
人は、百二十歳まで生きられる 
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自然治癒力を高めるエネルギー医学療法 
フタカミ エネルギー研究会／インストラクター研修テキスト 
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・ホーリズムへのシフト 



可能であると、エネルギー医学療法から測定でき
ます。長生きするには、どう感染症を防ぐかです。 
 

西式健康法の断食療法と食養を実践していても細
菌、ウイルスに感染しますが、ひどくならないだけ
です。 

http://www.f-hado.com/energy/img/ronbun_calchinoid-20130215.pdf 

西式健康法一級司教 

 川形 壽隆 （昭和13年生 76歳） 

人は、百二十歳まで生きることは可能か？  
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天職は、Healer の エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法 
  愛と感謝に感動の笑い 笑う癒しの笑顔と言霊共鳴 
  

 プラズマ・エネルギー波動測定法 

  ［高次元/多次元のエネルギー循環領域システム］ 

    多次元経絡意識波動ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

     Multi-Dimensional Meridian HADO］ 
 
◎「生命体の自然治癒力を高めるシステム」エネルギー医学＜Vibrationaｌ Medicine＞療法 
   サトルエネルギー学会 寄稿論文 学会誌vol. 16 2011(通巻28号)2011年8月1日発行 
        http://www.f-hado.com/energy/img/ronbun20111220.pdf 

 
◎研究発表 第4回日本統医療学会合 
 ※ エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞へのアプローチ そのⅠ 

  「多次元エネルギー 経絡波動プログロム」療法について(プラズマ・エネルギー) 
   第4会日本統合医療学会  （04/8/1札幌）にて講演発表しました。 
  2005/1/22多次元体(ライトボディ)の遺伝子螺旋測定、自律神経失調症回復 
   プラズマ・エネルギー波動測定法と呼称(1/22)加筆しました。 
 

エネルギー医学の理・・１／２ 
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◎研究発表 日本ホリスティック医学協会第１９回研究会 
 ※ エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞ヘのアプローチ そのⅢ 

  脳の橋、橋核路に沈着する重金属と電磁波は運動エネルギーの働きを阻害し 

神経・筋肉を麻痺させアルツハイマー型痴呆や筋萎縮側索硬化症を発症させる 
日本ホリスティック医学協会第１９回研究会（04/11/13）にて講演発表しました 
2005/1/22プラズマ・エネルギー波動測定法と自律神経失調症回復を加筆。     

http://www.f-hado.com/saisinn-kiji/new%2018.html 
 
 
 
◎研究発表 国際健康科学学会 第７回年次大会（２００５） 

 ※霊魂を通して神様、観音様、佛様と振魂魄・共鳴する方法  
 

 愛と感謝に感動の笑い、笑う癒しの笑顔と言霊共鳴 
  「病は気から」の意識・感情波動はエネルギーE=ｍｃ2 に共鳴する 
    Vibrational Senses and Feelings of  “Illness Arisen from 
    The Spiritual Sickness” Resonates With Energy E=ｍｃ2 
                       http://www.f-hado.com/saisinn-kiji/newpage22.htm 

エネルギー医学の理・・２／２ 
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「エネルギー医学の理」

長寿 健康コンサルタント
天職は、Healer のプラズマ・エネルギー波動測定法
エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法
ホリスティック医学理論＜Vibrational Medicine ＞Richard Gerber MD（著作）を、
参考に川形壽隆が確立しました、ONLY ONE （世界にただ一つの）医学療法プロ
グラム

生命体の自然治癒力を高めるシステム
高次元と多次元(神)のエネルギー循環領域システム 
「多次元経路意識波動」プログラム
http://www.f-hado.com/energy/ascension-pro.html

真魂･意識
magokoro

The Circulatory Rotation Domainal System of Energy
In the High-Dimensional & the Multi-Dimensional Domain

Multi-Dimensional Meridian HADO
2012年12月23日地球は､Ⅴ次元へ次元上昇しました。

更に2014年１月１日地球はⅥ次元へ次元上昇しております。
2014年３月24日Ⅲ次元が新Ⅲ次元へ移行、

多次元最高次元ＸＸⅦ(27)次元達成・ 完結プログラムとして表示しました。

ゼロポイントフィールド
イヤシロチの気・生命エネルギーの循環システム

人は､ Something Great の存在を意識する､生
命体と云われています｡
意識生命体は､魂と表現でき、存在する宇宙意
識生命体は､神となります｡
（2010年7月20日 記 川形 壽隆「多次元経路意識波動プロ
グラム」参考）
存在する宇宙意識生命体の､プラズマ･フォト
ンの気･生命エネルギーを中心経絡を通して生
命体のエネルギーを活性化させる､ライトボ
ディのチャクラ「エーテル体､アストラル体､
メンタル体､コーザル体､ケーシ体､ コアード
体」と中心経絡は「五次元､六次元～高次元と
多次元の領域」なり｡
この気・生命エネルギーを循環させるシステ
ムを「高次元､多次元のエネルギー循環領域シ
ステム」と言える｡

エネルギー医学のバイブルとも言われる、日本教文社発行の
「バイブレーショナル・メディスン いのちを癒す＜エネルギー医学の全体像＞」
Richard Gerber リチャード･ガーバー 上野圭一 監訳 真鍋太史郎 訳
を 川形 壽隆 が手にした、2002年3月10日から研究がスタートしました。

ヒーラー 川形 壽隆 

ＩＭＪ日本統合医療学会会員／日本ホリスティック医学協会会員／
サトルエネルギー学会会員／西式健康法 一級司教／

インテリアプランナー

Futakami Energy研究・討論と研究発表の場として、下記の学会に所属しております。
・サトルエネルギー学会 超エネルギー研究分科会
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◎テレパシーを月から地球へ意識(超感覚的性質)は時空を超える、 

  ＜波動共鳴テスト＞ 
   ｢月の表面に立った六番目の人類、エドガー・ミッチエルの実験｣ 
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%

9F%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB 

  

 ゼロ・ポイント・フイールドより、 

  ゼロ・ポイント・フイールドの時代、時空を超えて響きあう「意識」の 

   エネルギー医学療法／波動エネルギー研究(測定･修正･調査)  

     ・写真による遠隔透視波動測定 
           サトルエネルギー学会 第58回超エネルギー研究分科会 

                        講演発表平成25年5月28日  

 

 ◎ワープ高速移動を遠隔透視波動測定、プラズマ宇宙論より 

  「宇宙航空の新しい推進力？」 
  平成23年12月27日サトルエネルギー学会、超エネルギー研究分科会  発表より 

             http://www.f-hado.com/energy/img/utyuron.pdf  

天 の 理 
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ホーリズムへのパラダイムシフト[序章]           
◎プラズマ・エネルギー波動測定法の実例 研究課題 

「カルチノイド症候群波動測定修正方法」に至ったその経緯について(下記発表) 

第24回 ホリスティック医学研究会一般演題発表 2011年5月15日(日) 
「有害組織細胞、トランス脂肪酸の発生(カルチノイド症候群)症例波動測定修正事例」 

         http://www.f-hado.com/energy/img/11.7.19toransusibousan.pdf  

 

人は百二十歳まで生きることは可能か？   フタカミエネルギー研究会 

可能であると、エネルギー医学療法から測定できます。長生きするにはどう感染症を防ぐかで
す。西式健康法の断食療法と食養を実践していても細菌、ウィルスに感染しますが、ひどくな
らないだけです。 

    西式健康法一級司教 川形 壽隆 昭和13年生76歳  

平成25年11月10日 第４４回 西医学司教会大会 研究発表 川形 壽隆
http://www.f-hado.com/energy/img/ronbun_calchinoid-20130215.pdf 

◎２０１３年２月４日  西医学投稿論文 より(西式健康法誌掲載) 

＜論文題名＞ 断食、食養の意義をエネルギー医学療法からの考察と検証  

「食物アレルギー原因の、カルチノイド症候群からの健康回復と予防対策」 
    投稿者名  一級司教 川 形 壽 隆 Hisataka Kawagata 

人 の 理・・１／７ 
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人 の 理・・２／７ 

  http://www.f-hado.com/energy/img/vibrational_medicine-2.pdf 
◇がん細胞発生を予防する方法 
 遠隔透視エネルギー波動測定修正を下記の通り｡ 
   マイナス波動の「進行性痴呆、アルツハイマー型痴呆症、認知症｣をプラスに修正する 
  エネルギー波動で、脳組織、中枢神経を修正、健康回復可能プログラムを活用します。 
 

 1.カルチノイド症候群、サルコイドーシスの疾患として発生する腫瘍型細胞の解消 
     と損傷組織再生・・・(カルチノイド症候群の言霊コードと損傷組織再生一覧表有り） 
 

 2.カルチノイド症候群の疾患として発生する、褐色細胞腫や有害組織細胞の解消 
 

 3.サルコイドーシスの疾患として発生する下記の細胞の解消・・・（詳細一覧表） 

   （１）大型紡錘体小体（ＨＷ小体）の腫瘤型（急性/亜急性）異常構造物と アレル 
     ギー体質のアレルゲン解消 
   （２）異物型巨細胞による、全身性の肉芽腫性疾患原因の解消 
   （３）ラングハンス巨細胞の解消 

 

Ⅰ.脳･神経･心臓･骨･筋肉･肺･皮膚カルチノイド症候群･サルコイドーシス、    
  血管･目･肝･腎･膵･膀胱等、臓器組織細胞の損傷病変を、iPS万能細胞コード 
  とｉＰＳ-Ⅱ組織細胞コードを解析して修正、修復再生に活用しております 
 

Ⅱ.染色体、遺伝子・二本鎖  dsRNA・一本鎖  ssRNAの損傷を修復再生 



人 の 理・・３／７ 

 ◇「がん細胞発生を予防する方法」 

  写真 遠隔透視エネルギー波動測定修正例リスト 
 
 
 

◇進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症の解消と   
   健康回復の為のエネルギー波動測定修正例 
 

・氏   名   Ａ 様  ８５歳・女 
 

・相談日   第１回 平成26年6月17日～30日     
          第２回 7月4日～5日 測定リスト付 
 



カルチノイド症候群からの健康回復波動測定が一定の成果を上げて会員の健康
回復に役立つ事を意識し、２０１３年２月４日西式健康法事務局へ医学論文投稿
致しました。 
 

しかし事件が発生したのです。 

 

会員の平田みずほ様の母上が3月18日(月)リンパ性ウイルス感染症を因子として
心筋梗塞発症で救急搬送されました。 

 

 応急波動測定修正により快方に向かわれると感じましたが、リンパウイルスの蛋
白質等毒素による後遺症と思われる症状が難病サルコイドーシスとの関連が波動測
定されました事を機に、新たに難病サルコイドーシスの波動測定研究に着手しまし
た。 

 

 下記の平田みずほ様の 

「母の3月18日(月)～4月6日(土)迄の経過と反省」記述文から 

その原因究明の為の「サルコイドーシスへ」の研究へと進みました。 

この研究成果として下記の纏めを発表しました。 
 

人 の 理・・４／７ 

 



シックハウスが生活習慣病(糖尿病等)の引き金となります、その 

原因を解明して健康回復する方策を下記の通り発表しました。 

研究発表 第７回JACT大会２００３神戸大会 ２００３年３月２日発表 

http://www.f-hado.com/intro.html  

  
題 名 寄生虫トリコデルマビリデ、ケトミウム属が生産するセルラーゼ 

      により発症する、アレルギー・シックハウス症候群、環境ストレス 
      の解消方法。 

（副題) 波動測定器を用いた病気の原因の究明とその解消方法 2003・3・2 

 更 新 ２００３・１２・２０ 第7回JACT大会2003神戸大会にて口演発表 

       題名、副題と本文を更新しました。（http://imj.or.jp/ ) 

 

 

題 名   波動測定器で非共鳴（マイナス共鳴）波動情報を測定検出、波動      
     修正方法を健康回復治療に用いて病気を解消する方法。 

  (副題) 環境ストレス、シツクハウス症候群、生活習慣病の発症原因の 
     解明と回復治療方法                              

人 の 理・・５／７ 
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※細菌、ウィルスに感染しても、細菌ウイルス感染症で発生する毒素を排泄  

 消去する事が波動エネルギー測定されました。「生命の場」新発売 
                           2013年10月20日更新 

  

  Something Great 
  生命体の自然治癒力を高める エネルギー医学(Vibrational Medicine)療法 

  ベットパット、敷き蒲団の下敷き、畳の下敷き用シート、 

    

  遠赤外線放射率88.18% 

    “健康長寿プラズマ・モデル、エネルギーシート「生命の場」” 新発売   
   http://www.f-hado.com/energy/plasma-tile10.html 

 

  ご質問、ご相談等は「お問合せ グッズ注文」ボタンからメールをお送り下さい。 
  
 

人 の 理・・６／７ 
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※波動エネルギー研究(測定･修正･調査)長寿健康コンサルタント業務について 
 

  ①気質･体質、業とトラウマに関わる健康と気質障害･人格障害､心的外傷後 
   ストレス障害の測定調査と長寿健康相談 
 

  ②波動測定による遺伝子鑑定、遺伝子（DNA･RNA）染色体の損傷､と機能阻害 
   低下の原因を波動測定調査し、難病と痴呆症・認知症からの健康回復相談  
 

  ③過去世･現世･未来世について、普遍的な宇宙の創造者Something Great 
    ＜神＞及び＜太陽＞＜地球＞＜魂＞＜霊＞＜意識＞との関わり、輪廻 
      転生とルーツの測定調査  
 

  ④土地の波動(イヤシロチ＋１００～穢れ地－１００) 
           住宅･建物の家相とシックハウスの波動測定調査  
 

    ⑤相性測定調査 
         （衣食住・動植物･鉱物・対人・家庭・職場他社会環境との相性）  
 

  ⑥紛失物、住所不明者の所在調査及び現状の波動測定 
  

   ⑦その他依頼者の求めに応じて、波動測定･修正･調査と指導コンサルタント 
    業務  
                 http://www.f-hado.com/energy/mail.html クリックしてお問合わせ下さい 

人 の 理・・７／７ 
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※ 熊野を頂点とするヤマト五芒星（ごぼうせい）＜日本のピラミッドを含む＞と 

  日本のピラミッド(三角錐) ＜日本地図から透視波動測定から見えてくる＞ 
 

   ピラミッド光体/天之御中主之大神(北斗七星･九星)は「神様に護られている」､ 
     天越根中国日見日高見(能登の宝立山と越中と飛騨の位山)に点在する､ 
  デカ･デルタ･ピラミッドで構成されている 
                           ・平成23(2011)年10月4日第40回退職女性教職員の会学習会 講演 
                ・ 第４０回 超エネルギー研究分科会 ２０１１年１１月２９日（火） 
 

      研究会演題  

日本のピラミッド・二上山「イヤシロチ・二上射水神社の神々」 
  

※ プラズマ・エネルギー･コーザルシートで街中に、イヤシロ地を造る  
    ・抗酸化、プラズマ・エネルギー・コーザルシート工法は、 部屋ごと家ごと 
    プラズマ・エネルギー・コーザルシートで包み込む  

 

   ＜イヤシロチ＞の健康な癒しの住い造りで 
http://www.f-hado.com/energy/img/iyasirotiwotukuru.pdf 

平成23年10月4日第40回退職女性教職員の会学習会 講演 

   

地 の 理 
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※原子灰・放射線消去テスト 
          怖い 原子灰・放射線の汚染現場で、原子灰の影響を受け  

          ながら、放射線量の低減消去に成功しました。 
 

生命体の自然治癒力を低下阻害、生命を奪う恐れのある、原子灰・放射線のマ
イナス・エネルギーを、遠赤外線(放射率88.19%)により、プラス・エネルギーに転
換し放射線を消去する、エネルギー媒体「プラズマ・エネルギー・コーザルシー
ト」で放射線の消去実験が研究室にても、その成果が測定されました。 

 http://www.f-hado.com/energy/img/housyasen_syoukyo.pdf 
 

  

※福島第一原発を写真による遠隔透視波動測定から 

    測定されたものとは 

                         ［放射線消去とコロンブスの卵］  

 “The Elimination of Atomic Radiant Ray & Columbus` Egg From The Spark of Simple    

    Thought” ２０１２年９月３０日（初記）、http://www.f-hado.com/energy/img/Ppt20121203cd.pdf 

２０１２年１０月３０日超エネ研にて発表、２０１２年１１月７日修正と追記 川形 壽隆 

未 来 の 理 
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多次元経絡意識波動 フタカミ エネルギー研究会 

f-hado.com FUTAKAMI Inc, 

R 

エネルギー医学療法/波動エネルギー研究(測定･修正･調査)  

平成25年5月28日 川形 壽隆  

プラズマ・エネルギー波動測定 天職はHealer 

志 天寿120歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい 

サトルエネルギー学会 第58回超エネルギー研究分科会 講演発表 



ゼロ・ポイント・フイールドの時代、時空を 
超えて響きあう「意識」のエネルギー 

◎人間の意識には、他人を癒したり、宇宙・惑星間と
世界を癒したり、ある意味では、私たちがそれにこ
うあってほしいと思う姿に変える、という信じられ
ない力がある。 

 

◎時空を超えて、陰陽のエネルギーが響きあう 

 人の脳は意識の座であり、 

 地球においては半導体がその役割を、惑星間で
は遅進衝撃波(プラズマ宇宙論)がその役割を担う。 



＜ホーリズムへのパラダイムシフト＞ 
フィールド 響きあう生命・意識・宇宙(著者リン・マクタガード、訳野中浩一、㈱インターシフト発行、河出書房新社発売) 

ゼロ・ポイント・フィｰルドと同義の、言霊波動コードの 

グランディングﾞ(ゼロ磁場)のエネルギーは時空を超えて 
地球・地球の中心・中心太陽・宇宙意識生命体(神) ・ 

意識生命体(魂)・意識・霊 
に共鳴し生命エネルギーを活性化 

 

 

それは  エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞  の理 

を プラズマエネルギー波動測定法  にて確認 
 

その 多次元経絡意識波動プログラム とは 
Multi-Dimensional Meridian HADO  

 

五次元/六次元のエネルギー循環領域システム 



生命エネルギーを活性化し、エネルギー伝導力を高める

プラズマ・エネルギー波動測定法  

  特に｢原子と分子で構成された物質(心身)は磁力と電子イン
パルスの伝導力を超越することは、できない｣との説が有りま
すが、磁力に共鳴する電流、生体電流、生体磁気、生体磁場、
磁場、電磁場、電 荷、荷電粒子、負･正荷電粒子、電子、半導
体、プラズマ、バイオプ ラズマ、プラズマモイド、プラズマ
ジェット、プラズマフイラメント、磁気リコネクション、遅進
衝撃波、言霊、数霊、生命エネルギー、生命の場、本能等の磁
力と共鳴する各コードにゼロ・ポイント・フイールド理論を独
自に応用した、魂(意識生命体)・中心太陽・地球・グランディ
ング(ゼロ磁場)・地球の中心・意識・神(宇宙意識生命体)・霊
の言霊波動８コードの共鳴を確認して、転写(電子インパルス
伝導力)により、そのエネルギー伝導力+2を+100に高める事を
可能としました。 



波動測定器ＭＲＡは、 
 

※言霊と言霊の共鳴を測定する装置である。 
  言霊を数霊に変換して、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値の共鳴を測定する。 
※人体に及ぼす作用メカニズム（人体ヒーリングと高次構造の関係）について、関系する言霊コードの 
 一例を別紙｢地球(テラ)のコード別、次元領域･エネルギーの循環領域システム｣表の通りです。 
 

◎ＵＩＢ装置、当研究会(フタカミエネルギー研究会)で用いる波動測定器の名称で  

       「未知への懸け橋」波動測定器「ユーアイビ ＵＩＢ」に由来する 
        ユー(友 優 有 勇) アイ(愛) ビ(美 微 日 火 ) 
   ＵＩＢはホイーストンブリッジ理論を応用､未知の抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは光･気･意識･人･物質等の未知のインピーダンス測定用に拡張されている 
   ＵＩＢは｢人の意識｣を電気エネルギーに変換して抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは｢人の意識｣の言霊を数霊波動のコード番号に変換してエネルギーを測定する 
   ＵＩＢはエネルギーの抵抗値を±１００の単位で測定が可能である 
   ＵＩＢは測定する、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値がマイナス(非共鳴)と 
   測定れた「光･気･身体･意識･物等の言霊」を下記例の通りプラスに修正変換する。 
 

 (例) 心臓疾患の例  
       マイナス(非共鳴)数霊コードを転写(エネルギー転写マーカ機構には８コード入力可能です) 
    (心臓-1)×(心臓組織-1)×(心筋梗塞-1)×(心筋-1)×(動脈硬化･血栓-1)×(血液疾患-1)× 
    (毒素-1)×(ストレス-1)＝心臓+1 (電気エネルギーとして転写修正)に、修正されます。 
 

  波動測定器の名称を下記に決めました。２００８年４月１５日 
   波動測定器 Ｕ Ｉ Ｂ  ユーアイビ 
   「未知への懸け橋」 波動測定器  Ｕ (Un・known) アン・ノウン   未知の 
                    Ｉ (Invisible) インビィジブル 目に見えない 
                    Ｉ (Impedance) インピーダンス 電圧と電流の比    
                    Ｂ (Bridge) ブリッジ 



 

エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞  

プラズマ・エネルギー波動測定法 
ゼロ・ポイント・フィｰルドの時代／グランディング(ゼロ磁場) 

波動エネルギー研究(測定･修正･調査)業務について 
  

◎ 気質/体質、カルマ/業とインナーチャイルド/トラウマに関わる健康と気質障害･人格障
害､心的外傷後ストレス障害、認知症等の難病測定・調査・修正とコンサルタント業務  
 

 ◎ 波動測定による遺伝子鑑定｡遺伝子（DNA･RNA）染色体と細胞の損傷､と機能阻害低
下の原因を波動測定・修復と修正  
 

◎過去世･現世･未来世について、普遍的な宇宙の創造者Something Great＜神・宇宙
意識生命体＞及び＜太陽・中心太陽＞＜地球・地球の中心・グランディング＞＜魂・意
識生命体＞＜霊＞＜意識＞との関わり、輪廻転生とルーツの測定調査  
 

◎ 土地の波動(イヤシロチ＋１００～穢れ地－１００)｡住宅･建物の家相とシックハウスの波
動測定調査  
 

◎相性測定調査（衣食住・動植物･鉱物・対人・家庭・職場他社会環境との相性） 
  紛失物、住所不明者の所在調査及び現状の波動測定  

 
◎その他依頼者の求めに応じて､波動測定･修正･調査と指導コンサルタント業務  以上   
   
   



第
回

免疫　波動

神経　波動

酸性度波動

血小板波動

「測定基本コード」
神聖 波動 守護主神 波動 ココロ 波動 不動のココロ 波動 波動

（ （ （ （

省/直霊 波動 勇/荒魂 波動 親/和魂 波動 愛/幸魂 波動 波動

（ （ （ （ （

霊 波動 先祖霊 波動 過去の統合 波動 嘆き 波動 波動

（ （ （ （ （

天命 波動 達成的傾聴 波動 親和的傾聴 波動 献身的傾聴 波動 波動

（ （ （ （ （

天職 波動 オーラ 波動 道反魂 波動 波動

（ （ （ （ （

日本人霊 波動 精霊 波動 妖精 波動 波動 波動

（ （ （ （ （

フリガナ 顧客番号

氏  名 相談日　　　 平成   　年 　  月 　  日

住  所 生年月日/　 大・昭・平 　年 　月　 日

Tel                  Fax 　男・女　　　未婚・既婚　　(子供　　人)

コース 職業
相談したい内容

測　定　結　果 超短波　波動 　)→ 　) ミネラルバランス波動 　)→ 　)
　)→ 　) リンパ球波動 　)→ 　) ホルモンバランス波動 　)→ 　)

　)→ 　) 染色体波動 　)→ 　)
　)→ 　) 放射線毒素波動 　)→ 　) ビタミンバランス波動 　)→ 　)

異常プリオン蛋白質　　　　平氏　　源氏

痴情霊　　幽界　　稲荷　　狸　　蛇

ライトボディレベル 死反魂

フタカミエネルギー研究会U I B波動測定リストプラズマ・エネルギー

担当者からのメッセージ　　植物霊　　動物霊

微生物霊　　鶏霊　　鶉霊　　牛霊　　豚霊　　魚霊

評価的傾聴

心(mind)

智／奇　魂

揺れ動くココロ分
野　　　　（

　)→ 　) レントゲン焼波動 　)→ 　) 波動 　)→ 　)
　)→ 　) 放射能　波動



　氏　　名 様 　　　年　　月　　日　エネルギー医学＜Ｖｉｂｒａｔｉｏｎａｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ ＞療法

人は百二十歳まで生きることは可能か？ フタカミエネルギー研究会

　可能であると、エネルギー医学療法 　カルチノイド症候群/サルコイド-シス
　から測定できます。 能力 創造主 能力

  教育  貢献 リーダー 　　疾患として測定された下記症状を
◎痴呆症、認知症の健康相談   神との シップ 　　アレルギー疾患とがん細胞発生を予防
　悩み解決相談を承ります。 コミュニケーション 「進行性痴呆､アルツハイマー型痴呆症､認知症」
　相談窓口　☎　０１２０－４９８０３－０ 育児 をプラスに修正するエネルギー波動で､脳組織､中枢
　長寿　健康コンサルタント　川形壽隆 伝承 　神経を修正､健康回復プログラムとして活用します

　お試し測定予約受付中　 結婚 人間力 　　　　　プラズマエネルギー波動測定法
http://www.f-hado.com/energy/mail.html 恋愛 成功 お金 　　　　　　(多次元経絡意識波動プログラム)

仕事

人間関係 天職 ◎カルチノイド症候群＜食餌抗原により肝臓
職場 　で産生されたトランス脂肪酸から発生する

姿勢 　　有害細胞/褐色細胞腫の修正と解消
癌気質/体質 ◎アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露のサルコイドー

疥癬、癜風気質/体質 オーラ 自分観 ※異物型巨細胞<全身性の肉芽腫性疾患>
梅毒気質/体質 仮面 ※大型紡錘体小体<腫瘤型(急性/亜急性)>
淋病気質/体質 本音 ※ラングハンス巨細胞と上記※の修正と解消

    自分との 神経･心・骨・皮膚サルコイドーシス､血管・目・鼻粘膜・
コミュニケーション 魂磨き 腎・脾病変発症させ、染色体､遺伝子・二本鎖dsRNA

一本鎖ssRNA等の損傷に係ると測定された上記※

ブロンズ・チルドレン 感情 三位一体 長寿　健康コンサルタント
　　　　Healer　川形壽隆 免疫

ゴールド・チルドレン 〒937-0806　　富山県
レインボー・チルドレン 体幹 　魚津市友道1189番地 酸性度
ライトボディ ☎ 0765-24-0326 血小板

骨格矯正 Fax 0765-24-0412 超短波
経絡 E-mail リンパ球

身体感覚 2059futakami@f-hado.com 放射線毒素
放射能

病気 先天性家族性疾患 レントゲン焼
前世 常染色体優性遺伝 ミネラルバランス

常染色体劣性遺伝 ホルモンバランス

生死観 アミロイドーシス ビタミンバランス

カルチノイド症候群 染色体
サルコイドーシス 遺伝子

母方 父方 シックハウス 霊
民族 痴呆症(進行性､アルツハイマー型)

認知症(Ａ型､Ｂ型)

Energy  Navigate Tree 

天命
パートナーシップ

自己実現

    シス疾患原因はウイルスや細菌の感染から発生

ホメオパシー、サイコセラピー

の研究から仮定された物として

遺伝性ミアズム気質/体質改善
女性 男性

結核気質/体質

自分の

中心

ニューエイジ・チルドレン/遺伝子 魂の叡智

インディゴ・チルドレン

コミュニケーション

波 動 測 定 結 果

バイオレット・チルドレン
神経魂との

Ⅵ～XXⅥ 

宇宙 宇宙 

土台 

基盤 

人生観 

肉体 

陰陽 

バランス 

使命 

インナー 

チャイルド 

覚醒 

社会 

世界 

ＸＸⅦ次元 

 愛着障害 

家庭 

http://www.f-hado.com/energy/mail.html


生命体の自然治癒力を高める　「五次元/六次元のエネルギー循環領域システム」

        　 多次元 経絡意識波動プログラム 原初2004/4/13 改編2011/10/28　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆 環　境

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。
ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉 <参考図>
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十八次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の
光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ωチャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊､ 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉ｲｵﾝ発生機能部位 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット､α チャクラ(光の言語)､ω チャクラ､ゼロ磁場､ 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

38層 宇宙意識生命体 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十八次元､気 　　　CH-999 コアード体ﾁｬｸﾗ 古代 超古代ソマチット 環状鎖

天豊医師主尊、天照皇大神宮、建速須佐乃男尊 天の五行神 天之常立神、国之常立神､伊邪那岐神、伊邪那美神､キリスト 超古代 古代ソマチットグリット

完全中庸 超古代ソマチットグリット

宇宙ソマチット

宇宙ソマチットグリットエネルギー医学＜Vibrational　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ＞ 

元無極躰主王大御神､造化氣萬男神、天之御中主神､
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生命体の自然治癒力を高める「高次元/多次元のエネルギー循環領域システム」 エネルギー医学＜Vibrational　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ＞ 
2014年2月24日　アセンション最高次元、ＸＸⅦ（27）へ達成

      原初2004/4/13 改編2011/10/28　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。 ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十七次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の 光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ω チャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 Ⅵ 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉イオン 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット Ⅶ次元　～　ＸＸⅣ次元 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

発生機能部位 α チャクラ(光の言語)､ωチャクラ､ゼロ磁場、フエニックス銀河(サルーサ)、ペガサス銀河(サルサ)

リバース 天皇陛下明仁殿下、美智子妃、皇太子徳仁親王、雅子妃、愛子内親王　 古代 超古代ソマチット 環状鎖

電子インパルス 超古代 古代ソマチットグリット

観音様　仏様　キリスト　モーゼ  ムハンマド 宇宙ソマチット

38層 宇宙意識生命体 天照日之大神、天照月之大神、造化氣萬男之大神、天之御中主之大神、天地の五行神　フォトン　イヤシロチ 最高次元､気　CH-999　コアード体ﾁｬｸﾗ ＸＸⅦ次元 宇宙ソマチットグリット

天豊医師主尊 天照皇大神 建速須佐乃男神 天之常立之大神 国之常立之大神 国之常姫之大神　伊邪那岐神 伊邪那美神 護法守天空神 千丈坊萬天空神

次元上昇 ２０１２年１２月２３日地球は護られて､Ⅴ次元へ次元上昇しました。　　更に２０１４年１月１日地球はⅥ次元へ次元上昇しております。
２０１４年３月２４日Ⅲ次元が新Ⅲ次元へ移行、多次元最高次元ＸＸⅦ(27)次元達成・完結プログラムとして表示しました。
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葉状体



グランディング(ゼロ磁場)の気・生命エネルギーの循環システム

神 プラズマ

宇宙意識生命体 中心太陽
陽
の
気 意識 意識生命体 魂

生命体

陰
の
気

霊 気 光

ゼロ磁場 地球の
中　心

地　球
グランディング

陽/陰=遅進衝撃波/半 導 体/ 脳(意識の座)



スピリチュアリティとエネルギーケアの理解を深めよう！ スピエネット連続フォーラム’12～’13 
 

名著「バイブレーショナル・メディスン」解説シリーズⅣ 

「ホリスティックな癒しとパラダイムシフト」と「波動医学と人類の未来」 
   「バイブレーショナル・メディスン」（日本教文社、リチャード・ガーバー著、上野圭一監訳） －アメリカの医師によって 

書かれたこの書籍は、日本の医学部の教授が引用するなど医学界にも大きな影響を与えた名著です。 

 スピエネットでは４ 回にわたって、この名著の解説シリーズの連続講座を行なうことにいたしました 

 また、お二人の講師のレクチャーの後には多面的に理解を深めるために、スピエネット対話＜ダイアローグ＞を 

今回も行います。  ぜひ、この貴重な連続講座にご参加ください。 
 

★17：30～18：30 「ホリスティック医学と波動医学（「第11 章 近未来の医学 －ホリスティックな癒しと 
                                 パラダイムシフト」）」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・降矢英成（赤坂溜池クリニック院長） 
                                                          

          近未来の理想とする医学を思い描く時に基盤となるのは、還元主義からホーリズム（全体論）へのパラダイムの転換です。 
          また、単なる治療からウェルネスへ視点を広げ、見えない体も含めて診断、治療するとともに、医師だけでなくヒーラー、 
          心理療法士、そして教師としての素養も必要とされます。 

★18：40～19：40「個人と宇宙のつながりと魂の生長 （「第12 章 個人の進化と地球の進化 －波動医学 
           と人類の未来」）」・・・・・・・・・川畑伸子（ＮＰＯ法人サイモントンジャパン副理事長） 
        ホーリズムでは、個人は独立して存在できず、周りとつながっているととらえます。 現代では、ひとりひとりのちょっとした 
           判断・決定が個人の枠を超えて、「地球共同体」全体に影響を与える段階になっており、最近の心理学的な研究からみる 
           愛の重要性や、霊的に生長することの重要性を考えます。 

○13：20～16:45 スピエネット対話＜ダイアローグ＞ 川畑伸子×降矢英成×スピエネット実行委員 
 

■日 時：2013 年6月15 日（土）17：30～20：45 
■場 所 ： 連合会館（旧・総評会館） ４０１号室 ■参加費： 会員 1,500 円 一般 2,000 円 
  ※会員とは主催、共催、協力団体の会員（ヒーリングタッチ東京はヒーリングタッチ・スチューデントが会員扱い）を指します。 

■申し込み手順  
１．必要事項（1 氏名、2 住所、3 電話、4E-mail 、5 所属（①会員（団体名）・②一般）を記入の上、 
  ho-kanto@tg.rim.or.jp まで、またはFAX でお申し込み下さい（FAX： ０３－５５７２－８２１９）（締切６／６（木）） 

２．申し込み受理のお知らせ到着後1 週間以内に参加費をお振込み下さい（1 週間以内に連絡がない場合お問合わせ下さい） 

       ・三菱東京UFJ 銀行 西新宿支店(普通)００５７５６７特定非営利活動法人日本ホリスティック医学協会 



               名著「バイブレーショナル・メディスン」解説シリー・特別企画 

訳者・真鍋太史郎医師と上野圭一氏トークセッション、 そして著者Ｒ・ガーバーのその後 
   「バイブレーショナル・メディスン」（日本教文社、リチャード・ガーバー著、上野圭一監訳） －アメリカの医 師によって書かれたこの書籍は、 

日本の医学部の教授が引用するなど医学界にも大きな影響を与えた名  著です。スピエネットでは、4 回にわたってこの名著の解説シリーズ 

の連続講座を行なっており、大変好評のため、このたびそれに続く特別企画として、訳者の真鍋太史郎医師をお招きし、上野圭一氏との 

ト ー ク セ ッ シ ョ ン 、 お よ び 著 者 の Ｒ ・ ガ ー バ ー の そ の 後 の 著 書 を 紹 介 し ま す 。 ぜ ひ 、 こ の 貴 重 な 連 続 講 座 に ご 参 加 下 さ い 。 

 

 
★Part１「訳者・真鍋太史郎医師と監訳者・上野圭一氏トークセッション」 

             名著「バイブレーショナル・メディスン」の訳者は当時医師になったばかりの真鍋太史郎氏で、監訳者として上野圭一氏が協働

することで、この名著の翻訳が完成されたのです。今回、特別に訳者の真鍋氏と監訳者の上野氏のお二人に登壇していただき、
当時の熱い思いから完成までの経緯、そして、現時点でこの本の状況に対してのお考えなど、現在は医学部教授になられてい
る真鍋氏と、この本の紹介者上野氏のお二人にじっくりとお聞きしてみたいと思います。 

★Part2「著者Ｒ・ガーバーのその後の活躍 ～続編『A Practical Guide To Vibrational Medicine』を中心に」 

    スピエネット実行委員 

     この本の著者のＲ・ガーバーはアメリカの医師ですが、この膨大な内容をどのように書き上げたのか、その人となりにとても 

    興味を覚えます。          この本は、やがて改訂版が出され、その後、この本の続編である『実践編』として『A Practical Guide To     

            Vibrational Medicine』を書き上げています。今回この続編のエッセンスをスピエネット実行委員が分担してご紹介するセッション
を設定しました。ぜひ、ご参加下さい。  

 ■日 時：２０１３ 年６月１５ 日（土）13：30～16：45 

 ■場 所：連合会館（旧・総評会館） ４０１号室   ■参加費： 会員 3,000 円 一般 4,000 円  

     ※会員とは主催、共催、協力団体の会員（ヒーリングタッチ東京はヒーリングタッチ・スチューデントが会員扱い）を指します。 

■申し込み手順 

 １．必要事項（1 氏名、2 住所、3 電話、4E-mail 、5 所属（①会員（団体名）・②一般）を記入の上、ho-kanto@tg.rim.or.jp まで       
またはFAX でお申し込み下さい。（FAX： ０３－５５７２－８２１９）（締切６／６（木）） 

２．申し込み受理のお知らせ到着後1 週間以内に参加費をお振込み下さい（1 週間以内に連絡がない場合お問合わせ下さい）。 

   三菱東京UFJ 銀行 西新宿支店(普通)００５７５６７  特定非営利活動法人日本ホリスティック医学協会 

３．お振込み後、受付完了となります。お振込後の参加費は、ご返却できませんので代理受講でご対応をお願い致します。 

スピリチュアリティとエネルギーケアの理解を深めよう！ スピエネット連続フォーラム’12～’13 
 

名著「バイブレーショナル・メディスン」解説シリーズⅣ 

「ホリスティックな癒しとパラダイムシフト」と「波動医学と人類の未来」 
 



    「ホリスティック医学と波動医学（「第11 章 近未来の医学 －ホリスティックな癒しと パラダイムシフト」）」 ・・・ 
                        ・・・・降矢英成（赤坂溜池クリニック院長） 2013年4月13日講演より 

       意識そのものがエネルギーの最高レベルの形態 
・あらゆる物質はエネルギーまたは光が種々の形態をとったものなのである。 
・宇宙の過程を成立させるために不可欠な最後の材料、それは惑星と生命体の 
 進化プロセス全体に影響を与えている「意識」である。 
・意識は進化の原動力をなす非常に重要な因子である。じっさいのところ、意識 
 そのものがエネルギーの形態なのだ。 
・意識はエネルギーの最高レベルの形態であり、生命という過程に対して統合的 
 に作用している。意識が生命エネルギーの根源的な特性であり、その表現形で 
 あると考えれば、「霊」がさまざまな形態の物質と相互作用し、多種多様な物質 
 を通して外界に働きかけるしくみが理解しやすくなる。 
・じつは進化のプロセスにもっとも強い推進力を与えているものは、物質世界を旅 
 してまわる「霊」なのである。 

名著「バイブレーショナル・メディスン」11章で印象に残る事象 
・「意識」と「霊」～高次元から多次元へ？ 
・「ホリスティック」とは？霊の存在 
・人間、宇宙は進化するもの... 
・ 「ホリスティック医」とは？ 
 ドクター/ヒーラー   ヒーラー兼心理療法家かつ教師(11章) 
 ドクター/ヒーラー/神官(12章) 



神明日ノ宮・月ノ宮神宮 
（富山県滑川市下野） 

⑤ 

造化気萬男之大神・造化気萬美之大神　
伊邪那岐之大神　天照皇太神　建速須佐之男之神　　　
祓戸神社に天降は　　地之五行神　　　　　　　　土祖神社　　天地和合

地・木（神経解毒・目視覚・涙運動）・・・・角樴之大神
ツ ノ ビ キ ノ オ オ カ ミ

、
、

活樴之大神
イ ク ビ キ ノ オ オ カ ミ

地・火（精神・舌味覚・血液・血管）・・・・・面足日子之大神
オ モ タ ル ヒ コ ノ オ オ カ ミ

、淤母陀琉日売之大神
オ モ タ ル ヒ メ ノ オ オ カ ミ

地・土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）・・・宇比地煮之大神
ウ ヒ チ ニ ノ オ オ カ ミ

、須比知邇美之大神
ス ヒ チ ニ ミ ノ オ オ カ ミ

地・金（呼吸排泄、鼻嗅覚、汗皮膚）・・・惶根之大神
カ シ コ ネ ノ オ オ カ ミ

、詞志古美之大神
カ シ コ ミ ノ オ オ カ ミ

地・水（生命防衛、耳聴覚、尿、骨）・・・・大斗能地之大神
オ オ ト ノ チ ノ オ オ カ ミ

、大斗能美之大神
オ オ ト ノ ビ ノ オ オ カ ミ

祓戸神社 



神明日ノ宮・月宮神宮 
（ミザール） 

剱 岳 
（アリオト） 

立 山 
（メグレズ） 

尖り山 

月見嶋 
輔星（アルコル） 

二上山 
弼星 

御皇城山 
皇祖皇大神宮 

（フェクダ） 

宝立山 
（ベネトナシュ） 

医王山 
（メラク） 

位 山 
（ドゥーベ） 

八大龍王 
白龍・黄龍 

新潟県 

石川県 

岐阜県 

ピラミッド光体/天之御中主神(北斗七星･九星)は､天越根中国日見日高見(能登の 
宝立山と越中と飛騨の位山)に点在する､デカ･デルタ･ピラミッドで構成されている 

[富山湾] 

② 



神明日ノ宮・月ノ宮神宮（鳥居） 
（富山県滑川市下野） 

⑥ 

鳥居に天降は天之五行神･･造化気萬男之大神･造化気萬美之大神の作

木（神経解毒・目視覚・涙運動）天三降主之大神
ア メ ミ ク ダ リ ヌ シ ノ オ オ カ ミ

･天目降美之大神
ア メ ミ ク ダ リ ミ ノ オ オ カ ミ

火（精神・舌味覚・血液・血管）天合主男之大神
ア メ ア イア ワス ヌシ ノオオカミ

･天相合美之大神
ア メ ア イ ア ワ ス ミ ノ オ オ カ ミ

土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）天八下王之大神
ア メ ヤ ク ダ リ オ ノ オ オ カ ミ

･天八下美之大神
ア メ ヤ ク ダ リ ミ ノ オ オ カ ミ

金（呼吸排泄、鼻嗅覚、汗皮膚）天八百足日之大神
ア メ ヤ オ タ リ ヒ ノ オ オ カ ミ

･天八百陀琉美之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ タ マ ノ オ オ カ ミ

水（生命防衛、耳聴覚、尿、骨）天八十萬魂之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ タ マ ノ オ オ カ ミ

･天八十萬日女之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ ヒ メ ノ オ オ カ ミ
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多次元経絡意識波動 フタカミ エネルギー研究会 

f-hado.com FUTAKAMI Inc, 

R 

 エネルギー療法/波動エネルギー研究(測定･修正･調査) 

平成25年3月26日 川形 壽隆 意識レベル：642 

プラズマ・エネルギー波動測定 天職はHealer 

志 天寿120歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい 

サトルエネルギー学会 第58回超エネルギー研究分科会 講演発表 



＜ テーマ ＞ 
 

ホーリズムへのパラダイムシフト [序章] 
 

プラズマ・エネルギー波動測定法 
五次元/六次元のエネルギー循環領域システム 

 

多次元経絡意識波動プログラム 
Multi-Dimensional Meridian HADO 



 

http://www.f-hado.com/index.html




論文と研究発表－０１ 



論文と研究発表－０２ 



論文と研究発表－０３ 

yamaguchi
テキストボックス
第４回　日本統合医療学会



論文と研究発表－０４ 



波動エネルギー研究(測定・修正・調査) 

多次元経絡意識波動    有限会社 富 多 神 (フタカミ) 

〒937-0806 富山県魚津市友道1189 番地3  Tel(0765)24-0326  Fax(0765)24-0412 

フタカミエネルギ一研究会 
(名称) 

第1条 本会は「フタカミエネルギー研究会」と称する。 

(事務局) 

第2条 本会は本部を富山県魚津市友道１１８９番地３ (有)富多神 内に置く。 

(目的) 

第 3 条 本会は、「生を授かりたる」波動エネルギー「父親トトカミ」「母親カカカミ」の「フタガミ」 

に感謝して、トラウマや心的外傷と環境ストレスを解消、波動研究が未病の医学へ役割を担い、 

物理的次元上昇と感情的次元上昇を実現して宇宙意識生命体「神」と意識生命体「魂」をシン 

クロさせ霊性を高め、会員個々が宇宙の平和と安全を祈念し、協働し地球社会に奉仕、意識の 

向上と実践研究を波動理論の基幹として、いきいき健康明るく愉しい社会生活を営み天寿を 

全うする事に寄与する事を目的とする。 

(事業) 

第4条 本会は前条の目的達成する為に次の事業を行う。 

１．会員の波動意識高揚に関して、未病の医学への取組みとして「多次元経絡意識波動」の波動エ

ネルギー研究(測定・修正・調査)に関する事項。 

２．国民の為の未病の医学へとして、波動理論の医学的研究と波動研究が医療から「統合医療 」 

の確立、研鎭に関する事項。 

３．波動理論の技術的応用の養成及び指導に関する事項。 

４．波動理論普及の為の各種講座、セミナーの開催に関する事項。 

５．会員の健康増進並びに相互扶助に関する事項。 

６．会員に対して、望ましい波動商品の紹介、販売に関する事項。 

７．会員に対して、波動ビジネスコンサルタント業務に関する事項。 

８．その他本会の目的達成の為に必要な事項。 



(組織) 

第5条 本会は、国際組織とする、その事業を推進してゆくにあたり、必要に応じてその都度会則を変更 

してゆくものとする。 

(会員) 

第6条 本会の会員は、本会の目的の目的主旨に賛同する者であれば、何人もこれを拒まない。 

(会費) 

第7条 本会の入会金は１，０００円とし、年会費等は別に定める。 

(退会) 

第8条 会員が退会しょうとする時は、該当組織に届け出る事により退会することができる。 

(会費等の返還) 

第9条 既に納入した入会金等については一切返還しない。 

(除名) 

第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、又は主旨に反する言動があったときは、直ちに本部及び該当組織は 

その者を除名することができる。 

(運営及び役員) 

第11条 本会の運営及び役員は、会長にその任を委託するものとする。 

 

※09年7月5日「フタカミ波動友の会」を「フタカミエネルギー研究会」に呼称変更。 
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免疫　波動

神経　波動

酸性度波動

血小板波動

「測定基本コード」
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妖精 波動 精霊 波動 仙人 波動 天狗 波動 波動

（ （ （ （ （

フタカミエネルギー研究会U I B波動測定リストプラズマ・エネルギー

担当者からのメッセージ　　植物霊　　動物霊

微生物霊　　鶏霊　　鶉霊　　牛霊　　豚霊　　魚霊

異常プリオン蛋白質　　　　平氏　　源氏

痴情霊　　幽界　　稲荷　　狸　　蛇

ライトボディレベル 死反魂

龍神

評価的傾聴

心(mind)

智／奇　魂

揺れ動くココロ分
野　　　　（

　)→ 　) レントゲン焼波動 　)→ 　) 波動 　)→ 　)
　)→ 　) 放射能　波動 　)→ 　) 染色体波動 　)→ 　)
　)→ 　) 放射線毒素波動 　)→ 　) ビタミンバランス波動 　)→ 　)
　)→ 　) リンパ球波動 　)→ 　) ホルモンバランス波動 　)→ 　)

相談したい内容

測　定　結　果 超短波　波動 　)→ 　) ミネラルバランス波動 　)→ 　)

住  所 生年月日/　 大・昭・平 　年 　月　 日

Tel                  Fax 　男・女　　　未婚・既婚　　(子供　　人)

コース 職業

フリガナ 顧客番号

氏  名 相談日　　　 平成   　年 　  月 　  日



研究課題としてのカルチノイド症候群波動測定修正方法に至ったその経緯－０１ 
「食物アレルギー原因の、カルチノイド症候群からの健康回復と予防対策」としてご報

告に至りました波動測定事例について。 

第２４回 ホリスティック医学研究会 一般演題発表 ２０１１年 ５月 １５日（日） 

研究会演題 「有害組織細胞、トランス脂肪酸の発生と症例波動測定修正事例」の発表

機会を得ました。その被測定者 Ｒ様(父親)とＥ様はEU圏大西洋岸国生まれ、お住いです。 

 

今回新たに、奥様のＸＫ様(母親・日本人)には大西洋産の白身魚と甲殻類、牛肉、豚肉、

鶏肉等です。これらの食物アレルギーが原因で肝臓に代謝障害を発症、肝臓からトランス

脂肪酸を産生・発生したものと波動測定されました。 

(遺伝子組換え食品の摂取無し「EU 圏での遺伝子組換え食品測定は今日まで無し」)。 

２０１３年 １月１５日付にて、ＸＫ様より調査波動測定の依頼が有りました。 

その調査測定リストをＸＫ様が確認されて、２月２０日にカルチノイド症候群疾患の波動

測定修正依頼を承り、別紙測定リストの通り１回目として、２月２４日に写真とクリーム

にエネルギーを転写して容体を確認、２７日好転反応が測定されたので、２回目の波動測

定修正、写真とクリームに修正エネルギーを転写し、波動修正効果が確認されましたので、

２８日に国際スピード郵便 EMS にてクリームと測定リストをＸＫ様に発送しました。 

これらの波動測定修正の重要な要件としては、ヒトゲノムの損傷修復再生と身体各組織部

位の損傷細胞をｉＰＳ細胞コード波動共鳴修復、細胞の再生を図ります。 

３月４日 21:30ＸＫ様よりクリームを受け取り、必要な個所に塗布して、体調がエネルギ

ー転写前より良くなりましたとのお言葉をいただきました。念の為骨盤と上下肢関節骨髄、

骨組織カルチノイドと皮膚炎箇所等の細胞修復に２～３ケ月を要する旨をお伝えして、ご

了解を得ております。 

今後の好転反応を順次確認測定して、免疫力が低下した時は、即波動修正する事を約した。 



研究課題としてのカルチノイド症候群波動測定修正方法に至ったその経緯－０２ 
 トランス脂肪酸が原因とは認知しないままに、胃前提部隆起、十二指腸変形した会員様

の波動測定相談を肝臓他のコード、白身魚と甲殻類、牛肉、豚肉、鶏肉と遺伝子組換え食

品に魚類霊、甲殻類霊、動物霊、植物霊(穀物霊、野菜霊)の霊障等の修正しておりました。

初めて実施したのは６年前の平成１９年４月です、別紙医師会の健康診断判定書(１９年３

月８日付コピー)の通り胃前提部隆起、十二指腸変形診断された OR 様の事例が最初でした。 

 

 その後は、胃経の乳腺、乳癌、胃炎、胃・十二指腸隆起変形等年間４～５件の測定修正

事例が有ります。お陰さまで会員女性３名(内２名は１０年前より)の方が病院で乳癌の手術

後に抗癌剤の副作用の怖さから逃れたいとして、当会に波動測定修正を承っており皆様遺

伝子組換え食品の摂取を避けて、健康にお過ごしのことを喜んでおります。その中の一人

ＭＹ様は、市からの健康診断案内書により２００９年１２月に病院でのＭＲＩとＣＴ検査

を受診(別紙読影報告書コピーの通り)されて、乳癌と副腎褐色細胞腫と診断されました、Ｍ

Ｙ様は病院での外科手術を選択され処置を受けられました。術後その発症原因が食物アレ

ルギーで、肝臓の代謝障害によるトランス脂肪酸発生、産生によるものと追認しました。 

その発生原因の内容から再発および転移防止のため、ご家族の方より定期波動測定の依

頼を受けて測定をしておりました。 

測定経緯として資料末尾に記載しております、平成２５年２月２６日サトルエネルギー

学会第５７回超エネルギー研究分科会にて講演発表報告書をご参照ください。 

２０１２年(平成２４年)１１月１０日付波動測定リストの通り実質性乳腺炎、褐色脂肪組

織、カルチノイド腫瘍が測定されましたので、原因等関連波動コードの波動修正により、

健康回復され今日現在も健康にお過ごしとの波動測定がされました。 



Ｏ・Ｒ 様 



Ｍ・Ｙ 様  



Ｍ・Ｙ 様  



Ｍ・Ｙ 様  



生命体の自然治癒力を高める　「五次元/六次元のエネルギー循環領域システム」

        　 多次元 経絡意識波動プログラム 原初2004/4/13 改編2010/11/17　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆 環　境

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。 ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉 <参考図>
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十八次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の
光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ωチャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊､ 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉ｲｵﾝ発生機能部位 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット､α チャクラ(光の言語)､ω チャクラ､ゼロ磁場､ 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

38層 宇宙意識生命体 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十八次元､気 　　　CH-999 コアード体ﾁｬｸﾗ 古代 超古代ソマチット 環状鎖

天豊医師主尊、天照皇大神宮、建速須佐乃男尊 天の五行神 天之常立神、国之常立神､伊邪那岐神、伊邪那美神､キリスト 超古代 古代ソマチットグリット

完全中庸 超古代ソマチットグリット

宇宙ソマチット

宇宙ソマチットグリット
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研究課題としてのカルチノイド症候群波動測定修正方法に至ったその経緯－０３ 

 

昨年１０月の流通評論家の金子哲雄（かねこ・てつお）さんが２日未明、肺カルチ

ノイドのため死去した。(読売新聞：http://www.yomiuri.co.jp/作成日時 ： 2012/10/03 

04:54 ) の報道を機会にカルチノイド症候群の研究に取りかかりましたところ、私が過

去に上記の波動測定修正していたのは、カルチノイド症候群だと確信いたしまして、

発表したものです。 

 

ＸＫ様(母親)の測定リストグリット=242 ｺｰﾄﾞ、では多次元経絡意識波動プログラム

に表記しております、アセンションの意識は、１層三次元～３８層二十七次元(四次元、

五次元六次元のエネルギー循環システム)と、ソマチットサイクルに共鳴する微生物

(ウイルス真菌)、環境ホルモン毒素を準結晶、アモロファス、葉状体、結晶、コロイ

ド、ゲル、グリット、環状鎖のサイクルの言霊コードを測定しました。 

更にチャクラを開き泌尿器・生殖センターから冠チャクラ他、各チャクラに対応す

る色、経絡経と身体部位、感情、意識、素粒子、プラズマ、半導体に共鳴する言霊コ

ードと、霊障を払い浄化する須佐之男之神、天照皇太神、伊邪那岐之大神、伊邪那美

之大神始めとする受持ちの神々の波動エネルギーパワーを測定修正エネルギーを活用

しております。 

 

プラズマエネルギー波動測定法、多次元経絡意識波動プログラムについて、2011 年サトル学会

寄稿論文、エネルギー療法「生命体の自然治癒力を高めるシステム」をご参照ください。 



グリッド－１ 
"五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域システム" グリット Ⅲ、0～6 秘尿器・生殖センター

（三次元～六次元の領域） グリット Ⅲ、0～6 仙骨性腺ｾﾝﾀｰ
グリット Ⅲ、0～6 O（ゼロ） グリット Ⅲ、0～6 太陽叢
グリット Ⅲ、0～6 完全中庸 グリット Ⅲ、0～6 横隔膜センター
グリット Ⅲ、0～6 地球（テラ）の中心 グリット Ⅲ、0～6 ハートチヤクス （心臓センター）
グリット Ⅲ、0～3 ソマチット　⑪破壊 グリット Ⅲ、0～6 胸腺センター
グリット Ⅲ、0～4 十九次元　　（２９層） グリット Ⅲ、0～6 喉ｾﾝﾀｰ
グリット Ⅲ、0--- ソマチット　⑩球状の細菌形態 グリット Ⅲ、0～6 夢センター
グリット Ⅲ、0--- ソマチット　⑨ グリット Ⅲ、0～6 脳下垂体ｾﾝﾀｰ
グリット Ⅲ、0～4 二十次元　　（３０層） グリット Ⅲ、0～6 視覚センター
グリット Ⅲ、0～2 ソマチット　⑧ グリット Ⅲ、0～6 冠ﾁｬｸﾗ
グリット Ⅲ、0～2 ソマチット　⑥二重バクテリウム グリット Ⅲ、0～6 茶
グリット Ⅲ、0～4 二十一次元　（３１層） グリット Ⅲ、0～6 闇山ずみ神　(クラヤマズミノカミ)
グリット Ⅲ、0--- ソマチット　⑤バクテリウム形態 グリット Ⅲ、0～6 慈しみ
グリット Ⅲ、0～4 アストラル体　（ピンク） グリット Ⅲ、0～5 弥勒菩薩　　（ミロク）
グリット Ⅲ、0～4 二十二次元　（３２層） グリット Ⅲ、---- 硫酸
グリット Ⅲ、0--- ソマチット　④ グリット Ⅲ、0～6 久延毘古神　(クエビコノカミ)
グリット Ⅲ、---- 無機物霊 グリット Ⅲ、0～6 ソマチット　⑬子嚢胞子形態　（ゲル）
グリット Ⅲ、0～6 橋核 グリット Ⅲ、0～6 六次元 　　（１６層）
グリット Ⅲ、---- ソマチット　③二重胞子　（角樴之大神、地・木） グリット Ⅲ、0～6 四次元　　 （１４層）
グリット Ⅲ、0～5 二十三次元　（３３層） グリット Ⅲ、0～6 五次元　　 （１５層）
グリット Ⅲ、0～5 二十四次元　（３４層） グリット Ⅲ、0～6 橋核路
グリット Ⅲ、---- ソマチット ②胞子　（須比知邇美之大神、地・土） グリット Ⅲ、0～6 橋
グリット Ⅲ、0～6 ガイア グリット Ⅲ、0～6 白金78
グリット Ⅲ、0～5 メンタル体　　黄 グリット Ⅲ、0～6 金
グリット Ⅲ、---- ソマチット ①（準）　（宇比地煮之大神、地・土） グリット Ⅲ、0～6 脳
グリット Ⅲ、0～5 二十五次元　（３５層） グリット Ⅲ、0～6 光子・フォトン
グリット Ⅲ、0～6 チャクラ グリット Ⅲ、0--- ソマチットコロイド
グリット Ⅲ、0～6 チャクラを開く グリット Ⅲ、0--- 肉体/ｴｰﾃﾙ  体接触面･茶
グリット Ⅲ、0～6 糖 グリット Ⅲ、0--- 八次元　　（１８層）
グリット Ⅲ、0～6 糖環状鎖 グリット Ⅲ、0--- 七次元　　（１７層）
グリット Ⅲ、0～6 糖グリット グリット Ⅲ、0--- 九次元　　（１９層）
グリット Ⅲ、0～4 ソマチット　⑫酵母形態 グリット Ⅲ、0--- ソマチット　⑭
グリット Ⅲ、---- 石油霊 グリット Ⅲ、0--- ソマチット　⑦棒状形態
グリット Ⅲ、---- 塩酸 グリット Ⅲ、0～6 骨組織
グリット Ⅲ、0～6 天日長命薬師守神 グリット Ⅲ、0～6 側脳室
グリット Ⅲ、0～6 天豊禁厭建彦神（アメトヨマジナイタケヒコノカミ） グリット Ⅲ、0～6 錘体路
グリット Ⅲ、0～6 天日体骸薬師守神（アメトヨムクライヤクシノカミ） グリット Ⅲ、0～6 淡蒼球
グリット Ⅲ、0～6 天日体髄医師彦神（アメトヨムクライイシヒコノカミ） グリット Ⅲ、0～6 平滑筋
グリット Ⅲ、0～6 超高温・超低温の中の殻 グリット Ⅲ、0～6 筋肉線維
グリット Ⅲ、0～6 宇宙ソマチット　　　（天之常立神） グリット Ⅲ、0～6 細胞
グリット Ⅲ、0～6 感謝 グリット Ⅲ、0～6 軟骨
グリット Ⅲ、0～6 八十万禍斬祓尊 グリット Ⅲ、---- 真菌
グリット Ⅲ、0～6 塩酸の中の殻 グリット Ⅲ、0～6 生体骨物質
グリット Ⅲ、0～6 超古代ソマチット　（国之常立神） グリット Ⅲ、0～6 筋肉
グリット Ⅲ、0～6 細菌毒に対しての殻血小板 グリット Ⅲ、0～6 神経線維
グリット Ⅲ、0～6 古代ソマチット（鎖）　　（豊斟渟神　トヨクムネノカミ） グリット Ⅲ、0～6 骨
グリット Ⅲ、0～6 女性センター グリット Ⅲ、0～5 真菌グリット
グリット Ⅲ、0～6 男性センター グリット Ⅲ、---- 真菌準結晶

名　称 次元領域

現在の項目中のチェックマーカー 他の項目でチェック済み 



グリッド－２ 
"五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域システム" グリット Ⅲ、0～6 ピンク

（三次元～六次元の領域） グリット Ⅲ、0～6 蛋白質グリット
グリット Ⅲ、0--- 真菌アモロファス グリット Ⅲ、---- ウィルス・アモルファス
グリット Ⅲ、0～6 真菌環状鎖 グリット Ⅲ、0～5 金属毒素グリット
グリット Ⅲ、0～6 細胞環状鎖 グリット Ⅲ、0～2 貝化石
グリット Ⅲ、0～6 筋肉環状鎖 グリット Ⅲ、0～6 化石
グリット Ⅲ、0～6 骨環状鎖 グリット Ⅲ、0～6 蛋白質環状鎖
グリット Ⅲ、0--- エーテル体・赤 グリット Ⅲ、0～2 十四次元　　（２４層）
グリット Ⅲ、0～6 細胞グリット グリット Ⅲ、0～6 脂肪環状鎖
グリット Ⅲ、0～4 真菌ゲル グリット Ⅲ、0～6 脂肪グリット
グリット Ⅲ、0～1 十二次元　　（２２層） グリット Ⅲ、0～6 殻蛋白質コートプロテイン
グリット Ⅲ、0～6 筋肉グリット グリット Ⅲ、0～6 エンベロープ
グリット Ⅲ、0～6 骨グリット グリット Ⅲ、0～4 ゲル
グリット Ⅲ、0～6 ソマチットゲル グリット Ⅲ、0～6 海面活性物質
グリット Ⅲ、0～3 真菌コロイド グリット Ⅲ、0～6 青
グリット Ⅲ、0～1 十次元　　　（２０層） グリット Ⅲ、0～6 オレンジ
グリット Ⅲ、0～1 十一次元　　（２１層） グリット Ⅲ、0～6 緑
グリット Ⅲ、0～4 ソマチット　⑮菌糸体形態 グリット Ⅲ、0～6 コロイド
グリット Ⅲ、0～6 付随筋 グリット Ⅲ、0～6 エネルギー環状鎖
グリット Ⅲ、0～6 紫 グリット Ⅲ、0--- ソマチット鎖
グリット Ⅲ、0～6 骨細胞 グリット Ⅲ、0～6 エネルギーグリット
グリット Ⅲ、0～5 ウィルスグリット グリット Ⅲ、0～6 クォーク
グリット Ⅲ、---- 真菌結晶 グリット Ⅲ、0～6 エネルギー(周波数)
グリット Ⅲ、0～6 マクロポンド グリット Ⅲ、0--- 松の精霊
グリット Ⅲ、0～2 ソマチット結晶 グリット Ⅲ、0～6 ニュートリノ
グリット Ⅲ、0～4 ソマチット　⑯繊維状の葉状体 グリット Ⅲ、0～4 ソマチット準結晶
グリット Ⅲ、---- 金属毒素準結晶 グリット Ⅲ、---- 精霊の転生
グリット Ⅲ、---- ウィルス グリット Ⅲ、0～1 精霊
グリット Ⅲ、0～6 横紋筋組織 グリット Ⅲ、0～6 アミノ酸グリット
グリット Ⅲ、0～6 神経 グリット Ⅲ、0～6 感情コロイド　　（コロイド感情）
グリット Ⅲ、0～6 赤 グリット Ⅲ、0～6 アミノ酸環状鎖
グリット Ⅲ、0--- 金属毒素アモロファス グリット Ⅲ、0～6 感情ゲル　　（ゲル感情）
グリット Ⅲ、0～3 ウィルスコロイド グリット Ⅲ、0～6 アミノ酸
グリット Ⅲ、0～6 神経環状鎖 グリット Ⅲ、0～6 感情アモロファス
グリット Ⅲ、0～6 神経グリット グリット Ⅲ、0～6 感情準結晶
グリット Ⅲ、0～2 金属毒素結晶 グリット Ⅲ、0～6 感情環状鎖
グリット Ⅲ、0～4 ゲル状ウィルス　（ウィルスゲル） グリット Ⅲ、0～6 感情結晶　　（結晶感情）
グリット Ⅲ、0～4 金属毒素ゲル グリット Ⅲ、0～2 結晶
グリット Ⅲ、0--- ソマチットアモロファス グリット Ⅲ、---- 準結晶
グリット Ⅲ、0～6 ウィルス環状鎖 グリット Ⅲ、0--- アモロファス
グリット Ⅲ、0～3 金属毒素コロイド グリット Ⅲ、0～6 大脳辺縁系
グリット Ⅲ、---- ウィルス準結晶 グリット Ⅲ、0～6 重力
グリット Ⅲ、---- 金属毒素 グリット Ⅲ、0～6 運動エネルギー
グリット Ⅲ、0～2 十五次元　　（２５層） グリット Ⅲ、0～6 重力波エネルギー
グリット Ⅲ、0～6 金属毒素環状鎖 グリット Ⅲ、0～6 非自己
グリット Ⅲ、0～1 ソマチット葉状体　　（活樴之大神、地・木） グリット Ⅲ、0～6 自己
グリット Ⅲ、0～6 タンパク質 グリット Ⅲ、0～6 羊水
グリット Ⅲ、0～2 ウィルス結晶 グリット Ⅲ、0～6 グリット
グリット Ⅲ、0～6 脂肪 グリット Ⅲ、0～6 感情グリット
グリット Ⅲ、0～6 筋肉線維組織 グリット Ⅲ、0～6 エネルギー

名　称 次元領域

現在の項目中のチェックマーカー 他の項目でチェック済み 



グリッド－３ 
"五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域システム" グリット Ⅲ、0～6 天八十萬日女之大神　アメヤソヨロズヒメノノオオカミ　水（生命防衛・耳聴覚・尿・骨）

（三次元～六次元の領域） グリット Ⅲ、0～6 天八百陀琉美之大神　アメヤオダリヒミノオオカミ　金（呼吸排泄・鼻臭覚・汗皮膚）

グリット Ⅲ、0～5 意識のコードを翻訳 グリット Ⅲ、0～6 化石の中のソマチット殻　
グリット Ⅲ、0～5 コーザル体　紫　　26次元　　（３６層） グリット Ⅲ、0～6 化石の中　（超古代ソマチットグリット）
グリット Ⅲ、0～6 肉体、工一テル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体がオクターブ共鳴で直結 グリット Ⅲ、0～6 超古代ソマチットグリット
グリット Ⅲ、0～6 意識のコード グリット Ⅲ、0～6 魄
グリット Ⅲ、0～6 意識 グリット Ⅲ、0～6 天相合美之大神　アメアイアワスミノオオカミ　火（精神・舌味覚・血液・血管）

グリット Ⅲ、0～6 感情 グリット Ⅲ、0～6 髄
グリット Ⅲ、0～6 質量 グリット Ⅲ、0～6 精
グリット Ⅲ、0～6 スカラー波 グリット Ⅲ、0～6 霊性回路
グリット Ⅲ、0～6 空間エネルギー グリット Ⅲ、0～6 天照月之大神(アマテラスミドノオオカミ) 天御柱女吹神(アメミハシラメブキノカミ)

グリット Ⅲ、0～6 時間エネルギー グリット Ⅲ、0～6 天照日之大神(アマテラスホドノオオカミ) 天御柱男風神(アメミハシラオブキノカミ)

グリット Ⅲ、0～6 霊 グリット Ⅲ、0～6 中心太陽
グリット Ⅲ、0～6 素粒子 グリット Ⅲ、0～6 天日体骸医師彦神（アメヒムクライシヒコノカミ）
グリット --、5～6 黄泉の国行き片道切符 　（三、四次元は存在しない） グリット Ⅲ、0～6 般若心経
グリット Ⅲ、0～6 痴情霊 グリット Ⅲ、0～6 天八十萬魂神　アメヤソヨロズタマノカミ　水（生命防衛・耳聴覚・尿・骨）

グリット Ⅲ、0～3 十八次元　　（２８層） グリット Ⅲ、0～6 天八百足日之大神　アメヤオダリヒノオオカミ　金（呼吸排泄・鼻臭覚・汗皮膚）

グリット Ⅲ、0～6 イヤシロチ グリット Ⅲ、0～6 天目降美之大神　アメミクダリミノオオカミ　木（神経解毒・目視覚・涙運動）

グリット Ⅲ、0～6 経絡系 グリット Ⅲ、0～6 天八下美之大神　アメヤクダリミノオオカミ　土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）

グリット Ⅲ、0～6 経絡系･緑 グリット Ⅲ、0～6 玉依毘売之大神　子安乳妃神社　安産守神社・女性ﾎﾙﾓﾝ・女性器

グリット Ⅲ、0～6 黄 グリット Ⅲ、0～6 天照大御神の供養経
グリット Ⅲ、0～6 青紫 グリット Ⅲ、0～6 建速須佐之男之神　剣岳　月・月のエネルギー　男・黄泉の国

グリット Ⅲ、0～3 十六次元　　（２６層） グリット Ⅲ、0～6 天照皇大神宮
グリット Ⅲ、0～6 軍千兆勝神社　(グンチカツカンヤシロ) グリット Ⅲ、0～6 天相合主男之大神　アメアイアワスヌシノオオカミ　火（精神・舌味覚・血液・血管）

グリット Ⅲ、0～6 運気上昇 グリット Ⅲ、0～6 遺伝子ＤＮＡの前駆物質　（宇宙ソマチットグリット）
グリット Ⅲ、0～5 天狗　 （天空人） グリット Ⅲ、0～6 宇宙ソマチットグリット
グリット Ⅲ、0～6 結界 グリット Ⅲ、0～6 魂
グリット Ⅲ、0～3 十七次元　　（２７層） グリット Ⅲ、0～6 天豊医師主之神(アメトヨマジナイヌシノカミ)
グリット Ⅲ、0～2 十三次元　　（２３層） グリット Ⅲ、0～6 天之御中主之大神
グリット Ⅲ、0～6 供養 グリット Ⅲ、0～6 天三降主之大神　アメミクダリヌシノオオカミ　木（神経解毒・目視覚・涙運動）

グリット Ⅲ、0～6 プラズマ グリット Ⅲ、0～6 天八下王之大神　アメヤクダリオノオオカミ　土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）

グリット Ⅲ、0～6 先祖の浮遊霊 グリット Ⅲ、0～6 伊弉冊之大神（イザナミノオオカミ）
グリット Ⅲ、0～5 ソマチットグリット グリット Ⅲ、0～6 伊邪那岐之大神（イザナギノオオカミ）
グリット Ⅲ、0～6 悪魔・サタンの浮遊霊 グリット Ⅲ、0～6 天日豊本黄人皇主之大神
グリット Ⅲ、0～6 無縁の浮遊霊 グリット Ⅲ、0～6 造化気萬男之大神(ツクリノシキヨロズオノオオカミ)　造化気萬美之大神
グリット Ⅲ、0～6 浄霊 グリット Ⅲ、0～6 天日豊本葦牙気皇主之大神
グリット Ⅲ、0～6 自縛霊 グリット Ⅲ、0～6 Ⅲ次元
グリット Ⅲ、0～6 愛　（Ｌｏｖｅ） グリット Ⅲ、0～6 Ⅳ次元
グリット Ⅲ、0～6 バランスを取り戻す グリット Ⅲ、0～6 Ⅴ次元
グリット Ⅲ、0～6 魂を込めた愛の実践 グリット Ⅲ、0～6 Ⅵ次元　　（コアード体）

グリット Ⅲ、0～6 浄化 グリット Ⅲ、0～6 環状鎖
グリット Ⅲ、0～5 貝化石　（古代ソマチットグリット） グリット Ⅲ、0～1 葉状体
グリット Ⅲ、0～5 古代ソマチットグリット グリット Ⅲ、0～6 感情葉状体
グリット Ⅲ、0～6 清　祓 グリット Ⅲ、0～1 ウイルス葉状体
グリット Ⅲ、0～6 ケーシ体 グリット Ⅲ、0～1 真菌葉状体
グリット Ⅲ、0～6 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり） グリット Ⅲ、0～1 金属毒素葉状体
グリット Ⅲ、0～6 神直日之神 グリット Ⅲ、0～6 神
グリット Ⅲ、0～6 大直日之神 グリット Ⅲ、0～6 観音
グリット Ⅲ、0～6 大山祇之神（大山津見之神） グリット Ⅲ、0～6 佛
グリット Ⅲ、0～5 慈母観音　

名　称 次元領域

現在の項目中のチェックマーカー 他の項目でチェック済み 



  免疫力も高まり、健康回復されたＸＫ様(母親)の測定リスト地球=151ｺｰﾄﾞを 
見て下さい。 
 
 個性、フラクタル、憑依、０次元(点)、１次元(線)、２次元、３次元(空間)、 
４次元(時空間)、5次元(平行宇宙)、６次元(虚空)、次元上昇アセンション、 
電解質、電解質コルチコイド、電位、中性子、陽子、電位の他、十草の神宝、 
十草の神、五次元六次元の循環領域システム、宇宙、アクシオトーナル・メロ 
デイアンシステム、人生の遺伝子コード、リバース(再誕生)にネガティブ感情 
を手放すこと等です。 
  
 特に ｢原子と分子で構成された物質(心身)は磁力と電子インパルスの伝導力 
を超越することは、できない｣との説が有りますが、磁力に共鳴する電流、生 
体電流、生体磁気、生体磁場、磁場、電磁場、電荷、荷電粒子、負･正荷電粒 
子、電子、半導体、プラズマ、バイオプラズマ、プラズマモイド、プラズマ 
ジェット、プラズマフイラメント、磁気リコネクション、遅進衝撃波、言霊、 
数霊、生命エネルギー、生命の場、本能等を測定して磁力を高めて、ＵＩＢ波 
動測定器で測定修正エネルギーの転写(電子インパルス)によりエネルギー伝導 
力を高める事を可能としました。 
  
 このエネルギー療法で会員の皆様の自然治癒力を高めております。 

研究課題としてのカルチノイド症候群波動測定修正方法に至ったその経緯－０４ 



地球（テラ）－１ 

"五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域システム" 地球(テラ) Ⅲ、0～6 高次運動の調節
（三次元～六次元の領域） 地球(テラ) Ⅲ、0～6 高次運動

地球(テラ) Ⅲ、0～6 ゼロ磁場　（グランディング） 地球(テラ) Ⅲ、0～6 中性子
地球(テラ) Ⅲ、0～6 地球（テラ）の中心 地球(テラ) Ⅲ、0～6 中性子の中心
地球(テラ) Ⅲ、---- 個性 地球(テラ) Ⅲ、0～5 雑音温度キヤリブレーション
地球(テラ) ／、0～5 フラクタル 地球(テラ) Ⅲ、0～5 雑音温度
地球(テラ) ／、0～5 憑依存在 地球(テラ) Ⅲ、0～6 交流電位

地球(テラ) Ⅲ、0～5 憑依 地球(テラ) Ⅲ、0～6 磁場
地球(テラ) Ⅲ、0～5 憑依存在からの記憶感情 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電子の中心
地球(テラ) Ⅲ、0～6 地球(テラ) 地球(テラ) Ⅲ、0～6 心的外傷後ストレス障害
地球(テラ) Ⅲ、0--- ０次元(点)、Ⅳ次元/肉体経絡系、肉体/エーテル体接触面 地球(テラ) Ⅲ、0～6 陽子の中心
地球(テラ) Ⅲ、0～1 １次元(線)、Ⅳ次元、Ⅴ次元/エーテル体 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ストレス性疾患
地球(テラ) Ⅲ、0～2 ２次元(面)、Ⅳ次元、Ⅴ次元/アストラル体 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電磁場
地球(テラ) Ⅲ、0～3 ３次元(空間)、Ⅳ次元、Ⅴ次元/メンタル体 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電子
地球(テラ) Ⅲ、0～4 ４次元(時空間)、Ⅳ次元、Ⅴ次元/コーザル体 地球(テラ) Ⅲ、0～5 小細胞癌
地球(テラ) Ⅲ、0～6 ５次元　（平行宇宙、パラレル･ワールド)　Ⅴ次元/ケーシ体 地球(テラ) Ⅲ、0～5 付随体組織
地球(テラ) Ⅲ、0～6 ６次元　（虚空/コア･リリーフ）（Ⅴ次元領域内の６次元、Ⅵ次元） 地球(テラ) Ⅲ、0～5 ウィルスの膠質膜(クリスタルゴブレット)
地球(テラ) Ⅲ、0～6 次元上昇　アセンション 地球(テラ) Ⅲ、0～5 基礎組織
地球(テラ) Ⅲ、---- 他人の話を聞かない 地球(テラ) Ⅲ、0～5 微細網状組織
地球(テラ) Ⅲ、---- お金の循環 地球(テラ) Ⅲ、0～6 閾値の制御
地球(テラ) Ⅲ、0～6 キャラクター 地球(テラ) Ⅲ、0～6 閾値
地球(テラ) Ⅲ、0～6 気場、Chi-System(気系) 地球(テラ) Ⅲ、0～6 閾値となる電位を制御
地球(テラ) Ⅲ、0～5 自己受容 地球(テラ) Ⅲ、0～6 熱雑音
地球(テラ) Ⅲ、0～5 自己信頼 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電解質異常
地球(テラ) Ⅲ、0～5 活動電位システム 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ネガティブフイードバック
地球(テラ) Ⅲ、0～5 表面電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 身体毒素排泄
地球(テラ) Ⅲ、0～5 内部電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 身体毒素排泄促進
地球(テラ) Ⅲ、0～5 直流電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 中間子
地球(テラ) Ⅲ、0～6 水 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電界
地球(テラ) Ⅲ、0～5 電解質 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電荷
地球(テラ) Ⅲ、0～5 電流 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電解液
地球(テラ) Ⅲ、0～5 電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 バシヤール
地球(テラ) Ⅲ、0～5 生体電流 地球(テラ) Ⅲ、0～6 クンダリー二
地球(テラ) Ⅲ、0～5 生体磁場 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ⅴ次元の領域
地球(テラ) Ⅲ、0～5 生体電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ⅴ次元の循環システム
地球(テラ) Ⅲ、0～5 生体電磁波 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ⅴ次元Ⅵ次元の領域
地球(テラ) Ⅲ、0～5 生体磁気 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ⅴ次元Ⅵ次元の循環システム
地球(テラ) Ⅲ、0～5 流動電位 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ⅴ次元/Ⅵ次元循環領域システム

名　　称 次元領域

現在の項目中のチェックマーカー 他の項目でチェック済み 



地球（テラ）－２ 

地球(テラ) Ⅲ、0～6 ニューロペプチド 地球(テラ) Ⅲ、0～5 シュワン組織
地球(テラ) Ⅲ、0～6 ライフフォース 地球(テラ) Ⅲ、0～5 グリア組織

地球(テラ) Ⅲ、0～6 未来の統合 地球(テラ) Ⅲ、0～6 リバース(再誕生) 地球(テラ) Ⅲ、0～5 ストレス性疾患
地球(テラ) Ⅲ、0～6 陽子 地球(テラ) Ⅲ、0～6 本能 地球(テラ) Ⅲ、0～6 太陽
地球(テラ) Ⅲ、0～6 神経膠　（グリア） 地球(テラ) Ⅲ、0～6 地球(テラ)の中心太陽 地球(テラ) Ⅲ、0～5 線維組織
地球(テラ) Ⅲ、0～6 アストラルプロジェクション 地球(テラ) Ⅲ、0～6 意識生命体　（魂） 地球(テラ) Ⅲ、0～5 陽イオン
地球(テラ) Ⅲ、0～6 電解質コルチコイド 地球(テラ) Ⅲ、0～6 波動 地球(テラ) Ⅲ、0～5 イオン
地球(テラ) Ⅲ、0～6 環境ホルモン 地球(テラ) Ⅲ、0～6 空(くう) 地球(テラ) Ⅲ、0～6 負荷電粒子
地球(テラ) Ⅲ、0～6 過去世からの記憶感情 地球(テラ) Ⅲ、0～6 宇宙意識生命体（神） 地球(テラ) Ⅲ、0～6 正荷電粒子
地球(テラ) Ⅲ、0～6 他人のハイアーセルフを信じる 地球(テラ) Ⅲ、0～6 多次元 地球(テラ) Ⅲ、0～6 荷電粒子
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自分のハイアーセルフの話を聞く 地球(テラ) Ⅲ、0～6 天之常立之大神 地球(テラ) Ⅲ、0～6 基礎組織
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自分のハイアーセルフの声を聞く 地球(テラ) Ⅲ、0～6 国之常立之大神 地球(テラ) Ⅲ、0～6 中間子線
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自分のハイアーセルフを信じる 地球(テラ) Ⅲ、0～6 イエスキリスト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ビルケラン電流
地球(テラ) Ⅲ、0～6 ハイアーセルフチャネリング 地球(テラ) Ⅲ、0～6 神 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電気回路網
地球(テラ) Ⅲ、0～6 先祖からの記憶感情 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ネガティブ感情を手放す

地球(テラ) Ⅲ、0～6 信念(アイデンテテイ) 地球(テラ) Ⅲ、0～6 イクタマ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 リコネクション
地球(テラ) Ⅲ、0～6 浄霊 地球(テラ) Ⅲ、0～6 タルタマ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 宇宙
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自我 地球(テラ) Ⅲ、0～6 タマミチカツノタマ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 磁気リコネクション
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自分 地球(テラ) Ⅲ、0～6 オキツカガミ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 バイオプラズマ
地球(テラ) Ⅲ、0～6 真我 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ヘツカガミ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 プラズモイド
地球(テラ) Ⅲ、0～6 自我意識 地球(テラ) Ⅲ、0～6 マカルカヘシノタマ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 プラズマ光合成
地球(テラ) Ⅲ、0～6 エゴ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 十種の神宝 地球(テラ) Ⅲ、0～6 プラズマ・ジェット
地球(テラ) Ⅲ、0～6 生命場(ライフフィールド) 地球(テラ) Ⅲ、0～6 十種の神 地球(テラ) Ⅲ、0～6 アクシオトーナル・ライン

地球(テラ) Ⅲ、0～6 未来 地球(テラ) Ⅲ、0～6 クササモノヒレ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 アクシアル循環システム

地球(テラ) Ⅲ、0～6 過去 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ハチノヒレ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 高速プラズマ流
地球(テラ) Ⅲ、0～6 未来世 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ミヅト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 遅進衝撃波
地球(テラ) Ⅲ、0～6 過去世 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ミヅノエ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 Ｘ型中性点
地球(テラ) Ⅲ、0～6 過去の統合 地球(テラ) Ⅲ、0～6 カノエ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 言霊
地球(テラ) Ⅲ、0～6 前世 地球(テラ) Ⅲ、0～6 カノト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 生命エネルギー
地球(テラ) Ⅲ、0～6 前世の意識 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ツチノト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 生命場(ライフフィールド)

地球(テラ) Ⅲ、0～6 前世の感情 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ツチノエ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 リバース(再誕生)
地球(テラ) Ⅲ、0～6 前世のマトリックス 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ヒノト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 電磁氣エネルギー
地球(テラ) Ⅲ、0～6 人生の遺伝子コード 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ヒノエ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ホログラフ的なパターン

地球(テラ) Ⅲ、0～6 前世の統合 地球(テラ) Ⅲ、0～6 キノト 地球(テラ) Ⅲ、0～6 銀河
地球(テラ) Ⅲ、0～6 寛大 地球(テラ) Ⅲ、0～6 キノエ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 カルマ
地球(テラ) Ⅲ、0～6 寛容 地球(テラ) Ⅲ、0～6 オロチノヒレ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 業
地球(テラ) Ⅲ、0～6 観察精神 地球(テラ) Ⅲ、0～6 ヤツカノツルギ 地球(テラ) Ⅲ、0～6 来世の統合
地球(テラ) Ⅲ、0～6 アクシオトーナル・メロデイアンシステム 地球(テラ) Ⅲ、0～6 三十二億之大神

名　　称 次元領域
"五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域

システム"（三次元～六次元の領域）

現在の項目中のチェックマーカー 他の項目でチェック済み 



 

（※註記）  
         プラズマ・モデルタイルに和合、共鳴する、正の電荷/負の荷電粒子を持つ物質と、  
    負の電荷/正の荷電粒子を持つ反物質様として波動測定された項目を例記しました。 
        
           ちなみに、反物質の陽電子、反陽子、反中性子、反水素等は、 
         プラズマ・モデルタイルに共鳴しないと波動測定されました。  
  
               http://www.f-hado.com/energy/magokorosheet.html 
 
               http://www.f-hado.com/energy/img/utyuron.pdf 
 

  参考 説・・・・                                                        
 
    ［メタリア星人の超テクノロジー/アシュター・シェラン］ 

                
     物質が、どんな知性でも生み出せると思うのは 
     大きな間違いです。 
                   
      原子と分子で構成された物質は磁力と 
    電子インパルスの伝導力を超越する ことは、 
    できないのですから。 
 

http://www.f-hado.com/energy/magokorosheet.html
http://www.f-hado.com/energy/magokorosheet.html
http://www.f-hado.com/energy/magokorosheet.html
http://www.f-hado.com/energy/img/utyuron.pdf
http://www.f-hado.com/energy/img/utyuron.pdf
http://www.f-hado.com/energy/img/utyuron.pdf


モーゼ効果 【Moses effect】 
  

 水は反磁性であるために、強力な磁場中におかれると、磁場から遠ざかる方向に移動
する磁場強度８テスラに及ぶ超電導磁石を用い、水を半分ほど満たした容器をこの中心
部にセットすると、水面が分割されて両側に水の壁ができる。 

 旧約聖書の出エジプト記の、モーゼが紅海を分けてイスラエルの民を渡らせたという記
述に因んでこの現象を、モーゼ効果と呼ぶようになった。 
 

                                                   

下記webより コピーしました 
http://kotobank.jp/word/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C 

http://kotobank.jp/word/%E5%BC%B7%E5%8A%9B
http://kotobank.jp/word/%E7%A3%81%E5%A0%B4
http://kotobank.jp/word/%E6%96%B9%E5%90%91
http://kotobank.jp/word/%E5%BC%B7%E5%BA%A6
http://kotobank.jp/word/%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%A9
http://kotobank.jp/word/%E7%A3%81%E7%9F%B3
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%8A%E5%88%86
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%B9%E5%99%A8
http://kotobank.jp/word/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88
http://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E9%9D%A2
http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E5%89%B2
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%A1%E5%81%B4
http://kotobank.jp/word/%E5%87%BA%E3%82%A8%E3%82%B8%E3%83%97%E3%83%88%E8%A8%98
http://kotobank.jp/word/%E7%B4%85%E6%B5%B7
http://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB
http://kotobank.jp/word/%E8%A8%98%E8%BF%B0
http://kotobank.jp/word/%E8%A8%98%E8%BF%B0
http://kotobank.jp/word/%E7%8F%BE%E8%B1%A1
http://kotobank.jp/word/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BC%E5%8A%B9%E6%9E%9C


多神教の神々と神族・妖精の系譜 
神聖属01-0 

ルイス・クラーク探検隊　（1804～1805年）

アメリカ第１３代大統領、ジェファーソン メリウェザー・ルイス（Ｊ・Ｌ）　 ウィリアム・クラーク（Ｌ・Ｄ） トゥーサン・シャルボノー（Ｍ・Ａ）
: 神　族

サカガウィア[酋長の妹］　（ＬＪ・Ｃ）
: 妖　精

１世紀 ジーン・バプティスト・シャルボノー（Ｓ・Ｓ）

宇宙の人（プレアデス星人） 宇宙の人（プレアデス星人） クロマニヨン人 １９世紀　司教 ２０世紀（Ｌ・Ｄ）
アシュタール・シェラン ジーサス・サナンダ 司  教 （Ｌ・Ｄ） アメリカ（Ｌ・Ｄ）

キリスト教各派 アイルランド
アイルランド ５世紀 クロマニヨン人

ミカエルの意識 ユダヤ教 キリスト キリスト庁 正統キリスト教 司　教 牧師（L・Ｔ） ４～６世紀キリスト教化
来日、神（ヤマト）倭朝、第１１代重仁天皇代（BC29～AD70）

マローナ星人 １世紀～８世紀 17世紀北アメリカ 17～18世紀 司教（Ｂ・Ｇ） ２０世紀（Ｂ・Ｇ）
サナート・クマラ ムハンマド アメリカ ２０世紀

現代ゲルト系キリスト教 夫婦（Ｄ・Ｅ/Ｄ・Ｆ）

天神７代 モーセ イスラム教

上古天皇

1 アシカビ 前1世紀 １８世紀
2 ツクリノシ ユダヤ教 カブイ王城、ファラ伊王 姉、女神ダヌ（B・Ｇ） 北アメリカ移住者
3 ヒノヒミイ
4 ミナカヌシ アフガニスタン ヘラート タシュケント王城、カズニ王尊  ５世紀～６世紀 ケルト系キリスト教
5 ヤクダリ （アフスタン国） (ヘラサカイト) ５世紀 ゴリアス
6 メクダリ ボハラ王城、カブイル民王 子孫末裔 島のケルト アイルランド ダーナ神族 兄、神ダグザ 次兄（Ｄ・Ｆ）ドルイド（ゴリアスのエスラス）
7 アヒアワス （ケルト語派の民族）
8 ヤホタリ 妹、デイナ・シー 妹（Ｄ・Ｅ）バルド（(吟遊詩人)
9 ヤソヨロズ （妖精）

10 タカミムスビ 伊邪那美神 檀国王 アイオナ修道院（ケルズの書・７世紀）
11 カミムスビ （皇　后）
12 ウマシアシカビ （白人） カレスト国王 ダロウ修道院(ダロウの書・８世紀)
13 アメノトコタチ 　（ボハラ）
14 クニノトコタチ ウズベキスタン アフトキスタン王 子孫末裔 神ヌアザ 長兄（Ｈ・Ｋ）ウァテス ７世紀インドヒンドウ教教師
15 トヨクモヌネ
16 ウヒチニ
17 ツヌグヒ １８世紀～１９世紀
18 オオトノチ 櫛稲田姫命 子孫末裔 ショショニー族 酋長カメアフウェイト (H・Ｋ)
19 オモタル 穂日命 最古のアメリンディアン （Sho shone ute）
20 カシコネ 伊邪那岐神 月向津彦月弓命
21 イザナギ （天津日嗣天皇） （＝須佐之男命） 天津日子根命 ホピ族
22 アマサカリ （Hｏｐｉ）
23 オシホミミ 上古第２２代 熊野久須毘命
24 ニニギ 天疎日向津比売身光天津日嗣天日天皇
25 ヒコホホデミ （天照皇大神） 活津日子根命 アメリンディアン アメリカ・インディアン パンパインディアン

　（混血ガウチョ含む、パタゴン、テウェルチェ）
上筒男之命マデ３０皇子 天忍穂耳尊

（天照皇大神の皇子と定められる） 南大西洋インディアン

大直日神 　（アマゾン占有含むカリブ人）
上古第２３代 天忍穂耳身光天津日嗣天日天皇

神直日神 玉依毘売皇后宮 北大西洋インディアン

上古第２４代 天仁仁杵身光天津日嗣天日天皇 天火須勢理命 （岩倉具視） 　（ヒューロン、スー、シヤイエン含むモヒカン、デラウエア）
大山津見命（大山祇神） 娘 木花佐久夜皇后宮 火明尊

上古第２５代 天津彦火火出見身光天津嗣天日天皇 　→　現在の今上天皇へ 南太平洋インディアン
淡島命 豊玉姫皇后宮 　（含むアステカ、マヤ）

火之命 ヒウケマツキンレ王 ロガン王 ニヤ王 北太平洋インディアン

　（含むアパッチ）

別２８皇子 ヒウケセントルイススオリサパ王 ダリメ王 マハナ王

（第1子） 天日浦水津止王 ヒナタエクアドル王 ギヤナ王 リマ王 オルロ王
蛭子命

恵米合子王 ボリヴィヤ王 ハラクイ王 サンバウロ王 ウルグイ王

須止浦利阿王 サンチャコ王 コキンボ王 ミシロネス王 アリカ王 ビスコ王 (参考文献　竹内文書　高坂和導著　徳間書店)

天夫利加男王 以下数代続く 修正－０４　平成２１年７月２１日
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Ｘ・Ｋ様(母親)波動測定されたカルチノイド症候群の種類と項目 (=コード数)－０１ 

１．頭部組織カルチノイド   

 ＊頭髪毛組織カルチノイド、表皮カルチノイド、表皮下カルチノイド、(皮膚と毛髪=89 

ｺｰﾄﾞ)、 筋肉組織カルチノイド、骨組織(頭蓋骨)カルチノイド、骨髄カルチノイド、 

 ＊脳組織カルチノイド、中枢神経麻痺、運動神経麻痺、末梢神経麻痺、神経組織カルチ 

イド、霊障(脳波を乱す)(=6 ｺｰﾄﾞ)、大脳皮質カルチノイド(多発性硬化症大脳型)、  

  大脳基底核カルチノイド(多発性硬化症大脳基底核型)、視床組織カルチノイド(多発生

硬化症視床型)(=104 ｺｰﾄﾞ)、小脳組織カルチノイド(多発性硬化症小脳型)、(=150 ｺｰﾄﾞ)、

橋組織カルチノイド(多発性硬化症橋型)(=178 ｺｰﾄﾞ=)(多発性硬化症目神経型、聴覚神経

型)、間脳組織カルチノイド(多発性硬化症間脳型)、脳下垂体カルチノイド(多発性硬化

症脳下垂体型)、延髄組織カルチノイド(多発性硬化症延髄型)、中脳組織カルチノイド(多

発性硬化症中脳型/インナーチャイルドが関わる測定例有り）、脳腫瘍、境界悪性腫瘍、

褐色細胞腫(ｸﾛﾓｸﾞﾗﾆﾝａ)、カルチノイド腫瘍、  ＊脳血管カルチノイド、 

血液脳関門他脳血管カルチノイド、 毛細血管カルチノイド(出血性素因者:出血）、 

 ＊リンパ組織カルチノイド、リンパ管・リンパ節カルチノイド、リンパ液浸出 、  

 ＊目組織カルチノイド、(=123 ｺｰﾄﾞ)白内障他、多発性硬化症目神経型他、目が痒い、  

 ＊耳組織カルチノイド、突発性難聴(リンパ液の不調)、難聴、漆神経、  

 ＊鼻組織カルチノイド、 副鼻腔炎、鼻炎、花粉症、アレルギー鼻炎、  

 ＊氣道組織カルチノイド、＊咽喉頭組織カルチノイド、咽頭炎、喉頭炎、 

 ＊口腔内組織カルチノイド(=56 ｺｰﾄﾞ) 口腔内粘膜組織カルチノイド、歯周病、虫歯、 

＊甲状腺カルチノイド、(胃経)副甲状腺炎、甲状腺炎、甲状腺癌、 



Ｘ・Ｋ様(母親)波動測定されたカルチノイド症候群の種類と項目 (=コード数)－０２ 

２．胸部組織カルチノイド、 

 ＊心臓組織カルチノイド(心経)、  

  ＊肺組織カルチノイド、肺カルチノイド( 肺の神経内分泌細胞 -クルチッキ  

    細胞)、肺の酸素取り入れ能力の低下、毛細血管カルチノイド(肺の毛細血  

    管網)、粘膜深層、肺水腫(リンパ液浸出)、褐色細胞、褐色細胞腫(ｸﾛﾓｸﾞﾗﾆ  

    ﾝａ)、好銀性・嗜銀性・嗜銀細胞腫、神経内分泌癌、カルチノイド腫瘍、  

    境界悪性腫瘍、癌もどき、   

  ＊気管組織カルチノイド、 喘息、気管支炎、 

  ＊氣道組織カルチノイド、＊咽喉頭組織カルチノイド、咽頭炎、喉頭炎、 

 ＊胸膜カルチノイド(臓側胸膜・壁側胸膜)、胸膜炎、肋膜カルチノイド、  

                     肋膜炎、 

 ＊表皮カルチノイド(背胴部含む)、表皮下カルチノイド 皮膚炎、皮膚筋炎、重傷チアノ

ーゼ、特急性隆起性紅斑、結節性紅斑、多形滲出性紅斑、 

 ＊神経組織カルチノイド 

 ＊骨組織カルチノイド(胃経)、骨髄カルチノイド、骨組織カルチノイド、  

   多発性硬化症脊髄型 、脊髄組織カルチノイド、肋骨組織カルチノイド、 

 ＊筋肉組織カルチノイド 筋肉炎、筋肉痛、筋肉疾患、 

  ＊血管カルチノイド、毛細血管組織カルチノイド 

 ＊血液細胞カルチノイド、血球系細胞カルチノイド、 

 ＊リンパ組織カルチノイド、リンパ管カルチノイド、リンパ節カルチノイド、  

              リンパ液浸出  



Ｘ・Ｋ様(母親)波動測定されたカルチノイド症候群の種類と項目 (=コード数)－０３ 
３．腹部組織カルチノイド 

＊消化管カルチノイド (胃経・小腸経・大腸経カルチノイド含む)  

＊神経組織カルチノイド、筋肉組織カルチノイド、毛細・血管組織カルチノイド  

＊乳腺カルチノイド(胃経）  乳房カルチノイド、 乳癌、乳腺炎、  

＊食道カルチノイド(胃経)、食道癌、食道炎、食道狭窄症(筋肉緊張症)  

＊胃組織カルチノイド(胃経)胃癌、胃体部・幽門前庭変形(胃体部・幽門前庭隆起)  

＊十二指腸カルチノイド(胃経) ファーター乳頭部がん、十二指腸変形(隆起)  

＊骨組織カルチノイド(胃経)骨髄カルチノイド、骨組織カルチノイド、多発性硬化症脊髄型  

＊膵臓組織カルチノイド(胃経・ホルモン様物質)、インスリン依存型糖尿病、  

                       インスリン自己免疫症候群、  

＊小腸組織カルチノイド(小腸経) 腸炎、癌、 

＊大腸組織カルチノイド(消化器=24 ｺｰﾄﾞ)、(大腸経) 腸炎、癌、蛋白露出性腸炎、 

＊腹膜組織カルチノイド(臓側腹膜・壁側腹膜) 腹膜炎、 

＊肝臓組織カルチノイド(=155 ｺｰﾄﾞ)、(肝経・目組織)代謝障害、末梢組織へ直接トランス 

脂肪酸を運び有害細胞、有害組織細胞発現、褐色細胞、褐色細胞腫(ｸﾛﾓｸﾞﾗﾆﾝａ)、 

＊胆嚢組織カルチノイド(胆経)胆嚢炎、胆嚢癌、胆管癌、胆嚢内異所性組織発現、 

＊脾臓組織カルチノイド(=160 ｺｰﾄﾞ)、(脾経) →その他の臓腑=200 ｺｰﾄﾞ(膵臓、胆嚢)、 

＊腎臓組織カルチノイド(=159 ｺｰﾄﾞ)、 腎炎、褐色細胞、褐色細胞腫(ｸﾛﾓｸﾞﾗﾆﾝａ) 腎臓癌、 

＊膀胱組織カルチノイド(膀胱経)膀胱癌、膀胱炎 

＊卵巣組織カルチノイド(三焦経) 卵巣嚢腫、卵巣腫瘍、  

＊子宮組織カルチノイド(三焦経) 子宮内膜症、子宮筋腫、子宮癌、  

＊泌尿器組織カルチノイド、前立腺カルチノイド、前立腺炎、前立腺癌、  

＊男性器組織カルチノイド、睾丸・精巣組織カルチノイド  

＊女性器カルチノイド、膣・陰唇・陰核、 

＊骨盤カルチノイド(=192 ｺｰﾄﾞ)、骨髄カルチノイド、骨組織カルチノイド  



Ｘ・Ｋ様(母親)波動測定されたカルチノイド症候群の種類と項目 (=コード数)－０４ 

４．上下肢カルチノイド (腸性肢端皮膚炎)、 

(小脳組織カルチノイド・多発性硬化症小脳型、小脳失調・四肢麻痺)  

＊下肢カルチノイド(=109 ｺｰﾄﾞ)、毛細血管カルチノイド(出血性素因者:出血)、 血管組織 

カルチ ノイド、表皮カルチノイド、表皮下カルチノイド、神経組織カルチノイド、リ 

ンパ組織カルチノイド、骨髄カルチノイド、骨組織カルチノイド 筋肉組織カルチノイ 

ド 、膝関節・多発性膝関節、骨他関節機能障害、下肢の故障、 

 ＊上肢カルチノイド(=138 ｺｰﾄﾞ) （下肢カルチノイドに同じ）(骨盤外の関節=106 ｺｰﾄﾞ)、  

手指硬化、関節炎、頚肩腕症候群、肩手症候群、棘上筋症候群、 

   

５．神経組織カルチノイド(=142 ｺｰﾄﾞ)、 

  神経内分泌癌、中枢神経麻痺、末梢神経麻痺、運動神経麻痺、漆神経(顔面神経麻  

痺)、神経鞘、神経鞘腫、神経内分泌細胞、神経内分泌顆粒(シナプトフィジン、  

  シナプス小胞/内分泌顆粒)、中枢神経組織カルチノイド、脊髄神経組織カルチノ  

  イド、骨盤神経組織カルチノイド、末梢神経カルチノイド、 

   

６．リンパ組織カルチノイド(=247 ｺｰﾄﾞ)、リンパ管カルチノイド、リンパ節カルチノイド、  

            リンパ液浸出、(腹部カルチノイド項目にも含む）、 



Ｘ・Ｋ様(母親)波動測定されたカルチノイド症候群の種類と項目 (=コード数)－０５ 

７. 経絡組織カルチノイド(=304 ｺｰﾄﾞ)、 

  肺経組織カルチノイド(皮膚)、大腸経組織カルチノイド、心経組織カルチノイド、小腸  

 経組織カルチノイド、腎臓経組織カルチノイド、膀胱経組織カルチノイド、心包  

経組織カルチノイド、三焦経組織カルチノイド、胃経組織カルチノイド、脾経組  

織カルチノイド、肝経組織カルチノイド、胆経組織カルチノイド、督脈組織・任  

脈組織カルチノイド  

 

８．その他、混合性結合組織病、全身症状、膠原病、全身性エリテマトーデス疾患の合併 

症としてカルチノイド症候群が波動測定されました。 

 

９．測定されたストレス性疾患のネガティブ感情=30 コード、ネガテイブ感情を手放す。 

自己嫌悪、ストレス、穏やかでない、苛立ち・いらいら、自己憐憫、倦怠、抑鬱、抑圧、

環境ストレス、非常な恐怖、恐怖、被害者意識、報われない思い、悲痛、多くの不安、心

配、心配不安、悲しみ、極度の苦悶、絶望的憂鬱、潜在する精神的苦痛、精神疲労、過労、 

不満、パニック、理性を失う恐れ、怒り 239、怒り 306、忍耐の欠如、疲労消耗の以上です。 

 

10．その他のコード  地球=151 ｺｰﾄﾞ、グリット=242 ｺｰﾄﾞ、iPS 細胞再生=74 ｺｰﾄﾞ＋６ｺ

ｰﾄﾞ=計 80 ｺｰﾄﾞ、カルチノイド=49 コード＋測定ﾘｽﾄ 6 ｺｰﾄﾞ=計５５ｺｰﾄﾞ、 iPS－Ⅱ105 ｺｰﾄﾞ、進

化の三つ組み=25 ｺｰﾄﾞ、咽頭喉頭=23 ｺｰﾄﾞ、経絡=304 ｺｰﾄﾞ、神経=148 ｺｰﾄﾞ、 細胞=378

ｺｰﾄﾞ、抗体=74 ｺｰﾄﾞ以上です。尚、ゲノムストレスは測定されませんでした。 

損傷ゲノム(染色体、遺伝子)は、2010 年 10 月に修復済みです。(波動測定修正済みです)。 



ﾌﾘｶﾞﾅ   測定日 1 月 15 日～2 月 27 日 第 

  回 氏名  ＸＫ様 （母親） 相談日平成２５年１月１５日 

修正エネルギー写真とクリームに転写２月２４日 17:51 女・60 才代 ・既婚 （子供 1 人） 

コースカルチノイド症候群測定修正 4088 ｺｰﾄﾞ 職業 主婦 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→ 100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1→ 1) 

免疫 波動 1)→100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→ 100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

神経 波動 -1)→100) 放射線毒素波動 -1)→ 100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

酸性度波動 -1)→ 2) 放射能 波動 -1)→ 100) 染色体 波動 1)→100) 

血小板波動 -1)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -2)→ 100) 自然治癒力波動 1)→100) 

「測定基本コード」 

痒 い  波動 

(-1   

肝臓組織カルチノ

イド 波動 (-1 

肝臓組織再生波動 

(-1 

肝経組織  波動 

カルチノイド(-1 

肝経組織再生 波動 

       (-1 

波動 

(   

皮膚下組織 波動 

カルチノイド(-1 

皮膚組織  波動 

カルチノイド(-1 

皮膚組織再生波動 

   (-1 

波動 

       ( 

波動 

1~1   (   

肺経組織  波動 

カルチノイド(-1 

腹部組織  波動 

カルチノイド(-1 

肺経組織再生波動 

(-1 

腹部組織再生 波動 

       (-1 

波動 

1~2   (   

抗炎症作用 波動 

(-1 

刀豆エキス 波動 

カナバニン (-1 

牡蠣の身  波動 

(-1 

カ ニ の 身 波 動     

(-1 

波動 

2~1   (   

大腸カルチノイド

波動    (-1 

大腸経カルチノイ

ド 波動  (-1 

帆立貝   波動 

(-1 

魚類霊    波動 

(-1    

波動 

2～２  (   

大腸組織再生波動    

(-1 

大 腸 経 再 生 波 動    

(-1 

甲殻類霊  波動 

(-1 

動物霊障   波動 

       (-1 

 

3～1 

混合性結合組織病 

波動    (-1 

持急性隆起性紅 

波動    (-1 

寄生虫   波動 

(-1 

多発性筋炎  波動 

66141    (-1 

 ヒストプラズマ 

波動    (-1 

皮膚筋炎  波動

(-1 

ロボ真菌症 波動 

(-1 

溶血性連鎖球菌  

波動     (-1 

担当者からのメッセージ／食物アレルギー原因の白身の魚、甲殻類等の異常型プリオン蛋白質により肝臓に 

代謝障害発症、異常蛋白質と脂質に、植物ステロール、コレステロールが結合してトランス脂肪酸が産生さ 

れ、末梢組織で機能する蛋白質が異所生に発現して、有害細胞、有害組織細胞となりアレルギー疾患炎症の 

皮膚炎、皮膚筋肉炎を発症。更に細菌感染皮膚炎を併発、混合性結合組織病、全身性エリテマトーデス(SLE) 

腸性肢端皮膚炎、蛋白露出性腸症、下痢他全身症状、膠原病を併発したカルチノイド症候群と測定された。 

 



ＸＫ様 2５年 2 月 21 日  

波 動

4~1    

重傷チアノーゼ 

波動 

プロスクグランジ

ン  波動 

ブラジキニン波動 多発性筋炎  波動 

51141        

波 動

~2     

結節性紅斑 波動 

 

多形滲出性紅斑 

波動 

皮膚糸状菌症波動 イヌ小胞子菌 波動 

波 動

5~1    

細菌感染  波動 細菌性毒  波動 

 

全身症状  波動 全身性エリテマトー

デス 波動        

波動 

~2     

膠原病   波動 腸性肢端皮膚炎 

波動 

蛋白露出性腸症 

波動 

下 痢   波動 

波 動

6~1    

牛 霊   波動 

 

豚 霊   波動 

 

鶏 霊   波動 自己嫌悪   波動        

波動 

~2     

ストレス  波動 

 

穏やかで無い波動 鶏 肉   波動 豚 肉    波動 

        

 

7~1 

牛の肝臓  波動 牛 肉   波動 苛立ち、いらいら  

波動 

自己憐憫   波動 

 

~2 

倦怠、だるさ波動 抑 鬱   波動 抑 圧   波動 環境ストレス 波動 

 8 非常な恐怖 波動 恐 怖   波動  被害者意識 波動 報われない思い波動 

  悲 痛   波動 多くの不安 波動 心 配   波動   心配不安   波動 

 9 悲しみ   波動 極度の苦悶 波動 絶望的憂鬱 波動 潜在する精神的苦痛 

波動 

 精神疲労  波動 過 労   波動 不 満   波動 パニック   波動 

 10 理性を失う恐れ 

波動 

怒り 239 波動 怒り 306 波動 忍耐神の欠如 波動 

 疲労消耗  波動 細菌霊   波動 

 

求心性神経活動 

波動 

代謝性神経障害波動 

 11 特異的症候群波動 交感神経ジストロ

フィ    波動 

反射性交感神経性

ジストロフィ波動 

消化管    波動 

 手指硬化  波動   結節性多発性 

動脈炎   波動 

薬剤の副作用 オピオイド  波動 

薬毒 

 



ＸＫ様２５年２月２２日～２７日  

波 動

12~1      

抗生物質  波動 

 

真菌毒素  波動 

 

自家中毒  波動 

 

五員環構造水 波動 

        

波 動

~2     

レントゲン 波動 

 

紫外線   波動 

 

カルシウム 波動 

沈着 187 

カルシウム  波動 

沈着 858        

波 動

13~1   

オリーブ油 波動 

 

原子灰   波動 

(放射能) 

α 線   波動 

 

β 線    波動 

        

波動 

~2   

γ 線   波動 

 

トリチウム 波動 

(水素 3 β線) 

プルトニウム波動 

(239 α線) 

キセノン   波動 

(33 γ線) 

波 動

14~1   

体液過剰  波動 

 

体液の過剰を取る

波動 

前臓側腹膜 波動 

 

臓側腹膜   波動 

        

波動 

~2   

前壁側腹膜 波動 

 

壁側腹膜  波動 

 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

細胞 378 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

皮膚と毛髪 89 ｺｰﾄﾞ   

波 動

15~1    

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

消化器 24 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

腎臓 159 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

臓腑 200 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

抗体 74 コード        

波動 

~2      

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

骨盤 192 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

リンパ 247 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

下肢 109 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

上肢 138 コード        

波動 

16~1    

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

関節 106 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

筋肉 89 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

橋(脳) 178 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

小脳 150 コード        

波動 

~2    

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

大脳基底核 104 ｺｰﾄﾞ 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

五感 204 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

体液 60 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

脾臓 160 コード        

17+332 

＝349 ~1    

→ 

 

→ 

 

以上別紙 18 項目→

計 2,661.コード＞ 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

肝臓 １５５コード        

波動 

~2      

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

咽頭喉頭 23 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

進化の三組２５ｺｰﾄﾞ 

別紙測定ﾘｽﾄ明細経

絡督脈他３０４ｺｰﾄﾞ 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

神経 １４２コード        

350＋159 

＝509 ~1    

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

iPS-Ⅱ１０５コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ 49 コード 

別紙測定ﾘｽﾄ明細

iPS 細胞 74 ｺーﾄﾞ 

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

グリット 242 コード 

波動 

~２   

別紙測定ﾘｽﾄ明細 

地球１５1 コード 

→ 

 

→ 

 

→＞ 

        

510 

~1    

魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2     

グランディング 

波動 

生命体への深い慈

愛と尊重  波動 

神     波動 

 

霊      波動 

        

 



ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

２ 回 氏名  ＸＫ様(母親) 相談日平成２５年０２月２７日 

Tel         Fax 女・60 才代 ・既婚 （子供 1  人） 

好転反応修正３０分写真クリームに転写 9:29 職業 主婦 

測 定 結 果 超短波 波動 1)→ 100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1→ 1) 

免疫 波動 1)→ 100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→ 100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

神経 波動 1)→ 100) 放射線毒素波動 1)→ 100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

酸性度波動 1)→ 2) 放射能 波動 -1)→ 100) 染色体 波動 1)→ 100) 

血小板波動 1)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 0)→ 100) 自然治癒力波動 1)→ 100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

放 射 能  波 動 

(-1 

寄生虫 455 波動 

(-1 

バミュ－ダ黒穂病

カビ 波動 (-1 

もろこし黒穂カビ 

波動     (-1 

波動 

(   

ジョンソン黒穂 

カビ 波動 (-1 

麦黒穂カビ 波動 

(-1 

鎮静薬   波動 

   (-1 

波動 

       ( 

波動 

1~1   (   

ヨード毒  波動 

(-1 

マ グ ネ シ ウ ム 毒 

波動    (-1 

一般毒   波動 

(-1 

銀 毒    波動 

       (-1 

波動 

1~2   (   

銀アマルガム波動 

(-1 

舌 炎   波動 

      (-1 

舌 の リ ン パ 小 節 

波動    (-1 

舌 扁 桃 波 動     

(-1 

波動 

2~1   (   

魂    波 動    

(-1 

中 心 太 陽 波 動  

(-1 

地 球   波動 

(-1 

地球の中心  波動 

(-1    

波動 

2～２  (   

グランディンク 

波動    (-1 

意 識   波 動    

(-1 

神     波動 

(-1 

霊      波動 

       (-1 

担当者からのメッセージ／ 好転反応測定、銀歯冠の銀アマルガムと虫歯菌 4 種の黒穂カビ、舌炎が浮上 

             しました、修正エネルギーを写真とクリームに転写しました。 

 



氏名  ＸＫ 様(母親) 相談日平成２５年３月７日 第３回 

好転反応 40 コード写真クリームに転写 14:00 職業 

相談したい内容  先天性銅代謝異常<常染色体劣性遺伝 

測 定 結 果 超短波 波動 1)→100 )   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1→ 1) 

免疫 波動 1)→100 ) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→100 ) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

神経 波動 -1)→100 ) 放射線毒素波動 1)→100 ) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

酸性度波動 -1)→ 2) 放射能 波動 1)→100 ) 染色体 波動 1)→100 ) 

血小板波動 1-)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→100 ) 自然治癒力波動 1)→100 ) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

レントゲン焼波動 

(-1 

炎  症   波 動    

(-1 

腎円柱   波動 

(-2 

腎組織    波動 

       (-1 

波動 

(   

溶質の再吸収波動 

(-1 

尿細管周囲毛細 

血管 波動 (-1 

腎 炎   波動 

   (-2 

波動 

       ( 

波動 

1~1   (   

上副腎動脈 波動 

(-1 

中副腎動脈 波動 

(-1 

下副腎動脈 波動

(-1 

左腎静脈   波動 

       (-1 

波動 

1~2   (   

右腎動脈  波動

(-1 

副腎静脈  波動

(-1 

左副腎静脈 波動 

(-1 

右副腎静脈  波動     

(-1 

波動 

2~1   (   

カリウムイオン 

波動    (-1 

ア ン モ ニ ア 波 動  

(-1 

アンモニアイオン

波動    (-1 

糖質コルチコイド 

波動     (-1    

波動 

2～２  (   

塩素イオン波動

(-1 

尿蛋白   波動 

      (-1 

ア ル ブ ミ ン 波 動    

(-1 

尿 素    波動

(-1 

 尿  酸  波動 

 (-1 

腎不全   波動

(-1 

環境ストレス波動

(-1 

自己嫌悪   (-1 

 倦 怠   波 動 

(-1 

ストレス  波動

(-1 

報われない思い 

波動    (-1 

脅迫観念   波動 

(-1 

 魂     波動

(-1 

中心太陽  波動

(-1 

地 球   波動

(-1 

地球の中心  波動

(-1 

 グランディング 

波動    (-1 

意 識   波動

(-1 

神     波動

(-1 

霊      波動

(-1 

担当者からのメッセージ 腎炎、腎不全の好転反応が浮上しました、修正エネルギー転写しました。 

 



参考資料編 

◇五次元／六次元のエネルギー循環領域      

    システム 

◇波動測定器ＭＲＡ 

◇運気上昇護符 

◇Ｅｎｅｒｇｙ Ｎａｖｉｇａｔｅ Ｔｒｅｅ 



生命体の自然治癒力を高める　「五次元/六次元のエネルギー循環領域システム」

        　 多次元 経絡意識波動プログラム 原初2004/4/13 改編2010/11/17　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆 環　境

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。 ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉 <参考図>
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十八次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の
光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ωチャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊､ 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉ｲｵﾝ発生機能部位 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット､α チャクラ(光の言語)､ω チャクラ､ゼロ磁場､ 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

38層 宇宙意識生命体 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十八次元､気 　　　CH-999 コアード体ﾁｬｸﾗ 古代 超古代ソマチット 環状鎖

天豊医師主尊、天照皇大神宮、建速須佐乃男尊 天の五行神 天之常立神、国之常立神､伊邪那岐神、伊邪那美神､キリスト 超古代 古代ソマチットグリット

完全中庸 超古代ソマチットグリット

宇宙ソマチット

宇宙ソマチットグリット
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次元領域 ソマチット言霊波動 共鳴する言霊波動 波動共鳴する古代の神々

三、0～6 宇宙ソマチットグリット 遺伝子(DNA)の前駆物質 アシュタール・シェラン(宇宙の人)

前世人類(ミッシングリンク)

三、0～6 超古代ソマチットグリット 化石の中のソマチット殻
三、0～6 古代ソマチットグリット 貝化石の中のソマチット殻
三、0～6 宇宙ソマチット 超高温・低温の中のソマチット殻 ｱﾒﾉﾄｺﾀﾞﾁﾉｶﾐ　天之常立神
三、0～6 超古代ソマチット 塩酸の中のソマチット殻(ダイオキシン ｸﾆﾉﾄｺﾀﾞﾁﾉｶﾐ　国之常立神

等の血中不準物混入血液異常時) サナート・クマラ(ミカエルの意識)

三、0～6 古代ソマチット 血小板･赤血球の中の ﾄﾖｸﾑﾈﾉｶﾐ　豊斟渟神
ソマチット殻(血液疾患時)

三、0～5 ソマチットグリット
三、0～6 ソマチット環状鎖
三、0～1 ソマチット葉状体 ｲｸﾋﾞｷﾉｶﾐ　活樴神
三、---- ソマチット準結晶 原始相
三、---- ソマチット① ソマチット ｳﾋﾁﾆﾉｶﾐ　宇比地爾神
三、---- ソマチット② 胞子 ｽｲﾁﾆﾉｶﾐ　須比地爾神
三、---- ソマチット③ 二重胞子 ﾂﾉﾋﾞｷﾉｶﾐ　角樴神
三、0--- ソマチットアモロファス 四次元
三、0--- ソマチット④ バクテリア形態
三、0--- ソマチット⑤ 二重バクテリア形態
三、0～2 ソマチット結晶 四次元
三、0～2 ソマチット⑥ 棒状形態
三、0～2 ソマチット⑦ 二重胞子を持つバクテリア形態
三、0～2 ソマチット⑧ 粒状の二重胞子を持つバクテリア形態
三、0～2 ソマチット⑨ 球状の細菌形態
三、0～2 ソマチット⑩ 球状の細菌形態
三、0～3 ソマチットコロイド 五次元
三、0～3 ソマチット⑪ 破裂
三、0～4 ソマチットゲル
三、0～4 ソマチット⑫ 酵母形態
三、0～4 ソマチット⑬ 子のう胞子形態
三、0～4 ソマチット⑭ のう形態
三、0～4 ソマチット⑮ 菌糸体形態
三、0～4 ソマチット⑯ 繊維状の葉状体



環状鎖

グリット AIDS・V 肝炎感染症 A型肝炎V
TT型
肝炎V

G型
肝炎V

大脳
ｸﾛﾏｲｺｰｼｽ

準結晶 　　〃 ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏV 〃 A/C型肝炎V 　〃 　〃
６５／大脳
ｸﾛﾏｲｺｰｼｽ

アモロファス 　　〃 HHV-6 〃 A/D型肝炎V 　〃 　〃 　〃

結 晶 　　〃 HHV-7 〃 A/B/E型肝炎 　〃 　〃
６６／大脳
ｸﾛﾏｲｺｰｼｽ

ゲ ル 　　〃 HHV-8 〃 A型肝炎V 　〃 　〃 　〃

葉状体 　　〃 　　〃 〃 Ｅ型肝炎V 　〃 　〃
６７／大脳
ｸﾛﾏｲｺｰｼｽ

コロイド 　　〃 新型ヘルぺスV 〃 A型肝炎V 　〃 　〃 　〃

AIDS・Vは、性感染症ヘルペスウイルスが痴情霊と共鳴して悪進化発生と測定されました。

その他のHIVは、自縛霊との共鳴が測定されました。

後天性免疫不全症候群ＡＩＤＳ測定、波動修正にて健康回復された方は3名おられます。

ヒト免疫不全ウイルスHIVのグリットと環状鎖

ウ　イ　ル　ス　・　真　菌　言　霊



波動測定器ＭＲＡは、 
 

※言霊と言霊の共鳴を測定する装置である。 
  言霊を数霊に変換して、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値の共鳴を測定する。 
※人体に及ぼす作用メカニズム（人体ヒーリングと高次構造の関係）について、関系する言霊コードの 
 一例を別紙｢地球(テラ)のコード別、次元領域･エネルギーの循環領域システム｣表の通りです。 
 

◎ＵＩＢ装置、当研究会(フタカミエネルギー研究会)で用いる波動測定器の名称で  

       「未知への懸け橋」波動測定器「ユーアイビ ＵＩＢ」に由来する 
        ユー(友 優 有 勇) アイ(愛) ビ(美 微 日 火 ) 
   ＵＩＢはホイーストンブリッジ理論を応用､未知の抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは光･気･意識･人･物質等の未知のインピーダンス測定用に拡張されている 
   ＵＩＢは｢人の意識｣を電気エネルギーに変換して抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは｢人の意識｣の言霊を数霊波動のコード番号に変換してエネルギーを測定する 
   ＵＩＢはエネルギーの抵抗値を±１００の単位で測定が可能である 
   ＵＩＢは測定する、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値がマイナス(非共鳴)と 
   測定れた「光･気･身体･意識･物等の言霊」を下記例の通りプラスに修正変換する。 
 

 (例) 心臓疾患の例  
       マイナス(非共鳴)数霊コードを転写(エネルギー転写マーカ機構には８コード入力可能です) 
    (心臓-1)×(心臓組織-1)×(心筋梗塞-1)×(心筋-1)×(動脈硬化･血栓-1)×(血液疾患-1)× 
    (毒素-1)×(ストレス-1)＝心臓+1 (電気エネルギーとして転写修正)に、修正されます。 
 

  波動測定器の名称を下記に決めました。２００８年４月１５日 
   波動測定器 Ｕ Ｉ Ｂ  ユーアイビ 
   「未知への懸け橋」 波動測定器  Ｕ (Un・known) アン・ノン   未知の 
                    Ｉ (Invisible) インビィジブル 目に見えない 
                    Ｉ (Impedance) インピーダンス 電圧と電流の比    
                    Ｂ (Bridge) ブリッジ 



大分類名 中分類名 大分類名 中分類名 大分類名 中分類名

遺伝子 遺伝子 464 989 脳 間脳 481 2,503 グリット 305
遺伝子 染 色 体 211 脳 小脳 188 抗  体 237
遺伝子 ヒトゲノム 76 脳 大脳基底核 233 肝　臓 262
遺伝子 ＤＮＡ修復 238 脳 大脳皮質 381 臓腑 膵臓１ 53 320
遺伝子 ｉＰＳ細胞 120 脳 脳 72 臓腑 膵臓２ 胆嚢１ 64
ｉＰＳ-Ⅱ 293 脳 脳下垂体 199 臓腑 膵臓３ 肝臓１ 48
下肢 足の関節 65 578 脳 脳と脊髄 41 臓腑 胆嚢２ 120
下肢 下肢の血管 59 脳 脳と脊髄の血管 195 臓腑 胆嚢と膵臓 35
下肢 下肢の神経 51 脳 延　　髄 352 腎臓 312
下肢 下肢の脊髄神経 128 脳 髄膜と脳脊髄液 94 脊　　髄 528
下肢 下肢の骨と筋肉 110 脳 橋 267 男性 男性生殖器 305
下肢 股と膝の関節 78 微生物 ウイルス 138 664 毒素波動 230
下肢 下肢の静脈 21 微生物 グラム陰性菌 23 脾　臓 592
下肢 下肢の動脈 66 微生物 細　菌 61 皮膚と毛髪 229
関節 肘と手の関節 112 539 微生物 乳酸菌 15 泌尿器 膀胱と尿道 221
関節 骨　盤 295 微生物 ヘルペス 92 ホルモン 216
関節 骨と関節 101 微生物 ヘルペスⅡ 92 血管 奇静脈系 41 320
関節 関節疾患 31 微生物 真　菌 179 血管 血管と筋裂孔 14
五感 口腔と歯 70 488 微生物 微生物 20 血管 下大静脈系 28
五感 歯 50 微生物 手足口病 44 血管 下腸間膜動脈 8
五感 鼻 65 高次脳機能 人格障害 462 1273 血管 直腸の動脈 9
五感 耳 109 高次脳機能 大脳基底核(高) 65 血管 内陰部動脈 24
五感 眼 194 高次脳機能 血液脳関門 289 血管 内腸骨動脈 24
呼吸器 呼吸器系 415 610 高次脳機能 尾状核 31 血管 鼠径部の皮静脈 9
呼吸器 呼吸に関する筋肉 36 高次脳機能 扁桃体 103 血管 副腎の動脈 4
呼吸器 肺と肺部 125 高次脳機能 洗　脳 45 血管 腹大動脈 8
呼吸器 肺胞とガス交換 34 高次脳機能 カルチノイド(高) 35 血管 門　脈 18
消化器 胃と十二指腸 86 310 高次脳機能 その他 243 血管 門脈と体循環 14
消化器 消化と吸収 67 細胞 ミトコンドリア 63 583 血管 血管・血圧 16
消化器 食　道 58 細胞 細胞 520 血管 血液 103
消化器 小腸大腸肛門 99 リンパ リンパ 351 424 食品 遺伝子組換食品 30 250
上肢 上肢の血管 69 548 リンパ リンパ系 73 食品 食　品 220
上肢 上肢の脊髄神経 79 頭頚部 頭頚部 51 422 ライトボディ 165
上肢 肩関節 41 頭頚部 頭と首 64 人格 人　格 153 545
上肢 上肢の神経 54 頭頚部 頭頚部の静脈 52 人格 ケルト神話 106
上肢 上肢の骨と筋肉 93 頭頚部 内頚動脈 8 人格 人　物 97
上肢 上肢屈側の静脈 20 頭頚部 頚部の静脈 6 人格 ココロ 189
上肢 上肢屈側の動脈 36 頭頚部 のどの痛み 23 タオ （道） 56
上肢 胸大動脈 38 頭頚部 咽頭と喉頭 40 霊 430
上肢 鎖骨下動脈 14 頭頚部 頭蓋と頭血管 178 数　霊 74
上肢 内胸動脈 12 素粒子 素粒子 8 204 エネルギー 8
上肢 肋間動脈 14 素粒子 アミノ酸・Vita 58 免　疫 28
上肢 腕神経 37 素粒子 元　素 138 地球(テラ) 254
上肢 腋窩動脈 24 神 777 動静脈 主血管、他の全血管 565
上肢 上腕と肩甲骨 17 神　経 318 八　重 八　重 63 1,092

心臓 心　臓 345 426 感情 感情 Ⅰ 141 512 八　重 Ｔｒｅｅ 52
心臓 心臓を養う血管 47 感情 感情 Ⅱ 204 八　重 イ・チャイルド 68
心臓 心拍動リズム 34 感情 胎児の感情 141 八　重 シータヒーリング 909
女性 月経のメカニズム 22 615 感情 波動測定器 26 反　物　質 19
女性 女性生殖器 471 進化の三組み 87 遺伝子鑑定 123
女性 乳　房 40 経　絡 180 多次元 22
女性 妊娠の成立 60 経　絡　図 414 住生活品 137
女性 胎児期の血管 22 体液 グロビン 59 89 未分類 305

筋　　肉 126 体液 血液とリンパ 30

疾　　患 322
NヘキサｰLホモ 33 カルチノイド 124

データ数 データ数

計 22,721

データ数



 “自然治癒力を高めるシステム、２０１２年モデル「アセンション・プログラム」”が完成しました。 
 人の天命として、肉体的限界を越えて、意識を進化させ、より大きく魂の成長をとげるには、ライトボディ(光る身体) 
 の、アセンション(次元上昇)が必要とされます。五次元､六次元(神)のエネルギー循環領域システム「多次元経絡 
 意識波動プログラム」は、神から授けられた、言霊と数霊を活用した生命体の自然治癒力を高める「アセンション・ 
 プログラム」です。このプログラムから誕生した｢プラズマ・エネルギー・コーザルシート｣のマークを八重ねで、エネルギー 
 が３乗にアップしました、「アセンション祈念・プラズマ・モデル超e守り/１３年版」を活用されて、力強い良き言霊を発して、 
 気･生命エネルギーを高めて霊魂を磨いて行かれるならば、天命に沿った充実した人生を実現される事と確信いたします 
 〇霊障を防ぎ、シータ波をはじめ脳波を活性化させ認知症やアルツハイマーの予防とアセンションを祈念しております。 

 

  

 

 

自 ２０１２年１０月～

至 ２０１３年１２月末

※結界護符　（貼付用）

※交通安全お守り

※肌守り

旧の護符は祓い清めて

神上げの波動修正を行います

下記へ返納願います。

〒937-0806
魚津市友道１１８９－３

0120-49803-0

超ｅ守り-Ｓ

プラズマ・モデル

富多神　本社

運気上昇護符
２０１３年版

自

至 ２０１３年１２月末

※肌守り護符
　（金箔、ラミネート仕上）

　　＊許してください
　　＊ありがとうございます
　　＊愛しています
　　　慈しみのココロで、四つの言霊を善なる声

　　　で唱えますと、αチャクラωチャクラを通し

　　　て光の言語が届きます。善い意識の気エ

　　　ネルギーを高めて霊魂を磨き、心願成就の

　　　ココロの意識であなたの人生は好転します。

　　旧の護符は祓い清めて神上げの波動修正を

　　行います。　下記へ返納願います。

　　〒937-0806　魚津市友道１１８９－３

　　富多神　本社　

２０１３年版

運気上昇護符

２０１２年１０月～

　　＊ごめんなさい

　　　　0120-49803-0　　ｆ－ｈａｄｏ.ｃｏｍ

アセンション祈念
プラズマ・モデル 超ｅ守り-Ｌ

   運気上昇護符

愛　称「超ｅ守り－Ｓ」    １枚　　￥１，０００

＊結界護符（貼付用）　　＊交通安全お守り　　＊肌守り
表はカラー印刷　　ラミネート・コーティング仕上げ

寸法３５ｍｍ×６０ｍｍ　　お守り袋に入れます

愛　称「超ｅ守り－L」 名刺サイズ １枚　￥３，０００

肌守り護符　　表は金箔紋、文字付カラー印刷　　　ラミネート・コーティング仕上げ 0120-49803-0
Email：2059futakami@f-hado.com
http://www.f-hado.com/energy/emamori.htmlフタカミエネルギー研究会　(有)富多神

「金箔マークがプラズマと光に共鳴して黒光りした瞬間の映像です」

運気上昇護符
　※肌守り護符について、超ｅエネルギーで経絡の気脈を整え、免疫を高かめます。悪魔・サタン
や悪霊（霊障）の侵入を防ぐ働きをされる、道反神（チガエシノカミ）、祓戸乃神（ハライドノカミ）、歳
徳神の波動エネルギーを持つ護符は、あなたを守り、運気を上昇させます。

お住いの東西南北の正中は、神様、仏様ご先祖霊の通り道、
貴門と言われております｡ 結界護符は、貴門と鬼門･裏鬼門の
中心の天井近くに貼り付けて下さい。悪魔･サタンや悪霊(霊障)

の侵入を防ぐ働きをさせる、道反神（チガエシノカミ）､祓戸乃神
（ハライドノカミ）、歳徳神の波動エネルギーを持つ護符は、自宅

や会社、商店の結界として働き運気を上昇させます。

結界護符について



氏　　名 様 　　　　　年　　　月　　　日　　フタカミエネルギー研究会

能力 創造主 能力
  教育  貢献 リーダー

  神との シップ
コミュニケーション

育児
伝承

結婚 人間力
恋愛 成功 お金

仕事
人間関係 天職

職場
姿勢

癌気質/体質

疥癬、癜風気質/体質 オーラ 自分観

梅毒気質/体質 仮面
淋病気質/体質 本音

    自分との
コミュニケーション 魂磨き

ブロンズ・チルドレン 感情 三位一体
免疫

ゴールド・チルドレン

レインボー・チルドレン 体幹 酸性度

ライトボディ 血小板

骨格矯正 超短波

経絡 リンパ球

身体感覚 放射線毒素

放射能

病気 先天性家族性疾患 レントゲン焼

前世 常染色体優性遺伝 ミネラルバランス

常染色体劣性遺伝 ホルモンバランス

生死観 アミロイドーシス ビタミンバランス

カルチノイド症候群 染色体

シックハウス 遺伝子

母方 父方 霊

民族

Energy  Navigate Tree 

天命
パートナーシップ

自己実現

女性 男性

自分の

波 動 測 定 結 果

神経魂との
コミュニケーション

ニューエイジ・チルドレン/遺伝子

インディゴ・チルドレン

バイオレット・チルドレン

中心

魂の叡智

結核気質/体質

の研究から仮定された物として

遺伝性ミアズム気質/体質改善

ホメオパシー、サイコセラピー

宇宙宇宙

土台

基盤

人生観

肉体

家庭

陰陽

バランス

使命

インナー

チャイルド

覚醒

社会

世界

yamaguchi
テキストボックス
戻 り



多次元経絡意識波動 フタカミ エネルギー研究会 

f-hado.com FUTAKAMI Inc, 
R 

波動エネルギー研究（測定・修正・調査）  

平成22年５月18日 川形 壽隆 意識レベル：635 

プラズマ・エネルギー波動測定 天職はHealer 

志 天寿120歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい 



熊野を頂点とするヤマト五芒星（ごぼうせい）  

（熊野本宮） （和歌山県本宮町） 

元伊勢(真名井神社) 

（京都府宮津市大垣） 

伊吹山 
（滋賀県と岐阜県の県境） 

伊勢神宮 
（三重県伊勢市） 

依邪那岐神 
   伊弉諾大神 

（兵庫県津名郡一宮町多賀） 

玉置神社 （奈良県十津川村） 



玉置神社 

地球大霊 波動 

(２   

日本人霊  波動 

(２ 

真 魂   波動 

まごころ  (２ 

造化気萬男之大神 

波動    (２ 

造化気萬美之大神 

波動     (２ 

神聖属  波動 

(２   

国之常立神 波動 

(２ 

国之常之姫之大神 

波動    (２ 

気     波動 

生命エネルギ(1０ 

オーラ    波動 

       (２ 

天照皇太神波動 

1~1   (２   

白龍：護法守大天空

神   波動(２ 

建速須佐之男之神

波動    (２ 

黄龍：千丈坊萬大天

空神波動  (２ 

道反魂    波動 

       (２ 

 

前６世紀建立   参考 ： 造化気萬男神波動 4万年以前、国之常立神波動 2萬6千年前     
＜担当者からのメッセージ＞  

２０１５年１月９日 弥勒菩薩（10 



玉置神社の札 

(表) 

(裏) 



地球大霊 波動 

(２   

日本人霊  波動 

(２ 

４万年以前 波動 

 (２ 

造化気萬男之大神

波動    (２ 

造化気萬美之大神 

波動     (２ 

神聖属  波動 

(２   

国 之 常 立 之 大 神 

波動(２ 1/9 日(10 

国 之 常 姫 之 大 神 

波動(２ 1/9 日(10 

天之御中主神波動 

(２ 

天 之 常 立 之 大 神  

波動     (２ 

依邪那岐之大神

波動   (２   

依 邪 那 美 之 大 神 

波動    (２ 

道反魂   波動 

(２ 

気     波動 

生命エネルギ(10 

オーラ    波動 

       (２ 

造化気萬男神造

化気萬美神の作   

木(神経解毒･目視覚･

涙運動)天三降主神 

火 (精神･舌味覚･血

液･血管)天相合主神 

土(栄養消化唇口腔唾

液･筋肉)天八下主神 

金(呼吸排泄､鼻嗅覚､  

汗皮膚)天八百足日神 

天之五行神(２ 

木火土金水 

水(生命防衛､耳聴覚、  

尿･骨)天八十萬魂神 

弥勒菩薩 

2015.1.9 日（10 

波動 

( 

波動 

       ( 

 

玉 石 神 社 
（玉置神社 奥山） 

前６世紀建立     参考 ： 造化気萬男神波動 4万年以前、国之常立神波動 2萬6千年前     
＜担当者からのメッセージ＞  



真名井神社（まないじんじゃ） 
 別称：奥宮(籠神社) 本 社 

・天照皇太神宮(+2 

・依邪那岐之大神・依邪那美之大神(+２ 

・白龍(+２､ 眷属･天照皇太神宮 

・天津護法守大天空人(+２ ､眷属･天照皇太神宮 



磐 座 （いわくら） 

• 天照皇太神(+２ 

• 水神(+２ 

• 彌都波売神(+２ 

• 水精(+２ 

• 五行受司神社(+２ 

• 天之五行神(+２ 



真 名 井 

• 水神(+２ 

• 彌都波売神(+２ 

• 水精(+２ 

• 五行受司神社(+２ 

• 天之五行神(+２ 

• 健康(+２ 



真名井神社・籠神社の地図 



籠神社・阿蘇海 

• 白龍(+２眷属(天照皇太神宮) 

yamaguchi
テキストボックス
戻 り



多次元経絡意識波動 フタカミ エネルギー研究会 

f-hado.com FUTAKAMI Inc, 
R 

エネルギー療法/波動エネルギー研究(測定･修正･調査)   

平成23年10月4日 川形 壽隆 意識レベル：642 

プラズマ・エネルギー波動測定 天職はHealer 

志 天寿120歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい 

第40回退職女性教職員の会学習会 講演  

① 



志 天寿120歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい 

「未知への懸け橋」波動測定器「ユーアイビ ＵＩＢ」 

ユー(友 優 有 勇) アイ(愛) ビ(美 微 日 火 ) 

ＵＩＢはホイーストンブリッジ理論を応用､未知の抵抗値を測定する 
ＵＩＢは光･気･意識･人･物質等の未知のインピーダンス測定用に拡張されている 

ＵＩＢは｢人の意識｣を電気エネルギーに変換して抵抗値を測定する 

ＵＩＢは｢人の意識｣の言霊を数霊波動のコード番号に変換してエネルギーを測定する 

ＵＩＢはエネルギーの抵抗値を±１００の単位で測定が可能である 

 

波動測定器の名称を下記に決めました。２００８年４月１５日 

波動測定器 Ｕ Ｉ Ｂ  ユーアイビ 

 「未知への懸け橋」 波動測定器  Ｕ (Un・known) アン・ノウン   未知の 

                       Ｉ (Invisible) インビィジブル 目に見えない 

                       Ｉ (Impedance) インピーダンス 電圧と電流の比    

                       Ｂ (Bridge) ブリッジ 橋 



プラズマ・エネルギー・          

コーザルシート 
 抗酸化、プラズマ・エネルギー・コーザルシート工法は、部屋ごと家ごとプラズマ・
エネルギー・コーザルシートで包み込み、化学物質過敏症や環境ホルモンから 

プラズマ・エネルギーの抗酸化・遠赤外線効果により、住環境のホルムアルデヒド、ＶＯＣなど有害物質や
水銀毒、ダイオキシン等の環境ホルモンを常温原子転換により分解除去して、化学物質過敏症を軽減さ
せ自然治癒力を高めます。 

電磁波や放射能・放射線毒素からの汚染を軽減させる遠赤外線パワー 

”空間と場をｲﾔｼﾛﾁにしてしまう“ 

「プラズマ・エネルギー・コーザルシート波動測定値」                                                              フタカミエネルギー研究会 

※詳細を確認ください→http://www.f-hado.com/energy/sheet.html 

 ＜家族を守るシェルター＞癒しの住い造りです 
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神明日ノ宮・月ノ宮神宮 
（ミザール） 

剱 岳 
（アリオト） 

立 山 
（メグレズ） 

尖り山 

月見嶋 
輔星（アルコル） 

二上山 
弼星 

御皇城山 
皇祖皇大神宮 

（フェクダ） 

宝立山 
（ベネトナシュ） 

医王山 
（メラク） 

位 山 
（ドゥーベ） 

八大龍王 
白龍・黄龍 

新潟県 

石川県 

岐阜県 

ピラミッド光体/天之御中主神(北斗七星･九星)は､天越根中国日見日高見(能登の 
宝立山と越中と飛騨の位山)に点在する､デカ･デルタ･ピラミッドで構成されている 

[富山湾] 

② 



⑯ 



デカ・デルタ・ピラミッドの現存地

北海道
日本最北端 択捉島 カモイワッカ岬 デカ・デルタ・ピラミッド　 イヤシロチ ゼロ磁場 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

利尻郡 利尻島 利尻山　1,721m 〃 〃 〃 天照皇太神

奥尻郡 奥尻島 神威山　　584m 〃 〃 〃 天照皇太神

斜里郡/目梨郡 知床半島 羅臼岳　1,661m 〃 〃 〃 須佐之男之神(建速須佐之男神)

上川郡 大雪山 旭　岳　2,291m 〃 〃 〃 須佐之男之神

虻田郡 支笏湖 恵庭岳　1,321m 〃 〃 〃 天照皇太神

渡島国 大沼国定公園 駒ケ岳　1,131m 〃 〃 〃 須佐之男之神

本州
青森県むつ市 下北半島 恐　山 〃 〃 〃 須佐之男之神

青森県 弘前市/鮫川ｹ沢町 岩木山　1,625m 〃(岩木山・鳥海山・厳鬼山) 〃 〃 須佐之男之神

山形県 月　山　1,984m 〃 〃 〃 天照皇太神

山形県 蔵王山　1,841m 〃 〃 〃 須佐之男之神

福島県 安達太良山1,728m 〃 〃 〃 天照皇太神

茨城県 北茨城市磯原町 皇祖皇大神宮 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 〃 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

岐阜県 飛騨　高山市 位　山　1,529m 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県 越中　　立山 雄　山　3,003m 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県 上市町・立山町 剱岳   2,999m 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県 滑川市下野 神明日ノ宮・月ノ宮神宮 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県 富山市御皇城山 皇祖皇大神宮 〃　伊邪那岐神伊邪那美神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県黒部市 新冶神社月見島 伊邪那岐尊出生地　 〃　伊邪那岐神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神須佐之男之神

富山県 高岡市 二上山　　274m 〃 ピラミッド光体 〃 天御柱男風神・女吹神 造化気萬男神造化気萬美神

富山県 立山町 尖り山　　559m 〃　邇邇杵杭神天浮船 ピラミッド光体 〃

富山県 南砺市福光町 医王山　 939m 〃 ピラミッド光体 〃 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

石川県 珠洲市 宝立山　468.6m 〃　伊邪那岐神 ピラミッド光体 〃 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

護　　り　　神　　名

ピラミッド光体とデカ・デルタ・ピラミッドの神々に
日本列島は護られている

　２０１０年８月１日 川形 壽隆

⑰



デカ・デルタ・ピラミッドの現存地

本州
東京都 伊豆大島 三原山　　758m デカ・デルタ・ピラミッド　 イヤシロチ ゼロ磁場 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

東京都 日本最東端 南鳥島 〃 〃 〃 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

東京都 日本最南端 沖ノ鳥島 〃 〃 〃 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

静岡/山梨県 富士山　3,776m 〃　日本最高峰（剣ヶ峰） 〃 〃 天照皇太神

新潟県 佐渡島 金北山1,171.9m 〃　きんぼくさん 〃 〃 須佐之男尊

福井県 吉田郡永平寺町 永平寺 〃 〃 〃 天照皇太神

京都府 宮津市 真名井神社 〃 〃 〃 天照皇太神

奈良県 天理市 崇神天皇陵 〃 〃 〃 天照皇太神

奈良県 吉野郡玉置山 玉置神社 〃 〃 〃 天照皇太神 造化気萬男神造化気萬美神

三重県 伊勢市 伊勢神宮 〃 〃 〃 天照皇太神

兵庫県 津名郡一宮町 伊弉諾神宮 〃 〃 〃 天照皇太神

徳島県 三好市他 剣　山　1,955m 〃 〃 〃 天照皇太神

愛媛県 石鎚山　1,982m 〃 〃 〃 須佐之男尊

鳥取/兵庫県 ひょうのせん 氷ノ山　1,510m 〃　　須賀ノ山 〃 〃 天照皇太神

鳥取県 大山町 大　山　1,729m 〃 〃 〃 天照皇太神

鳥取県 壱岐の島 大山神社 〃 〃 〃 須佐之男尊

島根県 出雲 出雲大社 〃 〃 〃 須佐之男尊

九州
長崎県 対馬 海神神社(ワタツミ) 〃 〃 〃 須佐之男尊

長崎県 福江島 鬼　岳 〃 〃 〃 天照皇太神

長崎県 島原半島 雲仙岳　1,483m 〃　平成新山 〃 〃 須佐之男尊

宮崎/鹿児島 高千穂峰1,573m 〃 〃 〃 天照皇太神 須佐之男尊 造化気萬男神造化気萬美神

鹿児島県 大隅諸島 屋久島 〃 〃 〃 須佐之男尊

沖縄県 うるま 勝連城址(カツレン) 〃 〃 〃 須佐之男尊

沖縄県 日本最西端　 与那国島 〃 〃 〃 天照皇太神 須佐之男尊 造化気萬男神造化気萬美神

宇良部岳231.4m

護　　り　　神　　名 ⑱ 

2014年3月1日、日本列島の全てのデカ・デルタ・ピラミッドに弥勒菩薩（+10）と降臨を測定されております。 



多神教の神々と神族・妖精の系譜 
神聖属01-0 

ルイス・クラーク探検隊　（1804～1805年）

アメリカ第１３代大統領、ジェファーソン メリウェザー・ルイス（Ｊ・Ｌ）　 ウィリアム・クラーク（Ｌ・Ｄ） トゥーサン・シャルボノー（Ｍ・Ａ）
: 神　族

サカガウィア[酋長の妹］　（ＬＪ・Ｃ）
: 妖　精

１世紀 ジーン・バプティスト・シャルボノー（Ｓ・Ｓ）

宇宙の人（プレアデス星人） 宇宙の人（プレアデス星人） クロマニヨン人 １９世紀　司教 ２０世紀（Ｌ・Ｄ）
アシュタール・シェラン ジーサス・サナンダ 司  教 （Ｌ・Ｄ） アメリカ（Ｌ・Ｄ）

キリスト教各派 アイルランド
アイルランド ５世紀 クロマニヨン人

ミカエルの意識 ユダヤ教 キリスト キリスト庁 正統キリスト教 司　教 牧師（L・Ｔ） ４～６世紀キリスト教化
来日、神（ヤマト）倭朝、第１１代重仁天皇代（BC29～AD70）

マローナ星人 １世紀～８世紀 17世紀北アメリカ 17～18世紀 司教（Ｂ・Ｇ） ２０世紀（Ｂ・Ｇ）
サナート・クマラ ムハンマド アメリカ ２０世紀

現代ゲルト系キリスト教 夫婦（Ｄ・Ｅ/Ｄ・Ｆ）

天神７代 モーセ イスラム教

上古天皇

1 アシカビ 前1世紀 １８世紀
2 ツクリノシ ユダヤ教 カブイ王城、ファラ伊王 姉、女神ダヌ（B・Ｇ） 北アメリカ移住者
3 ヒノヒミイ
4 ミナカヌシ アフガニスタン ヘラート タシュケント王城、カズニ王尊  ５世紀～６世紀 ケルト系キリスト教
5 ヤクダリ （アフスタン国） (ヘラサカイト) ５世紀 ゴリアス
6 メクダリ ボハラ王城、カブイル民王 子孫末裔 島のケルト アイルランド ダーナ神族 兄、神ダグザ 次兄（Ｄ・Ｆ）ドルイド（ゴリアスのエスラス）
7 アヒアワス （ケルト語派の民族）
8 ヤホタリ 妹、デイナ・シー 妹（Ｄ・Ｅ）バルド（(吟遊詩人)
9 ヤソヨロズ （妖精）

10 タカミムスビ 伊邪那美神 檀国王 アイオナ修道院（ケルズの書・７世紀）
11 カミムスビ （皇　后）
12 ウマシアシカビ （白人） カレスト国王 ダロウ修道院(ダロウの書・８世紀)
13 アメノトコタチ 　（ボハラ）
14 クニノトコタチ ウズベキスタン アフトキスタン王 子孫末裔 神ヌアザ 長兄（Ｈ・Ｋ）ウァテス ７世紀インドヒンドウ教教師
15 トヨクモヌネ
16 ウヒチニ
17 ツヌグヒ １８世紀～１９世紀
18 オオトノチ 櫛稲田姫命 子孫末裔 ショショニー族 酋長カメアフウェイト (H・Ｋ)
19 オモタル 穂日命 最古のアメリンディアン （Sho shone ute）
20 カシコネ 伊邪那岐神 月向津彦月弓命
21 イザナギ （天津日嗣天皇） （＝須佐之男命） 天津日子根命 ホピ族
22 アマサカリ （Hｏｐｉ）
23 オシホミミ 上古第２２代 熊野久須毘命
24 ニニギ 天疎日向津比売身光天津日嗣天日天皇
25 ヒコホホデミ （天照皇大神） 活津日子根命 アメリンディアン アメリカ・インディアン パンパインディアン

　（混血ガウチョ含む、パタゴン、テウェルチェ）
上筒男之命マデ３０皇子 天忍穂耳尊

（天照皇大神の皇子と定められる） 南大西洋インディアン

大直日神 　（アマゾン占有含むカリブ人）
上古第２３代 天忍穂耳身光天津日嗣天日天皇

神直日神 玉依毘売皇后宮 北大西洋インディアン

上古第２４代 天仁仁杵身光天津日嗣天日天皇 天火須勢理命 （岩倉具視） 　（ヒューロン、スー、シヤイエン含むモヒカン、デラウエア）
大山津見命（大山祇神） 娘 木花佐久夜皇后宮 火明尊

上古第２５代 天津彦火火出見身光天津嗣天日天皇 　→　現在の今上天皇へ 南太平洋インディアン
淡島命 豊玉姫皇后宮 　（含むアステカ、マヤ）

火之命 ヒウケマツキンレ王 ロガン王 ニヤ王 北太平洋インディアン

　（含むアパッチ）

別２８皇子 ヒウケセントルイススオリサパ王 ダリメ王 マハナ王

（第1子） 天日浦水津止王 ヒナタエクアドル王 ギヤナ王 リマ王 オルロ王
蛭子命

恵米合子王 ボリヴィヤ王 ハラクイ王 サンバウロ王 ウルグイ王

須止浦利阿王 サンチャコ王 コキンボ王 ミシロネス王 アリカ王 ビスコ王 (参考文献　竹内文書　高坂和導著　徳間書店)

天夫利加男王 以下数代続く 修正－０４　平成２１年７月２１日

多神教の神々と神族・妖精の系譜

神 意識

霊

魂

宇宙意識生命体

意識生命体

中心太陽

ゼロ磁場
グランディング

プラズマ

魂気

地　球
地球の
中　心

多神教の神々と神族・妖精の系譜－Ｖ０７.xls
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立 山（雄山・伊邪那岐之大神 3,003m) 

デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミット光体 
イヤシロチ 
メタトロンの波動 
ゼロ磁場 

③ 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

伊邪那岐之大神
イ ザ ナ ギ ノ オ オ カ ミ

天照皇太神

建速須佐之男之神
タ ケ ハ ヤ ス サ ノ オ ノ カ ミ



剱 岳 （建速須佐之男之神 ２，９９９ｍ） 

（富山県 上市町・立山町） 

黄 龍 
魂 

月（月のエネルギー） 
デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミット光体 

④ 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

天照皇太神

月読之神
ツキ ヨ ミ ノ カ ミ

国津神
クニツカミ

剱根之神
ツルギ ネノ カミ

千丈坊萬大天空神
センジウヲボヨロズテンクウカミ



神明日ノ宮・月ノ宮神宮 
（富山県滑川市下野） 

⑤ 

造化気萬男之大神・造化気萬美之大神　
伊邪那岐之大神　天照皇太神　建速須佐之男之神　　　
祓戸神社に天降は　　地之五行神　　　　　　　　土祖神社　　天地和合

地・木（神経解毒・目視覚・涙運動）・・・・角樴之大神
ツノ ビ キ ノ オオ カミ

、
、

活樴之大神
イ ク ビ キ ノ オオ カミ

地・火（精神・舌味覚・血液・血管）・・・・・面足日子之大神
オ モ タ ル ヒ コ ノ オ オ カ ミ

、淤母陀琉日売之大神
オ モ タ ル ヒ メ ノ オ オ カ ミ

地・土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）・・・宇比地煮之大神
ウ ヒ チ ニ ノ オ オ カ ミ

、須比知邇美之大神
ス ヒ チ ニ ミ ノ オ オ カ ミ

地・金（呼吸排泄、鼻嗅覚、汗皮膚）・・・惶根之大神
カシコネノ オオ カミ

、詞志古美之大神
カ シ コ ミ ノ オ オ カ ミ

地・水（生命防衛、耳聴覚、尿、骨）・・・・大斗能地之大神
オ オ ト ノ チ ノ オ オ カ ミ

、大斗能美之大神
オ オ ト ノ ビ ノ オ オ カ ミ

祓戸神社 
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神明日ノ宮・月ノ宮神宮（鳥居） 
（富山県滑川市下野） 

⑥ 

鳥居に天降は天之五行神･･造化気萬男之大神･造化気萬美之大神の作

木（神経解毒・目視覚・涙運動）天三降主之大神
ア メ ミ ク ダ リ ヌ シ ノ オオ カミ

･天目降美之大神
ア メ ミ ク ダ リ ミ ノ オ オ カ ミ

火（精神・舌味覚・血液・血管）天合主男之大神
アメアイアワスヌシノオオカミ

･天相合美之大神
ア メア イア ワス ミ ノオオ カミ

土（栄養消化唇口腔唾液・筋肉）天八下王之大神
ア メ ヤ ク ダ リ オ ノ オ オ カ ミ

･天八下美之大神
ア メ ヤ ク ダ リ ミ ノ オ オ カ ミ

金（呼吸排泄、鼻嗅覚、汗皮膚）天八百足日之大神
ア メ ヤ オ タ リ ヒ ノ オ オ カ ミ

･天八百陀琉美之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ タ マ ノ オ オ カ ミ

水（生命防衛、耳聴覚、尿、骨）天八十萬魂之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ タ マ ノ オオ カミ

･天八十萬日女之大神
ア メ ヤ ソ ヨ ロ ズ ヒ メ ノ オ オ カ ミ



 



神明日ノ宮・月ノ宮神宮（磐座イワクラ） 
（富山県滑川市下野） 

恵比祚幸神社 
五色商主運大神 
デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミット光体 

⑦ 

平成２５年 ７月１５日 撮影 

天照日之大神
アマテラスホドノオオカミ

天照月之大神
アマテラスミドノオオカミ

天
アメミハシラオブキノカミ

御柱男風神

天
アメミハシラメブキノカミ

御柱女吹神

元無極躰主王大神
モトフ ミク ライヌシオウオオカミ

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ



月見嶋 
（新冶神社境内・黒部市生地伊邪那岐尊出生地） 

伊邪那岐尊の出生地 
デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミット光体 
ゼロ磁場 
イヤシロチ 

⑧ 

伊邪那岐尊
イ ザ ナ ギ ミ コ ト



二上山（高岡市） 

デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミッド光体 
メタトロンの波動 
ゼロ磁場 
イヤシロチ 

⑨ 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

天
アメ

  御
ミ

  柱
ハシラ

  男
オ

  風
ブキノ

  神
カミ

天
アメ

　御
ミ

　柱
ハシラ

　女
　メ

　吹
ブキノ

　神
カミ



宝立山 (石川県珠洲市） 
⑩ 

デカ・デルタ・ピラミッド 

ピラミッド光体 

ゼロ磁場 

イヤシロチ 

 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

天照皇太神



医王山（南砺市福光町） 

ピラミッド光体 
デカデルタ・ピラミッド 
ゼロ磁場 
イヤシロチ 

⑪ 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

天照皇太神



位 山（飛騨・高山市 1,529m） 
⑫ 

デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミッド光体 イヤシロチ 
天之岩戸 

造化気萬男之大神
ツクリノシキヨロズオノオオカミ

造化気萬美之大神
ツクリノシキヨロズミノオオカミ

天照皇太神

建速須佐之男之神
タ ケ ハ ヤ ス サ ノ オ ノ カ ミ



御皇城山（オミジンヤマ） 
皇祖皇太神宮（富山市金屋・呉羽八幡山） 

建速須佐之男之神 
デカ・デルタ・ピラミッド 
ピラミッド光体 
ゼロ磁場 イヤシロチ 
転生のグリッド 

⑬ 

天地身一大神
アメツチマヒトツノオオカミ

元無極躰主王大神
モトフ ミク ライヌシオウオオカミ

皇祖皇太神宮
コウソ コウタイジングウ

造化気萬男之大神

造化気萬美之大神



尖り山（とんがり山・立山町） 

ゼロ磁場 

ＺＹＳＡ（ゼヨッドの分光の調節） 

イヤシロチ 

⑭ 

天津日高邇邇杵之大神
ア マ ツ ヒ コ ニ ニ ギ ノ オ オ カ ミ

デカ・デルタ・ピラミッド
ピラミット光体
天浮舟

メタトロンの波動



六義園 
天之御中主神 

空間霊（空間エネルギー） 
時間霊（時間エネルギー） 

メラク 

感情グリット 感情 

アリオト 

ドゥーベ 

メグレズ 

フェクダ 弼星 

ベネトナシュ 

ミザール 

輔星（アルコル） 

地の精：ノーム 土祖、産土之神 

龍神、水の精、ウンデイーネ、 

水神 

風の精：シルフ 

（グランディング） 

地球大霊   

ゼロ磁場   

日本人霊   

山神、木霊  

妖精      

自然霊    

自然治癒力  

免疫        

ソマチツト    

北斗七星 （九星） 

⑮ 



立山 

位 山 

月見嶋 

二上山 

尖り山 

御皇城山 

ピラミッド光体/天之御中主神(北斗七星･九星)は､天越根中国日見日高見(能登の 
宝立山と越中と飛騨の位山)に点在する､デカ･デルタ･ピラミッドで構成されている 

エノクの鍵との相似性 

神明日ノ宮・月ノ宮神宮 

剱山 

医王山 

宝立山 

⑲ 



光の構造を持つピラミッドリング 
共鳴言霊コード「光の経絡」の意識 

＝「天之御中主神（北斗七星）」 

⑳ 



「五次元の領域と五次元の循環システム」 
プラズマ・エネルギー波動測定法から「光の経絡」の意識 

神・宇宙意識生命体に共鳴する地球の「双極子地場」 

㉑ 



「エノクの鍵との相似性」 
言霊・数霊の波動共鳴 

イ.円錐を生じさせる波 
=波動 

ロ.ダイヤモンド形 
＝アカシック・レコーダー 

ハ.二つの円錐と円錐を生
じさせた波＝大直日神 

ニ.ピラミッド光体リング 
＝光のマスター  

ト．回転楕円体＝半導体 
チ．浸透する波 

＝神直日神 
リ．電磁石 

オ．光の可干渉性パターン
＝本能 

㉒ 



生命体の自然治癒力を高める 
五次元/六次元(神)のエネルギー循環領域システム 

（三次元～六次元の領域） 

The 5th /the 6th Dimensional Domain  

Circulatory Rotation Domain & System of The Energy 

  Multi-Dimensional Meridian HADO 

 

人は､Something Great の存在を意識する､生命体と云われています。 

         意識生命体は､魂と表現でき、 

存在する宇宙意識生命体は､神となります。   

 

存在する宇宙意識生命体の､プラズマ･フォトンの気･生命エネルギーを、 

中心経絡を通して生命体のエネルギーを活性化させる。ライトボディのチャクラ 

「エーテル体､アストラル体､メンタル体､コーザル体､ケーシ体､コアード体」と 

中心経絡は「五次元/六次元の領域」なり、この気・生命エネルギーを循環させる 

システムを、「五次元､六次元のエネルギー循環領域システム」と言える。 

㉓ 



生命体の自然治癒力を高める　「五次元/六次元のエネルギー循環領域システム」

        　 多次元 経絡意識波動プログラム 原初2004/4/13 改編2011/10/28　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆 環　境

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。
ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉 <参考図>
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十八次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の
光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ωチャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊､ 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉ｲｵﾝ発生機能部位 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット､α チャクラ(光の言語)､ω チャクラ､ゼロ磁場､ 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

38層 宇宙意識生命体 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十八次元､気 　　　CH-999 コアード体ﾁｬｸﾗ 古代 超古代ソマチット 環状鎖

天豊医師主尊、天照皇大神宮、建速須佐乃男尊 天の五行神 天之常立神、国之常立神､伊邪那岐神、伊邪那美神､キリスト 超古代 古代ソマチットグリット

完全中庸 超古代ソマチットグリット

宇宙ソマチット

宇宙ソマチットグリットエネルギー医学＜Vibrational　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ＞ 

元無極躰主王大御神､造化氣萬男神、天之御中主神､
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五次元の領域 人間の微細エネルギー場 
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コアード体 

アストラル体 

物質的身体 中心経絡 
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㉖ 志　天寿１２０歳を悟り、弥勒のココロ、大和の意識の場を共にわかちたい

　　

・陽の気エネルギー＝超エネルギー

　　　　　　　　SE=LC3

超エネルギー＝ＳＥ：Super Energy

　　生命体への深い自愛と尊敬＝ Ｌ＝Life body of My love mind and Respect

　　意識＝Ｃ＝Consciousness

　　意識の三乗(意識Ｘ意識生命体「魂」Ｘ宇宙意識生命体「神・中心太陽・光」)　
　　　　

・陰の気エネルギー＝霊エネルギー　

　　　　　　　 SE=ＳＧ3

霊エネルギー＝ＳＥ＝Spirit Energy
　　霊＝Ｓ＝Spirit

　　地球＝Ｇ＝Globeの三乗(地球Ｘ地球の中心Ｘ「ゼロ磁場」 グランディング)　

＜生命エネルギーとして発信される、

記号数式で表すと以下の通り＞
神の意識としての、光・気エネルギーを

天職はHealer　川形 壽隆　 意識レベル：642

霊 氣 光

意識生命体意識

地　球
地球の
中　心

ゼロ磁場
グランディング

生命体 神 プラズマ

宇宙意識生命体 中心太陽

魂

半 導 体
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母の入院から在宅療法迄 

の経緯と反省点一3月18日(月)～4月6日(土) 
 

(1)１７年振りの不本意な入院と後悔の念 

大正６年３月１日生まれの母は、昨年２０１３年で８回目の「巳」年を迎え 

た９６歳の「年女」でした。 １カ月に数回は、呼吸のしんどさに襲われ少し 

横になっていると快方に向かうと言う体調の母は、３月１８日(月)の午後６時 

頃に自宅の横に位置する仕事場まで来て、同じような辛さを訴えいつものよう 

に病院行きをせがみました。 何故かその時の自分は、母の執拗な懇願に冷静 

さを失い「病院行きは、まずいなぁ」と思いつつ、市内の救急センターのある 

病院へ、１種の不安を抱きつつも母を連れて行きました。 

 

当時、両親を含めて５人家族の平田家は、１７年前より西洋医学治療に依存し 

ない波動測定という、極めて便利な自然的方法での健康管理をしていましたので 

今回のように母の病院行きに対して、私自身大変な恐怖感がありました。  に 

も拘らず、救急センターでの「心不全」と言う診断の下で、母の即入院を４０代 

位の担当医からの、脅威的で強要的な言葉に威圧されてしまい自宅にて今までし 

てきたように、「波動測定修正効果」で母の症状を回復させたい事を、その医師 

に説得出来無いまま、結局心配と不安１杯の気持ちで、か細い腕に３種類もの点 

滴されている、痛々しい母を乗せたストレッチャーが、救急センターの応急処置 

室から病室に運ばれて行く結果を、作ってしまった事を大変後悔致しました。 

 

入院直後の深夜から翌日の早朝にかけて、３本の点滴に加え数本の注射投与に 

よる母の体内の細胞破壊する毒素消去の依頼を、波動の先生に入院時直後に院内 

の電話でお願いしてありましたお陰で、翌朝の回診時には、担当医から「予想 

以上の回復だね」という期待通りの、診断がもらえました。 

 

更に、波動の先生からは「入院が長くなれば長くなるほど、薬物がお母さん 

の体内に注入され、体力が衰えていくので、早めに退院するように」の助言を 

早朝の電話で頂いていましたので、回診後、担当医に「昨夜から今朝の早朝に 

かけての点滴や注射投与に含まれる化学的薬物の毒素が母の体内に沈澱して他 

の内蔵器官に悪影響のないよう波動の先生に波動修正を昨夜お願いしてありま 

したので、その効果が今朝の母の回復に見る事ができました。これが波動測 
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定修正の効果です。ただ波動測定は保険対象外でしたので、経費節約の為、１年 

間程波動のお世話になるのを控えておりましたがこれからは、以前のように自宅 

で波動修正を受け、母の症状の迅速なる回復をさせる為に、今日中に退院させて 

下さい。」とお願いしました。 

処が、担当医の口からは「そうは、いかんねエー。少なくとも、あと1週間は 

様子をみなくちゃねぇ一」という応答に、びっくりしゃっくり。息が詰まりそう 

になり、言葉がでないばかりか、眼前が真暗になってしまいました。しまった！ 

やっぱり病院に、母を連れて来てしまった事がミスだったんだ。  昨夜、救急 

センターの待合室で、３０分近く待たせられている間に、母をそのまま家に連れ 

戻し、波動の先生にすがるべきだったんだ。費用の節約ばかりを念頭におかず、 

先ずは、母の健康管理を、最優先に定期的な波動測定を、依頼しておくべきだっ 

たのだ。とんでもない、大きなミスをしてしまった。」とものすごい後悔の大波 

が私の心に襲いかかっておりました。その大波のスパンはあれから1年以上たっ 

た今も、ゆったりはしてきておりますが、１日たりとも途絶える事はありません。 

 

(２)波動効果で骨折手術後２カ月余りで退院 

実は、７年程前に、私の不注意で母は路上で転倒による骨折をし、２ｶ月半程 

  自宅近くの病院に入院してた事がありました。有難い事に、その病院では注射 

  や内服薬による治療が極小のおかげと、入院中の波動測定修正の効果も良くて、 

  母と同じ日に入院した７０第後半のご婦人よりも、８９歳の高齢者である母の方 

が早く快方に向かい、リハビリも杖無しで院内を歩く事等、退院等を含めて全て 

が、そのご婦人よりも半月ほど早く回復し、病院のスタッフや周囲の患者さん達 

を驚かせた経験がありました。 

開院以来の母のスピート回復は、暫くは院内の話題になっていたようでした。 

それ程波動修正の力は、素晴らしかったのですが、当時の母は波動の威力につい 

ての認識は殆ど無くて、全ては病院のお陰であると思いこみ、痛みの無い我まま 

放題の快適な入院生活の記憶が相当強かったらしく、体調不良になるとすぐ病院 

に連れて行くように催促するのが母の一つの口癖のようになっておりました。 

この母のお気に入りの病院での退院挨拶時に、ナース・ステーションに立ち寄り 

  院内感染も無く内科的病気の併発トラブルも無く、しかも超スピード回復出来た 

  秘訣について婦長さんから尋ねられました。一応次のように返答した事を覚えて 

  います、「それは全て永年お世話になっている波動測定修正のお陰なんです。年に 

  数回の割で波動測定修正をしてもらってまして、今回の入院の際にも波動の先生 

  に、入院から退院まで無事に健康維持出来るように、母の写真による遠隔透視測定 

  をお願いして有りました。波動修正後エネルギーを転写した波動クリームを朝晩母 
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  の背中や胸周辺と頸や顔に塗っておりました。それと病院から出る食後の内服薬な 

んですが、それを波動の先生に送り測定してもらい、母の体に害の無い薬だけを服 

用させ、アレルギーを発生する様な薬は、一切母には与えておりませんでした。 

その件については、今ここで婦長さんにお詫び致します。」 

 母は幸いにも、甘い物とか、辛い物塩っぱいものとか、肉食品等は好まず無添加 

の食品や無農薬野菜とか、食べやすい骨ごと口に出来る小魚煮等の食事に心がけ、併

せて波動修正の助けを頂いた為、母はこのように病気に強い身体になっているのだと 

思います。 

   

 (３)薬物治療による病状の悪化 

前記の病院とは反対に、薬物治療を主とする病院から「心不全」という病名で 

急遽母の入院を命じられましたので、早速波動の先生に電話で母の波動測定修正 

を依頼し母の体内毒素消去と母の自然治癒力を高めてもらいました。入院翌朝の 

母の容態は、退院可能な迄の予想以上の回復である事を朝の回診時の担当医から 

も確認を受けましたので、即その医師に母の予想外の回復は、写真による遠隔透 

視波動測定修正による事と今日中に退院の希望等を伝えましたが、二つとも認め 

てもらえませんでした。予相外の期せぬ母の回復は、「波動修正」による母の体 

内毒物消去による細胞の活力復活の証拠であるという私の説明は、担当医には理 

解してもらえないまま、強要的な入院続行を余儀なくさせられました。  

患者の表情よりも病室内取り付けてある器械の表示や手持ちの記録に注視しな 

  がら、患者への毎日の注射の本数の増減をしてみえるような看護師さん達は、ま 

  るで記録と担当医に忠実なロボットのような１連の作業を患者に対してこなして 

  いるようにさえ見えてきました。 

毎日の度重なる注射により、両腕の窪み周辺はすっかり紫色に変色し、無抵抗 

な患者の腕に、まだ注射出来る適当な場所がないかを探しているその能面のよう 

な看護師さんが、正に注射の針が母の皮膚に刺されんとしたその瞬間に「看護師 

さん! もう止めてください!」と思わず、大声を張り上げてしまいました。 

幸いかな、私の１言で看護師さんの動きは瞬時に止まり、しばらく私を直視した 

あと、無言のまま注射器をたずさえて病室を去って行かれました。 

そのようなホッとした状況で、すぐその後、波動の先生に母へ波動修正の 

依頼をし、婦長さんに対しても母への体内への負担軽減の為にもそして、波動 

修正の効果を活かす為にも、多量な注射数を少しでも減らして欲しいと頼んで 

みました。と同時に回診時の担当医には「母は、日毎に元気を失って行くよう 

に見えますが実際どのような状態にあるのか。 回復の見通しは何時頃になり 

そうなのか。」等の質問もしてみました。「それは治療過程を通して判断する 
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しかないので、半月位でその可能性が推測出来るかもしれないし、１カ月後の 

推測になるかも知れない。」という患者の家族にとっては、誠に不安になるよ 

うな応答にはがっかりしてしまいました。 

その日を境に、回診の都度「素人の私の眼には、多量過ぎる程の点滴や注射 

の連続は高齢患者の体を痛めつけるばかりではなく、徐々に母の体内が薬物で 

汚染だらけになり、元気な細胞が１刻１刻と減少し、母の体が時間と共に蝕ま 

れれて、いくのが耐え難い苦痛です。波動修正という服用薬も注射も不要の患 

者の自然体を活かした優しい方法があるのですから、その方法を自宅で実践し 

母の健康を１日でも早く取り戻したいのです。なんとか是非１両日内に退院さ 

せて下さい。母もそれを望んでいますので、よろしくお願い致します。」と云 

う内容で、来る日も来る日も表現を変えて懇願し続けました。 

入院してから８日目の朝、担当医・婦長・患者家族等の３者面談が開かれ、 

退院希望日の選択権も与えられましたので、カレンダーに「大安」と記されて 

ある２７日(水)の正午と言う日を、退院日を選ばさせてもらいました。 

１０日間の入院は、丸で１カ月以上のような長さに、感じられるほどの大変 

  な病院生活でした。 

３者面談の際、何１つ具体的な治療過程もその経過も入院以来、聞かせても 

らう機会がなかったので、こちら側の催促で、それらについて担当医師も加わ 

り、８日間の母に施された投薬名とその効能、それに伴う患者の経過等を数字 

とカタカナ文字が中型テレビ画面に表示されながら、１０分間程の説明を受け、 

その面談終了際に「退院時には酸素マスク以外は、全ての投薬がお母さんの体 

から取り外されているので、帰宅道中の車の中での異変により、生命の危機の 

恐れが有り、自宅療養中にてもありますのでそれを覚悟の上で退院して下さい。 

念の為自宅においても服用出来るよう服用薬を用意する事にしてます。」と 

  のコメントがありました。面談終了後、波動の先生に退院日を知らせ、帰宅道 

  中の母の体に異変が起こらないよう波動修正を依頼してましておきましたお陰 

で、退院前日から３本の点滴が数時間毎に１本ずつ母の腕から取り外されても、 

母には何等の異状変化が生じる事無く、尿便の管もおむつに取り替えられ、母 

の姿もベット周辺も実にすっきりした雰囲気に早変わりし、酸素マスクだけに 

なった母の素顔は、爽やかに見え、退院前日の夜は、１本のみの注射投与で済 

まされ、食後の飲み薬は全て８日間ぶらさがっていた、薬物が母の体から消え 

去り身軽になった、入院生活は１日限りとなりその夜の母の寝顔は、ゆったり 

と苦痛から開放されてか実に穏やかそうにみえました。これもきっと、波動修正 

のエネルギーに支えられているからに違いないと思いました。 

  事実、母の就寝前後に、母の体に異常性が生じないよう数時間かけて、波動 
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 測定修正を済ませていた事を波動の先生より知らされました。 

翌朝つまり退院日の２７日（水）の朝７時に、母は目を覚まし、軽やかな声で私 

に話しかけてくれ、気分がすがすがしいといってくれました。 体温測定にこら 

れた看護師さんや最後の回診に来られた担当医にも元気な朝の挨拶を自分の方か 

ら交わしていましたが、これは入院以来、初めての光景でした。 

 

（４）顕著な波動測定修正効果と在宅治療による母の喜びと笑顔 

昨夜から少量の注射液の注入しかされてない元気な母に、看護師達も最後の 

回診に訪れた担当医も彼等の治療法について何かに気づいているのであろうか。 

「えらい元気だねエー。」という彼等の母への掛け声の胸の内には、忙しすぎ 

てか無関心過ぎてか何も感じ取ってはいないのであろうか。家族の希望通りに 

早い段階に注射や点滴の量を減らし、自宅療法を認めるべきであったと内心反 

省してもらいたいのだが・・・。 

正午近くには殆ど退院の準備が整い、酸素ボンベを操作する病院委託の業者 

も揃い、その業者と私達２人が病院の裏口に待機されているという車に乗り込 

み、自宅に向かいました。担当医が懸念していた、車中での母の生命への危機 

感もなく１５分間位で自宅に着く事が出来ました。その間、車中での母は余程 

の安堵感からか、ずっと眠り続け、自宅の寝床についてからも眠り続けており 

ました。 彼女が、目を覚ましたのは夕飯時でした。 

その晩、病院食のような手の込んだ食事ではなく、それこそ実にシンプル過 

るぎるくらいの簡素な夕食を口にしてもらいました。 玄米を柔らかくしたご 

飯に梅干しと有り合わせの柔らかめの煮物に胡麻味噌等を「美味しい」と言な 

がら母は、舌打ちして食べてくれました。食後には両手を合わせて「有り難う! 

うまかった!有り難う!」と笑顔で何度も繰り返して喜んでくれていました。 

１０日振りの自宅での食事が粗食でも最高だったのかもしれません。 

 

（５）人生最大の取り返しのつかぬミス－母の死一(4/6/'13) 

退院した翌日の３月２８日(木)からは、毎年１回母が、検診を受けている診 

療所からの訪問診療と在宅介護をそれぞれ週３回ずつお願いする段取りにし早 

速医師と看護師の２人づれの初日の医療訪問があり、その人達と入院先での 

１０日間の母の病状の経過や入院中、折々の波動修正のお陰にて母が無事退院 

出来た事や、今も波動修正のお陰を得ているので、注射や薬の服用なしの診療希 

望等を診察時間も含めて３０分程母と共に話しを交わしました。 

自宅での母の手当としては、波動の先生から送られてきた波動測定修正エネル 

ギーを転写されたクリームと無農薬の濃縮梅汁を波動の先生の指示通りに、朝夕 
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２回母の胸や背中全体と首回りにクリームを塗ったり、濃縮梅汁はコップに４倍 

の水で薄さに希釈して食膳に飲んでもらったりする事で、病院とは全く比較にな 

らないソフトで自然に近い療法です。 

波動測定器(ＵＩＢ)で、母の写真遠隔透視測定修正がされて、プラズマエネル 

ギーが母の自然治癒力を高め、悪い症状を少しづつ回復させてくれるという、誠 

に神秘的な自然療法は波動測定者と被測定者との距離間隔に無関係であるので被 

測定者にとって実に便利ですが、波動修正後に体内に残る未修正の毒物や異常細 

胞等の他新しく感染したウイルス、細菌に対しての好転反応という予期しにくい 

症状が波動の被測定者である母に生じ、看病人はその手当つまり対処法に対して 

通常波動測定者の助言を受けております。 私は常にそのようにして母の自宅療 

養中、母の好転反応と見られる苦しみを看病してきました。 

当然看護している側も、彼女の症状反応を乗り越える苦しみを共有する事に 

なります。入院中においても、仮死状態という生死をさまよう程の症状反応を 

母は、経験しております。喘息気味の妹の場合も自宅で１０数年前に経験して 

おります。 入院中の母の場合は、多量の注射という薬物が母の体内に注入さ 

れており、それらの毒素消去の為に波動修正によるプラズマ・エネルギーが母 

の疾患部位に転写修正された後、母の自然治癒力が高まり、それによる好転反 

応等として母の体に症状が現れることがあると、波動の先生より教わりました。 

結論的にいえば、西洋医学に基づく薬物、抗生物質が多量に体内に注入され 

  ればされる程、そしてその薬物が体内に沈澱すればするほど好転反応等の症状 

の強度が高くなるのだと思います。妹の場合も、喘息になる度に１時しのぎに 

病院で何度もの薬物治療を受けておりましたので、彼女の深夜の症状と好転反 

応克服は、本当に死に直面した程の好転反応でした。ですから、病気に対して 

の薬物治療法は、１時的効果のみで、本来人それぞれが生まれた時から人とし 

て、それこそ神か天から与えられているのかもしれない自然治癒力を高めない 

でその逆の治療法、つまり自然治癒力、免疫力を弱め、抑制したりする治療法だ 

といえそうです。 

そいう観点で、出来るだけ早い母の退院希望を担当医に何度も、お願いして 

  いたのですが、埒があかず「リスクがあっても、大丈夫! 兎に角、母の体内を 

最小限度の薬物汚染度に、食い止めねばという強い意志で、入院中の母の症状 

を細かく観察しながら波動の先生に入院先から電話で報告し、後はプロとして 

の波動の先生の波動測定と修正を、お任せしていましたけれどもそれでも仮死 

状態という症状反応に当面した時は、ヒャッとさせられました。 そのリスク 

を克服出来たのは、やはりラッキーの１言に尽きます。 
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母は退院後、日毎に食欲も高まり表情にも明るさが増し、訪問医師や看護師 

さん、そして介護士さん達に積極的に話しかけたりするほど顕著な回復振りは 

私達を、驚かし嬉しい気持ちにさせてくれました。 

それにしても、入院していた頃の担当医や看護師とは、かなり対照的で５０ 

代位にみえる訪問医師や看護師さんは波動の効果を素直に認め、服用薬や注射 

等を不要とする波動療法を尊重し、私達の波動療法に歩調を合わせるような診 

察をして下さる姿勢には、患者への慈み深い言葉としぐさが端々に伺え、患者 

とその家族と医師看護師との理想的な関係のお手本を見せて頂いたようでした。 

これからの患者の家族は、「知らぬが仏」ではなく「知らぬが罪」である事 

を認識し、常に情報のアンテナを高くし、賢明な判断で取捨選択出来るように 

冷静さと注意深さと知恵に支えられた積極的な勇気或る行を身につける必要性 

を遅まきながら自覚させられました。 そんな自覚不足の結果が、容赦なく自 

分の目の前に、みせつけらる日がやってきました。 

それは、４月５日(金)の夕食を済ませて数時間後の事でした。  自宅療養し 

始めて４回目の反応症状が生じた時でした。 母は、とても苦しそうな顔つきで 

体調不良を訴え始め、希釈の梅汁さえも口から吐き出すような状態になり、脈 

拍計の数字も正常さから、かけ離れておきており、あわてて波動の先生に電話を 

かけ対処方法を尋ねましたのが、夜の１０時頃でした。 

先生の指示通りに、先ず母の体全体に２～３分間間隔刻み、そのあと５分～ 

１０分間刻みと言う具合に時間間隔で以て、母の症状変化を観察しながらクリ 

ーム塗りを繰り返し、その間に濃縮の梅汁を１滴１滴小匙で母の口に注ぐ等の 

手順を１５分程続けて行きましたら、徐々に苦しさの和らぎがらか母は両眼を 

開け始め、３倍に希釈されたコップの梅汁を少しずつ飲み込み始め、そのうち 

ニッコリと微かに笑みを見せ、そのうちウトウトと眠りに入っていきました。 

 

眠っている間にオムツ交換をしたり、脈拍計の数字や体温を確認したり、し 

ながら「きっと先生は波動測定し、修正して下さったお陰で母の状態が平穏に 

なったのだ。」と思い、嬉しさと感謝の気持ちを、母の眠っている間に自宅の 

隣の作業所に出かけ、一筆したためそれを波動の先生宅にＦＡＸ送信をし、母の 

部屋に戻って、びっくり! なぁんと酸素マスクが口元から取りはずされ私が、 

いつも母の右横に座って看病しているその場所迄、母は体を斜め横に乗りださせ、 

うつ伏せになって「ハァーハァー」としんどそうに喘いでいるでは、ありませんか。 

 

急いで母を元の蒲団の場所戻し、酸素マスクも口元につけ、濃縮梅汁の数滴 

母の口に注ぎ、クリームを母の体全体にぬり、体温や脈拍数もチェックしたりし 
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て母の症状変化を確めつつ、少しでも母の好転反応による苦しみを和らげるよう 

注意しながら看病しました。 幸い再び母の体調が小康状態に落ち着き、又母は 

眠りに入って行きました。 

 

７年前母は骨折で、自宅から徒歩で１０分たらずの整形外科病院に２カ月余 

り、実に我まま放題の気分で入院していた心地よさが記憶に強く残っていた為 

か、体調が悪くなると、すぐ「早く病院につれて行って!」と口癖みたいに言っ 

ておりましたそこの病院では、有り難い事にあまり注射投与も服用薬も少な 

く、勿論波動測定による波動修正をしてもらっていましても、全然、好転反応は 

生じませんでした。  が、今回のような救急センター経由で入院し、薬物浸し 

で痛めつけられ苦しかったのか、入院１日目の夜には 「家へ帰ろう。先生に 

退院させてくれと頼まれマー」と何度も私にせがみましたけれども、やっとの 

退院で自宅療養している過程で、大変しんどそうな好転反応が母をおそっても 

１度たりとも、以前のように「病院へ連れていって!」という言葉を吐いた事は 

ありませんでした。 

 

入院先での病院での薬物治療の苦しさよりも、波動修正による自然治癒力を蘇ら 

せる自然療法の苦しさの方が、母には耐えられたのだと思います。   

第１皮膚に異様な針など刺し込む必要もなく、血液を汚す化学薬物なる液体を、 

体内に注入する事をしないで、宇宙の自然のエネルギーを利用した波動という目 

に見えない力で自然治療すれば、当然患者の体は喜びます。  ですから好転反 

応を乗り越えた後の、母の顔は常にすっきりと穏やかで、希釈の梅汁や番茶ら 

気持ち良さそうに飲んでくれていました。 

 

以上のように、母への波動修正から転写されたプラズマ・エネルギーによって 

母の自然治癒力が高められ、好転反応を克服していく毎に、少しずつ回復してい 

く様子が、看病をしていてよく分かりました。 自分で寝起きが出来、お手洗い 

にも、行けるようになる迄には、９日間の入院中の薬物治療で、母の体内にかな 

り大量の薬物による毒素が沈殿していますので、それを消去する為には、まだ 

まだ波動測定の波動修正を受け、母に取って大変苦しいはずの好転反応を何回 

も、乗り越えて行かねばならないだろうと思っておりました。 

 

そのようなしんどい母の４回目の好転反応も、ほぼ３０分近くの看病の下で 

その峠を克服した後、いつものように、一つの大きな仕事をし終わり、疲れ果 

てて、休息でも取るかのように眠り始めました。そんな母の寝顔を、いつも新 
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な気持ちで見つめながら、母の頬に自分のそれと接触出来るすれすれの間隔の 

所まで接近し、母の体と平行に自分の体を横にさせ両足を伸ばして私は寝っこ 

ろがりました。 その晩は、何故かその母の寝顔にホッとし、疲れも感じ、つ 

いそのように自分の体まで休ませてしまいました。 

 

実はこのような私の心の緩みと不注意と知恵不足とで、適宜な波動修正の連 

続性で１００％近くの回復可能性のある母の命を奪ってしまうきっかけを作く 

てしまうという人生最大のミスを犯す事となってしまいました。 母のそばで 

体を横になると、襖と壁の間にかけてある時計は１目瞭然です。 その時の時 

計の針は、零時を指しておりました。 病院に母といる時の明日への不安な気 

持ちとは逆に、明日からの１日１日の母の回復への希望と自分の明日の作業所 

での仕事の段取りを考えているうちに、いつのまにかウトウトとし始めて行っ 

たようです。 

ハッと気づき、我に帰り、起き上がって、すぐ母に眼を向けました時は母の 

姿勢は、何一つ乱れておらず、とても行儀良く仰向けになって眠っている母の 

寝顔は、穏やかそうで 「もう朝の７時だ。」と時計の針に教えられながら母 

の口元に眼をやりましたら肝心の酸素マスクがないのに気づかされました。 

常時母の左の人差し指着けてある脈拍計数の動きもストップしているのにも気 

づかされ、びっくり仰天! 

