited
嫌気性細菌 anaerobic bacterium [pl . bacteria]
嫌気（的）処理 anaerobic treatment
嫌気（性）代謝 anaerobic metabolism
限局（性）病変 discrete lesion
原形質 protoplasm(a)
肩甲下筋 subscapular muscle
健康管理 health control
肩甲骨 scapula
健康状態 health status
検査 inspection, test
犬歯 canine tooth [pl . teeth]
検収 on-arrival checking
減少 reduction
減衰 decay
減数分裂 meiosis
減数分裂 meiosis, reduction division
減数分裂交差 meiotic crossing-over
減数分裂分離比歪 [ひず] み meiotic drive
顕性感染 apparent infection
限性形質 sex limited character
原生殖細胞 primordial germ cell
検体 sample
懸濁液 suspension
検知管 detecting tube
建築指針 construction guideline
原虫 protozoa
原虫叢 protozoal fauna
検定 certification
検定系統 test strain, tester strain
検定交雑 test cross
限度試験 limit value test
腱反射 tendon reflex
顕微鏡 microscope
顕微鏡写真 microphotograph, photomicrograph
顕微鏡的 microscopic
顕微手術 microsurgery
顕微操作 micromanipulation
顕微注入 microinjection
建ぺい率 building coverage
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仔 pup
コアイソジェニック系 coisogenic strain
コイ carp, Cyprinus carpio
綱 class
腔 lumen, cavity
高圧（蒸気）滅菌器 autoclave
広域流行株 pandemic strain
後遺症 late effect, sequela
高インスリン血症 hyperinsulinemia
高エネルギー飼料 high energy feed
好塩基球 basophil, basophilic leukocyte
好塩基性 basophilic
恒温器 incubator
恒温恒湿 constant temperature and humidity
恒温水槽 constant temperature water bath
恒温動物 homoiothermic animal, homeothermic

animal
口蓋 palate,palatine
口蓋骨 palatine bone
口蓋腺 palatine gland
公開配合率 open formula
口蓋扁桃 palatine tonsil
口蓋裂 cleft palate
効果器（官） effector organ
口角 oral angle, mouth angle
光学顕微鏡 light microscope
抗核抗体 anti-nuclear antibody
硬化症 sclerosis
高カルシウム血症 hypercalcemia
交感神経 sympathetic nerve
交感神経活動亢進 sympathicotonia
交感神経系 sympathetic nervous system
交感神経作用類似物質 sympathomimetic substance
交感神経切除 sympathectomy
高ガンマグロブリン血症 hypergammaglobulinemia
後管理区域 back management area
好気（性）代謝 aerobic metabolism
後弓反張 opisthotonus
坑凝固剤 anticoagulant
抗胸腺細胞血清 anti-thymocyte serum
咬筋 masseter muscle
口腔 oral cavity
口腔腺 salivary gland
攻撃性 aggression
硬結 induration
高血圧モデル hypertensive model
高血圧 hypertension
抗血清 antiserum, immune serum
高血糖 hyperglycemia
抗原 antigen

［コ］
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抗原競合 antigenic competition
抗原結合能力 antigen-binding capacity
抗原決定基 antigenic determinant, epitope
抗原-抗体複合体 antigen-antibody complex
抗原性 antigenicity
抗原性の antigenic
膠原線維 collagen fiber, collagenous fiber
抗原提示 antigen presentation
抗原提示細胞 antigen presenting cell
抗原不連続変異 antigenic shift
抗原分析 antigenic analysis
抗原連続変異 antigenic drift
硬口蓋 hard palate, hard palatine
硬骨魚類 bony fish
後固定 postfixation
抗コリン作動（性）薬 antichorinergic
高コレステロール血症 hypercholesterolemia
交叉 crossing-over
虹彩 iris
膠細胞 glia cell
骨細胞 osteocyte
交叉灌流法 cross circulation method
交雑（種） cross
交雑育種 cross breeding
交雑系 hybrid
交雑第一代 F1 hybrid
交雑第二代 F2 hybrid
交雑不妊 cross sterility
交差反応 cross reaction
交差反応性抗体 cross-reactive antibody
抗酸化剤 antioxidant
好酸球 eosinophil
好酸性（の） acidophilic
格子 grating, grid, lattice
後肢 hindlimb
高脂血症 hyperlipidemia
後肢帯 pelvic girdle
後室 back room
高脂肪食 high fat diet, high fatty food
抗蛇毒素 antivenin
口臭 halitosis
光周期 light rhythm
光周性 photoperiodicity
拘縮 contracture
咬傷 bite wound
恒常性 homeostasis
甲状腺 thyroid (gland)
甲状腺機能亢進(症) hyperthyroidism
甲状腺機能低下(症) hypothyroidism
甲状腺刺激ホルモン thyroid stimulating hormone, TSH
甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン thyrotropin releasing hormone, TRH
甲状腺ホルモン thyroid hormone
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甲状腺摘出 [摘除] thyroidectomy
甲状軟骨 thyroid cartilage
口唇 lip
項靱帯 nuchal ligament
硬水 hard water
後成（説） epigenesis
合成樹脂 plastic, synthetic resin
合成飼料 chemically defined diet, synthetic diet
高性能フィルター high efficiency particulate air filter,

HEPA filter
合成発情物質 synthetic estrogen
抗生物質 antibiotic
酵素 enzyme
構造遺伝子 structural gene
構造基準 structural standard
構造計画 structural plan
酸素解離曲線 ODC, oxygen dissociation curve
梗塞（症） infarct, infarction
拘束 restraint, restriction
酸素消費量 oxygen consumption
酸素負債 oxygen debt
酸素飽和度 oxygen saturation
酵素誘導 enzyme induction
抗体 antibody
後代 progeny
抗体依存・細胞媒介（性）細胞傷害 antibody-dependent cell-mediated cyto-

toxicity
抗体結合部位 antibody binding site, antibody combin-

ing site
抗体欠乏症候群 antibody deficiency syndrome
後代検定 progeny test
後大静脈 caudal vena cava
高炭酸血症 hypercapnemia
高炭酸症 hypercapnia, hypercarbia
高タンパク質飼料 high protein feed
好中球 neutrophilic leukocyte, neutrophil
好中球減少症 neutropenia
高中性脂肪血症 hypertriglyceridemia
鉤虫病 anchylostomiasis
後腸間膜 caudal mesentery
硬直 rigor
強直性脊椎炎 ankylosing spondylitis
骨髄穿刺 bone-marrow puncture
好適条件 optimal condition
後天性C1抑制欠乏症 acquired C1 inhibitor deficiency
後天性免疫不全症候群 acquired immunodeficiency syndrome,

AIDS
喉頭 larynx
行動 behavior
喉頭蓋 epiglottis
喉頭鏡 laryngoscopes
後頭骨 occipital bone
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後頭静脈洞 occipital sinus
喉頭の laryngeal
抗毒 antivenom
抗毒素 antitoxin
抗突然変異物質 antimutagen
高度飽和脂肪酸 highly saturated fatty acid
高熱症 hyperthermia
光熱費 fuel and light expense
交配 mating
交配型 mating type
広背筋 latissimus dorsi muscle
交配計画 mating schedule
交配試験 breeding test
交配実験 test cross
交配適期 optimum time of mating
交配様式 mating system
交配率 mating ratio
紅斑 erythema
交尾 copulation, coitus
交尾器 copulatory organ
交尾行動 copulatory behavior
交尾刺激 copulatory stimulus
高比重リポタンパク（質） HDL, high density lipoprotein
抗ヒスタミン薬 antihistaminic
交尾排卵 post-coital ovulation
興奮 excitation
硬糞 hard feces
興奮収縮連関 excitation-contraction coupling
後分娩交配 post-partum mating
後分娩発情 post-partum estrus
硬変 sclerosis
酵母（菌類） saccharomycetes, yeast
合胞体 syncytium
抗補体 anti-complement
硬膜 dura mater
硬膜外麻酔 epidural anesthesia
項目 item
肛門 anus
肛門括約筋 anal sphincter muscle
後葉 caudal lobe
抗利尿ホルモン antidiuretic hormone
効力 potency
口輪筋 orbicularis oris muscle
抗リンパ球血清 anti-lymphocyte serum
紅涙 red tear
小型条虫 Himenolepis nana
股関節 hip joint
呼気 exhalation
ゴキブリ cockroach
呼吸 respiration
呼吸回路 respiratoy circuit
呼吸器 respiratory organ
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呼吸器感染症 respiratory infectious disease
呼吸器系 respiratory system
呼吸曲線 pneumogram, spirogram
呼吸亢進 hyperpnea
呼吸困難 dyspnea
呼吸細気管支 respiratory bronchiole
呼吸商 respiratory quotient, RQ
呼吸上皮 respiratory epithelium
呼吸数 respiratory rate
呼吸性アシドーシス respiratory acidosis
呼吸性アルカローシス respiratory alkalosis
呼吸性不整脈 respiratory arrhythmia
呼吸中枢 respiratory center
呼吸モニター respiratory monitering
呼吸量 respiratory volume
コーキング caulking
国際飼料原料番号 international feed number
国際単位 international unit, IU
国際標準化 international harmonization
コクシジウム coccidium [pl . coccidia]
コクシジウム病 coccidiosis
コクシジオイデス（属菌） coccidioides
黒色症 melanism, melanosis
穀物 cereal, grain
ゴーグル goggle
固形汚物 solid waste
固形飼料 pelleted food
固形廃棄物 solid disposal
ココノオビアルマジロ nine-banded armadilo
誤差 error
誤差分散 error variance
腰（の） lumbar
鼓室 tympanic cavity
鼓室胞 tympanic bulla
50%組織培養感染量 median tissue culture infective dose,

TCID50

50%致死濃度 LC50, median lethal concentration
50%致死量 LD50, median lethal dose
50%有効量 ED50, median effective dose
故障対策 trouble shooting
COS細胞 COS cell
コスミド cosmid
個体群 population
個体差 individual variation
個体識別 identification
個体選抜 individual selection
個体発生 ontogeny
個体変異 individual variation
黒化 melanism
骨格 skeleton
骨格筋 skeletal muscle
骨格検査 skeletal examination
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骨幹 diaphysis
骨形成 osteogenesis
骨細胞 osteocyte
骨髄 bone marrow
骨髄腔 medullary cavity
骨髄細胞 bone marrow cell
骨髄性細胞 myeloid cell
骨組織 bone tissue
骨端 epiphysis
骨端軟骨 epiphyseal cartilage
骨盤 pelvis
骨盤腔 pelvic cavity
骨粉 bone meal
骨膜 periosteum
固定 fixing, fixation
固定液 fixative, fixing solution
固定台 fixing board
固定箱 fixing box
固定費 fixed expense
コデイン codeine
コーティング coating
古典経路 classical pathway
翻訳配列 coding sequence
コドン codon
コ（ッ）トンラット cotton rat, Sigmodon hispidus
コハク酸 succinic acid
コバルト cobalt [Co]
コピー数 copy number
選択模写 copy choice
コピーチョイス copy choice
こびと症 dwarfism
個別ケージ individual cage
個別飼育 individual housing
鼓膜 tympanic membrane
小麦 wheat
米 rice
米糠 rice bran
コモンツパイ common tree shrew, Tupaia glis
コモンハムスター common hamster, European hamster
コモンマーモセット Callithrix jacchus , common marmoset
固有肝動脈 proper hepatic artery
固有種 endemic species
固有層 lamina propria
固有値 eigenvalue
固有ベクトル eigenvector
コリネバクテリウム・クッチェリ Corynebacterium kutscheri
ゴリラ gorilla, Gorilla gorilla ,
コリン choline
コリンエステラーゼ cholinesterase
コリン作動性神経 cholinergic nerve
ゴルジ装置 [体] Golgi apparatus [body, complex]
コルチコイド corticoid, corticosteroid

41 / 129 ページ



コルチコステロイド corticoid, corticosteroid
コルチゾール cortisol
ゴールデンハムスター golden hamster, Mesocricetus auratus ,

Syrian hamster
コレログラム correlogram
コロナウイルス coronavirus
コロニー colony
コロニーカウンター colony counter
コロニー形成単位 CFU, colony-forming unit
コロニー刺激因子 colony stimulating factor
ConA ConA, concanavalin A
コンカナバリンA ConA, concanavalin A
コンクリートスラブ concrete slab
コンクリートブロック concrete block
混合 mixing
混合器 mixer
混合交雑 bulk crossing
混合飼料 mixed feed
混合リンパ球反応 MLR, mixed lymphocyte reaction
コンジェニック系 congenic strain
昏睡 coma
コーンスターチ corn starch
コンセンサス配列 consensus sequence
コンセント outlet plug, receptacle
混濁腫張 cloudy swelling
昆虫媒介（性）疾病 vector-borne disease
コンパクション compaction
コンプレッサー compressor
コンベンショナル化 conventionalization
コンベンショナル化動物 conventionalized animal
コンベンショナル動物 conventional animal

差圧 differential pressure
差圧計 differential, pressure gauge
再灌流障害 reperfusion injury
催奇形性 teratogenicity
催奇形性物質 teratogen
再吸収 reabsorption
細菌 bacterium [pl . bacteria]
細菌検査 bacteriological examination
細菌性赤痢 bacillary dysentery, shigellosis
細菌叢 bacterial flora
細菌（性）毒素 bacterial toxin
サイクリックAMP cyclic AMP, cAMP
再形成 remodeling
細頸嚢虫 Cysticercus tenuicollis
細隙結合 gap junction
採血 blood collection, blood withdrawal
再現性 reproducibility
採光 daylighting

［サ］
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最高血圧 maximal blood pressure
最高最低温度計 maximum and minimum thermometer
最高寿命 maximum life span
再構成 rearrangement
最高用量 highest dose level
最小有意差 least significant difference, LSD
最小二乗法 method of least squares
最小中毒量 minimum toxic dose
最小肺胞（内）濃度 minimum alveolar concentration
細静脈 venule
最小要求量 minimum requirement
再生 regeneration
再生医療 regenerative medicine
最大許容濃度 maximum acceptable concentration
最大許容量 maximum tolerable level
最大推定法 maximum likelihood method
最大成長量 maximum growth rate
最大耐量 maximum tolerance dose
最大無影響量 NOEL, no-observed-effect level
最大無作用量 NOEL, no-observed-effect level
最大無毒性量 NOAEL, no-observed-adverse-effect

level
最頻値 mode
最低血圧 minimal blood pressure
最低用量 lowest dose level
最適値 optimum value
サイト site
細動脈 arteriole
サイトカイン cytokine
採尿 collection of urine
再熱器 reheater
再熱コイル reheat coil
再配列 rearrangement
再発性（の） recurrent
細分化 fragmentation
再分化 redifferentiation
細分化係数[指数] subdivision index
再分極 repolarization
細胞 cell
細胞遺伝学 cytogenetics
細胞外の extracellular
細胞化学 cytochemistry
細胞株 cell line
細胞間接着分子 ICAM, intercellular adhesion molecule
細胞間外基質 extracellular matrix
細胞基質 cytoplasmic matrix
細胞骨格 cytoskeleton
細胞雑種 cell hybrid
細胞雑種形成 cell hybridization
細胞質 cytoplasm
細胞質遺伝 cytoplasmic inheritance
細胞質遺伝子 cytogene,plasma gene
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細胞質内封入体 intracytoplasmic inclusion body
細胞周期 cell cycle
細胞傷害性Ｔリンパ球 cytotoxic T lymphocyte
細胞（内）小器官 cell organelle
細胞親和性抗体 cytophilic antibody
細胞性免疫 cell-mediated immunity, cellular immunity
細胞毒 cytotoxin
細胞毒性 cytotoxicity
細胞毒性物質 cytotoxic agent
細胞培養 cell culture
細胞バンク cell bank
細胞粉砕器 cell disruptor
細胞（質）分裂 cytokinesis
細胞分裂 cell division
細胞壁 cell wall
細胞変性効果 cytopathic effect
細胞崩壊 cytolysis
細胞膜 cell membrane
細胞溶解 cytolysis
催眠 hypnosis
細網細胞 reticular cell
細網組織 reticulum
細網内皮系 RES, reticuloendothelial system
在来種 local variety
採卵 egg collection
サイロキシン thyroxine
杯細胞 goblet cell
作業台 working table
作業ロボット work robot
酢酸 acetic acid
削痩 emaciation
鎖骨 clavicle
坐骨 ischium
鎖骨下静脈 subclavian vein
鎖骨下動脈 subclavian artery
坐骨結節 ischial tuberosity
坐骨神経 sciatic nerve
サザンブロット法 Southern blot(ting)
左心室 left ventricle, ventriculus sinister
左心房 left atrium, atrium sinistrum
錯角化症 parakeratosis
殺菌灯 bactericidal lamp, sterilamp
雑種 hybrid, mongrel
雑種強勢 hybrid vigour
雑種形成 hybridization
雑種弱勢 hybrid weakness
雑種衰退 hybrid breakdown
雑種不妊性 hybrid sterility
雑食性（の） omnivorous
雑食動物 omnivore
殺処分 sacrification, sacrificing
殺虫剤 insecticide, pesticide
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サテライトDNA satellite DNA
里親 foster mother
里親哺乳 [哺育] foster nursing, foster suckling
里親哺乳 [哺育] 子 foster pup
里子 [仔] foster pup, foster suckling
サニタリーコーナー sanitary corner
砂嚢 gizzard
サバンナモンキー savanna(h) monkey
サフェナ静脈 saphenous vein
サフェナ動脈 saphenouse artery
サプリメント supplement
サプレッサーT細胞 suppressor T cell
サーミスター thermistor
サーモグラフィー thermography
サーモスタット thermostat
左葉 left lobe
サルアデノウイルス simian adenovirus
サルエンテロウイルス simian enterovirus
サル出血熱 simian hemorrhagic fever
サルＴ細胞白血病ウイルス simian T cell leukemia virus, STLV
サルハイダニ Pneumonyssus simicola
サルパラミクソウイルス simian paramyxovirus
サル免疫不全ウイルス simian immunodeficiency virus, SIV
サルモネラ・エンテリティディス Salmonella enteritidis
サルモネラ・チフィムリウム Salmonella typhimurium
サルモネラ病 salmonellosis
サル類 monkey
サルレトロウイルス simian retrovirus
酸塩基平衡 acid-base balance
酸価 acid value
酸化 oxidation
三角筋 deltoid muscle
酸化防止剤 antioxidant
産業家畜 industrial animal
三元交雑(種) three-way cross
残渣 residual
散在性胎盤 diffuse placenta
残差分散 residual variance
残差平方和 residual sum of squares
産子 [仔，児] offspring
産子交換（法） foster suckling
産子数 litter size
滲出 exudation
算術平均 arithmetic mean
サンショウウオ salamander
産褥（期） confinement, puerperium
酸性化 acidification
酸性度 acidity
酸素解離曲線 ODC, oxygen dissociation curve
酸素欠乏症 anoxia
酸素消費（量） oxygen consumption
酸素要求量 oxygen demand
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三点交雑 three-point cross
散瞳 mydriasis
産熱量 heat generation
酸敗 oxidative rancidity
三倍体 triploid
散発性 sporadic
散布 dispersion
産卵 laying,egg production
産卵指数 egg production index
産卵能力 egg laying performance
残留塩素 residual chloride
残留農薬 pesticide residue

肢 leg
次亜塩素酸ナトリウム sodium hypochlorite
G-アクチン G-actin
ジアゼパム diazepam
シアノコバラミン cyanocobalamin, vitamin B12

飼育 care, husbandry
飼育管理 care and management, feeding and man-

agement, rearing and management
飼育器材 caring equipment, rearing equipment
飼育ケージ rearing cage
飼育室 animal room
飼育者 caretaker
飼育棚 rack
飼育棚洗浄機 rack washer
飼育密度 pupolation density
至適温度 optimum temperature
J領域 J region
ジエチルエーテル diethyl ether
CFテスト complement fixation (CF) test
GLP GLP, good laboratory practice
耳炎 otitis
GOT aspartate aminotransferase, AST, GOT
視界 sight
耳介 auricle
耳介静脈 auricle vein, ear vein
自家移植 autoplastic transplantation
紫外線 ultraviolet ray
耳疥癬 ear mange
紫外線殺菌灯 ultraviolet lamp
紫外線流水殺菌装置 ultraviolet water sterilizer
耳介軟骨 auricular cartilage
耳介反射 pinna reflex
視覚 sight
視覚障害 visuosensory disturbance
視覚消失 ablepsia
雌核発生 gynogenesis