しばし呆然としたまま母のそばに釘付けになりながら、私が不注意な仮眠に 

落ち入っている間の母の状態を脳裏で追跡しておりました。辛さのあまり少し 

でも楽になりたい一心で、マスクを取りはずしたのか、又は口元がうるさ過ぎ 

て何気なく取り外してしまったのか、もし前者であるとすれば、普通ならば 

しんどい場合は、苦しさの為にもがき崩れ乱れた姿が母の枕元に見うけられる 

のだが、現実は、その逆で１糸の乱もなく、端正で正常に、しかも気分良さそ 

うに眠っている母に１瞬とても嬉しくて、時計に目を向けさせ時間を気にする 

位、心がとてもはずんでおりました。 

もしかしたら、私が知らず知らずのうちに眠りに入った頃に、５回目の症状 

反応が起こり、私に手当を求めて私の名前を呼ぶ為に、酸素マスクを取り外し 

てしまい、息を切らしてしまったのだろうか。それにしても、苦しみに喘いで 

息を切らした表情らしき母の寝顔の中には、微塵にもみられない実に安らかな 

永遠の眠りの顔に、しかみえませんでした。 

 

自分のとんでもない不注意と楽天的で安堵な気持ちからの安易な行動を生み 

大切な母の命を無にしてしまった罪意識と自責の念が、今なお重石のように私 
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の心の奥底に、今も深く深く沈み続けております。 自分の罪を隠すかのよう 

に新聞紙上での公表も避け、母逝去２日後の８日(月)に、姉妹５人とその家族 

だけで、ひっそりとした小さな家族葬儀を高岡で済ませるという形にしてしま 

ました。 

 

毎朝、母の遺影の前で線香とロウソクに灯をともし、母へのお詫びを込めて 

「阿弥陀経」を我流で唱えさせて頂いていますが、振り返ってみますと生存中 

の母に、何１つ心のこもった勇気ある行動が迅速に取れずに入院から退院、そ 

して在宅療養に至迄、失敗と後悔の連続、おまけに母の肝心な人生の終着駅に 

おいてさえも、取り返しのつかない人生最大のミス＝罪を犯してしまいました。 

 

自分が不本意に犯してきてしまった数えきれない程のミス＝罪の足跡を、こ 

れれから、どのような方法と形で償いをしていけばよいのだろうかを、在りし 

日の母にお詫びをしながら、感謝の気持ち胸に抱いて、前を向いて元気に歩み 

続けて行く中で発見して行こうと思っています。 

 

（６）結びとして、皆様へのご挨拶 

「母への鎮魂と自分への反省」について昨年の６月以来仕事の合間をぬって 

書き続けてきておりました下書きを、今やっとこのような形でまとめ上げる事が 

出来ました。 

「何事も、丸事鵜呑みに信ずるのではなく、常時注意深く冷静で賢明な判断力と 

勇気ある行動力を発揮出来るように、日頃のたゆまぬ努力を積み重ねることを怠 

らない人になれるよう、今この機会を見過すで無い」という天の母からの私への 

叱咤の叫び声を耳にしながらなんとかかんとか、ここに文の完成に漕ぎつける事 

が出来ました。 

 

稚拙な長文を、最後までご拝読頂き誠にありがとうございます。 

尚生存中の母へのご厚誼に対して厚くお礼申し上げます。  

自分勝手な想いにより、今日迄、母の旅立ちを内密にしておりました事を本当に 

申し訳ございませんでした。ここに深くお詫び申し上げます。 

未熟さ故、今後も何かとご迷惑やご心配を、お掛けするやもしれませんが、 

これからも何卒宜しくお願い申し上げます。 

時節柄、十分ご自愛下さいますよう、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 

 

２０１４年１０月吉日  平田 みつほ 記 

yamaguchi
テキストボックス
戻　り



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

1 回 氏名  Ａ 様  相談日平成 26 年 6 月 17 日~30 日 

住所 生年月日／ 昭・８５歳 

Tel         Fax 女   

コース 9832 ｺｰﾄﾞ写真クリームに転写 17:19 職業 

相談したい内容 娘さんより依頼あり。 感染症と思われる、肺と足腰のリウマチ等  

                   念の為、癌とアルツハイマーを調べて下さい。 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→90)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→1) 

免疫 波動 1)→90) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→90) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→1) 

神経 波動 -1)→90) 放射線毒素波動 -1)→80) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→1) 

酸性度波動 1)→2) 放射能 波動 -1)→100) 染色体 波動 -1)→2) 

血小板波動 -1)→2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→80) ＤＮＡ 波動 -1)→2) 

「測定基本コード」 

超短波  波動 

(-1   

リンパ球  波動 

(-1 

放射能   波動 

(-1 

レントゲン焼波動 

(-1 

神 経    波動 

       (-1 

波動 

(   

寄生虫感染症波動

141(微生物)(-1 

寄生虫感染症波動

445    (-1 

寄生虫感染症波動

991    (-1 

 

波動 

1~1   (   

痛 風   波動 

(-1 

痛風 532  波動 

(-1 

リウマチ性痛風 

波動    (-1 

カルチノイド/サルコイ

ドーシス 483 ｺｰﾄﾞ(-1 

波動 

1~2   (   

肝 臓  波動 

230 コード (-1 

毒 素   波動 

163 コード (-1 

食 品   波動

63 コード  (-1 

臓 腑   波動 

243 コード  (-1 

波動 

2~1   (   

微生物   波動 

 529 コード (-1 

神 経   波動 

195 コード (-1 

脊 髄   波動 

390 コード  (-1 

呼吸器   波動 

428 コード  (-1 

波動 

2～２  (   

泌尿器   波動 

70 コード  (-1 

脳     波動 

1510 コード(-１ 

頭頸部   波動 

133 コード (-1 

皮 膚   波動 

96 コード  (-1 

担当者からのメッセージ  全身症状＝カルチノイド症候群=多発性硬化症 

／頭部組織､血液脳関門・脳血管カルチノイド､中枢神経、大脳皮質、大脳基底核、間脳、 

視床、小脳、橋、脳下垂体、甲状腺、胸部、肺、氣道、気管､咽口頭、肋膜、心臓、 

腹部、肝臓、胆嚢、膵臓、女性器、卵巣、將膜炎、腹膜、骨、骨髄、延髄、脊髄、脊椎、 

脊髄神経、肋骨、上肢、下肢、筋肉、女性器、泌尿器、膀胱、血液、毛細血管、リンパ組織、 

神経組織、末梢神経、 

 



     ＵＩＢ波動測定リスト    フタカミ波動友の会 

Ａ 様 26 年 6 月 25 日  

波 動

3~1    

脾 臓   波動 

240 コード 

体 液  波動 

76 コード    

血液脳関門/高次脳 

波動 259 コード 

動物霊    波動 

        

波 動

~2     

微生物霊  波動 

 

鶏 霊   波動 

 

牛 霊   波動 

 

豚 霊    波動 

        

波 動

4~1    

魚 霊   波動 

 

甲殻類霊  波動 

 

穀物霊   波動 

 

野 菜 霊 / 植 物 霊   

波動        

波動 

~2     

脳下垂体腺腫波動 

 

気 管   波動 

 

肺胞の異常 波動 

 

縦隔臓器  波動 

 

波 動

5~1    

素粒子   波動 

175 コード 

リンパ   波動 

344 コード 

筋 肉   波動 

112 コード 

抗 体    波動

154 コード        

波動 

~2     

上 肢   波動 

254 コード 

下 肢   波動 

255 コード 

関 節   波動 

115 コード 

遺伝子    波動 

470 コード        

波 動

6~1    

DNA 修復  波動

390 コード 

iPS-Ⅱ   波動 

113 コード 

骨 盤   波動

130 コード 

細 胞    波動 

353 コード 

波動 

~2     

動静脈血管 波動

150 コード 

女 性   波動 

271 コード 

感 情   波動 

69 コード 

経 絡    波動 

173 コード 

波動 

7~1    

気の流れ  波動 

506 コード 

グリット  波動

255 コード 

地 球 波動 

193 コード 

アセンション 波動 

198 コード 

波動 

~2    

進化の三つ組み 

波動 25 コード 

波動 

→ 

波動 

→ 

波動 

       → 

波 動

8~1      

魂 ／ 意 識 生 命 体     

波動 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2   

グランディング／

ゼロ 波動 

意 識   波動 

 

神／宇宙意識生命

体 波動 

霊      波動 

        

波動 

9~1   

波動 

 

波動 

 

波動 

 

波動 

        

波動 

~2   

波動 

 

波動 

 

波動 

 

波動 

        

 

 

 

 

yamaguchi
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プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

2 回 氏名  Ａ 様  相談日平成 26 年 7 月 4 日~5 日 

住所 生年月日／ 昭・８５歳 

Tel         Fax 女   

コース ２４８コード写真クリームに転写 17:19 職業 

相談したい内容 好転反応 脳、脳と頭頸部、脳性麻痺をチェック 修正 

                    

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→1) 

免疫 波動 1)→100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→2) 

神経 波動 -1)→100) 放射線毒素波動 -1)→95)100 ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→1) 

酸性度波動 1)→2) 放射能 波動 -1)→100) 染色体 波動 -1)→100) 

血小板波動 -1)→2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→80)100 ＤＮＡ 波動 -1)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

辺縁系脳炎 波動 

(-1 

多くの不安 波動 

(-1 

否定的   波動 

(-1 

幸福感の欠如 波動 

       (-1 

  愚 図  波動 

     (-1 

心配不安  波動 

   (-1 

怠 慢   波 動  

(-1 

脳と頭頸部測定ﾘｽﾄ 

２１６コード 

 妄 念   波動 

(-1 

だるさ   波動 

(-1 

抑鬱    波動    

(-1 

悲 嘆    波動

(-1 

 非常な恐怖 波動 

 (-1 

死 に 対 す る 恐 れ  

波動    (-1 

悲 し み   波 動  

(-1 

自己嫌悪   波動 

       (-1 

 ぐずぐずする波動 

      (-1 

長期的視野を持て

ない 波動 (-1 

引込思案  波動 

       (-1 

錯乱状態   波動 

       (-1 

 心 配   波動 

      (-1 

穏やかで無い波動 

(-１ 

自分を見失ってい

る 波動  (-1 

観  念   波動 

  (-1 

 魂 ／ 意 識 生 命 体     

波動    (-1 

中心太陽  波動

(-1 

地 球   波動

(-1 

地球の中心  波動

(-1 

 グランディング／

ゼロ  波動(-1 

意 識   波動

(-1 

神／宇宙意識生命

体 波動  (-1 

霊      波動

(-1 

担当者からのメッセージ 

脳性麻痺を解消、健康回復しました。７月 10 日放射線毒素、レントゲン焼け波動+100 測定 

 



痴呆症、認知症の測定修正・・・４例 

ＮＯ．１  Ａ 様 

進行性痴呆症、アルツハイマー型痴呆症 

ＮＯ．２  ｍ 様 
痴呆症、認知症の前駆症状｛神経鞘腫１型(NF=１)２型(NF=２)｝ 

ＮＯ．３  ＳＭ 様 

若年性認知症、認知症（Ｂ型） 

 
ＮＯ．４  ＳＫ 様 

脳血管性認知症、認知症（Ａ型、Ｂ型） 



エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法の理   

◎進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症、認知症のマイナスエネルギー波動測定修正が可能となりました。 

進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症エネルギー波動測定修正例と認知症測定の為の、カルチノイド症候群とサルコイドーシス

(国指定難病)についての、言霊波動一覧表、Ａ 様測定(リンク) 

 

◇進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症の解消と健康回復の為のエネルギー波動測定修正例 

The Examples of the Corrective Resonance with Energy of HADO Measurement to Reinforce the Recovery 

  of Health and to Reduce the Ailments of Progressive Dementia & DAT, Dementia of Alzheimer Type. 

 

氏 名 A 様 相談日／第１回平成26年6月17日~30日、第２回7月4日~5日測定リスト付 ８５歳 女性 

相談目的、進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症の解消と身体再生 臓器再生健康回復（エネルギー波動測定修正10,592コード）  

 

◎病的症状の身体損傷 臓器損傷等の主な原因症状として測定されたもの (カルチノイド症候群・サルコイドーシス 483コード)  

＊サルコイドーシス(細菌・ウイルス病巣感染/ウイルス蛋白質・細菌菌体成分/アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露) 抗原細胞、サイトカ

インＴｈ0細胞 （ナイーブＴｈ細胞）; インターロイキン(Interleukin (IL);ケモカイン(chemokine)：腫瘍壊死因子（TNF-α）；腫瘤型（急性） 

腫瘤型（亜急性） 症候性 無症候性サルコイドーシス 異常構造物 大型紡錘体小体（ＨＷ小体） 異物型巨細胞 ラングハンス巨細胞 

癌組織 悪性新生物、癌、肉腫 小腫瘤 硬癌 全身性の肉芽腫性疾患 強固な肉芽腫(ＨＨＶ－８ カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス) 

腫瘍マーカーCEA 腫瘍マーカーAFP（フェリチン） 腫瘍マーカーGIモニター(CA19-9抗原) 腫瘍マーカーハイブリテックPSA 腫瘍マー

カーハイブリテックfreePSA 腫瘍マーカーBRモニター(CA15-3抗原) 腫瘍マーカー〇Vモニター(CA125抗原) 進行性痴呆 アポＥ

4(アルツハイマー型痴呆症) 体内発生放射線 免疫不全症候群  

＊カルチノイド症候群 肝臓組織カルチノイド 肝臓代謝障害(異常型プリオン蛋白質食品摂取/遺伝子組換え食品、家畜の肉、白身魚、甲

殻類/トランス脂肪酸の生産、トランス脂肪酸発生、有害組織細胞、褐色細胞腫)、βアミロイド、アミロイドβペプチド、薬剤の副作用(農薬/

タミフル等他薬物)  

◎身体部位別臓器再生  

＊ヒトゲノム等の損傷修復再生 （遺伝子・DNA修復 860コード） 遺伝子損傷 遺伝子砂漠 染色体異常 遺伝的因子 欠損遺伝子再生 Ｒ

ＮＡ異常 （核酸異常）ＲＮＡ損傷 （核酸損傷） アポＥ4(アルツハイマー型痴呆症) がん抑制遺伝子：p５３ ＴＰ５３ 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺

伝子異常  

＊頭部組織再生 （脳組織・中枢神経・神経 2,054 コード）頭部組織カルチノイド 髄膜炎 頭髪毛組織再生 

yamaguchi
テキストボックス
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＊脳組織再生 脳組織カルチノイド 高次脳機能・脳血管組織再生 血液脳関門・脳血管カルチノイド 脳血管障害 脳腫瘍(転移性

悪性腫瘍)  脳血栓瘤 間脳組織再生 間脳組織カルチノイド 多発性硬化症間脳型 進行性痴呆 アポＥ４ (アルツハイマー型

痴呆症) 視床組織再生 視床組織カルチノイド 多発性硬化症視床型 大脳皮質組織再生 大脳皮質組織カルチノイド 大脳基

底核組織再生 大脳基底核組織カルチノイド 多発性硬化症大脳基底核型 大脳皮質基底核変性症 

橋組織再生 橋組織カルチノイド 多発性硬化症橋型 小脳組織再生 小脳組織カルチノイド 多発性硬化症小脳型 延髄組織

再生 延髄組織カルチノイド 多発性硬化症延髄形 閉鎖性延髄損傷 脳下垂体組織再生 脳下垂体組織カルチノイド 多発性

硬化症脳下垂体 甲状腺組織再生 甲状腺組織カルチノイド 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)  甲状腺腫瘍 Ｐ-５３ (甲状腺、膵

臓癌) Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌) ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、)  咽喉頭組織再生 咽喉頭組織カルチノイド 

＊中枢神経組識再生 中枢神経組織カルチノイド 中枢神経病変 脳性麻痺 タウ遺伝子の点突然変異 

 神経組織再生 神経組織カルチノイド 神経細胞再生 抹消神経組織再生 末梢神経組織カルチノイド 神経サルコイドーシス 悪

性末梢神経鞘腫瘍 異物型巨細胞 ラングハンス巨細胞 大型紡錘体小体  

＊脊髄組織再生 脊髄組織カルチノイド 多発性硬化症 （ＭＳ） 脊髄空洞症 脊髄損傷 骨髄炎 前炎症性サイトカイン 脊髄麻

痺 フリードライヒ運動失調症 （Friedreich） 脊髄小脳変性症 （ＳＣＤ） 脊髄係留症候群 脊髄円錐症候群 前脊髄動脈症候群 

椎間板ヘルニア 脊髄すべり症 脊椎分離症 線維筋痛症  Ｆｉｂｒｏｍｙａｌｇｉａ 脊髄腫瘍 脊髄神経組織再生 脊髄神経組織カ

ルチノイド脊髄小脳変性症 骨髄カルチノイド 多発性骨髄腫 骨髄性白血病 骨炎症病変 悪性増殖性疾患 骨サルコイドーシ

ス 肋骨組織再生 肋骨組織カルチノイド 

脊椎組織再生 脊椎組織カルチノイド 脊柱管狭窄症 脊椎関節炎 変形性脊椎症 

骨盤組織再生 骨組織カルチノイド 多発性硬化症骨髄型 嚢胞性骨病変 骨盤神経組織再生 骨有機質形成障害  

＊胸部組織再生 胸部組織カルチノイド 胸膜再生 肺組織再生 肺組織カルチノイド 進行性肺サルコイドーシス ニューモシスチ 

 ス肺炎（Pneumocystis pneumonia、PCP）過敏性肺炎 肺炎桿菌 肺炎球菌感染症 ＲＳウイルス感染症 （細気管支炎） 悪臭気管

支炎・化膿性気管支炎 肺胞炎(肺胞浮腫)  肺がん 肺胞マクロファージ ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)  ＣＯＸ－２ (肺癌) 気管組織再

生 気管組織カルチノイド 気道組織再生 気道組織カルチノイド 咽喉頭組織再生 口腔内組織再生 肋膜再生 肋膜カルチノ

イド 胸膜カルチノイド 胸膜炎痛  

＊心臓組織再生 心臓組織カルチノイド 心サルコイドーシス 感染症心膜炎(脳心筋炎ウイルス） 心筋病変 心筋梗塞症 

（myocardial infarction） 重症心不全 リーブマン・サックス 心内膜炎 心臓弁膜症 重症心室不整脈 致命的不整脈 冠｛状｝動 



脈｛性心｝疾患 ＣＨＤ（coronary heart disease）冠動脈硬化性心疾患 三尖弁狭窄「僧帽弁狭窄(左房室/三尖弁)」 心臓神 

＊腹部組織再生 腹部組織カルチノイド 腹膜再生 腹膜カルチノイド ループス腹膜炎  

脾臓組織再生 脾臓組織カルチノイド 脾病変 癌瘴気 脾臓痛 特発性血小板減少性紫斑病 

膵臓組織再生 膵臓組織カルチノイド 浸潤性膵管癌 嚢胞性腫瘍 膵内分泌腫瘍(pancreatic endocrine tumor)  膵管内乳頭 

粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm;IPMN)  急性間質性(浮腫性)膵炎 十二指腸乳頭部癌Ｐ-５３ (胃、甲状腺 

膵臓癌)  Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌) 

胆嚢組織再生 胆嚢組織カルチノイド 胆嚢炎 胆石症 下部胆管狭窄に伴う閉塞性黄疸 

肝臓組織再生 肝臓組織カルチノイド 代謝障害 (異常型プリオン蛋白質) 肝臓組織内トランス脂肪酸の生産 トランス脂肪酸 

発生末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており トランス脂肪酸は有害組織細胞 トランス脂肪酸はアレルギー性の 

有害組織細胞で褐色細胞腫である。 抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子組換え食品に 

含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス脂肪酸である ガングリオン 肝不全 脂肪肝 高コレステロール血症 

ＮＡＳＨ非アルコール性脂肪性肝炎 Ａ型肝炎ウィルス～肝炎ウイルスＴＴ型 肝病変 ルポイド肝炎 肝レンズ核変性症 肝がん 

（原発性） Ｐ-１６ (肝臓、) ＡＰＣ (肝臓癌) ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)  内臓腫瘍 薬剤性肝障害(重金属・農薬等) 

＊女性器組織再生 卵巣再生 卵巣組織カルチノイド 子宮組織カルチノイド  

＊膀胱組織再生 膀胱経組織カルチノイド 慢性膀胱炎 更年期型慢性膀胱炎 ループス膀胱炎 ガリウムの異常集積 細菌性慢

性膀胱炎 膀胱腫瘍 Ｍｕｃｉｎ-７(膀胱癌)  Ｐ-５３(前立腺、膀胱癌) 泌尿器組織再生 泌尿器組織カルチノイド 慢性泌尿器障害 

泌尿器系を解毒 異常集積ガリウムを修正解消排除 腹圧性尿失禁 切迫性尿失禁 神経・筋肉の麻痺 膀胱容積の縮小 

＊上肢組織再生 上肢組織カルチノイド 関節の腫れ  

＊下肢組織再生 下肢組織カルチノイド 筋肉組織カルチノイド 筋サルコイドーシス 足の痛み 骨炎症病変 骨の痛み 下肢末梢

の自発痛 運動能力低下・喪失 感覚障害 筋肉痛 多発性関節炎 周期性四肢麻 閉塞性動脈硬化症 パークスーウェーバー

症候群 クリッペルートレノーニー症候群 筋ジストロフィー  

＊血液細胞再生 血液細胞カルチノイド 血液異常 血液不純物混入 尿毒素 毒血症 血漿と液漿に毒素混入 血漿と液漿の

異常 菌血症 炎症性細胞浸潤  

＊血球系細胞再生 血球系細胞カルチノイド ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型  PK 欠損症 （pyruvate kinase deficiency） 温式自

己 免疫性溶血症（温式 AIHA） 白血球減少症 一方赤芽球勞 （ＰＲＣＡ） 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic 



anemia)[AIH 免疫介在性溶血性貧血 （ＩＨＡ） 脾臓痛  

＊血管再生 血管組織カルチノイド 高安動脈炎 結節性多発動脈炎 巨細肪性動脈炎 サルコイドーシスの静脈周囲炎 血栓性

静脈炎(モンドール病) クモ状血管腫 肉芽腫性血管炎 肉芽腫 肉芽腫性血管炎 汎発性血管内血液凝固症候群 メズサの

頭 毛細血管組織再生 毛細血管組織カルチノイド  

＊リンパ組織再生 リンパ組織カルチノイド リンパ節カルチノイド リンパ管カルチノイド リンパ球浸潤 リンパ液浸出 肺の両側肺

門リンパ節腫脹 リンパ性白血病(リンパ性白血病ウイルス)  

＊皮膚組織再生 皮膚下組織再生 皮膚サルコイドーシス びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ ｐｅｒｎｉｏ） 皮膚の結節

型 類上皮非乾酪性肉芽腫  

＊経絡組織再生 （経絡・経絡氣の流れ 679 コード） 

膀胱経組織再生 膀胱経組織カルチノイド 肺経組織再生 肺経組織カルチノイド 肝経組織再生 肝経組織カルチノイド 心

経組織再生 心経組織カルチノイド 胆経組織再生 胆経組織カルチノイド 脾経組織再生 脾経組織カルチノイド 督脈組織

再生 督脈組織カルチノイド 任脈組織再生 任脈組織カルチノイド 胃経組織再生 胃経組織カルチノイド 三焦経組織再生 

三焦経組織カルチノイド 

 ＊感情 （進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症に共鳴するネガティブ感情含む 76 コード) 

進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症に共鳴するネガティブ感情は下記の 14 コードです。 

痛ましい状態になる／悔しい／打ちのめされた／どうしょうも無い／忍耐の欠如／絶望的憂鬱／幸福感の欠如／消極的・否定的  

／自己憐憫／愚図／悲嘆・深い悲しみ／自分を見失っている／多くの不安／起承転結／  

以上 



エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法の理 
http://www.f-hado.com/energy/img/vibrational_medicine-2.pdf 

◇人の理「がん細胞発生を予防する方法」 遠隔透視エネルギー波動測定修正を 

下記の通り｡ マイナス波動の「進行性痴呆､アルツハイマー型痴呆症､認知症｣をプラスに修正
するエネルギー波動で､脳組織､中枢神経を修正、健康回復可能プログラムを活用します。 

 
 1.カルチノイド症候群、サルコイドーシスの疾患として発生する腫瘍型細胞の解消 
      と損傷組織再生・・・ (カルチノイド症候群の言霊コードと損傷組織再生一覧表有り） 

 
 2.カルチノイド症候群の疾患として発生する、褐色細胞腫や有害組織細胞の解消 
 
 3.サルコイドーシスの疾患として発生する下記の細胞の解消・・・（詳細一覧表） 
  （１）大型紡錘体小体（ＨＷ小体）の腫瘤型（急性/亜急性）異常構造物と アレル 
    ギー体質のアレルゲン解消 
  （２）異物型巨細胞による、全身性の肉芽腫性疾患原因の解消 
  （３）ラングハンス巨細胞の解消 
 

Ⅰ.脳･神経･心臓･骨･筋肉･肺･皮膚カルチノイド症候群･サルコイドーシス、    
  血管･目･肝･腎･膵･膀胱等、臓器組織細胞の損傷病変を、iPS万能細胞コード 
  とｉＰＳ-Ⅱ組織細胞コードを解析して修正、修復再生に活用しております 
 
Ⅱ.染色体、遺伝子・二本鎖  dsRNA・一本鎖  ssRNAの損傷を修復再生 



波動測定器ＭＲＡは、 
 

※言霊と言霊の共鳴を測定する装置である。 
  言霊を数霊に変換して、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値の共鳴を測定する。 
※人体に及ぼす作用メカニズム（人体ヒーリングと高次構造の関係）について、関系する言霊コードの 
 一例を別紙｢地球(テラ)のコード別、次元領域･エネルギーの循環領域システム｣表の通りです。 
 

◎ＵＩＢ装置、当研究会(フタカミエネルギー研究会)で用いる波動測定器の名称で  

       「未知への懸け橋」波動測定器「ユーアイビ ＵＩＢ」に由来する 
        ユー(友 優 有 勇) アイ(愛) ビ(美 微 日 火 ) 
   ＵＩＢはホイーストンブリッジ理論を応用､未知の抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは光･気･意識･人･物質等の未知のインピーダンス測定用に拡張されている 
   ＵＩＢは｢人の意識｣を電気エネルギーに変換して抵抗値を測定する 
   ＵＩＢは｢人の意識｣の言霊を数霊波動のコード番号に変換してエネルギーを測定する 
   ＵＩＢはエネルギーの抵抗値を±１００の単位で測定が可能である 
   ＵＩＢは測定する、数霊コード番号の電気エネルギーの抵抗値がマイナス(非共鳴)と 
   測定れた「光･気･身体･意識･物等の言霊」を下記例の通りプラスに修正変換する。 
 

 (例) 心臓疾患の例  
       マイナス(非共鳴)数霊コードを転写(エネルギー転写マーカ機構には８コード入力可能です) 
    (心臓-1)×(心臓組織-1)×(心筋梗塞-1)×(心筋-1)×(動脈硬化･血栓-1)×(血液疾患-1)× 
    (毒素-1)×(ストレス-1)＝心臓+1 (電気エネルギーとして転写修正)に、修正されます。 
 

  波動測定器の名称を下記に決めました。２００８年４月１５日 
   波動測定器 Ｕ Ｉ Ｂ  ユーアイビ 
   「未知への懸け橋」 波動測定器  Ｕ (Un・known) アン・ノウン   未知の 
                    Ｉ (Invisible) インビィジブル 目に見えない 
                    Ｉ (Impedance) インピーダンス 電圧と電流の比    
                    Ｂ (Bridge) ブリッジ 



上肢組織カルチノイド 頭部組織カルチノイド 脳組織カルチノイド 乳腺組織カルチノイド
下肢組織カルチノイド 頭髪毛組織カルチノイド 大脳皮質組織カルチノイド 乳房組織カルチノイド
筋肉組織カルチノイド 血液脳関門・脳血管カルチノイド 大脳基底核組織カルチノイド 卵巣組織カルチノイド
神経組織カルチノイド 鼻組織カルチノイド 小脳組織カルチノイド 子宮組織カルチノイド
皮膚カルチノイド(皮膚炎) 耳組織カルチノイド 橋組織カルチノイド 女性器組織カルチノイド
皮膚下カルチノイド 目組織カルチノイド 間脳組織カルチノイド 男性器組織カルチノイド
表皮カルチノイド 咽喉頭組織カルチノイド 脳下垂体組織カルチノイド 睾丸・精巣組織カルチノイド
毛細血管組織カルチノイド 肺経組織カルチノイド 中脳組織カルチノイド 前立腺組織カルチノイド
血管組織カルチノイド 肺組織カルチノイド 延髄組織カルチノイド 三焦経組織カルチノイド
リンパ液浸出 気管組織カルチノイド 甲状腺組織カルチノイド 胃経組織カルチノイド
リンパ管カルチノイド 胸膜カルチノイド 心臓組織カルチノイド 口腔内組織カルチノイド
リンパ節カルチノイド 肋膜カルチノイド 腹部組織カルチノイド 口腔内粘膜組織カルチノイド
リンパ組織カルチノイド 胸部組織カルチノイド 腹膜カルチノイド 氣道組織カルチノイド
骨組織カルチノイド 消化管組織カルチノイド 肝臓組織カルチノイド 肝経組織カルチノイド
骨髄カルチノイド 食道組織カルチノイド 胆嚢組織カルチノイド 胆経組織カルチノイド
骨盤組織カルチノイド 胃組織カルチノイド 脾臓組織カルチノイド 脾経組織カルチノイド
脊髄組織カルチノイド 十二指腸組織カルチノイド 膵臓組織カルチノイド 膀胱経組織カルチノイド
心包経組織カルチノイド 小腸組織カルチノイド 腎臓組織カルチノイド 腎経組織カルチノイド

心経組織カルチノイド 小腸経組織カルチノイド 膀胱組織カルチノイド 任脈組織カルチノイド

脊椎組織カルチノイド 大腸組織カルチノイド 泌尿器組織カルチノイド 督脈組織カルチノイド

肋骨組織カルチノイド 大腸経組織カルチノイド 視床組織カルチノイド

骨盤神経組織カルチノイド 血液細胞カルチノイド 中枢神経組織カルチノイド
脊髄神経組織カルチノイド 血球系細胞カルチノイド 末梢神経組織カルチノイド 言霊コード計　８９コード

カ ル チ ノ イ ド症候群 言霊コード　一 覧



胚性幹細胞 (ES細胞) 心経組織再生 歯肉細胞 骨髄幹細胞
iPS細胞 腎経組織再生 歯肉組織再生 骨組織再生
ＭＨＣ：主要組織適合遺伝子複合体 心臓組織再生 歯根細胞 神経細胞再生
γc遺伝子 腎臓組織再生 歯根組織再生 神経細胞成長因子
胃経組織再生 心包経組織再生 脾経組織再生 神経組織再生
胃組織再生 膵臓組織再生 脾臓組織再生 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
延髄組織再生 脊髄組織再生 ヒトゲノム 臓器再生
下肢組織再生 脊椎組織再生 泌尿器組織再生 造血幹細胞
身体再生 大腸経組織再生 皮膚組織再生 胆経組織再生
肝経組織再生 大腸組織再生 膀胱経組織再生 皮膚再生（皮膚組織再生）
肝臓組織再生 大脳基底核組織再生 膀胱組織再生 抹消神経組織再生
間脳組織再生 大脳皮質組織再生 目組織再生 万能細胞
橋組織再生 乳房組織再生 卵巣組織再生 毛母細胞再生
血液細胞再生 中脳組織再生 リンパ組織再生 脳血管組織再生
血球系細胞再生 頭髪毛組織再生 肋骨組織再生 気管組織再生
口腔内組織再生 頭部組織再生 遺伝子c-Myc 毛細血管組織再生
口腔内粘膜組織再生 督脈組織再生 遺伝子Klf4 咽喉頭組織再生
甲状腺組織再生 任脈組織再生 遺伝子Oct3/ 睾丸・精巣組織再生
骨盤組織再生 脳下垂体組織再生 遺伝子Sox2 男性器組織再生
三焦経組織再生 脳組織再生 幹細胞 女性器組織再生
子宮組織再生 肺経組織再生 感覚器目組織再生 胸部組織再生
視床組織再生 肺組織再生 感覚器鼓膜再生 胸膜再生
十二指腸組織再生 歯細胞 感覚器再生 肋膜再生
上肢組織再生 歯髄細胞 感覚器耳組織再生 腹膜再生
小腸経組織再生 歯髄組織再生 間葉系幹細胞 腹部組織再生
小腸組織再生 歯組織再生 癌幹細胞 前立腺組織再生
小脳組織再生 鼻組織再生 筋肉組織再生 氣道組織再生
胆嚢組織再生 骨髄再生 血管再生 中枢神経組織再生
消化管組織再生 骨盤神経組織再生 視床組織再生 脊髄神経組織再生
食道組織再生 言霊コード計　11７コード

ｉＰＳ-Ⅱ細胞コード：２７４（２９２） 遺伝子修復コード：238 遺伝子コード：４６２ 細胞コード：520

ｉ Ｐ Ｓ 細  胞 、組 織 再 生(カルチノイド症候群による損傷組織部位)　言霊コード　 一 覧



◆カルチノイド＝がんのようなもの！？http://allabout.co.jp/gm/gc/400840/より 

カルチノイドは、英語では、carcinoidと書きます。がんのことをcarcinomaと言うのですが、

このことから予想されるようにがんに似た性質を持つ腫瘍です。良性腫瘍ではなく悪性
腫瘍であり、がんと同様、いろいろな臓器に発生するのですが、今回は「肺カルチノイ
ド」であったと報道されています。 

あまり、聞き慣れないという方も多いと思いますが、今までの研究によれば、肺の悪性
腫瘍のうち、約１％しかないという比較的まれな疾患でもあります。 

◆二つのカルチノイド 
カルチノイドは、一般的には悪性度が低いと考えられています。実際、がんの進展も
ゆっくりの場合があり、長期生存が期待できるものも多く、これらは定型カルチノイド
(Typical Carcinoid)と呼ばれています。一方、低悪性度と考えられているカルチノイドでも、

比較的早く病状が進行し、治療が困難なものがありますが、これらは、非定型カルチノイ
ド(Atypical Carcinoid)と呼ばれています。 

定型か非定型かは、細胞の一部を採取し（生検）、組織を顕微鏡で観察し診断されます。
頻度的には定型カルチノイドの方が多く見られます。 

フジテレビ系のバラエティー「ホンマでっか！？ＴＶ」などテレビ、ラジオ
で活躍した流通評論家の金子哲雄（かねこ・てつお）さんが２日未明、
肺カルチノイドのため死去した。 ４１歳だった。 
(読売新聞：http://www.yomiuri.co.jp/作成日時 ： 2012/10/03 04:54 ) 

 慶応大卒業後、石油会社社員を経て、「流通ジャーナリスト」と名乗
り独立。商品の価格が様々な条件によって変化する仕組みをテレビや
ラジオでわかりやすく解説し、人気を博した。  

http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20121002-OYT1T01089.htm?from=ylist


◆肺カルチノイドの初期症状 

肺カルチノイドの初期症状は、肺がんと同様です。肺の中枢側（気管側）にでき
れば、咳や血痰などが見られますし、カルチノイドの増大に伴い、気道の狭窄
による喘鳴などが認められます。咳や喘鳴はほかの呼吸器疾患でも見られる
ものですが、血痰は腫瘍からの出血に伴う比較的特異的なものです。もし、血
痰が見られる場合には、ほかの疾患の可能性もありますので、一度内科や呼
吸器科を受診されるのが良いと思います。 
 

一方、肺の末梢側にできた場合には、ほとんど症状が現れず、健康診断やほ
かの病気で撮影した胸部レントゲン写真やCTなどで偶然発見されるケースが
多いです。 

◆カルチノイドの治療 

カルチノイドの治療も、がんと同様、手術・化学療法・放射線療法が行われますが、症例数が少ない
こともあり、まだその治療戦略については研究の余地がある状態です。 
 

ただ、腫瘍ですので手術がメインとなりますが、低悪性度ということも考慮し、転移が見られない症例
では、肺の一部を解剖学的領域単位で切除する区域切除など縮小手術が盛んに行われるように
なってきています。 

転移や浸潤が激しく手術が困難な場合には、化学療法や放射線療法をメインとしますが、とくに非定
型カルチノイドについては、治療の成績はまだまだ満足いくものではありません。これからの研究が
待たれる分野といえるでしょう。 
金子さんの詳しい病状はわかりませんが、1年ほどの間に急速に症状が変化していることから、非定

型カルチノイドだったのでは、と考えられます。闘病中も、それは表に出さず、お仕事も続けられてい
たようです。ご冥福をお祈りするとともに、検査や治療などさらなる医学の進歩を待ちたいと思います。 



氏名  Ｓ　様 相談日平成２４年１２月１２日  

コース カルチノイド測定  

相談したい内容 運動能力低下 腰痛 女・２０才代 ・既婚  

測 定 結 果 超短波 波動 0)→ )   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 0→ ) 

免疫 波動 1)→ ) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→ ) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ ) 

神経 波動 -1)→ ) 放射線毒素波動 -1)→ ) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ ) 

酸性度波動 -1)→ ) 放射能 波動 0)→ 1 染色体 波動 0)→ ) 

血小板波動 -1)→ ) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→ ) 自然治癒力波動 0)→ ) 

「測定基本コード」 

カルチノイド波動 

(-1   

レントゲン焼け  

波動    (-1 

放射線毒素 波動 

(-1 

骨 盤   波動 

カルチノイド(-1 

骨髄カルチノイド 

波動     (-1 

波動 

(   

第 4 仙髄  波動 

(-1 

仙 骨  波 動    

(-1 

第 4 仙骨神経波動 

    (-1 

第 4 仙骨神経前枝 

波動     (-1 

波動 

1~1   (   

神経組織  波動 

カルチノイド(-1 

仙骨神経節 波動 

(-1 

骨盤内臓神経波動 

(-1 

坐骨神経痛  波動 

       (-1 

波動 

1~2   (   

多発性硬化症波動 

脊髄型   (-1 

有害組識細胞波動 

(-1 

ト ラ ン ス 脂 肪 酸   

波動    (-1 

トランス脂肪酸生産 

波動     (-1 

波動 

2~1   (   

トランス脂肪酸 

発生 波動 (-1 

蛋白質が異所性に

発現 波動 (-1 

有害細肪  波動 

(-1 

ストレス   波動 

 (-1    

波動 

2～２  (   

自己免疫疾患波動    

(-1 

自己免疫疾患の原

因 波動  (-1 

異常型プリオン蛋

白質  波動(-1 

遺伝子組換え食品 

波動     (-1 

担当者からのメッセージ  情動が低下した時、脳内神経物質オレキシンが欠乏する神経伝達障害、 

ナルコレブシー(睡眠障害:昼間つい寝てしまう)の情動脱力発作(カタプレキシー) 筋肉が云う事を聞かない 

状態・自動症(本人は寝ていないが寝たときと同じ筋肉が寝むる)発作 頭部カルチノイドの併発 

 



Ｓ　様 24 年 12 月 12 日  

波 動

3~1    

抗生物質  波動 

 

神経伝達障害波動 

 

オレキシン 波動 ナルコレブシー波動 

        

波 動

~2     

カタプレキシー 

波動 

オレキシンの欠乏 

波動 

血中ｵﾚｷｼﾝが 110 

pg/mL 以下 波動 

頭部カルチノイド 

波動        

波 動

4~1    

情 動 の 低 下   

波動 

情動脱力発作を 

伴うﾅﾙｺﾌﾟｼｷｰ波動 

脱力発作  波動 筋 肉    波動 

        

波動 

~2     

抗 動 筋 が 脱 力   

波動 

重 力   波動 

 

髄意筋   波動 

 

髄意筋を動かす事が

出来ない 波動 

波 動

5~1    

膝の力が抜けてし

まう 波動 

神 経 筋 肉 の 麻 痺  

波動 

閉鎖神経  波動 大腿中間広筋 波動        

波動 

~2     

大腿内側広筋波動 大腿外側広筋波動 自動症   波動 睡眠障害   波動 

        

 感 情   波動 感情が昂ぶった 

波動 

喜 び   波動 自尊心がくすぐられ

る 波動 

 



氏名  Ｂ　様 相談日平成２４年１２月１２日  

コース カルチノイド測定 男・２０代 ・既婚  

相談したい内容  体調不良 

測 定 結 果 超短波 波動 1)→ )   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 0→ ) 

免疫 波動 1)→ ) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→ ) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ ) 

神経 波動 1)→ ) 放射線毒素波動 -1)→ ) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ ) 

酸性度波動 -1)→ ) 放射能 波動 0)→ ) 染色体 波動 1)→ ) 

血小板波動 0)→ ) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→ ) 自然治癒力波動 0)→ ) 

「測定基本コード」 

カルチノイド波動 

(-1   

甲状腺組織 波動 

カルチノイド(-1 

甲状腺   波動 

(-1 

副甲状腺  波動 

(-1 

胸部カルチノイド 

波動     (-1 

波動 

(   

胸膜カルチノイド

波動    (-1 

亜急性甲状腺炎 

波動    (-1 

ホルモン様物質 

波動    (-1 

肺の酸素取り入れ能

力の低下波動 (-1  

 肺カルチノイド   

波動    (-1 

ストレス  波動 

(-1 

異常型プリオン 

蛋白質波動 (-1 

肝臓にてトランス脂

肪酸生産波動 (-1 

 トランス脂肪酸 

発生  波動(-1 

有害組織細胞波動 

(-1 

異所性に蛋白質発

現  波動 (-1 

植物ステロールとコ

レスロール波動(-1 

 白身魚   波動 

(-1 

白身魚の揚げ物の

酸化油 波動(-1 

海 老   波動 

(-1 

牡蠣の身   波動 

       (-1 

 はまぐり  波動 

(-1 

カニの肉  波動 

(-1 

帆立貝   波動 

(-1 

豚 肉    波動 

       (-1 

 鶏     波動

(-1 

牛 肉   波動 

(-1 

牛の肝臓  波動

(-1 

リンパ組織カルチノ

イド 波動  (-1 

 甲状腺ホルモン 

波動    (-1 

副甲状腺ホルモン 

波動    (-1 

遺伝子組換え食品 

波動    (-1 

小 麦    波動

(-1 

担当者からのメッセージ 

  家畜の餌の遺伝子組換え食品 小麦が測定されました。 

 

 



癌とアレルゲン

大型紡錘体細胞 アレルゲンと疾患症状
抗原提示細胞 アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露
抗原物質（起因体） エンドトキシンショック
樹状細胞 アレルゲン
Ｔ細胞 アレルギー体質
NKＴ細胞 アレルギー体質の改善
キラーＴ細胞 アレルゲンの排除排泄
Ｔｈ0細胞　（ナイーブＴｈ細胞） 大型紡錘体小体の排除排泄
Ｔｈ２細胞 カルパイン
Ｔｈ１細胞 機能不全（カルパイン）
ＣＤ８陽性細胞 筋サルコイドーシス
細胞内シグナル伝達経路 肢帯型筋ジストロフイー
細胞性免疫 神経サルコイドーシス
免疫応答 末梢神経カルチノイド
液性免疫 寄生虫感染症　159(141)
ＩｇＥ抗体産出 細菌感染
ＩＦＮ－γ（ＩｇＥ抗体の産出を抑制する） 菌体成分
ＴＮＦ－β
ＴＮＦ－γ

ＴＮＦ－α 遺伝子損傷
ＴＬＲ8 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

ＴＬＲ9 ＡＰＣ (肝臓癌)
ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor） VHL遺伝子(腎臓癌、腎臓肉腫)
マクロファージ ＢＲCA1(乳腺乳房、卵巣癌)

マクロファージの比率が増加 組織修復

大型紡錘体小体(に共鳴する下記のコード)　－１／３



癌とアレルゲン

中枢神経病変 ガリウムの異常集積
先天性免疫反応 異常集積ガリウムを修正解消排除
(言霊不詳コード) 泌尿器系を解毒
眼サルコイドーシス アンジオテンシン変換酵素　（ＡＣＥ）
硝子体混濁 アンジオテンシン
肉芽腫性前部ぶどう膜炎 アンジオテンシン　Ⅰ
慢性ブドウ膜炎 アンジオテンシン　Ⅱ
豚脂様角膜後面沈着物 ＣＤ８陽性のリンパ球
鼻粘膜病変 ＣＤ４
腸管腔 ＣＤ103
腸上皮 ＣＤ２５
上皮障害 ＣＤ４０　リガンド
血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔） 炎症性細胞浸潤
肉芽腫 ω-３脂肪酸不足
黒色人種 オキサロ酢酸
コクシジオイデス症 亜鉛インポーターＺｉｐ６/Liv1）
腫瘤型（急性） 亜鉛トランスポーターファミリー
腫瘤型（亜急性） リポ蛋白

髄膜炎 αフォドリン　（タンパク質）

アレルギー性炎症 2型インターフェロン　（Ｔｙｐｅ-ＩＩ ＩＦＮ）
ミオパチー　395 病巣感染（カルチノイド）
ミオパチー　399
慢性ミオパチーミオパチー型（慢性）

大型紡錘体小体(に共鳴する下記のコード)－２／３

疾　患　症　状



癌とアレルゲン

菌血症 サイトメガロウイルス
細菌感染 コクサッキーウイルス
緑膿菌65 ワクチニアウイルス
緑膿菌66 手足口病
緑膿菌67 コクサッキーＡ群16型ウイルス(手足口病)
シアノバクテリア コクサッキー10型ウイルス(手足口病)
プロピオニバクテリウム菌 インフルエンザ菌
シュードモナス(グラム陰性菌) ヘリコバクターピロリ菌
グラム陰性菌 カタリス菌
サルモネラ菌 アクネ菌
リステリア(グラム陽性桿菌) Ｌ型アクネ菌
肺炎桿菌 ゲルトネル菌
連鎖球菌・ブドウ球菌毒素 トキソプラズマ
ポリオ毒素 テタヌス毒素
免疫不全症候群
リンパ性白血病
リンパ性白血病ウイルス
ヒトパピローマウイルス
エプスタインバーウイルス

寄　　生　　虫

大型紡錘体小体(に共鳴する下記のコード)－３／３



ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ 癌とアレルゲン   大型紡錘体小体  



大型紡錘体小体の画像は、Ｙａｈｏｏ!検索より 



ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ  ヘルパーＴ細胞 
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ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ ＮＫ細胞と抗原提示細胞 
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IBDにおけるサイトカインネットワークの複雑性 
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抗原提示細胞(血液脳関門の関わり) 
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抗原の提示機構 
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ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ Ｔｈ細胞と抗原提示細胞 
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癌等アレルゲン

抗原提示細胞(タンパク抗原の取り込み) ＴＬＲ6 ＩＬ-22
ＭＨＣクラスＩＩ分子 ＴＬＲ7 ＩＬ-23
Ｚｎｔファミリー（exporter） ＴＬＲ8 ＩＬ-27
ＺＩＰファミリー（importer) ＴＬＲ9
ＴＮＦ－β ＴＬＲ2
ＴＮＦ－γ ＴＬＲ4
ＴＮＦ－α ＴＬＲ1
ＴＬＲ ＴＬＲ３
ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor） ＩＬ-4
Ｔｈ17 ＩＬ-5
ケモカイン ＩＬ-6

CCケモカイン(78801CCL1～78828CCL28迄の内25) ＩＬ-3 異　常　構　造　物
CCケモカイン　CCL-6 ＩＬ-2 ピック球
CCケモカイン　CCL-7 ＩＬ-１ ＴＤＰ－４３
CCケモカイン　CCL-8 ＩＬ-7
CXCケモカイン(78941CXCL1～78857CXCL17迄) ＩＬ-8
Cケモカイン(78901XCL178091、78902XCL2) ＩＬ-10
CX３C ＩＬ-12
CX３CＬ１ ＩＬ-13

ヨーグルト ＩＬ-17A 遺　伝　子　損　傷
炎症性サイトカイン ＩＬ-17F VHL遺伝子(腎臓癌、腎臓肉腫)
未熟樹状細胞　（ｉＤＣ） ＩＬ-18 BRCA1(乳腺乳房、卵巣癌)

異　物　型　巨　細　胞

異物型巨細胞(に共鳴するコード下記の通り)－１／２



癌等アレルゲン

アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露 筋肉痛 PGE2(プロスタグランジンE2アラキドン酸から生成)

エンドトキシンショック 炎症性サイトカイン プロピオニバクテリウム菌
パープルトウ症候群 腎障害 シュードモナス(グラム陰性菌)
むずむず脚症候群 尿細管間質性腎炎 グラム陰性菌
進行性肺サルコイドーシス 腎石灰化症 サルモネラ菌
ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP） 腎血管炎 連鎖球菌・ブドウ球菌毒素
ニューモシステス・イロヴェチ75（Pneumocystis jirovecii） ミクロアンギオパチー(糖尿病性) セラチア(腸内菌)
ニューモシステス・イロヴェチ76（Pneumocystis jirovecii） ミクロアンギオパチー(微少血管炎) セラチア・マルセッセンス
ニューモシステス・イロヴェチ77（Pneumocystis jirovecii） 炎症性リウマチ コクシジオイデス症
慢性呼吸不全 神経因性疼痛 個体の活性レベル
肺胞マクロファージ リウマチ性痛風 先天性免疫反応

単球・マクロファージ トロボニン 免疫抑制剤耐性

ＣＤ４/ＣＤ８比も低下 トロンボクサンＢ２ インターフェロン-α（ＩＦＮ－α２ａ）
肺の両側肺門リンパ節腫脹 肝病変 1型インターフェロン　（ＩＦＮ－αとＩＦＮ－β）
気道上皮細胞 嚢胞様黄斑浮腫 locus coeruleus-noradrenalin system(青斑核/ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ分泌)
プロピオニバクテリウム菌 ＲｂＡｐ　（タンパク質） スフィンゴ糖脂質　（α-ガラクトシルセラミド:α-ＧａｌＣｅｒ）
肉芽腫 ウイルスの蛋白 リポポリサッカライド（リポ多糖ＬＰＳ内毒素（エンドトキシン））
サルコイド肉芽腫 ポリオ毒素 エンドトキシン(内毒素)
類上皮非乾酪性肉芽腫 ＲＳウイルス　090 ピック病

全身性の肉芽腫性疾患 ＲＳウイルス　101 認知症

強固な肉芽腫 ＲＳウイルス感染症　（細気管支炎） 前頭側頭葉変性症
症候性 ＲＳウイルスの融合蛋白 ヒトパピローマウイルス
無症候性サルコイドーシス ＲＳウイルスのＦ蛋白 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
クモ状血管腫 Ｇ蛋白質共役受容体 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
巨細肪性動脈炎 アラキドン酸 ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
結節性多発動脈炎 細菌感染 ヒトパピローマウイルスの蛋白質
サルコイドーシスの静脈周囲炎 緑膿菌65 エプスタインバール・ウイルス　（ＨＨＶ－４）
モンドール病(血栓性静脈炎) 緑膿菌66 サイトメガロウイルス
血栓性静脈炎 緑膿菌67 サイトメガロウイルス　（ＨＨＶ－５）
血管壁 菌血症
筋サルコイドーシス シアノバクテリア

アレルゲンと疾患症状

異物型巨細胞(に共鳴するコード下記の通り)－２／２



ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ  異 物 型 巨 細 胞 
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ラングハンス型巨細胞 遺伝子損傷
肥満細胞 ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

類上皮細胞 ＣＥＡ (大腸癌)
ＩＬ－10 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)
ＩＬ－12 Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)
ＩＬ－13 ＡＰＣ (肝臓癌)
Ｔｒ１ ＣＫ-１９ (膵臓癌)
ＴＧＦ-β アポＥ５ (アルツハイマー型痴呆症)
ＴＳＬＰ ＥＧＦＲ (胃癌)
制御性Ｔ細胞 リンチ症候群 (大腸)
ヘルパーＴ追放 Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)
ＦＯＸＰ３ ＣＯＸ-４ (肺癌)
ＣＸ３ＣＲ Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)
GM-CSF Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)
アレルギー体質 ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)
アレルギー体質の改善 ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)
ラングハンス型巨細胞の排除排泄 ｄｓＲＮＡ
ウイルス蛋白排除排泄 ssＲＮＡ
ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質の排除排泄 二本鎖ＲＮＡ
ヒトパピローマウイルスの蛋白質の排除排泄 ＣpＧＤＮＡ

シナジス（Ｓｙｎａｇｉｓ:Palivizumad:パリビズマブ）（遺伝子組換え薬）

(RSウイルスに抵抗力を発揮する抗体を体に入れてやる)

(効果は約１か月抗体がなくなれば、当然RSウイルスに対する抵抗力もなくなります)

ラングハンス巨細胞(に共鳴するコード下記の通り)－１／３

ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１たんぱく質ウイルス
様粒子の排除排泄

ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１たんぱく質ウイルス
様粒子の排除排泄



アレルゲン 寄生虫
アレルゲン 病巣感染
アレルゲンの排除排泄 癩菌
スーパー抗原（ＳＥＢ） トキソプラズマ
炎症性細胞浸潤 クリプトコッカス
アラキドン酸 クリプトコッカス症
ＰＧＥ2 Ｌ型アクネ菌　70
ＬＣ－ＮＡ system マアクネ菌　75（Propionibacterium acnes）
ノルアドレナリン作動性ニューロン カリニ原虫
ω-6脂肪酸　（リノール酸） グラム陰性エンドトキシン　（ＬＰＳ）
ω-3脂肪酸　（α-リノレン酸） エンドトキシン
ω-3脂肪酸不足 細菌感染
ＰＴＳ１(Peroxisomal targeting signal１) レジオネラ
ＰＴＳ２(Peroxisomal targeting signal２) レジオネラ・ニューモフイラ
(新)ＰＴＳ３(Peroxisomal targeting signal３) αプロテオバクテリウム
ＰＴＳ１タンパク質 ゲルトネル菌
ＰＴＳ２タンパク質 ステノトロフオモナラ
(新)ＰＴＳ３タンパク質 髄膜炎菌
RbAp(蛋白質) lopus　pernio
Pex１３p mutant(ペルオキシソーム生物発生説障害) 緑色硫黄細菌

catalase PTS 緑色非硫黄細菌

先天性免疫反応 Wolbachid

エンドトキシン ヘリコバクター

ＭＨＣクラスＩＩ分子 ヘリコバクターピロリ
非ヒストン核タンパク インフルエンザ菌
ＬＰＳ　（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ） ミラビリス変形菌
アスペルギローマ(アスペルギルス症・肺) 淋病
ピルビン酸カルボキシラーゼ ポリオ毒素
ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症 コクシジオイデス症
オキサロ酢酸 ヒトパピローマウイルス
ヘテロダイマー ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
ＣＤ４０(リン酸化タンパク) ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
増殖因子 病原体の菌体外プロテアーゼ
食餌抗原 病原体の菌体外プロテアーゼ排除排泄消去
活性酸素 ヘルペスウイルス（ＨＨＶ-1、2、3、6、7）
ウイルス蛋白排除排泄 ロゼオロウイルス
ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１たんぱく質ウイルス様粒子
ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１たんぱく質ウイルス様粒子
ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質

ラングハンス巨細胞(に共鳴するコード下記の通り)－２／３



肉芽腫 骨サルコイドーシス
心サルコイドーシス 骨炎症病変
重症心不全 骨の痛み
高度房室ブロック 嚢胞性骨病変
心室頻拍 慢性高カルシウム血症
心室中隔基部の菲薄化 ビタミンＤー1α水酸化酵素
重症心室不整脈 皮膚サルコイドーシス
致命的不整脈 皮膚サルコイド
左室収縮不全 表皮
ポンプ失調 表皮性のう胞
局所壁異常運動 皮膚の皮下型
心筋病変 皮膚の局面型
完全房室ブロック びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）

呼吸器症状 皮膚の結節型
神経サルコイドーシス 皮膚粘膜症状
末梢性ニューロパチー 渗出斑
炎症性ミオパチー 瘢痕浸潤
眼病変 皮膚ケラチノサイト
眼内炎症病変 魚鱗癬
眼内炎症疾患 角化異常
前部ぶどう膜炎 皮下脂肪組織中
白斑　（目） 多発性結節性低吸収域(移動性皮下腫瘤)
黄斑上膜 脾病変
黄斑部出血 腎障害
隅角結節 糸球体腎炎
虹彩結節 肉芽腫性間質性腎炎
周辺部虹彩前癒着 肉芽腫性血管炎
vogt-小柳-原田病 血管周囲
急性網膜壊死 リンパ球浸潤
網脈絡膜広範囲萎縮 リンパ球比率の上昇
脈絡膜炎 リンパ球比率が低下
竹の節状の網膜静脈周囲炎 腸間膜リンパ節
網膜周囲血管炎 ブデロビブリオ
網膜血管炎 ペプチドグリカン
網脈絡膜渗出斑および結節
シェーグレン症候群　（Sjögren syndrome）

ラングハンス巨細胞(に共鳴するコード下記の通り)－３／３
　　　　　　　　　　　　　　　　　疾　　　患　　　状　　　況



 
ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ  ラングハンス巨細胞 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Granulation_tissue_containg_a_poorly_formed_granuloma_with_a_Langhan's_giant_cell.jpg


生命体の自然治癒力を高める「高次元/多次元のエネルギー循環領域システム」 エネルギー医学＜Vibrational　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ＞ 
2014年2月24日　アセンション最高次元、ＸＸⅦ（27）へ達成

      原初2004/4/13 改編2011/10/28　フタカミエネルギー研究会　川形　壽隆

１３層迄と１４層の意識（後半）は他の民間治療家の概念に基きました。(三次元モデル) １４層から川形モデル、多次元経絡意識波動プログラムです。 ホルモン

対応する骨 対応する神経 　　対応する腺 個人的体験 発達 時間支配能力 空間移動能力 マイナス感情

表層 現在 知識・智恵 ±一週間 ↓　ストレス　↓ 糖 ソマチット準結晶 ウイルス 金属毒素

１層 大脳皮質 側脳室 高校 情動 ±一　年 苛立ち 脂肪 ①原始相 真菌 準結晶

２層 　　頭骸骨 大脳辺縁系 視床・松果体 小学高学年～ 運動・行動 ±三　年 地域レベル 妄想 蛋白質 ②胞子 準結晶

３層 陰 脳　　　幹 視床下部・下垂体 　　　　　　～中学 意欲 抑鬱 アミノ酸 ③二重胞子
４層 陽 　　頚　椎 頚椎神経 甲状腺 ４歳～小学低・中 ±十　年 自分の行動 やきもち 細胞
５層 胸椎･肋骨 胸椎神経 胸腺・心臓 ０歳～３歳 同情・思いやり ±三十年 　　　速度up 懐疑心・不信 筋肉
６層 　　腰　椎 腰椎神経 腹腔神経(脾臓) お腹の中･祖父母 肉体維持 ±百　年 心配 ↓ 骨
７層 仙椎･骨盤 仙椎神経 性腺・副腎 ご先祖・染色体 運命を自分で ±三百年 国内レベル 恐怖 ラ 神経

変えられる事 怒り イ エネルギー

に気付く 絶望 ト 意識
８層 陽 　　尾　椎 尾骨神経 回転(下肢) 民族(国家) 自己実現 ±千　年 大陸レベル ↓ﾏｸﾞﾈﾃｨｯｸ･ ボ 感情
９層 人類 使命・天命 ±30万年 地球レベル 　　　ﾋｰﾘﾝｸﾞ デ 質量

：（初期） （大陸間ﾚﾍﾞﾙ） 　物質的身体 ィ 素粒子
10層 地球 ：（中期） ±十億年 地球~月間ﾚﾍﾞﾙ 　1層から１３層迄 の DNA・水
11層 太陽系 ▼(末期) ±30億年 惑星間レベル 　　経絡系 レ 体液・血液

12層 銀河系 意識(前半) ±百億年 銀河間レベル ↑ ベ 脳/(半導体)

13層　　　　　　　　　　　　　　　　 　以上13層までは、三次元モデルと呼称します。 宇宙 意識(中盤) ±３００億年 宇宙レベル ↑  　　　　　  ↑ ル プラズマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14層より「気」に共鳴する､川形モデルの､四次元から二十七次元迄の多次元経絡意識波動プログラムです。 の 光・気・生命

14層 第１･９胸椎､黄 トロボニン､血液循環 鉄･赤血球･赤色骨髄･トロンボクサン (他の説時空間・無∞） 　｛意識(後半)｝ 四次元､気 　　BC-008 ↓ 昇 0 13チャクラ ソマチットアモロファス ウイルス 金属毒素

15層 足関節 排泄分泌･体毛 忍耐寛容、慈に近い優しさ､情熱 五次元､気    BC-009 　肉　体 順 点 経絡 ④バクテリア 真菌 アモロファス

16層 ﾋﾞﾀﾐﾝA､皮膚 茶､知覚神経 気品･自愛､平常心･ﾊﾞﾗﾝｽ感覚 六次元､気    BC-007 ↑経絡系 ↓ 生体 ⑤二重バクテリア アモロファ ス

17層 　　ドバミン アセチルコリン 尊厳､信頼､ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ､責任感 ﾌｫﾄﾝ Something Great 七次元､気    EC-088 ↓肉体/ｴｰﾃﾙ体 1 磁気・磁場

18層 第3頚椎 緑､迷走神経 陰イオン､肯定的､リラックス 同上 イヤシロチ 八次元､気    EC-077 接触面 2 電磁場

19層 　　ﾋﾞﾀﾐﾝE 人を纏める能力 　信念､理想､勇気ｼｮｯｸ､決断力 　　　　同上 　　イヤシロチ　 九次元､気 　　EC-099 ↑　経絡系 2 電界・電荷

20層 ﾋﾞﾀﾐﾝC､亜鉛 ｾﾚﾝ・神経衰弱 深い信頼､克己心､不信､偏見 　　　　同上 　　イヤシロチ 十次元､気 　　ET-851 　　　　↓ 3 1 電解液 ソマチット葉状体 ウイルス 金属毒素

21層 脊髄神経･松果体 脳下垂体､F682　　　赤色骨髄､脳性麻痺､気力 　　　　同上 　　イヤシロチ   十一次元､気 　　ET-953 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 3 線 電解質 真菌 葉状体

22層 子宮､伏在神経 胸椎神経､D386 　　　　　　珪素、金 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十二次元､気 　　ET-663 　　　　↑ 3 表面・内部 葉状体

23層 　頚・紫外線 　　頚椎神経 　　　　　白金、紫、青 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十三次元､気 　　ET-571 　　　　↑ 4 2 活動電位 ソマチット結晶 ウイルス 金属毒素

24層 脳､脊髄組織 　　正中神経 　赤、炭素、セリン、リチウム 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十四次元､気 　　ET-431 　ｴｰﾃﾙ体･ﾁｬｸﾗ 4 面 システム ⑥⑦⑧⑨⑩ 真菌 結晶

25層 骨､橈骨神経 反回・末梢神経 ゲルマニウム､創造性豊かな 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十五次元､気 　　ET-786 　　　　↑ 4 熱雑音 結晶

26層 肺経、肺、緑 松果体､脊髄神経 　F682､白金、鼻,皮膚,気管 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十六次元､気 　　AT-672 　　　　↓ 5 3 雑音温度 ソマチットコロイド ウイルス 金属毒素

27層 　肝経、目 視神経､知覚神経 体液血液､ﾘﾝﾊﾟ液､白血病､粘膜液系 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十七次元､気 　　AT-486 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 5 空 生体電流 ⑪破裂 真菌 コロイド

28層 口歯舌､味覚 胆経胃経､大小腸経 脾経ｵﾚﾝｼﾞ､亜鉛炭素男性ﾎﾙﾓﾝ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十八次元､気 　　AT-558 　　　　↓ 5 間 直流・交流 コロイド

29層 心臓､血管器 神経心臓､心筋 筋肉組織､血液循環､ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､覇気 　　　　同上 　　イヤシロチ 　十九次元､気 　　AT-335 　　　　↓ 6 4 未来世 ソマチットゲル ウイルス 金属毒素

30層 甲･副甲状腺 心包･肝経､粘液系 ﾄﾞバﾐﾝ大脳皮質海馬､有能､ｽﾄﾚｽ 　　　　同上 　　イヤシロチ 　二十次元､気 　　AT-658 　　　　↓ 6 時 今　世 ⑫⑬⑭⑮⑯ 真菌 ゲル

31層 膵臓組織､血糖 糖尿病､膀胱経 視力､血液､血圧､赤血球､肯定的 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十一次元､気 　　AT-217 ｱｽﾄﾗﾙ体･ﾁｬｸﾗ 6 空 過去世 ゲル

32層 睾丸､卵巣子宮 三焦経､迷走神経 陰茎､胸乳房､白血球､ﾘﾝﾊﾞ球 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十二次元､気 　　AT-731 　　　　↑ 6 間 同体転生

33層 　経絡・督脈 攅竹､晴明、07787 　胸骨柄・横隔膜（腰椎部）､有能 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十三次元､気 　　KT-893 　　　　↓ 7 5 α チャクラ ソマチットグリット ウイルス 金属毒素

34層 督脈･腎組織 中印､幽門､不溶 卵巣ﾎﾙﾓﾝ､胸部神経叢呼吸中枢 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十四次元､気 　　KT-024 　ﾒﾝﾀﾙ体･ﾁｬｸﾗ 8 ω チャクラ 真菌 グリット

35層 　経絡･任脈 風府､あもん､天柱 肩ぐう､期門､日月､章門､大椎､肩井 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十五次元､気 　　KN-952 　　　　↑ 8 霊魂 グリット

36層 無限大＝∞ 遠赤外線､プラズマ､半導体､質量､素粒子､DNA/RNA､万能細胞 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十六次元､気 　　　８８-888　　コーザル体ﾁｬｸﾗ 9 10 11 地球(中心)

37層 自然治癒力 魂､中心太陽､地球､地球の中心､グランディング､神､霊 　　　　同上 　　イヤシロチ 二十七次元､気 　　　KC-099 ケーシ体チャクラ 12 Ⅵ 太陽(中心) ソマチット環状鎖 ウイルス 金属毒素

前頭葉イオン 同体転生､神聖の注入､遺伝子前駆物質､宇宙ソマチットグリット Ⅶ次元　～　ＸＸⅣ次元 宇宙 古代ソマチット 真菌 環状鎖

発生機能部位 α チャクラ(光の言語)､ωチャクラ､ゼロ磁場、フエニックス銀河(サルーサ)、ペガサス銀河(サルサ)

リバース 天皇陛下明仁殿下、美智子妃、皇太子徳仁親王、雅子妃、愛子内親王　 古代 超古代ソマチット 環状鎖

電子インパルス 超古代 古代ソマチットグリット

観音様　仏様　キリスト　モーゼ  ムハンマド 宇宙ソマチット

38層 宇宙意識生命体 天照日之大神、天照月之大神、造化氣萬男之大神、天之御中主之大神、天地の五行神　フォトン　イヤシロチ 最高次元､気　CH-999　コアード体ﾁｬｸﾗ ＸＸⅦ次元 宇宙ソマチットグリット

天豊医師主尊 天照皇大神 建速須佐乃男神 天之常立之大神 国之常立之大神 国之常姫之大神　伊邪那岐神 伊邪那美神 護法守天空神 千丈坊萬天空神

次元上昇 ２０１２年１２月２３日地球は護られて､Ⅴ次元へ次元上昇しました。　　更に２０１４年１月１日地球はⅥ次元へ次元上昇しております。
２０１４年３月２４日Ⅲ次元が新Ⅲ次元へ移行、多次元最高次元ＸＸⅦ(27)次元達成・完結プログラムとして表示しました。
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 「言霊と数霊の暗号解読」コード項目別集計表　　　2015年2月20日現在

大分類名 中分類名 大分類名 中分類名 大分類名 中分類名 大分類名 中分類名

遺伝子 遺伝子 541 1,080 上肢 腕神経 37 高次脳機能 その他 243 泌尿器 膀胱と尿道 248
遺伝子 染 色 体 211 上肢 腋窩動脈 24 筋　　肉 130 ホルモン 215
遺伝子 ヒトゲノム 77 上肢 上腕と肩甲骨 17 細胞 ミトコンドリア 63 591 血管 奇静脈系 41 320
遺伝子 ＤＮＡ修復 251 心臓 心　臓 365 446 細胞 細胞 528 血管 血管と筋裂孔 14
遺伝子 ｉＰＳ細胞 123 心臓 心臓を養う血管 47 リンパ リンパ 441 441 血管 下大静脈系 28
遺伝子 STAP細胞 69 心臓 心拍動リズム 34 頭頚部 頭頚部 51 422 血管 下腸間膜動脈 8
ｉＰＳ-Ⅱ 293 女性 月経のメカニズム 22 627 頭頚部 頭と首 64 血管 直腸の動脈 9
下肢 足の関節 65 581 女性 女性生殖器 472 頭頚部 頭頚の動静脈 66 血管 内陰部動脈 24
下肢 下肢の血管 59 女性 乳　房 40 頭頚部 のどの痛み 23 血管 内腸骨動脈 24
下肢 下肢の神経 51 女性 妊娠の成立 71 頭頚部 咽頭と喉頭 40 血管 鼠径部の皮静脈 9
下肢 下肢の脊髄神経 128 女性 胎児期の血管 22 頭頚部 頭蓋と頭血管 178 血管 副腎の動脈 4
下肢 下肢の骨と筋肉 113 疾　　患 323 素粒子 素粒子 10 206 血管 腹大動脈 8
下肢 股と膝の関節 78 素粒子 アミノ酸・Vita 58 血管 門　脈 18
下肢 下肢の動脈・静脈 87 素粒子 元　素 138 血管 門脈と体循環 14
関節 肘と手の関節 112 547 脳 間脳 483 2,522 神 798 血管 血管・血圧 16
関節 骨　盤 303 脳 小脳 188 神　経 387 血管 血液 103
関節 骨と関節 101 脳 大脳基底核 233 感情 感情 Ⅰ 147 648 食品 遺伝子組換食品 30 275
関節 関節疾患 31 脳 大脳皮質 384 感情 感情 Ⅱ 204 食品 食　品 245
五感 口腔と歯 121 564 脳 脳 75 感情 感情 Ⅲ 130 ライトボディ 171
五感 歯 50 脳 脳下垂体 207 感情 胎児の感情 141 人格 人　格 157 582
五感 鼻 66 脳 脳と脊髄 41 感情 波動測定器 26 人格 ケルト神話 106
五感 耳 109 脳 脳と脊髄の血管 195 進化の三組み 87 人格 人　物 123
五感 眼 218 脳 延　　髄 355 経　絡 180 人格 ココロ 196
呼吸器 呼吸器系 416 615 脳 髄膜と脳脊髄液 94 経　絡　図 414 タオ （道） 56
呼吸器 呼吸に関する筋肉 36 脳 橋 267 体液 グロビン 59 90 霊 454
呼吸器 肺と肺部 128 微生物 ウイルス 215 956 体液 血液とリンパ 31 数　霊 90
呼吸器 肺胞とガス交換 35 微生物 グラム陰性菌 25 カルチノイド 157 エネルギー 12
消化器 胃と十二指腸 86 312 微生物 細　菌 107 サルコイドーシス 591 免　疫 28
消化器 消化と吸収 68 微生物 乳酸菌 15 グリット 311 地球(テラ) 288
消化器 食　道 58 微生物 ヘルペス 92 抗  体 242 動静脈 主血管、他の全血管 565
消化器 小腸大腸肛門 100 微生物 ヘルペスⅡ 92 肝　臓 263 八　重 八　重 63 1,092
上肢 上肢の血管 69 551 微生物 真　菌 328 臓腑 膵臓１ 53 320 八　重 Ｔｒｅｅ 52
上肢 上肢の脊髄神経 79 微生物 微生物 38 臓腑 膵臓２ 胆嚢１ 64 八　重 イ・チャイルド 68
上肢 肩関節 41 微生物 手足口病 44 臓腑 膵臓３ 肝臓１ 48 八　重 シータヒーリング 909
上肢 上肢の神経 54 高次脳機能 人格障害 479 1,527 臓腑 胆嚢２ 120 反　物　質 19
上肢 上肢の骨と筋肉 96 高次脳機能 大脳基底核(高) 194 臓腑 胆嚢と膵臓 35 遺伝子鑑定 123
上肢 上肢屈側の静脈 20 高次脳機能 血液脳関門 325 腎臓 322 多次元 22
上肢 上肢屈側の動脈 36 高次脳機能 尾状核 31 脊　　髄 545 住生活品 267
上肢 胸大動脈 38 高次脳機能 扁桃体 103 男性 男性生殖器 329 アセンション 101
上肢 鎖骨下動脈 14 高次脳機能 洗　脳 45 毒素波動 239 未分類 304
上肢 内胸動脈 12 高次脳機能 カルチノイド(高) 35 脾　臓 601
上肢 肋間動脈 14 高次脳機能 自律神経障害 72 皮膚と毛髪 264

データ数 データ数 データ数 データ数

計 24,946



　氏　　名 様 　　　年　　月　　日　エネルギー医学＜Ｖｉｂｒａｔｉｏｎａｌ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ ＞療法

人は百二十歳まで生きることは可能か？ フタカミエネルギー研究会

　可能であると、エネルギー医学療法 　カルチノイド症候群/サルコイド-シス
　から測定できます。 能力 創造主 能力

  教育  貢献 リーダー 　　疾患として測定された下記症状を
◎痴呆症、認知症の健康相談   神との シップ 　　アレルギー疾患とがん細胞発生を予防
　悩み解決相談を承ります。 コミュニケーション 「進行性痴呆､アルツハイマー型痴呆症､認知症」
　相談窓口　☎　０１２０－４９８０３－０ 育児 をプラスに修正するエネルギー波動で､脳組織､中枢
　長寿　健康コンサルタント　川形壽隆 伝承 　神経を修正､健康回復プログラムとして活用します

　お試し測定予約受付中　 結婚 人間力 　　　　　プラズマエネルギー波動測定法
http://www.f-hado.com/energy/mail.html 恋愛 成功 お金 　　　　　　(多次元経絡意識波動プログラム)

仕事

人間関係 天職 ◎カルチノイド症候群＜食餌抗原により肝臓
職場 　で産生されたトランス脂肪酸から発生する

姿勢 　　有害細胞/褐色細胞腫の修正と解消
癌気質/体質 ◎アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露のサルコイドー

疥癬、癜風気質/体質 オーラ 自分観 ※異物型巨細胞<全身性の肉芽腫性疾患>
梅毒気質/体質 仮面 ※大型紡錘体小体<腫瘤型(急性/亜急性)>
淋病気質/体質 本音 ※ラングハンス巨細胞と上記※の修正と解消

    自分との 神経･心・骨・皮膚サルコイドーシス､血管・目・鼻粘膜・
コミュニケーション 魂磨き 腎・脾病変発症させ、染色体､遺伝子・二本鎖dsRNA

一本鎖ssRNA等の損傷に係ると測定された上記※

ブロンズ・チルドレン 感情 三位一体 長寿　健康コンサルタント
　　　　Healer　川形壽隆 免疫

ゴールド・チルドレン 〒937-0806　　富山県
レインボー・チルドレン 体幹 　魚津市友道1189番地 酸性度
ライトボディ ☎ 0765-24-0326 血小板

骨格矯正 Fax 0765-24-0412 超短波
経絡 E-mail リンパ球

身体感覚 2059futakami@f-hado.com 放射線毒素
放射能

病気 先天性家族性疾患 レントゲン焼
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カルチノイド症候群 染色体
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認知症(Ａ型､Ｂ型)
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　　ＵＩＢ波動測定リスト
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 55表層粘液細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 54腺頸部の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 56胃腺の主細胞（ペプシノーゲンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 57胃腺の塩酸分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 58胃腺の副細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 59内分泌細胞（ガストリンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 129耳道腺細胞（耳垢を分泌)
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 耳垢
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 160角膜上皮の幹細胞（角膜縁に存在、幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 165瞳孔括約筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 161角膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 162角膜の内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 163毛様体色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 164無色素毛様体上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 166瞳孔散大筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 167虹彩色素上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 168杆状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 169青感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 170緑感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 171赤感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 173レンズ上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 クリスタリン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 174レンズ線維細胞（クリスタリン含有細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 172網膜色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 82肝細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 81ヘリング管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 83胆管上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 84脂肪摂取細胞（伊東細胞、ビタミンＡの貯蔵）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 85クッパー細胞（マクロファージの1種）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 86洞様毛細血管（肝臓の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）175結膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）179マイボーム脂腺細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）178モル腺細胞（特殊化した汗腺）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）177涙腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）176涙腺細胞（涙を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 31内分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 30線毛上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 29杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 28上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胸腺 225胸腺上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 18毛母細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 19毛髄質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 20毛皮質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 21毛小皮（キューティクル）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 22根鞘小皮（クチクラ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 23ハックスルー層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 24ヘンレ層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 25外根鞘



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 181赤芽球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 180造血幹細胞（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 182骨髄球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 183巨核球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 184赤血球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 195Ｂリンパ球（ＩｇＡ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 196Ｂリンパ球（ＩｇＥ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 197肥満細胞（マスト細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 198樹状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 199マクロファージ（大食細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 200組織球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 185好中球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 186好酸球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 187好塩基球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 188血小板
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 189単球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 201形質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 190ヘルパーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 191サプレッサーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 192キラーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 193Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 194Ｂリンパ球（ＩｇＧ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 骨髄の幹細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 202血管芽細胞（胎生期）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 203有窓性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 204連続性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 205毛細血管の周細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 206頸動脈小体
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 207糸球細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 208Ⅱ型細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腱 220腱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 35上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 36重層扁平上皮(粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 37唾液腺の粘液細胞（多糖類に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 38唾液腺の漿液細胞（糖タンパク酵素に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 39唾液腺の介在部導管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 40唾液腺の線状部導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 41唾液腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 264甲状腺ホルモン（チロキシン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 265カルシトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 79上皮の基底細胞（（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 80重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 218白筋（速筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 219中間筋の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 217赤筋（遅筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 216衛星細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 130外胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 131内胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ子宮 114子宮内膜の上皮細胞



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 259エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 258バソブレシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 257オキシトシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 49Ⅰ型味蕾細胞（支持細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 48味蕾の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 47フォンエブナー腺細胞（味蕾を洗う唾液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 46重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 45上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 50Ⅱ型味蕾細胞（機能不明）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 51Ⅲ型味蕾細胞（味覚）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）69腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）71杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）74ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）72パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）70吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）60腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）61吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）　　 　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）62杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）63パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）リゾチーム
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）64ブルンナー腺細胞（粘液と酵素を含むアルカリ性液を分泌）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）65セロトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）66ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）ボンベシン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）67セクレチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セクレチン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）コレシストキニン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）68コレシストキニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 副甲状腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 266副甲状腺ホルモン（パラトルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 パラトルモン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 267好酸性細胞（機能不詳）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 52上皮の基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 53重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 222心筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 223結節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 224特殊心筋細胞（プルキンエ線維）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 103メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 98遠位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 99ヘンレのわなの上皮細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 100集合管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 101腎小体のボウマン嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 102糸球体たこ足細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 97近位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 96糸球体外メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 95緻密斑細胞（エリスロポエチン分泌に関与？）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 94傍糸球体細胞［レニン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 88腺房中心細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 89腺房細胞（消化酵素を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 90ソマトスタチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 91インスリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 92グルカゴン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 93導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 120精子
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 118精祖細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 119精母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 121セルトリ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 122ライディヒ細胞［テストステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 テストステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 123精巣輸出管の線毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 124精巣上体管の上皮細胞（不動毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣網 125精巣網上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 127精嚢の細胞（精子の泳ぎのエネルギー源であるフルクトースを含む・・）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 フルクトース
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ前立腺 128前立腺細胞（精液の他の成分を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 268白色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 269褐色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 270線維芽細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 271関節腔の滑膜細胞（関節腔の内面をおおう細胞おもに・・）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 272腹膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 273胸膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 274心膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 76吸収上皮細胞　　　　　　　　　　　　　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 75腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 77杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胆嚢 87胆嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 115上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 116重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 117バルトリン腺細胞（膣の潤滑液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 バルトリン腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）234プルキンエ細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）プルキンエ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）231錐体細胞（脳、神経）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）232ベッツ巨大錐体細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）233顆粒細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）229神経幹細胞（幹細胞？）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）230上衣細胞（脳室の内面をおおう幹細胞との考えもある）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）235星状グリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）238前角細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）237ミクログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）239索細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）240内細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）236オリゴデンドログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）241脈絡叢細胞（脳脊髄液を分泌）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 16爪床の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 17爪の角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 134内リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 132外リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 135内リンパ嚢の微絨毛をもつ円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 133外リンパ腔の星状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 136内リンパ嚢の微絨毛をもたない円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 137内リンパ腔をおおう"暗"細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 138内リンパ腔をおおう前庭膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 139内リンパ腔をおおう血管条基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 140内リンバ腔をおおう血管条表在細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 141内リンパ腔をおおうクラウディウス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 142内リンパ腔をおおうベッチャー細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 143らせん器の歯間細胞（有毛細胞をおおうふた状の"膜"を分泌)

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 148らせん器の内指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 147らせん器の外注細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 146らせん器の内柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 145らせん器の外有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 144らせん器の内有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 149らせん器の外指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 150らせん器の辺縁細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 151らせん器のヘンゼン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 152内耳の前庭のⅠ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 153内耳の前庭のⅡ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 155前庭の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 154前庭の半月平面細胞（プロテオグリカンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 プロテオグリカン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 212軟骨膜の細胞（軟骨の幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 213ガラス軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 214線維軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 215弾性軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 27乳腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 26乳腺細胞（乳汁を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 106重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 105上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 107尿道腺細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体後葉256後葉細胞　（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉249濾胞（卵胞）刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉248成長ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉250黄体形成ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉251プロラクチン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉253甲状腺刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉252副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉254脳下垂体中葉細胞（メラノサイト刺激ホルモンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉255エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 42エナメル芽細胞（歯のエナメル質を分泌、歯形成時のみ）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 43セメント芽細胞（歯根のセメント質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 44象牙芽細胞（歯の象牙質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 32Ⅰ型肺胞細胞（肺の気室内面をおおう）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 33Ⅱ型肺胞細胞（界面活性剤を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 34クララ細胞（幹細胞であるらしい）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 156嗅上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 157嗅細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 158嗅上皮の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 159ボーマン腺細胞（嗅上皮を洗う液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脾臓 226杆状細胞（脾洞の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 1表皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 2角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 3エクリン汗腺細胞（汗を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 4アポクリン汗腺細胞（発香性物質を分泌、性ホルモン感受性）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 5汗腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 6汗腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 7皮脂腺細胞（脂質に富む皮脂を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 8メルケン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 9ランゲルハンス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 10メラニン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 11触覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 12温度覚用に特殊化した低温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 13温度覚用に特殊化した高温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 14痛覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 15圧覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 260アドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 263グルココルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 262ミネラルコルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 261ノルアドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ平滑筋 221平滑筋細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膀胱 104移行上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 210骨細胞・骨芽細胞（造骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 211破骨細胞（溶骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 242コリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 243アドレナリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 244ペプチド作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 245シュワン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 246随伴細胞（末梢神経細胞体を包みこむ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 247腸管の神経節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ輸精管 126輸精管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵管 113卵管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 108卵母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 109卵胞（上皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 111外卵胞膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 110内卵胞膜細胞［エストロゲン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 エストロゲン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 112黄体細胞［プロゲステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 プロゲステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 227有窓性のリンパ管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 228連続性のリンパ管内皮細胞
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大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 遺伝子 基底細胞癌　（605462）
遺伝子 遺伝子 母斑性基底細胞癌症候群
遺伝子 遺伝子 多発性基底細胞母斑症候群　(multiple basal cell nevi syndrome）

遺伝子 遺伝子 ポリポーシス
遺伝子 遺伝子 成熟Ｔリンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭部、背部の皮膚硬化
遺伝子 遺伝子 関節リウマチ
遺伝子 遺伝子 Ｔリンパ球
遺伝子 遺伝子 抹消性Ｔ細胞
遺伝子 遺伝子 Ｂリンパ球
遺伝子 遺伝子 ダウン症候群
遺伝子 ヒトゲノム 細胞成長
遺伝子 染 色 体 分子量
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー病　（ＡＤ）
遺伝子 遺伝子 アルツハイマー型痴呆
遺伝子 染 色 体 角膜格子状変性
遺伝子 遺伝子 老化防止
遺伝子 遺伝子 キラーＴ細胞　(細胞傷害性)
遺伝子 遺伝子 胎児軟骨性異発育症
遺伝子 染 色 体 手根管症候群
遺伝子 遺伝子 ビタミン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ビタミン代謝異常
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖類
遺伝子 染 色 体 グリコサミノグリカン(ムコ多糖)
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2捕捉媒介物
遺伝子 遺伝子 1次抗体反応
遺伝子 遺伝子 2次抗体反応
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ軸
遺伝子 遺伝子 ○○○を含む～2Ｍｂの領域の微細欠失
遺伝子 遺伝子 アフタ性口内炎
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-1受容体
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2受容体
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様効果
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
遺伝子 遺伝子 炭水化物
遺伝子 遺伝子 水分代謝
遺伝子 遺伝子 分子水
遺伝子 遺伝子 原子水
遺伝子 遺伝子 水
遺伝子 遺伝子 量子水
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ－２シグナリング阻止
遺伝子 遺伝子 日和見感染症
遺伝子 遺伝子 リンパ腫型
遺伝子 染 色 体 振動覚
遺伝子 遺伝子 非特異免疫
遺伝子 遺伝子 液性免疫



遺伝子 遺伝子 自己免疫疾患
遺伝子 染 色 体 動原体微小管
遺伝子 染 色 体 動原体
遺伝子 染 色 体 ６本のアイソフォーム
遺伝子 染 色 体 聴力低下・喪失
遺伝子 染 色 体 大脳萎縮
遺伝子 遺伝子 ガードナー症候群　（Gardner　syndroome）
遺伝子 染 色 体 脳室周囲白室病変
遺伝子 遺伝子 先天性、家族性疾患
遺伝子 遺伝子 性器潰瘍
遺伝子 遺伝子 常染色体優性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体優性遺伝
遺伝子 遺伝子 常染色体劣性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
遺伝子 遺伝子 カルパイン
遺伝子 染 色 体 脳神経障害
遺伝子 遺伝子 劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 糞線虫症
遺伝子 染 色 体 異常蓄積
遺伝子 遺伝子 自己免疫性溶血性貧血
遺伝子 遺伝子 ホルモン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ホルモン代謝異常
遺伝子 遺伝子 モリブデン　42
遺伝子 遺伝子 染色体異常
遺伝子 染 色 体 染色体
遺伝子 染 色 体 染色体異常
遺伝子 遺伝子 血漿
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子に連鎖
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子
遺伝子 遺伝子 地震
遺伝子 遺伝子 地震雲
遺伝子 遺伝子 クリオグロブリン血症
遺伝子 遺伝子 性的早熟
遺伝子 染 色 体 皮下出血
遺伝子 遺伝子 顔貎の異常
遺伝子 染 色 体 知能障害
遺伝子 染 色 体 呼吸困難
遺伝子 染 色 体 特異顔貌（ガーゴイル様顔貌）
遺伝子 染 色 体 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
遺伝子 遺伝子 炎症性疾患
遺伝子 遺伝子 乳児で感染
遺伝子 遺伝子 重篤な神経障害
遺伝子 遺伝子 異常リンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 四肢末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 胃体部変形
遺伝子 遺伝子 足の痛み



遺伝子 遺伝子 皮膚の滲出性紅斑
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部変形　（胃）
遺伝子 遺伝子 強直性脊椎関節炎
遺伝子 遺伝子 下半身マヒ
遺伝子 遺伝子 骨形成不全症
遺伝子 染 色 体 ＡＤの神経原線維変化
遺伝子 遺伝子 点状軟骨異形成異常
遺伝子 遺伝子 骨格異常
遺伝子 染 色 体 十二指腸変形
遺伝子 遺伝子 大動脈狭窄
遺伝子 染 色 体 胃体部隆起
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部隆起　（胃）
遺伝子 染 色 体 末梢のｖａｓｏｍｏｔｏｒ機能が消失
遺伝子 遺伝子 心血管奇形
遺伝子 遺伝子 細胞の異常な増殖
遺伝子 遺伝子 過剰骨　（外骨腫）
遺伝子 遺伝子 造骨細胞の機能不全
遺伝子 遺伝子 骨有機質形成障害
遺伝子 遺伝子 脊髄小脳変性症
遺伝子 遺伝子 ツェルウェガー症候群スペクトラム
遺伝子 染 色 体 十二指腸隆起
遺伝子 染 色 体 ニューロン内封入体
遺伝子 遺伝子 肝疾患
遺伝子 染 色 体 位置覚
遺伝子 遺伝子 子宮内感染
遺伝子 染 色 体 下肢末梢の自発痛
遺伝子 染 色 体 下肢のニューロパチー
遺伝子 染 色 体 下肢末端
遺伝子 遺伝子 神経系疾患
遺伝子 染 色 体 細胞内封入体
遺伝子 染 色 体 グリア内封入体
遺伝子 遺伝子 機能不全
遺伝子 遺伝子 水素結合
遺伝子 染 色 体 ニューロン
遺伝子 遺伝子 順行性変性
遺伝子 染 色 体 神経原線維
遺伝子 染 色 体 軸索輸送
遺伝子 遺伝子 優性遺伝
遺伝子 ヒトゲノム 赤色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＬＷ
遺伝子 ヒトゲノム 緑色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＭＷ
遺伝子 ヒトゲノム ＤＮＡ合成酵素：ポリミラーゼα　ＰＯＬＡ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　X
遺伝子 染 色 体 性染色体　X
遺伝子 遺伝子 脂質膜
遺伝子 染 色 体 温度覚
遺伝子 遺伝子 輸血
遺伝子 遺伝子 筋収縮
遺伝子 遺伝子 骨の長径成長
遺伝子 遺伝子 長管骨



遺伝子 遺伝子 リゴマー形成
遺伝子 遺伝子 造骨細胞
遺伝子 染 色 体 グリア組織
遺伝子 ヒトゲノム 身長伸長タンパク質　ＳＨＯＸ
遺伝子 ヒトゲノム 性決定遺伝子　ＳＲＹ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 細胞内小器官輸送のレール
遺伝子 染 色 体 細胞の中心に集積
遺伝子 染 色 体 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
遺伝子 染 色 体 形態学的手法
遺伝子 染 色 体 分子生物学的手法
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子を破壊
遺伝子 遺伝子 １０．４４ｋＤａ
遺伝子 遺伝子 １４．４６kＤａ　（キロダルトン）
遺伝子 染 色 体 陰萎
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 遺伝子 くすぶり型
遺伝子 遺伝子 肝腫大
遺伝子 遺伝子 慢性型
遺伝子 遺伝子 シナプトブレビンー２
遺伝子 遺伝子 異常早期月経
遺伝子 染 色 体 悪液質・カヘキシー
遺伝子 染 色 体 自律神経障害
遺伝子 遺伝子 歯牙の発育が遅れ
遺伝子 染 色 体 深部感覚障害
遺伝子 遺伝子 眼の異常
遺伝子 遺伝子 乳児性レフスム病　（ＩＲＤ）
遺伝子 遺伝子 大動脈弁上狭窄
遺伝子 染 色 体 起立性低血圧
遺伝子 染 色 体 立ちくらみ
遺伝子 遺伝子 ベーチェット症候群　（Behcet’ｓ　syndrome）
遺伝子 遺伝子 Ｂｅｈｃｅｔ病
遺伝子 染 色 体 物質輸送を抑制
遺伝子 遺伝子 真性赤血球増加症
遺伝子 遺伝子 炎症性腸疾患
遺伝子 染 色 体 高頻度
遺伝子 染 色 体 神経軸索内
遺伝子 染 色 体 痛覚
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子
遺伝子 染 色 体 甲状腺髄様癌
遺伝子 染 色 体 プラス極の物質輸送
遺伝子 遺伝子 サイトカイン
遺伝子 染 色 体 促進
遺伝子 染 色 体 アイソフォーム
遺伝子 遺伝子 第二次性徴
遺伝子 遺伝子 可視光
遺伝子 遺伝子 シヌレイノパチー
遺伝子 染 色 体 擬似ムコ多糖症



遺伝子 染 色 体 神経細胞脱落
遺伝子 染 色 体 擬似マロトー・ラミー症候群
遺伝子 染 色 体 運動能力低下・喪失
遺伝子 遺伝子 多系統委縮症（ＭＳＡ）
遺伝子 遺伝子 病的なαーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
遺伝子 染 色 体 神経変性疾患
遺伝子 染 色 体 Ｐｉｃｋ病様
遺伝子 遺伝子 表皮性嚢胞
遺伝子 遺伝子 体細胞突然変異
遺伝子 染 色 体 痴呆
遺伝子 遺伝子 視神経萎縮
遺伝子 染 色 体 Ａ・β誘導性の認知障害
遺伝子 遺伝子 急性転化型
遺伝子 遺伝子 悪性増殖性疾患
遺伝子 遺伝子 精神遅滞
遺伝子 染 色 体 癌性悪液質
遺伝子 遺伝子 先天代謝異常症
遺伝子 遺伝子 排尿障害
遺伝子 染 色 体 硝子体混濁
遺伝子 遺伝子 急性型
遺伝子 遺伝子 夫婦間の性交渉
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞が異常に増える
遺伝子 遺伝子 小腫瘤
遺伝子 遺伝子 非ホジキンリンパ腫
遺伝子 染 色 体 ライソゾーム病
遺伝子 染 色 体 異常フィラメントが形成
遺伝子 遺伝子 視覚空間認知障害
遺伝子 染 色 体 フコシドーシス  (Fucosidosis)
遺伝子 遺伝子 虹彩炎
遺伝子 遺伝子 新生児型副腎白質ジストロフィー　（ＮＡＬＤ）
遺伝子 遺伝子 ＳＨＦセンチ波
遺伝子 遺伝子 二酸化炭素
遺伝子 遺伝子 成人Ｔ細胞白血病
遺伝子 染 色 体 原発性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 続発性アミロイドーシス
遺伝子 ヒトゲノム 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血Ａββ前駆体蛋白
遺伝子 染 色 体 プリオン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 （原）AL型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 免疫細胞性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 全身性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 皮膚アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 反応性AAアミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 老人性TTRアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX10；peroxisomal biogenesis factor 10 [HSA：5192] [KO：K13346]

遺伝子 遺伝子 PEX12；peroxisomal biogenesis factor 12 [HSA：5193] [KO：K13345]

遺伝子 遺伝子 PEX13；peroxisomal biogenesis factor 13 [HSA：5194] [KO：K13344]

遺伝子 遺伝子 PEX14；peroxisomal biogenesis factor 14 [HSA：5195] [KO：K13343]



遺伝子 遺伝子 PEX16；peroxisomal biogenesis factor 16 [HSA：9409] [KO：K13335]

遺伝子 遺伝子 PEX19；peroxisomal biogenesis factor 19 [HSA：5824] [KO：K13337]

遺伝子 染 色 体 アミロイド・アンギオパチー
遺伝子 染 色 体 限局性結節性アミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX26；peroxisomal biogenesis factor 26 [HSA：55670] [KO：K13340]

遺伝子 遺伝子 EHFミリ波
遺伝子 染 色 体 フィラメント
遺伝子 染 色 体 限局性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 2型糖尿病・インスリノーマ
遺伝子 染 色 体 透析アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 ｓerum　amyｌoid　A由来のアミロイド
遺伝子 染 色 体 アミリン由来のAＩAPP　
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー型痴呆(ダウン症候群)
遺伝子 染 色 体 β2ーミクログロブリン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 限局性心房性アミロイド
遺伝子 染 色 体 脳血管アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 脳アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性シスタチンＣ型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドポリニューロパチーFAP1型
遺伝子 染 色 体 トランスサイレチン関連アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血ＡＣysシスタチンＣ
遺伝子 遺伝子 骨端軟骨
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 クロツフェルト・ヤコブ病
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー反応
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー様反応
遺伝子 遺伝子 グルタミン酸A
遺伝子 染 色 体 神経軸索内の分子量
遺伝子 遺伝子 PEX1；peroxisomal biogenesis factor 1 [HSA：5189]　[KO：K13338]

遺伝子 遺伝子 PEX2；peroxisomal biogenesis factor 2 [HSA：5828]　[KO：K06664]

遺伝子 遺伝子 PEX3；peroxisomal biogenesis factor 3 [HSA：8504]　[KO：K13336]

遺伝子 遺伝子 PEX5；peroxisomal biogenesis factor 5 [HSA：5830]　[KO：K13342]

遺伝子 遺伝子 PEX6；peroxisomal biogenesis factor 6 [HSA：5190]　[KO：K13339]

遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム
遺伝子 染 色 体 安定化
遺伝子 遺伝子 ＨＬＡ　（Human　Leukocyte　Ａｎｔｉｇｅｎ＝ヒト白血球抗原）
遺伝子 染 色 体 ライシング
遺伝子 染 色 体 選択的スプ
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常症
遺伝子 染 色 体 ムコリピドーシス
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖症（ｰしょう、Ｍucopolysaccharidosis、MPS）
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常疾患
遺伝子 染 色 体 アイセル病  (I-cell disease) - ムコリピドーシスIII型
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 ＭＰＳ　Ⅰ型
遺伝子 染 色 体 シグナルペプチド



遺伝子 染 色 体 モルキオ症候群(Morquio syndrome)
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群（Hunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 サンフィリッポ症候群（Sanfilippo　syndrome）MPSⅢ型
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群（Hurler　syndrome）MPS ⅠH型
遺伝子 染 色 体 シャイエ症候群（Ｓcheie　syndrome）ＭＰＳ　ⅠＳ型
遺伝子 遺伝子 ＵＨＦ極超短波波
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｃ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｂ型）
遺伝子 遺伝子 スレオニン
遺伝子 遺伝子 システインキナーゼ
遺伝子 染 色 体 AD-converted MCI
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
遺伝子 染 色 体 記銘力障害
遺伝子 染 色 体 空間認知障害
遺伝子 遺伝子 シモンズ病  （Simmond　disease）
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫
遺伝子 染 色 体 βアミロイド
遺伝子 遺伝子 高カルシウム血症
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の点突然変異
遺伝子 染 色 体 変異型タウ
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質がリン酸化
遺伝子 染 色 体 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
遺伝子 染 色 体 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
遺伝子 遺伝子 皮膚色素斑
遺伝子 遺伝子 多発性硬化症
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫による肺炎
遺伝子 ヒトゲノム 加齢
遺伝子 遺伝子 レファ（アミロイド前駆体の非Ａ４成分）
遺伝子 染 色 体 内因性タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 progressive MCI
遺伝子 染 色 体 タウの過剰発現
遺伝子 染 色 体 stable MCI
遺伝子 染 色 体 ダノン病　（Ｄanon　disease）
遺伝子 染 色 体 βーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 αーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ａ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Niemann-Pick disease）
遺伝子 染 色 体 感覚障害
遺伝子 染 色 体 ステムループ
遺伝子 染 色 体 微小管が不安定化
遺伝子 遺伝子 脂肪酸
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム形成異常疾患
遺伝子 染 色 体 チュープーリン
遺伝子 遺伝子 尿酸
遺伝子 染 色 体 アミロイド蛋白
遺伝子 遺伝子 ソラマメ
遺伝子 遺伝子 機能蛋白質
遺伝子 染 色 体 認知機能
遺伝子 染 色 体 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア）



遺伝子 染 色 体 ティ・サックス病
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群　（Ｈunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 シンドラー病　（Ｓchindler病）/神崎病
遺伝子 染 色 体 臓器への障害
遺伝子 染 色 体 グルコセレブロシド
遺伝子 染 色 体 クラッペ病　（ＮiemannーＰick　disease）
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群　（Ｈurler　syndrome）
遺伝子 遺伝子 β構造
遺伝子 遺伝子 βシート
遺伝子 遺伝子 リガーゼ
遺伝子 染 色 体 ４つ有するものを４リピートタウ
遺伝子 染 色 体 アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 前駆体蛋白・ゲリソリン
遺伝子 染 色 体 ３つ有するものを３リピートタウ
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク質複合体
遺伝子 遺伝子 エックス線(X線)
遺伝子 遺伝子 電磁放射線
遺伝子 遺伝子 アルファ線(α線)
遺伝子 遺伝子 べータ線(β線)
遺伝子 遺伝子 陽子線
遺伝子 遺伝子 粒子線(高速粒子線)
遺伝子 遺伝子 荷電粒子線
遺伝子 遺伝子 重荷電粒子線
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 蛋白質濃度
遺伝子 遺伝子 ガンマ線(γ線)
遺伝子 遺伝子 中性子線
遺伝子 遺伝子 電子線
遺伝子 遺伝子 宇宙線
遺伝子 染 色 体 微小管結合蛋白
遺伝子 染 色 体 Ｃ端側に繰り返す
遺伝子 染 色 体 エキソン１０
遺伝子 染 色 体 エキソン３
遺伝子 染 色 体 エキソン２
遺伝子 遺伝子 体内発生放射線
遺伝子 染 色 体 微小管の重合
遺伝子 遺伝子 アルカリ金属
遺伝子 染 色 体 微小管
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド（Ａβ）
遺伝子 染 色 体 連続微小管
遺伝子 染 色 体 キネシン
遺伝子 染 色 体 キネシンのモーター蛋白質
遺伝子 遺伝子 抗体(免疫グロブリンIg)
遺伝子 染 色 体 タウアイソフォーム
遺伝子 遺伝子 非蛋白質コードＲＮＡ
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
遺伝子 遺伝子 不死化を制御
遺伝子 遺伝子 Ｃケモカイン



遺伝子 遺伝子 細胞老化
遺伝子 遺伝子 ＣＸ３ケモカイン

遺伝子 遺伝子 触媒作用
遺伝子 遺伝子 ケモカイン　（Chemokine）

遺伝子 遺伝子 ＣＸＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 ＣＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター（5-ＨＴＴ）蛋白発現量
遺伝子 ヒトゲノム プリオンタンパク質　ＰＲＮＰ
遺伝子 遺伝子 ”ｓ”アリルをもつ個体
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター
遺伝子 遺伝子 ＳＬＣ６Ａ４遺伝子の”Ｉ/Ｉ”型
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター遺伝多型
遺伝子 遺伝子 ６１ー９５残基
遺伝子 遺伝子 ４１ー５４残基がない
遺伝子 遺伝子 １４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 ４０ー１４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 Ｅ４６Ｋ[47]　（46番目のグルタミン酸がリシンに）
遺伝子 遺伝子 Ａ３０Ｐ

[46]
　（30番目のアラニンがプロリンに）

遺伝子 遺伝子 オールブライト病
遺伝子 遺伝子 ４ー１３３アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 致死遺伝子
遺伝子 遺伝子 第１ー６０残基
遺伝子 遺伝子 ホスホリパーゼD１[56]

遺伝子 遺伝子 ９６ー１４０残基
遺伝子 遺伝子 髄芽細胞腫　（155255）
遺伝子 遺伝子 化骨異常
遺伝子 遺伝子 全身的骨疾患
遺伝子 遺伝子 腫瘍壊死因子(TNF)
遺伝子 遺伝子 角化性丘疹
遺伝子 染 色 体 角化性丘疹
遺伝子 遺伝子 大理石病
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶー１ぶどう膜炎　（視界がくもり）
遺伝子 遺伝子 オキソ酸
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体　ＩＮＳＲ
遺伝子 遺伝子 ヒト表皮自己抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 全身性エリテマトーデス(SLE)
遺伝子 遺伝子 フォスフォジエステル結合
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム病
遺伝子 遺伝子 多発性外骨腫
遺伝子 遺伝子 走化性
遺伝子 遺伝子 出生前成長障害
遺伝子 遺伝子 悪性貧血
遺伝子 遺伝子 全身性の発育異常
遺伝子 遺伝子 グレーヴス病(バセドウ病)
遺伝子 遺伝子 セントロメア
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ異常　（核酸異常）
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ損傷　（核酸損傷）
遺伝子 遺伝子 赤い発疹
遺伝子 遺伝子 紅皮症



遺伝子 遺伝子 プロテアソーム傷害
遺伝子 遺伝子 骨髄異形成症候群 （myelodysplastic　syndrome)
遺伝子 遺伝子 Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 骨髄増殖性症候群　（myeloproliferative　syndrome）
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 母乳
遺伝子 遺伝子 ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 電気的活性
遺伝子 遺伝子 防護壁(バリアー)
遺伝子 遺伝子 抗原特異性
遺伝子 遺伝子 共有結合
遺伝子 遺伝子 異物標識分子
遺伝子 遺伝子 ファンデルワールス結合
遺伝子 遺伝子 自由電子
遺伝子 遺伝子 伝導電子
遺伝子 遺伝子 最外殻電子
遺伝子 遺伝子 電子親和力
遺伝子 遺伝子 エネルギー情報の相転移
遺伝子 遺伝子 主要組織適合遺伝子複合体　MHC（ｍａｊｏｒ　ｈｉｓｔｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）

遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ遺伝子　（601309）
遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ２遺伝子　（603673）
遺伝子 遺伝子 ＣＥＡ (大腸癌)

遺伝子 遺伝子 クミンアルデヒド
遺伝子 染 色 体 骨髄腫に伴うアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 遺伝的因子
遺伝子 染 色 体 遺伝的因子
遺伝子 遺伝子 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

遺伝子 遺伝子 ＡＰＣ (肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＫ-１９ (膵臓癌)

遺伝子 染 色 体 ゲルトマン・ストロイラー・シャインカー症候群
遺伝子 遺伝子 ゲルスマン・ストロイスラー・シェンカー病　（ＧＳＳ）
遺伝子 遺伝子 レトロウイルス
遺伝子 遺伝子 非共有電子対
遺伝子 遺伝子 天疱瘡抗体
遺伝子 遺伝子 増殖性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 紅斑性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 天疱癒
遺伝子 遺伝子 腫瘍随伴性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 尋常性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 落葉状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 類天疱瘡
遺伝子 遺伝子 疱疹状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 染 色 体 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 遺伝子 小陽内のパイエル板
遺伝子 染 色 体 アミロイド苔癬
遺伝子 遺伝子 TRF
遺伝子 遺伝子 毛孔性角化症（苔癬）
遺伝子 染 色 体 毛孔性角化症（苔癬）



遺伝子 遺伝子 セリン
遺伝子 遺伝子 遺伝性疾患
遺伝子 ヒトゲノム アルデヒド分解酵素２　ＡＬＤＨ２
遺伝子 遺伝子 エラスチン遺伝子
遺伝子 遺伝子 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

遺伝子 遺伝子 非結晶
遺伝子 遺伝子 ＥＧＦＲ (胃癌)

遺伝子 遺伝子 snRNA
遺伝子 遺伝子 リンチ症候群 (大腸)

遺伝子 遺伝子 P53
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＯＸ－２ (肺癌)

遺伝子 遺伝子 １０３ー１３０残基
遺伝子 遺伝子 核酸摂取
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 デスモプラキン
遺伝子 遺伝子 核酸含成
遺伝子 遺伝子 1次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 2次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

遺伝子 遺伝子 RNA合成酵素
遺伝子 遺伝子 siRNA
遺伝子 遺伝子 不対電子
遺伝子 遺伝子 エピトープ(抗原決定基）
遺伝子 遺伝子 非コードRNA
遺伝子 遺伝子 ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

遺伝子 遺伝子 ヘルパーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 ATPアーゼ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅡ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅠ
遺伝子 遺伝子 コンデンシン(condensin)
遺伝子 遺伝子 Rbタンパク質
遺伝子 遺伝子 チミジン
遺伝子 ヒトゲノム 小ペプチド分解酵素　ＣＮＤＰ２
遺伝子 遺伝子 ケラチン5
遺伝子 遺伝子 ケラチン14
遺伝子 ヒトゲノム 活性酸素除去酵素　ＳＯＤ１
遺伝子 ヒトゲノム 酸素貯蔵タンパク質：ミオグロビン　ＭＢ
遺伝子 ヒトゲノム シグナル伝達酵素：マップキナーゼ　ＭＡＰＫ１
遺伝子 遺伝子 RNAウイルス
遺伝子 遺伝子 リボ核酸(RNA)
遺伝子 遺伝子 オルガネラ
遺伝子 遺伝子 Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

遺伝子 遺伝子 プリン(Purine)
遺伝子 遺伝子 アルギニンU
遺伝子 遺伝子 塩基
遺伝子 遺伝子 プリン塩基
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン1(Dsg1)



遺伝子 遺伝子 デスモグレイン2(Dsg2)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン3(Dsg3)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン(細胞と細胞をつなぐ蛋白質)
遺伝子 遺伝子 ラミニン5
遺伝子 遺伝子 BPAG2
遺伝子 遺伝子 BPAG1
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 プレクチン
遺伝子 遺伝子 ゲノム
遺伝子 遺伝子 ピラジン
遺伝子 遺伝子 核酸塩基
遺伝子 遺伝子 ピリミジン塩基
遺伝子 遺伝子 ピリダジン
遺伝子 遺伝子 異常ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 核酸
遺伝子 遺伝子 扁桃
遺伝子 遺伝子 ウラシル
遺伝子 遺伝子 膜貫通タンパク
遺伝子 ヒトゲノム がん抑制遺伝子：p５３　ＴＰ５３
遺伝子 ヒトゲノム 体内時計調節タンパク質　ＰＥＲ１
遺伝子 遺伝子 リシン
遺伝子 遺伝子 二本鎖リボ核酸
遺伝子 遺伝子 リボ核酸
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原(HLA)
遺伝子 遺伝子 遺伝子の転写調節領域　（ＳＬＣ６Ａ４）
遺伝子 遺伝子 ヒスチジン
遺伝子 遺伝子 プロリン
遺伝子 遺伝子 抗原断片
遺伝子 遺伝子 システインU
遺伝子 遺伝子 リボザイム
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド
遺伝子 遺伝子 フルオロウラシル(5-FU)
遺伝子 遺伝子 P-53遺伝子
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

遺伝子 ヒトゲノム 瞳の色遺伝子　ＥＹＣＬ１＆３
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＳＨＩＰ」
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＰＴＥＮ」
遺伝子 遺伝子 糸状の「微小管」
遺伝子 遺伝子 宇宙エネルギー
遺伝子 遺伝子 pRNA
遺伝子 ヒトゲノム ビタミンＣ合成酵素（偽遺伝子）　ＧＵＬＯＰ
遺伝子 ヒトゲノム ＡＢＯ血液型遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 脂肪分解酵素：リパーゼＦ　ＬＩＰＦ
遺伝子 ヒトゲノム アポトーシス誘導タンパク質　ＦＡＳ
遺伝子 ヒトゲノム ヘモグロビン構成タンパク質：βｰグロベン　ＨＢＢ
遺伝子 ヒトゲノム インスリン　ＩＮＳ
遺伝子 ヒトゲノム コラーゲンⅡ型α1　ＣＯＬ２Ａ１



遺伝子 ヒトゲノム 免疫グロブリンＨ鎖群　ＩＧＨ＠
遺伝子 遺伝子 補体系
遺伝子 遺伝子 補体タンパク
遺伝子 遺伝子 ヒトゲンム、 ヒトＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 受容体
遺伝子 ヒトゲノム アミラーゼ（唾液）　ＡＭＹ１Ａ
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞受容体
遺伝子 ヒトゲノム バネタンパク質：タイチン　　ＴＴＮ
遺伝子 ヒトゲノム 明暗視タンパク質：ロドプシン　ＲＨＯ
遺伝子 ヒトゲノム 粘液タンパク質：ムチン　　ＭＵＣ４
遺伝子 ヒトゲノム ドーパミン受容体Ｄ５　ＤＲＤ５
遺伝子 ヒトゲノム 骨格筋アクチン　　ＡＣＴＡ１
遺伝子 ヒトゲノム プロラクチン受容体　ＰＲＬＲ
遺伝子 遺伝子 (DNA)デオキシリボ核酸（デオキシヌクレオチド)
遺伝子 ヒトゲノム シアル酸水酸化酵素（偽遺伝子）　ＣＭＡＨ
遺伝子 ヒトゲノム 乳汁分泌ホルモン：プロラクチン　ＰＲＬ
遺伝子 遺伝子 ＮＫ細胞
遺伝子 ヒトゲノム セロトニン受容体　ＨＴＲ２Ａ
遺伝子 遺伝子 メチル基
遺伝子 ヒトゲノム 発話と言語に関わる遺伝子　ＦＯＸＰ２
遺伝子 遺伝子 ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

遺伝子 遺伝子 ミエローマ
遺伝子 遺伝子 rRNA
遺伝子 遺伝子 ヘテロクロマチン
遺伝子 遺伝子 ヌクレオシド
遺伝子 遺伝子 テロメア
遺伝子 遺伝子 テロメラーゼ
遺伝子 遺伝子 トランスポゾン
遺伝子 遺伝子 レトロポゾン
遺伝子 遺伝子 ＬＩＭギナーゼ1遺伝子
遺伝子 遺伝子 ７ｑ11.23
遺伝子 染 色 体 グリア細胞
遺伝子 遺伝子 DNA鎖
遺伝子 遺伝子 ミーム
遺伝子 遺伝子 RNAi
遺伝子 遺伝子 gRNA
遺伝子 遺伝子 snoRNA
遺伝子 遺伝子 テロメアDNA
遺伝子 遺伝子 エネルギー惰報
遺伝子 遺伝子 DNAプラィマーゼ
遺伝子 遺伝子 tRNA
遺伝子 遺伝子 Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

遺伝子 遺伝子 ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 ハイブリドーマ
遺伝子 遺伝子 Ｂ細胞
遺伝子 遺伝子 中間ベクトルボソン
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 サプレッサーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 遺伝子『P2×4』



遺伝子 染 色 体 脳脊髄液
遺伝子 遺伝子 サブミリ波
遺伝子 遺伝子 樹状細胞
遺伝子 遺伝子 cDNA
遺伝子 遺伝子 エンボプラキン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の変異
遺伝子 遺伝子 テラヘルツ波
遺伝子 遺伝子 金属結合
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子
遺伝子 遺伝子 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
遺伝子 遺伝子 SMCタンパク質
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ異常
遺伝子 遺伝子 白血球エステラーゼ
遺伝子 遺伝子 増殖能の亢進
遺伝子 遺伝子 グルタミンA
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原分子
遺伝子 遺伝子 主要組織適合抗原遺伝子複合体（ＭHC）
遺伝子 遺伝子 修復蛋白
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの蓄積
遺伝子 遺伝子 Ａ５３Ｔ[45]　（５３番目のアラニンがスレオニンに）
遺伝子 染 色 体 解離性感覚障害
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　バナナ型
遺伝子 遺伝子 機能喪失
遺伝子 染 色 体 皮質基底核変成症
遺伝子 遺伝子 ＳＰＲＥＮＧＥＬ異常
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご型
遺伝子 遺伝子 細胞がん化
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶーⅠキャリア
遺伝子 遺伝子 欠損・重複　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体１欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体２欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体３欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体４欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体５欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 点変異　　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複数の複合体欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 染 色 体 老人斑
遺伝子 遺伝子 欠乏状態　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシりんご型
遺伝子 遺伝子 骨髄移植
遺伝子 染 色 体 性格変化
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズ
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
遺伝子 遺伝子 家族性パーキンソン病
遺伝子 遺伝子 パーキンソン症候群
遺伝子 染 色 体 人格変化



遺伝子 遺伝子 パーキン[54][55]

遺伝子 遺伝子 テロメア欠失
遺伝子 染 色 体 進行性核上性麻痺
遺伝子 遺伝子 皮膚の黒褐色の色素沈着
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 小眼球症関連転写因子（microphthalmia-associated transcription factor,MITF)

遺伝子 遺伝子 逆転写反応
遺伝子 遺伝子 チューブリン
遺伝子 遺伝子 αヘリックス構造
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの発現レベル
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１２６
遺伝子 遺伝子 抗ＨＴＬＶー１抗体　（ＡＴＬＡ抗体）
遺伝子 ヒトゲノム 細胞内シグナル経路
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１１２[16]

遺伝子 遺伝子 センス鎖
遺伝子 遺伝子 マクログロブリン血症（ワルデンシュトレーム型）
遺伝子 遺伝子 ドーパミン輸送体[52][53]

遺伝子 ヒトゲノム 成長ホルモン（ＧＨ）
遺伝子 染 色 体 紡錘体
遺伝子 遺伝子 変異　＝haploinnsufficiency
遺伝子 遺伝子 インターロイキン
遺伝子 遺伝子 チロシン
遺伝子 遺伝子 貧食作用
遺伝子 遺伝子 食細胞
遺伝子 遺伝子 妖精様顔　症候群
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子
遺伝子 遺伝子 抗表皮細胞膜自己抗体IgＧ
遺伝子 遺伝子 クロマチン構造
遺伝子 遺伝子 Ｄーループ構造
遺伝子 遺伝子 Ｔーループ構造
遺伝子 遺伝子 ＩgA
遺伝子 遺伝子 IgD
遺伝子 遺伝子 IgE
遺伝子 遺伝子 ＩgM
遺伝子 遺伝子 IgG
遺伝子 遺伝子 マーデルングエネルギー
遺伝子 染 色 体 原因遺伝子
遺伝子 遺伝子 モノクローナル抗体
遺伝子 遺伝子 テロメア長
遺伝子 遺伝子 テロメアの伸長
遺伝子 遺伝子 不正な塩基対
遺伝子 遺伝子 特異免疫(獲得免疫)
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 遺伝子 DNA分解酵素
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子の発現
遺伝子 遺伝子 VⅡ型コラーゲン
遺伝子 遺伝子 アデノシン
遺伝子 遺伝子 シチジン



遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子砂漠
遺伝子 遺伝子 ポリヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 アルギニンA
遺伝子 遺伝子 プリン体
遺伝子 遺伝子 デスモソーム
遺伝子 遺伝子 ヘミデスモソーム
遺伝子 遺伝子 隣接遺伝子症候群
遺伝子 染 色 体 ＴＴＲ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　20
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　19
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　18
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　21
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　22
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 逆転写酵素
遺伝子 遺伝子 抗原提示細胞
遺伝子 遺伝子 抗体産生細胞
遺伝子 遺伝子 HLA-DRの共有エピトープ(SE)遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 細胞接着タンパク質：Ｅｰカドヘリン　ＣＤＨ１
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　17
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　16
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子ファミリー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　15
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　12
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　11
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　9
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　8
遺伝子 遺伝子 プロスタグランジン
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　7
遺伝子 遺伝子 第1塩基
遺伝子 遺伝子 第2塩基
遺伝子 遺伝子 第3塩基
遺伝子 遺伝子 基質
遺伝子 遺伝子 真核生物
遺伝子 遺伝子 アンチセンス鎖
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡプライマーの3’ＯＨ基
遺伝子 遺伝子 DNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 強さ
遺伝子 遺伝子 進化
遺伝子 遺伝子 遺伝子多型
遺伝子 遺伝子 美しさ
遺伝子 遺伝子 覚醒
遺伝子 遺伝子 楽しさ
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　1
遺伝子 遺伝子 統合
遺伝子 遺伝子 miRNA
遺伝子 遺伝子 熱エネルギー
遺伝子 遺伝子 浄化



遺伝子 遺伝子 酵素作用
遺伝子 遺伝子 mRNA
遺伝子 遺伝子 RNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 遺伝子損傷
遺伝子 遺伝子 ＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 マスターキー遺伝子
遺伝子 遺伝子 常温核融合を支配するエネルギー
遺伝子 遺伝子 遺伝子発現
遺伝子 遺伝子 酵素
遺伝子 遺伝子 RNA(SRP RNA)
遺伝子 遺伝子 エピトープ（抗原決定基、epitope)
遺伝子 遺伝子 パラトープ
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能の向上
遺伝子 遺伝子 ステロイドホルモン、RNAアクチベーター、SRＡ
遺伝子 遺伝子 終止コドン(アンバー)トリプトファンG
遺伝子 遺伝子 終止コドン(オパール)A
遺伝子 遺伝子 ロイシン終止コドン(オーカー)
遺伝子 遺伝子 終止コドン
遺伝子 ヒトゲノム 細胞ＤＮＡ合成を調節
遺伝子 遺伝子 ヒトエピゲノム
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子再生
遺伝子 遺伝子 RNA
遺伝子 遺伝子 ホメオテツク遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　14
遺伝子 遺伝子 細胞の不死化
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　13
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　10
遺伝子 遺伝子 サーチュン遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　4
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　5
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　6
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　2
遺伝子 遺伝子 Ａイソロイシン(開始コドンーAUA一)スレオニンアスパラギンセリンU

遺伝子 遺伝子 Ｇバリン（開始コドンーＧＵＧー）Ｇアラニン アスパラギン酸
遺伝子 遺伝子 メチオニン(開始コドン)
遺伝子 遺伝子 コドン
遺伝子 遺伝子 アポＥ２型（ＤＮＡ　長寿）
遺伝子 遺伝子 アポＥ４型（ＤＮＡ）
遺伝子 遺伝子 アポＥ３型
遺伝子 遺伝子 生命エネルギー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　3
遺伝子 遺伝子 アンチコドン
遺伝子 遺伝子 ５２８Ｈz
遺伝子 遺伝子 太陽
遺伝子 遺伝子 生命光線

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然死
遺伝子 ＤＮＡ修復 停止したとき
遺伝子 ＤＮＡ修復 基底細胞上皮癌
遺伝子 ＤＮＡ修復 クルクミン
遺伝子 ＤＮＡ修復 光修復
遺伝子 STAP細胞 創造（ベリア）レベル
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン　Semaphorin
遺伝子 STAP細胞 父（精子）
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン３Ａ　　Semaphorin-3A
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛母細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 アミノ酸・ペプチド・タンパク質　Amino Acids,Peptides,and Proteins

遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚下組織再生
遺伝子 STAP細胞 理解
遺伝子 ｉＰＳ細胞 延髄組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 不可逆な休眠状態
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲｅｃＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 内因性制御
遺伝子 STAP細胞 流出（アヅィルート）レベル
遺伝子 STAP細胞 一霊四魂の生命の樹
遺伝子 ＤＮＡ修復 ステアリン酸マグネシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭髪毛組織再生
遺伝子 STAP細胞 形成（イェツィラー）レベル
遺伝子 STAP細胞 作成（アシヤー）レベル
遺伝子 ＤＮＡ修復 カロリー制限
遺伝子 ＤＮＡ修復 必然的に誤り
遺伝子 STAP細胞 天之常姫之大神
遺伝子 STAP細胞 天之常立之大神　アダムカドモン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質によって与えられる構造的な保護
遺伝子 STAP細胞 豊玉毘売之神
遺伝子 ＤＮＡ修復 有胎盤哺乳類
遺伝子 ＤＮＡ修復 日光過敏症
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 常染色体劣性遺伝
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の染色体再編成
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体交差
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体の転座　（chromosomal translocation）
遺伝子 STAP細胞 地価変動
遺伝子 ＤＮＡ修復 姉妹染色体
遺伝子 ＤＮＡ修復 バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 グルタチオン
遺伝子 ＤＮＡ修復 多量体となった染色体



遺伝子 ｉＰＳ細胞 女性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛細血管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 橋組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳血管組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 二酸化ケイ素
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳基底核組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 （６ー４）光産物
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳皮質組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 サンゴカルシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳皮質組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中枢神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 癌幹細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシン
遺伝子 STAP細胞 水
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 造血幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞成長因子
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 鼻組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 STAP細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 咽喉頭組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膵臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆嚢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 子宮組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊椎組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 下肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 筋肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 上肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 iPS細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 督脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 任脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 十二指腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋骨組織再生



遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 卵巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 臓器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 泌尿器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳下垂体組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚再生　（皮膚組織再生）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 前立腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間葉系幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血管再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血液細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 乳房組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 異常集積ガリウムを修正組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 食道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 男性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 酸化的フリーラジカルの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 電離製放射線による切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 放射線照射耐性細菌
遺伝子 ＤＮＡ修復 デイノコッカス・ラジオデュランス（Deinococcus radiodurans)
遺伝子 ＤＮＡ修復 ウェルナー症候群
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｄｅｌｅｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ペプチド　Peptide
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 増殖細胞核抗原　（ＰＣＮＡ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心包経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 消化管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 三焦経組織再生



遺伝子 ｉＰＳ細胞 リンパ組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 シリカ
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 STAP細胞 物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 プロセッシブ　（Processivity）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 睾丸・精巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 甲状腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 体細胞超変異　（Somatic　Hyper　Mutation）
遺伝子 ＤＮＡ修復 発癌性物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 対向する塩基対同士での架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 同一鎖上の塩基対同士の架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 核酸の骨格部分に取り込まれた放射性物質の崩壊
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症（ＸＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症
遺伝子 ＤＮＡ修復 組替え
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写に共役した修復（ＴＣＲ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器耳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 ユビキチン化に関わる酵素
遺伝子 ＤＮＡ修復 モノユビキチン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリユビキチン化
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血球系細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 マルトデキストリン（トウモロコシ由来）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ベンゾ［a］ピレン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン
遺伝子 ＤＮＡ修復 誤謬が生じ
遺伝子 ＤＮＡ修復 コネキシン
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質との架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＮＥＲ
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 タンパク質
遺伝子 STAP細胞 基礎
遺伝子 ＤＮＡ修復 各種蛋白質の合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの解析
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳ以外の経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳによる誤りがち（error-prone）な複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ３`－５`エキソヌクレアーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正機能
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲＡＧ蛋白質　（RAG proteins）



遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ６-Ｒad１８
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ４－ＯＨＥＮ-dＣ
遺伝子 STAP細胞 知性
遺伝子 STAP細胞 土
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｐｏｉｎｔ　ｍｕｔａｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 hＯＧＧ１の表現型が劣性
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復（ＮＥＲ）の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素が核内に移行できない
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＣ－ＮＥＲ(転写に共役したヌクレオチド除去修復)の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 配列の変化が突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線によるチミン二量体の形成
遺伝子 ＤＮＡ修復 アデニンからヒポキサンチンへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの欠失
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミノ化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ　二重ラセンの両方の鎖が切断され
遺伝子 ＤＮＡ修復 類似塩基の取り込み
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシンからウラシルへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの挿入
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡの自己プロテアーゼ活性を亢進
遺伝子 ＤＮＡ修復 フーグスティーン塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ワトソン・クリック塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製を行う経路　（Rad51-dependent pathway）
遺伝子 ＤＮＡ修復 代謝の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物量の激減
遺伝子 ＤＮＡ修復 Rev3，Ｒｅｖ7のヘテロ二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 シクロブタン型ピリミジン二量体　（ＣＰＤ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 万能細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 除去修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製ミス
遺伝子 ＤＮＡ修復

非相同末端再結合　（Non-Homologous End-
Joining:NHEJ）

遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ5依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの一次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼηのＣ末端側を大きく欠損
遺伝子 ＤＮＡ修復 非相同末端再結合
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換え　（homologous recombination:HR）
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正修復　（proof-reading repair）
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の分子の結合や複合体の形成を誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド鎖の伸長
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒad６に依存する経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一～５塩基対程度の対合しない部位の修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けたヌクレオチドを除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 ミスマッチ修復　（mismatch repair：ＭＭＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正対合修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 単塩基対のミスマッチ修復



遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性を担うＮ末端側の領域
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの相補鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 二重鎖を歪ませるような損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り越え複製（ＴＬＳ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷塩基を鋳型に強行的に複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 １６４番目のリジン残基
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の直接消去
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を直接復元する修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 単鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 アポトーシス
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写反応進行中の鋳型鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 全長のＰｏｌη
遺伝子 STAP細胞 成
遺伝子 ＤＮＡ修復 生物時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 概年時計　（Circannual clock）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ヒトゲノム
遺伝子 ＤＮＡ修復 テロメアの消耗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡスーパーＢ５３
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子の損傷
遺伝子 STAP細胞 感情
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製後修復（ＰＲＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然の摂理
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けていない鎖の情報を元に修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一の塩基対に対する障害を修復
遺伝子 STAP細胞 意識
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 組換え修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＣＰＤは乗り越えられないものの
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 二本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞間シグナル　Intercellular Signaling Peptides and Proteins

遺伝子 ＤＮＡ修復 一塩基変異多型　（ＳＮＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子変異体
遺伝子 ＤＮＡ修復 鎖の切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 慢性的なＤＮＡ修復の不調
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の増加
遺伝子 ＤＮＡ修復 時間遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 特定のＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の不順
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子原因遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳボックス
遺伝子 STAP細胞 霊
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηのパラログ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼζ：Ｂファミリー



遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼι：Ｙファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物（ｍＲＮＡ）を持ち
遺伝子 ＤＮＡ修復 変異を引き起こす修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 配偶子におけるＤＮＡ修復の失敗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストンとの複合体を形成
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器鼓膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒｅｖ１：Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二重ラセン
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（ＢＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復　（nucleotide excision repair：ＮＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 アシュワガンダ（Ｗｉｔｈａｎｉａ　ｓｏｍｎｉｆｅｒａ）の根
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη：Ｙァミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＭＨＣ:主要組織適合遺伝子複合体
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素群　（ＴＬＳポリメラーゼ）
遺伝子 STAP細胞 風
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答　（ＳＯＳ　response）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 無傷の姉妹鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 光回復酵素　（ホトリアーゼ　photolyase）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答により誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼκ：Ｙファミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間脳組織再生
遺伝子 STAP細胞 理
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製エラー
遺伝子 ＤＮＡ修復 架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳの不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡミスマッチ修復遺伝子の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 可変部領域遺伝子　（ＶＤＪ）
遺伝子 ＤＮＡ修復

Ｃ末端に存在する核移行シグナル（ＮＬＳ）を発現しておら
ず

遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡというリプレッサー
遺伝子 ＤＮＡ修復 メラノーマ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の加水分解
遺伝子 ＤＮＡ修復 １２０ａａを欠損し
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の不正対合
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の重複
遺伝子 ＤＮＡ修復 プログラム細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ビルレントファージ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の変化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ７ーメチルグアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基のメチル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 アルキル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 プリン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－ジヒドログアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－オキソ－７生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の酸化



遺伝子 STAP細胞 継続
遺伝子 STAP細胞 慈悲
遺伝子 STAP細胞 固
遺伝子 ＤＮＡ修復 オトメアゼナ（Ｂａｃｏｐａ　monnieri）
遺伝子 STAP細胞 知識
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内粘膜組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（base excision repair：BER）
遺伝子 STAP細胞 五瀬之大神　（五瀬之命）
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞の加齢
遺伝子 ＤＮＡ修復 テンプレートスイッチ
遺伝子 STAP細胞 修
遺伝子 ＤＮＡ修復 グアニンからのメチル基の除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性（error-free）の複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 メチルグアニンメチル基転移酵素　（ＭＧＭＴ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ鎖を鋳型に強行的に複製反応を進める経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 厳密に制御
遺伝子 ＤＮＡ修復 減数分裂中の生殖細胞
遺伝子 STAP細胞 反響
遺伝子 ＤＮＡ修復 制御されている
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り換え複製　（ＴＬＳ：Translesion Synthesis）
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製フォーク
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 STAP細胞 判断
遺伝子 ＤＮＡ修復 嵩高い損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 単量体への開裂と復元
遺伝子 ｉＰＳ細胞 γc遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 新しい変異株の発生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Klf4
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Oct3/
遺伝子 STAP細胞 叡智
遺伝子 STAP細胞 火
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Sox2
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの正しい複製過程
遺伝子 ＤＮＡ修復 ジャングＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 マリアアザミ（Ｓｉｌｙｂｕｍ　marianum）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡアクティベーション
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子c-Myc
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ”不正”な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復速度
遺伝子 STAP細胞 王冠
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライト
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライン
遺伝子 STAP細胞 アクシアル循環システム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の異常に関わる遺伝的疾患



遺伝子 STAP細胞 メタトロン
遺伝子 STAP細胞 アクシォトーナルメロディアンシステム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＳＣ（DeSanctis-Cacchoine syndrome)の合併
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素的な機構
遺伝子 STAP細胞 メタトロンの波動
遺伝子 ｉＰＳ細胞 身体再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 遺伝子発現調節
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の無いＤＮＡ鎖を鋳型として複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 相補ＤＮＡの修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＧＧＲ(global genome repair：ゲノム全体の修復)
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηの遺伝子産物
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの滑る留め金　（Sliding　Clamp）
遺伝子 ＤＮＡ修復 短いＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの損傷
遺伝子 STAP細胞 ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 環状ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 長寿
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄再生
遺伝子 STAP細胞 伊豆能売之神
遺伝子 STAP細胞 ヨッドの分光
遺伝子 STAP細胞 母のミトコンドリア
遺伝子 STAP細胞 大屋比古之神　（若御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 細胞核
遺伝子 ＤＮＡ修復 スーパーオキシドディスムターゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 カタラーゼ
遺伝子 STAP細胞 王国
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 ＤＮＡ修復 核ＤＮＡ：nＤＮＡ
遺伝子 STAP細胞 ボロン・ヨクテ・クーの完全な姿での復活
遺伝子 STAP細胞 荒魂
遺伝子 STAP細胞 奇魂
遺伝子 STAP細胞 幸魂
遺伝子 STAP細胞 和魂
遺伝子 STAP細胞 思兼之神　（御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 志那津比売之神　（稲氷命）
遺伝子 STAP細胞 生命エネルギー
遺伝子 STAP細胞 生命の場
遺伝子 STAP細胞 リバース再誕生
遺伝子 STAP細胞 ホログラフ的パターン
遺伝子 STAP細胞 精神
遺伝子 STAP細胞 月のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 建速須佐乃男之神
遺伝子 STAP細胞 月読神
遺伝子 STAP細胞 リコネクティブ周波数
遺伝子 STAP細胞 太陽のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 天照皇太神



遺伝子 STAP細胞 意識生命体　魂
遺伝子 STAP細胞 宇宙意識生命体　神

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
下　肢 下肢の神経 毛髪相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋上膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 心室筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 心房筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋周膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 輪状筋層　　　 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核鎖線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋内膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 斜走筋線維　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核袋線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋束
下　肢 下肢の骨と筋肉 房状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 被膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経筋接合　（運動終板）
下　肢 下肢の骨と筋肉 らせん輪状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋繊維　（筋細胞）
下　肢 下肢の骨と筋肉 皮膚筋炎
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経束
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋原線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 縦走筋層 　　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 核                 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 介在板　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動神経線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋紡錘
下　肢 下肢の骨と筋肉 浮腫
下　肢 下肢の血管 閉鎖性血栓性血管炎
下　肢 下肢の血管 パークスーウェーバー症候群
下　肢 下肢の血管 大伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 大伏在静脈
下　肢 下肢の血管 前脛骨静脈
下　肢 下肢の静脈 前脛骨静脈
下　肢 股と膝の関節 リウマチ因子
下　肢 下肢の骨と筋肉 伸筋支帯
下　肢 下肢の血管 クリッペルートレノーニー症候群
下　肢 下肢の血管 閉塞性動脈硬化症
下　肢 下肢の静脈 蛇腹
下　肢 足の関節 第１指の中足指節関節
下　肢 足の関節 第２指　
下　肢 足の関節 第３指
下　肢 足の関節 第４指
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下腿三頭筋
下　肢 足の関節 第５中足骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 殿筋拘縮症
下　肢 下肢の血管 第１～第３総底側指神経
下　肢 下肢の血管 小伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 小伏在静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 前脛骨筋



下　肢 足の関節 第５指の中足指節関節
下　肢 下肢の動脈 深足底枝
下　肢 下肢の血管 外側上膝静脈
下　肢 下肢の血管 足底動脈弓
下　肢 下肢の動脈 足底動脈弓
下　肢 下肢の血管 内側下膝動脈
下　肢 下肢の血管 外側下膝静脈
下　肢 足の関節 第５指の基節骨
下　肢 下肢の血管 第１固有底側指神経
下　肢 足の関節 第５指の中節骨
下　肢 足の関節 足根中足関節　（リスフラン関節）
下　肢 足の関節 第１指　（母指）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 股と膝の関節 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋拘縮症
下　肢 足の関節 楔立方関節
下　肢 足の関節 楔舟関節
下　肢 足の関節 第５指の末節骨
下　肢 足の関節 横足根関節
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指伸筋
下　肢 足の関節 距足根関節　（下足関節）
下　肢 足の関節 踵立方関節
下　肢 足の関節 距踵舟関節
下　肢 足の関節 踵骨下滑液嚢
下　肢 足の関節 距骨下関節
下　肢 足の関節 距腿関節　（上足関節）
下　肢 足の関節 第１指の第１中足骨
下　肢 足の関節 第１指の基節骨
下　肢 足の関節 第１指の末節骨
下　肢 下肢の動脈 第２～４背側中足動脈
下　肢 足の関節 踵腓靭帯
下　肢 足の関節 後距腓靭帯
下　肢 足の関節 前距腓靭帯
下　肢 下肢の動脈 背側指動脈
下　肢 足の関節 先天性足変形
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内転足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外転足）
下　肢 下肢の神経 前脛骨筋症候群
下　肢 下肢の神経 腕神経叢麻痺
下　肢 足の関節 足底腱膜炎
下　肢 下肢の血管 内腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 内腸骨静脈



下　肢 下肢の脊髄神経 小指外転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短指屈筋
下　肢 股と膝の関節 関節包
下　肢 足の関節 偏平足
下　肢 下肢の血管 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総底足指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
下　肢 下肢の脊髄神経 後脛骨筋
下　肢 下肢の血管 動静脈吻合
下　肢 下肢の静脈 足背静脈網
下　肢 下肢の血管 内腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内腸骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 底側骨間筋
下　肢 下肢の血管 足背静脈弓
下　肢 下肢の血管 固有底側指動脈
下　肢 下肢の動脈 固有底側指動脈
下　肢 下肢の血管 細静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 静脈
下　肢 下肢の血管 足背動脈
下　肢 下肢の動脈 足背動脈
下　肢 下肢の血管 第４総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 尾骨
下　肢 足の関節 楔状骨
下　肢 足の関節 内側楔状骨
下　肢 足の関節 中間楔状骨
下　肢 足の関節 外側楔状骨
下　肢 下肢の血管 上殿動脈
下　肢 下肢の動脈 上殿動脈
下　肢 股と膝の関節 腸骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨筋
下　肢 下肢の血管 下殿動脈
下　肢 下肢の動脈 下殿動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腰椎神経
下　肢 下肢の血管 内側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 内側足底静脈
下　肢 下肢の血管 外側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 外側足底動脈
下　肢 足の関節 距骨
下　肢 足の関節 立方骨
下　肢 足の関節 足弓
下　肢 足の関節 足の舟状骨
下　肢 足の関節 踵骨　（かかとの骨）



下　肢 下肢の脊髄神経 第１・第２虫様筋
下　肢 足の関節 土ふまず
下　肢 下肢の血管 浅腹壁静脈
下　肢 下肢の血管 腸腰動脈
下　肢 足の関節 第５指の近位指節間関節
下　肢 足の関節 第５指の遠位指節間関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 動脈
下　肢 下肢の動脈 弓状動脈
下　肢 下肢の静脈 背側中足静脈
下　肢 下肢の動脈 ヒラメ筋腱弓
下　肢 下肢の動脈 前内果動脈
下　肢 足の関節 第１指の指節間関節
下　肢 下肢の動脈 第１背側中足動脈
下　肢 足の関節 足の骨部
下　肢 下肢の動脈 下腿骨間膜
下　肢 足の関節 足根骨
下　肢 下肢の動脈 外側小指背側動脈
下　肢 足の関節 足底腱膜
下　肢 下肢の神経 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 内側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足底神経
下　肢 下肢の神経 総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足底の皮膚
下　肢 下肢の神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 中間足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間足背皮神経
下　肢 足の関節 長足底靭帯
下　肢 股と膝の関節 内側側副靭帯
下　肢 股と膝の関節 脛腓関節包
下　肢 下肢の脊髄神経 第１固有底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１～第３総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 後十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 前十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 深膝蓋下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋上包
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢が痒い（かゆい）
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の浮腫
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の静脈 静脈浮腫
下　肢 下肢の神経 尺骨神経麻痺
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の怪我
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の病気
下　肢 下肢の神経 足相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント



下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨・関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
下　肢 下肢の神経 橈骨神経麻痺
下　肢 下肢の神経 男性陰毛相
下　肢 下肢の神経 女性陰毛相
下　肢 下肢の血管 下腿静脈瘤
下　肢 下肢の静脈 大腿深静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）の関節唇
下　肢 下肢の神経 男性生殖器相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉挫傷
下　肢 下肢の静脈 後脛骨静脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨反回動脈
下　肢 下肢の動脈 外側下膝動脈
下　肢 下肢の動脈 外側上膝動脈
下　肢 下肢の神経 正中神経麻痺
下　肢 下肢の神経 手相
下　肢 下肢の神経 足
下　肢 下肢の骨と筋肉 半腱様筋
下　肢 下肢の神経 乳房相
下　肢 下肢の動脈 膝関節動脈網
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉疲労
下　肢 足の関節 第５指　（小指）
下　肢 下肢の静脈 下肢静脈浮腫
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の動脈 内側下膝動脈
下　肢 下肢の静脈 内側太腿回旋静脈
下　肢 股と膝の関節 大腿四頭筋腱
下　肢 下肢の血管 腹大動脈
下　肢 下肢の動脈 腹大動脈
下　肢 下肢の血管 大腿静脈
下　肢 下肢の動脈 大腿静脈
下　肢 下肢の静脈 大腿静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）
下　肢 股と膝の関節 股関節腔
下　肢 下肢の脊髄神経 岬角　（仙骨の前縁）
下　肢 足の関節 親指
下　肢 下肢の血管 下大静脈弁
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 膝
下　肢 下肢の神経 小伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小伏在神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋腱
下　肢 下肢の脊髄神経 短小指屈筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 大腿骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨



下　肢 下肢の脊髄神経 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の血管 下大静脈
下　肢 下肢の静脈 下大静脈
下　肢 股と膝の関節 第５腰椎
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼横靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の故障
下　肢 股と膝の関節 坐骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小指対立筋
下　肢 股と膝の関節 足底筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 足底筋
下　肢 下肢の脊髄神経 足底筋
下　肢 下肢の血管 前脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長指伸筋
下　肢 股と膝の関節 総腓骨神経
下　肢 下肢の神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腓骨筋
下　肢 足の関節 前脛骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腰神経
下　肢 下肢の血管 総腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 総腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 外腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 後脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 後脛骨動脈
下　肢 足の関節 痛風
下　肢 下肢の血管 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 脛骨神経
下　肢 下肢の神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 母指外転筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩静脈
下　肢 下肢の血管 膝窩静脈
下　肢 下肢の静脈 膝窩静脈
下　肢 下肢の脊髄神経 足底方形筋
下　肢 下肢の脊髄神経 背側骨間筋
下　肢 股と膝の関節 骨膜



下　肢 下肢の血管 膝窩リンパ節
下　肢 下肢の血管 浅鼠径リンパ節
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短内転筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 毛細血管網
下　肢 下肢の脊髄神経 骨格筋
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経叢
下　肢 下肢の脊髄神経 小内転筋
下　肢 下肢の神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の神経 手
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 腸骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸骨
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 股と膝の関節 恥骨
下　肢 股と膝の関節 坐骨
下　肢 下肢の脊髄神経 長腓骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿方形筋
下　肢 下肢の神経 腓腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹神経
下　肢 下肢の血管 底側中足動脈
下　肢 下肢の動脈 底側中足動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腰部神経叢
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
下　肢 下肢の脊髄神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 股と膝の関節 腓骨
下　肢 足の関節 腓骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 第１腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外閉鎖筋
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の脊髄神経 長指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短腓骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 長母指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下伸筋支帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 上伸筋支帯
下　肢 股と膝の関節 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 小殿筋
下　肢 足の関節 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 下肢の骨と筋肉 アキレス腱　（踵骨腱）



下　肢 下肢の脊髄神経 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 足の関節 アキレス腱の滑液嚢
下　肢 下肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
下　肢 股と膝の関節 仙骨
下　肢 下肢の血管 下行膝動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 内閉鎖筋
下　肢 下肢の動脈 閉鎖動脈
下　肢 下肢の動脈 前外果動脈
下　肢 下肢の血管 リンパ節炎
下　肢 下肢の動脈 下行膝動脈
下　肢 下肢の動脈 腸恥窩
下　肢 下肢の動脈 粗線の内側唇
下　肢 下肢の動脈 恥骨結節
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋収縮
下　肢 下肢の骨と筋肉 恥骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 恥骨筋
下　肢 下肢の動脈 腓骨回旋枝
下　肢 下肢の骨と筋肉 足根骨
下　肢 下肢の静脈 ふくらはぎ　（腓腹、脹脛）
下　肢 下肢の骨と筋肉 足関節（骨）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（大腿直筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿直筋
下　肢 下肢の動脈 前陰嚢枝
下　肢 下肢の動脈 前陰唇枝
下　肢 下肢の動脈 腓腹動脈
下　肢 股と膝の関節 外側側副靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（内側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（外側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（中間広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿中間広筋
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下脂肪体
下　肢 股と膝の関節 膝窩脂肪体
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（長頭）
下　肢 下肢の神経 大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿神経
下　肢 下肢の動脈 大腿神経
下　肢 足の関節 外側靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 外側靭帯
下　肢 下肢の神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 下殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿皮神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋前皮下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下滑膜ひだ
下　肢 足の関節 前脛腓靭帯
下　肢 下肢の動脈 下肢の本幹動脈



下　肢 股と膝の関節 先天性股関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 先天性膝関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 変形性膝関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 多発性筋炎
下　肢 下肢の神経 周期性四肢麻痺
下　肢 下肢の動脈 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 変形性股関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 腱
下　肢 下肢の骨と筋肉 半膜様筋
下　肢 下肢の脊髄神経 半膜様筋
下　肢 下肢の静脈 外側太腿回旋静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 外側骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 母指内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 重症筋無力症
下　肢 下肢の脊髄神経 大腰筋
下　肢 股と膝の関節 膝関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝関節
下　肢 下肢の脊髄神経 第２腰神経
下　肢 足の関節 長母指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩筋
下　肢 下肢の脊髄神経 膝窩筋
下　肢 下肢の血管 総腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 総腸骨動脈
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の血管 大腿動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿動脈
下　肢 下肢の血管 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の動脈 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 股と膝の関節 脛骨
下　肢 足の関節 脛骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経
下　肢 下肢の血管 大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿深動脈
下　肢 下肢の血管 腓骨動脈
下　肢 下肢の動脈 腓骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 下肢の脊髄神経 半腱様筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大内転筋



下　肢 股と膝の関節 膝窩動脈
下　肢 下肢の血管 膝窩動脈
下　肢 下肢の動脈 膝窩動脈
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨関節面
下　肢 股と膝の関節 骨膜
下　肢 下肢の血管 下肢静脈瘤
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部神経
下　肢 股と膝の関節 膝半月
下　肢 下肢の脊髄神経 第５腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第２仙骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の骨と筋肉 薄筋
下　肢 下肢の脊髄神経 薄筋
下　肢 下肢の血管 外側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 外側足底静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の神経 下殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋靭帯
下　肢 下肢の血管 内側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 内側足底動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 鼠径靭帯
下　肢 下肢の動脈 鼠径靭帯
下　肢 下肢の神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の脊髄神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 仙腸関節
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 伏在神経
下　肢 下肢の動脈 内側足根動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 短指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
下　肢 股と膝の関節 輪帯
下　肢 股と膝の関節 腸骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 坐骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 恥骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 小転子
下　肢 股と膝の関節 大転子
下　肢 下肢の動脈 大腿三角
下　肢 下肢の動脈 下行枝
下　肢 下肢の動脈 第３貫通動脈



下　肢 下肢の動脈 第２貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 第１貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 脛骨粗面
下　肢 下肢の動脈 固有大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 内転筋腱裂孔
下　肢 下肢の動脈 内転筋管
下　肢 下肢の動脈 浅外陰部動脈
下　肢 下肢の動脈 外陰部動脈
下　肢 足の関節 足骨部
下　肢 股と膝の関節 膝蓋靭帯
下　肢 足の関節 足の関節
下　肢 下肢の動脈 外側足根動脈
下　肢 下肢の動脈 浅腸骨回旋動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腱中心
下　肢 下肢の動脈 浅腹壁動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿骨間神経
下　肢 下肢の動脈 正中仙骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内側大腿回旋動脈
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側上顆
下　肢 股と膝の関節 外側半月
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側顆
下　肢 股と膝の関節 内側半月
下　肢 股と膝の関節 膝横靭帯
下　肢 下肢の動脈 中膝動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 陰部神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（短頭）
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 足の関節 内側三角靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 内側三角靭帯
下　肢 下肢の神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足の関節周辺の皮膚
下　肢 下肢の神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側腓腹皮神経　（腓腹神経）
下　肢 下肢の神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿前面の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足外側の皮膚
下　肢 下肢の神経 中殿皮神経



下　肢 下肢の脊髄神経 中殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿後外側面の下方部の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 踵外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足外側縁の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足内側から母指の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿内側の皮膚
下　肢 足の関節 後脛腓靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側上顆
下　肢 下肢の神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 挫傷
下　肢 下肢の血管 レイノー症候群
下　肢 股と膝の関節 膝関節水腫
下　肢 股と膝の関節 膝内障
下　肢 股と膝の関節 膝蓋軟骨軟化症
下　肢 下肢の脊髄神経 梨状筋
下　肢 股と膝の関節 外反股
下　肢 股と膝の関節 ペルテス病
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭壊死
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋性斜頸
下　肢 下肢の骨と筋肉 進行性筋ジストロフィー症
下　肢 股と膝の関節 骨端線
下　肢 股と膝の関節 内反股
下　肢 下肢の神経 上殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 上殿神経
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼形成不全　（臼蓋形成不全）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋緊張低下
下　肢 下肢の神経 人相
下　肢 下肢の骨と筋肉 魚のめ
下　肢 下肢の脊髄神経 尾骨神経（叢）
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
下　肢 下肢の骨と筋肉 寝違い
下　肢 下肢の血管 リンパ浮腫
下　肢 下肢の血管 血栓性静脈炎
下　肢 下肢の血管 手足冷感
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の血管 四肢冷感
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大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨と関節 鎖骨
関　節 骨と関節 肩甲骨
関　節 肘と手の関節 橈骨頭
関　節 肘と手の関節 上腕骨内側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨滑車
関　節 肘と手の関節 腕尺関節
関　節 肘と手の関節 上腕骨外側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨小頭
関　節 肘と手の関節 肘関節
関　節 肘と手の関節 前腕骨間膜
関　節 肘と手の関節 上腕二頭筋腱
関　節 肘と手の関節 肘頭
関　節 肘と手の関節 外側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 内側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 橈骨輪状靭帯
関　節 肘と手の関節 斜索
関　節 肘と手の関節 腕橈関節
関　節 肘と手の関節 関節包
関　節 肘と手の関節 上橈尺関節
関　節 骨と関節 粘液水腫
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素症
関　節 肘と手の関節 寒冷痛
関　節 肘と手の関節 寒冷血管反応
関　節 肘と手の関節 寒冷グロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手根管滑膜炎
関　節 肘と手の関節 指節間関節
関　節 肘と手の関節 近位指節間関節
関　節 肘と手の関節 遠位指節間関節
関　節 肘と手の関節 末節骨
関　節 肘と手の関節 基節骨
関　節 肘と手の関節 中節骨
関　節 肘と手の関節 手関節の靭帯　（手根部）
関　節 肘と手の関節 小指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 環指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 中指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 示指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 手掌腱膜
関　節 肘と手の関節 長母指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 屈筋支帯
関　節 肘と手の関節 総指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 橈側手根屈筋腱滑液鞘
関　節 肘と手の関節 線維鞘十字部
関　節 肘と手の関節 線維鞘輪状部
関　節 肘と手の関節 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 腱間結合
関　節 肘と手の関節 尺側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 伸筋支帯



関　節 肘と手の関節 総指伸筋腱と示指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 小指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長母指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 短橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 母指
関　節 肘と手の関節 示指　（ひとさしゆび）
関　節 肘と手の関節 中指
関　節 肘と手の関節 環指　（くすりゆび）
関　節 肘と手の関節 小指
関　節 肘と手の関節 フォーカルジストニア
関　節 肘と手の関節 関節円板
関　節 肘と手の関節 手根中手関節
関　節 肘と手の関節 手根中央関節
関　節 肘と手の関節 手の舟状骨
関　節 肘と手の関節 月状骨
関　節 肘と手の関節 下橈尺関節
関　節 肘と手の関節 橈骨手根関節
関　節 関節疾患 炎症性リウマチ
関　節 関節疾患 リウマチ性痛風
関　節 骨と関節 第１～第５中手骨
関　節 骨と関節 手根骨
関　節 肘と手の関節 橈骨
関　節 骨と関節 橈骨
関　節 肘と手の関節 豆状骨
関　節 肘と手の関節 有鉤骨
関　節 肘と手の関節 有頭骨
関　節 肘と手の関節 三角骨
関　節 肘と手の関節 豆状三角骨関節
関　節 肘と手の関節 リウマチ
関　節 骨と関節 母指の手根中手関節
関　節 骨と関節 手の指節間関節
関　節 肘と手の関節 尺骨
関　節 骨と関節 尺骨
関　節 肘と手の関節 上腕骨
関　節 骨と関節 上腕骨
関　節 肘と手の関節 大菱形骨
関　節 肘と手の関節 小菱形骨
関　節 肘と手の関節 中手指節関節
関　節 肘と手の関節 第５中手骨（小指）
関　節 骨と関節 手の指骨

関　節 肘と手の関節
腱と腱を囲んでいる鞘の接触箇所が炎症を起こし、腱が滑りにくくなっ
ている事により起こる腱鞘炎

関　節 肘と手の関節 指が巻き込む
関　節 肘と手の関節 指が動かない
関　節 肘と手の関節 腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 ばね指
関　節 肘と手の関節 長年の筋肉過労弾発指 (バネ指)
関　節 肘と手の関節 キーンベック病



関　節 肘と手の関節 使い過ぎ症候群
関　節 肘と手の関節 ドケルバン病  （狭窄性腱鞘炎）
関　節 肘と手の関節 狭窄性腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 瘢痕部
関　節 肘と手の関節 デュピュイトラン拘縮
関　節 肘と手の関節 運動機能障害  （動かない、巻き込むなど）
関　節 肘と手の関節 ガングリオン
関　節 肘と手の関節 外反肘
関　節 肘と手の関節 内反肘
関　節 肘と手の関節 肘内障
関　節 肘と手の関節 野球肘
関　節 肘と手の関節 テニス肘
関　節 肘と手の関節 楽器の練習
関　節 肘と手の関節 ピアノの練習
関　節 肘と手の関節 楽器の演奏
関　節 肘と手の関節 ピアノの演奏
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手関節部の可動制限
関　節 肘と手の関節 手関節部の運動時痛
関　節 骨と関節 第１～第５中足骨
関　節 骨と関節 足の距足根関節
関　節 骨と関節 足の距腿関節
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン
関　節 骨と関節 内環状層板
関　節 骨と関節 外環状層板
関　節 骨と関節 関節円板
関　節 骨と関節 足の指骨
関　節 骨と関節 関節窩
関　節 骨と関節 骨細静脈
関　節 骨と関節 膝蓋骨
関　節 骨と関節 尾骨
関　節 関節疾患 足関節（骨）
関　節 骨と関節 動脈
関　節 骨と関節 破骨細胞
関　節 骨と関節 骨芽細胞
関　節 骨と関節 前頂骨
関　節 骨と関節 後頭骨
関　節 骨と関節 関節腔
関　節 骨と関節 前頭骨
関　節 骨と関節 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨と関節 骨組織カルチノイド
関　節 骨と関節 骨内ガングリオン
関　節 肘と手の関節 骨の無腐性壊死
関　節 骨と関節 骨組織球症
関　節 骨と関節 骨折
関　節 肘と手の関節 ヘモグロビン尿症
関　節 肘と手の関節 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
関　節 骨と関節 肘の上腕尺関節
関　節 骨と関節 手の橈骨手根関節



関　節 骨と関節 肋骨
関　節 骨と関節 骨組織
関　節 骨と関節 大腿骨
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 股関節
関　節 骨と関節 股関節
関　節 関節疾患 指関節
関　節 骨と関節 靱帯
関　節 関節疾患 腰仙関節
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 肝臓
関　節 関節疾患 胸腺
関　節 関節疾患 膝関節外側
関　節 関節疾患 痛風
関　節 骨と関節 骨髄腔
関　節 骨と関節 脊椎　（脊柱を構成する）
関　節 骨と関節 手首
関　節 関節疾患 股関節軟骨
関　節 骨と関節 ヒアルロン酸
関　節 骨と関節 滑膜ひだ
関　節 骨と関節 骨膜 -2  447
関　節 骨と関節 海綿質
関　節 骨と関節 緻密質
関　節 骨と関節 胃経
関　節 骨と関節 腸骨
関　節 関節疾患 膝関節内側
関　節 関節疾患 関節
関　節 骨と関節 軟骨
関　節 骨と関節 生体骨物質
関　節 関節疾患 尿酸性関節炎
関　節 骨と関節 下顎骨
関　節 骨と関節 骨
関　節 骨と関節 脛骨
関　節 関節疾患 腎臓
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 骨と関節 仙骨
関　節 骨と関節 足根骨
関　節 関節疾患 足首関節
関　節 骨と関節 側頭筋
関　節 骨と関節 骨髄炎
関　節 関節疾患 筋肉リウマチ
関　節 骨と関節 単発性骨囊腫
関　節 関節疾患 関節　（痛みのある）
関　節 肘と手の関節 反復外傷
関　節 肘と手の関節 屈曲拘縮　（癲癇患者に発生する手足の屈曲拘縮）
関　節 骨と関節 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨と関節 トキソイド
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン様物質
関　節 関節疾患 有痛性肩拘縮症



関　節 骨と関節 関節頭
関　節 骨と関節 海綿骨小柱
関　節 骨と関節 骨内膜
関　節 骨と関節 介在層板
関　節 骨と関節 シャーピー繊維
関　節 骨と関節 フォルクマン管
関　節 骨と関節 オステオン　（骨単位）
関　節 骨と関節 ハバース管
関　節 関節疾患 膝関節
関　節 骨と関節 膝関節
関　節 骨と関節 腓骨
関　節 肘と手の関節 外傷
関　節 骨と関節 尿尿酸結晶
関　節 骨と関節 脂肪層
関　節 骨と関節 頬骨
関　節 骨と関節 骨膜 496
関　節 骨と関節 関節包
関　節 関節疾患 肩関節
関　節 関節疾患 変形性関節症
関　節 骨と関節 関節軟骨
関　節 肘と手の関節 チアノーゼ
関　節 関節疾患 仙腸関節
関　節 骨と関節 骨細胞
関　節 骨と関節 骨細管
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 関節疾患 関節の痛み
関　節 骨と関節 骨端線
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 関節疾患 関節肥大
関　節 骨と関節 小児壊血病
関　節 骨と関節 多発性骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄線維
関　節 骨と関節 骨髄線維症
関　節 骨と関節 骨の骨折、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の怪我、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の病気、回復度、何ポイント
関　節 関節疾患 関節の腫れ
関　節 骨と関節 骨疾患
関　節 骨と関節 骨軟骨異栄養症
関　節 骨と関節 骨髄液
関　節 骨と関節 小人症
関　節 骨と関節 壊血病
関　節 骨と関節 骨小腔　（ＢＯＮＥーＣＡＶＩＴＹ）
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 関節疾患 リウマチの痛み
関　節 骨と関節 骨髄
関　節 骨と関節 骨髄液漿

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨　盤 仙骨前リンパ節
関　節 骨　盤 腸リンパ本幹 　intestinal trunk
関　節 骨　盤 左腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 右腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 浅鼡径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節からの輸出管
関　節 骨　盤 胸管
関　節 骨　盤 母指
関　節 骨　盤 示指　（ひとさしゆび）
関　節 骨　盤 中指
関　節 骨　盤 環指　（くすりゆび）
関　節 骨　盤 小指
関　節 骨　盤 会陰動脈
関　節 骨　盤 陰核背神経
関　節 骨　盤 会陰神経
関　節 骨　盤 内腸骨静脈の静脈根
関　節 骨　盤 尾骨下端
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁
関　節 骨　盤 右恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁の後面
関　節 骨　盤 左恥骨下枝
関　節 骨　盤 内腸骨静脈
関　節 骨　盤 内環状層板
関　節 骨　盤 外環状層板
関　節 骨　盤 肛門挙筋
関　節 骨　盤 足の指骨
関　節 骨　盤 内腸骨動脈
関　節 骨　盤 外肛門括約筋
関　節 骨　盤 閉鎖動脈
関　節 骨　盤 尾骨
関　節 骨　盤 上殿動脈
関　節 骨　盤 自律神経
関　節 骨　盤 下殿動脈
関　節 骨　盤 腰内臓神経
関　節 骨　盤 腸腰動脈
関　節 骨　盤 恥骨結合
関　節 骨　盤 破骨細胞
関　節 骨　盤 骨芽細胞
関　節 骨　盤 内腸骨動脈の枝
関　節 骨　盤 腹壁動脈
関　節 骨　盤 閉鎖動脈恥骨枝
関　節 骨　盤 上腕
関　節 骨　盤 腰神経節
関　節 骨　盤 閉鎖管
関　節 骨　盤 体性神経系
関　節 骨　盤 尾骨筋



関　節 骨　盤 恥骨結合の下縁
関　節 骨　盤 腸恥隆起
関　節 骨　盤 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨　盤 骨内ガングリオン
関　節 骨　盤 骨の痛み
関　節 骨　盤 骨組織球症
関　節 骨　盤 排尿筋
関　節 骨　盤 小坐骨孔
関　節 骨　盤 腹大動脈
関　節 骨　盤 精管動脈
関　節 骨　盤 卵巣のリンパ管
関　節 骨　盤 右寛骨
関　節 骨　盤 殿部　（臀部）
関　節 骨　盤 坐骨結節
関　節 骨　盤 仙結節靱帯
関　節 骨　盤 生殖器
関　節 骨　盤 内腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下直腸神経
関　節 骨　盤 大腿部
関　節 骨　盤 坐骨枝
関　節 骨　盤 恥骨枝
関　節 骨　盤 恥骨櫛
関　節 骨　盤 骨盤内面の深リンパ管
関　節 骨　盤 鼠径部
関　節 骨　盤 骨盤外面の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 臀部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 子宮上部のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤部のリンパ
関　節 骨　盤 骨盤外面の深層の深リンパ管
関　節 骨　盤 内陰部動脈
関　節 骨　盤 骨組織
関　節 骨　盤 寛骨
関　節 骨　盤 節後ニューロン
関　節 骨　盤 節前線維
関　節 骨　盤 節後線維
関　節 骨　盤 交感神経幹
関　節 骨　盤 指関節
関　節 骨　盤 第５腰椎
関　節 骨　盤 坐骨神経
関　節 骨　盤 腸腰勒帯
関　節 骨　盤 腰仙関節
関　節 骨　盤 総腸骨静脈
関　節 骨　盤 外腸骨静脈
関　節 骨　盤 内肛門括約筋
関　節 骨　盤 骨髄腔
関　節 骨　盤 骨膜 -2
関　節 骨　盤 海綿質
関　節 骨　盤 緻密質
関　節 骨　盤 腸骨



関　節 骨　盤 恥骨
関　節 骨　盤 坐骨
関　節 骨　盤 軟骨
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈
関　節 骨　盤 仙骨内臓神経
関　節 骨　盤 大腿方形筋
関　節 骨　盤 生体骨物質
関　節 骨　盤 後大腿皮神経
関　節 骨　盤 腎動脈
関　節 骨　盤 仙腸骨靭帯
関　節 骨　盤 脊部一胴
関　節 骨　盤 大内臓神経
関　節 骨　盤 仙骨
関　節 骨　盤 内閉鎖筋
関　節 骨　盤 腹大動脈神経叢
関　節 骨　盤 副交感性節前線維
関　節 骨　盤 仙骨断面
関　節 骨　盤 外側仙骨動脈
関　節 骨　盤 植物神経系
関　節 骨　盤 左寛骨
関　節 骨　盤 下腹部
関　節 骨　盤 左下腹壁動脈
関　節 骨　盤 分界線
関　節 骨　盤 迷走神経後神経幹
関　節 骨　盤 総腓骨神経部
関　節 骨　盤 動物神経系
関　節 骨　盤 下双子筋
関　節 骨　盤 脛骨神経部
関　節 骨　盤 仙骨リンパ節
関　節 骨　盤 腸骨翼
関　節 骨　盤 太腿伸側
関　節 骨　盤 血管裂孔
関　節 骨　盤 深腸骨回旋動脈
関　節 骨　盤 大坐骨孔
関　節 骨　盤 外腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 岬角
関　節 骨　盤 腹壁
関　節 骨　盤 上双子筋
関　節 骨　盤 下下腹神経叢(骨盤神経叢と同義)
関　節 骨　盤 総腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 腰部
関　節 骨　盤 シナプス結合
関　節 骨　盤 右下腹壁動脈
関　節 骨　盤 上腹壁動脈
関　節 骨　盤 大動脈腎動脈神経節
関　節 骨　盤 坐骨直腸窩
関　節 骨　盤 腰リンパ節
関　節 骨　盤 恥骨下角



関　節 骨　盤 弓状線
関　節 骨　盤 後陰唇神経
関　節 骨　盤 内外腸骨動脈
関　節 骨　盤 単発性骨囊腫
関　節 骨　盤 骨盤隔膜
関　節 骨　盤 小骨盤
関　節 骨　盤 骨盤内臓のリンパ
関　節 骨　盤 膀胱の平滑筋
関　節 骨　盤 膀胱括約筋弛緩
関　節 骨　盤 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨　盤 上膀胱動脈
関　節 骨　盤 排尿筋の収縮
関　節 骨　盤 トキソイド
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱
関　節 骨　盤 偽骨盤
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱膀胱
関　節 骨　盤 骨盤の斜径
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱子宮
関　節 骨　盤 陰部神経叢
関　節 骨　盤 骨盤下口の横径
関　節 骨　盤 直腸のリンパ管
関　節 骨　盤 臍動脈索
関　節 骨　盤 横行結腸中央
関　節 骨　盤 臀部リンパ節
関　節 骨　盤 外腸骨動脈
関　節 骨　盤 骨盤
関　節 骨　盤 直腸
関　節 骨　盤 小内臓神経
関　節 骨　盤 膀胱攣縮(れんしゆく)
関　節 骨　盤 膀胱
関　節 骨　盤 腹腔動脈
関　節 骨　盤 海綿骨小柱
関　節 骨　盤 骨内膜
関　節 骨　盤 介在層板
関　節 骨　盤 シャーピー繊維
関　節 骨　盤 フォルクマン管
関　節 骨　盤 オステオン　（骨単位）
関　節 骨　盤 ハバース管
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈
関　節 骨　盤 総腸骨動脈
関　節 骨　盤 大腿動脈
関　節 骨　盤 下大静脈
関　節 骨　盤 骨膜
関　節 骨　盤 陰部神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第1仙骨神経(S1)の後根
関　節 骨　盤 第１仙骨神経(Ｓ１)の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経
関　節 骨　盤 第４仙骨神経



関　節 骨　盤 第４仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 関節軟骨
関　節 骨　盤 第３仙骨神経の後根　
関　節 骨　盤 第４仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 大骨盤
関　節 骨　盤 下殿神経
関　節 骨　盤 鼠径靭帯
関　節 骨　盤 仙腸関節
関　節 骨　盤 骨細胞
関　節 骨　盤 骨細管
関　節 骨　盤 第４腰椎
関　節 骨　盤 臍帯
関　節 骨　盤 骨盤底筋
関　節 骨　盤 臍動脈
関　節 骨　盤 上膀胱動脈仙骨断面
関　節 骨　盤 下膀胱動脈
関　節 骨　盤 精巣のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤の岬角
関　節 骨　盤 仙棘靭帯
関　節 骨　盤 直腸の平滑筋
関　節 骨　盤 腹腔神経節
関　節 骨　盤 骨盤動脈
関　節 骨　盤 第４仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第３仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第２仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第１仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第５仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 骨盤部の副交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の静脈
関　節 骨　盤 真骨盤
関　節 骨　盤 乳ビ槽
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、壁側枝
関　節 骨　盤 骨盤傾度
関　節 骨　盤 骨盤上口
関　節 骨　盤 骨盤臀部
関　節 骨　盤 骨盤臓器
関　節 骨　盤 骨盤面
関　節 骨　盤 閉鎖膜
関　節 骨　盤 骨盤底
関　節 骨　盤 左下腹神経
関　節 骨　盤 仙骨神経節
関　節 骨　盤 下腹神経



関　節 骨　盤 膀胱括約筋
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第５仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 下直腸動脈
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 中直腸動脈
関　節 骨　盤 骨盤上口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、臓側枝
関　節 骨　盤 産科的結合線
関　節 骨　盤 骨盤下口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤下口
関　節 骨　盤 骨盤の対角径
関　節 骨　盤 骨盤部の交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の神経
関　節 骨　盤 骨盤神経叢
関　節 骨　盤 腰仙骨神経幹
関　節 骨　盤 仙髄自律神経中枢
関　節 骨　盤 第１仙髄
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質
関　節 骨　盤 第２仙髄
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質
関　節 骨　盤 第３仙髄
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質
関　節 骨　盤 第４仙髄
関　節 骨　盤 第５仙髄
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質
関　節 骨　盤 腸骨動脈神経叢
関　節 骨　盤 骨盤軸
関　節 骨　盤 真結合線
関　節 骨　盤 骨盤上口の横径
関　節 骨　盤 上下腹神経叢
関　節 骨　盤 骨盤の解剖学的結合線
関　節 骨　盤 ガングリオン
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 骨　盤 外陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 梨状筋
関　節 骨　盤 骨盤内臓神経
関　節 骨　盤 骨端線
関　節 骨　盤 上殿神経
関　節 骨　盤 梨状筋上孔
関　節 骨　盤 骨盤腔
関　節 骨　盤 梨状筋下孔
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 骨　盤 会陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 不対神経節
関　節 骨　盤 関節肥大



関　節 骨　盤 多発性骨髄腫
関　節 骨　盤 骨髄腫
関　節 骨　盤 骨の亀裂　骨のひび割れ
関　節 骨　盤 関節の腫れ
関　節 骨　盤 骨の病気
関　節 骨　盤 下行大動脈
関　節 骨　盤 骨髄液
関　節 骨　盤 多発性硬化症骨髄型
関　節 骨　盤 骨髄
関　節 骨　盤 骨髄液漿

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
呼吸器 肺と肺部 胸膜カルチノイド
呼吸器 肺と肺部 心外膜
呼吸器 肺と肺部 心膜
呼吸器 呼吸器系 鎖骨
呼吸器 肺と肺部 鎖骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 鎖骨
呼吸器 呼吸器系 口蓋咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 喉頭下部
呼吸器 呼吸器系 喉頭筋
呼吸器 呼吸器系 輪状筋
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の軟骨輪
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の粘膜下組織
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の粘膜
呼吸器 呼吸器系 鋤骨
呼吸器 呼吸器系 外側弓状靱帯
呼吸器 呼吸器系 外側輪状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 輪状甲状筋
呼吸器 呼吸器系 輪状軟骨下縁
呼吸器 呼吸器系 輪状軟骨
呼吸器 呼吸器系 重層扁平上皮
呼吸器 呼吸器系 軟口蓋
呼吸器 呼吸器系 硬口蓋
呼吸器 呼吸器系 喉頭蓋
呼吸器 呼吸器系 口蓋咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 内側弓状靱帯
呼吸器 呼吸器系 胸骨体
呼吸器 呼吸器系 胸骨柄
呼吸器 呼吸器系 肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 肩甲骨
呼吸器 呼吸器系 縦走筋
呼吸器 呼吸器系 縦隔臓器
呼吸器 呼吸器系 縦隔
呼吸器 呼吸器系 耳管軟骨部
呼吸器 呼吸器系 耳管隆起
呼吸器 呼吸器系 耳管峡部
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 耳管骨部
呼吸器 呼吸器系 耳管軟骨
呼吸器 呼吸器系 外耳道
呼吸器 呼吸器系 鼻腔の外側壁
呼吸器 肺と肺部 膿胸
呼吸器 呼吸器系 天蓋
呼吸器 呼吸器系 口腔前庭
呼吸器 呼吸器系 左肺の前肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の水平裂
呼吸器 呼吸器系 右肺の内側肺底区
呼吸器 肺と肺部 軟骨膜
呼吸器 呼吸器系 肺の横隔面



呼吸器 肺と肺部 結合組織被膜
呼吸器 肺と肺部 小動脈
呼吸器 呼吸器系 下角
呼吸器 呼吸器系 小葉間細気管支
呼吸器 呼吸器系 鼻粘膜
呼吸器 呼吸器系 胸腔内圧
呼吸器 呼吸器系 胸腔
呼吸器 呼吸器系 鼻部
呼吸器 呼吸器系 胸膜腔
呼吸器 呼吸器系 肺の前縁
呼吸器 呼吸器系 肺の後縁
呼吸器 呼吸器系 肺の内側面
呼吸器 呼吸器系 肺葉
呼吸器 呼吸器系 後輪状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 肺の肋骨面
呼吸器 呼吸器系 肺の機能血管
呼吸器 肺と肺部 軟骨間靭帯
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第４肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第５肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第６肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第７肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第８肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第９肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１０肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１１肋骨
呼吸器 呼吸器系 肺動静脈系と気管支動静脈系の吻合
呼吸器 呼吸器系 肺の栄養血管
呼吸器 呼吸器系 上喉頭神経
呼吸器 呼吸器系 上喉頭神経外枝
呼吸器 呼吸器系 声帯突起
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨の声帯突起
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨筋突起
呼吸器 呼吸器系 胸膜水
呼吸器 呼吸器系 鼻腔隔壁
呼吸器 呼吸器系 左肺の内側肺底区
呼吸器 呼吸器系 声帯靭帯
呼吸器 呼吸器系 喉頭前庭
呼吸器 呼吸器系 声帯筋
呼吸器 呼吸器系 喉頭上部
呼吸器 呼吸器系 喉頭中部
呼吸器 呼吸器系 斜角筋群
呼吸器 呼吸器系 喉頭室
呼吸器 呼吸器系 声門下腔
呼吸器 呼吸器系 声門裂
呼吸器 呼吸器系 室靭帯
呼吸器 呼吸器系 喉頭腔
呼吸器 呼吸器系 声門
呼吸器 呼吸器系 披裂喉頭蓋ヒダ
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨



呼吸器 呼吸器系 室ひだ（仮声帯）
呼吸器 呼吸器系 喉頭口
呼吸器 呼吸器系 鼻咽道
呼吸器 呼吸器系 咽頭扁桃
呼吸器 呼吸器系 第７肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第８肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第９肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 胸膜(肺)
呼吸器 呼吸器系 臓側胸膜
呼吸器 呼吸器系 壁側胸膜
呼吸器 呼吸器系 最内肋間筋
呼吸器 呼吸器系 肋間隙
呼吸器 呼吸器系 気管分岐部
呼吸器 呼吸器系 肺間膜
呼吸器 呼吸器系 喉頭軟骨
呼吸器 呼吸器系 甲状舌骨膜
呼吸器 呼吸器系 甲状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 左肺の下葉
呼吸器 呼吸器系 左肺の後肺底区
呼吸器 呼吸器系 葉間裂
呼吸器 呼吸器系 左肺の上葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の上ー下葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の下葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の中葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の上葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の肺尖区
呼吸器 呼吸器系 左右の披裂軟骨の後面間に張る筋
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨左板
呼吸器 呼吸器系 気管軟骨
呼吸器 呼吸器系 輪状軟骨
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨
呼吸器 呼吸器系 剣状突起　 (胸骨)
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の胸骨部
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の腰椎部
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨右板
呼吸器 呼吸器系 気胸
呼吸器 呼吸器系 気道
呼吸器 呼吸器系 肺門
呼吸器 呼吸器系 肋間筋
呼吸器 呼吸器系 左肺の肺尖後区
呼吸器 呼吸器系 左肺の斜裂
呼吸器 呼吸器系 右肺の外側肺底区
呼吸器 呼吸器系 鼻毛
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨後面
呼吸器 呼吸器系 肺底
呼吸器 呼吸器系 肺尖
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第３肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第２肋骨
呼吸器 肺と肺部 第１肋骨



呼吸器 呼吸器系 横隔膜の腱中心
呼吸器 呼吸器系 胸郭
呼吸器 呼吸器系 頚神経叢の筋枝
呼吸器 呼吸器系 左肺の心切痕
呼吸器 呼吸器系 鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 僧帽細胞
呼吸器 呼吸器系 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
呼吸器 呼吸器系 第１２肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第１１肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第１０肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 左肺の下舌区
呼吸器 呼吸器系 右肺の斜裂
呼吸器 呼吸器系 左肺の上舌区
呼吸器 呼吸器系 右肺の後肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の外側中葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の後上葉区
呼吸器 肺胞とガス交換 毛細血管基底膜
呼吸器 肺胞とガス交換 組織間隙
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞毛細血管内皮細胞
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞基底膜
呼吸器 肺胞とガス交換 表面液被膜（表面活性物質）
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞上皮細胞
呼吸器 呼吸器系 第１２肋骨の尖端
呼吸器 呼吸器系 外肋間筋
呼吸器 呼吸器系 肺根
呼吸器 呼吸器系 下行大動脈
呼吸器 呼吸器系 鼻涙管
呼吸器 呼吸器系 下鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 鼻中隔
呼吸器 呼吸器系 嗅索
呼吸器 呼吸器系 嗅上皮
呼吸器 呼吸器系 蝶形骨洞
呼吸器 呼吸器系 中鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 上鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 後鼻孔
呼吸器 呼吸器系 外鼻孔
呼吸器 呼吸器系 鼻前庭
呼吸器 呼吸器系 嗅部　（嗅裂）
呼吸器 呼吸器系 前頭洞
呼吸器 呼吸器系 前篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 前庭ヒダ
呼吸器 呼吸器系 蝶口蓋孔
呼吸器 呼吸器系 総鼻道
呼吸器 呼吸器系 篩骨蜂巣
呼吸器 呼吸器系 篩骨飾板
呼吸器 呼吸器系 前頭洞の開口
呼吸器 呼吸器系 前篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 鼻涙管の開口



呼吸器 呼吸器系 中篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 中篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 嗅球
呼吸器 呼吸器系 翼突部
呼吸器 呼吸器系 翼状突起内側板
呼吸器 呼吸器系 上顎骨体
呼吸器 呼吸器系 上顎骨口蓋突起
呼吸器 呼吸器系 上顎骨
呼吸器 呼吸器系 嗅細胞
呼吸器 呼吸器系 鼻限
呼吸器 呼吸器系 篩骨
呼吸器 呼吸器系 胸管
呼吸器 呼吸器系 左肺の外側肺底区
呼吸器 呼吸器系 左肺の上ー下葉区
呼吸器 呼吸器系 左肺の前上葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の前肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の内側中葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の前上葉区
呼吸器 呼吸器系 梨状陥凹
呼吸器 呼吸器系 パンデミック  (爆発的感染)
呼吸器 呼吸器系 エピデミック　（局地流行）
呼吸器 呼吸器系 肺サルコイドーシス
呼吸器 肺と肺部 進行性肺サルコイドーシス
呼吸器 呼吸器系 小葉間結合組織
呼吸器 呼吸器系 腹大動脈
呼吸器 呼吸器系 小腸の粘膜筋板
呼吸器 呼吸器系 小腸の粘膜下組織
呼吸器 呼吸器系 肺胞の毛細血管網
呼吸器 呼吸器系 肺胞腔
呼吸器 呼吸器系 痰（たん）、喀痰（かくたん）　Phlegm[/flεm/]
呼吸器 呼吸器系 咳（せき）、唾（つば）
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下静脈
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下静脈
呼吸器 呼吸器系 血痰
呼吸器 呼吸器系 （家族などが気づく）大きな鼾（いびき）など
呼吸器 呼吸器系 気管と気管支の外膜
呼吸器 肺と肺部 後壁（食道に接する気管）
呼吸器 肺と肺部 前壁　（気管）
呼吸器 呼吸器系 いびき・歯ぎしり不眠症
呼吸器 呼吸器系 いびき　（鼾）
呼吸器 呼吸器系 大動脈弓
呼吸器 呼吸器系 気管カリーナ
呼吸器 呼吸器系 気管支
呼吸器 肺と肺部 胸大動脈
呼吸器 呼吸器系 第４咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第２咽頭弓　（舌骨弓）
呼吸器 呼吸器系 第１咽頭弓　（顎骨弓）



呼吸器 呼吸器系 咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第３咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第６咽頭弓
呼吸器 肺胞とガス交換 肺静脈
呼吸器 呼吸器系 酸素　8
呼吸器 肺と肺部 左心房
呼吸器 肺と肺部 右心房
呼吸器 呼吸器系 右気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支
呼吸器 肺と肺部 右主気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の外側中葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の外側肺底枝
呼吸器 呼吸器系 右腕頭静脈
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の上ー下葉枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の前肺底枝
呼吸器 呼吸器系 動脈血
呼吸器 呼吸器系 舌骨下筋群
呼吸器 呼吸器系 甲状舌骨
呼吸器 呼吸器系 喉頭蓋軟骨
呼吸器 呼吸器系 舌骨小角
呼吸器 呼吸器系 舌骨大角
呼吸器 呼吸器系 線維膜
呼吸器 呼吸器系 区(域)気管支
呼吸器 呼吸器系 大動脈裂孔
呼吸器 呼吸器系 葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の後上葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の後肺底枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の上舌枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の下舌枝
呼吸器 呼吸器系 気管支動脈
呼吸器 呼吸器系 竜骨
呼吸器 呼吸器系 顎舌骨筋線
呼吸器 呼吸器系 肋間動脈
呼吸器 肺と肺部 気管支枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の上ー下葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の前上葉枝
呼吸器 肺と肺部 右上葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の内側中葉枝
呼吸器 肺と肺部 右中葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の前肺底枝
呼吸器 肺と肺部 右下葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の内側肺底枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支
呼吸器 肺と肺部 左主気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の前上葉枝
呼吸器 肺と肺部 左上葉気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の外側肺底枝
呼吸器 肺と肺部 左下葉気管支
呼吸器 肺胞とガス交換 肺静脈の細枝



呼吸器 呼吸器系 左気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の肺尖後枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の後肺底枝
呼吸器 呼吸器系 頭蓋底
呼吸器 肺と肺部 肺組織カルチノイド
呼吸器 呼吸器系 横披裂筋
呼吸器 肺と肺部 左腕頭静脈
呼吸器 呼吸器系 重度の炎症
呼吸器 肺と肺部 リンパ球性間質性肺炎　（ＬＩＰ）
呼吸器 呼吸器系 食道裂孔ヘルニア
呼吸器 呼吸器系 食道裂孔
呼吸器 呼吸器系 下咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 無呼吸
呼吸器 肺と肺部 奇静脈
呼吸器 肺と肺部 半奇静脈
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞マクロファージ
呼吸器 呼吸器系 肺循環
呼吸器 呼吸器系 低呼吸
呼吸器 呼吸器系 横舌筋
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞
呼吸器 呼吸器系 終末細気管支
呼吸器 呼吸器系 咽喉・気管部粘膜
呼吸器 肺と肺部 粘膜下組織　（肺）
呼吸器 肺と肺部 左迷走神経
呼吸器 肺と肺部 右迷走神経
呼吸器 呼吸器系 気管(支)腺
呼吸器 呼吸器系 気管腔
呼吸器 呼吸器系 静脈血
呼吸器 呼吸器系 （家族などが気づく）睡眠時の呼吸の停止
呼吸器 呼吸器系 咽頭粘膜の充血
呼吸器 肺と肺部 肺動脈枝
呼吸器 肺と肺部 肺静脈枝
呼吸器 呼吸器系 毛細血管床
呼吸器 呼吸器系 微小動脈血管　（メタ細動脈）
呼吸器 呼吸器系 側頭骨
呼吸器 肺と肺部 肺線維症　
呼吸器 呼吸器系 末梢循環不全
呼吸器 呼吸器系 肋骨
呼吸器 呼吸器系 肋骨横隔洞
呼吸器 呼吸器系 横隔膜
呼吸器 肺と肺部 脊髄
呼吸器 呼吸器系 反回神経
呼吸器 呼吸器系 呼吸細気管支
呼吸器 肺と肺部 胸骨
呼吸器 呼吸器系 喉頭
呼吸器 呼吸器系 交感神経幹
呼吸器 呼吸器系 心臓
呼吸器 呼吸器系 粘膜固有層　（小腸）



呼吸器 肺と肺部 舌
呼吸器 肺と肺部 上大静脈
呼吸器 肺と肺部 左心室
呼吸器 呼吸器系 舌咽神経
呼吸器 呼吸器系 耳管
呼吸器 呼吸器系 肺動脈の細枝
呼吸器 肺と肺部 平滑筋
呼吸器 呼吸器系 胸壁
呼吸器 呼吸器系 胸腺
呼吸器 肺と肺部 第７胸椎
呼吸器 呼吸器系 肋間神経
呼吸器 呼吸器系 迷走神経
呼吸器 肺胞とガス交換 肺動脈
呼吸器 呼吸器系 肺動脈
呼吸器 肺と肺部 肺動脈
呼吸器 呼吸器系 気管
呼吸器 肺と肺部 右心室
呼吸器 呼吸器系 喀血
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１１胸椎
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１２胸椎
呼吸器 呼吸器系 口
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腹横筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腹直筋
呼吸器 呼吸器系 半奇静脈
呼吸器 呼吸器系 左肺
呼吸器 呼吸器系 鼻腔
呼吸器 呼吸器系 右肺
呼吸器 肺胞とガス交換 右肺
呼吸器 呼吸器系 嗅神経
呼吸器 呼吸器系 咽頭
呼吸器 呼吸器系 横隔神経
呼吸器 呼吸器系 腰椎
呼吸器 呼吸器系 肺静脈
呼吸器 呼吸器系 左肺の毛細血管
呼吸器 呼吸器系 右肺の毛細血管
呼吸器 肺と肺部 微絨毛
呼吸器 肺と肺部 杯細胞
呼吸器 肺と肺部 線毛
呼吸器 呼吸器系 多列線毛円柱上皮
呼吸器 肺と肺部 多列線毛円柱上皮
呼吸器 肺と肺部 粘膜固有層　（気管）
呼吸器 肺と肺部 基底膜　（気管）
呼吸器 肺と肺部 リンパ管　（気管）
呼吸器 呼吸器系 肺経
呼吸器 呼吸器系 呼吸器系
呼吸器 肺と肺部 気管支ぜんそく
呼吸器 呼吸器系 食道
呼吸器 呼吸器系 肺
呼吸器 呼吸器系 咽頭縫線



呼吸器 呼吸器系 横隔膜の左脚
呼吸器 呼吸器系 肋骨挙筋
呼吸器 呼吸器系 肋骨縦隔洞
呼吸器 呼吸器系 蝶篩陥凹
呼吸器 呼吸器系 肋骨弓
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の支配神経の起始ニューロン
呼吸器 呼吸器系 気管支静脈
呼吸器 呼吸器系 膜性壁
呼吸器 肺と肺部 肺組織
呼吸器 呼吸器系 舌咽頭部
呼吸器 呼吸器系 咽頭喉頭部
呼吸器 呼吸器系 肺胞管
呼吸器 呼吸器系 肺胞
呼吸器 呼吸器系 下喉頭神経
呼吸器 呼吸器系 外側胸静脈
呼吸器 呼吸器系 咽頭陥凹
呼吸器 呼吸器系 口部
呼吸器 呼吸器系 副鼻腔
呼吸器 呼吸器系 咽頭の筋
呼吸器 呼吸器系 咽頭口部
呼吸器 呼吸器系 咽頭鼻部
呼吸器 呼吸器系 第１腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第２腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第３腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第４腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 従隔後部
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の右脚
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の外側脚
呼吸器 肺と肺部 腕頭動脈
呼吸器 呼吸器系 腹腔
呼吸器 呼吸器系 迷走神経幹
呼吸器 呼吸器系 ロ呼吸病
呼吸器 呼吸器系 肺炎桿菌
呼吸器 呼吸器系 脊柱、背部の深層の筋
呼吸器 呼吸器系 肋間腔
呼吸器 呼吸器系 大静脈孔
呼吸器 呼吸器系 軟骨輪
呼吸器 呼吸器系 副交感神経節後ニューロン
呼吸器 呼吸器系 副交感神経節前ニューロン
呼吸器 呼吸器系 茎突咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 多列円柱上皮
呼吸器 呼吸器系 咽頭円蓋
呼吸器 呼吸器系 内胸動脈
呼吸器 肺と肺部 胸管（リンパ管）
呼吸器 呼吸器系 肺門
呼吸器 呼吸器系 肋間静脈
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の内側脚
呼吸器 呼吸器系 肋膜
呼吸器 呼吸器系 腹壁の筋



呼吸器 呼吸器系 交感神経節後ニューロン
呼吸器 呼吸器系 交感神経節前ニューロン
呼吸器 呼吸器系 呼吸補助筋
呼吸器 呼吸器系 呼吸筋
呼吸器 呼吸器系 咽頭神経叢
呼吸器 呼吸器系 中咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 中鼻道
呼吸器 呼吸器系 上鼻道
呼吸器 呼吸器系 下鼻道
呼吸器 呼吸器系 後篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 後篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の肺尖枝
呼吸器 呼吸器系 呼吸部
呼吸器 呼吸器系 茎状突起
呼吸器 呼吸器系 筋突起
呼吸器 呼吸器系 筋層
呼吸器 呼吸器系 咽頭頭底板
呼吸器 呼吸器系 上咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭ヒダ
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭口
呼吸器 呼吸器系 慢性呼吸不全
呼吸器 呼吸器系 睡眠中の筋弛緩
呼吸器 呼吸器系 はぎしり　（歯軋り）
呼吸器 肺と肺部 左下肺静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 横隔膜の肋骨部
呼吸器 呼吸器系 口腔
呼吸器 呼吸器系 口蓋骨水平板
呼吸器 呼吸器系 口蓋骨垂直板
呼吸器 肺と肺部 甲状腺
呼吸器 呼吸器系 下大静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 胸大動脈
呼吸器 呼吸器系 アデノイド
呼吸器 肺と肺部 左内頸静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 斜角筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 外肋間筋
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の肋骨部
呼吸器 呼吸に関する筋肉 外腹斜筋
呼吸器 呼吸器系 呼吸器炎症
呼吸器 呼吸器系 顎咽頭部
呼吸器 肺と肺部 左内頸静脈
呼吸器 呼吸器系 上顎洞の開口
呼吸器 呼吸器系 随意筋
呼吸器 肺と肺部 右総頸動脈
呼吸器 肺と肺部 左総頸動脈
呼吸器 呼吸器系 集合リンパ小節
呼吸器 呼吸器系 消化器系
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腱中心
呼吸器 呼吸器系 上角
呼吸器 呼吸器系 頚神経叢



呼吸器 呼吸器系 頬咽頭部
呼吸器 呼吸器系 頬咽頭縫線
呼吸器 肺と肺部 右肺静脈
呼吸器 肺と肺部 左肺動脈
呼吸器 肺と肺部 右肺動脈
呼吸器 肺と肺部 左肺静脈
呼吸器 呼吸器系 悪臭気管支炎・化膿性気管支炎
呼吸器 肺と肺部 ガングリオン
呼吸器 呼吸器系 横紋筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 肋軟骨間筋
呼吸器 呼吸器系 胸鎖乳突筋
呼吸器 呼吸器系 一酸化炭素
呼吸器 呼吸器系 二酸化炭素
呼吸器 呼吸器系 硝子軟骨
呼吸器 呼吸器系 声帯ヒダ
呼吸器 呼吸器系 カリニ原虫
呼吸器 呼吸器系 呼吸器粘膜上皮のカタル性炎症
呼吸器 呼吸器系 カリニ原虫による肺炎
呼吸器 呼吸器系 びまん性汎細気管支炎
呼吸器 呼吸器系 びまん性間質肺炎
呼吸器 肺と肺部 ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP）
呼吸器 肺と肺部 気管支炎
呼吸器 肺と肺部 気管支閉塞症
呼吸器 呼吸器系 肺胞浮腫
呼吸器 呼吸器系 肺胞炎
呼吸器 呼吸器系 肺炎球菌感染症
呼吸器 呼吸器系 肺炎球菌（S. pneumoniae）
呼吸器 呼吸器系 胸膜炎痛
呼吸器 肺と肺部 気管支拡張症
呼吸器 肺と肺部 過敏性肺炎
呼吸器 肺と肺部 肺炎
呼吸器 肺と肺部 肺がん

呼吸器75 呼吸に関する筋肉 内肋間筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 内腹斜筋
呼吸器 呼吸器系 内肋間筋76
呼吸器 呼吸器系 プロピオニバクテリウム菌
呼吸器 呼吸器系 鼓室
呼吸器 呼吸器系 耳管鼓室口
呼吸器 呼吸器系 鼓膜
呼吸器 肺と肺部 肺結核
呼吸器 肺と肺部 肺嚢胞症
呼吸器 肺と肺部 肺水腫
呼吸器 肺と肺部 肺気腫
呼吸器 呼吸器系 サルコイドーシス
呼吸器 呼吸器系 乳ビ槽
呼吸器 呼吸器系 トルコ鞍
呼吸器 呼吸器系 迷走神経背側運動核
呼吸器 呼吸器系 閉鎖性睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 中枢性睡眠時無呼吸症候群



呼吸器 呼吸器系 睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 混合性睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 就寝中の意識覚醒の短い反復およびそれによる脳の不眠

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
上　肢 内胸動脈 筋横隔動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第１～第３虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短小指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指対立筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 母指内転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋深頭
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（尺側部）
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（橈側部）
上　肢 上肢の脊髄神経 総指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 示指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋浅頭
上　肢 上肢の脊髄神経 母指対立筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長掌筋
上　肢 上肢の神経 毛髪相
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 肩関節 鎖骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 胸大動脈 心膜枝
上　肢 胸大動脈 血管吻合
上　肢 肩関節 胸骨体
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨体
上　肢 肩関節 上角
上　肢 肩関節 下角
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨下角　　　　（起始）
上　肢 肩関節 胸骨柄
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨柄
上　肢 肩関節 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲棘
上　肢 胸大動脈 肋間動脈
上　肢 肋間動脈 肋間動脈



上　肢 胸大動脈 最上肋間動脈
上　肢 肋間動脈 背側の外側皮枝
上　肢 肋間動脈 脊髄枝
上　肢 肋間動脈 背枝
上　肢 肋間動脈 内側皮枝
上　肢 肋間動脈 後枝
上　肢 上肢の脊髄神経 掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 浅指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 前前腕骨間神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 上橈尺関節
上　肢 腕神経 外側胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１０肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第１１肋間動脈
上　肢 腕神経 胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１２肋間動脈　（肋下動脈）
上　肢 肋間動脈 胸側の外側皮枝
上　肢 胸大動脈 第１肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第２肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第３肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第４肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第５肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第６肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第７肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第８肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第９肋間動脈
上　肢 腕神経 内側胸筋神経
上　肢 肋間動脈 前枝
上　肢 胸大動脈 肋下動脈
上　肢 肩関節 上腕骨頭
上　肢 上肢の脊髄神経 肋間神経痛
上　肢 腕神経 内側上顆
上　肢 上肢の骨と筋肉 剣状突起　 (胸骨)
上　肢 肩関節 外側縁（腋窩側）
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨後面の外側縁　（起始）
上　肢 肩関節 内側縁（椎骨側）
上　肢 肩関節 第１肋骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 第１肋骨
上　肢 鎖骨下動脈 第１肋骨
上　肢 肩関節 胸鎖関節
上　肢 腕神経 外科頚
上　肢 腋窩動脈 外科頚
上　肢 腋窩動脈 大結節
上　肢 腋窩動脈 解剖頚
上　肢 腋窩動脈 上腕骨頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨大結節　　 　　　（停止）
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨小結節稜　（停止）
上　肢 肩関節 肩関節



上　肢 肩関節 烏口肩峰靭帯
上　肢 肩関節 烏口鎖骨靭帯
上　肢 肩関節 上腕上関節（第二肩関節）
上　肢 肩関節 菱形靭帯
上　肢 肩関節 円錐靭帯
上　肢 肩関節 肩鎖関節
上　肢 肩関節 肩峰
上　肢 肩関節 関節包（滑膜の部分）
上　肢 肩関節 烏口突起
上　肢 肩関節 関節円板
上　肢 肩関節 肩関節（肩甲上腕関節）
上　肢 肩関節 烏口腕筋
上　肢 肩関節 肋鎖靭帯
上　肢 肩関節 前胸鎖靭帯
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨関節下結節　（起始）
上　肢 上腕と肩甲骨 尺骨肘頭　 　　 　　　（停止）
上　肢 内胸動脈 椎骨動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第８頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第７頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第６頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第５頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 三叉神経　（第Ⅴ脳神経）
上　肢 上肢の骨と筋肉 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長・短橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 拮抗筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 長橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下橈尺関節
上　肢 腕神経 胸背神経
上　肢 上肢の脊髄神経 胸筋神経
上　肢 肋間動脈 肋間静脈
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の短頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の短頭
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 腕橈骨筋
上　肢 上肢の脊髄神経 腕橈骨筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（外側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋の長頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕三頭筋の長頭



上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（内側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 背側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 前腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕内側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側下半の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 後部前腕の皮膚
上　肢 上肢の骨と筋肉 手根骨
上　肢 上肢の神経 黄線
上　肢 上肢の神経 爪下皮
上　肢 上肢の神経 爪上皮
上　肢 上肢の神経 爪甲
上　肢 上肢の神経 爪床
上　肢 上肢の神経 爪母
上　肢 上肢の神経 末節骨
上　肢 上肢の神経 後爪郭
上　肢 上肢の神経 中節骨　（母指以外）
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の血管 橈骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の神経 爪半月
上　肢 上肢の神経 爪根部
上　肢 上肢の神経 側爪郭
上　肢 上肢の神経 基節骨　（母指）
上　肢 上肢の骨と筋肉 手関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の血管 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 肩関節 上腕骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 手の指骨
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 右鎖骨下動脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈溝
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下動脈
上　肢 内胸動脈 鎖骨下動脈
上　肢 腋窩動脈 鎖骨下動脈



上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 上肢の神経 尺骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 尺骨神経
上　肢 腕神経 尺骨神経
上　肢 腋窩動脈 鎖骨枝
上　肢 腋窩動脈 胸筋枝
上　肢 腋窩動脈 三角筋枝
上　肢 腋窩動脈 肩峰枝
上　肢 上肢の血管 深掌枝
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭板状筋
上　肢 胸大動脈 大動脈弓
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
上　肢 内胸動脈 内腸骨動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 尾骨
上　肢 上肢の神経 腕神経叢
上　肢 鎖骨下動脈 腕神経叢
上　肢 腕神経 腕神経叢
上　肢 上肢の血管 橈骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈骨動脈
上　肢 上肢の血管 尺骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 尺骨動脈
上　肢 上肢の血管 後骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後骨間動脈
上　肢 上肢の血管 総骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総腸骨動脈
上　肢 上肢の血管 前骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前骨間動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第３胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第１胸神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭筋
上　肢 上肢の血管 内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 内頚静脈
上　肢 上肢の血管 左内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 左内頚静脈
上　肢 上肢の血管 右内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右内頚静脈
上　肢 上肢の血管 外頸静脈
上　肢 上肢の血管 左外頸静脈
上　肢 上肢の血管 右外頸静脈
上　肢 上肢の血管 外頸動脈
上　肢 上肢の血管 左外頸動脈
上　肢 上肢の血管 右外頸動脈
上　肢 上肢の血管 内頸動脈
上　肢 上肢の血管 左内頸動脈
上　肢 上肢の血管 右内頸動脈
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭頂骨



上　肢 上肢屈側の静脈 手背静脈網
上　肢 上肢の血管 小指背側静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 小指背側静脈
上　肢 上肢の血管 背側中手静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 背側中手静脈
上　肢 上肢の血管 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢の神経 橈骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 橈骨神経
上　肢 腕神経 橈骨神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭骨
上　肢 胸大動脈 深頚動脈
上　肢 内胸動脈 上腹壁動脈
上　肢 内胸動脈 腹壁動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭骨
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌枝
上　肢 上肢の血管 上腕深動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕深動脈
上　肢 上肢の血管 右総頸動脈
上　肢 上肢の血管 左総頸動脈
上　肢 胸大動脈 左総頚動脈
上　肢 上肢の血管 総頸動脈
上　肢 鎖骨下動脈 総頚動脈
上　肢 腕神経 下神経幹
上　肢 腕神経 中神経幹
上　肢 腕神経 上神経幹
上　肢 腕神経 腕神経叢を構成する神経根
上　肢 上肢の血管 総掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 固有掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 固有掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 掌側中手動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側中手動脈
上　肢 上肢の血管 浅掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 浅掌枝
上　肢 上肢屈側の静脈 掌側手根枝
上　肢 上肢の脊髄神経 烏口腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭筋
上　肢 上肢の血管 深掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈の枝
上　肢 上肢の血管 手背静脈網
上　肢 胸大動脈 大動脈裂孔
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 固有掌側指神経



上　肢 腕神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 手指硬化症
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢が痒い（かゆい）
上　肢 上肢の血管 奇静脈
上　肢 上肢の血管 半奇静脈
上　肢 上肢の神経 足相
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の神経 男性陰毛相
上　肢 上肢の神経 女性陰毛相
上　肢 内胸動脈 腹大動脈
上　肢 胸大動脈 腹大動脈
上　肢 上肢の神経 男性生殖器相
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋拘縮症
上　肢 胸大動脈 気管支動脈
上　肢 上肢の神経 手相
上　肢 上肢の神経 足
上　肢 上肢の神経 乳房相
上　肢 肩関節 関節窩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉疲労
上　肢 上肢屈側の静脈 上皮の皮静脈
上　肢 胸大動脈 肋骨
上　肢 胸大動脈 横隔膜
上　肢 上肢の脊髄神経 第４頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕二頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第２胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 腋窩神経
上　肢 上肢の脊髄神経 脊髄神経
上　肢 肩関節 第１胸椎
上　肢 上腕と肩甲骨 手首
上　肢 上腕と肩甲骨 手 443
上　肢 上肢の骨と筋肉 顎関節
上　肢 上肢の血管 正中神経
上　肢 上肢の神経 正中神経
上　肢 上肢の脊髄神経 正中神経
上　肢 腕神経 正中神経
上　肢 上肢の神経 手 504
上　肢 上肢の骨と筋肉 恥骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
上　肢 上肢の骨と筋肉 下顎骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 腹直筋
上　肢 上肢の神経 横隔神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 仙骨
上　肢 内胸動脈 心膜横隔動脈
上　肢 上肢の血管 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢の血管 後上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後上腕回旋動脈



上　肢 腋窩動脈 後上腕回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 後上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前・後上腕回旋動脈の外科頚における吻合
上　肢 上肢の血管 橈側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側反回動脈
上　肢 上肢の血管 橈側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側側副動脈
上　肢 上肢の血管 中側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 中側副動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 肩関節 上肢
上　肢 上肢の血管 上肢
上　肢 上肢の神経 上肢
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 上肢の脊髄神経 上肢
上　肢 鎖骨下動脈 上肢
上　肢 内胸動脈 上肢
上　肢 胸大動脈 上肢
上　肢 肋間動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の静脈 上肢
上　肢 腕神経 上肢
上　肢 腋窩動脈 上肢
上　肢 上腕と肩甲骨 上肢
上　肢 腕神経 前・中・後斜角筋と頚長筋に至る筋枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の故障
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の怪我
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋収縮
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の病気
上　肢 上肢屈側の静脈 背側手根枝
上　肢 上肢の神経 肩甲上神経
上　肢 腕神経 肩甲上神経
上　肢 上肢の神経 肩甲下神経
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 頚長筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｃ８
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｔｈ１
上　肢 胸大動脈 食道枝
上　肢 上肢の神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 腋窩神経
上　肢 腕神経 腋窩神経
上　肢 上腕と肩甲骨 腋窩神経
上　肢 胸大動脈 上横隔動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭筋
上　肢 上肢の血管 腕頭動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腕頭動脈
上　肢 胸大動脈 腕頭動脈



上　肢 上肢屈側の動脈 腕頭動脈
上　肢 上肢の血管 腕頭静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腕頭静脈
上　肢 上肢の血管 上腕静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 上腕静脈
上　肢 上肢の血管 尺側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 尺側皮静脈
上　肢 上肢の血管 橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 橈側皮静脈
上　肢 上肢の血管 肘正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 肘正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 腋窩動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 腋窩動脈
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢の血管 内側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 内側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 内側腋窩隙
上　肢 上肢の血管 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 外側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈の枝
上　肢 上肢の血管 腋窩静脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 伴行静脈　（深部静脈）
上　肢 上肢の血管 上腕動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕動脈
上　肢 腋窩動脈 上腕動脈
上　肢 内胸動脈 内胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 背側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側上腕皮神経
上　肢 腕神経 内側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側前腕皮神経
上　肢 腕神経 内側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 筋皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 筋皮神経
上　肢 腕神経 筋皮神経
上　肢 上肢の神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 総掌側指神経



上　肢 腕神経 総掌側指神経
上　肢 上肢の神経 肩甲背神経
上　肢 腕神経 肩甲背神経
上　肢 上肢の神経 前骨間神経
上　肢 胸大動脈 食道動脈
上　肢 上肢の神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 肩関節 棘上筋症候群
上　肢 肩関節 スプレンゲル病
上　肢 肩関節 頸肩腕症候群
上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 内胸動脈 外腸骨動脈
上　肢 胸大動脈 動脈管索　（遺残組織）
上　肢 上肢の神経 肋間上腕神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 笑筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上唇挙筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下唇下制筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 眼輪筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 口輪筋
上　肢 肩関節 肩手症候群
上　肢 肩関節 肩回旋腱板損傷
上　肢 肩関節 野球肩
上　肢 肩関節 五十肩
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 頬骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩関節
上　肢 肋間動脈 外肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 外腹斜筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小胸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 捻挫
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
上　肢 腕神経 長胸神経
上　肢 胸大動脈 縦隔枝
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の神経 鎖骨上神経
上　肢 腕神経 鎖骨上神経
上　肢 上肢の神経 鎖骨下筋神経
上　肢 腕神経 鎖骨下筋神経
上　肢 上肢の血管 最上胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 最上胸動脈
上　肢 腋窩動脈 最上胸動脈
上　肢 上肢の血管 外側胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 外側胸動脈
上　肢 腋窩動脈 外側胸動脈
上　肢 内胸動脈 前肋間枝
上　肢 肋間動脈 前肋間枝
上　肢 上肢の神経 内側神経束
上　肢 腕神経 内側神経束



上　肢 上肢の神経 後神経束
上　肢 腕神経 後神経束
上　肢 上肢の神経 外側神経束
上　肢 腕神経 外側神経束
上　肢 上肢の血管 胸背動脈
上　肢 腋窩動脈 胸背動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲回旋動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 肩甲下動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲下動脈
上　肢 上肢の血管 下尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 下尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 上尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 前尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 後尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 胸肩峰動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 胸肩峰動脈
上　肢 上肢の神経 後骨間神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後骨間神経
上　肢 上肢屈側の動脈 肘関節動脈網
上　肢 上肢の神経 ガングリオン
上　肢 上肢の骨と筋肉 線維症(皮膚・筋肉)
上　肢 上肢の骨と筋肉 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 多発性神経炎
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下筋　（前面の筋）
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸鎖乳突筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 胸背神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋緊張低下
上　肢 上肢の神経 人相
上　肢 肋間動脈 内肋間筋
上　肢 肋間動脈 最内肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
上　肢 上肢の骨と筋肉 寝違い
上　肢 上肢の骨と筋肉 僧帽筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋結節
上　肢 鎖骨下動脈 後斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 中斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 広背筋
上　肢 上肢の脊髄神経 広背筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（前）Ｃ７



上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（中）Ｃ６
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（後）Ｃ５
上　肢 上肢の血管 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大円筋
上　肢 腋窩動脈 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 小円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小円筋
上　肢 上腕と肩甲骨 小円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 棘下筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋
上　肢 上肢の脊髄神経 三角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前鋸筋

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
心　臓 心　臓 左室収縮不全
心　臓 心　臓 心臓機能
心　臓 心　臓 心室頻拍
心　臓 心　臓 局所壁異常運動
心　臓 心　臓 ポンプ失調
心　臓 心　臓 心外膜
心　臓 心　臓 心膜
心　臓 心　臓 心膜横洞
心　臓 心　臓 心膜斜洞
心　臓 心　臓 単層扁平上皮
心　臓 心　臓 線維性心膜
心　臓 心　臓 心室筋　（心筋）
心　臓 心　臓 心房筋　（心筋）
心　臓 心　臓 キース・フラック
心　臓 心　臓 ノルアドレナリン
心　臓 心　臓 心臓の洞房系
心　臓 心　臓 心膜腔
心　臓 心　臓 心間膜
心　臓 心　臓 心膜壁側板
心　臓 心　臓 臓側板
心　臓 心　臓 壁側心膜
心　臓 心　臓 胸骨体
心　臓 心　臓 臓側心膜　（心臓壁）
心　臓 心　臓 胸骨柄
心　臓 心　臓 核                 （平滑筋）
心　臓 心　臓 介在板　（心筋）
心　臓 心　臓 心膜液
心　臓 心　臓 左線維三角
心　臓 心　臓 心臓の線維性骨格
心　臓 心　臓 右線維三角
心　臓 心　臓 心尖切痕
心　臓 心　臓 心尖
心　臓 心　臓 心底
心　臓 心　臓 第１肋骨
心　臓 心　臓 腹腔
心　臓 心　臓 胸腔
心　臓 心　臓 タワラ
心　臓 心　臓 縁静脈
心　臓 心　臓 結合組織性線維群
心　臓 心　臓 前心(臓)静脈
心　臓 心　臓 下行大動脈
心　臓 心　臓 中心(臓)静脈
心　臓 心　臓 心臓の肺動脈口
心　臓 心　臓 縁枝
心　臓 心臓を養う血管 右辺縁枝
心　臓 心臓を養う血管 左辺縁枝
心　臓 心　臓 心臓の刺激伝導系
心　臓 心　臓 心臓の大動脈口



心　臓 心　臓 心臓の冠状溝
心　臓 心　臓 上行大動脈
心　臓 心　臓 延髄
心　臓 心　臓 冠動脈狭窄
心　臓 心　臓 重症心不全
心　臓 心　臓 原発性心停止　primary cardiac arrest 
心　臓 心　臓 冠動脈性心疾患
心　臓 心　臓 冠状動脈　 (上行大動脈の枝)
心　臓 心　臓 冠｛状｝動脈｛性心｝疾患　ＣＨＤ （coronary　heart　disease）
心　臓 心　臓 冠不全
心　臓 心　臓 小心(臓)静脈
心　臓 心　臓 冠動脈塞栓症
心　臓 心　臓 冠動脈血栓症
心　臓 心　臓 冠｛状動脈｝疾患　ＣＡＤ （coronary　artery　disease）
心　臓 心　臓 冠動脈硬化性心疾患
心　臓 心　臓 冠動脈硬化症
心　臓 心　臓 右冠状動脈弁
心　臓 心　臓 左冠状動脈弁
心　臓 心　臓 左冠状動脈口
心　臓 心　臓 左冠状動脈
心　臓 心　臓 冠状静脈洞
心　臓 心　臓 右冠状動脈口
心　臓 心　臓 右冠状動脈
心　臓 心　臓 冠状静脈洞（後面）
心　臓 心　臓 回旋枝
心　臓 心　臓 前下行枝（前室間枝）
心　臓 心　臓 アセチルコリン
心　臓 心　臓 二尖弁
心　臓 心　臓 大心静脈
心　臓 心　臓 線維輪
心　臓 心　臓 心不全
心　臓 心　臓 心筋梗塞
心　臓 心臓を養う血管 梗塞部位
心　臓 心　臓 副側血行路の発達
心　臓 心　臓 二尖弁後尖
心　臓 心　臓 二尖弁前尖
心　臓 心　臓 前室間枝
心　臓 心　臓 心収縮力
心　臓 心　臓 ガングリオン
心　臓 心　臓 心室筋中層
心　臓 心　臓 心室筋内層(深層)
心　臓 心　臓 心室筋外層(浅層)
心　臓 心　臓 心室筋
心　臓 心　臓 血栓
心　臓 心　臓 室上稜
心　臓 心　臓 心拍数
心　臓 心　臓 神経伝達物質
心　臓 心臓を養う血管 後下行枝（後室間枝）
心　臓 心臓を養う血管 前下行枝（前室間枝）



心　臓 心　臓 左腕頭静脈
心　臓 心　臓 血栓
心　臓 心　臓 心室
心　臓 心　臓 左心室後動脈
心　臓 心　臓 左心室後静脈
心　臓 心　臓 小心静脈
心　臓 心　臓 頸静脈怒張
心　臓 心　臓 先天性心室中隔欠損症
心　臓 心　臓 先天性心房中隔欠損症
心　臓 心　臓 先天性動脈管開存症
心　臓 心拍動リズム ファロー四徴症
心　臓 心拍動リズム 先天性心異常
心　臓 心　臓 先天性肥大型心筋症
心　臓 心　臓 左鎖骨下動脈
心　臓 心　臓 右鎖骨下動脈（腋窩へ）
心　臓 心　臓 右鎖骨下静脈（腋窩から）
心　臓 心　臓 左鎖骨下静脈
心　臓 心拍動リズム 心室中隔欠損症
心　臓 心拍動リズム 心房中隔欠損症
心　臓 心拍動リズム 動脈管開存症
心　臓 心　臓 心室中隔筋性部
心　臓 心　臓 心室中隔膜性部
心　臓 心　臓 先天性冠動脈異常
心　臓 心　臓 左心房の後面
心　臓 心　臓 サブトラクション
心　臓 心　臓 心臓の左房室口
心　臓 心　臓 心室中隔基部の菲薄化
心　臓 心　臓 主静脈間吻合
心　臓 心臓を養う血管 正常動脈
心　臓 心　臓 心臓の右房室口
心　臓 心　臓 左房室弁
心　臓 心　臓 右房室弁
心　臓 心　臓 大動脈弓
心　臓 心　臓 先天性ファロー四徴症
心　臓 心　臓 先天性心異常
心　臓 心　臓 血管内腔の狭窄
心　臓 心　臓 血栓の形成
心　臓 心　臓 下半身の毛細血管網
心　臓 心　臓 無冠状動脈弁
心　臓 心　臓 心室中隔
心　臓 心　臓 循環器
心　臓 心　臓 自律神経
心　臓 心拍動リズム 三尖弁（右房室弁）
心　臓 心　臓 左心房
心　臓 心　臓 筋肉細動脈
心　臓 心　臓 心臓弁
心　臓 心　臓 心臓ペースメーカー
心　臓 心　臓 右心房
心　臓 心　臓 右腕頭静脈



心　臓 心　臓 三尖弁中隔尖
心　臓 心　臓 三尖弁後尖
心　臓 心　臓 三尖弁前尖
心　臓 心　臓 第1-7胸髄の側角
心　臓 心　臓 左心房斜静脈
心　臓 心　臓 動脈円錐
心　臓 心　臓 左腕頭静脈
心　臓 心　臓 胸心臓枝
心　臓 心　臓 上心臓枝
心　臓 心　臓 下心臓枝
心　臓 心　臓 肺動脈球
心　臓 心　臓 後室間枝
心　臓 心　臓 心臓の神経支配
心　臓 心　臓 体腔
心　臓 心　臓 中隔鎌
心　臓 心　臓 完全房室ブロック
心　臓 心　臓 高度房室ブロック
心　臓 心　臓 交感神経節後ニューロン
心　臓 心　臓 心臓の卵円窩
心　臓 心　臓 卵円孔弁
心　臓 心　臓 特殊心筋線維
心　臓 心　臓 心室壁にある乳頭筋
心　臓 心　臓 心不全　heart failure due to ischemic heart disease
心　臓 心　臓 ガングリオン
心　臓 心　臓 肺動脈洞
心　臓 心　臓 心臓組織カルチノイド
心　臓 心　臓 胸神経の前根
心　臓 心　臓 種々の炎症性疾患
心　臓 心　臓 交感神経幹の幹神経節ニューロン
心　臓 心　臓 心臓の後乳頭筋
心　臓 心　臓 心臓の右心耳
心　臓 心　臓 左心耳
心　臓 心　臓 心臓神経症
心　臓 心　臓 プルキンエ線維
心　臓 心　臓 心臓の櫛状筋
心　臓 心　臓 胸骨角
心　臓 心　臓 心臓の前乳頭筋
心　臓 心　臓 左心室後面
心　臓 心　臓 左室動脈円錐
心　臓 心　臓 肺静脈根
心　臓 心　臓 右肺静脈根
心　臓 心　臓 副交感性節後ニューロン
心　臓 心　臓 副交感性節前ニューロン
心　臓 心　臓 左肺静脈根
心　臓 心　臓 動脈硬化性心疾患
心　臓 心　臓 肺性心
心　臓 心　臓 完全房室ブロック
心　臓 心　臓 心臓の静脈洞
心　臓 心　臓 心臓の大静脈洞



心　臓 心　臓 重症心室不整脈
心　臓 心　臓 心臓の中隔乳頭筋
心　臓 心　臓 スポーツ心臓
心　臓 心　臓 胸骨心膜靭帯
心　臓 心　臓 心臓壁の結合組織
心　臓 心　臓 迷走神経心臓枝
心　臓 心　臓 心臓の動脈端
心　臓 心　臓 心臓壁の漿膜下組織
心　臓 心　臓 心膜の臓側板
心　臓 心　臓 心臓の前室間溝
心　臓 心　臓 右心房の分界稜
心　臓 心　臓 心臓壁の内皮
心　臓 心　臓 心臓の後室間溝
心　臓 心　臓 心臓の分界稜
心　臓 心　臓 静脈洞右角
心　臓 心　臓 心臓の栄養動脈
心　臓 心　臓 静脈洞左角
心　臓 心　臓 シナプス接続
心　臓 心　臓 心臓の静脈端
心　臓 心臓を養う血管 中膜に沈着したカルシウム
心　臓 心　臓 上半身の毛細血管網
心　臓 心　臓 大動脈
心　臓 心　臓 節後ニューロン
心　臓 心　臓 交感神経
心　臓 心　臓 交感神経幹
心　臓 心　臓 心臓の口
心　臓 心　臓 乳頭筋
心　臓 心　臓 心臓
心　臓 心　臓 下大静脈
心　臓 心拍動リズム 上大静脈
心　臓 心拍動リズム 左心室
心　臓 心拍動リズム 肺動脈
心　臓 心　臓 大動脈弁
心　臓 心　臓 右心室
心　臓 心　臓 心渦
心　臓 心　臓 心臓組織
心　臓 心　臓 副交感神経
心　臓 心臓を養う血管 血管の内膜
心　臓 心臓を養う血管 血管の中膜
心　臓 心臓を養う血管 血管の外膜
心　臓 心　臓 胸神経
心　臓 心　臓 上頚神経節
心　臓 心　臓 中頚神経節
心　臓 心　臓 肺の毛細血管網
心　臓 心　臓 星状神経節　(下頚）
心　臓 心　臓 粥状硬化
心　臓 心　臓 房室ブロック
心　臓 心　臓 細動脈
心　臓 心　臓 アテローム硬化



心　臓 心　臓 心サルコイドーシス
心　臓 心　臓 肺動脈幹
心　臓 心　臓 心房中隔
心　臓 心　臓 縦隔上部
心　臓 心　臓 腱索
心　臓 心　臓 心臓の線維性三角
心　臓 心　臓 腕頭動脈
心　臓 心　臓 右上大静脈
心　臓 心　臓 縦隔前部
心　臓 心　臓 心臓の左線維三角
心　臓 心　臓 心臓の右線維三角
心　臓 心　臓 心臓の線維輪
心　臓 心　臓 動脈管索
心　臓 心　臓 左上大静脈ヒダ
心　臓 心　臓 心臓の筋性部
心　臓 心　臓 上大静脈の右心房開口部
心　臓 心　臓 縦隔中部
心　臓 心　臓 左前主静脈
心　臓 心　臓 前主静脈
心　臓 心　臓 右前主静脈
心　臓 心　臓 後主静脈
心　臓 心　臓 総主静脈
心　臓 心　臓 心臓の交感神経性支配
心　臓 心　臓 心臓の膜性部
心　臓 心　臓 縦隔後部
心　臓 心　臓 心臓の副交感性支配
心　臓 心　臓 静脈根
心　臓 心　臓 マーシャルの静脈
心　臓 心　臓 心尖
心　臓 心　臓 致命的不整脈
心　臓 心　臓 肺動脈弁狭窄症
心　臓 心　臓 狭心症　Ａ
心　臓 心拍動リズム 狭心症　Ａ　（angina pectoris）
心　臓 心　臓 狭心症　Ｂ
心　臓 心　臓 心筋梗塞症　（myocardial infarction）
心　臓 心　臓 虚血性心疾患  ＩＨＤ　（ischemic heart disease）
心　臓 心　臓 大動脈球
心　臓 心　臓 大動脈洞
心　臓 心　臓 特発性心筋症
心　臓 心　臓 心筋虚血
心　臓 心　臓 不整脈　arrhythmia due to ischemic heart disease
心　臓 心　臓 心筋炎
心　臓 心　臓 心臓の動脈口
心　臓 心　臓 低酸素血症
心　臓 心　臓 心筋病変
心　臓 心　臓 肺動脈弁
心　臓 心臓を養う血管 肺動脈弁
心　臓 心　臓 静脈組織
心　臓 心　臓 三尖弁狭窄　　「僧帽弁狭窄（左房室／三尖弁）」



心　臓 心　臓 大動脈弁
心　臓 心　臓 頻脈
心　臓 心　臓 心経
心　臓 心　臓 上大静脈
心　臓 心拍動リズム 下大静脈
心　臓 心　臓 心臓の分界溝
心　臓 心　臓 僧帽弁（左房室弁）
心　臓 心　臓 右内頸静脈（頭・頸部から）
心　臓 心　臓 心原性チアノーゼ
心　臓 心　臓 チアノーゼ
心　臓 心　臓 心臓肥大
心　臓 心　臓 左内頸静脈
心　臓 心　臓 肺動脈弁の前半月弁
心　臓 心　臓 肺動脈弁の右半月弁
心　臓 心　臓 肺動脈弁の左半月弁
心　臓 心　臓 大動脈弁の右半月弁
心　臓 心　臓 大動脈弁の左半月弁
心　臓 心　臓 大動脈弁の後半月弁
心　臓 心　臓 右内頸動脈（頭・頸部へ）
心　臓 心　臓 左総頚動脈
心　臓 心　臓 漿膜上皮
心　臓 心　臓 心筋
心　臓 心　臓 房室弁
心　臓 心　臓 漿膜下組織
心　臓 心　臓 漿膜性心膜
心　臓 心　臓 心内膜
心　臓 心　臓 心臓の弁
心　臓 心　臓 右肺静脈（右肺から）
心　臓 心　臓 左肺動脈（左肺へ）
心　臓 心　臓 右肺動脈（右肺へ）
心　臓 心　臓 左肺静脈（左肺から）
心　臓 心　臓 心臓の房室束
心　臓 心　臓 ガングリオン
心　臓 心　臓 心房筋
心　臓 心　臓 心房筋外層(浅層)
心　臓 心　臓 心房筋内層(深層)
心　臓 心　臓 心臓の房室口
心　臓 心　臓 心臓水腫
心　臓 心　臓 心房内面
心　臓 心　臓 房室束
心　臓 心　臓 心房
心　臓 心　臓 房室解離
心　臓 心　臓 漿液
心　臓 心　臓 心筋梗塞
心　臓 心　臓 感染症心膜炎(脳心筋炎ウイルス）
心　臓 心　臓 急性心膜炎
心　臓 心　臓 心臓弁膜症
心　臓 心　臓 収縮性心膜炎
心　臓 心　臓 心筋障害



心　臓 心　臓 心臓疾患
心　臓 心　臓 心膜炎
心　臓 心臓を養う血管 中膜に沈着したカルシウム
心　臓 心　臓 動悸　（心悸亢進）
心　臓 心拍動リズム 心筋梗塞
心　臓 心拍動リズム 心膜炎
心　臓 心拍動リズム 心臓弁膜症
心　臓 心　臓 節後ニューロンの軸索
心　臓 心　臓 節後ニューロンの軸索終末
心　臓 心　臓 浅心臓神経叢
心　臓 心　臓 深心臓神経叢
心　臓 心　臓 疎性結合組織
心　臓 心　臓 洞房結節
心　臓 心　臓 田原結節
心　臓 心　臓 房室結節
心　臓 心拍動リズム 洞房動脈
心　臓 心拍動リズム プルキンエ線維
心　臓 心　臓 上心臓神経
心　臓 心　臓 心臓神経
心　臓 心　臓 中心臓神経
心　臓 心　臓 下心臓神経
心　臓 心　臓 結晶
心　臓 心　臓 左型結晶
心　臓 心　臓 右型結晶
心　臓 心　臓 アミノ酸　（遺伝子情報）
心　臓 心　臓 左型アミノ酸
心　臓 心　臓 右型アミノ酸
心　臓 心　臓 迷走神経背側運動核
心　臓 心　臓 理念
心　臓 心　臓 白交通枝
心　臓 心　臓 キース・フラック結節
心　臓 心　臓 ヒス束
心　臓 心　臓 ヒス束左脚束
心　臓 心　臓 ヒス束右脚束
心　臓 心　臓 心筋層
心　臓 心　臓 左房室弁 （二尖弁）
心　臓 心　臓 心臓の右脚
心　臓 心　臓 心臓の左脚
心　臓 心　臓 節前ニューロンの軸索

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
女　性 乳　房 毛髪相
女　性 女性生殖器 毛髪相
女　性 女性生殖器 卵胞ホルモン
女　性 女性生殖器 エストロジェン
女　性 乳　房 唇
女　性 女性生殖器 重層扁平上皮
女　性 乳　房 副乳房
女　性 乳　房 乳腺提
女　性 乳　房 乳輪腺
女　性 乳　房 乳頭
女　性 乳　房 乳頭管
女　性 乳　房 乳管洞
女　性 乳　房 乳管
女　性 乳　房 腺葉（乳腺）
女　性 乳　房 乳房脂肪体
女　性 乳　房 小葉間結合組織
女　性 乳　房 乳細管
女　性 乳　房 乳輪
女　性 乳　房 腺小葉（腺房の集まり）
女　性 乳　房 腺房
女　性 月経のメカニズム 精子
女　性 乳　房 筋上皮細胞（乳汁射出）
女　性 妊娠の成立 自由絨毛
女　性 妊娠の成立 絨毛幹
女　性 妊娠の成立 付着絨毛
女　性 妊娠の成立 絨毛間腔
女　性 妊娠の成立 基底脱落膜（胎盤子宮部）
女　性 胎児期の血管 脱落膜
女　性 妊娠の成立 胎盤腔
女　性 胎児期の血管 絨毛膜腔
女　性 妊娠の成立 絨毛膜板
女　性 妊娠の成立 胎盤胎児部
女　性 妊娠の成立 着床
女　性 妊娠の成立 発生初期の胚子
女　性 妊娠の成立 胎児
女　性 胎児期の血管 胎生期
女　性 胎児期の血管 卵黄静脈
女　性 妊娠の成立 羊膜
女　性 妊娠の成立 羊膜腔
女　性 妊娠の成立 卵黄嚢
女　性 胎児期の血管 卵黄動脈
女　性 女性生殖器 胎盤
女　性 妊娠の成立 胎盤
女　性 胎児期の血管 胎盤
女　性 女性生殖器 去性
女　性 女性生殖器 浅会陰横筋
女　性 女性生殖器 潔癖症
女　性 女性生殖器 会陰縫線



女　性 女性生殖器 深会陰横筋
女　性 女性生殖器 ＡＭＨがない
女　性 女性生殖器 陰核体
女　性 女性生殖器 陰核堤靭帯
女　性 女性生殖器 陰核亀頭
女　性 女性生殖器 陰核脚
女　性 女性生殖器 深会陰横筋
女　性 女性生殖器 会陰膜
女　性 女性生殖器 バルトリン腺
女　性 乳　房 乳房膿瘍
女　性 妊娠の成立 栄養膜細胞
女　性 妊娠の成立 胞胚腔
女　性 妊娠の成立 胚結節
女　性 妊娠の成立 栄養膜合胞体
女　性 女性生殖器 尿生殖隔膜
女　性 女性生殖器 尿生殖洞
女　性 女性生殖器 会陰の皮膚の正中部における色素沈着
女　性 女性生殖器 会陰動脈
女　性 女性生殖器 アフタ性口内炎
女　性 女性生殖器 陰核小帯
女　性 女性生殖器 陰核包皮
女　性 女性生殖器 中胚葉　（中間中胚葉）
女　性 女性生殖器 ＡＭＨ
女　性 女性生殖器 ＡＭＨの転写レベルを上昇
女　性 女性生殖器 会陰腱中心
女　性 胎児期の血管 ラセン動脈
女　性 女性生殖器 卵管采
女　性 女性生殖器 卵管膨大部
女　性 女性生殖器 卵管峡部
女　性 女性生殖器 卵管子宮口（卵管子宮部）
女　性 女性生殖器 陰核海綿体
女　性 女性生殖器 副腎皮質の網状帯
女　性 女性生殖器 外性器のポリープ
女　性 女性生殖器 中腎傍管 paramesonephric ducts
女　性 女性生殖器 中腎傍管の下端
女　性 女性生殖器 中腎傍管発達
女　性 女性生殖器 中腎傍管退化
女　性 女性生殖器 中腎細管
女　性 女性生殖器 中腎細管の遺残
女　性 女性生殖器 中腎管発達
女　性 女性生殖器 退化中の中腎管子宮管
女　性 女性生殖器 中腎管退化
女　性 女性生殖器 中腎管
女　性 女性生殖器 中腎傍管結節
女　性 女性生殖器 卵子の核と精子の核の融合
女　性 女性生殖器 ガートナー嚢胞
女　性 女性生殖器 中腎管の遺残組織由来の嚢胞
女　性 女性生殖器 性器潰瘍
女　性 女性生殖器 卵割



女　性 女性生殖器 卵子の放線冠
女　性 女性生殖器 感染性外陰皮膚炎
女　性 女性生殖器 背側大動脈
女　性 女性生殖器 上尿生殖隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 下尿生殖隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 尿生殖三角
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒層
女　性 女性生殖器 卵巣間膜
女　性 女性生殖器 膣前庭球動脈
女　性 女性生殖器 膣前庭球
女　性 女性生殖器 前庭球の白膜
女　性 女性生殖器 尿道球動脈
女　性 女性生殖器 球海綿体筋
女　性 女性生殖器 内閉鎖筋を覆う筋膜
女　性 女性生殖器 仙棘靱帯
女　性 女性生殖器 肛門前縁
女　性 女性生殖器 卵巣傍体
女　性 女性生殖器 ミユーラー丘
女　性 女性生殖器 ミューラー氏管
女　性 女性生殖器 卵胞上皮細胞
女　性 女性生殖器 陰部神経叢
女　性 女性生殖器 卵子の基底膜
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒細胞層
女　性 女性生殖器 卵巣間膜異所性脂肪
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒細胞層の最内層
女　性 女性生殖器 副腎性器症候群
女　性 女性生殖器 卵子の第一次極体
女　性 女性生殖器 恥丘
女　性 女性生殖器 卵子の核
女　性 女性生殖器 卵子の卵黄
女　性 女性生殖器 卵子の透明帯
女　性 女性生殖器 卵子の放線状冠
女　性 女性生殖器 内子宮口
女　性 女性生殖器 外子宮口
女　性 女性生殖器 卵胞膜
女　性 女性生殖器 内閉鎖筋
女　性 女性生殖器 肛門挙筋
女　性 乳　房 女性生殖器相　（外性器の陰相）
女　性 女性生殖器 女性生殖器相　（外性器の陰相）
女　性 女性生殖器 外性器　（外陰部）
女　性 女性生殖器 内性器
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋
女　性 女性生殖器 卵巣固有索
女　性 女性生殖器 卵胞の閉鎖（閉鎖卵胞）
女　性 女性生殖器 閉鎖卵胞（発育を停止した卵胞）
女　性 女性生殖器 子宮腔
女　性 女性生殖器 尾骨
女　性 女性生殖器 子宮頚管
女　性 女性生殖器 子宮頚管



女　性 女性生殖器 後膣円蓋
女　性 女性生殖器 前膣円蓋
女　性 女性生殖器 膣円蓋
女　性 女性生殖器 上殿動脈
女　性 女性生殖器 子宮膣部前唇
女　性 女性生殖器 子宮膣部後唇
女　性 女性生殖器 卵子
女　性 妊娠の成立 卵子
女　性 女性生殖器 下殿動脈
女　性 女性生殖器 白体
女　性 女性生殖器 交接器
女　性 女性生殖器 恥骨結合
女　性 妊娠の成立 恥骨結合
女　性 女性生殖器 恥骨体
女　性 女性生殖器 前庭球の静脈叢
女　性 女性生殖器 前庭球
女　性 女性生殖器 腱弓
女　性 女性生殖器 肛門挙筋腱弓
女　性 女性生殖器 下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋(浅部)
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋坐骨直腸窩
女　性 女性生殖器 子宮頚部
女　性 女性生殖器 子宮峡管
女　性 女性生殖器 恥骨下枝
女　性 女性生殖器 髄質索
女　性 女性生殖器 髄質索発達
女　性 女性生殖器 髄質索退化
女　性 女性生殖器 退化中の髄質索
女　性 女性生殖器 中副腎動脈
女　性 女性生殖器 体性神経系
女　性 女性生殖器 性的早熟
女　性 女性生殖器 肛門挙筋内閉鎖筋
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋(深部)
女　性 女性生殖器 尾骨尖
女　性 女性生殖器 尾骨筋
女　性 女性生殖器 ＳＲＹ
女　性 女性生殖器 卵子の透明帯
女　性 女性生殖器 ＳＦ－１
女　性 女性生殖器 ＳＲＹはＳＦ－１も活性化し
女　性 女性生殖器 ＳＲＹにより支配されている
女　性 女性生殖器 卵子の結合組織の細胞
女　性 女性生殖器 結合組織の細胞卵胞上皮細胞
女　性 女性生殖器 ウオルフ管
女　性 女性生殖器 生理不順
女　性 女性生殖器 卵巣組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 膣のポリープ
女　性 女性生殖器 小陰唇のポリープ
女　性 女性生殖器 大陰唇のポリープ
女　性 女性生殖器 膣前庭のポリープ



女　性 女性生殖器 酸素不足による子宮内膜の表層部(機能層)の壊死・脱落
女　性 女性生殖器 尿道下裂
女　性 女性生殖器 異常な子宮
女　性 月経のメカニズム 胎盤形成期
女　性 乳　房 乳房カルチノイド
女　性 女性生殖器 子宮広間膜(広靱帯)
女　性 女性生殖器 坐骨棘
女　性 女性生殖器 子宮筋層
女　性 乳　房 乳腺カルチノイド
女　性 妊娠の成立 前置胎盤
女　性 女性生殖器 卵巣の病気
女　性 女性生殖器 卵子の卵娘細胞
女　性 女性生殖器 前陰唇交連
女　性 女性生殖器 後陰唇交連
女　性 女性生殖器 後陰唇枝
女　性 女性生殖器 後陰囊枝
女　性 女性生殖器 大前庭腺
女　性 女性生殖器 大前庭腺の開口部
女　性 女性生殖器 チョコレート嚢腫
女　性 女性生殖器 漿液性のう腫
女　性 女性生殖器 卵巣嚢腫　（ovarian cyst）
女　性 女性生殖器 肛門尾骨靱帯
女　性 女性生殖器 子宮管の尾側端の上皮
女　性 女性生殖器 子宮無形成
女　性 女性生殖器 尿道下裂のポリープ
女　性 女性生殖器 子宮組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 性染色体XX/XYのモザイク型
女　性 女性生殖器 基靭帯（左側）
女　性 女性生殖器 グラーフ卵胞
女　性 女性生殖器 子宮体の前壁
女　性 女性生殖器 子宮体の後壁
女　性 女性生殖器 坐骨海綿体筋
女　性 女性生殖器 坐骨直腸窩
女　性 女性生殖器 卵胞嚢腫
女　性 女性生殖器 皮質退化
女　性 女性生殖器 卵巣の皮質索
女　性 女性生殖器 皮質索
女　性 女性生殖器 皮質索発達
女　性 女性生殖器 子宮壁の漿膜
女　性 女性生殖器 膣の上皮
女　性 女性生殖器 無排卵月経
女　性 女性生殖器 皮膚の滲出性紅斑
女　性 女性生殖器 子宮上外側
女　性 女性生殖器 外尿道口
女　性 女性生殖器 卵巣下行
女　性 女性生殖器 子宮壁の筋層
女　性 女性生殖器 膣口
女　性 女性生殖器 大陰唇皮膚
女　性 女性生殖器 背側腸間膜



女　性 女性生殖器 白膜
女　性 女性生殖器 黄体嚢腫
女　性 女性生殖器 卵管漏斗
女　性 女性生殖器 卵管腹腔口
女　性 妊娠の成立 卵黄腸管（消化器と卵黄嚢間の連絡）
女　性 女性生殖器 子宮頚
女　性 女性生殖器 卵巣堤索
女　性 女性生殖器 卵巣提索（左側）
女　性 女性生殖器 卵巣提索（右側）
女　性 女性生殖器 卵巣腫瘍
女　性 女性生殖器 卵巣腫瘍
女　性 女性生殖器 足相
女　性 女性生殖器 左坐骨結節
女　性 女性生殖器 坐骨結節
女　性 女性生殖器 右坐骨結節
女　性 女性生殖器 ヒモ状の細胞索
女　性 女性生殖器 先天性副腎皮質過形成
女　性 女性生殖器 副腎性男性化症
女　性 乳　房 男性陰毛相
女　性 女性生殖器 男性陰毛相
女　性 乳　房 女性陰毛相
女　性 女性生殖器 女性陰毛相
女　性 女性生殖器 腸間膜
女　性 女性生殖器 外尿道口
女　性 女性生殖器 皮様嚢腫
女　性 乳　房 男性生殖器相
女　性 女性生殖器 男性生殖器相
女　性 女性生殖器 膣の後皺柱
女　性 女性生殖器 小陰唇の炎症
女　性 女性生殖器 膣上部
女　性 女性生殖器 小陰唇の皮膚
女　性 女性生殖器 腹膜上皮
女　性 女性生殖器 陰唇小帯
女　性 女性生殖器 陰唇融合
女　性 女性生殖器 大陰唇
女　性 女性生殖器 膣前庭窩
女　性 女性生殖器 子宮体の臓側腹膜
女　性 女性生殖器 前立腺
女　性 女性生殖器 卵管
女　性 女性生殖器 大陰唇の皮膚へ
女　性 女性生殖器 卵巣炎
女　性 女性生殖器 子宮筋層の平滑筋
女　性 女性生殖器 皮様のう腫
女　性 女性生殖器 偽粘液性のう腫
女　性 女性生殖器 卵巣嚢腫　（ｏｖａｒｉａｎ　ｃｙｓｔ）
女　性 女性生殖器 癒着
女　性 女性生殖器 子宮の前屈
女　性 女性生殖器 尿道
女　性 女性生殖器 子宮間膜



女　性 女性生殖器 双角子宮
女　性 女性生殖器 子宮の前傾
女　性 女性生殖器 子宮管
女　性 女性生殖器 子宮の後屈
女　性 女性生殖器 子宮膣部
女　性 乳　房 手相
女　性 女性生殖器 手相
女　性 乳　房 足
女　性 乳　房 足相
女　性 女性生殖器 足
女　性 乳　房 乳房相
女　性 女性生殖器 乳房相
女　性 女性生殖器 茎捻転
女　性 女性生殖器 線維芽細胞
女　性 女性生殖器 内陰部動脈（対）
女　性 女性生殖器 嚢腫様黄体
女　性 胎児期の血管 後主静脈
女　性 女性生殖器 子宮壁
女　性 妊娠の成立 子宮壁
女　性 女性生殖器 膠原線維
女　性 女性生殖器 嚢胞腺腫
女　性 女性生殖器 副腎皮質過形成
女　性 女性生殖器 陰毛
女　性 女性生殖器 浅鼠径輪
女　性 妊娠の成立 横隔膜
女　性 妊娠の成立 腹大動脈
女　性 月経のメカニズム 卵巣
女　性 女性生殖器 卵巣
女　性 女性生殖器 卵巣機能不全
女　性 女性生殖器 膣
女　性 月経のメカニズム 膣
女　性 女性生殖器 小陰唇
女　性 女性生殖器 腹膜
女　性 女性生殖器 直腸子宮窩
女　性 妊娠の成立 胃
女　性 女性生殖器 膣前庭
女　性 女性生殖器 肛門
女　性 妊娠の成立 肛門
女　性 妊娠の成立 肝臓
女　性 女性生殖器 尿管
女　性 女性生殖器 妊娠中毒症
女　性 女性生殖器 膣炎
女　性 妊娠の成立 気管
女　性 月経のメカニズム 妊娠黄体（退行しない黄体）形成
女　性 女性生殖器 子宮
女　性 女性生殖器 子宮漿膜
女　性 女性生殖器 基靭帯（右側）
女　性 乳　房 手
女　性 女性生殖器 手



女　性 女性生殖器 子宮底
女　性 女性生殖器 モルガニー小胞
女　性 乳　房 胸　（乳房）
女　性 女性生殖器 子宮体
女　性 女性生殖器 子宮静脈
女　性 妊娠の成立 子宮静脈
女　性 胎児期の血管 子宮静脈
女　性 女性生殖器 子宮動脈
女　性 妊娠の成立 子宮動脈（らせん動脈）
女　性 胎児期の血管 子宮動脈
女　性 女性生殖器 子宮動脈
女　性 女性生殖器 減数分裂（発育卵胞）
女　性 女性生殖器 発育卵胞
女　性 胎児期の血管 静脈洞
女　性 女性生殖器 排卵直後の卵胞
女　性 月経のメカニズム 子宮内膜（粘膜）
女　性 女性生殖器 黄体刺激ホルモン
女　性 女性生殖器 深鼠径輪
女　性 妊娠の成立 食道
女　性 胎児期の血管 背側大動脈
女　性 女性生殖器 左下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 卵巣下降
女　性 女性生殖器 膣粘膜皺
女　性 女性生殖器 子宮壁の粘膜
女　性 女性生殖器 膣の膣粘膜皺
女　性 女性生殖器 膣部
女　性 女性生殖器 膣の前皺柱
女　性 女性生殖器 仙結節靭帯
女　性 胎児期の血管 尿膜管
女　性 女性生殖器 仙棘靭帯
女　性 女性生殖器 子宮峡部
女　性 女性生殖器 単角子宮
女　性 女性生殖器 間葉細胞
女　性 女性生殖器 重複子宮
女　性 女性生殖器 卵巣静脈
女　性 女性生殖器 ルテイン細胞
女　性 女性生殖器 第一成熟分裂（原始卵胞）
女　性 乳　房 乳房
女　性 女性生殖器 卵胞腔
女　性 女性生殖器 大坐骨孔
女　性 女性生殖器 第２成熟分裂
女　性 妊娠の成立 第２成熟分裂
女　性 女性生殖器 同型分裂
女　性 妊娠の成立 同型分裂
女　性 妊娠の成立 第１卵分割期
女　性 妊娠の成立 ２細胞期
女　性 妊娠の成立 ４細胞期
女　性 妊娠の成立 ８細胞期
女　性 妊娠の成立 桑実胚



女　性 妊娠の成立 胞胚
女　性 女性生殖器 黄体のルテイン細胞
女　性 胎児期の血管 前主静脈
女　性 女性生殖器 尿道括約筋
女　性 妊娠の成立 腹筋
女　性 女性生殖器 黄体
女　性 女性生殖器 黄体の卵胞膜
女　性 女性生殖器 造腎細胞索
女　性 女性生殖器 陰毛色濃く艶がある
女　性 女性生殖器 色濃く艶がある
女　性 女性生殖器 柔らかく弾力あり
女　性 女性生殖器 陰毛柔らかく弾力あり
女　性 女性生殖器 鼠径管
女　性 女性生殖器 膣口
女　性 女性生殖器 膣の尿道隆起
女　性 女性生殖器 膣の後壁
女　性 女性生殖器 前皺柱
女　性 女性生殖器 膣の前壁
女　性 女性生殖器 壁側腹膜
女　性 女性生殖器 閉鎖筋膜
女　性 女性生殖器 プロゲステロンの血中濃度
女　性 女性生殖器 前庭括約筋
女　性 女性生殖器 卵巣動脈
女　性 女性生殖器 原始卵胞の透明帯
女　性 女性生殖器 子宮中隔
女　性 女性生殖器 成熟卵胞
女　性 胎児期の血管 総主静脈
女　性 女性生殖器 右下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 上腹壁動脈
女　性 女性生殖器 妊娠黄体
女　性 女性生殖器 中腎
女　性 女性生殖器 洞膣球
女　性 女性生殖器 後皺柱
女　性 女性生殖器 膣洞球の空胞化
女　性 女性生殖器 卵胞の線維芽細胞
女　性 女性生殖器 細胞塊
女　性 女性生殖器 子宮内膜のラセン動脈の痙攣
女　性 女性生殖器 子宮内膜のラセン動脈
女　性 女性生殖器 卵胞の膠原線維
女　性 女性生殖器 中腎組織
女　性 女性生殖器 子宮内膜の基底層
女　性 女性生殖器 子宮内膜の機能層
女　性 女性生殖器 子宮内膜の単層円柱上皮
女　性 女性生殖器 子宮内膜の粘膜固有層
女　性 女性生殖器 卵巣上体
女　性 女性生殖器 膣板
女　性 女性生殖器 子宮腺
女　性 女性生殖器 細胞移動
女　性 女性生殖器 黄体の顆粒層



女　性 乳　房 急性化膿性乳腺炎
女　性 女性生殖器 卵管炎
女　性 女性生殖器 子宮外妊娠
女　性 妊娠の成立 子宮外妊娠
女　性 女性生殖器 三焦経組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 尿生殖間膜
女　性 女性生殖器 骨盤腹膜炎
女　性 女性生殖器 子宮円索
女　性 女性生殖器 子宮円索（左側）
女　性 女性生殖器 子宮円索（右側）
女　性 女性生殖器 骨盤隔膜
女　性 女性生殖器 異常早期月経
女　性 女性生殖器 直腸三角
女　性 女性生殖器 仙骨子宮靭帯（右）
女　性 女性生殖器 仙骨子宮靭帯（左）
女　性 女性生殖器 ダグラス窩
女　性 月経のメカニズム 生理の始まり
女　性 乳　房 乳腺線維腺腫
女　性 乳　房 乳腺症
女　性 乳　房 乳腺炎
女　性 妊娠の成立 絨毛叢
女　性 女性生殖器 骨盤外側壁
女　性 妊娠の成立 胞状奇胎
女　性 胎児期の血管 絨毛膜絨毛
女　性 女性生殖器 プロジェステロン
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の機能層
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の海綿層
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の基底層
女　性 女性生殖器 小坐骨孔
女　性 女性生殖器 未分化期の生殖管
女　性 女性生殖器 未分化生殖腺
女　性 乳　房 口紅
女　性 女性生殖器 真性赤血球増加症
女　性 女性生殖器 月経
女　性 乳　房 乳がん
女　性 女性生殖器 直腸
女　性 妊娠の成立 直腸
女　性 月経のメカニズム 生理
女　性 女性生殖器 月経周期
女　性 月経のメカニズム 月経期
女　性 女性生殖器 月経周期の増殖期
女　性 月経のメカニズム 卵胞期（増殖期）
女　性 女性生殖器 月経周期の分泌期
女　性 月経のメカニズム 黄体期（分泌期）
女　性 女性生殖器 月経周期の月経期
女　性 女性生殖器 子宮内膜細胞
女　性 女性生殖器 膀胱
女　性 妊娠の成立 膀胱
女　性 乳　房 乳汁分泌異常症



女　性 妊娠の成立 臍静脈
女　性 胎児期の血管 臍静脈
女　性 妊娠の成立 上腸間膜動脈
女　性 月経のメカニズム 子宮腺
女　性 女性生殖器 子宮内膜炎
女　性 女性生殖器 子宮筋腫
女　性 女性生殖器 子宮内膜
女　性 女性生殖器 月経黄体
女　性 月経のメカニズム 分娩
女　性 月経のメカニズム 排卵
女　性 女性生殖器 子宮内膜症
女　性 女性生殖器 陰部神経
女　性 女性生殖器 明細胞腺がん
女　性 女性生殖器 子宮がん
女　性 女性生殖器 卵巣組織
女　性 妊娠の成立 小腸
女　性 女性生殖器 頸がん
女　性 胎児期の血管 臍帯
女　性 妊娠の成立 臍動脈
女　性 胎児期の血管 臍動脈
女　性 胎児期の血管 内側臍索　（臍動脈索）
女　性 胎児期の血管 上膀胱動脈
女　性 女性生殖器 膀胱子宮窩
女　性 胎児期の血管 臍輪
女　性 女性生殖器 ＳＯＸ９
女　性 女性生殖器 尿生殖堤　（尿生殖隆起）
女　性 女性生殖器 ミュラー管　（英：Mullerian　ducts）
女　性 女性生殖器 二分陰嚢
女　性 女性生殖器 固有卵巣索
女　性 女性生殖器 原始生殖索
女　性 女性生殖器 原始生殖細胞
女　性 女性生殖器 一次生殖索
女　性 女性生殖器 抗ミュラー管ホルモン　（Ａnti-mullerian hormone：ＡＭＨ）
女　性 女性生殖器 抗ミュラー管ホルモン　（Ａnti-mullerian hormone：ＡＭＨ）
女　性 女性生殖器 黄体ホルモン
女　性 女性生殖器 セルトリ細胞
女　性 女性生殖器 真性半陰陽
女　性 女性生殖器 半陰陽
女　性 女性生殖器 生殖堤内
女　性 女性生殖器 第二次性徴
女　性 女性生殖器 仮性半陰陽
女　性 女性生殖器 下骨盤隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 上骨盤隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 骨盤隔膜筋膜
女　性 妊娠の成立 臍帯
女　性 女性生殖器 表皮性嚢胞
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の緻密層
女　性 女性生殖器 虹彩炎
女　性 女性生殖器 泌尿生殖系



女　性 女性生殖器 子宮頚管狭搾症
女　性 女性生殖器 腹腔後壁
女　性 女性生殖器 骨盤腔の外側壁
女　性 女性生殖器 骨盤腔
女　性 女性生殖器 骨盤腔のくぼみ
女　性 乳　房 乳頭腺管癌
女　性 女性生殖器 流産予防
女　性 乳　房 人相
女　性 女性生殖器 人相
女　性 女性生殖器 妊娠嘔吐
女　性 女性生殖器 会陰
女　性 女性生殖器 遺伝子のプロモーター領域に結合
女　性 女性生殖器 遺伝子のプロモーター領域
女　性 女性生殖器 ｓｅｘ
女　性 女性生殖器 性行為
女　性 女性生殖器 ACTH
女　性 女性生殖器 インターセックス
女　性 女性生殖器 ネガティブフィードバック
女　性 女性生殖器 陰核肥大
女　性 女性生殖器 性欲促進
女　性 女性生殖器 月経停滞、月経不順
女　性 女性生殖器 生殖堤
女　性 女性生殖器 生殖腺
女　性 妊娠の成立 育ての母
女　性 妊娠の成立 胎盤中隔
女　性 女性生殖器 オーガズム　orgasm
女　性 妊娠の成立 生母
女　性 女性生殖器 性感帯
女　性 女性生殖器 性
女　性 女性生殖器 女性の性感帯
女　性 女性生殖器 女性の射精現象
女　性 女性生殖器 射精
女　性 女性生殖器 射精発射筋肉
女　性 妊娠の成立 子宝を授かりたい
女　性 妊娠の成立 子宝を授かる
女　性 女性生殖器 陰茎深動脈
女　性 女性生殖器 陰核深動脈
女　性 女性生殖器 陰核動脈
女　性 女性生殖器 陰茎動脈
女　性 女性生殖器 陰茎背動脈
女　性 女性生殖器 陰核背動脈
女　性 女性生殖器 処女
女　性 女性生殖器 オーガズムの収縮運動
女　性 女性生殖器 陰核
女　性 女性生殖器 処女膜
女　性 女性生殖器 卵子発生
女　性 女性生殖器 卵祖細胞
女　性 女性生殖器 卵母細胞
女　性 女性生殖器 卵娘細胞



女　性 女性生殖器 第1極体
女　性 女性生殖器 完壁主義
女　性 女性生殖器 内胚葉生の卵黄嚢壁
女　性 女性生殖器 内胚葉生
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の顆粒細胞層
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の卵胞膜
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の放線冠
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の卵胞腔
女　性 女性生殖器 一次卵胞の結合組織の細胞
女　性 女性生殖器 二次卵胞の基底膜
女　性 女性生殖器 一次卵胞の卵胞上皮細胞(単層)
女　性 女性生殖器 二次卵胞の卵胞上皮細胞(重層)
女　性 女性生殖器 1次卵胞
女　性 女性生殖器 胞状卵胞
女　性 女性生殖器 オーガズム　orgasm
女　性 女性生殖器 2次卵胞
女　性 女性生殖器 スキーン腺　Ｓkene's　Glands
女　性 女性生殖器 酵素21ーヒドロキシラーゼ
女　性 女性生殖器 排卵
女　性 妊娠の成立 無事に産まれる
女　性 女性生殖器 受精
女　性 妊娠の成立 受精成立
女　性 女性生殖器 ジボカンノン　慈母観音
女　性 女性生殖器 第2極体

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
筋　　肉 vogt-小柳-原田病
筋　　肉 短橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis brevis)

筋　　肉 長橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis longus)

筋　　肉 母指球筋
筋　　肉 長母趾屈筋(musculus flexor hallucis longus)
筋　　肉 膝関節筋(musculus articularis genus)
筋　　肉 長趾屈筋(musculus flexor digitorum longus)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)

筋　　肉 下腿屈筋群
筋　　肉 下腿三頭筋(musculus triceps surae)
筋　　肉 掌側骨間筋(musculi interossei palmares)
筋　　肉 背側骨間筋(musculi interossei dorsales)
筋　　肉 小指球筋
筋　　肉 足底筋群
筋　　肉 中足筋
筋　　肉 足背筋
筋　　肉 頭棘筋(musculus spinalis capitis)
筋　　肉 小趾対立筋(musculus opponens digiti minimi pedis)

筋　　肉 小趾外転筋(musculus abductor digiti minimi)
筋　　肉 短小趾屈筋(musculus flexor digiti minimi brevis)

筋　　肉 母趾球筋
筋　　肉 小趾球筋
筋　　肉 手筋(musculi manus)
筋　　肉 後仙尾筋(musculus sacrococcygeus dorsalis)

筋　　肉 前仙尾筋(musculus sacrococcygeus ventralis)

筋　　肉 中手筋
筋　　肉 棘背筋(musculi spinodorsales)
筋　　肉 坐骨海綿体筋(musculus ischiocavernosus)
筋　　肉 長背筋(musculi dorsi longi)
筋　　肉 球海綿体筋(musculus bulbospongiosus)
筋　　肉 頭板状筋(musculus spenius capitis)
筋　　肉 上肢帯筋(musculi cinguli membri superioris)
筋　　肉 板状筋(musculus spenius)
筋　　肉 上腕伸筋群
筋　　肉 上腕屈筋群
筋　　肉 頸板状筋(musculus spenius cervicis)
筋　　肉 小後頭直筋(musculus capitis posterior minor)
筋　　肉 大後頭直筋(musculus capitis posterior major)
筋　　肉 後頭下筋(musculi suboccipitales)
筋　　肉 下頭斜筋(musculus obliquus capitis inferior)
筋　　肉 棘上筋(musculus supraspinatus)
筋　　肉 棘下筋(musculus infraspinatus)
筋　　肉 上頭斜筋(musculus obliquus capitis superior)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)
筋　　肉 長趾伸筋(musculus extensor digitorum longus)
筋　　肉 尾骨筋(musculus coccygeus)
筋　　肉 第三腓骨筋(musculus peroneus tertius)
筋　　肉 前腕伸筋群



筋　　肉 前腕屈筋群
筋　　肉 半棘筋(musculus semispinalis)
筋　　肉 横突棘筋(musculi transversospinales)
筋　　肉 頸棘筋(musculus spinalis cervicis)
筋　　肉 棘筋(musculus spinalis)
筋　　肉 膣平滑筋
筋　　肉 尿道の筋
筋　　肉 膀胱排尿筋（排尿筋、膀胱平滑筋）(musculus detrusor)

筋　　肉 胸棘筋(musculus spinalis thoracis)
筋　　肉 腸骨尾骨筋
筋　　肉 腰方形筋(musculus quadratus lumborum)　　後腹筋
筋　　肉 筋肉疲労
筋　　肉 下肢帯筋(musculi cinguli membri inferioris)
筋　　肉 錐体筋(musculus pyramidalis)    （前）腹筋
筋　　肉 短背筋(musculi dorsi breves)
筋　　肉 腰棘間筋(musculi interspinales lumborum)
筋　　肉 胸棘間筋(musculi interspinales thoracis)
筋　　肉 頸棘間筋(musculi interspinales cervicis)
筋　　肉 棘間筋(musculi interspinales)
筋　　肉 随意筋
筋　　肉 大腿伸筋群
筋　　肉 腰回旋筋(musculi rotatores lumborum)
筋　　肉 胸回旋筋(musculi rotatores thoracis)
筋　　肉 頸回旋筋(musculi rotatores cervicis)
筋　　肉 回旋筋(musculi rotatores)
筋　　肉 胸半棘筋(musculus semispinalis thoracis)
筋　　肉 頸半棘筋(musculus semispinalis cervicis)
筋　　肉 頭半棘筋(musculus semispinalis capitis)
筋　　肉 屈筋
筋　　肉 躯幹筋
筋　　肉 頸最長筋(musculus longissimus cervicis)
筋　　肉 頭最長筋(musculus longissimus capitis)
筋　　肉 最長筋(musculus longissimus)
筋　　肉 胸最長筋(musculus longissimus thoracis)
筋　　肉 脊柱起立筋(musculus erector spinae)
筋　　肉 腱
筋　　肉 伸筋
筋　　肉 脊柱、背部の深層の筋
筋　　肉 筋サルコイドーシス
筋　　肉 錘内筋
筋　　肉 腰多裂筋（musculus multifidus lumborum)
筋　　肉 胸多裂筋（musculus multifidus thoracis)
筋　　肉 頸多裂筋（musculus multifidus cervicis)
筋　　肉 多裂筋(musculi multifidus)
筋　　肉 腰腸肋筋(musculus iliocostalis lumborum)
筋　　肉 足筋(musculi pedis)
筋　　肉 腸肋筋(musculus ilicostalis)
筋　　肉 恥骨直腸筋(musculus puborectalis)
筋　　肉 側腹筋



筋　　肉 後腹筋
筋　　肉 恥骨尾骨筋
筋　　肉 外寛骨筋
筋　　肉 腰外側横突間筋(musculi intertransversarii laterales lumborum)

筋　　肉 腰内側横突間筋(musculi intertransversarii mediales lumborum)

筋　　肉 内寛骨筋
筋　　肉 胸横突間筋(musculi intertransversarii thoracis)
筋　　肉 頸後横突間筋(musculi intertransversarii posteriores cervicis)

筋　　肉 横突間筋(musculi intertransversarii)
筋　　肉 頸内側後横突間筋(musculi intertransversarii mediales cervicis)

筋　　肉 頸前横突間筋(musculi intertransversarii anteriores cervicis)

筋　　肉 大腿内転筋群
筋　　肉 腸腰筋(musculus iliopsoas)
筋　　肉 小腰筋(musculus psoas minor)
筋　　肉 上双子筋(musculus gemellus superior)
筋　　肉 下双子筋(musculus gemellus inferior)
筋　　肉 双子筋(musculus gemellus)
筋　　肉 臀筋(musculi gluteus)
筋　　肉 大腿屈筋群
筋　　肉 直腸の筋
筋　　肉 下腿筋(musculi cruris)
筋　　肉 下腿伸筋群
筋　　肉 恥骨前立腺筋（恥骨膀胱筋）(musculus puboprostaticus)

筋　　肉 直腸膀胱筋（直腸子宮筋）(musculus rectovesicalis)

筋　　肉 筋肉緊張症
筋　　肉 筋肉挫傷
筋　　肉 収縮腱
筋　　肉 深会陰横筋(musculus tranverse perineal profundus)

筋　　肉 筋肉痛
筋　　肉 会陰筋
筋　　肉 浅会陰横筋(musculus tranverse perineal superficialis)

筋　　肉 筋肉糜爛
筋　　肉 寝違い

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脳 大脳皮質 カハール・レチウス水平細胞
脳 脳と脊髄の血管 眼瞼下垂
脳 橋 台形体
脳 橋 台形体核
脳 脳と脊髄の血管 上瞼板筋マヒ
脳 間脳 下丘
脳 橋 下丘
脳 大脳皮質 下丘
脳 延　　髄 下丘
脳 脳と脊髄の血管 眼球陥凹
脳 間脳 下丘腕
脳 延　　髄 下丘腕
脳 間脳 上丘
脳 大脳皮質 上丘
脳 延　　髄 上丘
脳 橋 毛帯交叉
脳 延　　髄 毛帯交叉
脳 橋 内膝(脳内の顔面神経膝)
脳 橋 外膝(側頭骨内の顔面神経膝)
脳 脳と脊髄の血管 頭蓋内圧亢進症
脳 大脳基底核 劣等意識
脳 大脳基底核 劣等意識を克服する
脳 大脳皮質 視床皮質投射線維
脳 大脳基底核 視床皮質投射線維
脳 延　　髄 片葉小節葉
脳 橋 翼突管神経
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 アブミ骨底
脳 橋 前庭神経節
脳 橋 前半規管
脳 橋 後半規管
脳 小脳 前庭系
脳 間脳 内分泌系の中枢
脳 延　　髄 内耳神経
脳 橋 アブミ骨筋神経
脳 橋 外側半規管
脳 橋 蝸牛神経
脳 橋 前庭神経
脳 延　　髄 前庭神経
脳 橋 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
脳 間脳 内側膝状体　（視床）
脳 橋 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 延　　髄 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 橋 蝸牛神経背側核(背側蝸牛神経核)dorsal cochlear nculeus

脳 橋 青斑核
脳 橋 内側縦束
脳 小脳 前庭神経核
脳 橋 前庭神経核



脳 延　　髄 前庭神経核
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の動毛
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の不動毛
脳 大脳皮質 聴放線
脳 橋 上唾液核
脳 大脳皮質 皮質嗅覚中枢
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 橋 鼓索神経
脳 橋 耳下腺神経叢
脳 小脳 心的回転
脳 橋 ラセン器
脳 小脳 前庭小脳
脳 橋 蝸牛管にあるラセン器(コルチ器)の有毛細胞
脳 橋 卵形嚢斑
脳 延　　髄 閉鎖性延髄損傷
脳 小脳 上髄帆
脳 橋 上髄帆
脳 延　　髄 上随帆
脳 小脳 筋紡錘
脳 延　　髄 閉鎖延髄
脳 橋 蓋板
脳 橋 基板
脳 延　　髄 基板
脳 延　　髄 内側副オリーブ核
脳 延　　髄 内側毛帯
脳 延　　髄 内側隆起
脳 脳と脊髄の血管 鼻血(脳出血、クモ膜下出血)
脳 間脳 ヴィック・ダジール束
脳 大脳基底核 無名質
脳 脳下垂体 遊離トリヨードサイロニン(FreeT3)
脳 脳下垂体 トリヨードサイロニン(T3)
脳 脳下垂体 カルシトニン　（女性）
脳 橋 前庭神経節ニューロン
脳 脳下垂体 パラサイロイドホルモンINTACT(PTH-INTACT)
脳 脳下垂体 Ｔーアップテイク
脳 延　　髄 運動性脳神経核
脳 橋 前庭神経節ニューロンの中枢枝
脳 小脳 前庭神経節
脳 延　　髄 味覚SVA
脳 大脳皮質 第1次味覚野
脳 橋 オリーブ赤核路
脳 延　　髄 運動交叉
脳 延　　髄 内側縦束
脳 延　　髄 内臓反射
脳 小脳 企図振戦
脳 小脳 登上線維
脳 橋 球形嚢斑



脳 橋 内側直筋
脳 橋 外側直筋
脳 間脳 扁桃体の損傷
脳 橋 卵形嚢
脳 橋 球形嚢
脳 橋 内耳神経
脳 髄膜と脳脊髄液 歯状靭帯
脳 小脳 前庭感覚
脳 延　　髄 前庭感覚
脳 延　　髄 前庭神経内側核
脳 橋 上行枝
脳 大脳皮質 上行枝
脳 橋 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 延　　髄 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 間脳 前外側中心枝の内側枝
脳 脳と脊髄の血管 発声困難
脳 脳と脊髄の血管 環椎の横突孔
脳 脳と脊髄の血管 顆導出静脈
脳 脳と脊髄の血管 第1頸椎（環椎)
脳 橋 交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 上小脳脚交叉
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 大脳皮質 橋核　pontine　nuclei
脳 脳 橋核
脳 延　　髄 肋間筋
脳 大脳皮質 ブロードマン5野
脳 大脳皮質 ブロードマン6野
脳 大脳皮質 ブロードマン7野
脳 大脳皮質 ブロードマン8野
脳 大脳皮質 ブロードマン9野
脳 延　　髄 背側副オリーブ核
脳 大脳皮質 下角
脳 脳と脊髄の血管 眼裂狭小
脳 脳と脊髄の血管 下眼瞼　（したまぶた）
脳 脳と脊髄の血管 下瞼板筋
脳 大脳皮質 縁上回
脳 脳下垂体 チラージン(甲状腺ホルモン)
脳 大脳皮質 運動性失語症
脳 間脳 中心正中核
脳 延　　髄 薄束
脳 大脳皮質 ブロードマン1野
脳 大脳皮質 ブロードマン2野
脳 大脳皮質 ブローカ中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン3野
脳 大脳皮質 運動性脳神経核ニューロン
脳 大脳皮質 鳥距溝
脳 大脳皮質 運動性言語中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン20野



脳 大脳皮質 ブロードマン21野
脳 大脳皮質 ブロードマン22野
脳 大脳皮質 ブロードマン23野
脳 大脳皮質 ブロードマン24野
脳 大脳皮質 ブロードマン25野
脳 大脳皮質 ブロードマン26野
脳 大脳皮質 ブロードマン27野
脳 大脳皮質 ブロードマン28野
脳 大脳皮質 ブロードマン29野
脳 大脳皮質 ブロードマン10野
脳 大脳皮質 ブロードマン11野
脳 大脳皮質 ブロードマン12野
脳 大脳皮質 ブロードマン13野
脳 大脳皮質 ブロードマン14野
脳 大脳皮質 ブロードマン15野
脳 大脳皮質 ブロードマン16野
脳 大脳皮質 ブロードマン17野
脳 大脳皮質 ブロードマン18野
脳 大脳皮質 ブロードマン19野
脳 橋 脳神経核
脳 延　　髄 脳神経核
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の酸好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の塩基好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素嫌性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の洞様毛細血管
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞
脳 間脳 下垂体漏斗
脳 間脳 下垂体柄
脳 脳下垂体 汎下垂体機能低下症
脳 間脳 手綱核
脳 間脳 室傍核
脳 間脳 手綱核脚間核路
脳 間脳 手綱交連
脳 間脳 手綱三角
脳 間脳 縦橋線維
脳 間脳 軸索輸送
脳 脳下垂体 神経性下垂体(下垂体神経葉または後葉)
脳 脳下垂体 腺性下垂体(下垂体腺葉)
脳 脳下垂体 自律的分泌亢進
脳 大脳基底核 無名質
脳 脳下垂体 αーメラニン刺激ホルモン(MSH)
脳 間脳 下下垂体動脈
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞の軸索
脳 脳下垂体 下垂体門脈
脳 間脳 上下垂体動脈
脳 延　　髄 脳神経核カラム
脳 大脳皮質 ブロードマン30野
脳 大脳皮質 ブロードマン31野



脳 大脳皮質 ブロードマン32野
脳 大脳皮質 ブロードマン33野
脳 大脳皮質 ブロードマン34野
脳 大脳皮質 ブロードマン35野
脳 大脳皮質 ブロードマン36野
脳 大脳皮質 ブロードマン37野
脳 大脳皮質 ブロードマン38野
脳 大脳皮質 ブロードマン39野
脳 脳下垂体 先天性下垂体ホルモン欠損症
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子Pi-a
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFｌa
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSF2
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFlb
脳 大脳皮質 ブロードマン4野
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
脳 間脳 下垂体動脈
脳 大脳皮質 ブロードマン40野
脳 大脳皮質 ブロードマン41野
脳 大脳皮質 ブロードマン42野
脳 大脳皮質 ブロードマン43野
脳 大脳皮質 ブロードマン44野
脳 大脳皮質 ブロードマン45野
脳 大脳皮質 ブロードマン46野
脳 大脳皮質 ブロードマン47野
脳 大脳皮質 ブロードマン48野
脳 大脳皮質 ブロードマン49野
脳 脳下垂体 脳下垂体の第一次毛細血管網
脳 間脳 乳汁分泌
脳 脳下垂体 脳下垂体の第二次毛細血管網
脳 脳下垂体 脳下垂体の小動脈
脳 脳下垂体 下垂体前葉の分泌細胞
脳 脳下垂体 脳下垂体の小静脈
脳 脳下垂体 PRL前駆細胞
脳 脳下垂体 カルマン症候群
脳 脳下垂体 二次性汎下垂体機能低下症
脳 脳下垂体 下垂体ホルモン欠乏症
脳 大脳皮質 ブロードマン50野
脳 大脳皮質 ブロードマン51野
脳 大脳皮質 ブロードマン52野
脳 脳下垂体 抗下垂体抗体
脳 脳下垂体 下垂体茎(漏斗部)

脳 大脳基底核
運動野→線条体→淡蒼球→視床前腹側核(VA)と外側腹側核
(VL)→運動野という閉鎖回路

脳 間脳 運動性脳神経核
脳 大脳基底核 運動ニューロン
脳 間脳 第1次運動野
脳 大脳皮質 シェファーの側枝
脳 延　　髄 特殊体性求心性カラム
脳 延　　髄 特殊臓性求心性カラム



脳 脳と脊髄 運動野
脳 髄膜と脳脊髄液 脊椎骨の骨膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄クモ膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄軟膜
脳 間脳 脊髄後角
脳 延　　髄 脊髄神経灰白質
脳 大脳基底核 アルツハイマー病　（ＡＤ）
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜外葉
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅠ
脳 脳下垂体 下垂体後葉終末の分泌顆粒
脳 脳下垂体 プロホルモン
脳 脳下垂体 プロプレソフィジン
脳 脳下垂体 カルボキシ末端のコペプチン
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅡ
脳 脳と脊髄の血管 乳突導出静脈
脳 橋 直接小脳前庭線維　direct　cerebellovestibular　fibers
脳 延　　髄 脊髄神経灰白結節
脳 間脳 フォレル氏H２野
脳 橋 前角運動ニューロン
脳 延　　髄 前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 ベッツ氏巨大錐体細胞
脳 脳下垂体 ＬＨ－ＲＨ
脳 間脳 無摂食症
脳 脳下垂体 ＬＨ
脳 延　　髄 脳幹における脳神経核のカラム構造
脳 大脳基底核 嗅三角
脳 脳と脊髄の血管 表在大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 上瞼板筋
脳 橋 涙腺
脳 延　　髄 涙腺
脳 間脳 中隔野
脳 大脳基底核 前交連
脳 大脳皮質 嗅索
脳 大脳基底核 嗅索
脳 大脳皮質 嗅上皮
脳 大脳基底核 嗅球
脳 大脳皮質 篩骨篩板
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞
脳 橋 外眼筋
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳の静脈
脳 脳と脊髄の血管 内大脳静脈
脳 大脳皮質 嗅球
脳 延　　髄 脊髄の前正中裂
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞血栓症
脳 大脳皮質 嗅細胞
脳 大脳皮質 嗅細胞の軸索
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜静脈洞



脳 脳と脊髄の血管 硬膜に分布する動脈
脳 脳と脊髄の血管 中硬膜動脈
脳 脳と脊髄の血管 後硬膜動脈
脳 脳と脊髄の血管 前硬膜動脈
脳 大脳基底核 単語
脳 間脳 単語
脳 脳と脊髄の血管 ミューラー筋
脳 脳と脊髄の血管 Ｓ状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 浅中大脳静脈
脳 延　　髄 鼻腺
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 下矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 下矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 浅側頭動脈
脳 脳と脊髄の血管 浅側頭静脈
脳 脳と脊髄の血管 上大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 左椎骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 右椎骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 椎骨動脈
脳 大脳皮質 嗅三角
脳 大脳皮質 嗅糸球体
脳 脳下垂体 binding　protein(BP)
脳 大脳皮質 嗅糸
脳 脳と脊髄の血管 外大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞の内皮細胞
脳 間脳 内側毛帯
脳 間脳 知覚性伝導路の側枝
脳 間脳 知覚性伝導路
脳 橋 三半規管内の膨大部
脳 髄膜と脳脊髄液 視神経交叉
脳 脳と脊髄の血管 海綿間静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 深部大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 前大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 顔面静脈
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 脳底静脈
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞症候群
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞の上壁
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞の外側壁
脳 間脳 前頭葉眼窩面皮質
脳 脳と脊髄の血管 前篩骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 大脳の静脈の深部静脈系
脳 大脳基底核 言語理解
脳 間脳 言語理解
脳 脳と脊髄の血管 椎骨静脈叢
脳 間脳 体性感覚
脳 間脳 体性感覚野
脳 脳と脊髄の血管 深中大脳静脈



脳 延　　髄 特殊体性求心性ニューロンカラム
脳 延　　髄 特殊臓性遠心性ニューロンカラム
脳 脳と脊髄の血管 大脳の静脈の表在静脈系
脳 大脳基底核 言語
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜上腔
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳鎌
脳 橋 前庭神経外側核
脳 脳と脊髄の血管 延髄症候群
脳 間脳 第1次体性感覚野
脳 脳と脊髄 皮膚知覚、深部知覚など（体性知覚野）
脳 脳と脊髄 視覚（文字、絵）による言語の理解（視覚性言語野）
脳 脳と脊髄 聴覚による言語の理解（ウェルニッケの聴覚性言語野）
脳 脳と脊髄 発語（ブローカの運動性言語野）
脳 間脳 第1次視覚野
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞の軸索
脳 脳と脊髄の血管 脳硬膜の内葉
脳 脳と脊髄の血管 脳硬膜の外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 上矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 導出静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 脚間槽
脳 髄膜と脳脊髄液 迂回槽
脳 髄膜と脳脊髄液 鞍隔膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒内の弁構造
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒小窩
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下槽
脳 髄膜と脳脊髄液 ルシュカ孔
脳 髄膜と脳脊髄液 モンロー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 マジャンディー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の外葉
脳 大脳基底核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 間脳 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 大脳皮質 嗅細胞の中枢性突起
脳 小脳 尾髄
脳 小脳 仙髄
脳 脳と脊髄の血管 後頭大脳静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳縦裂
脳 脳と脊髄 大脳縦裂
脳 髄膜と脳脊髄液 水頭症
脳 間脳 第1次聴覚野
脳 大脳基底核 大脳の外側溝
脳 脳と脊髄 大脳の外側溝



脳 大脳皮質 中心溝
脳 脳と脊髄 中心溝
脳 間脳 フォレル氏H1野
脳 間脳 ホイブナーの反回動脈
脳 大脳皮質 嗅内野
脳 延　　髄 延髄PH調節機能部位
脳 大脳基底核 理解
脳 間脳 理解
脳 延　　髄 延髄網様体
脳 髄膜と脳脊髄液 交叉槽
脳 延　　髄 延髄外側症候群
脳 大脳基底核 調音
脳 間脳 調音
脳 大脳皮質 楔部
脳 大脳皮質 楔前部
脳 間脳 シャルコー脳出血動脈
脳 脳と脊髄の血管 シャルコー脳出血動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 板間静脈
脳 間脳 パペッツの情動回路
脳 小脳 腰髄
脳 延　　髄 胸髄
脳 延　　髄 頚髄
脳 間脳 延髄
脳 橋 延髄
脳 大脳基底核 延髄
脳 延　　髄 延髄
脳 脳と脊髄 延髄
脳 間脳 恐怖の喪失
脳 大脳皮質 ペリツェウス・メルツバッハ病　[PMD]Pelizaeus-Merzbacher
脳 間脳 クリューヴァー・ビューシー症候群
脳 大脳皮質 メチルマロン酸血症
脳 間脳 負の刺激
脳 大脳皮質 肢節運動失行
脳 脳と脊髄の血管 グルコースの好気的酸化
脳 大脳皮質 手指失行
脳 小脳 物体識別
脳 小脳 非交叉性線維
脳 小脳 非交叉性室頂核遠心性線維
脳 小脳 反跳現象(はね返り現象)
脳 脳下垂体 マンノース
脳 大脳基底核 アセチルコリン
脳 間脳 高周波
脳 間脳 低周波
脳 間脳 耳
脳 脳下垂体 血清総サイロキシン(T4)
脳 間脳 正の刺激
脳 脳と脊髄の血管 グリコーゲン
脳 脳下垂体 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脳 脳下垂体 グルコサミン



脳 脳下垂体 シアル酸　（ＳＡ）
脳 脳と脊髄の血管 グルコース
脳 脳下垂体 ガラクトサミン
脳 間脳 浸透圧
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の中指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の母指
脳 大脳基底核 アテトーゼ athetosis
脳 大脳基底核 コリン作動系
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の薬指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眉
脳 橋 ロ蓋神経
脳 延　　髄 薄束核
脳 脳下垂体 クッシング病
脳 大脳基底核 自発運動
脳 延　　髄 灰白質
脳 大脳基底核 電位
脳 間脳 電位
脳 延　　髄 運動覚(感覚)
脳 延　　髄 灰白結節
脳 延　　髄 外弓状線維
脳 延　　髄 縫線核
脳 延　　髄 胸髄核
脳 延　　髄 筋板
脳 延　　髄 薄束結節
脳 大脳基底核 高次運動の調節
脳 間脳 高次運動の調節
脳 大脳基底核 高次運動
脳 間脳 高次運動
脳 延　　髄 延髄のオリーブ
脳 延　　髄 延髄開放部
脳 延　　髄 延髄網様体脊髄路
脳 間脳 自閉症
脳 間脳 隣家の長女への嫉妬
脳 間脳 隣家の次女への劣等感
脳 間脳 隣家の長女への劣等感
脳 間脳 呼吸と脈拍の増加
脳 間脳 犬の鳴き声
脳 脳と脊髄の血管 血栓
脳 脳下垂体 フルクトース
脳 間脳 隣家
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の足
脳 間脳 犬霊
脳 間脳 犬
脳 脳と脊髄の血管 視床穿通動脈
脳 脳と脊髄の血管 視床膝状態動脈
脳 間脳 腎尿細管
脳 大脳皮質 リーリン Reelin
脳 脳と脊髄の血管 視床上部静脈
脳 大脳基底核 応機制　（Adjustment mechanism）



脳 大脳基底核 防衛機制
脳 脳と脊髄の血管 線条体静脈
脳 大脳基底核 ポジティブフィードバック
脳 間脳 ポジティブフィードバック
脳 脳下垂体 CRHーACTHーコルチソール系
脳 脳と脊髄の血管 視床線条体静脈
脳 大脳皮質 多発性硬化症　大脳型
脳 小脳 多発性硬化症　小脳型
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈床突起上部
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈錐体内部
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈海綿静脈洞内部
脳 髄膜と脳脊髄液 聴神経腫瘍
脳 大脳皮質 大脳皮質基底核変性症
脳 脳と脊髄の血管 後下小脳動脈
脳 脳下垂体 アジソン病
脳 脳と脊髄の血管 頚動脈管
脳 脳と脊髄の血管 頚動脈サイフォン
脳 脳と脊髄の血管 大後頭孔
脳 脳と脊髄の血管 橋静脈
脳 脳 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
脳 脳と脊髄の血管 上小脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 下小脳静脈
脳 間脳 恐怖の表情表現の信号
脳 間脳 恐怖の表情
脳 間脳 聴覚皮質野
脳 脳 脳軟化症
脳 脳と脊髄の血管 後頭蓋窩の硬膜
脳 間脳 扁桃体の過剰な活動
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈の動脈瘤
脳 間脳 脳幹の網様体
脳 延　　髄 脳幹の網様体　
脳 大脳皮質 着衣失行
脳 脳と脊髄の血管 未破裂脳動脈瘤
脳 大脳皮質 メンケス症
脳 脳と脊髄の血管 後頭静脈
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 脳と脊髄の血管 後頭静脈洞
脳 間脳 鳴き声
脳 間脳 社会恐怖
脳 脳と脊髄の血管 小脳失調
脳 橋 咬筋
脳 延　　髄 大動脈弓
脳 橋 節前ニューロン
脳 脳と脊髄 頭頂葉
脳 大脳皮質 失行
脳 大脳皮質 失語
脳 大脳皮質 失読
脳 橋 顎下腺
脳 延　　髄 顎下腺



脳 脳と脊髄の血管 前床突起上部
脳 橋 眼神経
脳 脳と脊髄の血管 上吻合静脈
脳 脳と脊髄の血管 下吻合静脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈（左）
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈（右）
脳 間脳 内頚動脈
脳 延　　髄 内頚動脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈頚部
脳 橋 橋網様体 pontine reticular formation
脳 橋 橋核路
脳 脳 橋核路
脳 間脳 橋
脳 橋 橋
脳 延　　髄 橋
脳 脳と脊髄 橋
脳 脳 橋
脳 間脳 視床の髄板内核群
脳 延　　髄 視床の髄板内核群
脳 間脳 視床の正中核群
脳 間脳 大脳半球
脳 小脳 大脳半球
脳 大脳基底核 大脳半球
脳 間脳 視床の後腹側核
脳 大脳皮質 中隔核
脳 橋 視床外側腹側核
脳 橋 表情筋
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞
脳 大脳皮質 大脳半球（左脳）
脳 脳と脊髄 大脳半球（左脳）
脳 脳 大脳半球（左脳）
脳 脳と脊髄 視床腹部
脳 脳 視床
脳 脳と脊髄の血管 眼動脈
脳 大脳基底核 終脳
脳 延　　髄 終脳
脳 脳 終脳
脳 間脳 聴覚（聴覚野）
脳 脳と脊髄 聴覚（聴覚野）
脳 脳 聴覚（聴覚野）
脳 脳 脳　(全体)
脳 脳と脊髄の血管 脳出血
脳 脳と脊髄の血管 脳梗塞
脳 脳 灰白隆起
脳 脳と脊髄の血管 脳の動脈
脳 小脳 小脳性歩行失調
脳 小脳 小脳半球症候群
脳 小脳 小脳虫部症候群



脳 髄膜と脳脊髄液 中脳水道
脳 脳 中脳水道
脳 小脳 小脳性言語障害(構音障害)
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 脳と脊髄 大脳半球（右脳）
脳 脳 大脳半球（右脳）
脳 間脳 副腎
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜 (脳)
脳 脳 クモ膜 (脳)
脳 間脳 中脳
脳 橋 中脳
脳 延　　髄 中脳
脳 脳と脊髄 中脳
脳 脳 中脳
脳 間脳 中脳黒質
脳 間脳 帯状回
脳 大脳皮質 帯状回
脳 大脳基底核 帯状回
脳 脳 帯状回
脳 脳 呼吸中枢
脳 脳と脊髄 側頭葉　(右）
脳 脳 側頭葉　(右）
脳 間脳 視覚野
脳 脳 視覚野
脳 小脳 平行線維系
脳 脳 被蓋
脳 間脳 中大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 中大脳動脈
脳 脳 中大脳動脈
脳 間脳 大脳皮質
脳 橋 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳皮質
脳 大脳基底核 大脳皮質
脳 延　　髄 大脳皮質
脳 脳と脊髄 大脳皮質（灰白質）
脳 脳 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の白質
脳 脳と脊髄 大脳髄質（白質）
脳 間脳 視床の外側腹側核
脳 間脳 視床背内側核
脳 大脳皮質 視床背内側核
脳 大脳基底核 視床背内側核
脳 脳と脊髄 外套
脳 間脳 視床
脳 大脳基底核 視床
脳 脳と脊髄 視床
脳 脳 視床
脳 間脳 後頭葉
脳 大脳基底核 後頭葉



脳 髄膜と脳脊髄液 後頭葉
脳 脳と脊髄 後頭葉
脳 脳 後頭葉
脳 間脳 視床の中心正中核
脳 間脳 視床の前腹側核
脳 間脳 視床の中隔野
脳 間脳 被殼
脳 大脳基底核 大脳の被殻
脳 大脳基底核 被殻
脳 延　　髄 中枢神経
脳 間脳 視床上部
脳 間脳 視床後部
脳 橋 大脳小脳連関
脳 間脳 視床前核
脳 間脳 視床上溝
脳 間脳 視床皮質
脳 間脳 視床枕
脳 大脳皮質 皮質下丘路
脳 間脳 後大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 後大脳動脈
脳 脳 後大脳動脈
脳 間脳 小脳
脳 小脳 小脳
脳 橋 小脳
脳 脳と脊髄 小脳
脳 脳 小脳
脳 橋 三半規管
脳 脳と脊髄の血管 頭
脳 間脳 視床の外側膝状体
脳 間脳 扁桃核
脳 脳 扁桃核
脳 間脳 嗅脳
脳 大脳皮質 嗅脳
脳 大脳基底核 嗅脳
脳 脳 嗅脳
脳 間脳 左扁桃体
脳 大脳皮質 嗅葉
脳 延　　髄 第6胸神経
脳 橋 後頭筋
脳 大脳皮質 小帯回
脳 延　　髄 大動脈弓の圧受容器
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂連合野
脳 大脳基底核 半卵円中心
脳 脳と脊髄の血管 Horner症候群
脳 大脳皮質 失書
脳 大脳皮質 失認
脳 大脳皮質 大脳の下側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上前頭回
脳 大脳皮質 後内側腹側核



脳 大脳皮質 歯状回顆粒細胞
脳 大脳皮質 歯状回の顆粒層
脳 脳と脊髄の血管 頚鼓動脈
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂小葉
脳 大脳皮質 歯状回
脳 大脳皮質 後梁下溝
脳 大脳皮質 歯状回の多形細胞層
脳 大脳皮質 大脳の下側頭回
脳 脳と脊髄の血管 橋枝
脳 延　　髄 網様体
脳 大脳皮質 後頭側頭溝
脳 間脳 視床の前核群
脳 間脳 視床の前内側核
脳 間脳 視床の前背側核
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の口唇
脳 大脳皮質 交連後脳弓
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の小指
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肩
脳 大脳皮質 皮質橋核路
脳 大脳基底核 大脳の島皮質
脳 大脳基底核 大脳の右島
脳 大脳基底核 大脳の左島
脳 脳下垂体 尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 大脳皮質 視床連合核
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂連合野
脳 延　　髄 鰓弓に由来する横紋筋　
脳 大脳皮質 大脳の外側溝上行枝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝前枝
脳 間脳 青斑核
脳 脳 中脳被蓋
脳 大脳皮質 終板
脳 延　　髄 血液中の酸素分圧
脳 大脳皮質 終板傍回
脳 大脳皮質 大脳の外側溝
脳 脳 中脳梗塞
脳 延　　髄 第6鰓弓
脳 間脳 外背側被蓋核
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 延　　髄 第3鰓弓
脳 延　　髄 第4鰓弓
脳 延　　髄 鰓弓　
脳 大脳皮質 大脳の外側溝後枝
脳 大脳皮質 帯状溝
脳 大脳皮質 帯状回峡
脳 大脳皮質 苔状線維
脳 大脳皮質 視床の内側膝状体
脳 脳と脊髄の血管 後交通動脈
脳 間脳 大脳基底核



脳 大脳基底核 大脳基底核
脳 大脳基底核 基底核皮質
脳 大脳基底核 左右の大脳基底核の活動のバランス
脳 小脳 新小脳
脳 間脳 視床の背外側核
脳 大脳皮質 小脳水平裂
脳 延　　髄 小脳半球虫部傍部
脳 大脳皮質 糸球体
脳 大脳皮質 錯語
脳 大脳皮質 錯文法
脳 延　　髄 上ノト且函月却
脳 延　　髄 小脳半球
脳 延　　髄 小脳半球中間部
脳 大脳皮質 視覚構成障害
脳 大脳皮質 視床の小細胞性部
脳 大脳皮質 視空間失認
脳 大脳皮質 視覚連合野
脳 大脳皮質 視覚前野
脳 間脳 外側核
脳 間脳 基底外側核
脳 間脳 腹側被蓋野
脳 脳と脊髄の血管 前交通動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭静脈洞
脳 間脳 右扁桃体
脳 大脳皮質 交連前脳弓
脳 間脳 基底外側複合体
脳 橋 後耳介筋
脳 大脳基底核 脳波
脳 脳 脳波
脳 橋 膝神経節
脳 小脳 室頂核遠心性線維
脳 小脳 中小脳脚
脳 大脳皮質 大脳の角回
脳 橋 ラセン神経節
脳 間脳 血液中のブドウ糖濃度
脳 大脳基底核 線条体黒質路
脳 小脳 小脳半球の上半月小葉
脳 小脳 小脳のLobule　I
脳 小脳 小脳のLobule　II
脳 小脳 小脳のLobule　III
脳 小脳 小脳のLobule　IV
脳 小脳 小脳のLobule　IX
脳 小脳 小脳のLobule　V
脳 小脳 小脳のLobule　VI
脳 小脳 小脳のLobule　VII
脳 小脳 小脳のLobule　VIII
脳 間脳 前外側中心枝の外側枝
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝の外側枝
脳 小脳 小脳のLobule　X



脳 大脳皮質 大脳の上頭頂小葉
脳 小脳 小脳半球虫部傍部
脳 小脳 小脳半球の片葉
脳 小脳 小脳半球の下半月小葉
脳 小脳 同側小脳皮質
脳 脳と脊髄の血管 後外側中心枝
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の皮質枝
脳 小脳 二次前庭小脳線維
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の中心枝
脳 小脳 小脳の苔状線維
脳 小脳 小脳の第1裂
脳 小脳 小脳の第2裂
脳 小脳 視床外側腹側核
脳 小脳 小脳の中位核
脳 小脳 小脳の虫部垂
脳 小脳 小脳の虫部傍部(中間部)
脳 小脳 小脳の虫部錐体
脳 大脳皮質 上頭頂連合野
脳 間脳 嗅内野海馬投射
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上腕
脳 大脳皮質 上前頭回
脳 橋 橋の縦橋線維　longitudinal　pontine　fibers
脳 橋 橋背部　dorsal　portion(橋被蓋　pontine tegmentum)
脳 橋 橋の背側
脳 橋 正中傍橋網様体
脳 小脳 視床前腹側核
脳 間脳 視床の連合核
脳 橋 縦橋線維
脳 間脳 視床の後内側腹側核
脳 延　　髄 視床の後内側腹側核
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の手根
脳 小脳 上小脳脚交叉
脳 大脳基底核 上小脳脚交叉
脳 橋 橋腹側部の線維
脳 小脳 前庭小脳路
脳 小脳 小脳半球の小脳扁桃
脳 小脳 小脳半球の単小葉
脳 間脳 横橋線維
脳 小脳 小脳半球の四角小葉　quadrangular　lobule
脳 大脳皮質 皮質視蓋路
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上肢
脳 大脳皮質 大脳の下前頭回
脳 大脳皮質 求心線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の示指
脳 大脳皮質 ブローカ失語症
脳 小脳 小脳の虫部葉
脳 小脳 小脳の虫部隆起
脳 脳と脊髄の血管 上小脳動脈
脳 小脳 小脳の登上線維



脳 小脳 小脳の矢状面
脳 小脳 小脳の平行線維
脳 小脳 小脳の片葉小節葉
脳 間脳 視床ヒモ
脳 大脳皮質 眼窩前頭皮質
脳 大脳皮質 大脳の上側頭連合野
脳 小脳 小脳右半球
脳 小脳 小脳左半球
脳 間脳 自律神経系の中枢
脳 大脳皮質 終脳胞
脳 大脳皮質 眼窩面皮質
脳 大脳皮質 大脳の視覚連合野
脳 橋 中脳中心灰白質
脳 橋 聴覚路
脳 橋 聴覚路の二次線維
脳 橋 聴覚路の三次線維
脳 橋 歯状核
脳 間脳 視床の感覚性中継核
脳 小脳 小脳皮質のゴルジ細胞
脳 橋 VL核ニューロン
脳 大脳皮質 新皮質の第6層(多形細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第6層の紡錘形細胞
脳 小脳 小脳の外側核(歯状核)
脳 大脳基底核 前核
脳 大脳基底核 中脳脚間核
脳 大脳基底核 中心灰白質中脳
脳 脳と脊髄の血管 前下小脳動脈
脳 橋 脊髄前庭路　spinovestibular　tract
脳 小脳 小脳皮質の軟膜
脳 小脳 小脳皮質の星状細胞
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層のプルキンエ細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の分子層のプルキンエ細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞
脳 小脳 小脳皮質のバスケット細胞
脳 大脳皮質 大脳の上行枝



脳 大脳皮質 大脳の三角部
脳 脳下垂体 急性副腎不全
脳 大脳基底核 大脳の前障
脳 間脳 中脳灰白質
脳 間脳 中脳被蓋
脳 大脳皮質 新皮質の第5層の大型錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第5層(内錐体細胞層)
脳 間脳 中脳の脚間核
脳 間脳 中脳の腹側被蓋核
脳 間脳 中脳の背側被蓋核
脳 間脳 副基底核
脳 橋 二次前庭小脳線維
脳 大脳基底核 帯状束
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 鈎状束　uncinate　fascicle
脳 橋 非交叉性線維
脳 橋 片葉小節葉
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層の顆粒細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層
脳 橋 室頂核前庭線維
脳 大脳皮質 キース・ベヒテレフ線条
脳 大脳基底核 小脳性振戦
脳 大脳皮質 新皮質の第4層の星状細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第4層(内顆粒細胞層)
脳 大脳基底核 小脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の原皮質
脳 橋 菱脳唇
脳 大脳皮質 新皮質の第3層(外錐体細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第3層の錐体細胞
脳 間脳 大脳脚
脳 橋 視床皮質投射路
脳 橋 大脳皮質運動野
脳 間脳 視床の後外側核
脳 橋 視床VPM核
脳 間脳 大脳皮質連合野
脳 大脳皮質 新皮質の第2層(外顆粒細胞層)
脳 大脳基底核 歯状回
脳 大脳皮質 新皮質の第2層の顆粒細胞
脳 小脳 視床VL核
脳 大脳基底核 視床VL核運動野
脳 大脳基底核 視床下束
脳 間脳 後交通動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 大後頭孔
脳 大脳皮質 貫通線維
脳 大脳皮質 新皮質の第1層(分子層)
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞



脳 小脳 小脳の髄体
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞の樹状突起
脳 間脳 視床の後外側腹側核
脳 小脳 小脳の水平裂
脳 間脳 視床の非特殊核
脳 大脳皮質 新皮質の交連ニューロン
脳 脳下垂体 中枢性尿崩症
脳 小脳 小脳の外側部
脳 小脳 小脳の後外側裂　posterolateral　Fissure
脳 間脳 大脳皮質運動野
脳 延　　髄 下小脳脚
脳 小脳 下小脳脚内側部
脳 小脳 小脳灰白質
脳 小脳 小脳の球状核
脳 橋 小脳の球状核
脳 小脳 小脳の栓状核
脳 橋 小脳の栓状核
脳 間脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳歯状核
脳 小脳 小脳室頂核
脳 小脳 小脳の原小脳
脳 小脳 小脳半球
脳 大脳皮質 身体認識不能
脳 大脳皮質 新皮質の連合ニューロン
脳 間脳 視床下束
脳 間脳 視床下溝
脳 小脳 橋小脳
脳 橋 小脳皮質外側部
脳 間脳 中心核
脳 間脳 基底核
脳 間脳 皮質核
脳 間脳 嗅内野
脳 大脳基底核 嗅脳系
脳 間脳 内側核
脳 間脳 複合体
脳 大脳皮質 前交連
脳 小脳 小脳核細胞
脳 小脳 橋小脳路線維
脳 小脳 橋小脳路
脳 小脳 橋核小脳路
脳 小脳 小脳回　cerebellar　folia
脳 小脳 小脳糸球体
脳 小脳 小脳中心小葉　central　lobule
脳 間脳 中心核との接続を介して恐怖行動を引き起こす
脳 小脳 小脳体の第1裂　primary　Fissure



脳 橋 一次前庭線維　primary　vestibular　fibers
脳 脳と脊髄の血管 前内側中心枝
脳 大脳皮質 連合線維
脳 脳と脊髄の血管 上眼静脈
脳 大脳皮質 皮質視床ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝の内側枝
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の前内側中心枝
脳 脳と脊髄の血管 後内側中心枝
脳 大脳皮質 皮質視床投射
脳 小脳 小脳半球の中心小葉翼 ala of central lobule
脳 間脳 皮質線条体路
脳 脳と脊髄の血管 下眼静脈
脳 大脳皮質 大脳の中側頭回
脳 大脳皮質 大脳の等皮質
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝
脳 間脳 下垂体静脈
脳 大脳皮質 上頭頂小葉
脳 間脳 皮質網様体路
脳 大脳皮質 皮質網様体路
脳 橋 橋腹側部　ventral　porｔｉon(橋底部)
脳 橋 橋底部
脳 橋 橋背部
脳 間脳 視床の腹側核群
脳 延　　髄 虫部
脳 大脳皮質 内ベヤルジェ線条
脳 大脳基底核 手綱核
脳 大脳皮質 大脳の中心溝
脳 間脳 光刺激
脳 大脳皮質 大脳の中心後回
脳 大脳皮質 大脳の中心前回
脳 大脳皮質 大脳の第1次体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の中心前溝
脳 小脳 小脳の前庭神経核
脳 小脳 小脳半球の二腹小葉
脳 大脳皮質 中隔野
脳 大脳皮質 大脳の中心傍小葉
脳 橋 小脳虫部
脳 大脳皮質 大脳の中前頭回
脳 間脳 糖質コルチコイド
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩槽
脳 間脳 皮質核路
脳 間脳 非特殊核
脳 間脳 内側視索前野
脳 間脳 内側前脳束
脳 大脳皮質 大脳の中間皮質
脳 大脳皮質 第1次聴覚野



脳 小脳 小脳皮質の分子層
脳 大脳皮質 視神経
脳 脳 ベータ（β）波
脳 大脳基底核 ベータ（β）波
脳 脳 シータ（θ）波
脳 大脳基底核 シータ（θ）波
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳テント
脳 大脳基底核 基底核ｰ皮質コリン作動系
脳 大脳基底核 梨状葉皮質
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳外側面
脳 大脳皮質 第1次視覚中枢
脳 間脳 帯状束
脳 脳 デルタ（δ）波
脳 大脳基底核 デルタ（δ）波
脳 脳 ガンマ（γ）波
脳 大脳基底核 ガンマ（γ）波
脳 橋 小脳前葉虫部
脳 延　　髄 オリーブ小脳路線維
脳 橋 台形体交叉
脳 大脳皮質 大脳皮質内側面
脳 大脳基底核 室周線維系
脳 大脳皮質 大脳の下前頭溝
脳 大脳基底核 視床皮質路
脳 大脳基底核 脚橋被蓋核
脳 間脳 視床皮質投射
脳 大脳皮質 視床皮質投射
脳 大脳基底核 視床皮質投射
脳 延　　髄 オリーブ核の内弓状線維
脳 大脳基底核 室間孔
脳 髄膜と脳脊髄液 室間孔
脳 脳と脊髄の血管 室間孔
脳 大脳皮質 感覚性皮質
脳 間脳 視床髄条
脳 大脳基底核 視床髄条
脳 間脳 視床の運動性中継核
脳 間脳 視床の外側核群
脳 延　　髄 上小脳脚交叉
脳 脳 アルファ（α）波
脳 大脳基底核 アルファ（α）波
脳 大脳皮質 皮質上丘路
脳 小脳 古小脳
脳 小脳 下小脳脚
脳 橋 下小脳脚
脳 橋 中心被蓋路
脳 橋 小脳の外顆粒層
脳 小脳 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 橋 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 間脳 小脳核
脳 小脳 小脳核



脳 延　　髄 第1頚神経(C1)の前根
脳 大脳皮質 知能
脳 延　　髄 オリーブ核門
脳 延　　髄 オリーブ核
脳 延　　髄 中小脳脚
脳 延　　髄 灰白質　中心管
脳 延　　髄 中心被蓋路
脳 小脳 小脳体の後葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室拡大症
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室上衣細胞
脳 小脳 小脳体
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室
脳 脳と脊髄の血管 眼瞼浮腫
脳 脳と脊髄の血管 角膜反射低下
脳 延　　髄 小錐体神経
脳 延　　髄 自律神経系節前ニューロン
脳 脳と脊髄の血管 脳底動脈
脳 橋 橋動脈（脳底動脈の）
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈　(ガレン)
脳 脳と脊髄の血管 大大脳静脈　(ガレン)
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈槽
脳 脳と脊髄の血管 大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 下大脳静脈
脳 延　　髄 楔状束核小脳路
脳 間脳 分界条
脳 大脳基底核 分界条
脳 大脳基底核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 間脳 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 橋 皮質橋核路　corticopｏntine　tract
脳 延　　髄 視床髄板内核
脳 小脳 小脳半球の薄小葉
脳 間脳 内側線条体動脈
脳 大脳皮質 大脳の中心後溝
脳 延　　髄 小脳核
脳 延　　髄 皮質網様体路
脳 大脳皮質 歯状回の分子層
脳 延　　髄 手綱三角
脳 延　　髄 自律性神経節
脳 延　　髄 自律性神経核
脳 延　　髄 下窩
脳 大脳基底核 左右の大脳の活動のバランス
脳 脳 ベータ状態
脳 大脳基底核 ベータ状態
脳 脳 シータ状態
脳 大脳基底核 シータ状態
脳 延　　髄 小細胞性網様核
脳 小脳 小脳核赤核路
脳 延　　髄 小脳核赤核路
脳 延　　髄 頸動脈の分岐部にある化学受容器



脳 延　　髄 頚動脈小体
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳延髄槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳鎌
脳 延　　髄 頚動脈洞の圧受容器
脳 延　　髄 頚動脈洞
脳 延　　髄 小ロ蓋腺
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳の中心灰白質
脳 間脳 脊髄前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 脊髄前角運動ニューロン
脳 脳 デルタ状態
脳 大脳基底核 デルタ状態
脳 脳 ガンマ状態
脳 大脳基底核 ガンマ状態
脳 間脳 脳弓
脳 大脳皮質 脳弓
脳 大脳基底核 脳弓
脳 延　　髄 後正中溝
脳 延　　髄 延髄下半
脳 小脳 小脳半球外側部
脳 橋 小脳半球外側部
脳 延　　髄 小脳半球外側部
脳 延　　髄 視床VPM核
脳 大脳皮質 心理的皮質
脳 小脳 小脳の正中の虫部vermis
脳 間脳 視床の内側核群
脳 延　　髄 小灰白質
脳 脳 アルファ状態
脳 大脳基底核 アルファ状態
脳 小脳 小脳小舌
脳 延　　髄 小脳小舌
脳 延　　髄 小三角形
脳 橋 中脳の下丘
脳 髄膜と脳脊髄液 横静脈洞
脳 小脳 網様体小脳路
脳 延　　髄 網様体小脳路
脳 延　　髄 下唾液核
脳 大脳皮質 後頭連合野 (大脳)
脳 延　　髄 下核
脳 小脳 上小脳脚
脳 橋 上小脳脚
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄の中心管
脳 髄膜と脳脊髄液 延髄の菱形窩
脳 間脳 視床下核（ルイ氏体)
脳 大脳皮質 皮質下核(視床)
脳 大脳基底核 大脳の視床下核
脳 間脳 延髄錐体
脳 延　　髄 延髄上半
脳 橋 背側縦束
脳 大脳基底核 背側縦束



脳 間脳 脳幹の運動性脳神経核
脳 延　　髄 後頭筋板
脳 脳と脊髄の血管 延髄外側部
脳 大脳基底核 皮質線条体路
脳 延　　髄 皮質赤核路
脳 大脳皮質 アンモン角
脳 脳下垂体 亜急性甲状腺炎
脳 脳下垂体 亜急性甲状腺炎
脳 脳下垂体 下垂体腺腫
脳 脳下垂体 リン酸化プロラクチン
脳 間脳 大うつ病患者
脳 脳と脊髄の血管 ワレンベルグ症候群
脳 脳と脊髄の血管 前脈絡叢動脈
脳 脳と脊髄の血管 下錐体静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞に至る
脳 脳と脊髄 脳性麻痺   cerebral paresis
脳 間脳 恐怖条件付けなどに障害は起きるもの
脳 脳と脊髄の血管 頭頂導出静脈
脳 脳と脊髄の血管 側脳室脈絡叢
脳 間脳 側頭葉前方の大きな損傷
脳 間脳 情動の低下
脳 間脳 パラフレニー
脳 間脳 類破瓜病
脳 間脳 敏感関係妄想
脳 間脳 恐ろしい表情を処理する
脳 間脳 妄想性障害
脳 間脳 精神病
脳 延　　髄 咽頭の筋
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭管
脳 間脳 うつ病
脳 間脳 うつ状態
脳 間脳 恐怖表情
脳 大脳基底核 表情認知課題
脳 間脳 抗うつ薬
脳 間脳 物音
脳 脳と脊髄の血管 動脈洞
脳 脳と脊髄の血管 第三脳室脈絡叢
脳 脳と脊髄の血管 上錐体静脈洞
脳 大脳皮質 頭頂弁蓋部
脳 脳と脊髄の血管 酸化型ヘモグロビン
脳 脳と脊髄の血管 頚静脈
脳 脳と脊髄の血管 下垂体柄
脳 大脳皮質 海馬歯状回
脳 間脳 恐怖行動の産出
脳 間脳 妄想型に類似するが、妄想の内容が異なる
脳 間脳 長期増強を介して行われる
脳 間脳 人格崩壊が少ない妄想型



脳 間脳 非定型精神病
脳 間脳 刺激の記憶と関連付
脳 間脳 刷り込まれている情動的経験の記憶
脳 間脳 恐怖行動を引き起こす
脳 小脳 拮抗性運動反復不能
脳 髄膜と脳脊髄液 女
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 間脳 恐怖条件付けの発現
脳 間脳 恐怖条件付けの獲得
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋骨
脳 間脳 視床網様核
脳 大脳皮質 ツェルウェガー症候群　Zellweger症候群
脳 橋 側頭骨
脳 橋 側頭筋
脳 大脳基底核 有髄線維
脳 間脳 無髄神経線維
脳 延　　髄 横隔膜
脳 脳 聴覚神経
脳 脳 身体精神領
脳 間脳 第三脳室
脳 大脳基底核 第三脳室
脳 延　　髄 第三脳室
脳 脳 第三脳室
脳 脳 休温調節中枢
脳 脳 菱脳
脳 脳 ウエルニッケ領
脳 間脳 下垂体前葉
脳 脳下垂体 下垂体前葉
脳 間脳 下垂体中葉
脳 脳下垂体 下垂体中葉
脳 間脳 下垂体後葉
脳 脳下垂体 下垂体後葉
脳 脳 聴覚精神領
脳 髄膜と脳脊髄液 脈絡叢
脳 脳 脈絡叢
脳 間脳 前頭葉
脳 橋 前頭葉
脳 大脳基底核 前頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 前頭葉
脳 脳と脊髄 前頭葉
脳 脳 前頭葉
脳 脳 嗅覚野
脳 橋 節後ニューロン
脳 延　　髄 節後ニューロン
脳 間脳 側頭葉
脳 橋 脊髄
脳 大脳皮質 脊髄
脳 延　　髄 脊髄



脳 脳と脊髄 脊髄
脳 延　　髄 反回神経
脳 脳 大脳皮質
脳 延　　髄 第1頚神経
脳 間脳 卵巣
脳 延　　髄 節前線維
脳 延　　髄 節後線維
脳 延　　髄 舌下神経
脳 間脳 側脳室
脳 大脳皮質 側脳室
脳 大脳基底核 側脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室
脳 脳 側脳室
脳 延　　髄 舌筋
脳 脳 視覚精神領
脳 間脳 心筋
脳 延　　髄 心筋
脳 延　　髄 喉頭（交感神経系）
脳 間脳 錐体交叉
脳 橋 錐体路 pyramidal tract(皮質脊髄路 corticospinal tract)
脳 延　　髄 錐体路
脳 脳 錐体路
脳 間脳 頭頂葉
脳 大脳基底核 頭頂葉
脳 髄膜と脳脊髄液 頭頂葉
脳 脳 頭頂葉
脳 大脳基底核 大脳の黒質
脳 脳 黒質_
脳 橋 舌下腺
脳 延　　髄 舌下腺
脳 橋 舌
脳 大脳皮質 ニューロン
脳 間脳 淡蒼球　（大脳）
脳 橋 淡蒼球　（大脳）
脳 大脳基底核 淡蒼球　（大脳）
脳 脳 淡蒼球　（大脳）
脳 脳下垂体 舌咽神経
脳 延　　髄 舌咽神経
脳 大脳皮質 側頭葉
脳 大脳基底核 側頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側頭葉
脳 大脳皮質 樹状突起
脳 橋 上顎神経
脳 延　　髄 上顎神経
脳 延　　髄 耳管
脳 間脳 平滑筋
脳 延　　髄 平滑筋
脳 大脳皮質 記憶
脳 延　　髄 肋間神経



脳 間脳 脳下垂体
脳 脳下垂体 脳下垂体
脳 大脳基底核 脳下垂体
脳 脳と脊髄 脳下垂体
脳 脳 脳下垂体
脳 大脳基底核 迷走神経
脳 延　　髄 迷走神経
脳 小脳 脊髄神経節
脳 延　　髄 脊髄神経節
脳 大脳皮質 海馬支脚
脳 大脳皮質 海馬　（海馬体）
脳 大脳基底核 海馬　（海馬体）
脳 脳と脊髄 海馬　（海馬体）
脳 脳 海馬　（海馬体）
脳 間脳 情動
脳 大脳基底核 学習
脳 間脳 学習
脳 脳下垂体 副甲状腺
脳 脳 パーキンソン氏病   =95030
脳 延　　髄 第2頚神経 C2前根
脳 脳 精神分裂病
脳 延　　髄 骨格筋
脳 脳 読書領
脳 橋 顎下神経節
脳 延　　髄 顎下神経節
脳 橋 中間神経 Ⅶ
脳 延　　髄 中間神経 Ⅶ
脳 橋 三叉神経第3枝(下顎神経)
脳 橋 下顎神経
脳 延　　髄 下顎神経
脳 脳と脊髄 側頭葉　（左）
脳 脳 側頭葉　（左）
脳 間脳 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍
脳 脳下垂体 コルチコトロピン(副腎皮質刺激ホルモン)
脳 脳下垂体 異所性ACTH産生腫瘍
脳 脳 痴呆
脳 脳と脊髄の血管 静脈洞
脳 橋 舌神経
脳 脳と脊髄 脳性小児麻痺
脳 間脳 乳腺
脳 間脳 テストステロン（男性ホルモン）
脳 間脳 成長ホルモン
脳 間脳 正中隆起
脳 間脳 視床下部
脳 橋 視床下部
脳 脳下垂体 視床下部
脳 大脳基底核 視床下部



脳 脳と脊髄 視床下部
脳 脳 視床下部
脳 橋 咀嚼筋　（そしゃく筋）
脳 延　　髄 第7胸神経
脳 大脳皮質 鼻腔
脳 大脳基底核 嗅神経
脳 間脳 腎臓
脳 間脳 バソプレシン vasopressin
脳 脳下垂体 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
脳 延　　髄 咽頭
脳 脳と脊髄 視覚野（視覚）
脳 間脳 視放線
脳 延　　髄 横隔神経
脳 髄膜と脳脊髄液 男
脳 脳 躁鬱病
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眼瞼
脳 橋 第４脳室　4th　ventricle
脳 延　　髄 第４脳室　4th　ventricle
脳 脳 第４脳室　4th　ventricle
脳 大脳皮質 大脳の新皮質
脳 大脳基底核 大脳の新皮質
脳 脳 大脳の新皮質
脳 脳 性中枢
脳 延　　髄 副神経
脳 橋 内側翼突筋
脳 橋 外側翼突筋
脳 脳下垂体 十二指腸
脳 延　　髄 食道
脳 間脳 無髄線維
脳 間脳 前大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 前大脳動脈
脳 脳 前大脳動脈
脳 延　　髄 舌咽
脳 間脳 外側部
脳 大脳皮質 大脳の感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下腿
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の大腿
脳 脳下垂体 脳下垂体の前葉細胞
脳 間脳 前頭連合野
脳 間脳 前脈絡叢動脈
脳 大脳基底核 側脳室前角の底面
脳 間脳 側脳室前角の底面
脳 大脳皮質 側脳室下角
脳 大脳基底核 側脳室下角
脳 間脳 側脳室下角
脳 小脳 脊髄側索
脳 大脳基底核 側脳室前角
脳 間脳 側脳室前角
脳 大脳皮質 側副溝



脳 間脳 表現の信号
脳 大脳皮質 劣位脳半球
脳 橋 錐体鼓室裂
脳 脳と脊髄の血管 頭頂孔
脳 間脳 嗅覚
脳 大脳基底核 黒質線条体路
脳 大脳基底核 側脳室下角の上面
脳 間脳 側脳室下角の上面
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の舌
脳 脳と脊髄の血管 還元型ヘモグロビン
脳 大脳皮質 大脳の眼窩部
脳 延　　髄 第1次ニューロン
脳 大脳皮質 側頭葉の前端の内側面にある梨状葉前皮質
脳 大脳皮質 側頭連合野
脳 延　　髄 第2次ニューロン
脳 延　　髄 第3次ニューロン
脳 大脳基底核 空間認知領域
脳 大脳皮質 大脳の上側頭溝
脳 脳下垂体 皮膚色素沈着
脳 間脳 情動の喚起　（emotional arousal）
脳 間脳 海馬台
脳 間脳 海馬采
脳 大脳皮質 海馬采
脳 大脳基底核 情動領域
脳 間脳 情動的な出来事に関連付
脳 間脳 下垂体前葉ホルモン
脳 大脳皮質 体性感覚野
脳 間脳 反射亢進の信号
脳 橋 顔面神経膝
脳 橋 顔面神経根
脳 大脳皮質 大脳の上側頭回
脳 間脳 感覚情報
脳 間脳 子宮筋
脳 脳下垂体 PRF(プロラクチン放出因子)
脳 間脳 視索
脳 間脳 視索上核
脳 脳と脊髄 大脳核（大脳基底核）
脳 間脳 調節　（modulation）
脳 大脳皮質 大脳の上前頭溝
脳 脳と脊髄の血管 分界条静脈
脳 大脳基底核 認知領域
脳 橋 副交感性節前線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の前腕
脳 間脳 記憶の調節
脳 大脳基底核 前部帯状回背側部
脳 脳下垂体 原発性副腎皮質機能低下症
脳 間脳 反射亢進
脳 間脳 シナプス応答性
脳 間脳 シナプス応答



脳 間脳 乳頭体
脳 脳下垂体 腸抑制ポリペプチド
脳 脳下垂体 視床下部正中隆起
脳 脳下垂体 視床下部性GnRH欠乏
脳 大脳基底核 前部帯状回吻腹側部
脳 大脳基底核 後部帯状回吻側/中間部
脳 間脳 視床網様体核
脳 間脳 床下部外側野
脳 延　　髄 上唾液核
脳 大脳皮質 大脳の古皮質
脳 大脳皮質 大脳の前頭眼野
脳 延　　髄 第四脳室ヒモ
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の顔
脳 間脳 放出の信号
脳 脳と脊髄の血管 脈絡叢静脈
脳 大脳皮質 扁桃体周囲皮質
脳 大脳皮質 扁桃体周囲野
脳 大脳皮質 外側膝状体鳥距溝路
脳 脳と脊髄の血管 上行咽頭動脈
脳 大脳皮質 外側嗅条
脳 大脳基底核 外側嗅条
脳 大脳皮質 大脳のブローカ中枢
脳 大脳皮質 前梨状野
脳 大脳皮質 大脳のウエルニッケ中枢
脳 間脳 第三脳室脈絡叢
脳 大脳皮質 前有孔質
脳 間脳 下垂体の後葉内の毛細血管の近傍
脳 間脳 前葉ホルモン
脳 大脳皮質 前頭連合野
脳 橋 前頭葉にある前頭眼野
脳 間脳 前頭橋路
脳 間脳 側頭橋路
脳 大脳基底核 嗅覚
脳 脳と脊髄の血管 ホイブナーの反回動脈
脳 間脳 前頭葉底部
脳 間脳 側頭葉連合野
脳 間脳 髄板
脳 間脳 脊髄毛帯
脳 間脳 髄板内核群
脳 大脳皮質 前梁下溝
脳 大脳皮質 前梨状葉皮質
脳 大脳基底核 側脳室の後角
脳 大脳基底核 側脳室の前角
脳 大脳基底核 側脳室の下角
脳 大脳基底核 側脳室の中心部
脳 小脳 シナプス接続
脳 橋 後鼻枝
脳 間脳 錐体細胞
脳 橋 錐体交叉



脳 大脳基底核 淡蒼球視床路
脳 大脳皮質 外側後頭側頭回
脳 大脳皮質 外ベヤルジェ線条
脳 大脳基底核 黒質網様部
脳 小脳 抑制性ニューロン
脳 間脳 淡蒼球内節
脳 間脳 淡蒼球外節
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球外節
脳 間脳 淡蒼球視床下部路
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球内節
脳 間脳 淡蒼球視床路
脳 大脳基底核 視床下核淡蒼球路
脳 大脳基底核 側頭極
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の中心部
脳 延　　髄 第4次ニューロン
脳 間脳 視床下部内側野の後核
脳 間脳 視床下部内側野の下垂体投射核
脳 間脳 上頚神経節
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下顎
脳 間脳 淡蒼球視床路線維
脳 脳下垂体 子宮平滑筋
脳 間脳 隆起漏斗路
脳 間脳 隆起下垂体路
脳 大脳皮質 感覚性失語症
脳 大脳皮質 大脳の運動性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動前野
脳 大脳基底核 視床下部下垂体路
脳 大脳基底核 海馬鈎
脳 間脳 海馬白板
脳 間脳 情動の学習
脳 間脳 視交叉上核
脳 大脳基底核 顔面神経根
脳 橋 顔面神経核
脳 大脳基底核 顔面神経核
脳 橋 顔面神経丘
脳 橋 顔面神経管
脳 延　　髄 腸管神経叢
脳 大脳皮質 シナプス結合
脳 大脳基底核 海馬傍回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の膝
脳 間脳 プロジェステロン
脳 間脳 視索前域
脳 間脳 視索前野
脳 脳下垂体 PIF(プロラクチン抑制因子)
脳 大脳皮質 大脳の横側頭回
脳 間脳 記憶固定　（memory consolidation）
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下肢
脳 脳下垂体 視床下部の神経分泌細胞
脳 間脳 臓性機能



脳 間脳 臓性感覚
脳 間脳 聴放線
脳 大脳皮質 大脳の横後頭溝
脳 間脳 記憶の形成
脳 間脳 記憶固定の調節
脳 間脳 記憶の貯蔵
脳 大脳基底核 記憶
脳 間脳 記憶
脳 脳下垂体 ACTH単独欠損症
脳 間脳 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン）
脳 脳下垂体 コートリル(副腎皮質ホルモン)
脳 間脳 視床下部内側野
脳 脳と脊髄の血管 横静脈洞
脳 延　　髄 副交感神経節後ニューロン
脳 橋 2次前庭小脳線維
脳 橋 第一次前庭線維
脳 延　　髄 副交感神経節前ニューロン
脳 大脳皮質 線条体
脳 小脳 拮抗筋
脳 大脳皮質 接線線維
脳 延　　髄 副交感性の節前ニューロン
脳 脳下垂体 筋減少症
脳 間脳 乳頭体脚
脳 間脳 乳腺刺激ホルモン
脳 間脳 持続的な興奮性シナプス後電位
脳 延　　髄 横隔神経核
脳 脳下垂体 GHRH(成長ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 GIH(成長ホルモン抑制ホルモン)
脳 間脳 視床下部内側核群
脳 間脳 視床下部外側野
脳 間脳 視床下部外側核群
脳 間脳 視床下部下垂体系の神経核
脳 間脳 視床下部下垂体系
脳 間脳 視床下部ホルモン
脳 間脳 視床下部の室周層
脳 間脳 持続的な興奮性シナプス後電位によりシナプス応答性を上げる
脳 大脳基底核 貫通線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肘
脳 大脳基底核 嗅内野
脳 間脳 乳腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン
脳 脳下垂体 腎性尿崩症
脳 脳下垂体 デスモプレシン（抗利尿ホルモン）
脳 間脳 歯状核視床路
脳 大脳皮質 後外側腹側核
脳 大脳皮質 後角
脳 大脳皮質 古皮質
脳 大脳皮質 原皮質
脳 間脳 視床網様核ニユーロンの軸索



脳 間脳 視床網様核ニューロン
脳 小脳 大脳小脳
脳 大脳皮質 大脳の縁上回
脳 間脳 視交叉
脳 大脳皮質 梨状葉前皮質
脳 大脳基底核 梨状葉前皮質
脳 橋 第四脳室底
脳 延　　髄 第四脳室外側陥凹
脳 延　　髄 副神経脊髄根
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の胴
脳 脳下垂体 下垂体後葉ホルモン
脳 脳と脊髄の血管 右前大脳動脈
脳 脳下垂体 コルチコトロピン様中葉ペプチド
脳 脳下垂体 βエンドルフィン
脳 脳と脊髄の血管 左前大脳動脈
脳 間脳 視床下部内側野の腹内側核
脳 間脳 視床下部内側野の背内側核
脳 間脳 視床下部内側野の乳頭体
脳 大脳皮質 幻嗅
脳 大脳基底核 大脳の尾状核尾
脳 間脳 視床下部内側野の乳頭体核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核体
脳 間脳 視床下部内側野の前核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核頭
脳 間脳 視床下部内側野の視索上核
脳 間脳 視床下部内側野の室傍核
脳 延　　髄 上オリーブ核
脳 大脳皮質 海馬足
脳 延　　髄 気管支腺
脳 大脳皮質 海馬の透明層
脳 大脳皮質 海馬の頂上樹状突起
脳 大脳皮質 内側前前頭葉皮質
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室脈絡叢
脳 延　　髄 外側網様核
脳 延　　髄 外側皮質脊髄路
脳 大脳皮質 髄放線
脳 大脳基底核 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 間脳 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 大脳皮質 海馬白板
脳 大脳皮質 下側頭回
脳 大脳皮質 感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 海馬傍回
脳 大脳皮質 海馬台
脳 大脳皮質 錐体路の起始ニューロン
脳 大脳皮質 頭頂後頭溝
脳 大脳皮質 頭頂下溝
脳 大脳基底核 黒質緻密部
脳 延　　髄 前側脊髄視床路の側枝



脳 延　　髄 位置覚
脳 大脳皮質 内側後頭側頭回
脳 大脳皮質 海馬の細胞体基底部
脳 大脳皮質 鈎回発作
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈の内側枝
脳 大脳皮質 有線領
脳 延　　髄 胃腸の平滑筋
脳 延　　髄 外側脊髄視床路の側枝
脳 大脳皮質 僧帽細胞
脳 延　　髄 迷走神経下神経節
脳 脳と脊髄の血管 頚静脈孔
脳 大脳皮質 大脳の前頭前野
脳 大脳皮質 大脳の第1次運動野 primary motor area
脳 大脳皮質 海馬の基底樹状突起
脳 延　　髄 外側脊髄視床路
脳 大脳皮質 大脳の前頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の第2次運動野
脳 大脳皮質 網様体
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈の外側枝
脳 大脳皮質 流暢失語
脳 脳下垂体 自己免疫性下垂体炎
脳 大脳皮質 角回
脳 大脳皮質 海馬の上昇層
脳 延　　髄 顔面神経核
脳 髄膜と脳脊髄液 脊柱管
脳 小脳 協同筋
脳 大脳皮質 海馬の分子層
脳 大脳皮質 保続
脳 大脳皮質 海馬溝
脳 大脳皮質 大脳の頭頂間溝
脳 大脳皮質 梨状葉前野
脳 大脳皮質 海馬鈎回
脳 延　　髄 下部咽頭筋
脳 脳と脊髄の血管 後脊髄動脈
脳 延　　髄 外側網様体脊髄路
脳 大脳皮質 精神盲
脳 大脳皮質 精神運動発作
脳 大脳皮質 海馬鈎
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈洞交会
脳 脳と脊髄の血管 前脊髄動脈
脳 大脳皮質 血栓性静脈炎
脳 延　　髄 咽頭弓
脳 大脳皮質 大脳の弁蓋部
脳 大脳皮質 大脳の補足運動野
脳 延　　髄 咽頭絞扼反射
脳 大脳皮質 大脳皮質外側面
脳 大脳皮質 大脳の不等皮質
脳 大脳皮質 立体認識不能
脳 大脳皮質 海馬の多形細胞層



脳 大脳皮質 梨状葉
脳 橋 小脳核ニューロンの軸索
脳 大脳皮質 海馬の顆粒細胞層
脳 大脳皮質 海馬の放射状層
脳 大脳皮質 海馬の網状・分子層
脳 大脳皮質 乳頭体
脳 大脳皮質 内側膝状体側頭葉路
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側孔
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中孔
脳 大脳皮質 海馬の錐体細胞層
脳 延　　髄 第四脳室髄条
脳 延　　髄 副神経脊髄核
脳 大脳皮質 下頭頂小葉
脳 延　　髄 第四脳室正中溝
脳 間脳 前交通動脈
脳 延　　髄 第四脳室脈絡板
脳 大脳皮質 優位脳半球
脳 脳と脊髄の血管 全外眼筋
脳 延　　髄 消化腺
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄終糸
脳 脳と脊髄の血管 全外眼筋のマヒ
脳 髄膜と脳脊髄液 第三脳室脈絡叢
脳 延　　髄 皮質オリーブ路
脳 延　　髄 脊髄網様体路
脳 延　　髄 脊髄後角
脳 延　　髄 皮質脊髄路
脳 延　　髄 脊髄の前角運動ニューロン
脳 延　　髄 脊髄前角
脳 延　　髄 皮質脊髄路線維
脳 延　　髄 脊髄側索
脳 延　　髄 舌下神経核
脳 延　　髄 舌筋運動
脳 延　　髄 喉頭蓋の味覚
脳 延　　髄 喉頭蓋
脳 延　　髄 大錐体神経
脳 延　　髄 錐体
脳 延　　髄 錐体交叉
脳 延　　髄 錐体前索路
脳 延　　髄 唾液分泌
脳 間脳 頭頂葉連合野
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の後角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の前角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の下角
脳 延　　髄 舌咽神経洞枝
脳 延　　髄 体性遠心性ニューロン
脳 延　　髄 舌咽神経下神経節
脳 延　　髄 髄板内核群



脳 延　　髄 知覚性脳神経核
脳 延　　髄 体の識別性触圧覚
脳 延　　髄 顔面神経丘
脳 延　　髄 最後野
脳 延　　髄 茎突咽頭筋
脳 延　　髄 副交感性節前ニューロン
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈圧
脳 延　　髄 上部咽頭筋
脳 延　　髄 後根神経節
脳 大脳皮質 視床沈核
脳 延　　髄 副楔状束核
脳 延　　髄 前皮質脊髄路
脳 延　　髄 汎性視床皮質投射
脳 延　　髄 副神経の延髄根
脳 橋 伸筋支配運動ニューロンヘ
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内圧亢進症
脳 延　　髄 咳嗽
脳 延　　髄 舌咽・迷走神経の下神経節
脳 脳と脊髄の血管 過食障害
脳 脳と脊髄の血管 拒食障害
脳 脳と脊髄の血管 第６頚椎の横突孔
脳 脳下垂体 甲状腺癌
脳 脳下垂体 甲状腺組織カルチノイド
脳 脳と脊髄の血管 半身不髄
脳 脳と脊髄の血管 縮瞳
脳 脳と脊髄の血管 片麻痺
脳 脳と脊髄の血管 摂食障害
脳 脳下垂体 先天性甲状腺機能低下症
脳 脳下垂体 甲状腺乳頭癌
脳 間脳 様々な対象に対する過剰反応
脳 脳下垂体 甲状腺腫瘍
脳 大脳皮質 記憶錯誤
脳 大脳皮質 アレクサンダー病　Alexander病
脳 間脳 双極性障害
脳 脳下垂体 慢性甲状腺炎
脳 脳と脊髄の血管 瞳孔散大筋
脳 間脳 過剰反応
脳 大脳皮質 カナバン病　（Canavan病)
脳 脳下垂体 甲状悪性リンパ腫
脳 大脳皮質 記憶増進　(病的に亢進している)
脳 大脳基底核 ストレスに対する感受性
脳 間脳 ストレスホルモンの放出
脳 間脳 障害を起こす
脳 間脳 刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合
脳 大脳基底核 恐怖条件付け
脳 間脳 恐怖条件付け
脳 間脳 刺激と予測される嫌悪的な出来事
脳 脳下垂体 甲状腺未分化癌
脳 脳下垂体 甲状腺濾胞癌



脳 脳下垂体 多発性硬化症甲状腺型
脳 間脳 恐怖条件付けの祭、感覚情報
脳 脳下垂体 甲状腺ホルモン
脳 脳と脊髄 失読症
脳 間脳 精巣
脳 脳下垂体 副甲状腺ホルモン
脳 間脳 卵胞刺激ホルモン(FSH)
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖
脳 橋 眼輪筋
脳 脳 脳様癌
脳 延　　髄 総頚動脈
脳 間脳 松果体
脳 延　　髄 松果体
脳 脳 松果体
脳 間脳 メラトニン
脳 橋 口輪筋
脳 延　　髄 視神経 (眼)
脳 脳下垂体 甲状腺
脳 橋 滑車神経
脳 延　　髄 滑車神経
脳 延　　髄 滑車神経 Ⅳ
脳 脳と脊髄の血管 滑車神経
脳 橋 外転神経
脳 延　　髄 外転神経　Ⅵ
脳 脳と脊髄の血管 外転神経
脳 脳下垂体 チロキシン
脳 脳下垂体 甲状腺髄様癌
脳 間脳 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳 脳下垂体 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳 脳下垂体 ソマトスタチン (SS)
脳 脳と脊髄の血管 内頚静脈
脳 間脳 網膜
脳 間脳 黄体化ホルモン
脳 間脳 パラノイア
脳 間脳 オキシトシン　oxytOCin
脳 脳下垂体 オキシトシン(分娩時の子宮収縮を行うホルモン）
脳 間脳 トリプトファン
脳 脳と脊髄の血管 感覚解離
脳 延　　髄 第1次体性感覚野
脳 延　　髄 外頚動脈
脳 橋 上髄帆滑車神経交叉 
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の頚
脳 大脳皮質 鼻腔の嗅上皮
脳 間脳 卵胞刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳と脊髄の血管 迷路動脈
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の嚥下
脳 脳と脊髄の血管 線条体枝
脳 間脳 上行性網様体賦活系
脳 間脳 上頭頂連合野



脳 間脳 視蓋前域
脳 間脳 上側頭連合野
脳 橋 滑車神経核
脳 間脳 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 転移性悪性腫瘍
脳 間脳 ソマトメジン
脳 橋 動眼神経核
脳 間脳 黄体化ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 黄体形成ホルモン放出ホルモン(LHRH)
脳 大脳皮質 外側視床下部
脳 脳と脊髄の血管 顆管
脳 脳下垂体 βメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 脳下垂体 プロオピオメラノコルチコトロピン(POMC)
脳 脳と脊髄の血管 外側線条体動脈
脳 脳と脊髄の血管 内側線条体動脈
脳 間脳 松果体細胞
脳 間脳 メラトニンの濃度
脳 延　　髄 滑車神経核
脳 延　　髄 外転神経核
脳 脳下垂体 βリポトロピン(βＬPH)
脳 脳下垂体 ＦＳＨ
脳 延　　髄 体性知覚
脳 橋 温痛覚
脳 延　　髄 温痛覚
脳 延　　髄 体性感覚野
脳 延　　髄 触圧覚
脳 延　　髄 体節に由来する横紋筋
脳 延　　髄 体節
脳 延　　髄 識別性触圧覚
脳 延　　髄 輪状甲状筋
脳 間脳 電波による全扁桃体の選択的な損傷
脳 脳と脊髄の血管 中風(ちゅうふう、ちゅうぶう)
脳 大脳皮質 ロイコジストロフィー　（脳白質変性症）
脳 脳と脊髄の血管 嚥下困難
脳 間脳 被害妄想
脳 間脳 被害者意識
脳 間脳 硬直　（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）
脳 間脳 錯乱
脳 脳と脊髄の血管 めまい
脳 橋 アブミ骨筋
脳 延　　髄 横紋筋
脳 間脳 神経結合
脳 延　　髄 視神経Ⅱ
脳 脳と脊髄の血管 視神経
脳 延　　髄 動眼神経Ⅲ
脳 脳と脊髄の血管 動眼神経
脳 間脳 耳
脳 間脳 視神経交叉



脳 間脳 視神経
脳 延　　髄 胸鎖乳突筋
脳 脳と脊髄の血管 筋緊張低下
脳 大脳基底核 フィードバック処理
脳 間脳 フィードバック処理
脳 大脳基底核 補償　（compensation）
脳 間脳 フェロモン
脳 延　　髄 神経核
脳 脳と脊髄の血管 脳血管障害後遺症
脳 脳と脊髄の血管 脳血管障害
脳 間脳 左耳
脳 間脳 右耳
脳 延　　髄 神経核カラム
脳 大脳基底核 フィードバック
脳 間脳 フィードバック
脳 延　　髄 神経管
脳 延　　髄 神経管の外側壁の中央には境界溝
脳 延　　髄 神経管の背側壁を蓋板
脳 延　　髄 神経管の腹側壁を底板
脳 脳と脊髄の血管 C-2-deoxyglucose
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖の新規転写因子Lhx2
脳 橋 茎乳突孔
脳 橋 茎突舌骨筋
脳 大脳基底核 腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
脳 大脳基底核 扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
脳 大脳基底核 回路の過活動
脳 大脳基底核 扁桃体
脳 間脳 扁桃体
脳 橋 外転神経核
脳 橋 外転神経根
脳 脳と脊髄の血管 側副循環
脳 間脳 神経内分泌
脳 間脳 神経核
脳 間脳 耳鳴り
脳 脳下垂体 内因性オピオイド物質
脳 大脳基底核 嗅球の僧帽細胞
脳 脳下垂体 サイログロブリン
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞
脳 脳下垂体 シーハン症候群
脳 延　　髄 耳神経節
脳 延　　髄 動眼神経核
脳 延　　髄 動眼神経副核
脳 脳下垂体 下垂体性糖蛋白ホルモン
脳 延　　髄 腹筋
脳 延　　髄 小神経核
脳 延　　髄 耳前筋板
脳 脳と脊髄の血管 言語障害
脳 大脳皮質 脳腱黄色腫症　Cerebrotendinous Xanthomatosis
脳 間脳 隣家の長女の自動車



脳 大脳皮質 記銘力障害
脳 大脳皮質 認知症
脳 間脳 無遊病
脳 脳と脊髄の血管 嗄声
脳 間脳 セロトニン
脳 延　　髄 セロトニン
脳 橋 耳下腺
脳 延　　髄 耳下腺
脳 脳下垂体 インヒビン
脳 延　　髄 耳介側頭神経
脳 橋 大錐体神経
脳 大脳基底核 調節
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 小脳 興奮性ニューロン
脳 延　　髄 耳下腺炎
脳 延　　髄 疑核の下部ニューロン
脳 間脳 下行性線維
脳 延　　髄 疑単極性ニューロンの末梢枝
脳 延　　髄 疑単極性ニューロン
脳 延　　髄 疑核の中部ニューロン
脳 延　　髄 疑核の上部ニューロン
脳 脳下垂体 下垂体前葉の細胞膜表面の特異的レセプター
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)
脳 間脳 下垂体前葉ホルモンの放出ホルモン
脳 間脳 サーカディアンリズムcircadian rhythms(概日リズム)
脳 小脳 求心性線維
脳 小脳 後外側裂
脳 脳下垂体 FSH受容体
脳 間脳 NAT活性
脳 脳下垂体 エンケファリン
脳 間脳 NAT活性亢進
脳 小脳 注意
脳 大脳皮質 投射ニューロン
脳 大脳皮質 投射線維
脳 間脳 下垂体前葉ホルモンの放出抑制ホルモン
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 髄膜と脳脊髄液 髄液圧
脳 間脳 レンズ核束
脳 大脳基底核 レンズ核束
脳 間脳 レンズ核ワナ
脳 大脳基底核 レンズ核ワナ
脳 橋 ラセン神経節ニューロン
脳 橋 中間聴条
脳 橋 背側聴条
脳 橋 腹側聴条
脳 間脳 レンズ核線条体動脈
脳 脳と脊髄の血管 レンズ核線条体動脈
脳 小脳 赤核症候群
脳 間脳 レンズ核 （大脳）



脳 大脳基底核 レンズ核 （大脳）
脳 脳と脊髄 レンズ核 （大脳）
脳 橋 交連線維　commissure　fiers
脳 大脳皮質 交連線維　commissure　fiers
脳 間脳 摂食中枢
脳 延　　髄 登上線維
脳 大脳基底核 閾値の制御
脳 間脳 閾値の制御
脳 大脳基底核 閾値
脳 間脳 閾値
脳 大脳基底核 閾値となる電位を制御
脳 間脳 閾値となる電位を制御
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜腫
脳 髄膜と脳脊髄液 電解質異常
脳 髄膜と脳脊髄液 髄芽腫
脳 間脳 気分障害　（感情障害）
脳 脳下垂体 ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 上皮性細胞塊
脳 脳下垂体 ラトケ嚢
脳 小脳 推尺異常
脳 大脳基底核 副嗅球
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 脳下垂体 TSHレセプター
脳 大脳皮質 ペルオキシソーム病
脳 脳下垂体 ネガティブフィードバック
脳 脳下垂体 副腎性のクッシング症候群
脳 脳下垂体 ヒト甲状腺刺激ホルモン(hTSH)
脳 小脳 深部感覚
脳 間脳 意識変容
脳 小脳 共同運動不能
脳 延　　髄 僧帽筋
脳 延　　髄 圧受容器
脳 延　　髄 圧受容器反射
脳 橋 鼓室
脳 延　　髄 鼓室
脳 橋 蝸牛管
脳 大脳基底核 コリン作動性ニューロン
脳 延　　髄 鼓室神経
脳 延　　髄 楔状束
脳 延　　髄 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

脳 延　　髄 嚥下
脳 延　　髄 嘔吐反射　（vomiting reflex)

脳 脳下垂体 ウォーターハウス・フリードリヒセン症候群
脳 橋 翼口蓋神経節
脳 延　　髄 翼口蓋神経節
脳 橋 顔面神経
脳 延　　髄 顔面神経
脳 延　　髄 心臓神経叢
脳 橋 顎二腹筋後腹



脳 大脳基底核 前後の体のバランス
脳 脳と脊髄の血管 後頭動脈
脳 脳と脊髄 日本脳炎
脳 延　　髄 一般体性求心性ニューロン
脳 間脳 束傍核
脳 延　　髄 一般臓性知覚
脳 脳下垂体 ヒト卵胞刺激ホルモン(hFSH)
脳 小脳 運動視知覚
脳 間脳 不確帯
脳 脳下垂体 抗マイクロゾーム抗体
脳 延　　髄 化学受容器反射
脳 脳下垂体 プロラクチノーマ
脳 脳下垂体 甲状腺ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 α甲状腺刺激ホルモン(αTSH)
脳 脳下垂体 β甲状腺刺激ホルモン(βTSH)
脳 大脳基底核 中間帆　（velum　interpositum）
脳 延　　髄 深部感覚
脳 橋 中小脳脚
脳 橋 広頚筋
脳 間脳 蓋板
脳 間脳 灰白隆起
脳 脳下垂体 抗サイクログロブリン抗体(Tg-Ab)
脳 脳下垂体 サイロキシン（Ｔ４）
脳 脳下垂体 遊離サイロキシン(FreeT4)[
脳 大脳基底核 放射冠
脳 延　　髄 深心臓神経叢
脳 大脳基底核 線条体
脳 間脳 線条体
脳 間脳 5ーヒドロキシトリプトファン(5HTP)
脳 大脳基底核 大脳の内包後脚.
脳 大脳基底核 左尾状核
脳 間脳 尾状核頭
脳 大脳基底核 尾状核頭
脳 大脳基底核 大脳の外髄板
脳 間脳 尾状核頭視床
脳 大脳基底核 対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
脳 間脳 扁桃体 （大脳）
脳 大脳基底核 扁桃体 （大脳）
脳 脳と脊髄 扁桃体 （大脳）
脳 間脳 尾状核　（大脳）
脳 大脳基底核 尾状核　（大脳）
脳 脳と脊髄 尾状核　（大脳）
脳 脳と脊髄の血管 尾状核体
脳 大脳基底核 尾状核体
脳 間脳 尾状核体
脳 橋 片葉小節葉のプルキンエ細胞の軸索
脳 大脳基底核 ハンチントン舞踏病
脳 大脳基底核 舞踏病様運動
脳 脳下垂体 ヒト Urocortin



脳 延　　髄 一般臓性遠心性ニューロン
脳 脳下垂体 シグナルペプチド
脳 橋 内耳道
脳 間脳 標的器官
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 延　　髄 一般臓性求心性ニューロン
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 延　　髄 楔状束結節.
脳 間脳 室周線維
脳 間脳 三叉神経毛帯脊髄毛帯
脳 橋 下橋網様体
脳 間脳 三叉神経主知覚核
脳 間脳 三叉神経脊髄路核
脳 間脳 三叉神経毛帯
脳 脳下垂体 ネルソン症候群
脳 脳下垂体 甲状腺結節
脳 間脳 マイネルトの反屈束
脳 大脳基底核 マイネルトの反屈束
脳 小脳 顆粒細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質の分子層の平行線維
脳 脳下垂体 ヒトCRF(副腎皮質刺激ホルモン放出因子、CRF)
脳 延　　髄 浅心臓神経叢
脳 大脳基底核 コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
脳 脳下垂体 乳腺筋上皮細胞
脳 大脳基底核 線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
脳 大脳基底核 線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
脳 大脳基底核 最内包前脚
脳 間脳 最内包前脚
脳 大脳基底核 左右の意識のバランス
脳 間脳 脳弓柱（出部）
脳 橋 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 延　　髄 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 大脳基底核 反屈束
脳 橋 脊髄視床路(脊髄毛帯系)
脳 橋 プルキンエ細胞 （小脳）
脳 大脳基底核 被蓋
脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus
脳 間脳 背側視床の外髄板
脳 間脳 背側視床の内髄板
脳 間脳 前葉ホルモン放出因子
脳 小脳 第四脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室脈絡叢
脳 脳下垂体 GnRH(生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン)
脳 延　　髄 主オリーブ核
脳 間脳 網様体脊髄路
脳 延　　髄 網様体脊髄路
脳 延　　髄 遠心性脳神経核
脳 橋 疑核



脳 大脳基底核 疑核
脳 延　　髄 疑核
脳 脳下垂体 カドヘリン
脳 大脳基底核 背側運動核
脳 大脳基底核 皮質脊髄路
脳 大脳基底核 大脳の内髄板
脳 大脳基底核 背側被蓋核
脳 小脳 前脊髄小脳路
脳 延　　髄 一般臓性求心性カラム
脳 大脳基底核 前外側腹側核
脳 大脳基底核 線条体淡蒼球路
脳 延　　髄 上丘腕
脳 間脳 脳梁膝
脳 間脳 前葉ホルモン産生細胞
脳 橋 上橋網様体
脳 小脳 楔状束核小脳路
脳 脳下垂体 ライディッヒ細胞
脳 延　　髄 楔状束核
脳 大脳基底核 淡蒼球視床下核路
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)

脳 橋 橋網様体脊髄路
脳 橋 内側網様体脊髄路
脳 延　　髄 後根
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
脳 間脳 漏斗核(弓状核)
脳 延　　髄 後角
脳 間脳 橋核小脳路
脳 橋 橋核小脳路
脳 大脳基底核 橋核小脳路
脳 橋 内側毛帯
脳 間脳 皮質橋核路
脳 橋 橋の横橋線維　transverse　pontinefibers
脳 橋 蝸牛神経背側
脳 間脳 後頭連合野(視覚連合野)
脳 橋 受容器
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 間脳 交連後脳弓
脳 大脳基底核 外包
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)
脳 間脳 内包
脳 大脳皮質 内包
脳 間脳 内包後脚
脳 間脳 内包前脚
脳 小脳 副オリーブ核
脳 間脳 エストロジェン
脳 脳下垂体 アミロイドβペプチド
脳 橋 外側前庭脊髄路　lateral　vestibulospinal　tract
脳 延　　髄 孤束
脳 延　　髄 孤束核



脳 延　　髄 孤束核外側部
脳 延　　髄 孤束核内側部
脳 間脳 後頭橋路
脳 間脳 背内側核
脳 大脳基底核 最外包
脳 小脳 患側の四肢の筋緊張の減退
脳 間脳 脳幹の循環中枢
脳 小脳 網様体
脳 大脳基底核 運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
脳 間脳 サイロキシン
脳 間脳 Nーアセチルセロトニン
脳 間脳 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 バリスム ballism
脳 脳下垂体 トルコ鞍
脳 間脳 NAT活性抑制
脳 延　　髄 網様体視床路
脳 小脳 オリーブ核小脳路
脳 延　　髄 オリーブ核小脳路
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 小脳 オリーブ小脳路
脳 橋 外側毛帯
脳 間脳 大脳辺縁系
脳 大脳皮質 大脳辺縁系
脳 脳 大脳辺縁系
脳 小脳 クラーク氏背核
脳 小脳 下オリーブ核
脳 延　　髄 下オリーブ核
脳 小脳 外側網様核
脳 大脳基底核 前後の意識のバランス
脳 間脳 グリア細胞
脳 間脳 腹側視床
脳 延　　髄 弓状核
脳 延　　髄 延髄縫線核
脳 脳下垂体 αメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 延　　髄 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 小脳 下髄帆
脳 間脳 小脳核視床路
脳 小脳 小脳核視床路
脳 橋 小脳核視床路
脳 大脳基底核 小脳核視床路
脳 延　　髄 求心性脳神経核
脳 脳下垂体 エンドルフィン
脳 橋 聴覚伝導路
脳 延　　髄 巨大細胞性網様核



脳 延　　髄 上行性網様体賦活系
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素の遺伝子
脳 橋 前庭神経内側核
脳 橋 後索・内側毛帯系
脳 脳下垂体 アンドロゲン結合タンパク質
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)
脳 脳下垂体 オピオイドレセプター
脳 間脳 皮質脊髄路
脳 間脳 迷走神経背側運動核
脳 橋 迷走神経背側運動核
脳 延　　髄 迷走神経背側運動核
脳 小脳 小脳溝
脳 橋 視蓋脊髄路
脳 間脳 皮質赤核路
脳 間脳 前角
脳 大脳皮質 前角
脳 間脳 尾状核体
脳 橋 延髄の後索核
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液
脳 脳と脊髄の血管 大脳動脈輪
脳 間脳 頭頂橋路
脳 間脳 フォレル野核
脳 延　　髄 後脊髄小脳路
脳 延　　髄 振動覚
脳 延　　髄 上窩
脳 間脳 脈絡ヒモ
脳 間脳 頭頂連合野
脳 大脳皮質 頭頂連合野
脳 間脳 翼板
脳 橋 翼板
脳 延　　髄 翼板
脳 延　　髄 後外側溝
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 延　　髄 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 間脳 後索核
脳 延　　髄 後索核
脳 延　　髄 後中間溝
脳 間脳 視床の特殊核(中継核)
脳 脳下垂体 甲状腺の濾胞細胞
脳 脳下垂体 甲状腺の濾胞細胞
脳 延　　髄 正中傍網様核
脳 大脳基底核 皮質橋核路
脳 延　　髄 青斑
脳 間脳 脳幹の呼吸中枢
脳 延　　髄 知覚交叉
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜
脳 間脳 底板
脳 延　　髄 底板



脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液の排出障害
脳 延　　髄 進行性球麻痺
脳 小脳 交叉性線維
脳 橋 交叉性線維
脳 脳と脊髄の血管 眼振
脳 脳と脊髄の血管 乳頭体
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内胚細胞性腫瘍
脳 間脳 接枝統合失調症
脳 橋 運動覚
脳 橋 位置覚
脳 橋 深部感覚
脳 橋 振動覚
脳 小脳 神経伝達物質GABA
脳 小脳 神経伝達物質
脳 間脳 線状体黒質変性症（ＳＮＤ）
脳 脳と脊髄の血管 顔面の温・痛覚消失
脳 脳と脊髄の血管 顔面の感覚解離
脳 大脳基底核 左右のバランス
脳 脳と脊髄 脳腫瘍
脳 大脳基底核 パーキンソン病
脳 脳 パーキンソン氏病   =433
脳 大脳基底核 乳頭体脚
脳 大脳基底核 乳頭体
脳 大脳基底核 乳頭体視床路
脳 大脳基底核 乳頭体被蓋束
脳 脳と脊髄の血管 透明中隔静脈
脳 大脳基底核 中隔核
脳 大脳基底核 中隔野(核)
脳 大脳皮質 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 脳と脊髄 脳梁
脳 間脳 透明中隔
脳 大脳基底核 透明中隔
脳 脳と脊髄 透明中隔
脳 大脳皮質 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側前脳束
脳 間脳 下頭頂連合野
脳 脳と脊髄の血管 顔面の知覚マヒ
脳 脳下垂体 思春期早発症
脳 延　　髄 加圧神経
脳 延　　髄 鼓索神経
脳 延　　髄 減圧反射
脳 延　　髄 減圧神経
脳 延　　髄 固有知覚
脳 大脳皮質 脳梁灰白層
脳 大脳皮質 脳梁交連線維
脳 大脳皮質 脳梁幹
脳 大脳皮質 脳梁吻



脳 橋 菱形窩
脳 延　　髄 菱形窩
脳 延　　髄 内弓状線維
脳 大脳基底核 三叉神経運動
脳 橋 三叉神経
脳 脳と脊髄の血管 三叉神経
脳 大脳基底核 左右の体のバランス
脳 大脳基底核 上下の体のバランス
脳 大脳皮質 脳梁膝
脳 延　　髄 閂（かんぬき）
脳 脳と脊髄の血管 脳幹の静脈
脳 大脳皮質 脳梁溝
脳 間脳 境界溝
脳 橋 境界溝
脳 延　　髄 境界溝
脳 延　　髄 後索
脳 延　　髄 孤束核外側部のニューロン
脳 延　　髄 孤束核内側部のニューロン
脳 大脳基底核 ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
脳 小脳 小脳体の前葉
脳 大脳皮質 中心傍小葉
脳 大脳基底核 大脳の線条体
脳 大脳基底核 大脳の新線条体
脳 大脳基底核 大脳の古線条体
脳 大脳基底核 大脳の原線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包
脳 大脳基底核 大脳の外包
脳 大脳基底核 大脳の最外包
脳 小脳 後肢のゴルジ腱器官
脳 大脳基底核 側副溝
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 大脳基底核 三叉神経運動核
脳 延　　髄 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 大脳皮質 脳梁膨大後方部
脳 脳下垂体 αヒト絨毛性ゴナドトロピン(αHCG)
脳 脳下垂体 βヒト絨毛性ゴナドトロピン(βHCG)
脳 大脳皮質 脳梁膨大
脳 間脳 脳梁膨大部
脳 大脳皮質 梁下野
脳 間脳 脳梁脚
脳 大脳皮質 脳梁脚
脳 間脳 背側視床
脳 間脳 脳梁
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳基底核 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁



脳 小脳 ゴルジ細胞の軸索終末
脳 小脳 三叉神経脊髄路核
脳 橋 脊髄運動ニューロン
脳 延　　髄 吻側延髄腹外側野
脳 橋 三叉神経の二次線維
脳 橋 三叉神経視床路
脳 大脳皮質 リーリン抗体
脳 間脳 非視床下部下垂体系の神経核
脳 小脳 苔状線維
脳 間脳 原因は
脳 間脳 性腺
脳 間脳 通過線維
脳 橋 間質核脊髄路
脳 間脳 成長ホルモン放出抑制ホルモン
脳 間脳 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
脳 脳下垂体 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
脳 橋 三叉神経節
脳 小脳 三叉神経小脳路
脳 橋 三叉神経節ニューロンの軸索
脳 橋 三叉神経節ニューロン
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
脳 橋 第1次体性感覚野
脳 橋 下行枝
脳 橋 三叉神経脊髄路核
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 延　　髄 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 延　　髄 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路
脳 延　　髄 三叉神経毛帯外側路
脳 橋 三叉神経毛帯
脳 延　　髄 三叉神経毛帯
脳 橋 三叉神経第1枝(眼神経)
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 橋 第1次ニューロン
脳 橋 第2次ニューロン
脳 橋 第3次ニューロン
脳 脳下垂体 生物学的半減期
脳 脳下垂体 αリポトロピン(αLPH)
脳 間脳 尾状核尾
脳 脳と脊髄の血管 尾状核尾
脳 大脳基底核 尾状核尾



脳 脳下垂体 左心房,肺静脈頸動脈洞,大動脈弓にある圧受容体
脳 延　　髄 三叉神経核視床路
脳 大脳基底核 視索前野
脳 小脳 髄体より小脳の各小葉に入り込んでいる白質板
脳 小脳 中脳蓋
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁槽
脳 小脳 脊髄小脳
脳 脳下垂体 α卵胞刺激ホルモン(αFSH)
脳 脳下垂体 β卵胞刺激ホルモン(βFSH)
脳 脳下垂体 ソマトメジンC(インスリン様成長因子Ⅰ[IGF-Ⅰ])
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン(ヒト胎盤性ラクトゲン)
脳 小脳 主オリーブ核
脳 小脳 主オリーブ核の外側部
脳 小脳 主オリーブ核の内側部
脳 小脳 小脳皮質小脳核線維
脳 小脳 小脳皮質の籠細胞
脳 小脳 副楔状束核
脳 脳下垂体 アンギオテンシン
脳 脳下垂体 グルココルチコイド
脳 小脳 三次元視覚認識
脳 脳下垂体 GnRHレセプター
脳 小脳 大脳回
脳 小脳 クラーク氏背核dorsal　nucleus of Clark(胸髄核)
脳 延　　髄 クラーク氏背核
脳 脳下垂体 プロラクチン産生細胞(ラクトトロフ)
脳 脳下垂体 脳内遊離 CRF
脳 間脳 脳幹自律神経中枢
脳 脳下垂体 血漿グルコース
脳 脳下垂体 血漿遊離脂肪酸
脳 間脳 脳幹
脳 小脳 脳幹
脳 橋 脳幹
脳 延　　髄 脳幹
脳 小脳 脳幹の神経核
脳 大脳基底核 マイネルト基底核
脳 脳下垂体 血管作動性腸管ペプチド(VIP)
脳 脳下垂体 血管作動性腸ポリペプチド
脳 橋 外側脊髄視床路
脳 橋 脊髄毛帯
脳 橋 前脊髄視床路
脳 大脳基底核 ブローカの対角帯
脳 間脳 内包膝
脳 小脳 小脳虫部の小節
脳 小脳 小脳虫部の山腹
脳 小脳 小脳虫部の山頂　culmen
脳 間脳 乳頭体視床束
脳 間脳 下側頭連合野
脳 大脳皮質 下側頭連合野
脳 脳下垂体 β黄体形成ホルモン(βLH)



脳 脳下垂体 α黄体形成ホルモン(αLH)
脳 間脳 前交連
脳 大脳基底核 髄板
脳 大脳基底核 大脳脚
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳脚
脳 延　　髄 大脳脚
脳 小脳 小脳舌樹木
脳 間脳 前核群
脳 間脳 線条体
脳 脳下垂体 ニューロフィジン
脳 間脳 間脳
脳 大脳基底核 上下の意識のバランス
脳 小脳 直接小脳前庭線維
脳 橋 直接小脳前庭線維
脳 小脳 後脊髄小脳路
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の上行枝
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の下行枝
脳 小脳 小脳髄質
脳 小脳 小脳髄質の中心部の髄体
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素
脳 橋 内側前庭脊髄路 medial vestibulospinal tract
脳 延　　髄 視索
脳 脳下垂体 担体蛋白
脳 脳下垂体 蛋白前躯体
脳 間脳 腺
脳 小脳 小脳核視床路線維
脳 小脳 小脳核赤核路線維
脳 脳下垂体 視床下部の視索上核 (SON)
脳 間脳 赤核
脳 小脳 赤核
脳 橋 赤核
脳 延　　髄 赤核
脳 脳下垂体 視床下部の室傍核(PVN)
脳 脳下垂体 パラクリン
脳 脳下垂体 エンドクリン
脳 脳下垂体 PLAG1遺伝子(糖尿病の遺伝子)
脳 脳下垂体 ZAC遺伝子(糖尿病の遺伝子)
脳 間脳 気分
脳 間脳 満腹中枢
脳 間脳 本能

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストの２へ



大分類 件　名 codc 機　　能　　他
微生物 ウイルス 00 ヒト免疫不全ウィルス　ＨＩＶ
微生物 ウイルス 00 薬剤によるＡＩＤＳ感染
微生物 ウイルス 00 ヒト免疫不全ウィルス感染症
微生物 ウイルス 00 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
微生物 ウイルス 00 ＡＩＤＳウイルス
微生物 ヘルペスⅡ 00 遺伝子組換細胞
微生物 ウイルス 01 クリプティック・プラスミド
微生物 ウイルス 01 プラスミド
微生物 ウイルス 01 薬剤耐性プラスミド
微生物 細　菌 01 経口感染
微生物 ウイルス 01 ＡＩＤＳ疾患発症
微生物 ウイルス 01 ＡＩＤＳ陰性
微生物 ウイルス 01 ＡＩＤＳ陽性未発症
微生物 手足口病 02 飛まつ感染
微生物 ヘルペスⅡ 04 酸化血液では感染しやすいし、ウイルスが変異して生存
微生物 ウイルス 04 ＳＶ４０というウイルス
微生物 ウイルス 05 シトステロール血症　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス 05 乾癬性関節炎
微生物 ウイルス 05 最新型ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス 05 ＡＩＤＳ陽性
微生物 ヘルペス 05 乾癬
微生物 ヘルペス 05 毛包
微生物 ヘルペス 05 かいせん  (疥癬)
微生物 ヘルペス 05 紅斑
微生物 ヘルペス 05 汗腺
微生物 ヘルペス 05 エクリン腺
微生物 ヘルペス 05 皮脂腺
微生物 ウイルス 05 ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
微生物 ヘルペス 05 アポクリン腺
微生物 ヘルペス 05 ロ唇ヘルペス
微生物 ヘルペス 05 デルマトーム(皮膚知覚帯)
微生物 ヘルペスⅡ 06 ナチュラルキラーＴ細胞
微生物 ヘルペスⅡ 06 変異細胞を攻撃する抗体
微生物 ウイルス 06 ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型
微生物 ヘルペス 07 ドライスキン
微生物 ヘルペス 07 ブラジキニン
微生物 ヘルペス 07 プロスタグランジン
微生物 ヘルペス 07 プロスタグランジン生合成阻害薬
微生物 ヘルペス 07 イブプロフェン
微生物 ヘルペス 07 エテンザミド
微生物 ヘルペス 07 アセトアミノフェン
微生物 ヘルペス 07 メフェナム酸
微生物 ヘルペスⅡ 07 本わさびエキス
微生物 ウイルス 07 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
微生物 ヘルペス 08 神経伝達物質
微生物 ヘルペス 08 神経ペプチド
微生物 ヘルペス 08 椎間板の繊維輪
微生物 ヘルペスⅡ 09 センダイウィルスベクター



微生物 ヘルペスⅡ 09 遺伝子変異細胞
微生物 ヘルペス 09 皮下脂肪
微生物 ヘルペスⅡ 09 私は感染したことを知らない
微生物 ヘルペスⅡ 09 私は感染させた
微生物 ヘルペスⅡ 09 自分でどうすればよいのかわからない
微生物 ヘルペスⅡ 09 検査を受けた
微生物 ヘルペスⅡ 09 検査を受けていない
微生物 ヘルペスⅡ 09 エイズウィルスに含まれる特定タンパク質
微生物 ヘルペスⅡ 09 私は感染したことを知っている
微生物 ヘルペスⅡ 09 私は感染させられた
微生物 ヘルペス 09 髄核の内圧
微生物 ヘルペス 10 みずぼうそう
微生物 ヘルペスⅡ 10 波動修正エネルギーとの共鳴離脱（自滅）
微生物 ヘルペスⅡ 10 生命を破壊する行動は自らの死滅
微生物 細　菌 10 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
微生物 ヘルペスⅡ 10 悔い改める者からの離脱（自滅）
微生物 細　菌 10 溶血性連鎖球菌
微生物 手足口病 10 ヘルパンギーナ
微生物 ウイルス 10 ノロウイルスＣ
微生物 手足口病 10 小水疱
微生物 ウイルス 11 パンデミック  (爆発的感染)
微生物 ウイルス 11 Ｈ１０Ｎ８型鳥インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 11 悪夢の耐性菌
微生物 細　菌 13 シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主との共存共栄
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主が死ぬと共に死滅
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主とのよき出会い
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主とのめぐり愛
微生物 真　菌 14 新生児髄膜炎
微生物 細　菌 14 ゲルトネル菌
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主の悪いところの修復
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主への健康増進への手助け
微生物 細　菌 14 ステノトロフォモナ
微生物 ヘルペスⅡ 14 宿主と共に歩むことへの質転換
微生物 ヘルペスⅡ 14 あなたは敵ではありません快き味方です
微生物 ヘルペスⅡ 14 自ら、よりよく生きるための宿主への貢献
微生物 ヘルペスⅡ 14 正しい質的転換後の外部侵入者への更生
微生物 ヘルペス 15 ビタミンB6
微生物 ヘルペス 15 膿疱性乾癬
微生物 ヘルペスⅡ 15 途方にくれている
微生物 グラム陰性菌 15 コアクラーゼ陽性菌
微生物 ヘルペス 15 ビタミンＢ２
微生物 ヘルペスⅡ 15 生きる希望がない
微生物 ヘルペスⅡ 15 他人に打ち明けることができない
微生物 ヘルペス 15 アセチルコリン
微生物 ヘルペス 15 乾癬性紅皮症
微生物 ウイルス 15 ノロウイルス　Ａ
微生物 ウイルス 15 サポウイルス
微生物 ヘルペス 15 単純疱疹



微生物 真　菌 16 髄膜炎・骨髄炎
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌性髄膜炎
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌
微生物 乳酸菌 16 髄膜炎菌
微生物 グラム陰性菌 16 流行性髄膜炎菌
微生物 手足口病 16 夏季病訴
微生物 ヘルペス 16 口内炎（アフタ性）
微生物 グラム陰性菌 16 コアクラーゼ
微生物 グラム陰性菌 16 コアクラーゼ陰性菌
微生物 ウイルス 16 ヒトパピローマウィルス
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌L群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌H群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌K群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌Ｉ群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌X群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌Y群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌Z群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌E群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌A群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌B群
微生物 グラム陰性菌 16 流行性髄膜炎菌感染
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌C群
微生物 グラム陰性菌 16 髄膜炎菌D群
微生物 ヘルペスⅡ 17 πウォ一ター
微生物 ヘルペスⅡ 19 自分で苦しんでいる
微生物 微生物 20 アニサキス
微生物 手足口病 21 ムンプス（おたふくかぜ）ウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 ヘルペスⅡ 22 正しい生体
微生物 ヘルペスⅡ 22 正道心（中道心）
微生物 ヘルペスⅡ 22 正しい心
微生物 ヘルペスⅡ 22 未来への生きる希望
微生物 ヘルペスⅡ 22 バランスα
微生物 手足口病 22 小さなシンシチウム（合ほう体）を形成
微生物 手足口病 22 全体に大きなシンシチウム（合ほう体）
微生物 細　菌 23 嚢胞
微生物 ヘルペスⅡ 24 還元血液では感染しないし、ウィルスも変異しない
微生物 ヘルペスⅡ 24 免疫力に比例して、感染率が低下する
微生物 ヘルペスⅡ 24 悪い生命活動環境を正しい環境に変える質的転換
微生物 ヘルペスⅡ 24 遠赤外線に弱い
微生物 ヘルペスⅡ 24 小さいあなたの支援がやがて世のため人のためそしてあなたのため

微生物 ヘルペスⅡ 25 生体の低下している機能に回復する力を　(免疫)
微生物 ヘルペスⅡ 25 免疫力が高いと感染しない　（免疫）
微生物 ヘルペスⅡ 25 健康体
微生物 ヘルペスⅡ 25 相互の思いやりの心
微生物 微生物 25 ピロール
微生物 細　菌 25 自己免疫疾患の原因となる寄生虫
微生物 細　菌 25 自己免疫疾患の原因となる細菌
微生物 真　菌 25 自己免疫疾患の原因となる真菌
微生物 ウイルス 25 おたふく風邪



微生物 手足口病 25 おたふくかぜ
微生物 グラム陰性菌 26 髄膜炎菌W-135群
微生物 ヘルペスⅡ 26 宿主に対して、なぜ危害を加えるのか
微生物 ウイルス 27 免疫不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 27 相手が傷ついた時の支援活動
微生物 ウイルス 27 免疫グロブリン不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 28 生命を大事にする奉仕生存活動
微生物 ヘルペスⅡ 29 この世に貢献できる生命体への転換
微生物 微生物 29 微生物
微生物 微生物 29 独立栄養微生物
微生物 細　菌 30 ＮＤＭ－１　　　(遺伝子)
微生物 細　菌 31 恐ろしい場面
微生物 細　菌 32 腸管出血性大腸菌　（Ｏ１０４）
微生物 真　菌 33 レンサ球菌性トキシックショック症候群
微生物 真　菌 33 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)
微生物 真　菌 33 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection
微生物 真　菌 34 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
微生物 真　菌 34 猩紅熱  scarlet fever
微生物 真　菌 34 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
微生物 真　菌 34 A 群レンサ球菌  （S. pyogenes）
微生物 真　菌 34 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）
微生物 細　菌 35 大腸菌
微生物 真　菌 35 水素細菌
微生物 真　菌 35 口内真菌症
微生物 ヘルペスⅡ 35 血液の酸化
微生物 ヘルペスⅡ 35 自然治癒力 (非常に免疫効果がある）
微生物 ヘルペスⅡ 35 自然治癒力との協調への質的転換
微生物 細　菌 36 Ｏｰ157大腸菌 腸管出血性大腸菌
微生物 ヘルペスⅡ 36 変異しない細胞
微生物 ヘルペスⅡ 37 血液の還元
微生物 ヘルペスⅡ 37 綺麗な血液
微生物 ヘルペスⅡ 38 活力のある血液
微生物 ヘルペス 39 髄核
微生物 手足口病 40 ＲＳウイルス　　　（ＨＥｐ-2細胞）
微生物 ウイルス 40 ＲＳウイルス　（respiratory syncytial virus）
微生物 手足口病 40 ＲＳウイルス
微生物 ウイルス 40 寄生虫感染症１４１
微生物 ヘルペス 40 腫脹
微生物 ウイルス 40 痛風
微生物 真　菌 40 多剤耐性結核菌
微生物 ウイルス 41 ＲＳウイルス感染症
微生物 ヘルペス 41 腫れ
微生物 ヘルペス 41 発痛物質
微生物 ヘルペス 41 アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 ヘルペス 41 アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 真　菌 42 病巣感染
微生物 手足口病 42 口腔内異常
微生物 ヘルペス 42 唾石症
微生物 細　菌 42 レジオネラ・ニューモフィラ



微生物 手足口病 42 口腔内
微生物 ウイルス 43 乳幼児突然死症候群
微生物 ヘルペス 43 ミクリッツ症候群
微生物 ヘルペス 43 アデノウィルス七型
微生物 細　菌 43 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
微生物 細　菌 43 レジオネラ
微生物 手足口病 44 細胞変性効果
微生物 細　菌 44 緑色硫黄細菌
微生物 細　菌 44 緑色非硫黄細菌
微生物 真　菌 44 心臓炎
微生物 手足口病 44 アデノウイルス　（ＨＥp-2細胞）
微生物 手足口病 44 糞口感染
微生物 細　菌 44 非溶血連鎖球菌
微生物 細　菌 44 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
微生物 手足口病 44 口の中の痛み
微生物 細　菌 44 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
微生物 細　菌 44 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
微生物 細　菌 44 ａ溶血連鎖球菌
微生物 真　菌 44 細胞内寄生菌
微生物 手足口病 44 アデノウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 真　菌 44 蜂巣織炎  cellulitis
微生物 真　菌 44 B 群レンサ球菌
微生物 真　菌 44 B 群レンサ球菌感染症
微生物 細　菌 44 Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
微生物 ヘルペス 45 神経節
微生物 ウイルス 45 寄生虫
微生物 微生物 45 寄生虫   parasite
微生物 ヘルペス 45 靱帯
微生物 ヘルペス 45 肝熱
微生物 ヘルペス 45 水いぼウイルス
微生物 細　菌 45 腸内常在菌
微生物 ウイルス 45 痛風　（Ｔｅｔ）
微生物 真　菌 45 オードアン小胞子菌
微生物 ヘルペス 45 知覚神経
微生物 ヘルペス 45 連鎖球菌
微生物 ウイルス 45 エプスタインバーウィルス
微生物 細　菌 45 β型溶血性連鎖球菌
微生物 ウイルス 45 アデノウィルス
微生物 ウイルス 45 アデノウィルス
微生物 ウイルス 45 痛風
微生物 ヘルペス 45 肥満細胞
微生物 真　菌 45 真菌
微生物 ウイルス 45 Ａ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス 45 インターフェロン
微生物 ウイルス 45 鼻風邪ライノウィルス
微生物 真　菌 45 イヌ小胞子菌
微生物 真　菌 45 膣トリコモナス
微生物 真　菌 45 結核
微生物 ウイルス 45 風疹



微生物 ウイルス 45 インフルエンザウイルス・ロシア
微生物 ヘルペス 45 シュワン細胞
微生物 細　菌 45 ブドウ球菌
微生物 ヘルペス 46 カリウムイオン
微生物 ヘルペス 46 ビリビリ感
微生物 ヘルペス 47 塩酸バラシクロビル
微生物 ヘルペス 47 伝染性軟属腫ウイルス
微生物 ヘルペス 47 ピリピリ感
微生物 細　菌 47 Ｂ型溶血性連鎖球菌
微生物 細　菌 47 クロストリジウム属
微生物 細　菌 47 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
微生物 乳酸菌 47 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 細　菌 47 表皮常在ブドウ球菌
微生物 細　菌 47 ブドウ球菌
微生物 細　菌 47 表皮ブドウ球菌
微生物 細　菌 47 溶血性連鎖球菌
微生物 ヘルペス 48 正気
微生物 ヘルペス 48 邪気
微生物 ヘルペス 48 神経終末
微生物 ヘルペスⅡ 49 美肌効果
微生物 細　菌 50 ヘリコバクター
微生物 手足口病 50 コクサッキーＡ群１６型ウイルス
微生物 手足口病 50 サイトメガロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 ウイルス 50 新型コロナウイルス　（ＮＣｏＶ）
微生物 手足口病 50 麻疹（はしか）ウイルス（Ｂ95a細胞）
微生物 ヘルペス 50 スピルス癌ウィルス
微生物 ウイルス 50 ＭＥＲＳ、マース(中東呼吸器症候群)

微生物 手足口病 50 ヘルペスウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 50 エコー６型
微生物 微生物 50 マダニ
微生物 ウイルス 50 寄生虫感染症４５５
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＡ４
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＡ５
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＡ９
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＢ２
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＢ５
微生物 ウイルス 50 ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
微生物 ウイルス 50 コクサッキーウイルスＡ１０
微生物 手足口病 50 コクサッキーＡ群１０型ウイルス
微生物 手足口病 50 コクサッキーＢ３
微生物 手足口病 50 接触感染
微生物 ウイルス 50 高病原性鳥インフルエンザ
微生物 真　菌 50 ムコール属   Mucor racemosus
微生物 ウイルス 50 Ａ型インフルエンザウィルス
微生物 ウイルス 50 Ｂ型インフルエンザウィルス
微生物 ウイルス 50 鳥インフルエンザ
微生物 細　菌 50 インフルエンザ菌
微生物 ウイルス 50 寄生虫感染症９９１
微生物 ウイルス 51 人に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）



微生物 ウイルス 51 豚に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 細　菌 51 カタラリス菌
微生物 真　菌 51 丹毒  erysipelas
微生物 真　菌 51 爪糸状菌症
微生物 細　菌 52 モラクセラ
微生物 ウイルス 52 ヘルパンギーナ
微生物 ウイルス 52 新型インフルエンザ　パンデミック
微生物 細　菌 52 プロテオバクテリア
微生物 ウイルス 53 麻疹・はしか
微生物 手足口病 53 麻疹　（はしか）

微生物 ウイルス 53 Ｈ３Ｎ２
微生物 真　菌 53 多剤耐性レジオネラ菌
微生物 ヘルペス 54 乾酪性上顎洞炎
微生物 手足口病 54 手足口病　（てあしくちびょう）

微生物 ウイルス 54 コロナウイルス新種

微生物 細　菌 54 チフス菌
微生物 細　菌 54 酢酸菌
微生物 手足口病 54 食欲不振
微生物 手足口病 54 ヘルペスウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 54 ポリオウイルス１型
微生物 真　菌 54 緑色レンサ球菌群　
微生物 真　菌 54 S. salivarius
微生物 真　菌 54 S. sanguis
微生物 真　菌 54 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
微生物 真　菌 54 口腔内レンサ球菌
微生物 真　菌 54 口腔内の常在菌
微生物 真　菌 54 S. mutans
微生物 真　菌 54 亜急性心内膜炎
微生物 微生物 54 ダニ　オウシマダニ
微生物 真　菌 54 新生児敗血症
微生物 手足口病 54 パラインフルエンザ３型　（ＨＭＶ－２細胞）
微生物 ウイルス 54 豚に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 54 豚インフルエンザ感染症　（swine influenza,swine flu）
微生物 ウイルス 54 新型豚インフルエンザ感染症
微生物 ウイルス 54 スペインかぜ
微生物 ウイルス 54 Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ３Ｎ２
微生物 ウイルス 54 豚　Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ１Ｎ１
微生物 ウイルス 54 新型豚インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 54 ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
微生物 乳酸菌 54 腸球菌
微生物 ヘルペス 54 ＶＲＡ
微生物 微生物 54 ダニ　フタトゲチマダニ
微生物 細　菌 54 αープロテオバクテリア
微生物 ヘルペス 55 水疱
微生物 ヘルペス 55 水ぼうそう
微生物 ウイルス 55 コロナウィルス
微生物 ウイルス 55 サイトメガロウィルス
微生物 ウイルス 55 エコーウィルス
微生物 真　菌 55 肉芽腫



微生物 ウイルス 55 インフルエンザ
微生物 ヘルペス 55 ミエリン
微生物 ウイルス 55 ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス 55 ポリオ毒素
微生物 ヘルペス 55 帯状疱疹後神経痛
微生物 ウイルス 55 レオウィルス
微生物 細　菌 55 緑色連鎖球菌
微生物 真　菌 55 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 55 梅毒
微生物 ヘルペス 55 帯状疱疹
微生物 細　菌 55 細菌感染
微生物 真　菌 55 ニューモシスティスジロヴェシ感染
微生物 ウイルス 55 肝炎
微生物 真　菌 55 エピコッカム属   Epicoccum  nigrum
微生物 真　菌 55 非病原性不完全菌類
微生物 ウイルス 55 パラインフルエンザウィルス
微生物 真　菌 55 百日咳　（せき）
微生物 ウイルス 55 寄生虫
微生物 真　菌 55 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 55 イエバエ
微生物 ウイルス 55 クラミジア
微生物 手足口病 55 コクサーキウイルス
微生物 ウイルス 55 ポックスウィルス
微生物 ウイルス 55 エコーウィルス
微生物 ウイルス 55 ワクチニアウィルス
微生物 真　菌 55 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 55 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 55 ペニシリウム属
微生物 真　菌 55 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 55 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 55 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 55 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 55 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 55 ありまき、あぶらむし
微生物 真　菌 55 インフルエンザロシア
微生物 真　菌 55 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 55 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 55 淋病
微生物 ウイルス 55 パルボウィルス
微生物 細　菌 55 ヘリコバクター・ピロリ菌
微生物 真　菌 55 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 55 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 ヘルペスⅡ 55 抗酸化
微生物 真　菌 55 マイコトキシン症
微生物 真　菌 55 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス 55 H５Ｎ１亜型ウィルス
微生物 ウイルス 55 Ｈ5Ｎ１型　（亜型）
微生物 ウイルス 55 Ｈ5Ｎ２型
微生物 真　菌 55 バンコマイシン耐性腸球菌(ＶＲＥ)



微生物 真　菌 55 ムコール属
微生物 真　菌 55 アスペルギルス属
微生物 ヘルペス 55 ヒスタミン
微生物 細　菌 55 腫瘍マーカー〇Vモニター(CA125抗原)
微生物 真　菌 55 ニバレノール
微生物 ウイルス 55 寄生虫
微生物 ウイルス 56 肝炎ウイルスＴＴ型
微生物 ウイルス 56 鳥に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ヘルペス 56 性器ヘルペス感染症
微生物 真　菌 56 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 56 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 56 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 56 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 56 ペニシリウム属
微生物 真　菌 56 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 56 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 56 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 56 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 56 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 56 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 56 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 56 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 56 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 56 マイコトキシン症
微生物 真　菌 56 フザレノン　Ｘ
微生物 真　菌 56 ムコール属
微生物 真　菌 56 アスペルギルス属
微生物 真　菌 56 ニバレノール
微生物 ウイルス 57 肝炎ウイルスＤ型
微生物 ヘルペス 57 ヘルペスウイルスによる神経の痛み
微生物 真　菌 57 アスペルギルス・グラウカス
微生物 ウイルス 57 ヒトヘルペスウィルス６（ＨＨＶー６）
微生物 ヘルペス 57 ヘルペスウイルスによる皮膚の痛み
微生物 ウイルス 57 ヒトヘルペスウィルス７（ＨＨＶー７）
微生物 ヘルペス 57 しびれ
微生物 ウイルス 57 ヒトヘルペスウィルス８（ＨＨＶー８）
微生物 真　菌 57 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 57 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 57 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 57 ペニシリウム属
微生物 真　菌 57 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 57 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 57 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 57 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 57 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 57 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 57 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 57 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 57 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）



微生物 真　菌 57 マイコトキシン症
微生物 真　菌 57 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス 57 鳥インフルエンザＨ５
微生物 真　菌 57 ムコール属
微生物 真　菌 57 アスペルギルス属
微生物 真　菌 57 ニバレノール
微生物 ウイルス 57 パンデミック
微生物 ウイルス 58 肝炎ウイルスG型
微生物 ヘルペス 58 単純ヘルペスⅠ型
微生物 ヘルペス 58 単純ヘルペスⅡ型
微生物 ヘルペスⅡ 59 肌が美しく綺麗だ
微生物 ウイルス 60 抗癌剤５
微生物 細　菌 60 ミラビリス変形菌
微生物 細　菌 60 緩増虫体
微生物 細　菌 60 急増虫体　（tachyzoite）
微生物 細　菌 60 スポロゾイト　（ｓｐｏｒｏｚｏｉｔｅ、種虫）
微生物 ヘルペス 60 スピルス癌
微生物 細　菌 61 オーシスト
微生物 細　菌 61 シスト　（ｃｙｓｔ）
微生物 ウイルス 61 ラブドウィルス
微生物 ウイルス 61 トガウィルス
微生物 ウイルス 61 ブニヤウィルス
微生物 ウイルス 61 パラミクソウィルス
微生物 細　菌 61 アシネトバクター菌
微生物 ウイルス 62 フィロウィルス
微生物 ウイルス 62 フラビウィルス
微生物 ウイルス 62 アレナウィルス
微生物 細　菌 62 多剤耐性アシネトバクター
微生物 ウイルス 62 Rhinosporidium　seeberi
微生物 細　菌 63 院内感染症
微生物 微生物 63 アメーバーネグレリア・フォーレリ  (人の脳を喰うアメーバー)

微生物 手足口病 63 インフルエンザＣ型　（ＨＭＶ－Ⅱ細胞）
微生物 ウイルス 63 Ａ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス 63 プラストミセスデルマティティジス
微生物 手足口病 63 インフルエンザＡ香港型　（ＭＤＣＫ細胞）
微生物 ウイルス 64 オルソミソウイルス
微生物 細　菌 64 院内感染菌
微生物 微生物 64 白蟻
微生物 微生物 64 馬あぶ
微生物 ウイルス 64 イサウイルス
微生物 ウイルス 64 トゴトウイルス
微生物 真　菌 64 多剤耐性菌
微生物 真　菌 64 ペニシリウム・マルネッフイ
微生物 ウイルス 64 Ｂ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス 64 Ｃ型インフルエンザウイルス
微生物 真　菌 64 膿痂疹  impetigo
微生物 ウイルス 64 アナフィラキシーショック
微生物 真　菌 65 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 65 Ｂ型肝炎ウィルス



微生物 ウイルス 65 灰白髄炎・ポリオ
微生物 細　菌 65 連鎖球菌・ブドウ球菌毒素
微生物 グラム陰性菌 65 緑膿菌
微生物 乳酸菌 65 好気性
微生物 細　菌 65 トキソプラズマ症
微生物 細　菌 65 トキソプラズマ
微生物 乳酸菌 65 嫌気性
微生物 ヘルペス 65 黄色ブドウ球菌
微生物 ウイルス 65 ウィルス
微生物 ウイルス 65 タバコモザイクウィルス
微生物 真　菌 65 デマチウム属・スポロトリカム属
微生物 真　菌 65 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 65 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 65 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 65 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 65 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 65 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 65 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 ウイルス 65 第５群（１本鎖　ＲＮＡ-鎖/エボラウイルス）
微生物 ヘルペス 65 とびひ
微生物 真　菌 65 ペニシリウム属
微生物 真　菌 65 バミューダ黒穂病
微生物 ヘルペス 65 尋常性乾癬
微生物 ウイルス 65 風邪
微生物 真　菌 65 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 65 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 65 カポジ肉腫
微生物 微生物 65 ダニ
微生物 真　菌 65 セファロスポリウム属　（低温性カビ）

微生物 真　菌 65 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 65 酵母
微生物 微生物 65 あぶ
微生物 真　菌 65 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 65 ペニシリウム属
微生物 真　菌 65 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 真　菌 65 トウモロコシ黒穂病
微生物 真　菌 65 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 65 アスペルギルス属
微生物 真　菌 65 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 65 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 65 黒癬
微生物 真　菌 65 ペニシリウム・グラウカム
微生物 微生物 65 アメーバ
微生物 細　菌 65 細菌性毒
微生物 真　菌 65 白癬　（水虫、たむし）
微生物 真　菌 65 ペニシリウム属
微生物 真　菌 65 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 グラム陰性菌 65 グラム陰性菌毒素
微生物 真　菌 65 ハエカビ菌症



微生物 真　菌 65 卵巣菌症
微生物 真　菌 65 卵菌症
微生物 真　菌 65 アスペルギルス症
微生物 真　菌 65 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 65 ブラストミセス症
微生物 真　菌 65 ボトリティス・シネレア   MMP Botrytiscinerea
微生物 真　菌 65 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
微生物 真　菌 65 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 65 茶色嚢胞真菌症
微生物 真　菌 65 足菌腫
微生物 真　菌 65 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 65 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 65 耳菌症
微生物 真　菌 65 真菌性角膜炎
微生物 ウイルス 65 大型桿菌
微生物 真　菌 66 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 66 肝炎ウィルス感染症
微生物 グラム陰性菌 66 緑膿菌
微生物 ヘルペスⅡ 66 電子水
微生物 真　菌 66 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 66 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 ヘルペスⅡ 66 カンファー製剤　（714X）
微生物 真　菌 66 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 66 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 66 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 66 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 66 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 微生物 66 シアノバクテリア
微生物 真　菌 66 ペニシリウム属
微生物 真　菌 66 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 66 ペニシリウム・ノタータム
微生物 微生物 66 ダニ　ダニ感染症

微生物 真　菌 66 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 66 ダニ　アクネス

微生物 真　菌 66 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 66 ペニシリウム属
微生物 真　菌 66 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 66 変異細胞
微生物 真　菌 66 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 66 アスペルギルス属
微生物 真　菌 66 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 66 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 66 ペニシリウム・グラウカム
微生物 細　菌 66 ナノ細菌・ナノバクテリア
微生物 真　菌 66 ペニシリウム属
微生物 真　菌 66 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 66 アスペルギルス症
微生物 真　菌 66 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 66 ブラストミセス症



微生物 真　菌 66 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 66 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 66 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 67 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 67 肝炎ウイルスＣ型
微生物 グラム陰性菌 67 緑膿菌
微生物 細　菌 67 緑色連鎖球菌
微生物 乳酸菌 67 ヒト免疫抗体耐性ウイルス
微生物 真　菌 67 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 67 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 67 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 67 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 67 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 67 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 67 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 真　菌 67 ペニシリウム属
微生物 真　菌 67 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 67 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 67 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 67 ダニ　ホコリダニ