［シ］
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自家受精 self-fertilization
自家生殖 autogamy
耳下腺 parotid gland
自家発電器 electric auto-generator
自家繁殖 home breeding
自家不妊性 self-sterility
弛緩 relaxation
耳管 auditory tube
自記温湿度計 thermohygrometer
自記温度計 self-recording thermometer
色素 dye, pigment
色素性乾皮症 xeroderma pigmentosum
色素体（植物の） plastid
敷地 site
識別部位 recognition site
色盲 color blindness
子宮 uterus
子宮外妊娠 ectopic pregnancy, metacyesis
子宮角 uterine horn
子宮水腫 hydrometra
子宮切開（術） C(a)esarean section, hysterotomy
子宮腺 uterine gland
糸球体 glomerulus
糸球体硬化 glomerulosclerosis
糸球体腎炎 glomerulonephritis
糸球体腎症 glomerulonephropathy
糸球体性高血圧 glomerular hypertension
糸球体濾過率 glomerular filtration rate
子宮蓄膿症 pyometra
子宮摘出（術） hysterectomy
子宮動脈 uterine artery
子宮内感染 intrauterine infection
子宮内膜炎 endometritis
子宮内膜症 endometriosis
子宮発育不全 uterine hypoplasia
軸索 axon
軸索反射 axon reflex
シグナル伝達 signal transduction
軸（索）流 axonal flow
シクロプロパン cyclopropane
時系列（解析） time series (analysis)
刺激 stimulus [pl . stimuli]
刺激性試験 irritation test
刺激伝導系 (impulse) conducting system
刺激伝導率 impulse conduction rate
止血 hemostasis
止血（小）鉗子 hemostatic forceps, serrefine (clamp)
止血剤 hemostatic
シゲラ（属菌） shigella
試験 assay, test
始原遺伝子 primordial gene
試験基準 test standard
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始原型 prototype
試験計画書 protocol
試験実施規範 GLP, good laboratory practice
始原生殖細胞 primordial germ cell
自己移植片 autograft
視交叉 chiasma, optic chiasma
嗜好性 palatability
自己抗原 autoantigen
自己抗体 autoantibody
自己相関係数 autocorrelation coefficient
指骨 digital phalanx, phalanx [pl . phalanges]
自己（由来）の autologous
自己免疫 autoimmunity, autoimmune
自己免疫性溶血性貧血 autoimmune hemolytic anemia
自己免疫病 autoimmune disease
自己免疫病モデル animal model for autoimmune disease
自己融解 autolysis
死産 stillbirth
歯式 dental formula, dentition
脂質 lipid
脂質代謝 lipid metabolism
鼻汁 pituita
視床 thalamus
歯状核 dentate nucleus
視床下部 hypothalamus
視床下部・下垂体系 hypothalamo-hypophysial system
視床下部・下垂体・性腺軸 hypothalamo-pituitary-gonadal axis
視床下部性肥満 hypothalamic obesity
耳小骨 auditory ossicle
矢状断面 sagittal plane
茸状乳頭 fungiform papilla [pl . papillae]
耳静脈採血 ear vein blood collection
自殖 selfing
指針 guideline
視診 inspection
地震感知器 seismic trigger
持針器 needle holder
視神経 optic nerve
視神経円板 optic disk
地震対策 earthquake countermeasure
市水 city water
指数分布 exponential distribution
シスチン cystine
システイン cysteine
シストランス位置効果 cis-trans position effect
シストランス検定 cis/trans test, complementation test
ジストロフィン dystrophin
シストロン cistron
雌性前核 female pronucleus
姿勢反射 postural reflex
雌性ホルモン female sex hormone
施設管理者 facilities manager
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施設技術者 facilities technician
施設長 facilities director
施設デザイン facilities design
自然換気 natural draft, natural ventilation
自然交配 natural mating
自然採光 natural lighting
自然集団 natural population
自然選択 natural selection
自然突然変異 natural mutation, spontaneous mutation
自然排卵 spontaneous ovulation
自然排卵動物 spontaneous ovulator
持続感染 persistent infection
持続（性）静脈注入 continuous intravenous infusion
持続（性）発情 persistent estrus
子孫 offspring, progeny
死体 carcase
膝窩 popliteal fossa [pl . fossae]
膝蓋腱反射 knee jerk
膝蓋骨 patella
膝蓋靱帯 patellar ligament
室外ユニット outdoor unit
膝窩リンパ節 popliteal lymph node
湿球温度 wet bulb temperature
実感 [実効] 温度 effective temperature
湿球温度計 wet bulb thermometer
膝関節 knee joint, stifle joint
疾患モデル disease model
疾患モデル動物 animal model for human disease
失血量 blood loss
実験医学 experimental medicine
実験（的）感染 experimental infection
実験区域 experimental area
実験計画 experimental design
実験計画書 protocol
実験誤差 experimental error
実験室 laboratory
実験処置 experimental procedure
実験的アレルギー性脳脊髄炎 EAE, experimental allergic encephalo-

myelitis
実験動物 experimental animal, laboratory animal
実験動物医学 laboratory animal medicine
実験動物育種学 laboratory animal breeding science
実験動物学 laboratory animal science
実験動物環境研究会 Japanese Society for Laboratory Animal

and Environment
実験動物技術 laboratory animal technology
実験動物技術者 laboratory animal technician
実験動物飼育者 laboratory animal caretaker
実験動物施設 experimental animal facility, laboratory

animal facility
実験動物センター laboratory animal center
実験動物福祉 laboratory animal welfare
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実際管理区域 practical management area
実質 parenchyma
実質性臓器 parenchymatous organ
失神 syncope
湿性試験槽 moist chamber
実体顕微鏡 stereomicroscope
質的形質 qualitative character
湿度 humidity
湿度計 hygrometer
室内環境基準 room environmental standard
室内環境条件 indoor environmental condition
室内気流 room air draft
室内取得熱量 room calorie gain
室内繁殖 indoor reproduction
湿箱 moist chamber
疾病管理 disease control
疾病予防 disease prevention
悉無律 all-or-none law [principle]
失明 ablepsia
実用飼料 practical diet
CD4分子 CD4 molecule
CD8分子 CD8 molecule
cDNAクローニング cDNA cloning
至適温度 optimum temperature
自動給餌（法） automatic feeding
自動給餌装置 autofeeding system
自動給水装置 automatic watering system
自動切替え automatic changer
自動計測器 automatic measurement instrument
自動ケージ洗浄機 automatic cage washer
自動酸化 autoxidation
自動飼育機 automatic caring machine
自動飼育装置 automatic caring apparatus
自動水洗式飼育装置 automatic water slushing rack
自動制御 automatic control
自動洗浄装置 automatic washer
自動洗浄方式 automatic washing system
自動タイマー autotimer
自動点滅スイッチ autoswitch
シトロバクター病 citrobacter disease
シトロバクター病菌 Citrobacter freundii
シトロバクター・フロインディ Citrobacter freundii
シナプス（神経細胞の） synapse
シナプス（染色体の） synapsis
シナプス電位 synaptic potential
シナプス伝達 synaptic transmission
ジニトロフェノール dinitrophenyl
し尿 night soil
地熱エネルギー geothermal energy
自発運動 spontaneous locomotion
自発放電 spontaneous discharge
市販飼料 commercial diet [feed]
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Ｇバンド G-band
GPT alanin aminotransferase, ALT, GPT
ジヒドロコデイン dihydrocodeine
指標 index, parameter
耳標 ear tag
脂肪 fat
脂肪肝 fatty liver
脂肪細胞 fat cell
脂肪酸 fatty acid
脂肪線条 fatty streak
脂肪塞栓 fat embolism
脂肪組織 adipose tissue, fat tissue
脂肪分解 lipolysis
死亡率 mortality
姉妹系統 sister strain
姉妹染色体 sister chromosome
姉妹染色分体交換 sister chromatid exchange
シミアンウイルス40 simian virus 40, SV40
シミュレーション simulation
嗜眠 lethargy
事務管理 office administration
遮音 sound insulation
社会行動 social behavior
社会順位 social hierarchy
社会的環境 social environment
社会的順位 social ranking
社会的要因 social factor
弱毒（化）ワクチン attenuated vaccine
若年の juvenile
瀉血（法） hemospasia, venesection
ジャコウネズミ house shrew, Suncus murinus
射精 ejaculation, semination
射精管 ejaculatory duct
尺骨 ulna
シャムオペレーション sham operation
シャムネコ siamese cat
ジャンガリアンハムスター Djungarian hamster, Phodopus

sungorus
種 species
種雄 sire
獣医師 veterinarian
獣医学 veterinary science
重回帰 multiple regression
習慣 habituation
臭気 odo(u)r
周期 period
周期解析 periodic analysis
臭気強度指数 odo(u)r intensity index
住居 housing
住居因子 habitat factor
住居的要因 dwelling factor, housing factor
重金属 heavy metal
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集計 processing
充血 hyperemia
集合管 collecting duct
周産 [周生] 期（の） perinatal
周産期毒性 perinatal toxicity
終止コドン stop codon, termination codon
収縮 contraction
収縮期圧 systolic pressure
収縮タンパク contractile protein
重症筋無力症 myasthenia gravis
重症複合型免疫不全（症）マウス SCID mouse, severe combined immu-

nodeficient mouse
集塵 dust collection
集塵機 dust collector
集塵率 dust collection efficiency
修節遺伝子 modifier gene
自由選択 free choice
臭素 bromine [Br]
就巣 nesting
重相関 multiple correlation
就巣性 broodiness
収束適応 adaptive convergence
集団 population
集団遺伝学 population genetics
集団検診 mass examination, mass survey
集団交配 mass mating
集団サイズ population size
集団選択 group selection
集団密度 population density
縦断面 longitudinal plane
集中制御方式 central control system
自由度 degree of freedom
雌雄同体 hermaphrodite, hermaphroditism
自由に ad libitum
十二指腸 duodenum
十二指腸の duodenal
周年繁殖 annual breeding
周波数 frequency
終板 end-plate
終板電位 end-plate potential
重複子宮 uterus duplex
修復複製 repair replication
絨毛 villus [pl . villi]
絨毛運動 villous movement
絨毛膜 chorion, choroid (membrane)
絨毛膜性腺刺激ホルモン chorionic gonadotorop(h)in
雌雄モザイク gynandromorph, sex mosaic
重油 heavy oil
収容匹数 housing number
収容方式 housing system
収容密度 housing density
集落 colony, cluster
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縦列重複 tandem duplication
主栄養素 macronutrient
種（分）化 speciation
種間交差反応 interspecies crossreaction
種間雑種 interspecies hybrid
宿主 host
粥腫 atheroma, plaque
宿主域 host range
宿主-寄生体関係 host-parasite relationship
宿主-ベクター系 host-vector system
縮小条虫 Himenolepis diminuta
粥状動脈硬化 atherosclerosis
縮瞳 miosis
樹形図 dendrogram
種形成 speciation
受血者 blood recipient
腫骨 calcaneus
踵骨腱 Achillis tendon, calcaneal tendon
手根骨 carpal (bone)
種差 species difference
種雌 dam
種子骨 sesamoid bone
手術室 operating room, operation theater, sur-

gical room
手術台 operating table
手術刀 surgical knife
樹状細胞 dendritic cell
樹状突起 dendrite
受精 fertilization
授精 insemination
受精能力 fertilization ability
受精卵 fertilized egg
受精率 fertilization rate
受精能獲得 capacitation
種族 tribe
受胎 conception
受胎能力 fertile ability, fertile activity
受胎率 conception rate
種畜集団 breeding stock
腫脹 swelling
出血 hemorrhage
出血時間 bleeding time
出血性炎 hemorrhagic inflammation
出血性敗血症菌 Pasteurella multocida
出血卵胞 blood follicle
術後回復室 recovery room
術後監視 post-operative monitoring
術後管理 post-operative care
術後投与(薬) post-operative medication
出産子数 litter size, offspring number
出産順位 birth order
出産率 birth rate, delivery rate
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出生前（の） prenatal
術前管理 pre-operative care
主働遺伝子 major gene
受動的皮膚アナフィラキシー passive cutaneous anaphylaxis
受動免疫 passive immunity
受動輸送 passive transport
種特異性 species specificity
授乳 nursing
寿命 life expectancy, life span, longevity
腫瘍 neoplasm, tumor
腫瘍遺伝子 oncogene
腫瘍ウイルス oncogenic virus
腫瘍壊死因子 TNF, tumor necrosis factor
受容器 receptor
腫瘍増殖因子 TGF, tumor growth factor
主要組織適合（性）抗原複合体 major histocompatibility complex,

MHC
受容体 receptor, recipient
受容動物 recipient
ジュール Joule [J]
シュワン細胞 Schwann cell
順位 rank
順位相対係数 coefficient of rank correlation
順化 acclimatization
循環変動 cyclical fluctuation
循環 circulation
循環血液量 circulating blood volume
循環交配方式 rotation breeding system
循環時間 circulating time
循環障害 circulatory disturbance
春機発動（期) puberty, puberty onset
準工業地域 semi-industrial region
純水製造器 water purifier
馴致 acclimation, taming
順応 acclimation, acclimatization
準備室 preparation room
瞬膜 nictitating membrane
飼養 animal care
昇圧反射 pressor reflex
上位（性） epistasis
漿液 serous fluid
漿液細胞 serous cell
漿液腺 serous gland
省エネルギー対策 energy saving countermeasure
消化 digestion
乗駕 mounting
障害 defect, disturbance
傷害遺伝子 detrimental gene
消化液 digestive juice
消化管 digestive tract, alimentary tract
胃腸ホルモン gastrointestinal hormone
消火器 fire extinguisher
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消化器 digestive organ
上顎骨 maxilla
小核法 micronucleus method
消化酵素 digestive enzyme
乗駕行動 mounting behavior
消火栓 fire hydrant, fireplug
浄化漕 septic tank
松果体 pineal gland [body]
消化率 digestibility
笑気 nitrous oxide
蒸気 steam vapor, steam
蒸気加湿器 steam humidifier
蒸気設備 steam equipment
蒸気滅菌 steam sterilization
焼却処理 incineration
焼却能力 incineration capacity, incineration per-

formance
焼却炉 incinerator
焼却炉設備 incineration equipment
小丘 caruncle
上限（値） upper limit
条件致死 conditional lethal
条件づけ conditioning
条件反射 conditioned reflex
上行胸筋 ascending pectoral muscle
症候群 syndrome
上行結腸 ascending colon
上行大動脈 ascending aorta
常在（細）菌叢 indigenous (micro)flora, normal flora
消散 dispersion
蒸散 evaporation
硝子化 hyalinization
飼養試験 feeding experiment, feeding trial
硝子質 hyalin(e)
硝子体 vitreous body
硝子滴 hyalin(e) droplet
照射 irradiation
飼養者 caretaker
照射キメラ irradiation chimera
症状 symptom
ショウジョウバエ drosophila, fruit fly
上唇 upper lip
小進化 microevolution
上清 supernatant
脂溶性ビタミン fat-soluble vitamin
娘染色体 daughter chromosome
常染色体 autosome, autosomal chromosome
条虫 cestode, tape worm
小腸 small intestine
照度 illumination
情動 emotion
小頭症 microcephaly
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消毒 disinfection, pasteurization
消毒液 antiseptic solution
消毒剤 disinfectant
消毒室 disinfection chamber, disinfection room
消毒槽 disinfection tank
消毒滅菌設備 disinfection equipment
消毒薬漕 germicidal trap
照度計 illumination photometer, illuminometer
照度分布 illumination distribution
漿尿膜 chorioallantoic membrane
漿粘液腺 seromucous gland
小脳 cerebellum
小脳テント tentorium cerebelli
上皮 epithelium
上皮小体 parathyroid gland
上皮小体ホルモン parathormone
上皮増殖因子 EGF, epidermal growth factor
上皮内 [上皮細胞間] リンパ球 intraepthelial lymphocyte
上皮の epithelial
飼養標準 feeding standard
小胞子菌 microsporum
小胞体 endoplasmic reticulum
漿膜 serous membrane, serosa
正味エネルギー net energy
正味タンパク（質）比 net protein ratio
正味タンパク（質）利用率 net protein utilization
静脈 vein
静脈還流 venous return
静脈叢 venous plexus
静脈（内）注射 intravenous injection
静脈洞 venous sinus
静脈の venous
照明 illumination
照明コントロール lighting control
照明時間 lighting time
照明調節設備 lighting controller
消耗 exhaustion
小網 lesser omentum
消耗病 wasting disease
小葉 lobule
小葉間の interlobular
小腰筋 psoas minor muscle
蒸留水 distilled water
小彎 lesser curvature
上腕（の） brachial
上腕筋 brachialis muscle
上腕骨 humerus
上腕三頭筋 triceps brachii muscle
上腕二頭筋 biceps brachii muscle
初回通過効果 first pass effect
初期費用 first installation cost, initial cost
除去修復 excision repair

56 / 129 ページ



除菌フィルター sterile filtration filter
食塩 NaCl, sodium chloride
食塩感受性高血圧 salt sensitive hypertension
食行動 feeding behavior
食細胞 phagocyte
食殺 cannibalism
食作用 phagocytosis
食性 feeding habit, food habit
食虫目 insectivora
食道 esophagus
食道腺 esophageal gland
植物性タンパク質 vegetable protein
植物性油脂 vegetable oil
食糞 coprophagy
食胞 phagosome
触毛 vibrissa, whisker
食物摂取量 food intake
食物繊維 dietary fiber
食欲 appetite
食欲不振 anorexia
趾骨 pedal phalanx [pl. phalanges]
初産（動物） primipara
除湿 dehumidification
処女生殖 parthenogenesis
処女膜 hymen
除神経 denervation
初生雛 day-old chick
初代培養 primary culture
処置室 operational room, treatment room
初潮 menophania
触覚 tactile sensation
触覚反射 tactile reflex
ショック shock
庶糖 sucrose, cane sugar
初乳 colostrum
除脳動物 decerebrated animal
徐波睡眠 slow wave sleep
ショープ線維腫ウイルス Shope fibroma virus
ショープ乳頭腫ウイルス Shope papillomatosis virus
除毛、脱毛 dehairing
除毛 shaving
処理 processing
シリアンハムスター golden hamster, Mesocricetus auratus ,

Syrian hamster
自律神経系 autonomic nervous system
自律神経反射 autonomic reflex
飼料 diet, feed, food, stock feed
飼料成分 feed ingredient, feed stuff
飼料効果 feed efficiency
飼料倉庫 feed stock room
飼料転換効率 feed conversion rate
飼料添加物 feed additive
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飼料要求率 feed requirement
視力 sight
シールドルーム shield room
白身魚粉 white fish meal
塵埃 dust, waste
人為選択 [選抜] artificial selection
人為突然異変 artificial mutation
腎盂腎炎 pyelonephritis
心エコー図 echocardiogram
腎炎 nephritis
真猿類（目） simian family
心音 cardiac sound
心音図 PCG, phonocardiogram
進化 evolution
心外膜 epicardium
真核生物 eukaryote
心拡張 cardiac dilatation
進化系統樹 phylogenetic tree
シンカリオン synkaryon
深顔面静脈 deep facial vein
腎機能検査 renal function test
心筋 cardiac muscle, myocardium
真菌 fungus
心筋炎 myocarditis
心筋梗塞 myocardial infarction
心筋細胞 myocardial cell
心筋症 cardiomyopathy
心筋障害 myocardial damage，myocardial injury
心筋線維 cardiac muscle fiber
真空凍結乾燥 vacuum freeze drying
心腔内圧 intracardiac pressure
真空配管 vacuum piping
真空ポンプ vacuum pump
神経炎 neuritis
神経下垂体 neurohypophysis
神経筋遮断 myoneural blockade
神経筋遮断薬 neuromuscular blocking agent
神経筋接合部 neuromuscular junction
神経筋単位 neuromuscular unit
神経系 nervous system
神経膠細胞 neuroglia
神経細胞 nerve cell
神経支配 innervation
神経節 ganglion [pl. ganglia]
神経節遮断薬 ganglion blocker
神経線維 nerve fiber
神経叢 nerve plexus
神経組織 nervous tissue
神経単位 neuron
神経伝達物質 neurotransmitter
神経毒性 neurotoxicity
神経毒マイコプラズマ Mycoplasma neurolyticum
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神経病 neuropathy
神経分泌 neurosecretion
神経ホルモン neurohormone
心血管系 cardiovascular system
心血管障害 cardiovascular disorder
人工栄養 artificial feeding
人工気候室 artificial climate room, environmental

chamber
人工気象室 artificial weather control room
人工給餌 handfeeding
人工呼吸 artificial respiration
人工呼吸器 ventilator, respirator
人工飼育子 artificially-fed infant
人工授精 artificial insemination
人工照明 artificial lighting
人工飼料 artificial food
人工臓器 artificial organ
人工膣 artificial vagina
人口当量 population equivalence
人工乳 synthetic milk
人工妊娠 artificial pregnancy
人工物 artifact
人工哺乳 artificial suckling
人工流産 artificial abortion
深呼吸 deep respiration
心雑音 cardiac murmur
心耳 auricle
シンジェニック syngenic
深指屈筋 flexor digitorum profundus muscle
心室 ventricle
心室中隔 interventricular septum
心室中隔 interventricular septum
心（臓）周期 cardiac cycle
人獣 [人畜] 共通感染症 zoonosis [pl . zoonoses]
侵襲的な invasive
滲出液 effusion, exudation
腎症 nephrosis
腎症候性出血熱 hemorrhagic fever with renal syndrome,

HFRS
腎小体 renal corpuscle
腎静脈 renal vein
真性グロブリン euglobulin
腎性高血圧 renal hypertension
真正雑種強勢 euheterosis
新生子 [仔，児] neonate, newborn
真正染色質 euchromatin
新生物 neoplasm
新世界ザル new world monkey
浸漬糟 dunk tank
振顫 tremor
新鮮空気 fresh air
仁染色体 nucleolar chromosome
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心臓 heart
腎臓 kidney
心臓カテーテル法 cardiac catheterization
心臓血管系 cardiovascular system
心臓糸状虫症 dirofilariasis, heartworm infection
心臓神経 cardiac nerve
心臓穿刺（術） cardiac puncture
腎臓摘出（法） renalectomy
心臓突然死 sudden cardiac death
心臓内投与 [注射] intracardiac administration [injection]
心臓発作 heart attack
深側頭動脈 deep temporal artery
靱帯 ligament
身体運動学 kinesiology
ジーンターゲッテング gene targetting
診断 diagnosis
腎単位 nephron
伸張反射 stretch reflex
陣痛 labor pains
心停止 cardiac arrest
シンテニー syntheny
心電計 electrocardiograph
伸展受容器 stretch receptor
心電図 ECG, electrocardiogram
伸展反射 extension reflex
震度 seismic intensity
振動 vibration
浸透圧 osmotic pressure
浸透圧利尿 osmotic diuresis
振とう器 shaker
浸透度 penetrance
腎動脈 renal artery
心内膜 endocardium
腎乳頭 renal papilla [pl . papillae]
真の消化率 true digestibility
心肺標本 heart-lung preparation
心拍出量 cardiac output
心拍数 heart rate
腎盤 renal pelvis
真皮 dermis
深部感覚 deep sensation
振幅 amplitude
心不全 heart failure
心房 atrium, atria
心房細動 atrial fibrillation
心房性ナトリウム利尿ペプチド atrial natriuretic peptide (ANP)
心房中隔 interatrial septum
心膜 pericardium
心膜腔 pericardial cavity
ジーンマッピング gene mapping
心予備能 cardiac reserve
信頼区間 confidence interval
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信頼限界 confidence limit, fiducial limit
信頼性保証部門 QAU, quality assurance unit
信頼度 confidence
信頼度係数 confidence coefficient
親和性 affinity

水圧 water pressure
随意運動 voluntary movement
随意筋 voluntary muscle
随意収縮 voluntary contraction
膵液 pancreatic juice
膵管 pancreatic duct
水銀 mercury (Hg)
髄腔内麻酔 intrathecal anesthesia
吸込口 air intake
水質 water quality
髄質 medulla
水質汚染 water pollution
水質基準 water standard
衰弱 debility, weakening
水腫様変性 hydropic degeneration
水準 level
水症 hydrops
推奨一日許容量 recommended dietary allowance
水晶体 lens
推奨値 recommendation value
水腎（症） hydronephrosis
水生動物 aquatic animal
水槽 aquarium, water tank
膵臓 pancreas
推測統計学 inductive statistics
水中ポンプ submergible motor pump
垂直伝播 vertical transmission
垂直導線 vertical moving line
推定値 estimate
水道水 city water, tap water
随伴運動 synkinesia, synkinesis
水分 moisture
水平伝播 horizontal transmission
髄膜 meninx [pl . meninges]
水密性 water tightness
睡眠 sleep
水溶性ビタミン water-soluble vitamin
水様便 watery feces
スカベンジャー受容体 scavenger receptor
SCIDマウス SCID mouse, severe combined immu-

nodeficient mouse
スキナーボックス Skinner box
スクリーニング screening
スズ [錫] tin [Sn]

［ス］
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スタイレット stylet
スチューデントｔ検定 Student's t -test
スチールアイソレーター steel isolator
スチレン styrene
ステアリン酸 stearic acid
ステリルロック sterile lock
ステロイド（系）麻酔薬 steroid anesthetics
ステロイドホルモン steroid hormone
ステント stent
ストロンチウム strontium [Sr]
ストレイン13（モルモットの） strain 13
ストレイン2（モルモットの） strain 2
ストレス stress
ストレス症候群 stress syndrome
ストレッサー stressor
ストレプトバチルス病 streptobacillosis
ストローマ stroma
スナッフル snuffle
スナネズミ Meriones unguiculatus, Mongolian

gerbil
スーパーオキサイド superoxide
スパン span
スピロプラズマ（属菌） spiroplasma
スプライシング splicing
スプリンクラー sprinkler
スプレタスマウス Mus musclus spretus , spretus mouse
スポットネットワーク受電方式 spot network power receiving system
スポロトリックス（属菌） sporothrix
スモークテスト smoke test
ずり応力 shear stress
刷り込み imprinting
スレオニン threonine
スンクス house shrew, musk shrew, Suncus

murinus

静圧 static pressure
整羽（鳥の） preening
精液 semen, seminal fluid
精液希釈液 semen dilutor
精液採取 semen collection
精液注入 insemination, semen deposition
精液量 semen volume
生化学的遺伝マーカー biochemical gene marker
生化学的検査 biochemical examination
生化学的突然変異体 biochemical mutant
生活環 life cycle
精管 deferent duct, ductus deference, sem-

inal duct
精管切断 [切除] vasectomy

［セ］
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性器 genital organ, reproductive organ
正規確率紙 normal probability paper
正規曲線 normal curve
正規性 normality
正規分布 normal distribution
正規母集団 normal population
正規密度関数 normal density function
正逆（の） reciprocal
制御装置 control unit [system]
制御領域 regulatory region
性クロマチン sex chromatin
性決定 sex determination
生検 biopsy
制限給餌 restricted feeding
制限酵素 restriction enzyme
制限酵素断片長多型 restriction fragment length polymor-

phism, RFLP
制限食 food restriction
性交 copulation, coitus
性行動 sexual behavior
正向反射 righting reflex
性差 gender difference
精細管 seminiferous tubule
性細胞 germ cell
精索 spermatic cord
生残 [生存] 曲線 survival curve
生産施設 breeding facility
生産集団 production colony
生産用ストック production stock
生残率 survival rate
生産力 productivity
精子 sperm, spermatozoa, spermatozoon
精子活力 sperm motility
静止期 interphase
精子形成 spermatogenesis, spermiogenesis
精子発生 spermatogenesis
性腺刺激ホルモン gonadotrop(h)ic hormone, GTH
性腺刺激ホルモン放出ホルモン gonadotrop(h)in releasing hormone
精子減少症 oligospermia
精子細胞 spermatid
生時体重 birth weight
静止張力 resting tension
静止電位 resting potential
性支配 sex control
性周期 estrous cycle
成熟 maturation
成熟卵胞 Graafian follicle
正準相関係数 canonical correlation coefficient
正準相関分析 canonical correlation analysis
正準得点 canonical score
正準変量 canonical variate
正常（細）菌叢 normal flora
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清浄区域 clean area
正常血圧 normotension
清浄作業 cleaning
清浄度 cleanliness
清浄度クラス cleanliness class
生殖 reproduction
生殖器 genital organ, reproductive organ
生殖キメラ reproductive chimera
生殖器リッキング genital-licking
生殖原細胞 gonium,gonia
生殖細胞 germ cell
生殖細胞系（列） germ line
生殖試験 reproduction test
生殖周期 reproductive cycle
生殖腺 gonad
生殖的隔離 reproductive isolation
生殖毒性 reproductive toxicity
生殖不能 sterility
生殖力 fecundity, productivity
成人T細胞白血病 adult T cell leukemia, ATL
精清 seminal serum
性（の）制御 sex control
性成熟 sexual maturation, sexual maturity
精製飼料 purified diet
精製度 degree of refinement
性腺機能 gonad function
性腺刺激ホルモン放出ホルモン gonadotrop(h)in releasing hormone
性染色質 sex chromatin
性染色体 sex chromosome
生鮮飼料 fresh feed
清掃 cleaning,sweeping
精巣 testis [pl . testes]
精巣上体 epididymis
清掃設備 cleaning system
精巣摘出 castration, orchiectomy, testectomy
精巣の testicular
精祖細胞 spermatogonium [pl . spermatogonia]
生存競争 struggle for existence
生存率 survival rate
声帯 vocal cord
生体外（の） in vitro
生態学 ecology
生体クリアランス body clearance
生体恒常性 homeostasis
声帯切除 devocalization
生体内（の） in vivo
生体内不活性化 bioinactivation
生体内変化 biotransformation
声帯襞 [ひだ] vocal fold
生体リズム biorhythm
正中断面 median plane
成長 growth
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性徴 sexual character
成長曲線 growth curve
成長段階 growth stage
成長遅滞 growth retardation
成長ホルモン growth hormone
成長率 growth rate
性的隔離 sexual isolation
性的二型性 sexual dimorphism
性転換 sex reversal
正突然変異 forward mutation
精嚢 seminal vesicle
性能検定 performance test
精嚢腺 seminal vesicle, vesicular gland
正倍数体 euploid
性比 sex ratio
生物 organism, viable organism
生物医学 biomedical science
生物価 biological value
生物化学的酸素要求量 biochemical oxygen demand
生物学的環境 biological environment
生物学的空気清浄室 biological clean room
生物学的限界値 biological limit value
生物学的検定（法） bioassay, biological assay
生物学的時間 biological time
生物学的浄化 biological cleaning
生物学的半減期 biological half-life
生物学的封じ込め biological containment
生物学的要因 biological factor
生物学的利用性 bioavailability
生物災害 biohazard
生物指標 bio-indicator
生物測定 biometry
生物統計学 biostatistics
生物時計 biological clock
生物濃縮 bioaccumulation
生物（的）要因 biotic factor
性分化 sex differentiation
性別判定 sexing
精母細胞 spermatocyte
性ホルモン sex hormone
喘鳴 stridor
セイヨウワサビ horseradish
性欲 libido, sexual desire
生理学 physiology
生理的食塩水 [液] physiological saline
ゼイン zein
赤芽球 erythroblast
赤芽球症 erythroblastosis
赤筋 red muscle
脊髄 spinal cord
脊髄神経 spinal nerve
脊髄性筋萎縮症 spinal muscular atrophy
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脊髄動物 spinal animal
脊髄反射 spinal reflex
脊髄麻酔 spinal anesthesia
セキセイインコ budgerigar
石炭酸 phenol
脊柱 vertebral column
脊椎 spine, vertebra [pl . vertebrae]
脊椎前彎 lordosis
脊椎内注射 intraspinal injection
脊椎麻酔 spinal anesthesia
赤脾髄 red pulp
正規方程式 normal equation
石綿粉塵 asbestine [asbestos] dust
赤痢アメーバ Entamoeba histolytica
積和 sum of products
セグリゲーティング近交系 segregating inbred strain
セクレチン secretin
赤血球生成 erythropoiesis
施工図 shopdrawing, working drawing
セスジネズミ Apodemus agrarius
世代 generation
舌 tongue
切開 incision
石灰化 calcification
舌下腺 sublingual gland
舌下の sublingual
舌筋 lingual muscle
設計 design, planning
赤血球 erythrocyte, RBC, red blood cell
赤血球凝集（反応） hemagglutination
赤血球凝集阻止（反応） hemagglutination inhibition, HI
赤血球凝集阻止抗体 hemagglutination inhibition (HI) anti-

body
赤血球系細胞 erythroid cell
赤血球増加（症） erythrocytosis
赤血球造血 erythropoiesis
赤血球沈降速度 erythrocyte sedimentation rate
接合 conjugation
接合糸 zygonema
接合子 zygote
接合子選択 zygotic selection
接合子嚢 oocyst
接合体 zygote
接合体致死性（の） zygotic lethal
接合部 junction
舌骨 hyoid bone
節後ニューロン postganglionic neuron
節前ニューロン preganglionic neuron
切歯 incisor
摂氏（度） centigrade
切歯骨 incisive bone
接種 inoculation
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絶食 fasting
接触感染 contact infection
接触阻害 contact inhibition
摂食中枢 feeding center
接所性 parapatric
摂餌量 food consumption
摂水量 water consumption, water intake
舌腺 lingual gland
絶対温度 absolute temperature
絶対成長 absolute growth
切断（染色体の） breakage
切断酵素 nicking enzyme
接着結合 tight junction
接着分子 adhesion molecule
ｚ染色体 Z-chromosome
ｚｗ型 ZW-type
ｚ変換 Z-transformation
舌乳頭 lingual papilla [pl . papillae]
切迫屠殺 emergency slaughter
設備 equipment
切片 section
説明変数 predictor variable
絶滅危機種 endangered species
セーフティラック safety rack
セボフルラ [レ] ン sevoflurane
セミモイスト飼料 semimoist food
ゼラチン gelatin
セリン serine
セルロース cellulose
セレクチン selectin
セレン selenium [Se]
セロトニン serotonin
腺 gland
線維 fiber
腺胃 glandular stomach
前胃 forestomach, proventriculus
線維芽細胞 fibroblast
繊維強化プラスチック fiber reinforced plastic, FRP
線維腫 fibroma
線維腫症 fibromatosis
線維症 fibrosis
線維素 fibrin
線維素原 fibrinogen
線維素性炎 fibrinous inflammation
潜伏精巣 cryptochidism, retained testis
洗煙装置 smoke washer
全外気方式 all fresh air system
旋回病 rolling disease
前核 pronucleus [pl. pronuclei]
前額断面 frontal plane
腺下垂体 adenohypophysis
前管理区域 pre-administration area
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栓球 platelet, thrombocyte
前臼歯 premolar tooth [pl . teeth]
前駆物質 precursor
前脛骨筋 tibialis anterior muscle
全兄妹交配 full-sib mating
線型模型 linear model
全血量 total blood volume
浅呼吸 shallow respiration
仙骨 sacrum
全採血 whole blood collection
腺細胞 glandular cell
前肢 forelimb
前肢帯 pectral girdle
前室 anteroom
洗浄 cleaning
洗浄機器 cleaning instrument
舟状骨 scaphoid bone
洗浄室 cleaning room, washing room
洗浄滅菌器 washer and sterilizer
染色（法） stain
染色糸 chromonema
染色質 chromatin
染色体 chromosome
染色体異常 chromosomal aberration
染色体異常誘発物 clastogen
染色体外遺伝 extra-choromosomal inheritance
染色体逆位 chromosomal inversion
染色体切断 chromosomal breaking
染色体対合 chromosomal pairing
染色体断片 chromosomal segment
染色体地図 chromosomal map, chromosome map
染色体内組換え intra-chromosomal recombination
染色体不分離 chromosome non-disjunction
染色体歩行 chromosome walking
染色分体 chromatid
尖刃刀 sharp pointed scalpel
全身麻酔 general anesthesia
全数調査 complete survey
センス鎖 sense strand
先祖返り atavism
喘息 asthma
浅速呼吸 gasping,panting
先 [尖] 体 （精子の） acrosome
センダイウイルス hemagglutinating virus of Japan, HVJ,

Sendai virus
前大静脈 cranial vena cava
先 [尖] 体反応 acrosomal reaction
選択 selection
選択圧 selection pressure
選択係数 selection coefficient
選択結婚 assortative mating
選択交配 [交尾] preferential mating, selective mating

68 / 129 ページ



選択毒性 selective toxicity
選択培地 selective medium
選択分離 preferential segregation
選択有利性 selective advantage
センチモルガン centimorgan, Morgan unit
線虫 nematode
蠕虫 helminth
前腸間膜 cranial mesentery
仙椎 sacral vertebra [pl . vertebrae]
前庭腺 vestibular gland
先天奇形 congenital malformation
浅殿筋 superficial gluteus muscle
先天性（の） congenital
先天異常 congenital abnormality, congenital

defect
先天免疫 innate immunity, native immunity
蠕動 peristalsis
前頭骨 frontal bone
前頭の frontal
前投薬（麻酔の） premedication
全乳 whole milk
潜熱 latent heat
全熱交換器 total heat exchanger
全熱量 heat content
全能（性） totipotency
前背鋸筋 cranial serratas dorsal muscle
選抜 selection
腺部 glandular part
潜伏感染 latent infection
潜伏期 latent period
潜伏期モデル time-to-response model
潜伏精巣 retained testis, cryptorchid, undescend-

ed testis
全分泌 holocrine secretion
全平方和 total sum of squares
線毛 cilium [pl. cilia]
剪毛 shaving
線毛運動 ciliary movement
線毛上皮 ciliated epithelium
前葉 cranial lobe
全卵 whole egg
前立腺 prostate (gland)
戦慄反射 shivering reflex
前臨床試験 preclinical study [test]
洗練 refinement
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層 stratum
総当たり交雑 diallel cross
造影剤 contrast agent
送液ポンプ tubing pump
総エネルギー gross energy
騒音 noise
騒音計 sound level meter
騒音公害 noise nuisance
騒音レベル noise level, sound level
相加遺伝子 additive gene
双角子宮 bicornuate uterus
相加効果 additive effect
走化性 chemotaxis
走化性ペプチド chemotactic peptide
相関 correlation
挿管 intubation, cannulation
相関行列 correlation matrix
相関係数 correlation coefficient
散布図 scatter diagram
相関比 correlation ratio
相関表 correlation table
相関分析 correlation analysis
臓器移植 organ transplantation
早期収縮 extrasystole
臓器重量 organ weight
臓器毒性 organ toxicity
早期離乳 early weaning
総頸動脈 common carotid artery
造血 hemopoiesis
造血幹細胞 hematopoietic stem cell
造血系 hematopoietic system
倉庫 storehouse, warehouse
総合計画 master plan
相互関係 interrelationship
相互作用 interaction
相互転座 reciprocal translocation
相互（の） reciprocal
相互乗換 reciprocal crossing-over
相互優性 co-dominance
総コレステロール total cholesterol
痩削 emaciation
造作材 construction material
走査（型）電子顕微鏡 scanning electron microscope
早産 premature birth
双子宮 uterus duplex
創始者 founder
桑実胚 morula
早熟性 early maturity, precocity, prematurity
創傷感染 wound infection
相乗効果 synergic effect