微生物 微生物 67 ダニ　イエササラダニ

微生物 微生物 67 ダニ　コナダニ

微生物 微生物 67 ダニ　チリダニ

微生物 微生物 67 ダニ　ツメダニ

微生物 微生物 67 ダニ　グラニュローズム

微生物 微生物 67 ダニ　ニキビダニ　

微生物 真　菌 67 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 67 ペニシリウム属
微生物 真　菌 67 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 67 結晶化変異細胞
微生物 真　菌 67 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 67 アスペルギルス属
微生物 真　菌 67 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 67 アスペルギルス・テリウス
微生物 ウイルス 67 悪性感染ノロウイルス
微生物 真　菌 67 ペニシリウム・グラウカム
微生物 真　菌 67 ペニシリウム属
微生物 真　菌 67 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 67 アスペルギルス症
微生物 真　菌 67 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 67 ブラストミセス症
微生物 真　菌 67 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 67 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 67 大脳クロモミセス症
微生物 ヘルペスⅡ 68 ゲル変異細胞
微生物 手足口病 70 エンテロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 70 エンテロウイルス　（ＨＥp－２細胞）
微生物 手足口病 70 エンテロウイルス７１型　（ＥＶ７１）
微生物 ウイルス 70 ヘマグルチニン



微生物 手足口病 70 エンテロウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 70 エンテロウイルス　（ＲＤ１８s細胞）
微生物 手足口病 70 エンテロウイルス　（ＧＭＫ細胞）
微生物 微生物 70 シラミ
微生物 ヘルペス 70 マイコプラズマ
微生物 ウイルス 71 Ｈ７Ｎ９変形　　                      （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 71 Ｈ７Ｎ９                                         （鳥インフルエンザ）

微生物 手足口病 71 口腔内潰瘍形成
微生物 細　菌 71 細菌MAP(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis)

微生物 乳酸菌 71 乳酸菌血症
微生物 細　菌 73 カリニ原虫
微生物 ウイルス 73 苛め
微生物 ウイルス 73 ノロウイルス　Ｂ
微生物 ウイルス 74 ヒトパーエコーウイルス（human　ｐarechovirus）
微生物 ウイルス 74 ＲＮＡウイルスの科
微生物 ウイルス 74 カルジオウイルス属
微生物 ウイルス 74 パレコウイルス属
微生物 ウイルス 74 Genus　Kobuvirus　：　アンチウイルス（Ａｉｃｈｉ　Ｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス 74 ブタエンテロウイルスＡ～Ｂ　（porcine　enterovirus　A～B）
微生物 ウイルス 74 エンベロープタンパク質
微生物 ウイルス 74 トゥレモウイルス属
微生物 ウイルス 74 エンベロープ　（envelope）
微生物 ウイルス 74 エンベロープタンパク質排除消去
微生物 ウイルス 74 ピコルナウイルス科（Family　Picornaviridae）
微生物 ウイルス 74 ディシピウイルス属
微生物 ウイルス 74 アフトウイルス属
微生物 ウイルス 74 サリウイルス属　（Ｓａｌｉｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス 74 セネカウイルス属
微生物 ウイルス 74 コサウイルス属
微生物 ウイルス 74 ヒトライノウイルスＡ～Ｂ　（human　rhinovirus　Ａ～Ｂ）
微生物 ウイルス 74 アクアマウイルス属
微生物 細　菌 74 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 ウイルス 74 アレルギーの原因となるウイルス
微生物 細　菌 74 アレルギーの原因となる細菌
微生物 手足口病 74 口腔ガンジタ症
微生物 真　菌 74 アレルギーの原因となる真菌
微生物 ウイルス 74 アビヘパトウイルス属
微生物 ウイルス 74 脳心筋炎ウイルス（encephalomyocarditis　virus）
微生物 真　菌 74 プチダ菌
微生物 ウイルス 74 サペロウイルス属
微生物 ウイルス 74 エルボウイルス属
微生物 ウイルス 74 クロストリジウム科
微生物 ウイルス 74 ヘパトウイルス属
微生物 ウイルス 74 テッショウウイルス属
微生物 ウイルス 74 クロストリジウム目
微生物 ウイルス 74 エンテロウイルス属
微生物 ウイルス 74 クロストリジウム綱
微生物 真　菌 74 肺炎球菌（S. pneumoniae）感染症
微生物 真　菌 74 肺炎球菌（S. pneumoniae）



微生物 ウイルス 74 コブウイルス属
微生物 ウイルス 74 フイルミクテス門
微生物 細　菌 75 不顕性感染
微生物 細　菌 75 弱毒性
微生物 真　菌 75 酵母菌
微生物 真　菌 75 アスペルギルス属
微生物 真　菌 75 カルバラリア属   Curvularia spicitera　　（稲のカビ）
微生物 真　菌 75 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 75 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 75 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 75 ペニシリウム属
微生物 真　菌 75 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 75 もろこし黒穂病
微生物 微生物 75 マルハナバチ
微生物 微生物 75 ミバエ
微生物 真　菌 75 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 75 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 75 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 75 ペニシリウム属
微生物 真　菌 75 フザリウム属
微生物 真　菌 75 大麦黒穂病
微生物 微生物 75 キイロ・クロスズメバチ
微生物 微生物 75 プルラリア・プルランス   Pullularia pullulans
微生物 真　菌 75 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 ウイルス 75 後天性免疫不全症
微生物 真　菌 75 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 75 ジョンソン黒穂病
微生物 微生物 75 ゴキブリ
微生物 真　菌 75 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 乳酸菌 75 ヘテロ乳酸菌
微生物 乳酸菌 75 乳酸菌
微生物 乳酸菌 75 乳酸桿菌
微生物 乳酸菌 75 ラクトバシラス属(Lactobacillus)
微生物 乳酸菌 75 偏性嫌気性桿菌
微生物 乳酸菌 75 アクネ菌(プロピオニバクテリウム・アクネ菌)
微生物 乳酸菌 75 乳酸球菌
微生物 ヘルペス 75 セロトニン
微生物 ヘルペス 75 湿熱
微生物 ヘルペスⅡ 75 熱に弱い　　４２度以上
微生物 ヘルペス 75 化膿菌
微生物 真　菌 75 アルタナリア属　（食品腐敗菌、植物金斑病菌）
微生物 真　菌 75 腋毛糸状菌症
微生物 真　菌 75 カンジダ症
微生物 真　菌 75 ゲオトリクム症
微生物 ヘルペスⅡ 75 ニコチン(毒)
微生物 真　菌 75 リゾープス・ニグリカンス   MMP Rhizopus nigricans
微生物 真　菌 75 皮膚糸状菌症
微生物 真　菌 75 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 75 コクシジオイデス症



微生物 真　菌 75 ムコール症
微生物 手足口病 75 エンテロウイルス
微生物 真　菌 75 真菌毒素
微生物 真　菌 75 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 75 ロボ真菌症
微生物 真　菌 75 クロモミセス症
微生物 真　菌 75 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 75 スポロトリクム症
微生物 ウイルス 76 弱毒性　　　　                    　 （鳥インフルエンザ）

微生物 真　菌 76 アスペルギルス属
微生物 真　菌 76 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 76 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 76 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 76 ペニシリウム属
微生物 真　菌 76 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 76 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 76 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 76 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 76 ペニシリウム属
微生物 真　菌 76 トリコデルマ・ビリディ　　　Trichoderma viride
微生物 真　菌 76 フザリウム属
微生物 真　菌 76 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 76 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 76 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 ヘルペス 76 皮脂欠乏性湿疹
微生物 真　菌 76 カンジダ症
微生物 真　菌 76 ゲオトリクム症
微生物 微生物 76 ラン藻
微生物 真　菌 76 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 76 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 76 ムコール症
微生物 真　菌 76 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 76 ロボ真菌症
微生物 真　菌 76 クロモミセス症
微生物 真　菌 76 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 77 アスペルギルス属
微生物 真　菌 77 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 77 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 77 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 77 ペニシリウム属
微生物 真　菌 77 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 77 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 77 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 77 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 77 ペニシリウム属
微生物 真　菌 77 フザリウム属
微生物 真　菌 77 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 77 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 77 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）



微生物 真　菌 77 カンジダ症
微生物 真　菌 77 ゲオトリクム症
微生物 真　菌 77 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 77 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 77 ムコール症
微生物 ヘルペスⅡ 77 タール
微生物 真　菌 77 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 77 ロボ真菌症
微生物 真　菌 77 クロモミセス症
微生物 真　菌 77 スポロトリコーシス
微生物 ヘルペス 77 POXウイルス
微生物 細　菌 78 バクテリオファージ
微生物 細　菌 78 狼瘡
微生物 ウイルス 80 抗生物質
微生物 細　菌 80 眼や鼻の粘膜や外傷から感染
微生物 ウイルス 83 ノイラミニターゼ
微生物 ヘルペス 84 ヘルペスウイルスの毒素による神経の痛み
微生物 ヘルペス 84 自己免疫疾患による皮膚の痛み
微生物 ヘルペス 84 ヘルペスウイルスの毒素による皮膚の痛み
微生物 真　菌 84 壊死性筋膜炎
微生物 細　菌 84 感染
微生物 ヘルペス 84 自己免疫疾患による神経の痛み
微生物 真　菌 85 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 85 ペニシリウム属
微生物 真　菌 85 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 85 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 85 ペニシリウム属
微生物 真　菌 85 麦黒穂病   Smut,Oat
微生物 微生物 85 働き蟻
微生物 微生物 85 コオロギ
微生物 真　菌 85 ロドトルラ・グルチニス   MMP Rhodotorula gulutinis
微生物 ウイルス 85 インフルエンザ
微生物 ヘルペス 85 潰瘍
微生物 細　菌 85 サルモネラ菌
微生物 真　菌 85 癜風　（でんぷん）
微生物 真　菌 85 黒色砂毛症
微生物 真　菌 85 白色砂毛症
微生物 ヘルペス 85 マラセチア毛包炎
微生物 ヘルペス 85 ファムシクロビル
微生物 ヘルペス 85 アシクロビル
微生物 真　菌 86 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 86 ペニシリウム属
微生物 真　菌 86 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 86 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 86 ペニシリウム属
微生物 真　菌 86 Ｃ型肝炎フアクター
微生物 真　菌 86 多剤耐性サルモネラ菌
微生物 真　菌 87 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 87 ペニシリウム属



微生物 真　菌 87 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 87 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 87 ペニシリウム属
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーCEA
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーAFP（フェリチン）
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーGIモニター(CA19-9抗原)
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーハイブリテックPSA
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーハイブリテックfreePSA
微生物 細　菌 87 腫瘍マーカーBRモニター(CA15-3抗原)
微生物 真　菌 87 後天性リポジストロフィー
微生物 ヘルペスⅡ 87 お互いに思いやる兄弟に暖かい手を
微生物 ヘルペス 88 潜伏
微生物 真　菌 88 セルラーゼ
微生物 ヘルペスⅡ 89 お互いに、よりよく生きる喜び
微生物 ヘルペスⅡ 89 お互いに天寿を全うする
微生物 ウイルス 90 エボラウイルス属　（Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス 90 Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ
微生物 ウイルス 90 ザイールエボラウイルス　（Ｚａｉｒｅ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 90 レストンエボラウイルス　　（Ｒｅｓｔｏｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 90 ブンディブギョエボラウイルス （Bundibuqyo ebolavirus）
微生物 ウイルス 90 スーダンエボラウイルス　　（Ｓｕｄａｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 90 タイフォレストエボラウイルス　（Tai Forest ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 91 秋疫（あきやみ）レプトスピラ
微生物 ウイルス 91 Ｌｅｐｔｏｎｅｍａ
微生物 ウイルス 91 レプトスピラ属　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ）
微生物 ウイルス 91 レプトスピラ科　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａｃｅａｅ）
微生物 ウイルス 91 ワイル病レプトスピラ　（黄疸出血性レプトスピラ）
微生物 ウイルス 91 スピロヘータ属　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔa
微生物 ウイルス 91 スピロヘータ科　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔaceae
微生物 ウイルス 91 スピロヘータ目　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔales
微生物 ウイルス 91 スピロヘータ門　Ｓｐｉｒｏｃｈｅｔｅｓ
微生物 ウイルス 91 ライム病ボレリア　（Ｂ．Burgdorferi）
微生物 ウイルス 91 ライム病
微生物 ウイルス 91 スピロヘータ綱　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔｅｓ
微生物 ウイルス 91 真正細菌
微生物 ウイルス 91 回帰熱ボレリア　（Ｂ．Ｒｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓ）
微生物 ウイルス 91 ボレリア属　Ｂｏｒｒｅｌｉａ
微生物 ウイルス 91 豚赤痢菌　（Ｓ．Hyodysenteriae）
微生物 ウイルス 91 Brachyspira
微生物 ウイルス 91 トレポネーマ属　（Treponema）
微生物 ウイルス 91 Ｔreponema　denticola
微生物 ウイルス 91 歯周病菌
微生物 ウイルス 91 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
微生物 ウイルス 91 セルプリナ属　（Serpulina）
微生物 ウイルス 91 セルプリナ科　（Serpulinaceae）
微生物 微生物 91 ボレリア・アフゼリ　Ｂ.afzelii
微生物 微生物 91 ボレリア・ブルグドルフェリ　Ｂ.burgdorferi
微生物 ウイルス 91 ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型
微生物 ウイルス 91 モノネガウイルス目　（Mononeqavirales）ｴﾎﾞﾗｳｲﾙｽ



微生物 ウイルス 92 フイロウイルス科　（Ｆｉｌｏｖｉｒｉｄａｅ）ｴﾎﾞﾗｳｲﾙｽ
微生物 手足口病 91 口唇
微生物 微生物 91 ボレリア・ガリニ　Ｂ.garinii
微生物 真　菌 92 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
微生物 真　菌 93 溶原菌
微生物 真　菌 94 多発性関節炎
微生物 真　菌 95 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)
微生物 ウイルス 95 フラノクマリン類(furanocoumarins)
微生物 真　菌 95 光圭コンジローム
微生物 微生物 95 ダニ　ボレリア・バードフェリ

微生物 ウイルス 96 変異

微生物 ヘルペスⅡ 96 ウィルスが生存できない血液
微生物 細　菌 96 グラム陽性菌　（感染症）
微生物 グラム陰性菌 96 グラム陰性菌
微生物 細　菌 96 セラチア(腸内菌)
微生物 細　菌 96 セラチア・マルセッセンス
微生物 ヘルペスⅡ 96 相手を生かし自分も生きる
微生物 ウイルス 96 ＩｇＧ４　（Ｔｅｔ）
微生物 ウイルス 96 ＩｇＧ４関連疾患　　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス 98 リポタンパク
微生物 ヘルペスⅡ 98 遺伝子組換細胞を修復する酵素
微生物 ヘルペスⅡ 98 生命体への深い自愛と尊敬
微生物 ヘルペスⅡ 99 仏心の目覚め
微生物 ヘルペスⅡ 99 般若心経
微生物 ヘルペスⅡ 99 文字の言霊
微生物 細　菌 51 ＧＥＳ－５　（多剤耐性遺伝子）
微生物 細　菌 91 多剤耐性遺伝子
微生物 ヘルペスⅡ 家族とのあいさつ
微生物 ヘルペスⅡ 私は、男として生まれてきてよかった
微生物 ヘルペスⅡ 女性と結婚できることを望んでいる
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られても、今後の付き合いに生かしていく
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られた
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られていない
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為から異性に目覚めた
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為に決別した
微生物 ヘルペスⅡ 私は、人間本来のもつ愛する女性と結婚する
微生物 ヘルペスⅡ 私は愛する女性と将来、出会い、その女性と結婚し幸せになる
微生物 ヘルペスⅡ 私は幼いころ、家族や親戚の皆から愛された
微生物 ヘルペスⅡ 家族が、結婚するのを楽しみにしている
微生物 ヘルペスⅡ 我が心の故郷

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
高次脳機能 その他 代謝調節障害
高次脳機能 血液脳関門 視力障害
高次脳機能 自律神経障害 常識からは外れる性格・行動のパターンがみられます
高次脳機能 人格障害 自信の無さ
高次脳機能 その他 m-chloro-phenyl-piperazine
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪閉塞症
高次脳機能 自律神経障害 状況を理解したり、推理したりすることが困難になった
高次脳機能 その他 ヨヒンビン　（yohimbine）
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識を克服する
高次脳機能 人格障害 クレプトマニア(窃盗癖/万引き常習者)

高次脳機能 自律神経障害 青斑核
高次脳機能 人格障害 口唇傾向　　（コウシン傾向）
高次脳機能 その他 血小板α２アドレナリン受容体の減少
高次脳機能 その他 アドレナリン拮抗物質の臨床的有効性
高次脳機能 血液脳関門 運動障害
高次脳機能大脳基底核(高)無名質
高次脳機能 人格障害 扁桃体の傷
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の損傷
高次脳機能 人格障害 生存していない
高次脳機能 人格障害 恥ずかしい
高次脳機能 人格障害 羞恥心
高次脳機能 人格障害 見る
高次脳機能 人格障害 見た
高次脳機能 人格障害 見たい
高次脳機能 人格障害 見えた
高次脳機能 人格障害 見せたい
高次脳機能 人格障害 見せる喜び
高次脳機能 人格障害 見せる楽しみ
高次脳機能 血液脳関門 無機物霊
高次脳機能 人格障害 子供
高次脳機能 その他 ＥＭＤＲ　（技法）
高次脳機能 その他 分子量
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質
高次脳機能 人格障害 生存している
高次脳機能 人格障害 縫線核
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質の代謝調節障害
高次脳機能 自律神経障害 運動前野
高次脳機能 自律神経障害 運動野
高次脳機能 その他 アルツハイマー病　（ＡＤ）
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー病（ＡＤ）
高次脳機能大脳基底核(高)単語
高次脳機能 尾状核 単語
高次脳機能 その他 眼窩面
高次脳機能大脳基底核(高)言語理解
高次脳機能 尾状核 言語理解
高次脳機能大脳基底核(高)言語



高次脳機能大脳基底核(高)単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能 尾状核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能大脳基底核(高)理解
高次脳機能 尾状核 理解
高次脳機能大脳基底核(高)調音
高次脳機能 尾状核 調音
高次脳機能 血液脳関門 マラリア
高次脳機能 カルチノイド レミ睡眠（ＲＥＭ）
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠（REM）

高次脳機能 血液脳関門 テタニー症候群
高次脳機能 カルチノイド 入眠時幻覚
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠行動障害
高次脳機能 カルチノイド ＲＥＭ睡眠関連症状
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠関連症状
高次脳機能 血液脳関門 進行性痴呆
高次脳機能 洗　脳 犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 妖怪
高次脳機能 洗　脳 本人は感じていない
高次脳機能 洗　脳 職場でイジメにあった
高次脳機能 人格障害 魑魅の毒牙
高次脳機能 血液脳関門 魑魅　
高次脳機能 血液脳関門 魍魎　　　　　　　

高次脳機能 人格障害
他人が私について何かを知ったら彼らはそれを私に不利になるように
利用するだろう

高次脳機能 人格障害 自分に対する攻撃に対しては過敏かつ執拗に反撃する

高次脳機能 人格障害
かなり以前に人前でからかわれて以来その人とは口をきこうともしな
い。まわりが見かねて「いい加減で仲直りしたら」と言っても昔のことを
持ち出して「信用できない」と言う

高次脳機能 人格障害 空虚感
高次脳機能 人格障害 空虚感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 身近な人が不実だったり裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 人格障害 虚無感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 虚無感
高次脳機能 人格障害 他人を信用することは決して自分のプラスにならない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を蔑（さげす）もうとするに違いない
高次脳機能 人格障害 他人がＡだと言った時には、しばしばＢを意味していることがある
高次脳機能 人格障害 強い不快気分
高次脳機能 人格障害 去性
高次脳機能 人格障害 いつも警戒していないと他人は私を利用したり操ろうとするに違いない

高次脳機能 人格障害 自己評価の低さ
高次脳機能 扁桃体 クリューヴァー・ビューシー症候群
高次脳機能 人格障害 モヤモヤした異常血管網
高次脳機能 人格障害 十分な根拠も無いのに他人が利用する、だます、危害を加えるという疑いを持つ

高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ
高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ

高次脳機能 人格障害
私を不当に扱ってもいいなどと他人が思うままにしておくと、私はとん
でもないトラブルに巻き込まれるだろう

高次脳機能 人格障害 サイコロジカル・ファーストエンド
高次脳機能 血液脳関門 筋攣縮



高次脳機能 人格障害
他人が親切にしてくれるのは私を利用したり食い物にしようとする意図
によるものかもしれない

高次脳機能 人格障害 西本病
高次脳機能 人格障害 自分で何を考えているかわからなくなってしまう
高次脳機能 人格障害 モヤモヤ病
高次脳機能 人格障害 パニック症候群
高次脳機能 その他 パニック障害
高次脳機能 血液脳関門 口部ジスキネジー　（ジスキネジア）
高次脳機能 人格障害 なんでもないことでもすべて自分に関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害
悪意の無い言葉や出来事でも自分をけなしたり脅したりする意味が隠
されていると思ってしまう

高次脳機能 人格障害 他人の笑いや視線に対する「笑われている」「見られている」という意識

高次脳機能 人格障害
恨みを抱き続ける。侮辱されたこと傷つけられたこと軽蔑されたことな
どを決して忘れない

高次脳機能 人格障害
まわりは雑談しているだけなのに、それをとらえて「自分の悪口を言っ
ている」と強引に自分と関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害 一過性の被害妄想的観念
高次脳機能 その他 戦争
高次脳機能 扁桃体 負の刺激
高次脳機能 自律神経障害 ３－脱アシル化－４`-モノホスホリルリピッドＡ
高次脳機能 人格障害 だから私はいつも警戒を怠ってはならない
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 自分への憎しみ
高次脳機能 人格障害 憎しみ
高次脳機能 人格障害 私が隙を見せれば他人は私を利用しようとするだろう
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 たいていの場合、他人は友好的ではない
高次脳機能 人格障害 パニック
高次脳機能 自律神経障害 行動の選択肢を発見する
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 自律神経障害 意欲
高次脳機能 自律神経障害 実行
高次脳機能 自律神経障害 計画を立てて決定する
高次脳機能 人格障害 強情
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 血液脳関門 不均衡調整の体液
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 人格障害 高周波
高次脳機能 扁桃体 高周波
高次脳機能 人格障害 低周波
高次脳機能 扁桃体 低周波
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの蛋白質
高次脳機能 人格障害 耳
高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 扁桃体 正の刺激
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス
高次脳機能 人格障害 アダルトチルドレン　（AC）



高次脳機能 その他 アダルトチルドレン　（AC）
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 計画を実行する
高次脳機能 血液脳関門 グルコース
高次脳機能 血液脳関門 トランスポートＤグルコース
高次脳機能 血液脳関門 イオン膜内
高次脳機能 血液脳関門 親水性
高次脳機能 その他 自己肯定
高次脳機能 血液脳関門 電解質
高次脳機能 血液脳関門 レプチン
高次脳機能 血液脳関門 流体
高次脳機能 その他 葉酸
高次脳機能 血液脳関門 アセンブルヘテロポリマー
高次脳機能 その他 事象関連電位　（ＥＲＰ）
高次脳機能大脳基底核(高)自発運動
高次脳機能大脳基底核(高)電位
高次脳機能 尾状核 電位
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動の調節
高次脳機能 尾状核 高次運動の調節
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動
高次脳機能 尾状核 高次運動
高次脳機能 人格障害 復讐
高次脳機能 自律神経障害 ドーパミン（ドバミン）神経が変性脱落

高次脳機能 血液脳関門 全般性痙攣
高次脳機能 人格障害 隣家へ逆恨み
高次脳機能 血液脳関門 ウイルス霊
高次脳機能 血液脳関門 生理的ミオクローヌス
高次脳機能 カルチノイド 特定不能のナルコレプシー
高次脳機能 血液脳関門 陽性ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 陰性ミオクローヌス　negative myoclonus
高次脳機能 扁桃体 自閉症
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス発作　myoclonic seizure
高次脳機能 血液脳関門 症候性（代謝性・中毒性）ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス痙攣（けいれん）
高次脳機能 自律神経障害 免疫力過剰
高次脳機能 カルチノイド 脱力発作
高次脳機能 洗　脳 学校でイジメにあった
高次脳機能 洗　脳 学校で犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 細菌霊
高次脳機能 人格障害 ネガティビティ　バイアス　（negativity Bias）
高次脳機能 血液脳関門 企図時ミオクローヌス　（動作時ミオクローヌス）
高次脳機能 人格障害 極端な分離不安
高次脳機能 人格障害 報復
高次脳機能 人格障害 他人は表面はいくら取り繕っても隠された動機をもっている
高次脳機能 血液脳関門 石油霊
高次脳機能 洗　脳 反省
高次脳機能 人格障害 辱めにされた
高次脳機能 人格障害 辱め
高次脳機能 洗　脳 反省している



高次脳機能 人格障害
秘密主義。情報が自分に不利に用いられるという根拠のない恐れから
他人に秘密を打ち明けたがらない

高次脳機能 自律神経障害 外界に対して無関心、無頓着になった
高次脳機能 人格障害 起立性調節障害
高次脳機能 人格障害 反応
高次脳機能 血液脳関門 フリーラジカル
高次脳機能 扁桃体 呼吸と脈拍の増加
高次脳機能 人格障害 総ドーバミン
高次脳機能 洗　脳 後悔している
高次脳機能 自律神経障害 油性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 侮辱
高次脳機能 人格障害 自分への侮辱
高次脳機能 洗　脳 後悔
高次脳機能 洗　脳 過保護で育った
高次脳機能 人格障害 清掃
高次脳機能 人格障害 適応仮説
高次脳機能 人格障害 犬の鳴き声
高次脳機能 扁桃体 犬の鳴き声
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌスてんかん
高次脳機能 血液脳関門 てんかん性ミオクローヌス
高次脳機能 自律神経障害 免疫バランス
高次脳機能大脳基底核(高)健常者
高次脳機能 扁桃体 隣家
高次脳機能 人格障害 否
高次脳機能 人格障害 遊び心
高次脳機能 人格障害 仕事
高次脳機能 血液脳関門 神経伝達物質
高次脳機能 その他 覚醒レベル
高次脳機能 自律神経障害 沈降性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 向かい三軒両隣
高次脳機能 人格障害 隣人愛
高次脳機能 人格障害 隣家の人と仲良く
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 血液脳関門 キャリアシステム
高次脳機能 血液脳関門 システムキャリア
高次脳機能 扁桃体 犬霊
高次脳機能 人格障害 犬
高次脳機能 扁桃体 犬
高次脳機能 人格障害 有
高次脳機能 人格障害 克服可能
高次脳機能 血液脳関門 Ballabh
高次脳機能 人格障害 克服した
高次脳機能大脳基底核(高)応機制　（Adjustment mechanism）
高次脳機能大脳基底核(高)防衛機制
高次脳機能 その他 識別
高次脳機能大脳基底核(高)ポジティブフィードバック
高次脳機能 尾状核 ポジティブフィードバック
高次脳機能 その他 ６本のアイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 ホストの相互作用



高次脳機能 血液脳関門 メッセンジャープリン
高次脳機能 血液脳関門 活動責任の代謝性の脳集中力
高次脳機能 血液脳関門 前駆体
高次脳機能 血液脳関門 動物霊
高次脳機能 血液脳関門 植物霊
高次脳機能 人格障害 科学反応
高次脳機能 人格障害 健康体
高次脳機能 人格障害 健康心
高次脳機能 人格障害 健康
高次脳機能 人格障害 身体健全
高次脳機能 人格障害 心が健康
高次脳機能 人格障害 身体が健康
高次脳機能 血液脳関門 Physcial
高次脳機能 カルチノイド 自動症
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリア
高次脳機能 自律神経障害 頭の中の重い感じのかたまりがいつもあって
高次脳機能 血液脳関門 脳から削除
高次脳機能 血液脳関門 脳の進行性疾患
高次脳機能 自律神経障害 大脳皮質基底核変性症
高次脳機能 その他 調節障害
高次脳機能 洗　脳 イジメにあった経験がある
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体結合の減少
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリアの白血球
高次脳機能 人格障害 ストレス原因の脳の深い傷
高次脳機能 その他 大脳萎縮
高次脳機能 その他 脳室周囲白室病変
高次脳機能 洗　脳 嫌い
高次脳機能 その他 常染色体劣性遺伝
高次脳機能 人格障害 友人や仲間の誠実さや信頼を不当に疑う、それに心を奪われている。

高次脳機能 血液脳関門 脳嘔吐
高次脳機能 血液脳関門 過渡劣化
高次脳機能 その他 麻痺
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情表現の信号
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情
高次脳機能 人格障害 脳底部以上血管網症
高次脳機能 人格障害 復讐は必ず遂げる
高次脳機能 洗　脳 嫌いな人がいる
高次脳機能 その他 外傷記憶　（トラウマ）脳に形成
高次脳機能 その他 外傷性精神障害
高次脳機能 その他 副帯部
高次脳機能 その他 帯部
高次脳機能 その他 中核部
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷物理
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷
高次脳機能 その他 聴覚皮質野
高次脳機能 その他 衝動性
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の過剰な活動
高次脳機能 人格障害 他人より劣っていると思っている
高次脳機能 人格障害 他の人たちはきっと色んなことを隠していると思う



高次脳機能 人格障害 私はいつも警戒しておかないといけない
高次脳機能 人格障害 他の人を信用するのは安心できない
高次脳機能 血液脳関門 脳血管障害
高次脳機能 人格障害 他人の親切には裏があると思う
高次脳機能 その他 自然災害
高次脳機能 人格障害 私がヒントを出すと、他人がそれを利用してしまうと思う
高次脳機能 自律神経障害 塩化ナトリウム
高次脳機能 人格障害 自律性調節障害
高次脳機能 人格障害 整頓
高次脳機能 その他 異常蓄積
高次脳機能 人格障害 整理
高次脳機能 人格障害 まわりの人々が自分を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 まわりの人たちは友好的ではない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は私を利用したり、操ろうとしている
高次脳機能 人格障害 鳴き声
高次脳機能 扁桃体 鳴き声
高次脳機能 人格障害 他の人が自分の邪魔をする
高次脳機能 血液脳関門 中枢神経病変
高次脳機能 扁桃体 社会恐怖
高次脳機能 血液脳関門 大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 １°構造
高次脳機能 血液脳関門 １°構造は非常にクローディン異なる
高次脳機能 その他 感情麻痺
高次脳機能 その他 染色体
高次脳機能 人格障害 悪
高次脳機能 人格障害 邪
高次脳機能 人格障害 非
高次脳機能 人格障害 善悪
高次脳機能 自律神経障害 中脳黒質
高次脳機能 血液脳関門 酸素
高次脳機能大脳基底核(高)被殻
高次脳機能 尾状核 被殻
高次脳機能 人格障害 扁桃核
高次脳機能 その他 扁桃核
高次脳機能 扁桃体 左扁桃体
高次脳機能 人格障害 扁桃
高次脳機能 血液脳関門 エンドセリンー１
高次脳機能 人格障害 クロシン
高次脳機能 血液脳関門 相互作用ホモフィリックアセンブル
高次脳機能 血液脳関門 隣接するセル間
高次脳機能大脳基底核(高)半卵円中心
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子に連鎖
高次脳機能 扁桃体 青斑核
高次脳機能 血液脳関門 終板血管器官
高次脳機能 血液脳関門 終板
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 人格障害 側頭葉極部
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子



高次脳機能 扁桃体 外背側被蓋核
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲
高次脳機能 血液脳関門 機能
高次脳機能 血液脳関門 拡散
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲の臓器
高次脳機能大脳基底核(高)大脳基底核
高次脳機能 尾状核 大脳基底核
高次脳機能 扁桃体 外側核
高次脳機能 扁桃体 基底外側核
高次脳機能 扁桃体 腹側被蓋野
高次脳機能 扁桃体 右扁桃体
高次脳機能 扁桃体 基底外側複合体
高次脳機能 血液脳関門 メール大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 最後野
高次脳機能 血液脳関門 ４０ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 血液中のブドウ糖濃度
高次脳機能 血液脳関門 ２２ｋＤａリン
高次脳機能 血液脳関門 ６５ｋＤａ蛋白リン
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの単参加の細胞
高次脳機能 血液脳関門 トラバーサルＢＢＢ
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体
高次脳機能 その他 ＰＴＳＤ　　  心的外傷後ストレス障害
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの組織周囲
高次脳機能 血液脳関門 リガンド受容体相互作用
高次脳機能 洗　脳 洗脳
高次脳機能 扁桃体 副基底核
高次脳機能 扁桃体 中心核
高次脳機能 扁桃体 基底核
高次脳機能 扁桃体 皮質核
高次脳機能 血液脳関門 エリア後野センター
高次脳機能 扁桃体 内側核
高次脳機能 扁桃体 複合体
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ受容体
高次脳機能 扁桃体 中心核との接続を介して恐怖行動を引き起こす
高次脳機能 血液脳関門 弓のオルガン
高次脳機能 血液脳関門 構造バリアの血液脳
高次脳機能 洗　脳 英才教育を受けて
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢのリリース成熟
高次脳機能 血液脳関門 血液の信号
高次脳機能 血液脳関門 リン脂質二重層
高次脳機能 血液脳関門 Ｃａ２+の３
高次脳機能大脳基底核(高)腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能 尾状核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能 血液脳関門 脳弓下器官
高次脳機能 カルチノイド 随意筋を動かすことができない
高次脳機能 カルチノイド 膝の力が抜けてしまう
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作（カタプレキシー）
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴わないナルコレプシー



高次脳機能 人格障害 思い込み
高次脳機能 自律神経障害 子宮頸がんワクチン
高次脳機能 自律神経障害 注意力がなくなり、反応性が乏しくなった
高次脳機能 カルチノイド 倒れてしまう発作
高次脳機能 人格障害 遺残頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 人格障害 発育不全
高次脳機能 カルチノイド 呂律がまわらなくなる
高次脳機能 血液脳関門 口蓋ミオクローヌス
高次脳機能 人格障害 育て方が悪い
高次脳機能 人格障害 呪詛
高次脳機能 その他 回避
高次脳機能 その他 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
高次脳機能 人格障害 非常識
高次脳機能 その他 海馬の萎縮　（hippocampus）
高次脳機能 人格障害 海馬の傷
高次脳機能 血液脳関門 機械的閉塞の血管
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 扁桃体 大うつ病患者
高次脳機能 人格障害 呪い
高次脳機能 その他 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
高次脳機能 自律神経障害 ピック病
高次脳機能 その他 対人関係障害
高次脳機能 その他 産業事故
高次脳機能 人格障害 学習障害　（ＬＤ）
高次脳機能 その他

トラウマ体験を思い起こさせるような視覚的聴覚的刺激によって心拍数、血圧が異常
上昇

高次脳機能 人格障害 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
高次脳機能 その他 ＡＤの神経原線維変化
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けなどに障害は起きるもの
高次脳機能 その他 転換性障害
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 私は無垢で高貴だ
高次脳機能 扁桃体 パラフレニー
高次脳機能 人格障害 注意欠陥・多動性障害　（ＡＤ/ＨＤ）
高次脳機能 扁桃体 類破瓜病
高次脳機能 人格障害 五月病
高次脳機能 扁桃体 敏感関係妄想
高次脳機能 その他 外傷的体験
高次脳機能 扁桃体 恐ろしい表情を処理する
高次脳機能 人格障害 身近な人が不誠実だったり、裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 扁桃体 妄想性障害
高次脳機能 扁桃体 精神病
高次脳機能 人格障害 恋人は浮気をしていると思う
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境が複雑である
高次脳機能 その他 性的虐待
高次脳機能 その他 交通事故
高次脳機能 人格障害 屈辱は許せない
高次脳機能 人格障害 人が話す言葉には裏があると思う
高次脳機能 血液脳関門 細胞傷害性壊死因子１　（ＣＮＦ論理1）



高次脳機能 その他 反復的
高次脳機能 人格障害 私は正しい
高次脳機能 人格障害 他の人の言いなりになっていると、とんでもないトラブルに巻き込まれると思う

高次脳機能 人格障害 自分への攻撃
高次脳機能 その他 集中困難
高次脳機能 人格障害 他の人に弱みを握られたら、きっと利用されると思う
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管
高次脳機能 扁桃体 うつ病
高次脳機能 人格障害 私の作戦は完璧だ
高次脳機能 扁桃体 うつ状態
高次脳機能 その他 うつ状態
高次脳機能 扁桃体 恐怖表情
高次脳機能大脳基底核(高)表情認知課題
高次脳機能 扁桃体 抗うつ薬
高次脳機能 扁桃体 物音
高次脳機能 その他 適応障害
高次脳機能 人格障害 攻撃
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴うナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 自分は社会生活に適応できない
高次脳機能 自律神経障害 前頭側頭葉変性症
高次脳機能 その他 近親姦
高次脳機能 その他 ニューロン内封入体
高次脳機能 その他 行動障害
高次脳機能 人格障害 てんかん患者
高次脳機能 カルチノイド 神経伝達障害
高次脳機能 その他 再体験　（フラッシュバック）
高次脳機能 その他 再体験
高次脳機能 その他 海馬歯状回
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動の産出
高次脳機能 人格障害 緊張型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．２）
高次脳機能 人格障害 破瓜型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．１）
高次脳機能 人格障害 妄想
高次脳機能 扁桃体 妄想型に類似するが、妄想の内容が異なる
高次脳機能 扁桃体 長期増強を介して行われる
高次脳機能 人格障害 妄想型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．０）
高次脳機能 扁桃体 人格崩壊が少ない妄想型
高次脳機能 扁桃体 非定型精神病
高次脳機能 人格障害 鑑別不能型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．３）
高次脳機能 扁桃体 刺激の記憶と関連付
高次脳機能 その他 警戒状態
高次脳機能 扁桃体 刷り込まれている情動的経験の記憶
高次脳機能 人格障害 残遺型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．５）
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動を引き起こす
高次脳機能 その他 細胞内封入体
高次脳機能 人格障害 単純型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．６）
高次脳機能 血液脳関門 制御する
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの発現
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの獲得
高次脳機能 その他 グリア内封入体



高次脳機能 人格障害 うつ病
高次脳機能 人格障害 発育可能
高次脳機能 その他 性的外傷
高次脳機能 その他 レイプ
高次脳機能 人格障害 子育て
高次脳機能 血液脳関門 第３脳室
高次脳機能 血液脳関門 下垂体前葉
高次脳機能 血液脳関門 脈絡叢
高次脳機能 自律神経障害 前頭葉
高次脳機能 カルチノイド 随意筋
高次脳機能 血液脳関門 アスパラギン酸
高次脳機能 その他 ニューロン
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球
高次脳機能 尾状核 淡蒼球
高次脳機能 人格障害 自閉症
高次脳機能 人格障害 てんかん発作
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 その他 海馬支脚
高次脳機能 その他 海馬　（海馬体）
高次脳機能大脳基底核(高)学習
高次脳機能 尾状核 学習
高次脳機能 その他 恐怖
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 その他 プロラクチン(PRL)
高次脳機能 血液脳関門 グルタミン酸
高次脳機能 その他 神経原線維
高次脳機能 人格障害 知能発達遅延
高次脳機能 血液脳関門 正中隆起
高次脳機能 人格障害 大人
高次脳機能 自律神経障害 脊髄後根神経節
高次脳機能 血液脳関門 第４脳室
高次脳機能 扁桃体 外側部
高次脳機能 人格障害 保育
高次脳機能 血液脳関門 線毛
高次脳機能 その他 前頭連合野　（前頭前野）
高次脳機能 自律神経障害 前頭前野
高次脳機能 人格障害 育て方が上手
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角の底面
高次脳機能 尾状核 側脳室前角の底面
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角
高次脳機能 尾状核 側脳室下角
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角
高次脳機能 尾状核 側脳室前角
高次脳機能 扁桃体 表現の信号
高次脳機能 その他 軸索輸送
高次脳機能 扁桃体 嗅覚
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角の上面
高次脳機能 尾状核 側脳室下角の上面
高次脳機能 人格障害 動脈の分岐部



高次脳機能大脳基底核(高)空間認知領域
高次脳機能 人格障害 てんかん
高次脳機能 扁桃体 情動の喚起　（emotional arousal）
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞の隣接分子
高次脳機能 その他 海馬采
高次脳機能大脳基底核(高)情動領域
高次脳機能 扁桃体 情動的な出来事に関連付
高次脳機能 その他 感覚野
高次脳機能 その他 体性感覚野
高次脳機能 血液脳関門 ローカライズ
高次脳機能 扁桃体 反射亢進の信号
高次脳機能 人格障害 記憶領域
高次脳機能 その他 注意
高次脳機能 自律神経障害 迷走神経背側核
高次脳機能 人格障害 側坐核
高次脳機能 扁桃体 感覚情報
高次脳機能 血液脳関門 プロファイル
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格転位
高次脳機能 その他 大脳連合野　（大脳皮質連合野）
高次脳機能 その他 前連合野
高次脳機能 扁桃体 調節　（modulation）
高次脳機能 その他 大脳皮質運動野
高次脳機能 その他 運動連合野
高次脳機能 自律神経障害 運動連合野
高次脳機能 その他 後連合野
高次脳機能 血液脳関門 トロンビン
高次脳機能大脳基底核(高)認知領域
高次脳機能 扁桃体 記憶の調節
高次脳機能 血液脳関門 傍細胞
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回背側部
高次脳機能 扁桃体 反射亢進
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答性
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答
高次脳機能 人格障害 隆回　fornicate gyrus
高次脳機能 血液脳関門 細胞外経路
高次脳機能 血液脳関門 周皮形成
高次脳機能 血液脳関門 拡散ダウン物質の勾配
高次脳機能 血液脳関門 サブユニット
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回吻腹側部
高次脳機能 血液脳関門 細胞の表面
高次脳機能大脳基底核(高)後部帯状回吻側/中間部
高次脳機能 扁桃体 視床網様体核
高次脳機能 血液脳関門 ＡＤＨ
高次脳機能 人格障害 発育
高次脳機能 人格障害 男性運
高次脳機能 人格障害 発育促進
高次脳機能 扁桃体 放出の信号
高次脳機能 血液脳関門 アクチンの再編成
高次脳機能 洗　脳 自分の個性を出していない



高次脳機能 血液脳関門 アクチン
高次脳機能 血液脳関門 エンドサイトーシス
高次脳機能 血液脳関門 誘導アクチン
高次脳機能 血液脳関門 脊髄前核細胞
高次脳機能 その他 グリア組織
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格
高次脳機能 血液脳関門 細胞内皮
高次脳機能 血液脳関門 神経性下垂体
高次脳機能 扁桃体 情動の学習
高次脳機能 その他 知覚
高次脳機能 血液脳関門 内皮の構造と機能の整合性の維持
高次脳機能 血液脳関門 周皮
高次脳機能 扁桃体 記憶固定　（memory consolidation）
高次脳機能 その他 後頭連合野　（視覚前野）
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶固定の調節
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 扁桃体 記憶の貯蔵
高次脳機能大脳基底核(高)記憶
高次脳機能 尾状核 記憶
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 血液脳関門 ｃｉｎｇｕｌｉｎ
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー２
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー１
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー３
高次脳機能 その他 側頭連合野
高次脳機能 その他 前頂連合野
高次脳機能 血液脳関門 細胞アクセサリー蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 宿主細胞
高次脳機能 その他 細胞内小器官輸送のレール
高次脳機能 その他 細胞の中心に集積
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞間の直接接触
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位によりシナプス応答性を上げる
高次脳機能 血液脳関門 再構成細胞骨格
高次脳機能 その他 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
高次脳機能 人格障害 発育中
高次脳機能 血液脳関門 細胞分離
高次脳機能 血液脳関門 促進輸送
高次脳機能 血液脳関門 細胞内のＩＰ
高次脳機能 その他 海馬足
高次脳機能 その他 形態学的手法
高次脳機能 その他 海馬の透明層
高次脳機能 その他 海馬の頂上樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
高次脳機能大脳基底核(高)黒質緻密部　（ＳＮ）
高次脳機能 尾状核 黒質緻密部　（ＳＮ）
高次脳機能 その他 海馬白板



高次脳機能 その他 海馬傍回
高次脳機能 その他 海馬台
高次脳機能 その他 分子生物学的手法
高次脳機能 その他 海馬の細胞体基底部
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣのタイプの結合
高次脳機能 その他 海馬の基底樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 ｍｉｃｒｏｈｅｍｍｏｒａｇｅ
高次脳機能 その他 海馬の上昇層
高次脳機能 その他 海馬の分子層
高次脳機能 その他 海馬溝
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ血小板受容体活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入バインドするには、細菌侵入
高次脳機能 血液脳関門 ｃｙｔｏｓｌｅｌｅｔｏｎ
高次脳機能 その他 海馬鈎回
高次脳機能 血液脳関門 血管を提供構造をサポートする能力 （ｖａｓｏｄｙｎａｍｉｃ)
高次脳機能 血液脳関門 細胞神経細胞
高次脳機能 その他 海馬鈎
高次脳機能 血液脳関門 脳微小血管内皮細胞　(ＢＭＥＣ)
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣの整合性
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入
高次脳機能 その他 海馬の多形細胞層
高次脳機能 人格障害 発育促進エネルギー
高次脳機能 その他 海馬の顆粒細胞層
高次脳機能 その他 海馬の放射状層
高次脳機能 その他 海馬の網状・分子層
高次脳機能 血液脳関門 Ｂｒａｄｙｋｉｎ
高次脳機能 その他 海馬の錐体細胞層
高次脳機能 血液脳関門 血液脳関門
高次脳機能 血液脳関門 特殊な伝送
高次脳機能 血液脳関門 生後関与アストロサイト
高次脳機能 人格障害 自動車騒音
高次脳機能 人格障害 過食障害
高次脳機能 血液脳関門 強縮性収縮　tetaniccontraction
高次脳機能 人格障害 拒食障害
高次脳機能 カルチノイド 自尊心がくすぐられる
高次脳機能 血液脳関門 侵入微生物
高次脳機能 人格障害 こきおろし
高次脳機能 カルチノイド オレキシンの欠乏
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動症
高次脳機能 その他 血小板結合
高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子を破壊
高次脳機能 カルチノイド オレキシン１（ヒポクレチン-1が110ｐｇ/ｍＬ以下）
高次脳機能 血液脳関門 菌類
高次脳機能 人格障害 エンジン音
高次脳機能 自律神経障害 進行性失語症
高次脳機能 自律神経障害 語義性失語症
高次脳機能 人格障害 衝動性の強さ
高次脳機能 人格障害 衝撃性の強さ



高次脳機能 人格障害 自動車
高次脳機能 人格障害 オートバイ騒音
高次脳機能 その他 急性ストレス障害
高次脳機能 その他 慢性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 感違い
高次脳機能 その他 急性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 配偶者や性的パートナーの貞節に対して道理に合わない疑いを持つ

高次脳機能 その他 複雑性ＰＴＳＤ
高次脳機能 自律神経障害 自律神経障害
高次脳機能 扁桃体 双極性障害
高次脳機能 血液脳関門 周囲組織の壊死
高次脳機能 人格障害 勘違い
高次脳機能 人格障害 自分への嫌がらせ
高次脳機能 人格障害 嫌がらせ
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ損失
高次脳機能 血液脳関門 寄生赤血球
高次脳機能 血液脳関門 要件感染のＢＢＢの転成功
高次脳機能 人格障害 不適切で脈絡のない激しい怒りを持ち、それを抑えることができない

高次脳機能 その他 過剰警戒
高次脳機能 その他 過剰な警戒状態
高次脳機能 人格障害 モーター音
高次脳機能 人格障害 オートバイ
高次脳機能 人格障害 いつも相手の批判
高次脳機能大脳基底核(高)ストレスに対する感受性
高次脳機能 扁桃体 ストレスホルモンの放出

高次脳機能 人格障害
批判を恐れて重要な対人接触のある職業的立場（地位、役割）
を避けてしまう

高次脳機能 扁桃体 障害を起こす
高次脳機能 血液脳関門 細菌のライブ
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合
高次脳機能大脳基底核(高)恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事
高次脳機能 人格障害 拒絶にびくびく
高次脳機能 その他 戦慄
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの祭、感覚情報
高次脳機能 人格障害 住宅工事中の音
高次脳機能 その他 侵入的
高次脳機能 その他 物質輸送を抑制
高次脳機能 その他 侵入症状
高次脳機能 その他 静脈注射後の心血管反応
高次脳機能 その他 幼児期の性的・身体的虐待
高次脳機能 血液脳関門 血中オキシトシン
高次脳機能 人格障害 少しでも批判されるとがっくりきてしまう
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいないと不安になる
高次脳機能 その他 頭部神経痛
高次脳機能 人格障害 観念
高次脳機能 その他 失読症
高次脳機能 血液脳関門 ヘルペスウイルス



高次脳機能 その他 夢遊病
高次脳機能 血液脳関門 松果体
高次脳機能 人格障害 笑い
高次脳機能 その他 吃り（どもり）
高次脳機能 その他 閉所恐怖症
高次脳機能 人格障害 善
高次脳機能 人格障害 正邪
高次脳機能 人格障害 正
高次脳機能 血液脳関門 ヒスタミン
高次脳機能 その他 血小板
高次脳機能 血液脳関門 血小板
高次脳機能 扁桃体 パラノイア
高次脳機能 血液脳関門 オキシトシン
高次脳機能 その他 高頻度
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経細胞
高次脳機能 人格障害 理想化
高次脳機能 血液脳関門 性行為感染ヘルペス
高次脳機能 その他 神経軸索内
高次脳機能 カルチノイド オレキシン
高次脳機能 カルチノイド ヒポクレチン－１
高次脳機能 その他 集中力
高次脳機能 血液脳関門 分泌メラトニン
高次脳機能 人格障害 笑顔
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 透過性を変更する傍細胞
高次脳機能 血液脳関門 ペプチド
高次脳機能 血液脳関門 ｂｕｇｄｏｒｆｅｒｉ
高次脳機能 血液脳関門 ボレリア
高次脳機能 血液脳関門 ＰＲＢＣ
高次脳機能 血液脳関門 サイトカインの過剰産生
高次脳機能 その他 予期
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経
高次脳機能 人格障害 同僚
高次脳機能 血液脳関門 ファシリテーター輸送
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトエンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 受容体を介した
高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子
高次脳機能 自律神経障害 結果を評価する
高次脳機能 その他 デブリーフィング
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいると楽しい
高次脳機能 血液脳関門 生理学
高次脳機能 血液脳関門 無症候性サルコイドーシス
高次脳機能 血液脳関門 オクルーディン
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情記憶を消去する
高次脳機能 血液脳関門 松果腺
高次脳機能 血液脳関門 焦点
高次脳機能 血液脳関門 クラウディン
高次脳機能 血液脳関門 接合内皮バインディング



高次脳機能 血液脳関門 水溶性サイトカイン
高次脳機能 人格障害 笑う
高次脳機能 血液脳関門 タウリン
高次脳機能 血液脳関門 分泌調節機能
高次脳機能 血液脳関門 確実にブロックする
高次脳機能 血液脳関門 線溶系カスケードの活性化リンク
高次脳機能 その他 プラス極の物質輸送
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情の記憶を消去する為の洗脳
高次脳機能 血液脳関門 病態要因にＢＢＢの増加を引き起こす
高次脳機能 血液脳関門 ４貫通ドメイン
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能 その他 促進
高次脳機能 血液脳関門 Ｌの代謝ドーパなど
高次脳機能 その他 アイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 貪食活性
高次脳機能 血液脳関門 依存抑制因子
高次脳機能 血液脳関門 1つの膜貫通領域
高次脳機能 血液脳関門 バインディング循環
高次脳機能 血液脳関門 調節する傍細胞透過性
高次脳機能 血液脳関門 血小板活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 鎖のＴＪのローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 大行動酸
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＱ１
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＲ２
高次脳機能 血液脳関門 シグナル伝達機構
高次脳機能 血液脳関門 サポートＢＭＥＣ生化学
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤５
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤９
高次脳機能 人格障害 解離
高次脳機能 その他 解離
高次脳機能 その他 神経細胞脱落
高次脳機能 血液脳関門 腫瘍壊死因子αのTNFーα
高次脳機能 人格障害 コレステロール結晶
高次脳機能 血液脳関門 固定姿勢維持困難
高次脳機能 血液脳関門 asterixis アステリキ
高次脳機能 自律神経障害 異常構造物
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能 人格障害 上司から軽い、お小言を食らっただけで「嫌い」になってしまう
高次脳機能 扁桃体 電波による全扁桃体の選択的な損傷
高次脳機能 カルチノイド 中途覚醒
高次脳機能 カルチノイド 熟睡困難
高次脳機能 その他 神経変性疾患
高次脳機能 その他 Ｐｉｃｋ病様
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられることを極度に恐れる
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられる
高次脳機能 その他 痴呆
高次脳機能 その他 Ａ・β誘導性の認知障害
高次脳機能 その他 アルコール・薬物乱用
高次脳機能 その他 覚醒亢進



高次脳機能 扁桃体 被害妄想
高次脳機能 扁桃体 被害者意識
高次脳機能 その他 アルコール・薬物依存症
高次脳機能 その他 覚醒の持続的亢進
高次脳機能 その他 教師からの暴力
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合依存経路
高次脳機能 カルチノイド 睡眠麻痺
高次脳機能 カルチノイド 睡眠発作
高次脳機能 人格障害 義弟
高次脳機能 人格障害 電離
高次脳機能 扁桃体 硬直　（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）
高次脳機能 扁桃体 錯乱
高次脳機能 その他 異常フィラメントが形成
高次脳機能 自律神経障害 リン酸二水素ナトリウム
高次脳機能 その他 刺激に対する心血管反応
高次脳機能 人格障害 後かたずけ
高次脳機能 人格障害 空の巣症候群
高次脳機能 その他 睡眠障害
高次脳機能 その他 無力感
高次脳機能 血液脳関門 トキソプラズマ
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素 300
高次脳機能 人格障害 被災者
高次脳機能 血液脳関門 コカイン毒
高次脳機能 扁桃体 神経結合
高次脳機能 人格障害 勉強
高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素 914
高次脳機能 人格障害 弟
高次脳機能 人格障害 兄弟・姉妹
高次脳機能 その他 ナラティブセラピー
高次脳機能 血液脳関門 クローデイン
高次脳機能 その他 認知行動療法
高次脳機能 血液脳関門 接合タイド
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック処理
高次脳機能 尾状核 フィードバック処理
高次脳機能 その他 適応
高次脳機能 その他 グループ治療
高次脳機能大脳基底核(高)補償　（compensation）
高次脳機能 血液脳関門 菌血症度の高
高次脳機能 扁桃体 フェロモン
高次脳機能 その他 フィラメント
高次脳機能 自律神経障害 ピック球
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー型痴呆（ダウン症候群）



高次脳機能 人格障害 上司
高次脳機能 扁桃体 左耳
高次脳機能 扁桃体 右耳
高次脳機能 血液脳関門 物質最も透水性に
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック
高次脳機能 尾状核 フィードバック
高次脳機能 扁桃体 トキソプラズマを体外へ排除
高次脳機能 その他 神経軸索内の分子量
高次脳機能 血液脳関門 神経サルコイドーシス
高次脳機能大脳基底核(高)腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
高次脳機能大脳基底核(高)扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
高次脳機能大脳基底核(高)回路の過活動
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 血液脳関門 接合タイトローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 リリース
高次脳機能 血液脳関門 neurohormones
高次脳機能 血液脳関門 信号神経
高次脳機能 人格障害 ヒーラー Healer
高次脳機能 血液脳関門 長短
高次脳機能 扁桃体 神経核
高次脳機能 人格障害 社長
高次脳機能 血液脳関門 タイト名結合
高次脳機能 扁桃体 耳鳴り
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合
高次脳機能 その他 安定化
高次脳機能 血液脳関門 より広範なタイトな結合（のＪＴ）
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトＢＢＢを生成
高次脳機能 その他 ライシング
高次脳機能 血液脳関門 要因アストロサイドによって生成
高次脳機能 その他 選択的スプ
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｑｉｏｎｏｌｏｎｉｃ酸
高次脳機能 血液脳関門 ＭＩＰは、２
高次脳機能 血液脳関門 神経端末
高次脳機能 その他 意思決定
高次脳機能 血液脳関門 エンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 白血球ＪＡＭ
高次脳機能 人格障害 認知症
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ａ
高次脳機能 人格障害 組織との相性
高次脳機能 カルチノイド 真性幻覚
高次脳機能 自律神経障害 ＴＤＰ－４３
高次脳機能 その他 AD-converted MCI
高次脳機能 血液脳関門 薬剤の副作用
高次脳機能 人格障害 パワーハラスメント
高次脳機能 人格障害 他人との相性
高次脳機能 その他 薬物療法



高次脳機能 人格障害 対人関係が非常に不安定
高次脳機能 その他 記銘力障害
高次脳機能 その他 空間認知障害
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ｂ
高次脳機能 人格障害 社会常識が無い
高次脳機能 人格障害 義父母との相性
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 血液脳関門 カリニ原虫
高次脳機能 血液脳関門 減少白血球同型の移行を強化
高次脳機能 血液脳関門 白血球遊走
高次脳機能 その他 βアミロイド
高次脳機能 その他 タウ遺伝子の点突然変異
高次脳機能 その他 変異型タウ
高次脳機能 その他 タウ蛋白質がリン酸化
高次脳機能 その他 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
高次脳機能 その他 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
高次脳機能 血液脳関門 白血病信号
高次脳機能 人格障害 拒絶反応
高次脳機能 人格障害 自分への虐め
高次脳機能 人格障害 虐め
高次脳機能 人格障害 兄弟の相性
高次脳機能 人格障害 姉妹の相性
高次脳機能 人格障害 自分への苛め
高次脳機能 人格障害 対人関係
高次脳機能 洗　脳 自分を抑えてきた
高次脳機能 洗　脳 嫌いな兄弟がいる
高次脳機能 人格障害 愚かなこと
高次脳機能 人格障害 馬鹿者
高次脳機能 その他 再犠牲者化
高次脳機能 人格障害 姉
高次脳機能 人格障害 義姉
高次脳機能 人格障害 妹
高次脳機能 人格障害 義妹
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質接合タイト
高次脳機能 人格障害 石灰沈着
高次脳機能 その他 摂食障害
高次脳機能 その他 内因性タウ蛋白質
高次脳機能 その他 progressive MCI
高次脳機能 その他 タウの過剰発現
高次脳機能 その他 stable MCI
高次脳機能 人格障害 幻覚
高次脳機能 人格障害 家族の相性
高次脳機能 人格障害 失恋
高次脳機能 血液脳関門 ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍの複数形
高次脳機能 その他 ステムループ



高次脳機能 人格障害 昏迷
高次脳機能 人格障害 興奮
高次脳機能 その他 微小管が不安定化
高次脳機能 血液脳関門 トランス脂肪酸
高次脳機能 その他 過敏性
高次脳機能 人格障害 たわけ者
高次脳機能 人格障害 馬鹿にして
高次脳機能 人格障害 ふざけた者
高次脳機能 人格障害 兄
高次脳機能 人格障害 義兄
高次脳機能 血液脳関門 白血球
高次脳機能 その他 認知機能
高次脳機能 その他 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア）
高次脳機能 人格障害 相性
高次脳機能 その他 セロトニン
高次脳機能 血液脳関門 カンジダ
高次脳機能 血液脳関門 検出レベル
高次脳機能 血液脳関門 ニコチン
高次脳機能 血液脳関門 Ｃクリプトコッカス
高次脳機能 血液脳関門 循環白血球
高次脳機能 その他 ４つ有するものを４リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 外膜タンパク質Ａ
高次脳機能 その他 ３つ有するものを３リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 アクセサリータンパク質
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 接着接合
高次脳機能 血液脳関門 カテニン
高次脳機能 血液脳関門 接点間の細胞接着フォーム
高次脳機能 血液脳関門 リンク膜タンパク質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質濃度
高次脳機能 血液脳関門 架橋膜貫通タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 透水性
高次脳機能 血液脳関門 井部タンパク質
高次脳機能 その他 微小管結合蛋白
高次脳機能 血液脳関門 間膜蛋白質
高次脳機能大脳基底核(高)調節
高次脳機能 人格障害 夫婦の相性
高次脳機能 その他 Ｃ端側に繰り返す
高次脳機能 血液脳関門 構造
高次脳機能 その他 エキソン１０
高次脳機能 その他 エキソン３
高次脳機能 人格障害 従兄弟
高次脳機能 人格障害 従姉妹
高次脳機能 その他 エキソン２
高次脳機能 その他 微小管の重合
高次脳機能 血液脳関門 肺炎の細胞壁のホスホリルコリン
高次脳機能 その他 アミロイドβペプチド（Ａβ）
高次脳機能 血液脳関門 全体白血球　interendothelial



高次脳機能 血液脳関門 AB蛋白質のコンポーネント
高次脳機能 その他 キネシン
高次脳機能 その他 キネシンのモーター蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 サブスタンスＰ
高次脳機能 人格障害 親子の相性
高次脳機能 人格障害 恋人
高次脳機能 血液脳関門 輪廻を導く可能性
高次脳機能 洗　脳 兄弟
高次脳機能 洗　脳 兄弟は好き
高次脳機能 血液脳関門 選択拡散
高次脳機能 その他 タウアイソフォーム
高次脳機能 人格障害 夫婦
高次脳機能 血液脳関門 積分膜タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質仲介コンプレックス
高次脳機能 血液脳関門 規制タンパク質
高次脳機能 人格障害 三男
高次脳機能 人格障害 次男
高次脳機能 人格障害 長男
高次脳機能 人格障害 次女
高次脳機能 人格障害 長女
高次脳機能 血液脳関門 ＬＩＦ法拡散
高次脳機能 血液脳関門 コンセンサス　（意見の一致）
高次脳機能 血液脳関門 壁内　Intramembranous
高次脳機能 その他 生物化学反応の増加
高次脳機能 血液脳関門 膜関連グアニル酸キナーゼ様タンパク質　（ＭＡＧＵＫＳ）
高次脳機能大脳基底核(高)閾値の制御
高次脳機能 尾状核 閾値の制御
高次脳機能大脳基底核(高)閾値
高次脳機能 尾状核 閾値
高次脳機能大脳基底核(高)閾値となる電位を制御
高次脳機能 尾状核 閾値となる電位を制御
高次脳機能 人格障害 閉鎖恐怖症
高次脳機能 人格障害 密室恐怖症
高次脳機能 カルチノイド 身体疾患によるナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 加害
高次脳機能 人格障害 加害者
高次脳機能 人格障害 自殺
高次脳機能 人格障害 自殺願望
高次脳機能 人格障害 殺人
高次脳機能 人格障害 殺人者
高次脳機能 人格障害 殺人犯
高次脳機能 人格障害 殺人願望
高次脳機能 人格障害 他殺
高次脳機能 血液脳関門 覚せい剤
高次脳機能 カルチノイド 抗重力筋が脱力
高次脳機能 カルチノイド 感情が昂った
高次脳機能 人格障害 意識を回復しない
高次脳機能 人格障害 尾状核の傷
高次脳機能 人格障害 両極端（理想化とこきおろし）を揺れ動く他人への評価



高次脳機能 人格障害 自損
高次脳機能 人格障害 自損行為
高次脳機能 人格障害 電解質異常

高次脳機能 人格障害
ストレスがあると妄想的な考えや解離性状態（考えがまとまらない
状態）が生じることがある

高次脳機能 その他 嗜癖性疾患
高次脳機能 その他 不眠
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)高機能自閉症
高次脳機能 人格障害 アスペルガー症候群　Ａsperger syndrome:AS
高次脳機能大脳基底核(高)低機能自閉症
高次脳機能大脳基底核(高)カナー症候群
高次脳機能 その他 苦痛な感情を脱感作
高次脳機能 その他 ホモシスチン　（必須アミノ酸の老廃物）
高次脳機能 その他 感情障害
高次脳機能大脳基底核(高)自閉傾向
高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じることができずに育った
高次脳機能 扁桃体 気分障害　（感情障害）
高次脳機能 洗　脳 親の云う事を守って失敗した事がある
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質の機能不全
高次脳機能 その他 カテコールアミンの２４時間尿中排泄量の増加
高次脳機能 洗　脳 親の教えに誤りがあった事がある
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でトラウマを感じて育った
高次脳機能 洗　脳 嫌いな家族がいる
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でコンプレックスを感じて育った
高次脳機能大脳基底核(高)知的障害者
高次脳機能 人格障害 感情がきわめい不安定
高次脳機能 人格障害 悪い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が嫌い
高次脳機能 人格障害 尾状核の機能低下
高次脳機能 人格障害 婿
高次脳機能 洗　脳 家庭は問題ない
高次脳機能 人格障害 家族の崩壊
高次脳機能 人格障害 家庭の崩壊
高次脳機能 人格障害 伯父
高次脳機能 人格障害 伯母
高次脳機能 人格障害 家庭内暴力
高次脳機能 人格障害 家庭内苛め
高次脳機能 その他 自傷行為
高次脳機能 洗　脳 生活規範を親に押しつけられた
高次脳機能 その他 身体的障害
高次脳機能 洗　脳 家族と仲が悪い
高次脳機能 人格障害 自慰
高次脳機能 扁桃体 意識変容
高次脳機能 人格障害 意識不明
高次脳機能 人格障害 猫の目のように変わる感情表現
高次脳機能 人格障害 感情がきわめいて不安定
高次脳機能 人格障害 家庭
高次脳機能 洗　脳 家庭



高次脳機能 血液脳関門 アヘン毒
高次脳機能 その他 夜尿症
高次脳機能 血液脳関門 麻薬中毒
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質
高次脳機能 その他 吃逆
高次脳機能 人格障害 人間関係
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが無い
高次脳機能 人格障害 義父
高次脳機能 人格障害 義母
高次脳機能 人格障害 育ての母
高次脳機能 血液脳関門 不在ピンホール
高次脳機能 人格障害 叔父
高次脳機能 人格障害 叔母
高次脳機能 人格障害 家庭の平和
高次脳機能 人格障害 眼窩前頭皮質
高次脳機能大脳基底核(高)中間帆　（velum　interpositum）
高次脳機能 洗　脳 親から教わった生活規範は正しかった
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが有る
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭構成
高次脳機能 血液脳関門 転送転送細胞内
高次脳機能大脳基底核(高)放射冠
高次脳機能 その他 精神力動的治療
高次脳機能 人格障害 カウンセラー
高次脳機能 人格障害 自慰行為
高次脳機能 人格障害 意識不明回復見込み
高次脳機能 人格障害 意識を回復　
高次脳機能 人格障害 線条体のＢ　近心面
高次脳機能 人格障害 線条体のＡ　外側面
高次脳機能大脳基底核(高)線条体
高次脳機能 尾状核 線条体
高次脳機能 その他 ノルエピネフリン
高次脳機能大脳基底核(高)左尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核頭
高次脳機能 尾状核 尾状核頭
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 尾状核 尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核体
高次脳機能 尾状核 尾状核体
高次脳機能 その他 エピネフリン
高次脳機能 人格障害 子は子らしくあるべきだ
高次脳機能 血液脳関門 ＵＭＰ
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルトの反屈束
高次脳機能 洗　脳 家族と仲がいい
高次脳機能 洗　脳 家族のことが好き
高次脳機能 人格障害 バリア
高次脳機能 血液脳関門 バリア
高次脳機能 血液脳関門 ＵＴＰ
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｘファミリー



高次脳機能 自律神経障害 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症　ＤＮＡ損傷)
高次脳機能 血液脳関門 バリア機能
高次脳機能 血液脳関門 オリゴデンドロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｙファミリー
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能大脳基底核(高)最内包前脚
高次脳機能 尾状核 最内包前脚
高次脳機能 血液脳関門 アミノ酸中性
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２プリン受容体
高次脳機能 血液脳関門 Ｇタンパク共役型受容体
高次脳機能 人格障害 祖父
高次脳機能 人格障害 祖母
高次脳機能 その他 精神の統合性
高次脳機能 人格障害 孫
高次脳機能 人格障害 嫁
高次脳機能 人格障害 子
高次脳機能 人格障害 娘
高次脳機能 人格障害 男児
高次脳機能 人格障害 顕在意識
高次脳機能 人格障害 潜在意識
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンイオン依存性カルシウムドメイン
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンーカテニン複合体
高次脳機能 血液脳関門 遺伝子組換食品（ターミネーター）
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリン
高次脳機能 人格障害 物質的肉体
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)外包
高次脳機能 血液脳関門 細胞膜
高次脳機能 血液脳関門 ＤＮＡマイクロアレイ
高次脳機能 血液脳関門 細胞接着を通じて輪廻
高次脳機能 血液脳関門 スター型グリア細胞
高次脳機能 血液脳関門 グリシン
高次脳機能大脳基底核(高)最外包
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー
高次脳機能 人格障害 先輩
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能 人格障害 年輩者
高次脳機能 血液脳関門 疎pinocytic小砲輸送
高次脳機能 人格障害 生母
高次脳機能 人格障害 感情
高次脳機能 血液脳関門 必須アミノ酸
高次脳機能 自律神経障害 我慢ができなくなり、己の感情のままに行動するようになった
高次脳機能 その他 グリア細胞
高次脳機能 人格障害 親
高次脳機能 人格障害 母
高次脳機能 人格障害 父
高次脳機能 人格障害 妻
高次脳機能 人格障害 夫
高次脳機能 洗　脳 親離れ



高次脳機能 その他 脳脊髄液
高次脳機能 血液脳関門 霊障
高次脳機能 血液脳関門 ミクログリア
高次脳機能 その他 タウ遺伝子の変異
高次脳機能 その他 タウ遺伝子
高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じて育った
高次脳機能 洗　脳 親
高次脳機能 人格障害 良い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が好き
高次脳機能 洗　脳 両親
高次脳機能 自律神経障害 創造
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ間隙
高次脳機能 人格障害 高所恐怖症
高次脳機能 人格障害 人格解離
高次脳機能 人格障害 解離性障害
高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 人格障害 解離ヒステリー
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレインの蓄積
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体病
高次脳機能 自律神経障害 レビー（レヴイー）小体

高次脳機能 その他 解離性健忘
高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 その他 フェンフルラミン
高次脳機能 血液脳関門 痴情霊
高次脳機能 カルチノイド 金縛り
高次脳機能 人格障害 パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 人格変換
高次脳機能 人格障害 人格崩壊
高次脳機能 血液脳関門 スペロヘータ
高次脳機能 血液脳関門 細菌
高次脳機能 血液脳関門 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
高次脳機能 人格障害 愛情対象が自分から去ろうとする
高次脳機能 その他 皮質基底核変成症
高次脳機能 人格障害 人格障害　personality disorder
高次脳機能 人格障害 人格障害
高次脳機能 人格障害 パラノイド　（妄想性人格障害）
高次脳機能 人格障害 シツォイド　（分裂病質人格障害）
高次脳機能 人格障害 スキゾタイパル　（演技性人格障害）
高次脳機能 人格障害 自己愛型　（自己愛性人格障害）
高次脳機能 人格障害 ヒストリオニック
高次脳機能 人格障害 反社会型　（反社会性人格障害）
高次脳機能 人格障害 依存型　（依存性人格障害）
高次脳機能 人格障害 境界例型　（境界性人格障害）
高次脳機能 その他 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避型　（回避性人格障害）
高次脳機能 人格障害 非定型
高次脳機能 人格障害 強迫型　（強迫性人格障害）
高次脳機能 人格障害 受動攻撃型
高次脳機能 人格障害 混合型　（分裂病型人格障害）



高次脳機能 人格障害 複雑型
高次脳機能 人格障害 異型
高次脳機能 人格障害 人間として長所が無い
高次脳機能 人格障害 妄想性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病質人格障害
高次脳機能 人格障害 演技性人格障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性人格障害
高次脳機能 人格障害 反社会性人格障害
高次脳機能 人格障害 依存性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避性人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 強迫性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病型人格障害
高次脳機能 人格障害 社会に護られている　　
高次脳機能 自律神経障害 店でものをとって食べて平然としている
高次脳機能 血液脳関門 トラバース
高次脳機能 その他 犯罪
高次脳機能 自律神経障害 ＨＴＬＹ－１
高次脳機能 人格障害 眠れ無い
高次脳機能 洗　脳 愛情不足の信号
高次脳機能 人格障害 性格障害
高次脳機能 人格障害 愛情の確認を求める
高次脳機能 人格障害 愛情欲求が強い
高次脳機能 人格障害 解離性状態　（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 解離性状態（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 脳器質疾患の後遺症
高次脳機能 人格障害 神経症状態
高次脳機能 扁桃体 接枝統合失調症
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調型人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 反社会性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 演技性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 回避性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 特定不能の統合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調感情障害
高次脳機能 人格障害 依存性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 発達
高次脳機能 人格障害 発達可能
高次脳機能 人格障害 統合失調症型パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 強迫性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調症後抑うつ　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．４）
高次脳機能 人格障害 総合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調症質パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 知恵熱によるストレス
高次脳機能 人格障害 組織に護られている
高次脳機能 人格障害 遺伝的
高次脳機能 人格障害 体質的



高次脳機能 その他 老人斑
高次脳機能 その他 性格変化
高次脳機能 人格障害 睡眠不足
高次脳機能 自律神経障害 時と場所をわきまえない、浅はかな言動が多くなった
高次脳機能 人格障害 愛していない
高次脳機能 その他 パーキンソニズ
高次脳機能 その他 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
高次脳機能 その他 人格変化
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体型認知症
高次脳機能 自律神経障害 派手になってやたらと買い物をする
高次脳機能 人格障害 知恵熱
高次脳機能 人格障害 家族に護られている
高次脳機能 自律神経障害 線状体黒質変性症（ＳＮＤ）
高次脳機能 その他 進行性核上性麻痺
高次脳機能 自律神経障害 騒がしく軽々しくなった
高次脳機能 自律神経障害 何もしないでじっとしている
高次脳機能 自律神経障害 人格、性格が極端に変わってしまった
高次脳機能 自律神経障害 不潔で平気でいる
高次脳機能 人格障害 人間関係に必要以上に神経過敏
高次脳機能 血液脳関門 脳腫瘍
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレイン
高次脳機能 その他 発作・痙攣　（けいれん）
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害の様子
高次脳機能 人格障害 親に護られている
高次脳機能 人格障害 気質

高次脳機能 自律神経障害 自分の環境や状況を認識する
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 睡眠
高次脳機能 人格障害 体質

高次脳機能 人格障害 肉体
高次脳機能 人格障害 夢
高次脳機能 血液脳関門 ジャム機能バリア
高次脳機能 人格障害 ありがとう
高次脳機能 血液脳関門 ジャム
高次脳機能 人格障害 悪夢
高次脳機能 血液脳関門 転送物質の親油性
高次脳機能 血液脳関門 アルコール
高次脳機能 人格障害 発達促進
高次脳機能 人格障害 発達促進エネルギー
高次脳機能 血液脳関門 インターロイキンβはILーβ
高次脳機能 人格障害 異常性欲
高次脳機能 自律神経障害 水酸化アルミニウム
高次脳機能 人格障害 趣味
高次脳機能 人格障害 気質/体質

高次脳機能 その他 原因遺伝子
高次脳機能 人格障害 墳
高次脳機能 人格障害 墓
高次脳機能 人格障害 教会



高次脳機能 人格障害 墓地
高次脳機能 人格障害 墓碑
高次脳機能 人格障害 墓柱
高次脳機能 人格障害 供養
高次脳機能 血液脳関門 形態脳血液
高次脳機能 血液脳関門 先祖霊
高次脳機能 その他 高次脳機能
高次脳機能 血液脳関門 悪魔・サタンの霊障
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核尾
高次脳機能 尾状核 尾状核尾
高次脳機能 血液脳関門 自縛霊
高次脳機能 人格障害 愛　（Ｌｏｖｅ）
高次脳機能 人格障害 バランスを取り戻す
高次脳機能 血液脳関門 分子
高次脳機能 血液脳関門 分子として機能するタンパク結合
高次脳機能 血液脳関門 アポトーシス
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルト基底核
高次脳機能 血液脳関門 集中力
高次脳機能 人格障害 神に対する恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する恐怖
高次脳機能 人格障害 神に対する恨み
高次脳機能 血液脳関門 パラクリン
高次脳機能 人格障害 神に見放されている
高次脳機能 人格障害 神に見放されるのではと言う恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する憎しみ
高次脳機能 人格障害 神に対する憤り
高次脳機能 人格障害 神に対するプレッシャー
高次脳機能 人格障害 人
高次脳機能 人格障害 人格
高次脳機能 人格障害 人間
高次脳機能 人格障害 先祖に護られている
高次脳機能 人格障害 人類
高次脳機能 人格障害 神様に護られている

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
細　胞 細胞 トランスサイトーシス
細　胞 細胞 核膜
細　胞 細胞 女性体内よりアレルギー性の男性毛母細胞を排除する
細　胞 細胞 オートファジー　(Autophagy）
細　胞 細胞 損傷細胞
細　胞 細胞 未修復の損傷細胞を組織から排除する
細　胞 細胞 マンノース
細　胞 細胞 ＣＧＮ
細　胞 細胞 ペリオスチン　（Periostin）
細　胞 細胞 骨膜や歯根膜に特異的に発現する骨のタンパク質
細　胞 細胞 フイタニン酸
細　胞 細胞 節前ニューロン
細　胞 細胞 毛母細胞
細　胞 細胞 女性毛母細胞
細　胞 細胞 男性毛母細胞
細　胞 細胞 汗疱性白癬　　　
細　胞 細胞 脂肪酸アシルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
細　胞 細胞 核
細　胞 細胞 ペリオスチンが発現し
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の再誕生
細　胞 細胞 マスト細胞
細　胞 細胞 細網内皮系
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞から新毛発生
細　胞 細胞 細網内皮系の機能を高める
細　胞 細胞 歯根細胞
細　胞 細胞 ノコダゾール
細　胞 細胞 Ｂ細胞刺戟作用
細　胞 細胞 ＴＣＲ変異細胞
細　胞 細胞 ＴＣＲ　ＶＦの上昇
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
細　胞 細胞 Ｂリンパ球表面
細　胞 細胞 ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
細　胞 細胞 プレフェルジンＡ
細　胞 細胞 歯根組織再生
細　胞 細胞 ＮＡＤＰアーゼ
細　胞 ミトコンドリア 膜間スペース(膜間腔)
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ配列
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ受容体
細　胞 細胞 CD25+CD4+制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 毛母細胞再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のｐＨバランス
細　胞 細胞 ウオルマン病
細　胞 細胞 複合液晶
細　胞 細胞 複合結晶
細　胞 細胞 老化
細　胞 細胞 プラーナエネルギー
細　胞 細胞 寒冷凝集素症



細　胞 細胞 ヒアルロン酸
細　胞 細胞 ファーバー病　（Farber disease）
細　胞 細胞 遊離シアル酸蓄積症
細　胞 細胞 ペリオスチンが負荷への応答として誘導されている
細　胞 細胞 ビタミンB6
細　胞 細胞 ファブリー病　（Fabry's disease）
細　胞 細胞 糖脂質
細　胞 細胞 角化血管腫
細　胞 細胞 マンノース６リン酸
細　胞 細胞 ビタミンK
細　胞 細胞 糖蛋白代謝異常症
細　胞 細胞 血清蛋白質
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のイオン
細　胞 細胞 セロイドリポフスチノーシス
細　胞 細胞 糖鎖
細　胞 細胞 コンドロイチン硫酸 （chondroitin sulfate）
細　胞 細胞 砂糖(ショ糖)
細　胞 細胞 乳糖(ラクトース)
細　胞 細胞 糖原病
細　胞 細胞 糖原貯蔵症
細　胞 細胞 糖原病Ⅱ型
細　胞 細胞 グリコシデース
細　胞 細胞 グリコーゲン
細　胞 細胞 ブドウ糖
細　胞 細胞 ガラクトース　（ＧＡＬ）
細　胞 細胞 シアル酸　（ＳＡ）
細　胞 細胞 ーα－ガラクトシダーゼＡ
細　胞 細胞 マンノース６リン酸レセプター
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミン
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 Ｎーアセチルノイラミン酸
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 体液漿毒素混入
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 浸透圧
細　胞 細胞 過酸化水素
細　胞 細胞 体液漿
細　胞 細胞 体液漿の異常
細　胞 細胞 膠原病
細　胞 細胞 液晶
細　胞 細胞 糖新生
細　胞 細胞 フォスファテース
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミントランスフェラーゼ
細　胞 細胞 水分代謝
細　胞 細胞 結晶粒界
細　胞 細胞 レプチン
細　胞 細胞 多結晶
細　胞 細胞 マクロファージ
細　胞 ミトコンドリア 活性酸素



細　胞 細胞 免疫複合体(IC)
細　胞 細胞 自己免疫疾患の原因
細　胞 細胞 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
細　胞 細胞 マクロファージを活性化
細　胞 細胞 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
細　胞 細胞 マクロファージ活性化作用
細　胞 細胞 硫酸
細　胞 細胞 混晶
細　胞 細胞 フオーブス病(Ⅲ型)
細　胞 細胞 ハース病(Ⅵ型)
細　胞 細胞 タルク
細　胞 細胞 立体配座　（りったいはいざ　Conformation）
細　胞 細胞 外性器の皮膚
細　胞 細胞 リン酸
細　胞 細胞 水素細菌
細　胞 細胞 血行不良
細　胞 ミトコンドリア 酸素　8
細　胞 細胞 治癒系
細　胞 細胞 葉酸
細　胞 細胞 電子質量
細　胞 細胞 イソクエン酸
細　胞 細胞 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
細　胞 細胞 治癒系を強化
細　胞 細胞 酸化的クエン酸回路
細　胞 細胞 還元的クエン酸回路
細　胞 細胞 末梢血幹細胞
細　胞 細胞 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
細　胞 細胞 基礎代謝
細　胞 細胞 癌幹細胞
細　胞 細胞 末梢神経性疾患
細　胞 細胞 胸腺の萎縮
細　胞 細胞 乾燥肌
細　胞 細胞 貧血
細　胞 細胞 臀部の皮膚
細　胞 細胞 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
細　胞 細胞 大陰唇の皮膚
細　胞 細胞 小陰唇の皮膚
細　胞 細胞 敏感肌
細　胞 細胞 赤ら顔
細　胞 細胞 下肢の皮膚
細　胞 細胞 ゴーシェ病　（Gaucher's disease）
細　胞 細胞 食作用(ファゴサイトーシス、phagocytosis)
細　胞 細胞 リピドーシス
細　胞 細胞 介在細胞のＨ＋-ＡＴＰａｓｅが欠損
細　胞 細胞 飲作用(ピノサイトーシス、pinocytosis)
細　胞 細胞 細胞外物質　（リガンド）
細　胞 細胞 プログラム細胞死
細　胞 細胞 老廃細胞



細　胞 細胞 温熱中枢(体温調節中枢)
細　胞 細胞 腹部
細　胞 細胞 交感神経節前ニューロン（節前線維）
細　胞 細胞 交感神経プレモーターニューロン（節後線維）
細　胞 ミトコンドリア 水素　1
細　胞 細胞 胸腺
細　胞 細胞 シャイエ症候群　（Ｓcheie　syndrome）
細　胞 細胞 脂質代謝異常症
細　胞 細胞 正常細胞
細　胞 細胞 脊部・胴
細　胞 細胞 歯髄細胞
細　胞 細胞 腹部の皮膚
細　胞 細胞 液性免疫
細　胞 細胞 胸腺の重量
細　胞 細胞 脂質二重膜
細　胞 細胞 胸部の皮膚
細　胞 細胞 造血幹細胞
細　胞 細胞 上肢の皮膚
細　胞 細胞 Ｈ

＋
-ＡＴＰａｓｅ

細　胞 細胞 表皮細胞間脂質
細　胞 細胞 皮脂膜
細　胞 細胞 細胞間脂質
細　胞 細胞 ＮＭＦ
細　胞 細胞 神経細胞成長因子
細　胞 細胞 脊部・胴の皮膚
細　胞 細胞 体毛
細　胞 細胞 歯髄組織再生
細　胞 細胞 下腹部の皮膚
細　胞 細胞 AccuTnl(トロポニンⅠ)
細　胞 細胞 HER-2(ヒト上皮成長因子受容体2)
細　胞 細胞 乳房の皮膚
細　胞 細胞 細胞性免疫
細　胞 細胞 ミオグロビン
細　胞 細胞 骨組織再生
細　胞 細胞 神経細胞再生
細　胞 細胞 美肌細胞
細　胞 細胞 肌細胞
細　胞 細胞 腺細胞
細　胞 細胞 細胞質
細　胞 細胞 筋肉組織再生
細　胞 細胞 介在細胞
細　胞 細胞 iPS細胞
細　胞 細胞 細胞質基質
細　胞 細胞 原形質膜(細胞膜)
細　胞 細胞 肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼ
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼを発現
細　胞 細胞 臓器再生



細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 皮膚再生
細　胞 細胞 美肌細胞の再誕生
細　胞 細胞 幹細胞
細　胞 細胞 間葉系幹細胞
細　胞 細胞 血管再生
細　胞 細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
細　胞 細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
細　胞 細胞 美肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 湿疹
細　胞 細胞 慢性湿疹
細　胞 細胞 急性湿疹
細　胞 細胞 一般創傷
細　胞 細胞 食欲不振
細　胞 細胞 便秘にもなりがちな方
細　胞 細胞 アラビアゴム
細　胞 細胞 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
細　胞 細胞 β-グルコセレブロシダーゼ欠損
細　胞 細胞 α-グルコシダーゼ(酸性マルターゼ)欠損症
細　胞 細胞 熱中症
細　胞 細胞 一般虚弱体質
細　胞 細胞 ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 細胞 酸化還元電位(EO)
細　胞 細胞 セクレチン
細　胞 細胞 歯細胞
細　胞 細胞 歯肉細胞
細　胞 細胞 老廃細胞の貪食を促進
細　胞 細胞 頸部の皮膚
細　胞 細胞 ルミンＡ
細　胞 細胞 細胞賦活用薬
細　胞 細胞 歯組織再生
細　胞 細胞 歯肉組織再生
細　胞 細胞 α1酸性糖蛋白
細　胞 細胞 深部の温度受容器
細　胞 細胞 温度感受性ニューロン(温ニューロン)
細　胞 細胞 皮膚の温度受容器
細　胞 細胞 サイトカイン
細　胞 細胞 炎症性サイトカイン
細　胞 細胞 オメガー6脂肪酸
細　胞 細胞 細胞の誘導
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膨化(膨張化)

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のイオン濃度勾配

細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアに感染するウィルス

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のプロトン濃度勾配

細　胞 細胞 ミトコンドリアのＡＴＰ合成
細　胞 細胞 ミトコンドリアの過労



細　胞 細胞 ミトコンドリアの疲労
細　胞 細胞 ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 細胞 ミトコンドリアのクリステ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの内膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの外膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの外膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの脂肪酸のβー酸化
細　胞 ミトコンドリア 老化におけるミトコンドリア遺伝子変異蓄積
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのPTP(permeability transition pore)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア病
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子多型
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178CをMt5178Aへ変える
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアからの活性酸素の漏出
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膜電位
細　胞 ミトコンドリア 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 細胞 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア脳筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン濃度
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン
細　胞 細胞 αーグルコシダーゼ　（酸性マルターゼ）
細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 骨髄幹細胞
細　胞 細胞 感覚器再生
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞の排除
細　胞 細胞 脂漏性皮膚炎
細　胞 細胞 急性化膿性疾患
細　胞 細胞 抗体と結合した異物の貪食促進
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞
細　胞 細胞 脂漏細胞
細　胞 細胞 レフサム病
細　胞 細胞 マイクロストラクチャ
細　胞 細胞 コレステロール
細　胞 細胞 凍傷
細　胞 細胞 脂漏
細　胞 ミトコンドリア π電子
細　胞 ミトコンドリア 電子
細　胞 ミトコンドリア 電子伝達系
細　胞 細胞 抗原抗体反応
細　胞 細胞 リンホカイン型感作リンパ球
細　胞 細胞 炭酸固定反応
細　胞 細胞 スクシニンＣｏＡ
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸ーαーケトグルタル酸輸送体
細　胞 ミトコンドリア porin(ポリン)
細　胞 ミトコンドリア αーケトグルタル酸(2ーオキソグルタル酸)
細　胞 細胞 脱水素酵素



細　胞 細胞 ランゲルハンス細胞
細　胞 ミトコンドリア アスピリン
細　胞 ミトコンドリア メチオニン残基
細　胞 ミトコンドリア メチオニン
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 宇宙電子
細　胞 細胞 スライ病(Sly　disease)
細　胞 細胞 サンフィリッポ症候群
細　胞 ミトコンドリア TCA回路
細　胞 細胞 神経組織再生
細　胞 細胞 感覚器耳組織再生
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 脂肪性下痢・脂肪便
細　胞 細胞 アレルギー性疾患
細　胞 細胞 アスパルチルグルコサミン尿症
細　胞 細胞 マッカードル病(Ⅴ型)
細　胞 細胞 アンダーセン病(Ⅳ型)
細　胞 細胞 非病原性の常在性微生物（ウィルス・細菌)による不顕性の細胞内感染症

細　胞 細胞 脂肪酸酸化異常症
細　胞 細胞 垂井病(Ⅶ型)
細　胞 細胞 MCAD欠損症
細　胞 細胞 熱傷
細　胞 細胞 ヒト免疫抗体耐性菌
細　胞 細胞 熱傷様皮膚症候群
細　胞 細胞 ポンペ病　（Pompe　disease）
細　胞 細胞 フオン・ゲールケ病(IB型)
細　胞 細胞 異染体白質ジストロフィー
細　胞 細胞 αフォドリン　（タンパク質）
細　胞 細胞 ＲｂＡｐ　（タンパク質）
細　胞 細胞 ガングリオシド
細　胞 細胞 細胞がコラーゲンを分泌
細　胞 細胞 ヒドロキシラジカル
細　胞 細胞 コラーゲン繊維による再構成
細　胞 細胞 ビタミンB12
細　胞 ミトコンドリア サリチル酸
細　胞 細胞 ＧＭ１ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 粘液層　（slime layer）
細　胞 細胞 スフィン（脂質）ゴミエリン
細　胞 細胞 スフィンゴリピドーシス
細　胞 細胞 スフィンゴリピド
細　胞 細胞 ーβ－グルコセレブロシダーゼ
細　胞 細胞 デオキシ糖
細　胞 細胞 オキサロ酢酸
細　胞 細胞 チアミンピロフォスファターゼ
細　胞 細胞 Ｇａｌトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 免疫グロブリンG
細　胞 細胞 免疫グロブリンA



細　胞 細胞 免疫グロブリンM
細　胞 細胞 免疫グロブリンE
細　胞 細胞 経ロ免疫寛容
細　胞 細胞 小胞のバルク輸送
細　胞 細胞 オメガー3脂肪酸
細　胞 細胞 小胞体のカルシウム貯蔵管理
細　胞 細胞 粗面小胞体の蛋白質合成
細　胞 細胞 非ヒストン核タンパク
細　胞 細胞 小胞体の代謝
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 小胞体保留シグナル　（ER retention signal）
細　胞 細胞 トキソIgMⅡ
細　胞 細胞 ラムダ鎖
細　胞 細胞 トキソIgG
細　胞 ミトコンドリア VDAC(vdtage-dependent anion channel)
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質の輸送
細　胞 細胞 滑面小胞体の脂質合成
細　胞 細胞 リゾチーム
細　胞 細胞 ＧＭ２ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 生物学的監視機構
細　胞 細胞 生体防御機構
細　胞 細胞 インターロイキン１（ＩＬ－１）
細　胞 細胞 マルチプルサルファターゼ欠損症
細　胞 細胞 ガラクトシアリドーシス
細　胞 細胞 シアリドーシス
細　胞 細胞 温度不感覚症候群
細　胞 細胞 能動汗腺衰退症
細　胞 細胞 アナプレロティック反応
細　胞 細胞 膜結合型メタロプロテイナーゼ(MT1-MMP)
細　胞 細胞 ＭＩＳＴを欠損したＮＫ細胞
細　胞 細胞 ＭＩＳＴ
細　胞 細胞 ライソゾーム病
細　胞 細胞 ーＬysーＡspーGluーcooー
細　胞 ミトコンドリア アセチルーCoA
細　胞 細胞 ピルビン酸カルボキシラーゼ
細　胞 細胞 呼吸鎖複合体
細　胞 細胞 ラムダファージ(λファージ)
細　胞 細胞 T4フアージ
細　胞 細胞 α1アンチトリプシン
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 トランスフェリン
細　胞 細胞 アンチトロンビン皿
細　胞 細胞 リンフォカイン
細　胞 細胞 セルロプラスミン
細　胞 細胞 細胞外マトリクス
細　胞 細胞 万能細胞
細　胞 細胞 クラスリン
細　胞 細胞 シトクロムＰ４５０
細　胞 細胞 アセチルCoA



細　胞 細胞 O抗原
細　胞 細胞 K抗原
細　胞 細胞 Vi抗原
細　胞 細胞 結合タンパク質　（ＢｉＰ；Ｂinding　Ｐrotein）
細　胞 細胞 α受容体
細　胞 細胞 β受容体
細　胞 細胞 褐色脂肪組織
細　胞 細胞 ライソソーム内部の水素イオン指数
細　胞 細胞 α1マイクログロブリン
細　胞 細胞 β2マイクログロブリン
細　胞 細胞 抗ストレプトリジンO(ASO)
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 神経細胞のゴルジ体のカテコールアミンの分泌
細　胞 細胞 ゲノム損傷性ストレス
細　胞 細胞 プラズマ細胞
細　胞 ミトコンドリア カルシウムイオン
細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質へ脂質を付加する機能
細　胞 細胞 生体膜
細　胞 細胞 リソソーム、またはライソソーム　（lysosome）
細　胞 細胞 自己防御システム
細　胞 細胞 プルキンエ細胞 （小脳）
細　胞 細胞 インターロイキンー23(IL-23)
細　胞 細胞 原子エネルギー
細　胞 細胞 光DNA
細　胞 細胞 エ一テル質量
細　胞 細胞 宇宙原子核エネルギー
細　胞 細胞 コスモ細胞
細　胞 細胞 宇宙細胞
細　胞 細胞 アガペー
細　胞 細胞 ゴルジ体
細　胞 細胞 ジアリルトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 アセチルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヘルパーＴ細胞の減少
細　胞 ミトコンドリア ATP(アデノシン三リン酸)
細　胞 細胞 分泌タンパク質
細　胞 ミトコンドリア ATP合成酵素
細　胞 ミトコンドリア アポトーシス
細　胞 細胞 アポトーシス
細　胞 細胞 体性運動神経系
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質のプロセシング
細　胞 細胞 滑面小胞体
細　胞 細胞 粗面小胞体
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 Ｔ4ファージ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中の蛋白遺伝子
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 ミトコンドリアのアポトーシス管理機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのカルシウム貯蔵機能



細　胞 細胞 ミトコンドリアの酸化的リン酸化機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのエネルギー生産機能
細　胞 細胞 リパーゼ
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 アポリポ蛋白A1
細　胞 細胞 アポリポ蛋白B
細　胞 細胞 ハプトグロブリン
細　胞 細胞 C一反応性蛋白
細　胞 細胞 Tr1細胞
細　胞 細胞 カッパ鎖
細　胞 細胞 クレブス回路　（クエン酸回路）
細　胞 細胞 補体C3
細　胞 細胞 補体C4
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178A
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178C
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のリボソームRNA
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のトランスファーRNA
細　胞 細胞 カテコールアミン
細　胞 細胞 細胞膜
細　胞 細胞 補体(ほたい、compＩement)
細　胞 ミトコンドリア NADH脱水素酵素
細　胞 細胞 H+ポンプ
細　胞 細胞 酸性ホスファターゼ
細　胞 ミトコンドリア 細胞質ゾル
細　胞 細胞 依存性アポトーシス活性
細　胞 細胞 炎症を抑制し皮膚および唾液腺細胞に対して効果を有する物質

EGCG細　胞 細胞 アポトーシス活性
細　胞 細胞 依存性アポトーシスを介した組織修復
細　胞 細胞 ＮＫ細胞
細　胞 細胞 活性化ＮＫ細胞受容体
細　胞 細胞 シトクロム
細　胞 細胞 恒常的排除
細　胞 細胞 延髄縫線核
細　胞 細胞 ヌクレアーゼ
細　胞 細胞 プロトンポンプ
細　胞 細胞 VGLUT3免疫陽性ニューロン
細　胞 細胞 VGLUT2
細　胞 ミトコンドリア プロトン
細　胞 細胞 遺伝子『P2×4』
細　胞 細胞 生体内の電子伝達体(でんしでんたつたい)
細　胞 細胞 加水分解酵素
細　胞 細胞 小胞体タンパク質
細　胞 細胞 エンドサイトーシス(Endocytosis)
細　胞 細胞 小胞体
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 感覚器鼓膜再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 プロタンディム



細　胞 細胞 抑制性Ｔ細胞
細　胞 細胞 偏性細胞内増殖寄生体(偏性細胞内寄生体)
細　胞 細胞 ハント症候群
細　胞 細胞 溶原菌
細　胞 細胞 テンペレートファージ
細　胞 細胞 プロファージ
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 莢膜
細　胞 細胞 ビルレントファージ
細　胞 ミトコンドリア ピルビン酸脱水素酵素
細　胞 細胞 α2マクログロブリン
細　胞 ミトコンドリア NSAIDs
細　胞 細胞 ピルビン酸
細　胞 細胞 ピルビン酸脱水素複合体欠損
細　胞 細胞 ピルビン酸代謝異常症
細　胞 細胞 4一ヒドロキシートランスｰ2ーノネナール(HNE)
細　胞 細胞 エピジェネティック
細　胞 細胞 エキソサイトーシス(Exocytosis;開ロ分泌)
細　胞 細胞 ピノソーム
細　胞 細胞 ゴルジ偏平嚢
細　胞 細胞 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
細　胞 細胞 ホスホエノールピルビン酸
細　胞 細胞 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
細　胞 細胞 オートファゴソーム
細　胞 細胞 プライマリーライソソーム
細　胞 細胞 ユビキチン＆＃8722；プロテアソーム系
細　胞 ミトコンドリア ロイシン転移RNA
細　胞 細胞 ファゴソーム
細　胞 細胞 二次ライソソーム
細　胞 ミトコンドリア ジクロロ酢酸ナトリウム(sodium dichloroacetate:DCA)
細　胞 細胞 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
細　胞 細胞 エンドソーム
細　胞 細胞 奇麗
細　胞 細胞 リポタンパク質
細　胞 細胞 γc遺伝子
細　胞 細胞 アクロソーム
細　胞 細胞 遺伝子Klf4
細　胞 細胞 遺伝子Oct3/
細　胞 細胞 被覆小胞
細　胞 細胞 血管運動機構
細　胞 細胞 シスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 ゴルジ体のムコ多糖類の合成
細　胞 細胞 トランスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 吻側延髄腹外側野
細　胞 ミトコンドリア 脱共役作用(uncoupling effec)
細　胞 ミトコンドリア mitochondrial protonophoric uncouplers
細　胞 細胞 ポルフィリン
細　胞 細胞 遺伝子Sox2
細　胞 細胞 脊髄の中間外側細胞柱



細　胞 細胞 分泌顆粒
細　胞 細胞 一次ライソソーム
細　胞 細胞 遺伝子c-Myc
細　胞 細胞 奇麗な身体
細　胞 細胞 奇麗に生りたい
細　胞 細胞 膜タンパク質
細　胞 ミトコンドリア 穴蛋白(a pore protein)
細　胞 細胞 ゴルジ体シス面
細　胞 細胞 ゴルジ小胞
細　胞 細胞 小胞性グルタミン酸トランスポ一ターVGLUT3
細　胞 細胞 ゴルジ体トランス面
細　胞 細胞 Foxp3遺伝子
細　胞 細胞 ゴルジ層板(Golgi stack)
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分の中間嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のトランス嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のシス嚢
細　胞 細胞 核孔
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 ミトコンドリアＤＮＡ（mtＤＮＡ）
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞外へ排出する機能
細　胞 ミトコンドリア ビオチン(ピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素)
細　胞 細胞 通性細胞内増殖寄生体(細胞内寄生体)
細　胞 細胞 インターロイキンー12(IL-12)
細　胞 細胞 高感度C一反応性蛋白
細　胞 細胞 C3ブロアクチベータ
細　胞 細胞 リポ蛋白α
細　胞 細胞 トランス・ゴルジ網
細　胞 細胞 シス・ゴルジ網
細　胞 細胞 NMDA(N一メチルｰD一アスパラギン酸)
細　胞 細胞 D一アスパラギン酸

細　胞 細胞
細胞レベルの呼吸・消化・代謝・同化・異化・排出の生命の渦のシステ
ムつまりエネルギー代謝

細　胞 細胞 ルベラIgM
細　胞 細胞 ルベラIgG
細　胞 細胞 HBs Ab*
細　胞 細胞 HBc IgM
細　胞 細胞 HBs Ag
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生菌
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のコミュニケーション
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のクオラムセンシング (Quorum sensing)

細　胞 細胞 細胞間基質
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生体(obligate intracellular parasite)
細　胞 細胞 身体再生
細　胞 細胞 小胞体からゴルジ体を通じる通常の輸送経路
細　胞 細胞 補酵素
細　胞 細胞 小胞輸送
細　胞 細胞 リボソーム
細　胞 細胞 ゴルジ体から小胞体を通じる返送経路
細　胞 細胞 酵素反応



細　胞 細胞 C反応性蛋白(CRP)
細　胞 細胞 ゴルジ体の小胞体から送られてきたタンパク質ヘ糖鎖を付加する機能

細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質の選別
細　胞 ミトコンドリア 環状二重鎖DNA
細　胞 細胞 ポリリボソーム
細　胞 細胞 宇宙原子
細　胞 細胞 リボソームRNA(rRNA)
細　胞 細胞 生体内の電子伝達系
細　胞 細胞 母親のミトコンドリアＤＮＡ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
リンパ リンパ 重層扁平上皮
リンパ リンパ 咽頭の後壁
リンパ リンパ ナチュラルキラーＴ細胞
リンパ リンパ Ｂ細胞
リンパ リンパ系２ Ｍ細胞
リンパ リンパ系２ マイクロフキールド細胞のM細胞
リンパ リンパ 漿膜　(腹膜)
リンパ リンパ 単層扁平上皮
リンパ リンパ 扁平上皮
リンパ リンパ Ｔリンパ球前駆細胞
リンパ リンパ Ｂリンパ球
リンパ リンパ リンパ叢
リンパ リンパ 胸腔
リンパ リンパ 大鎖骨上窩
リンパ リンパ 右リンパ本幹
リンパ リンパ 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
リンパ リンパ 胸膜(肺)
リンパ リンパ 気管分岐部
リンパ リンパ 肋間筋
リンパ リンパ 右頚リンパ本幹
リンパ リンパ 左頚リンパ本幹
リンパ リンパ 乳糜槽
リンパ リンパ 前縦隔リンパ節
リンパ リンパ 横隔膜リンパ節
リンパ リンパ 後縦隔リンパ節 posterior mediastinal lymph nodes
リンパ リンパ 大動脈リンパ叢
リンパ リンパ 仙骨前リンパ節
リンパ リンパ 大動脈リンパ叢(腰リンパ節)
リンパ リンパ 横隔リンパ節
リンパ リンパ 下気管気管支リンパ節
リンパ リンパ 上気管気管支リンパ節
リンパ リンパ 腹腔リンパ節
リンパ リンパ 腹壁リンパ節
リンパ リンパ 腸リンパ本幹 　intestinal trunk
リンパ リンパ 縦隔リンパ本管
リンパ リンパ 左腰リンパ本幹
リンパ リンパ 右腰リンパ本幹
リンパ リンパ 腰リンパ本幹 lumbar trunk
リンパ リンパ 前縦隔リンパ節
リンパ リンパ 上腸間膜リンパ節
リンパ リンパ 浅鼡径リンパ節
リンパ リンパ 深鼠径リンパ節
リンパ リンパ 深鼠径リンパ節からの輸出管
リンパ リンパ 肝リンパ節
リンパ リンパ 右胃大網リンパ節
リンパ リンパ 肋間リンパ節
リンパ リンパ 中結腸リンパ節
リンパ リンパ 右気管支縦隔リンパ本幹



リンパ リンパ 鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 腋窩リンパ叢
リンパ リンパ 深頚リンパ本幹
リンパ リンパ 後縦隔リンパ節
リンパ リンパ 回結腸リンパ節
リンパ リンパ 気管支縦隔リンパ本幹 bronchomediastinal trunk
リンパ リンパ 肺リンパ節
リンパ リンパ 膵脾リンパ節
リンパ リンパ 下腸間膜リンパ節
リンパ リンパ 咽頭後リンパ節
リンパ リンパ 肘リンパ節 cubital lymph nodes
リンパ リンパ 右リンパ本幹(右胸管)
リンパ リンパ 腰リンパ本幹
リンパ リンパ 胸筋下リンパ節
リンパ リンパ 胸筋間リンパ節
リンパ リンパ 胸筋リンパ節 pectoral lymph nodes
リンパ リンパ 左胃大網リンパ節
リンパ リンパ 後リンパ節posterior lymph nodes
リンパ リンパ 肋間リンパ節
リンパ リンパ 肩甲下動脈
リンパ リンパ 右鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 鎖骨下リンパ本幹 subclavian trunk
リンパ リンパ 左鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 幽門リンパ節
リンパ リンパ 頚リンパ本幹　 jugular trunk
リンパ リンパ 左結腸リンパ節
リンパ リンパ 気管リンパ節
リンパ リンパ カイロミクロンchylomicron
リンパ リンパ 気管支縦隔リンパ本幹
リンパ リンパ 気管リンパ節 tracheal lymph nodes
リンパ リンパ 左リンパ本幹
リンパ リンパ 胸管 thoracic duct
リンパ リンパ リンパ本幹
リンパ リンパ リンパ液漿
リンパ リンパ リンパ本管
リンパ リンパ 中心リンパ節central lymph nodes
リンパ リンパ 外側リンパ節 lateral lymph nodes
リンパ リンパ 骨髄由来リンパ球　bone marrow-derived lymphocyte
リンパ リンパ系 総頸動脈
リンパ リンパ 大伏在静脈
リンパ リンパ 胃の大弯
リンパ リンパ 胃の小弯
リンパ リンパ系２ 流動電位
リンパ リンパ 上腕筋膜
リンパ リンパ系２ 電解質
リンパ リンパ系２ 重力作用に対する生体の対応によって生ずる流動電位
リンパ リンパ系２ 水の流体力学現象で生ずる流動電流
リンパ リンパ系２ チトクロンA
リンパ リンパ系２ チトクロンB



リンパ リンパ系２ チトクロンC
リンパ リンパ 小腸の粘膜上皮
リンパ リンパ 小腸の粘膜筋板
リンパ リンパ 小腸の粘膜下組織
リンパ リンパ系 小伏在静脈
リンパ リンパ系２ 化生metaplasia現象
リンパ リンパ リンパ腫瘍
リンパ リンパ リンパ節癌
リンパ リンパ 皮膚腫瘍
リンパ リンパ 皮膚癌
リンパ リンパ系２ ラマルクの用不用の法則
リンパ リンパ 鎖骨下動脈
リンパ リンパ 右鎖骨下静脈
リンパ リンパ系 右鎖骨下静脈
リンパ リンパ系 左鎖骨下静脈
リンパ リンパ 鎖骨下静脈
リンパ リンパ 大動脈弓
リンパ リンパ 気管支
リンパ リンパ 胸大動脈
リンパ リンパ 内陰部動脈
リンパ リンパ 内外腸骨動脈
リンパ リンパ 内腸骨動脈
リンパ リンパ 閉鎖動脈
リンパ リンパ系 内頸動脈
リンパ リンパ 神経細静脈
リンパ リンパ 骨細静脈
リンパ リンパ 細静脈　（筋肉）
リンパ リンパ系２ 鼻呼吸
リンパ リンパ 上殿動脈
リンパ リンパ 毛細血管
リンパ リンパ 腕神経叢
リンパ リンパ 血漿
リンパ リンパ 下殿動脈
リンパ リンパ系２ 細胞同化
リンパ リンパ系 リンパ静脈
リンパ リンパ 腸腰動脈
リンパ リンパ 細動脈　（筋肉）
リンパ リンパ 細動脈　（骨）
リンパ リンパ 細動脈　（神経）
リンパ リンパ 中心乳靡腔(毛細リンパ管の盲端）
リンパ リンパ 右腕頭静脈
リンパ リンパ 静脈性毛細血管
リンパ リンパ 大動脈裂孔
リンパ リンパ 毛細リンパ管の内皮細胞
リンパ リンパ 腰動脈
リンパ リンパ 毛細リンパ管Iymph capillary
リンパ リンパ系２ ATP
リンパ リンパ 主気管支
リンパ リンパ 毛細リンパ管の内皮細胞同士の接合



リンパ リンパ リンパ液浸出
リンパ リンパ リンパ球性間質性腎炎
リンパ リンパ リンパ球性間質性肺炎　（ＬＩＰ）
リンパ リンパ リンパ管カルチノイド
リンパ リンパ 鼠径部の皮下
リンパ リンパ 肋間動脈
リンパ リンパ 肋間静脈
リンパ リンパ 小腸粘膜
リンパ リンパ 耳介後リンパ節
リンパ リンパ 小腸の筋層
リンパ リンパ 腹大動脈
リンパ リンパ 卵巣のリンパ管
リンパ リンパ 下行結腸
リンパ リンパ系 後頭リンパ節
リンパ リンパ 大腿筋膜
リンパ リンパ系 耳下腺リンパ節
リンパ リンパ系 耳介後リンパ節
リンパ リンパ 内腸骨リンパ節
リンパ リンパ 顎下リンパ節
リンパ リンパ系 顎下リンパ節
リンパ リンパ系 乳房傍リンパ節
リンパ リンパ 腋窩動脈
リンパ リンパ 骨盤内面の深リンパ管
リンパ リンパ 鼠径部(モモのツケネ)
リンパ リンパ 肺の両側肺門リンパ節腫脹
リンパ リンパ 骨盤外面の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 臀部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 子宮上部のリンパ管
リンパ リンパ 骨盤部のリンパ
リンパ リンパ 骨盤外面の深層の深リンパ管
リンパ リンパ 横隔膜
リンパ リンパ 大動脈
リンパ リンパ 大腿静脈
リンパ リンパ 左胃動脈
リンパ リンパ 胸骨
リンパ リンパ 心臓
リンパ リンパ リンパ
リンパ リンパ 粘膜固有層　（小腸）
リンパ リンパ 上大静脈
リンパ リンパ 上腕静脈
リンパ リンパ 胸腺
リンパ リンパ 外頚静脈
リンパ リンパ 後脛骨動脈
リンパ リンパ 腸間膜
リンパ リンパ 肺動脈
リンパ リンパ 後頭リンパ節
リンパ リンパ 上リンパ節 apical lymph nodes(鎖骨上リンパ節)
リンパ リンパ系 鎖骨上リンパ節
リンパ リンパ 胸骨傍リンパ節



リンパ リンパ系 胸骨傍リンパ節
リンパ リンパ 腋窩リンパ節
リンパ リンパ系 腋窩リンパ節
リンパ リンパ系 鎖骨下リンパ節
リンパ リンパ系 おとがい下リンパ節
リンパ リンパ系 胸筋間リンパ節
リンパ リンパ系 下深頸リンパ節
リンパ リンパ 膝窩リンパ節
リンパ リンパ系 膝窩リンパ節
リンパ リンパ系 浅鼠径リンパ節
リンパ リンパ 大腿筋膜張筋
リンパ リンパ 大腿筋膜張筋弁
リンパ リンパ 脾臓
リンパ リンパ 乳靡胸
リンパ リンパ系 輸入リンパ管
リンパ リンパ 脾臓脈
リンパ リンパ 軟骨
リンパ リンパ 下腸間膜動脈
リンパ リンパ 門脈
リンパ リンパ 総肝動脈
リンパ リンパ 赤脾臓 red pulp
リンパ リンパ 乳腺
リンパ リンパ 腋窩静脈
リンパ リンパ 咽頭
リンパ リンパ 咽頭後リンパ節
リンパ リンパ 上腕動脈
リンパ リンパ 仙骨リンパ節
リンパ リンパ 肺静脈
リンパ リンパ 左胃大網動脈
リンパ リンパ 幽門　（胃）
リンパ リンパ リンパ管　lymphatic vessel
リンパ リンパ 腸陰窩
リンパ リンパ 仙骨
リンパ リンパ系 細動脈
リンパ リンパ 十二指腸
リンパ リンパ 食道
リンパ リンパ 左胃リンパ節
リンパ リンパ 右胃リンパ節
リンパ リンパ 液性免疫humoral immunity
リンパ リンパ 横隔膜の大動脈裂孔
リンパ リンパ 中結腸動脈
リンパ リンパ 上深頚リンパ節
リンパ リンパ系 上深頸リンパ節
リンパ リンパ センチネルリンパ節　（見張りリンパ節）
リンパ リンパ系 浅頸リンパ節
リンパ リンパ オトガイ下リンパ節
リンパ リンパ系 リンパ節炎
リンパ リンパ 外側胸静脈
リンパ リンパ 外腸骨リンパ節



リンパ リンパ 浅筋膜
リンパ リンパ 縦隔後部
リンパ リンパ 浅リンパ管
リンパ リンパ 深リンパ管
リンパ リンパ 動脈性毛細血管
リンパ リンパ 小腸の内輪層
リンパ リンパ 腹壁
リンパ リンパ 後腹壁
リンパ リンパ 腸間膜の2葉
リンパ リンパ リンパ節の口蓋舌筋
リンパ リンパ リンパ節の口蓋舌弓
リンパ リンパ 輪状靭帯
リンパ リンパ 肝門
リンパ リンパ 腸間膜根部リンパ節
リンパ リンパ リンパ節の被膜
リンパ リンパ系２ ワルダエル扁桃リンパ輪
リンパ リンパ 単層扁平上皮の内皮
リンパ リンパ 右結腸動脈
リンパ リンパ 頬リンパ節
リンパ リンパ系２ 口呼吸
リンパ リンパ 深耳下腺リンパ節
リンパ リンパ 浅耳下腺リンパ節(耳介前リンパ）
リンパ リンパ 浅頚リンパ節
リンパ リンパ 脾臓の結合組織性の被膜
リンパ リンパ 深頚リンパ節
リンパ リンパ 総腸骨リンパ節
リンパ リンパ リンパ造液巣
リンパ リンパ 深腸骨回旋動脈
リンパ リンパ リンパ浸潤
リンパ リンパ 脊柱、背部の深層の筋
リンパ リンパ リンパ造液器
リンパ リンパ 乳靡
リンパ リンパ 線維芽細胞
リンパ リンパ 脾動脈
リンパ リンパ 細胞性免疫 cellular immunity
リンパ リンパ リンパ系組織の形質細胞
リンパ リンパ 肋間腔
リンパ リンパ リンパ管内膜
リンパ リンパ リンパ管中膜
リンパ リンパ リンパ管外膜
リンパ リンパ 乳腺外側部
リンパ リンパ系２ 咀嚼
リンパ リンパ 下腹壁動脈
リンパ リンパ 上腹壁動脈
リンパ リンパ 白脾髄 white pulp
リンパ リンパ 内胸動脈
リンパ リンパ 頚部のリンパ節
リンパ リンパ 頚部のリンパ管
リンパ リンパ リンパ管の弁



リンパ リンパ 下肢の本幹動脈
リンパ リンパ 肺門
リンパ リンパ 腰リンパ節
リンパ リンパ 右結腸リンパ節
リンパ リンパ 脊柱管
リンパ リンパ 気管支肺リンパ節(肺門リンパ節)
リンパ リンパ 洞様毛細血管網(脾洞)
リンパ リンパ リンパ節カルチノイド
リンパ リンパ 悪性リンパ腫　（非ホジキンリンパ腫）
リンパ リンパ 扁平上皮がん
リンパ リンパ リンパ組織カルチノイド
リンパ リンパ 骨盤内臓のリンパ
リンパ リンパ リンパ球比率の上昇
リンパ リンパ リンパ球比率が低下
リンパ リンパ 胃十二指腸動脈
リンパ リンパ 回結腸動脈
リンパ リンパ 直腸のリンパ管
リンパ リンパ 臀部リンパ節
リンパ リンパ 横行結腸
リンパ リンパ 外腸骨動脈
リンパ リンパ 直腸
リンパ リンパ リンパ球
リンパ リンパ 上動脈
リンパ リンパ 腹腔動脈
リンパ リンパ系２ ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
リンパ リンパ系２ 腸扁桃(GALT)
リンパ リンパ系２ 腸扁桃のリンパろ胞
リンパ リンパ 上腸間膜動脈
リンパ リンパ 前脛骨動脈
リンパ リンパ 右胃動脈
リンパ リンパ 右胃大網動脈
リンパ リンパ 総腸骨動脈
リンパ リンパ リンパ節
リンパ リンパ 大腿動脈
リンパ リンパ 前脛骨リンパ節
リンパ リンパ 膝窩動脈
リンパ リンパ 下大静脈
リンパ リンパ 輸出リンパ管
リンパ リンパ 輸入リンパ管
リンパ リンパ系 被膜
リンパ リンパ系 リンパ小節
リンパ リンパ系 リンパ洞
リンパ リンパ 右内頚静脈
リンパ リンパ 内頚静脈
リンパ リンパ系 内頸静脈
リンパ リンパ リンパ球
リンパ リンパ 外肋間筋
リンパ リンパ 小胸筋
リンパ リンパ リンパ球性白血病



リンパ リンパ 小腸
リンパ リンパ 左結腸動脈
リンパ リンパ 小腸の絨毛
リンパ リンパ 精巣のリンパ管
リンパ リンパ リンパ節の口蓋垂
リンパ リンパ系 外頸動脈
リンパ リンパ 頚リンパ本幹
リンパ リンパ 乳ビ槽
リンパ リンパ 骨盤臓器
リンパ リンパ 幼若なリンパ球
リンパ リンパ 骨盤外陰部
リンパ リンパ系２ 過飽和の酸素を抱えた赤血球のミトコンドリア
リンパ リンパ 抗原刺激
リンパ リンパ 骨盤壁
リンパ リンパ リンパ節の耳管扁桃
リンパ リンパ リンパ小節の暗殻
リンパ リンパ リンパ節の扁桃
リンパ リンパ リンパ上皮腫
リンパ リンパ リンパ濾胞
リンパ リンパ リンパ性白血病ウィルス
リンパ リンパ リンパ性白血病
リンパ リンパ リンパ節の門
リンパ リンパ リンパ節のロ蓋舌筋分界溝
リンパ リンパ リンパ節の梁柱
リンパ リンパ ワルダイエルの扁桃輪Waldeyer's tonsillar rihg
リンパ リンパ 骨盤会陰部
リンパ リンパ リンパ節の口蓋咽頭弓
リンパ リンパ リンパ節のロ蓋扁桃palatlne tonsil
リンパ リンパ リンパ節の舌扁桃 lingual tonsil
リンパ リンパ リンパ節の咽頭扁桃 pharyngeal tonsil
リンパ リンパ リンパ節の扁桃上窩
リンパ リンパ リンパ小節の明中心
リンパ リンパ系２ 主要組織適合抗原(MHC-HＬＡ)
リンパ リンパ 前腕筋膜
リンパ リンパ リンパ節の粘膜（重層扁平陰窩上皮)
リンパ リンパ 老朽赤血球
リンパ リンパ系２ 過飽和の酸素を抱えた赤血球
リンパ リンパ 骨髄の幹細胞
リンパ リンパ 外陰部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 単球
リンパ リンパ 尿好中球
リンパ リンパ 好中球
リンパ リンパ 好塩基球
リンパ リンパ 好酸球
リンパ リンパ 胸鎖乳突筋
リンパ リンパ 大胸筋
リンパ リンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）のイオン
リンパ リンパ系２ サイクリックAMP
リンパ リンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）ｐHバランス



リンパ リンパ 組織球(マクロファージ)
リンパ リンパ γグロブリン=(免疫グロブリン)
リンパ リンパ リンパ節の口蓋垂筋
リンパ リンパ系２ 肉芽組織
リンパ リンパ リンパ節の口蓋咽頭筋
リンパ リンパ リンパ節の陰窩
リンパ リンパ 会陰部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 顆粒球
リンパ リンパ ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
リンパ リンパ系２ 顆粒球症
リンパ リンパ 脂肪の小滴
リンパ リンパ系 耳下腺
リンパ リンパ ＣＤ８陽性のリンパ球
リンパ リンパ 内肋間筋
リンパ リンパ系２ パイエル板
リンパ リンパ系２ ヘム蛋白
リンパ リンパ系２ イングノグロブリンA
リンパ リンパ系２ ミオグロビン
リンパ リンパ系２ 耳管扁桃
リンパ リンパ系２ 喉の扁桃
リンパ リンパ系２ ラトケ嚢
リンパ リンパ 小腸の外縦層
リンパ リンパ系２ 離乳食アナフィラキシー
リンパ リンパ ファブリチウス嚢 Bursa Fabricii
リンパ リンパ系２ IgA腎症
リンパ リンパ 下腿後面
リンパ リンパ 下腿の動脈
リンパ リンパ系２ 喉の扁桃リンパ輪のBスポツト
リンパ リンパ 前頚リンパ節
リンパ リンパ ＣＤ８陽性細胞
リンパ リンパ 広頚筋
リンパ リンパ ウイルヒョウのリンパ節転移Virchow's lymph node metastasis

リンパ リンパ系２ サルコイドーシス
リンパ リンパ系２ ヒスティオサイトーシスX(組織球症X)
リンパ リンパ リンパ性器官
リンパ リンパ 第一次リンパ性器官
リンパ リンパ 第二次リンパ性器官
リンパ リンパ 左静脈角
リンパ リンパ 右静脈角
リンパ リンパ 静脈角venous angle
リンパ リンパ系 リンパ浮腫
リンパ リンパ系２ 重力
リンパ リンパ 髄液漿
リンパ リンパ 髄液
リンパ リンパ 骨髄液
リンパ リンパ 男性更年期障害
リンパ リンパ 女性更年期障害
リンパ リンパ系２ 性腺
リンパ リンパ 骨髄液漿



リンパ リンパ系２ 太陽光線

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
頭 頚 部 頭と首 耳管咽頭口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後耳介静脈
頭 頚 部 頭頚部 耳介部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼角動脈       (顔面動脈の終枝)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上動脈　　（眼動脈の枝）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車上動脈　　（眼動脈の枝）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下眼静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上眼静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下行口蓋動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経管
頭 頚 部 頭頚の動静脈 視神経管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 オトガイ動脈
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋神経との交通枝
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 歯槽孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大口蓋管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顎舌骨筋枝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 棘孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下顎管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突管動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶口蓋動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶口蓋孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突筋枝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深耳介動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後耳介動脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂軟骨の声帯突起
頭 頚 部 頭頚部 鎖骨下部
頭 頚 部 頭頚部 大鎖骨上窩
頭 頚 部 頭頚部 肩甲舌骨筋上腹
頭 頚 部 頭頚部 肩甲舌骨筋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 上顎がん
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋結節
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声門
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声帯ポリープ
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声帯
頭 頚 部 咽頭と喉頭 室ひだ（仮声帯）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 小角結節
頭 頚 部 咽頭と喉頭 楔状結節



頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭口
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂喉頭蓋ひだ
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋扁桃
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌扁桃
頭 頚 部 咽頭と喉頭 軟口蓋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 鼻甲介
頭 頚 部 咽頭と喉頭 気管軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 鼻中隔
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭扁桃
頭 頚 部 頭頚部 肩甲上部
頭 頚 部 頭頚部 鎖骨部
頭 頚 部 頭頚部 小鎖骨上窩
頭 頚 部 咽頭と喉頭 輪状軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 甲状軟骨
頭 頚 部 頭と首 側頭筋
頭 頚 部 頭頚部 肩峰部
頭 頚 部 頭頚部 硬膜枝との交通枝
頭 頚 部 頭と首 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上斜筋
頭 頚 部 頭と首 涙腺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙腺
頭 頚 部 頭と首 鼻軟骨
頭 頚 部 頭と首 鼻骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鼻骨
頭 頚 部 頭と首 鼻涙管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前篩骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前篩骨孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後篩骨孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後篩骨動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頭頂導出静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜静脈洞血栓症
頭 頚 部 頭と首 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中硬膜動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前硬膜動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 Ｓ状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 Ｓ状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鼻背動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下矢状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭静脈



頭 頚 部 頭頚の動静脈 浅側頭静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 大大脳静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 椎骨動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 椎骨静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顆管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車上動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下顎後静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外側眼瞼動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内側眼瞼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞症候群
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 おとがい孔（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 おとがい孔（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顎動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顎静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈弓
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顔面静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突筋静脈叢
頭 頚 部 頭頚の動静脈 翼突筋静脈叢
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚部 眼窩下部
頭 頚 部 頭頚部 眼窩部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上孔
頭 頚 部 頭頚の動静脈 眼角静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 深顔面静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 椎骨静脈叢
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 嗅神経
頭 頚 部 頭と首 導入静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 導入静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 乳突導出静脈
頭 頚 部 頭と首 硬膜下腔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 篩骨
頭 頚 部 頭と首 帽状腱膜
頭 頚 部 頭と首 嗅球
頭 頚 部 頭と首 大脳鎌
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔



頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔（左）
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜の内葉
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜の外葉
頭 頚 部 頭と首 骨膜　（脳）
頭 頚 部 頭と首 脳軟膜
頭 頚 部 頭と首 小柱
頭 頚 部 頭と首 クモ膜顆粒
頭 頚 部 頭と首 クモ膜下腔
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜
頭 頚 部 頭と首 硬膜
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜
頭 頚 部 頭と首 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 導出静脈
頭 頚 部 頭と首 頭蓋冠の骨質
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顆導出静脈
頭 頚 部 頭と首 表皮
頭 頚 部 頭と首 頭蓋冠
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 延髄
頭 頚 部 頭と首 髄膜炎・骨髄炎
頭 頚 部 頭頚の動静脈 腕頭静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 眼動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 血液脳関門・脳血管カルチノイド
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳卒中
頭 頚 部 頭頚の動静脈 鎖骨下静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鎖骨下動脈
頭 頚 部 頭頚部 頸部頸動脈狭窄症
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳神経障害
頭 頚 部 頭頚部 咬筋部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後頭静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 クモ膜下出血
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後頭静脈洞
頭 頚 部 頭頚部 舌骨部
頭 頚 部 頭頚部 舌骨下部
頭 頚 部 頭頚部 後頭部
頭 頚 部 のどの痛み 気管支
頭 頚 部 頭と首 顎下腺
頭 頚 部 頭と首 大脳半球（左脳）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳動脈瘤
頭 頚 部 頭と首 脳　(全体)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳出血
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳梗塞
頭 頚 部 頭と首 大脳半球（右脳）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈管外口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈管内口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈鼓室枝　（頚鼓小管）
頭 頚 部 頭と首 クモ膜 (脳)



頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中大脳動脈
頭 頚 部 頭と首 大脳皮質（灰白質）
頭 頚 部 頭と首 大脳髄質（白質）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外後頭隆起
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後大脳動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上行頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 前頚静脈
頭 頚 部 頭と首 頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右鎖骨下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頚横動脈
頭 頚 部 頭と首 内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 内頚静脈
頭 頚 部 頭と首 左内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左内頸静脈
頭 頚 部 頭と首 右内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右内頚静脈
頭 頚 部 頭と首 外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 外頚静脈
頭 頚 部 頭と首 左外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈（左）
頭 頚 部 頭と首 右外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈（右）
頭 頚 部 頭と首 外頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頚動脈
頭 頚 部 頭と首 左外頸動脈
頭 頚 部 頭と首 右外頸動脈
頭 頚 部 頭と首 内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 内頚動脈
頭 頚 部 頭と首 左内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈（左）
頭 頚 部 頭と首 右内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈（右）
頭 頚 部 頭頚部 頚動脈三角
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後頭骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 最上肋間動脈
頭 頚 部 頭と首 右総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右総頚動脈



頭 頚 部 頭と首 左総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左総頸動脈
頭 頚 部 頭と首 総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 総頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚部の皮静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸部の皮静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 肋頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上甲状腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下甲状腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 肩甲上動脈
頭 頚 部 頭頚部 側頭部　（こめかみ）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 胸肩峰静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 胸肩峰静脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 正中甲状舌骨靭帯
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上行咽頭動脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋軟骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 咬筋動脈
頭 頚 部 頭頚部 後頚部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前頭骨
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頚静脈孔
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈孔
頭 頚 部 頭と首 頚静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 深頚静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚静脈上球
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚静脈下球
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 小脳テント
頭 頚 部 頭頚の動静脈 乳突孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳底動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大大脳静脈　(ガレン)
頭 頚 部 頭頚部 頭部組織カルチノイド
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳性麻痺
頭 頚 部 のどの痛み 膿
頭 頚 部 頭頚部 乳突部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬動脈
頭 頚 部 頭頚部 オトガイ下部
頭 頚 部 頭頚部 鼻部
頭 頚 部 頭頚部 オトガイ部
頭 頚 部 頭頚部 顎下部
頭 頚 部 頭頚部 下顎後部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 動脈溝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶形骨
頭 頚 部 のどの痛み 咽頭



頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌下神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭
頭 頚 部 頭と首 唾液腺
頭 頚 部 頭と首 舌下腺
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌咽神経
頭 頚 部 頭と首 耳管
頭 頚 部 咽頭と喉頭 耳管
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 のどの痛み 痛み
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 迷走神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 下喉頭神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 気管
頭 頚 部 のどの痛み 気管
頭 頚 部 のどの痛み 痛み
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋扁桃炎
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋垂
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下顎骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭
頭 頚 部 のどの痛み 声帯筋
頭 頚 部 頭と首 リンパ管　lymphatic vessel
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 副神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 身体上部の毛細血管　（頭部）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 食道
頭 頚 部 のどの痛み 肺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前大脳動脈
頭 頚 部 頭頚部 前頭部　（ひたい）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 舌静脈
頭 頚 部 頭頚部 胸骨部
頭 頚 部 頭頚部 頭頂部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌動脈
頭 頚 部 頭頚部 気管部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上錐体静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下錐体静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 オトガイ孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 甲状頚動脈
頭 頚 部 頭頚部 顎二腹筋後腹
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 女の頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 男の頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 板間静脈
頭 頚 部 頭頚部 喉頭部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 腕頭動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 横静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 直静脈洞



頭 頚 部 頭頚の動静脈 腋窩静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の内板
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内胸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の外板
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の板間層
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頭頂孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 静脈洞交会
頭 頚 部 頭頚の動静脈 静脈洞交会
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭部外傷
頭 頚 部 頭と首 涙嚢
頭 頚 部 頭頚部 口部
頭 頚 部 頭頚部 頬部
頭 頚 部 頭頚部 頬骨部
頭 頚 部 頭頚部 外側頚三角部
頭 頚 部 頭と首 リンパ節
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経 (眼)
頭 頚 部 頭と首 甲状腺
頭 頚 部 咽頭と喉頭 甲状腺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外転神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨（左）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 アデノイド
頭 頚 部 のどの痛み 呼吸器炎症
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭炎
頭 頚 部 頭と首 真皮 (頭)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 網膜中心動脈
頭 頚 部 頭頚部 甲状腺部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 中甲状腺静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上甲状腺静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車
頭 頚 部 頭頚部 頚窩
頭 頚 部 頭頚部 胸鎖乳突筋部
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜組織
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜系
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 動眼神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経管
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭炎
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳血管アミロイドーシス
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 咽頭と喉頭 扁桃炎   tonsilitis
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 長後毛様体動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 短後毛様体動脈



頭 頚 部 のどの痛み ニコチン(毒)
頭 頚 部 頭と首 耳下腺
頭 頚 部 頭頚部 耳下腺分泌線維（副交感線維）
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭ポリープ
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜外血腫
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳血栓瘤
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前斜角筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 一過性脳虚血発作
頭 頚 部 頭頚部 鼓膜張筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前鼓室動脈
頭 頚 部 頭と首 内耳
頭 頚 部 頭と首 鼓膜
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内耳神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面神経
頭 頚 部 頭頚部 口蓋帆張筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後頭動脈
頭 頚 部 頭頚部 鼓膜張筋神経
頭 頚 部 頭頚部 鼓室神経
頭 頚 部 頭頚部 鼓室神経との交通枝
頭 頚 部 頭頚部 三角筋部
頭 頚 部 頭頚部 口蓋帆張筋神経
頭 頚 部 頭頚の動静脈 左静脈角
頭 頚 部 頭頚の動静脈 右静脈角
頭 頚 部 頭頚の動静脈 静脈角
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大脳動脈輪
頭 頚 部 頭と首 水頭症
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大孔
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭炎
頭 頚 部 頭と首 脳梁
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 三叉神経
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大分類 件　名 機　　能　　他
素粒子 素粒子 魔法数
素粒子 元　素 反陽子
素粒子 アミノ酸・Vita Ｖ．Ｂ．コンプレックス　（腎臓ホルモン、ビタミンアミノ酸）
素粒子 素粒子 核分裂して酸化した原子核
素粒子 素粒子 酸化した原子核を還元させる働きを持つ原子核
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB12
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンK
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンP
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＤ
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB6
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンH
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンC
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンA
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンE
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB１
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＢ２
素粒子 元　素 反中性子
素粒子 アミノ酸・Vita 活性酸素
素粒子 アミノ酸・Vita 赤外線
素粒子 元　素 核分裂
素粒子 元　素 臨界
素粒子 元　素 臨界状態
素粒子 元　素 放射性・銀１１０ｍ
素粒子 元　素 放射性・テルル１２９ｍ
素粒子 元　素 レニウム75
素粒子 元　素 オスミウム76
素粒子 元　素 アルゴン　18
素粒子 元　素 ボーリウム（Ｂh）　107
素粒子 元　素 アクチニウム89
素粒子 元　素 コバルト　27
素粒子 元　素 鉄(Fe)　２６
素粒子 元　素 カドミウム　48
素粒子 元　素 ゲルマニウム　32
素粒子 元　素 インジウム　49
素粒子 元　素 テルリウム　52
素粒子 元　素 モリブデン　42
素粒子 元　素 リン　15
素粒子 元　素 リン酸
素粒子 元　素 ナトリウム　11
素粒子 元　素 マグネシウム　12
素粒子 元　素 亜鉛　30
素粒子 元　素 バリウム　56
素粒子 元　素 イリジウム77
素粒子 元　素 カリウム　19
素粒子 元　素 テルビウム 65
素粒子 元　素 キセノン　54
素粒子 元　素 放射性キセノン
素粒子 元　素 アルミニウム　13



素粒子 元　素 ジスプロシウム66
素粒子 元　素 ビスマス83
素粒子 元　素 白金78
素粒子 元　素 トリウム90
素粒子 アミノ酸・Vita 染色体
素粒子 元　素 金　79
素粒子 元　素 バークリウム97
素粒子 元　素 アメリシウム95
素粒子 元　素 塩素　17
素粒子 アミノ酸・Vita 塩素　17
素粒子 元　素 ルテチウム71
素粒子 元　素 クリプトン　36
素粒子 元　素 ネオジム60
素粒子 元　素 炭素　6
素粒子 元　素 ほう素　5
素粒子 元　素 ベリリウム　4
素粒子 元　素 プラセオジム　59
素粒子 元　素 ニオビウム　41
素粒子 元　素 ツリウム69
素粒子 元　素 ひ素　33
素粒子 元　素 ネオン　10
素粒子 元　素 臭素　35
素粒子 元　素 プロメチウム61
素粒子 元　素 カリフォルニウム　98
素粒子 元　素 ネプツニウム93
素粒子 元　素 珪素　ケイ素　14
素粒子 元　素 ジルコニウム　40
素粒子 元　素 ラドン86
素粒子 元　素 窒素　7
素粒子 アミノ酸・Vita 窒素　7
素粒子 元　素 カルシウム　20
素粒子 元　素 セリウム　58
素粒子 元　素 アインスタイニウム　99
素粒子 元　素 ランタン　57
素粒子 元　素 鉛82
素粒子 元　素 ルテニウム　44
素粒子 元　素 タンタル73
素粒子 元　素 チタン　22
素粒子 元　素 ストロンチウム　38
素粒子 元　素 クロム　24
素粒子 元　素 ニッケル　28
素粒子 元　素 弗素　フッ素　9
素粒子 元　素 マンガン　25
素粒子 元　素 セレン　34
素粒子 元　素 バナジウム　23
素粒子 元　素 酸素　8
素粒子 アミノ酸・Vita 酸素　8
素粒子 元　素 ポロニウム84
素粒子 元　素 プロトアクチニウム91



素粒子 アミノ酸・Vita リジン・Lys・Ｋ
素粒子 元　素 ノ一ベリウム102
素粒子 元　素 ラジウム88
素粒子 元　素 ルビジウム　37
素粒子 元　素 タングステン74
素粒子 元　素 銅　29
素粒子 元　素 錫　スズ　50
素粒子 元　素 よう素　53
素粒子 元　素 タリウム81
素粒子 元　素 ホルミウム67
素粒子 元　素 エルビウム68
素粒子 元　素 ハフニウム72
素粒子 元　素 キュウリウム96
素粒子 元　素 水銀80
素粒子 元　素 プルトニウム94
素粒子 元　素 ユーロピウム63
素粒子 元　素 ガドリニウム64
素粒子 元　素 ローレンシウム103
素粒子 元　素 サマリウム62
素粒子 元　素 メンデレビウム101
素粒子 元　素 ヘリウム　2
素粒子 元　素 セシウム　55
素粒子 元　素 フェルミウム100
素粒子 元　素 反水素
素粒子 元　素 ガリウム　31
素粒子 元　素 ウンウントリウム（Ｕut）　113
素粒子 元　素 アンチモン　51
素粒子 元　素 フランシウム87
素粒子 元　素 硫黄　16
素粒子 元　素 ウラン92
素粒子 元　素 イットリウム　39
素粒子 アミノ酸・Vita グリシン
素粒子 元　素 シーボーギウム（Ｓg）　106　　
素粒子 元　素 パラジウム　46
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン酸
素粒子 元　素 水素　1
素粒子 アミノ酸・Vita 水素　1
素粒子 元　素 ロジウム　45
素粒子 元　素 テクネチウム　43
素粒子 元　素 銀　47
素粒子 アミノ酸・Vita アルギニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チミン
素粒子 アミノ酸・Vita トリプトファン　（必須)
素粒子 元　素 スカンジウム　21
素粒子 元　素 アスタチン85
素粒子 アミノ酸・Vita 女性ホルモン
素粒子 元　素 ダルムスタチウム（Ｄｓ）　110
素粒子 元　素 マイトネリウム（Mt）　109
素粒子 アミノ酸・Vita システイン



素粒子 アミノ酸・Vita シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita Ｃｙｓ・シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita 男性ホルモン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシリジン
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン酸
素粒子 元　素 ラザホージウム（Ｒｆ）　104
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシグルタミン酸
素粒子 元　素 イッテルビウム70
素粒子 アミノ酸・Vita ノルロイシン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒスチジン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita フェニルアラニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン欠乏症
素粒子 元　素 ドブニウム（Ｄｂ）　105
素粒子 アミノ酸・Vita トレオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チロシン
素粒子 アミノ酸・Vita ロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita アラニン
素粒子 アミノ酸・Vita プロリン
素粒子 元　素 ハッシウム（Ｈs）　108
素粒子 アミノ酸・Vita メチオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシプロリン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 元　素 ウンビペンチウム（Ｕｂp）　125
素粒子 元　素 レントゲニウム（Ｒｇ）　111
素粒子 元　素 ウンウンクアジウム（Ｕnq）　114
素粒子 元　素 ウンウンヘキシウム（Ｕuh）　116
素粒子 元　素 ウンビビウム（Ｕｂb）　122
素粒子 元　素 ウンビクアジウム（Ｕｂq）　124
素粒子 元　素 ウンビヘキシウム（ＵｂM）　126
素粒子 元　素 ウンウンビウム（Ｕub）　112
素粒子 元　素 ウンウンペンチウム（Ｕup）　115
素粒子 元　素 ウンウンセプチウム（Ｕus）117
素粒子 元　素 ウンウンオクチウム（Ｕuo）　118
素粒子 元　素 ウンウンエンニウム(Uue) 119
素粒子 アミノ酸・Vita アルカリ
素粒子 元　素 リチウム　3
素粒子 アミノ酸・Vita バリン　（必須）
素粒子 元　素 ウンビニリウム（Ｕｂｎ）　120
素粒子 元　素 ウンビウニウム（Ｕｂu）　121
素粒子 アミノ酸・Vita マイナスイオン　（陰イオン）
素粒子 元　素 ウンビトリウム（Ｕｂt）　123
素粒子 アミノ酸・Vita イソロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita セリン
素粒子 元　素 陽電子
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン
素粒子 アミノ酸・Vita リジン　　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１７
素粒子 アミノ酸・Vita タンパク質



素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１６
素粒子 素粒子 正の荷電粒子
素粒子 素粒子 負の荷電粒子
素粒子 アミノ酸・Vita 紫外線
素粒子 素粒子 ダークマター(Dark　Mater)
素粒子 元　素 キセノン１３５
素粒子 素粒子 素粒子
素粒子 素粒子 遠赤外線
素粒子 アミノ酸・Vita 神経痛
素粒子 素粒子 プラスイオン
素粒子 素粒子 魔法核

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
神　経 前厄
神　経 本厄
神　経 大厄
神　経 後厄
神　経 殺界
神　経 宿命大殺界
神　経 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
神　経 耳介側頭筋神経との交通枝
神　経 耳介側頭筋神経
神　経 輪状咽頭筋
神　経 破裂喉頭蓋
神　経 前庭ヒダ
神　経 ドーパミンＤ２受容体
神　経 ツノビキノカミ　角樴神
神　経 スイチニノカミ　須比地邇神
神　経 涙腺
神　経 流産
神　経 ウヒチニノカミ　宇比地邇神
神　経 延髄
神　経 アセチルコリン
神　経 インパルス
神　経 神経線維の小束
神　経 神経線維
神　経 求心性インパルス
神　経 求心性神経活動
神　経 水分調節中枢
神　経 グルホシネート
神　経 ニセ神経伝達物質
神　経 興奮性神経伝達物質
神　経 ドバミン
神　経 神経伝達物質
神　経 天日長命薬師守神
神　経 好転反応
神　経 アメトヨマジナイタテヒコノミコト　天豊禁厭建彦尊
神　経 天日体骸薬師守神
神　経 アメヒモクライマヂナイヒコノミコト　天日体髄医師彦神
神　経 アメノソコダチノカミ　天之底立神
神　経 クニノソコダチノカミ　国之常立神
神　経 トヨクムヒメノカミ　豊雲媛神
神　経 トヨクムネノカミ　豊斟渟神　（豊雲野根尊）
神　経 反射反応
神　経 化学受容器
神　経 中枢性疼痛症候群
神　経 自律神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 自律神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 中枢神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 細い静脈
神　経 中枢神経の病気、回復度、何ポイント



神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 顎下腺
神　経 橋
神　経 鼻
神　経 自律神経
神　経 腰内臓神経
神　経 腰神経
神　経 呼吸中枢
神　経 呼吸筋
神　経 大脳
神　経 中枢神経
神　経 小脳
神　経 A線維
神　経 大動脈圧受容器
神　経 大動脈神経
神　経 自律神経系の第１次中枢
神　経 血圧調節
神　経 脳幹の自律神経中枢
神　経 循環中枢
神　経 交感神経節後ニューロン
神　経 抹消神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 舌根
神　経 舌の後部　咽頭
神　経 抹消神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 心臓抑制中枢
神　経 心収縮
神　経 心収縮力の低下
神　経 心拍出量
神　経 心拍出量の低下
神　経 心拍数
神　経 心拍数の低下
神　経 神経症状
神　経 神経伝達障害
神　経 神経障害性疼痛
神　経 顔面の皮膚
神　経 有痛性外傷性単神経障害
神　経 交感神経の緊張性活動の低下
神　経 容量血管
神　経 抵抗血管
神　経 容量血管の拡張
神　経 抵抗血管の拡張
神　経 髄鞘
神　経 ランビエの絞輪
神　経 運動神経
神　経 運動神経
神　経 軸索
神　経 第４脳室底部
神　経 有髄線維
神　経 C線維



神　経 聴覚神経
神　経 体温調節中枢
神　経 神経節
神　経 脊髄
神　経 神経細胞
神　経 節前線維
神　経 節後線維
神　経 舌下神経
神　経 舌筋
神　経 嗅神経
神　経 毛様体神経節
神　経 末梢神経
神　経 交感神経
神　経 交感神経
神　経 交感神経幹
神　経 唾液腺
神　経 酵素成分の多い唾液を分泌
神　経 舌下腺
神　経 アクチン輸送
神　経 神経組織
神　経 ニューロン
神　経 上位運動ニューロン
神　経 舌咽神経
神　経 コルチコステロン
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 動悸亢進
神　経 樹状突起
神　経 座骨神経
神　経 上顎神経
神　経 神経炎
神　経 神経伝達の減退
神　経 眼球
神　経 神経（全般）
神　経 脊髄神経
神　経 迷走神経
神　経 知覚神経
神　経 跳躍伝導
神　経 活動電位
神　経 交感神経性血管拡張線維
神　経 交感神経性血管収縮線維
神　経 顎下神経節
神　経 中間神経 Ⅶ
神　経 下顎神経
神　経 静止膜電位
神　経 絶縁
神　経 副交感神経
神　経 舌の前部
神　経 神経原線維
神　経 仙骨内臓神経



神　経 中内臓神経
神　経 胸神経
神　経 上頸神経節
神　経 中頸神経節
神　経 咀嚼筋　（そしゃく筋）
神　経 神経幹細胞
神　経 細胞体
神　経 細胞膜
神　経 細胞骨格
神　経 頸神経
神　経 シュワン細胞
神　経 星状神経節
神　経 ナトリウムイオン
神　経 塩化物イオン
神　経 イオンチャンネル
神　経 カリウムイオン
神　経 大内臓神経
神　経 副神経
神　経 後シナプス細胞
神　経 前シナプス細胞
神　経 シナプス小胞
神　経 錐体細胞
神　経 新生神経細胞
神　経 星状細胞
神　経 プルキンエ細胞
神　経 神経鞘
神　経 無髄神経
神　経 無髄線維
神　経 食欲
神　経 心臓交感神経
神　経 茎突舌筋
神　経 核（ニューロン）
神　経 表情筋
神　経 顔面けいれん
神　経 迷走神経背側核
神　経 シナプス
神　経 自律性効果器
神　経 内臓反射
神　経 迷走神経の緊張性活動の増加
神　経 Ｂ線維
神　経 圧受容器　（baroreceptor)

神　経 血圧
神　経 伸展受容器　(stretch receptor)

神　経 神経伝達
神　経 心房壁（上・下大動脈の入り口付近）
神　経 心肺受容器
神　経 血液脳関門
神　経 神経終末
神　経 外眼筋



神　経 神経圧迫
神　経 痺れ　（しびれ）
神　経 交感神経依存性疼痛
神　経 レックリングハウゼン病
神　経 自律神経失調症
神　経 自律神経障害
神　経 交感神経性ジストロフィ
神　経 反射性交感神経性ジストロフィ
神　経 骨盤神経節 (その2　子宮拡張、排尿をおこす、陰茎勃起)
神　経 骨盤神経節 (その１　子宮収縮、尿をためる、射精)
神　経 ミエリン鞘
神　経 小内臓神経
神　経 末梢神経
神　経 運動過多
神　経 交感神経線維
神　経 アドレナリン分泌を促進
神　経 レニン分泌を促進
神　経 グリコゲンを分解
神　経 下腸間膜神経節
神　経 上腸間膜神経節
神　経 伏在神経
神　経 随意運動
神　経 視神経 (眼)
神　経 仙骨神経
神　経 滑車神経
神　経 感覚神経
神　経 外転神経
神　経 瞳孔
神　経 腹腔神経節
神　経 座骨神経痛
神　経 副交感神経と交感神経のバランス
神　経 座骨神経痛
神　経 外頸動脈神経
神　経 内頸動脈神経
神　経 オレキシン神経細胞
神　経 食欲中枢
神　経 オレキシン神経
神　経 血圧調節
神　経 感覚線維
神　経 副交感線維
神　経 仙骨神経節
神　経 膝神経節
神　経 運動線維
神　経 頸動脈洞神経
神　経 シヌレイノパチー
神　経 神経膠腫　（グリオーマ）
神　経 神経根引き抜き損傷
神　経 病的なαーシヌクレイン
神　経 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）



神　経 神経鞘腫
神　経 悪性末梢神経鞘腫瘍
神　経 三叉神経痛
神　経 神経原性かつ遺伝性疾患
神　経 骨盤内臓神経
神　経 三叉神経痛
神　経 視神経
神　経 動眼神経
神　経 耳
神　経 耳神経節
神　経 排尿反射
神　経 内臓性求心路
神　経 神経鞘
神　経 神経細胞体
神　経 反射性循環反応
神　経 排尿中枢
神　経 頸動脈洞圧受容器
神　経 イクビキノカミ　活樴神
神　経 神経栄養因子
神　経 脂肪組織 =FA
神　経 耳下腺
神　経 耳下腺分泌線維（副交感線維）
神　経 細い動脈
神　経 血糖調節中枢
神　経 皮膚圧覚
神　経 皮膚触覚
神　経 皮膚温度感覚
神　経 尾骨神経
神　経 代謝性神経障害
神　経 顔面神経麻痺
神　経 嚥下の第３相　（食道期）
神　経 カテコールアミン分泌の減少
神　経 内耳
神　経 内耳神経
神　経 蝸牛神経
神　経 前庭神経
神　経 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

神　経 嘔吐　（おうと）
神　経 嘔吐反射　（vomiting reflex)

神　経 嚥下の第２相　（咽頭期）
神　経 嚥下の第１相　（口腔期）
神　経 翼口蓋神経節
神　経 顔面神経
神　経 上心臓神経
神　経 胸心臓神経
神　経 心臓神経
神　経 中心臓神経
神　経 下心臓神経
神　経 鼓膜張筋神経



神　経 鼓室神経
神　経 鼓室神経との交通枝
神　経 超音波
神　経 嚥下中枢
神　経 末梢神経の遠心性
神　経 エンテロクロマフィン細胞
神　経 口蓋帆張筋神経
神　経 ＣＴＺ　（chemoreceptor trigger zone)
神　経 嘔吐中枢
神　経 カテコールアミン分泌
神　経 ５ーＨＴ３受容体
神　経 セロトニン５－ＨＴ３受容体
神　経 迷走神経知覚線維
神　経 カテコールアミン
神　経 グリア細胞
神　経 迷走神経運動核
神　経 樹状細胞
神　経 圧受容器反射による血圧調節
神　経 延髄の循環中枢　　（cardiovascular center)

神　経 痴情霊
神　経 減圧反射
神　経 減圧神経
神　経 降圧中枢
神　経 三叉神経
神　経 求心性線維
神　経 末梢神経の求心性
神　経 昇圧中枢
神　経 動脈圧受容器反射
神　経 圧受容器反射
神　経 カミナホヒノカミ　神直日神
神　経 本能行動
神　経 ジボカンノン　慈母観音
神　経 本能
神　経 天豊医師主神
神　経 アメノミナカヌシノカミ　天之御中主神

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
感 情 感情 Ⅱ １８歳～２７歳
感 情 感情 Ⅱ ２８歳～３７歳
感 情 感情 Ⅱ ３８歳～４７歳
感 情 感情 Ⅱ ４８歳～５７歳
感 情 感情 Ⅱ ５８歳～６７歳
感 情 感情 Ⅱ ６８歳～７７歳
感 情 感情 Ⅱ ７８歳～８７歳
感 情 感情 Ⅱ ８８歳～９７歳
感 情 感情 Ⅲ 忘れること
感 情 感情 Ⅲ いさかいを引き起こすこと
感 情 感情 Ⅲ 不安定な感覚
感 情 感情 Ⅲ スケープゴード
感 情 感情 Ⅲ 憤りこと
感 情 感情 Ⅲ すべてを承知していないといけない
感 情 感情 Ⅲ 劣等感を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 集団意識の中にある恐怖を取り入れること
感 情 感情 Ⅱ 状況がこれ以上悪くなる恐れがあるなら変わらないほうがましだ
感 情 感情 Ⅲ 恥ずかしい思いをすること
感 情 感情 Ⅲ 自分の世界がバラバラになること
感 情 感情 Ⅰ お金の亡者
感 情 感情 Ⅲ 今の自分についていいわけすること
感 情 感情 Ⅲ 自分自身に腹を立てること
感 情 感情 Ⅰ 過労･過労死傾向
感 情 感情 Ⅲ 自分自身や他人を批判すること
感 情 感情 Ⅱ 嫉妬
感 情 感情 Ⅲ 不運だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視された
感 情 感情 Ⅲ 孤独だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人の「モノ」を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ はねつけられた
感 情 感情 Ⅲ 脅かされている
感 情 感情 Ⅲ 孤児である
感 情 感情 Ⅲ 裏切られること
感 情 感情 Ⅲ 失望すること
感 情 感情 Ⅲ 後悔  （Regret）
感 情 感情 Ⅲ 手に負えない
感 情 感情 Ⅲ 後悔すること
感 情 感情 Ⅲ 自分を抑えること
感 情 感情 Ⅰ 腹が立つ
感 情 感情 Ⅲ 弱者につけ入る隙を与えてしまうこと
感 情 感情 Ⅰ 不平不満
感 情 感情 Ⅲ 他の人の物をむやみに欲しがること
感 情 感情 Ⅲ 近づき難い
感 情 感情 Ⅲ 困惑すること
感 情 感情 Ⅲ 欲深くなること
感 情 感情 Ⅱ どうせ
感 情 感情 Ⅱ 私は存在しない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にダメだ



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅰ 孤立的
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は嫌われている
感 情 感情 Ⅰ 良心の咎め
感 情 感情 Ⅰ 信頼の欠如
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 憎悪･嫉妬・妬み・貪欲
感 情 感情 Ⅰ 精神疲労
感 情 感情 Ⅰ 理性を失う恐れ･自制心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 極度の苦悶
感 情 感情 Ⅰ 自己中心
感 情 感情 Ⅰ 硬直・頑な・殉教的症候群
感 情 感情 Ⅰ 失望
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅰ 潜在する精神的苦痛
感 情 感情 Ⅰ 不満
感 情 感情 Ⅱ 無視されるくらいなら嫌われたほうがいい
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に愛されていない



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どっせ私は怠け者だ
感 情 感情 Ⅰ 自己嫌悪
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ なんで
感 情 感情 Ⅱ なんで私がこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ なんで私だけがこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ 安心
感 情 感情 Ⅰ 求道（グドウ）
感 情 感情 Ⅱ 自己
感 情 感情 Ⅱ やっぱり
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無価値だ



感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ あきらめ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はダメだ
感 情 感情 Ⅰ 叡智
感 情 感情 Ⅱ 私だけ
感 情 感情 Ⅱ 私は不倫していません
感 情 感情 Ⅱ 私は無視される存在だ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は大人の女です
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に善だ
感 情 感情 Ⅱ みんなは私を無視する
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に好かれている



感 情 感情 Ⅱ 私だけが好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は主人の妻です
感 情 感情 Ⅱ 私は愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが愛されている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は善だ
感 情 感情 Ⅲ 痛ましい状態になること
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 人より劣っている
感 情 感情 Ⅲ 他人をいらだたせること
感 情 感情 Ⅲ 将来に対して臆病になること
感 情 感情 Ⅰ 不参加
感 情 感情 Ⅲ 次の一歩に臆病になること
感 情 感情 Ⅲ 困窮状態に陥ること
感 情 感情 Ⅲ ものが言えない
感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 苛立ち・いらいら
感 情 感情 Ⅰ わがまま
感 情 波動測定器 自分は無価値な存在だ。
感 情 感情 Ⅰ 欠席
感 情 感情 Ⅰ 残念
感 情 感情 Ⅲ 惨めな状態
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 感情 Ⅲ いらいらすること
感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 見捨てられること
感 情 感情 Ⅰ 悔しい
感 情 感情 Ⅰ 悔しさ　（残念、無念）
感 情 感情 Ⅲ 自分の力を疑うこと
感 情 感情 Ⅲ 落ち込むこと
感 情 波動測定器 何をやってもこの問題は解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 自分は無力な存在だ。

感 情 波動測定器 自分は悪い存在だ。

感 情 感情 Ⅲ 打ちのめされた
感 情 感情 Ⅰ むかつく
感 情 感情 Ⅲ どうしようもない
感 情 感情 Ⅲ 拒絶すること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶を恐れる感情を転嫁する
感 情 感情 Ⅲ 拒絶されるのを恐れる
感 情 感情 Ⅱ 小学高学年～中学校
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖・懐疑心
感 情 感情 Ⅰ 威張る・非柔軟
感 情 感情 Ⅰ 忍耐の欠如



感 情 感情 Ⅰ 寛容でない
感 情 感情 Ⅰ 臆病･疲労消耗
感 情 感情 Ⅰ 他への恐れ・ショック
感 情 感情 Ⅰ 絶望的憂鬱
感 情 感情 Ⅰ 不確か･優柔不断
感 情 感情 Ⅰ 思わしくない思考に取り付かれる
感 情 感情 Ⅰ 否定的
感 情 感情 Ⅰ 無関心
感 情 感情 Ⅰ 感謝
感 情 感情 Ⅰ ミカエルの意識
感 情 感情 Ⅰ 慈しみ
感 情 感情 Ⅰ 出席する
感 情 感情 Ⅰ 参加する
感 情 感情 Ⅱ 私は娘です
感 情 感情 Ⅱ ありがとうございます
感 情 波動測定器 何をやってもこの怪我は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 多くの恐れ
感 情 感情 Ⅰ 恥
感 情 感情 Ⅰ 幸福感の欠如
感 情 波動測定器 何をやってもこの病気は治らないのでは、という思い。

感 情 感 情 多くの不安

感 情 感情 Ⅲ 頭がおかしくなった
感 情 感情 Ⅰ 欺く
感 情 感情 Ⅱ 女性生殖器相　（外性器の陰相）
感 情 感情 Ⅰ 極度の疲労
感 情 感情 Ⅰ 悲痛･自己憐憫
感 情 感情 Ⅰ 無関心･感情麻痺
感 情 感情 Ⅰ 神経衰弱・弱気
感 情 感情 Ⅰ 無表情な
感 情 感情 Ⅰ 癌に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 虚偽・欺き
感 情 感情 Ⅲ 羨ましがること
感 情 感情 Ⅲ 物が不足すること
感 情 感情 Ⅲ 取り残されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ じれったいと感じること
感 情 感情 Ⅰ 妄念･強迫観念
感 情 感情 Ⅲ 恐れ
感 情 感情 Ⅲ 恨みを消す
感 情 感情 Ⅲ 母に対する恨み
感 情 感情 Ⅰ 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
感 情 感情 Ⅲ 女であることが間違っている
感 情 感情 Ⅰ お金えの執着心
感 情 感情 Ⅰ お金に執着する
感 情 感情 Ⅲ 男であることが間違っている
感 情 感情 Ⅲ がっかりすること
感 情 感情 Ⅲ 病気
感 情 感情 Ⅲ 悲観的になること
感 情 感情 Ⅰ 抑圧



感 情 感情 Ⅲ 口を閉ざすこと
感 情 感情 Ⅲ 静かにしていること
感 情 感情 Ⅰ 焦燥感
感 情 感情 Ⅲ 感じるのは苦痛だと思うこと
感 情 感情 Ⅲ 攻撃的な運転をする
感 情 感情 Ⅲ 罰せられること
感 情 感情 Ⅲ 恨みを抱き続けること
感 情 感情 Ⅰ やきもち
感 情 感情 Ⅰ 消極的･否定的
感 情 感情 Ⅰ 偏見・ひがみ
感 情 感情 Ⅰ 心配･不安
感 情 感情 Ⅰ 愚図
感 情 感情 Ⅰ 倦怠・飽きっぽい
感 情 感情 Ⅱ 自閉症
感 情 感情 Ⅰ 焦り
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 他からの影響を受けすぎる
感 情 感情 Ⅰ 緊張
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 過ちを繰返す
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 怠慢
感 情 感情 Ⅰ 罪の意識
感 情 感情 Ⅰ プレッシャー
感 情 感情 Ⅰ 懸念･神経質･気がかり
感 情 感情 Ⅰ 忍耐心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 強い苛立ち・せっかち
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 良心の呵責
感 情 感情 Ⅰ だるさ・倦怠･疲労
感 情 感情 Ⅰ 恨み
感 情 感情 Ⅰ 悲嘆・深い悲しみ
感 情 感情 Ⅰ 強い自惚れ
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖
感 情 感情 Ⅲ 嫉妬すること
感 情 感情 Ⅱ 認識
感 情 感情 Ⅲ 大きな混乱
感 情 感情 Ⅲ 体内を透視する自分の能力に疑念を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 母に憤りを覚える
感 情 感情 Ⅱ 曇る
感 情 感情 Ⅱ 曇り
感 情 感情 Ⅱ 輝いていない
感 情 感情 Ⅱ 生きる気力
感 情 感情 Ⅲ 憤り 　（Resentment）
感 情 感情 Ⅱ 曇っている
感 情 感情 Ⅲ 哀れな状態になること
感 情 感情 Ⅱ ごめんなさい
感 情 感情 Ⅰ 悲しみ
感 情 感情 Ⅲ 隔てられている



感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅰ 不信･疑惑
感 情 感情 Ⅲ 悪者であること
感 情 感情 Ⅲ 無視されること
感 情 感情 Ⅲ 絶望すること
感 情 感情 Ⅰ 憤り
感 情 感情 Ⅰ 迷い
感 情 感情 Ⅲ 惨めになること
感 情 感情 Ⅰ 死に対する恐怖
感 情 感 情 観念
感 情 感情 Ⅰ 絶望・自暴自棄
感 情 感情 Ⅰ 短気・無理性・不合理
感 情 感情 Ⅰ 寂しさ
感 情 感情 Ⅰ 気苦労
感 情 感情 Ⅰ 不幸
感 情 感情 Ⅰ 自制心を失う恐れ
感 情 感情 Ⅰ 自尊心・頑固
感 情 感情 Ⅱ ０歳～３歳
感 情 感情 Ⅰ 逆境に弱い
感 情 感情 Ⅰ 自立心が無い
感 情 感情 Ⅰ パニック
感 情 感情 Ⅱ 胎児期
感 情 感情 Ⅰ メランコリー
感 情 感情 Ⅰ ストレス
感 情 感情 Ⅰ 意図・目論見
感 情 感情 Ⅰ 長期的な視野を持て無い
感 情 感情 Ⅰ 衝動的な
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱
感 情 感情 Ⅰ ヒステリー
感 情 感情 Ⅰ 空想家
感 情 感情 Ⅰ 未熟な・子供ぽい
感 情 感情 Ⅰ 憎悪感に満ちた悲痛な状態
感 情 感情 Ⅰ はにかみ・内気
感 情 感情 Ⅰ パラノイヤ
感 情 感情 Ⅰ 引きこみ思案
感 情 感情 Ⅰ 分別が無い
感 情 感情 Ⅱ 感情を感じる事の恐れ
感 情 感情 Ⅱ 輝き
感 情 感情 Ⅰ 自己憐憫
感 情 感情 Ⅱ 肉体的苦痛に対する恐れ
感 情 感情 Ⅲ どのようにして母の憤りを感じることなく暮らすかを教示
感 情 感情 Ⅱ 痛みに対する恐れ
感 情 感情 Ⅰ 被害者意識
感 情 感情 Ⅲ 一生のうちに自分の使命を果たせない
感 情 感情 Ⅲ 他人を不快にさせること
感 情 感情 Ⅲ のけ者にされていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人から損害をこうむること



感 情 感情 Ⅲ 被害者になること
感 情 感情 Ⅲ 不安感
感 情 感情 Ⅲ 打ち砕かれた
感 情 感情 Ⅲ 心配ごと
感 情 感情 Ⅲ 無気力になって真実を忘れてしまう
感 情 感情 Ⅲ 他人から傷つけられること
感 情 感情 Ⅲ 親しくなりすぎた
感 情 感情 Ⅱ 許してください
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの星にいる
感 情 感情 Ⅰ 無気力・無感覚
感 情 感情 Ⅰ 環境ストレス
感 情 感情 Ⅱ 高校時
感 情 感情 Ⅱ むくわれない思い
感 情 感情 Ⅰ 頭脳明晰
感 情 感情 Ⅰ 独占欲
感 情 感情 Ⅰ 錯乱状態
感 情 感情 Ⅰ 心配
感 情 感情 Ⅰ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 立命
感 情 感情 Ⅲ 食べ物、タバコ、薬物、酒などで自分自身を痛めつけること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶　（Rejection）
感 情 感情 Ⅲ 無意味に興奮すること
感 情 感情 Ⅲ 軽んじられた
感 情 感情 Ⅲ 取るにたりない
感 情 感情 Ⅰ 憎悪
感 情 感情 Ⅲ いじめられること
感 情 感情 Ⅰ 時差惚け
感 情 感情 Ⅲ 過小評価された
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱（うつ）
感 情 感情 Ⅲ ひどく殴打された
感 情 感情 Ⅱ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅱ 挫折
感 情 感情 Ⅰ 幻覚・妄想
感 情 感情 Ⅰ ぐずぐずする・内気
感 情 感情 Ⅱ アレルギー
感 情 感情 Ⅱ 人相
感 情 感情 Ⅱ 自分を見失っている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の失望を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦痛や感情を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 何かに押しつぶされること
感 情 感情 Ⅲ 家族に腹を立てること
感 情 感情 Ⅲ 創造主とつながっていない
感 情 感情 Ⅲ 人に傷つけられやすい
感 情 感情 Ⅲ 人に利用されること
感 情 感情 Ⅲ 重荷を強いられている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦しみを背負うこと
感 情 感情 Ⅲ 「すべてなるもの」からの分離
感 情 感情 Ⅰ 猫の目のように変わる感情表現
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの家族にいる



感 情 感情 Ⅲ 真実を観るのを恐れること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親の親であるかのようだ
感 情 感情 Ⅱ 家族愛
感 情 感情 Ⅱ ４歳～小学低学年
感 情 感情 Ⅲ 他人の面倒を見ること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親に対して責任がある
感 情 感情 Ⅱ 父に感謝
感 情 感情 Ⅱ 兄に感謝
感 情 感情 Ⅱ 家族に感謝
感 情 感情 Ⅱ 感情コロイド　　（コロイド感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情ゲル　　（ゲル感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情アモロファス
感 情 感情 Ⅱ 感情準結晶
感 情 感情 Ⅱ 感情鎖　　（感情環状鎖）
感 情 感情 Ⅱ 感情結晶　　（結晶感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情グリット
感 情 感情 Ⅱ 母に感謝
感 情 感情 Ⅰ 精神的に安定している状態
感 情 感情 Ⅱ 老衰
感 情 感情 Ⅲ 神を畏怖すること
感 情 感情 Ⅲ やっかい者である
感 情 波動測定器 宇宙に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 波動測定器 神に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 感情 Ⅲ 人に避けられている
感 情 感情 Ⅲ 神に対して腹を立てること
感 情 感情 Ⅱ 内因性精神病
感 情 感情 Ⅱ 発達障害
感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この怪我に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この病気に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この問題に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの問題が解決に向かって良くなっても、
また元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの怪我が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 時間が十分あると心配すること
感 情 感情 Ⅲ 脅かされること
感 情 感情 Ⅲ 他人を脅かすこと
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの身体を所有している
感 情 感情 Ⅱ 同一性障害
感 情 感情 Ⅲ 人の重荷である
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの痛み

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの病状が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、自分にだけ
は無効なのでは、という思い。



感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が何故か効かない、今度の波動修正も効かな
いのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器の波動修正は本当に有効なのだろうか、という思い。

感 情 感情 Ⅱ ツボカビ
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの悩み
感 情 感情 Ⅰ 起
感 情 感情 Ⅰ 承
感 情 感情 Ⅰ 転
感 情 感情 Ⅰ 結
感 情 感情 Ⅲ 劇的な出来事を経験すること
感 情 感情 Ⅱ 天寿
感 情 感情 Ⅰ 愛　（Ｌｏｖｅ）
感 情 感情 Ⅰ 起承転結
感 情 感情 Ⅱ 愛しています
感 情 感情 Ⅱ 民・人民

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
進化の三組み 自殺願望
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという父親からのメッセージ

進化の三組み 非常な自殺願望
進化の三組み 自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 非常に自虐的
進化の三組み 非常にストイック
進化の三組み 非常な罪悪感
進化の三組み 非常に自罰的
進化の三組み インナーチャイルド
進化の三組み 私は、全てである私の全てを愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は私の全てを愛しでいる
進化の三組み 私は私を愛している
進化の三組み 私は私を完壁に愛している
進化の三組み 私は私を絶対的に愛している
進化の三組み 自己否定
進化の三組み 自己愛欠落
進化の三組み 自己愛欠乏
進化の三組み 罪悪感
進化の三組み 自己嫌悪
進化の三組み 自己憎悪
進化の三組み 自己愛
進化の三組み 自己同一性
進化の三組み 自我同一性
進化の三組み 自己存在理由
進化の三組み 自虐的
進化の三組み ストイツク
進化の三組み 自罰的
進化の三組み 絶対的な罪悪感
進化の三組み 絶対的な自己否定
進化の三組み 非常な自己否定
進化の三組み 非常な自己愛欠落
進化の三組み 非常な自己愛欠乏
進化の三組み 非常な自己憎悪
進化の三組み 非常な自己嫌悪
進化の三組み 自己消滅願望
進化の三組み 自己が存在することへの絶対的な罪悪感
進化の三組み 非常な自己消滅願望
進化の三組み 現実逃避
進化の三組み 意識のペルソナ
進化の三組み 意識のシャドウ



進化の三組み 意識のペルソナと意識のシャドウの癒しと統合
進化の三組み 絶対神に対する存在否定
進化の三組み 絶対神に対する嘆き
進化の三組み 絶対神に対する非常な怒り
進化の三組み 絶対神に対する非常な憎悪
進化の三組み 絶対神に対する非常な軽蔑
進化の三組み 絶対神に見放されるのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されているのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されていると感じる非常な悲しみ
進化の三組み ハイアーセルフ
進化の三組み アイデンティティ

進化の三組み
ありのままの自分が今ここに存在してはならないという絶対神から
のメッセージ

進化の三組み 意識の三つ組み
進化の三組み 意識の進化の三つ組み
進化の三組み 進化の三つ組み
進化の三組み 意識のクラッチシフト機能
進化の三組み 意識の制動機能
進化の三組み 意識の欲動機能
進化の三組み 未来
進化の三組み 現在
進化の三組み 過去
進化の三組み 未来世
進化の三組み 現在世
進化の三組み 過去世
進化の三組み 未定
進化の三組み 否定
進化の三組み 肯定
進化の三組み 意識の未定(中庸)
進化の三組み 意識の否定
進化の三組み 意識の肯定
進化の三組み 文化(社会)
進化の三組み 秩序(社会)
進化の三組み 文明(社会)
進化の三組み アニムス(男性性)とアニマ(女性性)のバランス(統合)
進化の三組み アニムス(男性性)
進化の三組み アニマ(女性)
進化の三組み ありのままの自分が今こ:こに存在していいよという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという父親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという絶対神からのメッセージ

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他
経　絡 期門　きもん
経　絡 肩髃　　けんぐう
経　絡 天柱　てんちゅう
経　絡 瘂門　あもん
経　絡 風府　ふうふ
経　絡 頭維　ずい
経　絡 顋会　しんえ
経　絡 百会　ひゃ<え
経　絡 二十三次元
経　絡 晴明　せいめい
経　絡 攅竹　さんちく
経　絡 印堂　いんどう
経　絡 二十四次元
経　絡 気血の流れ井　（出ヅル所）
経　絡 滎　　（溜ルル所）
経　絡 兪　　（注グ所）
経　絡 気血の流れ経　（行ク所）
経　絡 合　（入ル所）
経　絡 客主人　きやくしゅじん
経　絡 顴髎  かんりょう
経　絡 四白　しはく
経　絡 瞳子髎  どうしりょう
経　絡 京骨
経　絡 陽交
経　絡 衝陽
経　絡 大淵
経　絡 二十五次元
経　絡 附陽
経　絡 交信　（照海）
経　絡 大迎　だいげい
経　絡 頬車　きょうしや
経　絡 聴宮　ちょうきゅう
経　絡 下關  げかん
経　絡 上髎  じょうりょう
経　絡 次髎  じりょう
経　絡 中髎  ちゅうりょう
経　絡 下髎  げりょう
経　絡 長強　ちょうきょう
経　絡 太白　たいはく
経　絡 太衝　たいしょう
経　絡 足三里  あしのさんり
経　絡 梁丘　りょうきゅう
経　絡 神門　しんもん
経　絡 勞宮  ろうきゅう
経　絡 箕門　きもん
経　絡 血海　けっかい
経　絡 支正　しせい
経　絡 外関　がいかん
経　絡 養老　ようろう



経　絡 陽池　ようち
経　絡 陽谷　ようこく
経　絡 陽溪  ようけい
経　絡 腕骨　わんこつ
経　絡 合谷　ごうこく
経　絡 尺澤  しゃくたく
経　絡 溫溜  おんる
経　絡 手三里　てさんり
経　絡 曲池　きょくち
経　絡 三焦兪　さんしょうゆ
経　絡 胃兪　いゆ
経　絡 胞盲　ほうこう
経　絡 膀胱兪　ぼうこうゆ
経　絡 小腸兪　しょうちょうゆ
経　絡 陰陵泉　いんりょうせん
経　絡 陽陵泉　ようりょうせん
経　絡 外丘  がいきゅう
経　絡 漏谷　ろうこく
経　絡 築賓　ちくひん
経　絡 三陰交　さんいんこう
経　絡 復溜　ふくりゅう
経　絡 大腸兪　だいちょうゆ
経　絡 府舎　ふしや
経　絡 大赫　たいかく
経　絡 中極　ちゅうきょく
経　絡 関元　かんげん
経　絡 至室　ししつ
経　絡 腎兪　じんゆ
経　絡 命門　めいもん
経　絡 承山　しょうざん
経　絡 湧泉　ゆうせん
経　絡 太溪  たいけい
経　絡 丘墟　きゅうきょ
経　絡 承扶　しょうふ
経　絡 委陽　いよう
経　絡 委中　いちゅう
経　絡 殷門　いんもん
経　絡 胃経
経　絡 督脈
経　絡 任脈
経　絡 腎経
経　絡 肺経
経　絡 大巨　たいこ
経　絡 気海　きかい
経　絡 天枢　てんすう
経　絡 盲兪　こうゆ
経　絡 足陽明
経　絡 足少陰
経　絡 手太陰
経　絡 足陽明胃経



経　絡 背中
経　絡 足少陰腎経
経　絡 陰維脈
経　絡 手太陰肺経
経　絡 陰蹻脈　
経　絡 心包経
経　絡 肝経
経　絡 小腸経
経　絡 胆経
経　絡 心経
経　絡 三焦経
経　絡 神闕　しんけつ
経　絡 水分　すいぷん
経　絡 梁門　りょうもん
経　絡 中脘  ちゅうかん2
経　絡 手太陽
経　絡 手少陰
経　絡 手厥陰
経　絡 足少陽
経　絡 足厥陰
経　絡 手少陽
経　絡 足少腸胆経
経　絡 手厥陰心包経
経　絡 足厥陰肝経
経　絡 手太陽小腸経
経　絡 手少陰心経
経　絡 手少腸三焦経
経　絡 陽維脈
経　絡 陽蹻脈
経　絡 膀胱経
経　絡 脾経
経　絡 大腸経
経　絡 肺兪　はいゆ
経　絡 膈兪  かくゆ
経　絡 至陽　しよう
経　絡 心兪　しんゆ
経　絡 郄門　　げきもん
経　絡 太陵　たいりょう
経　絡 孔最　こうさい
経　絡 肩外兪　けんかいゆ
経　絡 内關  ないかん
経　絡 章門　しょうもん
経　絡 不容  ふよう
経　絡 幽門　ゆうもん
経　絡 巨闕　こけつ
経　絡 鳩尾　きゅうぴ
経　絡 足太陰
経　絡 足太陽
経　絡 手陽明
経　絡 足太陽膀胱経



経　絡 足太陰脾経
経　絡 手陽明大腸経
経　絡 厥陰兪  けついんゆ、けっちんゆ
経　絡 肝兪　かんゆ
経　絡 天宗　てんそう
経　絡 日月　じつげつ
経　絡 身柱　しんちゅう
経　絡 大杼  だいじょ
経　絡 肩髎  けんりょう
経　絡 腹哀　ふくあい
経　絡 膻中　だんちゅう
経　絡 彧中（或中）  いくちゅう（わくちゅう）
経　絡 兪府　ゆふ
経　絡 中府　ちゅうふ
経　絡 帯脈
経　絡 膏肓（膏肓愈）  こうこう
経　絡 膽兪（胆兪）  たんゆ
経　絡 附分　ふぶん
経　絡 風門　ふうもん
経　絡 巨骨　ここつ
経　絡 大椎  だいつい2
経　絡 云門（雲門）  うんもん
経　絡 風池　ふうち
経　絡 完骨　かんこつ
経　絡 翳風　えいふう
経　絡 経絡系
経　絡 脾兪　ひゆ
経　絡 曲垣　きょくえん
経　絡 肩井　けんせい
経　絡 肩柱兪　けんちゅうゆ
経　絡 衝脈
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大分類 件　名 機　　能　　他
体　　液 血液とリンパ 細胞外液のpHバランス （ＰＨ中枢に関わる５次元）
体　　液 血液とリンパ 細胞内液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 髄液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ ｐｈ調節中枢
体　　液 血液とリンパ 間質液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 体液のpHバランス
体　　液 グロビン 血液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 唾液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ リンパ液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 血漿のpHバランス
体　　液 グロビン 延髄PH調節機能部位
体　　液 血液とリンパ 間質液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血漿中のイオシ
体　　液 血液とリンパ 髄液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞外液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞内液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 唾液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 体液中のイオン
体　　液 血液とリンパ リンパ液中のイオン
体　　液 グロビン 酸素　8
体　　液 血液とリンパ 関節頭の白血球造血器
体　　液 グロビン プロトポルフィリン
体　　液 グロビン ウロビリン体
体　　液 グロビン キレート
体　　液 血液とリンパ 出血
体　　液 グロビン グロビン
体　　液 グロビン 硫化水素
体　　液 グロビン グルクロン酸
体　　液 血液とリンパ 造血管細胞
体　　液 血液とリンパ 真菌環状鎖
体　　液 血液とリンパ ゴーストとなった赤血球
体　　液 グロビン 中性脂肪代謝酵素
体　　液 グロビン グロビン蛋白分解物(GD)
体　　液 グロビン VVYP
体　　液 グロビン 一酸化窒素(NＯ)
体　　液 グロビン ATP(アデノシン三リン酸)
体　　液 グロビン オキシヘモグロビン
体　　液 グロビン ステルコビリン
体　　液 グロビン ウロビリン
体　　液 グロビン ステルコピリノゲン
体　　液 グロビン ウロビリノゲン
体　　液 グロビン グルクロン酸抱合
体　　液 グロビン ビリベルディン
体　　液 グロビン 脾マクロファージ
体　　液 グロビン 赤血球膜SH基
体　　液 グロビン カルバミノ化合物
体　　液 グロビン メトヘモグロビン



体　　液 グロビン ポルフォピリノゲン
体　　液 グロビン ハインツ小体
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-2
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-1
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp１-１
体　　液 グロビン ハプトグロビン(Hp)
体　　液 グロビン 炭酸ガス
体　　液 血液とリンパ 白血病
体　　液 血液とリンパ 結合組織
体　　液 血液とリンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）ｐHバランス
体　　液 血液とリンパ 白血球招集増加因子
体　　液 血液とリンパ 白血病造血巣
体　　液 グロビン ヘモグロビンA2(HbA2)
体　　液 グロビン ヘモグロビンA(HbA)
体　　液 グロビン ヘモグロビンF(HbF)
体　　液 グロビン SS結合
体　　液 グロビン Ｖδ2+Ｔ細胞
体　　液 血液とリンパ 抗酸化酵素SODとマクロファージとリンパ球と穎粒球のバランス
体　　液 グロビン γ鎖
体　　液 グロビン Ｖγ9
体　　液 グロビン δ鎖
体　　液 グロビン 二価の鉄イオン
体　　液 グロビン プロトポルフェリン
体　　液 グロビン 非化学結合
体　　液 グロビン リポ蛋白リパーゼ
体　　液 グロビン グロビンmRNA
体　　液 グロビン δ一アミノレプリン酸
体　　液 グロビン サクシニルCoA
体　　液 グロビン グリシン
体　　液 グロビン 四量体α2β2
体　　液 グロビン 正常末梢血CD3+細胞
体　　液 グロビン γ/δＴ細胞
体　　液 グロビン Vδ2
体　　液 グロビン γ/δT細胞レセプタ
体　　液 グロビン α鎖(141アミノ酸)
体　　液 グロビン β鎖(146アミノ酸)
体　　液 グロビン ポリリポゾーム
体　　液 グロビン γ/δ複合体
体　　液 グロビン ヒトδ2遺伝子
体　　液 グロビン ヒトグロビン遺伝子
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大分類 件　名 機　　能　　他
サルコイドーシス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
カルチノイド 胸膜カルチノイド
サルコイドーシス アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 癩菌
サルコイドーシス リステリア
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミドの中のアシル鎖の炭素数が10のC10-CPA （Ｎヘ）

サルコイドーシス 眼病変
サルコイドーシス 幽界
サルコイドーシスパープルトウ症候群
サルコイドーシス 水銀毒
カルチノイド カルチノイド症候群
カルチノイド 頭髪毛組織カルチノイド
カルチノイド 延髄組織カルチノイド
サルコイドーシス 左室収縮不全
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 心室頻拍
サルコイドーシス 慢性ブドウ膜炎
サルコイドーシス アラキドン酸
サルコイドーシス 局所壁異常運動
サルコイドーシス 肉芽腫性前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 前癌病変
サルコイドーシス 前駆症
サルコイドーシス 有棘細胞癌
サルコイドーシス 類上皮非乾酪性肉芽腫
サルコイドーシス 多発性結節性低吸収域
サルコイドーシス ボーエン病　（Bowen病）
サルコイドーシス アレルゲン
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス ポンプ失調
カルチノイド 多発性硬化症延髄型
サルコイドーシス 豚脂様角膜後面沈着物
サルコイドーシス 基底細胞上皮癌
サルコイドーシス locus coeruleus-noradrenalin system
サルコイドーシス ＬＣ－ＮＡ system
サルコイドーシス ノルアドレナリン作動性ニューロン
サルコイドーシス クオルモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アロモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 増殖因子
サルコイドーシス ＦＯＸＰ３
サルコイドーシス N一ヘキサノイルーL一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一(3一オキソオクタノイル)一L一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アレルゲンの排除排泄
サルコイドーシス 痒い（かゆい）
サルコイドーシス ＣＸ３ＣＲ
サルコイドーシス ＣpＧＤＮＡ



サルコイドーシス Quorum sensing機構のターゲット遺伝子  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構のR一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構の一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 生命の黎明期に分岐した未知の菌株ジェマティモナス オーランティアカ （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum Sensing機構クオラムセンシング  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一アシルーL一ホモセリンラクトン(AHL)  （Ｎヘ）

カルチノイド 感覚器目組織カルチノイド
サルコイドーシス 無菌性髄膜炎
サルコイドーシス シナジス（Ｓｙｎａｇｉｓ:Palivizumad:パリビズマブ）
サルコイドーシス 食餌抗原
サルコイドーシス 病原体のAHL合成遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体AHLレセプター遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 表皮
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス 遠位型ミオパチー
サルコイドーシス 　(言霊不詳コード番号のみ)
サルコイドーシス 炎症性ミオパチー
サルコイドーシス キラーＴ細胞
サルコイドーシス テタヌス毒素　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス vogt-小柳-原田病
カルチノイド ループス頭痛　（ｌｕｐｕｓ　ｈｅａｄａｃｈｅ）
サルコイドーシス 妖怪
サルコイドーシス 魑魅
サルコイドーシス 魍魎
サルコイドーシス ミオパチー
カルチノイド ミオパチー
サルコイドーシス 慢性ミオパチーミオパチー型（慢性）
サルコイドーシス 進行性肺サルコイドーシス
サルコイドーシス 眼内炎症病変
サルコイドーシス 眼内炎症疾患
サルコイドーシス ビタミンＤー1α水酸化酵素
サルコイドーシス シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
サルコイドーシス 重症心不全
サルコイドーシス ゲルトネル菌
サルコイドーシス 表皮内癌　（上皮内癌）
サルコイドーシス ステノトロフォモナ
サルコイドーシス 皮膚の扁平上皮癌
サルコイドーシス 髄膜炎菌
サルコイドーシス 炎症性リウマチ
サルコイドーシス リウマチ性痛風
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
サルコイドーシス ヒトパピローマ　ウイルス
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス



サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
サルコイドーシス アディポネクチン（ホルモン　痩型）
サルコイドーシス 組織修復
サルコイドーシス Shewanella属細菌  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 個体の活性レベル
サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ排除排泄消去    （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオサーファクタント生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のEPS生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオフイルム形成  （Ｎヘ）

サルコイドーシスウイルス霊

サルコイドーシス スーパー抗原（ＳＥＢ）
サルコイドーシス細菌霊

サルコイドーシス 先天性免疫反応
サルコイドーシスハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

サルコイドーシス マクロファージの比率が増加
サルコイドーシス マクロファージ
サルコイドーシス 活性酸素
サルコイドーシス 免疫応答
サルコイドーシス 茶の葉　
サルコイドーシス ＴＮＦ－β
サルコイドーシス ＴＮＦ－γ
サルコイドーシス ＴＮＦ－α
サルコイドーシス ＴＬＲ6
サルコイドーシス ＴＬＲ7
サルコイドーシス ＴＬＲ8
サルコイドーシス ＴＬＲ9
サルコイドーシス ＴＬＲ2
サルコイドーシス ＴＬＲ4
サルコイドーシス ＴＬＲ1
サルコイドーシス ＴＬＲ３
サルコイドーシス ＴＬＲ
サルコイドーシス 単球・マクロファージ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ａ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ｆ
サルコイドーシス １Ｌ－２２
サルコイドーシス １Ｌ－２３
サルコイドーシス １Ｌ－２７
サルコイドーシス １Ｌ・１
サルコイドーシス ＩＬ-4
サルコイドーシス ＩＬ-5
サルコイドーシス ＩＬ-6
サルコイドーシス ＩＬ-3
サルコイドーシス ＩＬ-2
サルコイドーシス 1L-8
サルコイドーシス １Ｌ－７
サルコイドーシス 免疫抑制剤耐性
サルコイドーシス 免疫不全症候群
サルコイドーシス 悪性黒色腫



サルコイドーシス ＩＬ-18
サルコイドーシス ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor）
カルチノイド 多発性硬化症　小脳型
サルコイドーシス ＣＤ１０３
サルコイドーシス プロテアーゼ機能欠損
カルチノイド 女性器組織カルチノイド
サルコイドーシス CD40リガンド　（CD40L　ｇｐ39）
サルコイドーシス ＣＤ４
カルチノイド 多発性硬化症聴覚神経型
カルチノイド 血液脳関門・脳血管カルチノイド
カルチノイド 中脳組織カルチノイド
カルチノイド 中枢神経組織カルチノイド
サルコイドーシス クモ状血管腫
カルチノイド 毛細血管組織カルチノイド
カルチノイド 橋組織カルチノイド
カルチノイド ループス腎炎
カルチノイド 脳組織カルチノイド
カルチノイド 大脳皮質組織カルチノイド
カルチノイド 大脳基底核組織カルチノイド
カルチノイド 小脳組織カルチノイド
サルコイドーシス CALPAIN 7; CAPN7 (PalBH)
サルコイドーシス Ｃａ2+

サルコイドーシス 細胞内システインプロテアーゼ
サルコイドーシス ｐ９４（カルパイン３）
サルコイドーシス CALPAIN 3; CAPN3 (p94, nCL-1)
サルコイドーシス CALPAIN 5; CAPN5 (hTRA-3)
サルコイドーシス CALPAIN 6; CAPN6
サルコイドーシス コネクチン
サルコイドーシス CALPAIN 2; CAPN2 (m-calpain; mCL)
サルコイドーシス CALPAIN１; CAPN１ (µ-calpain; µCL)
サルコイドーシス カルパイン
サルコイドーシス カルパイン(酵素)
サルコイドーシス CALPAIN 13; CAPN13
サルコイドーシス CALPAIN 12; CAPN12
サルコイドーシス 糸球体腎炎
サルコイドーシス 黒色人種
サルコイドーシス CALPAIN 8; CAPN8 (nCL-2) [NCBI UniGene]
サルコイドーシス ＣＤ２５
カルチノイド 多形滲出性紅斑
サルコイドーシス NCBI Uni Gene
サルコイドーシス 慢性高カルシウム血症
サルコイドーシス 心室中隔基部の菲薄化
カルチノイド 多発性硬化症橋型
サルコイドーシス CALPAIN 9; CAPN9 (nCL-4)
カルチノイド 多発性硬化症視床型
サルコイドーシス CALPAIN 11; CAPN11
カルチノイド 多発性硬化症中脳型
サルコイドーシス CALPAIN 10; CAPN10



サルコイドーシス 中枢神経病変
カルチノイド 多発性硬化症大脳基底核型
サルコイドーシス ＣＤ４０（リン酸化タンパク）
サルコイドーシス トロボニン
サルコイドーシス トロンボクサンＢ２
サルコイドーシス ＧＭ－ＣＳＦ
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス エイコサペンタエン酸　　ＥＰＡ
サルコイドーシス 亜鉛インポーターＺｉｐ６/Liv1）
サルコイドーシス 亜鉛トランスポーターファミリー
カルチノイド 肺組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルスの融合蛋白
カルチノイド 腹部組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 卵巣組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 胆嚢組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(141)
カルチノイド 漿膜炎
サルコイドーシス 骨サルコイドーシス
サルコイドーシス 未熟樹状細胞　（ｉＤＣ）
サルコイドーシス神経因性疼痛（神経障害性疼痛、(ＣＣＬタンパク質ケモカイン)