［ソ］
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増殖 multiplication, proliferation, reproduc-
tion

増殖因子 growth factor
増殖ストック expansion stock
草食性（の） herbivorous
草食動物 herbivore, herbivorous animal
増殖用コロニー expansion colony
双生子 [仔，児] twin
相対湿度 relative humidity
増体重 body weight gain
相対成長 allometry
相対度数 relative frequency
総胆管 common bile duct, ductus choledochus
相同 homology
相同遺伝子 homologous gene
相同遺伝子組換え homologous gene recombination
相同的組換え homologous recombination
相同の homologous
総排泄腔 cloaca
相反神経支配 reciprocal innervation
相反性（の） reciprocal
送風機 blower
送風ファン supply fan
層別 stratification
僧帽筋 trapezius muscle
僧帽弁の mitral
相補性 complementation
相補性試験 complementation test
相補（的）ＤＮＡ cDNA, complementary DNA
層流 laminar flow
層流型クリーンルーム laminar air flow type clean room
層流方式 laminar flow system
増量剤 filler
総和 summation
阻害 inhibition
阻害因子 inhibitor
阻害剤 inhibitor
祖灰分 crude ash
属 genus
側臥位 lateral position
塞栓症 embolism
側頭筋 temporal muscle
側頭骨 temporal bone
側脳室 lateral ventricle
速迫呼吸 accelerated respiration
側副循環 collateral circulation
側壁 lateral wall
鼠咬症 rat-bite fever
組織 tissue
組織移植 graft, tissue transplantation
組織液 tissue fluid
組織化学 histochemistry
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組織学 histology
組織呼吸 tissue respiration
組織適合抗原 histocompatibility antigen
組織適合性 histocompatibility
組織特異性 tissue specificity
組織培養 tissue culture
組織標本 tissue preparation
組織不適合性 histoincompatibility
粗脂肪 crude fat
咀嚼 mastication
粗飼料 roughage
粗塵用フィルター rough filter
蘇生（術） resuscitation
疎性結合組織 loose connective tissue
祖先 ancestor
粗線維 crude fiber
粗タンパク（質） crude protein
足根骨 tarsal bone, tarsus [pl . tarsi]
卒中 stroke
ソーティング sorting
ソマトスタチン somatostatin
粗面小胞体 RER, rough-surfaced endoplasmic re-

ticulum
損傷 injury
ゾーンユニット方式 zone unit system

体位 posture
第一胃 rumen
体液 body fluid
退役動物 retired animal
体液平衡 fluid balance
大円筋 teres major muscle
ダイオキシン dioxin
体温 body temperature
体温計 thermometer
体温調節 thermoregulation
体温調節中枢 thermoregulatory center
体外受精 external fertilization, in vitro  fertiliza-

tion
体外循環 extracorporeal circulation
体格 physique
耐火被覆 fire tolerant coating
体感温度 sensible temperature, sensory temper-

ature
大気汚染 air pollution, atmospheric pollution
大気汚染濃度基準 air pollutant concentration standard
体型 physique
体高 withers height
対合 pairing

［タ］
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対交配 pair mate, pair mating
ダイコクネズミ Rattus norvegicus
体細胞 somatic cell
体細胞組換え somatic recombination
体細胞染色体乗換え mitotic crossing-over
体細胞突然異変 somatic mutation
第三胃 omasum
第三脳室 third ventricle
胎子 [仔，児] fetus
胎子 [仔，児] 胎盤 fetal placenta
体質 constitution
胎子 [仔，児] 毒性 fetal toxicity
胎子 [仔，児] の fetal
胎子 [仔，児] ヘモグロビン fetal hemoglobin, HbF
代謝 metabolism
代謝エネルギー metabolic energy
代謝拮抗物質 antimetabolite
代謝ケージ metabolic cage
代謝産物 metabolite
代謝性アシドーシス metabolic acidosis
代謝性アルカローシス metabolic alkalosis
代謝病 metabolic disease
代謝率 metabolic rate
体重 body weight
体重計 weighing machine
体循環 systemic circulation
対照 control
耐衝撃性 impact resistance, shock tolerance
対照交配 diallel cross
対照飼料 control diet
帯状嚢虫 Cysticercus fasciolaris
大静脈 vena cava
大進化 macroevolution
大豆 soybean
対数正規分布 logarithmic normal distribution
耐性 tolerance
胎生 viviparity
体性感覚 somatic sensation
体性神経系 somatic nervous system
体成分 body component
大切歯 large incisor tooth
代替 replacement
大腿骨 femur
大腿四頭筋 quadriceps femoris muscle
大腿直筋 rectus femoris muscle
大腿二頭筋 biceps femoris muscle
大腿の femoral
大腿方形筋 quadratus femoris muscle
体長 body length
大腸 large intestine
大腸菌 E.coli , Escherichia coli
大転子 greater trochanter
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多遺伝子雑種 multihybrid
胎動 fetal movement
大動脈 aorta
大動脈弓 aortic arch
大動脈弁 aortic valve
タイトジャンクション tight junction
体内時計 biological clock, internal clock
第二胃 reticulorumen, reticulum
体熱放散 heat radiation
大脳 cerebrum
大脳脚 cerebral peduncle
大脳半球 cerebral hemisphere
大脳皮質 cerebral cortex
大脳辺縁系 cerebral limbic system
台秤 platform scale
胎盤 placenta
胎盤移行 placental transmission
胎盤感染 placental infection
胎盤形成 placentation
胎盤循環 placental circulation
胎盤性性腺刺激ホルモン chorionic gonadotrop(h)in
胎盤徴候 placental sign
胎盤通過性 placental transportability
胎盤停滞 placental retention, retained placenta
体表面 body surface
体表面積 body surface area
胎便 meconium
胎膜 fetal membrane
タイマースイッチ timer switch
大網 greater omentum
耐用一日摂取量 tolerable daily intake
大腰筋 psoas major muscle
耐用年（数） durable year
第四胃 abomasum
対立遺伝子 allele
対立遺伝子多形（性） allelic polymorphism
対立遺伝子排除 allelic exclusion
対立仮説 alternative hypothesis
対立形質 allelomorph
対立性 allelism
対立性試験 allelism test
対流 convection
対流熱伝導 convective heat transfer
大菱形骨 trapezium
大彎 greater curvature
タウリン taurine
唾液 saliva
唾液腺 salivary gland
唾液腺摘除（術） sialoadenectomy
唾液腺涙腺炎 sialodacryoadenitis
唾液塗布 saliva spreading
唾液分泌 salivation
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多回給餌 multiple feeding
多核の polynuclear
他家生殖 allogamy
多価染色体 multivalent chromosome
多価不飽和脂肪酸 polyunsaturated fatty acid
多価ワクチン polyvalent vaccine
多換（性）歯 polyphyodont
タキフィラキシー tachyphylaxis
ダクト duct
多型現象 [多型性] polymorphism
多系交雑 multiple cross
多血球症 polycythemia
多孔板吹出口 perforated panel diffuser
多呼吸 polypnea
多指症 polydactylia
多シナプス反射 polysynaptic reflex
異系交配 outcrossing
多食症 polyphagous
多生子 multiplets
多精子受精 [侵入] polyspermy
多胎性 prolificacy
多代性歯 polyphyodont
立ち直り反射 righting reflex
脱殻 hatching, uncoating
脱核細胞 enucleated cell
脱感作 desensitization
脱酸素化 deoxygenation
脱脂米糠 defatted rice bran
脱脂大豆粕 defatted soybean meal
脱脂粉乳 dried skimmed milk
脱臭 deodorization
脱臭剤 deodorant
脱水 dehydration
脱髄 dymyelination
脱分極 depolarization
脱毛 alopecia, depilation, hair loss
脱毛症 alopecia
脱落歯 deciduous tooth [pl . teeth], milk tooth

[pl . teeth]
脱落膜 decidua
脱落膜反応 decidual reaction
多糖類 polysaccharide
棚上げ shelving
棚板 shelf, shelving
タナポックス Tana pox
ダニ mite, tick
ダニ症 acariasis
多尿 polyuria
多能性 [多分化能] pluripotency
多倍数性 polyploidy
多倍数体 polyploid
タバコマウス Mus poschiavinus , tobacco mouse
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多発情動物 polyestrous animal
多発性硬化症 multiple sclerosis
タピオカ tapioca
タービン turbine
WHHLウサギ Watanabe hereditary hyperlipidemia

(WHHL) rabbit
W染色体 W-chromosome
多分化能 pluripotency
多変量解析 multivariate analysis
多変量解析分布 multivariate analysis of variance
タマリン tamarin
多面効果 multiple effect
多面発現（性） pleiotropy
多様性 diversity, variety
ダルトン dalton
タール様便 tarry feces
単位形質 unit character
単為生殖 parthenogenesis
単為生殖生物 parthenote
単一菌汚染動物 monocontaminated animal
単一菌叢動物 monoflora animal
単胃動物 monogastric animal
単為発生 parthenogenetic development
単回投与毒性試験 single dose toxicity study
単核細胞 mononuclear cell
単核食細胞系 mononuclear phagocyte system
胆管 bile duct
ダンカンの新多重範囲検定 Duncan's new multiple range test
単球 monocyte
ダンクタンク dunk tank
単クローン抗体 monoclonal antibody
単クローン性高ガンマグロブリン血症 monoclonal gammopathy
探索行動 exploratory behavior
短鎖脂肪酸 short-chain fatty acid
炭酸脱水酵素 carbonic anhydrase
短指 brachydactyly
単（一）子宮 uterus simplex
短日繁殖動物 short-day breeder
単シナプス反射 monosynapic reflex
断首 decapitation
胆汁 bile
胆汁IgA biliary IgA
胆汁うっ滞 cholestasis
胆汁酸 bile acid
胆汁酸塩 bile salt
単収縮 twitch
胆汁分泌 bile secretion
単食性 monophagous
炭水化物 carbohydrate
単精受精 monospermy
単性（の） unisexual
弾性繊維 elastic fiber
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弾性組織 elastic tissue
胆石 gallstone
断層撮影 tomography
単層上皮 simple epithelium
単胎（の） monotocous
断頭 decapitation
断頭器 decapitator
断熱 heat insulation, thermal insulation
断熱材 thermal insulation material
胆嚢 gall bladder
ダンパー damper
タンパク（質） protein
タンパク（質）効率 protein efficiency ratio
タンパク尿 proteinuria
タンパク（質）分解酵素 protease
単発情動物 monoestrous animal
短尾 brachyury
断尾 docking
暖房 heating
暖房負荷 heating load
断面積 section area

チアノコバラミン thianocobalamin
チアノーゼ cyanosis
チアミン thiamine, vitamin B1

遅延型アレルギー delayed type hypersensitivity
遅延型過敏症 delayed-type hypersensitivity (DTH)
遅延型過敏症反応 delayed hypersensitivity
チェーン・ストークス呼吸 Cheyne-Stokes breathing
チオクト酸 thioctic acid
チオペンタール thiopental
知覚 perception
知覚神経 sensory nerve
逐次法 iterative procedure
蓄熱槽 heat storage tank, thermal storage tank
蓄膿症 empyema
乳首 nipple
恥骨 pubic bone
恥骨筋 pectineus muscle
恥骨結合 pubic symphysis, symphysis pubis
致死以下（の） sublethal
致死遺伝子 lethal gene
致死性 lethal
致死性マウス幼仔下痢性ウイルス lethal intestinal virus of infant mice,

LIVIM
致死突然変異 lethal mutation
致死率 fatality
致死量 lethal dose
膣 vagina

［チ］
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膣垢 vaginal smear
膣開口 vaginal opening
膣鏡 vaginal speculum [pl . specula]
チック tic
膣栓 vaginal plug
窒息 asphyxia
窒素代謝 nitrogen metabolism
窒素蓄積 nitrogen retention
窒素平衡 nitrogen balance
膣粘液 vaginal mucus
膣分泌物 vaginal discharge
チトクローム還元酵素 cytochrome reductase
知能 intelligence
遅発遺伝 delayed inheritance
遅発効果 delayed effect, late effect
遅発性感染 slow infection
遅発性神経毒性 delayed neurotoxicity
地方病（の） endemic
緻密斑 macla densa
チモール混濁試験 thymol turbidity test
チャイニーズハムスター Chinese hamster, Cricetulus griseus
着臭剤 stink material
着床 implantation
着床性増殖 progestational proliferation
着床遅延 delayed implantation
着床部位 implantation site
着床ホルモン gestagen
中央監視 central surveillance
中央監視室 supervisory data center
中央監視制御 centralized supervisory control
中央制御 central control
中央値 median
中隔 septum
中間広筋 vastus intermedius muscle
中期 metaphase
昼行性 diurnal
中耳 middle ear
注射 injection
注射器 [筒] injector, syringe
注射針 injection needle, parenteral needle
注射麻酔 injectable anesthesia
注射麻酔薬 injectable anesthetics
中手骨 metacarpal (bone)
抽出誤差 sampling error
中心管 central canal
中心子 [粒] centriole
中心静脈圧 central venous pressure
中心体 centrosome
中心体融合 centric fusion
虫垂 vermiform appendix
中枢神経系 central nervous system, CNS
中枢リンパ（系）器官 central lymphoid organ
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中性能フィルター middle efficiency air filter
中性ホルマリン neutral formalin
中足骨 metatarsal (bone)
中節骨 middle phalanx [pl . phalanges]
中殿筋 gluteus medius muscle
中等度安全バリア middle class safety barrier
中（型）動物 medium-sized animal
中毒 poisoning
注入 infusion
中脳 mesencephalon
中脳水道 aqueduct of midbrain
中胚葉 mesoderm
中膜（血管の） media
中立遺伝子 neutral gene
中立説 neutral theory
中和試験 neutralization test
チェディアック-東症候群 Chediac-Higashi syndrome
腸 intestine,gut
超遺伝子 supergene
腸液 intestinal juice
腸炎 enteritis
腸炎菌 Salmonella enteritidis
超音波検査法 ultrasonic examination
超音波洗浄器 ultrasonic cleaner
聴覚 audition, auditory sense
腸管IgA intestinal IgA
腸肝循環 enterohepatic circulation
腸間膜 mesentery
腸間膜動脈 mesenteric artery
腸間膜リンパ節 mesenteric lymph node
腸関連リンパ組織 GALT, gut-associated lymphoid tissue
腸器官 intestinal organ
長期在胎 prolonged gestation
長期試験 long-term study
調教 training
腸棘筋 iliospinal muscle
蝶形骨 sphenoid bone
聴原性痙攣 audiogenic convulsion
聴原（性）てんかん発作 audioepileptic seizure
聴原（性）発作 audiogenic seizure
潮紅 flush
超高性能フィルター high efficiency particulate air (HEPA)

filter
調光装置 dimming equipment, lighting control

apparatus
腸コクシジウム症 intestinal coccidiosis
腸骨 ilium
腸骨の iliac
長鎖脂肪酸 long-chain fatty acid
長日繁殖動物 long-day breeder
聴性ストレス auditory stress
超生体染色 supravital staining
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調節遺伝子 regulatory gene
調節型 regulatory type
調節換気 controlled ventilation
腸腺 Lieberkühn gland
調達 procurement
超低比重リポタンパク（質） very low density lipoprotein
腸内（細）菌叢 intestinal flora
長内転筋 adductor longus muscle
超薄切片 ultrathin section
長腓骨筋 peroneus longus muscle
超微量元素 ultra-micro element
重複子宮 double uterus
超ミクロトーム ultramicrotome
跳躍 jumping
跳躍反射 hopping reflex
超優性 overdominance
聴力 audition
鳥類 bird
調和解析 harmonic analysis
調和平均 harmonic mean
直接燃焼法 direct burning method
直線回帰 linear regression
直線外挿法 linear extrapolation
直線型 linear type
直線性 linearity
直腸 rectum
直腸温 rectal temperature
直腸内投与 intrarectal administration
直列伝送方式 serial transfer system
貯蔵 storage
貯蔵施設 storage facility
直径 diameter
直交多項式 orthogonal polynomial
直交表 table of orthogonal arrays
治療 therapy, treatment
チレタミン tiletamine
チロシン tyrosine
沈降素 precipitin
沈降速度 sedimentation velocity
沈降定数 sedimentation constant
沈降反応 precipitation test
沈静 sedation
チンチラ chinchilla
鎮痛薬 Analgesic,Analgetic
沈殿 precipitation, sedimentation, settling
チンパンジー chimpanzee, Pan troglodytes
沈黙対立遺伝子 silent allele
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椎間孔 intervertebral foramen
椎間板 intervertebral disc
椎骨 spine, vertebra [pl . vertebrae]
追跡試験 [調査] follow-up test [study]
痛覚 pain sensation
痛覚消失 analgia, analgosia
通風乾湿（球湿度）計 aspiratory psychrometer
つつき順位 pecking order
角 horn
ツパイ tree shrew, tupaia
ツボクラリン tubocurarine
爪 nail
釣合型不完全ブロック法 balanched incomplete block design

蹄 hoof
TRH thyrotropin releasing hormone, TRH
ｔRNA transfer RNA, tRNA
定位固定器 stereotaxic instrument
TSH thyroid stimulating hormone, TSH
DNA deoxyribonucleic acid, DNA
DNA結合タンパク（質） DNA-binding protein
DNA顕微注入 DNA microinjection
DNA断片化 DNA fragmentation
DNAフィンガープリント DNA fingerprinting
DNAポリメラーゼ増幅法 PCR, polymerase chain reaction
低エネルギー飼料 low energy feed
帝王切開（術） C(a)esarean section, hysterotomy
帝王切開由来動物 C(a)esarean-derived animal
低温殺菌（法） pasteurization
低カルシウム血症 hypocalcemia
定期検査 periodical inspection, scheduled inspec-

tion
低形成 hypoplasia
低血圧 hypotension
低血糖 hypoglycemia
t検定 t -test
定向進化 orthogenesis
定向選択 orthoselection
T細胞 T cell, T lymphocyte
T細胞（抗原）レセプター T cell receptor
ティザー菌 Tyzzer's organism
ティザー病 Tyzzer's disease
低酸素血症 hypoxemia
低酸素症 hypoxia
低脂肪食 low fat diet
泥状便 muddy feces

［ツ］
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ディスポーザブルケージ disposable cage
ディスポット型 dispot type
低体温 hypothermia
停滞胎盤 retained placenta
低炭酸血症 hypocapnemia
低炭酸症 hypocapnia
低タンパク（質）飼料 low protein feed
定着（微生物の） colonization
低倍数体 hypoploid
低比重リポタンパク（質） LDL, low density lipoprotein
Ｔピース回路 T-piece circle
定風量方式 constant air volume system
t分布 t -distribution
定量的吸収 quantitative absorption
Tリンパ球 T cell, T lymphocyte
デオキシリボ核酸 deoxyribonucleic acid, DNA
適応 adaptation
適応試験 aptitude test
適応性 adaptability
適応値 adaptive value, selective value
適応的収れん adaptive convergence
適応度 [値] fitness
適応放散 adaptive radiation
適合（性） compatibility
適者生存 survival of the fittest
デキストラン dextran
デキストリン dextrin
デキストロプロポキシフェン dextro-propoxyphene
デシベル decibel [dB]
テスター系統 tester strain
デスフルラン desflurane
鉄 iron [Fe]
鉄筋コンクリート構造 reinforced concrete construction
デーム deme
デュシェンヌ型筋ジストロフィー Duchenne type myodystrophy
テリトリー territory
テレメーター装置 telemeter system
転移 metastasis
転移RNA transfer RNA, tRNA
電解質代謝 electrolyte metabolism
転化糖 invert sugar
てんかん [癲癇] epilepsy
電気泳動 electrophoresis
電気射精 electro-ejaculation
電気集塵器 electric dust collector
電気手術器 electrosurgical unit
電気ショック electric shock
電気生理学 electrophysiology
電気設備 electric equipment
電気穿孔（法） electroporation
電気バリカン electric clipper
電気メス electrosurgical unit
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電極 electrode
転座 translocation
電子顕微鏡 electron microscope
電子顕微鏡写真 electron micrograph
電子天秤 electronic balance
デンシトメトリー densitometry
電子密度 electron density
転写 transcription
転写因子 transcription factor
転写産物 transcript
天井 ceiling
点状出血 petechial hemorrhage
伝染性マウス乳仔 [子] 下痢症 epidemic [epizootic] diarrhea of infant

mice, EDIM
伝達物質 transmitter
点滴（注射） drip (injection)
伝導 conduction
伝導速度 conduction velocity
点突然変異 point mutation
天然飼料 natural food
天秤 balance, equiarmed balance
でんぷん starch
転卵 egg turning
電力使用量 electric power consumption

ドア格子 door grille
ドアチェック door check
洞 sinus
銅 copper [Cu]
糖衣 glycocalyx, sugar coat
同位元素 isotope
頭蓋 cranium, skull
頭蓋腔 cranial cavity
頭蓋骨 cranial bone
頭蓋内圧 intracranial pressure
透過性 permeability
同型接合体 homozygote
透過（型）電子顕微鏡 transmission electron microscope
等カロリー isocalorie
導管 duct, excretory duct
同義遺伝子 multiple gene
動機付け motivation
同居動物 inmate animal
統計（学） statistics
統計遺伝学 biometrical genetics
同型遺伝子の homogenic
同系交配 inbreeding
統計処理 statistical treatment
同型接合体 homozygote
同型転換 isotype switching

［ト］
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同型配偶子 isogamete
凍結エッチング freeze-etching
凍結割断 freeze-fracture
凍結割断法 freeze fracture method
凍結乾燥（法） freeze-dry, lyophilization
凍結乾燥機 freeze dryer
凍結乾燥法 freeze-drying method
凍結精液 frozen semen
凍結切片 frozen section
凍結乳 frozen milk
凍結胚 frozen embryo
凍結粉砕装置 freezed crushing machine
凍結防御物質 cryoprotectant
凍結防止 anti-freezing, frost prevention
凍結保存 cryopreservation
凍結保存胚 frozen stored embryo
凍結融解 freezing and thawing
動原体 centromere, kinetochore
動原体融合 centric fusion
糖原病 glycogen storage disease, glycogenosis
瞳孔 pupil
瞳孔反射 pupillary reflex
橈骨 radius
糖脂質 glycolipid
同質移植 isograft
糖質コルチコイド glucocorticoid
同質集団 homogeneous population
糖質代謝 carbohydrate metabolism
等尺性収縮 isometric contraction
同種異系移植（片） allograft
同種異系の allogen(e)ic
同種移植 allogeneic transplantation, homograft,

homoioplastic transplantation
同種間効果 allogeneic effect
同種抗血清 alloantiserum
同種抗原 alloantigen
同種抗体 alloantibody
同種細胞親和抗体 homocytotropic antibody
透出分泌 diacrine secretion
同種免疫 alloimmunization
動静脈吻合 arteriovenous anastomosis
糖新生 gluconeogenesis, glyconeogenesis
同性愛行動 homosexual behavior
透析 dialysis
動線 traffic line
闘争 fighting
同族交配 consanguineous mating
同族相互作用 cognate interaction
同族認識 cognate recognition
橈側皮静脈 cephalic vein
同祖の homoeologous
淘汰 selection
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動態 kinetics
糖タンパク（質） glycoprotein
等窒素の isonitrogenous
同調因子 sympathetic factor
等張液 isotonic solution
頭頂骨 parietal bone
等張性収縮 isotonic contraction
同調分裂 synchronous division
疼痛 pain
同定 identification
動的平衡 dynamic equilibrium
頭胴長 head and body length
導入遺伝子 transgene
糖尿 glycosuria
糖尿病 diabetes mellitus, diabetes
逃避反応 escape response
同腹子 littermate
同腹子数 litter size
動物愛護 animal protection, animal welfare
動物権利 animal right
動物飼育 animal care
動物飼育者 animal caretaker
動物室 animal room
動物実験 animal experimentation
動物実験委員会 animal care and use committee, animal

research committee
動物実験ガイドライン guideline for animal experimentation
動物実験施設 experimental animal facility
動物（性）脂肪 animal fat
動物体重計 animal weighing scale
動物（性）タンパク質 animal protein
動物の愛護及び管理に関する法律 law concerning the tender care and

control of animals
動物繁殖（生産）施設 animal breeding facility
動物福祉 animal welfare
動物モデル animal model
動物輸送ケージ animal transport container
動物利用者 animal user
等分散性 homoneity of variance
同胞 sib, sibling
洞房結節 sino-atrial node
同胞交配 brother-sister mating, sib mating
同胞種 sibling species
糖蜜 molasses
動脈 artery
動脈圧 arterial pressure
動脈管 Botallo's duct
動脈硬化 arteriosclerosis
動脈叢 arterial plexus
動脈内注射 intraarterial injection
動脈の arterial
冬眠 hibernation
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冬眠腺 hibernating gland
透明帯 zona pellucida, pellucid zone
トウモロコシ corn,maize
投薬 dosage, medication
投与 administration
動力設備 power equipment
同類交配 assortative mating
同類対立遺伝子 isoallele
遠縁交配 outbreeding, outcrossing
トガウイルス togavirus
トカゲ（類） lizard
ドキサプラム Doxapram
トキソプラズマ toxoplasma
トキソプラズマ・ゴンヂ Toxoplasma gondii
特異抗体 specific antibody
特異性 specificity
特異性炎 specific inflammation
特異体質 idiosyncrasy
特異動的作用 specific dynamic action
特殊キャビネット special cabinet
特殊飼料 specified diet
特殊配管設備 special piping equipment
毒性 toxicity
毒性学 toxicology
毒性試験 toxicity test
毒素 toxin
特定化学物質 specified chemical material
特発性心筋症 idiopathic myocarditis
独立遺伝 independent inheritance
独立栄養体 autotroph
毒力 virulence
ドコサヘキサエン酸 docosahexanoic acid
床敷 bedding
トコフェロール tocopherol, vitamin E
と殺（法） sacrification, sacrificing
都市ガス city gas
都市計画 city planning
ドジョウ loach
度数 frequency
度数分布 frequency distribution
屠体 carcase
土着マウス aboriginal mouse
突然変異 mutation
突然変異遺伝子 mutant gene
突然変異型 mutant type
突然変異形質 mutant character
突然変異系統 mutant strain
突然変異原 mutagen
突然変異性 mutability
突然変異性 mutability
突然変異誘発 mutagenesis
突然変異誘発遺伝子 mutator gene
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突然変異誘発物質 mutagen
突然変異率 mutation rate
トップ交雑 top cross
ドナー donor
トノサマガエル pond frog, Rana nigromaculata
ドーパミン dopamine
ドブネズミ Rattus norvegicus
塗抹標本 smear
ドライアイス dry ice
ドラフト draft
ドラフトチャンバー draft chamber, fume hood
トランキライザ- tranquilizer
トランスジェニック transgenic
トランスジェニック動物 transgenic animal
トランスフェクション transfection
トランスポゾン transposon, transposable element
トランスポーター transporter
トランスポーター遺伝子 transporter gene
取り扱い handling
トリグリセリド triglyceride
トリクロロエチレン ｔrichloroethylene
取り込み incorporation
トリコモナス症 trichomoniasis
トリ伝染性気管支炎ウイルス avian infectious bronchitis virus
トリパノゾーマ病 trypanosomiasis
トリプシン trypsin
トリプトファン tryptphan
トリブロモエタノール tribromoethanol
トレオニン threonine
トレッドミル treadmill
トレポネマ・クニクリ Treponema cuniculi
ドロペリドール droperidol
トロポニン troponin
トロンビン thrombin
トロンボプラスチン thromboplastin
豚脂 lard

ナイアシン niacin, nicotinic acid
内因性感染 endogenous infection
内因性抗原 endogeneous antigen
内頚動脈 internal carotid artery
内腔 lumen
内呼吸 internal respiration
内在性ウイルス endogenous virus
内耳 internal ear
内臓 viscerum [pl . viscera]
内臓学 splanchnology
内臓（系）血管 splanchnic vessel
内臓の visceral
内側広筋 vastus medialis muscle

［ナ］
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内側直筋 rectus medialis muscle
内弾性板 internal elastic lamina
内毒素 endotoxin
内胚葉 endoderm
内皮 endothelium
内皮細胞 endothelial cell
内皮細胞由来弛緩因子 endothelium-derived relaxing factor
内皮細胞由来収縮因子 endothelium-derived contracting factor
内部環境 interior environment, internal environ-

ment
内部結露 condensation within structure
内部細胞塊 inner cell mass
内分泌学 endocrinology
内分泌 endocrine
内分泌攪乱化学物質 endocrine disrupting chemical
内分泌撹乱物質 endocrine disruptor, hormone disruptor
内分泌腺 endocrine gland
内壁 inner wall
内膜 intima
ナイロンウールカラム nylon wool column
ナキウサギ pika
ナチュラルキラー細胞 natural killer cell, NK cell
ナトリウム sodium [Na]
ナプロキセン naproxen
鉛 lead [Pb]
ナルブフィン nalbphine
馴れ habituation
なわば [縄張] り territory
軟口蓋 soft palate, soft palatine
軟骨 cartilage
難産 dystocia
軟質(膜)アイソレーター flexible (film) isolator
軟質含水飼料 soft-moist food
軟水 soft water
軟体動物 mollusca
軟糞 soft feces
軟便 loose feces
軟膜 pia mater
ナンヨウネズミ little house rat, Rattus exulans
軟（殻）卵 soft shell egg

肉芽腫 granuloma
匂づけ行動 scent marking behavior
二価（の） bivalent
二核細胞 binucleate cell
二価染色体 bivalent chromosome
肉芽組織 granulation tissue
肉眼（的）変化 gross change, macroscopic change
肉眼病変 gross lesion, macroscopic lesion

［ニ］
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肉骨粉 meat and bone meal
肉腫 sarcoma
肉食（性） carnivorous
肉食動物 carnivore, carnivorous
肉髭 wattle
二形性 dimorphism
二元配置(法) two-way layout (design)
二項分布 binomial distribution
ニコチンアミド nicotinamide
ニコチン酸 niacin, nicotinic acid
二酸化炭素 carbon dioxide
二次汚染物質 secondary pollutant
二次回帰 quadratic regression
二次隔離 secondary isolation
二重安全装置 double safety device
二重交配 double mating
二重性徴 secondary sexual character
二重ダクト方式 dual-duct system
二重窓 double window
二重免疫拡散試験 double immunodiffusion test
二重盲検法 double blind test
二代雑種 F2 hybrid
二代性歯 diphyodont
日間変動 daily change, daily variation
日内周期 [変動] diurnal rhythm, circadian rhythm
日照時間 duration of sunshine
日長効果 photoperiodic effect
二倍体 diploid
二方向避難路 two way evaculation route
ニホンアカガエル Japanese red frog, Rana japonica
ニホンウズラ Coturnix coturnix japonica , Japanese

quail
ニホンザル Japanese monkey, Macaca fuscata
日本疾患モデル学会 Japanese Society of Animal Models for

Human Diseases
日本実験動物医学会 Japanese Association for Laboratory

Animal Medicine
日本実験動物学会 JALAS, Japanese Association for Lab-

oratory Animal Science
日本実験動物技術者協会 JAEAT, Japanese Association for Ex-

perimental Animal Technologists
日本実験動物協会 Japanese Society of Laboratory Ani-

mals
日本動物愛護協会 Japan Society for the Prevention of

Cruelty to Animals
日本動物福祉協会 Japan Animal Welfare Society
ニホンネコ Japanese cat
日本白色ウサギ Japanese white rabbit
乳因子 milk factor
乳化物 emulsion
入隅 reentrant part
乳剤 emulsion
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乳酸 lactic acid
乳酸脱水素酸素 lactic dehydrogenase, LDH
乳酸脱水素酵素ウイルス lactic dehydrogenase virus, LDHV
乳歯 deciduous tooth [pl . teeth], milk tooth
乳子 [仔，児] infant

[pl . teeth]
乳子 [仔，児] 交換 cross-fostering
乳子 [仔，児] 行動 infant behavior
乳質 milk quality
乳汁 milk
乳汁分泌 milk secretion, lactation
乳清 whey
乳腺 mammary gland
乳腺炎 mammitis, mastitis
乳濁液 emulsion
乳糖 lactose
乳頭 mammary papilla, papilla, teat
乳頭筋 papillary muscle
乳び槽 cisterna chyli
乳房 mamma, udder
乳房炎 mastitis, mammitis
乳様突起 mastoid process
ニュージーランドホワイト（ウサギ） New Zealand white (rabbit)
乳頭筋 papillary muscle
ニューモシスティス・カリニ Pneumocystis carinii
ニューロン neuron
尿 urine
尿管 ureter
尿細管 renal tubule, uriniferous tubule
尿酸排泄動物 uricotelic animal
尿石症 urolithiasis
尿道 urethra
尿道海綿体 corpus spongiosum urethra
尿道カテーテル urethral catheter
尿道球腺 bulbourethral gland, Cowper's gland
尿道口 urethral orifice
尿毒症 uremia
尿比重測定 urinometry
尿分析 urinalysis
尿閉 urinary retention
尿膜 allantois
尿膜腔 allantoic cavity
尿膜腔液 allantoic fluid
尿量 urine volume
尿量図 ureography
二卵性双生子 dizygotic twin
二硫化メチル methyl disulfide
二廊下方式 two-corridor system
ニワトリ chicken, fowl, Gallus gallus

domesticus
ニワトリ胚 chick embryo
任意交配 random mating
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任意に ad libitum
認可 certification
妊娠 gestation, pregnancy
妊娠期間 gestation period
妊娠子宮 gravid uterus
妊娠中毒 pregnancy toxemia
妊娠動物 pregnant animal
妊性 fertility
認定 accreditation
妊馬血清性性腺刺激ホルモン PMSG, pregnant mare serum gonad-

otrop(h)in

抜き取り検査 random sampling test
ヌードマウス nude mouse
ヌードラット nude rat

ネオスチグミン neostigmine
ネガティブラック negative rack
メガネザル tarsier
ネクサス nexus
ネコ cat, Felis catus
ネコウイルス性鼻気管炎 feline viral rhinotracheitis, FVR
ネコ回虫 Toxocara cati
ネコ回虫症 feline toxocariasis
ネコカリシウイルス feline calicivirus
ネコショウセンコウヒゼンダニ Notoedres cati
ネコ条虫 Taenia taeniaformis
ねこ背 hunchback
ネコ伝染性腹膜炎 feline infectious peritonitis, FIP
ネコノミ Ctenocephalides felis
ネコ白血病 feline leukemia
ネコ汎白血球減少症 feline panleukopenia
捻 [ねじ] れ writhing
ネズミアデノウイルス murine adenovirus
ネズミコリネ菌 Corynebacterium kutscheri
ネズミコリネ菌病 murine corynebacteriosis
ネズミ大腸蟯虫症 murine aspiculuriosis
ネズミチフス菌 Salmonella typhimurium
ネズミ盲腸蟯虫症 murine syphaciosis
熱回収システム heat recovery system
熱回収率 heat collection rate
熱源 heat source
熱源設備 heat-source equipment
熱交換器 heat exchanger, regenerator
熱遮断（性） thermal insulation
熱遮断能 heat insulation capacity
熱射病 heat stroke

［ヌ］
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熱ショックタンパク（質） heat shock protein
熱水設備 hot water equipment
熱線風速計 hot wire anemometer
熱量増加 heat increment
熱量測定 calorimetry
熱中症 heat illness
熱伝達 convective heat transfer
熱不変性 heat stability
熱放散 heat radiation
熱ポンプ heat pump
熱容量 heat capacity
ネフローゼ nephrosis
ネフローゼ症候群 nephrotic syndrome
ネフロン nephron
練餌 wet mash
粘液細胞 mucous cell
粘液腫症 myxomatosis
粘液性腸炎 mucoid enteritis
粘液腺 mucous gland
粘液分泌 mucous secretion
粘液便 mucous feces
捻発音 crepitant whistle
粘膜 mucosa, mucous membrane
粘膜下組織 submucosa
粘膜固有層 lamina propria
燃料 fuel
年齢鑑定 age estimation

NOAEL NOAEL, no-observed-adverse-effect
level

ノイズ noise
ノイラミニダーゼ阻害試験 neuraminidase-inhibition test, NI test
嚢 crop
脳 brain
膿 pus
脳・腸ペプチド brain-gut peptide
脳炎 encephalitis
脳下垂体後葉ホルモン posterior pituitary hormone
脳下垂体前葉ホルモン anterior pituitary hormone
脳下垂体摘出（術） hypophysectomy
脳幹 brain stem
脳弓 fornix
脳弓交連 commissura fornicis
脳クモ膜 cranial arachnoid
濃厚飼料 concentrated feed
脳梗塞 cerebral infarction
脳硬膜 cerebral [cranial] dura mater
ノウサギ hare, lepus
脳室 ventricle

［ノ］
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脳出血 cerebral hemorrhage
脳症 encephalopathy
脳障害 encephalopathy
脳心筋炎ウイルス encephalomyocarditis virus
脳神経 cerebral nerve
脳図譜 brain atlas
脳脊髄液 cerebrospinal fluid
脳脊髄炎 encephalomyelitis
脳脊髄神経 craniospinal nerve
脳脊髄神経系 cerebrospinal nervous system
脳卒中 apoplexy, stroke
脳地図 brain atlas
嚢虫症 cysticercosis
脳底動脈 basilar artery
濃度 concentration
能動免疫 active immunity
能動輸送 active transport
脳内（の） intracerebral
脳軟化（症） encephalomalacia
脳軟膜 cerebral [cranial] pia mater
脳波 EEG, electroencephalogram
嚢胞 cyst
農薬 pesticide
膿瘍 abscess
脳梁 callosal body
能力 potency
NOEL NOEL, no-observed-effect level
ノカルジア病 nocardiosis
ノーザンブロット法 northern blot(ting)
ノックアウト動物 knockout animal
ノックアウトマウス knockout mouse
ノドジロオマキザル capuchin, Cebus capucimus
ノトバイオート gnotobiote
ノトバイオロジー gnotobiology
ノーマルフローラ indigenous (micro)flora, normal flora
ノミ（類） flea
ノミナル抗原 nominal antigen
乗換え crossover
乗換え価 crossing-over value
ノルアドレナリン noradrenaline, norepinephrine
ノルエピネフリン noradrenaline, norepinephrine
ノンパラメトリック法 nonparametric method
ノンレム睡眠 non rapid eye movement sleep, non-

REM sleep
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歯 tooth [pl . teeth]
胚 embryo
肺 lung
胚移植 embryo transfer
肺炎 pneumonia, pneumonitis
排煙 smoke exhauost
煤煙 sooty smoke
肺炎桿菌 Klebsiella pneumoniae
肺炎球菌病 pneumococcosis
肺炎レンサ球菌 Streptococcus pneumoniae
バイオアッセイ bioassay, biological assay
バイオクリーンルーム bioclean room
Biozziマウス Biozzi mouse
バイオテレメトリー biotelemetry
バイオメディカルサイエンス biomedical science
バイオハザード biohazard
バイオプシー biopsy
バイオリズム biorhithm
胚芽 germ
背角 dorsal horn
倍加用量 doubling dose
配管 pipe arrangement, piping
肺換気 pulmonary ventilation
配管工事 piping work
胚（性）幹細胞 embryonic stem cell, ES cell
排気 air exhaust
排気口 exhaust opening
肺気腫 pulmonary emphysema
肺機能 lung function, pulmonary function
排気ファン exhaust fan
廃棄物 refuse, waste
配偶子 gamete
配偶子合体 [融合] syngamy
胚形成 embryogenesis
敗血症 septicemia
配合 [混合] mixing
肺高血圧 pulmonary hypertention
配偶子形成 gametogenesis
配合飼料 formula feed
配合設計 formulation
配合率 formula
肺呼吸 pulmonary respiration
背根 dorsal root
背斜角筋 scalenus dorsal muscle
肺循環 pulmonary circulation
肺循環 pulmonary circulation
肺静脈 pulmonary vein
肺小葉 pulmonary lobule
煤塵 dust and smoke
排水（設備） drainage, waste drainage