カルチノイド 前立腺組織カルチノイド
カルチノイド 多発性硬化症脳下垂体型
カルチノイド 脳下垂体組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 子宮頸がんワクチン
カルチノイド 下肢組織カルチノイド
カルチノイド 死亡
カルチノイド リンパ液浸出
サルコイドーシス むずむず脚症候群
カルチノイド 乳房組織カルチノイド
カルチノイド 頭部組織カルチノイド
カルチノイド 乳腺組織カルチノイド
カルチノイド 鼻組織カルチノイド
カルチノイド 腎経組織カルチノイド
カルチノイド 病死
サルコイドーシス 高度房室ブロック
カルチノイド 咽喉頭組織カルチノイド
カルチノイド 骨組織カルチノイド
カルチノイド 肋骨組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄組織カルチノイド
カルチノイド 肋膜カルチノイド

カルチノイド 視床組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス感染症　（細気管支炎）
カルチノイド 腹膜カルチノイド
カルチノイド 胃組織カルチノイド
カルチノイド 泌尿器組織カルチノイド
カルチノイド 気道組織カルチノイド



カルチノイド 気管組織カルチノイド
カルチノイド 子宮組織カルチノイド
カルチノイド 胃経組織カルチノイド
カルチノイド 脊椎組織カルチノイド
カルチノイド 胸部組織カルチノイド
カルチノイド 心臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 炎症性細胞浸潤
カルチノイド 血管組織カルチノイド
カルチノイド 血液細胞カルチノイド
カルチノイド 任脈組織カルチノイド
カルチノイド 督脈組織カルチノイド
カルチノイド 筋肉組織カルチノイド
サルコイドーシス 骨の痛み
カルチノイド 腸間膜血管炎
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
カルチノイド リンパ管カルチノイド
カルチノイド 肺経組織カルチノイド
カルチノイド 十二指腸組織カルチノイド
カルチノイド 食道組織カルチノイド
カルチノイド 男性器組織カルチノイド
サルコイドーシス ピック病
サルコイドーシス 病巣感染
サルコイドーシス サルコイドーシスの静脈周囲炎
サルコイドーシス 肺胞マクロファージ
サルコイドーシス 肝病変
サルコイドーシス 腎血管炎
サルコイドーシス レジオネラ・ニューモフィラ
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス ガリウムの異常集積
カルチノイド 全身症状
カルチノイド 多発性硬化症脳下垂体型
カルチノイド リーブマン・サックス　心内膜炎
サルコイドーシス 白板症
サルコイドーシス 嚢胞性骨病変
サルコイドーシス レジオネラ
サルコイドーシス 完全房室ブロック
サルコイドーシス ｌｕｐｕｓ　ｐernio
サルコイドーシス 結節性多発動脈炎
サルコイドーシス 緑色硫黄細菌
サルコイドーシス 鼻粘膜病変
サルコイドーシス 腎石灰化症
サルコイドーシス 重症心室不整脈
サルコイドーシス 類上皮細胞
サルコイドーシス 緑色非硫黄細菌
サルコイドーシス 尿細管間質性腎炎
サルコイドーシス 褥瘡
サルコイドーシス びまん浸潤型
サルコイドーシス びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）



サルコイドーシス テタノリジン　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス 脾病変
サルコイドーシス 腎障害
サルコイドーシス 肺の両側肺門リンパ節腫脹
サルコイドーシス 機能不全(カルパイン)
サルコイドーシス Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
サルコイドーシス エプスタインバーウィルス　（ＥＢウイルス）
サルコイドーシス エプスタインバー　ウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－４　エプスタイン・バール・ウイルス
サルコイドーシス 肥満細胞
サルコイドーシス インターフェロン-α（ＩＦＮ－α２ａ）
サルコイドーシス カドミウム沈着
サルコイドーシス 血管周囲
サルコイドーシス 1型インターフェロン　（ＩＦＮ－αとＩＦＮ－β）
サルコイドーシス 血管壁
サルコイドーシス 皮下脂肪組織中
サルコイドーシス 液性免疫
サルコイドーシス 心サルコイドーシス
サルコイドーシス 泌尿器系を解毒
サルコイドーシス 皮膚の結節型
サルコイドーシス 瘢痕浸潤
サルコイドーシス ＲＳウイルスのＦ蛋白
サルコイドーシス 細胞内シグナル伝達経路
サルコイドーシス 2型インターフェロン　（Ｔｙｐｅ-ＩＩ ＩＦＮ）
サルコイドーシス 肢帯型筋ジストロフィー２Ａ型
サルコイドーシス ＬＧＭＤ２Ａ
サルコイドーシス 眼サルコイドーシス
サルコイドーシス アンジオテンシン変換酵素　（ＡＣＥ）
サルコイドーシス アンジオテンシン
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅰ
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅱ
サルコイドーシス 皮膚サルコイド
サルコイドーシス 皮膚の局面型
サルコイドーシス 皮膚サルコイドーシス
サルコイドーシス 皮膚の皮下型
サルコイドーシス 骨格筋構成タンパク質
サルコイドーシス 細胞性免疫
サルコイドーシス 筋サルコイドーシス
サルコイドーシス 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
サルコイドーシス 樹状細胞
サルコイドーシス 異常集積ガリウムを修正解消排除
サルコイドーシス ヘリコバクター
カルチノイド 骨盤組織カルチノイド
カルチノイド 膵臓組織カルチノイド
カルチノイド 膀胱組織カルチノイド
サルコイドーシス サイトメガロウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－５　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス 全身性の肉芽腫性疾患
サルコイドーシス 強固な肉芽腫



カルチノイド 心包経組織カルチノイド
カルチノイド 小腸組織カルチノイド
カルチノイド 脾臓組織カルチノイド
カルチノイド リンパ節カルチノイド
カルチノイド 甲状腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 致命的不整脈
サルコイドーシス 寄生虫感染症(455)
カルチノイド 三焦経組織カルチノイド
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　A群１６型
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　１０型
サルコイドーシス 巨細肪性動脈炎
カルチノイド 腎臓組織カルチノイド
サルコイドーシス インフルエンザ菌
カルチノイド 骨盤神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(991)
カルチノイド 末梢神経組織カルチノイド
カルチノイド ルポイド肝炎
カルチノイド 睾丸・精巣組織カルチノイド
カルチノイド 大腸組織カルチノイド
カルチノイド 小腸経組織カルチノイド
カルチノイド 肝経組織カルチノイド
カルチノイド 消化管組織カルチノイド
カルチノイド 胆経組織カルチノイド
カルチノイド 心経組織カルチノイド
サルコイドーシス カタラリス菌
カルチノイド リンパ組織カルチノイド
サルコイドーシス 丹毒  （Ｎヘ）

カルチノイド ループス膀胱炎
サルコイドーシス 上皮傷害
カルチノイド タンパク漏出性腸炎
サルコイドーシス モラクセラ
カルチノイド 肝臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 慢性呼吸不全
サルコイドーシス 菌体成分　（Pathogen-associated molecular pattern:PAMP)
サルコイドーシス プロテオバクテリア
サルコイドーシス ω-3脂肪酸不足
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 2; CAPNS2 (30K-2)[NCBI UniGene] 

サルコイドーシス NCBI Protein
サルコイドーシス リンパ球浸潤
サルコイドーシス リンパ球比率の上昇
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 1;CAPNS1(30K)           
サルコイドーシス 手足口病
カルチノイド ルーブス腸炎
サルコイドーシス チフス菌
サルコイドーシス 酢酸菌
カルチノイド 皮膚粘膜症状
サルコイドーシス リンパ球比率が低下
サルコイドーシス CALPAIN 16; CAPN16 (demi-calpain, C6orf103) [NCBI Protein]

カルチノイド 亜急性皮膚エリテマトーデス（ＳＣＬＥ）



サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス 白斑　（目）
サルコイドーシス 腸管腔
サルコイドーシス 肉芽腫性血管炎
サルコイドーシス 呼吸器症状
サルコイドーシス CALPAIN 15; CAPN15 (SolH) [NCBI Protein]
サルコイドーシス ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
サルコイドーシス 心筋病変
サルコイドーシス CALPAIN 14; CAPN14      
サルコイドーシス 腸間膜リンパ節
サルコイドーシス αープロテオバクテリア
サルコイドーシス サイトメガロ　ウイルス
サルコイドーシス 肉芽腫
サルコイドーシス ポリオ毒素
サルコイドーシス 細菌感染
カルチノイド 便秘
サルコイドーシス コクサッキー　ウイルス
サルコイドーシス ワクチニア　ウイルス
サルコイドーシス 淋病　性行為感染症（淋菌）
サルコイドーシス ヘリコバクター・ピロリ
サルコイドーシス 腸上皮
サルコイドーシス リノール酸　（ＬＡ）
サルコイドーシス ω-6脂肪酸　（リノール酸）
サルコイドーシス ω-3脂肪酸　（α-リノレン酸）
サルコイドーシス ペプチドグリカン
サルコイドーシス ロゼオロウイルス属
サルコイドーシス 水痘ウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－３　水痘・帯状疱疹ウイルス
サルコイドーシス サルコイド肉芽腫
サルコイドーシス ＨＨＶ－１　単純ヘルペスウイルス１型（ＨＳＶ－１）
サルコイドーシス 症候性
サルコイドーシス 無症候性サルコイドーシス
サルコイドーシス ＨＨＶ－２　単純ヘルペスウイルス２型（ＨＳＶ－２）
サルコイドーシス ＨＨＶ－６　突発性発疹
サルコイドーシス リンパ性白血病ウイルス
サルコイドーシス リンパ性白血病
サルコイドーシス ＨＨＶ－７　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－８　カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス
サルコイドーシス 炎症性サイトカイン
サルコイドーシス ミラビリス変形菌
サルコイドーシス ウイルスの蛋白
サルコイドーシス 黄斑部出血
サルコイドーシス 単純ウイルス属
サルコイドーシス アルファヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス リンフォクリプトウイルス属
カルチノイド 神経組織カルチノイド
カルチノイド 上肢組織カルチノイド
サルコイドーシス没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

サルコイドーシス 異常構造物



サルコイドーシス アスペルギローマ
カルチノイド 膀胱経組織カルチノイド
サルコイドーシス ＬＰＳ　（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ）
カルチノイド 目組織カルチノイド
カルチノイド 大腸経組織カルチノイド
サルコイドーシス 表皮性のう胞
サルコイドーシス 黄斑上膜
カルチノイド 血球系細胞カルチノイド
カルチノイド 耳組織カルチノイド
カルチノイド 脾経組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経変性
サルコイドーシス 腫瘤型（急性）
サルコイドーシス 腫瘤型（亜急性）
カルチノイド 下痢
サルコイドーシス 嚢胞様黄斑浮腫
サルコイドーシス 虹彩結節
サルコイドーシス 大型紡錘体小体　（ＨＷ小体）
サルコイドーシス 周辺部虹彩前癒着
サルコイドーシス 渗出斑
サルコイドーシス 肉芽腫性間質性腎炎
サルコイドーシス 硝子体混濁
サルコイドーシス 隅角結節
サルコイドーシス Ｔr1
サルコイドーシス 異物型巨細胞
サルコイドーシス ＩＬ-10
サルコイドーシス ＩＬ-12
サルコイドーシス ＩＬ-13
サルコイドーシス 連鎖球菌ブドウ球菌毒素
サルコイドーシス 緑膿菌　６５
サルコイドーシス トキソプラズマ
サルコイドーシス 色素性乾皮症
サルコイドーシス ヘルペスウイルス科
サルコイドーシス 群：第１群（2本鎖ＤＮＡ）　ウイルス
サルコイドーシス 髄膜炎
サルコイドーシス ガンマヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス ヘルペスウイルス目
サルコイドーシス 菌血症
サルコイドーシス 異物型巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ウイルスの蛋白排除排泄
サルコイドーシス 緑膿菌　６６
サルコイドーシス 腎部慢性膿皮症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 多発性感染膿瘍  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 化膿性肝腺炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス シアノバクテリア
サルコイドーシス 没食子酸
サルコイドーシス ピック球
サルコイドーシス 異常構造物の排除排泄消去
サルコイドーシス 気道上皮細胞



サルコイドーシス 大型紡錘体小体の排除排泄
サルコイドーシス 慢性緑膿菌感染症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 緑膿菌　６７　
サルコイドーシス 膿皮症  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 伝染性膿かしん(俗名・とびひ)  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 感染性粉瘤  （Ｎヘ）

サルコイドーシス せつ、せつ腫症、癰(俗名・おでき)　  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 神経サルコイドーシス
サルコイドーシス 責任遺伝子産物
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞
サルコイドーシス Ｔｈ0細胞　（ナイーブＴｈ細胞）
カルチノイド ｌｕｐｕｓ　ｐｒｏｆｕｎｄｕｓ
サルコイドーシス Ｌ型アクネ菌
サルコイドーシス ＴＤＰ－４３
サルコイドーシス クリプトコッカス
カルチノイド ステロイドミオパチー
サルコイドーシス 急性網膜壊死
サルコイドーシス カリニ原虫
サルコイドーシス パタン
サルコイドーシス 網脈絡膜広範囲萎縮
サルコイドーシス 脈絡膜炎
サルコイドーシス アレルギー体質
サルコイドーシス 肺炎桿菌
サルコイドーシス 蜂窩織炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎　Pneumocystis　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　PCP
サルコイドーシス アレルギー性炎症
サルコイドーシス 竹の節状の網膜静脈周囲炎
サルコイドーシス 網膜周囲血管炎
サルコイドーシス 網膜血管炎
サルコイドーシス αフォドリン　（タンパク質）
サルコイドーシス ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
サルコイドーシス カルタップ塩酸塩
サルコイドーシス ＲｂＡｐ　（タンパク質）
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 筋肉痛
サルコイドーシス マアクネ菌　（Propionibacterium acnes）
サルコイドーシス 網脈絡膜渗出斑および結節
サルコイドーシス クリプトコッカス症
サルコイドーシス コクシジオイデス症
サルコイドーシス ＣＣＬ６　Ｓｃｙａ６　Ｃ１０，ＭＲＰ-２
サルコイドーシス ＣＣＬ７　Ｓｃｙａ７　ＭＡＲＣ，ＭＣＰ-３
サルコイドーシス ＣＣＬ８　Ｓｃｙａ８　ＭＣＰ-２
サルコイドーシス ＣＤ８陽性のリンパ球
サルコイドーシス アレルギー体質の改善
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 末梢性ニューロパチー
サルコイドーシス 抗破傷風免疫グロブリン　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス オキサロ酢酸
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）



サルコイドーシス クロチアニジン
サルコイドーシス ＰＴＳ３タンパク質
サルコイドーシス Ｐｅｘ１３ｐ　ｍｕｔａｎｔ(ペルオキシソーム生物発生説障害)
サルコイドーシス ＰＴＳ２タンパク質
サルコイドーシス ＰＴＳ１タンパク質
サルコイドーシス 非ヒストン核タンパク
サルコイドーシス autoinducerとよばれるホルモン物質  （Ｎヘ）

サルコイドーシス XCL1 Scyc1 Lymphotactin α,SCM-1α,ATAC(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス XCL2 Scyc2 Lymphotactin β,SCM-2β(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス ｃａｔａｌａｓｅ　ＰＴＳ
サルコイドーシス ＰＴＳ１　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ １）
サルコイドーシス ＰＴＳ２　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ 2）
サルコイドーシス （新しい）ＰＴＳ3
サルコイドーシス Ｔｈ２細胞
サルコイドーシス Ｔｈ１７
サルコイドーシス Ｔｈ１細胞
サルコイドーシス Ｔ細胞
サルコイドーシス ＣＣケモカイン
サルコイドーシス ＣＣＬ１　Ｓｃｙａ１　Ｉ-３０９，ＴＣＡ-3
サルコイドーシス ＣＣＬ２　Ｓｃｙａ２　ＭＣＰ-１
サルコイドーシス ＣＣＬ３　Ｓｃｙａ３　ＭＩＰ-１α
サルコイドーシス ＣＣＬ４　Ｓｃｙａ４　ＭＩＰ-１β
サルコイドーシス ＣＣＬ５　Ｓｃｙａ５　ＲＡＮＴＥＳ
サルコイドーシス ＣＣＬ９　Ｓｃｙａ９　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ10　Ｓｃｙａ10　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ11 Ｓｃｙａ11　Eotaxin
サルコイドーシス ＣＣＬ12 Ｓｃｙａ12　ＭＣＰ-5
サルコイドーシス ＣＣＬ13 Ｓｃｙａ13　ＭＣＰ-4,NCC-1,Ｃｋβ10
サルコイドーシス ＣＣＬ14 Ｓｃｙａ14　HCC-1,MCIF,Ckβ1,NCC-2,CCL
サルコイドーシス ＣＣＬ15 Ｓｃｙａ15　Leukotactin-1,MIP-5,HCC-2,NCC-3
サルコイドーシス ＣＣＬ16 Ｓｃｙａ16　LEC,NCC-4,LMC,Ckβ12
サルコイドーシス ＣＣＬ17 Ｓｃｙａ17　TARC,dendrokine,ABCD-2
サルコイドーシス ＣＣＬ18 Ｓｃｙａ18　PARC,DC-CK1,AMAC-1,Ckβ7MIP-4
サルコイドーシス ＣＣＬ19 Ｓｃｙａ19　ELC,Exodus-3,Ckβ11
サルコイドーシス ＣＣＬ20 Ｓｃｙａ20　LARC,Exodus-1,Ckβ4
サルコイドーシス ＣＣＬ21 Ｓｃｙａ21　SLC,6Ckine,Exodus-2,Ckβ9,TCA-4
サルコイドーシス ＣＣＬ22 Ｓｃｙａ22　MDC,DC/β-CK
サルコイドーシス ＣＣＬ23 Ｓｃｙａ23　MPIF-1,Ckβ8,MIP-3,MPIF-1
サルコイドーシス ＣＣＬ24 Ｓｃｙａ24　Eotaxin-2,MPIF-2,Ckβ6
サルコイドーシス ＣＣＬ25 Ｓｃｙａ25　TECK,Ckβ15
サルコイドーシス ＣＣＬ26 Ｓｃｙａ26　Eotaxin-3,MIP-4α,IMAC,TSC-1
サルコイドーシス ＣＣＬ27 Ｓｃｙａ27　CTACK,ILC,Eskine,PESKY,skinkine
サルコイドーシス ＣＣＬ28 Ｓｃｙａ28　MEC
サルコイドーシス CXCL10 Scyb10 IP-10,CRG-2
サルコイドーシス CXCL11 Scyb11 I-TAC,β-R1,IP-9
サルコイドーシス CXCL12 Scyb12 SDF-1,PBSF
サルコイドーシス CXCL13 Scyb13 BCA-1,BLC
サルコイドーシス CXCL14 Scyb14 BRAK,bolekine
サルコイドーシス CXCL15 Scyb15 Lungkine,WECHE



サルコイドーシス CXCL16 Scyb16 SRPSOX
サルコイドーシス CXCL17 VCC-1 DMC,VCC-1
サルコイドーシス CX3C ケモカイン
サルコイドーシス ＣＸ3ＣL1 Scyd1 Fractalkine,Neurotactin,ABCD-3
サルコイドーシスケモカイン　（Chemokine）

サルコイドーシス CXCL4 Scyb4 PF-4
サルコイドーシス ＣＸＣケモカイン
サルコイドーシス CXCL1 Scyb1 Gro-α,GRO1,NAP-3
サルコイドーシス CXCL2 Scyb2 Gro-β,GRO2,MIP-2α
サルコイドーシス CXCL3 Scyb3 Gro-γ,GRO3,MIP-2β
サルコイドーシス CXCL5 Scyb5 ENA-78
サルコイドーシス CXCL6 Scyb6 GCP-2
サルコイドーシス CXCL7 Scyb7 NAP-2,CTAPIII,β-Ta,PEP
サルコイドーシス CXCL8 Scyb8 IL-8,NAP-1,MDNCF,GCP-1
サルコイドーシス CXCL9 Scyb9 MIG,CRG-10
サルコイドーシス Ｃケモカイン
サルコイドーシス 納豆
サルコイドーシス プロピオニバクテリウム菌
サルコイドーシス 加水分解性タンニン
サルコイドーシス ヘテロダイマー
サルコイドーシス モンドール病
カルチノイド ループス腹膜炎
サルコイドーシス スフィンゴ糖脂質　（α-ガラクトシルセラミド:α-ＧａｌＣｅｒ）
カルチノイド 円形状ループス（ＤＬＥ）
カルチノイド 蝶形紅斑
サルコイドーシス 骨炎症病変
カルチノイド 全身性エリテマトーデス（全身性紅斑性狼瘡　ＳＬＥ）
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症
サルコイドーシス シェーグレン症候群　（Sjögren syndrome）
サルコイドーシス 皮膚ケラチノサイト
カルチノイド 多発性硬化症間脳型
サルコイドーシス Ｚｎｔファミリー（exporter）
サルコイドーシス ＺＩＰファミリー（importer)
サルコイドーシス 血栓性静脈炎
サルコイドーシスＰ-１６ (肝臓、大腸癌)

サルコイドーシス 水銀毒
サルコイドーシス サルモネラ菌
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ
サルコイドーシス 抗原物質（起因体）
サルコイドーシスＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

サルコイドーシス 皮下結節　（皮膚）
サルコイドーシス ＣＤ８陽性細胞
サルコイドーシス ＴＧＦ－β
サルコイドーシス 制御用Ｔ細胞
サルコイドーシス ＴＳＬＰ
サルコイドーシスＣＥＡ (大腸癌)

サルコイドーシスＭｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

サルコイドーシスＡＰＣ (肝臓癌)

サルコイドーシスＣＫ-１９ (膵臓癌)



サルコイドーシス サルコイドーシス
サルコイドーシスアポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

サルコイドーシスＥＧＦＲ (胃癌)

サルコイドーシスリンチ症候群 (大腸)

サルコイドーシスＰ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

サルコイドーシスＣＯＸ－２ (肺癌)

サルコイドーシスＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

サルコイドーシスＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

サルコイドーシス ヘルパーＴ細胞
サルコイドーシスＫ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

サルコイドーシス ｄｓＲＮＡ
サルコイドーシス 二本鎖ＲＮＡ
サルコイドーシスＰ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

サルコイドーシス ssＲＮＡ
サルコイドーシスＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

サルコイドーシスＧタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

サルコイドーシスＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

サルコイドーシス ヨーグルト
サルコイドーシス 抗原提示細胞
サルコイドーシス 受持神社
サルコイドーシス ＭＨＣクラスＩＩ分子
サルコイドーシス エンドトキシン
サルコイドーシス グラム陰性エンドトキシン　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 角化異常
サルコイドーシス ＩＦＮ－γ　（ＩｇＥ抗体の産出を抑制する）
サルコイドーシス五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽβアミロイド
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽアミロイドβペプチド
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ認知症(Ａ)
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ認知症　B
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ瀰慢性レビー小体病
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽレビー小体型認知症(認知症Ａ)

サルコイドーシス 変性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス 脳血管性認知症(認知症Ｂ)

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ妄想
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ暴言
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ徘徊
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ介護拒否
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽアミロイドβ蛋白質(Ａβ)
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ前駆体蛋白(ＡＰＰ)
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽα-セクレターゼ
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽγ-セクレターゼ
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽβ-セクレターゼ
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽアポトーシス
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽアポトーシス
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽアポトーシス
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽオリゴマーＡβ
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ高濃度(μＭ)
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ生理的濃度(nＭ)



ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ神経毒性
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ分化程度による毒性
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ線維形成
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ受容体活性阻害抗体
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ細胞腫(ニューロン⇔グリア)
ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ細胞死

サルコイドーシス 壊血病
カルチノイド 口腔内組織カルチノイド
カルチノイド 口腔内粘膜組織カルチノイド
カルチノイド 間脳組織カルチノイド
カルチノイド 骨髄カルチノイド
サルコイドーシス エンドトキシンショック
サルコイドーシス リポポリサッカライド　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 魚鱗癬
サルコイドーシス瘤 (こぶ)

サルコイドーシス オークの樹皮
サルコイドーシス メラノーマ
サルコイドーシス 重金属
サルコイドーシス 類上皮細胞肉芽腫　（皮膚）
サルコイドーシス グラム陰性菌
サルコイドーシス セラチア（腸内菌）
サルコイドーシス セラチア・マルセッセンス
サルコイドーシス ＩｇＥ抗体産出
サルコイドーシス 瘤の排除排泄
サルコイドーシス AHLラクトナーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス リポ蛋白
サルコイドーシス ＮＫＴ細胞
サルコイドーシス 自己消化活性能
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミド(Cn-CPA)  （Ｎヘ）

サルコイドーシス AHLアシラーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アスポリン（ＤＮＡ）
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大分類 件　名 機　　能　　他
グリット O（ゼロ）
グリット 完全中庸
グリット 地球（テラ）の中心
グリット ソマチット⑪　破裂　（コロイド）
グリット 十九次元
グリット ソマチット⑩　球状の細菌形態　（結晶）
グリット ソマチット⑨　球状の細菌形態　（結晶）
グリット 二十次元
グリット ソマチット⑧　粒状の二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）

グリット ソマチット⑦　二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）
グリット 二十一次元
グリット ソマチット⑤　二重バクテリア形態（アモロファス）
グリット アストラル体　（ピンク）
グリット 二十二次元
グリット ソマチット④　バクテリア形態（アモロファス）
グリット 無機物霊
グリット 橋核
グリット ソマチット③　二重胞子（準結晶）　（角樴之大神、地・木）
グリット 二十三次元
グリット 二十四次元
グリット ソマチット②　胞子（準結晶）　（須比知邇美之大神、地・土）
グリット ガイア
グリット メンタル体　　黄
グリット ソマチット①　（準）　（宇比地煮之大神、地・土）
グリット 二十五次元
グリット チャクラ
グリット チャクラを開く
グリット 糖
グリット 糖環状鎖
グリット 糖グリット
グリット 抗腫瘍作用
グリット ソマチット⑫　酵母形態（ゲル）
グリット 新Ⅲ次元
グリット 新Ⅲ次元
グリット 石油霊
グリット 塩酸
グリット 天日長命薬師守神
グリット 天豊禁厭建彦神
グリット 天日体骸薬師守神
グリット 天日体髄医師彦神
グリット 宇宙ソマチット　　超高温・低温の中のソマチット殻
グリット 感謝
グリット 八十万禍斬祓尊
グリット 塩酸の中のソマチット殻　
グリット 超古代ソマチット
グリット 細菌毒に対しての殻血小板

グリット 古代ソマチット（鎖）　（豊雲野根之大神）
グリット 女性センター



グリット 男性センター
グリット 秘尿器・生殖センター
グリット 仙骨性腺ｾﾝﾀｰ
グリット 太陽叢
グリット 横隔膜センター
グリット ハートチヤクス （心臓センター）
グリット 胸腺センター
グリット 喉ｾﾝﾀｰ
グリット 夢センター
グリット 脳下垂体ｾﾝﾀｰ
グリット 視覚センター
グリット 冠ﾁｬｸﾗ
グリット 三次元 （多次元経絡意識波動プログラム１層～１３層は三次元）

グリット 茶
グリット 闇山ずみ神　(クラヤマズミノカミ)
グリット 慈しみ
グリット 硫酸
グリット 久延毘古神　(クエビコノカミ)
グリット ソマチット⑬　子嚢胞子形態　（ゲル）
グリット 弥勒菩薩　　（ミロクボサツ）
グリット 六次元 （多次元経絡意識波動プログラム１６層６次元）
グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム１４層４次元）
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム１５層５次元）
グリット 橋核路
グリット 橋
グリット 白金78
グリット 金　79
グリット 脳
グリット 光子・フォトン
グリット ソマチットコロイド
グリット 肉体/ｴｰﾃﾙ  体接触面･茶
グリット 八次元
グリット 七次元
グリット 九次元
グリット 女性器組織再生
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ソマチット　⑭
グリット ソマチット⑦棒状形態
グリット 骨組織
グリット 随意筋
グリット 側脳室
グリット 錘体路
グリット 淡蒼球
グリット 平滑筋
グリット 筋肉線維
グリット 細胞
グリット 軟骨
グリット 真菌



グリット 生体骨物質
グリット 筋肉
グリット 骨
グリット 真菌葉状体
グリット 真菌グリット
グリット 真菌準結晶
グリット 真菌アモロファス
グリット 抗炎症作用
グリット 真菌環状鎖
グリット 細胞環状鎖
グリット 筋肉環状鎖
グリット 骨環状鎖
グリット エーテル体・赤
グリット 細胞グリット
グリット 真菌ゲル
グリット 十二次元
グリット 筋肉グリット
グリット 神経線維
グリット 骨グリット
グリット ソマチットゲル
グリット 排膿
グリット 真菌コロイド
グリット 十次元
グリット 十一次元
グリット ソマチット　⑮菌糸体形態
グリット 付随筋
グリット 線条筋肉組織
グリット 紫
グリット 骨細胞
グリット ウィルスグリット
グリット 真菌結晶
グリット マクロボンド
グリット コンカナバリンＡ
グリット ソマチット結晶
グリット ソマチット　⑯繊維状の葉状体
グリット ウイルス葉状体
グリット 金属毒素準結晶
グリット ウィルス
グリット 横紋筋組織
グリット 神経
グリット 赤
グリット 金属毒素アモロファス
グリット ウィルスコロイド
グリット 神経環状鎖
グリット 神経グリット
グリット 金属毒素結晶
グリット ゲル状ウィルス　（ウィルスゲル）
グリット 金属毒素ゲル
グリット ソマチットアモロファス



グリット 金属毒素葉状体
グリット ウィルス環状鎖
グリット 金属毒素コロイド
グリット ウィルス準結晶
グリット 金属毒素
グリット 十五次元
グリット 金属毒素環状鎖
グリット ソマチット葉状体　　（活樴之大神、地・木）
グリット タンパク質
グリット ウィルス結晶
グリット 脂肪細胞
グリット 脂肪
グリット 筋肉線維組織
グリット ピンク
グリット 蛋白質グリット
グリット ウィルス・アモルファス
グリット 金属毒素グリット
グリット 貝化石
グリット 化石
グリット 蛋白質環状鎖
グリット 十四次元
グリット 脂肪環状鎖
グリット 脂肪グリット
グリット 殻蛋白質コートプロテイン
グリット エンベロープ
グリット ゲル
グリット 海面活性物質
グリット ②Ｓｅｘ性センター
グリット 生霊
グリット 色
グリット 青
グリット オレンジ
グリット 緑
グリット カナバニン
グリット コロイド
グリット エネルギー環状鎖
グリット エネルギーグリット
グリット ソマチット鎖
グリット クォーク（ＣＡＵ）
グリット エネルギー(周波数)
グリット 松の精霊
グリット ニュートリノ
グリット ソマチット準結晶
グリット 精霊の転生
グリット 精霊
グリット アミノ酸グリット
グリット 感情コロイド　　（コロイド感情）
グリット アミノ酸環状鎖
グリット 葉状体



グリット 感情ゲル　　（ゲル感情）
グリット アミノ酸
グリット 感情アモロファス
グリット 感情準結晶
グリット 感情環状鎖
グリット 感情結晶　　（結晶感情）
グリット 結晶
グリット 感情葉状体
グリット 準結晶
グリット アモロファス
グリット 大脳辺縁系
グリット 感情
グリット 重力
グリット 環状鎖
グリット 運動エネルギー
グリット 重力波エネルギー
グリット 非自己
グリット 自己
グリット 羊水
グリット グリット
グリット 感情グリット
グリット エネルギー
グリット 意識のコードを翻訳
グリット コーザル体　紫　　26次元
グリット 肉体、工一テル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体がオクターブ共鳴で直結

グリット 意識のコード
グリット 意識
グリット 質量
グリット スカラー波
グリット 空間エネルギー
グリット 時間エネルギー
グリット 霊
グリット 梅の木の精霊
グリット 素粒子
グリット 黄泉の国
グリット 黄泉の国行き片道切符
グリット 痴情霊
グリット 十八次元
グリット イヤシロチ
グリット 経絡系
グリット 経絡系･緑
グリット 黄
グリット 青紫
グリット 十六次元
グリット 軍千兆勝神社　(グンチカツカンヤシロ)
グリット 運気上昇
グリット 天狗　 （天空人）
グリット 結界
グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの四次元）



グリット 十七次元
グリット 十三次元
グリット 供養
グリット プラズマ
グリット 先祖の浮遊霊
グリット ソマチットグリット
グリット 悪魔・サタンの浮遊霊
グリット 無縁の浮遊霊
グリット 浄霊
グリット 自縛霊
グリット 愛　（Ｌｏｖｅ）
グリット バランスを取り戻す
グリット 白
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの五次元）

グリット 魂を込めた愛の実践
グリット 浄化
グリット 古代ソマチットグリット　（貝化石）
グリット 清　祓
グリット ケーシ体
グリット 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

グリット 六次元
グリット 大直日神
グリット 神直日神
グリット 大山祇神
グリット 慈母観音　
グリット 詞志古美之大神（地・金）
グリット 淤母陀琉日売之大神（地・火）
グリット 大斗能美之大神（地・水）
グリット 天八十萬日女神　アメヤソヨロズヒメノカミ
グリット 天八百陀琉美神　アメヤオダリヒミカミ
グリット 超古代ソマチットグリット　（化石の中のソマチット殻）
グリット 魄
グリット 神様に護られている　（ピラミッド光体）
グリット ピラミッド光体
グリット 天相合美神　アメアイアワスミノカミ
グリット 髄
グリット 精
グリット 霊性回路
グリット 惶根之大神（地・金）
グリット 面足日子之大神（地・火）
グリット 大斗能地之大神（地・水）
グリット 天照月之大神（ミド） 　天御柱女吹神(アメミハシラメフキノカミ)

グリット 天照日之大神（ホド）　天御柱男風神(アメミハシラオフキノカミ)

グリット 中心太陽
グリット 天日体骸医師彦神
グリット 般若心経
グリット アメヤソヨロズタマノカミ 天八十萬魂神
グリット アメヤオタリヒノカミ　天八百足日神
グリット アメミクダリミノカミ　天目降美神



グリット アメヤクダリミノカミ　天八下美神
グリット 玉依毘売神　子安乳妃神社　安産守神社・女性ﾎﾙﾓﾝ・女性器

グリット 天照大御神の供養経
グリット 建速須佐乃男神　剣岳　月・月のエネルギー　男・黄泉の国

グリット 天照皇大神宮
グリット 天相合主神　アメアイアワスヌシノカミ
グリット 遺伝子ＤＮＡの前駆物質　（宇宙ソマチットグリット）
グリット 宇宙ソマチットグリット
グリット 魂
グリット 天豊医師主神
グリット 天之御中主神
グリット 天三降主神　アメミクダリヌシノカミ
グリット 天八下王神　アメヤクダリオノカミ
グリット 伊邪那美神
グリット 伊邪那岐神
グリット 天日豊本黄人皇主神
グリット 造化気萬男神
グリット 天日豊本葦牙気皇神
グリット 神
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大分類 件　名 機　　能　　他
抗  体 受容体活性阻害抗体
抗  体 特異抗核抗体
抗  体 皮膚筋炎
抗  体 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトリンパ球ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトTリンパ球ウサギ免疫グロブリン
抗  体 インスリン受容体異常症
抗  体 インシュリン抗体(IRI-AB)(BML)
抗  体 免疫抑制剤
抗  体 肺胞内出血
抗  体 膠原病
抗  体 糸球体腎炎
抗  体 抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)
抗  体 ウェゲナー肉芽腫症
抗  体 ヘリコバクター・ピロリ抗体
抗  体 神経組織
抗  体 表皮内基底層直下
抗  体 筋組織
抗  体 上皮組織
抗  体 心内膜炎
抗  体 強皮症(全身性硬化症)
抗  体 重症筋無力症
抗  体 サイログロブリン抗体
抗  体 下肢静脈瘤
抗  体 悪性リンパ腫
抗  体 悪性腫瘍
抗  体 アトピー性皮膚炎
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 抗サイログロブリン抗体
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 自己抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗核小体抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗Scl-70抗体
抗  体 抗ヒストン抗体
抗  体 抗平滑筋抗体
抗  体 抗DNA一ヒストン抗体
抗  体 抗ガングリオシド抗体
抗  体 抗ガラクトース欠損IgG抗体
抗  体 抗Scｌ-70抗体
抗  体 抗リン脂質抗体
抗  体 特発性アジソン病
抗  体 慢性肝炎
抗  体 ジンマシン
抗  体 ゼラチン、膠（にかわ）、コラーゲン組織



抗  体 レイノー症候群
抗  体 多発性筋炎
抗  体 ＰＳＡ・前立腺特異的抗原
抗  体 ギラン・バレー症候群(GBS)
抗  体 抗CLβ2GPI複合体抗体
抗  体 抗血小板抗体
抗  体 γグロブリン=(免疫グロブリン)
抗  体 橋本病
抗  体 TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)(BML)
抗  体 抗レセプター抗体
抗  体 抗非ヒストン抗体
抗  体 膠原病重複症候群
抗  体 自己免疫性肝炎(AIH)
抗  体 ループス抗凝固因子（ＬＡC)
抗  体 重複症候群(overlap syndrome)
抗  体 慢性関節リウマチ(RA)
抗  体 ＩgG型リウマチ因子(SRL)
抗  体 抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 ヨウ化カリウム
抗  体 アレルギー性肉芽腫性血管炎
抗  体 抗ＳＳーＢ/Ｌa抗体
抗  体 乾燥pH4処理人免疫グロブリン
抗  体 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
抗  体 抗ＳＳーＡ/Ｒo抗体
抗  体 CML
抗  体 抗セントロメア抗体
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 ピリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 IAHA
抗  体 ＩgG(免疫グロブリンG)
抗  体 αグロブリン
抗  体 βグロブリン
抗  体 LE細胞
抗  体 抗AChR抗体(阻止抗体)
抗  体 C9糖蛋白
抗  体 C1糖蛋白
抗  体 C2糖蛋白
抗  体 Ｃ3糖蛋白
抗  体 Ｃ4糖蛋白
抗  体 C5糖蛋白
抗  体 C6糖蛋白
抗  体 C7糖蛋白
抗  体 C8糖蛋白
抗  体 抗グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)抗体
抗  体 抗ガルジオリピン抗体(aCL)
抗  体 抗ピルビン酸脱水素酵素(PDH)抗体
抗  体 抗SS-DNAIgG抗体
抗  体 抗AChR抗体(TE671セルライン抗原
抗  体 強皮症腎クリーゼ



抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗アセチルコリンレセプター抗体
抗  体 血清補体
抗  体 腹膜炎
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 TSHレセプター抗体
抗  体 抗甲状腺サイログロブリン抗体
抗  体 全身性エリテマトーデス(SLE)
抗  体 シエ一グレン症候群(SjS)
抗  体 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

抗  体 顕微鏡的多発動脈炎
抗  体 白斑
抗  体 不妊症の一部(抗精子抗体を産生するもの)
抗  体 進行性全身性硬化症
抗  体 PSS(汎発性強皮症)
抗  体 尿路感染症
抗  体 感作赤血球
抗  体 悪性貧血
抗  体 血管炎
抗  体 肝腎ミクロソーム抗体1型
抗  体 肝脾腫
抗  体 胸膜炎
抗  体 ループス腎炎
抗  体 橋本病
抗  体 免疫性溶血性貧血(IHA)
抗  体 血液疾患
抗  体 伝染性単核症
抗  体 原発性胆汁性肝硬変
抗  体 抗ＣＣＰ抗体
抗  体 抗ＣＣＰ抗体陽性
抗  体 抗ＣＣＰ陰性
抗  体 腎クリーゼ
抗  体 ループス抗凝固因子
抗  体 抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
抗  体 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
抗  体 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
抗  体 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
抗  体 pH4処理酸性人免疫グロブリン
抗  体 LE細胞現象
抗  体 抗マイクロゾーム抗体
抗  体 混合性結合組織病(MCTD)
抗  体 抗精子抗体
抗  体 TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)
抗  体 慢性活動性肝炎
抗  体 抗カルジオリピン抗体
抗  体 抗ミエロペルオキシダーゼ抗体
抗  体 穎粒球特異抗核抗体



抗  体 抗サイログロブリン抗体(Tg-Ab)
抗  体 抗PCNA抗体
抗  体 自己免疫性血小板減少性紫斑病
抗  体 レイノー現象
抗  体 フェルティ症候群
抗  体 結合組織
抗  体 精神神経症状
抗  体 抗細胞質抗体
抗  体 ゲラチン
抗  体 サイロイドテスト中止
抗  体 マイクロゾームテスト中止
抗  体 多腺性自己免疫症候群
抗  体 抗AChR抗体価(結合抗体)
抗  体 SLA/LP抗体
抗  体 LE体
抗  体 抗リン脂質抗体症候群(APS)
抗  体 グレーブス病
抗  体 抗核抗体
抗  体 抗ミトコンドリア抗体
抗  体 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 抗DNA抗体
抗  体 滑膜
抗  体 アルブミン
抗  体 デスモグレイン1抗体
抗  体 デスモグレイン2抗体
抗  体 デスモグレイン3抗体
抗  体 関節パンヌス(炎症性の肉芽組織)
抗  体 関節リウマチ
抗  体 抗デスモグレイン1抗体
抗  体 抗デスモグレイン2抗体
抗  体 抗デスモグレイン3抗体

抗  体 多腺性自己免疫症候群II型(シュミット症候群、Schmidt症候群、Schmidt
syndrome)

抗  体 フィブリン
抗  体 慢性炎症
抗  体 光沢苔癬
抗  体 線状苔癬
抗  体 ビダール苔癬　(慢性単純性苔癬)
抗  体 毛孔性苔癬
抗  体 アミロイド苔癬
抗  体 好酸球性膿疱性毛包炎
抗  体 ジューリング疱疹状皮膚炎
抗  体 表皮細胞間IgA皮膚症
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体
抗  体 リウマトイド因子(RF)
抗  体 膠質反応
抗  体 抗CCP抗体
抗  体 原発性マクログロブリン血症
抗  体 抗カルジオリピン



抗  体 抗カルジオリピンβ2
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)
抗  体 抗GAD抗体
抗  体 抗dS-DNAIgG抗体
抗  体 抗ds-DNA抗体
抗  体 抗Jo-1抗体
抗  体 抗RNP抗体
抗  体 抗Sc1-70抗体
抗  体 グツドパスチヤー症候群
抗  体 抗ENA抗体
抗  体 抗SS-B/La抗体
抗  体 抗SS-A/Ro抗体
抗  体 皮下結節(リウマトイド結節)
抗  体 LE因子
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗DNP抗体
抗  体 免疫複合体(イムノコンプレックス)
抗  体 抗原抗体反応
抗  体 多発性骨髄腫
抗  体 内因性抗原
抗  体 関節液中コンドロカルシン
抗  体 抗RNAポリメラーゼ抗体
抗  体 抗U1RNP抗体
抗  体 U1RNP
抗  体 マトリックスメタロプロテアーゼー3
抗  体 抗LKM-1抗体
抗  体 抗トポイソメラーゼI抗体
抗  体 レックリングハウゼン病　(神経線維腫症)
抗  体 膵島細胞抗体(ICA)、IA-2抗体
抗  体 エラスチン
抗  体 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)
抗  体 ＩgA
抗  体 IgD
抗  体 IgE
抗  体 ＩgM
抗  体 ムコタンパク
抗  体 球状(globulor)タンパク質
抗  体 繊維状タンパク質
抗  体 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ
抗  体 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
抗  体 免疫複合体(C1q法)
抗  体 NKT細胞
抗  体 人免疫グロブリン
抗  体 肝硬変
抗  体 喘息（気管支ゼンソク）
抗  体 多発性筋炎
抗  体 天疱瘡
抗  体 糖尿病

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
肝　臓 カイザー・フライシャー
肝　臓 セルロプラスミン　（銅結合蛋白質）
肝　臓 痒い(かゆい)
肝　臓 血清
肝　臓 異常型プリオン蛋白質
肝　臓 ビタミンＡ貯蔵細胞
肝　臓 先天性銅代謝異常　　(肝硬変)
肝　臓 ウイルソン病　（先天性銅代謝異常）
肝　臓 虫垂静脈
肝　臓 右三角間膜
肝　臓 回腸
肝　臓 肝円索
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 肝臓の左葉
肝　臓 小葉間動脈
肝　臓 小葉下静脈
肝　臓 肝臓の漿膜
肝　臓 毛細血管静脈叢
肝　臓 右結腸静脈
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 脂肪肝
肝　臓 骨内ガングリオン
肝　臓 奇静脈
肝　臓 肝病変
肝　臓 肝細胞への脂肪沈着
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除
肝　臓 肝炎
肝　臓 過酸化脂質
肝　臓 副肝管
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除促進
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食促進
肝　臓 下行結腸
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 平滑筋内ガングリオン
肝　臓 小葉中心部とグリソン鞘の間の洞様毛細血管
肝　臓 内因性脂質　（ＶＬＤＬ）
肝　臓 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
肝　臓 回結腸静脈
肝　臓 ＬＤＬ
肝　臓 カイロミクロンレムナイト
肝　臓 不飽和脂肪酸
肝　臓 左肝管
肝　臓 右肝管
肝　臓 肝管
肝　臓 総肝管
肝　臓 横隔膜



肝　臓 肝臓の横隔膜付着部
肝　臓 腹大動脈
肝　臓 左胃動脈
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 下大静脈弁
肝　臓 小葉間胆管
肝　臓 上行結腸
肝　臓 右葉　（肝臓）
肝　臓 腹膜
肝　臓 胃冠状静脈
肝　臓 上大静脈
肝　臓 胃
肝　臓 上腸間膜静脈
肝　臓 副肝静脈
肝　臓 下腸間膜静脈
肝　臓 不整脂肪肝
肝　臓 Riedel lobe
肝　臓 肝静脈
肝　臓 空腸
肝　臓 肝臓
肝　臓 肝組織
肝　臓 膵臓
肝　臓 上直腸静脈
肝　臓 脾動脈
肝　臓 胆嚢
肝　臓 小腸静脈
肝　臓 総胆管
肝　臓 腸間膜
肝　臓 肝細胞
肝　臓 肝臓の内皮細胞
肝　臓 脾臓
肝　臓 虫垂
肝　臓 肝内肝動脈
肝　臓 固有肝動脈
肝　臓 肝動脈
肝　臓 門脈
肝　臓 総肝動脈
肝　臓 小葉結合組織(グリソン鞘)
肝　臓 肝小葉
肝　臓 中心静脈
肝　臓 小葉間静脈
肝　臓 肝小葉の辺縁帯
肝　臓 肝臓のピツト細胞
肝　臓 肝臓のクッペル細胞
肝　臓 海老　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 直腸静脈
肝　臓 十二指腸
肝　臓 食道
肝　臓 後腹膜臓器



肝　臓 肝周囲間膜
肝　臓 肝臓の線維膜(線維結合組織)
肝　臓 肝臓の細網組織
肝　臓 胃肝間膜
肝　臓 肝十二指腸間膜
肝　臓 sdLDL
肝　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
肝　臓 植物ステロール
肝　臓 β-シトステロール
肝　臓 肝十二指腸間膜内
肝　臓 腸間膜根部リンパ節
肝　臓 カイロミクロン
肝　臓 外因性脂質
肝　臓 肝臓の滑面小胞体
肝　臓 肝臓の粗面小胞体
肝　臓 尿中銅排泄量増加
肝　臓 肝レンズ核変性症
肝　臓

異常型プリオン蛋白質と造影剤の結合で生産されるトランス脂肪酸は有害細
胞

肝　臓 肝臓組織カルチノイド
肝　臓 中心静脈周囲の細胞の線維化
肝　臓 ＮＡＳＨ非アルコール性脂肪性肝炎
肝　臓 血中セルロプラスミン低値
肝　臓 肝細胞周囲性線維化
肝　臓 胃十二指腸動脈
肝　臓 類洞
肝　臓 オホーツクサーモン・鱒　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 レムナント
肝　臓 横行結腸
肝　臓 直腸
肝　臓 肝がん（原発性）
肝　臓 肝がん（転移性）
肝　臓 腹腔動脈
肝　臓 肝冠状間膜
肝　臓 左三角間膜
肝　臓 肝経
肝　臓 薬剤性肝障害
肝　臓 肝がん
肝　臓 脾静脈
肝　臓 左胃動脈（胃へ）
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 右胃大網動脈
肝　臓 Ｓ状結腸
肝　臓 鱒・マス　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 下大静脈
肝　臓 上腸間膜動脈（腸から肝臓へ）
肝　臓 血小板産生因子(トロンボポイエチン)
肝　臓 クッパー細胞
肝　臓 肝臓のクッパー星細胞
肝　臓 白身魚



肝　臓 左結腸静脈
肝　臓 肝臓の痛覚性神経
肝　臓 レムナント受容体
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 肝臓の界面活性作用
肝　臓 抗平滑筋抗体
肝　臓 抗ガングリオシド抗体
肝　臓 肝内胆管intrahepatic bile duct
肝　臓 右肝動脈.
肝　臓 小葉
肝　臓 トリグリセリド
肝　臓 肝不全
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 高コレステロール血症
肝　臓 コレステロールエステル
肝　臓 高中性脂肪血症
肝　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
肝　臓 遊離コレステロール
肝　臓 ＬＤＬコレステロール
肝　臓 コレステロール
肝　臓 肝硬変
肝　臓 ＨＤＬ2
肝　臓 抗体
肝　臓 ＣＥＴＰ　（コレステロールエステル転送蛋白）
肝　臓 ＨＤＬコレステロール
肝　臓 球状のＨＤＬ3
肝　臓 肝臓の脂溶性ビタミンの可溶化
肝　臓 preβ　ＨＤＬ
肝　臓 肝炎ウイルスＥ型
肝　臓 ＨＤＬ受容体　（SR-Ｂ１：scavenger receptor class B type1）

肝　臓 原始ＨＤＬ　（nascent HDL)
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞で褐色細胞腫である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトラ
ンス脂肪酸である

肝　臓 コレステロールと植物ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有害組
織細胞である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞である

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞で褐色細胞腫である。

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞

肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
肝　臓 ＣＴ検査造影剤

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の体外排除



肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は、アレル
ギー性の有害組織細胞である

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子組換え
食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス脂肪酸

肝　臓 内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物
ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有
害組織細胞である

肝　臓 LCAT (レシチンコレステロール　アシルトランスフェラーゼ)
肝　臓 肝臓組織内トランス脂肪酸の生産
肝　臓 トランス脂肪酸発生
肝　臓 ガングリオシド
肝　臓 ACAT (acyi CoA-cholesterol acyltransferase)
肝　臓 ＭＴＰ　（microsomal tｒｉｇlyceride protein）
肝　臓 抗SS-B抗体

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の貪食促進

肝　臓 造影剤
肝　臓 ポリエチレングリコール
肝　臓 乳化剤
肝　臓 ＰＣＢ
肝　臓 ABCA1 (ATP binding cassette transporter A1)
肝　臓 ATP-結合カセット輸送蛋白Ａ１
肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
肝　臓 肝臓組織ＣＴ検査後遺症

肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細
胞組織の体外排除

肝　臓 内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物ステ
ロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の体外排除

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞

肝　臓 遊離コレステロールが変化した有害組織細胞

肝　臓
抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組
織の貪食作用

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の植物ステロールが結合し
たトランス脂肪酸

肝　臓 肝臓のミトコンドリア（糸粒体）
肝　臓 肝臓の解毒
肝　臓 腸肝循環
肝　臓 肝内胆嚢intrahepatic gallbladder

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の貪食作用

肝　臓 肝小葉の中心帯
肝　臓 肝小葉の中間帯
肝　臓 肝臓のゴルジ装置
肝　臓 代謝障害　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 肝臓の蛋白質代謝
肝　臓 肝臓の糖代謝
肝　臓 肝臓の脂質代謝



肝　臓 チトクロームP-450
肝　臓 肝臓のミクロゾーム分画
肝　臓 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
肝　臓 pH4処理酸性人免疫グロブリン
肝　臓 抗細胞質抗体
肝　臓 抗核抗体
肝　臓 抗ミトコンドリア抗体
肝　臓 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
肝　臓 抗DNA抗体
肝　臓 エリスロポイエチン
肝　臓 WDHA症候群
肝　臓 　　～2
肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組織

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス
脂肪酸である

肝　臓 リパーゼ
肝　臓 デイツセ腔
肝　臓 脂肪酸コレステロール
肝　臓 アセトアルデヒド
肝　臓 アルコール性肝障害
肝　臓 白身魚揚げ物酸化油　(VOC)
肝　臓 抗RNAポリメラーゼ抗体
肝　臓 アポＥ受容体
肝　臓 リポ蛋白　（リポプロテイン）
肝　臓 代謝障害　リポタンパク
肝　臓 アポＥ
肝　臓 アポＣ－Ⅱ
肝　臓
肝　臓 遊離アポＡ－Ｉ
肝　臓 アアポＢ－100
肝　臓 アポ蛋白
肝　臓 リポ蛋白リパーゼ　（ＬＰＬ）
肝　臓 ムコタンパク
肝　臓 球状(globulor)タンパク質
肝　臓 繊維状タンパク質
肝　臓 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
肝　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
臓　腑 胆嚢２ 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
臓　腑 膵臓１ 自己抗原反応性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢２ 亜硝酸アミル
臓　腑 胆嚢２ テオフィリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴン
臓　腑 膵臓１ イオンバランス
臓　腑 胆嚢２ ヘム
臓　腑 膵臓１ A型インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓１ インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ インスリノーマ
臓　腑 胆嚢２ ニトログリセリン
臓　腑 膵臓１ ストローマ細胞
臓　腑 胆嚢２ 鉄(Fe)　２６
臓　腑 胆嚢と膵臓 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢組織カルチノイド
臓　腑 胆嚢と膵臓 ガングリオン
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上部空腸静脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管の枝
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹大動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵頭部
臓　腑 胆嚢２ 小葉間胆管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 小葉間胆管
臓　腑 胆嚢と膵臓 心臓
臓　腑 胆嚢２ グロビン
臓　腑 胆嚢２ ヘモグロビン
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜静脈(SMV)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜動脈(SMA)
臓　腑 胆嚢と膵臓 下腸間膜静脈（肝臓へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓
臓　腑 膵臓１ 胸腺
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵石症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下肝静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 近位総胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 総胆管内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 憩室(ロキタンスキー・アショフ洞).
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 主膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢２ 細胆管bile ductule
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍(pancreatic endocrine tumor)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ コレシストキニン・パンクレオザイミン(CCK・PZ)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)



臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴノーマ
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の外分泌部
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾臓
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆管周囲毛細血管叢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 敗血症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 下腸間膜動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 門脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 胆嚢２ 右横隔神経
臓　腑 胆嚢２ Vater乳頭
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 ファーター乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 十二指腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 小十二指腸乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 背側膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆嚢窩
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈後枝(深枝)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈前枝(浅枝)
臓　腑 胆嚢２ 頸部neck
臓　腑 胆嚢２ 体部body
臓　腑 胆嚢２ 底部fundus
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜のＩ細胞
臓　腑 膵臓１ リンパ濾胞の形成
臓　腑 胆嚢２ 十二指腸のＩ細胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵尾部
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢憩室divertlculum of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢腺筋症
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁粘膜層
臓　腑 胆嚢２ 総胆管リンパ節
臓　腑 胆嚢２ 大膵動脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜下層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁筋層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜層
臓　腑 胆嚢２ Ｌuschka管
臓　腑 胆嚢２ Rokitansky-Aschoffs洞
臓　腑 膵臓１ Ｂ型インスリン受容体異常症
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾静脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾動脈（脾臓へ）
臓　腑 胆嚢２ 消化管ホルモン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 副膵管
臓　腑 胆嚢２ Hering管
臓　腑 膵臓１ 膵臓組織カルチノイド
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 黄疸
臓　腑 胆嚢２ 胆汁酸



臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 大膵動脈（膵臓へ）
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵組織
臓　腑 胆嚢２ コレシストキニンcholecystokinin(CCK)
臓　腑 胆嚢２ 背側膵動脈(解剖学でいう後膵動脈)
臓　腑 胆嚢２ 横行膵動脈(解剖学でいう下膵動脈)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵尾動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上十二指腸動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹腔動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭下部、頚部及び鈎部の前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 腹空内間膜
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胃結腸静脈幹
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下膵十二指腸静脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 上腸間膜動脈（腸へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のD細胞(δ細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能低下
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のA細胞(α細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ソマトスタチン (SS)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のB細胞(β細胞)
臓　腑 膵臓１ マイナスイオン　（陰イオン）
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲中枢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ファーチー乳頭部癌
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓頭部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓体部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓尾部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓の鈎状突起
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性間質性(浮腫性)膵炎
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢床
臓　腑 胆嚢２ 腹腔神経叢
臓　腑 胆嚢２ 進化型強化肝臓
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房の導管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
臓　腑 胆嚢２ 毛細胆管bile canaliculus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下腸間膜静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の内分泌部
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 慢性膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性膵炎
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 傍大動脈リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓からのリンパ流
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓がん
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓炎



臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾動脈幹リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵体尾部のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頚部や膵頭部上前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上膵頭全部リンパ節
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁
臓　腑 胆嚢２ 一次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ 二次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ ミセル形成
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 幽門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ アルコール性黄疸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 重炭酸ナトリウム
臓　腑 膵臓１ プラス帯電
臓　腑 膵臓１ マイナス帯電
臓　腑 膵臓１ 放電
臓　腑 膵臓１ 自己免疫性膵炎
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のビリルビン代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアンモニア代謝
臓　腑 膵臓１ 下部胆管狭窄に伴う閉塞性黄疸
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン代謝
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbladder漿膜下型
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbIadder漿膜型
臓　腑 膵臓１ TNFRスーパーファミリー
臓　腑 胆嚢２ アンモニア代謝
臓　腑 胆嚢２ 脾臓の網内系
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管内乳頭粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm;IPMN)

臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 浸潤性膵管癌
臓　腑 膵臓１ びまん性の膵腫大
臓　腑 膵臓１ 高IgG血症
臓　腑 膵臓１ 膵管狭細像
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 耳下腺炎
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞受容体(TCR)
臓　腑 膵臓１ LTbR(リンホトキシンβレセプター)
臓　腑 膵臓１ 主要組織適合性(MHC)抗原
臓　腑 胆嚢２ ケノデオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ デオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ リトコール酸
臓　腑 胆嚢２ 間接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ 膵リパーゼ
臓　腑 胆嚢２ 直接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ グリソン鞘
臓　腑 胆嚢２ コール酸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クールヴォアズィエ徴候
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁欝帯
臓　腑 膵臓１ GITR(gluco corticoid induced TNF receptor)



臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder先天性
臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder後天性
臓　腑 胆嚢２ 胃十二指腸動脈の総肝動脈
臓　腑 胆嚢２ 漏斗部infundibulum(Hartmann'spouch)
臓　腑 膵臓１ 高アンドロジェン血症
臓　腑 胆嚢２ 大動脈外側リンパ節
臓　腑 胆嚢２ 隔壁胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 仮性膵嚢胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 真性膵嚢胞
臓　腑 胆嚢２ 遊走胆嚢floating gaIIbladder
臓　腑 胆嚢２ 重複胆嚢dupulication of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 分葉胆嚢bilobed gaIIbladder
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石性イレウス
臓　腑 胆嚢２ 膵管括約筋sphincter pancreaticus
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性出血性(壊死性)膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢癌
臓　腑 膵臓１ 高γグロブリン血症
臓　腑 胆嚢２ 硫酸抱合
臓　腑 胆嚢２ グルグロン酸
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 十二指腸乳頭部癌
臓　腑 膵臓１ 磁界
臓　腑 膵臓１ 電界
臓　腑 膵臓１ 電荷
臓　腑 膵臓１ アース
臓　腑 膵臓１ 静電気
臓　腑 膵臓１ 静電破壊
臓　腑 膵臓１ 静電気状態
臓　腑 胆嚢２ スコポラミン
臓　腑 胆嚢２ エフェドリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ガストリノーマ
臓　腑 膵臓１ 空気亜鉛電池
臓　腑 膵臓１ 電解液
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クルヴォワジェの法則
臓　腑 胆嚢２ 膨大部括約筋sphincter ampullae
臓　腑 胆嚢２ 上総胆管括約筋sphincter choledochus superior
臓　腑 胆嚢２ 下総胆管括約筋sphincter choledochus inferior
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PP
臓　腑 膵臓１ AP-1
臓　腑 胆嚢２ 無胆嚢症absennce of the gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内異所性組織heterotopia
臓　腑 胆嚢２ 肝細胞原形質膜
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢の位置異常
臓　腑 胆嚢２ 左位胆嚢left-sided gallbladder
臓　腑 膵臓１ 髄質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 皮質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプタイド
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプチド



臓　腑 胆嚢２ ポルフィリン
臓　腑 胆嚢２ アトロピン
臓　腑 膵臓１ Ｓj&ouml;gen症候群
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓の薬剤代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアルコール代謝
臓　腑 胆嚢２ ホルモン代謝
臓　腑 膵臓１ 膵にリンパ球、形質細胞を主とする著明な細胞浸潤と線維化
臓　腑 膵臓１ 血中C一ペプチド(CPR)
臓　腑 胆嚢２ Ｃａｌｏｔ三角
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIPoma
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 胆嚢２ ビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 左腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ 右腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ アルコール代謝
臓　腑 胆嚢２ 薬剤代謝
臓　腑 胆嚢２ ムスカリン
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のホルモン代謝
臓　腑 胆嚢２ 解毒
臓　腑 膵臓１ TRAF6遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ キモトリプシン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIP
臓　腑 胆嚢２ コリンエステラーゼ
臓　腑 胆嚢２ グルクロンサン抱合
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PPoma
臓　腑 胆嚢２ 脱アミノ其作用
臓　腑 膵臓１ 膵臓のベータ細胞抗原
臓　腑 膵臓１ 樹状細胞
臓　腑 膵臓１ 抑制性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 膵臓１ １型糖尿病
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 結石障害
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
臓　腑 胆嚢２ 非抱合型ビリルビン(間接ビリルビン)
臓　腑 胆嚢２ 抱合型ビリルビン(直接ビリルビン・水溶性)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸のL細胞
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞抗原受容体遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ トリプシン
臓　腑 膵臓１ アポトーシス

臓　腑 膵臓１
末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており(英
語で"promiscuous gene expression")

臓　腑 膵臓１ ReｌＢ遺伝子
臓　腑 胆嚢２ アミノ其転移酵素
臓　腑 膵臓１ NF-kB inducing kinase(NIK)遺伝子

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脊　　髄 受容体活性阻害抗体
脊　　髄 特異抗核抗体
脊　　髄 線維筋痛症　　Ｆｉｂｒｏｍｙａｌｇｉａ
脊　　髄 筋紡錘
脊　　髄 運動感覚
脊　　髄 内側網様体脊髄路
脊　　髄 内側縦束
脊　　髄 内側皮枝
脊　　髄 自由神経終末
脊　　髄 変形性脊椎症
脊　　髄 第1頸椎外側塊
脊　　髄 肋骨突起（横突起）
脊　　髄 副突起
脊　　髄 脊髄神経根
脊　　髄 第1頸椎（環椎)
脊　　髄 第2頸椎（軸椎）
脊　　髄 脊髄すべり症
脊　　髄 脊椎分離症
脊　　髄 馬尾
脊　　髄 馬尾神経
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 棘間靭帯
脊　　髄 前頭皮質　（９野）
脊　　髄 正中中隔
脊　　髄 後正中中隔
脊　　髄 前帯状回皮質　（２４野）
脊　　髄 前脊髄静脈
脊　　髄 前脊髄動脈
脊　　髄 内側前庭脊髄路
脊　　髄 固有束
脊　　髄 固有受容器
脊　　髄 硬膜枝
脊　　髄 体性知覚野
脊　　髄 椎間孔
脊　　髄 後角頭
脊　　髄 後角底
脊　　髄 後角知覚ニューロン
脊　　髄 後根静脈
脊　　髄 後根神経節
脊　　髄 硬膜内葉
脊　　髄 運動野
脊　　髄 後角尖を包む終帯
脊　　髄 後勇尖の膠様質
脊　　髄 硬膜上腔
脊　　髄 硬膜下腔
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 椎弓
脊　　髄 脊椎骨の骨膜



脊　　髄 骨膜下脂肪層
脊　　髄 脊髄硬膜
脊　　髄 脊髄クモ膜
脊　　髄 脊髄軟膜
脊　　髄 脊髄神経　前根
脊　　髄 脊髄神経　後根
脊　　髄 白質
脊　　髄 前正中裂
脊　　髄 灰白質　前角（前柱）
脊　　髄 灰白質　側角（側柱）
脊　　髄 灰白質　後角（後柱）
脊　　髄 脊髄神経灰白質
脊　　髄 後角尖の海綿質
脊　　髄 後角尖
脊　　髄 黄色靭帯
脊　　髄 棘上靭帯
脊　　髄 椎弓根
脊　　髄 脊髄硬膜内葉
脊　　髄 脊髄硬膜終糸
脊　　髄 脊髄硬膜外腔
脊　　髄 脊髄硬膜外葉
脊　　髄 椎間板の繊維輪
脊　　髄 後縦靭帯
脊　　髄 前縦靭帯
脊　　髄 髄核
脊　　髄 脊髄根
脊　　髄 前枝
脊　　髄 脊髄神経の前枝（腹側へ）
脊　　髄 脊髄神経の根糸（神経線維）
脊　　髄 脊髄神経の後枝（背側へ）
脊　　髄 脊髄枝
脊　　髄 頸椎
脊　　髄 後中間溝
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅰ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅱ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅲ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅳ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅴ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅵ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅶ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅷ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅸ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅹ層
脊　　髄 薄束
脊　　髄 灰白交通枝
脊　　髄 椎間板ヘルニア
脊　　髄 馬尾症候群
脊　　髄 前角運動ニューロン
脊　　髄 上関節突起



脊　　髄 乳頭突起
脊　　髄 脊髄神経の前枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝　内側枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝　外側枝
脊　　髄 下関節突起
脊　　髄 椎弓板
脊　　髄 脊髄視蓋路
脊　　髄 脊髄網様体路
脊　　髄 背側被蓋交叉
脊　　髄 前根静脈
脊　　髄 前根動脈
脊　　髄 体性運動性線維
脊　　髄 脊髄下行路
脊　　髄 脊髄の前正中裂
脊　　髄 椎骨動脈
脊　　髄 前庭神経外側核
脊　　髄 脊髄円錐症候群
脊　　髄 椎骨動脈溝
脊　　髄 前脊髄動脈症候群
脊　　髄 脊髄の海綿質
脊　　髄 脊髄の後柱固有核
脊　　髄 脊髄の後後外側核
脊　　髄 脊髄の後外側核
脊　　髄 脊髄の前核
脊　　髄 脊髄の前外側核
脊　　髄 脊髄の後内側核
脊　　髄 脊髄の縁帯
脊　　髄 後索
脊　　髄 正中仙骨動脈
脊　　髄 脊髄のクラーク氏背核
脊　　髄 背枝
脊　　髄 脳硬膜の外葉
脊　　髄 前脊髄視床路
脊　　髄 脳軟膜
脊　　髄 脳硬膜
脊　　髄 尾髄
脊　　髄 仙髄
脊　　髄 中間質
脊　　髄 中隔縁束
脊　　髄 中間外側核
脊　　髄 中間質の外側半の中間質外側部
脊　　髄 中間質の内側半の中間質中心部
脊　　髄 中間内側核
脊　　髄 中間質中心部
脊　　髄 中間質外側部
脊　　髄 中心動脈
脊　　髄 大後頭孔
脊　　髄 力の感覚



脊　　髄 腰髄
脊　　髄 胸髄
脊　　髄 頸髄
脊　　髄 延髄
脊　　髄 延髄根
脊　　髄 慢性疲労症候群　（ＣＦＳ）
脊　　髄 オリーブ橋小脳萎縮症
脊　　髄 モヤモヤ病　(ウィリス動脈輪閉塞症)
脊　　髄 胸髄核
脊　　髄 大前根動脈
脊　　髄 脳底静脈叢
脊　　髄 フィッシャー症候群
脊　　髄 亜急性硬化症全脳炎　（ＳＳＰＥ）
脊　　髄 日常生活が著しく困難
脊　　髄 鎖骨下動脈
脊　　髄 血清反応陰性脊椎関節炎
脊　　髄 多発性硬化症　脊髄型
脊　　髄 大脳皮質基底核変性症
脊　　髄 副腎白質ジストロフィー　（ＡＬＤ）
脊　　髄 単クローン抗体
脊　　髄 関節包
脊　　髄 胸大動脈
脊　　髄 第8頚神経
脊　　髄 第6胸椎
脊　　髄 内腸骨動脈
脊　　髄 橋
脊　　髄 脊髄小脳変性症　（ＳＣＤ）
脊　　髄 大脳半球（左脳）
脊　　髄 第4～8頚椎神経・下部神経枝
脊　　髄 尾骨
脊　　髄 第３頸神経（後）
脊　　髄 腰神経
脊　　髄 大脳半球（右脳）
脊　　髄 クモ膜 (脳)
脊　　髄 第１腰椎
脊　　髄 腸腰動脈
脊　　髄 腸腰静脈
脊　　髄 大脳
脊　　髄 視床
脊　　髄 中枢神経
脊　　髄 小脳
脊　　髄 第３胸神経
脊　　髄 第8胸神経
脊　　髄 第12胸神経
脊　　髄 第6胸神経
脊　　髄 第１胸神経
脊　　髄 単クローン抗体を伴う抹消神経炎（クロウ・フカセ症候群）

脊　　髄 α運動二ユーロン
脊　　髄 後頭孔



脊　　髄 第1頸椎横突孔
脊　　髄 第6胸神経(T6)の後根
脊　　髄 第1胸神経(Ｔ1)の後根
脊　　髄 第8頚髄
脊　　髄 後脊髄動脈
脊　　髄 後脊髄小脳路
脊　　髄 第3胸髄
脊　　髄 第8胸髄
脊　　髄 第12胸髄
脊　　髄 第1頚神経(C1)の前根
脊　　髄 第6胸髄
脊　　髄 第1胸髄
脊　　髄 灰白質　中心管
脊　　髄 脊髄オリーブ路
脊　　髄 脳底動脈
脊　　髄 脊髄円錐
脊　　髄 脊髄の前内側核
脊　　髄 脊髄の中心核
脊　　髄 脊髄の辺縁部
脊　　髄 脊髄の楔状束核
脊　　髄 脊髄の膠様質
脊　　髄 クモ膜下腔（脊髄クモ膜下腔）
脊　　髄 椎間静脈
脊　　髄 頭蓋腔
脊　　髄 後正中溝
脊　　髄 横突孔
脊　　髄 第1肋間動脈
脊　　髄 第8肋間動脈
脊　　髄 第12肋間動脈
脊　　髄 脊髄の中心管
脊　　髄 後中間中隔
脊　　髄 第6肋間動脈
脊　　髄 前立腺がん
脊　　髄 脊柱管狭窄症
脊　　髄 筋力と運動能力の低下
脊　　髄 脊椎ミクログリア
脊　　髄 脊髄係留症候群
脊　　髄 恒常的な疼痛
脊　　髄 慢性痛
脊　　髄 慢性痛
脊　　髄 脊髄性進行性筋委縮症　（ＳＰＭＡ）
脊　　髄 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎　（ＣＩＤＰ）
脊　　髄 激痛
脊　　髄 線条体黒質変性症
脊　　髄 おとがい（頤）神経麻痺　　　頤=したあご
脊　　髄 進行性多巣性白質脳症　（ＰＭＬ）
脊　　髄 ＩＦＮーγ
脊　　髄 ＴＮＦーα
脊　　髄 脊髄小脳失調症（ＳＣＡ３）



脊　　髄 マシャド・ジョセフ病
脊　　髄 フリードライヒ失調症　（Friedreich）
脊　　髄 フリードライヒ運動失調症　（Friedreich）
脊　　髄 多発限局性運動性末梢神経炎　（ルイス・サムナー症候群）

脊　　髄 脊髄小脳失調症（オリーブ橋小脳萎縮症（ＯＰＣＡ）等）
脊　　髄 球脊髄性筋萎縮症
脊　　髄 腹大動脈
脊　　髄 白交通枝
脊　　髄 脊髄麻痺
脊　　髄 脊椎関節炎
脊　　髄 神経線維腫症２型　（ＮＦ２）
脊　　髄 強直性脊椎炎
脊　　髄 原発性側索硬化症　（ＰＬＳ）
脊　　髄 下肢・臀部および会陰部の異常感覚
脊　　髄 線維性結合組織
脊　　髄 下肢脱力感
脊　　髄 インターフェロンγ
脊　　髄 神経根刺激症状
脊　　髄 運動神経
脊　　髄 正中仙骨静脈
脊　　髄 大動脈
脊　　髄 第４頸神経
脊　　髄 第9胸神経
脊　　髄 第4胸神経
脊　　髄 脊髄
脊　　髄 第1頚神経
脊　　髄 第２胸神経
脊　　髄 椎間板
脊　　髄 脊髄：運動線維
脊　　髄 交感神経
脊　　髄 交感神経幹
脊　　髄 第５頚椎
脊　　髄 第1頚推神経・下部神経系
脊　　髄 第10胸神経
脊　　髄 第4胸椎
脊　　髄 第５腰椎
脊　　髄 腰痛
脊　　髄 第5頚神経
脊　　髄 第2頚神経
脊　　髄 第11胸神経
脊　　髄 第３腰神経
脊　　髄 第７胸椎
脊　　髄 第7頚椎
脊　　髄 脊髄組織
脊　　髄 脳下垂体
脊　　髄 脊髄神経
脊　　髄 脊髄神経節
脊　　髄 知覚神経
脊　　髄 第４腰神経



脊　　髄 第8胸椎
脊　　髄 第2頚神経（Ｃ２）の後根
脊　　髄 脊椎
脊　　髄 第１胸椎
脊　　髄 骨格筋
脊　　髄 脊柱の椎体
脊　　髄 ヘルニア
脊　　髄 第2胸椎
脊　　髄 第5～9頚椎神経・下部神経枝
脊　　髄 第3頚椎神経・下部神経系
脊　　髄 仙椎
脊　　髄 第10胸椎
脊　　髄 腰椎・椎間板
脊　　髄 骨粗しょう症
脊　　髄 第１１胸椎
脊　　髄 第3頚神経
脊　　髄 筋萎縮性側策硬化症
脊　　髄 筋萎縮性側索硬化症　（ＡＬＳ）
脊　　髄 第3頚椎
脊　　髄 胸神経
脊　　髄 第１２胸椎
脊　　髄 第5胸神経
脊　　髄 第7胸神経
脊　　髄 第１腰神経
脊　　髄 頚神経
脊　　髄 第２腰椎
脊　　髄 第6頚神経
脊　　髄 腰椎
脊　　髄 脊髄後根神経節
脊　　髄 仙骨
脊　　髄 第7頚神経
脊　　髄 体幹
脊　　髄 アダムキービックの動脈
脊　　髄 上唾液核
脊　　髄 ブレシナプス
脊　　髄 屈筋
脊　　髄 下唾液核
脊　　髄 歯状靱帯
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 躯幹筋
脊　　髄 腰動脈
脊　　髄 腰静脈
脊　　髄 腰膨大
脊　　髄 最上肋間動脈
脊　　髄 下肢筋支配運動ニューロン
脊　　髄 上肢筋支配運動ニューロン
脊　　髄 楔状束
脊　　髄 ポストシナプス
脊　　髄 インターフェロンｇ



脊　　髄 腱
脊　　髄 伸筋
脊　　髄 筋
脊　　髄 第５腰椎体
脊　　髄 肋間動脈
脊　　髄 肋間静脈
脊　　髄 第２腰椎体
脊　　髄 第３腰椎体
脊　　髄 第４腰椎椎体
脊　　髄 脊髄前核細胞
脊　　髄 グリア組織
脊　　髄 第2頚神経前根
脊　　髄 第2頚椎神経・下部神経系
脊　　髄 脊柱、背部の深層の筋
脊　　髄 副交感神経節前ニューロン
脊　　髄 第1腰神経(L1)の後根
脊　　髄 第6頚椎横突孔
脊　　髄 第4頚髄
脊　　髄 第9胸髄
脊　　髄 第4胸髄
脊　　髄 外側皮質脊髄路
脊　　髄 第1頚髄
脊　　髄 第2胸髄
脊　　髄 第10胸髄
脊　　髄 位置覚
脊　　髄 交感神経節後線維
脊　　髄 外側前庭脊髄路
脊　　髄 第2頚髄
脊　　髄 第5頚髄
脊　　髄 交感神経節前ニューロン
脊　　髄 交感神経節前線維
脊　　髄 第11胸髄
脊　　髄 第3腰髄
脊　　髄 外側脊髄視床路
脊　　髄 外側皮枝
脊　　髄 腹側被蓋交叉
脊　　髄 第4腰髄
脊　　髄 脊柱管
脊　　髄 脊柱管枝
脊　　髄 内椎骨静脈叢
脊　　髄 第5腰髄
脊　　髄 外側仙骨静脈
脊　　髄 第3頚髄
脊　　髄 外側網様体脊髄路
脊　　髄 外椎骨静脈叢
脊　　髄 第5胸髄
脊　　髄 第7胸髄
脊　　髄 第1腰髄
脊　　髄 頚膨大



脊　　髄 第6頚髄
脊　　髄 第7頚髄
脊　　髄 脊髄神経終糸
脊　　髄 脊髄周辺動脈
脊　　髄 脊髄終糸
脊　　髄 脊髄上行路
脊　　髄 第9肋間動脈
脊　　髄 第4肋間動脈
脊　　髄 第2肋間動脈
脊　　髄 錐体交叉
脊　　髄 第10肋間動脈
脊　　髄 第11肋間動脈
脊　　髄 第3腰動脈
脊　　髄 第4腰動脈
脊　　髄 錘内筋
脊　　髄 椎体静脈
脊　　髄 第5腰動脈
脊　　髄 錘外筋
脊　　髄 第3肋間動脈
脊　　髄 第5肋間動脈
脊　　髄 後角頚
脊　　髄 第7肋間動脈
脊　　髄 第1腰動脈
脊　　髄 脊髄膜
脊　　髄 前皮質脊髄路
脊　　髄 骨髄炎
脊　　髄 前炎症性サイトカイン
脊　　髄 膀胱直腸障害
脊　　髄 胸椎
脊　　髄 第4頚椎
脊　　髄 第3胸椎
脊　　髄 交感神経線維
脊　　髄 第２腰神経
脊　　髄 第5胸椎
脊　　髄 知覚性線維（脊髄）
脊　　髄 第6頚椎
脊　　髄 胸大動脈
脊　　髄 仙骨神経
脊　　髄 感覚神経
脊　　髄 脊柱
脊　　髄 下大静脈
脊　　髄 第9胸椎
脊　　髄 第５腰神経
脊　　髄 第２仙骨神経の後根
脊　　髄 第1仙骨神経(S1)の後根
脊　　髄 第5仙骨神経
脊　　髄 第４仙骨神経
脊　　髄 第１仙骨神経
脊　　髄 第３仙骨神経



脊　　髄 第２仙骨神経
脊　　髄 第３仙骨神経の後根　
脊　　髄 第４仙骨神経の後根
脊　　髄 第５仙骨神経の後根
脊　　髄 脊髄損傷
脊　　髄 骨軟化症
脊　　髄 第３腰椎
脊　　髄 第４腰椎
脊　　髄 脊髄空洞症
脊　　髄 メトラクロル
脊　　髄 多発性硬化症　（ＭＳ）
脊　　髄 甲状頚動脈
脊　　髄 骨盤腔内の腫瘍
脊　　髄 第４仙骨神経前枝
脊　　髄 第３仙骨神経前枝
脊　　髄 第２仙骨神経前枝
脊　　髄 第１仙骨神経前枝
脊　　髄 第５仙骨神経前枝
脊　　髄 骨盤腔
脊　　髄 第１仙髄中間質外側部
脊　　髄 第２仙髄中間質外側部
脊　　髄 第３仙髄中間質外側部
脊　　髄 第５仙髄中間質外側部
脊　　髄 第４仙髄中間質外側部
脊　　髄 第2腰髄
脊　　髄 脊椎骨
脊　　髄 第１仙髄
脊　　髄 第２仙髄
脊　　髄 第3仙髄
脊　　髄 第4仙髄
脊　　髄 第5仙髄
脊　　髄 骨盤内の静脈叢
脊　　髄 第2腰動脈
脊　　髄 前外側溝
脊　　髄 ＨＴＬＶー１脊髄症
脊　　髄 緊張性筋炎症候群
脊　　髄 シャイ・ドレーガー症候群　（ＳＤＳ）
脊　　髄 髄膜炎
脊　　髄 脊髄腫瘍
脊　　髄 ミオクローヌス
脊　　髄 アセチルカルニチン
脊　　髄 運動路
脊　　髄 ギラン・バレー症候群
脊　　髄 神経根
脊　　髄 神経管
脊　　髄 動眼神経副核
脊　　髄 微熱
脊　　髄 腫張類似疾患
脊　　髄 骨髄性白血病



脊　　髄 γ運動ニューロン
脊　　髄 尾骨神経
脊　　髄 分節静脈
脊　　髄 分節動脈
脊　　髄 分節動脈の脊髄枝
脊　　髄 有棘赤血球を伴う舞踏病
脊　　髄 尻尾
脊　　髄 ペルオキシソーム病
脊　　髄 致死性家族性不眠症　（ＦＦＩ）
脊　　髄 骨疾患
脊　　髄 コンマ束
脊　　髄 ゴルジ腱器官
脊　　髄 仙髄自律神経核
脊　　髄 結合織炎症候群　　ｆｉｂｒｏｓｉｔｉｓ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ
脊　　髄 Ｐ２Ｘ４受容体
脊　　髄 前脊髄小脳路
脊　　髄 橋網様体脊髄路
脊　　髄 ポリジーン遺伝子群
脊　　髄 赤核オリーブ路
脊　　髄 視蓋脊髄路
脊　　髄 脳脊髄液
脊　　髄 側索
脊　　髄 前索
脊　　髄 後外側溝
脊　　髄 髄膜
脊　　髄 後外側脊髄静脈
脊　　髄 骨髄カルチノイド
脊　　髄 骨小腔　（ＢＯＮＥーＣＡＶＩＴＹ）
脊　　髄 ＨＴＬＹ－１
脊　　髄 進行性脊髄性筋萎縮症
脊　　髄 大孔
脊　　髄 むずむず脚症候群
脊　　髄 ＳｈｙーＤｒａｇｅｒ症候群（ＳＤＳ）
脊　　髄 進行性核上性麻痺　（ＰＳＰ）
脊　　髄 ＡＬＳ
脊　　髄 多発性骨髄腫
脊　　髄 パーキンソン病
脊　　髄 関節炎
脊　　髄 幹神経節
脊　　髄 上行頚静脈
脊　　髄 上行頚動脈
脊　　髄 上衣細胞
脊　　髄 深部受容器
脊　　髄 正常圧水頭症　（ＮＰＨ）
脊　　髄 深頚静脈
脊　　髄 深頚動脈
脊　　髄 神経線維腫症１型　（レックリングハウゼン病）
脊　　髄 感覚路
脊　　髄 軸索終末



脊　　髄 通過線維
脊　　髄 間質核脊髄路
脊　　髄 脊髄の中間外側細胞柱
脊　　髄 赤核脊髄路
脊　　髄 クラーク氏背核

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
毒素波動 農薬
毒素波動 農薬汚染
毒素波動 農薬飛来汚染
毒素波動 枯葉剤
毒素波動 農薬反応
毒素波動 農薬飛来
毒素波動 農薬飛来反応
毒素波動 下剤　（プルセニド）
毒素波動 高周波
毒素波動 低周波
毒素波動 プロピレングリコール
毒素波動 プリオン蛋白質
毒素波動 異常型プリオン蛋白質
毒素波動 トルマリン
毒素波動 防腐剤
毒素波動 安息香酸塩
毒素波動 ラジウム226 (γ線)
毒素波動 アクトス15
毒素波動 キセノン133 (γ線)
毒素波動 クリプトン88 (α線)
毒素波動 ヨウ素131 (β線)
毒素波動 プルトニウム239 (α線)
毒素波動 ストロンチウム９０
毒素波動 脳室周囲白室病変
毒素波動 ヘリウム3 (β線)
毒素波動 セシウム137 (α線)
毒素波動 セシウム134 (β線)
毒素波動 大気中の浮遊原子灰放射能・放射線濃度
毒素波動 カルデナリン
毒素波動 クロニジン
毒素波動 カルキ次亜塩素酸カルシウム
毒素波動 カルキ臭
毒素波動 塩素臭
毒素波動 ケイタイ電話等特殊電磁波
毒素波動 フタル酸
毒素波動 2価3価鉄塩
毒素波動 放射性キセノン
毒素波動 塩素　17
毒素波動 クリプトン
毒素波動 チタン　22
毒素波動 ラジウム
毒素波動 ヨウ素
毒素波動 プルトニウム
毒素波動 ヘリウム
毒素波動 セシウム
毒素波動 ウラン238 (α線)
毒素波動 蜂毒
毒素波動 カリウム40 (β線)



毒素波動 トリチウム (β線)
毒素波動 水素3（トリチウム） (β線)
毒素波動 離尿剤
毒素波動 蜂蜜
毒素波動 蜂
毒素波動 ウラン
毒素波動 カリウム
毒素波動 ファビピラビル(インフルエンザ/エボラウイルス薬富山化学)

毒素波動 鉄沈着症
毒素波動 炭素沈着
毒素波動 動物毒素
毒素波動 疲労毒素
毒素波動 カドミウム沈着
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 ナトリウム沈着
毒素波動 利尿剤
毒素波動 プラチナ
毒素波動 経皮毒
毒素波動 ストリキニーネ
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 スチレン
毒素波動 フタン酸ジー２ーエチルヘキシル
毒素波動 パラジクロロベンゼン
毒素波動 睡眠薬
毒素波動 クロルピリホス
毒素波動 ダイアジノン
毒素波動 ステロイド
毒素波動 運動過多
毒素波動 自家中毒
毒素波動 原子灰
毒素波動 ポリオ毒素
毒素波動 放射線毒素
毒素波動 リニュロン　　（除草剤）
毒素波動 臭素毒
毒素波動 豚肉
毒素波動 メチダチオン　　（有機リン系、浸透性、殺虫剤）
毒素波動 クロルピリホス　　（有機化合物）
毒素波動 アルミニウム毒
毒素波動 酸化防止剤
毒素波動 一般毒
毒素波動 牛の肝臓
毒素波動 エデト酸塩
毒素波動 抗癌剤５
毒素波動 抗癌剤９
毒素波動 沈着
毒素波動 チアメトキサム
毒素波動 連鎖球菌発赤・ブドウ球菌毒素
毒素波動 超短波放射線
毒素波動 鶏



毒素波動 シアナジン
毒素波動 アルコール毒
毒素波動 モルヒネ毒
毒素波動 亜鉛毒
毒素波動 キニーネ毒
毒素波動 アトラジン　　　（有機化合物）
毒素波動 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
毒素波動 煙草中毒
毒素波動 リン酸肥料
毒素波動 硫黄毒
毒素波動 ジメチルジチオカルバミン酸鉄　　（有機化合物）
毒素波動 ダイアジノン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 ホサロン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 コカイン毒
毒素波動 ラジウム熱傷
毒素波動 真鍮毒
毒素波動 鉛毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 リニュロン　５０ＷＰ　　（除草剤）
毒素波動 イクリン　　（有機化合物）
毒素波動 鉄毒
毒素波動 グラム陰性菌毒素
毒素波動 マグネシウム毒
毒素波動 抗体
毒素波動 イミダクロプリド
毒素波動 没食子酸
毒素波動 新キニーネ毒
毒素波動 ラウリル酸　（ラウリル硫酸ナトリウム）
毒素波動 エチドロン酸
毒素波動 ソルビン酸
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 タミフル
毒素波動 薬剤の副作用
毒素波動 骨シンチ検査
毒素波動 薬物中毒
毒素波動 ＣＴ検査造影剤
毒素波動 パタン
毒素波動 フェノブカルブ
毒素波動 ＭＲＩ検査造影剤
毒素波動 疑似造影剤
毒素波動 ＣＴ検査
毒素波動 骨シンチ検査造影剤
毒素波動 ＭＲＩ検査
毒素波動 トランス脂肪酸
毒素波動 メタミドホス
毒素波動 カリウム肥料
毒素波動 カルタップ塩酸塩
毒素波動 コサイド　　（銅水和剤）
毒素波動 アッパ　ＰＭＰ　　（有機化合物）



毒素波動 ドジン　　　（有機化合物）
毒素波動 シアナジン８０Ｗ
毒素波動 チラウム　　（有機化合物）
毒素波動 蛍光性毒
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 牛肉
毒素波動 蛍光漂白剤
毒素波動 エンドリン　（有機塩素系殺虫剤、殺鼠剤）
毒素波動 塩化カルシウム
毒素波動 トリフルラリン　　（有機化合物）
毒素波動 レントゲン焼け
毒素波動 ニコチン(毒)
毒素波動 銀毒
毒素波動 トリシクロヘキシルスズヒドロキシド　（有機スズ農薬）
毒素波動 真菌毒素
毒素波動 カリウム化学物
毒素波動 パラベン
毒素波動 α線
毒素波動 β線
毒素波動 ダイオキシン
毒素波動 ラジウム熱傷（γ線）
毒素波動 γ線
毒素波動 リシン（毒物）
毒素波動 ステロイド
毒素波動 黄色４号タートラジン
毒素波動 アスパルテーム
毒素波動 殺虫剤ピレスロイド
毒素波動 造影剤
毒素波動 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
毒素波動 クロチアニジン
毒素波動 ポリエチレングリコール
毒素波動 乳化剤
毒素波動 界面活性剤
毒素波動 ＰＣＢ（アクリルアミド）
毒素波動 色素
毒素波動 メラミン
毒素波動 ハプテン
毒素波動 クマリン
毒素波動 タール色素
毒素波動 ＴＣＤＤ
毒素波動 造影剤を体外へ排泄促進
毒素波動 造影剤を体外へ排泄する
毒素波動 ホルムアルデヒド
毒素波動 抗生物質
毒素波動 覚せい剤
毒素波動 放射性キセノン (γ線)
毒素波動 乳製品
毒素波動 Ｃ８－Ｃ１2脂肪族飽和アルデヒド



毒素波動 Ｃ８－Ｃ１６脂肪族飽和炭化水素

毒素波動 身体毒素
毒素波動 身体毒素排泄促進
毒素波動 ジカンバ　（有機化合物）
毒素波動 牛乳
毒素波動 Gythior 50WP　 (有機化合物)
毒素波動 シマジン　（除草剤）
毒素波動 クロロファシン　（有機化合物）
毒素波動 Roelan　　　　　　(有機化合物)
毒素波動 Polyram　　　　　(有機化合物)
毒素波動 コバルト熱傷
毒素波動 ヒ素
毒素波動 砒素毒
毒素波動 アラクロール　（除草剤）
毒素波動 メトリブジン　（有機化合物）
毒素波動 Frutone　　　　　(有機化合物)
毒素波動 ジノカップ　（有機化合物）
毒素波動 水銀毒
毒素波動 ナトリウム毒
毒素波動 ヨウ素毒
毒素波動 テトラメチルチウラムジスルフィド　（有機化合物）
毒素波動 アヘン毒
毒素波動 アトラジン　（有機化合物）
毒素波動 紫外線
毒素波動 サッカリン
毒素波動 ターミネーター
毒素波動 ベンゼン環
毒素波動 キセノン１３５
毒素波動 環境ホルモン
毒素波動 アセトアルデヒド
毒素波動 ノナナール
毒素波動 エチルベンゼン
毒素波動 重金属
毒素波動 キシレン
毒素波動 トルエン
毒素波動 フタン酸ジーnーブチン
毒素波動 テトラデカン
毒素波動 ＶＯＣ酸化油（テルペンチン）
毒素波動 総揮発性有機化合物（ＴＶＯＣ）
毒素波動 ベロ毒素
毒素波動 大麻
毒素波動 ジプチルヒドロ・キシトルエン

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脾　臓 ＪＡＫ２キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２遺伝子変異
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異
脾　臓 ＳＶ４０というウイルス
脾　臓 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
脾　臓 カルチノイド（英：carcinoid）
脾　臓 汗疱性白癬　　　
脾　臓 血中遊離ノルメタネフリン
脾　臓 発汗過多
脾　臓 血中遊離メタネフリン
脾　臓 メタネフリン
脾　臓 ノルメタネフリン
脾　臓 月の十二経脈
脾　臓 体毛腺
脾　臓 細網内皮系
脾　臓 細網内皮系の機能を高める
脾　臓 ナチュラルキラーＴ細胞
脾　臓 Ｂ細胞
脾　臓 組織球
脾　臓 Ｂ細胞刺戟作用
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＢ）
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
脾　臓 Ｂリンパ球表面
脾　臓 ＮＫ細胞
脾　臓 プラーナ
脾　臓 プラーナエネルギー
脾　臓 境界悪性腫瘍（borderline　malignancy）
脾　臓 寒冷凝集素症
脾　臓 ナルコレプシー
脾　臓 扁平上皮がん　（肺）
脾　臓 ホルモン様物質
脾　臓 ＴＰＡ
脾　臓 Ｃa15-3
脾　臓 ＡＦＰ／アルファフェトプロテイン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 体液と血液の純度
脾　臓 慢性消化不良
脾　臓 血清クレアニチン
脾　臓 血清
脾　臓 Ｃ３Ｈ／ＨｅＮ　血清
脾　臓 血清ビリルビン
脾　臓 血清ハプトグロビン
脾　臓 血清蛋白質
脾　臓 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脾　臓 シアル酸　（ＳＡ）
脾　臓 血清中
脾　臓 赤芽球



脾　臓 マヤズム
脾　臓 骨髄赤芽球
脾　臓 自己免疫疾患
脾　臓 ガングリオン    (A)
脾　臓 免疫
脾　臓 マクロファージ
脾　臓 太陽の十二系脈
脾　臓 Ｃa19-9
脾　臓 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
脾　臓 マクロファージを活性化
脾　臓 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
脾　臓 マクロファージ活性化作用
脾　臓 シナモン　（英：Ｃｉｎｎａｍｏｎ）
脾　臓 クリオグロブリン
脾　臓 共鳴
脾　臓 膠原病
脾　臓 血管新生抑制因子の投与による血管構造の正常化
脾　臓 毛細血管カルチノイド
脾　臓 ストレス多血症
脾　臓 多血症
脾　臓 再生不良性貧血　（ＡＡ）
脾　臓 二次性多血症
脾　臓 循環血漿量の減少
脾　臓 リン酸化
脾　臓 レンサ球菌性トキシックショック症候群
脾　臓 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)

脾　臓 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection

脾　臓 ２，３ービスホスホグリセリン酸塩（2,3ーＢＰＧ）量の低下
脾　臓 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
脾　臓 副甲状腺
脾　臓 絶対的多血症
脾　臓 酸素欠乏性多血症
脾　臓 真性多血症
脾　臓 相対的多血症
脾　臓 タルク
脾　臓 非酸素欠乏症の多血症
脾　臓 一酸化窒素受容能
脾　臓 一酸化窒素
脾　臓 猩紅熱  scarlet fever
脾　臓 血液細胞の産出が亢進した状態
脾　臓 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
脾　臓 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）

脾　臓 胃の毛細血管
脾　臓 回腸
脾　臓 脾臓の毛細血管
脾　臓 腸の毛細血管
脾　臓 腎臓の毛細血管
脾　臓 身体下部の毛細血管
脾　臓 コバルト　27



脾　臓 鉄
脾　臓 動静脈吻合
脾　臓 神経細静脈
脾　臓 骨細静脈
脾　臓 筋肉細静脈
脾　臓 総胆管（肝臓から十二指腸へ）
脾　臓 血管器
脾　臓 毛細血管
脾　臓 胸部
脾　臓 グルタチオン
脾　臓 副腎皮質
脾　臓 血液
脾　臓 血漿
脾　臓 網赤血球
脾　臓 副腎
脾　臓 リンパ静脈(静脈管)
脾　臓 血管運動中枢
脾　臓 筋肉細動脈
脾　臓 骨細動脈
脾　臓 神経細動脈
脾　臓 治癒系
脾　臓 血液の酸化
脾　臓 動脈血
脾　臓 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
脾　臓 静脈性毛細血管
脾　臓 治癒系を強化
脾　臓 血液の還元
脾　臓 奇麗な血液
脾　臓 oroangiogenic accessory 細胞
脾　臓 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
脾　臓 活力のある血液
脾　臓 萎縮性胃疾患
脾　臓 インスリン自己免疫症候群
脾　臓 血管新生抑制因子
脾　臓 出血性貧血
脾　臓 ガングリオン
脾　臓 慢性白血症
脾　臓 脾捻転
脾　臓 有害細胞
脾　臓 筋力と運動能力の低下
脾　臓 病巣感染
脾　臓 腎動脈狭窄
脾　臓 うっ血性心不全
脾　臓 不安定ヘモグロビン症
脾　臓 異常ヘモグロビン症
脾　臓 慢性痛
脾　臓 有害組織
脾　臓 慢性痛
脾　臓 脾臓梗塞



脾　臓 低色素性貧血・小球性貧血
脾　臓 高色素性貧血・大球性貧血
脾　臓 造血幹細胞の障害
脾　臓 血管新生促進因子の減少
脾　臓 末梢神経性疾患
脾　臓 激痛
脾　臓 胸腺の萎縮
脾　臓 貧血
脾　臓 貧血
脾　臓 標的細胞　（平滑筋・腺）
脾　臓 細胞死抑制
脾　臓 異常血管
脾　臓 肺胞の異常
脾　臓 心臓炎
脾　臓 鉄欠乏性貧血
脾　臓 前立腺
脾　臓 卵管
脾　臓 尿道
脾　臓 テタノスパミン
脾　臓 脾機能亢進症
脾　臓 脾病変
脾　臓 脾膜
脾　臓 偏頭痛
脾　臓 蜂巣織炎  cellulitis
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）感染症
脾　臓 慢性の閉塞性肺疾患
脾　臓 毛細血管床
脾　臓 微小動脈血管　（メタ細動脈）
脾　臓 末梢循環不全
脾　臓 肺の酸素取り入れ能力の低下
脾　臓 老廃細胞
脾　臓 静脈瘤
脾　臓 一酸化炭素ヘモグロビン症
脾　臓 大動脈
脾　臓 下動脈
脾　臓 静脈弁
脾　臓 卵巣
脾　臓 動脈硬化症
脾　臓 上行結腸
脾　臓 膣
脾　臓 粘膜深層
脾　臓 陰茎
脾　臓 寄生虫   parasite
脾　臓 大腸
脾　臓 ヘモグロビン
脾　臓 上大静脈
脾　臓 腰痛
脾　臓 神経炎



脾　臓 神経伝達の減退
脾　臓 空腸
脾　臓 肝臓
脾　臓 癌瘴気
脾　臓 膵臓
脾　臓 胸腺
脾　臓 赤色骨髄
脾　臓 尿管
脾　臓 胆嚢
脾　臓 不眠症
脾　臓 脾静脈の枝
脾　臓 １１ーデヒドロコルチコステロン
脾　臓 黒色上皮癌
脾　臓 リンパ液　　
脾　臓 子宮
脾　臓 胃経
脾　臓 仮病
脾　臓 脾臓
脾　臓 リンパ器官
脾　臓 胃脾間膜
脾　臓 仙椎
脾　臓 敗血症   sepsis      Ａ
脾　臓 敗血症   sepsis      Ｂ
脾　臓 グルタミン酸
脾　臓 血管
脾　臓 栄養血管
脾　臓 血管幹細胞
脾　臓 内皮細胞
脾　臓 内弾性膜　（内弾性板）
脾　臓 外弾性膜　（外弾性板）
脾　臓 血管の内膜
脾　臓 血管の中膜
脾　臓 血管の外膜
脾　臓 造血細胞 （造血細胞／造血管細胞）
脾　臓 固有肝動脈（肝臓へ）
脾　臓 肝動脈
脾　臓 門脈（肝臓へ）
脾　臓 脾腎ひだ
脾　臓 脾動脈の枝
脾　臓 超低密度リポ蛋白質・ＶＬＤＬ
脾　臓 静脈
脾　臓 ヒドロキシグルタミン
脾　臓 急性、亜急性、慢性炎症
脾　臓 腎性浮腫
脾　臓 督脈
脾　臓 任脈
脾　臓 腎臓
脾　臓 高血糖
脾　臓 低密度リポ蛋白質



脾　臓 低密度リポ蛋白質・ＬＤＬ
脾　臓 腎経
脾　臓 リンパ動脈（リンパ管）
脾　臓 肺経
脾　臓 細動脈
脾　臓 十二指腸
脾　臓 身体上部の毛細血管
脾　臓 食道
脾　臓 肺
脾　臓 血管内皮細胞
脾　臓 血管内皮前駆細胞
脾　臓 ウロビリン体
脾　臓 ヘモジデリン
脾　臓 肺組織
脾　臓 胸腺の重量
脾　臓 脾臓の柱網
脾　臓 脾柱
脾　臓 脾臓温度
脾　臓 近赤外線
脾　臓 血管新生
脾　臓 門脈圧
脾　臓 血管新生促進因子
脾　臓 静脈血
脾　臓 線維芽細胞
脾　臓 サラセミア
脾　臓 血管壁細胞
脾　臓 動脈性毛細血管
脾　臓 嗜銀性
脾　臓 好銀性
脾　臓 血管平滑筋細胞
脾　臓 白脾髄
脾　臓 脾静脈（肝臓へ）
脾　臓 脾動脈（脾臓へ）
脾　臓 血液細胞
脾　臓 壁細胞動員
脾　臓 赤脾髄
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼ
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼを発現
脾　臓 脊髄のチャクラ
脾　臓 細胞増殖
脾　臓 血液細胞の再生
脾　臓 心包経組織カルチノイド
脾　臓 痺れ　（しびれ）
脾　臓 脾臓組織カルチノイド
脾　臓 ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
脾　臓 脾臓破裂
脾　臓 消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）
脾　臓 骨髄炎
脾　臓 消化管カルチノイド



脾　臓 結腸カルチノイド
脾　臓 打撲
脾　臓 本能性血小板血症
脾　臓 脾臓がん
脾　臓 脾膿瘍
脾　臓 湿疹
脾　臓 遺伝性球状赤血球症
脾　臓 慢性湿疹
脾　臓 急性湿疹
脾　臓 黄疸
脾　臓 自律神経障害
脾　臓 リウトマイド因子（ＲＦ）
脾　臓 汎血球減少
脾　臓 赤血球抗原抗体反応と抗赤血球自己抗体
脾　臓 赤血球増加症
脾　臓 トキソイド
脾　臓 PK欠損症 （pyruvate kinase deficiency）
脾　臓 温式自己免疫性溶血症（温式AIHA）
脾　臓 一般創傷
脾　臓 食欲不振
脾　臓 緑色レンサ球菌群　
脾　臓 S. salivarius
脾　臓 S. sanguis
脾　臓 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
脾　臓 閉塞性黄疸
脾　臓 口腔内レンサ球菌
脾　臓 口腔内の常在菌
脾　臓 S. mutans
脾　臓 脾臓の胚中心を持ったリンパ小節
脾　臓 亜急性心内膜炎
脾　臓 便秘にもなりがちな方
脾　臓 高シンスリン血症
脾　臓 新生児敗血症
脾　臓 低酸素血症
脾　臓 重症熱性血小板減少症候群
脾　臓 神経内分泌細胞
脾　臓 アラビアゴム
脾　臓 神経内分泌細胞への分化
脾　臓 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
脾　臓 神経内分泌顆粒
脾　臓 脾臓肥大
脾　臓 熱中症
脾　臓 赤血球膜上の抗原
脾　臓 一般虚弱体質
脾　臓 抗赤血球自己抗体
脾　臓 続発性赤血球増加症
脾　臓 排泄分泌
脾　臓 高密度リポ蛋白質
脾　臓 直腸



脾　臓 リンパ球
脾　臓 膵臓組織
脾　臓 小腸組織
脾　臓 大腸組織
脾　臓 自家中毒
脾　臓 膀胱
脾　臓 静脈組織
脾　臓 ホジキン病
脾　臓 低血糖症
脾　臓 低血圧
脾　臓 性巣（睾丸）
脾　臓 蛋白尿
脾　臓 尿崩症
脾　臓 上動脈
脾　臓 先天性欠損症
脾　臓 血腫
脾　臓 腹腔動脈
脾　臓 酸性尿
脾　臓 鉄欠乏症
脾　臓 ヒドロキシプロリン
脾　臓 心包経
脾　臓 肝経
脾　臓 小腸経
脾　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
脾　臓 アセト酢酸、尿ケトン
脾　臓 白血球減少症
脾　臓 夢遊病
脾　臓 リンパ節
脾　臓 胆経
脾　臓 アルカリ尿
脾　臓 空腸粘膜
脾　臓 甲状腺
脾　臓 外傷の再生
脾　臓 心経
脾　臓 尿尿酸結晶
脾　臓 下大静脈
脾　臓 低酸素
脾　臓 低酸素症
脾　臓 アシドーシス    acidosis
脾　臓 三焦経
脾　臓 尿上皮細胞
脾　臓 リンパ組織
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 浮腫
脾　臓 シナプトフィジン
脾　臓 歯
脾　臓 血球量
脾　臓 リンパ球性白血病
脾　臓 悪性腫瘍



脾　臓 Ｃａ１２５(腫瘍マーカー)
脾　臓 脾痛
脾　臓 脾臓痛
脾　臓 赤血球にNＯ処理
脾　臓 赤血球
脾　臓 結腸
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 褐色細胞
脾　臓 間質性の細胞
脾　臓 老廃細胞の貪食を促進
脾　臓 成熟血小板
脾　臓 クロモグラニンＡ
脾　臓 造血のコントロール
脾　臓 網赤血球
脾　臓 ルミンＡ
脾　臓 細胞賦活用薬
脾　臓 褐色細胞腫
脾　臓 クルチツキー　（Kulchitzky）
脾　臓 抗平滑筋抗体
脾　臓 抗ガングリオシド抗体
脾　臓 血管系サイトカイン
脾　臓 脾洞
脾　臓 サイトカイン
脾　臓 血小板由来成長因子　(platelet derived growth factor ; PDGF)-BB動

脾　臓 カハール介在細胞
脾　臓 カハール介在細胞類似細胞
脾　臓 カハール細胞様細胞
脾　臓 成熟赤血球
脾　臓 脾臓のチャクラ（スプリーン・チャクラ）
脾　臓 ペリサイト
脾　臓 血管形成を促進
脾　臓 バクテロイデス
脾　臓 抗がん剤投与
脾　臓 ＨＣＶ抗体
脾　臓 感染している
脾　臓 ポリープ
脾　臓 原発性脾臓腫瘍
脾　臓 癌細胞
脾　臓 ガングリオン    (B)
脾　臓 癌組織
脾　臓 癌性悪液質
脾　臓 急性化膿性疾患
脾　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
脾　臓 酸素欠乏反応性の赤血球増加
脾　臓 遊離コレステロール
脾　臓 膿痂疹  impetigo
脾　臓 悪性新生物、癌、肉腫
脾　臓 Ｂ型肝炎ウイルス
脾　臓 単球



脾　臓 筋肉緊張症
脾　臓 筋肉挫傷
脾　臓 グルタミン
脾　臓 眠気
脾　臓 膀胱経
脾　臓 脾　経
脾　臓 肉腫
脾　臓 粘液組織
脾　臓 大腸経
脾　臓 アセトン、尿ケトン
脾　臓 動脈硬化
脾　臓 硬癌
脾　臓 白血病
脾　臓 アルコール性黄疸
脾　臓 食欲減退   appetite loss(poor)
脾　臓 血液循環
脾　臓 脾腫
脾　臓 細菌性毒
脾　臓 尿好中球
脾　臓 好中球
脾　臓 好塩基球
脾　臓 好酸球
脾　臓 白血病　　　（骨髄造血細胞を育成する）
脾　臓 血尿
脾　臓 リンホカイン型感作リンパ球
脾　臓 抗体
脾　臓 血球系の細胞
脾　臓 Ｃ型肝炎ウイルス
脾　臓 嗜銀細胞
脾　臓 自己抗体
脾　臓 正常血清
脾　臓 γーグロブリン
脾　臓 腫瘍縮小
脾　臓 Ｃ型肝炎
脾　臓 Ｃ型肝炎ファクター
脾　臓 血球系細胞の再生
脾　臓 神経叢のチャクラ
脾　臓 NAP (好中球アルカリフォスファターゼ)
脾　臓 出血性素因者
脾　臓 内臓炎
脾　臓 扁桃炎   tonsilitis
脾　臓 アレルギー性疾患
脾　臓 体重減少
脾　臓 尿細菌
脾　臓 異所性脂肪
脾　臓 脂肪毒
脾　臓 ペプシノゲン
脾　臓 微熱
脾　臓 脂肪沈着



脾　臓 シックハウス症候群
脾　臓 熱傷
脾　臓 黄疸
脾　臓 サイトトキシン
脾　臓 エンテロトキシン
脾　臓 トランス脂肪酸
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 白血球
脾　臓 顆粒球
脾　臓 白血球の消化力
脾　臓 特発性門脈圧亢進症
脾　臓 バンチ症候群
脾　臓 血小板減少症
脾　臓 紫斑病
脾　臓 特発性血小板減少性紫斑病（ITP;idiopathic thrombocytopenicpurpura）

脾　臓 門脈圧亢進症
脾　臓 嚢胞性腫瘍(卵巣に多い、女性)

脾　臓 食欲減退   appetite loss(lack)
脾　臓 血液不純物混入
脾　臓 陳旧性潰瘍
脾　臓 血液異常
脾　臓 胆嚢炎　(ウイルス・真菌による白血球減少症)
脾　臓 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
脾　臓 内臓潰瘍
脾　臓 筋肉痛
脾　臓 肥満
脾　臓 ガングリオシド
脾　臓 発熱
脾　臓 毒血症
脾　臓 血中毒素
脾　臓 肺炎双球菌
脾　臓 アダプター蛋白のＤｏｋ-Ｒ
脾　臓 アダプター蛋白　（Ｎｃｋ）
脾　臓 ポリノフェール
脾　臓 Ｐａｋ　（p21 activated kinase）
脾　臓 Ａng１の発現細胞
脾　臓 アンジオポエチン
脾　臓 Ａng２
脾　臓 βーグロブリン
脾　臓 Ａng３
脾　臓 Ａng４
脾　臓 ポリノフェール効果
脾　臓 血漿と液漿の正常化
脾　臓 インターロイキン１（ＩＬ－１）
脾　臓 Ｂｕｅｒｇｅｒ病：閉塞性血栓血管炎（Thromboangiitis　Obliterans　Ｔ.Ａ.Ｏ）

脾　臓 潰瘍   ulcer
脾　臓 先天性溶血性貧血
脾　臓 胆汁うっ滞性黄疸
脾　臓 代謝亢進



脾　臓 エリスロポエチン類似物質
脾　臓 温式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 冷式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 一方赤芽球勞　（ＰＲＣＡ）
脾　臓 エリスロポエチン受容体
脾　臓 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

脾　臓 壊死性筋膜炎
脾　臓 血管炎
脾　臓 免疫介在性血小板減少症　（ＩＴＰ）
脾　臓 血漿と液漿の異常
脾　臓 免疫介在性溶血性貧血　（ＩＨＡ）
脾　臓 骨髄増殖性疾患
脾　臓 アシドーシス    acidosis　（酸性体質）
脾　臓 脂肪腫
脾　臓 性欲促進
脾　臓 表面出血
脾　臓 血液疾患
脾　臓 代謝障害
脾　臓 尿毒素
脾　臓 手足冷感
脾　臓 皮膚炎   dermatitis
脾　臓 夜尿症
脾　臓 潰瘍   ulcer
脾　臓 内臓腫瘍
脾　臓 吃逆
脾　臓 胆嚢炎　(毒素)
脾　臓 マトリックス分解酵素
脾　臓 桂皮　（ケイヒ）
脾　臓 桂皮エキス
脾　臓 紫外線
脾　臓 抗細胞質抗体
脾　臓 遺伝的因子
脾　臓 グロブリン
脾　臓 褐色脂肪組織
脾　臓 血漿と液漿に毒素混入
脾　臓 ヘルパーＴ細胞の減少
脾　臓 赤芽球系細胞
脾　臓 樹状細胞
脾　臓 白血球エステラーゼ
脾　臓 悪性新生物
脾　臓 癌もどき　（carcinoma-like）
脾　臓 カルチノイド腫瘍（carcinoid　tumor）
脾　臓 肺カルチノイド
脾　臓 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
脾　臓 多発性関節炎
脾　臓 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)
脾　臓 糜爛
脾　臓 四肢冷感
脾　臓 発作・痙攣　（けいれん）



脾　臓 肝臓の毛細血管
脾　臓 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 血管運動機構
脾　臓 球状(globulor)タンパク質
脾　臓 繊維状タンパク質
脾　臓 Ｔｉｅ２
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 細胞質性
脾　臓 Ｔｉｅ２受容体
脾　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており
脾　臓 酵素反応
脾　臓 体液

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド
皮膚と毛髪 類上皮非乾酪性肉芽腫
皮膚と毛髪 毛髪相
皮膚と毛髪 毛母細胞
皮膚と毛髪 棍毛
皮膚と毛髪 新生中の毛
皮膚と毛髪 ヘンレ層
皮膚と毛髪 ハックスレー層
皮膚と毛髪 鞘小皮
皮膚と毛髪 毛髄
皮膚と毛髪 毛皮質
皮膚と毛髪 毛小皮　（キューティクル）
皮膚と毛髪 外毛根鞘
皮膚と毛髪 内毛根鞘
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 毛母
皮膚と毛髪 メラノサイト
皮膚と毛髪 毛包
皮膚と毛髪 結合組織性毛包
皮膚と毛髪 毛球
皮膚と毛髪 脂腺排出管
皮膚と毛髪 硝子膜
皮膚と毛髪 毛根部
皮膚と毛髪 毛幹部
皮膚と毛髪 汗疱性白癬
皮膚と毛髪 汗疱
皮膚と毛髪 かいせん  (疥癬)
皮膚と毛髪 凍瘡
皮膚と毛髪 有棘細胞
皮膚と毛髪 顆粒細胞
皮膚と毛髪 角質細胞
皮膚と毛髪 基底細胞　（円柱細胞）
皮膚と毛髪 基底層
皮膚と毛髪 有棘層
皮膚と毛髪 顆粒層
皮膚と毛髪 表皮内汗管
皮膚と毛髪 汗腺
皮膚と毛髪 皮下組織
皮膚と毛髪 脂腺
皮膚と毛髪 脂腺細胞
皮膚と毛髪 マイスネル小体
皮膚と毛髪 エクリン腺
皮膚と毛髪 皮脂腺
皮膚と毛髪 表皮突起
皮膚と毛髪 角質層
皮膚と毛髪 皮溝



皮膚と毛髪 皮丘
皮膚と毛髪 エクリン真皮内汗管
皮膚と毛髪 アポクリン汗腺分泌部　（断面）
皮膚と毛髪 エクリン汗腺分泌部
皮膚と毛髪 ファーターパチニ小体
皮膚と毛髪 毛孔
皮膚と毛髪 毛幹
皮膚と毛髪 アポクリン腺
皮膚と毛髪 神経線維
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 アポクリン汗管
皮膚と毛髪 立毛筋
皮膚と毛髪 真皮乳頭
皮膚と毛髪 毛根
皮膚と毛髪 毛細血管
皮膚と毛髪 汗孔
皮膚と毛髪 毛球部
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 壮年性脱毛症
皮膚と毛髪 発毛周期
皮膚と毛髪 男性型脱毛症
皮膚と毛髪 皮膚筋炎
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛
皮膚と毛髪 毛髪・毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛促進
皮膚と毛髪 疣状皮膚病
皮膚と毛髪 アレルギー性男性毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の再誕生
皮膚と毛髪 脱皮促進
皮膚と毛髪 脱皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞から新毛発生
皮膚と毛髪 層扁平上皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
皮膚と毛髪 毛生促進
皮膚と毛髪 発毛促進
皮膚と毛髪 糜爛、ただれ
皮膚と毛髪 デュタステライド
皮膚と毛髪 黄色腫症
皮膚と毛髪 壊疽　（えそ）
皮膚と毛髪 壊死　（えし）
皮膚と毛髪 皮膚小血管の拡張
皮膚と毛髪 外性器の皮膚
皮膚と毛髪 女性生殖器相　（外性器の陰相）
皮膚と毛髪 シロナマズ



皮膚と毛髪 尋常性白斑
皮膚と毛髪 限局性強皮症
皮膚と毛髪 強皮症
皮膚と毛髪 脱毛症
皮膚と毛髪 結節性多発動脈炎（ＰＭ）
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮皮下の毒素
皮膚と毛髪 表皮皮下の老廃物
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 ５αリダクターゼ
皮膚と毛髪 乾燥肌
皮膚と毛髪 皮膚の吹き出物
皮膚と毛髪 足相
皮膚と毛髪 男性陰毛相
皮膚と毛髪 女性陰毛相
皮膚と毛髪 オーバラップ症候群
皮膚と毛髪 いぼ
皮膚と毛髪 臀部の皮膚
皮膚と毛髪 男性生殖器相
皮膚と毛髪 大陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 小陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚下の堆積物
皮膚と毛髪 アルビン
皮膚と毛髪 敏感肌
皮膚と毛髪 赤ら顔
皮膚と毛髪 びまん浸潤型
皮膚と毛髪 びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
皮膚と毛髪 全身性強皮症 (ＳＳｃ)
皮膚と毛髪 顔面の皮膚
皮膚と毛髪 顔面の皮下
皮膚と毛髪 脱色素性母斑
皮膚と毛髪 足の裏のいぼ
皮膚と毛髪 下肢の皮膚
皮膚と毛髪 手相
皮膚と毛髪 足
皮膚と毛髪 乳房相
皮膚と毛髪 体毛相
皮膚と毛髪 腋毛相
皮膚と毛髪 Ｓｗｅｅｔ病
皮膚と毛髪 動脈
皮膚と毛髪 メラニン
皮膚と毛髪 尋常性痤瘡　
皮膚と毛髪 表皮　（皮膚）
皮膚と毛髪 皮膚乾燥状態
皮膚と毛髪 黒色上皮癌
皮膚と毛髪 基底層直下
皮膚と毛髪 手
皮膚と毛髪 ふけ



皮膚と毛髪 血管
皮膚と毛髪 筋肉
皮膚と毛髪 静脈
皮膚と毛髪 脊部・胴
皮膚と毛髪 腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮下脂肪組織中
皮膚と毛髪 皮膚の結節型
皮膚と毛髪 瘢痕浸潤
皮膚と毛髪 胸部の皮膚
皮膚と毛髪 上肢の皮膚
皮膚と毛髪 表皮細胞間脂質
皮膚と毛髪 皮脂膜
皮膚と毛髪 細胞間脂質
皮膚と毛髪 ＮＭＦ
皮膚と毛髪 脊部・胴の皮膚
皮膚と毛髪 体毛
皮膚と毛髪 陰毛色濃く艶がある
皮膚と毛髪 色濃く艶がある
皮膚と毛髪 柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 陰毛柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 下腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚の局面型
皮膚と毛髪 皮膚サルコイドーシス
皮膚と毛髪 皮膚の皮下型
皮膚と毛髪 乳房の皮膚
皮膚と毛髪 ノコギリヤシ
皮膚と毛髪 腋毛
皮膚と毛髪 美肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
皮膚と毛髪 美肌細胞の再誕生
皮膚と毛髪 美肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 全身性の肉芽腫性疾患
皮膚と毛髪 結節性紅斑
皮膚と毛髪 ポルフイリン症　
皮膚と毛髪 ヘモクロマトーシス
皮膚と毛髪 多発性筋炎
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 バザン硬結性紅斑　
皮膚と毛髪 多形滲出性紅斑
皮膚と毛髪 全身性強皮症
皮膚と毛髪 重傷チアノーゼ
皮膚と毛髪 環状紅斑
皮膚と毛髪 腸性肢端皮膚炎
皮膚と毛髪 動脈　-2
皮膚と毛髪 帯状疱疹
皮膚と毛髪 ケロイド
皮膚と毛髪 非特異的皮膚症状



皮膚と毛髪 外傷の再生
皮膚と毛髪 真皮
皮膚と毛髪 皮膚外傷
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 アトピー性皮膚炎
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 ミノキシジン
皮膚と毛髪 頸部の皮膚
皮膚と毛髪 クロスカルメロースナトリウム
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞の排除
皮膚と毛髪 毒素による湿疹
皮膚と毛髪 真菌による湿疹
皮膚と毛髪 ウイルスによる湿疹
皮膚と毛髪 脂漏性皮膚炎
皮膚と毛髪 アレルギーによる湿疹
皮膚と毛髪 遊走性紅斑
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞
皮膚と毛髪 脂漏細胞
皮膚と毛髪 湿疹
皮膚と毛髪 蕁麻疹
皮膚と毛髪 脂漏
皮膚と毛髪 ストレスによる湿疹
皮膚と毛髪 ひだ、しわ
皮膚と毛髪 石灰沈着症
皮膚と毛髪 染　（しみ）
皮膚と毛髪 斑点　（はんてん）
皮膚と毛髪 雀卵斑
皮膚と毛髪 休止期
皮膚と毛髪 ムチン沈着症
皮膚と毛髪 ペラグラ
皮膚と毛髪 アレルギー性接触皮膚炎
皮膚と毛髪 慢性萎縮性肢端皮膚炎
皮膚と毛髪 後天性表皮水疱症
皮膚と毛髪 皮膚の染み
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 人相
皮膚と毛髪 そばかす
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 Ｔ細胞
皮膚と毛髪 モンドール病
皮膚と毛髪 皮膚心身症
皮膚と毛髪 身体毒素
皮膚と毛髪 身体毒素排泄促進
皮膚と毛髪 血栓性静脈炎
皮膚と毛髪 皮膚炎   dermatitis
皮膚と毛髪 皮膚潰瘍
皮膚と毛髪 バイオポリリン酸
皮膚と毛髪 ジヒドロテストステロン（ＤＨＴ）
皮膚と毛髪 角化異常



皮膚と毛髪 魚鱗癬
皮膚と毛髪 瘤 (こぶ)

皮膚と毛髪 糜爛
皮膚と毛髪 床擦れ、褥瘡
皮膚と毛髪 日焼け
皮膚と毛髪 フィナステリド
皮膚と毛髪 奇麗
皮膚と毛髪 奇麗な身体
皮膚と毛髪 奇麗に生りたい

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
泌尿器 膀胱と尿道 尿道腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 硬膜外神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 生体因子　Biological Factor
泌尿器 膀胱と尿道 ＴＮＭ分類
泌尿器 膀胱と尿道 ＡＢＣＤ分類（ジュエット分類）
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰を取り
泌尿器 膀胱と尿道 会陰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 日常生活への支障
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 左尿管
泌尿器 膀胱と尿道 右尿管
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 リットレ腺
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 神経因性膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膣前庭球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 尿道球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 内尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 内腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 肛門括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 下殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 腸腰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨結合
泌尿器 膀胱と尿道 カウパー腺
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎海綿体
泌尿器 膀胱と尿道 腹壁動脈
泌尿器 膀胱と尿道 T3b ：癌が精嚢まで広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨枝
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺がん
泌尿器 膀胱と尿道 急性前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 B1 ：前立腺癌の片葉に病変が留まっている単発の癌（=T2b）
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺導管がん
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 後陰唇枝
泌尿器 膀胱と尿道 後陰囊枝
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 ガングリオン
泌尿器 膀胱と尿道 痛みを伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 隠れ排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害が潜在化
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 関節の拘縮
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱三角部



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頸部
泌尿器 膀胱と尿道 外尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 T3a ：癌が前立腺の被膜外へ広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2a ：癌が前立腺の片葉の2分の1に留まっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2b ：癌が前立腺の片葉の2分の1を超えているが両葉には及ばない

泌尿器 膀胱と尿道 T2c ：癌が前立腺の両葉に広がっているが前立腺内に留まっている

泌尿器 膀胱と尿道 急性副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 精管
泌尿器 膀胱と尿道 神経原性
泌尿器 膀胱と尿道 腎性尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 尿道随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 後臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 後壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 T1b ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％を超え偶然見つかった癌

泌尿器 膀胱と尿道 前立腺
泌尿器 膀胱と尿道 卵管
泌尿器 膀胱と尿道 T1c ：直腸診や画像検査では見つからないがPSA値の上昇で疑われ生検によって確認された癌

泌尿器 膀胱と尿道 A2 ：前立腺内に広がった癌か低分化癌（=T1b）
泌尿器 膀胱と尿道 壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道海綿体の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 尿道の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 T1a ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％以下に偶然発見された癌

泌尿器 膀胱と尿道 尿道括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道（海綿体）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道
泌尿器 膀胱と尿道 脇腹の痛みと発熱を伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 A1 ：前立腺内に留まっている高分化癌（=T1a）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 下腸間膜動脈
泌尿器 膀胱と尿道 細胞性
泌尿器 膀胱と尿道 射精管
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱底部
泌尿器 膀胱と尿道 尿管口
泌尿器 膀胱と尿道 卵巣
泌尿器 膀胱と尿道 膣
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 第５腰椎
泌尿器 膀胱と尿道 肛門
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系
泌尿器 膀胱と尿道 尿管
泌尿器 膀胱と尿道 臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿管の毛細血管



泌尿器 膀胱と尿道 子宮
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸（精巣上体）
泌尿器 膀胱と尿道 子宮動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨
泌尿器 膀胱と尿道 血管増生
泌尿器 膀胱と尿道 腎臓
泌尿器 膀胱と尿道 尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 中直腸動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 精管動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上直腸動脈　（不対）
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系を解毒
泌尿器 膀胱と尿道 仙結節靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿路系
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 仙棘靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外筋肉の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 大坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 左結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 Ｓ状結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸腫瘍（ガン）　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 拡張障害（膀胱排尿筋尿道括約筋協調障害）
泌尿器 膀胱と尿道 蓄尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容量の低下
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展性の低下
泌尿器 膀胱と尿道 尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の萎縮性
泌尿器 膀胱と尿道 極端な頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の断裂
泌尿器 膀胱と尿道 神経性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 機械的刺激
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜白苔変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱白板症
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頚部硬化症
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の過伸展
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展の「痛み」
泌尿器 膀胱と尿道 仙骨神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱出口ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内尿道口狭窄
泌尿器 膀胱と尿道 クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 尿道結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱水圧拡張
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 精嚢



泌尿器 膀胱と尿道 残尿増大
泌尿器 膀胱と尿道 過活動膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 非細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 無菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱・前立腺の過敏
泌尿器 膀胱と尿道 若年型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸捻転　　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 更年期型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 間質性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜濾胞状変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 非リン菌・非クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 小坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜ビロード状変性
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋過活動
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の麻痺
泌尿器 膀胱と尿道 リン菌性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 廃用性萎縮
泌尿器 膀胱と尿道 心因性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿沈渣
泌尿器 膀胱と尿道 過活動性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容積の縮小
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 外腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 直腸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈　（右）
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 大腿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 脊髄膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 いんのう水腫　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋
泌尿器 膀胱と尿道 臍動脈索
泌尿器 膀胱と尿道 上膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の拡張性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内膜
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜
泌尿器 膀胱と尿道 外側仙骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 深腸骨回旋動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱拡大矯正
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚の「尿意」
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱システム



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱収縮
泌尿器 膀胱と尿道 C1 ：前立腺の被膜や被膜外に広がっている癌（=T3a）
泌尿器 膀胱と尿道 C2 ：膀胱頸部か尿管の閉塞が見られる（=T4）
泌尿器 膀胱と尿道 B2 ：前立腺の片葉全体か両側にまたがっている癌（=T2c）
泌尿器 膀胱と尿道 T4 ：癌が精嚢以外の隣接臓器（膀胱・頸部・外尿道括約筋・直腸・拳筋・骨盤壁）に広がっている

泌尿器 膀胱と尿道 D2 ：D1より広範囲のリンパ節や骨、肺、肝臓などの遠隔部位に癌の転移が見られる（=M1）

泌尿器 膀胱と尿道 N1 ：前立腺癌の近くにあるリンパ節に癌が広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 D1 ：骨盤内のリンパ節に癌の転移が見られる（=N1）
泌尿器 膀胱と尿道 M1：前立腺から離れたリンパ節や臓器などへの転移、骨への転移がある

泌尿器 膀胱と尿道 神経回路の誤動作
泌尿器 膀胱と尿道 腹圧性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 切迫性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿痛
泌尿器 膀胱と尿道 神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 M0 ：遠隔転移なし。
泌尿器 膀胱と尿道 神経興奮の悪循環
泌尿器 膀胱と尿道 梨状筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱経
泌尿器 膀胱と尿道 尿比重
泌尿器 膀胱と尿道 尿糖
泌尿器 膀胱と尿道 尿燐酸カルシウム
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿尿酸塩（非結晶）
泌尿器 膀胱と尿道 神経回路
泌尿器 膀胱と尿道 細胞間のコラーゲン増加
泌尿器 膀胱と尿道 アレルギー性疾患
泌尿器 膀胱と尿道 尿細菌
泌尿器 膀胱と尿道 炎症性ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺腫瘍マカーＰＡＰ
泌尿器 膀胱と尿道 コネキシンのリズム
泌尿器 膀胱と尿道 尿毒性物質
泌尿器 膀胱と尿道 ＳＬＥ：全身性エリテマトーデス
泌尿器 膀胱と尿道 感染性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱憩室
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱脱
泌尿器 膀胱と尿道 遺伝性
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖膜
泌尿器 膀胱と尿道 長期間負荷
泌尿器 膀胱と尿道 慢性泌尿器障害



泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖動脈
泌尿器 膀胱と尿道 「尿意」に変換
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大分類 件　名 機　　能　　他
ホルモン エストロゲン(卵胞ホルモン)
ホルモン ノルアドレナリン
ホルモン アドレナリン
ホルモン カルシトニン　（女性）
ホルモン フォスフォリパーゼ
ホルモン 細胞成長
ホルモン エストロゲン・ゲスターゲン（腎臓ホルモン）
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
ホルモン インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
ホルモン ＩＧＦ-2捕捉媒介物
ホルモン グルカゴン
ホルモン ＩＧＦ軸
ホルモン ＩＧＦ-1受容体
ホルモン ＩＧＦ-2受容体
ホルモン インスリン様効果
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
ホルモン ＩＧＦ－２シグナリング阻止
ホルモン 一重項酸素
ホルモン ホルモン受容体(ホルモン・レセプター)
ホルモン アジソン病
ホルモン 副腎癌
ホルモン 副腎静脈
ホルモン 副腎動脈
ホルモン 副腎髄質
ホルモン 破骨細胞
ホルモン 原発性アルドステロン症
ホルモン アスタキサンチン.
ホルモン 性ホルモンhFSH
ホルモン 骨型アルカリフォスファダーゼ（オスターゼ）
ホルモン プロゲステロン(黄体ホルモン)
ホルモン 女性ホルモン
ホルモン ガストリン　（胃の消化ホルモン）

ホルモン ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)
ホルモン グルカゴン
ホルモン インスリン
ホルモン プロラクチン(PRL)
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 男性ホルモン
ホルモン トリヨードサイロニン・Ｔ３
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
ホルモン テストステロン（男性ホルモン）
ホルモン 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
ホルモン カルシウムイオン
ホルモン 黄体刺激ホルモン
ホルモン アルドステロン
ホルモン 電子伝達系
ホルモン Ｈelix-turn-helix(ＨＴＨ)ヘリックスーター
ホルモン 性腺刺激ホルモン



ホルモン 性ホルモンhLH
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チロキシン
ホルモン 副甲状腺ホルモン(PTH)
ホルモン 卵胞刺激ホルモン(FSH)
ホルモン コルチゾール
ホルモン コルチゾン
ホルモン メラトニン
ホルモン アンドロゲン(男性ホルモン)
ホルモン 内分泌器官
ホルモン 内分泌（endocrine)
ホルモン 甲状腺ホルモン
ホルモン 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
ホルモン ソマトスタチン (SS)
ホルモン 黄体形成ホルモン(LH)
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン   ACTH
ホルモン エンテロガストロン
ホルモン オキシトシン
ホルモン Ｌeucing zipperロイシンジッパー
ホルモン Ｚinc fingerジンクフィンガー
ホルモン コレステロール
ホルモン 生化学反応
ホルモン 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
ホルモン カルシトニン (男性)
ホルモン コルチゾール(ハイドロコルチゾン)
ホルモン プロトン
ホルモン アデニル酸シクラーゼ
ホルモン ペプチドホルモン
ホルモン 木細胞腫
ホルモン クッシング症候群
ホルモン 加齢
ホルモン インヒビン
ホルモン ノルピネフリン
ホルモン 細菌やウイルスの核酸のメチル化
ホルモン カスパーゼ
ホルモン コレスタノール
ホルモン ステロイド
ホルモン プレグナン
ホルモン シクロペンタヒドロフェナントレン
ホルモン システインプロテアーゼ
ホルモン 制限酵素
ホルモン コルチコステロン
ホルモン がん遺伝子
ホルモン スクアレン
ホルモン 副腎髄質ホルモン
ホルモン 呼吸鎖複合体
ホルモン デヒドロエピアンドロステロン
ホルモン テルペノイド(テルペン)
ホルモン コラン



ホルモン フェニチルアミン
ホルモン エストロン(Ｅ１)
ホルモン 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)
ホルモン 性ホルモン
ホルモン アンドロスタン
ホルモン モノオキシゲナーゼ
ホルモン カスケード
ホルモン ステロイドホルモン(詳細はステロイドの項を参照)
ホルモン 膵臓ポリペプチド
ホルモン ノルエピネフリン
ホルモン エピネフリン
ホルモン 加水分解
ホルモン セリン
ホルモン 網状帯
ホルモン 鉱質コルチコイド
ホルモン メバロン酸経路
ホルモン シトクロムd(ジヒドロポルフィリン鉄)
ホルモン シトクロムc(メソポルフィリン誘導体鉄)
ホルモン シトクロムb(プロトポルフィリン鉄)シトク
ホルモン シトクロムa(フォルミルポルフィリン鉄)
ホルモン アミン・アミノ酸誘導体ホルモン
ホルモン イノシトール三リン酸
ホルモン ジアシルグリセロ一ル
ホルモン 絨毛性ゴナドトロピン
ホルモン デキサメタゾン
ホルモン デオキシコルチコステロン
ホルモン プレドニゾロン
ホルモン ストロファンチジン
ホルモン ジヒドロテストステロン(DHT)
ホルモン デヒドロエピアンドロストロン(DHEA)
ホルモン 球状帯
ホルモン 束状帯
ホルモン イソフラボン
ホルモン プラスミノーゲン
ホルモン エストリオール(E3)
ホルモン インスリン関連受容体
ホルモン 受容体
ホルモン インスリン受容体
ホルモン IGF結合タンパク質
ホルモン IGF結合タンパク質1(IGFBP1)
ホルモン IGF結合タンパク質2(IGFBP2)
ホルモン IGF結合タンパク質3(IGFBP3)
ホルモン IGF結合タンパク質4(IGFBP4)
ホルモン IGF結合タンパク質5(IGFBP5)
ホルモン IGF結合タンパク質6(IGFBP6)
ホルモン 自由エネルギー
ホルモン コレスタン
ホルモン GH分泌細胞(somatotroph)
ホルモン 成長ホルモン



ホルモン プロホルモン
ホルモン タンパク同化ホルモン
ホルモン エンドペプチダーゼ
ホルモン デオキシリボヌクレアーゼ
ホルモン 調節蛋白質
ホルモン シトクロム
ホルモン エンドヌクレアーゼ
ホルモン エキソヌクレアーゼ
ホルモン ネクローシス
ホルモン プロテアーゼ
ホルモン アポトーシス
ホルモン ヌクレアーゼ
ホルモン プロモーター
ホルモン 蛋白質ホルモン(単純ぺプチド、糖蛋白質)
ホルモン ｃＡＭＰ
ホルモン cＧＭＰ
ホルモン 電解質コルチコイド
ホルモン 液性調節
ホルモン 環境ホルモン(内分泌撹乱物質)
ホルモン 甲状腺の濾胞細胞
ホルモン エンハンサー
ホルモン クロストーク
ホルモン 性ホルモンβｈCG
ホルモン シグナル伝達
ホルモン 低分子型ＧＴＰ結合タンパク質
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チミジン
ホルモン セカンドメッセンジャー
ホルモン 成長ホルモン（ＧＨ）
ホルモン IGF-1受容体
ホルモン IGF-2受容体
ホルモン ラノステロール
ホルモン 基質特異性
ホルモン エストラジオール(E2)
ホルモン 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
ホルモン 転写因子
ホルモン タンパク質間の特異的結合
ホルモン タンパク質脱リン酸酵素(プロテインフォスファタ・
ホルモン GTP結合タンパク質
ホルモン 細胞増殖因子
ホルモン Ｇタンパク質
ホルモン タンパク質リン酸化酵素(プロテインキナーゼ
ホルモン チロシンキナーゼ
ホルモン スレオニンキナーゼ
ホルモン クレアチンキナーゼ
ホルモン ピルビン酸キナーゼ
ホルモン ヘキソキナーゼ
ホルモン プロテインキナーゼ
ホルモン キナーゼ



ホルモン RNAポリメラーゼ
ホルモン 遺伝子ファミリー
ホルモン 老化
ホルモン エストラン
ホルモン リボヌクレアーゼ
ホルモン ATP合成酵素
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 有糸分裂誘発
ホルモン インスリン様成長因子(IGFs;Insulin-like grov
ホルモン インスリン様成長因子1(IGF-1)
ホルモン インスリン様成長因子2(IGF-2)
ホルモン 細胞ＤＮＡ合成を調節
ホルモン 転写調節因子
ホルモン ホメオスタシス
ホルモン バランス
ホルモン 視床下部の視索上核 (SON)
ホルモン 視床下部の室傍核(PVN)
ホルモン 遺伝子活性化因子
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大分類 件　名 機　　能　　他
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中国産
食 品 食　品 かゆい　（痒い）
食 品 食　品 有機酸
食 品 食　品 昆布
食 品 食　品 ココヤシ
食 品 食　品 ココヤシの花蜜
食 品 食　品 ココナッツミルク
食 品 食　品 ココナッツオイル
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 六員環
食 品 食　品 五員環
食 品 食　品 神宝箱
食 品 食　品 ステアリン酸
食 品 食　品 ショ糖脂肪酸エステル
食 品 食　品 ショック死
食 品 食　品 養殖成長産
食 品 食　品 養殖成長魚
食 品 食　品 ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

食 品 食　品 茶の葉　
食 品 食　品 ナイアシン
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 自然成長産
食 品 食　品 自然成長魚
食 品 食　品 冬虫夏草エキス
食 品 食　品 冬虫夏草
食 品 食　品 チャノキ（茶）　Ｃａｍｅｌｌｉａ　sinensis
食 品 食　品 緑茶
食 品 食　品 肉桂エキス
食 品 食　品 シナモン
食 品 食　品 肉桂　
食 品 食　品 サケジラミ
食 品 食　品 光合成
食 品 食　品 六芒星原理
食 品 食　品 梅
食 品 食　品 ムメフラール
食 品 食　品 光合成細菌群
食 品 食　品 梅エキス
食 品 食　品 餃子
食 品 食　品 餃子の皮
食 品 食　品 餃子の中の具
食 品 食　品 ハチミツ
食 品 食　品 水
食 品 食　品 海老　（エビ）
食 品 食　品 甘えび
食 品 食　品 五芒星原理
食 品 食　品 製造用水



食 品 食　品 オホーツクサーモン　（鱒）
食 品 食　品 サーモン
食 品 食　品 ミトコンドリア
食 品 食　品 卵
食 品 食　品 チリペッパー  （唐辛子）
食 品 食　品 鱒　（マス）
食 品 食　品 朝鮮あざみ、きくいも
食 品 食　品 鱈（たら）
食 品 食　品 濃縮牛乳
食 品 食　品 ペカン（胡桃の一種）
食 品 食　品 カシューナッツ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 卵の黄身
食 品 食　品 マンゴー
食 品 食　品 オリーブの実
食 品 食　品 オリーブ油
食 品 食　品 牡蠣の身　（カキの身）
食 品 食　品 アボガド
食 品 食　品 インゲン豆
食 品 食　品 サヤエンドウ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 カゼイン
食 品 食　品 ペパーミント
食 品 食　品 パプリカ
食 品 食　品 アメリカぼうふう
食 品 食　品 甘唐辛子
食 品 食　品 兎の肉
食 品 食　品 真菰
食 品 食　品 黒胡桃
食 品 食　品 きくぢしゃ
食 品 食　品 豚肉
食 品 食　品 ラズベリー
食 品 食　品 タイム・たちじゃこそう
食 品 食　品 ベニバナの種
食 品 食　品 まぐろ
食 品 食　品 卵白（卵の白身）
食 品 食　品 酪酸、ブチレート
食 品 食　品 アーモンド
食 品 食　品 月桂樹
食 品 食　品 セージ・サルビア
食 品 食　品 スイスチーズ
食 品 食　品 ひら豆・レンズ豆
食 品 食　品 パイナップル
食 品 食　品 砂糖
食 品 食　品 ゴマの種
食 品 食　品 ササゲ豆
食 品 食　品 カニの肉
食 品 食　品 タピオカ



食 品 食　品 ガムの素
食 品 食　品 コーヒの素
食 品 食　品 ウコン（Curcuma　longa）
食 品 食　品 牡蠣エキス　　（カキ）
食 品 食　品 デンプングリコール酸ナトリウム
食 品 食　品 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

食 品 食　品 五員環構造水(五角形の水)
食 品 食　品 食品生産者
食 品 食　品 加工製造元
食 品 食　品 うどん　（饂飩）
食 品 食　品 そうめん
食 品 食　品 パン
食 品 食　品 食パン
食 品 食　品 りんご
食 品 食　品 かぶら
食 品 食　品 あんず
食 品 食　品 うずら豆
食 品 食　品 チコリー・キクニガナ
食 品 遺伝子組換食品 胡瓜(きゅうり)
食 品 食　品 ライム
食 品 食　品 マスタード
食 品 食　品 米
食 品 食　品 ホウレン草
食 品 食　品 紅茶
食 品 食　品 バニラ
食 品 遺伝子組換食品 小麦
食 品 食　品 そば  蕎麦・蕎麦粉
食 品 食　品 コーラ
食 品 食　品 ホップ
食 品 遺伝子組換食品 グレープフルーツ
食 品 食　品 麦芽
食 品 食　品 はっか
食 品 食　品 桃
食 品 遺伝子組換食品 南瓜(かぼちゃ)
食 品 食　品 はしばみ/ヘーゼルナッツ
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 たら
食 品 食　品 山羊
食 品 食　品 子羊、山羊
食 品 食　品 なつめぐ
食 品 食　品 ナシ
食 品 食　品 琥珀
食 品 遺伝子組換食品 人参
食 品 食　品 チョコレート
食 品 食　品 ココア
食 品 食　品 レモン
食 品 食　品 アスパラガス
食 品 遺伝子組換食品 菜種



食 品 食　品 大鮃（おひょう）
食 品 食　品 山羊の乳
食 品 食　品 白コショウ／黒コショウ
食 品 遺伝子組換食品 大根
食 品 食　品 ロークフォートチーズ
食 品 遺伝子組換食品 大麦　
食 品 遺伝子組換食品 茄子(なす)
食 品 遺伝子組換食品 玉葱
食 品 遺伝子組換食品 葱(ネギ)
食 品 食　品 放線菌群(グラム陽性)
食 品 食　品 パーチ（スズキの類）
食 品 食　品 キャベツ
食 品 遺伝子組換食品 ブロッコリー
食 品 遺伝子組換食品 ピーマン
食 品 食　品 減量食
食 品 食　品 パパイヤ
食 品 食　品 はまぐり
食 品 遺伝子組換食品 さつまいも
食 品 食　品 えんどう
食 品 食　品 ふともも科の常緑樹
食 品 遺伝子組換食品 赤かぶ
食 品 遺伝子組換食品 玉蜀黍(とうもろこし)
食 品 食　品 パセリ
食 品 遺伝子組換食品 西瓜(スイカ)
食 品 食　品 リマ豆
食 品 食　品 シャケ
食 品 食　品 チェダーチーズ
食 品 食　品 ひまわりの種
食 品 食　品 サクランボ
食 品 食　品 デブロミン
食 品 食　品 六員環構造水(六角形の水)
食 品 食　品 蕗　（フキ）
食 品 食　品 カカオ
食 品 遺伝子組換食品 生命場(オーラ)
食 品 食　品 酵母菌仮眠中
食 品 食　品 酵母菌睡眠中
食 品 食　品 乳酸菌仮眠中
食 品 食　品 乳酸菌睡眠中
食 品 食　品 脂肪沈着
食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 飽和脂肪酸
食 品 遺伝子組換食品 鏑(かぶら)
食 品 食　品 味噌
食 品 食　品 ダイオウ
食 品 食　品 白いんげん豆
食 品 食　品 にわとり
食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 ニンニク
食 品 遺伝子組換食品 レタス



食 品 食　品 豆腐
食 品 食　品 オレンジ   orange
食 品 遺伝子組換食品 じゃが芋
食 品 食　品 タンジャリン（みかん）
食 品 食　品 空豆　（お多福豆）
食 品 食　品 酵母菌
食 品 食　品 ブルーベリー
食 品 食　品 イノンド
食 品 遺伝子組換食品 大豆
食 品 食　品 小豆　（あずき）
食 品 食　品 バナナ
食 品 食　品 パルメザンチーズ
食 品 食　品 胡桃エキス
食 品 食　品 クルミ
食 品 食　品 乳清
食 品 食　品 かぼちゃ   pumpkin
食 品 食　品 アルコール毒
食 品 食　品 富山湾産ばい貝
食 品 食　品 プラム
食 品 食　品 ライ麦
食 品 食　品 乳酸
食 品 食　品 クズウコン
食 品 食　品 牛肉
食 品 食　品 葡萄(ブドウ)
食 品 食　品 ぶどう
食 品 食　品 西洋わさび
食 品 食　品 ロブスター
食 品 遺伝子組換食品 トマト
食 品 食　品 ばい貝
食 品 食　品 ブラジルくるみ
食 品 食　品 オクラ
食 品 食　品 ピーナツ
食 品 食　品 苺　（イチゴ）
食 品 食　品 乳酸菌
食 品 食　品 乳酸桿菌
食 品 食　品 乳酸菌群
食 品 食　品 ビフィズス菌
食 品 食　品 ほたて貝
食 品 食　品 糸状菌群
食 品 食　品 刀豆ナタマメ
食 品 食　品 つるこけ桃
食 品 食　品 干し葡萄
食 品 食　品 ちょうじ
食 品 食　品 油揚
食 品 食　品 トランス脂肪酸フリー
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中鎖脂肪酸
食 品 食　品 エキス
食 品 食　品 納豆



食 品 食　品 三七エキス
食 品 食　品 三七
食 品 食　品 加水分解性タンニン
食 品 食　品 しょうが
食 品 食　品 脱脂粉乳
食 品 食　品 牛乳
食 品 食　品 製造過程
食 品 食　品 クロレラ菌
食 品 食　品 海洋深層水
食 品 食　品 加水分解
食 品 遺伝子組換食品 ターミネーター(二世代不継続)
食 品 食　品 結晶セルロース
食 品 食　品 変性セルロース
食 品 食　品 セルロース
食 品 食　品 ヨーグルト
食 品 食　品 旨味
食 品 食　品 美味しい
食 品 食　品 ＡＣＥ酵素
食 品 食　品 ベロチン
食 品 食　品 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

食 品 食　品 混合
食 品 食　品 オークの樹皮
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ブラックペーパー
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ダルマチアン

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
地球(テラ) ゼロ磁場　（グランディング）
地球(テラ) ゼロ・ポイント・フィールド(Zero point field)
地球(テラ) 地球（テラ）の中心
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 個性
地球(テラ) 光修復
地球(テラ) フラクタル
地球(テラ) 憑依存在
地球(テラ) 憑依
地球(テラ) 憑依存在からの記憶感情
地球(テラ) 地球(テラ)
地球(テラ) パラレル・ワールド
地球(テラ) O次元(点)
地球(テラ) 1次元(線)
地球(テラ) 2次元(面)
地球(テラ) 3次元(空間)
地球(テラ) 4次元(時空間)
地球(テラ) ５次元　（五次元の領域内の５次元）
地球(テラ) 平行宇宙
地球(テラ) 他人の話を聞かない
地球(テラ) イクタマ
地球(テラ) ６次元（虚空/コアード体・神）（五次元領域内の６次元、神のエネルギー）

地球(テラ) コア・リリーフ
地球(テラ) 虚空　　　「コクウ」
地球(テラ) 次元上昇アセンション
地球(テラ) お金の循環
地球(テラ) タルタマ
地球(テラ) キャラクター
地球(テラ) 氣エネルギー
地球(テラ) 気場、Chi-System(気系)
地球(テラ) 自己受容
地球(テラ) 自己信頼
地球(テラ) 活動電位システム
地球(テラ) 表面電位
地球(テラ) 内部電位
地球(テラ) 直流電位
地球(テラ) 水
地球(テラ) 電解質
地球(テラ) 電流
地球(テラ) 電位
地球(テラ) 生体電流
地球(テラ) 生体磁場
地球(テラ) 生体電位
地球(テラ) 生体電磁波
地球(テラ) 流動電位
地球(テラ) 高次運動の調節
地球(テラ) 高次運動



地球(テラ) 中性子
地球(テラ) 中性子線
地球(テラ) 天之常立之大神　あめのとこたちのおおかみ

地球(テラ) 国之常立神
地球(テラ) タマミチカシノタマ
地球(テラ) オキツカガミ
地球(テラ) ヘツカガミ
地球(テラ) マカルカヘシノタマ
地球(テラ) 中性子の中心
地球(テラ) オリオン星人
地球(テラ) シリウス星人
地球(テラ) プレアデス星人
地球(テラ) 雑音温度キャリブレーション
地球(テラ) 雑音温度
地球(テラ) 十種の神宝
地球(テラ) 十種の神
地球(テラ) 交流電位
地球(テラ) アンドロメダ星人
地球(テラ) Ⅶ次元　　（7次元）
地球(テラ) Ⅷ次元　　（8次元）
地球(テラ) Ⅸ次元　　（９次元）
地球(テラ) Ⅹ次元　　（１０次元）
地球(テラ) Ⅺ次元　　 (１１次元)
地球(テラ) Ⅻ次元 　　（１２次元）
地球(テラ) ＸⅢ次元　（１３次元）
地球(テラ) 生体磁気
地球(テラ) 磁場
地球(テラ) 電子の中心
地球(テラ) 心的外傷後ストレス障害
地球(テラ) シータヒーリング
地球(テラ) ヴァイアナ・スタイバル
地球(テラ) シュワン組織
地球(テラ) 陽子の中心
地球(テラ) グリア組織
地球(テラ) クササモノモノヒレ
地球(テラ) ハチノヒレ
地球(テラ) ストレス性疾患
地球(テラ) 太陽
地球(テラ) 電磁場
地球(テラ) 電子線
地球(テラ) 電子
地球(テラ) 線維組織
地球(テラ) 小細胞癌
地球(テラ) フィラメント
地球(テラ) 付随体組織
地球(テラ) 附随体組織　（不随体部分）
地球(テラ) ウィルスの膠質膜(クリスタルゴブレット)
地球(テラ) 陽イオン
地球(テラ) イオン



地球(テラ) 負荷電粒子
地球(テラ) 正荷電粒子
地球(テラ) 荷電粒子
地球(テラ) 基礎組織
地球(テラ) 微細網状組織
地球(テラ) 閾値の制御
地球(テラ) 双子座　（2ツの銀河）
地球(テラ) 閾値
地球(テラ) 閾値となる電位を制御
地球(テラ) 熱雑音
地球(テラ) 電解質異常
地球(テラ) ネガティブフイードバック
地球(テラ) 身体毒素排泄
地球(テラ) 身体毒素排泄促進
地球(テラ) カルマ
地球(テラ) 業
地球(テラ) ミヅト
地球(テラ) ミヅノエ
地球(テラ) カノエ
地球(テラ) カノト
地球(テラ) ツチノト
地球(テラ) ツチノエ
地球(テラ) ヒノト
地球(テラ) ヒノエ
地球(テラ) キノト
地球(テラ) キノエ
地球(テラ) 中間子
地球(テラ) 中間子線
地球(テラ) ビルケラン電流
地球(テラ) 電気回路網
地球(テラ) 電界
地球(テラ) 電荷
地球(テラ) 電解液
地球(テラ) スピンポイント
地球(テラ) バシヤール
地球(テラ) クンダリー二
地球(テラ) 来世の統合
地球(テラ) 五次元の領域
地球(テラ) 六次元の領域
地球(テラ) 五次元の循環領域
地球(テラ) 五次元の循環システム
地球(テラ) 六次元の循環領域

地球(テラ) 未来の統合
地球(テラ) 陽子
地球(テラ) 陽子線
地球(テラ) 五次元六次元の領域
地球(テラ) 五次元六次元の循環領域システム
地球(テラ) 神経膠　（グリア）



地球(テラ) 五次元六次元の循環領域
地球(テラ) 六次元の循環システム
地球(テラ) 五次元六次元の循環システム
地球(テラ) アストラルプロジェクション
地球(テラ) 電解質コルチコイド
地球(テラ) 環境ホルモン
地球(テラ) オロチノヒレ
地球(テラ) 超高速移動ワープ
地球(テラ) 過去世からの記憶感情
地球(テラ) ネガティブ感情を手放す
地球(テラ) 他人のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの話を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの声を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) ハイアーセルフチャネリング
地球(テラ) 先祖からの記憶感情
地球(テラ) リコネクション
地球(テラ) フェニックス銀河
地球(テラ) ペガサス銀河
地球(テラ) 宇宙
地球(テラ) 信念(アイデンテテイ)
地球(テラ) 磁気リコネクション
地球(テラ) バイオプラズマ
地球(テラ) プラズモイド
地球(テラ) プラズマ光合成
地球(テラ) プラズマ・ジェット
地球(テラ) 自我
地球(テラ) 自分
地球(テラ) 真我
地球(テラ) 自我意識
地球(テラ) エゴ
地球(テラ) アクシオトーナル・ライト
地球(テラ) アクシオトーナル・ライン
地球(テラ) アクシアル循環システム
地球(テラ) アクシオトーナル・メロデイアンシステム
地球(テラ) 未来
地球(テラ) 過去
地球(テラ) 未来世
地球(テラ) 過去世
地球(テラ) ラムサ
地球(テラ) 過去の統合
地球(テラ) 前世の統合
地球(テラ) 前世
地球(テラ) 前世の意識
地球(テラ) 前世の感情
地球(テラ) 前世のマトリックス
地球(テラ) 人生の遺伝子コード
地球(テラ) 寛大
地球(テラ) 寛容



地球(テラ) 普及学（祈念）
地球(テラ) ヤツカノツルギ
地球(テラ) 高速プラズマ流
地球(テラ) 観察精神
地球(テラ) 速進衝撃波
地球(テラ) ニューロペプチド
地球(テラ) ライフフォース
地球(テラ) 数霊
地球(テラ) サルーサ　Ｓａｌｕｓａ
地球(テラ) プラズマ・フィラメント
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 言霊
地球(テラ) 生命エネルギー
地球(テラ) 生命場(ライフフィールド)
地球(テラ) リバース(再誕生)
地球(テラ) 電磁氣エネルギー
地球(テラ) ホログラフ的なパターン
地球(テラ) 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
地球(テラ) 伝道師
地球(テラ) 本能
地球(テラ) トーラス
地球(テラ) 地球(テラ)の中心太陽
地球(テラ) 月のエネルギー
地球(テラ) 銀河
地球(テラ) 生命光線
地球(テラ) アシュタール・シェラン
地球(テラ) 意識生命体　（魂）
地球(テラ) 波動
地球(テラ) 空(くう)
地球(テラ) 宇宙意識生命体　（神）
地球(テラ) 多次元
地球(テラ) 八百萬之神　（ヤオヨロズノカミ）
地球(テラ) ヒーリングマスター
地球(テラ) 龍
地球(テラ) 竜樹菩薩
地球(テラ) 豊雲野神
地球(テラ) うしとらの金神
地球(テラ) 大天使ミカエル
地球(テラ) 大天使ガブリエル
地球(テラ) 大天使ラファエル
地球(テラ) 大天使ウリエル
地球(テラ) 堕天使ルシフェル
地球(テラ) マスター・プラトン
地球(テラ) マスター・シビン
地球(テラ) 除霊
地球(テラ) 悪魔悪霊祓い
地球(テラ) マスター・オーク(アポロン)
地球(テラ) マスター・ホワイトクライド
地球(テラ) マスター・ザ・スワルスマン



地球(テラ) クラウンチャクラのキャップ除去
地球(テラ) 才一ラ、マグネティックライン
地球(テラ) 4大元素のバランスライン
地球(テラ) エーテル体のネガティブクリスタル
地球(テラ) DNAアクティベーション
地球(テラ) アンテイモニー
地球(テラ) 感情コード
地球(テラ) 四大元素
地球(テラ) 火
地球(テラ) 風
地球(テラ) 土
地球(テラ) アデプトプログラム
地球(テラ) 多次元宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 銀河系のセントラルサン
地球(テラ) 太陽系のセントラルサン
地球(テラ) 地球のセントラルサン
地球(テラ) 地球神界
地球(テラ) 惑星連合
地球(テラ) 銀河連合
地球(テラ) 宇宙連合
地球(テラ) 水瓶座
地球(テラ) 魚座
地球(テラ) 異星人との遭遇によるトラウマ
地球(テラ) 異星人への恐れ
地球(テラ) 自己不信
地球(テラ) 自己能力不信
地球(テラ) テレパシー
地球(テラ) プレアデス
地球(テラ) オリオン
地球(テラ) シリウス
地球(テラ) 琴座リラ
地球(テラ) 琴座リラのプリズム
地球(テラ) アークトゥルス
地球(テラ) 宇宙存在バシャール
地球(テラ) 宇宙存在サーシャ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
動静脈 脳と脊髄の全血管眼瞼下垂
動静脈 脳と脊髄の全血管上瞼板筋マヒ
動静脈 脳と脊髄の全血管眼球陥凹
動静脈 脳と脊髄の全血管頭蓋内圧亢進症
動静脈 主血管 血管吻合
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管鼻血(脳出血、クモ膜下出血)
動静脈 主血管 汎発性血管内血液凝固症候群
動静脈 主血管 肋間静脈
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の９
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１０
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１１
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１２
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の５
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の６
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の７
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の８
動静脈 主血管 肺の機能血管
動静脈 主血管 肺の栄養血管
動静脈 脳と脊髄の全血管発声困難
動静脈 脳と脊髄の全血管環椎の横突孔
動静脈 脳と脊髄の全血管顆導出静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管第1頸椎（環椎)
動静脈 脳と脊髄の全血管眼裂狭小
動静脈 脳と脊髄の全血管下眼瞼　（したまぶた）
動静脈 脳と脊髄の全血管下瞼板筋
動静脈 主血管 下垂体前葉細胞の洞様毛細血管
動静脈 主血管 脳下垂体の第一次毛細血管網
動静脈 主血管 脳下垂体の第二次毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管乳突導出静脈
動静脈 主血管 毛細血管基底膜
動静脈 主血管 肺胞毛細血管内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管表在大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上瞼板筋
動静脈 脳と脊髄の全血管内大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞血栓症
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜に分布する動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管ミューラー筋
動静脈 脳と脊髄の全血管Ｓ状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管浅中大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下矢状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管浅側頭動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管浅側頭静脈



動静脈 脳と脊髄の全血管上大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管左椎骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管右椎骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管椎骨動脈
動静脈 主血管 椎骨静脈叢
動静脈 脳と脊髄の全血管外大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞の内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿間静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管深部大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管脳底静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞の上壁
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞の外側壁
動静脈 脳と脊髄の全血管前篩骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳の静脈の深部静脈系
動静脈 脳と脊髄の全血管椎骨静脈叢
動静脈 脳と脊髄の全血管深中大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳の静脈の表在静脈系
動静脈 脳と脊髄の全血管延髄症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管脳硬膜の内葉
動静脈 脳と脊髄の全血管脳硬膜の外葉
動静脈 脳と脊髄の全血管上矢状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管導出静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管シャルコー脳出血動脈
動静脈 主血管 寒冷血管反応
動静脈 脳と脊髄の全血管グルコースの好気的酸化
動静脈 下肢の全血管 閉鎖性血栓性血管炎
動静脈 下肢の全血管 パークスーウェーバー症候群
動静脈 下肢の全血管 大伏在静脈
動静脈 下肢の全血管 前脛骨静脈
動静脈 主血管 角化血管腫
動静脈 主血管 伏在裂孔
動静脈 主血管 会陰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管グリコーゲン
動静脈 脳と脊髄の全血管グルコース
動静脈 上肢の全血管 橈骨
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の５
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の６
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の７
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の８
動静脈 主血管 左肋間静脈
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１
動静脈 主血管 左上肋間静脈
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の２
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の３



動静脈 主血管 左最上肋間静脈の４
動静脈 主血管 右肋間静脈
動静脈 主血管 右上肋間静脈
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の２
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の３
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の４
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の９
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１０
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１１
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１２
動静脈 上肢の全血管 尺骨
動静脈 主血管 血栓
動静脈 下肢の全血管 クリッペルートレノーニー症候群
動静脈 下肢の全血管 閉塞性動脈硬化症
動静脈 主血管 血栓症
動静脈 主血管 溶血性貧血
動静脈 下肢の全血管 第１～第３総底側指神経
動静脈 下肢の全血管 小伏在静脈
動静脈 下肢の全血管 外側上膝静脈
動静脈 下肢の全血管 足底動脈弓
動静脈 下肢の全血管 内側下膝動脈
動静脈 下肢の全血管 外側下膝静脈
動静脈 下肢の全血管 第１固有底側指神経
動静脈 主血管 肺胞の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管視床穿通動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管視床膝状態動脈
動静脈 主血管 尿細管周囲毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管視床上部静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管線条体静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管視床線条体静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈床突起上部
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈錐体内部
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈海綿静脈洞内部
動静脈 脳と脊髄の全血管後下小脳動脈
動静脈 上肢の全血管 右鎖骨下動脈
動静脈 上肢の全血管 右鎖骨下静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頚動脈管
動静脈 脳と脊髄の全血管頚動脈サイフォン
動静脈 脳と脊髄の全血管大後頭孔
動静脈 主血管 播種性血管内凝固症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管橋静脈
動静脈 主血管 多血症
動静脈 脳と脊髄の全血管上小脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下小脳静脈
動静脈 主血管 再生不良性貧血
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭蓋窩の硬膜
動静脈 主血管 膣前庭球動脈
動静脈 主血管 尿道球動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈の動脈瘤



動静脈 脳と脊髄の全血管未破裂脳動脈瘤
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭静脈
動静脈 主血管 左右の総腸骨静脈間の吻合
動静脈 主血管 左右の下大静脈間の吻合
動静脈 主血管 下腹壁静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭静脈洞
動静脈 上肢の全血管 深掌枝
動静脈 脳と脊髄の全血管小脳失調
動静脈 下肢の全血管 内腸骨静脈
動静脈 主血管 血管内腔の狭窄
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 主血管 下半身の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管前床突起上部
動静脈 下肢の全血管 外側足底神経
動静脈 下肢の全血管 動静脈吻合
動静脈 下肢の全血管 内腸骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上吻合静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下吻合静脈
動静脈 下肢の全血管 足背静脈弓
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈（左）
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈（右）
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈頚部
動静脈 下肢の全血管 固有底側指動脈
動静脈 下肢の全血管 細静脈
動静脈 下肢の全血管 足背動脈
動静脈 下肢の全血管 第４総底側指神経
動静脈 下肢の全血管 上殿動脈
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 主血管 毛細血管内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管眼動脈
動静脈 下肢の全血管 下殿動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管脳出血
動静脈 脳と脊髄の全血管脳梗塞
動静脈 脳と脊髄の全血管脳の動脈
動静脈 上肢の全血管 橈骨動脈
動静脈 上肢の全血管 尺骨動脈
動静脈 下肢の全血管 内側足底静脈
動静脈 下肢の全血管 外側足底動脈
動静脈 上肢の全血管 後骨間動脈
動静脈 上肢の全血管 総骨間動脈
動静脈 上肢の全血管 前骨間動脈
動静脈 主血管 リンパ静脈
動静脈 下肢の全血管 浅腹壁静脈
動静脈 下肢の全血管 腸腰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後大脳動脈
動静脈 主血管 恥骨結合
動静脈 主血管 気管支静脈



動静脈 上肢の全血管 内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 左内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 右内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 左外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 右外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 右外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 内頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左内頸動脈
動静脈 上肢の全血管 右内頸動脈
動静脈 主血管 右副腎静脈
動静脈 主血管 左副腎静脈
動静脈 上肢の全血管 小指背側静脈
動静脈 上肢の全血管 背側中手静脈
動静脈 上肢の全血管 母指橈側皮静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管Horner症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管頚鼓動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管橋枝
動静脈 主血管 浅腸骨回旋静脈
動静脈 主血管 腹壁動脈
動静脈 上肢の全血管 上腕深動脈
動静脈 主血管 毛細血管腔
動静脈 上肢の全血管 右総頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左総頸動脈
動静脈 上肢の全血管 総頸動脈
動静脈 主血管 上副腎動脈
動静脈 主血管 中副腎動脈
動静脈 主血管 下副腎動脈
動静脈 主血管 静脈性毛細血管
動静脈 上肢の全血管 総掌側指動脈
動静脈 上肢の全血管 固有掌側指動脈
動静脈 上肢の全血管 掌側中手動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後交通動脈
動静脈 上肢の全血管 浅掌動脈弓
動静脈 上肢の全血管 浅掌枝
動静脈 主血管 左腎静脈
動静脈 主血管 右腎静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前交通動脈
動静脈 上肢の全血管 深掌動脈弓
動静脈 上肢の全血管 母指主動脈
動静脈 主血管 恥骨枝
動静脈 上肢の全血管 手背静脈網
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝の外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後外側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の皮質枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管上小脳動脈



動静脈 主血管 腎臓の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管前下小脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管上眼静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝の内側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の前内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管下眼静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管室間孔
動静脈 脳と脊髄の全血管眼瞼浮腫
動静脈 脳と脊髄の全血管角膜反射低下
動静脈 脳と脊髄の全血管脳底動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大大脳静脈　(ガレン)
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管延髄外側部
動静脈 主血管 後陰唇枝
動静脈 上肢の全血管 奇静脈
動静脈 上肢の全血管 半奇静脈
動静脈 主血管 半奇静脈
動静脈 主血管 急性動脈閉塞症
動静脈 脳と脊髄の全血管ワレンベルグ症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管前脈絡叢動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下錐体静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管直静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管直静脈洞に至る
動静脈 主血管 副半奇静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頭頂導出静脈
動静脈 主血管 外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管側脳室脈絡叢
動静脈 主血管 大動脈瘤
動静脈 主血管 二次性貧血
動静脈 主血管 壁側枝
動静脈 下肢の全血管 下腿静脈瘤
動静脈 主血管 大動脈狭窄症
動静脈 脳と脊髄の全血管動脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管第三脳室脈絡叢
動静脈 主血管 心膜静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上錐体静脈洞
動静脈 主血管 大腿筋膜
動静脈 主血管 腹壁の皮静脈の怒張
動静脈 脳と脊髄の全血管酸化型ヘモグロビン
動静脈 主血管 鉄欠乏貧血
動静脈 主血管 小葉中心部とグリソン鞘の間の洞様毛細血管
動静脈 主血管 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
動静脈 主血管 中直腸静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頚静脈



動静脈 脳と脊髄の全血管下垂体柄
動静脈 主血管 内陰部動脈（対）
動静脈 主血管 容量血管
動静脈 主血管 抵抗血管
動静脈 主血管 容量血管の拡張
動静脈 主血管 抵抗血管の拡張
動静脈 主血管 下腸間膜動脈
動静脈 主血管 内陰部静脈
動静脈 主血管 吐血
動静脈 主血管 腹側枝
動静脈 主血管 下血
動静脈 主血管 上半身の毛細血管網
動静脈 主血管 直腸静脈瘤
動静脈 下肢の全血管 腹大動脈
動静脈 下肢の全血管 大腿静脈
動静脈 下肢の全血管 下大静脈弁
動静脈 主血管 上行結腸
動静脈 主血管 小網
動静脈 下肢の全血管 下大静脈
動静脈 主血管 第５腰椎
動静脈 主血管 下腸間膜静脈
動静脈 主血管 肝静脈
動静脈 下肢の全血管 前脛骨動脈
動静脈 下肢の全血管 総腸骨静脈
動静脈 下肢の全血管 外腸骨静脈
動静脈 下肢の全血管 後脛骨動脈
動静脈 下肢の全血管 内側上膝動脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩静脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩リンパ節
動静脈 下肢の全血管 浅鼠径リンパ節
動静脈 主血管 毛細血管網
動静脈 上肢の全血管 正中神経
動静脈 主血管 交感神経性血管拡張線維
動静脈 主血管 交感神経性血管収縮線維
動静脈 主血管 高血圧
動静脈 主血管 胆管周囲毛細血管叢
動静脈 主血管 子宮動脈
動静脈 主血管 血管の内膜
動静脈 主血管 血管の中膜
動静脈 主血管 血管の外膜
動静脈 脳と脊髄の全血管静脈洞
動静脈 主血管 門脈
動静脈 下肢の全血管 底側中足動脈
動静脈 主血管 肺の毛細血管網
動静脈 下肢の全血管 下行膝動脈
動静脈 主血管 身体上部の毛細血管　（頭部）
動静脈 主血管 陰茎
動静脈 脳と脊髄の全血管前大脳動脈
動静脈 主血管 下横隔動脈



動静脈 主血管 中直腸動脈（対）
動静脈 主血管 精管動脈
動静脈 主血管 下直腸動脈
動静脈 主血管 上直腸動脈　（不対）
動静脈 主血管 右卵巣静脈
動静脈 主血管 左卵巣静脈
動静脈 主血管 左卵巣
動静脈 主血管 右卵巣
動静脈 脳と脊髄の全血管頭頂孔
動静脈 主血管 左胃静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管還元型ヘモグロビン
動静脈 主血管 右胃静脈
動静脈 上肢の全血管 前上腕回旋動脈
動静脈 上肢の全血管 後上腕回旋動脈
動静脈 主血管 仙結節靭帯
動静脈 主血管 上腸間静脈
動静脈 主血管 左結腸曲
動静脈 主血管 左総腸骨静脈
動静脈 上肢の全血管 橈側反回動脈
動静脈 主血管 仙棘靭帯
動静脈 上肢の全血管 橈側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 中側副動脈
動静脈 主血管 腸恥隆起
動静脈 主血管 腸恥筋膜弓
動静脈 下肢の全血管 リンパ節炎
動静脈 主血管 造血管細胞
動静脈 主血管 上前腸骨棘
動静脈 脳と脊髄の全血管分界条静脈
動静脈 主血管 大坐骨孔
動静脈 主血管 裂孔靭帯
動静脈 主血管 血管裂孔
動静脈 上肢の全血管 上肢
動静脈 主血管 門脈右枝
動静脈 主血管 門脈左枝
動静脈 主血管 恥骨結節
動静脈 主血管 筋裂孔
動静脈 主血管 肝十二指腸間膜
動静脈 主血管 食道静脈
動静脈 主血管 左結腸動脈
動静脈 主血管 Ｓ状結腸動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管脈絡叢静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上行咽頭動脈
動静脈 主血管 動脈性毛細血管
動静脈 主血管 下垂体の後葉内の毛細血管の近傍
動静脈 脳と脊髄の全血管ホイブナーの反回動脈
動静脈 上肢の全血管 腕頭動脈
動静脈 上肢の全血管 腕頭静脈
動静脈 主血管 胃横隔間膜
動静脈 上肢の全血管 上腕静脈



動静脈 上肢の全血管 尺側皮静脈
動静脈 主血管 肝門
動静脈 主血管 右結腸曲
動静脈 主血管 右総腸骨静脈
動静脈 上肢の全血管 橈側皮静脈
動静脈 上肢の全血管 肘正中皮静脈
動静脈 上肢の全血管 前腕正中皮静脈
動静脈 主血管 肝胃間膜
動静脈 上肢の全血管 腋窩動脈
動静脈 主血管 腎血管筋脂肪腫
動静脈 主血管 大静脈孔
動静脈 上肢の全血管 内側腋窩隙
動静脈 上肢の全血管 外側腋窩隙
動静脈 主血管 大腿神経
動静脈 脳と脊髄の全血管横静脈洞
動静脈 上肢の全血管 腋窩静脈
動静脈 上肢の全血管 上腕動脈
動静脈 主血管 内胸動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管右前大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管左前大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈の内側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管頚静脈孔
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈の外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後脊髄動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前脊髄動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管全外眼筋
動静脈 脳と脊髄の全血管全外眼筋のマヒ
動静脈 主血管 洞様毛細血管網(脾洞)
動静脈 主血管 血管再生
動静脈 脳と脊髄の全血管過食障害
動静脈 脳と脊髄の全血管拒食障害
動静脈 脳と脊髄の全血管第６頚椎の横突孔
動静脈 脳と脊髄の全血管半身不髄
動静脈 脳と脊髄の全血管縮瞳
動静脈 脳と脊髄の全血管片麻痺
動静脈 脳と脊髄の全血管摂食障害
動静脈 主血管 低血圧症
動静脈 脳と脊髄の全血管瞳孔散大筋
動静脈 主血管 下直腸動脈
動静脈 主血管 下行結腸
動静脈 主血管 小坐骨孔
動静脈 主血管 横行結腸
動静脈 下肢の全血管 外腸骨動脈
動静脈 主血管 食道静脈瘤
動静脈 主血管 低血圧
動静脈 主血管 大網
動静脈 主血管 Ｓ状結腸
動静脈 下肢の全血管 総腸骨動脈
動静脈 下肢の全血管 大腿動脈



動静脈 下肢の全血管 外側大腿回旋動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管滑車神経
動静脈 脳と脊髄の全血管外転神経
動静脈 下肢の全血管 大腿深動脈
動静脈 下肢の全血管 腓骨動脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩動脈
動静脈 下肢の全血管 下肢静脈瘤
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚静脈
動静脈 下肢の全血管 外側足底静脈
動静脈 下肢の全血管 内側足底動脈
動静脈 主血管 鼠径靭帯
動静脈 主血管 悪性リンパ腫
動静脈 主血管 腰動脈　（４対）
動静脈 主血管 最下腰動脈
動静脈 主血管 臍動脈索
動静脈 主血管 上膀胱動脈
動静脈 主血管 下膀胱動脈
動静脈 主血管 左精巣静脈
動静脈 主血管 右精巣
動静脈 主血管 縦隔静脈
動静脈 主血管 大腿輪
動静脈 主血管 外側仙骨動脈
動静脈 主血管 深腸骨回旋動脈
動静脈 主血管 性腺動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管感覚解離
動静脈 主血管 骨盤動脈
動静脈 主血管 腸腰筋
動静脈 主血管 浅外陰部静脈
動静脈 主血管 左腰静脈の４
動静脈 主血管 左腰静脈の３
動静脈 主血管 左腰静脈の２
動静脈 主血管 左腰静脈の１
動静脈 主血管 右腰静脈の４
動静脈 主血管 右腰静脈の３
動静脈 主血管 右腰静脈の２
動静脈 主血管 右腰静脈の１
動静脈 主血管 右の腰静脈
動静脈 主血管 左の腰静脈
動静脈 主血管 上行腰静脈
動静脈 主血管 腰静脈
動静脈 上肢の全血管 最上胸動脈
動静脈 上肢の全血管 外側胸動脈
動静脈 主血管 右精巣静脈
動静脈 主血管 左精巣
動静脈 脳と脊髄の全血管迷路動脈
動静脈 上肢の全血管 胸背動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管線条体枝
動静脈 上肢の全血管 肩甲回旋動脈
動静脈 上肢の全血管 肩甲下動脈



動静脈 上肢の全血管 下尺側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 上尺側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 前尺側反回動脈
動静脈 上肢の全血管 後尺側反回動脈
動静脈 主血管 リンバ性白血病
動静脈 主血管 正中仙骨動脈
動静脈 主血管 外側大腿皮神経
動静脈 脳と脊髄の全血管顆管
動静脈 上肢の全血管 胸肩峰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管外側線条体動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内側線条体動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中風(ちゅうふう、ちゅうぶう)
動静脈 主血管 急性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管嚥下困難
動静脈 主血管 バージャー病
動静脈 下肢の全血管 レイノー症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管めまい
動静脈 主血管 梨状筋
動静脈 主血管 動脈硬化
動静脈 主血管 白血病
動静脈 主血管 血管皮膜
動静脈 脳と脊髄の全血管視神経
動静脈 脳と脊髄の全血管動眼神経
動静脈 脳と脊髄の全血管筋緊張低下
動静脈 脳と脊髄の全血管脳血管障害後遺症
動静脈 脳と脊髄の全血管脳血管障害
動静脈 脳と脊髄の全血管C-2-deoxyglucose
動静脈 脳と脊髄の全血管側副循環
動静脈 主血管 門脈圧亢進症
動静脈 脳と脊髄の全血管言語障害
動静脈 主血管 顆粒球減少症
動静脈 主血管 メズサの頭
動静脈 主血管 血小板減少性紫斑症
動静脈 主血管 びまん性体部被角血管腫
動静脈 脳と脊髄の全血管嗄声
動静脈 主血管 特発生血小板減少性紫斑症
動静脈 主血管 顆粒球
動静脈 主血管 眼血管
動静脈 主血管 血管板
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管レンズ核線条体動脈
動静脈 主血管 伝染性単核球症
動静脈 主血管 骨髄線維症
動静脈 主血管 巨赤芽球性貧血
動静脈 下肢の全血管 リンパ浮腫
動静脈 下肢の全血管 血栓性静脈炎
動静脈 上肢の全血管 大円筋
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭動脈
動静脈 主血管 レイノー病



動静脈 脳と脊髄の全血管尾状核体
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳動脈輪
動静脈 主血管 陰茎深動脈
動静脈 主血管 陰核深動脈
動静脈 主血管 陰茎動脈
動静脈 主血管 陰核動脈
動静脈 主血管 陰茎背動脈
動静脈 主血管 陰核背動脈
動静脈 主血管 慢性骨髄性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管眼振
動静脈 主血管 慢性リンパ性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管乳頭体
動静脈 主血管 閉鎖膜
動静脈 主血管 多発性骨髄腫
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の温・痛覚消失
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の感覚解離
動静脈 脳と脊髄の全血管透明中隔静脈
動静脈 主血管 臍
動静脈 主血管 臍傍静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の知覚マヒ
動静脈 脳と脊髄の全血管三叉神経
動静脈 脳と脊髄の全血管脳幹の静脈
動静脈 主血管 閉鎖動脈
動静脈 主血管 血管運動機構
動静脈 脳と脊髄の全血管尾状核尾
動静脈 主血管 血管作動性腸管ペプチド(VIP)
動静脈 主血管 血管作動性腸ポリペプチド

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他
アセンション ゼロポイント
アセンション 地球の中心
アセンション 精子
アセンション 角樴之大神 （地／木）
アセンション 須比知邇美之大神 （地／土）
アセンション 地球
アセンション 宇比地煮之大神 （地／土）
アセンション 水
アセンション 超健康体
アセンション 平和 （安定）
アセンション ⑫女性センター
アセンション ⑬男性センター
アセンション ①泌尿器生殖センター
アセンション ②仙骨性腺センター
アセンション ③太陽神経叢
アセンション ④横隔膜センター
アセンション ⑤心臓
アセンション ⑥胸腺センター
アセンション ⑦喉センター
アセンション ⑧夢センター
アセンション ⑨脳下垂体センター
アセンション ⑩視覚センター
アセンション ⑪冠チヤクラ
アセンション 木の精
アセンション 火の精
アセンション 水の精
アセンション 地の精
アセンション オメガ・チヤクラ
アセンション アルファ・チヤクラ
アセンション 風の精
アセンション ＸⅣ次元
アセンション ＸⅤ次元
アセンション ＸⅥ次元
アセンション ＸⅦ次元
アセンション ＸⅧ次元
アセンション ＸⅨ次元
アセンション ＸＸ次元
アセンション ＸＸⅠ次元
アセンション ＸＸⅡ次元
アセンション ＸＸⅢ次元
アセンション ＸＸⅣ次元
アセンション ＸＸＶ次元
アセンション ＸＸⅥ次元
アセンション ＸＸⅦ次元
アセンション エーテル（光子、フオトン）
アセンション 染色体
アセンション 卵子
アセンション 自然治癒力



アセンション 卵巣ホルモン
アセンション ＳＴＡＰ万能細胞
アセンション 活樴之大神 （地／木）
アセンション 電子インパルス
アセンション 土
アセンション メビウスの輪
アセンション 風→火→水→土→中心核
アセンション 意識
アセンション 生体周波数
アセンション 四大力更新
アセンション 喜び
アセンション 豊穣
アセンション モチベーション
アセンション 風
アセンション 創造の中心点
アセンション 経絡
アセンション 肉体
アセンション 宙 (ちゅう、そら)
アセンション 完成（神との良縁）
アセンション 火・情熱、愛情
アセンション 火
アセンション 愛情
アセンション 情報
アセンション レシピ
アセンション ＤＮＡ
アセンション ＲＮＡ
アセンション アートマン（存在するもの）
アセンション 幽体
アセンション 神の創造
アセンション 淤母陀琉日売之大神 （地／火）
アセンション 生命エネルギー
アセンション 大斗能美之大神 （地／水）
アセンション 天八十萬日女之大神 （天／水）
アセンション 天八百陀琉美之大神 （天／金）
アセンション 情熱　（ＲＮＡ　ポリメラーゼ）
アセンション 天相合美之大神 （天／火）
アセンション リバース(再誕生)
アセンション 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
アセンション トーラス
アセンション 詞志古美之大神 （地／金）
アセンション 惶根之大神 （地／金）
アセンション 面足日子之大神 （地／火）
アセンション 大斗能地之大神 （地／水）
アセンション 中心太陽
アセンション 天八十萬魂之大神 （天／水）
アセンション 天八百足日之大神 （天／金）
アセンション 天目降美之大神 （天／木）
アセンション 天八下美之大神 （天／土）
アセンション 天合主男之大神 （天／火）



アセンション 意識生命体
アセンション 天三降主之大神 （天／木）
アセンション 天八下王之大神 （天／土）
アセンション 宇宙意識生命体

yamaguchi
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１．流注（経絡の流れの道筋）

２．任脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 會陰 えいん

2 曲骨 きょっこつ

3 中极、玉泉（ぎょくせん）ちゅうきょく

4 関元（關元） かんげん

5 石門 せきもん

6 氣海（气海） きかい

6 脖胦 ぼつおう

7 陰交 いんこう1

7 陰交 いんこう2

8 神闕 しんけつ

9 水分 すいぶん

10 下脘 げかん

11 建里 けんり

12 中脘、太倉（たいそう） ちゅうかん

13 上脘 じょうかん

14 巨闕 こけつ

15 鳩尾 きゅうび、はとのお

15 尾翳 びえい

16 中庭 ちゅうてい

17 膻中 だんちゅう

18 玉堂 ぎょくどう

19 紫宮 しきゅう

20 華蓋 かがい

21 璇璣 せんき

22 天突 てんとつ

23 廉泉 れんせん

24 承漿 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 齦交 ぎんこう 督脉

Ｂ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経

任　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 長強 ちょうきょう

2 腰腧 ようゆ

3 腰陽關 こしのようかん

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸樞 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 （奇穴）中樞（中枢） ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 靈臺 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 啞門（瘂門） あもん

16 風府 ふうふ

17 脳戸 のうこ

18 強間 きょうかん

19 后頂 ごちょう

20 百會 ひゃくえ

21 前頂 ぜんちょう

22 囟會（顋會）（顖会） しんえ

23 上星 じょうせい

24 神庭 しんてい

25 素髎 そりょう

26 水溝 すいこう

27 兌端 だたん

28 齦交 ぎんこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経



督　脉　【奇経　　経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

３．犬の場合

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 後海 こうかい

2 関後 かんご

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸枢 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 中枢 ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 霊台 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 風府 ふうふ

16 大風門 だいふうもん

17 山根 さんこう

18 水溝 すいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経



督　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の陽明大腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 商陽 しょうよう

2 二間 じかん

3 三間 さんかん

4 合谷 ごうこくく

5 陽溪 ようけい

6 偏歷 へんれき

7 溫溜 おんる

8 下廉 げれん

9 上廉 じょうれん

10 手三里 さんり

11 曲池 きょくち

12 肘髎 ちゅうりょう

13 手五里 ごり

14 臂臑 ひじゅ

15 肩髃 けんぐう

16 巨骨 ここつ

17 天鼎 てんてい

18 扶突 ふとつ

19 咊髎 かりょう

20 迎香 げいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 臑会 じゅえ 手の少陽三焦経

Ｂ 大椎 だいつい1 督脉

Ｂ 大椎 だいつい2 督脉

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 人中 にんちゅう 任脉

Ｅ 天枢 てんすう 足の陽明胃経

Ｆ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｇ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経



  

手の陽明大腸経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の缺陰心包経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 天池 てんち

2 天泉 てんせん

3 曲澤 きょくたく

4 郄門 げきもん

5 間使 かんし

6 内關 ないかん

7 大陵 だいりょう

8 勞宮 ろうきゅう

9 中沖（中衝） ちゅうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 上脘 じょうかん 任脉

Ｃ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｄ 下脘 げかん 任脉

Ｅ 陰交 いんこう 任脉

Ｆ 極泉 きょくせん 手の少陰心経

Ｇ 関衝 かんしょう 手の少陽三焦経



手の缺陰心包経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少陰腎経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 湧泉 ゆうせん

2 然谷 ねんこく

3 太溪 たいけい

4 大鐘（大鍾） だいしょう

5 水泉 すいせん

6 照海 しょうかい

7 復溜 ふくりゅう

8 交信 こうしん

9 筑賓（郁賓） ちくひん

10 陰谷 いんこく

11 横骨 おうこつ

12 大赫 だいかく

13 氣穴（气穴） きけつ

14 四滿 しまん

15 中注 ちゅうちゅう

16 肓兪 こうゆ

17 商曲 しょうきょく

18 石關 せきかん

19 陰都 いんと

20 腹通谷（通谷） はらのつうこく

21 幽門 ゆうもん

22 歩廊 ほろう

23 神封 しんぷう

24 靈墟 れいきょ

25 神藏 しんぞう

26 彧中（或中） いくちゅう（わくちゅう）

27 兪府 ゆふ

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｃ 関元 かんげん 任脉

Ｄ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｅ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｆ 膻中 だんちゅう 任脉



足の少陰腎経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太腸小腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 少澤（少沢） しょうたく

2 前谷 ぜんこく

3 后溪 こうけい

4 腕骨 わんこつ

5 陽谷 ようこく

6 養老 ようろう

7 支正 しせい

8 小海 しょうかい

9 肩貞 けんてい

10 臑兪 じゅゆ

11 天宗 てんそう

12 秉風 へいふう

13 曲垣 きょくえん

14 肩外兪 けんがいゆ

15 肩中兪 けんちゅうゆ

16 天窗 てんそう

17 天容（天宗） てんよう

18 顴髎 かんりょう

19 聴宮 ちょうきゅう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大椎 だいつい1 督脉

Ａ 大椎 だいつい2 督脉

Ｂ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｂ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｅ 下脘 げかん 任脉

Ｆ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経

Ｇ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経



手の太腸小腸経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太陰肺経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 中府 ちゅうふ

2 云門（雲門） うんもん

3 天府 てんぷ

4 俠白 きょうはく

5 尺澤 しゃくたく

6 孔最 こうさい

7 列缺 れっけつ

8 經渠 けいきょ

9 太淵 たいえん

10 魚際 ぎょさい

11 少商 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｂ 水分 すいぶん 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 商陽 しょうよう 手の陽明大腸経

１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陰心経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 极泉 きょくせん

2 青靈 せいれい

3 少海 しょうかい

4 靈道 れいどう

5 通里 つうり

6 陰郄 いんげき

7 神門 しんもん

8 少府 しょうふ

9 少沖 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 下脘 げかん 任脉

Ｃ 少沢 しょうたく 手の太陽小腸経



手の太陰肺経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

手の少陰心経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陽三焦経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 關沖 かんしょう

2 液門 えきもん

3 中渚 ちゅうしょ

4 陽池 ようち

5 外關 がいかん

6 支溝 しこう

7 會宗 えそう

8 三陽絡 さんようらく

9 四瀆 しとく

10 天井 てんせい

11 清冷淵 せいれいえん

12 消濼 しょうれき

13 臑會 じゅえ

14 肩髎 けんりょう

15 天髎 てんりょう

16 天牖 てんよう

17 翳風 えいふう

18 瘈脉 けいみゃく

19 顱息 ろそく

20 角孫 かくそん

21 耳門 じもん

22 耳和髎（耳和） わりょう（じわ）

23 絲竹空 しちくくう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｂ 肩井 けんせい 足の少陽胆経

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｅ 上脘 じょうかん 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｇ 下脘 げかん 任脉

Ｈ 陰交 いんこう 任脉

Ｉ 大椎 だいつい1 督脉

Ｉ 大椎 だいつい2 督脉

Ｊ 懸釐 けんり 足の少陽胆経

Ｋ 頷厭 がんえん 足の少陽胆経

Ｌ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｍ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｎ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

O 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｐ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経



手の少陽三焦経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の腸明胃経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 承泣 しょうきゅう

2 四白 しはく

3 巨髎 こりょう

4 地倉 ちそう

5 大迎 だいげい

6 頬車 きょうしゃ

7 下關 げかん

8 頭維 ずい

9 人迎 じんげい

10 水突 すいとつ

11 氣舎（气舍） きしゃ

12 缺盆（欠盆） けつぼん

13 氣戸（气戸） きこ

14 庫房 こぼう

15 屋翳 おくえい

16 膺窗（膺窓） ようそう

17 乳中 にゅうちゅう

18 乳根 にゅうこん

19 不容 ふよう

20 承滿 しょうまん

21 梁門 りょうもん

22 關門 かんもん

23 太乙 たいいつ

24 滑肉門 かつにくもん

25 天樞 てんすう

26 外陵 がいりょう

27 大巨 だいこ

28 水道 すいどう

29 歸來 きらい

30 氣沖（气沖）気衝 きしょう

31 髀關 ひかん

32 伏兎 ふくと

33 陰市 いんし

34 梁丘 りょうきゅう

35 犢鼻 とくび

36 足三里 あしのさんり

37 上巨虚 じょうこきょ

38 條口 じょうこう

39 下巨虚 げこきょ

40 豐隆 ほうりゅう

41 解溪 かいけい

42 沖陽（衝陽） しょうよう

43 陷谷 かんこく

44 内庭 ないてい

45 厲兌 れいだ



箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｂ 神庭 しんてい 督脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｅ 隠白 いんぱく 足の太陰脾経