［ハ］
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排水管 waste drainage pipe
排水基準 drainage standard, effluent standard
肺水腫 pulmonary edema
排水処理 waste water treatment
排水ピット drainpit
倍数性 polyploidy
倍数体 polyploid
倍数化 polyploidization
媒精 insemination, semen deposition
排泄 excretion
排泄物 excrement
配線 wiring
胚（性）線維芽細胞 embryonic fibroblast
胚操作 embryo manipulation
背断面 dorsal plane
培地 culture medium
配置計画 block planning, layout planning, site

planning
胚摘出（術） embryotomy
配電盤 switchboard
胚凍結保存 embryo freezing
肺動脈 pulmonary artery
胚毒性 embryonic toxicity
排尿 urination
胚嚢 embryo sac
肺パスツレラ Pasteurella pneumotropica
胚バンク embryo bank
胚盤胞 blastocyst
パイプシャフト pipe shaft
ハイブリダイゼーション hybridization
ハイブリドーマ hybridoma
肺胞 alveolus
肺胞気 alveolar air
肺胞嚢 alveolar sac, alveolar saccule
肺胞マクロファージ alveolar macrophage
肺マイコプラズマ Mycoplasma pulmonis
培養 culture
培養液 culture medium
胚様体 embryoid body
排卵 ovulation
排卵障害 ovulation failure
排卵遅延 delayed ovulation
排卵率 ovulation rate
Bain同軸性回路 Bain coaxial circuit
ハエ fly
バーキットリンパ腫 Burkitt's lymphoma
バキュロウイルス baculovirus
麦芽糖 maltose
薄筋 gracilis muscle
白筋 white muscle
白質 white matter
白色雑音 white noise
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白色脂肪組織 white adipose tissue
薄切 sectioning
白線 linea alba
白癬菌（類） trichophyton
拍動 beat, stroke
白内障 cataract
暴露 exposure
暴露時間 exposure time
破傷風菌 Clostridium tetani
破傷風 tetanus
破傷風トキソイド tetanus toxoid
バスケット型 basket type
パスツレラ・ニューモトロピカ Pasteurella pneumotropica
パスツレラ病 pasteurellosis
パスツレラ・マルトジダ Pasteurella multocida
パスボックス pass box
パスルーム passing room
バゾプレッシン vasopression
パタスモンキー Erythrocebus patas , patas monkey
ハーダー腺 Harderian gland
ハタネズミ field vole, Microtus montebelli
爬虫類 reptile
波長 wave length
発育 development, growth
発育環境 developmental environment
発育卵 embryonated egg
発育不全 hypoplasia
発汗 sweating, perspiration
発癌（性）試験 carcinogenic test
発癌修飾要因 carcinogenesis modifying factor
発癌前駆物質 precarcinogen
発癌（性）物質 carcinogenic substance
発癌物質 carcinogen
パッキング packing
バックグラウンドデータ background data
羽繕い preening
パッケージ型空気調和器 packaged air conditioner
パッケージ空調方式 packaged air conditioning system
白血球 leukocyte, white blood cell
白血球共通抗原 Leukocyte common antigen
白血球減少症 leukopenia
白血球増多症 leukocytosis
白血病 leukemia
白血病阻止因子 leukemia inhibitory factor, LIF
発現 emergence, expression
発酵 fermentation
発散適応 divergent adaptation
発情(期) estrus
発情間期 [休止期] diestrus, anestrus
発情後期 metestrus
発情行動 estrous behavior
発情持続期間 duration of estrus
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発情周期 estrous cycle
発情前期 proestrus
発情徴候 estrous sign
発情ホルモン estrogen
発生（感染症の） outbreak
発生（個体の） development
発生遺伝学 developmental genetics
発生工学 developmental engineering [biotech-

nology]
発達 development
ハッチャー hatcher
発電機 [器] generator
発熱 fever, pyrexia
発熱試験 pyrogen test
発熱物質 pyrogen, pyrogenic substance
発熱量 calorific value
パーティクルカウンター particle counter
ハーディーワインバーグの法則 Hardy-Winberg's law
ハト Columba livia , pigeon
ハートレイ系 Hartley strain
バナジウム vanadium [V]
馬尾 cauda equina
パフ（染色体の） puff
パーフォリン perforin
ハプロタイプ haplotype
バーベック顆粒 Birbeck granule
パポバウイルス papovavirus
ハムスター（類） hamster
多面発現（状態） pleiotropism
パラアミノ安息香酸 p -aminobenzoic acid
パラクライン paracrine
腹這 [ば] い creeping
パラビオーシス parabiosis
パラフィン包埋 paraffine embedding
パラホルモン parahormone
パラミクソウイルス paramyxovirus
パラメータ parameter
バリア barrier
バリア環境 barrier environment
バリアシステム barrier system
バリア施設 barriered facility
バリア方式 barrier system
バリン valine
パルミチン酸 palmitic acid
バルビツール酸誘導体 barbiturate
パルボウイルス parvovirus
パルミトレイン酸 palmitoleic acid
バルーンカテーテル balloon catheter
ハロセン [ハロタン] halothane
パワースペクトル power spectrum
斑（点） plaque
範囲検定 range test
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半陰陽 hermaphrodite, hermaphroditism
パンクレアチン pancreatin
パンクロニウム pancronium
汎血球減少症 pancytopenia
半腱様筋 semitendinous muscle
瘢痕 scar
反射 reflex
反射排卵 reflex ovulation
晩熟（成） late maturity
繁殖 breeding, reproduction
繁殖季節 breeding season
繁殖計画 breeding program
繁殖効率 reproductive efficiency
繁殖試験 reproduction test
繁殖室 breeding room
繁殖集団 production stock
繁殖寿命 breeding longevity
繁殖障害 breeding disorder, reproductive diffi-

culty
繁殖性 fertility
繁殖成績 reproductive performance
繁殖適齢 breeding age
繁殖毒性 reproductive toxicity
繁殖能力 reproductive ability
繁殖不能 sterility
繁殖様式 breeding system
繁殖率 reproductive efficiency
反芻胃 reticulorumen, ruminant stomach
半数体 haploid
反芻動物 ruminant animal
伴性遺伝 sex-linked inheritance
半精製飼料 semipurified diet
半接合体 hemizygote
ハンタウイルス hantavirus
ハンタウイルス肺症候群 hantavirus pulmonary syndrome
半致死（の） partially lethal, semilethal
汎適応症候群 general adaptation syndrome
バンド band
パントテン酸 pantothenic acid
反応 reaction
反応性充血 reactive hyperemia
反復 iteration
反復投与毒性試験 repeated dose toxicity test
反復突然変異 recurrent mutation
反復戻し交雑 repeated backcross
反復率 repeatability
半閉鎖式呼吸回路 semi-closed respiratory circle
判別関数 discriminant function
判別分析 discriminant analysis
半保存的複製 semiconservation replication
半優勢 semidominance
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肥育 fattening
被移植者 transplant recipient
非遺伝的変異 non-genetic variation
Bウイルス B virus, herpesvirus simiae
Bウイルス病 B virus infection
BHA butylated hydroxyanisole
BHT butylated hydroxytoluene
ｐHメーター pH meter
鼻炎 rhinitis
ビオチン biotin, vitamin H
皮下移植 subcutaneous transplantation
鼻外側静脈 lateral nasal vein
比較医学 comparative medicine
比較遺伝子地図 [マッピング] comparative gene mapping
比較実験動物学 comparative laboratory animal science
比較生物学 comparative biology
皮下組織 subcutaneous tissue
皮下投与 [注射] subcutaneous administration [injection]
光散乱法 light scattering method
ヒキガエル toad
皮筋 cutaneous muscle
非近交（系）種 outbred species
非近交（系）の outbred
鼻腔 nasal cavity
鼻腔内投与 [接種] intranasal administration [inoculation]
ピグミーチンパンジー Pan paniscus , pigmy chimpanzee
ピクリン酸 picric acid
ビーグル（犬） beagle (dog)
非経口栄養 parenteral alimentation, parenteral nu-

trition
鼻甲介 nasal concha [pl . conchae]
非公開配合率 closed formula
肥厚 thickening
腓骨 fibula
尾骨 coccyx
鼻骨 nasal bone
尾骨筋 coccygeus muscle
ピコルナウイルス picornavirus
B細胞 B cell, B lymphocyte
B細胞刺激因子 B cell stimulating factor
B細胞成長分化因子 B cell growth and differentiation factor
PCR（法） PCR, polymerase chain reaction
肘関節 elbow joint
BCG bacille Calmette-Guérin, BCG
皮脂腺 sebaceous gland
皮質 cortex
皮質脳波 electrocorticogram
PCB polychlorinated biphenyl
脾腫 splenomegaly
鼻汁 rhinorrhea

［ヒ］
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微絨毛 microvilli
光受容器 photoreceptor
微小管 microtubule
非常警報設備 emergency alarm system
微小循環 microcirculation
微小電極 microelectrode
尾静脈 tail vein
微小免疫電気泳動（法） microimmunoelectrophoresis
尾状葉 caudate lobe
非常用電源 emergency power supply
比色計 colorimeter
比色法 colorimetric method
ヒスタミン histamine
ヒスチジン histidine
非ステロイド（系）抗炎症薬 non-steroidal anti-inflammatory drug,

NSAID
ヒストグラム histogram
ヒストプラスマ histoplasma
ビスフェノールA bisphenol A
微生物 microorganism, organism
微生物遺伝学 microbial genetics
微生物学 microbiology
微生物学的コントロール microbial [microbiological] control
微生物学的モニタリング microbial [microbiological] monitoring
微生物感染 microbial infection
微生物叢 microbial flora
非線形型回帰 non-linear regression
B染色体 B chromosome
ヒゼンダニ Sarcoptes scabiei
ヒ [砒] 素 arsenic [As]
脾臓 spleen
脾臓摘出(術) splenectomy
脾臓内移植 intrasplenic transplantation
肥大 hypertrophy
ビタミン vitamin
ビタミンE tocopherol, vitamin E
ビタミンA vitamin A
ビタミンH biotin, vitamin H
ビタミンK vitamin K
ビタミンK3 menadione, vitamin K3

ビタミンC ascorbic acid, vitamin C,
ビタミンB1 thiamine, vitamin B1

ビタミンB12 cyanocobalamin, vitamin B12

ビタミンB2 riboflavin, vitamin B2

ビタミンB6 pyridoxine, vitamin B6

非タンパク（性）窒素 nonprotein nitrogen
非沈降抗体 non-precipitating antibody
尾椎 caudal vertebra [pl . vertebrae]
ヒツジ Ovis aries , sheep
ヒツジ赤血球 sheep red blood cell, SRBC
必須アミノ酸 essential amino acid
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非必須アミノ酸 nonessential aminoacid
必須栄養素 essential nutrient
必須脂肪酸 essential fatty acid
必要換気量 ventilation requirement
脾動脈 splenic artery
非独立データ dependent data
ヒト疾患モデル動物 animal model for human disease
ヒト胎盤（絨毛）性性腺刺激ホルモン HCG, human chorionic gonadotro-

p(h)in
ヒト白血球抗原 HLA, human leukocyte antigen
ヒートポンプ heat pump
ヒト免疫不全ウイルス HIV, human immunodeficiency virus
ひな（ニワトリの） chicken
皮内投与 [注射] intradermal administration [injection]
泌乳 lactation
泌乳期間 lactation period
泌乳曲線 lactation curve
泌乳形質 milk character
泌乳能力 milk performance, milk producing ability
泌乳量 milk yield
泌尿器 urinary organ
泌尿生殖器 urogenital apparatus
泌尿生殖器系 urogenital system
泌尿生殖道 urogenital tract
ビニールアイソレーター flexible vinyl film isolator
避妊 contraception
比熱 specific heat
鼻粘膜 nasal mucosa
非発情期 anestrus
非繁殖季節 non-breeding season
ヒヒ baboon
ppm ppm [parts per million]
ppt ppt [parts per trillion]
非ヒト霊長目 nonhuman primate
ppb ppb [parts per billion]
B/B ラット B/B rat
備品 fixtures
皮膚 cutis, skin
皮膚移植 skin graft
皮膚移植拒絶反応 skingraft rejection
皮膚炎 dermatitis
皮膚温 skin temperature
皮膚過敏症 skin hypersensitivity
皮膚感覚 cutaneous sensation
皮膚感作性試験 skin sensitivity test
腓腹筋 gastrocnemius muscle
皮膚呼吸 cutaneous respiration
皮膚刺激試験 cutaneous irritabillity test
皮膚糸状菌病 dermatophytosis
皮膚色 skin color
皮膚腺 skin gland
皮膚毒性 dermal toxicity
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皮膚反射 cutaneous reflex
皮膚発疹 skin rash
非震 [ふる] え産熱 non-shivering thermogenesis
鼻吻 nasal rostrum
ヒマラヤウサギ Hymalayan rabbit
肥満 obesity
肥満遺伝子 obese gene
肥満細胞 mast cell
肥満マウス obese mouse
ヒメダカ Japanese killifish, Oryzias latipes
ヒメネズミ Apodemus argenteus , small Japanese

field mouse
被毛 hair
被毛粗剛 unkempt hair
BUN blood urea nitrogen, BUN
ヒューミディスタット humidistat
病因学 etiology
評価 evaluation
表現 expression
表現型 phenotype
表現型選抜 phenotypic selection
表現型模写 phenocopy
病原性 pathogenicity
病原体 pathogen
病原体フリー pathogen-free
表現度 expressivity
病原微生物 pathogenic microorganism
標識遺伝子 marker gene
標識化合物 labeled compound
標識染色体 marker chromosome
標識づけ marking
標準 standard
標準換気回数 standard air change
標準誤差 standard error
標準操作手順書 SOP, standard operation procedure
標準代謝率 standard metabolic rate
標準偏差 standard deviation
比容積 specific volume
病巣 [変] lesion
標的器官 [臓器] target organ
標的細胞 target cell
表皮 epidermis
表皮菌（類） epidermophyton
表皮細胞 epidermal cell
表皮の epidermal
標本誤差 sampling error
標本抽出 sampling
表面免疫グロブリン surface immunoglobulin
病理学 pathology
病理組織学 histopathology
病歴 disease history
日和見感染 opportunistic infection
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日和見病原体 opportunistic pathogen
平床 flat floor
ヒラメ筋 soleus muscle
びらん [糜瀾] erosion
ビリオン virion
ピリドキシン pyridoxine, vitamin B6

微量栄養素 micronutrient
微量元素 microelement, trace element
微量注入 microinjection
ビリルビン bilirubin
非臨床試験 nonclinical laboratory study
Bリンパ芽球細胞系 B lymphoblastoid cell line
鼻涙管 nasolacrimal canal
披裂軟骨 arytenoid cartilage
疲労 fatigue
ピログロブリン pyroglobulin
ピロリ菌 Helicobacter pylori
貧血 anemia
品質管理 quality control
品質検査 performance test
品質保証 quality assurance
品質保証部門 QAU, quality assurance unit
品種 breed, race
品種間交雑 inter-breed crossing
ピンセット forceps
頻度 frequency
頻度分布 frequency distribution
頻尿 pollaki(s)uria
ピンホールサンプラー pinhole sampler
頻脈 tachycardia
品目 item

ファウンダーマウス founder mouse
ファゴゾーム phagosome
Fas抗原 Fas antigen
ファブリシウス嚢 bursa of Fabricius
ファン fan
不安 discomfort
ファンコイルユニット fan coil unit
不安定狭心症 unstable angina
不安定性 lability
フィコールコンレイ Ficoll-Conray
フィステル fistula [pl . fistulae]
FISH法 fluorescence in situ  hybridization

method
フィードバック調節 feedback regulation
フィブリノイド変性 fibrinoid degeneration
フィブリノーゲン fibrinogen
斑 [ふ] 入り variegation

［フ］
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フィルターキャップ filter (top) cap
フィロウイルス filovirus
封じ込め containment
風速 wind velocity
風速計 anemometer
封入体 inclusion body
封入体肝炎 inclusion body hepatitis
封入体（性）脳炎 inclusion body encephalitis
フェニルアラニン phenylalanine
フェニルケトン尿症 phenylketonuria
フェニルブタゾン phenylbutazone
フェノチアジン phenothiazine
フェノール phenol
フェレット ferret, Mustela putorius
フェロモン pheromone
フェンタニール fentanyl
不応期 refractory period
不応答 anergy
孵化 hatching
不快 discomfort
不快指数 discomfort index
負荷減弱反射 unloading reflex
孵化酵素 hatching enzyme
不可視突然変異 invisible mutation
不活（性）化 inactivation
不活性X染色体説 inactive X hypothesis
孵化率 hatchability
不換性歯 monophyodont
不完全生殖 [繁殖] 周期 incomplete reproductive cycle
不完全優性 incomplete dominant
不規則変動 irregular fluctuation
吹出口 air outlet
吹出口面速度 outlet face velocity
複遺伝子性 multigenic
腹横筋 transversus abdominis muscle
副黄体 accessory corpus luteum
腹臥位 prone position
腹角 ventral horn
不顕性感染 inapparent infection
副原料 minor raw material
複合型免疫欠損 combined immunodeficiency
副交感神経 parasympathetic nerve
複合座 complex locus
副甲状腺 accsssory thyroid gland, parathyroid

(gland)
腹腔動脈 celiac artery
腹腔内感染 intraperitoneal infection
腹腔内投与 intraperitoneal administration [injec-

tion]
腹根 ventral root
伏在静脈 saphenous vein
伏在動脈 saphenous artery
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副作用 side effect
腹式呼吸 abdominal breathing
副腎 adrenal gland
副腎髄質摘出 adrenodemedullation
副腎摘出 adrenalectomy
副腎皮質刺激ホルモン ACTH, adrenocorticotrop(h)ic hormone
副腎皮質刺激ホルモン放出因子 corticotropin-releasing factor
副腎皮質ホルモン corticoid, corticosteroid
腹水 ascites
副膵管 accessory pancreatic duct
腹水腫瘍 ascites tumor
覆髄法（歯の） capping
復水ポンプ returning pump, condensate pump
複製 replication
副生殖器 [性器] accessory sex organ
副生殖腺 accessory genital [reproductive] gland
腹側縦靱帯 ventral longitudinal ligament
腹側直筋 rectus ventralis muscle
腹大動脈 abdominal aorta
副胎盤 accessory placenta
複対立遺伝子 multiple allele
腹直筋 rectus abdominis muscle
副殿筋 gluteus accessorius muscle
複二倍体 amphidiploid
複倍数体 amphiploid
副鼻腔 paranasal cavity
副鼻洞 paranasal sinus
副副腎 accessory adrenal (gland)
腹部膨満 abdominal distension
腹膜 peritoneum
腹膜炎 peritonitis
副葉 accessory lobe
副涙腺 accessory lacrimal gland
不鹸化物 unsaponifiable matter
不顕性感染 inapparent infection, subclinical infec-

tion
浮腫 edema
腐食 corrosion
腐食抑制剤 corrosion inhibitor
不随意筋 involuntary muscle
不随（意）運動 involuntary movement
付随DNA satellite DNA
ブースター booster
ふすま wheat bran
不整脈 arrhythmia, dysrhythmia
ブタ pig, Sus scrofa domestica , swine
付帯設備 supplemental equipment
付着菌 adherence bacterium [pl . bacteria]
付着細胞 adherent cell
ブチロフェノン butyrophenone
復帰 reversion
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復帰突然変異 back mutation
復帰突然変異体 revertant
腹筋緊張 abdominal muscle tone
腹腔 abdominal cavity, peritoneal cavity
腹腔内移植 intraperitoneal transplantation
復構模型 reconstruction model
フッ [弗] 素 fluorine [F]
物理化学的特性 physicochemical property
物理的環境 physical environment
物理的封じ込め physical containment
不適合 incompatibility
フード hood
ブドウ球菌病 staphylococcosis
ブドウ糖 glucose
不等乗換 unequal crossing-over
フードスペクトル food spectrum
ブトルファノール butorphanol
フナ Carassius carassius , crucian carp
ブニヤウイルス bunyavirus
不妊 infertility, sterility
不妊交尾 infertile copulation
不妊生殖周期 infertile reproductive cycle
不稔性 sterility
ブプレノルフィン buprenorphine
部分優性 partial dominance
不分離（染色体の） non-disjunction
不偏分散 unbiased variance
不飽和脂肪酸 unsaturated fatty acid
フマール酸 fumaric acid
踏み車 treadmill
浮遊細菌測定法 airborne microorganism measurement
浮遊（固形）物 suspended solid
浮遊粉塵 floating dust, suspended dust
プライマー primer
プラーク plaque
ブラジキニン bradykinin
プラシーボ placebo
プラス鎖 positive strand
プラスチック plastic
ブラストミセス（菌類） blastomyces
プラズマ細胞 plasma cell
プラスミド plasmid
フラッシュドア flush door
プラトー plateau
孵卵 incubation
孵卵器 hutcher, incubator
プリオン prion
フリーズエッチング freeze-etching
フリードマン試験 Friedman's test
フリーマーチン freemartin
フリーラジカル free radical
フルアニゾン fluanisone
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ふるい分け screening
ブルザ bursa
ブルザ摘出 bursectomy
ブルース効果 Bruce effect
ブルセラ・カニス Brucella canis
ブルセラ病 brucellosis
ブルートン型無ガンマグロブリン血症 Bruton's agammaglobulinemia
フルニキシン flunixin
ブルンナー腺 Brunner's gland
フレグモーネ phlegmone
ブレティリウム bretylium
プレフィルター prefilter, primary filter
プレミックス premix
フレームシフト突然変異 frameshift mutation
不連続変異 discontinuous variation
ブロア blower
プロウイルス provirus
プログラム環境 programmed environment
プログラムフリーザー program freezer
フローサイトメトリー flow cytometry
プロジェスチン progestin
プロジェステロン progesterone, luteal hormone
プロスタグランジン PG, prostaglandin
プロセス給湯 process hot water supply
ブロッキング抗体 blocking antibody
プロテアーゼ protease
プロテアゾーム proteasome
プロテインA protein A
プロテインキナーゼ protein kinase
プロテウス（属菌） proteus
プロテウス・ミラビリス Proteus mirabilis
フロート float
プロトプラスト protoplast
プロトロンビン prothrombin
プロビット法 probit model
プローブ probe
プロポフォール propofol
プロマジン promazine
プロモーター promoter
プロラクチン prolactin
プロラクチン放出因子 PRF, prolactin releasing factor
プロラクチン放出抑制因子 PIF, prolactin inhibitory factor
プロリン proline
糞（の）エネルギー fecal energy
粉(状）化 pulverization
分化 differentiation
分芽菌属 blastomyces
分画 fraction
分化抗原 differentiation antigen
分化全能（の） totipotent
分化多能（の） pluripotent
分割実験 split-plot design
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分割表 contingency table
分岐回路 branch circuit
吻合 anastomosis, fusion
分光光度計 spectrophotometer
粉砕 grinding
分散 dispersion, variance
分散型動原体 diffuse centromere
分散共分散行列 variance-covariance matrix
分散動原体 diffuse centromere
分散比 variance ratio
分散分析 analysis of variance
分子遺伝学 molecular genetics
分時換気量 respiratory minute volume
分子クローン molecular clone
分子サイズ molecular size
分子生物学 molecular biology
粉塵 dust
粉塵アレルギー house dust allergy
粉塵計 dust indicator
分析（法） analysis,assay
分析値 analytical value
分節 segment
分断選択 disruptive selection
糞中代謝性窒素 metabolic fecal nitrogen
分電盤 distribution board, panel board
糞尿 night soil
分泌 secretion
分泌顆粒 secretory granule
分泌成分（IgAの） secretory component
分布 distribution
糞便 feces
分娩 delivery, parturition
分娩間隔 delivery interval
糞便検査 stool examination, stool test
糞便抗体 coproantibody
糞便(細)菌叢 fecal (micro)flora
分娩率 delivering rate, delivery rate
粉末飼料 mash
噴霧乾燥 spray-dry
噴霧曝露試験 spray exposure test
噴門 cardia
噴門腺 cardiac gland
分葉核好中球 segmented neutrophil
分離(染色体の) disjunction
分離(遺伝形質の) segregation
分離歪 [ひず] み segregation distortion
分離桝 separate vessel
分類群 taxon [pl . taxa]
分類不能型免疫不全 common variable immunodeficiency
分裂指数 mitotic index
分裂周期 mitotic cycle
分裂促進因子 mitogen
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ペア・フィーディング pair feeding
ヘアレス hairless
平滑筋 smooth muscle
平均寿命 average life span
平均赤血球容積 mean corpuscular volume
平均赤血球血色素濃度 mean corpuscular hemoglobin concen-

tration
平均平方 mean of square
閉経 menopause, menoschesis
平衡 equilibrium
平衡仮説 balanced hypothesis
平衡感覚 equilibrium sence
平衡感覚器 vestibulocochlear organ
平衡機能障害 equilibration disturbance
平衡集団 equilibrium population
平衡多型現象 balanced polymorphism
平衡致死 balanced lethal
並行投与群 satellite administration group
閉鎖黄体 atretic corpus luteum
閉鎖呼吸回路 closed respiratory circle
閉鎖循環系 closed blood vessel system, closed cir-

culatory system
閉鎖帯 tight junction
閉鎖卵胞 atretic follicle
閉塞 occlusion
閉塞型心筋症 obliterative cardiomyopathy
並体結合 parabiosis
平方和 sum of squares
平面計画 floor planning
平面飼育 floor housing
平面図 floor plan
壁細胞 parietal cell
ベクター vector
ペクチン pectin
ベクトル心電図 vectorcardiogram
ベクロニウム vecuronium
ベージュマウス beige mouse
ペースメーカー pacemaker
β2-ミクログロブリン β2-microglobulin
ベタイン betaine
ベータ [β] 遮断剤 β-blocker
ベータ [β] 受容体 β-receptor
ベーチェット病 Behcet's disease
ペチジン pethidine
別経路 alternative pathway
ヘテロ hetero
ヘテロカリオン heterokaryon
ヘテロ間交配 intercross
ヘテロクロマチン heterochromatin

［ヘ］
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ヘテロシス heterosis
ヘテロ接合 heterozygosis
ヘテロ接合性 heterozygosis
ヘテロ接合体 heterozygote
ヘテロ配偶子 heterogamete
ペトリ皿 petri dish
ヘパフィルター HEPA filter, high efficiency particulate

air filter
ヘパリン heparin
ヘパリン添加血 heparinized blood
ヘビ（類） snake
ペプシン pepsin
ペプチドホルモン peptide hormone
ペプチドワクチン peptide vaccine
ペプトン peptone
ヘマトキシリン・エオジン染色 HE stain, hematoxylin-eosin stain
ヘマトクリット hematocrit [Ht]
ヘマトクリット値 packed cell volume
ヘミセルロース hemi-cellulose
ヘモグロビン hemoglobin [Hb]
ヘモシアニン hemocyanin
ヘモジデリン hemosiderin
ヘリコバクター・ピロリ Helicobacter pylori
ヘリコバクター病 helicobacter infection
ベルト式飼育器 auto-conveyor animal care unit
ヘルニア hernia
ヘルパーT細胞 [リンパ球] helper T cell [lymphocyte]
ヘルペスウイルス herpesvirus
弁 valve
変圧器 transformer
変異 variation
変異株 [体] variant
変異原性 mutagenicity
変異性 variability
変温動物 poikilothermic animal
変化 variety
偏回帰係数 partial regression coefficient
偏差 deviation
偏差平方和 sum of squares of deviation
ペン飼育 pen housing
変質 deterioration, spoilage
変種 subspecies, variety
変数 variable
変数減増法 stepwise backward regression
変数増減法 stepwise foward regression
ベンス・ジョーンズ・タンパク Bence-Jones protein
変性 degeneration
偏相関 partial correlation
偏相関係数 parietal correlation coefficient
ベンゾカイン benzocaine
ベンゾジアゼピン benzodiazepine
変態 metamorphosis
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ペンタゾシン pentazocine
変調 modulation
扁桃 tonsil
変動 variation
変動因 source of variation
変動係数 coefficient of variation
ペントバルビタール pentobarbital
弁の valvular
便秘 constipation
変風量方式 variable air volume system
扁平骨 flat bone
鞭毛虫 flagellate
片利共生マウス commensal mouse
変量 variate
変量模型 random effect model
ヘンレの係蹄 [わな] Henle's loop

ポアソン分布 Poisson distribution
保安電源 preservation power supply, protective

power supply
哺育 nursing, rearing
哺育率 nursing rate
ボイラー boiler
ボイラー性能検査 boiler performance inspection
保因者 carrier
防疫 epidemic prevention
防音 sound insulation
防音装置 noise control equipment, sound control

equipment
妨害 disturbance
蜂窩織炎 phlegmone
膨化飼料 expanded pellet
防火ダンパー fire damper
防御反応 protective response
方形葉 quadrate lobe
放血 phlebotomy
剖検 autopsy, necropsy
溶原性 lysogenicity
縫合 suture
膀胱 urinary bladder
縫工筋 sartorius muscle
縫合糸 suture thread
縫合針 suture needle
方向性選択 directional selection
防護面 goggle
防災管理 disaster preventive administration
方式 system
傍糸球体装置 juxtaglomelular apparatus
房室結節 atrioventricular node
放射性同位元素 radioisotope, RI

［ホ］
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放射性廃棄物 radioactive waste
放射性排水 radioactive drainage
放射性物質施設 radioisotope facility
放射性免疫沈降法 radioimmunoprecipitation
放射線 radioactive ray
放射線育種 radiation breeding
放射線汚染 radioactive contamination
放射線感受性 radiation sensitibity
放射線管理区域 radiation regulated area
放射線滅菌飼料 radiation sterilized diet
放射線障害 radioactive injury
放射線照射 irradiation, radiation
放射線測定 radioassay
放射線治療 radiotherapy
放射線毒性 radiotoxicity
放射線取扱主任者 radioisotope dealing manager
放射能 radioactivity
放射免疫測定法 radioimmunoassay
放出 emission, release
放出因子 releasing factor
放出ホルモン releasing hormone
胞状条虫 Taenia hydatigena
胞状腺 alveolar gland
胞状卵胞 vesicular follicle
飽食 full feeding,satiery
疱疹 blister
傍神経節 paraganglion [pl . paraganglia]
防水 water proofing
抱水クロラール chloral hydrate
傍正中断面 paramedian plane
放線菌病 actinomycosis
放線菌類 actinomycete
ホウ [硼] 素 boron [B]
防虫 insect proofing
放電 discharge
乏尿 oliguria
胞胚腔 blastocoel
包皮腺 preputial gland
傍分泌 paracrine
包埋 embedding
泡沫細胞 foam cell
飽満 satiety
抱卵 oviposition
飽和脂肪酸 saturated fatty acid
ホエイ whey
頬 cheek
頬袋 cheek pouch
捕獲動物 captive animal, captured animal
保管 storage
保菌者 carrier
歩行運動 locomotion
歩行運動失調 locomotor ataxia
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ポジショナルクローニング positional cloning
母子 [仔] 免疫 maternal immunity
捕集効率 dust collection efficiency
母集団 population
保守管理 maintenance
保守点検 maintenance check
補助細胞 accessory cell
補助分子 accessory molecule
母数指標 parameter
母数模型 fixed effect model
ホスフアターゼ phosphatase
補正(値) adjustment
母性遺伝 maternal inheritance
補正項 correction term
母性効果 maternal effect
母性抗体 maternal antibody
母性行動 maternal behavior
母性能力 maternal performance
保存 preservation
補体 complement
補体結合抗体 complement fixing antibody
補体結合反応 CF test, complement fixation test
補体欠損症 complement deficiency
補体受容体 complement receptor
母体内環境 maternal environment
母胎盤 maternal placenta
補体偏移 complement deviation
ボタロー管 Botallo's duct
勃起 erection
勃起不全 impotence, impotency
ポックスウイルス poxvirus
発作 attack, seizure, stroke
発疹 eruption
発赤 reddening
発端者 [動物] propositus
ホッパー hopper
保定 restraint
保定器 restrainer
ボトルネック効果 bottle neck effect
哺乳 nursing, suckling
母乳哺育子 [仔，児] breast-fed infant
哺乳類 mammal
ボーマン嚢 Bowman capsule
ホメオスタシス homeostasis
ホモ間交配 incross
ホモザイゴート homozygote
ホモジェネート homogenate
ホモジナイザー homogenizer
ホモ接合体 homozygote
保有者 reservoir
歩様 gait
ポリアクリルアミド polyacrylamide
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ポリ塩（素）化ビフェニル PCB, polychlorinated biphenyl
ポリオウイルス poliovirus
ポリオーマウイルス polyomavirus
ポリカーボネート polycarbonate
ポリグラフ polygraph
ポリクローナル抗体 polyclonal antibody
ポリジーン polygene
ポリジーン形質 polygenic character
ポリゾーム polysome
ボリビア出血熱 Bolivian hemorrhagic fever
ポリペプトン polypeptone
ポリメラーゼ連鎖反応 PCR, polymerase chain reaction
ホルスマン抗原 Forssman antigen
ホルマリン formalin
ホルマリン燻蒸 formalin fumigation
ボルマンケージ Bollman's restrainer
ホルモン生物検定 hormone bioassay
ホワイトレグホン（種） White-Leghorn chicken
本試験 final study
本態性高血圧（症） essential hypertension, primary hyper-

tension
本能 instinct
ポンプ pump
ボンベイ表現型 Bombay phenotype
翻訳 translation

マイクロアイソレーター microisolator
マイクロインジェクション microinjection
マイクロカプセル microcapsule
マイクロキューリー microcuri
マイクロサテライト microsatellite
マイクロサテライトマーカー microsatellite maker
マイクロスフェア microsphere
マイクロ波脱水 microwave drying
マイコプラズマ・アルスリティディス Mycoplasma arthritidis
マイコプラズマ・ニューロリティクム Mycoplasma neurolyticum
マイコプラズマ病 mycoplasmosis
マイコプラズマ・プルモニス Mycoplasma pulmonis
マイスナー神経叢 Meissner's plexus
マイトジェン mitogen
マイナス鎖 negative strand
マイナー組織適合（性）抗原 minor histocompatibility antigen
毎分心拍出量 cardiac minute volume
マウス mouse, Mus musculus
マウスアデノウイルス mouse adenovirus
マウス肝炎ウイルス MHV, mouse hepatitis virus
マウス胸腺ウイルス mouse thymic virus
マウスサイトメガロウイルス MCMV, mouse cytomegalovirus
マウス唾液腺ウイルス mouse salivary gland virus
マウス腸粘膜肥厚症 megaenteron of mouse

［マ］
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マウス乳癌ウイルス MMTV, murine mammary tumor virus
マウス脳脊髄炎ウイルス mouse encephalomyelitis virus
マウス肺炎ウイルス mouse pneumovirus
マウス白血病 murine leukemia
マウス白血病ウイルス MuLV, murine leukemia virus
マウス微小ウイルス minute virus of mice
マウスポックス infectious ectromelia, mouse pox
マウスロタウイルス mouse rotavirus
マウンティング mounting
膜電位 membrane potential
膜透過性 membrane permeability
マグネシウム magnesium [Mg]
マグネチックスターラー magnetic stirrer
膜輸送 membrane transport
マクロ環境 macroenvironment
マクロファージ macrophage
マクロファージ活性化因子 macrophage-activating factor
マクロファージコロニー刺激因子 macrophage colony stimulating factor

(M-CSF)
マーケットシステム market system
麻疹 measles
麻酔 anesthesia, narcosis
麻酔回路 anesthetic circuits
麻酔ガス anesthetic gas
麻酔器 anesthetic apparatus (machine)
麻酔深度 depth of anesthesia
麻酔前投薬 premedication
麻酔箱 anesthetic box
麻酔薬 anesthetic
麻酔薬殺 anesthetic euthanasia
マスキング法 masking method
マスク mask
マストミス mastomys, Praomys natalensis
末梢血圧 peripheral arterial pressure
末梢血管 peripheral blood vessel
末梢血単核球 peripheral blood mononuclear cell,

PBMC
末梢神経系 peripheral nervous system
末梢抵抗 peripheral resistance
末梢動脈圧 peripheral arterial pressure
末節骨 distal phalanx
末端対合 terminal association
MAP法 MAP test, mouse antibody production

test
マノメーター manometer
マハラノビス（の）距離 Mahalanobis' generalized distance
麻痺 paralysis
麻痺性歩行 paralytic gait
豆状条虫 Taenia pisiformis
豆類 legume
磨耗耐性 abrasion tolerance
マーモセット marmoset
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麻薬性鎮痛薬 narcotic analgesic, opioid analgesic
マラリア malaria
マルチゾーンユニット方式 multizone unit system
マルチヒット・モデル multi-hit model
マルピギー小体 Malpighian corpuscle
マールブルグ病 Marburg disease
マレック病 Marek's disease
マンガン manganese [Mn]
慢性（の） chronic
慢性活動性肝炎 chronic active hepatitis
慢性感染 chronic infection
慢性毒性 chronic toxicity
慢性肉芽腫症 chronic granulomatous disease
慢性リンパ球性甲状腺炎 chronic lymphocytic thyroiditis
慢性リンパ性白血病 chronic lymphoid leukemia

ミエリン塩基性タンパク（質） MBP, myelin basic protein
ミエリン鞘 myelin sheath
ミオグロビン myoglobin
ミオシン myosin
味覚 gustatory sensation, taste sensation
味覚器 gustatory organ
味覚障害 taste disturbance
味覚不全 dysgeusia
嗅覚未発達動物 microsomatic animal
見かけの消化率 apparent digestibility
ミキサー mixer
ミグレーション（遺伝子の） migration
ミクロ環境 microenvironment
ミクロゾーム microsome
ミクロトーム microtome
ミクロフィラリア microfilaria
未経産雌 nullipara
未経産 nulliparity
未受精卵 unfertilized ovum
水勾配 water gradient
ミスト mist
未成熟 immature
ミダゾラム midazolam
身づくろい grooming
密着帯 tight junction
ミトコンドリア mitochondrion [pl . mitochondria]
ミトコンドリア心筋症 mitochondria myopathy
ミドリザル Cercopithecus aethiops , green monkey
ミニサテライト minisatellite
ミニブタ miniature pig [swine], minipig
ミネラル mineral
ミネラル要求量 mineral requirement
未分化T細胞 immature T cell
耳ダニ ear mite
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耳パンチ（法） ear punch(ing)
脈圧 pulse pressure
脈管栄養血管 vasa vasorum
脈管新生 angiogenesis
脈波 pulse wave
脈拍数 pulse rate
脈絡膜 chorioides, choroid (membrane)
脈絡叢 choroidal plexus
脈管学 angiology
脈管系 blood and lymph vascular system, vas-

cular system
ミュータント mutant
ミュータント系 mutant strain
ミューラー管 Müllerian duct
ミョウバン alum
ミョウバン沈殿抗原 alum-precipitated antigen
味蕾 gustatory bud, taste bud
ミリスチン酸 myristic acid
ミルクファクター milk factor
ミンク mink, Mustela vison
ミンクアリューシャン病 Aleutian mink disease