  

足の陽明胃経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 瞳子髎 どうしりょう

2 聽會（听會） ちょうえ

3 上關 じょうかん

3 客主人 きゃくしゅじん

4 頷厭 がんえん

5 懸顱 けんろ

6 懸釐（懸厘） けんり

7 曲鬢 きょくびん

8 率谷 そつこく

9 天沖 てんしょう

10 浮白 ふはく

11 頭竅陰 あたまのきょういん

12 完骨 かんこつ

13 本神 ほんじん

14 陽白 ようはく

15 頭臨泣（臨泣） あたきのりんきゅう

16 目窗（目窓） もくそう

17 正營 しょうえい

18 承靈 しょうれい

19 腦空 のうくう

20 風池 ふうち

21 肩井 けんせい

22 淵腋 えんえき

23 輒筋 ちょうきん

24 日月 じつげつ

25 京門 けいもん

26 帶脉 たいみゃく

27 五樞 ごすう

28 維道 いどう

29 居髎 きょりょう

30 環跳 かんちょう

31 （奇穴）風市 ふうし

32 中瀆 ちゅうとく

33 膝陽關、陽関(ようかん) ひざのようかん

33 足陽關、陽関(ようかん) あしのようかん

34 陽陵泉 ようりょうせん

35 陽交 ようこう

36 外丘 がいきゅう

37 光明 こうめい

38 陽輔、絶骨(ぜっこつ) ようほ

39 懸鐘、絶骨(ぜっこつ) けんしょう

40 丘墟 きゅうきょ

41 足臨泣 あしのりんきゅう

42 地五會 ぢごえ

43 俠溪 きょうけい

44 足竅陰（竅陰） あしのきょういん



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大迎 たいげい 足の陽明胃経

Ｂ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

Ｃ 頬車 きょうしゃ 足の陽明胃経

Ｄ 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｅ 翳風 えいふう 足の太陰脾経

Ｆ 角孫 かくそん 手の少陽三焦経

Ｇ 曲差 きょくさ 足の太陽膀胱経

Ｈ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｉ 天牖 てんよう 手の少陽三焦経

Ｊ 大椎 だいつい1 督脉

Ｊ 大椎 だいつい2 督脉

Ｋ 大杼 だいじょ 足の太陽膀胱経

Ｌ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｍ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｎ 天池 てんち 手の厥陰心包経

Ｏ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｐ 章門 しょうもん 足の厥陰肝経

Ｑ 気衝 きしょう 足の陽明胃経

Ｒ 上髎 じょうりょう 足の太陽膀胱経

Ｓ 中髎 ちゅうりょう 足の太陽膀胱経

Ｔ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｕ 太敦 たいとん 足の厥陰肝経



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 睛明 せいめい

2 攅竹 さんちく

3 (奇穴)眉沖 びしょう

4 曲差 きょくさ

5 五處 ごしょ

6 承光 しょうこう

7 通天 つうてん

8 絡卻 らっきゃく

9 玉枕 ぎょくちん

10 天柱 てんちゅう

11 大杼 たいじょ

12 風門 ふうもん

13 肺兪 はいゆ

14 厥陰兪 けついんゆ、けっちんゆ

15 心兪 しんゆ

16 （奇穴）督兪 とくゆ

17 膈兪 かくゆ

18 肝兪 かんゆ

19 膽兪（胆兪） たんゆ

20 脾兪 ひゆ

21 胃兪 いゆ

22 三焦兪 さんしょうゆ

23 腎兪 じんゆ

24 （奇穴）氣海兪 きかいゆ　（气海愈）

25 大腸兪 だいちょうゆ

26 (奇穴)關元兪 かんげんゆ

27 小腸兪 しょうちょうゆ

28 膀胱兪 ぼうこうゆ

29 中膂兪 ちゅうりょゆ

30 白環兪 はっかんゆ

31 上髎 じょうりょう

32 次髎 じりょう

33 中髎 ちゅうりょう

34 下髎 げりょう

35 會陽 えよう

36 承扶 しょうふ

37 殷門 いんもん

38 浮郄 ふげき

39 委陽 いよう

40 委中 いちゅう

41 附分 ふぶん

42 魄戸 はくこ

43 膏肓（膏肓愈） こうこう

44 神堂 しんどう

45 噫嘻 いき



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

46 膈關 かくかん

47 魂門 こんもん

48 陽綱 ようこう

49 意舎 いしゃ

50 胃倉 いそう

51 肓門 こうもん

52 志室 ししつ

53 胞肓 ほうこう

54 秩邊 ちっぺん

55 合陽 ごうよう

56 承筋 しょうきん

57 承山 しょうざん

58 飛陽 ひよう

59 跗陽 ふよう

60 昆侖 こんろん

61 仆参（僕参） ぼきうさん（ぼくしん）

62 申脉 しんみゃく

63 金門 きんもん

64 京骨 けいこつ

65 束骨 そっこつ

66 足通谷（通谷） あしのつうこく（つうこく）

67 至陰 しいん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 神庭 しんてい 督脉

Ｂ 百会 ひゃくえ 督脉

Ｃ 率谷 そくこく 足の少陽胆経

Ｄ 浮白 ふはく 足の少陽胆経

Ｅ 竅陰 きょういん 足の少陽胆経

Ｆ 脳戸 のうこ 督脉

Ｇ 大椎 だいつい1 督脉

Ｇ 大椎 だいつい2 督脉

Ｈ 陶道 とうどう 督脉

Ｉ 環跳 かんちょう 足の少陽胆経

Ｊ 湧泉 ゆうせん 足の少陰腎経



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の厥陰肝経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 大敦 たいとん

2 行間 こうかん

3 太沖（太衝） たいしょう

4 中封 ちゅうほう

5 蠡溝 れいこう

6 中都 ちゅうと

7 膝關 しつかん

8 曲泉 きょくせん

9 陰包 いんぽう

10 足五里 あしのごり

11 陰簾 いんれん

12 （奇穴）急脉 きゅうみゃく

13 章門 しょうもん

14 期門 きもん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 衝門 しょうもん 足の太陰脾経

Ｃ 府舎 ふしゃ 足の太陰脾経

Ｄ 曲骨 きょくこつ 任脉

Ｅ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｆ 関元 かんげん 任脉

Ｇ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｈ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｉ 食竇 しょくとく 足の太陰脾経

Ｊ 淵腋 えんえき 足の少陽胆経

Ｋ 雲門 うんもん 手の太陰肺経

Ｌ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｍ 大迎 やいげい 足の陽明胃経

Ｎ 地倉 ちそう 足の陽明胃経

Ｏ 四白 しはく 足の陽明胃経

Ｐ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｑ 臨泣 りんきゅう 足の少陽胆経

Ｒ 百会 ひゃくえ 督脉



足の厥陰肝経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陰脾経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな

1 隱白 いんぱく

2 大都 たいと

3 太白 たいはく

4 公孫 こうそん

5 商丘 しょうきゅう

6 三陰交 さんいんこう

7 漏谷 ろうこく

8 地機 ちき

9 陰陵泉 いんりょうせん

10 血海 けっかい

11 箕門 きもん

12 沖門 しょうもん

13 府舎 ふしゃ

14 腹結 ふっけつ

15 大横 だいおう

16 腹哀 ふくあい

17 食竇 しょくとく

18 天溪 てんけい

19 胸郷 きょうきょう

20 周榮 しゅうえい

21 大包 たいほう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｂ 関元 かんげん 任脉

Ｃ 下脘 げかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｅ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｆ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｇ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｈ 中府 ちゅうふ 手の太陰肺経

Ｉ 人迎 じんげい 足の陽明胃経



足の太陰脾経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ　



エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法の理 「人の理」 

 

◇進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症、認知症の解消と健康回復の為のエネルギー波動測定修正例・・・ＮＯ．２ 

◎研究課題、神経鞘腫１型(NF=１)についての波動測定研究に伴い合わせて測定された、痴呆症/認知症の前駆症状、中枢神

経病変(外側膝状体、視交叉、外直筋等－2と測定される、斜視状態)の研究測定・修正して健康回復。 

［ ｍ様 女(既婚) ６０代］ 

※平成26年11月12日～15日にかけて ｍ様第１回目の測定リストで、測定項目として脳腫瘍=悪性腫瘍(ヘルペス/コクシジオ

イデス症)、脳、橋、視交叉、外側膝状態、目の外直筋、寄生虫感染症、中枢神経病変がマイナス-2と測定され、カルチノイ

ド症候群/サルコイドーシス233コード、頭部の血管＝血液脳関門255コード、脳の大脳皮質63コード、大脳基底核133コード、

橋129コード、髄膜と脳脊髄液16コード、進化の三つ組み25コード経絡90コード、氣の流れ242コード、脾臓255コード、グ

リット252コード、地球178コード、アセンション178コード、感情99コード、と角膜ヘルペスマイナス-1測定され、合計2038

コードが測定され修正ました。 

 

※平成26年12月1～3日にかけて ｍ様第2回目の測定リストの通り好転反応として、1回目の測定された脳腫瘍による、責任

遺伝子ゲイン損傷により、常染色体優性遺伝が浮上しました。ヒトゲノムの損傷は、１７番染色体の長腕と測定され、神経

鞘腫１型(NF=１)、多発性線維腫、皮膚の神経線維腫、脳の病変/脳幹部グリオーマ、視神経鞘腫、迷走神経鞘腫、小脳橋角

部腫瘍、悪性末梢神経鞘腫、等がマイナス－１と測定され、第1回目に測定された項目に続き、小脳125コード、橋166コー

ド、遺伝子修復328コード、遺伝子376コード、皮膚73コード、細胞258コードとネガティブ感情が測定され、合計1368コー

ドを測定修正しました。 

 

※ 平成26年12月5日 ｍ様第3回目の測定リストの通り好転反応として、自殺願望マイナス-1と測定され、大脳基底核142

コード測定され修正し、健康回復されました。                               以上 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%A6%96%E4%BA%A4%E5%8F%89&action=edit&redlink=1


プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

1 回 氏名  ｍ 様 相談日平成 26 年 11 月 12~15 日 

住所 生年月日／ 大・昭・平  年  月  日 

Tel         Fax ６０代・女 既婚 （子供    人） 

コース 2038 コード写真に転写 15:13 職業 主婦 

相談したい内容 

測定前、２３次元にアセンション済みです。測定修正後２５次元+2 にアセンションしました 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -2)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 2) 

免疫 波動 -1)→100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 80) 

神経 波動 -2)→100) 放射線毒素波動 1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 2) 

酸性度波動 1)→ 2) 放射能 波動 1)→100) 染色体 波動 1)→ 100) 

血小板波動 1)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -2)→100) 遺伝子 波動 1)→ 100) 

「測定基本コード」 

脳    波動 

(-2   

脳腫瘍   波動 

(-2 

橋     波動 

(-2 

視交叉   波動 

(-2 

外側膝状態  波動 

       (-2 

波動 

(   

外直筋 目 波動 

(-2 

コクシジオイデス

症波動   (-2 

脳 室   波動 

(-2 

 

波動 

1~1   (   

目窗(目窓) 波動 

(-2 

経 絡   波動 

(-2 

寄生虫感染症波動 

(-2 

ウイルス   波動 

       (-2 

波動 

1~2   (   

SV40 という波動 

ウイルス  (-2 

最新型ヘルペス 

ウイルス波動(-2 

中枢神経病変波動 

(-2 

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ/ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

233 ｺｰﾄﾞ波動  

波動 

2~1   (   

体 液   波動 

70 コード   

毒 素   波動 

30 コード 

食 品   波動 

30 コード 

微生物    波動 

259 コード 

波動 

2～２  (   

角膜(五感)  波動 

(-1 

神 経   波動 

103 コード 

血液脳関門 波動 

255 コード 

橋      波動 

129 コード 

担当者からのメッセージ 

自律神経障害、神経性変性/中枢神経病変、 神経鞘腫、 

目サルコイドーシス、角膜ヘルペス、真菌性角膜炎、 

強固な肉芽腫、悪性新生物、脳腫瘍=悪性腫瘍(ヘルペス/コクシジオイデス症)、 

 

 

 



     ＵＩＢ波動測定リスト    フタカミエネルギー研究会 

m 様 26 年 11 月 14 日  

波 動

3~1    

大脳基底核 波動

133 ゴート  

大脳皮質  波動 

63 コード 

髄 膜 と 脳 脊 髄 液  

波動 16 コード 

進化の三つ組み波動 

25 コード 

波 動

~2     

経 絡   波動 

90 コード 

気の流れ  波動 

242 コード 

脾 臓   波動 

225 コード 

グリット   波動 

252 コード 

波 動

4~1    

地 球   波動 

178 コード 

アセンション波動 

178 コード 

感情①②  波動 

99 コード 

角膜ヘルペス 波動 

       (-1  

波動 

~2     

波動 

      → 

波動 

→ 

波動 

→ 

波動 

       → 

波 動

5~1    

魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2     

ゼロ    波動 

グランディング 

意 識   波動 

 

神     波動 

 

霊      波動 

        

    



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

2 回 氏名  ｍ 様 相談日平成 26 年 12 月 1~3 日 

住所 生年月日／ 大・昭・平  年  月  日 

Tel         Fax ６０代・女 既婚 （子供    人） 

コース 1368 コード写真に転写 16:37 職業 主婦 

相談したい内容 測定前 2５次元+２、修正後 26 次元+1 にアセンションしました。 

好転反応｢常染色体優性遺伝､神経線維腫症NF=1｣浮上､損傷ヒトゲノムを修正しました｡ 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→2) 

免疫 波動 1) →100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→80) 

神経 波動 -1)→ 100) 放射線毒素波動 1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→2) 

酸性度波動 1)→  2) 放射能 波動 1)→100) 染色体 波動 -1)→100) 

血小板波動 1)→  2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→100) 遺伝子 波動 1)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

神 経   波動 

(-1 

超短波   波動 

(-1 

レントゲン焼け動 

(-1 

染色体    波動 

       (-1 

波動 

(   

17 染色体の 波動 

長腕    (-1 

→波動   (-1 ゲイン(責任遺伝子)

波動    (-1 

 

波動 

1~1   (   

Ｎ -myc 癌遺伝子 

波動    (-1 

神 経 線 維 腫 症

NF=1 波動(-1 

常染色体優性遺伝

波動    (-1 

神経線維腫  波動 

       (-1 

波動 

1~2   (   

多発性線維腫波動 

      (-1 

雀卵斑   波動

(-1 

小色素斑  波動 

(-1 

色素斑    波動

(-1  

波動 

2~1   (   

カフエオレ斑波動 

      (-1 

皮膚の神経線維腫 

波動    (-1 

脳の病変  波動 

      (-1 

脳幹部グリオーマ 

波動     (-1 

波動 

2～２  (   

グ リ オ ー シ ス  

波動    (-1 

視神経膠腫 波動 

      (-1 

三叉神経鞘腫波動

(-1 

顔面神経鞘腫 波動 

       (-1 

担当者からのメッセージ 

常染色体優性遺伝を修正、17 染色体の長腕 責任遺伝子の修復、 神経鞘腫 NF=1、 

五感「目」に関わる小脳橋各部腫瘍の測定修正 

 

 

 

 



     ＵＩＢ波動測定リスト    フタカミエネルギー研究会 

m 様 26 年 12 月 1~3 日  

波 動

3~1    

迷走神経鞘腫波動  小 脳 橋 角 部 腫 瘍 

波動 

グレード 1 波動 線維肉腫   波動 

 

波 動

~2     

悪性末梢神経鞘腫

波動 

小 脳  波動 

128 コード 

橋     波動 

156 コード 

遺伝子修復  波動 

328 コード 

168~1    遺伝子   波動 

376 コード 

皮 膚   波動 

73 コード 

細 胞   波動 

258 コード 

  波動 

       →  

波動 

~2     

良心の咎め 波動 

       

多くの恐れ 波動 

 

癌に対する恐怖 

波動 

抑 鬱    波動 

        

169~1 パニック  波動 ストレス  波動 自己嫌悪  波動 心 配    波動 

 被害者意識 波動 穏やかで無い波動 錯乱状態  波動 錯 乱    波動 

170~1    魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2     

ゼロ    波動 

グランディング 

意 識   波動 

 

神     波動 

 

霊      波動 

        

    



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

3 回 氏名  ｍ 様 相談日平成 26 年 12 月 5 日 

住所 生年月日／ 大・昭・平  年  月  日 

Tel         Fax ６０代・女 既婚 （子供    人） 

コース 152 コード写真に転写 11:10 職業 主婦 

相談したい内容 

 

 

測 定 結 果 超短波 波動 1)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→2) 

免疫 波動 1) →100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→90) 

神経 波動 1)→ 100) 放射線毒素波動 1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→2) 

酸性度波動 1)→  2) 放射能 波動 1)→100) 染色体 波動 1)→100) 

血小板波動 1)→  2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 1)→100) 遺伝子 波動 1)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

自殺願望  波動 

(-1 

大脳基底核 波動 

142 コード (-1 

波動 

→ 

    波動 

       → 

波動 

(   

 波動 

      → 

波動 

→        

波動 

      → 

 

 魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

      

 ゼロ    波動 

グランディング 

意 識   波動 

 

神     波動 

 

霊      波動 

 

担当者からのメッセージ 

好転反応、「自殺願望」脳波β波、大脳基底核を修正 

 

 

 

      



大分類 件　名 機　　能　　他
サルコイドーシス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
カルチノイド 胸膜カルチノイド
サルコイドーシス アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 癩菌
サルコイドーシス 受容体活性阻害抗体
サルコイドーシス 生理的濃度(nＭ)
サルコイドーシス 高濃度(μＭ)
サルコイドーシス リステリア
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミドの中のアシル鎖の炭素数が10のC10-CPA （Ｎヘ）

サルコイドーシス 眼病変
サルコイドーシス 幽界
サルコイドーシス パープルトウ症候群
サルコイドーシス 水銀毒
カルチノイド カルチノイド症候群
カルチノイド 頭髪毛組織カルチノイド
カルチノイド 延髄組織カルチノイド
サルコイドーシス 左室収縮不全
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 心室頻拍
サルコイドーシス 慢性ブドウ膜炎
サルコイドーシス アラキドン酸
サルコイドーシス 局所壁異常運動
サルコイドーシス 肉芽腫性前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 前癌病変
サルコイドーシス 前駆症
サルコイドーシス 有棘細胞癌
サルコイドーシス 類上皮非乾酪性肉芽腫
サルコイドーシス 多発性結節性低吸収域
サルコイドーシス ボーエン病　（Bowen病）
サルコイドーシス アレルゲン
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス ポンプ失調
カルチノイド 多発性硬化症延髄型
サルコイドーシス 豚脂様角膜後面沈着物
サルコイドーシス 基底細胞上皮癌
サルコイドーシス locus coeruleus-noradrenalin system
サルコイドーシス ＬＣ－ＮＡ system
サルコイドーシス ノルアドレナリン作動性ニューロン
サルコイドーシス クオルモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アロモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 増殖因子
サルコイドーシス ＦＯＸＰ３
サルコイドーシス N一ヘキサノイルーL一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一(3一オキソオクタノイル)一L一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）
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サルコイドーシス 痒い（かゆい）
サルコイドーシス ＣＸ３ＣＲ
サルコイドーシス ＣpＧＤＮＡ
サルコイドーシス Quorum sensing機構のターゲット遺伝子  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構のR一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構の一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 生命の黎明期に分岐した未知の菌株ジェマティモナス オーランティアカ （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum Sensing機構クオラムセンシング  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一アシルーL一ホモセリンラクトン(AHL)  （Ｎヘ）

カルチノイド 感覚器目組織カルチノイド
サルコイドーシス 無菌性髄膜炎
サルコイドーシス シナジス（Ｓｙｎａｇｉｓ:Palivizumad:パリビズマブ）
サルコイドーシス 食餌抗原
サルコイドーシス 病原体のAHL合成遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体AHLレセプター遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 表皮
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス 遠位型ミオパチー
サルコイドーシス 　(言霊不詳コード番号のみ)
サルコイドーシス 炎症性ミオパチー
サルコイドーシス キラーＴ細胞
サルコイドーシス テタヌス毒素　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス vogt-小柳-原田病
カルチノイド ループス頭痛　（ｌｕｐｕｓ　ｈｅａｄａｃｈｅ）
サルコイドーシス 妖怪
サルコイドーシス 魑魅
サルコイドーシス 魍魎
サルコイドーシス ミオパチー
カルチノイド ミオパチー９
サルコイドーシス 慢性ミオパチーミオパチー型（慢性）
サルコイドーシス 進行性肺サルコイドーシス
サルコイドーシス 眼内炎症病変
サルコイドーシス 眼内炎症疾患
サルコイドーシス ビタミンＤー1α水酸化酵素
サルコイドーシス シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
サルコイドーシス 重症心不全
サルコイドーシス ゲルトネル菌
サルコイドーシス 表皮内癌　（上皮内癌）
サルコイドーシス ステノトロフォモナ
サルコイドーシス 皮膚の扁平上皮癌
サルコイドーシス 髄膜炎菌
サルコイドーシス 炎症性リウマチ
サルコイドーシス リウマチ性痛風
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄
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サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
サルコイドーシス ヒトパピローマ　ウイルス
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
サルコイドーシス アディポネクチン（ホルモン　痩型）
サルコイドーシス 組織修復
サルコイドーシス Shewanella属細菌  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 個体の活性レベル
サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ排除排泄消去    （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオサーファクタント生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のEPS生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオフイルム形成  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ウイルス霊

サルコイドーシス スーパー抗原（ＳＥＢ）
サルコイドーシス 細菌霊

サルコイドーシス 先天性免疫反応
サルコイドーシス ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

サルコイドーシス マクロファージの比率が増加
サルコイドーシス マクロファージ
サルコイドーシス マクロファージ
サルコイドーシス 活性酸素
サルコイドーシス 免疫応答
サルコイドーシス 茶の葉　
サルコイドーシス ＴＮＦ－β
サルコイドーシス ＴＮＦ－γ
サルコイドーシス ＴＮＦ－α
サルコイドーシス ＴＬＲ6
サルコイドーシス ＴＬＲ7
サルコイドーシス ＴＬＲ8
サルコイドーシス ＴＬＲ9
サルコイドーシス ＴＬＲ2
サルコイドーシス ＴＬＲ4
サルコイドーシス ＴＬＲ1
サルコイドーシス ＴＬＲ３
サルコイドーシス ＴＬＲ
サルコイドーシス 単球・マクロファージ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ａ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ｆ
サルコイドーシス １Ｌ－２２
サルコイドーシス １Ｌ－２３
サルコイドーシス １Ｌ－２７
サルコイドーシス １Ｌ・１
サルコイドーシス ＩＬ-4
サルコイドーシス ＩＬ-5
サルコイドーシス ＩＬ-6 2015/3/9 P- 3  



サルコイドーシス ＩＬ-3
サルコイドーシス ＩＬ-2
サルコイドーシス 1L-8
サルコイドーシス １Ｌ－７
サルコイドーシス 免疫抑制剤耐性
サルコイドーシス 免疫不全症候群
サルコイドーシス 悪性黒色腫
サルコイドーシス ＩＬ-18
サルコイドーシス ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor）
カルチノイド 多発性硬化症　小脳型
サルコイドーシス ＣＤ１０３
サルコイドーシス プロテアーゼ機能欠損
カルチノイド 女性器組織カルチノイド
サルコイドーシス 脳血管性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス CD40リガンド　（CD40L　ｇｐ39）
サルコイドーシス ＣＤ４
カルチノイド 多発性硬化症聴覚神経型
カルチノイド 血液脳関門・脳血管カルチノイド
カルチノイド 中脳組織カルチノイド
カルチノイド 中枢神経組織カルチノイド
サルコイドーシス クモ状血管腫
カルチノイド 毛細血管組織カルチノイド
カルチノイド 橋組織カルチノイド
カルチノイド ループス腎炎
カルチノイド 脳組織カルチノイド
カルチノイド 大脳皮質組織カルチノイド
カルチノイド 大脳基底核組織カルチノイド
カルチノイド 小脳組織カルチノイド
サルコイドーシス CALPAIN 7; CAPN7 (PalBH)
サルコイドーシス Ｃａ2+

サルコイドーシス 細胞内システインプロテアーゼ
サルコイドーシス ｐ９４（カルパイン３）
サルコイドーシス CALPAIN 3; CAPN3 (p94, nCL-1)
サルコイドーシス CALPAIN 5; CAPN5 (hTRA-3)
サルコイドーシス CALPAIN 6; CAPN6
サルコイドーシス コネクチン
サルコイドーシス CALPAIN 2; CAPN2 (m-calpain; mCL)
サルコイドーシス CALPAIN１; CAPN１ (µ-calpain; µCL)
サルコイドーシス カルパイン
サルコイドーシス カルパイン(酵素)
サルコイドーシス CALPAIN 13; CAPN13
サルコイドーシス CALPAIN 12; CAPN12
サルコイドーシス 糸球体腎炎
サルコイドーシス 黒色人種
サルコイドーシス CALPAIN 8; CAPN8 (nCL-2) [NCBI UniGene]
サルコイドーシス ＣＤ２５
カルチノイド 多形滲出性紅斑
サルコイドーシス NCBI Uni Gene
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サルコイドーシス 慢性高カルシウム血症
サルコイドーシス 心室中隔基部の菲薄化
カルチノイド 多発性硬化症橋型
サルコイドーシス CALPAIN 9; CAPN9 (nCL-4)
カルチノイド 多発性硬化症視床型
サルコイドーシス CALPAIN 11; CAPN11
カルチノイド 多発性硬化症中脳型
サルコイドーシス CALPAIN 10; CAPN10
サルコイドーシス 中枢神経病変
カルチノイド 多発性硬化症大脳基底核型
サルコイドーシス ＣＤ４０（リン酸化タンパク）
サルコイドーシス トロボニン
サルコイドーシス トロンボクサンＢ２
サルコイドーシス ＧＭ－ＣＳＦ
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス エイコサペンタエン酸　　ＥＰＡ
サルコイドーシス 亜鉛インポーターＺｉｐ６/Liv1）
サルコイドーシス 亜鉛トランスポーターファミリー
カルチノイド 肺組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルスの融合蛋白
カルチノイド 腹部組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 卵巣組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 胆嚢組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(141)
カルチノイド 漿膜炎
サルコイドーシス 骨サルコイドーシス
サルコイドーシス 未熟樹状細胞　（ｉＤＣ）
サルコイドーシス 神経因性疼痛（神経障害性疼痛、(ＣＣＬタンパク質ケモカイン)

カルチノイド 前立腺組織カルチノイド
カルチノイド 神経毒性
サルコイドーシス 神経毒性
カルチノイド 脳下垂体組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 子宮頸がんワクチン
カルチノイド 下肢組織カルチノイド
カルチノイド 死亡
カルチノイド リンパ液浸出
サルコイドーシス むずむず脚症候群
カルチノイド 乳房組織カルチノイド
カルチノイド 頭部組織カルチノイド
カルチノイド 乳腺組織カルチノイド
カルチノイド 鼻組織カルチノイド
カルチノイド 腎経組織カルチノイド
カルチノイド 病死
サルコイドーシス 高度房室ブロック
カルチノイド 咽喉頭組織カルチノイド
カルチノイド 骨組織カルチノイド 2015/3/9 P- 5  



カルチノイド 肋骨組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄組織カルチノイド
カルチノイド 肋膜カルチノイド

カルチノイド 視床組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス感染症　（細気管支炎）
カルチノイド 腹膜カルチノイド
カルチノイド 胃組織カルチノイド
カルチノイド 泌尿器組織カルチノイド
カルチノイド 気道組織カルチノイド
カルチノイド 気管組織カルチノイド
カルチノイド 子宮組織カルチノイド
カルチノイド 胃経組織カルチノイド
カルチノイド 脊椎組織カルチノイド
カルチノイド 胸部組織カルチノイド
カルチノイド 心臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 炎症性細胞浸潤
カルチノイド 血管組織カルチノイド
カルチノイド 血液細胞カルチノイド
カルチノイド 任脈組織カルチノイド
カルチノイド 督脈組織カルチノイド
カルチノイド 筋肉組織カルチノイド
サルコイドーシス 骨の痛み
カルチノイド 腸間膜血管炎
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
カルチノイド リンパ管カルチノイド
カルチノイド 肺経組織カルチノイド
カルチノイド 十二指腸組織カルチノイド
カルチノイド 食道組織カルチノイド
カルチノイド 男性器組織カルチノイド
サルコイドーシス ピック病
サルコイドーシス 病巣感染
サルコイドーシス サルコイドーシスの静脈周囲炎
サルコイドーシス 肺胞マクロファージ
サルコイドーシス 肝病変
サルコイドーシス 腎血管炎
サルコイドーシス レジオネラ・ニューモフィラ
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス ガリウムの異常集積
カルチノイド 全身症状
カルチノイド 多発性硬化症脳下垂体型
カルチノイド リーブマン・サックス　心内膜炎
サルコイドーシス 白板症
サルコイドーシス 嚢胞性骨病変
サルコイドーシス レジオネラ
サルコイドーシス 完全房室ブロック
サルコイドーシス ｌｕｐｕｓ　ｐernio
サルコイドーシス 結節性多発動脈炎
サルコイドーシス 緑色硫黄細菌 2015/3/9 P- 6  



サルコイドーシス 鼻粘膜病変
サルコイドーシス 腎石灰化症
サルコイドーシス 重症心室不整脈
サルコイドーシス 類上皮細胞
サルコイドーシス 緑色非硫黄細菌
サルコイドーシス 尿細管間質性腎炎
サルコイドーシス 褥瘡
サルコイドーシス びまん浸潤型
サルコイドーシス びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
サルコイドーシス テタノリジン　（Ｔｅｔ）
カルチノイド 妄想
サルコイドーシス 妄想
サルコイドーシス 脾病変
サルコイドーシス 血管周囲
サルコイドーシス 腎障害
サルコイドーシス 肺の両側肺門リンパ節腫脹
サルコイドーシス 機能不全(カルパイン)
サルコイドーシス Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
サルコイドーシス エプスタインバーウィルス　（ＥＢウイルス）
サルコイドーシス エプスタインバー　ウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－４　エプスタイン・バール・ウイルス
サルコイドーシス 肥満細胞
サルコイドーシス インターフェロン-α（ＩＦＮ－α２ａ）
サルコイドーシス カドミウム沈着
サルコイドーシス 1型インターフェロン　（ＩＦＮ－αとＩＦＮ－β）
サルコイドーシス 血管壁
サルコイドーシス 皮下脂肪組織中
サルコイドーシス 液性免疫
サルコイドーシス 心サルコイドーシス
サルコイドーシス 泌尿器系を解毒
サルコイドーシス 皮膚の結節型
サルコイドーシス 瘢痕浸潤
サルコイドーシス ＲＳウイルスのＦ蛋白
サルコイドーシス 細胞内シグナル伝達経路
サルコイドーシス 2型インターフェロン　（Ｔｙｐｅ-ＩＩ ＩＦＮ）
サルコイドーシス 肢帯型筋ジストロフィー２Ａ型
サルコイドーシス ＬＧＭＤ２Ａ
サルコイドーシス 眼サルコイドーシス
サルコイドーシス アンジオテンシン変換酵素　（ＡＣＥ）
サルコイドーシス アンジオテンシン
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅰ
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅱ
サルコイドーシス 皮膚サルコイド
サルコイドーシス 皮膚の局面型
サルコイドーシス 皮膚サルコイドーシス
サルコイドーシス 皮膚の皮下型
サルコイドーシス 骨格筋構成タンパク質
サルコイドーシス 細胞性免疫
サルコイドーシス 筋サルコイドーシス 2015/3/9 P- 7  



サルコイドーシス 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
サルコイドーシス 樹状細胞
サルコイドーシス 異常集積ガリウムを修正解消排除
サルコイドーシス ヘリコバクター
カルチノイド 骨盤組織カルチノイド
カルチノイド 膵臓組織カルチノイド
カルチノイド 膀胱組織カルチノイド
サルコイドーシス サイトメガロウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－５　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス 全身性の肉芽腫性疾患
サルコイドーシス 強固な肉芽腫
カルチノイド 心包経組織カルチノイド
カルチノイド 小腸組織カルチノイド
カルチノイド 脾臓組織カルチノイド
カルチノイド リンパ節カルチノイド
カルチノイド 甲状腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 致命的不整脈
サルコイドーシス 寄生虫感染症(455)
カルチノイド 三焦経組織カルチノイド
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　A群１６型
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　１０型
サルコイドーシス 巨細肪性動脈炎
カルチノイド 腎臓組織カルチノイド
サルコイドーシス インフルエンザ菌
カルチノイド 骨盤神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(991)
カルチノイド 末梢神経組織カルチノイド
カルチノイド ルポイド肝炎
カルチノイド 睾丸・精巣組織カルチノイド
カルチノイド 大腸組織カルチノイド
カルチノイド 小腸経組織カルチノイド
カルチノイド 肝経組織カルチノイド
カルチノイド 消化管組織カルチノイド
カルチノイド 胆経組織カルチノイド
カルチノイド 心経組織カルチノイド
サルコイドーシス カタラリス菌
カルチノイド リンパ組織カルチノイド
サルコイドーシス 丹毒  （Ｎヘ）

カルチノイド ループス膀胱炎
サルコイドーシス 上皮傷害
カルチノイド タンパク漏出性腸炎
サルコイドーシス モラクセラ
カルチノイド 肝臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 慢性呼吸不全
サルコイドーシス 菌体成分　（Pathogen-associated molecular pattern:PAMP)
サルコイドーシス プロテオバクテリア
サルコイドーシス ω-3脂肪酸不足
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 2; CAPNS2 (30K-2)[NCBI UniGene] 
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サルコイドーシス リンパ球浸潤
サルコイドーシス リンパ球比率の上昇
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 1;CAPNS1(30K)           
サルコイドーシス 手足口病
カルチノイド ルーブス腸炎
サルコイドーシス チフス菌
サルコイドーシス 酢酸菌
カルチノイド 皮膚粘膜症状
サルコイドーシス リンパ球比率が低下
サルコイドーシス CALPAIN 16; CAPN16 (demi-calpain, C6orf103) [NCBI Protein]

カルチノイド 亜急性皮膚エリテマトーデス（ＳＣＬＥ）
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス 白斑　（目）
サルコイドーシス 腸管腔
サルコイドーシス 肉芽腫性血管炎
サルコイドーシス 呼吸器症状
サルコイドーシス CALPAIN 15; CAPN15 (SolH) [NCBI Protein]
サルコイドーシス ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
サルコイドーシス 心筋病変
サルコイドーシス CALPAIN 14; CAPN14      
サルコイドーシス 腸間膜リンパ節
サルコイドーシス αープロテオバクテリア
サルコイドーシス サイトメガロ　ウイルス
サルコイドーシス 肉芽腫
サルコイドーシス ポリオ毒素
サルコイドーシス 細菌感染
カルチノイド 便秘
サルコイドーシス コクサッキー　ウイルス
サルコイドーシス ワクチニア　ウイルス
サルコイドーシス 淋病　性行為感染症（淋菌）
サルコイドーシス ヘリコバクター・ピロリ
サルコイドーシス 腸上皮
サルコイドーシス リノール酸　（ＬＡ）
サルコイドーシス ω-6脂肪酸　（リノール酸）
サルコイドーシス ω-3脂肪酸　（α-リノレン酸）
サルコイドーシス ペプチドグリカン
サルコイドーシス ロゼオロウイルス属
サルコイドーシス 水痘ウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－３　水痘・帯状疱疹ウイルス
サルコイドーシス サルコイド肉芽腫
サルコイドーシス ＨＨＶ－１　単純ヘルペスウイルス１型（ＨＳＶ－１）
サルコイドーシス 症候性
サルコイドーシス 無症候性サルコイドーシス
カルチノイド 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
カルチノイド 細胞死
サルコイドーシス 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
サルコイドーシス 細胞死
サルコイドーシス ＨＨＶ－２　単純ヘルペスウイルス２型（ＨＳＶ－２）
サルコイドーシス ＨＨＶ－６　突発性発疹 2015/3/9 P- 9  



サルコイドーシス リンパ性白血病ウイルス
サルコイドーシス リンパ性白血病
サルコイドーシス ＨＨＶ－７　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－８　カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス
サルコイドーシス 炎症性サイトカイン
サルコイドーシス ミラビリス変形菌
サルコイドーシス ウイルスの蛋白
サルコイドーシス 黄斑部出血
サルコイドーシス 単純ウイルス属
サルコイドーシス アルファヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス リンフォクリプトウイルス属
カルチノイド 神経組織カルチノイド
カルチノイド 上肢組織カルチノイド
サルコイドーシス 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

サルコイドーシス 異常構造物
サルコイドーシス アスペルギローマ
カルチノイド 膀胱経組織カルチノイド
サルコイドーシス ＬＰＳ　（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ）
カルチノイド 目組織カルチノイド
カルチノイド 大腸経組織カルチノイド
サルコイドーシス 表皮性のう胞
サルコイドーシス 黄斑上膜
カルチノイド 血球系細胞カルチノイド
カルチノイド 耳組織カルチノイド
カルチノイド 脾経組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経変性
サルコイドーシス 腫瘤型（急性）
サルコイドーシス 腫瘤型（亜急性）
カルチノイド 下痢
サルコイドーシス 嚢胞様黄斑浮腫
サルコイドーシス 虹彩結節
サルコイドーシス 大型紡錘体小体　（ＨＷ小体）
サルコイドーシス 周辺部虹彩前癒着
サルコイドーシス 渗出斑
サルコイドーシス 肉芽腫性間質性腎炎
サルコイドーシス 硝子体混濁
サルコイドーシス 隅角結節
サルコイドーシス Ｔr1
サルコイドーシス 異物型巨細胞
サルコイドーシス ＩＬ-10
サルコイドーシス ＩＬ-12
サルコイドーシス ＩＬ-13
サルコイドーシス 連鎖球菌ブドウ球菌毒素
サルコイドーシス 緑膿菌　６５
サルコイドーシス トキソプラズマ
サルコイドーシス 色素性乾皮症
サルコイドーシス ヘルペスウイルス科
サルコイドーシス 群：第１群（2本鎖ＤＮＡ）　ウイルス
サルコイドーシス 髄膜炎 2015/3/9 P- 10  



サルコイドーシス ガンマヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス ヘルペスウイルス目
サルコイドーシス 菌血症
サルコイドーシス 異物型巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ウイルスの蛋白排除排泄
サルコイドーシス 緑膿菌　６６
サルコイドーシス 腎部慢性膿皮症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 多発性感染膿瘍  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 化膿性肝腺炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス シアノバクテリア
サルコイドーシス 没食子酸
サルコイドーシス ピック球
サルコイドーシス 異常構造物の排除排泄消去
サルコイドーシス 気道上皮細胞
サルコイドーシス 大型紡錘体小体の排除排泄
サルコイドーシス 慢性緑膿菌感染症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 緑膿菌　６７　
サルコイドーシス 膿皮症  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 伝染性膿かしん(俗名・とびひ)  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 感染性粉瘤  （Ｎヘ）

サルコイドーシス せつ、せつ腫症、癰(俗名・おでき)　  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 神経サルコイドーシス
サルコイドーシス 責任遺伝子産物
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞
サルコイドーシス Ｔｈ0細胞　（ナイーブＴｈ細胞）
カルチノイド ｌｕｐｕｓ　ｐｒｏｆｕｎｄｕｓ
カルチノイド 認知症（Ａ）
カルチノイド 認知症(Ａ)
サルコイドーシス 認知症(Ａ)
サルコイドーシス Ｌ型アクネ菌
サルコイドーシス ＴＤＰ－４３
サルコイドーシス クリプトコッカス
カルチノイド ステロイドミオパチー
サルコイドーシス 急性網膜壊死
カルチノイド 認知症（Ｂ）
カルチノイド 認知症　B
サルコイドーシス 認知症　B
サルコイドーシス 若年性認知症
サルコイドーシス カリニ原虫
サルコイドーシス パタン
カルチノイド βアミロイド
サルコイドーシス βアミロイド
サルコイドーシス 網脈絡膜広範囲萎縮
サルコイドーシス 脈絡膜炎
サルコイドーシス アレルギー体質
サルコイドーシス 肺炎桿菌
サルコイドーシス 蜂窩織炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP）2015/3/9 P- 11  



サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎　Pneumocystis　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　PCP
サルコイドーシス アレルギー性炎症
サルコイドーシス 竹の節状の網膜静脈周囲炎
サルコイドーシス 網膜周囲血管炎
サルコイドーシス 網膜血管炎
サルコイドーシス αフォドリン　（タンパク質）
サルコイドーシス ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
サルコイドーシス カルタップ塩酸塩
サルコイドーシス ＲｂＡｐ　（タンパク質）
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 筋肉痛
サルコイドーシス マアクネ菌　（Propionibacterium acnes）
サルコイドーシス 網脈絡膜渗出斑および結節
サルコイドーシス クリプトコッカス症
サルコイドーシス コクシジオイデス症
サルコイドーシス ＣＣＬ６　Ｓｃｙａ６　Ｃ１０，ＭＲＰ-２
サルコイドーシス ＣＣＬ７　Ｓｃｙａ７　ＭＡＲＣ，ＭＣＰ-３
サルコイドーシス ＣＣＬ８　Ｓｃｙａ８　ＭＣＰ-２
カルチノイド アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス ＣＤ８陽性のリンパ球
サルコイドーシス アレルギー体質の改善
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 末梢性ニューロパチー
カルチノイド α-セクレターゼ
サルコイドーシス α-セクレターゼ
カルチノイド アミロイドβペプチド
サルコイドーシス アミロイドβペプチド
カルチノイド γ-セクレターゼ
サルコイドーシス γ-セクレターゼ
サルコイドーシス 抗破傷風免疫グロブリン　（Ｔｅｔ）
カルチノイド 前駆体蛋白(ＡＰＰ)
サルコイドーシス 前駆体蛋白(ＡＰＰ)
サルコイドーシス オキサロ酢酸
カルチノイド β-セクレターゼ
カルチノイド β-セクレターゼ
サルコイドーシス β-セクレターゼ
サルコイドーシス β-セクレターゼ
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス クロチアニジン
カルチノイド 線維形成
サルコイドーシス 線維形成
サルコイドーシス ＰＴＳ３タンパク質
サルコイドーシス Ｐｅｘ１３ｐ　ｍｕｔａｎｔ(ペルオキシソーム生物発生説障害)
サルコイドーシス ＰＴＳ２タンパク質
サルコイドーシス ＰＴＳ１タンパク質
サルコイドーシス 非ヒストン核タンパク
サルコイドーシス autoinducerとよばれるホルモン物質  （Ｎヘ）

サルコイドーシス XCL1 Scyc1 Lymphotactin α,SCM-1α,ATAC(Cｹﾓｶｲﾝ)2015/3/9 P- 12  



サルコイドーシス XCL2 Scyc2 Lymphotactin β,SCM-2β(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス ｃａｔａｌａｓｅ　ＰＴＳ
サルコイドーシス ＰＴＳ１　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ １）
サルコイドーシス ＰＴＳ２　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ 2）
サルコイドーシス （新しい）ＰＴＳ3
サルコイドーシス Ｔｈ２細胞
サルコイドーシス Ｔｈ１７
サルコイドーシス Ｔｈ１細胞
サルコイドーシス Ｔ細胞
サルコイドーシス ＣＣケモカイン
サルコイドーシス ＣＣＬ１　Ｓｃｙａ１　Ｉ-３０９，ＴＣＡ-3
サルコイドーシス ＣＣＬ２　Ｓｃｙａ２　ＭＣＰ-１
サルコイドーシス ＣＣＬ３　Ｓｃｙａ３　ＭＩＰ-１α
サルコイドーシス ＣＣＬ４　Ｓｃｙａ４　ＭＩＰ-１β
サルコイドーシス ＣＣＬ５　Ｓｃｙａ５　ＲＡＮＴＥＳ
サルコイドーシス ＣＣＬ９　Ｓｃｙａ９　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ10　Ｓｃｙａ10　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ11 Ｓｃｙａ11　Eotaxin
サルコイドーシス ＣＣＬ12 Ｓｃｙａ12　ＭＣＰ-5
サルコイドーシス ＣＣＬ13 Ｓｃｙａ13　ＭＣＰ-4,NCC-1,Ｃｋβ10
サルコイドーシス ＣＣＬ14 Ｓｃｙａ14　HCC-1,MCIF,Ckβ1,NCC-2,CCL
サルコイドーシス ＣＣＬ15 Ｓｃｙａ15　Leukotactin-1,MIP-5,HCC-2,NCC-3
サルコイドーシス ＣＣＬ16 Ｓｃｙａ16　LEC,NCC-4,LMC,Ckβ12
サルコイドーシス ＣＣＬ17 Ｓｃｙａ17　TARC,dendrokine,ABCD-2
サルコイドーシス ＣＣＬ18 Ｓｃｙａ18　PARC,DC-CK1,AMAC-1,Ckβ7MIP-4
サルコイドーシス ＣＣＬ19 Ｓｃｙａ19　ELC,Exodus-3,Ckβ11
サルコイドーシス ＣＣＬ20 Ｓｃｙａ20　LARC,Exodus-1,Ckβ4
サルコイドーシス ＣＣＬ21 Ｓｃｙａ21　SLC,6Ckine,Exodus-2,Ckβ9,TCA-4
サルコイドーシス ＣＣＬ22 Ｓｃｙａ22　MDC,DC/β-CK
サルコイドーシス ＣＣＬ23 Ｓｃｙａ23　MPIF-1,Ckβ8,MIP-3,MPIF-1
サルコイドーシス ＣＣＬ24 Ｓｃｙａ24　Eotaxin-2,MPIF-2,Ckβ6
サルコイドーシス ＣＣＬ25 Ｓｃｙａ25　TECK,Ckβ15
サルコイドーシス ＣＣＬ26 Ｓｃｙａ26　Eotaxin-3,MIP-4α,IMAC,TSC-1
サルコイドーシス ＣＣＬ27 Ｓｃｙａ27　CTACK,ILC,Eskine,PESKY,skinkine
サルコイドーシス ＣＣＬ28 Ｓｃｙａ28　MEC
サルコイドーシス CXCL10 Scyb10 IP-10,CRG-2
サルコイドーシス CXCL11 Scyb11 I-TAC,β-R1,IP-9
サルコイドーシス CXCL12 Scyb12 SDF-1,PBSF
サルコイドーシス CXCL13 Scyb13 BCA-1,BLC
サルコイドーシス CXCL14 Scyb14 BRAK,bolekine
サルコイドーシス CXCL15 Scyb15 Lungkine,WECHE
サルコイドーシス CXCL16 Scyb16 SRPSOX
サルコイドーシス CXCL17 VCC-1 DMC,VCC-1
サルコイドーシス CX3C ケモカイン
サルコイドーシス ＣＸ3ＣL1 Scyd1 Fractalkine,Neurotactin,ABCD-3
サルコイドーシス ケモカイン　（Chemokine）

サルコイドーシス CXCL4 Scyb4 PF-4
サルコイドーシス ＣＸＣケモカイン
サルコイドーシス CXCL1 Scyb1 Gro-α,GRO1,NAP-3 2015/3/9 P- 13  



サルコイドーシス CXCL2 Scyb2 Gro-β,GRO2,MIP-2α
サルコイドーシス CXCL3 Scyb3 Gro-γ,GRO3,MIP-2β
サルコイドーシス CXCL5 Scyb5 ENA-78
サルコイドーシス CXCL6 Scyb6 GCP-2
サルコイドーシス CXCL7 Scyb7 NAP-2,CTAPIII,β-Ta,PEP
サルコイドーシス CXCL8 Scyb8 IL-8,NAP-1,MDNCF,GCP-1
サルコイドーシス CXCL9 Scyb9 MIG,CRG-10
サルコイドーシス Ｃケモカイン
サルコイドーシス 納豆
サルコイドーシス プロピオニバクテリウム菌
サルコイドーシス 加水分解性タンニン
サルコイドーシス ヘテロダイマー
サルコイドーシス モンドール病
カルチノイド ループス腹膜炎
サルコイドーシス スフィンゴ糖脂質　（α-ガラクトシルセラミド:α-ＧａｌＣｅｒ）
カルチノイド 円形状ループス（ＤＬＥ）
カルチノイド 蝶形紅斑
サルコイドーシス 骨炎症病変
カルチノイド 全身性エリテマトーデス（全身性紅斑性狼瘡　ＳＬＥ）
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症
サルコイドーシス シェーグレン症候群　（Sjögren syndrome）
サルコイドーシス 皮膚ケラチノサイト
カルチノイド 多発性硬化症間脳型
サルコイドーシス Ｚｎｔファミリー（exporter）
サルコイドーシス ＺＩＰファミリー（importer)
サルコイドーシス 血栓性静脈炎
サルコイドーシス Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

サルコイドーシス 水銀毒
サルコイドーシス サルモネラ菌
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ
カルチノイド オリゴマーＡβ
サルコイドーシス オリゴマーＡβ
サルコイドーシス 抗原物質（起因体）
サルコイドーシス ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

サルコイドーシス 皮下結節　（皮膚）
サルコイドーシス ＣＤ８陽性細胞
サルコイドーシス ＴＧＦ－β
サルコイドーシス 制御用Ｔ細胞
サルコイドーシス ＴＳＬＰ
サルコイドーシス ＣＥＡ (大腸癌)

サルコイドーシス Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

サルコイドーシス ＡＰＣ (肝臓癌)

サルコイドーシス ＣＫ-１９ (膵臓癌)

サルコイドーシス サルコイドーシス
サルコイドーシス アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

サルコイドーシス ＥＧＦＲ (胃癌)

サルコイドーシス リンチ症候群 (大腸)

サルコイドーシス Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

サルコイドーシス ＣＯＸ－２ (肺癌) 2015/3/9 P- 14  



サルコイドーシス ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

サルコイドーシス ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

サルコイドーシス ヘルパーＴ細胞
カルチノイド アポトーシス
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

サルコイドーシス ｄｓＲＮＡ
サルコイドーシス 二本鎖ＲＮＡ
サルコイドーシス Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

サルコイドーシス ssＲＮＡ
サルコイドーシス ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

カルチノイド アポトーシス
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

サルコイドーシス ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

サルコイドーシス ヨーグルト
サルコイドーシス 抗原提示細胞
サルコイドーシス 受持神社
サルコイドーシス ＭＨＣクラスＩＩ分子
カルチノイド 介護拒否
サルコイドーシス 介護拒否
サルコイドーシス エンドトキシン
カルチノイド 瀰慢性レビー小体病
サルコイドーシス 瀰慢性レビー小体病
カルチノイド レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス グラム陰性エンドトキシン　（ＬＰＳ）
カルチノイド 分化程度による毒性
サルコイドーシス 分化程度による毒性
カルチノイド 徘徊
サルコイドーシス 徘徊
サルコイドーシス 変性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス 角化異常
カルチノイド 暴言
サルコイドーシス 暴言
サルコイドーシス ＩＦＮ－γ　（ＩｇＥ抗体の産出を抑制する）
サルコイドーシス 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

サルコイドーシス 壊血病
カルチノイド 口腔内組織カルチノイド
カルチノイド 口腔内粘膜組織カルチノイド
カルチノイド 間脳組織カルチノイド
カルチノイド 骨髄カルチノイド
サルコイドーシス エンドトキシンショック
サルコイドーシス リポポリサッカライド　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 魚鱗癬
サルコイドーシス 瘤 (こぶ)

サルコイドーシス オークの樹皮
サルコイドーシス メラノーマ
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サルコイドーシス 重金属
サルコイドーシス 類上皮細胞肉芽腫　（皮膚）
サルコイドーシス グラム陰性菌
サルコイドーシス セラチア（腸内菌）
サルコイドーシス セラチア・マルセッセンス
サルコイドーシス ＩｇＥ抗体産出
サルコイドーシス 瘤の排除排泄
サルコイドーシス AHLラクトナーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス リポ蛋白
サルコイドーシス ＮＫＴ細胞
カルチノイド アポトーシス
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス 自己消化活性能
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミド(Cn-CPA)  （Ｎヘ）

サルコイドーシス AHLアシラーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アスポリン（ＤＮＡ）
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大分類 件　名 機　　能　　他
体　　液 血液とリンパ 細胞外液のpHバランス （ＰＨ中枢に関わる５次元）
体　　液 血液とリンパ 細胞内液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 髄液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ ｐｈ調節中枢
体　　液 血液とリンパ 間質液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 体液のpHバランス
体　　液 グロビン 血液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 唾液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ リンパ液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 血漿のpHバランス
体　　液 グロビン 延髄PH調節機能部位
体　　液 血液とリンパ 間質液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血漿中のイオシ
体　　液 血液とリンパ 髄液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞外液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞内液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 唾液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 体液中のイオン
体　　液 血液とリンパ リンパ液中のイオン
体　　液 血液とリンパ ＰＨバランス（マイナスの因子は）
体　　液 グロビン 酸素　8
体　　液 血液とリンパ 関節頭の白血球造血器
体　　液 グロビン プロトポルフィリン
体　　液 グロビン ウロビリン体
体　　液 グロビン キレート
体　　液 血液とリンパ 出血
体　　液 グロビン グロビン
体　　液 グロビン 硫化水素
体　　液 グロビン グルクロン酸
体　　液 血液とリンパ 造血管細胞
体　　液 血液とリンパ 真菌環状鎖
体　　液 血液とリンパ ゴーストとなった赤血球
体　　液 グロビン 中性脂肪代謝酵素
体　　液 グロビン グロビン蛋白分解物(GD)
体　　液 グロビン VVYP
体　　液 グロビン 一酸化窒素(NＯ)
体　　液 グロビン ATP(アデノシン三リン酸)
体　　液 グロビン オキシヘモグロビン
体　　液 グロビン ステルコビリン
体　　液 グロビン ウロビリン
体　　液 グロビン ステルコピリノゲン
体　　液 グロビン ウロビリノゲン
体　　液 グロビン グルクロン酸抱合
体　　液 グロビン ビリベルディン
体　　液 グロビン 脾マクロファージ
体　　液 グロビン 赤血球膜SH基
体　　液 グロビン カルバミノ化合物 2015/3/9 P- 17  



体　　液 グロビン メトヘモグロビン
体　　液 グロビン ポルフォピリノゲン
体　　液 グロビン ハインツ小体
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-2
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-1
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp１-１
体　　液 グロビン ハプトグロビン(Hp)
体　　液 グロビン 炭酸ガス
体　　液 血液とリンパ 白血病
体　　液 血液とリンパ 結合組織
体　　液 血液とリンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）ｐHバランス
体　　液 血液とリンパ 白血球招集増加因子
体　　液 血液とリンパ 白血病造血巣
体　　液 グロビン ヘモグロビンA2(HbA2)
体　　液 グロビン ヘモグロビンA(HbA)
体　　液 グロビン ヘモグロビンF(HbF)
体　　液 グロビン SS結合
体　　液 グロビン Ｖδ2+Ｔ細胞
体　　液 血液とリンパ 抗酸化酵素SODとマクロファージとリンパ球と穎粒球のバランス
体　　液 グロビン γ鎖
体　　液 グロビン Ｖγ9
体　　液 グロビン δ鎖
体　　液 グロビン 二価の鉄イオン
体　　液 グロビン プロトポルフェリン
体　　液 グロビン 非化学結合
体　　液 グロビン リポ蛋白リパーゼ
体　　液 グロビン グロビンmRNA
体　　液 グロビン δ一アミノレプリン酸
体　　液 グロビン サクシニルCoA
体　　液 グロビン グリシン
体　　液 グロビン 四量体α2β2
体　　液 グロビン 正常末梢血CD3+細胞
体　　液 グロビン γ/δＴ細胞
体　　液 グロビン Vδ2
体　　液 グロビン γ/δT細胞レセプタ
体　　液 グロビン α鎖(141アミノ酸)
体　　液 グロビン β鎖(146アミノ酸)
体　　液 グロビン ポリリポゾーム
体　　液 グロビン γ/δ複合体
体　　液 グロビン ヒトδ2遺伝子
体　　液 グロビン ヒトグロビン遺伝子
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大分類 件　名 機　　能　　他
毒素波動 農薬
毒素波動 農薬汚染
毒素波動 農薬飛来汚染
毒素波動 枯葉剤
毒素波動 農薬反応
毒素波動 農薬飛来
毒素波動 農薬飛来反応
毒素波動 下剤　（プルセニド）
毒素波動 高周波
毒素波動 低周波
毒素波動 プロピレングリコール
毒素波動 プリオン蛋白質
毒素波動 異常型プリオン蛋白質
毒素波動 トルマリン
毒素波動 防腐剤
毒素波動 安息香酸塩
毒素波動 ラジウム226 (γ線)
毒素波動 アクトス15
毒素波動 キセノン133 (γ線)
毒素波動 クリプトン88 (α線)
毒素波動 ヨウ素131 (β線)
毒素波動 プルトニウム239 (α線)
毒素波動 ストロンチウム９０
毒素波動 脳室周囲白室病変
毒素波動 ヘリウム3 (β線)
毒素波動 セシウム137 (α線)
毒素波動 セシウム134 (β線)
毒素波動 大気中の浮遊原子灰放射能・放射線濃度
毒素波動 カルデナリン
毒素波動 クロニジン
毒素波動 カルキ次亜塩素酸カルシウム
毒素波動 カルキ臭
毒素波動 塩素臭
毒素波動 ケイタイ電話等特殊電磁波
毒素波動 フタル酸
毒素波動 2価3価鉄塩
毒素波動 放射性キセノン
毒素波動 塩素　17
毒素波動 クリプトン
毒素波動 チタン　22
毒素波動 ラジウム
毒素波動 ヨウ素
毒素波動 プルトニウム
毒素波動 ヘリウム
毒素波動 セシウム
毒素波動 ウラン238 (α線)
毒素波動 蜂毒
毒素波動 カリウム40 (β線) 2015/3/9 P- 19  



毒素波動 トリチウム (β線)
毒素波動 水素3（トリチウム） (β線)
毒素波動 離尿剤
毒素波動 蜂蜜
毒素波動 蜂
毒素波動 ファビピラビル　(インフルエンザ/エボラウイルス薬富山化学)

毒素波動 ウラン
毒素波動 カリウム
毒素波動 鉄沈着症
毒素波動 炭素沈着
毒素波動 動物毒素
毒素波動 疲労毒素
毒素波動 カドミウム沈着
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 ナトリウム沈着
毒素波動 利尿剤
毒素波動 プラチナ
毒素波動 経皮毒
毒素波動 ストリキニーネ
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 スチレン
毒素波動 フタン酸ジー２ーエチルヘキシル
毒素波動 パラジクロロベンゼン
毒素波動 睡眠薬
毒素波動 クロルピリホス
毒素波動 ダイアジノン
毒素波動 ステロイド
毒素波動 運動過多
毒素波動 自家中毒
毒素波動 原子灰
毒素波動 ポリオ毒素
毒素波動 放射線毒素
毒素波動 リニュロン　　（除草剤）
毒素波動 臭素毒
毒素波動 豚肉
毒素波動 メチダチオン　　（有機リン系、浸透性、殺虫剤）
毒素波動 クロルピリホス　　（有機化合物）
毒素波動 アルミニウム毒
毒素波動 酸化防止剤
毒素波動 一般毒
毒素波動 牛の肝臓
毒素波動 エデト酸塩
毒素波動 抗癌剤５
毒素波動 抗癌剤９
毒素波動 沈着
毒素波動 チアメトキサム
毒素波動 連鎖球菌発赤・ブドウ球菌毒素
毒素波動 超短波放射線
毒素波動 鶏 2015/3/9 P- 20  



毒素波動 シアナジン
毒素波動 アルコール毒
毒素波動 モルヒネ毒
毒素波動 亜鉛毒
毒素波動 キニーネ毒
毒素波動 アトラジン　　　（有機化合物）
毒素波動 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
毒素波動 煙草中毒
毒素波動 リン酸肥料
毒素波動 硫黄毒
毒素波動 ジメチルジチオカルバミン酸鉄　　（有機化合物）
毒素波動 ダイアジノン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 ホサロン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 コカイン毒
毒素波動 ラジウム熱傷
毒素波動 真鍮毒
毒素波動 鉛毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 リニュロン　５０ＷＰ　　（除草剤）
毒素波動 イクリン　　（有機化合物）
毒素波動 鉄毒
毒素波動 グラム陰性菌毒素
毒素波動 マグネシウム毒
毒素波動 抗体
毒素波動 イミダクロプリド
毒素波動 没食子酸
毒素波動 新キニーネ毒
毒素波動 ラウリル酸　（ラウリル硫酸ナトリウム）
毒素波動 エチドロン酸
毒素波動 ソルビン酸
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 タミフル
毒素波動 薬剤の副作用
毒素波動 骨シンチ検査
毒素波動 薬物中毒
毒素波動 ＣＴ検査造影剤
毒素波動 パタン
毒素波動 フェノブカルブ
毒素波動 ＭＲＩ検査造影剤
毒素波動 疑似造影剤
毒素波動 ＣＴ検査
毒素波動 骨シンチ検査造影剤
毒素波動 ＭＲＩ検査
毒素波動 トランス脂肪酸
毒素波動 メタミドホス
毒素波動 カリウム肥料
毒素波動 カルタップ塩酸塩
毒素波動 コサイド　　（銅水和剤） 2015/3/9 P- 21  



毒素波動 アッパ　ＰＭＰ　　（有機化合物）
毒素波動 ドジン　　　（有機化合物）
毒素波動 シアナジン８０Ｗ
毒素波動 チラウム　　（有機化合物）
毒素波動 蛍光性毒
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 牛肉
毒素波動 蛍光漂白剤
毒素波動 エンドリン　（有機塩素系殺虫剤、殺鼠剤）
毒素波動 塩化カルシウム
毒素波動 トリフルラリン　　（有機化合物）
毒素波動 レントゲン焼け
毒素波動 ニコチン(毒)
毒素波動 銀毒
毒素波動 トリシクロヘキシルスズヒドロキシド　（有機スズ農薬）
毒素波動 真菌毒素
毒素波動 カリウム化学物
毒素波動 パラベン
毒素波動 α線
毒素波動 β線
毒素波動 ダイオキシン
毒素波動 ラジウム熱傷（γ線）
毒素波動 γ線
毒素波動 リシン（毒物）
毒素波動 ステロイド
毒素波動 黄色４号タートラジン
毒素波動 アスパルテーム
毒素波動 殺虫剤ピレスロイド
毒素波動 造影剤
毒素波動 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
毒素波動 クロチアニジン
毒素波動 ポリエチレングリコール
毒素波動 乳化剤
毒素波動 界面活性剤
毒素波動 ＰＣＢ（アクリルアミド）
毒素波動 色素
毒素波動 メラミン
毒素波動 ハプテン
毒素波動 クマリン
毒素波動 タール色素
毒素波動 ＴＣＤＤ
毒素波動 造影剤を体外へ排泄促進
毒素波動 造影剤を体外へ排泄する
毒素波動 ホルムアルデヒド
毒素波動 抗生物質
毒素波動 覚せい剤
毒素波動 放射性キセノン (γ線)
毒素波動 乳製品
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毒素波動 Ｃ８－Ｃ１2脂肪族飽和アルデヒド

毒素波動 Ｃ８－Ｃ１６脂肪族飽和炭化水素

毒素波動 身体毒素
毒素波動 身体毒素排泄促進
毒素波動 ジカンバ　（有機化合物）
毒素波動 牛乳
毒素波動 Gythior 50WP　 (有機化合物)
毒素波動 シマジン　（除草剤）
毒素波動 クロロファシン　（有機化合物）
毒素波動 Roelan　　　　　　(有機化合物)
毒素波動 Polyram　　　　　(有機化合物)
毒素波動 コバルト熱傷
毒素波動 ヒ素
毒素波動 砒素毒
毒素波動 アラクロール　（除草剤）
毒素波動 メトリブジン　（有機化合物）
毒素波動 Frutone　　　　　(有機化合物)
毒素波動 ジノカップ　（有機化合物）
毒素波動 水銀毒
毒素波動 ナトリウム毒
毒素波動 ヨウ素毒
毒素波動 テトラメチルチウラムジスルフィド　（有機化合物）
毒素波動 アヘン毒
毒素波動 アトラジン　（有機化合物）
毒素波動 紫外線
毒素波動 サッカリン
毒素波動 ターミネーター
毒素波動 ベンゼン環
毒素波動 キセノン１３５
毒素波動 環境ホルモン
毒素波動 アセトアルデヒド
毒素波動 ノナナール
毒素波動 エチルベンゼン
毒素波動 重金属
毒素波動 キシレン
毒素波動 トルエン
毒素波動 フタン酸ジーnーブチン
毒素波動 テトラデカン
毒素波動 ＶＯＣ酸化油（テルペンチン）
毒素波動 総揮発性有機化合物（ＴＶＯＣ）
毒素波動 ベロ毒素
毒素波動 大麻
毒素波動 ジプチルヒドロ・キシトルエン
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大分類 件　名 機　　能　　他
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中国産
食 品 食　品 かゆい　（痒い）
食 品 食　品 有機酸
食 品 食　品 昆布
食 品 食　品 ココヤシ
食 品 食　品 ココヤシの花蜜
食 品 食　品 ココナッツミルク
食 品 食　品 ココナッツオイル
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 六員環
食 品 食　品 五員環
食 品 食　品 神宝箱
食 品 食　品 ステアリン酸
食 品 食　品 ショ糖脂肪酸エステル
食 品 食　品 ショック死
食 品 食　品 養殖成長産
食 品 食　品 養殖成長魚
食 品 食　品 ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

食 品 食　品 茶の葉　
食 品 食　品 ナイアシン
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 自然成長産
食 品 食　品 自然成長魚
食 品 食　品 冬虫夏草エキス
食 品 食　品 冬虫夏草
食 品 食　品 チャノキ（茶）　Ｃａｍｅｌｌｉａ　sinensis
食 品 食　品 緑茶
食 品 食　品 肉桂エキス
食 品 食　品 シナモン
食 品 食　品 肉桂　
食 品 食　品 サケジラミ
食 品 食　品 光合成
食 品 食　品 六芒星原理
食 品 食　品 梅
食 品 食　品 ムメフラール
食 品 食　品 光合成細菌群
食 品 食　品 梅エキス
食 品 食　品 餃子
食 品 食　品 餃子の皮
食 品 食　品 餃子の中の具
食 品 食　品 ハチミツ
食 品 食　品 水
食 品 食　品 海老　（エビ）
食 品 食　品 甘えび
食 品 食　品 五芒星原理
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食 品 食　品 オホーツクサーモン　（鱒）
食 品 食　品 サーモン
食 品 食　品 ミトコンドリア
食 品 食　品 卵
食 品 食　品 チリペッパー  （唐辛子）
食 品 食　品 鱒　（マス）
食 品 食　品 朝鮮あざみ、きくいも
食 品 食　品 鱈（たら）
食 品 食　品 濃縮牛乳
食 品 食　品 ペカン（胡桃の一種）
食 品 食　品 カシューナッツ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 卵の黄身
食 品 食　品 マンゴー
食 品 食　品 オリーブの実
食 品 食　品 オリーブ油
食 品 食　品 牡蠣の身　（カキの身）
食 品 食　品 アボガド
食 品 食　品 インゲン豆
食 品 食　品 サヤエンドウ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 カゼイン
食 品 食　品 ペパーミント
食 品 食　品 パプリカ
食 品 食　品 アメリカぼうふう
食 品 食　品 甘唐辛子
食 品 食　品 兎の肉
食 品 食　品 真菰
食 品 食　品 黒胡桃
食 品 食　品 きくぢしゃ
食 品 食　品 豚肉
食 品 食　品 ラズベリー
食 品 食　品 タイム・たちじゃこそう
食 品 食　品 ベニバナの種
食 品 食　品 まぐろ
食 品 食　品 卵白（卵の白身）
食 品 食　品 酪酸、ブチレート
食 品 食　品 アーモンド
食 品 食　品 月桂樹
食 品 食　品 セージ・サルビア
食 品 食　品 スイスチーズ
食 品 食　品 ひら豆・レンズ豆
食 品 食　品 パイナップル
食 品 食　品 砂糖
食 品 食　品 ゴマの種
食 品 食　品 ササゲ豆
食 品 食　品 カニの肉
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食 品 食　品 ガムの素
食 品 食　品 コーヒの素
食 品 食　品 ウコン（Curcuma　longa）
食 品 食　品 牡蠣エキス　　（カキ）
食 品 食　品 デンプングリコール酸ナトリウム
食 品 食　品 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

食 品 食　品 五員環構造水(五角形の水)
食 品 食　品 食品生産者
食 品 食　品 加工製造元
食 品 食　品 うどん　（饂飩）
食 品 食　品 そうめん
食 品 食　品 パン
食 品 食　品 食パン
食 品 食　品 りんご
食 品 食　品 かぶら
食 品 食　品 あんず
食 品 食　品 うずら豆
食 品 食　品 チコリー・キクニガナ
食 品 遺伝子組換食品 胡瓜(きゅうり)
食 品 食　品 ライム
食 品 食　品 マスタード
食 品 食　品 米
食 品 食　品 ホウレン草
食 品 食　品 紅茶
食 品 食　品 バニラ
食 品 遺伝子組換食品 小麦
食 品 食　品 小麦
食 品 食　品 そば  蕎麦・蕎麦粉
食 品 食　品 コーラ
食 品 食　品 ホップ
食 品 遺伝子組換食品 グレープフルーツ
食 品 食　品 麦芽
食 品 食　品 はっか
食 品 食　品 桃
食 品 遺伝子組換食品 南瓜(かぼちゃ)
食 品 食　品 はしばみ/ヘーゼルナッツ
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 たら
食 品 食　品 山羊
食 品 食　品 子羊、山羊
食 品 食　品 なつめぐ
食 品 食　品 ナシ
食 品 食　品 琥珀
食 品 遺伝子組換食品 人参
食 品 食　品 チョコレート
食 品 食　品 ココア
食 品 食　品 レモン
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食 品 遺伝子組換食品 菜種
食 品 食　品 大鮃（おひょう）
食 品 食　品 山羊の乳
食 品 食　品 白コショウ／黒コショウ
食 品 遺伝子組換食品 大根
食 品 食　品 ロークフォートチーズ
食 品 遺伝子組換食品 大麦　
食 品 遺伝子組換食品 茄子(なす)
食 品 遺伝子組換食品 玉葱
食 品 遺伝子組換食品 葱(ネギ)
食 品 食　品 放線菌群(グラム陽性)
食 品 食　品 パーチ（スズキの類）
食 品 食　品 キャベツ
食 品 遺伝子組換食品 ブロッコリー
食 品 遺伝子組換食品 ピーマン
食 品 食　品 減量食
食 品 食　品 パパイヤ
食 品 食　品 はまぐり
食 品 食　品 はまぐり
食 品 遺伝子組換食品 さつまいも
食 品 食　品 さつまいも
食 品 食　品 えんどう
食 品 食　品 ふともも科の常緑樹
食 品 遺伝子組換食品 赤かぶ
食 品 遺伝子組換食品 玉蜀黍(とうもろこし)
食 品 食　品 パセリ
食 品 遺伝子組換食品 西瓜(スイカ)
食 品 食　品 リマ豆
食 品 食　品 シャケ
食 品 食　品 チェダーチーズ
食 品 食　品 ひまわりの種
食 品 食　品 サクランボ
食 品 食　品 デブロミン
食 品 食　品 六員環構造水(六角形の水)
食 品 食　品 蕗　（フキ）
食 品 食　品 カカオ
食 品 遺伝子組換食品 生命場(オーラ)
食 品 食　品 酵母菌仮眠中
食 品 食　品 酵母菌睡眠中
食 品 食　品 乳酸菌仮眠中
食 品 食　品 乳酸菌睡眠中
食 品 食　品 脂肪沈着
食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 飽和脂肪酸
食 品 遺伝子組換食品 鏑(かぶら)
食 品 食　品 味噌
食 品 食　品 ダイオウ
食 品 食　品 白いんげん豆
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食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 ニンニク
食 品 遺伝子組換食品 レタス
食 品 食　品 豆腐
食 品 食　品 オレンジ   orange
食 品 遺伝子組換食品 じゃが芋
食 品 食　品 タンジャリン（みかん）
食 品 食　品 空豆　（お多福豆）
食 品 食　品 酵母菌
食 品 食　品 ブルーベリー
食 品 食　品 イノンド
食 品 遺伝子組換食品 大豆
食 品 食　品 小豆　（あずき）
食 品 食　品 バナナ
食 品 食　品 パルメザンチーズ
食 品 食　品 胡桃エキス
食 品 食　品 クルミ
食 品 食　品 乳清
食 品 食　品 かぼちゃ   pumpkin
食 品 食　品 アルコール毒
食 品 食　品 富山湾産ばい貝
食 品 食　品 プラム
食 品 食　品 ライ麦
食 品 食　品 乳酸
食 品 食　品 クズウコン
食 品 食　品 牛肉
食 品 食　品 葡萄(ブドウ)
食 品 食　品 ぶどう
食 品 食　品 西洋わさび
食 品 食　品 ロブスター
食 品 遺伝子組換食品 トマト
食 品 食　品 トマト
食 品 食　品 ばい貝
食 品 食　品 ブラジルくるみ
食 品 食　品 オクラ
食 品 食　品 ピーナツ
食 品 食　品 苺　（イチゴ）
食 品 食　品 乳酸菌
食 品 食　品 乳酸桿菌
食 品 食　品 乳酸菌群
食 品 食　品 ビフィズス菌
食 品 食　品 ほたて貝
食 品 食　品 糸状菌群
食 品 食　品 刀豆ナタマメ
食 品 食　品 つるこけ桃
食 品 食　品 干し葡萄
食 品 食　品 ちょうじ
食 品 食　品 油揚
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食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中鎖脂肪酸
食 品 食　品 エキス
食 品 食　品 納豆
食 品 食　品 三七エキス
食 品 食　品 三七
食 品 食　品 加水分解性タンニン
食 品 食　品 しょうが
食 品 食　品 脱脂粉乳
食 品 食　品 牛乳
食 品 食　品 製造過程
食 品 食　品 クロレラ菌
食 品 食　品 海洋深層水
食 品 食　品 加水分解
食 品 遺伝子組換食品 ターミネーター(二世代不継続)
食 品 食　品 結晶セルロース
食 品 食　品 変性セルロース
食 品 食　品 セルロース
食 品 食　品 ヨーグルト
食 品 食　品 旨味
食 品 食　品 美味しい
食 品 食　品 ＡＣＥ酵素
食 品 食　品 ベロチン
食 品 食　品 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

食 品 食　品 混合
食 品 食　品 オークの樹皮
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ブラックペーパー
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ダルマチアン
食 品 食　品 メレンゲ
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大分類 件　名 機　　能　　他
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス　ＨＩＶ
微生物 ウイルス 薬剤によるＡＩＤＳ感染
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス感染症
微生物 ウイルス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
微生物 ウイルス ＡＩＤＳウイルス
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞
微生物 細　菌 人喰バクテリア
微生物 ウイルス クリプティック・プラスミド
微生物 ウイルス プラスミド
微生物 ウイルス 薬剤耐性プラスミド
微生物 細　菌 経口感染
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ疾患発症
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陰性
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性未発症
微生物 手足口病 飛まつ感染
微生物 ヘルペスⅡ 酸化血液では感染しやすいし、ウイルスが変異して生存
微生物 ウイルス ＳＶ４０というウイルス
微生物 ウイルス シトステロール血症　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス 乾癬性関節炎
微生物 ウイルス 最新型ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス デング熱ウイルス
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性
微生物 ヘルペス 乾癬
微生物 ヘルペス 毛包
微生物 ヘルペス かいせん  (疥癬)
微生物 ヘルペス 紅斑
微生物 ヘルペス 汗腺
微生物 ヘルペス エクリン腺
微生物 ヘルペス 皮脂腺
微生物 ウイルス ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
微生物 ヘルペス アポクリン腺
微生物 ヘルペス ロ唇ヘルペス
微生物 ヘルペス デルマトーム(皮膚知覚帯)
微生物 ヘルペスⅡ ナチュラルキラーＴ細胞
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞を攻撃する抗体
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型
微生物 ヘルペス ドライスキン
微生物 ヘルペス ブラジキニン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン生合成阻害薬
微生物 ヘルペス イブプロフェン
微生物 ヘルペス エテンザミド
微生物 ヘルペス アセトアミノフェン
微生物 ヘルペス メフェナム酸
微生物 ヘルペスⅡ 本わさびエキス
微生物 ウイルス 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
微生物 ヘルペス 神経伝達物質
微生物 ヘルペス 神経ペプチド 2015/3/9 P- 30  



微生物 ヘルペス 椎間板の繊維輪
微生物 ウイルス 胎児母体より感染
微生物 ヘルペスⅡ センダイウィルスベクター
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子変異細胞
微生物 ヘルペス 皮下脂肪
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知らない
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させた
微生物 ヘルペスⅡ 自分でどうすればよいのかわからない
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けた
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けていない
微生物 ヘルペスⅡ エイズウィルスに含まれる特定タンパク質
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知っている
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させられた
微生物 ヘルペス 髄核の内圧
微生物 ヘルペス みずぼうそう
微生物 ヘルペスⅡ 波動修正エネルギーとの共鳴離脱（自滅）
微生物 ヘルペスⅡ 生命を破壊する行動は自らの死滅
微生物 細　菌 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
微生物 ヘルペスⅡ 悔い改める者からの離脱（自滅）
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 手足口病 ヘルパンギーナ
微生物 ウイルス ノロウイルスＣ
微生物 手足口病 小水疱
微生物 ウイルス パンデミック  (爆発的感染)
微生物 ウイルス Ｈ１０Ｎ８型鳥インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 悪夢の耐性菌
微生物 細　菌 シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主との共存共栄
微生物 ヘルペスⅡ 宿主が死ぬと共に死滅
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのよき出会い
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのめぐり愛
微生物 真　菌 新生児髄膜炎
微生物 細　菌 ゲルトネル菌
微生物 ヘルペスⅡ 宿主の悪いところの修復
微生物 ヘルペスⅡ 宿主への健康増進への手助け
微生物 細　菌 ステノトロフォモナ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主と共に歩むことへの質転換
微生物 ヘルペスⅡ あなたは敵ではありません快き味方です
微生物 ヘルペスⅡ 自ら、よりよく生きるための宿主への貢献
微生物 ヘルペスⅡ 正しい質的転換後の外部侵入者への更生
微生物 ヘルペス ビタミンB6
微生物 ヘルペス 膿疱性乾癬
微生物 ヘルペスⅡ 途方にくれている
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陽性菌
微生物 ヘルペス ビタミンＢ２
微生物 ヘルペスⅡ 生きる希望がない
微生物 ヘルペスⅡ 他人に打ち明けることができない
微生物 ヘルペス アセチルコリン
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微生物 ウイルス ノロウイルス　Ａ
微生物 ウイルス サポウイルス
微生物 ヘルペス 単純疱疹
微生物 真　菌 髄膜炎・骨髄炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌性髄膜炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌
微生物 乳酸菌 髄膜炎菌
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌
微生物 手足口病 夏季病訴
微生物 ヘルペス 口内炎（アフタ性）
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陰性菌
微生物 ウイルス ヒトパピローマウィルス
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌L群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌H群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌K群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Ｉ群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌X群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Y群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Z群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌E群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌A群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌B群
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌感染
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌C群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌D群
微生物 ヘルペスⅡ πウォ一ター
微生物 ヘルペスⅡ 自分で苦しんでいる
微生物 微生物 アニサキス
微生物 手足口病 ムンプス（おたふくかぜ）ウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい生体
微生物 ヘルペスⅡ 正道心（中道心）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい心
微生物 ヘルペスⅡ 未来への生きる希望
微生物 ヘルペスⅡ バランスα
微生物 手足口病 小さなシンシチウム（合ほう体）を形成
微生物 手足口病 全体に大きなシンシチウム（合ほう体）
微生物 細　菌 嚢胞
微生物 ヘルペスⅡ 還元血液では感染しないし、ウィルスも変異しない
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力に比例して、感染率が低下する
微生物 ヘルペスⅡ 悪い生命活動環境を正しい環境に変える質的転換
微生物 ヘルペスⅡ 遠赤外線に弱い
微生物 ヘルペスⅡ 小さいあなたの支援がやがて世のため人のためそしてあなたのため

微生物 ヘルペスⅡ 生体の低下している機能に回復する力を　(免疫)
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力が高いと感染しない　（免疫）
微生物 ヘルペスⅡ 健康体
微生物 ヘルペスⅡ 相互の思いやりの心
微生物 微生物 ピロール
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微生物 細　菌 自己免疫疾患の原因となる細菌
微生物 真　菌 自己免疫疾患の原因となる真菌
微生物 ウイルス おたふく風邪
微生物 手足口病 おたふくかぜ
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌W-135群
微生物 ヘルペスⅡ 宿主に対して、なぜ危害を加えるのか
微生物 ウイルス 免疫不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 相手が傷ついた時の支援活動
微生物 ウイルス 免疫グロブリン不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 生命を大事にする奉仕生存活動
微生物 ヘルペスⅡ この世に貢献できる生命体への転換
微生物 微生物 微生物
微生物 微生物 独立栄養微生物
微生物 細　菌 ＮＤＭ－１　　　(遺伝子)
微生物 細　菌 恐ろしい場面
微生物 細　菌 腸管出血性大腸菌　（Ｏ１０４）
微生物 真　菌 レンサ球菌性トキシックショック症候群
微生物 真　菌 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)
微生物 真　菌 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection
微生物 真　菌 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
微生物 真　菌 猩紅熱  scarlet fever
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌  （S. pyogenes）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）
微生物 細　菌 大腸菌
微生物 真　菌 水素細菌
微生物 真　菌 口内真菌症
微生物 ヘルペスⅡ 血液の酸化
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力 (非常に免疫効果がある）
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力との協調への質的転換
微生物 細　菌 Ｏｰ157大腸菌 腸管出血性大腸菌
微生物 ヘルペスⅡ 変異しない細胞
微生物 ヘルペスⅡ 血液の還元
微生物 ヘルペスⅡ 綺麗な血液
微生物 ヘルペスⅡ 活力のある血液
微生物 ヘルペス 髄核
微生物 手足口病 ＲＳウイルス　　　（ＨＥｐ-2細胞）
微生物 ウイルス ＲＳウイルス　（respiratory syncytial virus）
微生物 手足口病 ＲＳウイルス
微生物 ウイルス 寄生虫感染症１４１
微生物 ヘルペス 腫脹
微生物 ウイルス 痛風
微生物 真　菌 多剤耐性結核菌
微生物 ウイルス ＲＳウイルス感染症
微生物 ヘルペス 腫れ
微生物 ヘルペス 発痛物質
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 真　菌 病巣感染 2015/3/9 P- 33  



微生物 手足口病 口腔内異常
微生物 ヘルペス 唾石症
微生物 細　菌 レジオネラ・ニューモフィラ
微生物 手足口病 口腔内
微生物 ウイルス 乳幼児突然死症候群
微生物 ヘルペス ミクリッツ症候群
微生物 ヘルペス アデノウィルス七型
微生物 細　菌 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
微生物 細　菌 レジオネラ
微生物 手足口病 細胞変性効果
微生物 細　菌 緑色硫黄細菌
微生物 細　菌 腸内細菌科
微生物 細　菌 緑色非硫黄細菌
微生物 真　菌 心臓炎
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥp-2細胞）
微生物 手足口病 糞口感染
微生物 細　菌 非溶血連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
微生物 手足口病 口の中の痛み
微生物 細　菌 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
微生物 細　菌 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
微生物 細　菌 ａ溶血連鎖球菌
微生物 真　菌 細胞内寄生菌
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 真　菌 蜂巣織炎  cellulitis
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌感染症
微生物 細　菌 Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
微生物 ヘルペス 神経節
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 微生物 寄生虫   parasite
微生物 ヘルペス 靱帯
微生物 ヘルペス 肝熱
微生物 ヘルペス 水いぼウイルス
微生物 細　菌 腸内常在菌
微生物 ウイルス 痛風　（Ｔｅｔ）
微生物 真　菌 オードアン小胞子菌
微生物 ヘルペス 知覚神経
微生物 ヘルペス 連鎖球菌
微生物 ウイルス エプスタインバーウィルス
微生物 細　菌 β型溶血性連鎖球菌
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス 痛風
微生物 ヘルペス 肥満細胞
微生物 真　菌 真菌
微生物 ウイルス Ａ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス インターフェロン
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微生物 真　菌 イヌ小胞子菌
微生物 真　菌 膣トリコモナス
微生物 真　菌 結核
微生物 ウイルス 風疹
微生物 ウイルス インフルエンザウイルス・ロシア
微生物 ヘルペス シュワン細胞
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 ヘルペス カリウムイオン
微生物 ヘルペス ビリビリ感
微生物 ヘルペス 塩酸バラシクロビル
微生物 ヘルペス 伝染性軟属腫ウイルス
微生物 ヘルペス ピリピリ感
微生物 細　菌 Ｂ型溶血性連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム属
微生物 細　菌 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 細　菌 表皮常在ブドウ球菌
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 細　菌 表皮ブドウ球菌
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 ヘルペス 正気
微生物 ヘルペス 邪気
微生物 ヘルペス 神経終末
微生物 ヘルペスⅡ 美肌効果
微生物 細　菌 ヘリコバクター
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１６型ウイルス
微生物 手足口病 サイトメガロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 ウイルス 新型コロナウイルス　（ＮＣｏＶ）
微生物 手足口病 麻疹（はしか）ウイルス（Ｂ95a細胞）
微生物 ヘルペス スピルス癌ウィルス
微生物 ウイルス ＭＥＲＳ、マース(中東呼吸器症候群)

微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エコー６型
微生物 微生物 マダニ
微生物 ウイルス 寄生虫感染症４５５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ４
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ９
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ２
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ５
微生物 ウイルス ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ１０
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１０型ウイルス
微生物 手足口病 コクサッキーＢ３
微生物 手足口病 接触感染
微生物 ウイルス 高病原性鳥インフルエンザ
微生物 真　菌 ムコール属   Mucor racemosus
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウィルス
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微生物 ウイルス 鳥インフルエンザ
微生物 細　菌 カルバペネム耐性腸内細菌　（ＣＲＥ）
微生物 細　菌 ｅｎ：Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
微生物 細　菌 ｅｎ：Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ
微生物 細　菌 インフルエンザ菌
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタマーゼの一種）
微生物 ウイルス 寄生虫感染症９９１
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素）
微生物 ウイルス 人に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 細　菌 カタラリス菌
微生物 真　菌 丹毒  erysipelas
微生物 真　菌 爪糸状菌症
微生物 細　菌 ＧＥＳ－５　（多剤耐性遺伝子）
微生物 細　菌 新型カルバペネマーゼ
微生物 細　菌 モラクセラ
微生物 ウイルス ヘルパンギーナ　（Ｈｅｒｐａｎｇｉｎａ）
微生物 ウイルス 新型インフルエンザ　パンデミック
微生物 細　菌 ＮＤＭ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア
微生物 ウイルス 麻疹・はしか
微生物 手足口病 麻疹　（はしか）

微生物 ウイルス Ｈ３Ｎ２
微生物 真　菌 多剤耐性レジオネラ菌
微生物 細　菌 ＯＸＡー４８型
微生物 細　菌 ＶＩＭ型
微生物 ヘルペス 乾酪性上顎洞炎
微生物 手足口病 手足口病　（てあしくちびょう）

微生物 ウイルス コロナウイルス新種

微生物 細　菌 チフス菌
微生物 細　菌 酢酸菌
微生物 手足口病 食欲不振
微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 ポリオウイルス１型
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群　
微生物 真　菌 S. salivarius
微生物 真　菌 S. sanguis
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
微生物 真　菌 口腔内レンサ球菌
微生物 真　菌 口腔内の常在菌
微生物 真　菌 S. mutans
微生物 真　菌 亜急性心内膜炎
微生物 微生物 ダニ　オウシマダニ
微生物 真　菌 新生児敗血症
微生物 手足口病 パラインフルエンザ３型　（ＨＭＶ－２細胞）
微生物 ウイルス 豚に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚インフルエンザ感染症　（swine influenza,swine flu）
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザ感染症
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微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ３Ｎ２
微生物 ウイルス 豚　Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ１Ｎ１
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
微生物 乳酸菌 腸球菌
微生物 ヘルペス ＶＲＡ
微生物 細　菌 ＩＭＰ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア門
微生物 細　菌 メタローβーラクタマーゼ
微生物 細　菌 ニューデリー・メタロベータラクタマーゼ
微生物 微生物 ダニ　フタトゲチマダニ
微生物 細　菌 αープロテオバクテリア
微生物 ヘルペス 水疱
微生物 ヘルペス 水ぼうそう
微生物 ウイルス コロナウィルス
微生物 ウイルス サイトメガロウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 真　菌 肉芽腫
微生物 ウイルス インフルエンザ
微生物 ヘルペス ミエリン
微生物 ウイルス ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス ポリオ毒素
微生物 ヘルペス 帯状疱疹後神経痛
微生物 ウイルス レオウィルス
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 梅毒
微生物 ヘルペス 帯状疱疹
微生物 細　菌 細菌感染
微生物 真　菌 ニューモシスティスジロヴェシ感染
微生物 ウイルス 肝炎
微生物 真　菌 エピコッカム属   Epicoccum  nigrum
微生物 真　菌 非病原性不完全菌類
微生物 ウイルス パラインフルエンザウィルス
微生物 真　菌 百日咳　（せき）
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 イエバエ
微生物 ウイルス クラミジア
微生物 ウイルス コクサッキーウィルス
微生物 手足口病 ユキサーキウイルス
微生物 ウイルス ポックスウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 ウイルス ワクチニアウィルス
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
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微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ありまき、あぶらむし
微生物 真　菌 インフルエンザロシア
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 淋病
微生物 ウイルス パルボウィルス
微生物 細　菌 ヘリコバクター・ピロリ菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 ヘルペスⅡ 抗酸化
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス H５Ｎ１亜型ウィルス
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ１型　（亜型）
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ２型
微生物 真　菌 バンコマイシン耐性腸球菌(ＶＲＥ)
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 ヘルペス ヒスタミン
微生物 細　菌 腫瘍マーカー〇Vモニター(CA125抗原)
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＴＴ型
微生物 ウイルス 鳥に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ヘルペス 性器ヘルペス感染症
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＤ型
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる神経の痛み 2015/3/9 P- 38  



微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス６（ＨＨＶー６）
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる皮膚の痛み
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス７（ＨＨＶー７）
微生物 ヘルペス しびれ
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス８（ＨＨＶー８）
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス 鳥インフルエンザＨ５
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス パンデミック
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスG型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅠ型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅡ型
微生物 ヘルペスⅡ 肌が美しく綺麗だ
微生物 ウイルス 抗癌剤５
微生物 細　菌 ミラビリス変形菌
微生物 細　菌 緩増虫体
微生物 細　菌 急増虫体　（tachyzoite）
微生物 細　菌 スポロゾイト　（ｓｐｏｒｏｚｏｉｔｅ、種虫）
微生物 ヘルペス スピルス癌
微生物 細　菌 オーシスト
微生物 細　菌 シスト　（ｃｙｓｔ）
微生物 ウイルス ラブドウィルス
微生物 ウイルス トガウィルス
微生物 ウイルス ブニヤウィルス
微生物 ウイルス パラミクソウィルス
微生物 細　菌 アシネトバクター菌
微生物 ウイルス フィロウィルス
微生物 ウイルス フラビウィルス
微生物 ウイルス アレナウィルス
微生物 細　菌 院内感染
微生物 細　菌 多剤耐性アシネトバクター
微生物 ウイルス Rhinosporidium　seeberi 2015/3/9 P- 39  



微生物 細　菌 院内感染症
微生物 微生物 アメーバーネグレリア・フォーレリ  (人の脳を喰うアメーバー)

微生物 手足口病 インフルエンザＣ型　（ＨＭＶ－Ⅱ細胞）
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス プラストミセスデルマティティジス
微生物 手足口病 インフルエンザＡ香港型　（ＭＤＣＫ細胞）
微生物 ウイルス オルソミソウイルス
微生物 細　菌 院内感染菌
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質排除消去
微生物 微生物 白蟻
微生物 微生物 馬あぶ
微生物 ウイルス イサウイルス
微生物 ウイルス トゴトウイルス
微生物 真　菌 多剤耐性菌
微生物 真　菌 ペニシリウム・マルネッフイ
微生物 ウイルス Ｂ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス Ｃ型インフルエンザウイルス
微生物 真　菌 膿痂疹  impetigo
微生物 ウイルス アナフィラキシーショック
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス Ｂ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス 灰白髄炎・ポリオ
微生物 細　菌 連鎖球菌・ブドウ球菌毒素
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 好気性
微生物 細　菌 トキソプラズマ症
微生物 細　菌 トキソプラズマ
微生物 乳酸菌 嫌気性
微生物 ヘルペス 黄色ブドウ球菌
微生物 ウイルス ウィルス
微生物 ウイルス タバコモザイクウィルス
微生物 真　菌 デマチウム属・スポロトリカム属
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 ウイルス 第５群（１本鎖　ＲＮＡ-鎖）
微生物 細　菌 麦黒穂カビ毒
微生物 ヘルペス とびひ
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 バミューダ黒穂病
微生物 ヘルペス 尋常性乾癬
微生物 ウイルス 風邪
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム 2015/3/9 P- 40  



微生物 真　菌 カポジ肉腫
微生物 微生物 ダニ
微生物 真　菌 セファロスポリウム属　（低温性カビ）

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 酵母
微生物 微生物 あぶ
微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 真　菌 トウモロコシ黒穂病
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 黒癬
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 微生物 アメーバ
微生物 細　菌 細菌性毒
微生物 真　菌 白癬　（水虫、たむし）
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌毒素
微生物 真　菌 ハエカビ菌症
微生物 真　菌 卵巣菌症
微生物 真　菌 卵菌症
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 ボトリティス・シネレア   MMP Botrytiscinerea
微生物 真　菌 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 茶色嚢胞真菌症
微生物 真　菌 足菌腫
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 耳菌症
微生物 真　菌 真菌性角膜炎
微生物 ウイルス 大型桿菌
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウィルス感染症
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 ヘルペスⅡ 電子水
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 ヘルペスⅡ カンファー製剤　（714X）
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens2015/3/9 P- 41  



微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 微生物 シアノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 微生物 ダニ　ダニ感染症

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　アクネス

微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 細　菌 ナノ細菌・ナノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＣ型
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性ウイルス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　ホコリダニ

微生物 微生物 ダニ　イエササラダニ

微生物 微生物 ダニ　コナダニ

微生物 微生物 ダニ　チリダニ

微生物 微生物 ダニ　ツメダニ

微生物 微生物 ダニ　グラニュローズム

微生物 微生物 ダニ　ニキビダニ 2015/3/9 P- 42  



微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 結晶化変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 ウイルス 悪性感染ノロウイルス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 ヘルペスⅡ ゲル変異細胞
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥp－２細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス７１型　（ＥＶ７１）
微生物 ウイルス ヘマグルチニン
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＲＤ１８s細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＧＭＫ細胞）
微生物 微生物 シラミ
微生物 ヘルペス マイコプラズマ
微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９変形　　                      （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９                                         （鳥インフルエンザ）

微生物 手足口病 口腔内潰瘍形成
微生物 細　菌 細菌MAP(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis)

微生物 乳酸菌 乳酸菌血症
微生物 細　菌 カリニ原虫
微生物 ウイルス 苛め
微生物 ウイルス ノロウイルス　Ｂ
微生物 ウイルス ヒトパーエコーウイルス（human　ｐarechovirus）
微生物 ウイルス ＲＮＡウイルスの科
微生物 ウイルス カルジオウイルス属
微生物 ウイルス パレコウイルス属
微生物 ウイルス Genus　Kobuvirus　：　アンチウイルス（Ａｉｃｈｉ　Ｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス ブタエンテロウイルスＡ～Ｂ　（porcine　enterovirus　A～B）
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質
微生物 ウイルス トゥレモウイルス属
微生物 ウイルス エンベロープ　（envelope）
微生物 ウイルス ピコルナウイルス科（Family　Picornaviridae）
微生物 ウイルス ディシピウイルス属
微生物 ウイルス アフトウイルス属
微生物 ウイルス サリウイルス属　（Ｓａｌｉｖｉｒｕｓ） 2015/3/9 P- 43  



微生物 ウイルス セネカウイルス属
微生物 ウイルス コサウイルス属
微生物 ウイルス ヒトライノウイルスＡ～Ｂ　（human　rhinovirus　Ａ～Ｂ）
微生物 ウイルス アクアマウイルス属
微生物 細　菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 ウイルス アレルギーの原因となるウイルス
微生物 細　菌 アレルギーの原因となる細菌
微生物 手足口病 口腔ガンジタ症
微生物 真　菌 アレルギーの原因となる真菌
微生物 ウイルス アビヘパトウイルス属
微生物 細　菌 クレブシエラ・ニューモニエ肺炎桿菌
微生物 ウイルス 脳心筋炎ウイルス（encephalomyocarditis　virus）
微生物 真　菌 プチダ菌
微生物 ウイルス サペロウイルス属
微生物 ウイルス エルボウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム科
微生物 ウイルス ヘパトウイルス属
微生物 ウイルス テッショウウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム目
微生物 ウイルス エンテロウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム綱
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）感染症
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）
微生物 ウイルス コブウイルス属
微生物 ウイルス フイルミクテス門
微生物 細　菌 不顕性感染
微生物 細　菌 弱毒性
微生物 真　菌 酵母菌
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 カルバラリア属   Curvularia spicitera　　（稲のカビ）
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 もろこし黒穂病
微生物 微生物 マルハナバチ
微生物 微生物 ミバエ
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 大麦黒穂病
微生物 微生物 キイロ・クロスズメバチ
微生物 微生物 プルラリア・プルランス   Pullularia pullulans
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 ウイルス 後天性免疫不全症
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）2015/3/9 P- 44  



微生物 真　菌 ジョンソン黒穂病
微生物 微生物 ゴキブリ
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 乳酸菌 ヘテロ乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸桿菌
微生物 乳酸菌 ラクトバシラス属(Lactobacillus)
微生物 乳酸菌 偏性嫌気性桿菌
微生物 乳酸菌 アクネ菌(プロピオニバクテリウム・アクネ菌)
微生物 乳酸菌 乳酸球菌
微生物 ヘルペス セロトニン
微生物 ヘルペス 湿熱
微生物 ヘルペスⅡ 熱に弱い　　４２度以上
微生物 ヘルペス 化膿菌
微生物 真　菌 アルタナリア属　（食品腐敗菌、植物金斑病菌）
微生物 真　菌 腋毛糸状菌症
微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 ヘルペスⅡ ニコチン(毒)
微生物 真　菌 リゾープス・ニグリカンス   MMP Rhizopus nigricans
微生物 真　菌 皮膚糸状菌症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ウイルス エンテロウィルス
微生物 手足口病 エンテロウイルス
微生物 真　菌 真菌毒素
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 スポロトリクム症
微生物 ウイルス 弱毒性　　　　                    　 （鳥インフルエンザ）

微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　Trichoderma viride
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）
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微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 微生物 ラン藻
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ヘルペスⅡ タール
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 ヘルペス POXウイルス
微生物 細　菌 バクテリオファージ
微生物 細　菌 狼瘡
微生物 ウイルス 母乳感染
微生物 ウイルス 抗生物質
微生物 細　菌 眼や鼻の粘膜や外傷から感染
微生物 細　菌 カルバペネム系抗生物質
微生物 ウイルス ノイラミニターゼ
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による神経の痛み
微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による皮膚の痛み
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による皮膚の痛み
微生物 真　菌 壊死性筋膜炎
微生物 細　菌 感染
微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による神経の痛み
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム 2015/3/9 P- 46  



微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 麦黒穂病   Smut,Oat
微生物 微生物 働き蟻
微生物 微生物 コオロギ
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   MMP Rhodotorula gulutinis
微生物 ウイルス インフルエンザ
微生物 ヘルペス 潰瘍
微生物 真　菌 サルモネラ菌
微生物 細　菌 サルモネラ菌
微生物 真　菌 癜風　（でんぷん）
微生物 真　菌 黒色砂毛症
微生物 真　菌 白色砂毛症
微生物 ヘルペス マラセチア毛包炎
微生物 ヘルペス ファムシクロビル
微生物 ヘルペス アシクロビル
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 Ｃ型肝炎フアクター
微生物 真　菌 多剤耐性サルモネラ菌
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 細　菌 腫瘍マーカーCEA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーAFP（フェリチン）
微生物 細　菌 腫瘍マーカーGIモニター(CA19-9抗原)
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックPSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックfreePSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーBRモニター(CA15-3抗原)
微生物 真　菌 後天性リポジストロフィー
微生物 ヘルペスⅡ お互いに思いやる兄弟に暖かい手を
微生物 ヘルペス 潜伏
微生物 真　菌 セルラーゼ
微生物 ヘルペスⅡ お互いに、よりよく生きる喜び
微生物 ヘルペスⅡ お互いに天寿を全うする
微生物 ウイルス エボラウイルス属　（Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ
微生物 ウイルス ザイールエボラウイルス　（Ｚａｉｒｅ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス レストンエボラウイルス　　（Ｒｅｓｔｏｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス ブンディブギョエボラウイルス （Bundibuqyo ebolavirus）
微生物 ウイルス 母親より接触感染
微生物 ウイルス スーダンエボラウイルス　　（Ｓｕｄａｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）2015/3/9 P- 47  



微生物 ウイルス タイフォレストエボラウイルス　（Tai Forest ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 胎内感染
微生物 ウイルス 秋疫（あきやみ）レプトスピラ
微生物 ウイルス Ｌｅｐｔｏｎｅｍａ
微生物 ウイルス レプトスピラ属　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ）
微生物 ウイルス レプトスピラ科　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａｃｅａｅ）
微生物 ウイルス ワイル病レプトスピラ　（黄疸出血性レプトスピラ）
微生物 ウイルス スピロヘータ属　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔa
微生物 ウイルス スピロヘータ科　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔaceae
微生物 ウイルス スピロヘータ目　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔales
微生物 ウイルス スピロヘータ門　Ｓｐｉｒｏｃｈｅｔｅｓ
微生物 ウイルス ライム病ボレリア　（Ｂ．Burgdorferi）
微生物 ウイルス ライム病
微生物 ウイルス スピロヘータ綱　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔｅｓ
微生物 ウイルス 真正細菌
微生物 ウイルス 回帰熱ボレリア　（Ｂ．Ｒｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓ）
微生物 ウイルス ボレリア属　Ｂｏｒｒｅｌｉａ
微生物 ウイルス 豚赤痢菌　（Ｓ．Hyodysenteriae）
微生物 ウイルス Brachyspira
微生物 ウイルス トレポネーマ属　（Treponema）
微生物 ウイルス Ｔreponema　denticola
微生物 ウイルス 歯周病菌
微生物 ウイルス 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
微生物 ウイルス セルプリナ属　（Serpulina）
微生物 ウイルス セルプリナ科　（Serpulinaceae）
微生物 微生物 ボレリア・アフゼリ　Ｂ.afzelii
微生物 微生物 ボレリア・ブルグドルフェリ　Ｂ.burgdorferi
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型
微生物 ウイルス モノネガウイルス目　（Mononeqavirales）
微生物 手足口病 口唇
微生物 細　菌 多剤耐性遺伝子
微生物 微生物 ボレリア・ガリニ　Ｂ.garinii
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
微生物 ウイルス フイロウイルス科　（Ｆｉｌｏｖｉｒｉｄａｅ）
微生物 真　菌 溶原菌
微生物 真　菌 多発性関節炎
微生物 真　菌 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)
微生物 ウイルス フラノクマリン類(furanocoumarins)
微生物 真　菌 光圭コンジローム
微生物 ウイルス ヒトスジシマカ 　（蚊）
微生物 ウイルス ネッタイシマカ　（蚊）
微生物 微生物 ダニ　ボレリア・バードフェリ

微生物 ウイルス 変異

微生物 ヘルペスⅡ ウィルスが生存できない血液
微生物 細　菌 グラム陽性菌　（感染症）
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌
微生物 細　菌 セラチア(腸内菌)
微生物 細　菌 セラチア・マルセッセンス
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微生物 ヘルペスⅡ 相手を生かし自分も生きる
微生物 ウイルス ＩｇＧ４　（Ｔｅｔ）
微生物 ウイルス ＩｇＧ４関連疾患　　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス リポタンパク
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞を修復する酵素
微生物 ヘルペスⅡ 生命体への深い自愛と尊敬
微生物 ヘルペスⅡ 仏心の目覚め
微生物 ヘルペスⅡ 般若心経
微生物 ヘルペスⅡ 文字の言霊
微生物 ヘルペスⅡ 家族とのあいさつ
微生物 ヘルペスⅡ 私は、男として生まれてきてよかった
微生物 ヘルペスⅡ 女性と結婚できることを望んでいる
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られても、今後の付き合いに生かしていく
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られた
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られていない
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為から異性に目覚めた
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為に決別した
微生物 ヘルペスⅡ 私は、人間本来のもつ愛する女性と結婚する
微生物 ヘルペスⅡ 私は愛する女性と将来、出会い、その女性と結婚し幸せになる
微生物 ヘルペスⅡ 私は幼いころ、家族や親戚の皆から愛された
微生物 ヘルペスⅡ 家族が、結婚するのを楽しみにしている
微生物 ヘルペスⅡ 我が心の故郷
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大分類 件　名 機　　能　　他
神　経 前厄
神　経 本厄
神　経 大厄
神　経 後厄
神　経 殺界
神　経 宿命大殺界
神　経 グリオーシス
神　経 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
神　経 耳介側頭筋神経との交通枝
神　経 耳介側頭筋神経
神　経 輪状咽頭筋
神　経 破裂喉頭蓋
神　経 前庭ヒダ
神　経 ドーパミンＤ２受容体
神　経 ツノビキノカミ　角樴神
神　経 スイチニノカミ　須比地邇神
神　経 大脳鎌テント接合部髄膜腫
神　経 大脳鎌髄膜腫
神　経 涙腺
神　経 蝶形骨縁髄膜腫
神　経 流産
神　経 三叉神経鞘腫
神　経 ウヒチニノカミ　宇比地邇神
神　経 延髄
神　経 過形成性グリオーシス　（ｈｙｐｅｒｐｌａｓｔｉｃ ｇｌｉｏｓｉｓ）
神　経 アセチルコリン
神　経 インパルス
神　経 神経線維の小束
神　経 神経線維
神　経 求心性インパルス
神　経 求心性神経活動
神　経 水分調節中枢
神　経 グルホシネート
神　経 ニセ神経伝達物質
神　経 興奮性神経伝達物質
神　経 ドバミン
神　経 神経伝達物質
神　経 天日長命薬師守神
神　経 好転反応
神　経 アメトヨマジナイタテヒコノミコト　天豊禁厭建彦尊
神　経 天日体骸薬師守神
神　経 アメヒモクライマヂナイヒコノミコト　天日体髄医師彦神
神　経 アメノソコダチノカミ　天之底立神
神　経 クニノソコダチノカミ　国之常立神
神　経 トヨクムヒメノカミ　豊雲媛神
神　経 トヨクムネノカミ　豊斟渟神　（豊雲野根尊）
神　経 反射反応
神　経 化学受容器 2015/3/9 P- 50  
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神　経 中枢性疼痛症候群
神　経 脳幹部変形
神　経 聴神経鞘腫
神　経 前庭神経鞘腫
神　経 脳浮種
神　経 小脳橋角部腫瘍
神　経 脳質腹腔
神　経 脳室上衣下結節　（subependymal glial fibrillan nodue)
神　経 上衣腫　ｅｐｅｎｄｙｍｏｍａ
神　経 自律神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 自律神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 脳病変
神　経 中枢神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 細い静脈
神　経 脳幹部グリオーマ　（ｂｒａｉｎｓｔｅｍ　ｇｌｉｏｍａ）
神　経 中枢神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 顎下腺
神　経 橋
神　経 鼻
神　経 自律神経
神　経 腰内臓神経
神　経 腰神経
神　経 呼吸中枢
神　経 呼吸筋
神　経 大脳
神　経 中枢神経
神　経 小脳
神　経 A線維
神　経 大動脈圧受容器
神　経 大動脈神経
神　経 スリット型脳室
神　経 自律神経系の第１次中枢
神　経 血圧調節
神　経 脳幹の自律神経中枢
神　経 循環中枢
神　経 脊椎側湾症
神　経 びまん性星細胞腫
神　経 皮膚の神経線維腫
神　経 舌下神経鞘腫
神　経 舌咽神経鞘腫
神　経 蔓状神経線維腫　ｐｌｅｘｉｆｏｒｍ neurofibroma
神　経 穹隆部髄膜腫
神　経 びまん性神経線維腫
神　経 交感神経節後ニューロン
神　経 悪性抹消神経鞘腫
神　経 多発性線維腫　ｎｅｕｒｏｆｉｂｒｏｍａ
神　経 抹消神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 舌根 2015/3/9 P- 51  



神　経 舌の後部　咽頭
神　経 抹消神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 迷走神経鞘腫
神　経 心臓抑制中枢
神　経 心収縮
神　経 心収縮力の低下
神　経 心拍出量
神　経 心拍出量の低下
神　経 心拍数
神　経 心拍数の低下
神　経 神経症状
神　経 神経伝達障害
神　経 神経障害性疼痛
神　経 顔面の皮膚
神　経 神経線維腫症２型　ＮＦー2
神　経 有痛性外傷性単神経障害
神　経 交感神経の緊張性活動の低下
神　経 容量血管
神　経 抵抗血管
神　経 容量血管の拡張
神　経 抵抗血管の拡張
神　経 髄鞘
神　経 神経線維腫
神　経 ランビエの絞輪
神　経 運動神経
神　経 運動神経
神　経 軸索
神　経 第４脳室底部
神　経 有髄線維
神　経 C線維
神　経 聴覚神経
神　経 体温調節中枢
神　経 神経節
神　経 脊髄
神　経 神経細胞
神　経 節前線維
神　経 節後線維
神　経 舌下神経
神　経 舌筋
神　経 嗅神経
神　経 毛様体神経節
神　経 末梢神経
神　経 交感神経140
神　経 交感神経141
神　経 交感神経幹
神　経 唾液腺
神　経 酵素成分の多い唾液を分泌
神　経 舌下腺
神　経 アクチン輸送 2015/3/9 P- 52  



神　経 神経組織
神　経 ニューロン
神　経 上位運動ニューロン
神　経 舌咽神経
神　経 コルチコステロン
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 動悸亢進
神　経 樹状突起
神　経 座骨神経
神　経 上顎神経
神　経 神経炎
神　経 神経伝達の減退
神　経 眼球
神　経 神経（全般）
神　経 脊髄神経
神　経 迷走神経
神　経 知覚神経
神　経 跳躍伝導
神　経 活動電位
神　経 交感神経性血管拡張線維
神　経 交感神経性血管収縮線維
神　経 顎下神経節
神　経 中間神経 Ⅶ
神　経 下顎神経
神　経 静止膜電位
神　経 絶縁
神　経 副交感神経
神　経 舌の前部
神　経 神経原線維
神　経 仙骨内臓神経
神　経 中内臓神経
神　経 胸神経
神　経 上頸神経節
神　経 中頸神経節
神　経 咀嚼筋　（そしゃく筋）
神　経 神経幹細胞
神　経 細胞体
神　経 細胞膜
神　経 細胞骨格
神　経 頸神経
神　経 シュワン細胞
神　経 星状神経節
神　経 ナトリウムイオン
神　経 塩化物イオン
神　経 イオンチャンネル
神　経 カリウムイオン
神　経 大内臓神経
神　経 副神経
神　経 後シナプス細胞 2015/3/9 P- 53  



神　経 前シナプス細胞
神　経 シナプス小胞
神　経 錐体細胞
神　経 新生神経細胞
神　経 星状細胞
神　経 プルキンエ細胞
神　経 神経鞘
神　経 無髄神経
神　経 無髄線維
神　経 食欲
神　経 心臓交感神経
神　経 茎突舌筋
神　経 核（ニューロン）
神　経 表情筋
神　経 顔面けいれん
神　経 迷走神経背側核
神　経 シナプス
神　経 自律性効果器
神　経 内臓反射
神　経 迷走神経の緊張性活動の増加
神　経 Ｂ線維
神　経 圧受容器　（baroreceptor)

神　経 血圧
神　経 伸展受容器　(stretch receptor)

神　経 神経伝達
神　経 心房壁（上・下大動脈の入り口付近）
神　経 心肺受容器
神　経 血液脳関門
神　経 神経終末
神　経 外眼筋
神　経 神経圧迫
神　経 痺れ　（しびれ）
神　経 髄鞘空洞化　（ｍｙｅｌｉｎ　ｖａｃｕｏｌｉｚａｔｉｏｎ）
神　経 異形成　（ｄｙｓｐｌａｓｉａ）
神　経 交感神経依存性疼痛
神　経 レックリングハウゼン病
神　経 自律神経失調症
神　経 自律神経障害
神　経 交感神経性ジストロフィ
神　経 反射性交感神経性ジストロフィ
神　経 骨盤神経節 (その2　子宮拡張、排尿をおこす、陰茎勃起)
神　経 骨盤神経節 (その１　子宮収縮、尿をためる、射精)
神　経 ミエリン鞘
神　経 小内臓神経
神　経 末梢神経
神　経 運動過多
神　経 交感神経線維
神　経 アドレナリン分泌を促進
神　経 レニン分泌を促進 2015/3/9 P- 54  



神　経 グリコゲンを分解
神　経 下腸間膜神経節
神　経 上腸間膜神経節
神　経 伏在神経
神　経 随意運動
神　経 視神経 (眼)
神　経 仙骨神経
神　経 滑車神経
神　経 感覚神経
神　経 外転神経
神　経 瞳孔
神　経 腹腔神経節
神　経 座骨神経痛
神　経 副交感神経と交感神経のバランス
神　経 座骨神経痛
神　経 外頸動脈神経
神　経 内頸動脈神経
神　経 オレキシン神経細胞
神　経 食欲中枢
神　経 オレキシン神経
神　経 血圧調節
神　経 感覚線維
神　経 副交感線維
神　経 仙骨神経節
神　経 膝神経節
神　経 運動線維
神　経 頸動脈洞神経
神　経 シヌレイノパチー
神　経 Ｎ-ｍｙｃ　癌遺伝子
神　経 腫瘍（虹彩小結節）
神　経 神経膠腫　（グリオーマ）
神　経 神経根引き抜き損傷
神　経 病的なαーシヌクレイン
神　経 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
神　経 視神経膠腫
神　経 毛様細胞性星細胞腫
神　経 神経鞘腫
神　経 線維肉腫
神　経 悪性末梢神経鞘腫瘍
神　経 神経線維腫症２型　（ＮＦ－2）
神　経 神経線維腫症１型　（ＮＦ－１）
神　経 三叉神経痛
神　経 神経原性かつ遺伝性疾患
神　経 骨盤内臓神経
神　経 三叉神経痛
神　経 視神経
神　経 動眼神経
神　経 耳
神　経 耳神経節 2015/3/9 P- 55  



神　経 排尿反射
神　経 内臓性求心路
神　経 神経鞘
神　経 神経細胞体
神　経 反射性循環反応
神　経 排尿中枢
神　経 頸動脈洞圧受容器
神　経 イクビキノカミ　活樴神
神　経 神経栄養因子
神　経 脂肪組織 =FA
神　経 耳下腺
神　経 耳下腺分泌線維（副交感線維）
神　経 細い動脈
神　経 血糖調節中枢
神　経 皮膚圧覚
神　経 皮膚触覚
神　経 皮膚温度感覚
神　経 尾骨神経
神　経 マーリン　ｍｅｒｌｉｎ　（蛋白質）
神　経 髄膜腫
神　経 髄膜腫症　ｍｅｎｉｎｑｉｏｍａｔｏｓｉｓ
神　経 蝸牛神経鞘腫
神　経 代謝性神経障害
神　経 神経膠腫
神　経 膠芽腫
神　経 髄液吸収障害
神　経 顔面神経鞘腫
神　経 顔面神経麻痺
神　経 嚥下の第３相　（食道期）
神　経 カテコールアミン分泌の減少
神　経 内耳
神　経 内耳神経
神　経 蝸牛神経
神　経 前庭神経
神　経 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

神　経 嘔吐　（おうと）
神　経 嘔吐反射　（vomiting reflex)

神　経 嚥下の第２相　（咽頭期）
神　経 嚥下の第１相　（口腔期）
神　経 翼口蓋神経節
神　経 顔面神経
神　経 上心臓神経
神　経 胸心臓神経
神　経 心臓神経
神　経 中心臓神経
神　経 下心臓神経
神　経 鼓膜張筋神経
神　経 鼓室神経
神　経 鼓室神経との交通枝 2015/3/9 P- 56  



神　経 超音波
神　経 嚥下中枢
神　経 末梢神経の遠心性
神　経 エンテロクロマフィン細胞
神　経 口蓋帆張筋神経
神　経 ＣＴＺ　（chemoreceptor trigger zone)
神　経 嘔吐中枢
神　経 カテコールアミン分泌
神　経 ５ーＨＴ３受容体
神　経 セロトニン５－ＨＴ３受容体
神　経 迷走神経知覚線維
神　経 カテコールアミン
神　経 グリア細胞
神　経 迷走神経運動核
神　経 樹状細胞
神　経 圧受容器反射による血圧調節
神　経 延髄の循環中枢　　（cardiovascular center)

神　経 多発性髄膜腫
神　経 痴情霊
神　経 交通性水頭症
神　経 乏突起膠腫
神　経 シャント術
神　経 減圧反射
神　経 減圧神経
神　経 降圧中枢
神　経 三叉神経
神　経 求心性線維
神　経 神経線維腫症１型　ＮＦー１
神　経 末梢神経の求心性
神　経 昇圧中枢
神　経 グレード1
神　経 グレード2
神　経 動脈圧受容器反射
神　経 圧受容器反射
神　経 ゲイン　（17ｑ21 - ｑｔｅｒの部分ゲイン）
神　経 第２２染色体長腕　（２２ｑ１２）
神　経 １７番染色体の長腕
神　経 1番染色体の短腕（１ｐ）の欠失
神　経 責任遺伝子
神　経 カミナホヒノカミ　神直日神
神　経 本能行動
神　経 ジボカンノン　慈母観音
神　経 本能
神　経 天豊医師主神
神　経 アメノミナカヌシノカミ　天之御中主神
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
高次脳機能 血液脳関門 視力障害
高次脳機能 血液脳関門 運動障害
高次脳機能 血液脳関門 無機物霊
高次脳機能 血液脳関門 マラリア
高次脳機能 血液脳関門 テタニー症候群
高次脳機能 血液脳関門 進行性痴呆
高次脳機能 血液脳関門 妖怪
高次脳機能 血液脳関門 魑魅　
高次脳機能 血液脳関門 魍魎　　　　　　　
高次脳機能 血液脳関門 筋攣縮
高次脳機能 血液脳関門 口部ジスキネジー　（ジスキネジア）
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 血液脳関門 不均衡調整の体液
高次脳機能 血液脳関門 グルコース
高次脳機能 血液脳関門 トランスポートＤグルコース
高次脳機能 血液脳関門 イオン膜内
高次脳機能 血液脳関門 親水性
高次脳機能 血液脳関門 電解質
高次脳機能 血液脳関門 レプチン
高次脳機能 血液脳関門 流体
高次脳機能 血液脳関門 アセンブルヘテロポリマー
高次脳機能 血液脳関門 全般性痙攣
高次脳機能 血液脳関門 ウイルス霊
高次脳機能 血液脳関門 生理的ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 陽性ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 陰性ミオクローヌス　negative myoclonus
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス発作　myoclonic seizure
高次脳機能 血液脳関門 症候性（代謝性・中毒性）ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス痙攣（けいれん）
高次脳機能 血液脳関門 細菌霊
高次脳機能 血液脳関門 企図時ミオクローヌス　（動作時ミオクローヌス）
高次脳機能 血液脳関門 石油霊
高次脳機能 血液脳関門 フリーラジカル
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌスてんかん
高次脳機能 血液脳関門 てんかん性ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 神経伝達物質
高次脳機能 血液脳関門 キャリアシステム
高次脳機能 血液脳関門 システムキャリア
高次脳機能 血液脳関門 Ballabh
高次脳機能 血液脳関門 ホストの相互作用
高次脳機能 血液脳関門 メッセンジャープリン
高次脳機能 血液脳関門 活動責任の代謝性の脳集中力
高次脳機能 血液脳関門 前駆体
高次脳機能 血液脳関門 動物霊
高次脳機能 血液脳関門 植物霊
高次脳機能 血液脳関門 Physcial
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリア
高次脳機能 血液脳関門 脳から削除 2015/3/9 P- 58  



高次脳機能 血液脳関門 脳の進行性疾患
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリアの白血球
高次脳機能 血液脳関門 脳嘔吐
高次脳機能 血液脳関門 過渡劣化
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷物理
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷
高次脳機能 血液脳関門 脳血管障害
高次脳機能 血液脳関門 中枢神経病変
高次脳機能 血液脳関門 大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 １°構造
高次脳機能 血液脳関門 １°構造は非常にクローディン異なる
高次脳機能 血液脳関門 酸素
高次脳機能 血液脳関門 エンドセリンー１
高次脳機能 血液脳関門 相互作用ホモフィリックアセンブル
高次脳機能 血液脳関門 隣接するセル間
高次脳機能 血液脳関門 終板血管器官
高次脳機能 血液脳関門 終板
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲
高次脳機能 血液脳関門 機能
高次脳機能 血液脳関門 拡散
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲の臓器
高次脳機能 血液脳関門 メール大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 最後野
高次脳機能 血液脳関門 ４０ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 血液中のブドウ糖濃度
高次脳機能 血液脳関門 ２２ｋＤａリン
高次脳機能 血液脳関門 ６５ｋＤａ蛋白リン
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの単参加の細胞
高次脳機能 血液脳関門 トラバーサルＢＢＢ
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの組織周囲
高次脳機能 血液脳関門 リガンド受容体相互作用
高次脳機能 血液脳関門 エリア後野センター
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ受容体
高次脳機能 血液脳関門 弓のオルガン
高次脳機能 血液脳関門 構造バリアの血液脳
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢのリリース成熟
高次脳機能 血液脳関門 血液の信号
高次脳機能 血液脳関門 リン脂質二重層
高次脳機能 血液脳関門 Ｃａ２+の３
高次脳機能 血液脳関門 脳弓下器官
高次脳機能 血液脳関門 口蓋ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 機械的閉塞の血管
高次脳機能 血液脳関門 細胞傷害性壊死因子１　（ＣＮＦ論理1）
高次脳機能 血液脳関門 制御する
高次脳機能 血液脳関門 第３脳室
高次脳機能 血液脳関門 下垂体前葉
高次脳機能 血液脳関門 脈絡叢
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高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 血液脳関門 グルタミン酸
高次脳機能 血液脳関門 正中隆起
高次脳機能 血液脳関門 第４脳室
高次脳機能 血液脳関門 線毛
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞の隣接分子
高次脳機能 血液脳関門 ローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 プロファイル
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格転位
高次脳機能 血液脳関門 トロンビン
高次脳機能 血液脳関門 傍細胞
高次脳機能 血液脳関門 細胞外経路
高次脳機能 血液脳関門 周皮形成
高次脳機能 血液脳関門 拡散ダウン物質の勾配
高次脳機能 血液脳関門 サブユニット
高次脳機能 血液脳関門 細胞の表面
高次脳機能 血液脳関門 ＡＤＨ
高次脳機能 血液脳関門 アクチンの再編成
高次脳機能 血液脳関門 アクチン
高次脳機能 血液脳関門 エンドサイトーシス
高次脳機能 血液脳関門 誘導アクチン
高次脳機能 血液脳関門 脊髄前核細胞
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格
高次脳機能 血液脳関門 細胞内皮
高次脳機能 血液脳関門 神経性下垂体
高次脳機能 血液脳関門 内皮の構造と機能の整合性の維持
高次脳機能 血液脳関門 周皮
高次脳機能 血液脳関門 ｃｉｎｇｕｌｉｎ
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー２
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー１
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー３
高次脳機能 血液脳関門 細胞アクセサリー蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 宿主細胞
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞間の直接接触
高次脳機能 血液脳関門 再構成細胞骨格
高次脳機能 血液脳関門 細胞分離
高次脳機能 血液脳関門 促進輸送
高次脳機能 血液脳関門 細胞内のＩＰ
高次脳機能 血液脳関門 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣのタイプの結合
高次脳機能 血液脳関門 ｍｉｃｒｏｈｅｍｍｏｒａｇｅ
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ血小板受容体活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入バインドするには、細菌侵入
高次脳機能 血液脳関門 ｃｙｔｏｓｌｅｌｅｔｏｎ
高次脳機能 血液脳関門 血管を提供構造をサポートする能力 （ｖａｓｏｄｙｎａｍｉｃ)
高次脳機能 血液脳関門 細胞神経細胞
高次脳機能 血液脳関門 脳微小血管内皮細胞　(ＢＭＥＣ)
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高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入
高次脳機能 血液脳関門 Ｂｒａｄｙｋｉｎ
高次脳機能 血液脳関門 血液脳関門
高次脳機能 血液脳関門 特殊な伝送
高次脳機能 血液脳関門 生後関与アストロサイト
高次脳機能 血液脳関門 強縮性収縮　tetaniccontraction
高次脳機能 血液脳関門 侵入微生物
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動症
高次脳機能 血液脳関門 菌類
高次脳機能 血液脳関門 周囲組織の壊死
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ損失
高次脳機能 血液脳関門 寄生赤血球
高次脳機能 血液脳関門 要件感染のＢＢＢの転成功
高次脳機能 血液脳関門 細菌のライブ
高次脳機能 血液脳関門 血中オキシトシン
高次脳機能 血液脳関門 ヘルペスウイルス
高次脳機能 血液脳関門 松果体
高次脳機能 血液脳関門 ヒスタミン
高次脳機能 血液脳関門 血小板
高次脳機能 血液脳関門 オキシトシン
高次脳機能 血液脳関門 性行為感染ヘルペス
高次脳機能 血液脳関門 分泌メラトニン
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 透過性を変更する傍細胞
高次脳機能 血液脳関門 ペプチド
高次脳機能 血液脳関門 ｂｕｇｄｏｒｆｅｒｉ
高次脳機能 血液脳関門 ボレリア
高次脳機能 血液脳関門 ＰＲＢＣ
高次脳機能 血液脳関門 サイトカインの過剰産生
高次脳機能 血液脳関門 ファシリテーター輸送
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトエンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 受容体を介した
高次脳機能 血液脳関門 生理学
高次脳機能 血液脳関門 無症候性サルコイドーシス
高次脳機能 血液脳関門 オクルーディン
高次脳機能 血液脳関門 松果腺
高次脳機能 血液脳関門 焦点
高次脳機能 血液脳関門 クラウディン
高次脳機能 血液脳関門 接合内皮バインディング
高次脳機能 血液脳関門 水溶性サイトカイン
高次脳機能 血液脳関門 タウリン
高次脳機能 血液脳関門 分泌調節機能
高次脳機能 血液脳関門 確実にブロックする
高次脳機能 血液脳関門 線溶系カスケードの活性化リンク
高次脳機能 血液脳関門 病態要因にＢＢＢの増加を引き起こす
高次脳機能 血液脳関門 ４貫通ドメイン
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
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高次脳機能 血液脳関門 貪食活性
高次脳機能 血液脳関門 依存抑制因子
高次脳機能 血液脳関門 1つの膜貫通領域
高次脳機能 血液脳関門 バインディング循環
高次脳機能 血液脳関門 調節する傍細胞透過性
高次脳機能 血液脳関門 血小板活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 鎖のＴＪのローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 大行動酸
高次脳機能 血液脳関門 シグナル伝達機構
高次脳機能 血液脳関門 サポートＢＭＥＣ生化学
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤５
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤９
高次脳機能 血液脳関門 腫瘍壊死因子αのTNFーα
高次脳機能 血液脳関門 固定姿勢維持困難
高次脳機能 血液脳関門 asterixis アステリキ
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合依存経路
高次脳機能 血液脳関門 トキソプラズマ
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 血液脳関門 コカイン毒
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 血液脳関門 クローデイン
高次脳機能 血液脳関門 接合タイド
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能 血液脳関門 菌血症度の高
高次脳機能 血液脳関門 物質最も透水性に
高次脳機能 血液脳関門 神経サルコイドーシス
高次脳機能 血液脳関門 接合タイトローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 リリース
高次脳機能 血液脳関門 neurohormones
高次脳機能 血液脳関門 信号神経
高次脳機能 血液脳関門 長短
高次脳機能 血液脳関門 タイト名結合
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合
高次脳機能 血液脳関門 より広範なタイトな結合（のＪＴ）
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトＢＢＢを生成
高次脳機能 血液脳関門 要因アストロサイドによって生成
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｑｉｏｎｏｌｏｎｉｃ酸
高次脳機能 血液脳関門 ＭＩＰは、２
高次脳機能 血液脳関門 神経端末
高次脳機能 血液脳関門 エンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 白血球ＪＡＭ
高次脳機能 血液脳関門 薬剤の副作用
高次脳機能 血液脳関門 カリニ原虫
高次脳機能 血液脳関門 減少白血球同型の移行を強化
高次脳機能 血液脳関門 白血球遊走
高次脳機能 血液脳関門 白血病信号
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質接合タイト
高次脳機能 血液脳関門 ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍの複数形 2015/3/9 P- 62  



高次脳機能 血液脳関門 トランス脂肪酸
高次脳機能 血液脳関門 白血球
高次脳機能 血液脳関門 カンジダ
高次脳機能 血液脳関門 検出レベル
高次脳機能 血液脳関門 ニコチン
高次脳機能 血液脳関門 Ｃクリプトコッカス
高次脳機能 血液脳関門 循環白血球
高次脳機能 血液脳関門 外膜タンパク質Ａ
高次脳機能 血液脳関門 アクセサリータンパク質
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 接着接合
高次脳機能 血液脳関門 カテニン
高次脳機能 血液脳関門 接点間の細胞接着フォーム
高次脳機能 血液脳関門 リンク膜タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 架橋膜貫通タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 透水性
高次脳機能 血液脳関門 井部タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 間膜蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 構造
高次脳機能 血液脳関門 肺炎の細胞壁のホスホリルコリン
高次脳機能 血液脳関門 全体白血球　interendothelial
高次脳機能 血液脳関門 AB蛋白質のコンポーネント
高次脳機能 血液脳関門 サブスタンスＰ
高次脳機能 血液脳関門 輪廻を導く可能性
高次脳機能 血液脳関門 選択拡散
高次脳機能 血液脳関門 積分膜タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質仲介コンプレックス
高次脳機能 血液脳関門 規制タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 ＬＩＦ法拡散
高次脳機能 血液脳関門 コンセンサス　（意見の一致）
高次脳機能 血液脳関門 壁内　Intramembranous
高次脳機能 血液脳関門 膜関連グアニル酸キナーゼ様タンパク質　（ＭＡＧＵＫＳ）
高次脳機能 血液脳関門 覚せい剤
高次脳機能 血液脳関門 アヘン毒
高次脳機能 血液脳関門 麻薬中毒
高次脳機能 血液脳関門 不在ピンホール
高次脳機能 血液脳関門 転送転送細胞内
高次脳機能 血液脳関門 ＵＭＰ
高次脳機能 血液脳関門 バリア
高次脳機能 血液脳関門 ＵＴＰ
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｘファミリー
高次脳機能 血液脳関門 バリア機能
高次脳機能 血液脳関門 オリゴデンドロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｙファミリー
高次脳機能 血液脳関門 アミノ酸中性
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２プリン受容体
高次脳機能 血液脳関門 Ｇタンパク共役型受容体
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンイオン依存性カルシウムドメイン
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンーカテニン複合体 2015/3/9 P- 63  



高次脳機能 血液脳関門 遺伝子組換食品（ターミネーター）
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリン
高次脳機能 血液脳関門 細胞膜
高次脳機能 血液脳関門 ＤＮＡマイクロアレイ
高次脳機能 血液脳関門 細胞接着を通じて輪廻
高次脳機能 血液脳関門 スター型グリア細胞
高次脳機能 血液脳関門 グリシン
高次脳機能 血液脳関門 疎pinocytic小砲輸送
高次脳機能 血液脳関門 必須アミノ酸
高次脳機能 血液脳関門 霊障
高次脳機能 血液脳関門 ミクログリア
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ間隙
高次脳機能 血液脳関門 痴情霊
高次脳機能 血液脳関門 スペロヘータ
高次脳機能 血液脳関門 細菌
高次脳機能 血液脳関門 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
高次脳機能 血液脳関門 トラバース
高次脳機能 血液脳関門 脳腫瘍
高次脳機能 血液脳関門 ジャム機能バリア
高次脳機能 血液脳関門 ジャム
高次脳機能 血液脳関門 転送物質の親油性
高次脳機能 血液脳関門 アルコール
高次脳機能 血液脳関門 インターロイキンβはILーβ
高次脳機能 血液脳関門 形態脳血液
高次脳機能 血液脳関門 先祖霊
高次脳機能 血液脳関門 悪魔・サタンの霊障
高次脳機能 血液脳関門 自縛霊
高次脳機能 血液脳関門 分子
高次脳機能 血液脳関門 分子として機能するタンパク結合
高次脳機能 血液脳関門 アポトーシス
高次脳機能 血液脳関門 集中力
高次脳機能 血液脳関門 パラクリン
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 橋 台形体
脳 橋 台形体核
脳 橋 下丘
脳 橋 毛帯交叉
脳 橋 内膝(脳内の顔面神経膝)
脳 橋 外膝(側頭骨内の顔面神経膝)
脳 橋 翼突管神経
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 アブミ骨底
脳 橋 前庭神経節
脳 橋 前半規管
脳 橋 後半規管
脳 橋 アブミ骨筋神経
脳 橋 外側半規管
脳 橋 蝸牛神経
脳 橋 前庭神経
脳 橋 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
脳 橋 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 橋 蝸牛神経背側核(背側蝸牛神経核)dorsal cochlear nculeus

脳 橋 青斑核
脳 橋 内側縦束
脳 橋 前庭神経核
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の動毛
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の不動毛
脳 橋 上唾液核
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 橋 鼓索神経
脳 橋 耳下腺神経叢
脳 橋 ラセン器
脳 橋 蝸牛管にあるラセン器(コルチ器)の有毛細胞
脳 橋 卵形嚢斑
脳 橋 上髄帆
脳 橋 蓋板
脳 橋 基板
脳 橋 前庭神経節ニューロン
脳 橋 前庭神経節ニューロンの中枢枝
脳 橋 オリーブ赤核路
脳 橋 球形嚢斑
脳 橋 内側直筋
脳 橋 外側直筋
脳 橋 卵形嚢
脳 橋 球形嚢
脳 橋 内耳神経
脳 橋 上行枝
脳 橋 三叉神経運動根 Ⅴ
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脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 上小脳脚交叉
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 橋 脳神経核
脳 橋 直接小脳前庭線維　direct　cerebellovestibular　fibers
脳 橋 前角運動ニューロン
脳 橋 涙腺
脳 橋 外眼筋
脳 橋 三半規管内の膨大部
脳 橋 前庭神経外側核
脳 橋 延髄
脳 橋 ロ蓋神経
脳 橋 咬筋
脳 橋 節前ニューロン
脳 橋 顎下腺
脳 橋 眼神経
脳 橋 橋網様体 pontine reticular formation
脳 橋 橋核路
脳 橋 橋
脳 橋 視床外側腹側核
脳 橋 表情筋
脳 橋 中脳
脳 橋 大脳皮質
脳 橋 大脳小脳連関
脳 橋 小脳
脳 橋 三半規管
脳 橋 後頭筋
脳 橋 後耳介筋
脳 橋 膝神経節
脳 橋 ラセン神経節
脳 橋 橋の縦橋線維　longitudinal　pontine　fibers
脳 橋 橋背部　dorsal　portion(橋被蓋　pontine tegmentum)
脳 橋 橋の背側
脳 橋 正中傍橋網様体
脳 橋 縦橋線維
脳 橋 橋腹側部の線維
脳 橋 中脳中心灰白質
脳 橋 聴覚路
脳 橋 聴覚路の二次線維
脳 橋 聴覚路の三次線維
脳 橋 歯状核
脳 橋 VL核ニューロン
脳 橋 脊髄前庭路　spinovestibular　tract
脳 橋 二次前庭小脳線維
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 鈎状束　uncinate　fascicle
脳 橋 非交叉性線維
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脳 橋 室頂核前庭線維
脳 橋 菱脳唇
脳 橋 視床皮質投射路
脳 橋 大脳皮質運動野
脳 橋 視床VPM核
脳 橋 小脳の球状核
脳 橋 小脳の栓状核
脳 橋 小脳皮質外側部
脳 橋 一次前庭線維　primary　vestibular　fibers
脳 橋 橋腹側部　ventral　porｔｉon(橋底部)
脳 橋 橋底部
脳 橋 橋背部
脳 橋 小脳虫部
脳 橋 小脳前葉虫部
脳 橋 台形体交叉
脳 橋 下小脳脚
脳 橋 中心被蓋路
脳 橋 小脳の外顆粒層
脳 橋 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 橋 橋動脈（脳底動脈の）
脳 橋 皮質橋核路　corticopｏntine　tract
脳 橋 小脳核
脳 橋 小脳半球外側部
脳 橋 中脳の下丘
脳 橋 上小脳脚
脳 橋 背側縦束
脳 橋 側頭骨
脳 橋 側頭筋
脳 橋 前頭葉
脳 橋 節後ニューロン
脳 橋 脊髄
脳 橋 錐体路 pyramidal tract(皮質脊髄路 corticospinal tract)
脳 橋 舌下腺
脳 橋 舌
脳 橋 淡蒼球　（大脳）
脳 橋 上顎神経
脳 橋 顎下神経節
脳 橋 中間神経 Ⅶ
脳 橋 三叉神経第3枝(下顎神経)
脳 橋 下顎神経
脳 橋 舌神経
脳 橋 視床下部
脳 橋 咀嚼筋　（そしゃく筋）
脳 橋 第４脳室　4th　ventricle
脳 橋 内側翼突筋
脳 橋 外側翼突筋
脳 橋 錐体鼓室裂
脳 橋 顔面神経膝
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脳 橋 副交感性節前線維
脳 橋 前頭葉にある前頭眼野
脳 橋 後鼻枝
脳 橋 錐体交叉
脳 橋 顔面神経核
脳 橋 顔面神経丘
脳 橋 顔面神経管
脳 橋 2次前庭小脳線維
脳 橋 第一次前庭線維
脳 橋 第四脳室底
脳 橋 小脳核ニューロンの軸索
脳 橋 伸筋支配運動ニューロンヘ
脳 橋 眼輪筋
脳 橋 口輪筋
脳 橋 滑車神経
脳 橋 外転神経
脳 橋 上髄帆滑車神経交叉 
脳 橋 滑車神経核
脳 橋 動眼神経核
脳 橋 温痛覚
脳 橋 アブミ骨筋
脳 橋 茎乳突孔
脳 橋 茎突舌骨筋
脳 橋 外転神経核
脳 橋 外転神経根
脳 橋 耳下腺
脳 橋 大錐体神経
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 橋 ラセン神経節ニューロン
脳 橋 中間聴条
脳 橋 背側聴条
脳 橋 腹側聴条
脳 橋 交連線維　commissure　fiers
脳 橋 鼓室
脳 橋 蝸牛管
脳 橋 翼口蓋神経節
脳 橋 顔面神経
脳 橋 顎二腹筋後腹
脳 橋 中小脳脚
脳 橋 広頚筋
脳 橋 片葉小節葉のプルキンエ細胞の軸索
脳 橋 内耳道
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 橋 下橋網様体
脳 橋 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 橋 脊髄視床路(脊髄毛帯系)
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脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus
脳 橋 疑核
脳 橋 上橋網様体
脳 橋 橋網様体脊髄路
脳 橋 内側網様体脊髄路
脳 橋 橋核小脳路
脳 橋 内側毛帯
脳 橋 橋の横橋線維　transverse　pontinefibers
脳 橋 蝸牛神経背側
脳 橋 受容器
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 橋 外側前庭脊髄路　lateral　vestibulospinal　tract
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 橋 外側毛帯
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 橋 小脳核視床路
脳 橋 聴覚伝導路
脳 橋 前庭神経内側核
脳 橋 後索・内側毛帯系
脳 橋 迷走神経背側運動核
脳 橋 視蓋脊髄路
脳 橋 延髄の後索核
脳 橋 翼板
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 橋 交叉性線維
脳 橋 運動覚
脳 橋 位置覚
脳 橋 深部感覚
脳 橋 振動覚
脳 橋 菱形窩
脳 橋 三叉神経
脳 橋 境界溝
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 橋 脊髄運動ニューロン
脳 橋 三叉神経の二次線維
脳 橋 三叉神経視床路
脳 橋 間質核脊髄路
脳 橋 三叉神経節
脳 橋 三叉神経節ニューロンの軸索
脳 橋 三叉神経節ニューロン
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
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脳 橋 下行枝
脳 橋 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路
脳 橋 三叉神経毛帯
脳 橋 三叉神経第1枝(眼神経)
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 橋 第1次ニューロン
脳 橋 第2次ニューロン
脳 橋 第3次ニューロン
脳 橋 脳幹
脳 橋 外側脊髄視床路
脳 橋 脊髄毛帯
脳 橋 前脊髄視床路
脳 橋 直接小脳前庭線維
脳 橋 内側前庭脊髄路 medial vestibulospinal tract
脳 橋 赤核
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）　　　大脳基底核（１）
脳 大脳基底核 劣等意識
脳 大脳基底核 劣等意識を克服する
脳 大脳基底核 視床皮質投射線維
脳 大脳基底核 無名質
脳 大脳基底核 無名質

脳 大脳基底核
運動野→線条体→淡蒼球→視床前腹側核(VA)と外側腹側核
(VL)→運動野という閉鎖回路

脳 大脳基底核 運動ニューロン
脳 大脳基底核 アルツハイマー病　（ＡＤ）
脳 大脳基底核 嗅三角
脳 大脳基底核 前交連
脳 大脳基底核 嗅索
脳 大脳基底核 嗅球
脳 大脳基底核 単語
脳 大脳基底核 言語理解
脳 大脳基底核 言語
脳 大脳基底核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 大脳基底核 大脳の外側溝
脳 大脳基底核 理解
脳 大脳基底核 調音
脳 大脳基底核 延髄
脳 大脳基底核 アセチルコリン
脳 大脳基底核 アテトーゼ athetosis
脳 大脳基底核 コリン作動系
脳 大脳基底核 自発運動
脳 大脳基底核 電位
脳 大脳基底核 高次運動の調節
脳 大脳基底核 高次運動
脳 大脳基底核 応機制　（Adjustment mechanism）
脳 大脳基底核 防衛機制
脳 大脳基底核 ポジティブフィードバック
脳 大脳基底核 大脳半球
脳 大脳基底核 終脳
脳 大脳基底核 帯状回
脳 大脳基底核 大脳皮質
脳 大脳基底核 視床背内側核
脳 大脳基底核 視床
脳 大脳基底核 後頭葉
脳 大脳基底核 大脳の被殻
脳 大脳基底核 被殻
脳 大脳基底核 嗅脳
脳 大脳基底核 半卵円中心
脳 大脳基底核 大脳の島皮質
脳 大脳基底核 大脳の右島
脳 大脳基底核 大脳の左島
脳 大脳基底核 大脳基底核
脳 大脳基底核 基底核皮質
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脳 大脳基底核 脳波
脳 大脳基底核 線条体黒質路
脳 大脳基底核 上小脳脚交叉
脳 大脳基底核 前核
脳 大脳基底核 中脳脚間核
脳 大脳基底核 中心灰白質中脳
脳 大脳基底核 大脳の前障
脳 大脳基底核 帯状束
脳 大脳基底核 小脳性振戦
脳 大脳基底核 小脳皮質
脳 大脳基底核 歯状回
脳 大脳基底核 視床VL核運動野
脳 大脳基底核 視床下束
脳 大脳基底核 嗅脳系
脳 大脳基底核 手綱核
脳 大脳基底核 ベータ（β）波
脳 大脳基底核 シータ（θ）波
脳 大脳基底核 基底核ｰ皮質コリン作動系
脳 大脳基底核 梨状葉皮質
脳 大脳基底核 デルタ（δ）波
脳 大脳基底核 ガンマ（γ）波
脳 大脳基底核 室周線維系
脳 大脳基底核 視床皮質路
脳 大脳基底核 脚橋被蓋核
脳 大脳基底核 視床皮質投射
脳 大脳基底核 室間孔
脳 大脳基底核 視床髄条
脳 大脳基底核 アルファ（α）波
脳 大脳基底核 小脳核
脳 大脳基底核 分界条
脳 大脳基底核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 大脳基底核 左右の大脳の活動のバランス
脳 大脳基底核 ベータ状態
脳 大脳基底核 シータ状態
脳 大脳基底核 デルタ状態
脳 大脳基底核 ガンマ状態
脳 大脳基底核 脳弓
脳 大脳基底核 アルファ状態
脳 大脳基底核 大脳の視床下核
脳 大脳基底核 背側縦束
脳 大脳基底核 皮質線条体路
脳 大脳基底核 表情認知課題
脳 大脳基底核 有髄線維
脳 大脳基底核 第三脳室
脳 大脳基底核 前頭葉
脳 大脳基底核 側脳室
脳 大脳基底核 頭頂葉
脳 大脳基底核 大脳の黒質
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脳 大脳基底核 側頭葉
脳 大脳基底核 脳下垂体
脳 大脳基底核 迷走神経
脳 大脳基底核 海馬　（海馬体）
脳 大脳基底核 学習
脳 大脳基底核 視床下部
脳 大脳基底核 嗅神経
脳 大脳基底核 大脳の新皮質
脳 大脳基底核 側脳室前角の底面
脳 大脳基底核 側脳室下角
脳 大脳基底核 側脳室前角
脳 大脳基底核 黒質線条体路
脳 大脳基底核 側脳室下角の上面
脳 大脳基底核 空間認知領域
脳 大脳基底核 情動領域
脳 大脳基底核 認知領域
脳 大脳基底核 前部帯状回背側部
脳 大脳基底核 前部帯状回吻腹側部
脳 大脳基底核 後部帯状回吻側/中間部
脳 大脳基底核 外側嗅条
脳 大脳基底核 嗅覚
脳 大脳基底核 側脳室の後角
脳 大脳基底核 側脳室の前角
脳 大脳基底核 側脳室の下角
脳 大脳基底核 側脳室の中心部
脳 大脳基底核 淡蒼球視床路
脳 大脳基底核 黒質網様部
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球外節
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球内節
脳 大脳基底核 視床下核淡蒼球路
脳 大脳基底核 側頭極
脳 大脳基底核 視床下部下垂体路
脳 大脳基底核 海馬鈎
脳 大脳基底核 顔面神経根
脳 大脳基底核 顔面神経核
脳 大脳基底核 海馬傍回
脳 大脳基底核 記憶
脳 大脳基底核 貫通線維
脳 大脳基底核 嗅内野
脳 大脳基底核 梨状葉前皮質
脳 大脳基底核 大脳の尾状核尾
脳 大脳基底核 大脳の尾状核体
脳 大脳基底核 大脳の尾状核頭
脳 大脳基底核 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 大脳基底核 黒質緻密部
脳 大脳基底核 ストレスに対する感受性
脳 大脳基底核 恐怖条件付け
脳 大脳基底核 フィードバック処理
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脳 大脳基底核 フィードバック
脳 大脳基底核 腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
脳 大脳基底核 扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
脳 大脳基底核 回路の過活動
脳 大脳基底核 扁桃体
脳 大脳基底核 嗅球の僧帽細胞
脳 大脳基底核 調節
脳 大脳基底核 レンズ核束
脳 大脳基底核 レンズ核ワナ
脳 大脳基底核 レンズ核 （大脳）
脳 大脳基底核 閾値の制御
脳 大脳基底核 閾値
脳 大脳基底核 閾値となる電位を制御
脳 大脳基底核 副嗅球
脳 大脳基底核 コリン作動性ニューロン
脳 大脳基底核 前後の体のバランス
脳 大脳基底核 中間帆　（velum　interpositum）
脳 大脳基底核 放射冠
脳 大脳基底核 線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包後脚.
脳 大脳基底核 左尾状核
脳 大脳基底核 尾状核頭
脳 大脳基底核 大脳の外髄板
脳 大脳基底核 対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
脳 大脳基底核 扁桃体 （大脳）
脳 大脳基底核 尾状核　（大脳）
脳 大脳基底核 尾状核体
脳 大脳基底核 ハンチントン舞踏病
脳 大脳基底核 舞踏病様運動
脳 大脳基底核 マイネルトの反屈束
脳 大脳基底核 コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
脳 大脳基底核 線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
脳 大脳基底核 線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
脳 大脳基底核 最内包前脚
脳 大脳基底核 左右の意識のバランス
脳 大脳基底核 反屈束
脳 大脳基底核 被蓋
脳 大脳基底核 疑核
脳 大脳基底核 背側運動核
脳 大脳基底核 皮質脊髄路
脳 大脳基底核 大脳の内髄板
脳 大脳基底核 背側被蓋核
脳 大脳基底核 前外側腹側核
脳 大脳基底核 線条体淡蒼球路
脳 大脳基底核 淡蒼球視床下核路
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)

脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
脳 大脳基底核 橋核小脳路
脳 大脳基底核 外包 2015/3/9 P- 74  



脳 大脳基底核 最外包
脳 大脳基底核 運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
脳 大脳基底核 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 バリスム ballism
脳 大脳基底核 前後の意識のバランス
脳 大脳基底核 小脳核視床路
脳 大脳基底核 皮質橋核路
脳 大脳基底核 左右のバランス
脳 大脳基底核 パーキンソン病
脳 大脳基底核 乳頭体脚
脳 大脳基底核 乳頭体
脳 大脳基底核 乳頭体視床路
脳 大脳基底核 乳頭体被蓋束
脳 大脳基底核 中隔核
脳 大脳基底核 中隔野(核)
脳 大脳基底核 透明中隔
脳 大脳基底核 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側前脳束
脳 大脳基底核 三叉神経運動
脳 大脳基底核 左右の体のバランス
脳 大脳基底核 上下の体のバランス
脳 大脳基底核 ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
脳 大脳基底核 大脳の線条体
脳 大脳基底核 大脳の新線条体
脳 大脳基底核 大脳の古線条体
脳 大脳基底核 大脳の原線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包
脳 大脳基底核 大脳の外包
脳 大脳基底核 大脳の最外包
脳 大脳基底核 側副溝
脳 大脳基底核 三叉神経運動核
脳 大脳基底核 脳梁
脳 大脳基底核 尾状核尾
脳 大脳基底核 視索前野
脳 大脳基底核 マイネルト基底核
脳 大脳基底核 ブローカの対角帯
脳 大脳基底核 髄板
脳 大脳基底核 大脳脚
脳 大脳基底核 上下の意識のバランス
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 大脳皮質 カハール・レチウス水平細胞
脳 大脳皮質 下丘
脳 大脳皮質 上丘
脳 大脳皮質 視床皮質投射線維
脳 大脳皮質 聴放線
脳 大脳皮質 皮質嗅覚中枢
脳 大脳皮質 第1次味覚野
脳 大脳皮質 上行枝
脳 大脳皮質 橋核　pontine　nuclei
脳 大脳皮質 ブロードマン5野
脳 大脳皮質 ブロードマン6野
脳 大脳皮質 ブロードマン7野
脳 大脳皮質 ブロードマン8野
脳 大脳皮質 ブロードマン9野
脳 大脳皮質 下角
脳 大脳皮質 縁上回
脳 大脳皮質 運動性失語症
脳 大脳皮質 ブロードマン1野
脳 大脳皮質 ブロードマン2野
脳 大脳皮質 ブローカ中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン3野
脳 大脳皮質 運動性脳神経核ニューロン
脳 大脳皮質 鳥距溝
脳 大脳皮質 運動性言語中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン20野
脳 大脳皮質 ブロードマン21野
脳 大脳皮質 ブロードマン22野
脳 大脳皮質 ブロードマン23野
脳 大脳皮質 ブロードマン24野
脳 大脳皮質 ブロードマン25野
脳 大脳皮質 ブロードマン26野
脳 大脳皮質 ブロードマン27野
脳 大脳皮質 ブロードマン28野
脳 大脳皮質 ブロードマン29野
脳 大脳皮質 ブロードマン10野
脳 大脳皮質 ブロードマン11野
脳 大脳皮質 ブロードマン12野
脳 大脳皮質 ブロードマン13野
脳 大脳皮質 ブロードマン14野
脳 大脳皮質 ブロードマン15野
脳 大脳皮質 ブロードマン16野
脳 大脳皮質 ブロードマン17野
脳 大脳皮質 ブロードマン18野
脳 大脳皮質 ブロードマン19野
脳 大脳皮質 ブロードマン30野
脳 大脳皮質 ブロードマン31野
脳 大脳皮質 ブロードマン32野
脳 大脳皮質 ブロードマン33野 2015/3/9 P- 76  



脳 大脳皮質 ブロードマン34野
脳 大脳皮質 ブロードマン35野
脳 大脳皮質 ブロードマン36野
脳 大脳皮質 ブロードマン37野
脳 大脳皮質 ブロードマン38野
脳 大脳皮質 ブロードマン39野
脳 大脳皮質 ブロードマン4野
脳 大脳皮質 ブロードマン40野
脳 大脳皮質 ブロードマン41野
脳 大脳皮質 ブロードマン42野
脳 大脳皮質 ブロードマン43野
脳 大脳皮質 ブロードマン44野
脳 大脳皮質 ブロードマン45野
脳 大脳皮質 ブロードマン46野
脳 大脳皮質 ブロードマン47野
脳 大脳皮質 ブロードマン48野
脳 大脳皮質 ブロードマン49野
脳 大脳皮質 ブロードマン50野
脳 大脳皮質 ブロードマン51野
脳 大脳皮質 ブロードマン52野
脳 大脳皮質 シェファーの側枝
脳 大脳皮質 ベッツ氏巨大錐体細胞
脳 大脳皮質 嗅索
脳 大脳皮質 嗅上皮
脳 大脳皮質 篩骨篩板
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞
脳 大脳皮質 嗅球
脳 大脳皮質 嗅細胞
脳 大脳皮質 嗅細胞の軸索
脳 大脳皮質 嗅三角
脳 大脳皮質 嗅糸球体
脳 大脳皮質 嗅糸
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞の軸索
脳 大脳皮質 嗅細胞の中枢性突起
脳 大脳皮質 中心溝
脳 大脳皮質 嗅内野
脳 大脳皮質 楔部
脳 大脳皮質 楔前部
脳 大脳皮質 ペリツェウス・メルツバッハ病　[PMD]Pelizaeus-Merzbacher
脳 大脳皮質 メチルマロン酸血症
脳 大脳皮質 肢節運動失行
脳 大脳皮質 手指失行
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の中指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の母指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の薬指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眉
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の足
脳 大脳皮質 リーリン Reelin
脳 大脳皮質 多発性硬化症　大脳型 2015/3/9 P- 77  



脳 大脳皮質 大脳皮質基底核変性症
脳 大脳皮質 着衣失行
脳 大脳皮質 メンケス症
脳 大脳皮質 失行
脳 大脳皮質 失語
脳 大脳皮質 失読
脳 大脳皮質 中隔核
脳 大脳皮質 大脳半球（左脳）
脳 大脳皮質 帯状回
脳 大脳皮質 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の白質
脳 大脳皮質 視床背内側核
脳 大脳皮質 皮質下丘路
脳 大脳皮質 嗅脳
脳 大脳皮質 嗅葉
脳 大脳皮質 小帯回
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂連合野
脳 大脳皮質 失書
脳 大脳皮質 失認
脳 大脳皮質 大脳の下側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上前頭回
脳 大脳皮質 後内側腹側核
脳 大脳皮質 歯状回顆粒細胞
脳 大脳皮質 歯状回の顆粒層
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂小葉
脳 大脳皮質 歯状回
脳 大脳皮質 後梁下溝
脳 大脳皮質 歯状回の多形細胞層
脳 大脳皮質 大脳の下側頭回
脳 大脳皮質 後頭側頭溝
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の口唇
脳 大脳皮質 交連後脳弓
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の小指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肩
脳 大脳皮質 皮質橋核路
脳 大脳皮質 視床連合核
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂連合野
脳 大脳皮質 大脳の外側溝上行枝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝前枝
脳 大脳皮質 終板
脳 大脳皮質 終板傍回
脳 大脳皮質 大脳の外側溝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝後枝
脳 大脳皮質 帯状溝
脳 大脳皮質 帯状回峡
脳 大脳皮質 苔状線維
脳 大脳皮質 視床の内側膝状体
脳 大脳皮質 小脳水平裂
脳 大脳皮質 糸球体 2015/3/9 P- 78  



脳 大脳皮質 錯語
脳 大脳皮質 錯文法
脳 大脳皮質 視覚構成障害
脳 大脳皮質 視床の小細胞性部
脳 大脳皮質 視空間失認
脳 大脳皮質 視覚連合野
脳 大脳皮質 視覚前野
脳 大脳皮質 交連前脳弓
脳 大脳皮質 大脳の角回
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂小葉
脳 大脳皮質 上頭頂連合野
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上腕
脳 大脳皮質 上前頭回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の手根
脳 大脳皮質 皮質視蓋路
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上肢
脳 大脳皮質 大脳の下前頭回
脳 大脳皮質 求心線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の示指
脳 大脳皮質 ブローカ失語症
脳 大脳皮質 眼窩前頭皮質
脳 大脳皮質 大脳の上側頭連合野
脳 大脳皮質 終脳胞
脳 大脳皮質 眼窩面皮質
脳 大脳皮質 大脳の視覚連合野
脳 大脳皮質 新皮質の第6層(多形細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第6層の紡錘形細胞
脳 大脳皮質 大脳の上行枝
脳 大脳皮質 大脳の三角部
脳 大脳皮質 新皮質の第5層の大型錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第5層(内錐体細胞層)
脳 大脳皮質 キース・ベヒテレフ線条
脳 大脳皮質 新皮質の第4層の星状細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第4層(内顆粒細胞層)
脳 大脳皮質 大脳の原皮質
脳 大脳皮質 新皮質の第3層(外錐体細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第3層の錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第2層(外顆粒細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第2層の顆粒細胞
脳 大脳皮質 貫通線維
脳 大脳皮質 新皮質の第1層(分子層)
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞の樹状突起
脳 大脳皮質 新皮質の交連ニューロン
脳 大脳皮質 身体認識不能
脳 大脳皮質 新皮質の連合ニューロン
脳 大脳皮質 前交連
脳 大脳皮質 連合線維
脳 大脳皮質 皮質視床ニューロン 2015/3/9 P- 79  



脳 大脳皮質 皮質脊髄路ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路
脳 大脳皮質 皮質視床投射
脳 大脳皮質 大脳の中側頭回
脳 大脳皮質 大脳の等皮質
脳 大脳皮質 上頭頂小葉
脳 大脳皮質 皮質網様体路
脳 大脳皮質 内ベヤルジェ線条
脳 大脳皮質 大脳の中心溝
脳 大脳皮質 大脳の中心後回
脳 大脳皮質 大脳の中心前回
脳 大脳皮質 大脳の第1次体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の中心前溝
脳 大脳皮質 中隔野
脳 大脳皮質 大脳の中心傍小葉
脳 大脳皮質 大脳の中前頭回
脳 大脳皮質 大脳の中間皮質
脳 大脳皮質 第1次聴覚野
脳 大脳皮質 視神経
脳 大脳皮質 第1次視覚中枢
脳 大脳皮質 大脳皮質内側面
脳 大脳皮質 大脳の下前頭溝
脳 大脳皮質 視床皮質投射
脳 大脳皮質 感覚性皮質
脳 大脳皮質 皮質上丘路
脳 大脳皮質 知能
脳 大脳皮質 大脳の中心後溝
脳 大脳皮質 歯状回の分子層
脳 大脳皮質 脊髄前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 脳弓
脳 大脳皮質 心理的皮質
脳 大脳皮質 後頭連合野 (大脳)
脳 大脳皮質 皮質下核(視床)
脳 大脳皮質 アンモン角
脳 大脳皮質 頭頂弁蓋部
脳 大脳皮質 海馬歯状回
脳 大脳皮質 ツェルウェガー症候群　Zellweger症候群
脳 大脳皮質 脊髄
脳 大脳皮質 側脳室
脳 大脳皮質 ニューロン
脳 大脳皮質 側頭葉
脳 大脳皮質 樹状突起
脳 大脳皮質 記憶
脳 大脳皮質 海馬支脚
脳 大脳皮質 海馬　（海馬体）
脳 大脳皮質 鼻腔
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眼瞼
脳 大脳皮質 大脳の新皮質
脳 大脳皮質 大脳の感覚性言語中枢 2015/3/9 P- 80  



脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下腿
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の大腿
脳 大脳皮質 側脳室下角
脳 大脳皮質 側副溝
脳 大脳皮質 劣位脳半球
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の舌
脳 大脳皮質 大脳の眼窩部
脳 大脳皮質 側頭葉の前端の内側面にある梨状葉前皮質
脳 大脳皮質 側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上側頭溝
脳 大脳皮質 海馬采
脳 大脳皮質 体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の上側頭回
脳 大脳皮質 大脳の上前頭溝
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の前腕
脳 大脳皮質 大脳の古皮質
脳 大脳皮質 大脳の前頭眼野
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の顔
脳 大脳皮質 扁桃体周囲皮質
脳 大脳皮質 扁桃体周囲野
脳 大脳皮質 外側膝状体鳥距溝路
脳 大脳皮質 外側嗅条
脳 大脳皮質 大脳のブローカ中枢
脳 大脳皮質 前梨状野
脳 大脳皮質 大脳のウエルニッケ中枢
脳 大脳皮質 前有孔質
脳 大脳皮質 前頭連合野
脳 大脳皮質 前梁下溝
脳 大脳皮質 前梨状葉皮質
脳 大脳皮質 外側後頭側頭回
脳 大脳皮質 外ベヤルジェ線条
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下顎
脳 大脳皮質 感覚性失語症
脳 大脳皮質 大脳の運動性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動前野
脳 大脳皮質 シナプス結合
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の膝
脳 大脳皮質 大脳の横側頭回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下肢
脳 大脳皮質 大脳の横後頭溝
脳 大脳皮質 線条体
脳 大脳皮質 接線線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肘
脳 大脳皮質 後外側腹側核
脳 大脳皮質 後角
脳 大脳皮質 古皮質
脳 大脳皮質 原皮質
脳 大脳皮質 大脳の縁上回
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脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の胴
脳 大脳皮質 幻嗅
脳 大脳皮質 海馬足
脳 大脳皮質 海馬の透明層
脳 大脳皮質 海馬の頂上樹状突起
脳 大脳皮質 内側前前頭葉皮質
脳 大脳皮質 髄放線
脳 大脳皮質 海馬白板
脳 大脳皮質 下側頭回
脳 大脳皮質 感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 海馬傍回
脳 大脳皮質 海馬台
脳 大脳皮質 錐体路の起始ニューロン
脳 大脳皮質 頭頂後頭溝
脳 大脳皮質 頭頂下溝
脳 大脳皮質 内側後頭側頭回
脳 大脳皮質 海馬の細胞体基底部
脳 大脳皮質 鈎回発作
脳 大脳皮質 有線領
脳 大脳皮質 僧帽細胞
脳 大脳皮質 大脳の前頭前野
脳 大脳皮質 大脳の第1次運動野 primary motor area
脳 大脳皮質 海馬の基底樹状突起
脳 大脳皮質 大脳の前頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の第2次運動野
脳 大脳皮質 網様体
脳 大脳皮質 流暢失語
脳 大脳皮質 角回
脳 大脳皮質 海馬の上昇層
脳 大脳皮質 海馬の分子層
脳 大脳皮質 保続
脳 大脳皮質 海馬溝
脳 大脳皮質 大脳の頭頂間溝
脳 大脳皮質 梨状葉前野
脳 大脳皮質 海馬鈎回
脳 大脳皮質 精神盲
脳 大脳皮質 精神運動発作
脳 大脳皮質 海馬鈎
脳 大脳皮質 血栓性静脈炎
脳 大脳皮質 大脳の弁蓋部
脳 大脳皮質 大脳の補足運動野
脳 大脳皮質 大脳皮質外側面
脳 大脳皮質 大脳の不等皮質
脳 大脳皮質 立体認識不能
脳 大脳皮質 海馬の多形細胞層
脳 大脳皮質 梨状葉
脳 大脳皮質 海馬の顆粒細胞層
脳 大脳皮質 海馬の放射状層
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脳 大脳皮質 乳頭体
脳 大脳皮質 内側膝状体側頭葉路
脳 大脳皮質 海馬の錐体細胞層
脳 大脳皮質 下頭頂小葉
脳 大脳皮質 優位脳半球
脳 大脳皮質 視床沈核
脳 大脳皮質 記憶錯誤
脳 大脳皮質 アレクサンダー病　Alexander病
脳 大脳皮質 カナバン病　（Canavan病)
脳 大脳皮質 記憶増進　(病的に亢進している)
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の頚
脳 大脳皮質 鼻腔の嗅上皮
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の嚥下
脳 大脳皮質 外側視床下部
脳 大脳皮質 ロイコジストロフィー　（脳白質変性症）
脳 大脳皮質 脳腱黄色腫症　Cerebrotendinous Xanthomatosis
脳 大脳皮質 記銘力障害
脳 大脳皮質 認知症
脳 大脳皮質 投射ニューロン
脳 大脳皮質 投射線維
脳 大脳皮質 交連線維　commissure　fiers
脳 大脳皮質 ペルオキシソーム病
脳 大脳皮質 内包
脳 大脳皮質 大脳辺縁系
脳 大脳皮質 前角
脳 大脳皮質 頭頂連合野
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳皮質 内側嗅条
脳 大脳皮質 脳梁灰白層
脳 大脳皮質 脳梁交連線維
脳 大脳皮質 脳梁幹
脳 大脳皮質 脳梁吻
脳 大脳皮質 脳梁膝
脳 大脳皮質 脳梁溝
脳 大脳皮質 中心傍小葉
脳 大脳皮質 脳梁膨大後方部
脳 大脳皮質 脳梁膨大
脳 大脳皮質 梁下野
脳 大脳皮質 脳梁脚
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳皮質 リーリン抗体
脳 大脳皮質 下側頭連合野
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 髄膜と脳脊髄液 歯状靭帯
脳 髄膜と脳脊髄液 脊椎骨の骨膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄クモ膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳の静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 下矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 視神経交叉
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜上腔
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳鎌
脳 髄膜と脳脊髄液 脳軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脚間槽
脳 髄膜と脳脊髄液 迂回槽
脳 髄膜と脳脊髄液 鞍隔膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒内の弁構造
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒小窩
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下槽
脳 髄膜と脳脊髄液 ルシュカ孔
脳 髄膜と脳脊髄液 モンロー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 マジャンディー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳縦裂
脳 髄膜と脳脊髄液 水頭症
脳 髄膜と脳脊髄液 交叉槽
脳 髄膜と脳脊髄液 板間静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 聴神経腫瘍
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳水道
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜 (脳)
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 大後頭孔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳テント
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳外側面
脳 髄膜と脳脊髄液 室間孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室拡大症 2015/3/9 P- 84  



脳 髄膜と脳脊髄液 脳室上衣細胞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈　(ガレン)
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳延髄槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳鎌
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳の中心灰白質
脳 髄膜と脳脊髄液 横静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄の中心管
脳 髄膜と脳脊髄液 延髄の菱形窩
脳 髄膜と脳脊髄液 女
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋骨
脳 髄膜と脳脊髄液 脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 前頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 頭頂葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 男
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の中心部
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 脊柱管
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈洞交会
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側孔
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄終糸
脳 髄膜と脳脊髄液 第三脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の後角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の前角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の下角
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈圧
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内圧亢進症
脳 髄膜と脳脊髄液 髄液圧
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜腫
脳 髄膜と脳脊髄液 電解質異常
脳 髄膜と脳脊髄液 髄芽腫
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液の排出障害
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内胚細胞性腫瘍
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁槽
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳脚
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大分類 件　名 機　　能　　他
進化の三組み 自殺願望
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという父親からのメッセージ

進化の三組み 非常な自殺願望
進化の三組み 自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 非常に自虐的
進化の三組み 非常にストイック
進化の三組み 非常な罪悪感
進化の三組み 非常に自罰的
進化の三組み インナーチャイルド
進化の三組み 私は、全てである私の全てを愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は私の全てを愛しでいる
進化の三組み 私は私を愛している
進化の三組み 私は私を完壁に愛している
進化の三組み 私は私を絶対的に愛している
進化の三組み 自己否定
進化の三組み 自己愛欠落
進化の三組み 自己愛欠乏
進化の三組み 罪悪感
進化の三組み 自己嫌悪
進化の三組み 自己憎悪
進化の三組み 自己愛
進化の三組み 自己同一性
進化の三組み 自我同一性
進化の三組み 自己存在理由
進化の三組み 自虐的
進化の三組み ストイツク
進化の三組み 自罰的
進化の三組み 絶対的な罪悪感
進化の三組み 絶対的な自己否定
進化の三組み 非常な自己否定
進化の三組み 非常な自己愛欠落
進化の三組み 非常な自己愛欠乏
進化の三組み 非常な自己憎悪
進化の三組み 非常な自己嫌悪
進化の三組み 自己消滅願望
進化の三組み 自己が存在することへの絶対的な罪悪感
進化の三組み 非常な自己消滅願望
進化の三組み 現実逃避
進化の三組み 意識のペルソナ
進化の三組み 意識のシャドウ 2015/3/9 P- 86  



進化の三組み 意識のペルソナと意識のシャドウの癒しと統合
進化の三組み 絶対神に対する存在否定
進化の三組み 絶対神に対する嘆き
進化の三組み 絶対神に対する非常な怒り
進化の三組み 絶対神に対する非常な憎悪
進化の三組み 絶対神に対する非常な軽蔑
進化の三組み 絶対神に見放されるのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されているのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されていると感じる非常な悲しみ
進化の三組み ハイアーセルフ
進化の三組み アイデンティティ

進化の三組み
ありのままの自分が今ここに存在してはならないという絶対神から
のメッセージ

進化の三組み 意識の三つ組み
進化の三組み 意識の進化の三つ組み
進化の三組み 進化の三つ組み
進化の三組み 意識のクラッチシフト機能
進化の三組み 意識の制動機能
進化の三組み 意識の欲動機能
進化の三組み 未来
進化の三組み 現在
進化の三組み 過去
進化の三組み 未来世
進化の三組み 現在世
進化の三組み 過去世
進化の三組み 未定
進化の三組み 否定
進化の三組み 肯定
進化の三組み 意識の未定(中庸)
進化の三組み 意識の否定
進化の三組み 意識の肯定
進化の三組み 文化(社会)
進化の三組み 秩序(社会)
進化の三組み 文明(社会)
進化の三組み アニムス(男性性)とアニマ(女性性)のバランス(統合)
進化の三組み アニムス(男性性)
進化の三組み アニマ(女性)
進化の三組み ありのままの自分が今こ:こに存在していいよという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという父親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという絶対神からのメッセージ
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大分類 件　名 機　　能　　他
経　絡 期門　きもん
経　絡 肩髃　　けんぐう
経　絡 天柱　てんちゅう
経　絡 瘂門　あもん
経　絡 風府　ふうふ
経　絡 頭維　ずい
経　絡 顋会　しんえ
経　絡 百会　ひゃ<え
経　絡 二十三次元
経　絡 晴明　せいめい
経　絡 攅竹　さんちく
経　絡 印堂　いんどう
経　絡 二十四次元
経　絡 気血の流れ井　（出ヅル所）
経　絡 滎　　（溜ルル所）
経　絡 兪　　（注グ所）
経　絡 気血の流れ経　（行ク所）
経　絡 合　（入ル所）
経　絡 客主人　きやくしゅじん
経　絡 顴髎  かんりょう
経　絡 四白　しはく
経　絡 瞳子髎  どうしりょう
経　絡 京骨
経　絡 陽交
経　絡 衝陽
経　絡 大淵
経　絡 二十五次元
経　絡 附陽
経　絡 交信　（照海）
経　絡 大迎　だいげい
経　絡 頬車　きょうしや
経　絡 聴宮　ちょうきゅう
経　絡 下關  げかん
経　絡 上髎  じょうりょう
経　絡 次髎  じりょう
経　絡 中髎  ちゅうりょう
経　絡 下髎  げりょう
経　絡 長強　ちょうきょう
経　絡 太白　たいはく
経　絡 太衝　たいしょう
経　絡 足三里  あしのさんり
経　絡 梁丘　りょうきゅう
経　絡 神門　しんもん
経　絡 勞宮  ろうきゅう
経　絡 箕門　きもん
経　絡 血海　けっかい
経　絡 支正　しせい
経　絡 外関　がいかん
経　絡 養老　ようろう



経　絡 陽池　ようち
経　絡 陽谷　ようこく
経　絡 陽溪  ようけい
経　絡 腕骨　わんこつ
経　絡 合谷　ごうこく
経　絡 尺澤  しゃくたく
経　絡 溫溜  おんる
経　絡 手三里　てさんり
経　絡 曲池　きょくち
経　絡 三焦兪　さんしょうゆ
経　絡 胃兪　いゆ
経　絡 胞盲　ほうこう
経　絡 膀胱兪　ぼうこうゆ
経　絡 小腸兪　しょうちょうゆ
経　絡 陰陵泉　いんりょうせん
経　絡 陽陵泉　ようりょうせん
経　絡 外丘  がいきゅう
経　絡 漏谷　ろうこく
経　絡 築賓　ちくひん
経　絡 三陰交　さんいんこう
経　絡 復溜　ふくりゅう
経　絡 大腸兪　だいちょうゆ
経　絡 府舎　ふしや
経　絡 大赫　たいかく
経　絡 中極　ちゅうきょく
経　絡 関元　かんげん
経　絡 至室　ししつ
経　絡 腎兪　じんゆ
経　絡 命門　めいもん
経　絡 承山　しょうざん
経　絡 湧泉　ゆうせん
経　絡 太溪  たいけい
経　絡 丘墟　きゅうきょ
経　絡 承扶　しょうふ
経　絡 委陽　いよう
経　絡 委中　いちゅう
経　絡 殷門　いんもん
経　絡 胃経
経　絡 督脈
経　絡 任脈
経　絡 腎経
経　絡 肺経
経　絡 大巨　たいこ
経　絡 気海　きかい
経　絡 天枢　てんすう
経　絡 盲兪　こうゆ
経　絡 足陽明
経　絡 足少陰
経　絡 手太陰
経　絡 足陽明胃経



経　絡 背中
経　絡 足少陰腎経
経　絡 陰維脈
経　絡 手太陰肺経
経　絡 陰蹻脈　
経　絡 心包経
経　絡 肝経
経　絡 小腸経
経　絡 胆経
経　絡 心経
経　絡 三焦経
経　絡 神闕　しんけつ
経　絡 水分　すいぷん
経　絡 梁門　りょうもん
経　絡 中脘  ちゅうかん2
経　絡 手太陽
経　絡 手少陰
経　絡 手厥陰
経　絡 足少陽
経　絡 足厥陰
経　絡 手少陽
経　絡 足少腸胆経
経　絡 手厥陰心包経
経　絡 足厥陰肝経
経　絡 手太陽小腸経
経　絡 手少陰心経
経　絡 手少腸三焦経
経　絡 陽維脈
経　絡 陽蹻脈
経　絡 膀胱経
経　絡 脾経
経　絡 大腸経
経　絡 肺兪　はいゆ
経　絡 膈兪  かくゆ
経　絡 至陽　しよう
経　絡 心兪　しんゆ
経　絡 郄門　　げきもん
経　絡 太陵　たいりょう
経　絡 孔最　こうさい
経　絡 肩外兪　けんかいゆ
経　絡 内關  ないかん
経　絡 章門　しょうもん
経　絡 不容  ふよう
経　絡 幽門　ゆうもん
経　絡 巨闕　こけつ
経　絡 鳩尾　きゅうぴ
経　絡 足太陰
経　絡 足太陽
経　絡 手陽明
経　絡 足太陽膀胱経



経　絡 足太陰脾経
経　絡 手陽明大腸経
経　絡 厥陰兪  けついんゆ、けっちんゆ
経　絡 肝兪　かんゆ
経　絡 天宗　てんそう
経　絡 日月　じつげつ
経　絡 身柱　しんちゅう
経　絡 大杼  だいじょ
経　絡 肩髎  けんりょう
経　絡 腹哀　ふくあい
経　絡 膻中　だんちゅう
経　絡 彧中（或中）  いくちゅう（わくちゅう）
経　絡 兪府　ゆふ
経　絡 中府　ちゅうふ
経　絡 帯脈
経　絡 膏肓（膏肓愈）  こうこう
経　絡 膽兪（胆兪）  たんゆ
経　絡 附分　ふぶん
経　絡 風門　ふうもん
経　絡 巨骨　ここつ
経　絡 大椎  だいつい2
経　絡 云門（雲門）  うんもん
経　絡 風池　ふうち
経　絡 完骨　かんこつ
経　絡 翳風　えいふう
経　絡 経絡系
経　絡 脾兪　ひゆ
経　絡 曲垣　きょくえん
経　絡 肩井　けんせい
経　絡 肩柱兪　けんちゅうゆ
経　絡 衝脈

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脾　臓 ＪＡＫ２キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２遺伝子変異
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異
脾　臓 ＳＶ４０というウイルス
脾　臓 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
脾　臓 カルチノイド（英：carcinoid）
脾　臓 汗疱性白癬　　　
脾　臓 血中遊離ノルメタネフリン
脾　臓 発汗過多
脾　臓 血中遊離メタネフリン
脾　臓 メタネフリン
脾　臓 ノルメタネフリン
脾　臓 月の十二経脈
脾　臓 体毛腺
脾　臓 細網内皮系
脾　臓 細網内皮系の機能を高める
脾　臓 ナチュラルキラーＴ細胞
脾　臓 Ｂ細胞
脾　臓 組織球
脾　臓 Ｂ細胞刺戟作用
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＢ）
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
脾　臓 Ｂリンパ球表面
脾　臓 ＮＫ細胞
脾　臓 プラーナ
脾　臓 プラーナエネルギー
脾　臓 境界悪性腫瘍（borderline　malignancy）
脾　臓 寒冷凝集素症
脾　臓 ナルコレプシー
脾　臓 扁平上皮がん　（肺）
脾　臓 ホルモン様物質
脾　臓 ＴＰＡ
脾　臓 Ｃa15-3
脾　臓 ＡＦＰ／アルファフェトプロテイン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 体液と血液の純度
脾　臓 慢性消化不良
脾　臓 血清クレアニチン
脾　臓 血清
脾　臓 Ｃ３Ｈ／ＨｅＮ　血清
脾　臓 血清ビリルビン
脾　臓 血清ハプトグロビン
脾　臓 血清蛋白質
脾　臓 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脾　臓 シアル酸　（ＳＡ）
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脾　臓 赤芽球
脾　臓 マヤズム
脾　臓 骨髄赤芽球
脾　臓 自己免疫疾患
脾　臓 ガングリオン    (A)
脾　臓 免疫
脾　臓 マクロファージ
脾　臓 太陽の十二系脈
脾　臓 Ｃa19-9
脾　臓 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
脾　臓 マクロファージを活性化
脾　臓 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
脾　臓 マクロファージ活性化作用
脾　臓 シナモン　（英：Ｃｉｎｎａｍｏｎ）
脾　臓 クリオグロブリン
脾　臓 共鳴
脾　臓 膠原病
脾　臓 血管新生抑制因子の投与による血管構造の正常化
脾　臓 毛細血管カルチノイド
脾　臓 ストレス多血症
脾　臓 多血症
脾　臓 再生不良性貧血　（ＡＡ）
脾　臓 二次性多血症
脾　臓 循環血漿量の減少
脾　臓 リン酸化
脾　臓 レンサ球菌性トキシックショック症候群
脾　臓 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)

脾　臓 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection

脾　臓 ２，３ービスホスホグリセリン酸塩（2,3ーＢＰＧ）量の低下
脾　臓 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
脾　臓 副甲状腺
脾　臓 絶対的多血症
脾　臓 酸素欠乏性多血症
脾　臓 真性多血症
脾　臓 相対的多血症
脾　臓 タルク
脾　臓 非酸素欠乏症の多血症
脾　臓 一酸化窒素受容能
脾　臓 一酸化窒素
脾　臓 猩紅熱  scarlet fever
脾　臓 血液細胞の産出が亢進した状態
脾　臓 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
脾　臓 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）

脾　臓 胃の毛細血管
脾　臓 回腸
脾　臓 脾臓の毛細血管
脾　臓 腸の毛細血管
脾　臓 腎臓の毛細血管
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脾　臓 コバルト　27
脾　臓 鉄
脾　臓 動静脈吻合
脾　臓 神経細静脈
脾　臓 骨細静脈
脾　臓 筋肉細静脈
脾　臓 総胆管（肝臓から十二指腸へ）
脾　臓 血管器
脾　臓 毛細血管
脾　臓 胸部
脾　臓 グルタチオン
脾　臓 副腎皮質
脾　臓 血液
脾　臓 血漿
脾　臓 網赤血球
脾　臓 副腎
脾　臓 リンパ静脈(静脈管)
脾　臓 血管運動中枢
脾　臓 筋肉細動脈
脾　臓 骨細動脈
脾　臓 神経細動脈
脾　臓 治癒系
脾　臓 血液の酸化
脾　臓 動脈血
脾　臓 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
脾　臓 静脈性毛細血管
脾　臓 治癒系を強化
脾　臓 血液の還元
脾　臓 奇麗な血液
脾　臓 oroangiogenic accessory 細胞
脾　臓 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
脾　臓 活力のある血液
脾　臓 萎縮性胃疾患
脾　臓 インスリン自己免疫症候群
脾　臓 血管新生抑制因子
脾　臓 出血性貧血
脾　臓 ガングリオン
脾　臓 慢性白血症
脾　臓 脾捻転
脾　臓 有害細胞
脾　臓 筋力と運動能力の低下
脾　臓 病巣感染
脾　臓 腎動脈狭窄
脾　臓 うっ血性心不全
脾　臓 不安定ヘモグロビン症
脾　臓 異常ヘモグロビン症
脾　臓 慢性痛
脾　臓 有害組織
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脾　臓 脾臓梗塞
脾　臓 低色素性貧血・小球性貧血
脾　臓 高色素性貧血・大球性貧血
脾　臓 造血幹細胞の障害
脾　臓 血管新生促進因子の減少
脾　臓 末梢神経性疾患
脾　臓 激痛
脾　臓 胸腺の萎縮
脾　臓 貧血
脾　臓 貧血
脾　臓 標的細胞　（平滑筋・腺）
脾　臓 細胞死抑制
脾　臓 異常血管
脾　臓 肺胞の異常
脾　臓 心臓炎
脾　臓 鉄欠乏性貧血
脾　臓 前立腺
脾　臓 卵管
脾　臓 尿道
脾　臓 テタノスパミン
脾　臓 脾機能亢進症
脾　臓 脾病変
脾　臓 脾膜
脾　臓 偏頭痛
脾　臓 蜂巣織炎  cellulitis
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）感染症
脾　臓 慢性の閉塞性肺疾患
脾　臓 毛細血管床
脾　臓 微小動脈血管　（メタ細動脈）
脾　臓 末梢循環不全
脾　臓 肺の酸素取り入れ能力の低下
脾　臓 老廃細胞
脾　臓 静脈瘤
脾　臓 一酸化炭素ヘモグロビン症
脾　臓 大動脈
脾　臓 下動脈
脾　臓 静脈弁
脾　臓 卵巣
脾　臓 動脈硬化症
脾　臓 上行結腸
脾　臓 膣
脾　臓 粘膜深層
脾　臓 陰茎
脾　臓 寄生虫   parasite
脾　臓 大腸
脾　臓 ヘモグロビン
脾　臓 上大静脈
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脾　臓 神経炎
脾　臓 神経伝達の減退
脾　臓 空腸
脾　臓 肝臓
脾　臓 癌瘴気
脾　臓 膵臓
脾　臓 胸腺
脾　臓 赤色骨髄
脾　臓 尿管
脾　臓 胆嚢
脾　臓 不眠症
脾　臓 脾静脈の枝
脾　臓 １１ーデヒドロコルチコステロン
脾　臓 黒色上皮癌
脾　臓 リンパ液　　
脾　臓 子宮
脾　臓 胃経
脾　臓 仮病
脾　臓 脾臓
脾　臓 リンパ器官
脾　臓 胃脾間膜
脾　臓 仙椎
脾　臓 敗血症   sepsis      Ａ
脾　臓 敗血症   sepsis      Ｂ
脾　臓 グルタミン酸
脾　臓 血管
脾　臓 栄養血管
脾　臓 血管幹細胞
脾　臓 内皮細胞
脾　臓 内弾性膜　（内弾性板）
脾　臓 外弾性膜　（外弾性板）
脾　臓 血管の内膜
脾　臓 血管の中膜
脾　臓 血管の外膜
脾　臓 造血細胞 （造血細胞／造血管細胞）
脾　臓 固有肝動脈（肝臓へ）
脾　臓 肝動脈
脾　臓 門脈（肝臓へ）
脾　臓 脾腎ひだ
脾　臓 脾動脈の枝
脾　臓 超低密度リポ蛋白質・ＶＬＤＬ
脾　臓 静脈
脾　臓 ヒドロキシグルタミン
脾　臓 急性、亜急性、慢性炎症
脾　臓 腎性浮腫
脾　臓 督脈
脾　臓 任脈
脾　臓 腎臓
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脾　臓 低密度リポ蛋白質
脾　臓 低密度リポ蛋白質・ＬＤＬ
脾　臓 腎経
脾　臓 リンパ動脈（リンパ管）
脾　臓 肺経
脾　臓 細動脈
脾　臓 十二指腸
脾　臓 身体上部の毛細血管
脾　臓 食道
脾　臓 肺
脾　臓 血管内皮細胞
脾　臓 血管内皮前駆細胞
脾　臓 ウロビリン体
脾　臓 ヘモジデリン
脾　臓 肺組織
脾　臓 胸腺の重量
脾　臓 脾臓の柱網
脾　臓 脾柱
脾　臓 脾臓温度
脾　臓 近赤外線
脾　臓 血管新生
脾　臓 門脈圧
脾　臓 血管新生促進因子
脾　臓 静脈血
脾　臓 線維芽細胞
脾　臓 サラセミア
脾　臓 血管壁細胞
脾　臓 動脈性毛細血管
脾　臓 嗜銀性
脾　臓 好銀性
脾　臓 血管平滑筋細胞
脾　臓 白脾髄
脾　臓 脾静脈（肝臓へ）
脾　臓 脾動脈（脾臓へ）
脾　臓 血液細胞
脾　臓 壁細胞動員
脾　臓 赤脾髄
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼ
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼを発現
脾　臓 脊髄のチャクラ
脾　臓 細胞増殖
脾　臓 血液細胞の再生
脾　臓 心包経組織カルチノイド
脾　臓 痺れ　（しびれ）
脾　臓 脾臓組織カルチノイド
脾　臓 ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
脾　臓 脾臓破裂
脾　臓 消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）
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脾　臓 消化管カルチノイド
脾　臓 結腸カルチノイド
脾　臓 打撲
脾　臓 本能性血小板血症
脾　臓 脾臓がん
脾　臓 脾膿瘍
脾　臓 湿疹
脾　臓 遺伝性球状赤血球症
脾　臓 慢性湿疹
脾　臓 急性湿疹
脾　臓 黄疸
脾　臓 自律神経障害
脾　臓 リウトマイド因子（ＲＦ）
脾　臓 汎血球減少
脾　臓 赤血球抗原抗体反応と抗赤血球自己抗体
脾　臓 赤血球増加症
脾　臓 トキソイド
脾　臓 PK欠損症 （pyruvate kinase deficiency）
脾　臓 温式自己免疫性溶血症（温式AIHA）
脾　臓 一般創傷
脾　臓 食欲不振
脾　臓 緑色レンサ球菌群　
脾　臓 S. salivarius
脾　臓 S. sanguis
脾　臓 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
脾　臓 閉塞性黄疸
脾　臓 口腔内レンサ球菌
脾　臓 口腔内の常在菌
脾　臓 S. mutans
脾　臓 脾臓の胚中心を持ったリンパ小節
脾　臓 亜急性心内膜炎
脾　臓 便秘にもなりがちな方
脾　臓 高シンスリン血症
脾　臓 新生児敗血症
脾　臓 低酸素血症
脾　臓 重症熱性血小板減少症候群
脾　臓 神経内分泌細胞
脾　臓 アラビアゴム
脾　臓 神経内分泌細胞への分化
脾　臓 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
脾　臓 神経内分泌顆粒
脾　臓 脾臓肥大
脾　臓 熱中症
脾　臓 赤血球膜上の抗原
脾　臓 一般虚弱体質
脾　臓 抗赤血球自己抗体
脾　臓 続発性赤血球増加症
脾　臓 排泄分泌
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脾　臓 直腸
脾　臓 リンパ球
脾　臓 膵臓組織
脾　臓 小腸組織
脾　臓 大腸組織
脾　臓 自家中毒
脾　臓 膀胱
脾　臓 静脈組織
脾　臓 ホジキン病
脾　臓 低血糖症
脾　臓 低血圧
脾　臓 性巣（睾丸）
脾　臓 蛋白尿
脾　臓 尿崩症
脾　臓 上動脈
脾　臓 先天性欠損症
脾　臓 血腫
脾　臓 腹腔動脈
脾　臓 酸性尿
脾　臓 鉄欠乏症
脾　臓 ヒドロキシプロリン
脾　臓 心包経
脾　臓 肝経
脾　臓 小腸経
脾　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
脾　臓 アセト酢酸、尿ケトン
脾　臓 白血球減少症
脾　臓 夢遊病
脾　臓 リンパ節
脾　臓 胆経
脾　臓 アルカリ尿
脾　臓 空腸粘膜
脾　臓 甲状腺
脾　臓 外傷の再生
脾　臓 心経
脾　臓 尿尿酸結晶
脾　臓 下大静脈
脾　臓 低酸素
脾　臓 低酸素症
脾　臓 アシドーシス    acidosis
脾　臓 三焦経
脾　臓 尿上皮細胞
脾　臓 リンパ組織
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 浮腫
脾　臓 シナプトフィジン
脾　臓 歯
脾　臓 血球量
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脾　臓 悪性腫瘍
脾　臓 Ｃａ１２５(腫瘍マーカー)
脾　臓 脾痛
脾　臓 脾臓痛
脾　臓 赤血球にNＯ処理
脾　臓 赤血球
脾　臓 結腸
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 褐色細胞
脾　臓 間質性の細胞
脾　臓 老廃細胞の貪食を促進
脾　臓 成熟血小板
脾　臓 クロモグラニンＡ
脾　臓 造血のコントロール
脾　臓 網赤血球
脾　臓 ルミンＡ
脾　臓 細胞賦活用薬
脾　臓 褐色細胞腫
脾　臓 クルチツキー　（Kulchitzky）
脾　臓 抗平滑筋抗体
脾　臓 抗ガングリオシド抗体
脾　臓 血管系サイトカイン
脾　臓 脾洞
脾　臓 サイトカイン
脾　臓 血小板由来成長因子　(platelet derived growth factor ; PDGF)-BB動