無意識 unconsciousness
無影灯 operating light, shadowless lamp
無核細胞 anucleate cell
無顆粒球症 agranulocytosis
無汗症 anhidrosis
無ガンマグロブリン血症 agammaglobulinemia
無期延期 shelving
無気（的）代謝 anaerobic metabolism
無気肺 atelectasis, pulmonary atelectasis
無機発癌物質 inorganic carcinogen
無機物飼料 mineral feed
無胸腺（の） athymic
無菌（の） aseptic, axenic, bacteria-free, germ-

free, sterile
無菌環境 sterile environment
無菌飼料 bacteria free diet, germ-free diet
無菌試験 sterility test
無菌操作 aseptic procedure
無菌動物 germ-free animal
無月経 amenorrhea
無限母集団 infinite population
無抗原飼料 antigen-free diet
ムコ多糖類 mucopolysaccharide
ムコール mucor
無作為化 randomization
無作為交配 random mating
無作為（標本）抽出 random sampling
無作為に at random

［ム］

117 / 129 ページ



無作為標本 random sample
無酸素血症 anoxemia
無酸素症 anoxia
無糸分裂 amitosis
無条件刺激 unconditioned stimulus
無症候性（の） asymptomatic, silent
無塵衣 dust-free garment
ムスカリン受容体 muscarinic receptor
無精子症 aspermia, azoospermia
無性生殖 asexual reproduction
無性欲症 anaphrodisia
無精卵 unfertilized egg
無脊椎動物 invertebrate
無腺部 non-glandular part
無対合 asynapsis
無乳症 agalactia
無尿 anuria
無配偶子生殖 agamogony
無排卵 anovulation
無排卵発情 anovulatory estrus
無発情排卵 quiet ovulation
無名動脈 innominate artery
無毛 hairless
ムラミルジペプチド muramyl dipeptide
群飼 group housing

眼 eye
迷走・迷走神経反射 vago-vagal reflex
迷走神経 vagus nerve
迷走神経緊張 vagotonia
迷走神経切断 vagotomy
命名（法） nomenclature
迷路 maze
迷路試験 maze test
メガネザル tarsier
メキシコウサギ Romerolagus diazi , volcano rabbit
メサドン methadone
メス surgical knife
雌 [めす] female
メダカ medaka, Oryzias latipes
メチオニン methionine
メチルメルカプタン methylmercaptan
滅菌 sterilization
滅菌缶 steel drum [cylinder] sterilizer, steriliz-

ing box
滅菌器 [装置] sterilizer
滅菌飼料 sterilized feed
滅菌水 sterile water
メッシュ mesh
メッセンジャーRNA messenger RNA, mRNA
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メデトミジン medetomidine
メトキシフルラン methoxyflurane
メトヘモグロビン methemoglobin
メトミデート metomidate
メナジオン menadione, vitamin K4

メペリジン meperidine
眩暈 [めまい] dizziness
メラトニン melatonin
メラニン melanin
メラニン凝集ホルモン melanin-concentrating hormone
メラニン細胞 melanocyte
メラノーシス melanosis
メロキシカム meloxicam
免疫 immunity
免疫遺伝学 immunogenetics
免疫応答遺伝子 immune response gene, Ir gene
免疫学 immunology
免疫学的検査 immunological examination
免疫寛容 immunological tolerance
免疫グロブリン Ig, immunoglobulin
免疫グロブリン・スーパーファミリー immunoglobulin superfamily
免疫グロブリン欠損症 immunoglobulin deficiency
免疫蛍光法 immunofluorescence
免疫血清 antiserum, immune serum
免疫染色 immunostaining
免疫操作 immunomanipulation
免疫測定法 immunoassay
免疫組織化学 immunohistochemistry
免疫組織染色 immunohistostaining
免疫タンパク（質） immune protein
免疫電気泳動（法） immunoelectrophoresis
免疫複合体 immune complex
免疫不全 immunodeficiency
免疫不全（の） immunodeficient
免疫麻痺 immune paralysis
免疫抑制 immunosuppression
メンテナンス maintenance
メンデル形質 Mendelian character
メンデル集団 Mendelian population
メンデル説 Mendelism
メンデルの遺伝形式 Mendelian inheritance
メンデルの遺伝法則 Mendel's law

毛球 hair-ball
毛細管 capillary
毛細血管 blood capillary, capillary
毛細血管圧 capillary pressure
毛細血管拡張性運動失調 ataxia telangiectasia
網状赤血球 reticulocyte
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毛色 coat color
毛色遺伝子 coat color gene
毛瘡白癬菌 Trichophyton mentagrophytes
盲腸 cecum [pl . ceca]
盲腸紐 tenia ceci
盲腸の cecal
盲腸糞 cecal feces
盲腸扁桃 cecal tonsil
網内系 RES, reticuloendothelial system
毛皮 fur
毛包 [嚢] 虫 Demodex folliculorum
毛包 [嚢] 虫病 demodicosis
網膜 retina
網膜芽腫 retinoblastoma
網膜電位図 electroretinogram
盲目 ablepsia
毛様体 ciliary body
網様体 reticular formation
目（分類学の） order
目的変数 criterion variable
目標値 desired value, target value
ムコ多糖（類） mucopolysaccharide
モザイク mosaic
悶 [もだ] え writhing
モーターダンパー automatic damper, motorized damper
戻し交配 backcross
モニタリング monitoring
モノカイン monokine
モノクローナル抗体 monoclonal antibody
モリブデン molybdenum [Mo]
モルガン単位 centimorgan,Morgan unit
モル濃度 molar concentration
モルヒネ morphine
モルモット Cavia porcellus , guinea pig
モルモットサイトメガロウイルス guinea pig cytomegalovirus
モルモット唾液腺ウイルス guinea pig salivary gland virus
モロシヌスマウス molossinus mouse, Mus musculus

molossinus
門（分類学の） phylum
モンキーチェア monkey chair
モンキーポックス monkey pox
モングレル hybrid, mongrel
門脈 portal vein
門脈圧 portal blood pressure
門脈系 portal system
門脈循環 portal circulation
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ヤギ Capra hircus , goat
薬液槽 liquid medicament tank
薬液噴霧器 medicament sprayer
薬剤 [薬品] 耐性 [抵抗性] drug resistance, drug tolerance
ヤクザル Yaku monkey
薬物アレルギー drug allergy
薬物移行 drug transfer
薬物依存（性） drug dependency
薬物吸収 drug absorption
薬物ショック drug shock
薬物摂取量 drug intake
薬物相互作用 drug interaction
薬物代謝 drug metabolism
薬物代謝酵素 drug-metabolizing enzyme
薬物代謝能 drug-metabolizing activity
薬物動態 drug kinetics, pharmacokinetics
薬物排出 drug excretion
薬用量 therapeutic dose
薬浴 medicinated bath
薬理遺伝学 pharmacogenetics
薬理学 pharmacology
夜行性 nocturnal habit
野生アヒル free-living duck
野生型 wild type
野生動物 wild animal
やせ型糖尿病 NOD, non-obese diabetes
やせ型糖尿病マウス NOD mouse, non-obese diabetic mouse
薬効試験 pharmacological effectiveness test,

drug effect test
野兎線維腫ウイルス hare fibroma virus
ヤバポックス Yabapox
ヤマネ Glirulus japonicus , Japanese dormouse
夜盲症 night blindness, nyctalopia

有意差 significant difference
有意水準 significance level
誘引 attraction
有害遺伝子 deleterious gene
融解壊死 colliquative necrosis, liquefactive nec-

rosis
有害作用 adverse effect
有害物質 harmful substance, hazardous material
雄核発生 androgenesis
有機塩素 organic chloride
誘起多胎 induced multiple pregnancy
誘起排卵 induced ovulation
誘起泌乳 induced lactation
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有機物 organism
有機物濃度 organic concentration
有機溶媒 organic solvent
融合 fusion
融合遺伝子 fusion gene
有効塩素 available chlorine
有効温度 effective temperature
融合核 synkaryon
有効数字 significant digit
融合膜 fused membrane
有糸核分裂 karyokinesis
有糸分裂 mitosis
有糸分裂交差 mitotic crossing-over
有糸分裂阻害剤 mitotic inhibitor
優性 dominance
優性遺伝子 dominant gene
雄性間性 male intersex
優性形質 dominant character
雄性生殖 androgenesis
有性生殖 sexual reproduction
雄性前核 male pronucleus
優性阻害（の） dominant negative
優性致死法 dominant lethal assay
優性の dominant
雄性不妊 male sterility
優性分散 dominance variance
優性偏差 dominance deviation
雄 [男] 性ホルモン androgene, androgenic hormone
有精卵 fertilized egg
遊走 migration
遊走子 zoospore
有袋類 marsupialia, marsupialis
誘導子 stylet
誘導Tリンパ球 inducer T lymphocyte
誘発筋電図 evoked electromyogram
誘発性 inducibility
誘発電位 evoked potential
誘発突然変異 induced mutation
誘発モデル動物 induced animal model
有鞭毛類 flagellate
有毛細胞 hair cell
幽門 pylorus
幽門腺 pyloric gland
遊離アミノ酸 free amino acid
遊離残留塩素 free residual chloride
輸液 transfusion
輸液ポンプ infusion pumps
輸液療法 fluid therapy
床 floor
床材（料） floor material
床暖房 floor heating
床排水トラップ floor drain trap
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輸血 blood transfusion, transfusion
油脂 oil
輸送 transportation
輸送ケージ transport cage
輸送箱 transportation box
輸送用アイソレーター transport isolator
ユニット方式 unit system
輸入（の） afferent
ユーロピアンハムスター common hamster, European hamster

葉 lobe
陽圧式清浄環境 positive pressure clean room
養育 rearing
要因 factor
要因計画 factorial design
要因効果 factorial effect
要因実験 factorial experiment
要因分析 factorial analysis
溶菌 bacteriolysis
溶菌酵素 lysozyme
溶菌素 bacteriolysin
幼形成熟 neoteny
溶血 hemolysis
溶血性貧血 hemolytic anemia
溶血性連鎖球菌 Streptococcus hemolyticus
溶血プラクアッセイ hemolytic plaque assay
腰最長筋 longissimus muscle
葉酸 folic acid
様式 mode
幼若 immature
葉状乳頭 foliate papilla [pl . papillae]
羊水 amniotic fluid
ヨウ [沃] 素 iodine [I]
ヨウ [沃] 素価 iodine value
腰帯 pelvic girdle
腰椎 lumbar vertebra [pl . vertebrae]
幼年の juvenile
腰（部）の lumbar
溶媒 vehicle
腰方形筋 quadratus lumborum muscle
羊膜 amnion
用量 dose
用量依存性 dose dependency
容量血管 capacitance vessel
用量効果 dose-effect
容量効果関係 dose-effect relationship
用量段階 dose level
用量反応曲線 dose-response curve
溶連菌感染後糸球体腎炎 post-streptococcal glomerulonephritis
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抑圧遺伝子 suppressor gene
抑圧突然変異 suppressor mutation
翼下静脈 wing vein
抑制因子 repressor
抑制解除 derepression
抑制Tリンパ球 suppressor T lymphocyte
抑制ホルモン inhibiting hormone
四元交雑(種) four-way cross
予後 prognosis
横じま band
予測変数 predictor variable
予備試験 preliminary study, trial test
予防接種 vaccination
よろめき歩行 staggering gait
四倍体 tetraploid

ライオニゼーション lyonization
ライソソ [ゾ] ーム lysosome
ライディッヒ細胞 Leydig cell
ライト効果 Wright effect
ライ麦 rye
ライン strain, line
ラウリン酸 lauric acid
酪酸 butyric acid
酪酸ヒドロキシアニソール butylated hydroxyanisole
酪酸ヒドロキシトルエン butylated hydroxytoluen
ラジオアイソトープ radioisotope, RI
ラジオイムノアッセイ radioimmunoassay
ラジオオートグラフィ radioautography
ラスモルタル mortar finishing on metal lath
落下細菌 descend bacterium [pl . bacteria]
ラックワッシャー rack washer
ラッセル音 rhonchus
ラット rat, Rattus norvegicus
ラットコロナウイルス rat coronavirus
ラット唾液腺涙腺炎ウイルス SDAV, sialodacryoadenitis virus
ラテン方格法 Latin square design
ラブドウイルス rhabdovirus
ラマルク説 Lamarckism
ラミナーフローベンチ laminar flow bench
ラミナーフロー方式 laminar flow system
λ [ラムダ] (バクテリオ)ファージ bacteriophage lambda, λ phage
卵 egg, ovum
卵移植 egg transplantation, ovarian transplan-

tation, ovum transplantation
卵黄 egg york, yolk
卵黄嚢 yolk sac
卵黄膜 yolk membrane
乱塊法 randomized block design
卵殻膜 egg shell membrane
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卵割 cleavage
卵管 Fallopian tube, oviduct, uterine tube
卵管分泌 oviduct secretion
卵丘 cumulus oophorus
卵形成 oogenesis
卵（子）形成 ovogenesis
ランゲルハンス細胞 Langerhans cell
卵子 egg, ovum
卵生 oviparity
乱数表 table of random numbers
卵巣 ovary
卵巣萎縮 ovarian atrophy
卵巣移植 ovary transfer
卵巣摘出(術) oophorectomy, ovariectomy, ovariot-

omy, spay
卵巣嚢腫 ovarian cyst
卵祖細胞 oogonium, [pl . oogonia]
卵胎生 ovoviviparity
ランダム交配 random bred
ランダムドリフト random drift
ランチ型 ranch type
ラント病 runt disease
ランニングコスト running cost
卵白 egg white
ランビエ（の）結節 node of Ranvier
ランプブラシ染色体 lampbrush chromosome
卵胞 ovarian follicle
卵胞液 follicular fluid
卵胞期 follicular phase
卵胞細胞 follicular cell
卵胞刺激ホルモン follicle stimulating hormone, FSH
卵胞刺激ホルモン放出ホルモン follicle stimulating hormone releasing

hormone, FSH-RH
卵胞閉鎖 follicular atresia
卵胞ホルモン follicular hormone
卵胞膜 theca folliculi
卵母細胞 oocyte
乱流 turbulent flow

リウマチ rheumatism
リウマチ性（の） rheumatic
リガンド ligand
罹患率 morbidity rate
力価 potency
リーキーミュータント leaky mutant
リークテスト leak test
リグニン lignin
リグノカイン lignocaine
リコンビナント recombinant
リコンビナント近交系 recombinant inbred (RI) strain
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梨状筋 piriformis  muscle
梨状葉 priform lobe
リジン lysine
リスザル Saimiri sciureus , squirrel monkey
リス線維腫ウイルス squirrel fibroma virus
リステリア菌 Listeria monocytogenes
リステリア病 listeriosis
リステリア・モノサイトゲネス Listeria monocytogenes
理想値 ideal value, standard
リゾチーム lysozyme
立位 standing position, upright position
立体顕微鏡 stereomicroscope
立地 location
立地条件 location condition
リッチフィールド・ウィルコクソン法 Litchfield-Wilcoxon method
立方骨 cuboid bone
立毛 piloerection
リドカイン lidocaine
離乳 weaning
離乳子 [仔] weanling
離乳時体重 weaning weight
離乳率 weaning rate
利尿 diuresis
リノスポリジウム症 rhinosporidiosis
リノール [リノレイン] 酸 linoleic acid
リーバーキューン腺 Lieberkühn gland
リバースジェネティックス reverse genetics
リパーゼ lipase
罹病率 morbidity rate
リフト lift
リプレッサー repressor
リボ核酸 ribonucleic acid, RNA
リボ核タンパク（質） ribonucleoprotein, RNP
リボゾーム ribosome
リポソーム liposome
リポ多糖（体） lipopolysaccharide, LPS
リポタンパク（質） lipoprotein
リポタンパクリパーゼ lipoprotein lipase
リボフラビン riboflavin, vitamin B2

硫安 ammonium sulfate
硫化水素 hydrogen sulfide
硫化メチル methyl sulfite
流行（性） epidemic, epizootic
流産 abortion
硫酸亜鉛混濁試験 zink sulfate turbidity test
粒子径 particle size
粒状発泡飼料 expanded pellet
流水洗浄方式 cascade system
流涎 salivation
粒度 particle size
流動学 rheology
流涙 lacrimation
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糧食 rations
両親型 parental type
良性（の） benign
両性生殖 bisexual reproduction
両生類 amphibia
両側検定 two-sided test
量的遺伝 quantitative inheritance
量的遺伝子 quantitative gene
量的形質 quantitative character
療法 therapy,treatment
両面活性剤 ampholytic soap
利用率 availability
緑色便 greenish feces
緑膿菌 Pseudomonas aeruginosa
緑膿菌病 psudomoniasis
リン [燐] phosphorus [P]
臨界温度 critical temperature
臨界期 critical period
リンガー液 Ringer's solution
リングテイル ringtail
リンゴ酸 malic acid
リン [燐] 酸化(反応) phosphorylation
リン [燐] 脂質 phospholipid
臨床検査 clinical examination [inspection]
臨床徴候 clinical sign
輪状軟骨 cricoid cartilage
隣接分離（染色体の） adjacent disjunction
リンパ液 lymph
リンパ管 lymphatic vessel
リンパ球 lymphocyte
リンパ球性脈絡髄膜炎 LCM, lymphocytic choriomeningitis
リンパ系 lymphatic system
リンパ小節 lymph nodule
リンパ節 lymph node
リンパ節症 lymphadenopathy
リンパ組織 lymphoid [lymphatic] tissue
リンパ肉腫 lymphosarcoma
リンフォカイン lymphokine
倫理学 ethics

涙管 lacrimal duct
涙器 lacrimal apparatus
涙骨 lacrimal bone
類似比 similarity ratio
類人猿 anthropoid ape
累積寄与率 cumulative contribution ratio
累積度数 cumulative frequency
累積反応曲線 cumulative response curve
涙腺 lacrimal gland
類線維素 fibrinoid
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涙腺動脈 lacrimal artery
類洞 sinusoid
類鼻疽 melioidosis
ルクス lux
ループ受電方式 loop power receiving system

冷却 cooling
冷水 chilled water
冷暖房負荷 cooling and heating load
霊長目 [類] primate
冷凍機 chiller, refrigerating machine
冷凍庫 freezer
冷媒 refrigerant
冷房用エネルギー cooling energy
レオウイルス reovirus
レオロジー rheology
レクチン lectin
レコーダー recorder, recoding
レシチン lecithin
レシピエント recipient
劣性(の) recessive
レトロウイルス retrovirus
レニン renin
レニン・アンギオテンシン系 renin-angiotensin system
レプチン leptin
レプトスピラ病 leptospirosis
レベル level
レポリポックスウイルス leporipox virus
連関比率法 link-relatives method
連結 coupling, nexus
連鎖 [連関] linkage
連鎖価 linkage value
連鎖 [連関] 解析 linkage analysis
レンサ球菌病 streptococcosis
連鎖 [連関] 群 linkage group
連鎖 [連関] 地図 linkage map
連鎖不平衡 linkage disequilibrium
連産（鶏の） clutch
練餌 wet mash
攣縮 spasm
レンズ lens
連続変異 continuous variation
連続希釈 serial dilution
連続切片 serial section
連続発情 persistent estrus
連続もどし交雑 continuous backcross
レンチウイルス lentivirus
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ロイシン leucine
ロイシンアミノぺプチターゼ leucine aminopeptidase
老化 aging
廊下 corridor
老化動物 aged animal
瘻管 fistula [pl . fistulae]
漏出突然変異体 leaky mutant
漏電 electric leakage
漏電遮断機 earth leakage circuit breaker
労働衛生 labor health
老年学 gerontology
濾過効率 filtering efficiency
肋軟骨 costal cartilage
ロケット免疫電気泳動 rocket immunoelectrophoresis
ロータリー・エバポレーター rotary evaporator
ロッカー室 locker room
肋間筋 intercostal muscle
肋間の intercostal
肋骨 rib
露点温度 dew point
露点計 dew point hygrometer, dew point ther-

mometer
ロードーシス lordosis
ロリス（類） loris

矮小症 dwarfism
Ｙ染色体 Y chromosome
歪 [わい] 度 skewness
ワクシニアウイルス vaccinia virus
ワクチン vaccine
ワクチン接種 vaccination
渡り鳥 migratory bird
輪虫類 rotatoria
割り付け layout
腕頭静脈 brachiocephalic vein
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