脾　臓 カハール介在細胞
脾　臓 カハール介在細胞類似細胞
脾　臓 カハール細胞様細胞
脾　臓 成熟赤血球
脾　臓 脾臓のチャクラ（スプリーン・チャクラ）
脾　臓 ペリサイト
脾　臓 血管形成を促進
脾　臓 バクテロイデス
脾　臓 抗がん剤投与
脾　臓 ＨＣＶ抗体
脾　臓 感染している
脾　臓 ポリープ
脾　臓 原発性脾臓腫瘍
脾　臓 癌細胞
脾　臓 ガングリオン    (B)
脾　臓 癌組織
脾　臓 癌性悪液質
脾　臓 急性化膿性疾患
脾　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
脾　臓 酸素欠乏反応性の赤血球増加
脾　臓 遊離コレステロール
脾　臓 膿痂疹  impetigo
脾　臓 悪性新生物、癌、肉腫
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脾　臓 単球
脾　臓 筋肉緊張症
脾　臓 筋肉挫傷
脾　臓 グルタミン
脾　臓 眠気
脾　臓 膀胱経
脾　臓 脾　経
脾　臓 肉腫
脾　臓 粘液組織
脾　臓 大腸経
脾　臓 アセトン、尿ケトン
脾　臓 動脈硬化
脾　臓 硬癌
脾　臓 白血病
脾　臓 アルコール性黄疸
脾　臓 食欲減退   appetite loss(poor)
脾　臓 血液循環
脾　臓 脾腫
脾　臓 細菌性毒
脾　臓 尿好中球
脾　臓 好中球
脾　臓 好塩基球
脾　臓 好酸球
脾　臓 白血病　　　（骨髄造血細胞を育成する）
脾　臓 血尿
脾　臓 リンホカイン型感作リンパ球
脾　臓 抗体
脾　臓 血球系の細胞
脾　臓 Ｃ型肝炎ウイルス
脾　臓 嗜銀細胞
脾　臓 自己抗体
脾　臓 正常血清
脾　臓 γーグロブリン
脾　臓 腫瘍縮小
脾　臓 Ｃ型肝炎
脾　臓 Ｃ型肝炎ファクター
脾　臓 血球系細胞の再生
脾　臓 神経叢のチャクラ
脾　臓 NAP (好中球アルカリフォスファターゼ)
脾　臓 出血性素因者
脾　臓 内臓炎
脾　臓 扁桃炎   tonsilitis
脾　臓 アレルギー性疾患
脾　臓 体重減少
脾　臓 尿細菌
脾　臓 異所性脂肪
脾　臓 脂肪毒
脾　臓 脂肪毒
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脾　臓 微熱
脾　臓 脂肪沈着
脾　臓 シックハウス症候群
脾　臓 熱傷
脾　臓 黄疸
脾　臓 サイトトキシン
脾　臓 エンテロトキシン
脾　臓 トランス脂肪酸
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 白血球
脾　臓 顆粒球
脾　臓 白血球の消化力
脾　臓 特発性門脈圧亢進症
脾　臓 バンチ症候群
脾　臓 血小板減少症
脾　臓 紫斑病
脾　臓 特発性血小板減少性紫斑病（ITP;idiopathic thrombocytopenicpurpura）

脾　臓 門脈圧亢進症
脾　臓 嚢胞性腫瘍　　（卵巣に多い、女性）
脾　臓 食欲減退   appetite loss(lack)
脾　臓 血液不純物混入
脾　臓 陳旧性潰瘍
脾　臓 血液異常
脾　臓 胆嚢炎　(ウイルス・真菌による白血球減少症)
脾　臓 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
脾　臓 内臓潰瘍
脾　臓 筋肉痛
脾　臓 肥満
脾　臓 ガングリオシド
脾　臓 発熱
脾　臓 毒血症
脾　臓 血中毒素
脾　臓 肺炎双球菌
脾　臓 アダプター蛋白のＤｏｋ-Ｒ
脾　臓 アダプター蛋白　（Ｎｃｋ）
脾　臓 ポリノフェール
脾　臓 Ｐａｋ　（p21 activated kinase）
脾　臓 Ａng１の発現細胞
脾　臓 アンジオポエチン
脾　臓 Ａng２
脾　臓 βーグロブリン
脾　臓 Ａng３
脾　臓 Ａng４
脾　臓 ポリノフェール効果
脾　臓 血漿と液漿の正常化
脾　臓 インターロイキン１（ＩＬ－１）
脾　臓 Ｂｕｅｒｇｅｒ病：閉塞性血栓血管炎（Thromboangiitis　Obliterans　Ｔ.Ａ.Ｏ）
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脾　臓 先天性溶血性貧血
脾　臓 胆汁うっ滞性黄疸
脾　臓 代謝亢進
脾　臓 エリスロポエチン類似物質
脾　臓 温式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 冷式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 一方赤芽球勞　（ＰＲＣＡ）
脾　臓 エリスロポエチン受容体
脾　臓 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

脾　臓 壊死性筋膜炎
脾　臓 血管炎
脾　臓 免疫介在性血小板減少症　（ＩＴＰ）
脾　臓 血漿と液漿の異常
脾　臓 免疫介在性溶血性貧血　（ＩＨＡ）
脾　臓 骨髄増殖性疾患
脾　臓 アシドーシス    acidosis　（酸性体質）
脾　臓 脂肪腫
脾　臓 性欲促進
脾　臓 表面出血
脾　臓 血液疾患
脾　臓 代謝障害
脾　臓 尿毒素
脾　臓 手足冷感
脾　臓 皮膚炎   dermatitis
脾　臓 夜尿症
脾　臓 潰瘍   ulcer
脾　臓 内臓腫瘍
脾　臓 吃逆
脾　臓 胆嚢炎　(毒素)
脾　臓 マトリックス分解酵素
脾　臓 桂皮　（ケイヒ）
脾　臓 桂皮エキス
脾　臓 紫外線
脾　臓 抗細胞質抗体
脾　臓 遺伝的因子
脾　臓 グロブリン
脾　臓 褐色脂肪組織
脾　臓 血漿と液漿に毒素混入
脾　臓 ヘルパーＴ細胞の減少
脾　臓 赤芽球系細胞
脾　臓 樹状細胞
脾　臓 白血球エステラーゼ
脾　臓 悪性新生物
脾　臓 癌もどき　（carcinoma-like）
脾　臓 カルチノイド腫瘍（carcinoid　tumor）
脾　臓 肺カルチノイド
脾　臓 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
脾　臓 多発性関節炎
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脾　臓 糜爛
脾　臓 四肢冷感
脾　臓 発作・痙攣　（けいれん）
脾　臓 肝臓の毛細血管
脾　臓 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 血管運動機構
脾　臓 球状(globulor)タンパク質
脾　臓 繊維状タンパク質
脾　臓 Ｔｉｅ２
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 細胞質性
脾　臓 Ｔｉｅ２受容体
脾　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており
脾　臓 酵素反応
脾　臓 体液
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大分類 件　名 機　　能　　他
グリット O（ゼロ）
グリット 完全中庸
グリット 地球（テラ）の中心
グリット ソマチット⑪　破裂　（コロイド）
グリット 十九次元
グリット ソマチット⑩　球状の細菌形態　（結晶）
グリット ソマチット⑨　球状の細菌形態　（結晶）
グリット 二十次元
グリット ソマチット⑧　粒状の二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）

グリット ソマチット⑦　二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）
グリット 二十一次元
グリット ソマチット⑤　二重バクテリア形態（アモロファス）
グリット アストラル体　（ピンク）
グリット 二十二次元
グリット ソマチット④　バクテリア形態（アモロファス）
グリット 無機物霊
グリット 橋核
グリット ソマチット③　二重胞子（準結晶）　（角樴之大神、地・木）
グリット 二十三次元
グリット 二十四次元
グリット ソマチット②　胞子（準結晶）　（須比知邇美之大神、地・土）
グリット ガイア
グリット メンタル体　　黄
グリット ソマチット①　（準）　（宇比地煮之大神、地・土）
グリット 二十五次元
グリット チャクラ
グリット チャクラを開く
グリット 糖
グリット 糖環状鎖
グリット 糖グリット
グリット 抗腫瘍作用
グリット ソマチット⑫　酵母形態（ゲル）
グリット 新Ⅲ次元
グリット 新Ⅲ次元
グリット 石油霊
グリット 塩酸
グリット 天日長命薬師守神
グリット 天豊禁厭建彦神
グリット 天日体骸薬師守神
グリット 天日体髄医師彦神
グリット 宇宙ソマチット　　超高温・低温の中のソマチット殻
グリット 感謝
グリット 八十万禍斬祓尊
グリット 塩酸の中のソマチット殻　
グリット 超古代ソマチット
グリット 細菌毒に対しての殻血小板

グリット 古代ソマチット（鎖）　（豊雲野根之大神）
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グリット 男性センター
グリット 秘尿器・生殖センター
グリット 仙骨性腺ｾﾝﾀｰ
グリット 太陽叢
グリット 横隔膜センター
グリット ハートチヤクス （心臓センター）
グリット 胸腺センター
グリット 喉ｾﾝﾀｰ
グリット 夢センター
グリット 脳下垂体ｾﾝﾀｰ
グリット 視覚センター
グリット 冠ﾁｬｸﾗ
グリット 三次元 （多次元経絡意識波動プログラム１層～１３層は三次元）

グリット 茶
グリット 闇山ずみ神　(クラヤマズミノカミ)
グリット 慈しみ
グリット 硫酸
グリット 久延毘古神　(クエビコノカミ)
グリット ソマチット⑬　子嚢胞子形態　（ゲル）
グリット 弥勒菩薩　　（ミロクボサツ）
グリット 六次元 （多次元経絡意識波動プログラム１６層６次元）
グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム１４層４次元）
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム１５層５次元）
グリット 橋核路
グリット 橋
グリット 白金78
グリット 金　79
グリット 脳
グリット 光子・フォトン
グリット ソマチットコロイド
グリット 肉体/ｴｰﾃﾙ  体接触面･茶
グリット 八次元
グリット 七次元
グリット 九次元
グリット 女性器組織再生
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ソマチット　⑭
グリット ソマチット⑦棒状形態
グリット 骨組織
グリット 随意筋
グリット 側脳室
グリット 錘体路
グリット 淡蒼球
グリット 平滑筋
グリット 筋肉線維
グリット 細胞
グリット 軟骨
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グリット 生体骨物質
グリット 筋肉
グリット 骨
グリット 真菌葉状体
グリット 真菌グリット
グリット 真菌準結晶
グリット 真菌アモロファス
グリット 抗炎症作用
グリット 真菌環状鎖
グリット 細胞環状鎖
グリット 筋肉環状鎖
グリット 骨環状鎖
グリット エーテル体・赤
グリット 細胞グリット
グリット 真菌ゲル
グリット 十二次元
グリット 筋肉グリット
グリット 神経線維
グリット 骨グリット
グリット ソマチットゲル
グリット 排膿
グリット 真菌コロイド
グリット 十次元
グリット 十一次元
グリット ソマチット　⑮菌糸体形態
グリット 付随筋
グリット 線条筋肉組織
グリット 紫
グリット 骨細胞
グリット ウィルスグリット
グリット 真菌結晶
グリット マクロボンド
グリット コンカナバリンＡ
グリット ソマチット結晶
グリット ソマチット　⑯繊維状の葉状体
グリット ウイルス葉状体
グリット 金属毒素準結晶
グリット ウィルス
グリット 横紋筋組織
グリット 神経
グリット 赤
グリット 金属毒素アモロファス
グリット ウィルスコロイド
グリット 神経環状鎖
グリット 神経グリット
グリット 金属毒素結晶
グリット ゲル状ウィルス　（ウィルスゲル）
グリット 金属毒素ゲル
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グリット 金属毒素葉状体
グリット ウィルス環状鎖
グリット 金属毒素コロイド
グリット ウィルス準結晶
グリット 金属毒素
グリット 十五次元
グリット 金属毒素環状鎖
グリット ソマチット葉状体　　（活樴之大神、地・木）
グリット タンパク質
グリット ウィルス結晶
グリット 脂肪細胞
グリット 脂肪
グリット 筋肉線維組織
グリット ピンク
グリット 蛋白質グリット
グリット ウィルス・アモルファス
グリット 金属毒素グリット
グリット 貝化石
グリット 化石
グリット 蛋白質環状鎖
グリット 十四次元
グリット 脂肪環状鎖
グリット 脂肪グリット
グリット 殻蛋白質コートプロテイン
グリット エンベロープ
グリット ゲル
グリット 海面活性物質
グリット ②Ｓｅｘ性センター
グリット 生霊
グリット 色
グリット 青
グリット オレンジ
グリット 緑
グリット カナバニン
グリット コロイド
グリット エネルギー環状鎖
グリット エネルギーグリット
グリット ソマチット鎖
グリット クォーク（ＣＡＵ）
グリット エネルギー(周波数)
グリット 松の精霊
グリット ニュートリノ
グリット ソマチット準結晶
グリット 精霊の転生
グリット 精霊
グリット アミノ酸グリット
グリット 感情コロイド　　（コロイド感情）
グリット アミノ酸環状鎖
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グリット 感情ゲル　　（ゲル感情）
グリット アミノ酸
グリット 感情アモロファス
グリット 感情準結晶
グリット 感情環状鎖
グリット 感情結晶　　（結晶感情）
グリット 結晶
グリット 感情葉状体
グリット 準結晶
グリット アモロファス
グリット 大脳辺縁系
グリット 感情
グリット 重力
グリット 環状鎖
グリット 運動エネルギー
グリット 重力波エネルギー
グリット 非自己
グリット 自己
グリット 羊水
グリット グリット
グリット 感情グリット
グリット エネルギー
グリット 意識のコードを翻訳
グリット コーザル体　紫　　26次元
グリット 肉体、工一テル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体がオクターブ共鳴で直結

グリット 意識のコード
グリット 意識
グリット 質量
グリット スカラー波
グリット 空間エネルギー
グリット 時間エネルギー
グリット 霊
グリット 梅の木の精霊
グリット 梅の精霊
グリット 素粒子
グリット 黄泉の国
グリット 黄泉の国行き片道切符
グリット 痴情霊
グリット 十八次元
グリット イヤシロチ
グリット 経絡系
グリット 経絡系･緑
グリット 黄
グリット 青紫
グリット 十六次元
グリット 軍千兆勝神社　(グンチカツカンヤシロ)
グリット 運気上昇
グリット 天狗　 （天空人）
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グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの四次元）

グリット 十七次元
グリット 十三次元
グリット 供養
グリット プラズマ
グリット 先祖の浮遊霊
グリット ソマチットグリット
グリット 悪魔・サタンの浮遊霊
グリット 無縁の浮遊霊
グリット 浄霊
グリット 自縛霊
グリット 愛　（Ｌｏｖｅ）
グリット バランスを取り戻す
グリット 白
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの五次元）

グリット 魂を込めた愛の実践
グリット 浄化
グリット 古代ソマチットグリット　（貝化石）
グリット 清　祓
グリット ケーシ体
グリット 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

グリット 六次元
グリット 大直日神
グリット 神直日神
グリット 大山祇神
グリット 慈母観音　
グリット 詞志古美之大神（地・金）
グリット 淤母陀琉日売之大神（地・火）
グリット 大斗能美之大神（地・水）
グリット 天八十萬日女神　アメヤソヨロズヒメノカミ
グリット 天八百陀琉美神　アメヤオダリヒミカミ
グリット 超古代ソマチットグリット　（化石の中のソマチット殻）
グリット 魄
グリット 神様に護られている　（ピラミッド光体）
グリット ピラミッド光体
グリット 天相合美神　アメアイアワスミノカミ
グリット 髄
グリット 精
グリット 霊性回路
グリット 惶根之大神（地・金）
グリット 面足日子之大神（地・火）
グリット 大斗能地之大神（地・水）
グリット 天照月之大神（ミド） 　天御柱女吹神(アメミハシラメフキノカミ)

グリット 天照日之大神（ホド）　天御柱男風神(アメミハシラオフキノカミ)

グリット 中心太陽
グリット 天日体骸医師彦神
グリット 般若心経
グリット アメヤソヨロズタマノカミ 天八十萬魂神
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グリット アメミクダリミノカミ　天目降美神
グリット アメヤクダリミノカミ　天八下美神
グリット 玉依毘売神　子安乳妃神社　安産守神社・女性ﾎﾙﾓﾝ・女性器

グリット 天照大御神の供養経
グリット 建速須佐乃男神　剣岳　月・月のエネルギー　男・黄泉の国

グリット 天照皇大神宮
グリット 天相合主神　アメアイアワスヌシノカミ
グリット 遺伝子ＤＮＡの前駆物質　（宇宙ソマチットグリット）
グリット 宇宙ソマチットグリット
グリット 魂
グリット 天豊医師主神
グリット 天之御中主神
グリット 天三降主神　アメミクダリヌシノカミ
グリット 天八下王神　アメヤクダリオノカミ
グリット 伊邪那美神
グリット 伊邪那岐神
グリット 天日豊本黄人皇主神
グリット 造化気萬男神
グリット 天日豊本葦牙気皇神
グリット 神
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大分類 件　名 機　　能　　他
地球(テラ) ゼロ磁場　（グランディング）
地球(テラ) ゼロ・ポイント・フィールド(Zero point field)
地球(テラ) 地球（テラ）の中心
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 個性
地球(テラ) 光修復
地球(テラ) フラクタル
地球(テラ) 憑依存在
地球(テラ) 憑依
地球(テラ) 憑依存在からの記憶感情
地球(テラ) 地球(テラ)
地球(テラ) パラレル・ワールド
地球(テラ) O次元(点)
地球(テラ) 1次元(線)
地球(テラ) 2次元(面)
地球(テラ) 3次元(空間)
地球(テラ) 4次元(時空間)
地球(テラ) ５次元　（五次元の領域内の５次元）
地球(テラ) 平行宇宙
地球(テラ) 他人の話を聞かない
地球(テラ) イクタマ
地球(テラ) ６次元（虚空/コアード体・神）（五次元領域内の６次元、神のエネルギー）

地球(テラ) コア・リリーフ
地球(テラ) 虚空　　　「コクウ」
地球(テラ) 次元上昇アセンション
地球(テラ) お金の循環
地球(テラ) タルタマ
地球(テラ) キャラクター
地球(テラ) 氣エネルギー
地球(テラ) 気場、Chi-System(気系)
地球(テラ) 自己受容
地球(テラ) 自己信頼
地球(テラ) 活動電位システム
地球(テラ) 表面電位
地球(テラ) 内部電位
地球(テラ) 直流電位
地球(テラ) 水
地球(テラ) 電解質
地球(テラ) 電流
地球(テラ) 電位
地球(テラ) 生体電流
地球(テラ) 生体磁場
地球(テラ) 生体電位
地球(テラ) 生体電磁波
地球(テラ) 流動電位
地球(テラ) 高次運動の調節
地球(テラ) 高次運動
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地球(テラ) 中性子
地球(テラ) 中性子線
地球(テラ) 天之常立之大神　あめのとこたちのおおかみ

地球(テラ) 国之常立神
地球(テラ) タマミチカシノタマ
地球(テラ) オキツカガミ
地球(テラ) ヘツカガミ
地球(テラ) マカルカヘシノタマ
地球(テラ) 中性子の中心
地球(テラ) オリオン星人
地球(テラ) シリウス星人
地球(テラ) プレアデス星人
地球(テラ) 雑音温度キャリブレーション
地球(テラ) 雑音温度
地球(テラ) 十種の神宝
地球(テラ) 十種の神
地球(テラ) 交流電位
地球(テラ) アンドロメダ星人
地球(テラ) Ⅶ次元　　（7次元）
地球(テラ) Ⅷ次元　　（8次元）
地球(テラ) Ⅸ次元　　（９次元）
地球(テラ) Ⅹ次元　　（１０次元）
地球(テラ) Ⅺ次元　　 (１１次元)
地球(テラ) Ⅻ次元 　　（１２次元）
地球(テラ) ＸⅢ次元　（１３次元）
地球(テラ) 生体磁気
地球(テラ) 磁場
地球(テラ) 電子の中心
地球(テラ) 心的外傷後ストレス障害
地球(テラ) シータヒーリング
地球(テラ) ヴァイアナ・スタイバル
地球(テラ) シュワン組織
地球(テラ) 陽子の中心
地球(テラ) グリア組織
地球(テラ) クササモノモノヒレ
地球(テラ) ハチノヒレ
地球(テラ) 人工的に上昇
地球(テラ) ストレス性疾患
地球(テラ) 太陽
地球(テラ) 電磁場
地球(テラ) 電子線
地球(テラ) 電子
地球(テラ) 線維組織
地球(テラ) 小細胞癌
地球(テラ) フィラメント
地球(テラ) 付随体組織
地球(テラ) 附随体組織　（不随体部分）
地球(テラ) ウィルスの膠質膜(クリスタルゴブレット)
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地球(テラ) イオン
地球(テラ) 負荷電粒子
地球(テラ) 正荷電粒子
地球(テラ) 荷電粒子
地球(テラ) 基礎組織
地球(テラ) 微細網状組織
地球(テラ) 閾値の制御
地球(テラ) 双子座　（2ツの銀河）
地球(テラ) 閾値
地球(テラ) 閾値となる電位を制御
地球(テラ) 熱雑音
地球(テラ) 電解質異常
地球(テラ) ネガティブフイードバック
地球(テラ) 身体毒素排泄
地球(テラ) 身体毒素排泄促進
地球(テラ) カルマ
地球(テラ) 業
地球(テラ) ミヅト
地球(テラ) ミヅノエ
地球(テラ) カノエ
地球(テラ) カノト
地球(テラ) ツチノト
地球(テラ) ツチノエ
地球(テラ) ヒノト
地球(テラ) ヒノエ
地球(テラ) キノト
地球(テラ) キノエ
地球(テラ) 中間子
地球(テラ) 中間子線
地球(テラ) ビルケラン電流
地球(テラ) 電気回路網
地球(テラ) 電界
地球(テラ) 電荷
地球(テラ) 電解液
地球(テラ) スピンポイント
地球(テラ) 結晶質
地球(テラ) バシヤール
地球(テラ) クンダリニー(クンダリーニ)
地球(テラ) 来世の統合
地球(テラ) 五次元の領域
地球(テラ) 六次元の領域
地球(テラ) 五次元の循環領域

地球(テラ) 五次元の循環システム
地球(テラ) 六次元の循環領域
地球(テラ) 未来の統合
地球(テラ) 陽子
地球(テラ) 陽子線
地球(テラ) 五次元六次元の領域
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地球(テラ) 五次元六次元の循環領域システム
地球(テラ) 神経膠　（グリア）
地球(テラ) 五次元六次元の循環領域
地球(テラ) 六次元の循環システム
地球(テラ) 五次元六次元の循環システム
地球(テラ) アストラルプロジェクション
地球(テラ) 電解質コルチコイド
地球(テラ) 結晶質の体
地球(テラ) クンダリニーの上昇
地球(テラ) クンダリニーの火と熱の原理
地球(テラ) 環境ホルモン
地球(テラ) オロチノヒレ
地球(テラ) 超高速移動ワープ
地球(テラ) 過去世からの記憶感情
地球(テラ) ネガティブ感情を手放す
地球(テラ) 他人のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの話を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの声を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) ハイアーセルフチャネリング
地球(テラ) 先祖からの記憶感情
地球(テラ) リコネクション
地球(テラ) フェニックス銀河
地球(テラ) ペガサス銀河
地球(テラ) 変態
地球(テラ) 変容させる
地球(テラ) 宇宙
地球(テラ) 信念(アイデンテテイ)
地球(テラ) 磁気リコネクション
地球(テラ) バイオプラズマ
地球(テラ) プラズモイド
地球(テラ) プラズマ光合成
地球(テラ) 肉を「落とす（変容させる）」
地球(テラ) プラズマ・ジェット
地球(テラ) 自我
地球(テラ) 自分
地球(テラ) 真我
地球(テラ) 自我意識
地球(テラ) エゴ
地球(テラ) アクシオトーナル・ライト
地球(テラ) アクシオトーナル・ライン
地球(テラ) アクシアル循環システム
地球(テラ) アクシオトーナル・メロデイアンシステム
地球(テラ) 未来
地球(テラ) 過去
地球(テラ) 未来世
地球(テラ) 過去世
地球(テラ) 結晶質の体へ変態
地球(テラ) 珪素系の結晶質の体へ変態 2015/3/9 P- 115  



地球(テラ) ラムサ
地球(テラ) 過去の統合
地球(テラ) 前世の統合
地球(テラ) 前世
地球(テラ) 前世の意識
地球(テラ) 前世の感情
地球(テラ) 前世のマトリックス
地球(テラ) 人生の遺伝子コード
地球(テラ) 寛大
地球(テラ) 寛容
地球(テラ) 普及学（祈念）
地球(テラ) ヤツカノツルギ
地球(テラ) 高速プラズマ流
地球(テラ) 観察精神
地球(テラ) 速進衝撃波
地球(テラ) ニューロペプチド
地球(テラ) ライフフォース
地球(テラ) 数霊
地球(テラ) サルーサ　Ｓａｌｕｓａ
地球(テラ) プラズマ・フィラメント
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 言霊
地球(テラ) 生命エネルギー
地球(テラ) 生命場(ライフフィールド)
地球(テラ) リバース(再誕生)
地球(テラ) 電磁氣エネルギー
地球(テラ) ホログラフ的なパターン
地球(テラ) 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
地球(テラ) 伝道師
地球(テラ) 本能
地球(テラ) トーラス
地球(テラ) 地球(テラ)の中心太陽
地球(テラ) 月のエネルギー
地球(テラ) 銀河
地球(テラ) 生命光線
地球(テラ) アシュタール・シェラン
地球(テラ) 意識生命体　（魂）
地球(テラ) 波動
地球(テラ) 空(くう)
地球(テラ) 宇宙意識生命体　（神）
地球(テラ) 多次元
地球(テラ) 八百萬之神　（ヤオヨロズノカミ）
地球(テラ) ヒーリングマスター
地球(テラ) 龍
地球(テラ) 竜樹菩薩
地球(テラ) 豊雲野神
地球(テラ) うしとらの金神
地球(テラ) 大天使ミカエル
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地球(テラ) 大天使ラファエル
地球(テラ) 大天使ウリエル
地球(テラ) 堕天使ルシフェル
地球(テラ) マスター・プラトン
地球(テラ) マスター・シビン
地球(テラ) 除霊
地球(テラ) 悪魔悪霊祓い
地球(テラ) マスター・オーク(アポロン)
地球(テラ) マスター・ホワイトクライド
地球(テラ) マスター・ザ・スワルスマン
地球(テラ) クラウンチャクラのキャップ除去
地球(テラ) 才一ラ、マグネティックライン
地球(テラ) 4大元素のバランスライン
地球(テラ) エーテル体のネガティブクリスタル
地球(テラ) DNAアクティベーション
地球(テラ) アンテイモニー
地球(テラ) 感情コード
地球(テラ) 四大元素
地球(テラ) 火
地球(テラ) 風
地球(テラ) 土
地球(テラ) アデプトプログラム
地球(テラ) 多次元宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 銀河系のセントラルサン
地球(テラ) 太陽系のセントラルサン
地球(テラ) 地球のセントラルサン
地球(テラ) 地球神界
地球(テラ) 惑星連合
地球(テラ) 銀河連合
地球(テラ) 宇宙連合
地球(テラ) 水瓶座
地球(テラ) 魚座
地球(テラ) 異星人との遭遇によるトラウマ
地球(テラ) 異星人への恐れ
地球(テラ) 自己不信
地球(テラ) 自己能力不信
地球(テラ) テレパシー
地球(テラ) プレアデス
地球(テラ) オリオン
地球(テラ) シリウス
地球(テラ) 琴座リラ
地球(テラ) 琴座リラのプリズム
地球(テラ) アークトゥルス
地球(テラ) 宇宙存在バシャール
地球(テラ) 宇宙存在サーシャ
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大分類 件　名 機　　能　　他
アセンション ゼロポイント
アセンション 地球の中心
アセンション 精子
アセンション 角樴之大神 （地／木）
アセンション 須比知邇美之大神 （地／土）
アセンション 地球
アセンション 宇比地煮之大神 （地／土）
アセンション 水
アセンション 超健康体
アセンション 平和 （安定）
アセンション ⑫女性センター
アセンション ⑬男性センター
アセンション ①泌尿器生殖センター
アセンション ②仙骨性腺センター
アセンション ③太陽神経叢
アセンション ④横隔膜センター
アセンション ⑤心臓
アセンション ⑥胸腺センター
アセンション ⑦喉センター
アセンション ⑧夢センター
アセンション ⑨脳下垂体センター
アセンション ⑩視覚センター
アセンション ⑪冠チヤクラ
アセンション 木の精
アセンション 火の精
アセンション 水の精
アセンション 地の精
アセンション オメガ・チヤクラ
アセンション アルファ・チヤクラ
アセンション 風の精
アセンション ＸⅣ次元
アセンション ＸⅤ次元
アセンション ＸⅥ次元
アセンション ＸⅦ次元
アセンション ＸⅧ次元
アセンション ＸⅨ次元
アセンション ＸＸ次元
アセンション ＸＸⅠ次元
アセンション ＸＸⅡ次元
アセンション ＸＸⅢ次元
アセンション ＸＸⅣ次元
アセンション ＸＸＶ次元
アセンション ＸＸⅥ次元
アセンション ＸＸⅦ次元
アセンション エーテル（光子、フオトン）
アセンション 染色体
アセンション 卵子
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アセンション 卵巣ホルモン
アセンション ＳＴＡＰ万能細胞
アセンション 活樴之大神 （地／木）
アセンション 電子インパルス
アセンション 土
アセンション メビウスの輪
アセンション 風→火→水→土→中心核
アセンション 意識
アセンション 生体周波数
アセンション 四大力更新
アセンション 喜び
アセンション 豊穣
アセンション モチベーション
アセンション 風
アセンション 創造の中心点
アセンション 経絡
アセンション 肉体
アセンション 宙 (ちゅう、そら)
アセンション 完成（神との良縁）
アセンション 火・情熱、愛情
アセンション 火
アセンション 愛情
アセンション 情報
アセンション レシピ
アセンション ＤＮＡ
アセンション ＲＮＡ
アセンション アートマン（存在するもの）
アセンション 幽体
アセンション 神の創造
アセンション 淤母陀琉日売之大神 （地／火）
アセンション 生命エネルギー
アセンション 大斗能美之大神 （地／水）
アセンション 天八十萬日女之大神 （天／水）
アセンション 天八百陀琉美之大神 （天／金）
アセンション 情熱　（ＲＮＡ　ポリメラーゼ）
アセンション 天相合美之大神 （天／火）
アセンション リバース(再誕生)
アセンション 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
アセンション トーラス
アセンション 詞志古美之大神 （地／金）
アセンション 惶根之大神 （地／金）
アセンション 面足日子之大神 （地／火）
アセンション 大斗能地之大神 （地／水）
アセンション 中心太陽
アセンション 天八十萬魂之大神 （天／水）
アセンション 天八百足日之大神 （天／金）
アセンション 天目降美之大神 （天／木）
アセンション 天八下美之大神 （天／土）
アセンション 天合主男之大神 （天／火） 2015/3/9 P- 119  



アセンション 意識生命体
アセンション 天三降主之大神 （天／木）
アセンション 天八下王之大神 （天／土）
アセンション 宇宙意識生命体

2015/3/9 P- 120  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
感 情 感情 Ⅱ １８歳～２７歳
感 情 感情 Ⅱ ２８歳～３７歳
感 情 感情 Ⅱ ３８歳～４７歳
感 情 感情 Ⅱ ４８歳～５７歳
感 情 感情 Ⅱ ５８歳～６７歳
感 情 感情 Ⅱ ６８歳～７７歳
感 情 感情 Ⅱ ７８歳～８７歳
感 情 感情 Ⅱ ８８歳～９７歳
感 情 感情 Ⅲ 忘れること
感 情 感情 Ⅲ いさかいを引き起こすこと
感 情 感情 Ⅲ 不安定な感覚
感 情 感情 Ⅲ スケープゴード
感 情 感情 Ⅲ 憤りこと
感 情 感情 Ⅲ すべてを承知していないといけない
感 情 感情 Ⅲ 劣等感を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 集団意識の中にある恐怖を取り入れること
感 情 感情 Ⅱ 状況がこれ以上悪くなる恐れがあるなら変わらないほうがましだ
感 情 感情 Ⅲ 恥ずかしい思いをすること
感 情 感情 Ⅲ 自分の世界がバラバラになること
感 情 感情 Ⅰ お金の亡者
感 情 感情 Ⅲ 今の自分についていいわけすること
感 情 感情 Ⅲ 自分自身に腹を立てること
感 情 感情 Ⅰ 過労･過労死傾向
感 情 感情 Ⅲ 自分自身や他人を批判すること
感 情 感情 Ⅱ 嫉妬
感 情 感情 Ⅲ 不運だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視された
感 情 感情 Ⅲ 孤独だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人の「モノ」を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ はねつけられた
感 情 感情 Ⅲ 脅かされている
感 情 感情 Ⅲ 孤児である
感 情 感情 Ⅲ 裏切られること
感 情 感情 Ⅲ 失望すること
感 情 感情 Ⅲ 後悔  （Regret）
感 情 感情 Ⅲ 手に負えない
感 情 感情 Ⅲ 後悔すること
感 情 感情 Ⅲ 自分を抑えること
感 情 感情 Ⅰ 腹が立つ
感 情 感情 Ⅲ 弱者につけ入る隙を与えてしまうこと
感 情 感情 Ⅰ 不平不満
感 情 感情 Ⅲ 他の人の物をむやみに欲しがること
感 情 感情 Ⅲ 近づき難い
感 情 感情 Ⅲ 困惑すること
感 情 感情 Ⅲ 欲深くなること
感 情 感情 Ⅱ どうせ
感 情 感情 Ⅱ 私は存在しない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にダメだ 2015/3/9 P- 121  



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅰ 孤立的
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は嫌われている
感 情 感情 Ⅰ 良心の咎め
感 情 感情 Ⅰ 信頼の欠如
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 憎悪･嫉妬・妬み・貪欲
感 情 感情 Ⅰ 精神疲労
感 情 感情 Ⅰ 理性を失う恐れ･自制心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 極度の苦悶
感 情 感情 Ⅰ 自己中心
感 情 感情 Ⅰ 硬直・頑な・殉教的症候群
感 情 感情 Ⅰ 失望
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅰ 潜在する精神的苦痛
感 情 感情 Ⅰ 不満
感 情 感情 Ⅱ 無視されるくらいなら嫌われたほうがいい
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に愛されていない 2015/3/9 P- 122  



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どっせ私は怠け者だ
感 情 感情 Ⅰ 自己嫌悪
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ なんで
感 情 感情 Ⅱ なんで私がこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ なんで私だけがこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ 安心
感 情 感情 Ⅰ 求道（グドウ）
感 情 感情 Ⅱ 自己
感 情 感情 Ⅱ やっぱり
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無価値だ 2015/3/9 P- 123  



感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ あきらめ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はダメだ
感 情 感情 Ⅰ 叡智
感 情 感情 Ⅱ 私だけ
感 情 感情 Ⅱ 私は不倫していません
感 情 感情 Ⅱ 私は無視される存在だ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は大人の女です
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に善だ
感 情 感情 Ⅱ みんなは私を無視する
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に好かれている 2015/3/9 P- 124  



感 情 感情 Ⅱ 私だけが好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は主人の妻です
感 情 感情 Ⅱ 私は愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが愛されている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は善だ
感 情 感情 Ⅲ 痛ましい状態になること
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 人より劣っている
感 情 感情 Ⅲ 他人をいらだたせること
感 情 感情 Ⅲ 将来に対して臆病になること
感 情 感情 Ⅰ 不参加
感 情 感情 Ⅲ 次の一歩に臆病になること
感 情 感情 Ⅲ 困窮状態に陥ること
感 情 感情 Ⅲ ものが言えない
感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 苛立ち・いらいら
感 情 感情 Ⅰ わがまま
感 情 波動測定器 自分は無価値な存在だ。
感 情 感情 Ⅰ 欠席
感 情 感情 Ⅰ 残念
感 情 感情 Ⅲ 惨めな状態
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 感情 Ⅲ いらいらすること
感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 見捨てられること
感 情 感情 Ⅰ 悔しい
感 情 感情 Ⅰ 悔しさ　（残念、無念）
感 情 感情 Ⅲ 自分の力を疑うこと
感 情 感情 Ⅲ 落ち込むこと
感 情 波動測定器 何をやってもこの問題は解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 自分は無力な存在だ。

感 情 波動測定器 自分は悪い存在だ。

感 情 感情 Ⅲ 打ちのめされた
感 情 感情 Ⅰ むかつく
感 情 感情 Ⅲ どうしようもない
感 情 感情 Ⅲ 拒絶すること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶を恐れる感情を転嫁する
感 情 感情 Ⅲ 拒絶されるのを恐れる
感 情 感情 Ⅱ 小学高学年～中学校
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖・懐疑心
感 情 感情 Ⅰ 威張る・非柔軟
感 情 感情 Ⅰ 忍耐の欠如 2015/3/9 P- 125  



感 情 感情 Ⅰ 寛容でない
感 情 感情 Ⅰ 臆病･疲労消耗
感 情 感情 Ⅰ 他への恐れ・ショック
感 情 感情 Ⅰ 絶望的憂鬱
感 情 感情 Ⅰ 不確か･優柔不断
感 情 感情 Ⅰ 思わしくない思考に取り付かれる
感 情 感情 Ⅰ 否定的
感 情 感情 Ⅰ 無関心
感 情 感情 Ⅰ 感謝
感 情 感情 Ⅰ ミカエルの意識
感 情 感情 Ⅰ 慈しみ
感 情 感情 Ⅰ 出席する
感 情 感情 Ⅰ 参加する
感 情 感情 Ⅱ 私は娘です
感 情 感情 Ⅱ ありがとうございます
感 情 感情 Ⅰ 偽者
感 情 波動測定器 何をやってもこの怪我は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 多くの恐れ
感 情 感情 Ⅰ 恥
感 情 感情 Ⅰ 幸福感の欠如
感 情 波動測定器 何をやってもこの病気は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 頭がおかしくなった
感 情 感情 Ⅰ 人を騙す
感 情 感情 Ⅰ 欺瞞者
感 情 感情 Ⅰ 欺く
感 情 感情 Ⅱ 女性生殖器相　（外性器の陰相）
感 情 感情 Ⅰ 極度の疲労
感 情 感情 Ⅰ 悲痛･自己憐憫
感 情 感情 Ⅰ 無関心･感情麻痺
感 情 感情 Ⅰ 神経衰弱・弱気
感 情 感情 Ⅰ 無表情な
感 情 感情 Ⅰ 癌に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 虚偽・欺き
感 情 感情 Ⅰ 臥龍　（wolong　ウォロン）
感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾を踏む
感 情 感情 Ⅲ 羨ましがること
感 情 感情 Ⅲ 物が不足すること
感 情 感情 Ⅲ 取り残されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ じれったいと感じること
感 情 感情 Ⅰ 妄念･強迫観念
感 情 感情 Ⅲ 恐れ
感 情 感情 Ⅲ 恨みを消す
感 情 感情 Ⅲ 母に対する恨み
感 情 感情 Ⅰ 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
感 情 感情 Ⅲ 女であることが間違っている
感 情 感情 Ⅰ お金えの執着心
感 情 感情 Ⅰ お金に執着する
感 情 感情 Ⅲ 男であることが間違っている 2015/3/9 P- 126  



感 情 感情 Ⅲ がっかりすること
感 情 感情 Ⅲ 病気
感 情 感情 Ⅲ 悲観的になること
感 情 感情 Ⅰ 抑圧
感 情 感情 Ⅲ 口を閉ざすこと
感 情 感情 Ⅲ 静かにしていること
感 情 感情 Ⅰ 焦燥感
感 情 感情 Ⅲ 感じるのは苦痛だと思うこと
感 情 感情 Ⅲ 攻撃的な運転をする
感 情 感情 Ⅲ 罰せられること
感 情 感情 Ⅲ 恨みを抱き続けること
感 情 感情 Ⅰ やきもち
感 情 感情 Ⅰ 消極的･否定的
感 情 感情 Ⅰ 偏見・ひがみ
感 情 感情 Ⅰ 心配･不安
感 情 感情 Ⅰ 愚図
感 情 感情 Ⅰ 倦怠・飽きっぽい
感 情 感情 Ⅱ 自閉症
感 情 感情 Ⅰ 焦り
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 他からの影響を受けすぎる
感 情 感情 Ⅰ 緊張
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 過ちを繰返す
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 怠慢
感 情 感情 Ⅰ 罪の意識
感 情 感情 Ⅰ プレッシャー
感 情 感情 Ⅰ 懸念･神経質･気がかり
感 情 感情 Ⅰ 忍耐心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 強い苛立ち・せっかち
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 良心の呵責
感 情 感情 Ⅰ だるさ・倦怠･疲労
感 情 感情 Ⅰ 恨み
感 情 感情 Ⅰ 悲嘆・深い悲しみ
感 情 感情 Ⅰ 強い自惚れ
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖
感 情 感情 Ⅲ 嫉妬すること
感 情 感情 Ⅱ 認識
感 情 感情 Ⅲ 大きな混乱
感 情 感情 Ⅲ 体内を透視する自分の能力に疑念を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 母に憤りを覚える
感 情 感情 Ⅱ 曇る
感 情 感情 Ⅱ 曇り
感 情 感情 Ⅱ 輝いていない
感 情 感情 Ⅱ 生きる気力
感 情 感情 Ⅲ 憤り 　（Resentment）
感 情 感情 Ⅱ 曇っている 2015/3/9 P- 127  



感 情 感情 Ⅲ 哀れな状態になること
感 情 感情 Ⅱ ごめんなさい
感 情 感情 Ⅰ 悲しみ
感 情 感情 Ⅲ 隔てられている
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅰ 不信･疑惑
感 情 感情 Ⅲ 悪者であること
感 情 感情 Ⅲ 無視されること
感 情 感情 Ⅲ 絶望すること
感 情 感情 Ⅰ 憤り
感 情 感情 Ⅰ 迷い
感 情 感情 Ⅲ 惨めになること
感 情 感情 Ⅰ 死に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 絶望・自暴自棄
感 情 感情 Ⅰ 短気・無理性・不合理
感 情 感情 Ⅰ 寂しさ
感 情 感情 Ⅰ 気苦労
感 情 感情 Ⅰ 不幸
感 情 感情 Ⅰ 自制心を失う恐れ
感 情 感情 Ⅰ 自尊心・頑固
感 情 感情 Ⅱ ０歳～３歳
感 情 感情 Ⅰ 逆境に弱い
感 情 感情 Ⅰ 自立心が無い
感 情 感情 Ⅰ パニック
感 情 感情 Ⅱ 胎児期
感 情 感情 Ⅰ メランコリー
感 情 感情 Ⅰ ストレス
感 情 感情 Ⅲ ストレス
感 情 感情 Ⅰ 意図・目論見
感 情 感情 Ⅰ 長期的な視野を持て無い
感 情 感情 Ⅰ 衝動的な
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱
感 情 感情 Ⅰ ヒステリー
感 情 感情 Ⅰ 空想家
感 情 感情 Ⅰ 未熟な・子供ぽい
感 情 感情 Ⅰ 憎悪感に満ちた悲痛な状態
感 情 感情 Ⅰ はにかみ・内気
感 情 感情 Ⅰ パラノイヤ
感 情 感情 Ⅰ 引きこみ思案
感 情 感情 Ⅰ 分別が無い
感 情 感情 Ⅱ 感情を感じる事の恐れ
感 情 感情 Ⅱ 輝き
感 情 感情 Ⅰ 自己憐憫
感 情 感情 Ⅱ 肉体的苦痛に対する恐れ
感 情 感情 Ⅲ どのようにして母の憤りを感じることなく暮らすかを教示
感 情 感情 Ⅱ 痛みに対する恐れ
感 情 感情 Ⅰ 被害者意識 2015/3/9 P- 128  



感 情 感情 Ⅱ 被害者意識
感 情 感情 Ⅲ 一生のうちに自分の使命を果たせない
感 情 感情 Ⅲ 他人を不快にさせること
感 情 感情 Ⅲ のけ者にされていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人から損害をこうむること
感 情 感情 Ⅲ 被害者になること
感 情 感情 Ⅲ 不安感
感 情 感情 Ⅲ 打ち砕かれた
感 情 感情 Ⅲ 心配ごと
感 情 感情 Ⅲ 無気力になって真実を忘れてしまう
感 情 感情 Ⅲ 他人から傷つけられること
感 情 感情 Ⅲ 親しくなりすぎた
感 情 感情 Ⅱ 許してください
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの星にいる
感 情 感情 Ⅰ 無気力・無感覚
感 情 感情 Ⅰ 環境ストレス
感 情 感情 Ⅱ 高校時
感 情 感情 Ⅱ むくわれない思い
感 情 感情 Ⅰ 頭脳明晰
感 情 感情 Ⅰ 独占欲
感 情 感情 Ⅰ 錯乱状態
感 情 感情 Ⅰ 心配
感 情 感情 Ⅰ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 立命
感 情 感情 Ⅲ 食べ物、タバコ、薬物、酒などで自分自身を痛めつけること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶　（Rejection）
感 情 感情 Ⅲ 無意味に興奮すること
感 情 感情 Ⅲ 軽んじられた
感 情 感情 Ⅲ 取るにたりない
感 情 感情 Ⅰ 憎悪
感 情 感情 Ⅲ いじめられること
感 情 感情 Ⅰ 時差惚け
感 情 感情 Ⅲ 過小評価された
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱（うつ）
感 情 感情 Ⅲ ひどく殴打された
感 情 感情 Ⅱ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 挫折
感 情 感情 Ⅱ 挫折
感 情 感情 Ⅰ 幻覚・妄想
感 情 感情 Ⅰ ぐずぐずする・内気
感 情 感情 Ⅱ アレルギー
感 情 感情 Ⅱ 人相
感 情 感情 Ⅱ 自分を見失っている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の失望を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦痛や感情を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 何かに押しつぶされること
感 情 感情 Ⅲ 家族に腹を立てること 2015/3/9 P- 129  



感 情 感情 Ⅲ 創造主とつながっていない
感 情 感情 Ⅲ 人に傷つけられやすい
感 情 感情 Ⅲ 人に利用されること
感 情 感情 Ⅲ 重荷を強いられている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦しみを背負うこと
感 情 感情 Ⅲ 「すべてなるもの」からの分離
感 情 感情 Ⅰ 猫の目のように変わる感情表現
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの家族にいる
感 情 感情 Ⅲ 真実を観るのを恐れること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親の親であるかのようだ
感 情 感情 Ⅱ 家族愛
感 情 感情 Ⅱ ４歳～小学低学年
感 情 感情 Ⅲ 他人の面倒を見ること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親に対して責任がある
感 情 感情 Ⅱ 父に感謝
感 情 感情 Ⅱ 兄に感謝
感 情 感情 Ⅱ 家族に感謝
感 情 感情 Ⅱ 感情コロイド　　（コロイド感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情ゲル　　（ゲル感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情アモロファス
感 情 感情 Ⅱ 感情準結晶
感 情 感情 Ⅱ 感情鎖　　（感情環状鎖）
感 情 感情 Ⅱ 感情結晶　　（結晶感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情グリット
感 情 感情 Ⅱ 母に感謝
感 情 感情 Ⅰ 精神的に安定している状態
感 情 感情 Ⅱ 老衰
感 情 感情 Ⅲ 神を畏怖すること
感 情 感情 Ⅲ やっかい者である
感 情 波動測定器 宇宙に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 波動測定器 神に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 感情 Ⅲ 人に避けられている
感 情 感情 Ⅲ 神に対して腹を立てること
感 情 感情 Ⅱ 内因性精神病
感 情 感情 Ⅱ 発達障害
感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この怪我に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この病気に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この問題に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの問題が解決に向かって良くなっても、
また元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの怪我が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 時間が十分あると心配すること
感 情 感情 Ⅲ 脅かされること
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感 情 感情 Ⅲ 他人を脅かすこと
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの身体を所有している
感 情 感情 Ⅱ 同一性障害
感 情 感情 Ⅲ 人の重荷である
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの痛み

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの病状が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、自分にだけ
は無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が何故か効かない、今度の波動修正も効かな
いのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器の波動修正は本当に有効なのだろうか、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾
感 情 感情 Ⅱ ツボカビ
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの悩み
感 情 感情 Ⅰ 起
感 情 感情 Ⅰ 承
感 情 感情 Ⅰ 転
感 情 感情 Ⅰ 結
感 情 感情 Ⅲ 劇的な出来事を経験すること
感 情 感情 Ⅱ 天寿
感 情 感情 Ⅰ 愛　（Ｌｏｖｅ）
感 情 感情 Ⅰ 起承転結
感 情 感情 Ⅱ 愛しています
感 情 感情 Ⅱ 民・人民
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）　　　小脳　（２）
脳 小脳 前庭系
脳 小脳 前庭神経核
脳 小脳 心的回転
脳 小脳 前庭小脳
脳 小脳 上髄帆
脳 小脳 筋紡錘
脳 小脳 前庭神経節
脳 小脳 企図振戦
脳 小脳 登上線維
脳 小脳 前庭感覚
脳 小脳 運動野
脳 小脳 尾髄
脳 小脳 仙髄
脳 小脳 腰髄
脳 小脳 物体識別
脳 小脳 非交叉性線維
脳 小脳 非交叉性室頂核遠心性線維
脳 小脳 反跳現象(はね返り現象)
脳 小脳 多発性硬化症　小脳型
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 小脳 大脳半球
脳 小脳 小脳性歩行失調
脳 小脳 小脳半球症候群
脳 小脳 小脳虫部症候群
脳 小脳 小脳性言語障害(構音障害)
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 小脳 平行線維系
脳 小脳 小脳
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 小脳 新小脳
脳 小脳 室頂核遠心性線維
脳 小脳 中小脳脚
脳 小脳 小脳半球の上半月小葉
脳 小脳 小脳のLobule　I
脳 小脳 小脳のLobule　II
脳 小脳 小脳のLobule　III
脳 小脳 小脳のLobule　IV
脳 小脳 小脳のLobule　IX
脳 小脳 小脳のLobule　V
脳 小脳 小脳のLobule　VI
脳 小脳 小脳のLobule　VII
脳 小脳 小脳のLobule　VIII
脳 小脳 小脳のLobule　X
脳 小脳 小脳半球虫部傍部
脳 小脳 小脳半球の片葉
脳 小脳 小脳半球の下半月小葉
脳 小脳 同側小脳皮質
脳 小脳 二次前庭小脳線維 2015/3/9 P- 132  



脳 小脳 小脳の苔状線維
脳 小脳 小脳の第1裂
脳 小脳 小脳の第2裂
脳 小脳 視床外側腹側核
脳 小脳 小脳の中位核
脳 小脳 小脳の虫部垂
脳 小脳 小脳の虫部傍部(中間部)
脳 小脳 小脳の虫部錐体
脳 小脳 視床前腹側核
脳 小脳 上小脳脚交叉
脳 小脳 前庭小脳路
脳 小脳 小脳半球の小脳扁桃
脳 小脳 小脳半球の単小葉
脳 小脳 小脳半球の四角小葉　quadrangular　lobule
脳 小脳 小脳の虫部葉
脳 小脳 小脳の虫部隆起
脳 小脳 小脳の登上線維
脳 小脳 小脳の矢状面
脳 小脳 小脳の平行線維
脳 小脳 小脳の片葉小節葉
脳 小脳 小脳右半球
脳 小脳 小脳左半球
脳 小脳 小脳皮質のゴルジ細胞
脳 小脳 小脳の外側核(歯状核)
脳 小脳 小脳皮質の軟膜
脳 小脳 小脳皮質の星状細胞
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層のプルキンエ細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の分子層のプルキンエ細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞
脳 小脳 小脳皮質のバスケット細胞
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層の顆粒細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層
脳 小脳 視床VL核
脳 小脳 小脳の髄体
脳 小脳 小脳の水平裂
脳 小脳 小脳の外側部
脳 小脳 小脳の後外側裂　posterolateral　Fissure
脳 小脳 下小脳脚内側部
脳 小脳 小脳灰白質
脳 小脳 小脳の球状核
脳 小脳 小脳の栓状核
脳 小脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳歯状核
脳 小脳 小脳室頂核
脳 小脳 小脳の原小脳
脳 小脳 小脳半球
脳 小脳 橋小脳
脳 小脳 小脳核細胞 2015/3/9 P- 133  



脳 小脳 橋小脳路線維
脳 小脳 橋小脳路
脳 小脳 橋核小脳路
脳 小脳 小脳回　cerebellar　folia
脳 小脳 小脳糸球体
脳 小脳 小脳中心小葉　central　lobule
脳 小脳 小脳体の第1裂　primary　Fissure
脳 小脳 小脳半球の中心小葉翼 ala of central lobule
脳 小脳 小脳の前庭神経核
脳 小脳 小脳半球の二腹小葉
脳 小脳 小脳皮質の分子層
脳 小脳 古小脳
脳 小脳 下小脳脚
脳 小脳 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 小脳 小脳核
脳 小脳 小脳体の後葉
脳 小脳 小脳体
脳 小脳 小脳半球の薄小葉
脳 小脳 小脳核赤核路
脳 小脳 小脳半球外側部
脳 小脳 小脳の正中の虫部vermis
脳 小脳 小脳小舌
脳 小脳 網様体小脳路
脳 小脳 上小脳脚
脳 小脳 拮抗性運動反復不能
脳 小脳 脊髄神経節
脳 小脳 脊髄側索
脳 小脳 シナプス接続
脳 小脳 抑制性ニューロン
脳 小脳 拮抗筋
脳 小脳 大脳小脳
脳 小脳 協同筋
脳 小脳 興奮性ニューロン
脳 小脳 求心性線維
脳 小脳 後外側裂
脳 小脳 注意
脳 小脳 赤核症候群
脳 小脳 推尺異常
脳 小脳 深部感覚
脳 小脳 共同運動不能
脳 小脳 運動視知覚
脳 小脳 顆粒細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質の分子層の平行線維
脳 小脳 第四脳室脈絡叢
脳 小脳 前脊髄小脳路
脳 小脳 楔状束核小脳路
脳 小脳 副オリーブ核
脳 小脳 患側の四肢の筋緊張の減退
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脳 小脳 オリーブ核小脳路
脳 小脳 オリーブ小脳路
脳 小脳 クラーク氏背核
脳 小脳 下オリーブ核
脳 小脳 外側網様核
脳 小脳 下髄帆
脳 小脳 小脳核視床路
脳 小脳 小脳溝
脳 小脳 交叉性線維
脳 小脳 神経伝達物質GABA
脳 小脳 神経伝達物質
脳 小脳 小脳体の前葉
脳 小脳 後肢のゴルジ腱器官
脳 小脳 ゴルジ細胞の軸索終末
脳 小脳 三叉神経脊髄路核
脳 小脳 苔状線維
脳 小脳 三叉神経小脳路
脳 小脳 髄体より小脳の各小葉に入り込んでいる白質板
脳 小脳 中脳蓋
脳 小脳 脊髄小脳
脳 小脳 主オリーブ核
脳 小脳 主オリーブ核の外側部
脳 小脳 主オリーブ核の内側部
脳 小脳 小脳皮質小脳核線維
脳 小脳 小脳皮質の籠細胞
脳 小脳 副楔状束核
脳 小脳 三次元視覚認識
脳 小脳 大脳回
脳 小脳 クラーク氏背核dorsal　nucleus of Clark(胸髄核)
脳 小脳 脳幹
脳 小脳 脳幹の神経核
脳 小脳 小脳虫部の小節
脳 小脳 小脳虫部の山腹
脳 小脳 小脳虫部の山頂　culmen
脳 小脳 小脳舌樹木
脳 小脳 直接小脳前庭線維
脳 小脳 後脊髄小脳路
脳 小脳 小脳髄質
脳 小脳 小脳髄質の中心部の髄体
脳 小脳 小脳核視床路線維
脳 小脳 小脳核赤核路線維
脳 小脳 赤核
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）　　　　　　橋　（２）
脳 橋 台形体
脳 橋 台形体核
脳 橋 下丘
脳 橋 毛帯交叉
脳 橋 内膝(脳内の顔面神経膝)
脳 橋 外膝(側頭骨内の顔面神経膝)
脳 橋 翼突管神経
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 アブミ骨底
脳 橋 前庭神経節
脳 橋 前半規管
脳 橋 後半規管
脳 橋 アブミ骨筋神経
脳 橋 外側半規管
脳 橋 蝸牛神経
脳 橋 前庭神経
脳 橋 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
脳 橋 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 橋 蝸牛神経背側核(背側蝸牛神経核)dorsal cochlear nculeus

脳 橋 青斑核
脳 橋 内側縦束
脳 橋 前庭神経核
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の動毛
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の不動毛
脳 橋 上唾液核
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 橋 鼓索神経
脳 橋 耳下腺神経叢
脳 橋 ラセン器
脳 橋 蝸牛管にあるラセン器(コルチ器)の有毛細胞
脳 橋 卵形嚢斑
脳 橋 上髄帆
脳 橋 蓋板
脳 橋 基板
脳 橋 前庭神経節ニューロン
脳 橋 前庭神経節ニューロンの中枢枝
脳 橋 オリーブ赤核路
脳 橋 球形嚢斑
脳 橋 内側直筋
脳 橋 外側直筋
脳 橋 卵形嚢
脳 橋 球形嚢
脳 橋 内耳神経
脳 橋 上行枝
脳 橋 三叉神経運動根 Ⅴ
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脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 上小脳脚交叉
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 橋 脳神経核
脳 橋 直接小脳前庭線維　direct　cerebellovestibular　fibers
脳 橋 前角運動ニューロン
脳 橋 涙腺
脳 橋 外眼筋
脳 橋 三半規管内の膨大部
脳 橋 前庭神経外側核
脳 橋 延髄
脳 橋 ロ蓋神経
脳 橋 咬筋
脳 橋 節前ニューロン
脳 橋 顎下腺
脳 橋 眼神経
脳 橋 橋網様体 pontine reticular formation
脳 橋 橋核路
脳 橋 橋
脳 橋 視床外側腹側核
脳 橋 表情筋
脳 橋 中脳
脳 橋 大脳皮質
脳 橋 大脳小脳連関
脳 橋 小脳
脳 橋 三半規管
脳 橋 後頭筋
脳 橋 後耳介筋
脳 橋 膝神経節
脳 橋 ラセン神経節
脳 橋 橋の縦橋線維　longitudinal　pontine　fibers
脳 橋 橋背部　dorsal　portion(橋被蓋　pontine tegmentum)
脳 橋 橋の背側
脳 橋 正中傍橋網様体
脳 橋 縦橋線維
脳 橋 橋腹側部の線維
脳 橋 中脳中心灰白質
脳 橋 聴覚路
脳 橋 聴覚路の二次線維
脳 橋 聴覚路の三次線維
脳 橋 歯状核
脳 橋 VL核ニューロン
脳 橋 脊髄前庭路　spinovestibular　tract
脳 橋 二次前庭小脳線維
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 鈎状束　uncinate　fascicle
脳 橋 非交叉性線維
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脳 橋 室頂核前庭線維
脳 橋 菱脳唇
脳 橋 視床皮質投射路
脳 橋 大脳皮質運動野
脳 橋 視床VPM核
脳 橋 小脳の球状核
脳 橋 小脳の栓状核
脳 橋 小脳皮質外側部
脳 橋 一次前庭線維　primary　vestibular　fibers
脳 橋 橋腹側部　ventral　porｔｉon(橋底部)
脳 橋 橋底部
脳 橋 橋背部
脳 橋 小脳虫部
脳 橋 小脳前葉虫部
脳 橋 台形体交叉
脳 橋 下小脳脚
脳 橋 中心被蓋路
脳 橋 小脳の外顆粒層
脳 橋 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 橋 橋動脈（脳底動脈の）
脳 橋 皮質橋核路　corticopｏntine　tract
脳 橋 小脳核
脳 橋 小脳半球外側部
脳 橋 中脳の下丘
脳 橋 上小脳脚
脳 橋 背側縦束
脳 橋 側頭骨
脳 橋 側頭筋
脳 橋 前頭葉
脳 橋 節後ニューロン
脳 橋 脊髄
脳 橋 錐体路 pyramidal tract(皮質脊髄路 corticospinal tract)
脳 橋 舌下腺
脳 橋 舌
脳 橋 淡蒼球　（大脳）
脳 橋 上顎神経
脳 橋 顎下神経節
脳 橋 中間神経 Ⅶ
脳 橋 三叉神経第3枝(下顎神経)
脳 橋 下顎神経
脳 橋 舌神経
脳 橋 視床下部
脳 橋 咀嚼筋　（そしゃく筋）
脳 橋 第４脳室　4th　ventricle
脳 橋 内側翼突筋
脳 橋 外側翼突筋
脳 橋 錐体鼓室裂
脳 橋 顔面神経膝
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脳 橋 副交感性節前線維
脳 橋 前頭葉にある前頭眼野
脳 橋 後鼻枝
脳 橋 錐体交叉
脳 橋 顔面神経核
脳 橋 顔面神経丘
脳 橋 顔面神経管
脳 橋 2次前庭小脳線維
脳 橋 第一次前庭線維
脳 橋 第四脳室底
脳 橋 小脳核ニューロンの軸索
脳 橋 伸筋支配運動ニューロンヘ
脳 橋 眼輪筋
脳 橋 口輪筋
脳 橋 滑車神経
脳 橋 外転神経
脳 橋 上髄帆滑車神経交叉 
脳 橋 滑車神経核
脳 橋 動眼神経核
脳 橋 温痛覚
脳 橋 アブミ骨筋
脳 橋 茎乳突孔
脳 橋 茎突舌骨筋
脳 橋 外転神経核
脳 橋 外転神経根
脳 橋 耳下腺
脳 橋 大錐体神経
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 橋 ラセン神経節ニューロン
脳 橋 中間聴条
脳 橋 背側聴条
脳 橋 腹側聴条
脳 橋 交連線維　commissure　fiers
脳 橋 鼓室
脳 橋 蝸牛管
脳 橋 翼口蓋神経節
脳 橋 顔面神経
脳 橋 顎二腹筋後腹
脳 橋 中小脳脚
脳 橋 広頚筋
脳 橋 片葉小節葉のプルキンエ細胞の軸索
脳 橋 内耳道
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 橋 下橋網様体
脳 橋 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 橋 脊髄視床路(脊髄毛帯系)
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脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus
脳 橋 疑核
脳 橋 上橋網様体
脳 橋 橋網様体脊髄路
脳 橋 内側網様体脊髄路
脳 橋 橋核小脳路
脳 橋 内側毛帯
脳 橋 橋の横橋線維　transverse　pontinefibers
脳 橋 蝸牛神経背側
脳 橋 受容器
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 橋 外側前庭脊髄路　lateral　vestibulospinal　tract
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 橋 外側毛帯
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 橋 小脳核視床路
脳 橋 聴覚伝導路
脳 橋 前庭神経内側核
脳 橋 後索・内側毛帯系
脳 橋 迷走神経背側運動核
脳 橋 視蓋脊髄路
脳 橋 延髄の後索核
脳 橋 翼板
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 橋 交叉性線維
脳 橋 運動覚
脳 橋 位置覚
脳 橋 深部感覚
脳 橋 振動覚
脳 橋 菱形窩
脳 橋 三叉神経
脳 橋 境界溝
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 橋 脊髄運動ニューロン
脳 橋 三叉神経の二次線維
脳 橋 三叉神経視床路
脳 橋 間質核脊髄路
脳 橋 三叉神経節
脳 橋 三叉神経節ニューロンの軸索
脳 橋 三叉神経節ニューロン
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
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脳 橋 下行枝
脳 橋 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路
脳 橋 三叉神経毛帯
脳 橋 三叉神経第1枝(眼神経)
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 橋 第1次ニューロン
脳 橋 第2次ニューロン
脳 橋 第3次ニューロン
脳 橋 脳幹
脳 橋 外側脊髄視床路
脳 橋 脊髄毛帯
脳 橋 前脊髄視床路
脳 橋 直接小脳前庭線維
脳 橋 内側前庭脊髄路 medial vestibulospinal tract
脳 橋 赤核
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大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然死
遺伝子 ＤＮＡ修復 停止したとき
遺伝子 ＤＮＡ修復 基底細胞上皮癌
遺伝子 ＤＮＡ修復 クルクミン
遺伝子 ＤＮＡ修復 光修復
遺伝子 STAP細胞 創造（ベリア）レベル
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン　Semaphorin
遺伝子 STAP細胞 父（精子）
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン３Ａ　　Semaphorin-3A
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛母細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 アミノ酸・ペプチド・タンパク質　Amino Acids,Peptides,and Proteins

遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚下組織再生
遺伝子 STAP細胞 理解
遺伝子 ｉＰＳ細胞 延髄組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 不可逆な休眠状態
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲｅｃＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 内因性制御
遺伝子 STAP細胞 流出（アヅィルート）レベル
遺伝子 STAP細胞 一霊四魂の生命の樹
遺伝子 ＤＮＡ修復 ステアリン酸マグネシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭髪毛組織再生
遺伝子 STAP細胞 形成（イェツィラー）レベル
遺伝子 STAP細胞 作成（アシヤー）レベル
遺伝子 ＤＮＡ修復 カロリー制限
遺伝子 ＤＮＡ修復 必然的に誤り
遺伝子 STAP細胞 天之常姫之大神
遺伝子 STAP細胞 天之常立之大神　アダムカドモン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質によって与えられる構造的な保護
遺伝子 STAP細胞 豊玉毘売之神
遺伝子 ＤＮＡ修復 有胎盤哺乳類
遺伝子 ＤＮＡ修復 日光過敏症
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 常染色体劣性遺伝
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の染色体再編成
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体交差
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体の転座　（chromosomal translocation）
遺伝子 STAP細胞 地価変動
遺伝子 ＤＮＡ修復 姉妹染色体
遺伝子 ＤＮＡ修復 バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 グルタチオン
遺伝子 ＤＮＡ修復 多量体となった染色体 2015/3/9 P- 142  



遺伝子 ｉＰＳ細胞 女性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛細血管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 橋組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳血管組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 二酸化ケイ素
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳基底核組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 （６ー４）光産物
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 サンゴカルシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳皮質組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中枢神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 癌幹細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシン
遺伝子 STAP細胞 水
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 造血幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞成長因子
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 鼻組織再生
遺伝子 STAP細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 咽喉頭組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膵臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆嚢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 子宮組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊椎組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 下肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 筋肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 上肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 iPS細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 督脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 任脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 十二指腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋骨組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄組織再生 2015/3/9 P- 143  



遺伝子 ｉＰＳ細胞 卵巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 臓器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 泌尿器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳下垂体組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚再生　（皮膚組織再生）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 前立腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間葉系幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血管再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血液細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 乳房組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 異常集積ガリウムを修正組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 食道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 男性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 酸化的フリーラジカルの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 電離製放射線による切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 放射線照射耐性細菌
遺伝子 ＤＮＡ修復 デイノコッカス・ラジオデュランス（Deinococcus radiodurans)
遺伝子 ＤＮＡ修復 ウェルナー症候群
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｄｅｌｅｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ペプチド　Peptide
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 増殖細胞核抗原　（ＰＣＮＡ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心包経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 消化管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 三焦経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 リンパ組織再生 2015/3/9 P- 144  



遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 シリカ
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 STAP細胞 物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 プロセッシブ　（Processivity）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 睾丸・精巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 甲状腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 体細胞超変異　（Somatic　Hyper　Mutation）
遺伝子 ＤＮＡ修復 発癌性物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 対向する塩基対同士での架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 同一鎖上の塩基対同士の架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 核酸の骨格部分に取り込まれた放射性物質の崩壊
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症（ＸＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症
遺伝子 ＤＮＡ修復 組替え
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写に共役した修復（ＴＣＲ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器耳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 ユビキチン化に関わる酵素
遺伝子 ＤＮＡ修復 モノユビキチン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリユビキチン化
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血球系細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 マルトデキストリン（トウモロコシ由来）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ベンゾ［a］ピレン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン
遺伝子 ＤＮＡ修復 誤謬が生じ
遺伝子 ＤＮＡ修復 コネキシン
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質との架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＮＥＲ
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 タンパク質
遺伝子 STAP細胞 基礎
遺伝子 ＤＮＡ修復 各種蛋白質の合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの解析
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳ以外の経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳによる誤りがち（error-prone）な複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ３`－５`エキソヌクレアーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正機能
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遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ６-Ｒad１８
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ４－ＯＨＥＮ-dＣ
遺伝子 STAP細胞 知性
遺伝子 STAP細胞 土
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｐｏｉｎｔ　ｍｕｔａｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 hＯＧＧ１の表現型が劣性
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復（ＮＥＲ）の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素が核内に移行できない
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＣ－ＮＥＲ(転写に共役したヌクレオチド除去修復)の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 配列の変化が突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線によるチミン二量体の形成
遺伝子 ＤＮＡ修復 アデニンからヒポキサンチンへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの欠失
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミノ化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ　二重ラセンの両方の鎖が切断され
遺伝子 ＤＮＡ修復 類似塩基の取り込み
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシンからウラシルへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの挿入
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡの自己プロテアーゼ活性を亢進
遺伝子 ＤＮＡ修復 フーグスティーン塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ワトソン・クリック塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製を行う経路　（Rad51-dependent pathway）
遺伝子 ＤＮＡ修復 代謝の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物量の激減
遺伝子 ＤＮＡ修復 Rev3，Ｒｅｖ7のヘテロ二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 シクロブタン型ピリミジン二量体　（ＣＰＤ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 万能細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 除去修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製ミス
遺伝子 ＤＮＡ修復

非相同末端再結合　（Non-Homologous End-
Joining:NHEJ）

遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ5依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの一次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼηのＣ末端側を大きく欠損
遺伝子 ＤＮＡ修復 非相同末端再結合
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換え　（homologous recombination:HR）
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正修復　（proof-reading repair）
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の分子の結合や複合体の形成を誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド鎖の伸長
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒad６に依存する経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一～５塩基対程度の対合しない部位の修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けたヌクレオチドを除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 ミスマッチ修復　（mismatch repair：ＭＭＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正対合修復
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遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性を担うＮ末端側の領域
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの相補鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 二重鎖を歪ませるような損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り越え複製（ＴＬＳ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷塩基を鋳型に強行的に複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 １６４番目のリジン残基
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の直接消去
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を直接復元する修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 単鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 アポトーシス
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写反応進行中の鋳型鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 全長のＰｏｌη
遺伝子 STAP細胞 成
遺伝子 ＤＮＡ修復 生物時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 概年時計　（Circannual clock）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ヒトゲノム
遺伝子 ＤＮＡ修復 テロメアの消耗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡスーパーＢ５３
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子の損傷
遺伝子 STAP細胞 感情
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製後修復（ＰＲＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然の摂理
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けていない鎖の情報を元に修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一の塩基対に対する障害を修復
遺伝子 STAP細胞 意識
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 組換え修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＣＰＤは乗り越えられないものの
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 二本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞間シグナル　Intercellular Signaling Peptides and Proteins

遺伝子 ＤＮＡ修復 一塩基変異多型　（ＳＮＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子変異体
遺伝子 ＤＮＡ修復 鎖の切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 慢性的なＤＮＡ修復の不調
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の増加
遺伝子 ＤＮＡ修復 時間遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 特定のＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の不順
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子原因遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳボックス
遺伝子 STAP細胞 霊
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηのパラログ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼζ：Ｂファミリー 2015/3/9 P- 147  



遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼι：Ｙファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物（ｍＲＮＡ）を持ち
遺伝子 ＤＮＡ修復 変異を引き起こす修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 配偶子におけるＤＮＡ修復の失敗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストンとの複合体を形成
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器鼓膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒｅｖ１：Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二重ラセン
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（ＢＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復　（nucleotide excision repair：ＮＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 アシュワガンダ（Ｗｉｔｈａｎｉａ　ｓｏｍｎｉｆｅｒａ）の根
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη：Ｙァミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＭＨＣ:主要組織適合遺伝子複合体
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素群　（ＴＬＳポリメラーゼ）
遺伝子 STAP細胞 風
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答　（ＳＯＳ　response）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 無傷の姉妹鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 光回復酵素　（ホトリアーゼ　photolyase）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答により誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼκ：Ｙファミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間脳組織再生
遺伝子 STAP細胞 理
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製エラー
遺伝子 ＤＮＡ修復 架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳの不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡミスマッチ修復遺伝子の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 可変部領域遺伝子　（ＶＤＪ）
遺伝子 ＤＮＡ修復

Ｃ末端に存在する核移行シグナル（ＮＬＳ）を発現しておら
ず

遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡというリプレッサー
遺伝子 ＤＮＡ修復 メラノーマ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の加水分解
遺伝子 ＤＮＡ修復 １２０ａａを欠損し
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の不正対合
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の重複
遺伝子 ＤＮＡ修復 プログラム細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ビルレントファージ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の変化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ７ーメチルグアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基のメチル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 アルキル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 プリン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－ジヒドログアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－オキソ－７生成
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遺伝子 STAP細胞 継続
遺伝子 STAP細胞 慈悲
遺伝子 STAP細胞 固
遺伝子 ＤＮＡ修復 オトメアゼナ（Ｂａｃｏｐａ　monnieri）
遺伝子 STAP細胞 知識
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内粘膜組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（base excision repair：BER）
遺伝子 STAP細胞 五瀬之大神　（五瀬之命）
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞の加齢
遺伝子 ＤＮＡ修復 テンプレートスイッチ
遺伝子 STAP細胞 修
遺伝子 ＤＮＡ修復 グアニンからのメチル基の除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性（error-free）の複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 メチルグアニンメチル基転移酵素　（ＭＧＭＴ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ鎖を鋳型に強行的に複製反応を進める経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 厳密に制御
遺伝子 ＤＮＡ修復 減数分裂中の生殖細胞
遺伝子 STAP細胞 反響
遺伝子 ＤＮＡ修復 制御されている
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り換え複製　（ＴＬＳ：Translesion Synthesis）
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製フォーク
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 STAP細胞 判断
遺伝子 ＤＮＡ修復 嵩高い損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 単量体への開裂と復元
遺伝子 ｉＰＳ細胞 γc遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 新しい変異株の発生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Klf4
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Oct3/
遺伝子 STAP細胞 叡智
遺伝子 STAP細胞 火
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Sox2
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの正しい複製過程
遺伝子 ＤＮＡ修復 ジャングＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 マリアアザミ（Ｓｉｌｙｂｕｍ　marianum）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡアクティベーション
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子c-Myc
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ”不正”な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復速度
遺伝子 STAP細胞 王冠
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライト
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライン
遺伝子 STAP細胞 アクシアル循環システム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の異常に関わる遺伝的疾患 2015/3/9 P- 149  



遺伝子 STAP細胞 メタトロン
遺伝子 STAP細胞 アクシォトーナルメロディアンシステム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＳＣ（DeSanctis-Cacchoine syndrome)の合併
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素的な機構
遺伝子 STAP細胞 メタトロンの波動
遺伝子 ｉＰＳ細胞 身体再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 遺伝子発現調節
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の無いＤＮＡ鎖を鋳型として複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 相補ＤＮＡの修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＧＧＲ(global genome repair：ゲノム全体の修復)
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηの遺伝子産物
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの滑る留め金　（Sliding　Clamp）
遺伝子 ＤＮＡ修復 短いＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの損傷
遺伝子 STAP細胞 ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 環状ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 長寿
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄再生
遺伝子 STAP細胞 伊豆能売之神
遺伝子 STAP細胞 ヨッドの分光
遺伝子 STAP細胞 母のミトコンドリア
遺伝子 STAP細胞 大屋比古之神　（若御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 細胞核
遺伝子 ＤＮＡ修復 スーパーオキシドディスムターゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 カタラーゼ
遺伝子 STAP細胞 王国
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 ＤＮＡ修復 核ＤＮＡ：nＤＮＡ
遺伝子 STAP細胞 ボロン・ヨクテ・クーの完全な姿での復活
遺伝子 STAP細胞 荒魂
遺伝子 STAP細胞 奇魂
遺伝子 STAP細胞 幸魂
遺伝子 STAP細胞 和魂
遺伝子 STAP細胞 思兼之神　（御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 志那津比売之神　（稲氷命）
遺伝子 STAP細胞 生命エネルギー
遺伝子 STAP細胞 生命の場
遺伝子 STAP細胞 リバース再誕生
遺伝子 STAP細胞 ホログラフ的パターン
遺伝子 STAP細胞 精神
遺伝子 STAP細胞 月のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 建速須佐乃男之神
遺伝子 STAP細胞 月読神
遺伝子 STAP細胞 リコネクティブ周波数
遺伝子 STAP細胞 太陽のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 天照皇太神 2015/3/9 P- 150  



遺伝子 STAP細胞 意識生命体　魂
遺伝子 STAP細胞 宇宙意識生命体　神
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大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 遺伝子 基底細胞癌　（605462）
遺伝子 遺伝子 母斑性基底細胞癌症候群
遺伝子 遺伝子 多発性基底細胞母斑症候群　(multiple basal cell nevi syndrome）

遺伝子 遺伝子 ポリポーシス
遺伝子 遺伝子 成熟Ｔリンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭部、背部の皮膚硬化
遺伝子 遺伝子 関節リウマチ
遺伝子 遺伝子 Ｔリンパ球
遺伝子 遺伝子 抹消性Ｔ細胞
遺伝子 遺伝子 Ｂリンパ球
遺伝子 遺伝子 ダウン症候群
遺伝子 ヒトゲノム 細胞成長
遺伝子 染 色 体 分子量
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー病　（ＡＤ）
遺伝子 遺伝子 アルツハイマー型痴呆
遺伝子 染 色 体 角膜格子状変性
遺伝子 遺伝子 老化防止
遺伝子 遺伝子 キラーＴ細胞　(細胞傷害性)
遺伝子 遺伝子 胎児軟骨性異発育症
遺伝子 染 色 体 手根管症候群
遺伝子 遺伝子 ビタミン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ビタミン代謝異常
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖類
遺伝子 染 色 体 グリコサミノグリカン(ムコ多糖)
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2捕捉媒介物
遺伝子 遺伝子 1次抗体反応
遺伝子 遺伝子 2次抗体反応
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ軸
遺伝子 遺伝子 ○○○を含む～2Ｍｂの領域の微細欠失
遺伝子 遺伝子 アフタ性口内炎
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-1受容体
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2受容体
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様効果
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
遺伝子 遺伝子 炭水化物
遺伝子 遺伝子 水分代謝
遺伝子 遺伝子 分子水
遺伝子 遺伝子 原子水
遺伝子 遺伝子 水
遺伝子 遺伝子 量子水
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ－２シグナリング阻止
遺伝子 遺伝子 日和見感染症
遺伝子 遺伝子 リンパ腫型
遺伝子 染 色 体 振動覚
遺伝子 遺伝子 非特異免疫
遺伝子 遺伝子 液性免疫 2015/3/9 P- 152  



遺伝子 遺伝子 自己免疫疾患
遺伝子 染 色 体 動原体微小管
遺伝子 染 色 体 動原体
遺伝子 染 色 体 ６本のアイソフォーム
遺伝子 染 色 体 聴力低下・喪失
遺伝子 染 色 体 大脳萎縮
遺伝子 遺伝子 ガードナー症候群　（Gardner　syndroome）
遺伝子 染 色 体 脳室周囲白室病変
遺伝子 遺伝子 先天性、家族性疾患
遺伝子 遺伝子 性器潰瘍
遺伝子 遺伝子 常染色体優性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体優性遺伝
遺伝子 遺伝子 常染色体劣性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
遺伝子 遺伝子 カルパイン
遺伝子 染 色 体 脳神経障害
遺伝子 遺伝子 劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 糞線虫症
遺伝子 染 色 体 異常蓄積
遺伝子 遺伝子 自己免疫性溶血性貧血
遺伝子 遺伝子 ホルモン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ホルモン代謝異常
遺伝子 遺伝子 モリブデン　42
遺伝子 遺伝子 染色体異常
遺伝子 染 色 体 染色体
遺伝子 染 色 体 染色体異常
遺伝子 遺伝子 血漿
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子に連鎖
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子
遺伝子 遺伝子 地震
遺伝子 遺伝子 地震雲
遺伝子 遺伝子 クリオグロブリン血症
遺伝子 遺伝子 性的早熟
遺伝子 染 色 体 皮下出血
遺伝子 遺伝子 顔貎の異常
遺伝子 染 色 体 知能障害
遺伝子 染 色 体 呼吸困難
遺伝子 染 色 体 特異顔貌（ガーゴイル様顔貌）
遺伝子 染 色 体 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
遺伝子 遺伝子 炎症性疾患
遺伝子 遺伝子 乳児で感染
遺伝子 遺伝子 重篤な神経障害
遺伝子 遺伝子 異常リンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 四肢末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 胃体部変形
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遺伝子 遺伝子 皮膚の滲出性紅斑
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部変形　（胃）
遺伝子 遺伝子 強直性脊椎関節炎
遺伝子 遺伝子 下半身マヒ
遺伝子 遺伝子 骨形成不全症
遺伝子 染 色 体 ＡＤの神経原線維変化
遺伝子 遺伝子 点状軟骨異形成異常
遺伝子 遺伝子 骨格異常
遺伝子 染 色 体 十二指腸変形
遺伝子 遺伝子 大動脈狭窄
遺伝子 染 色 体 胃体部隆起
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部隆起　（胃）
遺伝子 染 色 体 末梢のｖａｓｏｍｏｔｏｒ機能が消失
遺伝子 遺伝子 心血管奇形
遺伝子 遺伝子 細胞の異常な増殖
遺伝子 遺伝子 過剰骨　（外骨腫）
遺伝子 遺伝子 造骨細胞の機能不全
遺伝子 遺伝子 骨有機質形成障害
遺伝子 遺伝子 脊髄小脳変性症
遺伝子 遺伝子 ツェルウェガー症候群スペクトラム
遺伝子 染 色 体 十二指腸隆起
遺伝子 染 色 体 ニューロン内封入体
遺伝子 遺伝子 肝疾患
遺伝子 染 色 体 位置覚
遺伝子 遺伝子 子宮内感染
遺伝子 染 色 体 下肢末梢の自発痛
遺伝子 染 色 体 下肢のニューロパチー
遺伝子 染 色 体 下肢末端
遺伝子 遺伝子 神経系疾患
遺伝子 染 色 体 細胞内封入体
遺伝子 染 色 体 グリア内封入体
遺伝子 遺伝子 機能不全
遺伝子 遺伝子 水素結合
遺伝子 染 色 体 ニューロン
遺伝子 遺伝子 順行性変性
遺伝子 染 色 体 神経原線維
遺伝子 染 色 体 軸索輸送
遺伝子 遺伝子 優性遺伝
遺伝子 ヒトゲノム 赤色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＬＷ
遺伝子 ヒトゲノム 緑色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＭＷ
遺伝子 ヒトゲノム ＤＮＡ合成酵素：ポリミラーゼα　ＰＯＬＡ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　X
遺伝子 染 色 体 性染色体　X
遺伝子 遺伝子 脂質膜
遺伝子 染 色 体 温度覚
遺伝子 遺伝子 輸血
遺伝子 遺伝子 筋収縮
遺伝子 遺伝子 骨の長径成長
遺伝子 遺伝子 長管骨 2015/3/9 P- 154  



遺伝子 遺伝子 リゴマー形成
遺伝子 遺伝子 造骨細胞
遺伝子 染 色 体 グリア組織
遺伝子 ヒトゲノム 身長伸長タンパク質　ＳＨＯＸ
遺伝子 ヒトゲノム 性決定遺伝子　ＳＲＹ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 細胞内小器官輸送のレール
遺伝子 染 色 体 細胞の中心に集積
遺伝子 染 色 体 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
遺伝子 染 色 体 形態学的手法
遺伝子 染 色 体 分子生物学的手法
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子を破壊
遺伝子 遺伝子 １０．４４ｋＤａ
遺伝子 遺伝子 １４．４６kＤａ　（キロダルトン）
遺伝子 染 色 体 陰萎
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 遺伝子 くすぶり型
遺伝子 遺伝子 肝腫大
遺伝子 遺伝子 慢性型
遺伝子 遺伝子 シナプトブレビンー２
遺伝子 遺伝子 異常早期月経
遺伝子 染 色 体 悪液質・カヘキシー
遺伝子 染 色 体 自律神経障害
遺伝子 遺伝子 歯牙の発育が遅れ
遺伝子 染 色 体 深部感覚障害
遺伝子 遺伝子 眼の異常
遺伝子 遺伝子 乳児性レフスム病　（ＩＲＤ）
遺伝子 遺伝子 大動脈弁上狭窄
遺伝子 染 色 体 起立性低血圧
遺伝子 染 色 体 立ちくらみ
遺伝子 遺伝子 ベーチェット症候群　（Behcet’ｓ　syndrome）
遺伝子 遺伝子 Ｂｅｈｃｅｔ病
遺伝子 染 色 体 物質輸送を抑制
遺伝子 遺伝子 真性赤血球増加症
遺伝子 遺伝子 炎症性腸疾患
遺伝子 染 色 体 高頻度
遺伝子 染 色 体 神経軸索内
遺伝子 染 色 体 痛覚
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子
遺伝子 染 色 体 甲状腺髄様癌
遺伝子 染 色 体 プラス極の物質輸送
遺伝子 遺伝子 サイトカイン
遺伝子 染 色 体 促進
遺伝子 染 色 体 アイソフォーム
遺伝子 遺伝子 第二次性徴
遺伝子 遺伝子 可視光
遺伝子 遺伝子 シヌレイノパチー
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遺伝子 染 色 体 神経細胞脱落
遺伝子 染 色 体 擬似マロトー・ラミー症候群
遺伝子 染 色 体 運動能力低下・喪失
遺伝子 遺伝子 多系統委縮症（ＭＳＡ）
遺伝子 遺伝子 病的なαーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
遺伝子 染 色 体 神経変性疾患
遺伝子 染 色 体 Ｐｉｃｋ病様
遺伝子 遺伝子 表皮性嚢胞
遺伝子 遺伝子 体細胞突然変異
遺伝子 染 色 体 痴呆
遺伝子 遺伝子 視神経萎縮
遺伝子 染 色 体 Ａ・β誘導性の認知障害
遺伝子 遺伝子 急性転化型
遺伝子 遺伝子 悪性増殖性疾患
遺伝子 遺伝子 精神遅滞
遺伝子 染 色 体 癌性悪液質
遺伝子 遺伝子 先天代謝異常症
遺伝子 遺伝子 排尿障害
遺伝子 染 色 体 硝子体混濁
遺伝子 遺伝子 急性型
遺伝子 遺伝子 夫婦間の性交渉
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞が異常に増える
遺伝子 遺伝子 小腫瘤
遺伝子 遺伝子 非ホジキンリンパ腫
遺伝子 染 色 体 ライソゾーム病
遺伝子 染 色 体 異常フィラメントが形成
遺伝子 遺伝子 視覚空間認知障害
遺伝子 染 色 体 フコシドーシス  (Fucosidosis)
遺伝子 遺伝子 虹彩炎
遺伝子 遺伝子 新生児型副腎白質ジストロフィー　（ＮＡＬＤ）
遺伝子 遺伝子 ＳＨＦセンチ波
遺伝子 遺伝子 二酸化炭素
遺伝子 遺伝子 成人Ｔ細胞白血病
遺伝子 染 色 体 原発性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 続発性アミロイドーシス
遺伝子 ヒトゲノム 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血Ａββ前駆体蛋白
遺伝子 染 色 体 プリオン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 （原）AL型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 免疫細胞性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 全身性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 皮膚アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 反応性AAアミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 老人性TTRアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX10；peroxisomal biogenesis factor 10 [HSA：5192] [KO：K13346]

遺伝子 遺伝子 PEX12；peroxisomal biogenesis factor 12 [HSA：5193] [KO：K13345]

遺伝子 遺伝子 PEX13；peroxisomal biogenesis factor 13 [HSA：5194] [KO：K13344]

遺伝子 遺伝子 PEX14；peroxisomal biogenesis factor 14 [HSA：5195] [KO：K13343]2015/3/9 P- 156  



遺伝子 遺伝子 PEX16；peroxisomal biogenesis factor 16 [HSA：9409] [KO：K13335]

遺伝子 遺伝子 PEX19；peroxisomal biogenesis factor 19 [HSA：5824] [KO：K13337]

遺伝子 染 色 体 アミロイド・アンギオパチー
遺伝子 染 色 体 限局性結節性アミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX26；peroxisomal biogenesis factor 26 [HSA：55670] [KO：K13340]

遺伝子 遺伝子 EHFミリ波
遺伝子 染 色 体 フィラメント
遺伝子 染 色 体 限局性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 2型糖尿病・インスリノーマ
遺伝子 染 色 体 透析アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 ｓerum　amyｌoid　A由来のアミロイド
遺伝子 染 色 体 アミリン由来のAＩAPP　
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー型痴呆(ダウン症候群)
遺伝子 染 色 体 β2ーミクログロブリン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 限局性心房性アミロイド
遺伝子 染 色 体 脳血管アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 脳アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性シスタチンＣ型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドポリニューロパチーFAP1型
遺伝子 染 色 体 トランスサイレチン関連アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血ＡＣysシスタチンＣ
遺伝子 遺伝子 骨端軟骨
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 クロツフェルト・ヤコブ病
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー反応
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー様反応
遺伝子 遺伝子 グルタミン酸A
遺伝子 染 色 体 神経軸索内の分子量
遺伝子 遺伝子 PEX1；peroxisomal biogenesis factor 1 [HSA：5189]　[KO：K13338]

遺伝子 遺伝子 PEX2；peroxisomal biogenesis factor 2 [HSA：5828]　[KO：K06664]

遺伝子 遺伝子 PEX3；peroxisomal biogenesis factor 3 [HSA：8504]　[KO：K13336]

遺伝子 遺伝子 PEX5；peroxisomal biogenesis factor 5 [HSA：5830]　[KO：K13342]

遺伝子 遺伝子 PEX6；peroxisomal biogenesis factor 6 [HSA：5190]　[KO：K13339]

遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム
遺伝子 染 色 体 安定化
遺伝子 遺伝子 ＨＬＡ　（Human　Leukocyte　Ａｎｔｉｇｅｎ＝ヒト白血球抗原）
遺伝子 染 色 体 ライシング
遺伝子 染 色 体 選択的スプ
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常症
遺伝子 染 色 体 ムコリピドーシス
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖症（ｰしょう、Ｍucopolysaccharidosis、MPS）
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常疾患
遺伝子 染 色 体 アイセル病  (I-cell disease) - ムコリピドーシスIII型
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 ＭＰＳ　Ⅰ型
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遺伝子 染 色 体 モルキオ症候群(Morquio syndrome)
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群（Hunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 サンフィリッポ症候群（Sanfilippo　syndrome）MPSⅢ型
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群（Hurler　syndrome）MPS ⅠH型
遺伝子 染 色 体 シャイエ症候群（Ｓcheie　syndrome）ＭＰＳ　ⅠＳ型
遺伝子 遺伝子 ＵＨＦ極超短波波
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｃ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｂ型）
遺伝子 遺伝子 スレオニン
遺伝子 遺伝子 システインキナーゼ
遺伝子 染 色 体 AD-converted MCI
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
遺伝子 染 色 体 記銘力障害
遺伝子 染 色 体 空間認知障害
遺伝子 遺伝子 シモンズ病  （Simmond　disease）
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫
遺伝子 染 色 体 βアミロイド
遺伝子 遺伝子 高カルシウム血症
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の点突然変異
遺伝子 染 色 体 変異型タウ
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質がリン酸化
遺伝子 染 色 体 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
遺伝子 染 色 体 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
遺伝子 遺伝子 皮膚色素斑
遺伝子 遺伝子 多発性硬化症
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫による肺炎
遺伝子 ヒトゲノム 加齢
遺伝子 遺伝子 レファ（アミロイド前駆体の非Ａ４成分）
遺伝子 染 色 体 内因性タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 progressive MCI
遺伝子 染 色 体 タウの過剰発現
遺伝子 染 色 体 stable MCI
遺伝子 染 色 体 ダノン病　（Ｄanon　disease）
遺伝子 染 色 体 βーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 αーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ａ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Niemann-Pick disease）
遺伝子 染 色 体 感覚障害
遺伝子 染 色 体 ステムループ
遺伝子 染 色 体 微小管が不安定化
遺伝子 遺伝子 脂肪酸
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム形成異常疾患
遺伝子 染 色 体 チュープーリン
遺伝子 遺伝子 尿酸
遺伝子 染 色 体 アミロイド蛋白
遺伝子 遺伝子 ソラマメ
遺伝子 遺伝子 機能蛋白質
遺伝子 染 色 体 認知機能
遺伝子 染 色 体 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア） 2015/3/9 P- 158  



遺伝子 染 色 体 ティ・サックス病
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群　（Ｈunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 シンドラー病　（Ｓchindler病）/神崎病
遺伝子 染 色 体 臓器への障害
遺伝子 染 色 体 グルコセレブロシド
遺伝子 染 色 体 クラッペ病　（ＮiemannーＰick　disease）
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群　（Ｈurler　syndrome）
遺伝子 遺伝子 β構造
遺伝子 遺伝子 βシート
遺伝子 遺伝子 リガーゼ
遺伝子 染 色 体 ４つ有するものを４リピートタウ
遺伝子 染 色 体 アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 前駆体蛋白・ゲリソリン
遺伝子 染 色 体 ３つ有するものを３リピートタウ
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク質複合体
遺伝子 遺伝子 エックス線(X線)
遺伝子 遺伝子 電磁放射線
遺伝子 遺伝子 アルファ線(α線)
遺伝子 遺伝子 べータ線(β線)
遺伝子 遺伝子 陽子線
遺伝子 遺伝子 粒子線(高速粒子線)
遺伝子 遺伝子 荷電粒子線
遺伝子 遺伝子 重荷電粒子線
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 蛋白質濃度
遺伝子 遺伝子 ガンマ線(γ線)
遺伝子 遺伝子 中性子線
遺伝子 遺伝子 電子線
遺伝子 遺伝子 宇宙線
遺伝子 染 色 体 微小管結合蛋白
遺伝子 染 色 体 Ｃ端側に繰り返す
遺伝子 染 色 体 エキソン１０
遺伝子 染 色 体 エキソン３
遺伝子 染 色 体 エキソン２
遺伝子 遺伝子 体内発生放射線
遺伝子 染 色 体 微小管の重合
遺伝子 遺伝子 アルカリ金属
遺伝子 染 色 体 微小管
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド（Ａβ）
遺伝子 染 色 体 連続微小管
遺伝子 染 色 体 キネシン
遺伝子 染 色 体 キネシンのモーター蛋白質
遺伝子 遺伝子 抗体(免疫グロブリンIg)
遺伝子 染 色 体 タウアイソフォーム
遺伝子 遺伝子 非蛋白質コードＲＮＡ
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
遺伝子 遺伝子 不死化を制御
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遺伝子 遺伝子 細胞老化
遺伝子 遺伝子 ＣＸ３ケモカイン

遺伝子 遺伝子 触媒作用
遺伝子 遺伝子 ケモカイン　（Chemokine）

遺伝子 遺伝子 ＣＸＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 ＣＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター（5-ＨＴＴ）蛋白発現量
遺伝子 ヒトゲノム プリオンタンパク質　ＰＲＮＰ
遺伝子 遺伝子 ”ｓ”アリルをもつ個体
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター
遺伝子 遺伝子 ＳＬＣ６Ａ４遺伝子の”Ｉ/Ｉ”型
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター遺伝多型
遺伝子 遺伝子 ６１ー９５残基
遺伝子 遺伝子 ４１ー５４残基がない
遺伝子 遺伝子 １４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 ４０ー１４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 Ｅ４６Ｋ[47]　（46番目のグルタミン酸がリシンに）
遺伝子 遺伝子 Ａ３０Ｐ

[46]
　（30番目のアラニンがプロリンに）

遺伝子 遺伝子 オールブライト病
遺伝子 遺伝子 ４ー１３３アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 致死遺伝子
遺伝子 遺伝子 第１ー６０残基
遺伝子 遺伝子 ホスホリパーゼD１[56]

遺伝子 遺伝子 ９６ー１４０残基
遺伝子 遺伝子 髄芽細胞腫　（155255）
遺伝子 遺伝子 化骨異常
遺伝子 遺伝子 全身的骨疾患
遺伝子 遺伝子 腫瘍壊死因子(TNF)
遺伝子 遺伝子 角化性丘疹
遺伝子 染 色 体 角化性丘疹
遺伝子 遺伝子 大理石病
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶー１ぶどう膜炎　（視界がくもり）
遺伝子 遺伝子 オキソ酸
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体　ＩＮＳＲ
遺伝子 遺伝子 ヒト表皮自己抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 全身性エリテマトーデス(SLE)
遺伝子 遺伝子 フォスフォジエステル結合
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム病
遺伝子 遺伝子 多発性外骨腫
遺伝子 遺伝子 走化性
遺伝子 遺伝子 出生前成長障害
遺伝子 遺伝子 悪性貧血
遺伝子 遺伝子 全身性の発育異常
遺伝子 遺伝子 グレーヴス病(バセドウ病)
遺伝子 遺伝子 セントロメア
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ異常　（核酸異常）
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ損傷　（核酸損傷）
遺伝子 遺伝子 赤い発疹
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遺伝子 遺伝子 プロテアソーム傷害
遺伝子 遺伝子 骨髄異形成症候群 （myelodysplastic　syndrome)
遺伝子 遺伝子 Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 骨髄増殖性症候群　（myeloproliferative　syndrome）
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 母乳
遺伝子 遺伝子 ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 電気的活性
遺伝子 遺伝子 防護壁(バリアー)
遺伝子 遺伝子 抗原特異性
遺伝子 遺伝子 共有結合
遺伝子 遺伝子 異物標識分子
遺伝子 遺伝子 ファンデルワールス結合
遺伝子 遺伝子 自由電子
遺伝子 遺伝子 伝導電子
遺伝子 遺伝子 最外殻電子
遺伝子 遺伝子 電子親和力
遺伝子 遺伝子 エネルギー情報の相転移
遺伝子 遺伝子 主要組織適合遺伝子複合体　MHC（ｍａｊｏｒ　ｈｉｓｔｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）

遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ遺伝子　（601309）
遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ２遺伝子　（603673）
遺伝子 遺伝子 ＣＥＡ (大腸癌)

遺伝子 遺伝子 クミンアルデヒド
遺伝子 染 色 体 骨髄腫に伴うアミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝的因子
遺伝子 遺伝子 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

遺伝子 遺伝子 ＡＰＣ (肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＫ-１９ (膵臓癌)

遺伝子 染 色 体 ゲルトマン・ストロイラー・シャインカー症候群
遺伝子 遺伝子 ゲルスマン・ストロイスラー・シェンカー病　（ＧＳＳ）
遺伝子 遺伝子 レトロウイルス
遺伝子 遺伝子 非共有電子対
遺伝子 遺伝子 天疱瘡抗体
遺伝子 遺伝子 増殖性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 紅斑性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 天疱癒
遺伝子 遺伝子 腫瘍随伴性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 尋常性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 落葉状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 類天疱瘡
遺伝子 遺伝子 疱疹状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 染 色 体 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 遺伝子 小陽内のパイエル板
遺伝子 染 色 体 アミロイド苔癬
遺伝子 遺伝子 TRF
遺伝子 遺伝子 毛孔性角化症（苔癬）
遺伝子 染 色 体 毛孔性角化症（苔癬）
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遺伝子 遺伝子 遺伝性疾患
遺伝子 ヒトゲノム アルデヒド分解酵素２　ＡＬＤＨ２
遺伝子 遺伝子 エラスチン遺伝子
遺伝子 遺伝子 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

遺伝子 遺伝子 非結晶
遺伝子 遺伝子 ＥＧＦＲ (胃癌)

遺伝子 遺伝子 snRNA
遺伝子 遺伝子 リンチ症候群 (大腸)

遺伝子 遺伝子 P53
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＯＸ－２ (肺癌)

遺伝子 遺伝子 １０３ー１３０残基
遺伝子 遺伝子 核酸摂取
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 デスモプラキン
遺伝子 遺伝子 核酸含成
遺伝子 遺伝子 1次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 2次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

遺伝子 遺伝子 RNA合成酵素
遺伝子 遺伝子 siRNA
遺伝子 遺伝子 不対電子
遺伝子 遺伝子 エピトープ(抗原決定基）
遺伝子 遺伝子 非コードRNA
遺伝子 遺伝子 ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

遺伝子 遺伝子 ヘルパーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 ATPアーゼ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅡ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅠ
遺伝子 遺伝子 コンデンシン(condensin)
遺伝子 遺伝子 Rbタンパク質
遺伝子 遺伝子 チミジン
遺伝子 ヒトゲノム 小ペプチド分解酵素　ＣＮＤＰ２
遺伝子 遺伝子 ケラチン5
遺伝子 遺伝子 ケラチン14
遺伝子 ヒトゲノム 活性酸素除去酵素　ＳＯＤ１
遺伝子 ヒトゲノム 酸素貯蔵タンパク質：ミオグロビン　ＭＢ
遺伝子 ヒトゲノム シグナル伝達酵素：マップキナーゼ　ＭＡＰＫ１
遺伝子 遺伝子 RNAウイルス
遺伝子 遺伝子 リボ核酸(RNA)
遺伝子 遺伝子 オルガネラ
遺伝子 遺伝子 Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

遺伝子 遺伝子 プリン(Purine)
遺伝子 遺伝子 アルギニンU
遺伝子 遺伝子 塩基
遺伝子 遺伝子 プリン塩基
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン1(Dsg1)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン2(Dsg2) 2015/3/9 P- 162  



遺伝子 遺伝子 デスモグレイン3(Dsg3)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン(細胞と細胞をつなぐ蛋白質)
遺伝子 遺伝子 ラミニン5
遺伝子 遺伝子 BPAG2
遺伝子 遺伝子 BPAG1
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 プレクチン
遺伝子 遺伝子 ゲノム
遺伝子 遺伝子 ピラジン
遺伝子 遺伝子 核酸塩基
遺伝子 遺伝子 ピリミジン塩基
遺伝子 遺伝子 ピリダジン
遺伝子 遺伝子 異常ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 核酸
遺伝子 遺伝子 扁桃
遺伝子 遺伝子 ウラシル
遺伝子 遺伝子 膜貫通タンパク
遺伝子 ヒトゲノム がん抑制遺伝子：p５３　ＴＰ５３
遺伝子 ヒトゲノム 体内時計調節タンパク質　ＰＥＲ１
遺伝子 遺伝子 リシン
遺伝子 遺伝子 二本鎖リボ核酸
遺伝子 遺伝子 リボ核酸
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原(HLA)
遺伝子 遺伝子 遺伝子の転写調節領域　（ＳＬＣ６Ａ４）
遺伝子 遺伝子 ヒスチジン
遺伝子 遺伝子 プロリン
遺伝子 遺伝子 抗原断片
遺伝子 遺伝子 システインU
遺伝子 遺伝子 リボザイム
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド
遺伝子 遺伝子 フルオロウラシル(5-FU)
遺伝子 遺伝子 P-53遺伝子
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

遺伝子 ヒトゲノム 瞳の色遺伝子　ＥＹＣＬ１＆３
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＳＨＩＰ」
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＰＴＥＮ」
遺伝子 遺伝子 糸状の「微小管」
遺伝子 遺伝子 宇宙エネルギー
遺伝子 遺伝子 pRNA
遺伝子 ヒトゲノム ビタミンＣ合成酵素（偽遺伝子）　ＧＵＬＯＰ
遺伝子 ヒトゲノム ＡＢＯ血液型遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 脂肪分解酵素：リパーゼＦ　ＬＩＰＦ
遺伝子 ヒトゲノム アポトーシス誘導タンパク質　ＦＡＳ
遺伝子 ヒトゲノム ヘモグロビン構成タンパク質：βｰグロベン　ＨＢＢ
遺伝子 ヒトゲノム インスリン　ＩＮＳ
遺伝子 ヒトゲノム コラーゲンⅡ型α1　ＣＯＬ２Ａ１
遺伝子 ヒトゲノム 免疫グロブリンＨ鎖群　ＩＧＨ＠ 2015/3/9 P- 163  



遺伝子 遺伝子 補体系
遺伝子 遺伝子 補体タンパク
遺伝子 遺伝子 ヒトゲンム、 ヒトＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 受容体
遺伝子 ヒトゲノム アミラーゼ（唾液）　ＡＭＹ１Ａ
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞受容体
遺伝子 ヒトゲノム バネタンパク質：タイチン　　ＴＴＮ
遺伝子 ヒトゲノム 明暗視タンパク質：ロドプシン　ＲＨＯ
遺伝子 ヒトゲノム 粘液タンパク質：ムチン　　ＭＵＣ４
遺伝子 ヒトゲノム ドーパミン受容体Ｄ５　ＤＲＤ５
遺伝子 ヒトゲノム 骨格筋アクチン　　ＡＣＴＡ１
遺伝子 ヒトゲノム プロラクチン受容体　ＰＲＬＲ
遺伝子 遺伝子 (DNA)デオキシリボ核酸（デオキシヌクレオチド)
遺伝子 ヒトゲノム シアル酸水酸化酵素（偽遺伝子）　ＣＭＡＨ
遺伝子 ヒトゲノム 乳汁分泌ホルモン：プロラクチン　ＰＲＬ
遺伝子 遺伝子 ＮＫ細胞
遺伝子 ヒトゲノム セロトニン受容体　ＨＴＲ２Ａ
遺伝子 遺伝子 メチル基
遺伝子 ヒトゲノム 発話と言語に関わる遺伝子　ＦＯＸＰ２
遺伝子 遺伝子 ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

遺伝子 遺伝子 ミエローマ
遺伝子 遺伝子 rRNA
遺伝子 遺伝子 ヘテロクロマチン
遺伝子 遺伝子 ヌクレオシド
遺伝子 遺伝子 テロメア
遺伝子 遺伝子 テロメラーゼ
遺伝子 遺伝子 トランスポゾン
遺伝子 遺伝子 レトロポゾン
遺伝子 遺伝子 ＬＩＭギナーゼ1遺伝子
遺伝子 遺伝子 ７ｑ11.23
遺伝子 染 色 体 グリア細胞
遺伝子 遺伝子 DNA鎖
遺伝子 遺伝子 ミーム
遺伝子 遺伝子 RNAi
遺伝子 遺伝子 gRNA
遺伝子 遺伝子 snoRNA
遺伝子 遺伝子 テロメアDNA
遺伝子 遺伝子 エネルギー惰報
遺伝子 遺伝子 DNAプラィマーゼ
遺伝子 遺伝子 tRNA
遺伝子 遺伝子 Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

遺伝子 遺伝子 ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 ハイブリドーマ
遺伝子 遺伝子 Ｂ細胞
遺伝子 遺伝子 中間ベクトルボソン
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 サプレッサーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 遺伝子『P2×4』
遺伝子 染 色 体 脳脊髄液 2015/3/9 P- 164  



遺伝子 遺伝子 サブミリ波
遺伝子 遺伝子 樹状細胞
遺伝子 遺伝子 cDNA
遺伝子 遺伝子 エンボプラキン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の変異
遺伝子 遺伝子 テラヘルツ波
遺伝子 遺伝子 金属結合
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子
遺伝子 遺伝子 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
遺伝子 遺伝子 SMCタンパク質
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ異常
遺伝子 遺伝子 白血球エステラーゼ
遺伝子 遺伝子 増殖能の亢進
遺伝子 遺伝子 グルタミンA
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原分子
遺伝子 遺伝子 主要組織適合抗原遺伝子複合体（ＭHC）
遺伝子 遺伝子 修復蛋白
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの蓄積
遺伝子 遺伝子 Ａ５３Ｔ[45]　（５３番目のアラニンがスレオニンに）
遺伝子 染 色 体 解離性感覚障害
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　バナナ型
遺伝子 遺伝子 機能喪失
遺伝子 染 色 体 皮質基底核変成症
遺伝子 遺伝子 ＳＰＲＥＮＧＥＬ異常
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご型
遺伝子 遺伝子 細胞がん化
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶーⅠキャリア
遺伝子 遺伝子 欠損・重複　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体１欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体２欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体３欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体４欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体５欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 点変異　　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複数の複合体欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 染 色 体 老人斑
遺伝子 遺伝子 欠乏状態　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシりんご型
遺伝子 遺伝子 骨髄移植
遺伝子 染 色 体 性格変化
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズ
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
遺伝子 遺伝子 家族性パーキンソン病
遺伝子 遺伝子 パーキンソン症候群
遺伝子 染 色 体 人格変化
遺伝子 遺伝子 パーキン[54][55]
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遺伝子 遺伝子 テロメア欠失
遺伝子 染 色 体 進行性核上性麻痺
遺伝子 遺伝子 皮膚の黒褐色の色素沈着
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 小眼球症関連転写因子（microphthalmia-associated transcription factor,MITF)

遺伝子 遺伝子 逆転写反応
遺伝子 遺伝子 チューブリン
遺伝子 遺伝子 αヘリックス構造
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの発現レベル
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１２６
遺伝子 遺伝子 抗ＨＴＬＶー１抗体　（ＡＴＬＡ抗体）
遺伝子 ヒトゲノム 細胞内シグナル経路
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１１２[16]

遺伝子 遺伝子 センス鎖
遺伝子 遺伝子 マクログロブリン血症（ワルデンシュトレーム型）
遺伝子 遺伝子 ドーパミン輸送体[52][53]

遺伝子 ヒトゲノム 成長ホルモン（ＧＨ）
遺伝子 染 色 体 紡錘体
遺伝子 遺伝子 変異　＝haploinnsufficiency
遺伝子 遺伝子 インターロイキン
遺伝子 遺伝子 チロシン
遺伝子 遺伝子 貧食作用
遺伝子 遺伝子 食細胞
遺伝子 遺伝子 妖精様顔　症候群
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子
遺伝子 遺伝子 抗表皮細胞膜自己抗体IgＧ
遺伝子 遺伝子 クロマチン構造
遺伝子 遺伝子 Ｄーループ構造
遺伝子 遺伝子 Ｔーループ構造
遺伝子 遺伝子 ＩgA
遺伝子 遺伝子 IgD
遺伝子 遺伝子 IgE
遺伝子 遺伝子 ＩgM
遺伝子 遺伝子 IgG
遺伝子 遺伝子 マーデルングエネルギー
遺伝子 染 色 体 原因遺伝子
遺伝子 遺伝子 モノクローナル抗体
遺伝子 遺伝子 テロメア長
遺伝子 遺伝子 テロメアの伸長
遺伝子 遺伝子 不正な塩基対
遺伝子 遺伝子 特異免疫(獲得免疫)
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 遺伝子 DNA分解酵素
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子の発現
遺伝子 遺伝子 VⅡ型コラーゲン
遺伝子 遺伝子 アデノシン
遺伝子 遺伝子 シチジン
遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子砂漠 2015/3/9 P- 166  



遺伝子 遺伝子 ポリヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 アルギニンA
遺伝子 遺伝子 プリン体
遺伝子 遺伝子 デスモソーム
遺伝子 遺伝子 ヘミデスモソーム
遺伝子 遺伝子 隣接遺伝子症候群
遺伝子 染 色 体 ＴＴＲ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　20
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　19
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　18
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　21
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　22
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 逆転写酵素
遺伝子 遺伝子 抗原提示細胞
遺伝子 遺伝子 抗体産生細胞
遺伝子 遺伝子 HLA-DRの共有エピトープ(SE)遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 細胞接着タンパク質：Ｅｰカドヘリン　ＣＤＨ１
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　17
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　16
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子ファミリー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　15
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　12
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　11
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　9
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　8
遺伝子 遺伝子 プロスタグランジン
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　7
遺伝子 遺伝子 第1塩基
遺伝子 遺伝子 第2塩基
遺伝子 遺伝子 第3塩基
遺伝子 遺伝子 基質
遺伝子 遺伝子 真核生物
遺伝子 遺伝子 アンチセンス鎖
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡプライマーの3’ＯＨ基
遺伝子 遺伝子 DNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 強さ
遺伝子 遺伝子 進化
遺伝子 遺伝子 遺伝子多型
遺伝子 遺伝子 美しさ
遺伝子 遺伝子 覚醒
遺伝子 遺伝子 楽しさ
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　1
遺伝子 遺伝子 統合
遺伝子 遺伝子 miRNA
遺伝子 遺伝子 熱エネルギー
遺伝子 遺伝子 浄化
遺伝子 遺伝子 酵素作用 2015/3/9 P- 167  



遺伝子 遺伝子 mRNA
遺伝子 遺伝子 RNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 遺伝子損傷
遺伝子 遺伝子 ＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 マスターキー遺伝子
遺伝子 遺伝子 常温核融合を支配するエネルギー
遺伝子 遺伝子 遺伝子発現
遺伝子 遺伝子 酵素
遺伝子 遺伝子 RNA(SRP RNA)
遺伝子 遺伝子 エピトープ（抗原決定基、epitope)
遺伝子 遺伝子 パラトープ
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能の向上
遺伝子 遺伝子 ステロイドホルモン、RNAアクチベーター、SRＡ
遺伝子 遺伝子 終止コドン(アンバー)トリプトファンG
遺伝子 遺伝子 終止コドン(オパール)A
遺伝子 遺伝子 ロイシン終止コドン(オーカー)
遺伝子 遺伝子 終止コドン
遺伝子 ヒトゲノム 細胞ＤＮＡ合成を調節
遺伝子 遺伝子 ヒトエピゲノム
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子再生
遺伝子 遺伝子 RNA
遺伝子 遺伝子 ホメオテツク遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　14
遺伝子 遺伝子 細胞の不死化
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　13
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　10
遺伝子 遺伝子 サーチュン遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　4
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　5
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　6
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　2
遺伝子 遺伝子 Ａイソロイシン(開始コドンーAUA一)スレオニンアスパラギンセリンU

遺伝子 遺伝子 Ｇバリン（開始コドンーＧＵＧー）Ｇアラニン アスパラギン酸
遺伝子 遺伝子 メチオニン(開始コドン)
遺伝子 遺伝子 コドン
遺伝子 遺伝子 アポＥ２型（ＤＮＡ　長寿）
遺伝子 遺伝子 アポＥ４型（ＤＮＡ）
遺伝子 遺伝子 アポＥ３型
遺伝子 遺伝子 生命エネルギー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　3
遺伝子 遺伝子 アンチコドン
遺伝子 遺伝子 ５２８Ｈz
遺伝子 遺伝子 太陽
遺伝子 遺伝子 生命光線
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大分類 件　名 機　　能　　他
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド
皮膚と毛髪 類上皮非乾酪性肉芽腫
皮膚と毛髪 毛髪相
皮膚と毛髪 毛母細胞
皮膚と毛髪 棍毛
皮膚と毛髪 新生中の毛
皮膚と毛髪 ヘンレ層
皮膚と毛髪 ハックスレー層
皮膚と毛髪 鞘小皮
皮膚と毛髪 毛髄
皮膚と毛髪 毛皮質
皮膚と毛髪 毛小皮　（キューティクル）
皮膚と毛髪 外毛根鞘
皮膚と毛髪 内毛根鞘
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 毛母
皮膚と毛髪 メラノサイト
皮膚と毛髪 毛包
皮膚と毛髪 結合組織性毛包
皮膚と毛髪 毛球
皮膚と毛髪 脂腺排出管
皮膚と毛髪 硝子膜
皮膚と毛髪 毛根部
皮膚と毛髪 毛幹部
皮膚と毛髪 汗疱性白癬
皮膚と毛髪 汗疱
皮膚と毛髪 かいせん  (疥癬)
皮膚と毛髪 凍瘡
皮膚と毛髪 有棘細胞
皮膚と毛髪 顆粒細胞
皮膚と毛髪 角質細胞
皮膚と毛髪 基底細胞　（円柱細胞）
皮膚と毛髪 基底層
皮膚と毛髪 有棘層
皮膚と毛髪 顆粒層
皮膚と毛髪 表皮内汗管
皮膚と毛髪 汗腺
皮膚と毛髪 皮下組織
皮膚と毛髪 脂腺
皮膚と毛髪 脂腺細胞
皮膚と毛髪 マイスネル小体
皮膚と毛髪 エクリン腺
皮膚と毛髪 皮脂腺
皮膚と毛髪 表皮突起
皮膚と毛髪 角質層
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皮膚と毛髪 皮丘
皮膚と毛髪 エクリン真皮内汗管
皮膚と毛髪 アポクリン汗腺分泌部　（断面）
皮膚と毛髪 エクリン汗腺分泌部
皮膚と毛髪 ファーターパチニ小体
皮膚と毛髪 毛孔
皮膚と毛髪 毛幹
皮膚と毛髪 アポクリン腺
皮膚と毛髪 神経線維
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 アポクリン汗管
皮膚と毛髪 立毛筋
皮膚と毛髪 真皮乳頭
皮膚と毛髪 毛根
皮膚と毛髪 毛細血管
皮膚と毛髪 汗孔
皮膚と毛髪 毛球部
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 壮年性脱毛症
皮膚と毛髪 発毛周期
皮膚と毛髪 男性型脱毛症
皮膚と毛髪 皮膚筋炎
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛
皮膚と毛髪 毛髪・毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛促進
皮膚と毛髪 疣状皮膚病
皮膚と毛髪 アレルギー性男性毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の再誕生
皮膚と毛髪 脱皮促進
皮膚と毛髪 脱皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞から新毛発生
皮膚と毛髪 層扁平上皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
皮膚と毛髪 毛生促進
皮膚と毛髪 発毛促進
皮膚と毛髪 糜爛、ただれ
皮膚と毛髪 デュタステライド
皮膚と毛髪 黄色腫症
皮膚と毛髪 壊疽　（えそ）
皮膚と毛髪 壊死　（えし）
皮膚と毛髪 光線角化症
皮膚と毛髪 熱傷瘢痕
皮膚と毛髪 皮膚小血管の拡張
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皮膚と毛髪 女性生殖器相　（外性器の陰相）
皮膚と毛髪 シロナマズ
皮膚と毛髪 尋常性白斑
皮膚と毛髪 脱色素性母斑
皮膚と毛髪 限局性強皮症
皮膚と毛髪 強皮症
皮膚と毛髪 脱毛症
皮膚と毛髪 結節性多発動脈炎（ＰＭ）
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮皮下の毒素
皮膚と毛髪 表皮皮下の老廃物
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 ５αリダクターゼ
皮膚と毛髪 乾燥肌
皮膚と毛髪 皮膚の吹き出物
皮膚と毛髪 足相
皮膚と毛髪 男性陰毛相
皮膚と毛髪 女性陰毛相
皮膚と毛髪 オーバラップ症候群
皮膚と毛髪 いぼ
皮膚と毛髪 臀部の皮膚
皮膚と毛髪 男性生殖器相
皮膚と毛髪 大陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 小陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚下の堆積物
皮膚と毛髪 アルビン
皮膚と毛髪 敏感肌
皮膚と毛髪 赤ら顔
皮膚と毛髪 びまん浸潤型
皮膚と毛髪 びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
皮膚と毛髪 全身性強皮症 (ＳＳｃ)
皮膚と毛髪 顔面の皮膚
皮膚と毛髪 顔面の皮下
皮膚と毛髪 足の裏のいぼ
皮膚と毛髪 下肢の皮膚
皮膚と毛髪 手相
皮膚と毛髪 足
皮膚と毛髪 乳房相
皮膚と毛髪 体毛相
皮膚と毛髪 腋毛相
皮膚と毛髪 Ｓｗｅｅｔ病
皮膚と毛髪 動脈
皮膚と毛髪 メラニン
皮膚と毛髪 尋常性痤瘡　
皮膚と毛髪 表皮　（皮膚）
皮膚と毛髪 皮膚乾燥状態
皮膚と毛髪 黒色上皮癌
皮膚と毛髪 基底層直下 2015/3/9 P- 171  



皮膚と毛髪 手
皮膚と毛髪 ふけ
皮膚と毛髪 血管
皮膚と毛髪 筋肉
皮膚と毛髪 静脈
皮膚と毛髪 脊部・胴
皮膚と毛髪 腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮下脂肪組織中
皮膚と毛髪 皮膚の結節型
皮膚と毛髪 瘢痕浸潤
皮膚と毛髪 胸部の皮膚
皮膚と毛髪 上肢の皮膚
皮膚と毛髪 表皮細胞間脂質
皮膚と毛髪 皮脂膜
皮膚と毛髪 細胞間脂質
皮膚と毛髪 ＮＭＦ
皮膚と毛髪 脊部・胴の皮膚
皮膚と毛髪 体毛
皮膚と毛髪 陰毛色濃く艶がある
皮膚と毛髪 色濃く艶がある
皮膚と毛髪 柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 陰毛柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 下腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚の局面型
皮膚と毛髪 皮膚サルコイドーシス
皮膚と毛髪 皮膚の皮下型
皮膚と毛髪 乳房の皮膚
皮膚と毛髪 ノコギリヤシ
皮膚と毛髪 腋毛
皮膚と毛髪 美肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
皮膚と毛髪 美肌細胞の再誕生
皮膚と毛髪 美肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 全身性の肉芽腫性疾患
皮膚と毛髪 結節性紅斑
皮膚と毛髪 ポルフイリン症　
皮膚と毛髪 ヘモクロマトーシス
皮膚と毛髪 多発性筋炎
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 バザン硬結性紅斑　
皮膚と毛髪 多形滲出性紅斑
皮膚と毛髪 全身性強皮症
皮膚と毛髪 重傷チアノーゼ
皮膚と毛髪 環状紅斑
皮膚と毛髪 慢性放射線皮膚炎
皮膚と毛髪 尋常性狼瘡
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皮膚と毛髪 放射線角化症
皮膚と毛髪 動脈　-2
皮膚と毛髪 帯状疱疹
皮膚と毛髪 ケロイド
皮膚と毛髪 非特異的皮膚症状
皮膚と毛髪 外傷の再生
皮膚と毛髪 真皮
皮膚と毛髪 皮膚外傷
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 アトピー性皮膚炎
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 ミノキシジン
皮膚と毛髪 頸部の皮膚
皮膚と毛髪 クロスカルメロースナトリウム
皮膚と毛髪 慢性砒素中毒
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞の排除
皮膚と毛髪 毒素による湿疹
皮膚と毛髪 真菌による湿疹
皮膚と毛髪 ウイルスによる湿疹
皮膚と毛髪 脂漏性皮膚炎
皮膚と毛髪 アレルギーによる湿疹
皮膚と毛髪 遊走性紅斑
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞
皮膚と毛髪 脂漏細胞
皮膚と毛髪 湿疹
皮膚と毛髪 蕁麻疹
皮膚と毛髪 脂漏
皮膚と毛髪 ストレスによる湿疹
皮膚と毛髪 ひだ、しわ
皮膚と毛髪 カフェオレ斑
皮膚と毛髪 石灰沈着症
皮膚と毛髪 染　（しみ）
皮膚と毛髪 色素斑　（しみ/染）
皮膚と毛髪 小色素斑
皮膚と毛髪 斑点　（はんてん）
皮膚と毛髪 休止期
皮膚と毛髪 ムチン沈着症
皮膚と毛髪 ペラグラ
皮膚と毛髪 アレルギー性接触皮膚炎
皮膚と毛髪 慢性萎縮性肢端皮膚炎
皮膚と毛髪 後天性表皮水疱症
皮膚と毛髪 皮膚の染み
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 人相
皮膚と毛髪 雀卵斑
皮膚と毛髪 そばかす
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 Ｔ細胞
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皮膚と毛髪 皮膚心身症
皮膚と毛髪 身体毒素
皮膚と毛髪 身体毒素排泄促進
皮膚と毛髪 血栓性静脈炎
皮膚と毛髪 皮膚炎   dermatitis
皮膚と毛髪 皮膚潰瘍
皮膚と毛髪 皮下結節　（サルコイ）
皮膚と毛髪 バイオポリリン酸
皮膚と毛髪 ジヒドロテストステロン（ＤＨＴ）
皮膚と毛髪 角化異常
皮膚と毛髪 魚鱗癬
皮膚と毛髪 瘤 (こぶ)

皮膚と毛髪 類上皮細胞肉芽腫　（サルコイ）
皮膚と毛髪 糜爛
皮膚と毛髪 床擦れ、褥瘡
皮膚と毛髪 日焼け
皮膚と毛髪 フィナステリド
皮膚と毛髪 奇麗
皮膚と毛髪 奇麗な身体
皮膚と毛髪 奇麗に生りたい
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大分類 件　名 機　　能　　他
細　胞 細胞 トランスサイトーシス
細　胞 細胞 核膜
細　胞 細胞 女性体内よりアレルギー性の男性毛母細胞を排除する
細　胞 細胞 オートファジー　(Autophagy）
細　胞 細胞 損傷細胞
細　胞 細胞 未修復の損傷細胞を組織から排除する
細　胞 細胞 マンノース
細　胞 細胞 ＣＧＮ
細　胞 細胞 ペリオスチン　（Periostin）
細　胞 細胞 骨膜や歯根膜に特異的に発現する骨のタンパク質
細　胞 細胞 フイタニン酸
細　胞 細胞 節前ニューロン
細　胞 細胞 毛母細胞
細　胞 細胞 女性毛母細胞
細　胞 細胞 男性毛母細胞
細　胞 細胞 汗疱性白癬　　　
細　胞 細胞 脂肪酸アシルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
細　胞 細胞 核
細　胞 細胞 ペリオスチンが発現し
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の再誕生
細　胞 細胞 マスト細胞
細　胞 細胞 細網内皮系
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞から新毛発生
細　胞 細胞 細網内皮系の機能を高める
細　胞 細胞 歯根細胞
細　胞 細胞 ノコダゾール
細　胞 細胞 Ｂ細胞刺戟作用
細　胞 細胞 ＴＣＲ変異細胞
細　胞 細胞 ＴＣＲ　ＶＦの上昇
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
細　胞 細胞 Ｂリンパ球表面
細　胞 細胞 ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
細　胞 細胞 プレフェルジンＡ
細　胞 細胞 歯根組織再生
細　胞 細胞 ＮＡＤＰアーゼ
細　胞 ミトコンドリア 膜間スペース(膜間腔)
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ配列
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ受容体
細　胞 細胞 CD25+CD4+制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 毛母細胞再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のｐＨバランス
細　胞 細胞 ウオルマン病
細　胞 細胞 複合液晶
細　胞 細胞 複合結晶
細　胞 細胞 老化
細　胞 細胞 プラーナエネルギー
細　胞 細胞 寒冷凝集素症 2015/3/9 P- 175  



細　胞 細胞 ヒアルロン酸
細　胞 細胞 ファーバー病　（Farber disease）
細　胞 細胞 遊離シアル酸蓄積症
細　胞 細胞 ペリオスチンが負荷への応答として誘導されている
細　胞 細胞 ビタミンB6
細　胞 細胞 ファブリー病　（Fabry's disease）
細　胞 細胞 糖脂質
細　胞 細胞 角化血管腫
細　胞 細胞 マンノース６リン酸
細　胞 細胞 ビタミンK
細　胞 細胞 糖蛋白代謝異常症
細　胞 細胞 血清蛋白質
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のイオン
細　胞 細胞 セロイドリポフスチノーシス
細　胞 細胞 糖鎖
細　胞 細胞 コンドロイチン硫酸 （chondroitin sulfate）
細　胞 細胞 砂糖(ショ糖)
細　胞 細胞 乳糖(ラクトース)
細　胞 細胞 糖原病
細　胞 細胞 糖原貯蔵症
細　胞 細胞 糖原病Ⅱ型
細　胞 細胞 グリコシデース
細　胞 細胞 グリコーゲン
細　胞 細胞 ブドウ糖
細　胞 細胞 ガラクトース　（ＧＡＬ）
細　胞 細胞 シアル酸　（ＳＡ）
細　胞 細胞 ーα－ガラクトシダーゼＡ
細　胞 細胞 マンノース６リン酸レセプター
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミン
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 Ｎーアセチルノイラミン酸
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 体液漿毒素混入
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 浸透圧
細　胞 細胞 過酸化水素
細　胞 細胞 体液漿
細　胞 細胞 体液漿の異常
細　胞 細胞 膠原病
細　胞 細胞 液晶
細　胞 細胞 糖新生
細　胞 細胞 フォスファテース
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミントランスフェラーゼ
細　胞 細胞 水分代謝
細　胞 細胞 結晶粒界
細　胞 細胞 レプチン
細　胞 細胞 多結晶
細　胞 細胞 マクロファージ
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細　胞 細胞 免疫複合体(IC)
細　胞 細胞 自己免疫疾患の原因
細　胞 細胞 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
細　胞 細胞 マクロファージを活性化
細　胞 細胞 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
細　胞 細胞 マクロファージ活性化作用
細　胞 細胞 硫酸
細　胞 細胞 混晶
細　胞 細胞 フオーブス病(Ⅲ型)
細　胞 細胞 ハース病(Ⅵ型)
細　胞 細胞 タルク
細　胞 細胞 立体配座　（りったいはいざ　Conformation）
細　胞 細胞 外性器の皮膚
細　胞 細胞 リン酸
細　胞 細胞 水素細菌
細　胞 細胞 血行不良
細　胞 ミトコンドリア 酸素　8
細　胞 細胞 治癒系
細　胞 細胞 葉酸
細　胞 細胞 電子質量
細　胞 細胞 イソクエン酸
細　胞 細胞 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
細　胞 細胞 治癒系を強化
細　胞 細胞 酸化的クエン酸回路
細　胞 細胞 還元的クエン酸回路
細　胞 細胞 末梢血幹細胞
細　胞 細胞 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
細　胞 細胞 基礎代謝
細　胞 細胞 癌幹細胞
細　胞 細胞 末梢神経性疾患
細　胞 細胞 胸腺の萎縮
細　胞 細胞 乾燥肌
細　胞 細胞 貧血
細　胞 細胞 臀部の皮膚
細　胞 細胞 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
細　胞 細胞 大陰唇の皮膚
細　胞 細胞 小陰唇の皮膚
細　胞 細胞 敏感肌
細　胞 細胞 赤ら顔
細　胞 細胞 下肢の皮膚
細　胞 細胞 ゴーシェ病　（Gaucher's disease）
細　胞 細胞 食作用(ファゴサイトーシス、phagocytosis)
細　胞 細胞 リピドーシス
細　胞 細胞 介在細胞のＨ＋-ＡＴＰａｓｅが欠損
細　胞 細胞 飲作用(ピノサイトーシス、pinocytosis)
細　胞 細胞 細胞外物質　（リガンド）
細　胞 細胞 プログラム細胞死
細　胞 細胞 老廃細胞
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細　胞 細胞 温熱中枢(体温調節中枢)
細　胞 細胞 腹部
細　胞 細胞 交感神経節前ニューロン（節前線維）
細　胞 細胞 交感神経プレモーターニューロン（節後線維）
細　胞 ミトコンドリア 水素　1
細　胞 細胞 胸腺
細　胞 細胞 シャイエ症候群　（Ｓcheie　syndrome）
細　胞 細胞 脂質代謝異常症
細　胞 細胞 正常細胞
細　胞 細胞 脊部・胴
細　胞 細胞 歯髄細胞
細　胞 細胞 腹部の皮膚
細　胞 細胞 液性免疫
細　胞 細胞 胸腺の重量
細　胞 細胞 脂質二重膜
細　胞 細胞 胸部の皮膚
細　胞 細胞 造血幹細胞
細　胞 細胞 上肢の皮膚
細　胞 細胞 Ｈ

＋
-ＡＴＰａｓｅ

細　胞 細胞 表皮細胞間脂質
細　胞 細胞 皮脂膜
細　胞 細胞 細胞間脂質
細　胞 細胞 ＮＭＦ
細　胞 細胞 神経細胞成長因子
細　胞 細胞 脊部・胴の皮膚
細　胞 細胞 体毛
細　胞 細胞 歯髄組織再生
細　胞 細胞 下腹部の皮膚
細　胞 細胞 AccuTnl(トロポニンⅠ)
細　胞 細胞 HER-2(ヒト上皮成長因子受容体2)
細　胞 細胞 乳房の皮膚
細　胞 細胞 細胞性免疫
細　胞 細胞 ミオグロビン
細　胞 細胞 骨組織再生
細　胞 細胞 神経細胞再生
細　胞 細胞 美肌細胞
細　胞 細胞 肌細胞
細　胞 細胞 腺細胞
細　胞 細胞 細胞質
細　胞 細胞 筋肉組織再生
細　胞 細胞 介在細胞
細　胞 細胞 iPS細胞
細　胞 細胞 細胞質基質
細　胞 細胞 原形質膜(細胞膜)
細　胞 細胞 肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼ
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼを発現
細　胞 細胞 臓器再生
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細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 皮膚再生
細　胞 細胞 美肌細胞の再誕生
細　胞 細胞 幹細胞
細　胞 細胞 間葉系幹細胞
細　胞 細胞 血管再生
細　胞 細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
細　胞 細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
細　胞 細胞 美肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 湿疹
細　胞 細胞 慢性湿疹
細　胞 細胞 急性湿疹
細　胞 細胞 一般創傷
細　胞 細胞 食欲不振
細　胞 細胞 便秘にもなりがちな方
細　胞 細胞 アラビアゴム
細　胞 細胞 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
細　胞 細胞 β-グルコセレブロシダーゼ欠損
細　胞 細胞 α-グルコシダーゼ(酸性マルターゼ)欠損症
細　胞 細胞 熱中症
細　胞 細胞 一般虚弱体質
細　胞 細胞 ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 細胞 酸化還元電位(EO)
細　胞 細胞 セクレチン
細　胞 細胞 歯細胞
細　胞 細胞 歯肉細胞
細　胞 細胞 老廃細胞の貪食を促進
細　胞 細胞 頸部の皮膚
細　胞 細胞 ルミンＡ
細　胞 細胞 細胞賦活用薬
細　胞 細胞 歯組織再生
細　胞 細胞 歯肉組織再生
細　胞 細胞 α1酸性糖蛋白
細　胞 細胞 深部の温度受容器
細　胞 細胞 温度感受性ニューロン(温ニューロン)
細　胞 細胞 皮膚の温度受容器
細　胞 細胞 サイトカイン
細　胞 細胞 炎症性サイトカイン
細　胞 細胞 オメガー6脂肪酸
細　胞 細胞 細胞の誘導
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膨化(膨張化)

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のイオン濃度勾配

細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアに感染するウィルス

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のプロトン濃度勾配

細　胞 細胞 ミトコンドリアのＡＴＰ合成
細　胞 細胞 ミトコンドリアの過労 2015/3/9 P- 179  



細　胞 細胞 ミトコンドリアの疲労
細　胞 細胞 ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 細胞 ミトコンドリアのクリステ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの内膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの外膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの外膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの脂肪酸のβー酸化
細　胞 ミトコンドリア 老化におけるミトコンドリア遺伝子変異蓄積
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのPTP(permeability transition pore)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア病
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子多型
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178CをMt5178Aへ変える
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアからの活性酸素の漏出
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膜電位
細　胞 ミトコンドリア 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 細胞 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア脳筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン濃度
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン
細　胞 細胞 αーグルコシダーゼ　（酸性マルターゼ）
細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 骨髄幹細胞
細　胞 細胞 感覚器再生
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞の排除
細　胞 細胞 脂漏性皮膚炎
細　胞 細胞 急性化膿性疾患
細　胞 細胞 抗体と結合した異物の貪食促進
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞
細　胞 細胞 脂漏細胞
細　胞 細胞 レフサム病
細　胞 細胞 マイクロストラクチャ
細　胞 細胞 コレステロール
細　胞 細胞 凍傷
細　胞 細胞 脂漏
細　胞 ミトコンドリア π電子
細　胞 ミトコンドリア 電子
細　胞 ミトコンドリア 電子伝達系
細　胞 細胞 抗原抗体反応
細　胞 細胞 リンホカイン型感作リンパ球
細　胞 細胞 炭酸固定反応
細　胞 細胞 スクシニンＣｏＡ
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸ーαーケトグルタル酸輸送体
細　胞 ミトコンドリア porin(ポリン)
細　胞 ミトコンドリア αーケトグルタル酸(2ーオキソグルタル酸)
細　胞 細胞 脱水素酵素 2015/3/9 P- 180  



細　胞 細胞 ランゲルハンス細胞
細　胞 ミトコンドリア アスピリン
細　胞 ミトコンドリア メチオニン残基
細　胞 ミトコンドリア メチオニン
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 宇宙電子
細　胞 細胞 スライ病(Sly　disease)
細　胞 細胞 サンフィリッポ症候群
細　胞 ミトコンドリア TCA回路
細　胞 細胞 神経組織再生
細　胞 細胞 感覚器耳組織再生
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 脂肪性下痢・脂肪便
細　胞 細胞 アレルギー性疾患
細　胞 細胞 アスパルチルグルコサミン尿症
細　胞 細胞 マッカードル病(Ⅴ型)
細　胞 細胞 アンダーセン病(Ⅳ型)
細　胞 細胞 非病原性の常在性微生物（ウィルス・細菌)による不顕性の細胞内感染症

細　胞 細胞 脂肪酸酸化異常症
細　胞 細胞 垂井病(Ⅶ型)
細　胞 細胞 MCAD欠損症
細　胞 細胞 熱傷
細　胞 細胞 ヒト免疫抗体耐性菌
細　胞 細胞 熱傷様皮膚症候群
細　胞 細胞 ポンペ病　（Pompe　disease）
細　胞 細胞 フオン・ゲールケ病(IB型)
細　胞 細胞 異染体白質ジストロフィー
細　胞 細胞 αフォドリン　（タンパク質）
細　胞 細胞 ＲｂＡｐ　（タンパク質）
細　胞 細胞 ガングリオシド
細　胞 細胞 細胞がコラーゲンを分泌
細　胞 細胞 ヒドロキシラジカル
細　胞 細胞 コラーゲン繊維による再構成
細　胞 細胞 ビタミンB12
細　胞 ミトコンドリア サリチル酸
細　胞 細胞 ＧＭ１ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 粘液層　（slime layer）
細　胞 細胞 スフィン（脂質）ゴミエリン
細　胞 細胞 スフィンゴリピドーシス
細　胞 細胞 スフィンゴリピド
細　胞 細胞 ーβ－グルコセレブロシダーゼ
細　胞 細胞 デオキシ糖
細　胞 細胞 オキサロ酢酸
細　胞 細胞 チアミンピロフォスファターゼ
細　胞 細胞 Ｇａｌトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 免疫グロブリンG
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細　胞 細胞 免疫グロブリンM
細　胞 細胞 免疫グロブリンE
細　胞 細胞 経ロ免疫寛容
細　胞 細胞 小胞のバルク輸送
細　胞 細胞 オメガー3脂肪酸
細　胞 細胞 小胞体のカルシウム貯蔵管理
細　胞 細胞 粗面小胞体の蛋白質合成
細　胞 細胞 非ヒストン核タンパク
細　胞 細胞 小胞体の代謝
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 小胞体保留シグナル　（ER retention signal）
細　胞 細胞 トキソIgMⅡ
細　胞 細胞 ラムダ鎖
細　胞 細胞 トキソIgG
細　胞 ミトコンドリア VDAC(vdtage-dependent anion channel)
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質の輸送
細　胞 細胞 滑面小胞体の脂質合成
細　胞 細胞 リゾチーム
細　胞 細胞 ＧＭ２ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 生物学的監視機構
細　胞 細胞 生体防御機構
細　胞 細胞 インターロイキン１（ＩＬ－１）
細　胞 細胞 マルチプルサルファターゼ欠損症
細　胞 細胞 ガラクトシアリドーシス
細　胞 細胞 シアリドーシス
細　胞 細胞 温度不感覚症候群
細　胞 細胞 能動汗腺衰退症
細　胞 細胞 アナプレロティック反応
細　胞 細胞 膜結合型メタロプロテイナーゼ(MT1-MMP)
細　胞 細胞 ＭＩＳＴを欠損したＮＫ細胞
細　胞 細胞 ＭＩＳＴ
細　胞 細胞 ライソゾーム病
細　胞 細胞 ーＬysーＡspーGluーcooー
細　胞 ミトコンドリア アセチルーCoA
細　胞 細胞 ピルビン酸カルボキシラーゼ
細　胞 細胞 呼吸鎖複合体
細　胞 細胞 ラムダファージ(λファージ)
細　胞 細胞 T4フアージ
細　胞 細胞 α1アンチトリプシン
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 トランスフェリン
細　胞 細胞 アンチトロンビン皿
細　胞 細胞 リンフォカイン
細　胞 細胞 セルロプラスミン
細　胞 細胞 細胞外マトリクス
細　胞 細胞 万能細胞
細　胞 細胞 クラスリン
細　胞 細胞 シトクロムＰ４５０
細　胞 細胞 アセチルCoA 2015/3/9 P- 182  



細　胞 細胞 O抗原
細　胞 細胞 K抗原
細　胞 細胞 Vi抗原
細　胞 細胞 結合タンパク質　（ＢｉＰ；Ｂinding　Ｐrotein）
細　胞 細胞 α受容体
細　胞 細胞 β受容体
細　胞 細胞 褐色脂肪組織
細　胞 細胞 ライソソーム内部の水素イオン指数
細　胞 細胞 α1マイクログロブリン
細　胞 細胞 β2マイクログロブリン
細　胞 細胞 抗ストレプトリジンO(ASO)
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 神経細胞のゴルジ体のカテコールアミンの分泌
細　胞 細胞 ゲノム損傷性ストレス
細　胞 細胞 プラズマ細胞
細　胞 ミトコンドリア カルシウムイオン
細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質へ脂質を付加する機能
細　胞 細胞 生体膜
細　胞 細胞 リソソーム、またはライソソーム　（lysosome）
細　胞 細胞 自己防御システム
細　胞 細胞 プルキンエ細胞 （小脳）
細　胞 細胞 インターロイキンー23(IL-23)
細　胞 細胞 原子エネルギー
細　胞 細胞 光DNA
細　胞 細胞 エ一テル質量
細　胞 細胞 宇宙原子核エネルギー
細　胞 細胞 コスモ細胞
細　胞 細胞 宇宙細胞
細　胞 細胞 アガペー
細　胞 細胞 ゴルジ体
細　胞 細胞 ジアリルトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 アセチルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヘルパーＴ細胞の減少
細　胞 ミトコンドリア ATP(アデノシン三リン酸)
細　胞 細胞 分泌タンパク質
細　胞 ミトコンドリア ATP合成酵素
細　胞 ミトコンドリア アポトーシス
細　胞 細胞 アポトーシス
細　胞 細胞 体性運動神経系
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質のプロセシング
細　胞 細胞 滑面小胞体
細　胞 細胞 粗面小胞体
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 Ｔ4ファージ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中の蛋白遺伝子
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 ミトコンドリアのアポトーシス管理機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのカルシウム貯蔵機能 2015/3/9 P- 183  



細　胞 細胞 ミトコンドリアの酸化的リン酸化機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのエネルギー生産機能
細　胞 細胞 リパーゼ
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 アポリポ蛋白A1
細　胞 細胞 アポリポ蛋白B
細　胞 細胞 ハプトグロブリン
細　胞 細胞 C一反応性蛋白
細　胞 細胞 Tr1細胞
細　胞 細胞 カッパ鎖
細　胞 細胞 クレブス回路　（クエン酸回路）
細　胞 細胞 補体C3
細　胞 細胞 補体C4
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178A
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178C
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のリボソームRNA
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のトランスファーRNA
細　胞 細胞 カテコールアミン
細　胞 細胞 細胞膜
細　胞 細胞 補体(ほたい、compＩement)
細　胞 ミトコンドリア NADH脱水素酵素
細　胞 細胞 H+ポンプ
細　胞 細胞 酸性ホスファターゼ
細　胞 ミトコンドリア 細胞質ゾル
細　胞 細胞 依存性アポトーシス活性
細　胞 細胞 炎症を抑制し皮膚および唾液腺細胞に対して効果を有する物質

EGCG細　胞 細胞 アポトーシス活性
細　胞 細胞 依存性アポトーシスを介した組織修復
細　胞 細胞 ＮＫ細胞
細　胞 細胞 活性化ＮＫ細胞受容体
細　胞 細胞 シトクロム
細　胞 細胞 恒常的排除
細　胞 細胞 延髄縫線核
細　胞 細胞 ヌクレアーゼ
細　胞 細胞 プロトンポンプ
細　胞 細胞 VGLUT3免疫陽性ニューロン
細　胞 細胞 VGLUT2
細　胞 ミトコンドリア プロトン
細　胞 細胞 遺伝子『P2×4』
細　胞 細胞 生体内の電子伝達体(でんしでんたつたい)
細　胞 細胞 加水分解酵素
細　胞 細胞 小胞体タンパク質
細　胞 細胞 エンドサイトーシス(Endocytosis)
細　胞 細胞 小胞体
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 感覚器鼓膜再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
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細　胞 細胞 抑制性Ｔ細胞
細　胞 細胞 偏性細胞内増殖寄生体(偏性細胞内寄生体)
細　胞 細胞 ハント症候群
細　胞 細胞 溶原菌
細　胞 細胞 テンペレートファージ
細　胞 細胞 プロファージ
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 莢膜
細　胞 細胞 ビルレントファージ
細　胞 ミトコンドリア ピルビン酸脱水素酵素
細　胞 細胞 α2マクログロブリン
細　胞 ミトコンドリア NSAIDs
細　胞 細胞 ピルビン酸
細　胞 細胞 ピルビン酸脱水素複合体欠損
細　胞 細胞 ピルビン酸代謝異常症
細　胞 細胞 4一ヒドロキシートランスｰ2ーノネナール(HNE)
細　胞 細胞 エピジェネティック
細　胞 細胞 エキソサイトーシス(Exocytosis;開ロ分泌)
細　胞 細胞 ピノソーム
細　胞 細胞 ゴルジ偏平嚢
細　胞 細胞 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
細　胞 細胞 ホスホエノールピルビン酸
細　胞 細胞 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
細　胞 細胞 オートファゴソーム
細　胞 細胞 プライマリーライソソーム
細　胞 細胞 ユビキチン＆＃8722；プロテアソーム系
細　胞 ミトコンドリア ロイシン転移RNA
細　胞 細胞 ファゴソーム
細　胞 細胞 二次ライソソーム
細　胞 ミトコンドリア ジクロロ酢酸ナトリウム(sodium dichloroacetate:DCA)
細　胞 細胞 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
細　胞 細胞 エンドソーム
細　胞 細胞 奇麗
細　胞 細胞 リポタンパク質
細　胞 細胞 γc遺伝子
細　胞 細胞 アクロソーム
細　胞 細胞 遺伝子Klf4
細　胞 細胞 遺伝子Oct3/
細　胞 細胞 被覆小胞
細　胞 細胞 血管運動機構
細　胞 細胞 シスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 ゴルジ体のムコ多糖類の合成
細　胞 細胞 トランスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 吻側延髄腹外側野
細　胞 ミトコンドリア 脱共役作用(uncoupling effec)
細　胞 ミトコンドリア mitochondrial protonophoric uncouplers
細　胞 細胞 ポルフィリン
細　胞 細胞 遺伝子Sox2
細　胞 細胞 脊髄の中間外側細胞柱 2015/3/9 P- 185  



細　胞 細胞 分泌顆粒
細　胞 細胞 一次ライソソーム
細　胞 細胞 遺伝子c-Myc
細　胞 細胞 奇麗な身体
細　胞 細胞 奇麗に生りたい
細　胞 細胞 膜タンパク質
細　胞 ミトコンドリア 穴蛋白(a pore protein)
細　胞 細胞 ゴルジ体シス面
細　胞 細胞 ゴルジ小胞
細　胞 細胞 小胞性グルタミン酸トランスポ一ターVGLUT3
細　胞 細胞 ゴルジ体トランス面
細　胞 細胞 Foxp3遺伝子
細　胞 細胞 ゴルジ層板(Golgi stack)
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分の中間嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のトランス嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のシス嚢
細　胞 細胞 核孔
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 ミトコンドリアＤＮＡ（mtＤＮＡ）
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞外へ排出する機能
細　胞 ミトコンドリア ビオチン(ピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素)
細　胞 細胞 通性細胞内増殖寄生体(細胞内寄生体)
細　胞 細胞 インターロイキンー12(IL-12)
細　胞 細胞 高感度C一反応性蛋白
細　胞 細胞 C3ブロアクチベータ
細　胞 細胞 リポ蛋白α
細　胞 細胞 トランス・ゴルジ網
細　胞 細胞 シス・ゴルジ網
細　胞 細胞 NMDA(N一メチルｰD一アスパラギン酸)
細　胞 細胞 D一アスパラギン酸

細　胞 細胞
細胞レベルの呼吸・消化・代謝・同化・異化・排出の生命の渦のシステ
ムつまりエネルギー代謝

細　胞 細胞 ルベラIgM
細　胞 細胞 ルベラIgG
細　胞 細胞 HBs Ab*
細　胞 細胞 HBc IgM
細　胞 細胞 HBs Ag
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生菌
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のコミュニケーション
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のクオラムセンシング (Quorum sensing)

細　胞 細胞 細胞間基質
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生体(obligate intracellular parasite)
細　胞 細胞 身体再生
細　胞 細胞 小胞体からゴルジ体を通じる通常の輸送経路
細　胞 細胞 補酵素
細　胞 細胞 小胞輸送
細　胞 細胞 リボソーム
細　胞 細胞 ゴルジ体から小胞体を通じる返送経路
細　胞 細胞 酵素反応
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細　胞 細胞 C反応性蛋白(CRP)
細　胞 細胞 ゴルジ体の小胞体から送られてきたタンパク質ヘ糖鎖を付加する機能

細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質の選別
細　胞 ミトコンドリア 環状二重鎖DNA
細　胞 細胞 ポリリボソーム
細　胞 細胞 宇宙原子
細　胞 細胞 リボソームRNA(rRNA)
細　胞 細胞 生体内の電子伝達系
細　胞 細胞 母親のミトコンドリアＤＮＡ
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）　　　大脳基底核（３）
脳 大脳基底核 劣等意識
脳 大脳基底核 劣等意識を克服する
脳 大脳基底核 視床皮質投射線維
脳 大脳基底核 無名質
脳 大脳基底核 無名質

脳 大脳基底核
運動野→線条体→淡蒼球→視床前腹側核(VA)と外側腹側核
(VL)→運動野という閉鎖回路

脳 大脳基底核 運動ニューロン
脳 大脳基底核 アルツハイマー病　（ＡＤ）
脳 大脳基底核 嗅三角
脳 大脳基底核 前交連
脳 大脳基底核 嗅索
脳 大脳基底核 嗅球
脳 大脳基底核 単語
脳 大脳基底核 言語理解
脳 大脳基底核 言語
脳 大脳基底核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 大脳基底核 大脳の外側溝
脳 大脳基底核 理解
脳 大脳基底核 調音
脳 大脳基底核 延髄
脳 大脳基底核 アセチルコリン
脳 大脳基底核 アテトーゼ athetosis
脳 大脳基底核 コリン作動系
脳 大脳基底核 自発運動
脳 大脳基底核 電位
脳 大脳基底核 高次運動の調節
脳 大脳基底核 高次運動
脳 大脳基底核 応機制　（Adjustment mechanism）
脳 大脳基底核 防衛機制
脳 大脳基底核 ポジティブフィードバック
脳 大脳基底核 大脳半球
脳 大脳基底核 終脳
脳 大脳基底核 帯状回
脳 大脳基底核 大脳皮質
脳 大脳基底核 視床背内側核
脳 大脳基底核 視床
脳 大脳基底核 後頭葉
脳 大脳基底核 大脳の被殻
脳 大脳基底核 被殻
脳 大脳基底核 嗅脳
脳 大脳基底核 半卵円中心
脳 大脳基底核 大脳の島皮質
脳 大脳基底核 大脳の右島
脳 大脳基底核 大脳の左島
脳 大脳基底核 大脳基底核
脳 大脳基底核 基底核皮質
脳 大脳基底核 左右の大脳基底核の活動のバランス 2015/3/9 P- 188  



脳 大脳基底核 脳波
脳 大脳基底核 線条体黒質路
脳 大脳基底核 上小脳脚交叉
脳 大脳基底核 前核
脳 大脳基底核 中脳脚間核
脳 大脳基底核 中心灰白質中脳
脳 大脳基底核 大脳の前障
脳 大脳基底核 帯状束
脳 大脳基底核 小脳性振戦
脳 大脳基底核 小脳皮質
脳 大脳基底核 歯状回
脳 大脳基底核 視床VL核運動野
脳 大脳基底核 視床下束
脳 大脳基底核 嗅脳系
脳 大脳基底核 手綱核
脳 大脳基底核 ベータ（β）波
脳 大脳基底核 シータ（θ）波
脳 大脳基底核 基底核ｰ皮質コリン作動系
脳 大脳基底核 梨状葉皮質
脳 大脳基底核 デルタ（δ）波
脳 大脳基底核 ガンマ（γ）波
脳 大脳基底核 室周線維系
脳 大脳基底核 視床皮質路
脳 大脳基底核 脚橋被蓋核
脳 大脳基底核 視床皮質投射
脳 大脳基底核 室間孔
脳 大脳基底核 視床髄条
脳 大脳基底核 アルファ（α）波
脳 大脳基底核 小脳核
脳 大脳基底核 分界条
脳 大脳基底核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 大脳基底核 左右の大脳の活動のバランス
脳 大脳基底核 ベータ状態
脳 大脳基底核 シータ状態
脳 大脳基底核 デルタ状態
脳 大脳基底核 ガンマ状態
脳 大脳基底核 脳弓
脳 大脳基底核 アルファ状態
脳 大脳基底核 大脳の視床下核
脳 大脳基底核 背側縦束
脳 大脳基底核 皮質線条体路
脳 大脳基底核 表情認知課題
脳 大脳基底核 有髄線維
脳 大脳基底核 第三脳室
脳 大脳基底核 前頭葉
脳 大脳基底核 側脳室
脳 大脳基底核 頭頂葉
脳 大脳基底核 大脳の黒質
脳 大脳基底核 淡蒼球　（大脳） 2015/3/9 P- 189  



脳 大脳基底核 側頭葉
脳 大脳基底核 脳下垂体
脳 大脳基底核 迷走神経
脳 大脳基底核 海馬　（海馬体）
脳 大脳基底核 学習
脳 大脳基底核 視床下部
脳 大脳基底核 嗅神経
脳 大脳基底核 大脳の新皮質
脳 大脳基底核 側脳室前角の底面
脳 大脳基底核 側脳室下角
脳 大脳基底核 側脳室前角
脳 大脳基底核 黒質線条体路
脳 大脳基底核 側脳室下角の上面
脳 大脳基底核 空間認知領域
脳 大脳基底核 情動領域
脳 大脳基底核 認知領域
脳 大脳基底核 前部帯状回背側部
脳 大脳基底核 前部帯状回吻腹側部
脳 大脳基底核 後部帯状回吻側/中間部
脳 大脳基底核 外側嗅条
脳 大脳基底核 嗅覚
脳 大脳基底核 側脳室の後角
脳 大脳基底核 側脳室の前角
脳 大脳基底核 側脳室の下角
脳 大脳基底核 側脳室の中心部
脳 大脳基底核 淡蒼球視床路
脳 大脳基底核 黒質網様部
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球外節
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球内節
脳 大脳基底核 視床下核淡蒼球路
脳 大脳基底核 側頭極
脳 大脳基底核 視床下部下垂体路
脳 大脳基底核 海馬鈎
脳 大脳基底核 顔面神経根
脳 大脳基底核 顔面神経核
脳 大脳基底核 海馬傍回
脳 大脳基底核 記憶
脳 大脳基底核 貫通線維
脳 大脳基底核 嗅内野
脳 大脳基底核 梨状葉前皮質
脳 大脳基底核 大脳の尾状核尾
脳 大脳基底核 大脳の尾状核体
脳 大脳基底核 大脳の尾状核頭
脳 大脳基底核 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 大脳基底核 黒質緻密部
脳 大脳基底核 ストレスに対する感受性
脳 大脳基底核 恐怖条件付け
脳 大脳基底核 フィードバック処理
脳 大脳基底核 補償　（compensation） 2015/3/9 P- 190  



脳 大脳基底核 フィードバック
脳 大脳基底核 腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
脳 大脳基底核 扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
脳 大脳基底核 回路の過活動
脳 大脳基底核 扁桃体
脳 大脳基底核 嗅球の僧帽細胞
脳 大脳基底核 調節
脳 大脳基底核 レンズ核束
脳 大脳基底核 レンズ核ワナ
脳 大脳基底核 レンズ核 （大脳）
脳 大脳基底核 閾値の制御
脳 大脳基底核 閾値
脳 大脳基底核 閾値となる電位を制御
脳 大脳基底核 副嗅球
脳 大脳基底核 コリン作動性ニューロン
脳 大脳基底核 前後の体のバランス
脳 大脳基底核 中間帆　（velum　interpositum）
脳 大脳基底核 放射冠
脳 大脳基底核 線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包後脚.
脳 大脳基底核 左尾状核
脳 大脳基底核 尾状核頭
脳 大脳基底核 大脳の外髄板
脳 大脳基底核 対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
脳 大脳基底核 扁桃体 （大脳）
脳 大脳基底核 尾状核　（大脳）
脳 大脳基底核 尾状核体
脳 大脳基底核 ハンチントン舞踏病
脳 大脳基底核 舞踏病様運動
脳 大脳基底核 マイネルトの反屈束
脳 大脳基底核 コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
脳 大脳基底核 線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
脳 大脳基底核 線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
脳 大脳基底核 最内包前脚
脳 大脳基底核 左右の意識のバランス
脳 大脳基底核 反屈束
脳 大脳基底核 被蓋
脳 大脳基底核 疑核
脳 大脳基底核 背側運動核
脳 大脳基底核 皮質脊髄路
脳 大脳基底核 大脳の内髄板
脳 大脳基底核 背側被蓋核
脳 大脳基底核 前外側腹側核
脳 大脳基底核 線条体淡蒼球路
脳 大脳基底核 淡蒼球視床下核路
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)

脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
脳 大脳基底核 橋核小脳路
脳 大脳基底核 外包 2015/3/9 P- 191  



脳 大脳基底核 最外包
脳 大脳基底核 運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
脳 大脳基底核 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 バリスム ballism
脳 大脳基底核 前後の意識のバランス
脳 大脳基底核 小脳核視床路
脳 大脳基底核 皮質橋核路
脳 大脳基底核 左右のバランス
脳 大脳基底核 パーキンソン病
脳 大脳基底核 乳頭体脚
脳 大脳基底核 乳頭体
脳 大脳基底核 乳頭体視床路
脳 大脳基底核 乳頭体被蓋束
脳 大脳基底核 中隔核
脳 大脳基底核 中隔野(核)
脳 大脳基底核 透明中隔
脳 大脳基底核 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側前脳束
脳 大脳基底核 三叉神経運動
脳 大脳基底核 左右の体のバランス
脳 大脳基底核 上下の体のバランス
脳 大脳基底核 ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
脳 大脳基底核 大脳の線条体
脳 大脳基底核 大脳の新線条体
脳 大脳基底核 大脳の古線条体
脳 大脳基底核 大脳の原線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包
脳 大脳基底核 大脳の外包
脳 大脳基底核 大脳の最外包
脳 大脳基底核 側副溝
脳 大脳基底核 三叉神経運動核
脳 大脳基底核 脳梁
脳 大脳基底核 尾状核尾
脳 大脳基底核 視索前野
脳 大脳基底核 マイネルト基底核
脳 大脳基底核 ブローカの対角帯
脳 大脳基底核 髄板
脳 大脳基底核 大脳脚
脳 大脳基底核 上下の意識のバランス
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１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少陰腎経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 湧泉 ゆうせん

2 然谷 ねんこく

3 太溪 たいけい

4 大鐘（大鍾） だいしょう

5 水泉 すいせん

6 照海 しょうかい

7 復溜 ふくりゅう

8 交信 こうしん

9 筑賓（郁賓） ちくひん

10 陰谷 いんこく

11 横骨 おうこつ

12 大赫 だいかく

13 氣穴（气穴） きけつ

14 四滿 しまん

15 中注 ちゅうちゅう

16 肓兪 こうゆ

17 商曲 しょうきょく

18 石關 せきかん

19 陰都 いんと

20 腹通谷（通谷） はらのつうこく

21 幽門 ゆうもん

22 歩廊 ほろう

23 神封 しんぷう

24 靈墟 れいきょ

25 神藏 しんぞう

26 彧中（或中） いくちゅう（わくちゅう）

27 兪府 ゆふ

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｃ 関元 かんげん 任脉

Ｄ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｅ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｆ 膻中 だんちゅう 任脉

足の少陰腎経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 瞳子髎 どうしりょう

2 聽會（听會） ちょうえ

3 上關 じょうかん

3 客主人 きゃくしゅじん

4 頷厭 がんえん

5 懸顱 けんろ

6 懸釐（懸厘） けんり

7 曲鬢 きょくびん

8 率谷 そつこく

9 天沖 てんしょう

10 浮白 ふはく

11 頭竅陰 あたまのきょういん

12 完骨 かんこつ

13 本神 ほんじん

14 陽白 ようはく

15 頭臨泣（臨泣） あたきのりんきゅう

16 目窗（目窓） もくそう

17 正營 しょうえい

18 承靈 しょうれい

19 腦空 のうくう

20 風池 ふうち

21 肩井 けんせい

22 淵腋 えんえき

23 輒筋 ちょうきん

24 日月 じつげつ

25 京門 けいもん

26 帶脉 たいみゃく

27 五樞 ごすう

28 維道 いどう

29 居髎 きょりょう

30 環跳 かんちょう

31 （奇穴）風市 ふうし

32 中瀆 ちゅうとく

33 膝陽關、陽関(ようかん) ひざのようかん

33 足陽關、陽関(ようかん) あしのようかん

34 陽陵泉 ようりょうせん

35 陽交 ようこう

36 外丘 がいきゅう

37 光明 こうめい

38 陽輔、絶骨(ぜっこつ) ようほ

39 懸鐘、絶骨(ぜっこつ) けんしょう

40 丘墟 きゅうきょ

41 足臨泣 あしのりんきゅう

42 地五會 ぢごえ

43 俠溪 きょうけい

44 足竅陰（竅陰） あしのきょういん

足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】

気の流れ-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大迎 たいげい 足の陽明胃経

Ｂ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

Ｃ 頬車 きょうしゃ 足の陽明胃経

Ｄ 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｅ 翳風 えいふう 足の太陰脾経

Ｆ 角孫 かくそん 手の少陽三焦経

Ｇ 曲差 きょくさ 足の太陽膀胱経

Ｈ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｉ 天牖 てんよう 手の少陽三焦経

Ｊ 大椎 だいつい1 督脉

Ｊ 大椎 だいつい2 督脉

Ｋ 大杼 だいじょ 足の太陽膀胱経

Ｌ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｍ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｎ 天池 てんち 手の厥陰心包経

Ｏ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｐ 章門 しょうもん 足の厥陰肝経

Ｑ 気衝 きしょう 足の陽明胃経

Ｒ 上髎 じょうりょう 足の太陽膀胱経

Ｓ 中髎 ちゅうりょう 足の太陽膀胱経

Ｔ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｕ  太敦 たいとん 足の厥陰肝経

足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】

気の流れ-   その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 睛明 せいめい

2 攅竹 さんちく

3 (奇穴)眉沖 びしょう

4 曲差 きょくさ

5 五處 ごしょ

6 承光 しょうこう

7 通天 つうてん

8 絡卻 らっきゃく

9 玉枕 ぎょくちん

10 天柱 てんちゅう

11 大杼 たいじょ

12 風門 ふうもん

13 肺兪 はいゆ

14 厥陰兪 けついんゆ、けっちんゆ

15 心兪 しんゆ

16 （奇穴）督兪 とくゆ

17 膈兪 かくゆ

18 肝兪 かんゆ

19 膽兪（胆兪） たんゆ

20 脾兪 ひゆ

21 胃兪 いゆ

22 三焦兪 さんしょうゆ

23 腎兪 じんゆ

24 （奇穴）氣海兪 きかいゆ　（气海愈）

25 大腸兪 だいちょうゆ

26 (奇穴)關元兪 かんげんゆ

27 小腸兪 しょうちょうゆ

28 膀胱兪 ぼうこうゆ

29 中膂兪 ちゅうりょゆ

30 白環兪 はっかんゆ

31 上髎 じょうりょう

32 次髎 じりょう

33 中髎 ちゅうりょう

34 下髎 げりょう

35 會陽 えよう

36 承扶 しょうふ

37 殷門 いんもん

38 浮郄 ふげき

39 委陽 いよう

40 委中 いちゅう

41 附分 ふぶん

42 魄戸 はくこ

43 膏肓（膏肓愈） こうこう

44 神堂 しんどう

45 噫嘻 いき

足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】

気の流れ-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

46 膈關 かくかん

47 魂門 こんもん

48 陽綱 ようこう

49 意舎 いしゃ

50 胃倉 いそう

51 肓門 こうもん

52 志室 ししつ

53 胞肓 ほうこう

54 秩邊 ちっぺん

55 合陽 ごうよう

56 承筋 しょうきん

57 承山 しょうざん

58 飛陽 ひよう

59 跗陽 ふよう

60 昆侖 こんろん

61 仆参（僕参） ぼきうさん（ぼくしん）

62 申脉 しんみゃく

63 金門 きんもん

64 京骨 けいこつ

65 束骨 そっこつ

66 足通谷（通谷） あしのつうこく（つうこく）

67 至陰 しいん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 神庭 しんてい 督脉

Ｂ 百会 ひゃくえ 督脉

Ｃ 率谷 そくこく 足の少陽胆経

Ｄ 浮白 ふはく 足の少陽胆経

Ｅ 竅陰 きょういん 足の少陽胆経

Ｆ 脳戸 のうこ 督脉

Ｇ 大椎 だいつい1 督脉

Ｇ 大椎 だいつい2 督脉

Ｈ 陶道 とうどう 督脉

Ｉ 環跳 かんちょう 足の少陽胆経

Ｊ 湧泉 ゆうせん 足の少陰腎経

足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】

気の流れ-    その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の厥陰肝経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 大敦 たいとん

2 行間 こうかん

3 太沖（太衝） たいしょう

4 中封 ちゅうほう

5 蠡溝 れいこう

6 中都 ちゅうと

7 膝關 しつかん

8 曲泉 きょくせん

9 陰包 いんぽう

10 足五里 あしのごり

11 陰簾 いんれん

12 （奇穴）急脉 きゅうみゃく

13 章門 しょうもん

14 期門 きもん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 衝門 しょうもん 足の太陰脾経

Ｃ 府舎 ふしゃ 足の太陰脾経

Ｄ 曲骨 きょくこつ 任脉

Ｅ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｆ 関元 かんげん 任脉

Ｇ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｈ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｉ 食竇 しょくとく 足の太陰脾経

Ｊ 淵腋 えんえき 足の少陽胆経

Ｋ 雲門 うんもん 手の太陰肺経

Ｌ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｍ 大迎 やいげい 足の陽明胃経

Ｎ 地倉 ちそう 足の陽明胃経

Ｏ 四白 しはく 足の陽明胃経

Ｐ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｑ 臨泣 りんきゅう 足の少陽胆経

Ｒ 百会 ひゃくえ 督脉

足の厥陰肝経【経穴経絡流注の図】
気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陰脾経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな

1 隱白 いんぱく

2 大都 たいと

3 太白 たいはく

4 公孫 こうそん

5 商丘 しょうきゅう

6 三陰交 さんいんこう

7 漏谷 ろうこく

8 地機 ちき

9 陰陵泉 いんりょうせん

10 血海 けっかい

11 箕門 きもん

12 沖門 しょうもん

13 府舎 ふしゃ

14 腹結 ふっけつ

15 大横 だいおう

16 腹哀 ふくあい

17 食竇 しょくとく

18 天溪 てんけい

19 胸郷 きょうきょう

20 周榮 しゅうえい

21 大包 たいほう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｂ 関元 かんげん 任脉

Ｃ 下脘 げかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｅ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｆ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｇ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｈ 中府 ちゅうふ 手の太陰肺経

Ｉ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

足の太陰脾経【経穴経絡流注の図】
気の流れ
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エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法の理 「人の理」 

◇進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症、認知症の解消と健康回復の為のエネルギー波動測定修正例・・・ＮＯ．３ 

 

◎研究課題、神経鞘腫２型(NF=２)についての波動測定研究、に伴い合わせて測定された若年性認知症(認知症Ｂ型)等の研究

測定修正して健康回復。 ［ＳＭ様 男(未婚) ５１歳］ 

 

※平成26年12月30日～平成27年1月15日にかけてＳＭ様第１回目の測定リストで、神経線維腫症２型(NF-２)を伴う、若年性

認知症(65歳以下)Ａ型、Ａ･β誘導性の認知障害、アルツハイマー型痴呆（ダウン症候群）、瀰慢性レビー小体病、脳性麻

痺が測定され。身体疾患によるナルコプシー尾状核の傷と測定。責任遺伝子のゲイン(17ｑ21 - ｑｔｅｒの部分ゲイン）損

傷、１７番染色体の長腕と1番染色体の短腕（１ｐ）の欠失を修復しました。 

頭部の血管、脳、大脳皮質、大脳基底核、橋のカルチノイド症候群と多発性硬化症で中枢神経病変と測定されました。 

延髄カルチノイド症候群、多発性硬化症、閉鎖性延髄損傷、進行性球麻痺。共鳴して骨サルコイドーシス、骨組織カルチノ

イド症候群、多発性髄膜腫。 

 

※測定項目、カルチノイト･サルコイドーシス３７２コード、神経２０５コード、肝臓１７６コード、毛・皮膚１４０コ

ード、高次脳機能７６９コード(血液脳関門、大脳基底核を含む)、微生物４４６コード、延髄２８３コード、大脳皮質２９６

コード、橋１６５コード、頭頸部２９５コード、髄膜と脳脊髄液６１コード、体液７３コード、五感８６コード、抗体１４

６コード、素粒子１８５コード、筋肉１２４コード、iPS-Ⅱ８９コード、食品５６コード、毒素１１７コード、臓腑２１８

コード、消化器６８コード、呼吸器３２４コード、脊髄２９４コード、関節７９コード、骨盤１４６コード、下肢２０４コ

ード、上肢１５９コード、遺伝子４００コード、ＤＮＡ修復３６７コード、男性２０８コード、泌尿器２５コード、細胞４

００コード、ホルモン１４６コード、進化の三つ組み２８コード、血管４７コード、経絡１６６コード、氣の流れ５０６コ

ード、脾臓１６２コード、グリット２５８コード、地球１９４コード、感情１０４コード、アセンション９７×２回=１９

４コードその他を含み、合計８９６８コード、ＳＭ様測定リスト第１回の各項目明細データの通りです。 

 

※平成27年1月15日に、好転反応としてＳＭ様第２回目を測定リスト、第1回目に測定されなかった、小脳にマイナスが浮上

し、小脳性運動失調他１６６コードとネガティブ感情が測定され、合計１７６コードを修正しました。      以上 



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 ～平成 27 年 1 月 15 日 第 

1 回 氏名  ＳＭ 様 相談日平成 26 年 12 月 30 日 

住所 生年月日／ 大・昭・平  年  月  日 

Tel         Fax 男・51 歳  未婚・（子供    人） 

コース 8968 コード写真ｸﾘｰﾑ転写 12:59 職業 会社員 

相談したい内容 

神経線維腫症２型(NF-２)を伴う、若年性認知症(65 歳以下)Ａ型の修正依頼。 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→ 2)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ 2) 

免疫 波動 -1)→ 2) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 2) 

神経 波動 -1)→ 100) 放射線毒素波動 -1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ 2) 

酸性度波動 -1)→ 2) 放射能 波動 -1)→100) 染色体 波動 -1)→100) 

血小板波動 1)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -2)-→ 2) ＤＮＡ 波動 -1)→100) 

「測定基本コード」 

免 疫  波動 

(-1   

病 気   波動 

(-1 

染色体   波動 

(-1 

ＤＮＡ   波動 

(-1 

若年性認知症 波動 

       (-1 

波動 

(   

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

波動 372 ｺｰﾄﾞ( 

神 経   波動 

205 コード ( 

肝 臓   波動 

176 コード ( 

波動 

       ( 

波動 

1~1   (   

毛・皮膚  波動 

140 コード 

高次脳機能 波動 

769 コード ( 

微生物   波動 

446 コード ( 

延 髄    波動 

283 コード  ( 

波動 

1~2   (   

大脳皮質  波動 

296 コード ( 

橋     波動 

165 コード ( 

頭頸部   波動 

295 コード ( 

髄膜と脳脊髄液波動 

61 コード   ( 

波動 

2~1   (   

体 液   波動 

73 コード  ( 

五 感   波動 

86 コード  ( 

抗 体   波動 

146 コード ( 

素粒子    波動 

185 コード  ( 

波動 

2～２  (   

筋 肉   波動 

124 コード ( 

iPS-Ⅱ   波動 

89 コード  ( 

食 品   波動 

56 コード  ( 

毒 素    波動 

117 コード  ( 

担当者からのメッセージ下肢クリッペルートレノーニー症候群。前脛骨筋症候群。腕神経叢麻痺。 

神経線維腫症２型(NF-２)を伴う、若年性認知症(65 歳以下)Ａ型、瀰慢性レビー小体病、脳性麻痺、 

頭部、脳、大脳皮質、大脳基底核、橋カルチノイド症候群、多発性硬化症。中枢神経病変。 

延髄カルチノイド症候群、多発性硬化症、閉鎖性延髄損傷、進行性球麻痺。 

骨サルコイドーシス、骨組織カルチノイド症候群、多発性髄膜腫。Ａ･β誘導性の認知障害 

鼻組織カルチノイド症候群､蓄膿症､鼻炎副鼻腔炎。身体疾患によるナルコプシー尾状核の傷 

皮膚皮下カルチノイド症候群、多形滲出性紅斑。アルツハイマー型痴呆（ダウン症候群） 



     ＵＩＢ波動測定リスト    フタカミエネルギー研究会 

ＳＭ様 27 年 1 月 8 日  

波 動

3~1    

臓 腑   波動 

218 コード 

消化器   波動 

68 コード 

呼吸器   波動 

324 コード 

脊 髄    波動 

294 コード 

波 動

~2     

関 節(手ひじ)波動 

79 コード 

骨 盤   波動 

146 コード 

下 肢   波動 

204 コード 

上 肢    波動 

159 コード 

波 動

4~1    

遺伝子   波動 

400 コード 

ＤＮＡ修復 波動 

367 コード 

男 性   波動 

208 コード 

泌尿器    波動 

25 コード 

波動 

~2     

細 胞   波動 

400 コード 

ホルモン  波動 

146 コード 

進化の三ツ組波動 

28 コード 

血 管    波動 

47 コード 

波 動

5~1    

経 絡   波動 

166 コード 

氣の流れ  波動 

506 コード 

脾 臓   波動 

162 コード 

グリット   波動 

258 コード 

波動 

~2     

地 球   波動 

194 コード 

感 情   波動 

104 コード 

アセンション波動 

194 コード 

ライトボディ 波動 

165 コード 

波 動

6~1    

毛細血管基底膜 

波動 

ミューラ筋 波動 

 

シャルコー脳出血

動脈 波動 

上小脳静脈  波動 

        

波動 

~2     

下小脳静脈 波動 

 

上小脳動脈 波動 

 

前下小脳動脈波動 

 

前内側中心枝 波動 

        

波動 

7~1    

大脳半球血管の前 

内側中心枝 波動 

後内側中心枝波動 

 

前外側中心枝波動 

 

008ＤＮＡ  波動 

        

波動 

~2    

009ＤＮＡ 波動 

 

外側枝   波動 

 

波動 

→ 

波動 

       → 

波 動

8~1      

魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2   

ゼロ    波動 

グランディング 

生命体への深い自

愛と尊敬 波動 

神     波動 

 

霊      波動 

        

 



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号 第 

2 回 氏名  ＳＭ 様 相談日平成 27 年 1 月 15 日 

住所 生年月日／ 大・昭・平  年  月  日 

Tel         Fax 男・51 歳  未婚・（子供    人） 

コース １７６コード写真ｸﾘｰﾑ転写 1４:05 職業 会社員 

相談したい内容 神経線維腫症２型(NF-２)を伴う、若年性認知症(65 歳以下)Ａ型の修正。 

 修正エネルギー転写後２５次元＋２ にアセンションしました。 

 

測 定 結 果 超短波 波動 2)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 2)→ 2) 

免疫 波動 2)→ 100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 2)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 2)→100) 

神経 波動 2)→ 100) 放射線毒素波動 2)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 2)→ 2) 

酸性度波動 2)→ 2) 放射能 波動 2)→100) 染色体 波動 2)→100) 

血小板波動 2)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 1)-→100) ＤＮＡ 波動 2)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

小 脳   波動 

166 コード (-1 

   波動 

→ 

   波動 

      → 

       波動 

→      

波動 

(   

波動 

      → 

ストレス  波動 

      (-1 

自己嫌悪  波動 

      (-1 

 

波動 

1~1   (   

幸福感の欠如波動 

      (-1 

抑 鬱   波動 

 (-1 

神経衰弱  波動 

 (-1 

憎 悪    波動 

  (-1 

波動 

1~2   (   

引込思案  波動 

 (-1 

穏やかでない波動 

(-1 

報われない思い 

波動    (-1 

感情を感じる事の 

恐れ 波動  (-1 

波動 

2~1   (   

魂     波動 

      (-1 

中心太陽  波動 

  (-1 

地 球   波動 

      (-1 

地球の中心  波動 

      (-1 

波動 

2～２  (   

ゼ ロ   波動 

グランディング(-1 

意 識   波動 

  (-1 

神     波動 

  (-1 

霊      波動 

  (-1 

担当者からのメッセージ 

好転反応 小脳の修正エネルギーを転写しました。 

 

 

      



大分類 件　名 機　　能　　他
サルコイドーシス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
カルチノイド 胸膜カルチノイド
サルコイドーシス アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 癩菌
カルチノイド 受容体活性阻害抗体
サルコイドーシス 生理的濃度(nＭ)
サルコイドーシス 高濃度(μＭ)
サルコイドーシス リステリア
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミドの中のアシル鎖の炭素数が10のC10-CPA （Ｎヘ）

サルコイドーシス 眼病変
サルコイドーシス 幽界
サルコイドーシス パープルトウ症候群
サルコイドーシス 水銀毒
カルチノイド カルチノイド症候群
カルチノイド 頭髪毛組織カルチノイド
カルチノイド 延髄組織カルチノイド
サルコイドーシス 左室収縮不全
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 心室頻拍
サルコイドーシス 慢性ブドウ膜炎
サルコイドーシス アラキドン酸
サルコイドーシス 局所壁異常運動
サルコイドーシス 肉芽腫性前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 前癌病変
サルコイドーシス 前駆症
サルコイドーシス 有棘細胞癌
サルコイドーシス 類上皮非乾酪性肉芽腫
サルコイドーシス 多発性結節性低吸収域
サルコイドーシス ボーエン病　（Bowen病）
サルコイドーシス アレルゲン
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス ポンプ失調
カルチノイド 多発性硬化症延髄型
サルコイドーシス 豚脂様角膜後面沈着物
サルコイドーシス 基底細胞上皮癌
サルコイドーシス locus coeruleus-noradrenalin system
サルコイドーシス ＬＣ－ＮＡ system
サルコイドーシス ノルアドレナリン作動性ニューロン
サルコイドーシス クオルモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アロモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 増殖因子
サルコイドーシス ＦＯＸＰ３
サルコイドーシス N一ヘキサノイルーL一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一(3一オキソオクタノイル)一L一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アレルゲンの排除排泄



サルコイドーシス 痒い（かゆい）
サルコイドーシス ＣＸ３ＣＲ
サルコイドーシス ＣpＧＤＮＡ
サルコイドーシス Quorum sensing機構のターゲット遺伝子  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構のR一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構の一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 生命の黎明期に分岐した未知の菌株ジェマティモナス オーランティアカ （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum Sensing機構クオラムセンシング  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一アシルーL一ホモセリンラクトン(AHL)  （Ｎヘ）

カルチノイド 感覚器目組織カルチノイド
サルコイドーシス 無菌性髄膜炎
サルコイドーシス シナジス（Ｓｙｎａｇｉｓ:Palivizumad:パリビズマブ）
サルコイドーシス 食餌抗原
サルコイドーシス 病原体のAHL合成遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体AHLレセプター遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 表皮
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス 遠位型ミオパチー
サルコイドーシス 　(言霊不詳コード番号のみ)
サルコイドーシス 炎症性ミオパチー
サルコイドーシス キラーＴ細胞
サルコイドーシス テタヌス毒素　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス vogt-小柳-原田病
カルチノイド ループス頭痛　（ｌｕｐｕｓ　ｈｅａｄａｃｈｅ）
サルコイドーシス 妖怪
サルコイドーシス 魑魅
サルコイドーシス 魍魎
サルコイドーシス ミオパチー
カルチノイド ミオパチー
サルコイドーシス 慢性ミオパチーミオパチー型（慢性）
サルコイドーシス 進行性肺サルコイドーシス
サルコイドーシス 眼内炎症病変
サルコイドーシス 眼内炎症疾患
サルコイドーシス ビタミンＤー1α水酸化酵素
サルコイドーシス シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
サルコイドーシス 重症心不全
サルコイドーシス ゲルトネル菌
サルコイドーシス 表皮内癌　（上皮内癌）
サルコイドーシス ステノトロフォモナ
サルコイドーシス 皮膚の扁平上皮癌
サルコイドーシス 髄膜炎菌
サルコイドーシス 炎症性リウマチ
サルコイドーシス リウマチ性痛風
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄



サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
サルコイドーシス ヒトパピローマ　ウイルス
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
サルコイドーシス アディポネクチン（ホルモン　痩型）
サルコイドーシス 組織修復
サルコイドーシス Shewanella属細菌  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 個体の活性レベル
サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ排除排泄消去    （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオサーファクタント生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のEPS生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオフイルム形成  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ウイルス霊

サルコイドーシス スーパー抗原（ＳＥＢ）
サルコイドーシス 細菌霊

サルコイドーシス 先天性免疫反応
サルコイドーシス ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

サルコイドーシス マクロファージの比率が増加
サルコイドーシス マクロファージ
サルコイドーシス 活性酸素
サルコイドーシス 免疫応答
サルコイドーシス 茶の葉　
サルコイドーシス ＴＮＦ－β
サルコイドーシス ＴＮＦ－γ
サルコイドーシス ＴＮＦ－α
サルコイドーシス ＴＬＲ6
サルコイドーシス ＴＬＲ7
サルコイドーシス ＴＬＲ8
サルコイドーシス ＴＬＲ9
サルコイドーシス ＴＬＲ2
サルコイドーシス ＴＬＲ4
サルコイドーシス ＴＬＲ1
サルコイドーシス ＴＬＲ３
サルコイドーシス ＴＬＲ
サルコイドーシス 単球・マクロファージ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ａ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ｆ
サルコイドーシス １Ｌ－２２
サルコイドーシス １Ｌ－２３
サルコイドーシス １Ｌ－２７
サルコイドーシス １Ｌ・１
サルコイドーシス ＩＬ-4
サルコイドーシス ＩＬ-5
サルコイドーシス ＩＬ-6
サルコイドーシス ＩＬ-3
サルコイドーシス ＩＬ-2



サルコイドーシス 1L-8
サルコイドーシス １Ｌ－７
サルコイドーシス 免疫抑制剤耐性
サルコイドーシス 免疫不全症候群
サルコイドーシス 悪性黒色腫
サルコイドーシス ＩＬ-18
サルコイドーシス ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor）
カルチノイド 多発性硬化症　小脳型
サルコイドーシス ＣＤ１０３
サルコイドーシス プロテアーゼ機能欠損
カルチノイド 女性器組織カルチノイド
サルコイドーシス 脳血管性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス CD40リガンド　（CD40L　ｇｐ39）
サルコイドーシス ＣＤ４
カルチノイド 多発性硬化症聴覚神経型
カルチノイド 血液脳関門・脳血管カルチノイド
カルチノイド 中脳組織カルチノイド
カルチノイド 中枢神経組織カルチノイド
サルコイドーシス クモ状血管腫
カルチノイド 毛細血管組織カルチノイド
カルチノイド 橋組織カルチノイド
カルチノイド ループス腎炎
カルチノイド 脳組織カルチノイド
カルチノイド 大脳皮質組織カルチノイド
カルチノイド 大脳基底核組織カルチノイド
カルチノイド 小脳組織カルチノイド
サルコイドーシス CALPAIN 7; CAPN7 (PalBH)
サルコイドーシス Ｃａ2+

サルコイドーシス 細胞内システインプロテアーゼ
サルコイドーシス ｐ９４（カルパイン３）
サルコイドーシス CALPAIN 3; CAPN3 (p94, nCL-1)
サルコイドーシス CALPAIN 5; CAPN5 (hTRA-3)
サルコイドーシス CALPAIN 6; CAPN6
サルコイドーシス コネクチン
サルコイドーシス CALPAIN 2; CAPN2 (m-calpain; mCL)
サルコイドーシス CALPAIN１; CAPN１ (µ-calpain; µCL)
サルコイドーシス カルパイン
サルコイドーシス カルパイン(酵素)
サルコイドーシス CALPAIN 13; CAPN13
サルコイドーシス CALPAIN 12; CAPN12
サルコイドーシス 糸球体腎炎
サルコイドーシス 黒色人種
サルコイドーシス CALPAIN 8; CAPN8 (nCL-2) [NCBI UniGene]
サルコイドーシス ＣＤ２５
カルチノイド 多形滲出性紅斑
サルコイドーシス NCBI Uni Gene
サルコイドーシス 慢性高カルシウム血症
サルコイドーシス 心室中隔基部の菲薄化



カルチノイド 多発性硬化症橋型
サルコイドーシス CALPAIN 9; CAPN9 (nCL-4)
カルチノイド 多発性硬化症視床型
サルコイドーシス CALPAIN 11; CAPN11
カルチノイド 多発性硬化症中脳型
サルコイドーシス CALPAIN 10; CAPN10
サルコイドーシス 中枢神経病変
カルチノイド 多発性硬化症大脳基底核型
サルコイドーシス ＣＤ４０（リン酸化タンパク）
サルコイドーシス トロボニン
サルコイドーシス トロンボクサンＢ２
サルコイドーシス ＧＭ－ＣＳＦ
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス エイコサペンタエン酸　　ＥＰＡ
サルコイドーシス 亜鉛インポーターＺｉｐ６/Liv1）
サルコイドーシス 亜鉛トランスポーターファミリー
カルチノイド 肺組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルスの融合蛋白
カルチノイド 腹部組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 卵巣組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 胆嚢組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(141)
カルチノイド 漿膜炎
サルコイドーシス 骨サルコイドーシス
サルコイドーシス 未熟樹状細胞　（ｉＤＣ）
サルコイドーシス 神経因性疼痛（神経障害性疼痛、(ＣＣＬタンパク質ケモカイン)

カルチノイド 前立腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経毒性
カルチノイド 脳下垂体組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 子宮頸がんワクチン
カルチノイド 下肢組織カルチノイド
カルチノイド 死亡
カルチノイド リンパ液浸出
サルコイドーシス むずむず脚症候群
カルチノイド 乳房組織カルチノイド
カルチノイド 頭部組織カルチノイド
カルチノイド 乳腺組織カルチノイド
カルチノイド 鼻組織カルチノイド
カルチノイド 腎経組織カルチノイド
カルチノイド 病死
サルコイドーシス 高度房室ブロック
カルチノイド 咽喉頭組織カルチノイド
カルチノイド 骨組織カルチノイド
カルチノイド 肋骨組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄組織カルチノイド
カルチノイド 肋膜カルチノイド



カルチノイド 視床組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス感染症　（細気管支炎）
カルチノイド 腹膜カルチノイド
カルチノイド 胃組織カルチノイド
カルチノイド 泌尿器組織カルチノイド
カルチノイド 気道組織カルチノイド
カルチノイド 気管組織カルチノイド
カルチノイド 子宮組織カルチノイド
カルチノイド 胃経組織カルチノイド
カルチノイド 脊椎組織カルチノイド
カルチノイド 胸部組織カルチノイド
カルチノイド 心臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 炎症性細胞浸潤
カルチノイド 血管組織カルチノイド
カルチノイド 血液細胞カルチノイド
カルチノイド 任脈組織カルチノイド
カルチノイド 督脈組織カルチノイド
カルチノイド 筋肉組織カルチノイド
サルコイドーシス 骨の痛み
カルチノイド 腸間膜血管炎
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
カルチノイド リンパ管カルチノイド
カルチノイド 肺経組織カルチノイド
カルチノイド 十二指腸組織カルチノイド
カルチノイド 食道組織カルチノイド
カルチノイド 男性器組織カルチノイド
サルコイドーシス ピック病
サルコイドーシス 病巣感染
サルコイドーシス サルコイドーシスの静脈周囲炎
サルコイドーシス 肺胞マクロファージ
サルコイドーシス 肝病変
サルコイドーシス 腎血管炎
サルコイドーシス レジオネラ・ニューモフィラ
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス ガリウムの異常集積
カルチノイド 全身症状
カルチノイド 多発性硬化症脳下垂体型
カルチノイド リーブマン・サックス　心内膜炎
サルコイドーシス 白板症
サルコイドーシス 嚢胞性骨病変
サルコイドーシス レジオネラ
サルコイドーシス 完全房室ブロック
サルコイドーシス ｌｕｐｕｓ　ｐernio
サルコイドーシス 結節性多発動脈炎
サルコイドーシス 緑色硫黄細菌
サルコイドーシス 鼻粘膜病変
サルコイドーシス 腎石灰化症
サルコイドーシス 重症心室不整脈



サルコイドーシス 類上皮細胞
サルコイドーシス 緑色非硫黄細菌
サルコイドーシス 尿細管間質性腎炎
サルコイドーシス 褥瘡
サルコイドーシス びまん浸潤型
サルコイドーシス びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
サルコイドーシス テタノリジン　（Ｔｅｔ）
カルチノイド 妄想
サルコイドーシス 妄想
サルコイドーシス 脾病変
サルコイドーシス 血管周囲
サルコイドーシス 腎障害
サルコイドーシス 肺の両側肺門リンパ節腫脹
サルコイドーシス 機能不全(カルパイン)
サルコイドーシス Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
サルコイドーシス エプスタインバーウィルス　（ＥＢウイルス）
サルコイドーシス ＨＨＶ－４　エプスタイン・バール・ウイルス
サルコイドーシス 肥満細胞
サルコイドーシス インターフェロン-α（ＩＦＮ－α２ａ）
サルコイドーシス カドミウム沈着
サルコイドーシス 1型インターフェロン　（ＩＦＮ－αとＩＦＮ－β）
サルコイドーシス 血管壁
サルコイドーシス 皮下脂肪組織中
サルコイドーシス 液性免疫
サルコイドーシス 心サルコイドーシス
サルコイドーシス 泌尿器系を解毒
サルコイドーシス 皮膚の結節型
サルコイドーシス 瘢痕浸潤
サルコイドーシス ＲＳウイルスのＦ蛋白
サルコイドーシス 細胞内シグナル伝達経路
サルコイドーシス 2型インターフェロン　（Ｔｙｐｅ-ＩＩ ＩＦＮ）
サルコイドーシス 肢帯型筋ジストロフィー２Ａ型
サルコイドーシス ＬＧＭＤ２Ａ
サルコイドーシス 眼サルコイドーシス
サルコイドーシス アンジオテンシン変換酵素　（ＡＣＥ）
サルコイドーシス アンジオテンシン
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅰ
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅱ
サルコイドーシス 皮膚サルコイド
サルコイドーシス 皮膚の局面型
サルコイドーシス 皮膚サルコイドーシス
サルコイドーシス 皮膚の皮下型
サルコイドーシス 骨格筋構成タンパク質
サルコイドーシス 細胞性免疫
サルコイドーシス 筋サルコイドーシス
サルコイドーシス 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
サルコイドーシス 樹状細胞
サルコイドーシス 異常集積ガリウムを修正解消排除
サルコイドーシス ヘリコバクター



カルチノイド 骨盤組織カルチノイド
カルチノイド 膵臓組織カルチノイド
カルチノイド 膀胱組織カルチノイド
サルコイドーシス サイトメガロウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－５　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス 全身性の肉芽腫性疾患
サルコイドーシス 強固な肉芽腫
カルチノイド 心包経組織カルチノイド
カルチノイド 小腸組織カルチノイド
カルチノイド 脾臓組織カルチノイド
カルチノイド リンパ節カルチノイド
カルチノイド 甲状腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 致命的不整脈
サルコイドーシス 寄生虫感染症(455)
カルチノイド 三焦経組織カルチノイド
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　A群１６型
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　１０型
サルコイドーシス 巨細肪性動脈炎
カルチノイド 腎臓組織カルチノイド
サルコイドーシス インフルエンザ菌
カルチノイド 骨盤神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(991)
カルチノイド 末梢神経組織カルチノイド
カルチノイド ルポイド肝炎
カルチノイド 睾丸・精巣組織カルチノイド
カルチノイド 大腸組織カルチノイド
カルチノイド 小腸経組織カルチノイド
カルチノイド 肝経組織カルチノイド
カルチノイド 消化管組織カルチノイド
カルチノイド 胆経組織カルチノイド
カルチノイド 心経組織カルチノイド
サルコイドーシス カタラリス菌
カルチノイド リンパ組織カルチノイド
サルコイドーシス 丹毒  （Ｎヘ）

カルチノイド ループス膀胱炎
サルコイドーシス 上皮傷害
カルチノイド タンパク漏出性腸炎
サルコイドーシス モラクセラ
カルチノイド 肝臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 慢性呼吸不全
サルコイドーシス 菌体成分　（Pathogen-associated molecular pattern:PAMP)
サルコイドーシス プロテオバクテリア
サルコイドーシス ω-3脂肪酸不足
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 2; CAPNS2 (30K-2)[NCBI UniGene] 

サルコイドーシス NCBI Protein
サルコイドーシス リンパ球浸潤
サルコイドーシス リンパ球比率の上昇
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 1;CAPNS1(30K)           
サルコイドーシス 手足口病



カルチノイド ルーブス腸炎
サルコイドーシス チフス菌
サルコイドーシス 酢酸菌
カルチノイド 皮膚粘膜症状
サルコイドーシス リンパ球比率が低下
サルコイドーシス CALPAIN 16; CAPN16 (demi-calpain, C6orf103) [NCBI Protein]

カルチノイド 亜急性皮膚エリテマトーデス（ＳＣＬＥ）
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス 白斑　（目）
サルコイドーシス 腸管腔
サルコイドーシス 肉芽腫性血管炎
サルコイドーシス 呼吸器症状
サルコイドーシス CALPAIN 15; CAPN15 (SolH) [NCBI Protein]
サルコイドーシス ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
サルコイドーシス 心筋病変
サルコイドーシス CALPAIN 14; CAPN14      
サルコイドーシス 腸間膜リンパ節
サルコイドーシス αープロテオバクテリア
サルコイドーシス サイトメガロ　ウイルス
サルコイドーシス 肉芽腫
サルコイドーシス ポリオ毒素
サルコイドーシス 細菌感染
カルチノイド 便秘
サルコイドーシス コクサッキー　ウイルス
サルコイドーシス ワクチニア　ウイルス
サルコイドーシス 淋病　性行為感染症（淋菌）
サルコイドーシス ヘリコバクター・ピロリ
サルコイドーシス 腸上皮
サルコイドーシス リノール酸　（ＬＡ）
サルコイドーシス ω-6脂肪酸　（リノール酸）
サルコイドーシス ω-3脂肪酸　（α-リノレン酸）
サルコイドーシス ペプチドグリカン
サルコイドーシス ロゼオロウイルス属
サルコイドーシス 水痘ウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－３　水痘・帯状疱疹ウイルス
サルコイドーシス サルコイド肉芽腫
サルコイドーシス ＨＨＶ－１　単純ヘルペスウイルス１型（ＨＳＶ－１）
サルコイドーシス 症候性
サルコイドーシス 無症候性サルコイドーシス
カルチノイド 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
カルチノイド 細胞死
サルコイドーシス 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
サルコイドーシス 細胞死
サルコイドーシス ＨＨＶ－２　単純ヘルペスウイルス２型（ＨＳＶ－２）
サルコイドーシス ＨＨＶ－６　突発性発疹
サルコイドーシス リンパ性白血病ウイルス
サルコイドーシス リンパ性白血病
サルコイドーシス ＨＨＶ－７　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－８　カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス



サルコイドーシス 炎症性サイトカイン
サルコイドーシス ミラビリス変形菌
サルコイドーシス ウイルスの蛋白
サルコイドーシス 黄斑部出血
サルコイドーシス 単純ウイルス属
サルコイドーシス アルファヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス リンフォクリプトウイルス属
カルチノイド 神経組織カルチノイド
カルチノイド 上肢組織カルチノイド
サルコイドーシス 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

サルコイドーシス 異常構造物
サルコイドーシス アスペルギローマ
カルチノイド 膀胱経組織カルチノイド
サルコイドーシス ＬＰＳ　（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ）
カルチノイド 目組織カルチノイド
カルチノイド 大腸経組織カルチノイド
サルコイドーシス 表皮性のう胞
サルコイドーシス 黄斑上膜
カルチノイド 血球系細胞カルチノイド
カルチノイド 耳組織カルチノイド
カルチノイド 脾経組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経変性
サルコイドーシス 腫瘤型（急性）
サルコイドーシス 腫瘤型（亜急性）
カルチノイド 下痢
サルコイドーシス 嚢胞様黄斑浮腫
サルコイドーシス 虹彩結節
サルコイドーシス 大型紡錘体小体　（ＨＷ小体）
サルコイドーシス 周辺部虹彩前癒着
サルコイドーシス 渗出斑
サルコイドーシス 肉芽腫性間質性腎炎
サルコイドーシス 硝子体混濁
サルコイドーシス 隅角結節
サルコイドーシス Ｔr1
サルコイドーシス 異物型巨細胞
サルコイドーシス ＩＬ-10
サルコイドーシス ＩＬ-12
サルコイドーシス ＩＬ-13
サルコイドーシス 連鎖球菌ブドウ球菌毒素
サルコイドーシス 緑膿菌　６５
サルコイドーシス トキソプラズマ
サルコイドーシス 色素性乾皮症
サルコイドーシス ヘルペスウイルス科
サルコイドーシス 群：第１群（2本鎖ＤＮＡ）　ウイルス
サルコイドーシス 髄膜炎
サルコイドーシス ガンマヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス ヘルペスウイルス目
サルコイドーシス 菌血症
サルコイドーシス 異物型巨細胞の排除排泄



サルコイドーシス ラングハンス巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ウイルスの蛋白排除排泄
サルコイドーシス 緑膿菌　６６
サルコイドーシス 腎部慢性膿皮症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 多発性感染膿瘍  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 化膿性肝腺炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス シアノバクテリア
サルコイドーシス 没食子酸
サルコイドーシス ピック球
サルコイドーシス 異常構造物の排除排泄消去
サルコイドーシス 気道上皮細胞
サルコイドーシス 大型紡錘体小体の排除排泄
サルコイドーシス 慢性緑膿菌感染症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 緑膿菌　６７　
サルコイドーシス 膿皮症  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 伝染性膿かしん(俗名・とびひ)  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 感染性粉瘤  （Ｎヘ）

サルコイドーシス せつ、せつ腫症、癰(俗名・おでき)　  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 神経サルコイドーシス
サルコイドーシス 責任遺伝子産物
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞
サルコイドーシス Ｔｈ0細胞　（ナイーブＴｈ細胞）
カルチノイド ｌｕｐｕｓ　ｐｒｏｆｕｎｄｕｓ
カルチノイド 認知症（Ａ）
カルチノイド 認知症(Ａ)
サルコイドーシス 認知症(Ａ)
サルコイドーシス Ｌ型アクネ菌
サルコイドーシス ＴＤＰ－４３
サルコイドーシス クリプトコッカス
カルチノイド ステロイドミオパチー
サルコイドーシス 急性網膜壊死
カルチノイド 認知症（Ｂ）
カルチノイド 認知症　B
サルコイドーシス 認知症　B
サルコイドーシス 若年性認知症
サルコイドーシス カリニ原虫
サルコイドーシス パタン
カルチノイド βアミロイド
サルコイドーシス 網脈絡膜広範囲萎縮
サルコイドーシス 脈絡膜炎
サルコイドーシス アレルギー体質
サルコイドーシス 肺炎桿菌
サルコイドーシス 蜂窩織炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP）
サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎　Pneumocystis　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　PCP
サルコイドーシス アレルギー性炎症
サルコイドーシス 竹の節状の網膜静脈周囲炎
サルコイドーシス 網膜周囲血管炎
サルコイドーシス 網膜血管炎



サルコイドーシス αフォドリン　（タンパク質）
サルコイドーシス ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
サルコイドーシス カルタップ塩酸塩
サルコイドーシス ＲｂＡｐ　（タンパク質）
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 筋肉痛
サルコイドーシス マアクネ菌　（Propionibacterium acnes）
サルコイドーシス 網脈絡膜渗出斑および結節
サルコイドーシス クリプトコッカス症
サルコイドーシス コクシジオイデス症
サルコイドーシス ＣＣＬ６　Ｓｃｙａ６　Ｃ１０，ＭＲＰ-２
サルコイドーシス ＣＣＬ７　Ｓｃｙａ７　ＭＡＲＣ，ＭＣＰ-３
サルコイドーシス ＣＣＬ８　Ｓｃｙａ８　ＭＣＰ-２
カルチノイド アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス ＣＤ８陽性のリンパ球
サルコイドーシス アレルギー体質の改善
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 末梢性ニューロパチー
カルチノイド α-セクレターゼ
サルコイドーシス α-セクレターゼ
カルチノイド アミロイドβペプチド
サルコイドーシス アミロイドβペプチド
カルチノイド γ-セクレターゼ
サルコイドーシス γ-セクレターゼ
サルコイドーシス 抗破傷風免疫グロブリン　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス 前駆体蛋白(ＡＰＰ)
サルコイドーシス オキサロ酢酸
カルチノイド β-セクレターゼ
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス クロチアニジン
カルチノイド 線維形成
サルコイドーシス 線維形成
サルコイドーシス ＰＴＳ３タンパク質
サルコイドーシス Ｐｅｘ１３ｐ　ｍｕｔａｎｔ(ペルオキシソーム生物発生説障害)
サルコイドーシス ＰＴＳ２タンパク質
サルコイドーシス ＰＴＳ１タンパク質
サルコイドーシス 非ヒストン核タンパク
サルコイドーシス autoinducerとよばれるホルモン物質  （Ｎヘ）

サルコイドーシス XCL1 Scyc1 Lymphotactin α,SCM-1α,ATAC(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス XCL2 Scyc2 Lymphotactin β,SCM-2β(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス ｃａｔａｌａｓｅ　ＰＴＳ
サルコイドーシス ＰＴＳ１　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ １）
サルコイドーシス ＰＴＳ２　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ 2）
サルコイドーシス （新しい）ＰＴＳ3
サルコイドーシス Ｔｈ２細胞
サルコイドーシス Ｔｈ１７
サルコイドーシス Ｔｈ１細胞
サルコイドーシス Ｔ細胞



サルコイドーシス ＣＣケモカイン
サルコイドーシス ＣＣＬ１　Ｓｃｙａ１　Ｉ-３０９，ＴＣＡ-3
サルコイドーシス ＣＣＬ２　Ｓｃｙａ２　ＭＣＰ-１
サルコイドーシス ＣＣＬ３　Ｓｃｙａ３　ＭＩＰ-１α
サルコイドーシス ＣＣＬ４　Ｓｃｙａ４　ＭＩＰ-１β
サルコイドーシス ＣＣＬ５　Ｓｃｙａ５　ＲＡＮＴＥＳ
サルコイドーシス ＣＣＬ９　Ｓｃｙａ９　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ10　Ｓｃｙａ10　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ11 Ｓｃｙａ11　Eotaxin
サルコイドーシス ＣＣＬ12 Ｓｃｙａ12　ＭＣＰ-5
サルコイドーシス ＣＣＬ13 Ｓｃｙａ13　ＭＣＰ-4,NCC-1,Ｃｋβ10
サルコイドーシス ＣＣＬ14 Ｓｃｙａ14　HCC-1,MCIF,Ckβ1,NCC-2,CCL
サルコイドーシス ＣＣＬ15 Ｓｃｙａ15　Leukotactin-1,MIP-5,HCC-2,NCC-3
サルコイドーシス ＣＣＬ16 Ｓｃｙａ16　LEC,NCC-4,LMC,Ckβ12
サルコイドーシス ＣＣＬ17 Ｓｃｙａ17　TARC,dendrokine,ABCD-2
サルコイドーシス ＣＣＬ18 Ｓｃｙａ18　PARC,DC-CK1,AMAC-1,Ckβ7MIP-4
サルコイドーシス ＣＣＬ19 Ｓｃｙａ19　ELC,Exodus-3,Ckβ11
サルコイドーシス ＣＣＬ20 Ｓｃｙａ20　LARC,Exodus-1,Ckβ4
サルコイドーシス ＣＣＬ21 Ｓｃｙａ21　SLC,6Ckine,Exodus-2,Ckβ9,TCA-4
サルコイドーシス ＣＣＬ22 Ｓｃｙａ22　MDC,DC/β-CK
サルコイドーシス ＣＣＬ23 Ｓｃｙａ23　MPIF-1,Ckβ8,MIP-3,MPIF-1
サルコイドーシス ＣＣＬ24 Ｓｃｙａ24　Eotaxin-2,MPIF-2,Ckβ6
サルコイドーシス ＣＣＬ25 Ｓｃｙａ25　TECK,Ckβ15
サルコイドーシス ＣＣＬ26 Ｓｃｙａ26　Eotaxin-3,MIP-4α,IMAC,TSC-1
サルコイドーシス ＣＣＬ27 Ｓｃｙａ27　CTACK,ILC,Eskine,PESKY,skinkine
サルコイドーシス ＣＣＬ28 Ｓｃｙａ28　MEC
サルコイドーシス CXCL10 Scyb10 IP-10,CRG-2
サルコイドーシス CXCL11 Scyb11 I-TAC,β-R1,IP-9
サルコイドーシス CXCL12 Scyb12 SDF-1,PBSF
サルコイドーシス CXCL13 Scyb13 BCA-1,BLC
サルコイドーシス CXCL14 Scyb14 BRAK,bolekine
サルコイドーシス CXCL15 Scyb15 Lungkine,WECHE
サルコイドーシス CXCL16 Scyb16 SRPSOX
サルコイドーシス CXCL17 VCC-1 DMC,VCC-1
サルコイドーシス CX3C ケモカイン
サルコイドーシス ＣＸ3ＣL1 Scyd1 Fractalkine,Neurotactin,ABCD-3
サルコイドーシス ケモカイン　（Chemokine）

サルコイドーシス CXCL4 Scyb4 PF-4
サルコイドーシス ＣＸＣケモカイン
サルコイドーシス CXCL1 Scyb1 Gro-α,GRO1,NAP-3
サルコイドーシス CXCL2 Scyb2 Gro-β,GRO2,MIP-2α
サルコイドーシス CXCL3 Scyb3 Gro-γ,GRO3,MIP-2β
サルコイドーシス CXCL5 Scyb5 ENA-78
サルコイドーシス CXCL6 Scyb6 GCP-2
サルコイドーシス CXCL7 Scyb7 NAP-2,CTAPIII,β-Ta,PEP
サルコイドーシス CXCL8 Scyb8 IL-8,NAP-1,MDNCF,GCP-1
サルコイドーシス CXCL9 Scyb9 MIG,CRG-10
サルコイドーシス Ｃケモカイン
サルコイドーシス 納豆



サルコイドーシス プロピオニバクテリウム菌
サルコイドーシス 加水分解性タンニン
サルコイドーシス ヘテロダイマー
サルコイドーシス モンドール病
カルチノイド ループス腹膜炎
サルコイドーシス スフィンゴ糖脂質　（α-ガラクトシルセラミド:α-ＧａｌＣｅｒ）
カルチノイド 円形状ループス（ＤＬＥ）
カルチノイド 蝶形紅斑
サルコイドーシス 骨炎症病変
カルチノイド 全身性エリテマトーデス（全身性紅斑性狼瘡　ＳＬＥ）
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症
サルコイドーシス シェーグレン症候群　（Sjögren syndrome）
サルコイドーシス 皮膚ケラチノサイト
カルチノイド 多発性硬化症間脳型
サルコイドーシス Ｚｎｔファミリー（exporter）
サルコイドーシス ＺＩＰファミリー（importer)
サルコイドーシス 血栓性静脈炎
サルコイドーシス Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

サルコイドーシス 水銀毒
サルコイドーシス サルモネラ菌
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ
カルチノイド オリゴマーＡβ
サルコイドーシス 抗原物質（起因体）
サルコイドーシス ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

サルコイドーシス 皮下結節　（皮膚）
サルコイドーシス ＣＤ８陽性細胞
サルコイドーシス ＴＧＦ－β
サルコイドーシス 制御用Ｔ細胞
サルコイドーシス ＴＳＬＰ
サルコイドーシス ＣＥＡ (大腸癌)

サルコイドーシス Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

サルコイドーシス ＡＰＣ (肝臓癌)

サルコイドーシス ＣＫ-１９ (膵臓癌)

サルコイドーシス サルコイドーシス
サルコイドーシス アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

サルコイドーシス ＥＧＦＲ (胃癌)

サルコイドーシス リンチ症候群 (大腸)

サルコイドーシス Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

サルコイドーシス ＣＯＸ－２ (肺癌)

サルコイドーシス ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

サルコイドーシス ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

サルコイドーシス ヘルパーＴ細胞
カルチノイド アポトーシス
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

サルコイドーシス ｄｓＲＮＡ
サルコイドーシス 二本鎖ＲＮＡ
サルコイドーシス Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

サルコイドーシス ssＲＮＡ



サルコイドーシス ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

サルコイドーシス ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

サルコイドーシス ヨーグルト
サルコイドーシス 抗原提示細胞
サルコイドーシス 受持神社
サルコイドーシス ＭＨＣクラスＩＩ分子
カルチノイド 介護拒否
サルコイドーシス 介護拒否
サルコイドーシス エンドトキシン
サルコイドーシス 瀰慢性レビー小体病
カルチノイド レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス グラム陰性エンドトキシン　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 分化程度による毒性
カルチノイド 徘徊
サルコイドーシス 徘徊
サルコイドーシス 変性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス 角化異常
カルチノイド 暴言
サルコイドーシス 暴言
サルコイドーシス ＩＦＮ－γ　（ＩｇＥ抗体の産出を抑制する）
サルコイドーシス 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

サルコイドーシス 壊血病
カルチノイド 口腔内組織カルチノイド
カルチノイド 口腔内粘膜組織カルチノイド
カルチノイド 間脳組織カルチノイド
カルチノイド 骨髄カルチノイド
サルコイドーシス エンドトキシンショック
サルコイドーシス リポポリサッカライド　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 魚鱗癬
サルコイドーシス 瘤 (こぶ)

サルコイドーシス オークの樹皮
サルコイドーシス メラノーマ
サルコイドーシス 重金属
サルコイドーシス 類上皮細胞肉芽腫　（皮膚）
サルコイドーシス グラム陰性菌
サルコイドーシス セラチア（腸内菌）
サルコイドーシス セラチア・マルセッセンス
サルコイドーシス ＩｇＥ抗体産出
サルコイドーシス 瘤の排除排泄
サルコイドーシス AHLラクトナーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス リポ蛋白
サルコイドーシス ＮＫＴ細胞
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス 自己消化活性能
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミド(Cn-CPA)  （Ｎヘ）



サルコイドーシス AHLアシラーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アスポリン（ＤＮＡ）

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
神　経 前厄
神　経 本厄
神　経 大厄
神　経 後厄
神　経 殺界
神　経 宿命大殺界
神　経 グリオーシス
神　経 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
神　経 耳介側頭筋神経との交通枝
神　経 耳介側頭筋神経
神　経 輪状咽頭筋
神　経 破裂喉頭蓋
神　経 前庭ヒダ
神　経 ドーパミンＤ２受容体
神　経 ツノビキノカミ　角樴神
神　経 スイチニノカミ　須比地邇神
神　経 大脳鎌テント接合部髄膜腫
神　経 大脳鎌髄膜腫
神　経 涙腺
神　経 蝶形骨縁髄膜腫
神　経 流産
神　経 三叉神経鞘腫
神　経 ウヒチニノカミ　宇比地邇神
神　経 延髄
神　経 過形成性グリオーシス　（ｈｙｐｅｒｐｌａｓｔｉｃ ｇｌｉｏｓｉｓ）
神　経 アセチルコリン
神　経 インパルス
神　経 神経線維の小束
神　経 神経線維
神　経 求心性インパルス
神　経 求心性神経活動
神　経 水分調節中枢
神　経 グルホシネート
神　経 ニセ神経伝達物質
神　経 興奮性神経伝達物質
神　経 ドバミン
神　経 神経伝達物質
神　経 天日長命薬師守神
神　経 好転反応
神　経 アメトヨマジナイタテヒコノミコト　天豊禁厭建彦尊
神　経 天日体骸薬師守神
神　経 アメヒモクライマヂナイヒコノミコト　天日体髄医師彦神
神　経 アメノソコダチノカミ　天之底立神
神　経 クニノソコダチノカミ　国之常立神
神　経 トヨクムヒメノカミ　豊雲媛神
神　経 トヨクムネノカミ　豊斟渟神　（豊雲野根尊）
神　経 反射反応
神　経 化学受容器



神　経 中枢性疼痛症候群
神　経 脳幹部変形
神　経 聴神経鞘腫
神　経 前庭神経鞘腫
神　経 脳浮種
神　経 小脳橋角部腫瘍
神　経 脳質腹腔
神　経 脳室上衣下結節　（subependymal glial fibrillan nodue)
神　経 上衣腫　ｅｐｅｎｄｙｍｏｍａ
神　経 自律神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 自律神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 脳病変
神　経 中枢神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 細い静脈
神　経 脳幹部グリオーマ　（ｂｒａｉｎｓｔｅｍ　ｇｌｉｏｍａ）
神　経 中枢神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 顎下腺
神　経 橋
神　経 鼻
神　経 自律神経
神　経 腰内臓神経
神　経 腰神経
神　経 呼吸中枢
神　経 呼吸筋
神　経 大脳
神　経 中枢神経
神　経 小脳
神　経 A線維
神　経 大動脈圧受容器
神　経 大動脈神経
神　経 スリット型脳室
神　経 自律神経系の第１次中枢
神　経 血圧調節
神　経 脳幹の自律神経中枢
神　経 循環中枢
神　経 脊椎側湾症
神　経 びまん性星細胞腫
神　経 皮膚の神経線維腫
神　経 舌下神経鞘腫
神　経 舌咽神経鞘腫
神　経 蔓状神経線維腫　ｐｌｅｘｉｆｏｒｍ neurofibroma
神　経 穹隆部髄膜腫
神　経 びまん性神経線維腫
神　経 交感神経節後ニューロン
神　経 悪性抹消神経鞘腫
神　経 多発性線維腫　ｎｅｕｒｏｆｉｂｒｏｍａ
神　経 抹消神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 舌根



神　経 舌の後部　咽頭
神　経 抹消神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 迷走神経鞘腫
神　経 心臓抑制中枢
神　経 心収縮
神　経 心収縮力の低下
神　経 心拍出量
神　経 心拍出量の低下
神　経 心拍数
神　経 心拍数の低下
神　経 神経症状
神　経 神経伝達障害
神　経 神経障害性疼痛
神　経 顔面の皮膚
神　経 神経線維腫症２型　ＮＦー2
神　経 有痛性外傷性単神経障害
神　経 交感神経の緊張性活動の低下
神　経 容量血管
神　経 抵抗血管
神　経 容量血管の拡張
神　経 抵抗血管の拡張
神　経 髄鞘
神　経 神経線維腫
神　経 ランビエの絞輪
神　経 運動神経
神　経 運動神経
神　経 軸索
神　経 第４脳室底部
神　経 有髄線維
神　経 C線維
神　経 聴覚神経
神　経 体温調節中枢
神　経 神経節
神　経 脊髄
神　経 神経細胞
神　経 節前線維
神　経 節後線維
神　経 舌下神経
神　経 舌筋
神　経 嗅神経
神　経 毛様体神経節
神　経 末梢神経
神　経 交感神経
神　経 交感神経
神　経 交感神経幹
神　経 唾液腺
神　経 酵素成分の多い唾液を分泌
神　経 舌下腺
神　経 アクチン輸送



神　経 神経組織
神　経 ニューロン
神　経 上位運動ニューロン
神　経 舌咽神経
神　経 コルチコステロン
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 動悸亢進
神　経 樹状突起
神　経 座骨神経
神　経 上顎神経
神　経 神経炎
神　経 神経伝達の減退
神　経 眼球
神　経 神経（全般）
神　経 脊髄神経
神　経 迷走神経
神　経 知覚神経
神　経 跳躍伝導
神　経 活動電位
神　経 交感神経性血管拡張線維
神　経 交感神経性血管収縮線維
神　経 顎下神経節
神　経 中間神経 Ⅶ
神　経 下顎神経
神　経 静止膜電位
神　経 絶縁
神　経 副交感神経
神　経 舌の前部
神　経 神経原線維
神　経 仙骨内臓神経
神　経 中内臓神経
神　経 胸神経
神　経 上頸神経節
神　経 中頸神経節
神　経 咀嚼筋　（そしゃく筋）
神　経 神経幹細胞
神　経 細胞体
神　経 細胞膜
神　経 細胞骨格
神　経 頸神経
神　経 シュワン細胞
神　経 星状神経節
神　経 ナトリウムイオン
神　経 塩化物イオン
神　経 イオンチャンネル
神　経 カリウムイオン
神　経 大内臓神経
神　経 副神経
神　経 後シナプス細胞



神　経 前シナプス細胞
神　経 シナプス小胞
神　経 錐体細胞
神　経 新生神経細胞
神　経 星状細胞
神　経 プルキンエ細胞
神　経 神経鞘
神　経 無髄神経
神　経 無髄線維
神　経 食欲
神　経 心臓交感神経
神　経 茎突舌筋
神　経 核（ニューロン）
神　経 表情筋
神　経 顔面けいれん
神　経 迷走神経背側核
神　経 シナプス
神　経 自律性効果器
神　経 内臓反射
神　経 迷走神経の緊張性活動の増加
神　経 Ｂ線維
神　経 圧受容器　（baroreceptor)

神　経 血圧
神　経 伸展受容器　(stretch receptor)

神　経 神経伝達
神　経 心房壁（上・下大動脈の入り口付近）
神　経 心肺受容器
神　経 血液脳関門
神　経 神経終末
神　経 外眼筋
神　経 神経圧迫
神　経 痺れ　（しびれ）
神　経 髄鞘空洞化　（ｍｙｅｌｉｎ　ｖａｃｕｏｌｉｚａｔｉｏｎ）
神　経 異形成　（ｄｙｓｐｌａｓｉａ）
神　経 交感神経依存性疼痛
神　経 レックリングハウゼン病
神　経 自律神経失調症
神　経 自律神経障害
神　経 交感神経性ジストロフィ
神　経 反射性交感神経性ジストロフィ
神　経 骨盤神経節 (その2　子宮拡張、排尿をおこす、陰茎勃起)
神　経 骨盤神経節 (その１　子宮収縮、尿をためる、射精)
神　経 ミエリン鞘
神　経 小内臓神経
神　経 末梢神経
神　経 運動過多
神　経 交感神経線維
神　経 アドレナリン分泌を促進
神　経 レニン分泌を促進



神　経 グリコゲンを分解
神　経 下腸間膜神経節
神　経 上腸間膜神経節
神　経 伏在神経
神　経 随意運動
神　経 視神経 (眼)
神　経 仙骨神経
神　経 滑車神経
神　経 感覚神経
神　経 外転神経
神　経 瞳孔
神　経 腹腔神経節
神　経 座骨神経痛
神　経 副交感神経と交感神経のバランス
神　経 座骨神経痛
神　経 外頸動脈神経
神　経 内頸動脈神経
神　経 オレキシン神経細胞
神　経 食欲中枢
神　経 オレキシン神経
神　経 血圧調節
神　経 感覚線維
神　経 副交感線維
神　経 仙骨神経節
神　経 膝神経節
神　経 運動線維
神　経 頸動脈洞神経
神　経 シヌレイノパチー
神　経 Ｎ-ｍｙｃ　癌遺伝子
神　経 腫瘍（虹彩小結節）
神　経 神経膠腫　（グリオーマ）
神　経 神経根引き抜き損傷
神　経 病的なαーシヌクレイン
神　経 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
神　経 視神経膠腫
神　経 毛様細胞性星細胞腫
神　経 神経鞘腫
神　経 線維肉腫
神　経 悪性末梢神経鞘腫瘍
神　経 神経線維腫症２型　（ＮＦ－2）
神　経 神経線維腫症１型　（ＮＦ－１）
神　経 三叉神経痛
神　経 神経原性かつ遺伝性疾患
神　経 骨盤内臓神経
神　経 三叉神経痛
神　経 視神経
神　経 動眼神経
神　経 耳
神　経 耳神経節



神　経 排尿反射
神　経 内臓性求心路
神　経 神経鞘
神　経 神経細胞体
神　経 反射性循環反応
神　経 排尿中枢
神　経 頸動脈洞圧受容器
神　経 イクビキノカミ　活樴神
神　経 神経栄養因子
神　経 脂肪組織 =FA
神　経 耳下腺
神　経 耳下腺分泌線維（副交感線維）
神　経 細い動脈
神　経 血糖調節中枢
神　経 皮膚圧覚
神　経 皮膚触覚
神　経 皮膚温度感覚
神　経 尾骨神経
神　経 マーリン　ｍｅｒｌｉｎ　（蛋白質）
神　経 髄膜腫
神　経 髄膜腫症　ｍｅｎｉｎｑｉｏｍａｔｏｓｉｓ
神　経 蝸牛神経鞘腫
神　経 代謝性神経障害
神　経 神経膠腫
神　経 膠芽腫
神　経 髄液吸収障害
神　経 顔面神経鞘腫
神　経 顔面神経麻痺
神　経 嚥下の第３相　（食道期）
神　経 カテコールアミン分泌の減少
神　経 内耳
神　経 内耳神経
神　経 蝸牛神経
神　経 前庭神経
神　経 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

神　経 嘔吐　（おうと）
神　経 嘔吐反射　（vomiting reflex)

神　経 嚥下の第２相　（咽頭期）
神　経 嚥下の第１相　（口腔期）
神　経 翼口蓋神経節
神　経 顔面神経
神　経 上心臓神経
神　経 胸心臓神経
神　経 心臓神経
神　経 中心臓神経
神　経 下心臓神経
神　経 鼓膜張筋神経
神　経 鼓室神経
神　経 鼓室神経との交通枝



神　経 超音波
神　経 嚥下中枢
神　経 末梢神経の遠心性
神　経 エンテロクロマフィン細胞
神　経 口蓋帆張筋神経
神　経 ＣＴＺ　（chemoreceptor trigger zone)
神　経 嘔吐中枢
神　経 カテコールアミン分泌
神　経 ５ーＨＴ３受容体
神　経 セロトニン５－ＨＴ３受容体
神　経 迷走神経知覚線維
神　経 カテコールアミン
神　経 グリア細胞
神　経 迷走神経運動核
神　経 樹状細胞
神　経 圧受容器反射による血圧調節
神　経 延髄の循環中枢　　（cardiovascular center)

神　経 多発性髄膜腫
神　経 痴情霊
神　経 交通性水頭症
神　経 乏突起膠腫
神　経 シャント術
神　経 減圧反射
神　経 減圧神経
神　経 降圧中枢
神　経 三叉神経
神　経 求心性線維
神　経 神経線維腫症１型　ＮＦー１
神　経 末梢神経の求心性
神　経 昇圧中枢
神　経 グレード1
神　経 グレード2
神　経 動脈圧受容器反射
神　経 圧受容器反射
神　経 ゲイン　（17ｑ21 - ｑｔｅｒの部分ゲイン）
神　経 第２２染色体長腕　（２２ｑ１２）
神　経 １７番染色体の長腕
神　経 1番染色体の短腕（１ｐ）の欠失
神　経 責任遺伝子
神　経 カミナホヒノカミ　神直日神
神　経 本能行動
神　経 ジボカンノン　慈母観音
神　経 本能
神　経 天豊医師主神
神　経 アメノミナカヌシノカミ　天之御中主神

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
肝　臓 カイザー・フライシャー
肝　臓 セルロプラスミン　（銅結合蛋白質）
肝　臓 痒い(かゆい)
肝　臓 血清
肝　臓 異常型プリオン蛋白質
肝　臓 ビタミンＡ貯蔵細胞
肝　臓 先天性銅代謝異常　　(肝硬変)
肝　臓 ウイルソン病　（先天性銅代謝異常）
肝　臓 虫垂静脈
肝　臓 右三角間膜
肝　臓 回腸
肝　臓 肝円索
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 肝臓の左葉
肝　臓 小葉間動脈
肝　臓 小葉下静脈
肝　臓 肝臓の漿膜
肝　臓 毛細血管静脈叢
肝　臓 右結腸静脈
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 脂肪肝
肝　臓 骨内ガングリオン
肝　臓 奇静脈
肝　臓 肝病変
肝　臓 肝細胞への脂肪沈着
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除
肝　臓 肝炎
肝　臓 過酸化脂質
肝　臓 副肝管
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除促進
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食促進
肝　臓 下行結腸
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 平滑筋内ガングリオン
肝　臓 小葉中心部とグリソン鞘の間の洞様毛細血管
肝　臓 内因性脂質　（ＶＬＤＬ）
肝　臓 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
肝　臓 回結腸静脈
肝　臓 ＬＤＬ
肝　臓 カイロミクロンレムナイト
肝　臓 不飽和脂肪酸
肝　臓 左肝管
肝　臓 右肝管
肝　臓 肝管
肝　臓 総肝管
肝　臓 横隔膜



肝　臓 肝臓の横隔膜付着部
肝　臓 腹大動脈
肝　臓 左胃動脈
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 下大静脈弁
肝　臓 小葉間胆管
肝　臓 上行結腸
肝　臓 右葉　（肝臓）
肝　臓 腹膜
肝　臓 胃冠状静脈
肝　臓 上大静脈
肝　臓 胃
肝　臓 上腸間膜静脈
肝　臓 副肝静脈
肝　臓 下腸間膜静脈
肝　臓 不整脂肪肝
肝　臓 Riedel lobe
肝　臓 肝静脈
肝　臓 空腸
肝　臓 肝臓
肝　臓 肝組織
肝　臓 膵臓
肝　臓 上直腸静脈
肝　臓 脾動脈
肝　臓 胆嚢
肝　臓 小腸静脈
肝　臓 総胆管
肝　臓 腸間膜
肝　臓 肝細胞
肝　臓 肝臓の内皮細胞
肝　臓 脾臓
肝　臓 虫垂
肝　臓 肝内肝動脈
肝　臓 固有肝動脈
肝　臓 肝動脈
肝　臓 門脈
肝　臓 総肝動脈
肝　臓 小葉結合組織(グリソン鞘)
肝　臓 肝小葉
肝　臓 中心静脈
肝　臓 小葉間静脈
肝　臓 肝小葉の辺縁帯
肝　臓 肝臓のピツト細胞
肝　臓 肝臓のクッペル細胞
肝　臓 海老　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 直腸静脈
肝　臓 十二指腸
肝　臓 食道
肝　臓 後腹膜臓器



肝　臓 肝周囲間膜
肝　臓 肝臓の線維膜(線維結合組織)
肝　臓 肝臓の細網組織
肝　臓 胃肝間膜
肝　臓 肝十二指腸間膜
肝　臓 sdLDL
肝　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
肝　臓 植物ステロール
肝　臓 β-シトステロール
肝　臓 肝十二指腸間膜内
肝　臓 腸間膜根部リンパ節
肝　臓 カイロミクロン
肝　臓 外因性脂質
肝　臓 肝臓の滑面小胞体
肝　臓 肝臓の粗面小胞体
肝　臓 尿中銅排泄量増加
肝　臓 肝レンズ核変性症
肝　臓

異常型プリオン蛋白質と造影剤の結合で生産されるトランス脂肪酸は有害細
胞

肝　臓 肝臓組織カルチノイド
肝　臓 中心静脈周囲の細胞の線維化
肝　臓 ＮＡＳＨ非アルコール性脂肪性肝炎
肝　臓 血中セルロプラスミン低値
肝　臓 肝細胞周囲性線維化
肝　臓 胃十二指腸動脈
肝　臓 類洞
肝　臓 オホーツクサーモン・鱒　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 レムナント
肝　臓 横行結腸
肝　臓 直腸
肝　臓 肝がん（原発性）
肝　臓 肝がん（転移性）
肝　臓 腹腔動脈
肝　臓 肝冠状間膜
肝　臓 左三角間膜
肝　臓 肝経
肝　臓 薬剤性肝障害
肝　臓 肝がん
肝　臓 脾静脈
肝　臓 左胃動脈（胃へ）
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 右胃大網動脈
肝　臓 Ｓ状結腸
肝　臓 鱒・マス　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 下大静脈
肝　臓 上腸間膜動脈（腸から肝臓へ）
肝　臓 血小板産生因子(トロンボポイエチン)
肝　臓 クッパー細胞
肝　臓 肝臓のクッパー星細胞
肝　臓 白身魚



肝　臓 左結腸静脈
肝　臓 肝臓の痛覚性神経
肝　臓 レムナント受容体
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 肝臓の界面活性作用
肝　臓 抗平滑筋抗体
肝　臓 抗ガングリオシド抗体
肝　臓 肝内胆管intrahepatic bile duct
肝　臓 右肝動脈.
肝　臓 小葉
肝　臓 トリグリセリド
肝　臓 肝不全
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 高コレステロール血症
肝　臓 コレステロールエステル
肝　臓 高中性脂肪血症
肝　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
肝　臓 遊離コレステロール
肝　臓 ＬＤＬコレステロール
肝　臓 コレステロール
肝　臓 肝硬変
肝　臓 ＨＤＬ2
肝　臓 抗体
肝　臓 ＣＥＴＰ　（コレステロールエステル転送蛋白）
肝　臓 ＨＤＬコレステロール
肝　臓 球状のＨＤＬ3
肝　臓 肝臓の脂溶性ビタミンの可溶化
肝　臓 preβ　ＨＤＬ
肝　臓 肝炎ウイルスＥ型
肝　臓 ＨＤＬ受容体　（SR-Ｂ１：scavenger receptor class B type1）

肝　臓 原始ＨＤＬ　（nascent HDL)
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞で褐色細胞腫である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトラ
ンス脂肪酸である

肝　臓 コレステロールと植物ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有害組
織細胞である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞である

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞で褐色細胞腫である。

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞

肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
肝　臓 ＣＴ検査造影剤

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の体外排除



肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は、アレル
ギー性の有害組織細胞である

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子組換え
食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス脂肪酸

肝　臓 内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物
ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有
害組織細胞である

肝　臓 LCAT (レシチンコレステロール　アシルトランスフェラーゼ)
肝　臓 肝臓組織内トランス脂肪酸の生産
肝　臓 トランス脂肪酸発生
肝　臓 ガングリオシド
肝　臓 ACAT (acyi CoA-cholesterol acyltransferase)
肝　臓 ＭＴＰ　（microsomal tｒｉｇlyceride protein）
肝　臓 抗SS-B抗体

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の貪食促進

肝　臓 造影剤
肝　臓 ポリエチレングリコール
肝　臓 乳化剤
肝　臓 ＰＣＢ
肝　臓 ABCA1 (ATP binding cassette transporter A1)
肝　臓 ATP-結合カセット輸送蛋白Ａ１
肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
肝　臓 肝臓組織ＣＴ検査後遺症

肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細
胞組織の体外排除

肝　臓 内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物ステ
ロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の体外排除

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞

肝　臓 遊離コレステロールが変化した有害組織細胞

肝　臓
抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組
織の貪食作用

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の植物ステロールが結合し
たトランス脂肪酸

肝　臓 肝臓のミトコンドリア（糸粒体）
肝　臓 肝臓の解毒
肝　臓 腸肝循環
肝　臓 肝内胆嚢intrahepatic gallbladder

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の貪食作用

肝　臓 肝小葉の中心帯
肝　臓 肝小葉の中間帯
肝　臓 肝臓のゴルジ装置
肝　臓 代謝障害　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 肝臓の蛋白質代謝
肝　臓 肝臓の糖代謝
肝　臓 肝臓の脂質代謝



肝　臓 チトクロームP-450
肝　臓 肝臓のミクロゾーム分画
肝　臓 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
肝　臓 pH4処理酸性人免疫グロブリン
肝　臓 抗細胞質抗体
肝　臓 抗核抗体
肝　臓 抗ミトコンドリア抗体
肝　臓 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
肝　臓 抗DNA抗体
肝　臓 エリスロポイエチン
肝　臓 WDHA症候群
肝　臓 　　～2
肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組織

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス
脂肪酸である

肝　臓 リパーゼ
肝　臓 デイツセ腔
肝　臓 脂肪酸コレステロール
肝　臓 アセトアルデヒド
肝　臓 アルコール性肝障害
肝　臓 白身魚揚げ物酸化油　(VOC)
肝　臓 抗RNAポリメラーゼ抗体
肝　臓 アポＥ受容体
肝　臓 リポ蛋白　（リポプロテイン）
肝　臓 代謝障害　リポタンパク
肝　臓 アポＥ
肝　臓 アポＣ－Ⅱ
肝　臓
肝　臓 遊離アポＡ－Ｉ
肝　臓 アアポＢ－100
肝　臓 アポ蛋白
肝　臓 リポ蛋白リパーゼ　（ＬＰＬ）
肝　臓 ムコタンパク
肝　臓 球状(globulor)タンパク質
肝　臓 繊維状タンパク質
肝　臓 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
肝　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド
皮膚と毛髪 類上皮非乾酪性肉芽腫
皮膚と毛髪 毛髪相
皮膚と毛髪 毛母細胞
皮膚と毛髪 棍毛
皮膚と毛髪 新生中の毛
皮膚と毛髪 ヘンレ層
皮膚と毛髪 ハックスレー層
皮膚と毛髪 鞘小皮
皮膚と毛髪 毛髄
皮膚と毛髪 毛皮質
皮膚と毛髪 毛小皮　（キューティクル）
皮膚と毛髪 外毛根鞘
皮膚と毛髪 内毛根鞘
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 毛母
皮膚と毛髪 メラノサイト
皮膚と毛髪 毛包
皮膚と毛髪 結合組織性毛包
皮膚と毛髪 毛球
皮膚と毛髪 脂腺排出管
皮膚と毛髪 硝子膜
皮膚と毛髪 毛根部
皮膚と毛髪 毛幹部
皮膚と毛髪 汗疱性白癬
皮膚と毛髪 汗疱
皮膚と毛髪 かいせん  (疥癬)
皮膚と毛髪 凍瘡
皮膚と毛髪 有棘細胞
皮膚と毛髪 顆粒細胞
皮膚と毛髪 角質細胞
皮膚と毛髪 基底細胞　（円柱細胞）
皮膚と毛髪 基底層
皮膚と毛髪 有棘層
皮膚と毛髪 顆粒層
皮膚と毛髪 表皮内汗管
皮膚と毛髪 汗腺
皮膚と毛髪 皮下組織
皮膚と毛髪 脂腺
皮膚と毛髪 脂腺細胞
皮膚と毛髪 マイスネル小体
皮膚と毛髪 エクリン腺
皮膚と毛髪 皮脂腺
皮膚と毛髪 表皮突起
皮膚と毛髪 角質層
皮膚と毛髪 皮溝



皮膚と毛髪 皮丘
皮膚と毛髪 エクリン真皮内汗管
皮膚と毛髪 アポクリン汗腺分泌部　（断面）
皮膚と毛髪 エクリン汗腺分泌部
皮膚と毛髪 ファーターパチニ小体
皮膚と毛髪 毛孔
皮膚と毛髪 毛幹
皮膚と毛髪 アポクリン腺
皮膚と毛髪 神経線維
皮膚と毛髪 毛乳頭
皮膚と毛髪 アポクリン汗管
皮膚と毛髪 立毛筋
皮膚と毛髪 真皮乳頭
皮膚と毛髪 毛根
皮膚と毛髪 毛細血管
皮膚と毛髪 汗孔
皮膚と毛髪 毛球部
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 壮年性脱毛症
皮膚と毛髪 発毛周期
皮膚と毛髪 男性型脱毛症
皮膚と毛髪 皮膚筋炎
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛促進エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛エネルギー
皮膚と毛髪 男性頭髪毛の発毛
皮膚と毛髪 毛髪・毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛の排除脱毛促進
皮膚と毛髪 疣状皮膚病
皮膚と毛髪 アレルギー性男性毛
皮膚と毛髪 女性体毛の中に混在する男性毛
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の再誕生
皮膚と毛髪 脱皮促進
皮膚と毛髪 脱皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞から新毛発生
皮膚と毛髪 層扁平上皮
皮膚と毛髪 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
皮膚と毛髪 毛生促進
皮膚と毛髪 発毛促進
皮膚と毛髪 糜爛、ただれ
皮膚と毛髪 デュタステライド
皮膚と毛髪 黄色腫症
皮膚と毛髪 壊疽　（えそ）
皮膚と毛髪 壊死　（えし）
皮膚と毛髪 光線角化症
皮膚と毛髪 熱傷瘢痕
皮膚と毛髪 皮膚小血管の拡張
皮膚と毛髪 外性器の皮膚



皮膚と毛髪 女性生殖器相　（外性器の陰相）
皮膚と毛髪 シロナマズ
皮膚と毛髪 尋常性白斑
皮膚と毛髪 脱色素性母斑
皮膚と毛髪 限局性強皮症
皮膚と毛髪 強皮症
皮膚と毛髪 脱毛症
皮膚と毛髪 結節性多発動脈炎（ＰＭ）
皮膚と毛髪 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 表皮皮下の毒素
皮膚と毛髪 表皮皮下の老廃物
皮膚と毛髪 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
皮膚と毛髪 ５αリダクターゼ
皮膚と毛髪 乾燥肌
皮膚と毛髪 皮膚の吹き出物
皮膚と毛髪 足相
皮膚と毛髪 男性陰毛相
皮膚と毛髪 女性陰毛相
皮膚と毛髪 オーバラップ症候群
皮膚と毛髪 いぼ
皮膚と毛髪 臀部の皮膚
皮膚と毛髪 男性生殖器相
皮膚と毛髪 大陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 小陰唇の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚下の堆積物
皮膚と毛髪 アルビン
皮膚と毛髪 敏感肌
皮膚と毛髪 赤ら顔
皮膚と毛髪 びまん浸潤型
皮膚と毛髪 びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
皮膚と毛髪 全身性強皮症 (ＳＳｃ)
皮膚と毛髪 顔面の皮膚
皮膚と毛髪 顔面の皮下
皮膚と毛髪 足の裏のいぼ
皮膚と毛髪 下肢の皮膚
皮膚と毛髪 手相
皮膚と毛髪 足
皮膚と毛髪 乳房相
皮膚と毛髪 体毛相
皮膚と毛髪 腋毛相
皮膚と毛髪 Ｓｗｅｅｔ病
皮膚と毛髪 動脈
皮膚と毛髪 メラニン
皮膚と毛髪 尋常性痤瘡　
皮膚と毛髪 表皮　（皮膚）
皮膚と毛髪 皮膚乾燥状態
皮膚と毛髪 黒色上皮癌
皮膚と毛髪 基底層直下



皮膚と毛髪 手
皮膚と毛髪 ふけ
皮膚と毛髪 血管
皮膚と毛髪 筋肉
皮膚と毛髪 静脈
皮膚と毛髪 脊部・胴
皮膚と毛髪 腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮下脂肪組織中
皮膚と毛髪 皮膚の結節型
皮膚と毛髪 瘢痕浸潤
皮膚と毛髪 胸部の皮膚
皮膚と毛髪 上肢の皮膚
皮膚と毛髪 表皮細胞間脂質
皮膚と毛髪 皮脂膜
皮膚と毛髪 細胞間脂質
皮膚と毛髪 ＮＭＦ
皮膚と毛髪 脊部・胴の皮膚
皮膚と毛髪 体毛
皮膚と毛髪 陰毛色濃く艶がある
皮膚と毛髪 色濃く艶がある
皮膚と毛髪 柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 陰毛柔らかく弾力あり
皮膚と毛髪 下腹部の皮膚
皮膚と毛髪 皮膚の局面型
皮膚と毛髪 皮膚サルコイドーシス
皮膚と毛髪 皮膚の皮下型
皮膚と毛髪 乳房の皮膚
皮膚と毛髪 ノコギリヤシ
皮膚と毛髪 腋毛
皮膚と毛髪 美肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞
皮膚と毛髪 肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 ヒドロキシプロピルメチルセルロース
皮膚と毛髪 美肌細胞の再誕生
皮膚と毛髪 美肌細胞活性エネルギー
皮膚と毛髪 全身性の肉芽腫性疾患
皮膚と毛髪 結節性紅斑
皮膚と毛髪 ポルフイリン症　
皮膚と毛髪 ヘモクロマトーシス
皮膚と毛髪 多発性筋炎
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 バザン硬結性紅斑　
皮膚と毛髪 多形滲出性紅斑
皮膚と毛髪 全身性強皮症
皮膚と毛髪 重傷チアノーゼ
皮膚と毛髪 環状紅斑
皮膚と毛髪 慢性放射線皮膚炎
皮膚と毛髪 尋常性狼瘡
皮膚と毛髪 腸性肢端皮膚炎



皮膚と毛髪 放射線角化症
皮膚と毛髪 動脈　-2
皮膚と毛髪 帯状疱疹
皮膚と毛髪 ケロイド
皮膚と毛髪 非特異的皮膚症状
皮膚と毛髪 外傷の再生
皮膚と毛髪 真皮
皮膚と毛髪 皮膚外傷
皮膚と毛髪 火傷
皮膚と毛髪 アトピー性皮膚炎
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 ミノキシジン
皮膚と毛髪 頸部の皮膚
皮膚と毛髪 クロスカルメロースナトリウム
皮膚と毛髪 慢性砒素中毒
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞の排除
皮膚と毛髪 毒素による湿疹
皮膚と毛髪 真菌による湿疹
皮膚と毛髪 ウイルスによる湿疹
皮膚と毛髪 脂漏性皮膚炎
皮膚と毛髪 アレルギーによる湿疹
皮膚と毛髪 遊走性紅斑
皮膚と毛髪 脂漏性損傷細胞
皮膚と毛髪 脂漏細胞
皮膚と毛髪 湿疹
皮膚と毛髪 蕁麻疹
皮膚と毛髪 脂漏
皮膚と毛髪 ストレスによる湿疹
皮膚と毛髪 ひだ、しわ
皮膚と毛髪 カフェオレ斑
皮膚と毛髪 石灰沈着症
皮膚と毛髪 染　（しみ）
皮膚と毛髪 色素斑　（しみ/染）
皮膚と毛髪 小色素斑
皮膚と毛髪 斑点　（はんてん）
皮膚と毛髪 休止期
皮膚と毛髪 ムチン沈着症
皮膚と毛髪 ペラグラ
皮膚と毛髪 アレルギー性接触皮膚炎
皮膚と毛髪 慢性萎縮性肢端皮膚炎
皮膚と毛髪 後天性表皮水疱症
皮膚と毛髪 皮膚の染み
皮膚と毛髪 円形脱毛症
皮膚と毛髪 人相
皮膚と毛髪 雀卵斑
皮膚と毛髪 そばかす
皮膚と毛髪 発疹
皮膚と毛髪 Ｔ細胞
皮膚と毛髪 モンドール病



皮膚と毛髪 皮膚心身症
皮膚と毛髪 身体毒素
皮膚と毛髪 身体毒素排泄促進
皮膚と毛髪 血栓性静脈炎
皮膚と毛髪 皮膚炎   dermatitis
皮膚と毛髪 皮膚潰瘍
皮膚と毛髪 皮下結節　（サルコイ）
皮膚と毛髪 バイオポリリン酸
皮膚と毛髪 ジヒドロテストステロン（ＤＨＴ）
皮膚と毛髪 角化異常
皮膚と毛髪 魚鱗癬
皮膚と毛髪 瘤 (こぶ)

皮膚と毛髪 類上皮細胞肉芽腫　（サルコイ）
皮膚と毛髪 糜爛
皮膚と毛髪 床擦れ、褥瘡
皮膚と毛髪 日焼け
皮膚と毛髪 フィナステリド
皮膚と毛髪 奇麗
皮膚と毛髪 奇麗な身体
皮膚と毛髪 奇麗に生りたい

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他

高次脳機能 人格障害
他者から思い出せない行動の報告 [あなたの記憶がないことを
語ったり行動したりしていたと他人から言われたことがないで
すか？生活から外れた行動や子供っぽい行動を指摘されたこと

高次脳機能 その他 代謝調節障害
高次脳機能 血液脳関門 視力障害
高次脳機能 自律神経障害 常識からは外れる性格・行動のパターンがみられます
高次脳機能 人格障害 自信の無さ
高次脳機能 その他 m-chloro-phenyl-piperazine
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪閉塞症
高次脳機能 自律神経障害 状況を理解したり、推理したりすることが困難になった
高次脳機能 その他 ヨヒンビン　（yohimbine）
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識を克服する
高次脳機能 人格障害 クレプトマニア(窃盗癖/万引き常習者)

高次脳機能 自律神経障害 青斑核
高次脳機能 人格障害 口唇傾向　　（コウシン傾向）
高次脳機能 その他 血小板α２アドレナリン受容体の減少
高次脳機能 その他 アドレナリン拮抗物質の臨床的有効性
高次脳機能 血液脳関門 運動障害
高次脳機能大脳基底核(高)無名質
高次脳機能 人格障害 扁桃体の傷
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の損傷
高次脳機能 人格障害 生存していない
高次脳機能 人格障害 恥ずかしい
高次脳機能 人格障害 羞恥心
高次脳機能 人格障害 見る
高次脳機能 人格障害 見た
高次脳機能 人格障害 見たい
高次脳機能 人格障害 見えた
高次脳機能 人格障害 見せたい
高次脳機能 人格障害 見せる喜び
高次脳機能 人格障害 見せる楽しみ
高次脳機能 血液脳関門 無機物霊
高次脳機能 人格障害 子供
高次脳機能 その他 ＥＭＤＲ　（技法）
高次脳機能 その他 分子量
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質
高次脳機能 人格障害 生存している
高次脳機能大脳基底核(高)無名質
高次脳機能 人格障害 縫線核
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質の代謝調節障害
高次脳機能 自律神経障害 運動前野
高次脳機能 自律神経障害 運動野
高次脳機能 その他 アルツハイマー病　（ＡＤ）
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー病（ＡＤ）
高次脳機能大脳基底核(高)単語
高次脳機能 尾状核 単語



高次脳機能 その他 眼窩面
高次脳機能大脳基底核(高)言語理解
高次脳機能 尾状核 言語理解
高次脳機能大脳基底核(高)言語
高次脳機能大脳基底核(高)単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能 尾状核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能大脳基底核(高)理解
高次脳機能 尾状核 理解
高次脳機能大脳基底核(高)調音
高次脳機能 尾状核 調音
高次脳機能 血液脳関門 マラリア
高次脳機能 カルチノイド レミ睡眠（ＲＥＭ）
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠（REM）

高次脳機能 血液脳関門 テタニー症候群
高次脳機能 カルチノイド 入眠時幻覚
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠行動障害
高次脳機能 カルチノイド ＲＥＭ睡眠関連症状
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠関連症状
高次脳機能 血液脳関門 進行性痴呆
高次脳機能 洗　脳 犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 妖怪
高次脳機能 洗　脳 本人は感じていない
高次脳機能 洗　脳 職場でイジメにあった
高次脳機能 人格障害 魑魅の毒牙
高次脳機能 血液脳関門 魑魅　
高次脳機能 血液脳関門 魍魎　　　　　　　

高次脳機能 人格障害
他人が私について何かを知ったら彼らはそれを私に不利になるように
利用するだろう

高次脳機能 人格障害 自分に対する攻撃に対しては過敏かつ執拗に反撃する

高次脳機能 人格障害
かなり以前に人前でからかわれて以来その人とは口をきこうともしな
い。まわりが見かねて「いい加減で仲直りしたら」と言っても昔のことを
持ち出して「信用できない」と言う

高次脳機能 人格障害 空虚感
高次脳機能 人格障害 空虚感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 身近な人が不実だったり裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 人格障害 虚無感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 虚無感
高次脳機能 人格障害 他人を信用することは決して自分のプラスにならない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を蔑（さげす）もうとするに違いない
高次脳機能 人格障害 他人がＡだと言った時には、しばしばＢを意味していることがある
高次脳機能 人格障害 強い不快気分
高次脳機能 人格障害 去性
高次脳機能 人格障害 いつも警戒していないと他人は私を利用したり操ろうとするに違いない

高次脳機能 人格障害 自己評価の低さ
高次脳機能 扁桃体 クリューヴァー・ビューシー症候群
高次脳機能 人格障害 モヤモヤした異常血管網
高次脳機能 人格障害 十分な根拠も無いのに他人が利用する、だます、危害を加えるという疑いを持つ

高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ
高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ



高次脳機能 人格障害
私を不当に扱ってもいいなどと他人が思うままにしておくと、私はとん
でもないトラブルに巻き込まれるだろう

高次脳機能 人格障害 サイコロジカル・ファーストエンド
高次脳機能 血液脳関門 筋攣縮

高次脳機能 人格障害
他人が親切にしてくれるのは私を利用したり食い物にしようとする意図
によるものかもしれない

高次脳機能 人格障害 西本病
高次脳機能 人格障害 自分で何を考えているかわからなくなってしまう
高次脳機能 人格障害 モヤモヤ病
高次脳機能 人格障害 パニック症候群
高次脳機能 その他 パニック障害
高次脳機能 血液脳関門 口部ジスキネジー　（ジスキネジア）
高次脳機能 人格障害 なんでもないことでもすべて自分に関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害
悪意の無い言葉や出来事でも自分をけなしたり脅したりする意味が隠
されていると思ってしまう

高次脳機能 人格障害 他人の笑いや視線に対する「笑われている」「見られている」という意識

高次脳機能 人格障害
恨みを抱き続ける。侮辱されたこと傷つけられたこと軽蔑されたことな
どを決して忘れない

高次脳機能 人格障害
まわりは雑談しているだけなのに、それをとらえて「自分の悪口を言っ
ている」と強引に自分と関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害 一過性の被害妄想的観念
高次脳機能 その他 戦争
高次脳機能 扁桃体 負の刺激
高次脳機能 自律神経障害 ３－脱アシル化－４`-モノホスホリルリピッドＡ
高次脳機能 人格障害 だから私はいつも警戒を怠ってはならない
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 自分への憎しみ
高次脳機能 人格障害 憎しみ
高次脳機能 人格障害 私が隙を見せれば他人は私を利用しようとするだろう
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 たいていの場合、他人は友好的ではない
高次脳機能 人格障害 パニック
高次脳機能 自律神経障害 行動の選択肢を発見する
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 自律神経障害 意欲
高次脳機能 自律神経障害 実行
高次脳機能 自律神経障害 計画を立てて決定する
高次脳機能 人格障害 強情
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 血液脳関門 不均衡調整の体液
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 人格障害 高周波
高次脳機能 扁桃体 高周波
高次脳機能 人格障害 低周波
高次脳機能 扁桃体 低周波
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの蛋白質
高次脳機能 人格障害 耳
高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 扁桃体 正の刺激



高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス
高次脳機能 人格障害 アダルトチルドレン　（AC）
高次脳機能 その他 アダルトチルドレン　（AC）
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 計画を実行する
高次脳機能 血液脳関門 グルコース
高次脳機能 血液脳関門 トランスポートＤグルコース
高次脳機能 血液脳関門 イオン膜内
高次脳機能 血液脳関門 親水性
高次脳機能 その他 自己肯定
高次脳機能 血液脳関門 電解質
高次脳機能 血液脳関門 レプチン
高次脳機能 血液脳関門 流体
高次脳機能 その他 葉酸
高次脳機能 血液脳関門 アセンブルヘテロポリマー
高次脳機能 その他 事象関連電位　（ＥＲＰ）
高次脳機能大脳基底核(高)自発運動
高次脳機能大脳基底核(高)電位
高次脳機能 尾状核 電位
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動の調節
高次脳機能 尾状核 高次運動の調節
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動
高次脳機能 尾状核 高次運動
高次脳機能 人格障害 復讐
高次脳機能 自律神経障害 ドーパミン（ドバミン）神経が変性脱落

高次脳機能 血液脳関門 全般性痙攣
高次脳機能 人格障害 隣家へ逆恨み
高次脳機能 血液脳関門 ウイルス霊
高次脳機能 血液脳関門 生理的ミオクローヌス
高次脳機能 カルチノイド 特定不能のナルコレプシー
高次脳機能 血液脳関門 陽性ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 陰性ミオクローヌス　negative myoclonus
高次脳機能 扁桃体 自閉症
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス発作　myoclonic seizure
高次脳機能 血液脳関門 症候性（代謝性・中毒性）ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス痙攣（けいれん）
高次脳機能 自律神経障害 免疫力過剰
高次脳機能 カルチノイド 脱力発作
高次脳機能 洗　脳 学校でイジメにあった
高次脳機能 洗　脳 学校で犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 細菌霊
高次脳機能 人格障害 ネガティビティ　バイアス　（negativity Bias）
高次脳機能 血液脳関門 企図時ミオクローヌス　（動作時ミオクローヌス）
高次脳機能 人格障害 極端な分離不安
高次脳機能 人格障害 報復
高次脳機能 人格障害 他人は表面はいくら取り繕っても隠された動機をもっている
高次脳機能 血液脳関門 石油霊
高次脳機能 洗　脳 反省



高次脳機能 人格障害 辱めにされた
高次脳機能 人格障害 辱め
高次脳機能 洗　脳 反省している

高次脳機能 人格障害
秘密主義。情報が自分に不利に用いられるという根拠のない恐れから
他人に秘密を打ち明けたがらない

高次脳機能 自律神経障害 外界に対して無関心、無頓着になった
高次脳機能 人格障害 起立性調節障害
高次脳機能 人格障害 反応
高次脳機能 血液脳関門 フリーラジカル
高次脳機能 扁桃体 呼吸と脈拍の増加
高次脳機能 人格障害 総ドーバミン
高次脳機能 洗　脳 後悔している
高次脳機能 自律神経障害 油性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 侮辱
高次脳機能 人格障害 自分への侮辱
高次脳機能 洗　脳 後悔
高次脳機能 洗　脳 過保護で育った
高次脳機能 人格障害 清掃
高次脳機能 人格障害 適応仮説
高次脳機能 人格障害 犬の鳴き声
高次脳機能 扁桃体 犬の鳴き声
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌスてんかん
高次脳機能 血液脳関門 てんかん性ミオクローヌス
高次脳機能 自律神経障害 免疫バランス
高次脳機能大脳基底核(高)健常者
高次脳機能 扁桃体 隣家
高次脳機能 人格障害 否
高次脳機能 人格障害 遊び心
高次脳機能 人格障害 仕事
高次脳機能 血液脳関門 神経伝達物質
高次脳機能 その他 覚醒レベル
高次脳機能 自律神経障害 沈降性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 向かい三軒両隣
高次脳機能 人格障害 隣人愛
高次脳機能 人格障害 隣家の人と仲良く
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 血液脳関門 キャリアシステム
高次脳機能 血液脳関門 システムキャリア
高次脳機能 扁桃体 犬霊
高次脳機能 人格障害 犬
高次脳機能 扁桃体 犬
高次脳機能 人格障害 有
高次脳機能 人格障害 克服可能
高次脳機能 血液脳関門 Ballabh
高次脳機能 人格障害 克服した
高次脳機能大脳基底核(高)応機制　（Adjustment mechanism）
高次脳機能大脳基底核(高)防衛機制
高次脳機能 その他 識別
高次脳機能大脳基底核(高)ポジティブフィードバック



高次脳機能 尾状核 ポジティブフィードバック
高次脳機能 その他 ６本のアイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 ホストの相互作用
高次脳機能 血液脳関門 メッセンジャープリン
高次脳機能 血液脳関門 活動責任の代謝性の脳集中力
高次脳機能 血液脳関門 前駆体
高次脳機能 血液脳関門 動物霊
高次脳機能 血液脳関門 植物霊
高次脳機能 人格障害 科学反応
高次脳機能 人格障害 健康体
高次脳機能 人格障害 健康心
高次脳機能 人格障害 健康
高次脳機能 人格障害 身体健全
高次脳機能 人格障害 心が健康
高次脳機能 人格障害 身体が健康
高次脳機能 血液脳関門 Physcial

高次脳機能 人格障害 系統的健忘 [あるカテゴリーに属する記憶（例えば、ある特定の人物
にかかわる記憶）を喪失する健忘]

高次脳機能 カルチノイド 自動症
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリア
高次脳機能 自律神経障害 頭の中の重い感じのかたまりがいつもあって
高次脳機能 血液脳関門 脳から削除
高次脳機能 血液脳関門 脳の進行性疾患
高次脳機能 自律神経障害 大脳皮質基底核変性症

高次脳機能 人格障害 一過性記憶喪失（ブラックアウト）あるいは時間喪失体験 [あ
なたは一時的に記憶を失ってはいませんか？]

高次脳機能 その他 調節障害
高次脳機能 洗　脳 イジメにあった経験がある
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体結合の減少
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリアの白血球
高次脳機能 人格障害 ストレス原因の脳の深い傷
高次脳機能 その他 大脳萎縮
高次脳機能 その他 脳室周囲白室病変
高次脳機能 洗　脳 嫌い
高次脳機能 その他 常染色体劣性遺伝
高次脳機能 人格障害 友人や仲間の誠実さや信頼を不当に疑う、それに心を奪われている。

高次脳機能 血液脳関門 脳嘔吐
高次脳機能 血液脳関門 過渡劣化
高次脳機能 その他 麻痺
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情表現の信号
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情
高次脳機能 人格障害 脳底部以上血管網症
高次脳機能 人格障害 復讐は必ず遂げる
高次脳機能 洗　脳 嫌いな人がいる
高次脳機能 その他 外傷記憶　（トラウマ）脳に形成
高次脳機能 その他 外傷性精神障害
高次脳機能 その他 副帯部
高次脳機能 その他 帯部
高次脳機能 その他 中核部
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷物理



高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷
高次脳機能 その他 聴覚皮質野
高次脳機能 その他 衝動性
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の過剰な活動
高次脳機能 人格障害 他人より劣っていると思っている
高次脳機能 人格障害 他の人たちはきっと色んなことを隠していると思う
高次脳機能 人格障害 私はいつも警戒しておかないといけない
高次脳機能 人格障害 他の人を信用するのは安心できない
高次脳機能 血液脳関門 脳血管障害
高次脳機能 人格障害 他人の親切には裏があると思う
高次脳機能 その他 自然災害
高次脳機能 人格障害 私がヒントを出すと、他人がそれを利用してしまうと思う
高次脳機能 自律神経障害 塩化ナトリウム
高次脳機能 人格障害 自律性調節障害
高次脳機能 人格障害 整頓
高次脳機能 その他 異常蓄積
高次脳機能 人格障害 整理
高次脳機能 人格障害 まわりの人々が自分を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 まわりの人たちは友好的ではない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は私を利用したり、操ろうとしている
高次脳機能 人格障害 鳴き声
高次脳機能 扁桃体 鳴き声
高次脳機能 人格障害 他の人が自分の邪魔をする
高次脳機能 血液脳関門 中枢神経病変
高次脳機能 扁桃体 社会恐怖
高次脳機能 血液脳関門 大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 １°構造
高次脳機能 血液脳関門 １°構造は非常にクローディン異なる
高次脳機能 その他 感情麻痺
高次脳機能 その他 染色体
高次脳機能 人格障害 悪
高次脳機能 人格障害 邪
高次脳機能 人格障害 非
高次脳機能 人格障害 善悪
高次脳機能 自律神経障害 中脳黒質
高次脳機能 血液脳関門 酸素
高次脳機能大脳基底核(高)被殻
高次脳機能 尾状核 被殻
高次脳機能 人格障害 扁桃核
高次脳機能 その他 扁桃核
高次脳機能 扁桃体 左扁桃体
高次脳機能 人格障害 扁桃
高次脳機能 血液脳関門 エンドセリンー１
高次脳機能 人格障害 クロシン
高次脳機能 血液脳関門 相互作用ホモフィリックアセンブル
高次脳機能 血液脳関門 隣接するセル間
高次脳機能大脳基底核(高)半卵円中心
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子に連鎖



高次脳機能 扁桃体 青斑核
高次脳機能 血液脳関門 終板血管器官
高次脳機能 血液脳関門 終板
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 人格障害 側頭葉極部
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子
高次脳機能 扁桃体 外背側被蓋核
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲
高次脳機能 血液脳関門 機能
高次脳機能 血液脳関門 拡散
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲の臓器
高次脳機能大脳基底核(高)大脳基底核
高次脳機能 尾状核 大脳基底核
高次脳機能大脳基底核(高)基底核皮質
高次脳機能大脳基底核(高)左右の大脳基底核の活動のバランス
高次脳機能 扁桃体 外側核
高次脳機能 扁桃体 基底外側核
高次脳機能 扁桃体 腹側被蓋野
高次脳機能 扁桃体 右扁桃体
高次脳機能 扁桃体 基底外側複合体
高次脳機能大脳基底核(高)脳波
高次脳機能 血液脳関門 メール大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 最後野
高次脳機能 血液脳関門 ４０ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 血液中のブドウ糖濃度
高次脳機能 血液脳関門 ２２ｋＤａリン
高次脳機能 血液脳関門 ６５ｋＤａ蛋白リン
高次脳機能大脳基底核(高)上小脳脚交叉
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの単参加の細胞
高次脳機能 血液脳関門 トラバーサルＢＢＢ
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体
高次脳機能 その他 ＰＴＳＤ　　  心的外傷後ストレス障害
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの組織周囲
高次脳機能 血液脳関門 リガンド受容体相互作用
高次脳機能 洗　脳 洗脳
高次脳機能大脳基底核(高)前核
高次脳機能 扁桃体 副基底核
高次脳機能大脳基底核(高)小脳性振戦
高次脳機能大脳基底核(高)小脳皮質
高次脳機能 扁桃体 中心核
高次脳機能 扁桃体 基底核
高次脳機能 扁桃体 皮質核
高次脳機能 血液脳関門 エリア後野センター
高次脳機能 扁桃体 内側核
高次脳機能 扁桃体 複合体
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ受容体
高次脳機能 扁桃体 中心核との接続を介して恐怖行動を引き起こす
高次脳機能大脳基底核(高)手綱核



高次脳機能 血液脳関門 弓のオルガン
高次脳機能 血液脳関門 構造バリアの血液脳
高次脳機能 洗　脳 英才教育を受けて
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢのリリース成熟
高次脳機能 血液脳関門 血液の信号
高次脳機能大脳基底核(高)ベータ（β）波
高次脳機能大脳基底核(高)シータ（θ）波
高次脳機能大脳基底核(高)基底核ｰ皮質コリン作動系
高次脳機能大脳基底核(高)梨状葉皮質
高次脳機能大脳基底核(高)デルタ（δ）波
高次脳機能大脳基底核(高)ガンマ（γ）波
高次脳機能大脳基底核(高)室周線維系
高次脳機能大脳基底核(高)脚橋被蓋核
高次脳機能大脳基底核(高)室間孔
高次脳機能大脳基底核(高)アルファ（α）波
高次脳機能大脳基底核(高)小脳核
高次脳機能 血液脳関門 リン脂質二重層
高次脳機能 血液脳関門 Ｃａ２+の３
高次脳機能大脳基底核(高)分界条
高次脳機能大脳基底核(高)腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能 尾状核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能大脳基底核(高)左右の大脳の活動のバランス
高次脳機能大脳基底核(高)ベータ状態
高次脳機能大脳基底核(高)シータ状態
高次脳機能大脳基底核(高)デルタ状態
高次脳機能大脳基底核(高)ガンマ状態
高次脳機能大脳基底核(高)脳弓
高次脳機能大脳基底核(高)アルファ状態
高次脳機能 血液脳関門 脳弓下器官
高次脳機能大脳基底核(高)背側縦束
高次脳機能大脳基底核(高)皮質線条体路
高次脳機能 カルチノイド 随意筋を動かすことができない
高次脳機能 カルチノイド 膝の力が抜けてしまう
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作（カタプレキシー）
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴わないナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 思い込み
高次脳機能 自律神経障害 子宮頸がんワクチン
高次脳機能 自律神経障害 注意力がなくなり、反応性が乏しくなった
高次脳機能 カルチノイド 倒れてしまう発作

高次脳機能 人格障害 人間関係での小規模な健忘　[他人との人間関係や会話の全部や
一部を思い出せない時がありますか？]

高次脳機能 人格障害 遺残頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 人格障害 発育不全
高次脳機能 カルチノイド 呂律がまわらなくなる
高次脳機能 血液脳関門 口蓋ミオクローヌス
高次脳機能 人格障害 育て方が悪い
高次脳機能 人格障害 呪詛
高次脳機能 その他 回避
高次脳機能 その他 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD



高次脳機能 人格障害 非常識
高次脳機能 その他 海馬の萎縮　（hippocampus）
高次脳機能 人格障害 海馬の傷
高次脳機能 血液脳関門 機械的閉塞の血管
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 扁桃体 大うつ病患者
高次脳機能 人格障害 呪い
高次脳機能 その他 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
高次脳機能 自律神経障害 ピック病
高次脳機能 その他 対人関係障害
高次脳機能 その他 産業事故
高次脳機能 人格障害 学習障害　（ＬＤ）
高次脳機能 その他

トラウマ体験を思い起こさせるような視覚的聴覚的刺激によって心拍数、血圧が異常
上昇

高次脳機能 人格障害 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
高次脳機能 その他 ＡＤの神経原線維変化
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けなどに障害は起きるもの
高次脳機能 その他 転換性障害
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 私は無垢で高貴だ
高次脳機能 扁桃体 パラフレニー
高次脳機能 人格障害 注意欠陥・多動性障害　（ＡＤ/ＨＤ）
高次脳機能 扁桃体 類破瓜病
高次脳機能 人格障害 五月病
高次脳機能 扁桃体 敏感関係妄想
高次脳機能 その他 外傷的体験
高次脳機能 扁桃体 恐ろしい表情を処理する
高次脳機能 人格障害 身近な人が不誠実だったり、裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 扁桃体 妄想性障害
高次脳機能 扁桃体 精神病
高次脳機能 人格障害 恋人は浮気をしていると思う
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境が複雑である
高次脳機能 その他 性的虐待
高次脳機能 その他 交通事故
高次脳機能 人格障害 屈辱は許せない
高次脳機能 人格障害 人が話す言葉には裏があると思う
高次脳機能 血液脳関門 細胞傷害性壊死因子１　（ＣＮＦ論理1）
高次脳機能 その他 反復的
高次脳機能 人格障害 私は正しい
高次脳機能 人格障害 他の人の言いなりになっていると、とんでもないトラブルに巻き込まれると思う

高次脳機能 人格障害 自分への攻撃
高次脳機能 その他 集中困難
高次脳機能 人格障害 他の人に弱みを握られたら、きっと利用されると思う
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管
高次脳機能 扁桃体 うつ病
高次脳機能 人格障害 私の作戦は完璧だ
高次脳機能 扁桃体 うつ状態
高次脳機能 その他 うつ状態
高次脳機能 扁桃体 恐怖表情



高次脳機能大脳基底核(高)表情認知課題
高次脳機能 扁桃体 抗うつ薬
高次脳機能 扁桃体 物音
高次脳機能 その他 適応障害
高次脳機能 人格障害 攻撃
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴うナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 自分は社会生活に適応できない
高次脳機能 自律神経障害 前頭側頭葉変性症
高次脳機能 その他 近親姦
高次脳機能 その他 ニューロン内封入体
高次脳機能 その他 行動障害
高次脳機能 人格障害 てんかん患者
高次脳機能 カルチノイド 神経伝達障害
高次脳機能 その他 再体験　（フラッシュバック）
高次脳機能 その他 再体験
高次脳機能 その他 海馬歯状回
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動の産出
高次脳機能 人格障害 緊張型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．２）
高次脳機能 人格障害 破瓜型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．１）
高次脳機能 人格障害 妄想
高次脳機能 扁桃体 妄想型に類似するが、妄想の内容が異なる
高次脳機能 扁桃体 長期増強を介して行われる
高次脳機能 人格障害 妄想型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．０）
高次脳機能 扁桃体 人格崩壊が少ない妄想型
高次脳機能 扁桃体 非定型精神病
高次脳機能 人格障害 鑑別不能型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．３）
高次脳機能 扁桃体 刺激の記憶と関連付
高次脳機能 その他 警戒状態
高次脳機能 扁桃体 刷り込まれている情動的経験の記憶
高次脳機能 人格障害 残遺型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．５）
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動を引き起こす
高次脳機能 その他 細胞内封入体
高次脳機能 人格障害 単純型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．６）
高次脳機能 血液脳関門 制御する
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの発現
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの獲得
高次脳機能 その他 グリア内封入体
高次脳機能 人格障害 うつ病
高次脳機能 人格障害 発育可能
高次脳機能 その他 性的外傷
高次脳機能 その他 レイプ
高次脳機能 人格障害 子育て
高次脳機能 血液脳関門 第３脳室
高次脳機能 血液脳関門 下垂体前葉
高次脳機能 血液脳関門 脈絡叢
高次脳機能 自律神経障害 前頭葉
高次脳機能 カルチノイド 随意筋
高次脳機能 血液脳関門 アスパラギン酸
高次脳機能 その他 ニューロン



高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球
高次脳機能 尾状核 淡蒼球
高次脳機能 人格障害 自閉症
高次脳機能 人格障害 てんかん発作
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 その他 海馬支脚
高次脳機能 その他 海馬　（海馬体）
高次脳機能大脳基底核(高)学習
高次脳機能 尾状核 学習
高次脳機能 その他 恐怖
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 その他 プロラクチン(PRL)
高次脳機能 血液脳関門 グルタミン酸
高次脳機能 その他 神経原線維
高次脳機能 人格障害 知能発達遅延
高次脳機能 血液脳関門 正中隆起
高次脳機能 人格障害 大人
高次脳機能 自律神経障害 脊髄後根神経節
高次脳機能 血液脳関門 第４脳室
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の新皮質
高次脳機能 扁桃体 外側部
高次脳機能 人格障害 保育
高次脳機能 血液脳関門 線毛
高次脳機能 その他 前頭連合野　（前頭前野）
高次脳機能 自律神経障害 前頭前野
高次脳機能 人格障害 育て方が上手
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角の底面
高次脳機能 尾状核 側脳室前角の底面
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角
高次脳機能 尾状核 側脳室下角
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角
高次脳機能 尾状核 側脳室前角
高次脳機能 扁桃体 表現の信号
高次脳機能 その他 軸索輸送
高次脳機能 扁桃体 嗅覚
高次脳機能大脳基底核(高)黒質線条体路
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角の上面
高次脳機能 尾状核 側脳室下角の上面
高次脳機能 人格障害 動脈の分岐部
高次脳機能大脳基底核(高)空間認知領域
高次脳機能 人格障害 てんかん
高次脳機能 扁桃体 情動の喚起　（emotional arousal）
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞の隣接分子
高次脳機能 その他 海馬采
高次脳機能大脳基底核(高)情動領域
高次脳機能 扁桃体 情動的な出来事に関連付
高次脳機能 その他 感覚野
高次脳機能 その他 体性感覚野
高次脳機能 血液脳関門 ローカライズ



高次脳機能 扁桃体 反射亢進の信号
高次脳機能 人格障害 記憶領域
高次脳機能 その他 注意
高次脳機能 自律神経障害 迷走神経背側核
高次脳機能 人格障害 側坐核
高次脳機能 扁桃体 感覚情報
高次脳機能 血液脳関門 プロファイル
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格転位
高次脳機能 その他 大脳連合野　（大脳皮質連合野）
高次脳機能 その他 前連合野
高次脳機能 扁桃体 調節　（modulation）
高次脳機能 その他 大脳皮質運動野
高次脳機能 その他 運動連合野
高次脳機能 自律神経障害 運動連合野
高次脳機能 その他 後連合野
高次脳機能 血液脳関門 トロンビン
高次脳機能大脳基底核(高)認知領域
高次脳機能 扁桃体 記憶の調節
高次脳機能 血液脳関門 傍細胞
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回背側部
高次脳機能 扁桃体 反射亢進
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答性
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答
高次脳機能 人格障害 隆回　fornicate gyrus
高次脳機能 血液脳関門 細胞外経路
高次脳機能 血液脳関門 周皮形成
高次脳機能 血液脳関門 拡散ダウン物質の勾配
高次脳機能 血液脳関門 サブユニット
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回吻腹側部
高次脳機能 血液脳関門 細胞の表面
高次脳機能大脳基底核(高)後部帯状回吻側/中間部
高次脳機能 扁桃体 視床網様体核
高次脳機能 血液脳関門 ＡＤＨ
高次脳機能 人格障害 発育
高次脳機能 人格障害 男性運
高次脳機能 人格障害 発育促進
高次脳機能 扁桃体 放出の信号
高次脳機能 血液脳関門 アクチンの再編成
高次脳機能 洗　脳 自分の個性を出していない
高次脳機能 血液脳関門 アクチン
高次脳機能 血液脳関門 エンドサイトーシス
高次脳機能 血液脳関門 誘導アクチン
高次脳機能大脳基底核(高)外側嗅条
高次脳機能 血液脳関門 脊髄前核細胞
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室の中心部
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球視床路
高次脳機能大脳基底核(高)黒質網様部
高次脳機能 その他 グリア組織
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の淡蒼球外節



高次脳機能大脳基底核(高)大脳の淡蒼球内節
高次脳機能大脳基底核(高)側頭極
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格
高次脳機能 血液脳関門 細胞内皮
高次脳機能 血液脳関門 神経性下垂体
高次脳機能 扁桃体 情動の学習
高次脳機能 その他 知覚
高次脳機能大脳基底核(高)顔面神経根
高次脳機能大脳基底核(高)顔面神経核
高次脳機能 血液脳関門 内皮の構造と機能の整合性の維持
高次脳機能 血液脳関門 周皮
高次脳機能 扁桃体 記憶固定　（memory consolidation）
高次脳機能 その他 後頭連合野　（視覚前野）
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶固定の調節
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 扁桃体 記憶の貯蔵
高次脳機能大脳基底核(高)記憶
高次脳機能 尾状核 記憶
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 血液脳関門 ｃｉｎｇｕｌｉｎ
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー２
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー１
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー３
高次脳機能 その他 側頭連合野
高次脳機能 その他 前頂連合野
高次脳機能 血液脳関門 細胞アクセサリー蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 宿主細胞
高次脳機能 その他 細胞内小器官輸送のレール
高次脳機能 その他 細胞の中心に集積
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞間の直接接触
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位によりシナプス応答性を上げる
高次脳機能大脳基底核(高)貫通線維
高次脳機能 血液脳関門 再構成細胞骨格
高次脳機能 その他 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
高次脳機能大脳基底核(高)嗅内野
高次脳機能 人格障害 発育中
高次脳機能大脳基底核(高)梨状葉前皮質
高次脳機能 血液脳関門 細胞分離
高次脳機能 血液脳関門 促進輸送
高次脳機能 血液脳関門 細胞内のＩＰ
高次脳機能 その他 海馬足
高次脳機能 その他 形態学的手法
高次脳機能 その他 海馬の透明層
高次脳機能 その他 海馬の頂上樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
高次脳機能大脳基底核(高)黒質緻密部　（ＳＮ）



高次脳機能 尾状核 黒質緻密部　（ＳＮ）
高次脳機能 その他 海馬白板
高次脳機能 その他 海馬傍回
高次脳機能 その他 海馬台
高次脳機能 その他 分子生物学的手法
高次脳機能 その他 海馬の細胞体基底部
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣのタイプの結合
高次脳機能 その他 海馬の基底樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 ｍｉｃｒｏｈｅｍｍｏｒａｇｅ
高次脳機能 その他 海馬の上昇層
高次脳機能 その他 海馬の分子層
高次脳機能 その他 海馬溝
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ血小板受容体活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入バインドするには、細菌侵入
高次脳機能 血液脳関門 ｃｙｔｏｓｌｅｌｅｔｏｎ
高次脳機能 その他 海馬鈎回
高次脳機能 血液脳関門 血管を提供構造をサポートする能力 （ｖａｓｏｄｙｎａｍｉｃ)
高次脳機能 血液脳関門 細胞神経細胞
高次脳機能 その他 海馬鈎
高次脳機能 血液脳関門 脳微小血管内皮細胞　(ＢＭＥＣ)
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣの整合性
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入
高次脳機能 その他 海馬の多形細胞層
高次脳機能 人格障害 発育促進エネルギー
高次脳機能 その他 海馬の顆粒細胞層
高次脳機能 その他 海馬の放射状層
高次脳機能 その他 海馬の網状・分子層
高次脳機能 血液脳関門 Ｂｒａｄｙｋｉｎ
高次脳機能 その他 海馬の錐体細胞層
高次脳機能 血液脳関門 血液脳関門
高次脳機能 血液脳関門 特殊な伝送
高次脳機能 血液脳関門 生後関与アストロサイト
高次脳機能 人格障害 自動車騒音
高次脳機能 人格障害 過食障害
高次脳機能 血液脳関門 強縮性収縮　tetaniccontraction
高次脳機能 人格障害 拒食障害
高次脳機能 人格障害 全生活史健忘（全般性健忘） ［全生涯にわたる記憶を喪失する健忘]

高次脳機能 カルチノイド 自尊心がくすぐられる
高次脳機能 血液脳関門 侵入微生物



高次脳機能 人格障害 こきおろし
高次脳機能 カルチノイド オレキシンの欠乏
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動症
高次脳機能 その他 血小板結合

高次脳機能 人格障害
能力、習慣、好み、知識に関する尋常でない変化　[あなたの能
力が説明できない方法で変化することはありませんか？自分で
できるとは知らないことをしたと言われたことはありません

高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子を破壊
高次脳機能 カルチノイド オレキシン１（ヒポクレチン-1が110ｐｇ/ｍＬ以下）
高次脳機能 血液脳関門 菌類
高次脳機能 人格障害 エンジン音
高次脳機能 自律神経障害 進行性失語症
高次脳機能 自律神経障害 語義性失語症
高次脳機能 人格障害 衝動性の強さ
高次脳機能 人格障害 衝撃性の強さ
高次脳機能 人格障害 自動車
高次脳機能 人格障害 オートバイ騒音
高次脳機能 その他 急性ストレス障害
高次脳機能 その他 慢性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 感違い
高次脳機能 その他 急性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 配偶者や性的パートナーの貞節に対して道理に合わない疑いを持つ

高次脳機能 その他 複雑性ＰＴＳＤ
高次脳機能 自律神経障害 自律神経障害
高次脳機能 扁桃体 双極性障害
高次脳機能 血液脳関門 周囲組織の壊死
高次脳機能 人格障害 勘違い
高次脳機能 人格障害 自分への嫌がらせ
高次脳機能 人格障害 嫌がらせ
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ損失
高次脳機能 血液脳関門 寄生赤血球
高次脳機能 血液脳関門 要件感染のＢＢＢの転成功
高次脳機能 人格障害 不適切で脈絡のない激しい怒りを持ち、それを抑えることができない

高次脳機能 その他 過剰警戒
高次脳機能 その他 過剰な警戒状態
高次脳機能 人格障害 モーター音
高次脳機能 人格障害 オートバイ
高次脳機能 人格障害 いつも相手の批判
高次脳機能大脳基底核(高)ストレスに対する感受性
高次脳機能大脳基底核(高)ストレスに対する感受性
高次脳機能 扁桃体 ストレスホルモンの放出

高次脳機能 人格障害
批判を恐れて重要な対人接触のある職業的立場（地位、役割）
を避けてしまう

高次脳機能 扁桃体 障害を起こす
高次脳機能 血液脳関門 細菌のライブ
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合
高次脳機能大脳基底核(高)恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事
高次脳機能 人格障害 拒絶にびくびく



高次脳機能 その他 戦慄
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの祭、感覚情報
高次脳機能 人格障害 住宅工事中の音
高次脳機能 その他 侵入的
高次脳機能 その他 物質輸送を抑制
高次脳機能 その他 侵入症状
高次脳機能 その他 静脈注射後の心血管反応
高次脳機能 その他 幼児期の性的・身体的虐待
高次脳機能 血液脳関門 血中オキシトシン
高次脳機能 人格障害 少しでも批判されるとがっくりきてしまう
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいないと不安になる
高次脳機能 その他 頭部神経痛
高次脳機能 人格障害 観念
高次脳機能 その他 失読症
高次脳機能 血液脳関門 ヘルペスウイルス
高次脳機能 その他 夢遊病
高次脳機能 血液脳関門 松果体
高次脳機能 人格障害 笑い
高次脳機能 その他 吃り（どもり）
高次脳機能 その他 閉所恐怖症
高次脳機能 人格障害 善
高次脳機能 人格障害 正邪
高次脳機能 人格障害 正
高次脳機能 血液脳関門 ヒスタミン
高次脳機能 その他 血小板
高次脳機能 血液脳関門 血小板
高次脳機能 扁桃体 パラノイア
高次脳機能 血液脳関門 オキシトシン
高次脳機能 その他 高頻度
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経細胞
高次脳機能 人格障害 理想化
高次脳機能 血液脳関門 性行為感染ヘルペス
高次脳機能 その他 神経軸索内
高次脳機能 カルチノイド オレキシン
高次脳機能 カルチノイド ヒポクレチン－１
高次脳機能 その他 集中力
高次脳機能 血液脳関門 分泌メラトニン
高次脳機能 人格障害 笑顔
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 透過性を変更する傍細胞
高次脳機能 血液脳関門 ペプチド
高次脳機能 血液脳関門 ｂｕｇｄｏｒｆｅｒｉ
高次脳機能 血液脳関門 ボレリア
高次脳機能 血液脳関門 ＰＲＢＣ
高次脳機能 血液脳関門 サイトカインの過剰産生
高次脳機能 その他 予期
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経
高次脳機能 人格障害 同僚



高次脳機能 血液脳関門 ファシリテーター輸送
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトエンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 受容体を介した
高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子
高次脳機能 自律神経障害 結果を評価する
高次脳機能 その他 デブリーフィング
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいると楽しい
高次脳機能 血液脳関門 生理学
高次脳機能 血液脳関門 無症候性サルコイドーシス
高次脳機能 血液脳関門 オクルーディン
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情記憶を消去する
高次脳機能 血液脳関門 松果腺
高次脳機能 血液脳関門 焦点
高次脳機能 血液脳関門 クラウディン
高次脳機能 血液脳関門 接合内皮バインディング
高次脳機能 血液脳関門 水溶性サイトカイン
高次脳機能 人格障害 笑う
高次脳機能 血液脳関門 タウリン
高次脳機能 血液脳関門 分泌調節機能
高次脳機能 血液脳関門 確実にブロックする
高次脳機能 血液脳関門 線溶系カスケードの活性化リンク
高次脳機能 その他 プラス極の物質輸送
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情の記憶を消去する為の洗脳
高次脳機能 血液脳関門 病態要因にＢＢＢの増加を引き起こす
高次脳機能 血液脳関門 ４貫通ドメイン
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能 その他 促進
高次脳機能 血液脳関門 Ｌの代謝ドーパなど
高次脳機能 その他 アイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 貪食活性
高次脳機能 血液脳関門 依存抑制因子
高次脳機能 血液脳関門 1つの膜貫通領域
高次脳機能 血液脳関門 バインディング循環
高次脳機能 血液脳関門 調節する傍細胞透過性
高次脳機能 血液脳関門 血小板活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 鎖のＴＪのローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 大行動酸
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＱ１
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＲ２
高次脳機能 血液脳関門 シグナル伝達機構
高次脳機能 血液脳関門 サポートＢＭＥＣ生化学
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤５
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤９
高次脳機能 人格障害 解離
高次脳機能 その他 解離
高次脳機能 人格障害 持続性健忘 ［ある出来事が生じた跡から今までの記憶を喪失する健

忘］高次脳機能 その他 神経細胞脱落
高次脳機能 血液脳関門 腫瘍壊死因子αのTNFーα
高次脳機能 人格障害 コレステロール結晶



高次脳機能 人格障害
人間関係の変化への困惑　[例えば、あなたが明らかに記憶した
ことのない事実にもとづいて他人が怒ったり親しくなったこと
はないですか？]

高次脳機能 血液脳関門 固定姿勢維持困難
高次脳機能 血液脳関門 asterixis アステリキ
高次脳機能 自律神経障害 異常構造物
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能 人格障害 上司から軽い、お小言を食らっただけで「嫌い」になってしまう
高次脳機能 扁桃体 電波による全扁桃体の選択的な損傷
高次脳機能 カルチノイド 中途覚醒
高次脳機能 カルチノイド 熟睡困難
高次脳機能 その他 神経変性疾患
高次脳機能 その他 Ｐｉｃｋ病様
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられることを極度に恐れる
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられる
高次脳機能 その他 痴呆
高次脳機能 その他 Ａ・β誘導性の認知障害
高次脳機能 その他 アルコール・薬物乱用
高次脳機能 その他 覚醒亢進
高次脳機能 扁桃体 被害妄想
高次脳機能 扁桃体 被害者意識
高次脳機能 その他 アルコール・薬物依存症
高次脳機能 その他 覚醒の持続的亢進
高次脳機能 その他 教師からの暴力
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合依存経路
高次脳機能 カルチノイド 睡眠麻痺
高次脳機能 カルチノイド 睡眠発作
高次脳機能 人格障害 義弟
高次脳機能 人格障害 電離
高次脳機能 扁桃体 硬直　（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）
高次脳機能 扁桃体 錯乱
高次脳機能 その他 異常フィラメントが形成
高次脳機能 自律神経障害 リン酸二水素ナトリウム
高次脳機能 その他 刺激に対する心血管反応
高次脳機能 人格障害 後かたずけ
高次脳機能 人格障害 空の巣症候群
高次脳機能 その他 睡眠障害
高次脳機能 その他 無力感
高次脳機能 血液脳関門 トキソプラズマ
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 人格障害 被災者
高次脳機能 血液脳関門 コカイン毒
高次脳機能 扁桃体 神経結合
高次脳機能 人格障害 勉強
高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 人格障害 弟
高次脳機能 人格障害 兄弟・姉妹
高次脳機能 その他 ナラティブセラピー



高次脳機能 血液脳関門 クローデイン
高次脳機能 その他 認知行動療法
高次脳機能 血液脳関門 接合タイド
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック処理
高次脳機能 尾状核 フィードバック処理
高次脳機能 その他 適応
高次脳機能 その他 グループ治療
高次脳機能大脳基底核(高)補償　（compensation）
高次脳機能 血液脳関門 菌血症度の高
高次脳機能 扁桃体 フェロモン
高次脳機能 その他 フィラメント
高次脳機能 自律神経障害 ピック球
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー型痴呆（ダウン症候群）
高次脳機能 人格障害 上司
高次脳機能 扁桃体 左耳
高次脳機能 扁桃体 右耳
高次脳機能 血液脳関門 物質最も透水性に
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック
高次脳機能 尾状核 フィードバック
高次脳機能 扁桃体 トキソプラズマを体外へ排除
高次脳機能 その他 神経軸索内の分子量
高次脳機能 血液脳関門 神経サルコイドーシス
高次脳機能大脳基底核(高)腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
高次脳機能大脳基底核(高)扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
高次脳機能大脳基底核(高)回路の過活動
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 血液脳関門 接合タイトローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 リリース
高次脳機能 血液脳関門 neurohormones
高次脳機能 血液脳関門 信号神経
高次脳機能 人格障害 ヒーラー Healer
高次脳機能 血液脳関門 長短
高次脳機能 扁桃体 神経核
高次脳機能 人格障害 社長
高次脳機能 血液脳関門 タイト名結合
高次脳機能 扁桃体 耳鳴り
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合
高次脳機能 その他 安定化
高次脳機能 血液脳関門 より広範なタイトな結合（のＪＴ）
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトＢＢＢを生成
高次脳機能 その他 ライシング
高次脳機能 血液脳関門 要因アストロサイドによって生成
高次脳機能 その他 選択的スプ
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｑｉｏｎｏｌｏｎｉｃ酸
高次脳機能 血液脳関門 ＭＩＰは、２
高次脳機能 血液脳関門 神経端末
高次脳機能 その他 意思決定



高次脳機能 血液脳関門 エンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 白血球ＪＡＭ

高次脳機能 人格障害 選択性健忘 ［短時間に生じた出来事の一部を思い出すことができま
すが、全てを思い出すことができない健忘]

高次脳機能 人格障害 認知症
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ａ
高次脳機能 人格障害 組織との相性
高次脳機能 カルチノイド 真性幻覚
高次脳機能 自律神経障害 ＴＤＰ－４３
高次脳機能 その他 AD-converted MCI
高次脳機能 血液脳関門 薬剤の副作用
高次脳機能 人格障害 パワーハラスメント
高次脳機能 人格障害 他人との相性
高次脳機能 その他 薬物療法
高次脳機能 人格障害 対人関係が非常に不安定
高次脳機能 その他 記銘力障害
高次脳機能 その他 空間認知障害
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ｂ
高次脳機能 人格障害 社会常識が無い
高次脳機能 人格障害 義父母との相性
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 血液脳関門 カリニ原虫
高次脳機能 血液脳関門 減少白血球同型の移行を強化
高次脳機能 血液脳関門 白血球遊走
高次脳機能 その他 βアミロイド
高次脳機能 その他 タウ遺伝子の点突然変異
高次脳機能 その他 変異型タウ
高次脳機能 その他 タウ蛋白質がリン酸化
高次脳機能 その他 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
高次脳機能 その他 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
高次脳機能 血液脳関門 白血病信号
高次脳機能 人格障害 拒絶反応
高次脳機能 人格障害 自分への虐め
高次脳機能 人格障害 虐め
高次脳機能 人格障害 兄弟の相性
高次脳機能 人格障害 姉妹の相性
高次脳機能 人格障害 自分への苛め
高次脳機能 人格障害 対人関係
高次脳機能 洗　脳 自分を抑えてきた
高次脳機能 洗　脳 嫌いな兄弟がいる
高次脳機能 人格障害 愚かなこと
高次脳機能 人格障害 馬鹿者
高次脳機能 その他 再犠牲者化
高次脳機能 人格障害 姉
高次脳機能 人格障害 義姉
高次脳機能 人格障害 妹
高次脳機能 人格障害 義妹
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質接合タイト



高次脳機能 人格障害 石灰沈着
高次脳機能 その他 摂食障害
高次脳機能 その他 内因性タウ蛋白質
高次脳機能 その他 progressive MCI
高次脳機能 その他 タウの過剰発現
高次脳機能 その他 stable MCI
高次脳機能 人格障害 幻覚
高次脳機能 人格障害 家族の相性
高次脳機能 人格障害 失恋
高次脳機能 血液脳関門 ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍの複数形
高次脳機能 その他 ステムループ
高次脳機能 人格障害 昏迷
高次脳機能 人格障害 興奮
高次脳機能 その他 微小管が不安定化
高次脳機能 血液脳関門 トランス脂肪酸
高次脳機能 その他 過敏性
高次脳機能 人格障害 たわけ者
高次脳機能 人格障害 馬鹿にして
高次脳機能 人格障害 ふざけた者
高次脳機能 人格障害 兄
高次脳機能 人格障害 義兄
高次脳機能 血液脳関門 白血球
高次脳機能 その他 認知機能
高次脳機能 その他 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア）
高次脳機能 人格障害 相性
高次脳機能 その他 セロトニン
高次脳機能 血液脳関門 カンジダ
高次脳機能 血液脳関門 検出レベル
高次脳機能 血液脳関門 ニコチン
高次脳機能 血液脳関門 Ｃクリプトコッカス
高次脳機能 血液脳関門 循環白血球
高次脳機能 その他 ４つ有するものを４リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 外膜タンパク質Ａ
高次脳機能 その他 ３つ有するものを３リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 アクセサリータンパク質
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 接着接合
高次脳機能 血液脳関門 カテニン
高次脳機能 血液脳関門 接点間の細胞接着フォーム
高次脳機能 血液脳関門 リンク膜タンパク質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質濃度
高次脳機能 血液脳関門 架橋膜貫通タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 透水性
高次脳機能 血液脳関門 井部タンパク質
高次脳機能 その他 微小管結合蛋白
高次脳機能 血液脳関門 間膜蛋白質
高次脳機能大脳基底核(高)調節
高次脳機能 人格障害 夫婦の相性



高次脳機能 その他 Ｃ端側に繰り返す
高次脳機能 血液脳関門 構造
高次脳機能 その他 エキソン１０
高次脳機能 その他 エキソン３
高次脳機能 人格障害 従兄弟
高次脳機能 人格障害 従姉妹
高次脳機能 その他 エキソン２
高次脳機能 その他 微小管の重合
高次脳機能 血液脳関門 肺炎の細胞壁のホスホリルコリン
高次脳機能 その他 アミロイドβペプチド（Ａβ）
高次脳機能 血液脳関門 全体白血球　interendothelial
高次脳機能 血液脳関門 AB蛋白質のコンポーネント
高次脳機能 その他 キネシン
高次脳機能 その他 キネシンのモーター蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 サブスタンスＰ
高次脳機能 人格障害 親子の相性
高次脳機能 人格障害 恋人
高次脳機能 血液脳関門 輪廻を導く可能性
高次脳機能 洗　脳 兄弟
高次脳機能 洗　脳 兄弟は好き
高次脳機能 血液脳関門 選択拡散
高次脳機能 その他 タウアイソフォーム
高次脳機能 人格障害 夫婦
高次脳機能 血液脳関門 積分膜タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質仲介コンプレックス
高次脳機能 血液脳関門 規制タンパク質
高次脳機能 人格障害 三男
高次脳機能 人格障害 次男
高次脳機能 人格障害 長男
高次脳機能 人格障害 次女
高次脳機能 人格障害 長女
高次脳機能 血液脳関門 ＬＩＦ法拡散
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核束
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核ワナ
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核 （大脳）
高次脳機能 血液脳関門 コンセンサス　（意見の一致）
高次脳機能 血液脳関門 壁内　Intramembranous
高次脳機能 その他 生物化学反応の増加
高次脳機能 血液脳関門 膜関連グアニル酸キナーゼ様タンパク質　（ＭＡＧＵＫＳ）
高次脳機能大脳基底核(高)閾値の制御
高次脳機能 尾状核 閾値の制御
高次脳機能大脳基底核(高)閾値
高次脳機能 尾状核 閾値
高次脳機能大脳基底核(高)閾値となる電位を制御
高次脳機能 尾状核 閾値となる電位を制御
高次脳機能 人格障害 閉鎖恐怖症
高次脳機能 人格障害 密室恐怖症

高次脳機能 人格障害 限局性健忘（局所性健忘） [数時間から数日という短時間に生じた出
来事の記憶を消失する健忘］



高次脳機能 カルチノイド 身体疾患によるナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 加害
高次脳機能 人格障害 加害者
高次脳機能 人格障害 自殺
高次脳機能 人格障害 自殺願望
高次脳機能 人格障害 殺人
高次脳機能 人格障害 殺人者
高次脳機能 人格障害 殺人犯
高次脳機能 人格障害 殺人願望
高次脳機能 人格障害 他殺

高次脳機能 人格障害
生活史の断片的な想起　[自分の生活についての記憶の途切れに
気づきませんか？結婚や卒業の記憶のような重要な記憶を失っ
たことはありませんか？子供の時の記憶は？戦争の時の記憶

高次脳機能 血液脳関門 覚せい剤
高次脳機能 カルチノイド 抗重力筋が脱力
高次脳機能 カルチノイド 感情が昂った
高次脳機能 人格障害 意識を回復しない
高次脳機能 人格障害 尾状核の傷

高次脳機能 人格障害 説明できない所有物の出現 [あなたは自分の持ち物の中に説明
できないものがありますか？]

高次脳機能 人格障害 両極端（理想化とこきおろし）を揺れ動く他人への評価
高次脳機能 人格障害 自損
高次脳機能 人格障害 自損行為
高次脳機能 人格障害 電解質異常

高次脳機能 人格障害
ストレスがあると妄想的な考えや解離性状態（考えがまとまらない
状態）が生じることがある

高次脳機能 その他 嗜癖性疾患
高次脳機能 その他 不眠
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)高機能自閉症
高次脳機能 人格障害 アスペルガー症候群　Ａsperger syndrome:AS
高次脳機能大脳基底核(高)低機能自閉症
高次脳機能大脳基底核(高)カナー症候群
高次脳機能 その他 苦痛な感情を脱感作
高次脳機能 その他 ホモシスチン　（必須アミノ酸の老廃物）
高次脳機能 その他 感情障害
高次脳機能大脳基底核(高)自閉傾向
高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じることができずに育った
高次脳機能 扁桃体 気分障害　（感情障害）
高次脳機能 洗　脳 親の云う事を守って失敗した事がある
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質の機能不全
高次脳機能 その他 カテコールアミンの２４時間尿中排泄量の増加
高次脳機能 洗　脳 親の教えに誤りがあった事がある
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でトラウマを感じて育った
高次脳機能 洗　脳 嫌いな家族がいる
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でコンプレックスを感じて育った
高次脳機能大脳基底核(高)知的障害者
高次脳機能 人格障害 感情がきわめい不安定
高次脳機能 人格障害 悪い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が嫌い



高次脳機能 人格障害 尾状核の機能低下
高次脳機能 人格障害 婿
高次脳機能 洗　脳 家庭は問題ない
高次脳機能 人格障害 家族の崩壊
高次脳機能 人格障害 家庭の崩壊
高次脳機能 人格障害 伯父
高次脳機能 人格障害 伯母
高次脳機能 人格障害 家庭内暴力
高次脳機能 人格障害 家庭内苛め
高次脳機能 その他 自傷行為
高次脳機能 洗　脳 生活規範を親に押しつけられた
高次脳機能 その他 身体的障害
高次脳機能 洗　脳 家族と仲が悪い
高次脳機能 人格障害 自慰
高次脳機能 扁桃体 意識変容
高次脳機能 人格障害 意識不明
高次脳機能 人格障害 猫の目のように変わる感情表現
高次脳機能 人格障害 感情がきわめいて不安定
高次脳機能 人格障害 家庭
高次脳機能 洗　脳 家庭
高次脳機能 血液脳関門 アヘン毒
高次脳機能 その他 夜尿症
高次脳機能 血液脳関門 麻薬中毒
高次脳機能大脳基底核(高)コリン作動性ニューロン
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質
高次脳機能 その他 吃逆
高次脳機能 人格障害 人間関係
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが無い
高次脳機能大脳基底核(高)前後の体のバランス
高次脳機能 人格障害 義父
高次脳機能 人格障害 義母
高次脳機能 人格障害 育ての母
高次脳機能 血液脳関門 不在ピンホール
高次脳機能 人格障害 叔父
高次脳機能 人格障害 叔母
高次脳機能 人格障害 家庭の平和
高次脳機能 人格障害 眼窩前頭皮質
高次脳機能大脳基底核(高)中間帆　（velum　interpositum）
高次脳機能 洗　脳 親から教わった生活規範は正しかった
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが有る
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭構成
高次脳機能 血液脳関門 転送転送細胞内
高次脳機能大脳基底核(高)放射冠
高次脳機能 その他 精神力動的治療
高次脳機能 人格障害 カウンセラー
高次脳機能 人格障害 自慰行為
高次脳機能 人格障害 意識不明回復見込み
高次脳機能 人格障害 意識を回復　



高次脳機能 人格障害 線条体のＢ　近心面
高次脳機能 人格障害 線条体のＡ　外側面
高次脳機能大脳基底核(高)線条体
高次脳機能大脳基底核(高)線条体
高次脳機能 その他 ノルエピネフリン
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内包後脚.
高次脳機能大脳基底核(高)左尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核頭
高次脳機能 尾状核 尾状核頭
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の外髄板
高次脳機能大脳基底核(高)対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 尾状核 尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核体
高次脳機能 尾状核 尾状核体
高次脳機能 その他 エピネフリン
高次脳機能 人格障害 子は子らしくあるべきだ
高次脳機能 血液脳関門 ＵＭＰ
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルトの反屈束
高次脳機能 洗　脳 家族と仲がいい
高次脳機能 洗　脳 家族のことが好き
高次脳機能 人格障害 バリア
高次脳機能 血液脳関門 バリア
高次脳機能 血液脳関門 ＵＴＰ
高次脳機能大脳基底核(高)コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｘファミリー
高次脳機能 自律神経障害 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症　ＤＮＡ損傷)
高次脳機能 血液脳関門 バリア機能
高次脳機能 血液脳関門 オリゴデンドロサイト
高次脳機能大脳基底核(高)線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
高次脳機能大脳基底核(高)線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｙファミリー
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能大脳基底核(高)最内包前脚
高次脳機能 尾状核 最内包前脚
高次脳機能 血液脳関門 アミノ酸中性
高次脳機能大脳基底核(高)左右の意識のバランス
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２プリン受容体
高次脳機能 血液脳関門 Ｇタンパク共役型受容体
高次脳機能 人格障害 祖父
高次脳機能 人格障害 祖母
高次脳機能 その他 精神の統合性
高次脳機能大脳基底核(高)被蓋
高次脳機能 人格障害 孫
高次脳機能 人格障害 嫁
高次脳機能 人格障害 子
高次脳機能 人格障害 娘
高次脳機能 人格障害 男児
高次脳機能 人格障害 顕在意識



高次脳機能 人格障害 潜在意識
高次脳機能大脳基底核(高)疑核
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンイオン依存性カルシウムドメイン
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンーカテニン複合体
高次脳機能 血液脳関門 遺伝子組換食品（ターミネーター）
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリン
高次脳機能大脳基底核(高)背側運動核
高次脳機能大脳基底核(高)皮質脊髄路
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内髄板
高次脳機能大脳基底核(高)背側被蓋核
高次脳機能大脳基底核(高)前外側腹側核
高次脳機能大脳基底核(高)線条体淡蒼球路
高次脳機能 人格障害 物質的肉体
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球視床下核路
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
高次脳機能大脳基底核(高)橋核小脳路
高次脳機能大脳基底核(高)外包
高次脳機能 血液脳関門 細胞膜
高次脳機能 血液脳関門 ＤＮＡマイクロアレイ
高次脳機能 血液脳関門 細胞接着を通じて輪廻
高次脳機能 血液脳関門 スター型グリア細胞
高次脳機能 血液脳関門 グリシン
高次脳機能大脳基底核(高)最外包
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー
高次脳機能 人格障害 先輩
高次脳機能大脳基底核(高)運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
高次脳機能大脳基底核(高)酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
高次脳機能大脳基底核(高)バリスム ballism
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能 人格障害 年輩者
高次脳機能 血液脳関門 疎pinocytic小砲輸送
高次脳機能 人格障害 生母
高次脳機能 人格障害 感情
高次脳機能 血液脳関門 必須アミノ酸
高次脳機能 自律神経障害 我慢ができなくなり、己の感情のままに行動するようになった
高次脳機能大脳基底核(高)前後の意識のバランス
高次脳機能 その他 グリア細胞
高次脳機能大脳基底核(高)小脳核視床路
高次脳機能 人格障害 親
高次脳機能 人格障害 母
高次脳機能 人格障害 父
高次脳機能 人格障害 妻
高次脳機能 人格障害 夫
高次脳機能 洗　脳 親離れ
高次脳機能 その他 脳脊髄液
高次脳機能 血液脳関門 霊障
高次脳機能 血液脳関門 ミクログリア



高次脳機能 その他 タウ遺伝子の変異
高次脳機能 その他 タウ遺伝子
高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じて育った
高次脳機能大脳基底核(高)皮質橋核路
高次脳機能 洗　脳 親
高次脳機能 人格障害 良い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が好き
高次脳機能 洗　脳 両親
高次脳機能 自律神経障害 創造
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ間隙
高次脳機能 人格障害 高所恐怖症
高次脳機能 人格障害 人格解離
高次脳機能 人格障害 解離性障害
高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 人格障害 解離ヒステリー
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレインの蓄積
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体病
高次脳機能 自律神経障害 レビー（レヴイー）小体

高次脳機能 その他 解離性健忘

高次脳機能 人格障害 解離性健忘［一般に心の傷やストレスに満ちた情報が思い出せ
なくなるというのが特徴]

高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 その他 フェンフルラミン
高次脳機能 血液脳関門 痴情霊
高次脳機能 カルチノイド 金縛り
高次脳機能 人格障害 パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 人格変換
高次脳機能 人格障害 人格崩壊
高次脳機能 血液脳関門 スペロヘータ
高次脳機能 血液脳関門 細菌
高次脳機能 血液脳関門 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
高次脳機能 人格障害 愛情対象が自分から去ろうとする
高次脳機能 その他 皮質基底核変成症
高次脳機能 人格障害 人格障害　personality disorder
高次脳機能 人格障害 人格障害
高次脳機能 人格障害 パラノイド　（妄想性人格障害）
高次脳機能 人格障害 シツォイド　（分裂病質人格障害）
高次脳機能 人格障害 スキゾタイパル　（演技性人格障害）
高次脳機能 人格障害 自己愛型　（自己愛性人格障害）
高次脳機能 人格障害 ヒストリオニック
高次脳機能 人格障害 反社会型　（反社会性人格障害）
高次脳機能 人格障害 依存型　（依存性人格障害）
高次脳機能 人格障害 境界例型　（境界性人格障害）
高次脳機能 その他 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避型　（回避性人格障害）
高次脳機能 人格障害 非定型
高次脳機能 人格障害 強迫型　（強迫性人格障害）
高次脳機能 人格障害 受動攻撃型
高次脳機能 人格障害 混合型　（分裂病型人格障害）



高次脳機能 人格障害 複雑型
高次脳機能 人格障害 異型
高次脳機能 人格障害 人間として長所が無い
高次脳機能 人格障害 妄想性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病質人格障害
高次脳機能 人格障害 演技性人格障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性人格障害
高次脳機能 人格障害 反社会性人格障害
高次脳機能 人格障害 依存性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避性人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 強迫性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病型人格障害
高次脳機能 人格障害 社会に護られている　　
高次脳機能 自律神経障害 店でものをとって食べて平然としている
高次脳機能 血液脳関門 トラバース
高次脳機能 その他 犯罪
高次脳機能 自律神経障害 ＨＴＬＹ－１
高次脳機能 人格障害 眠れ無い
高次脳機能 洗　脳 愛情不足の信号
高次脳機能 人格障害 性格障害
高次脳機能 人格障害 愛情の確認を求める
高次脳機能 人格障害 愛情欲求が強い
高次脳機能 人格障害 解離性状態　（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 解離性状態（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 脳器質疾患の後遺症
高次脳機能 人格障害 神経症状態
高次脳機能 扁桃体 接枝統合失調症
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調型人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 反社会性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 演技性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 回避性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 特定不能の統合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調感情障害
高次脳機能 人格障害 依存性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 発達
高次脳機能 人格障害 発達可能
高次脳機能 人格障害 統合失調症型パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 強迫性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調症後抑うつ　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．４）
高次脳機能 人格障害 総合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調症質パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 知恵熱によるストレス
高次脳機能 人格障害 組織に護られている
高次脳機能 人格障害 遺伝的
高次脳機能 人格障害 体質的



高次脳機能 その他 老人斑
高次脳機能 その他 性格変化
高次脳機能 人格障害 睡眠不足
高次脳機能 自律神経障害 時と場所をわきまえない、浅はかな言動が多くなった
高次脳機能 人格障害 愛していない
高次脳機能 その他 パーキンソニズ
高次脳機能 その他 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
高次脳機能 その他 人格変化
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体型認知症
高次脳機能 自律神経障害 派手になってやたらと買い物をする
高次脳機能 人格障害 知恵熱
高次脳機能 人格障害 家族に護られている
高次脳機能 自律神経障害 線状体黒質変性症（ＳＮＤ）
高次脳機能 その他 進行性核上性麻痺
高次脳機能 自律神経障害 騒がしく軽々しくなった
高次脳機能 自律神経障害 何もしないでじっとしている
高次脳機能 自律神経障害 人格、性格が極端に変わってしまった
高次脳機能 自律神経障害 不潔で平気でいる
高次脳機能 人格障害 人間関係に必要以上に神経過敏
高次脳機能大脳基底核(高)左右のバランス
高次脳機能 血液脳関門 脳腫瘍
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレイン
高次脳機能 その他 発作・痙攣　（けいれん）
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体脚
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体視床路
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体被蓋束
高次脳機能大脳基底核(高)中隔核
高次脳機能大脳基底核(高)中隔野(核)
高次脳機能大脳基底核(高)透明中隔
高次脳機能大脳基底核(高)内側嗅条
高次脳機能大脳基底核(高)内側前脳束
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害の様子
高次脳機能 人格障害 親に護られている
高次脳機能 人格障害 気質

高次脳機能 自律神経障害 自分の環境や状況を認識する
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 睡眠
高次脳機能 人格障害 体質

高次脳機能 人格障害 肉体
高次脳機能大脳基底核(高)左右の体のバランス
高次脳機能大脳基底核(高)上下の体のバランス
高次脳機能 人格障害 夢
高次脳機能 血液脳関門 ジャム機能バリア
高次脳機能 人格障害 ありがとう
高次脳機能 血液脳関門 ジャム
高次脳機能 人格障害 悪夢
高次脳機能 血液脳関門 転送物質の親油性



高次脳機能 血液脳関門 アルコール
高次脳機能 人格障害 発達促進
高次脳機能 人格障害 発達促進エネルギー
高次脳機能 血液脳関門 インターロイキンβはILーβ
高次脳機能 人格障害 異常性欲
高次脳機能 自律神経障害 水酸化アルミニウム
高次脳機能 人格障害 趣味
高次脳機能大脳基底核(高)ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の新線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の古線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の原線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内包
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の外包
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の最外包
高次脳機能大脳基底核(高)側副溝
高次脳機能大脳基底核(高)脳梁
高次脳機能 人格障害 気質/体質

高次脳機能 その他 原因遺伝子
高次脳機能 人格障害 墳
高次脳機能 人格障害 墓
高次脳機能 人格障害 教会
高次脳機能 人格障害 墓地
高次脳機能 人格障害 墓碑
高次脳機能 人格障害 墓柱
高次脳機能 人格障害 供養
高次脳機能 血液脳関門 形態脳血液
高次脳機能 血液脳関門 先祖霊
高次脳機能 その他 高次脳機能
高次脳機能 血液脳関門 悪魔・サタンの霊障
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核尾
高次脳機能 尾状核 尾状核尾
高次脳機能 血液脳関門 自縛霊
高次脳機能 人格障害 愛　（Ｌｏｖｅ）
高次脳機能大脳基底核(高)視索前野
高次脳機能 人格障害 バランスを取り戻す
高次脳機能 血液脳関門 分子
高次脳機能 血液脳関門 分子として機能するタンパク結合
高次脳機能 血液脳関門 アポトーシス
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルト基底核
高次脳機能大脳基底核(高)ブローカの対角帯
高次脳機能 血液脳関門 集中力
高次脳機能大脳基底核(高)髄板
高次脳機能大脳基底核(高)大脳脚
高次脳機能大脳基底核(高)上下の意識のバランス
高次脳機能 人格障害 神に対する恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する恐怖
高次脳機能 人格障害 神に対する恨み
高次脳機能 血液脳関門 パラクリン



高次脳機能 人格障害 神に見放されている
高次脳機能 人格障害 神に見放されるのではと言う恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する憎しみ
高次脳機能 人格障害 神に対する憤り
高次脳機能 人格障害 神に対するプレッシャー
高次脳機能 人格障害 人
高次脳機能 人格障害 人格
高次脳機能 人格障害 人間
高次脳機能 人格障害 先祖に護られている
高次脳機能 人格障害 人類
高次脳機能 人格障害 神様に護られている
高次脳機能 認知症 アルツハイマー型認知症

高次脳機能 認知症 脳血管型認知症

高次脳機能 認知症 レビー小体型認知症

高次脳機能 認知症 前頭側頭型認知症

高次脳機能 認知症 皮質基底核変性症

高次脳機能 認知症 クロイツフェルド・ヤコブ病

高次脳機能 認知症 進行性核上性麻痺

高次脳機能 認知症 脳脊髄液循環障害

高次脳機能 認知症 正常圧水頭症

高次脳機能 認知症 突発性正常圧水頭症

高次脳機能 認知症 進行麻痺

高次脳機能 認知症 アルコール認知症

高次脳機能 認知症 身体疾患に伴う認知症

高次脳機能 認知症 認知症を伴うパーキンソン病

高次脳機能 認知症 初期　期間２～６年間(アルツハイマー型認知症)

高次脳機能 認知症 中期　期間２～３年間(アルツハイマー型認知症)

高次脳機能 認知症 後期(アルツハイマー型認知症)

高次脳機能 認知症 初期の症状(脳血管型認知症)

高次脳機能 認知症 中期以降の症状(脳血管型認知症)

高次脳機能 認知症 中核症状

高次脳機能 認知症 記憶障害

高次脳機能 認知症 　短期記憶障害

高次脳機能 認知症 　長期記憶障害

高次脳機能 認知症 　エピソード記憶の障害

高次脳機能 認知症 　手続き記憶の障害

高次脳機能 認知症 　意味記憶の障害

高次脳機能 認知症 　初期の症状(記憶障害)

高次脳機能 認知症 　中期の症状(記憶障害)

高次脳機能 認知症 　後期の症状(記憶障害)

高次脳機能 認知症 見当識障害

高次脳機能 認知症 判断力の障害(実行機能障害)

高次脳機能 認知症 失語【高次脳機能障害】

高次脳機能 認知症 失認【高次脳機能障害】

高次脳機能 認知症 失行【高次脳機能障害】

高次脳機能 認知症 周辺症状

高次脳機能 認知症 認知症による徘徊

高次脳機能 認知症 弄便（ろうべん）

高次脳機能 認知症 物盗られ妄想



高次脳機能 認知症 認知症によるせん妄

高次脳機能 認知症 幻覚と錯覚

高次脳機能 認知症 認知症による「うつ・抑うつ」

高次脳機能 認知症 暴力・暴言

高次脳機能 認知症 介護拒否

高次脳機能 認知症 失禁

高次脳機能 認知症 不眠・睡眠障害・昼夜逆転

高次脳機能 認知症 帰宅願望

高次脳機能 認知症 食べない

高次脳機能 認知症 異食

高次脳機能 認知症 ピック病
高次脳機能 認知症 ピック球
高次脳機能 認知症 ＭＣＩ５つの定義、認知機能（記憶、決定、理由づけ、実行など）のうち１つの↓

高次脳機能 認知症 　　　　　↑機能に問題が生じてはいますが、日常生活には支障がない状態

高次脳機能 認知症 １．記憶障害の訴えが本人または家族から認められている

高次脳機能 認知症 ２．日常生活動作は正常

高次脳機能 認知症 ３．全般的認知機能は正常

高次脳機能 認知症 ４．年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害が存在する

高次脳機能 認知症 ５．認知症ではない

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス　ＨＩＶ
微生物 ウイルス 薬剤によるＡＩＤＳ感染
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス感染症
微生物 ウイルス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
微生物 ウイルス ＡＩＤＳウイルス
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞
微生物 細　菌 人喰バクテリア
微生物 ウイルス クリプティック・プラスミド
微生物 ウイルス プラスミド
微生物 ウイルス 薬剤耐性プラスミド
微生物 細　菌 経口感染
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ疾患発症
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陰性
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性未発症
微生物 手足口病 飛まつ感染
微生物 ヘルペスⅡ 酸化血液では感染しやすいし、ウイルスが変異して生存
微生物 ウイルス ＳＶ４０というウイルス
微生物 ウイルス シトステロール血症　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス 乾癬性関節炎
微生物 ウイルス 最新型ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス デング熱ウイルス
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性
微生物 ヘルペス 乾癬
微生物 ヘルペス 毛包
微生物 ヘルペス かいせん  (疥癬)
微生物 ヘルペス 紅斑
微生物 ヘルペス 汗腺
微生物 ヘルペス エクリン腺
微生物 ヘルペス 皮脂腺
微生物 ウイルス ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
微生物 ヘルペス アポクリン腺
微生物 ヘルペス ロ唇ヘルペス
微生物 ヘルペス デルマトーム(皮膚知覚帯)
微生物 ヘルペスⅡ ナチュラルキラーＴ細胞
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞を攻撃する抗体
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型
微生物 ヘルペス ドライスキン
微生物 ヘルペス ブラジキニン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン生合成阻害薬
微生物 ヘルペス イブプロフェン
微生物 ヘルペス エテンザミド
微生物 ヘルペス アセトアミノフェン
微生物 ヘルペス メフェナム酸
微生物 ヘルペスⅡ 本わさびエキス
微生物 ウイルス 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
微生物 ヘルペス 神経伝達物質
微生物 ヘルペス 神経ペプチド 2015/3/10 P- 70  



微生物 ヘルペス 椎間板の繊維輪
微生物 ウイルス 胎児母体より感染
微生物 ヘルペスⅡ センダイウィルスベクター
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子変異細胞
微生物 ヘルペス 皮下脂肪
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知らない
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させた
微生物 ヘルペスⅡ 自分でどうすればよいのかわからない
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けた
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けていない
微生物 ヘルペスⅡ エイズウィルスに含まれる特定タンパク質
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知っている
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させられた
微生物 ヘルペス 髄核の内圧
微生物 ヘルペス みずぼうそう
微生物 ヘルペスⅡ 波動修正エネルギーとの共鳴離脱（自滅）
微生物 ヘルペスⅡ 生命を破壊する行動は自らの死滅
微生物 細　菌 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
微生物 ヘルペスⅡ 悔い改める者からの離脱（自滅）
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 手足口病 ヘルパンギーナ
微生物 ウイルス ノロウイルスＣ
微生物 手足口病 小水疱
微生物 ウイルス パンデミック  (爆発的感染)
微生物 ウイルス Ｈ１０Ｎ８型鳥インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 悪夢の耐性菌
微生物 細　菌 シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主との共存共栄
微生物 ヘルペスⅡ 宿主が死ぬと共に死滅
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのよき出会い
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのめぐり愛
微生物 真　菌 新生児髄膜炎
微生物 細　菌 ゲルトネル菌
微生物 ヘルペスⅡ 宿主の悪いところの修復
微生物 ヘルペスⅡ 宿主への健康増進への手助け
微生物 細　菌 ステノトロフォモナ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主と共に歩むことへの質転換
微生物 ヘルペスⅡ あなたは敵ではありません快き味方です
微生物 ヘルペスⅡ 自ら、よりよく生きるための宿主への貢献
微生物 ヘルペスⅡ 正しい質的転換後の外部侵入者への更生
微生物 ヘルペス ビタミンB6
微生物 ヘルペス 膿疱性乾癬
微生物 ヘルペスⅡ 途方にくれている
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陽性菌
微生物 ヘルペス ビタミンＢ２
微生物 ヘルペスⅡ 生きる希望がない
微生物 ヘルペスⅡ 他人に打ち明けることができない
微生物 ヘルペス アセチルコリン
微生物 ヘルペス 乾癬性紅皮症 2015/3/10 P- 71  



微生物 ウイルス ノロウイルス　Ａ
微生物 ウイルス サポウイルス
微生物 ヘルペス 単純疱疹
微生物 真　菌 髄膜炎・骨髄炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌性髄膜炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌
微生物 乳酸菌 髄膜炎菌
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌
微生物 手足口病 夏季病訴
微生物 ヘルペス 口内炎（アフタ性）
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陰性菌
微生物 ウイルス ヒトパピローマウィルス
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌L群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌H群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌K群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Ｉ群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌X群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Y群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Z群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌E群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌A群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌B群
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌感染
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌C群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌D群
微生物 ヘルペスⅡ πウォ一ター
微生物 ヘルペスⅡ 自分で苦しんでいる
微生物 微生物 アニサキス
微生物 手足口病 ムンプス（おたふくかぜ）ウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい生体
微生物 ヘルペスⅡ 正道心（中道心）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい心
微生物 ヘルペスⅡ 未来への生きる希望
微生物 ヘルペスⅡ バランスα
微生物 手足口病 小さなシンシチウム（合ほう体）を形成
微生物 手足口病 全体に大きなシンシチウム（合ほう体）
微生物 細　菌 嚢胞
微生物 ヘルペスⅡ 還元血液では感染しないし、ウィルスも変異しない
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力に比例して、感染率が低下する
微生物 ヘルペスⅡ 悪い生命活動環境を正しい環境に変える質的転換
微生物 ヘルペスⅡ 遠赤外線に弱い
微生物 ヘルペスⅡ 小さいあなたの支援がやがて世のため人のためそしてあなたのため

微生物 ヘルペスⅡ 生体の低下している機能に回復する力を　(免疫)
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力が高いと感染しない　（免疫）
微生物 ヘルペスⅡ 健康体
微生物 ヘルペスⅡ 相互の思いやりの心
微生物 微生物 ピロール
微生物 細　菌 自己免疫疾患の原因となる寄生虫 2015/3/10 P- 72  



微生物 細　菌 自己免疫疾患の原因となる細菌
微生物 真　菌 自己免疫疾患の原因となる真菌
微生物 ウイルス おたふく風邪
微生物 手足口病 おたふくかぜ
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌W-135群
微生物 ヘルペスⅡ 宿主に対して、なぜ危害を加えるのか
微生物 ウイルス 免疫不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 相手が傷ついた時の支援活動
微生物 ウイルス 免疫グロブリン不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 生命を大事にする奉仕生存活動
微生物 ヘルペスⅡ この世に貢献できる生命体への転換
微生物 微生物 微生物
微生物 微生物 独立栄養微生物
微生物 細　菌 ＮＤＭ－１　　　(遺伝子)
微生物 細　菌 恐ろしい場面
微生物 細　菌 腸管出血性大腸菌　（Ｏ１０４）
微生物 真　菌 レンサ球菌性トキシックショック症候群
微生物 真　菌 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)
微生物 真　菌 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection
微生物 真　菌 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
微生物 真　菌 猩紅熱  scarlet fever
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌  （S. pyogenes）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）
微生物 細　菌 大腸菌
微生物 真　菌 水素細菌
微生物 真　菌 口内真菌症
微生物 ヘルペスⅡ 血液の酸化
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力 (非常に免疫効果がある）
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力との協調への質的転換
微生物 細　菌 Ｏｰ157大腸菌 腸管出血性大腸菌
微生物 ヘルペスⅡ 変異しない細胞
微生物 ヘルペスⅡ 血液の還元
微生物 ヘルペスⅡ 綺麗な血液
微生物 ヘルペスⅡ 活力のある血液
微生物 ヘルペス 髄核
微生物 手足口病 ＲＳウイルス　　　（ＨＥｐ-2細胞）
微生物 ウイルス ＲＳウイルス　（respiratory syncytial virus）
微生物 手足口病 ＲＳウイルス
微生物 ウイルス 寄生虫感染症１４１
微生物 ヘルペス 腫脹
微生物 ウイルス 痛風
微生物 真　菌 多剤耐性結核菌
微生物 ウイルス ＲＳウイルス感染症
微生物 ヘルペス 腫れ
微生物 ヘルペス 発痛物質
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
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微生物 手足口病 口腔内異常
微生物 ヘルペス 唾石症
微生物 細　菌 レジオネラ・ニューモフィラ
微生物 手足口病 口腔内
微生物 ウイルス 乳幼児突然死症候群
微生物 ヘルペス ミクリッツ症候群
微生物 ヘルペス アデノウィルス七型
微生物 細　菌 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
微生物 細　菌 レジオネラ
微生物 手足口病 細胞変性効果
微生物 細　菌 緑色硫黄細菌
微生物 細　菌 腸内細菌科
微生物 細　菌 緑色非硫黄細菌
微生物 真　菌 心臓炎
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥp-2細胞）
微生物 手足口病 糞口感染
微生物 細　菌 非溶血連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
微生物 手足口病 口の中の痛み
微生物 細　菌 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
微生物 細　菌 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
微生物 細　菌 ａ溶血連鎖球菌
微生物 真　菌 細胞内寄生菌
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 真　菌 蜂巣織炎  cellulitis
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌感染症
微生物 細　菌 Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
微生物 ヘルペス 神経節
微生物 ウイルス 寄生虫141
微生物 微生物 寄生虫   parasite　151
微生物 ヘルペス 靱帯
微生物 ヘルペス 肝熱
微生物 ヘルペス 水いぼウイルス
微生物 細　菌 腸内常在菌
微生物 ウイルス 痛風　（Ｔｅｔ）
微生物 真　菌 オードアン小胞子菌
微生物 ヘルペス 知覚神経
微生物 ヘルペス 連鎖球菌
微生物 ウイルス エプスタインバーウィルス
微生物 細　菌 β型溶血性連鎖球菌
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス 痛風
微生物 ヘルペス 肥満細胞
微生物 真　菌 真菌
微生物 ウイルス Ａ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス インターフェロン
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微生物 真　菌 イヌ小胞子菌
微生物 真　菌 膣トリコモナス
微生物 真　菌 結核
微生物 ウイルス 風疹
微生物 ウイルス インフルエンザウイルス・ロシア
微生物 ヘルペス シュワン細胞
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 ヘルペス カリウムイオン
微生物 ヘルペス ビリビリ感
微生物 ヘルペス 塩酸バラシクロビル
微生物 ヘルペス 伝染性軟属腫ウイルス
微生物 ヘルペス ピリピリ感
微生物 細　菌 Ｂ型溶血性連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム属
微生物 細　菌 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 細　菌 表皮常在ブドウ球菌
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 細　菌 表皮ブドウ球菌
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 ヘルペス 正気
微生物 ヘルペス 邪気
微生物 ヘルペス 神経終末
微生物 ヘルペスⅡ 美肌効果
微生物 細　菌 ヘリコバクター
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１６型ウイルス
微生物 手足口病 サイトメガロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 ウイルス 新型コロナウイルス　（ＮＣｏＶ）
微生物 手足口病 麻疹（はしか）ウイルス（Ｂ95a細胞）
微生物 ヘルペス スピルス癌ウィルス
微生物 ウイルス ＭＥＲＳ、マース(中東呼吸器症候群)

微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エコー６型
微生物 微生物 マダニ
微生物 ウイルス 寄生虫感染症４５５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ４
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ９
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ２
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ５
微生物 ウイルス ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ１０
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１０型ウイルス
微生物 手足口病 コクサッキーＢ３
微生物 手足口病 接触感染
微生物 ウイルス 高病原性鳥インフルエンザ
微生物 真　菌 ムコール属   Mucor racemosus
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウィルス
微生物 ウイルス Ｂ型インフルエンザウィルス 2015/3/10 P- 75  



微生物 ウイルス 鳥インフルエンザ
微生物 細　菌 カルバペネム耐性腸内細菌　（ＣＲＥ）
微生物 細　菌 ｅｎ：Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
微生物 細　菌 ｅｎ：Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ
微生物 細　菌 インフルエンザ菌
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタマーゼの一種）
微生物 ウイルス 寄生虫感染症９９１
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素）
微生物 ウイルス 人に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 細　菌 カタラリス菌
微生物 真　菌 丹毒  erysipelas
微生物 真　菌 爪糸状菌症
微生物 細　菌 ＧＥＳ－５　（多剤耐性遺伝子）
微生物 細　菌 新型カルバペネマーゼ
微生物 細　菌 モラクセラ
微生物 ウイルス ヘルパンギーナ　（Ｈｅｒｐａｎｇｉｎａ）
微生物 ウイルス 新型インフルエンザ　パンデミック
微生物 細　菌 ＮＤＭ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア
微生物 ウイルス 麻疹・はしか
微生物 手足口病 麻疹　（はしか）

微生物 ウイルス Ｈ３Ｎ２
微生物 真　菌 多剤耐性レジオネラ菌
微生物 細　菌 ＯＸＡー４８型
微生物 細　菌 ＶＩＭ型
微生物 ヘルペス 乾酪性上顎洞炎
微生物 手足口病 手足口病　（てあしくちびょう）

微生物 ウイルス コロナウイルス新種

微生物 細　菌 チフス菌
微生物 細　菌 酢酸菌
微生物 手足口病 食欲不振
微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 ポリオウイルス１型
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群　
微生物 真　菌 S. salivarius
微生物 真　菌 S. sanguis
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
微生物 真　菌 口腔内レンサ球菌
微生物 真　菌 口腔内の常在菌
微生物 真　菌 S. mutans
微生物 真　菌 亜急性心内膜炎
微生物 微生物 ダニ　オウシマダニ
微生物 真　菌 新生児敗血症
微生物 手足口病 パラインフルエンザ３型　（ＨＭＶ－２細胞）
微生物 ウイルス 豚に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚インフルエンザ感染症　（swine influenza,swine flu）
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザ感染症
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微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ３Ｎ２
微生物 ウイルス 豚　Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ１Ｎ１
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
微生物 乳酸菌 腸球菌
微生物 ヘルペス ＶＲＡ
微生物 細　菌 ＩＭＰ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア門
微生物 細　菌 メタローβーラクタマーゼ
微生物 細　菌 ニューデリー・メタロベータラクタマーゼ
微生物 微生物 ダニ　フタトゲチマダニ
微生物 細　菌 αープロテオバクテリア
微生物 ヘルペス 水疱
微生物 ヘルペス 水ぼうそう
微生物 ウイルス コロナウィルス
微生物 ウイルス サイトメガロウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 真　菌 肉芽腫
微生物 ウイルス インフルエンザ
微生物 ヘルペス ミエリン
微生物 ウイルス ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス ポリオ毒素
微生物 ヘルペス 帯状疱疹後神経痛
微生物 ウイルス レオウィルス
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 梅毒
微生物 ヘルペス 帯状疱疹
微生物 細　菌 細菌感染
微生物 真　菌 ニューモシスティスジロヴェシ感染
微生物 ウイルス 肝炎
微生物 真　菌 エピコッカム属   Epicoccum  nigrum
微生物 真　菌 非病原性不完全菌類
微生物 ウイルス パラインフルエンザウィルス
微生物 真　菌 百日咳　（せき）
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 イエバエ
微生物 ウイルス クラミジア
微生物 ウイルス コクサッキーウィルス
微生物 手足口病 ユキサーキウイルス
微生物 ウイルス ポックスウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 ウイルス ワクチニアウィルス
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
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微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ありまき、あぶらむし
微生物 真　菌 インフルエンザロシア
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 淋病
微生物 ウイルス パルボウィルス
微生物 細　菌 ヘリコバクター・ピロリ菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 ヘルペスⅡ 抗酸化
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス H５Ｎ１亜型ウィルス
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ１型　（亜型）
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ２型
微生物 真　菌 バンコマイシン耐性腸球菌(ＶＲＥ)
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 ヘルペス ヒスタミン
微生物 細　菌 腫瘍マーカー〇Vモニター(CA125抗原)
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＴＴ型
微生物 ウイルス 鳥に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ヘルペス 性器ヘルペス感染症
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
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微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる神経の痛み
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス６（ＨＨＶー６）
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる皮膚の痛み
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス７（ＨＨＶー７）
微生物 ヘルペス しびれ
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス８（ＨＨＶー８）
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス 鳥インフルエンザＨ５
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス パンデミック
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスG型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅠ型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅡ型
微生物 ヘルペスⅡ 肌が美しく綺麗だ
微生物 ウイルス 抗癌剤５
微生物 細　菌 ミラビリス変形菌
微生物 細　菌 緩増虫体
微生物 細　菌 急増虫体　（tachyzoite）
微生物 細　菌 スポロゾイト　（ｓｐｏｒｏｚｏｉｔｅ、種虫）
微生物 ヘルペス スピルス癌
微生物 細　菌 オーシスト
微生物 細　菌 シスト　（ｃｙｓｔ）
微生物 ウイルス ラブドウィルス
微生物 ウイルス トガウィルス
微生物 ウイルス ブニヤウィルス
微生物 ウイルス パラミクソウィルス
微生物 細　菌 アシネトバクター菌
微生物 ウイルス フィロウィルス
微生物 ウイルス フラビウィルス
微生物 ウイルス アレナウィルス
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微生物 細　菌 多剤耐性アシネトバクター
微生物 ウイルス Rhinosporidium　seeberi
微生物 細　菌 院内感染症
微生物 微生物 アメーバーネグレリア・フォーレリ  (人の脳を喰うアメーバー)

微生物 手足口病 インフルエンザＣ型　（ＨＭＶ－Ⅱ細胞）
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス プラストミセスデルマティティジス
微生物 手足口病 インフルエンザＡ香港型　（ＭＤＣＫ細胞）
微生物 ウイルス オルソミソウイルス
微生物 細　菌 院内感染菌
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質排除消去
微生物 微生物 白蟻
微生物 微生物 馬あぶ
微生物 ウイルス イサウイルス
微生物 ウイルス トゴトウイルス
微生物 真　菌 多剤耐性菌
微生物 真　菌 ペニシリウム・マルネッフイ
微生物 ウイルス Ｂ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス Ｃ型インフルエンザウイルス
微生物 真　菌 膿痂疹  impetigo
微生物 ウイルス アナフィラキシーショック
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス Ｂ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス 灰白髄炎・ポリオ
微生物 細　菌 連鎖球菌・ブドウ球菌毒素
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 好気性
微生物 細　菌 トキソプラズマ症
微生物 細　菌 トキソプラズマ
微生物 乳酸菌 嫌気性
微生物 ヘルペス 黄色ブドウ球菌
微生物 ウイルス ウィルス
微生物 ウイルス タバコモザイクウィルス
微生物 真　菌 デマチウム属・スポロトリカム属
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 ウイルス 第５群（１本鎖　ＲＮＡ-鎖）
微生物 細　菌 麦黒穂カビ毒
微生物 ヘルペス とびひ
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 バミューダ黒穂病
微生物 ヘルペス 尋常性乾癬
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微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 カポジ肉腫
微生物 微生物 ダニ
微生物 真　菌 セファロスポリウム属　（低温性カビ）

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 酵母
微生物 微生物 あぶ
微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 真　菌 トウモロコシ黒穂病
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 黒癬
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 微生物 アメーバ
微生物 細　菌 細菌性毒
微生物 真　菌 白癬　（水虫、たむし）
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌毒素
微生物 真　菌 ハエカビ菌症
微生物 真　菌 卵巣菌症
微生物 真　菌 卵菌症
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 ボトリティス・シネレア   MMP Botrytiscinerea
微生物 真　菌 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 茶色嚢胞真菌症
微生物 真　菌 足菌腫
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 耳菌症
微生物 真　菌 真菌性角膜炎
微生物 ウイルス 大型桿菌
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウィルス感染症
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 ヘルペスⅡ 電子水
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 ヘルペスⅡ カンファー製剤　（714X）
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia 2015/3/10 P- 81  



微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 微生物 シアノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 微生物 ダニ　ダニ感染症

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　アクネス

微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 細　菌 ナノ細菌・ナノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＣ型
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性ウイルス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　ホコリダニ

微生物 微生物 ダニ　イエササラダニ

微生物 微生物 ダニ　コナダニ

微生物 微生物 ダニ　チリダニ

微生物 微生物 ダニ　ツメダニ 2015/3/10 P- 82  



微生物 微生物 ダニ　グラニュローズム

微生物 微生物 ダニ　ニキビダニ

微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 結晶化変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 ウイルス 悪性感染ノロウイルス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 ヘルペスⅡ ゲル変異細胞
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥp－２細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス７１型　（ＥＶ７１）
微生物 ウイルス ヘマグルチニン
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＲＤ１８s細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＧＭＫ細胞）
微生物 微生物 シラミ
微生物 ヘルペス マイコプラズマ
微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９変形　　                      （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９                                         （鳥インフルエンザ）

微生物 手足口病 口腔内潰瘍形成
微生物 細　菌 細菌MAP(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis)

微生物 乳酸菌 乳酸菌血症
微生物 細　菌 カリニ原虫
微生物 ウイルス 苛め
微生物 ウイルス ノロウイルス　Ｂ
微生物 ウイルス ヒトパーエコーウイルス（human　ｐarechovirus）
微生物 ウイルス ＲＮＡウイルスの科
微生物 ウイルス カルジオウイルス属
微生物 ウイルス パレコウイルス属
微生物 ウイルス Genus　Kobuvirus　：　アンチウイルス（Ａｉｃｈｉ　Ｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス ブタエンテロウイルスＡ～Ｂ　（porcine　enterovirus　A～B）
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質
微生物 ウイルス トゥレモウイルス属
微生物 ウイルス エンベロープ　（envelope）
微生物 ウイルス ピコルナウイルス科（Family　Picornaviridae）
微生物 ウイルス ディシピウイルス属 2015/3/10 P- 83  



微生物 ウイルス アフトウイルス属
微生物 ウイルス サリウイルス属　（Ｓａｌｉｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス セネカウイルス属
微生物 ウイルス コサウイルス属
微生物 ウイルス ヒトライノウイルスＡ～Ｂ　（human　rhinovirus　Ａ～Ｂ）
微生物 ウイルス アクアマウイルス属
微生物 細　菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 ウイルス アレルギーの原因となるウイルス
微生物 細　菌 アレルギーの原因となる細菌
微生物 手足口病 口腔ガンジタ症
微生物 真　菌 アレルギーの原因となる真菌
微生物 ウイルス アビヘパトウイルス属
微生物 細　菌 クレブシエラ・ニューモニエ肺炎桿菌
微生物 ウイルス 脳心筋炎ウイルス（encephalomyocarditis　virus）
微生物 真　菌 プチダ菌
微生物 ウイルス サペロウイルス属
微生物 ウイルス エルボウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム科
微生物 ウイルス ヘパトウイルス属
微生物 ウイルス テッショウウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム目
微生物 ウイルス エンテロウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム綱
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）感染症
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）
微生物 ウイルス コブウイルス属
微生物 ウイルス フイルミクテス門
微生物 細　菌 不顕性感染
微生物 細　菌 弱毒性
微生物 真　菌 酵母菌
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 カルバラリア属   Curvularia spicitera　　（稲のカビ）
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 もろこし黒穂病
微生物 微生物 マルハナバチ
微生物 微生物 ミバエ
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 大麦黒穂病
微生物 微生物 キイロ・クロスズメバチ
微生物 微生物 プルラリア・プルランス   Pullularia pullulans
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）2015/3/10 P- 84  



微生物 ウイルス 後天性免疫不全症
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 ジョンソン黒穂病
微生物 微生物 ゴキブリ
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 乳酸菌 ヘテロ乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸桿菌
微生物 乳酸菌 ラクトバシラス属(Lactobacillus)
微生物 乳酸菌 偏性嫌気性桿菌
微生物 乳酸菌 アクネ菌(プロピオニバクテリウム・アクネ菌)
微生物 乳酸菌 乳酸球菌
微生物 ヘルペス セロトニン
微生物 ヘルペス 湿熱
微生物 ヘルペスⅡ 熱に弱い　　４２度以上
微生物 ヘルペス 化膿菌
微生物 真　菌 アルタナリア属　（食品腐敗菌、植物金斑病菌）
微生物 真　菌 腋毛糸状菌症
微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 ヘルペスⅡ ニコチン(毒)
微生物 真　菌 リゾープス・ニグリカンス   MMP Rhizopus nigricans
微生物 真　菌 皮膚糸状菌症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ウイルス エンテロウィルス
微生物 手足口病 エンテロウイルス
微生物 真　菌 真菌毒素
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 スポロトリクム症
微生物 ウイルス 弱毒性　　　　                    　 （鳥インフルエンザ）

微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　Trichoderma viride
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）2015/3/10 P- 85  



微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 ヘルペス 皮脂欠乏性湿疹
微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 微生物 ラン藻
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ヘルペスⅡ タール
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 ヘルペス POXウイルス
微生物 細　菌 バクテリオファージ
微生物 細　菌 狼瘡
微生物 ウイルス 母乳感染
微生物 ウイルス 抗生物質
微生物 細　菌 眼や鼻の粘膜や外傷から感染
微生物 細　菌 カルバペネム系抗生物質
微生物 ウイルス ノイラミニターゼ
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による神経の痛み
微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による皮膚の痛み
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による皮膚の痛み
微生物 真　菌 壊死性筋膜炎
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微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による神経の痛み
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属05
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属10
微生物 真　菌 麦黒穂病   Smut,Oat
微生物 微生物 働き蟻
微生物 微生物 コオロギ
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   MMP Rhodotorula gulutinis
微生物 ウイルス インフルエンザ120
微生物 ヘルペス 潰瘍
微生物 真　菌 サルモネラ菌
微生物 細　菌 サルモネラ菌
微生物 真　菌 癜風　（でんぷう）
微生物 真　菌 黒色砂毛症
微生物 真　菌 白色砂毛症
微生物 ヘルペス マラセチア毛包炎
微生物 ヘルペス ファムシクロビル
微生物 ヘルペス アシクロビル
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 Ｃ型肝炎フアクター
微生物 真　菌 多剤耐性サルモネラ菌
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属10
微生物 細　菌 腫瘍マーカーCEA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーAFP（フェリチン）
微生物 細　菌 腫瘍マーカーGIモニター(CA19-9抗原)
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックPSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックfreePSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーBRモニター(CA15-3抗原)
微生物 真　菌 後天性リポジストロフィー
微生物 ヘルペスⅡ お互いに思いやる兄弟に暖かい手を
微生物 ヘルペス 潜伏
微生物 真　菌 セルラーゼ
微生物 ヘルペスⅡ お互いに、よりよく生きる喜び
微生物 ヘルペスⅡ お互いに天寿を全うする
微生物 ウイルス エボラウイルス属　（Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ
微生物 ウイルス ザイールエボラウイルス　（Ｚａｉｒｅ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス レストンエボラウイルス　　（Ｒｅｓｔｏｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
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微生物 ウイルス 母親より接触感染
微生物 ウイルス スーダンエボラウイルス　　（Ｓｕｄａｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス タイフォレストエボラウイルス　（Tai Forest ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 胎内感染
微生物 ウイルス 秋疫（あきやみ）レプトスピラ
微生物 ウイルス Ｌｅｐｔｏｎｅｍａ
微生物 ウイルス レプトスピラ属　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ）
微生物 ウイルス レプトスピラ科　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａｃｅａｅ）
微生物 ウイルス ワイル病レプトスピラ　（黄疸出血性レプトスピラ）
微生物 ウイルス スピロヘータ属　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔa
微生物 ウイルス スピロヘータ科　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔaceae
微生物 ウイルス スピロヘータ目　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔales
微生物 ウイルス スピロヘータ門　Ｓｐｉｒｏｃｈｅｔｅｓ
微生物 ウイルス ライム病ボレリア　（Ｂ．Burgdorferi）
微生物 ウイルス ライム病
微生物 ウイルス スピロヘータ綱　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔｅｓ
微生物 ウイルス 真正細菌
微生物 ウイルス 回帰熱ボレリア　（Ｂ．Ｒｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓ）
微生物 ウイルス ボレリア属　Ｂｏｒｒｅｌｉａ
微生物 ウイルス 豚赤痢菌　（Ｓ．Hyodysenteriae）
微生物 ウイルス Brachyspira
微生物 ウイルス トレポネーマ属　（Treponema）
微生物 ウイルス Ｔreponema　denticola
微生物 ウイルス 歯周病菌
微生物 ウイルス 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
微生物 ウイルス セルプリナ属　（Serpulina）
微生物 ウイルス セルプリナ科　（Serpulinaceae）
微生物 微生物 ボレリア・アフゼリ　Ｂ.afzelii
微生物 微生物 ボレリア・ブルグドルフェリ　Ｂ.burgdorferi
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型
微生物 ウイルス モノネガウイルス目　（Mononeqavirales）
微生物 手足口病 口唇
微生物 細　菌 多剤耐性遺伝子
微生物 微生物 ボレリア・ガリニ　Ｂ.garinii
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
微生物 ウイルス フイロウイルス科　（Ｆｉｌｏｖｉｒｉｄａｅ）
微生物 真　菌 溶原菌
微生物 真　菌 多発性関節炎
微生物 真　菌 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)
微生物 ウイルス フラノクマリン類(furanocoumarins)
微生物 真　菌 光圭コンジローム
微生物 ウイルス ヒトスジシマカ 　（蚊）
微生物 ウイルス ネッタイシマカ　（蚊）
微生物 微生物 ダニ　ボレリア・バードフェリ

微生物 ウイルス 変異

微生物 ヘルペスⅡ ウィルスが生存できない血液
微生物 細　菌 グラム陽性菌　（感染症）
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌
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微生物 細　菌 セラチア(腸内菌)
微生物 細　菌 セラチア・マルセッセンス
微生物 ヘルペスⅡ 相手を生かし自分も生きる
微生物 ウイルス ＩｇＧ４　（Ｔｅｔ）
微生物 ウイルス ＩｇＧ４関連疾患　　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス リポタンパク
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞を修復する酵素
微生物 ヘルペスⅡ 生命体への深い自愛と尊敬
微生物 ヘルペスⅡ 仏心の目覚め
微生物 ヘルペスⅡ 般若心経
微生物 ヘルペスⅡ 文字の言霊
微生物 ヘルペスⅡ 家族とのあいさつ
微生物 ヘルペスⅡ 私は、男として生まれてきてよかった
微生物 ヘルペスⅡ 女性と結婚できることを望んでいる
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られても、今後の付き合いに生かしていく
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られた
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られていない
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為から異性に目覚めた
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為に決別した
微生物 ヘルペスⅡ 私は、人間本来のもつ愛する女性と結婚する
微生物 ヘルペスⅡ 私は愛する女性と将来、出会い、その女性と結婚し幸せになる
微生物 ヘルペスⅡ 私は幼いころ、家族や親戚の皆から愛された
微生物 ヘルペスⅡ 家族が、結婚するのを楽しみにしている
微生物 ヘルペスⅡ 我が心の故郷
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 延　　髄 下丘
脳 延　　髄 下丘腕
脳 延　　髄 上丘
脳 延　　髄 毛帯交叉
脳 延　　髄 片葉小節葉
脳 延　　髄 内耳神経
脳 延　　髄 前庭神経
脳 延　　髄 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 延　　髄 前庭神経核
脳 延　　髄 閉鎖性延髄損傷
脳 延　　髄 上随帆
脳 延　　髄 閉鎖延髄
脳 延　　髄 基板
脳 延　　髄 内側副オリーブ核
脳 延　　髄 内側毛帯
脳 延　　髄 内側隆起
脳 延　　髄 運動性脳神経核
脳 延　　髄 味覚SVA
脳 延　　髄 運動交叉
脳 延　　髄 内側縦束
脳 延　　髄 内臓反射
脳 延　　髄 前庭感覚
脳 延　　髄 前庭神経内側核
脳 延　　髄 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 延　　髄 肋間筋
脳 延　　髄 背側副オリーブ核
脳 延　　髄 薄束
脳 延　　髄 脳神経核
脳 延　　髄 脳神経核カラム
脳 延　　髄 特殊体性求心性カラム
脳 延　　髄 特殊臓性求心性カラム
脳 延　　髄 脊髄神経灰白質
脳 延　　髄 脊髄神経灰白結節
脳 延　　髄 前角運動ニューロン
脳 延　　髄 脳幹における脳神経核のカラム構造
脳 延　　髄 涙腺
脳 延　　髄 脊髄の前正中裂
脳 延　　髄 鼻腺
脳 延　　髄 特殊体性求心性ニューロンカラム
脳 延　　髄 特殊臓性遠心性ニューロンカラム
脳 延　　髄 延髄PH調節機能部位
脳 延　　髄 延髄網様体
脳 延　　髄 延髄外側症候群
脳 延　　髄 胸髄
脳 延　　髄 頚髄
脳 延　　髄 延髄
脳 延　　髄 薄束核
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脳 延　　髄 運動覚(感覚)
脳 延　　髄 灰白結節
脳 延　　髄 外弓状線維
脳 延　　髄 縫線核
脳 延　　髄 胸髄核
脳 延　　髄 筋板
脳 延　　髄 薄束結節
脳 延　　髄 延髄のオリーブ
脳 延　　髄 延髄開放部
脳 延　　髄 延髄網様体脊髄路
脳 延　　髄 脳幹の網様体　
脳 延　　髄 大動脈弓
脳 延　　髄 顎下腺
脳 延　　髄 内頚動脈
脳 延　　髄 橋
脳 延　　髄 視床の髄板内核群
脳 延　　髄 終脳
脳 延　　髄 中脳
脳 延　　髄 大脳皮質
脳 延　　髄 中枢神経
脳 延　　髄 第6胸神経
脳 延　　髄 大動脈弓の圧受容器
脳 延　　髄 網様体
脳 延　　髄 鰓弓に由来する横紋筋　
脳 延　　髄 血液中の酸素分圧
脳 延　　髄 第6鰓弓
脳 延　　髄 第3鰓弓
脳 延　　髄 第4鰓弓
脳 延　　髄 鰓弓　
脳 延　　髄 小脳半球虫部傍部
脳 延　　髄 上ノト且函月却
脳 延　　髄 小脳半球
脳 延　　髄 小脳半球中間部
脳 延　　髄 視床の後内側腹側核
脳 延　　髄 下小脳脚
脳 延　　髄 虫部
脳 延　　髄 オリーブ小脳路線維
脳 延　　髄 オリーブ核の内弓状線維
脳 延　　髄 上小脳脚交叉
脳 延　　髄 第1頚神経(C1)の前根
脳 延　　髄 オリーブ核門
脳 延　　髄 オリーブ核
脳 延　　髄 中小脳脚
脳 延　　髄 灰白質　中心管
脳 延　　髄 中心被蓋路
脳 延　　髄 小錐体神経
脳 延　　髄 自律神経系節前ニューロン
脳 延　　髄 楔状束核小脳路
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脳 延　　髄 小脳核
脳 延　　髄 皮質網様体路
脳 延　　髄 手綱三角
脳 延　　髄 自律性神経節
脳 延　　髄 自律性神経核
脳 延　　髄 下窩
脳 延　　髄 小細胞性網様核
脳 延　　髄 小脳核赤核路
脳 延　　髄 頸動脈の分岐部にある化学受容器
脳 延　　髄 頚動脈小体
脳 延　　髄 頚動脈洞の圧受容器
脳 延　　髄 頚動脈洞
脳 延　　髄 小ロ蓋腺
脳 延　　髄 後正中溝
脳 延　　髄 延髄下半
脳 延　　髄 小脳半球外側部
脳 延　　髄 視床VPM核
脳 延　　髄 小灰白質
脳 延　　髄 小脳小舌
脳 延　　髄 小三角形
脳 延　　髄 網様体小脳路
脳 延　　髄 下唾液核
脳 延　　髄 下核
脳 延　　髄 延髄上半
脳 延　　髄 後頭筋板
脳 延　　髄 皮質赤核路
脳 延　　髄 咽頭の筋
脳 延　　髄 横隔膜
脳 延　　髄 第三脳室
脳 延　　髄 節後ニューロン
脳 延　　髄 脊髄
脳 延　　髄 反回神経
脳 延　　髄 第1頚神経
脳 延　　髄 節前線維
脳 延　　髄 節後線維
脳 延　　髄 舌下神経
脳 延　　髄 舌筋
脳 延　　髄 心筋
脳 延　　髄 喉頭（交感神経系）
脳 延　　髄 錐体路
脳 延　　髄 舌下腺
脳 延　　髄 舌咽神経
脳 延　　髄 上顎神経
脳 延　　髄 耳管
脳 延　　髄 平滑筋
脳 延　　髄 肋間神経
脳 延　　髄 迷走神経
脳 延　　髄 脊髄神経節
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脳 延　　髄 骨格筋
脳 延　　髄 顎下神経節
脳 延　　髄 中間神経 Ⅶ
脳 延　　髄 下顎神経
脳 延　　髄 第7胸神経
脳 延　　髄 咽頭
脳 延　　髄 横隔神経
脳 延　　髄 第４脳室　4th　ventricle
脳 延　　髄 副神経
脳 延　　髄 食道
脳 延　　髄 舌咽
脳 延　　髄 第1次ニューロン
脳 延　　髄 第2次ニューロン
脳 延　　髄 第3次ニューロン
脳 延　　髄 上唾液核
脳 延　　髄 第四脳室ヒモ
脳 延　　髄 第4次ニューロン
脳 延　　髄 腸管神経叢
脳 延　　髄 副交感神経節後ニューロン
脳 延　　髄 副交感神経節前ニューロン
脳 延　　髄 副交感性の節前ニューロン
脳 延　　髄 横隔神経核
脳 延　　髄 第四脳室外側陥凹
脳 延　　髄 副神経脊髄根
脳 延　　髄 上オリーブ核
脳 延　　髄 気管支腺
脳 延　　髄 外側網様核
脳 延　　髄 外側皮質脊髄路
脳 延　　髄 前側脊髄視床路の側枝
脳 延　　髄 位置覚
脳 延　　髄 胃腸の平滑筋
脳 延　　髄 外側脊髄視床路の側枝
脳 延　　髄 迷走神経下神経節
脳 延　　髄 外側脊髄視床路
脳 延　　髄 顔面神経核
脳 延　　髄 下部咽頭筋
脳 延　　髄 外側網様体脊髄路
脳 延　　髄 咽頭弓
脳 延　　髄 咽頭絞扼反射
脳 延　　髄 第四脳室髄条
脳 延　　髄 副神経脊髄核
脳 延　　髄 第四脳室正中溝
脳 延　　髄 第四脳室脈絡板
脳 延　　髄 消化腺
脳 延　　髄 皮質オリーブ路
脳 延　　髄 脊髄網様体路
脳 延　　髄 脊髄後角
脳 延　　髄 皮質脊髄路
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脳 延　　髄 脊髄前角
脳 延　　髄 皮質脊髄路線維
脳 延　　髄 脊髄側索
脳 延　　髄 舌下神経核
脳 延　　髄 舌筋運動
脳 延　　髄 喉頭蓋の味覚
脳 延　　髄 喉頭蓋
脳 延　　髄 大錐体神経
脳 延　　髄 錐体
脳 延　　髄 錐体交叉
脳 延　　髄 錐体前索路
脳 延　　髄 唾液分泌
脳 延　　髄 舌咽神経洞枝
脳 延　　髄 体性遠心性ニューロン
脳 延　　髄 舌咽神経下神経節
脳 延　　髄 髄板内核群
脳 延　　髄 知覚性脳神経核
脳 延　　髄 体の識別性触圧覚
脳 延　　髄 顔面神経丘
脳 延　　髄 最後野
脳 延　　髄 茎突咽頭筋
脳 延　　髄 副交感性節前ニューロン
脳 延　　髄 上部咽頭筋
脳 延　　髄 後根神経節
脳 延　　髄 副楔状束核
脳 延　　髄 前皮質脊髄路
脳 延　　髄 汎性視床皮質投射
脳 延　　髄 副神経の延髄根
脳 延　　髄 咳嗽
脳 延　　髄 舌咽・迷走神経の下神経節
脳 延　　髄 総頚動脈
脳 延　　髄 松果体
脳 延　　髄 視神経 (眼)
脳 延　　髄 滑車神経
脳 延　　髄 滑車神経 Ⅳ
脳 延　　髄 外転神経　Ⅵ
脳 延　　髄 第1次体性感覚野
脳 延　　髄 外頚動脈
脳 延　　髄 滑車神経核
脳 延　　髄 外転神経核
脳 延　　髄 体性知覚
脳 延　　髄 温痛覚
脳 延　　髄 体性感覚野
脳 延　　髄 触圧覚
脳 延　　髄 体節に由来する横紋筋
脳 延　　髄 体節
脳 延　　髄 識別性触圧覚
脳 延　　髄 輪状甲状筋
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脳 延　　髄 視神経Ⅱ
脳 延　　髄 動眼神経Ⅲ
脳 延　　髄 胸鎖乳突筋
脳 延　　髄 神経核
脳 延　　髄 神経核カラム
脳 延　　髄 神経管
脳 延　　髄 神経管の外側壁の中央には境界溝
脳 延　　髄 神経管の背側壁を蓋板
脳 延　　髄 神経管の腹側壁を底板
脳 延　　髄 耳神経節
脳 延　　髄 動眼神経核
脳 延　　髄 動眼神経副核
脳 延　　髄 腹筋
脳 延　　髄 小神経核
脳 延　　髄 耳前筋板
脳 延　　髄 セロトニン
脳 延　　髄 耳下腺
脳 延　　髄 耳介側頭神経
脳 延　　髄 耳下腺炎
脳 延　　髄 疑核の下部ニューロン
脳 延　　髄 疑単極性ニューロンの末梢枝
脳 延　　髄 疑単極性ニューロン
脳 延　　髄 疑核の中部ニューロン
脳 延　　髄 疑核の上部ニューロン
脳 延　　髄 登上線維
脳 延　　髄 僧帽筋
脳 延　　髄 圧受容器
脳 延　　髄 圧受容器反射
脳 延　　髄 鼓室
脳 延　　髄 鼓室神経
脳 延　　髄 楔状束
脳 延　　髄 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

脳 延　　髄 嚥下
脳 延　　髄 嘔吐反射　（vomiting reflex)

脳 延　　髄 翼口蓋神経節
脳 延　　髄 顔面神経
脳 延　　髄 心臓神経叢
脳 延　　髄 一般体性求心性ニューロン
脳 延　　髄 一般臓性知覚
脳 延　　髄 化学受容器反射
脳 延　　髄 深部感覚
脳 延　　髄 深心臓神経叢
脳 延　　髄 一般臓性遠心性ニューロン
脳 延　　髄 一般臓性求心性ニューロン
脳 延　　髄 楔状束結節.
脳 延　　髄 浅心臓神経叢
脳 延　　髄 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 延　　髄 主オリーブ核
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脳 延　　髄 遠心性脳神経核
脳 延　　髄 疑核
脳 延　　髄 一般臓性求心性カラム
脳 延　　髄 上丘腕
脳 延　　髄 楔状束核
脳 延　　髄 後根
脳 延　　髄 後角
脳 延　　髄 孤束
脳 延　　髄 孤束核
脳 延　　髄 孤束核外側部
脳 延　　髄 孤束核内側部
脳 延　　髄 網様体視床路
脳 延　　髄 オリーブ核小脳路
脳 延　　髄 下オリーブ核
脳 延　　髄 弓状核
脳 延　　髄 延髄縫線核
脳 延　　髄 赤核オリーブ路
脳 延　　髄 求心性脳神経核
脳 延　　髄 巨大細胞性網様核
脳 延　　髄 上行性網様体賦活系
脳 延　　髄 迷走神経背側運動核
脳 延　　髄 後脊髄小脳路
脳 延　　髄 振動覚
脳 延　　髄 上窩
脳 延　　髄 翼板
脳 延　　髄 後外側溝
脳 延　　髄 視床後外側腹側核
脳 延　　髄 後索核
脳 延　　髄 後中間溝
脳 延　　髄 正中傍網様核
脳 延　　髄 青斑
脳 延　　髄 知覚交叉
脳 延　　髄 底板
脳 延　　髄 進行性球麻痺
脳 延　　髄 加圧神経
脳 延　　髄 鼓索神経
脳 延　　髄 減圧反射
脳 延　　髄 減圧神経
脳 延　　髄 固有知覚
脳 延　　髄 菱形窩
脳 延　　髄 内弓状線維
脳 延　　髄 閂（かんぬき）
脳 延　　髄 境界溝
脳 延　　髄 後索
脳 延　　髄 孤束核外側部のニューロン
脳 延　　髄 孤束核内側部のニューロン
脳 延　　髄 三叉神経運動核
脳 延　　髄 吻側延髄腹外側野
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路核 2015/3/10 P- 96  



脳 延　　髄 三叉神経主知覚核
脳 延　　髄 三叉神経中脳路核
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路
脳 延　　髄 三叉神経毛帯外側路
脳 延　　髄 三叉神経毛帯
脳 延　　髄 三叉神経核視床路
脳 延　　髄 クラーク氏背核
脳 延　　髄 脳幹
脳 延　　髄 大脳脚
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の上行枝
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の下行枝
脳 延　　髄 視索
脳 延　　髄 赤核
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 大脳皮質 カハール・レチウス水平細胞
脳 大脳皮質 下丘
脳 大脳皮質 上丘
脳 大脳皮質 視床皮質投射線維
脳 大脳皮質 聴放線
脳 大脳皮質 皮質嗅覚中枢
脳 大脳皮質 第1次味覚野
脳 大脳皮質 上行枝
脳 大脳皮質 橋核　pontine　nuclei
脳 大脳皮質 ブロードマン5野
脳 大脳皮質 ブロードマン6野
脳 大脳皮質 ブロードマン7野
脳 大脳皮質 ブロードマン8野
脳 大脳皮質 ブロードマン9野
脳 大脳皮質 下角
脳 大脳皮質 縁上回
脳 大脳皮質 運動性失語症
脳 大脳皮質 ブロードマン1野
脳 大脳皮質 ブロードマン2野
脳 大脳皮質 ブローカ中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン3野
脳 大脳皮質 運動性脳神経核ニューロン
脳 大脳皮質 鳥距溝
脳 大脳皮質 運動性言語中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン20野
脳 大脳皮質 ブロードマン21野
脳 大脳皮質 ブロードマン22野
脳 大脳皮質 ブロードマン23野
脳 大脳皮質 ブロードマン24野
脳 大脳皮質 ブロードマン25野
脳 大脳皮質 ブロードマン26野
脳 大脳皮質 ブロードマン27野
脳 大脳皮質 ブロードマン28野
脳 大脳皮質 ブロードマン29野
脳 大脳皮質 ブロードマン10野
脳 大脳皮質 ブロードマン11野
脳 大脳皮質 ブロードマン12野
脳 大脳皮質 ブロードマン13野
脳 大脳皮質 ブロードマン14野
脳 大脳皮質 ブロードマン15野
脳 大脳皮質 ブロードマン16野
脳 大脳皮質 ブロードマン17野
脳 大脳皮質 ブロードマン18野
脳 大脳皮質 ブロードマン19野
脳 大脳皮質 ブロードマン30野
脳 大脳皮質 ブロードマン31野
脳 大脳皮質 ブロードマン32野
脳 大脳皮質 ブロードマン33野 2015/3/10 P- 98  



脳 大脳皮質 ブロードマン34野
脳 大脳皮質 ブロードマン35野
脳 大脳皮質 ブロードマン36野
脳 大脳皮質 ブロードマン37野
脳 大脳皮質 ブロードマン38野
脳 大脳皮質 ブロードマン39野
脳 大脳皮質 ブロードマン4野
脳 大脳皮質 ブロードマン40野
脳 大脳皮質 ブロードマン41野
脳 大脳皮質 ブロードマン42野
脳 大脳皮質 ブロードマン43野
脳 大脳皮質 ブロードマン44野
脳 大脳皮質 ブロードマン45野
脳 大脳皮質 ブロードマン46野
脳 大脳皮質 ブロードマン47野
脳 大脳皮質 ブロードマン48野
脳 大脳皮質 ブロードマン49野
脳 大脳皮質 ブロードマン50野
脳 大脳皮質 ブロードマン51野
脳 大脳皮質 ブロードマン52野
脳 大脳皮質 シェファーの側枝
脳 大脳皮質 ベッツ氏巨大錐体細胞
脳 大脳皮質 嗅索
脳 大脳皮質 嗅上皮
脳 大脳皮質 篩骨篩板
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞
脳 大脳皮質 嗅球
脳 大脳皮質 嗅細胞
脳 大脳皮質 嗅細胞の軸索
脳 大脳皮質 嗅三角
脳 大脳皮質 嗅糸球体
脳 大脳皮質 嗅糸
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞の軸索
脳 大脳皮質 嗅細胞の中枢性突起
脳 大脳皮質 中心溝
脳 大脳皮質 嗅内野
脳 大脳皮質 楔部
脳 大脳皮質 楔前部
脳 大脳皮質 ペリツェウス・メルツバッハ病　[PMD]Pelizaeus-Merzbacher
脳 大脳皮質 メチルマロン酸血症
脳 大脳皮質 肢節運動失行
脳 大脳皮質 手指失行
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の中指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の母指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の薬指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眉
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の足
脳 大脳皮質 リーリン Reelin
脳 大脳皮質 多発性硬化症　大脳型 2015/3/10 P- 99  



脳 大脳皮質 大脳皮質基底核変性症
脳 大脳皮質 着衣失行
脳 大脳皮質 メンケス症
脳 大脳皮質 失行
脳 大脳皮質 失語
脳 大脳皮質 失読
脳 大脳皮質 中隔核
脳 大脳皮質 大脳半球（左脳）
脳 大脳皮質 帯状回
脳 大脳皮質 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の白質
脳 大脳皮質 視床背内側核
脳 大脳皮質 皮質下丘路
脳 大脳皮質 嗅脳
脳 大脳皮質 嗅葉
脳 大脳皮質 小帯回
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂連合野
脳 大脳皮質 失書
脳 大脳皮質 失認
脳 大脳皮質 大脳の下側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上前頭回
脳 大脳皮質 後内側腹側核
脳 大脳皮質 歯状回顆粒細胞
脳 大脳皮質 歯状回の顆粒層
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂小葉
脳 大脳皮質 歯状回
脳 大脳皮質 後梁下溝
脳 大脳皮質 歯状回の多形細胞層
脳 大脳皮質 大脳の下側頭回
脳 大脳皮質 後頭側頭溝
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の口唇
脳 大脳皮質 交連後脳弓
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の小指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肩
脳 大脳皮質 皮質橋核路
脳 大脳皮質 視床連合核
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂連合野
脳 大脳皮質 大脳の外側溝上行枝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝前枝
脳 大脳皮質 終板
脳 大脳皮質 終板傍回
脳 大脳皮質 大脳の外側溝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝後枝
脳 大脳皮質 帯状溝
脳 大脳皮質 帯状回峡
脳 大脳皮質 苔状線維
脳 大脳皮質 視床の内側膝状体
脳 大脳皮質 小脳水平裂
脳 大脳皮質 糸球体 2015/3/10 P- 100  



脳 大脳皮質 錯語
脳 大脳皮質 錯文法
脳 大脳皮質 視覚構成障害
脳 大脳皮質 視床の小細胞性部
脳 大脳皮質 視空間失認
脳 大脳皮質 視覚連合野
脳 大脳皮質 視覚前野
脳 大脳皮質 交連前脳弓
脳 大脳皮質 大脳の角回
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂小葉
脳 大脳皮質 上頭頂連合野
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上腕
脳 大脳皮質 上前頭回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の手根
脳 大脳皮質 皮質視蓋路
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上肢
脳 大脳皮質 大脳の下前頭回
脳 大脳皮質 求心線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の示指
脳 大脳皮質 ブローカ失語症
脳 大脳皮質 眼窩前頭皮質
脳 大脳皮質 大脳の上側頭連合野
脳 大脳皮質 終脳胞
脳 大脳皮質 眼窩面皮質
脳 大脳皮質 大脳の視覚連合野
脳 大脳皮質 新皮質の第6層(多形細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第6層の紡錘形細胞
脳 大脳皮質 大脳の上行枝
脳 大脳皮質 大脳の三角部
脳 大脳皮質 新皮質の第5層の大型錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第5層(内錐体細胞層)
脳 大脳皮質 キース・ベヒテレフ線条
脳 大脳皮質 新皮質の第4層の星状細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第4層(内顆粒細胞層)
脳 大脳皮質 大脳の原皮質
脳 大脳皮質 新皮質の第3層(外錐体細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第3層の錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第2層(外顆粒細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第2層の顆粒細胞
脳 大脳皮質 貫通線維
脳 大脳皮質 新皮質の第1層(分子層)
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞の樹状突起
脳 大脳皮質 新皮質の交連ニューロン
脳 大脳皮質 身体認識不能
脳 大脳皮質 新皮質の連合ニューロン
脳 大脳皮質 前交連
脳 大脳皮質 連合線維
脳 大脳皮質 皮質視床ニューロン 2015/3/10 P- 101  



脳 大脳皮質 皮質脊髄路ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路
脳 大脳皮質 皮質視床投射
脳 大脳皮質 大脳の中側頭回
脳 大脳皮質 大脳の等皮質
脳 大脳皮質 上頭頂小葉
脳 大脳皮質 皮質網様体路
脳 大脳皮質 内ベヤルジェ線条
脳 大脳皮質 大脳の中心溝
脳 大脳皮質 大脳の中心後回
脳 大脳皮質 大脳の中心前回
脳 大脳皮質 大脳の第1次体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の中心前溝
脳 大脳皮質 中隔野
脳 大脳皮質 大脳の中心傍小葉
脳 大脳皮質 大脳の中前頭回
脳 大脳皮質 大脳の中間皮質
脳 大脳皮質 第1次聴覚野
脳 大脳皮質 視神経
脳 大脳皮質 第1次視覚中枢
脳 大脳皮質 大脳皮質内側面
脳 大脳皮質 大脳の下前頭溝
脳 大脳皮質 視床皮質投射
脳 大脳皮質 感覚性皮質
脳 大脳皮質 皮質上丘路
脳 大脳皮質 知能
脳 大脳皮質 大脳の中心後溝
脳 大脳皮質 歯状回の分子層
脳 大脳皮質 脊髄前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 脳弓
脳 大脳皮質 心理的皮質
脳 大脳皮質 後頭連合野 (大脳)
脳 大脳皮質 皮質下核(視床)
脳 大脳皮質 アンモン角
脳 大脳皮質 頭頂弁蓋部
脳 大脳皮質 海馬歯状回
脳 大脳皮質 ツェルウェガー症候群　Zellweger症候群
脳 大脳皮質 脊髄
脳 大脳皮質 側脳室
脳 大脳皮質 ニューロン
脳 大脳皮質 側頭葉
脳 大脳皮質 樹状突起
脳 大脳皮質 記憶
脳 大脳皮質 海馬支脚
脳 大脳皮質 海馬　（海馬体）
脳 大脳皮質 鼻腔
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眼瞼
脳 大脳皮質 大脳の新皮質
脳 大脳皮質 大脳の感覚性言語中枢 2015/3/10 P- 102  



脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下腿
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の大腿
脳 大脳皮質 側脳室下角
脳 大脳皮質 側副溝
脳 大脳皮質 劣位脳半球
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の舌
脳 大脳皮質 大脳の眼窩部
脳 大脳皮質 側頭葉の前端の内側面にある梨状葉前皮質
脳 大脳皮質 側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上側頭溝
脳 大脳皮質 海馬采
脳 大脳皮質 体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の上側頭回
脳 大脳皮質 大脳の上前頭溝
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の前腕
脳 大脳皮質 大脳の古皮質
脳 大脳皮質 大脳の前頭眼野
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の顔
脳 大脳皮質 扁桃体周囲皮質
脳 大脳皮質 扁桃体周囲野
脳 大脳皮質 外側膝状体鳥距溝路
脳 大脳皮質 外側嗅条
脳 大脳皮質 大脳のブローカ中枢
脳 大脳皮質 前梨状野
脳 大脳皮質 大脳のウエルニッケ中枢
脳 大脳皮質 前有孔質
脳 大脳皮質 前頭連合野
脳 大脳皮質 前梁下溝
脳 大脳皮質 前梨状葉皮質
脳 大脳皮質 外側後頭側頭回
脳 大脳皮質 外ベヤルジェ線条
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下顎
脳 大脳皮質 感覚性失語症
脳 大脳皮質 大脳の運動性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動前野
脳 大脳皮質 シナプス結合
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の膝
脳 大脳皮質 大脳の横側頭回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下肢
脳 大脳皮質 大脳の横後頭溝
脳 大脳皮質 線条体
脳 大脳皮質 接線線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肘
脳 大脳皮質 後外側腹側核
脳 大脳皮質 後角
脳 大脳皮質 古皮質
脳 大脳皮質 原皮質
脳 大脳皮質 大脳の縁上回
脳 大脳皮質 梨状葉前皮質 2015/3/10 P- 103  



脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の胴
脳 大脳皮質 幻嗅
脳 大脳皮質 海馬足
脳 大脳皮質 海馬の透明層
脳 大脳皮質 海馬の頂上樹状突起
脳 大脳皮質 内側前前頭葉皮質
脳 大脳皮質 髄放線
脳 大脳皮質 海馬白板
脳 大脳皮質 下側頭回
脳 大脳皮質 感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 海馬傍回
脳 大脳皮質 海馬台
脳 大脳皮質 錐体路の起始ニューロン
脳 大脳皮質 頭頂後頭溝
脳 大脳皮質 頭頂下溝
脳 大脳皮質 内側後頭側頭回
脳 大脳皮質 海馬の細胞体基底部
脳 大脳皮質 鈎回発作
脳 大脳皮質 有線領
脳 大脳皮質 僧帽細胞
脳 大脳皮質 大脳の前頭前野
脳 大脳皮質 大脳の第1次運動野 primary motor area
脳 大脳皮質 海馬の基底樹状突起
脳 大脳皮質 大脳の前頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の第2次運動野
脳 大脳皮質 網様体
脳 大脳皮質 流暢失語
脳 大脳皮質 角回
脳 大脳皮質 海馬の上昇層
脳 大脳皮質 海馬の分子層
脳 大脳皮質 保続
脳 大脳皮質 海馬溝
脳 大脳皮質 大脳の頭頂間溝
脳 大脳皮質 梨状葉前野
脳 大脳皮質 海馬鈎回
脳 大脳皮質 精神盲
脳 大脳皮質 精神運動発作
脳 大脳皮質 海馬鈎
脳 大脳皮質 血栓性静脈炎
脳 大脳皮質 大脳の弁蓋部
脳 大脳皮質 大脳の補足運動野
脳 大脳皮質 大脳皮質外側面
脳 大脳皮質 大脳の不等皮質
脳 大脳皮質 立体認識不能
脳 大脳皮質 海馬の多形細胞層
脳 大脳皮質 梨状葉
脳 大脳皮質 海馬の顆粒細胞層
脳 大脳皮質 海馬の放射状層
脳 大脳皮質 海馬の網状・分子層 2015/3/10 P- 104  



脳 大脳皮質 乳頭体
脳 大脳皮質 内側膝状体側頭葉路
脳 大脳皮質 海馬の錐体細胞層
脳 大脳皮質 下頭頂小葉
脳 大脳皮質 優位脳半球
脳 大脳皮質 視床沈核
脳 大脳皮質 記憶錯誤
脳 大脳皮質 アレクサンダー病　Alexander病
脳 大脳皮質 カナバン病　（Canavan病)
脳 大脳皮質 記憶増進　(病的に亢進している)
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の頚
脳 大脳皮質 鼻腔の嗅上皮
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の嚥下
脳 大脳皮質 外側視床下部
脳 大脳皮質 ロイコジストロフィー　（脳白質変性症）
脳 大脳皮質 脳腱黄色腫症　Cerebrotendinous Xanthomatosis
脳 大脳皮質 記銘力障害
脳 大脳皮質 認知症
脳 大脳皮質 投射ニューロン
脳 大脳皮質 投射線維
脳 大脳皮質 交連線維　commissure　fiers
脳 大脳皮質 ペルオキシソーム病
脳 大脳皮質 内包
脳 大脳皮質 大脳辺縁系
脳 大脳皮質 前角
脳 大脳皮質 頭頂連合野
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳皮質 内側嗅条
脳 大脳皮質 脳梁灰白層
脳 大脳皮質 脳梁交連線維
脳 大脳皮質 脳梁幹
脳 大脳皮質 脳梁吻
脳 大脳皮質 脳梁膝
脳 大脳皮質 脳梁溝
脳 大脳皮質 中心傍小葉
脳 大脳皮質 脳梁膨大後方部
脳 大脳皮質 脳梁膨大
脳 大脳皮質 梁下野
脳 大脳皮質 脳梁脚
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳皮質 リーリン抗体
脳 大脳皮質 下側頭連合野
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 橋 台形体
脳 橋 台形体核
脳 橋 下丘
脳 橋 毛帯交叉
脳 橋 内膝(脳内の顔面神経膝)
脳 橋 外膝(側頭骨内の顔面神経膝)
脳 橋 翼突管神経
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 アブミ骨底
脳 橋 前庭神経節
脳 橋 前半規管
脳 橋 後半規管
脳 橋 アブミ骨筋神経
脳 橋 外側半規管
脳 橋 蝸牛神経
脳 橋 前庭神経
脳 橋 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
脳 橋 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 橋 蝸牛神経背側核(背側蝸牛神経核)dorsal cochlear nculeus

脳 橋 青斑核
脳 橋 内側縦束
脳 橋 前庭神経核
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の動毛
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の不動毛
脳 橋 上唾液核
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 橋 鼓索神経
脳 橋 耳下腺神経叢
脳 橋 ラセン器
脳 橋 蝸牛管にあるラセン器(コルチ器)の有毛細胞
脳 橋 卵形嚢斑
脳 橋 上髄帆
脳 橋 蓋板
脳 橋 基板
脳 橋 前庭神経節ニューロン
脳 橋 前庭神経節ニューロンの中枢枝
脳 橋 オリーブ赤核路
脳 橋 球形嚢斑
脳 橋 内側直筋
脳 橋 外側直筋
脳 橋 卵形嚢
脳 橋 球形嚢
脳 橋 内耳神経
脳 橋 上行枝
脳 橋 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 橋 交叉性室頂核前庭線維 2015/3/10 P- 106  



脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 上小脳脚交叉
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 橋 脳神経核
脳 橋 直接小脳前庭線維　direct　cerebellovestibular　fibers
脳 橋 前角運動ニューロン
脳 橋 涙腺
脳 橋 外眼筋
脳 橋 三半規管内の膨大部
脳 橋 前庭神経外側核
脳 橋 延髄
脳 橋 ロ蓋神経
脳 橋 咬筋
脳 橋 節前ニューロン
脳 橋 顎下腺
脳 橋 眼神経
脳 橋 橋網様体 pontine reticular formation
脳 橋 橋核路
脳 橋 橋
脳 橋 視床外側腹側核
脳 橋 表情筋
脳 橋 中脳
脳 橋 大脳皮質
脳 橋 大脳小脳連関
脳 橋 小脳
脳 橋 三半規管
脳 橋 後頭筋
脳 橋 後耳介筋
脳 橋 膝神経節
脳 橋 ラセン神経節
脳 橋 橋の縦橋線維　longitudinal　pontine　fibers
脳 橋 橋背部　dorsal　portion(橋被蓋　pontine tegmentum)
脳 橋 橋の背側
脳 橋 正中傍橋網様体
脳 橋 縦橋線維
脳 橋 橋腹側部の線維
脳 橋 中脳中心灰白質
脳 橋 聴覚路
脳 橋 聴覚路の二次線維
脳 橋 聴覚路の三次線維
脳 橋 歯状核
脳 橋 VL核ニューロン
脳 橋 脊髄前庭路　spinovestibular　tract
脳 橋 二次前庭小脳線維
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 鈎状束　uncinate　fascicle
脳 橋 非交叉性線維
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脳 橋 室頂核前庭線維
脳 橋 菱脳唇
脳 橋 視床皮質投射路
脳 橋 大脳皮質運動野
脳 橋 視床VPM核
脳 橋 小脳の球状核
脳 橋 小脳の栓状核
脳 橋 小脳皮質外側部
脳 橋 一次前庭線維　primary　vestibular　fibers
脳 橋 橋腹側部　ventral　porｔｉon(橋底部)
脳 橋 橋底部
脳 橋 橋背部
脳 橋 小脳虫部
脳 橋 小脳前葉虫部
脳 橋 台形体交叉
脳 橋 下小脳脚
脳 橋 中心被蓋路
脳 橋 小脳の外顆粒層
脳 橋 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 橋 橋動脈（脳底動脈の）
脳 橋 皮質橋核路　corticopｏntine　tract
脳 橋 小脳核
脳 橋 小脳半球外側部
脳 橋 中脳の下丘
脳 橋 上小脳脚
脳 橋 背側縦束
脳 橋 側頭骨
脳 橋 側頭筋
脳 橋 前頭葉
脳 橋 節後ニューロン
脳 橋 脊髄
脳 橋 錐体路 pyramidal tract(皮質脊髄路 corticospinal tract)
脳 橋 舌下腺
脳 橋 舌
脳 橋 淡蒼球　（大脳）
脳 橋 上顎神経
脳 橋 顎下神経節
脳 橋 中間神経 Ⅶ
脳 橋 三叉神経第3枝(下顎神経)
脳 橋 下顎神経
脳 橋 舌神経
脳 橋 視床下部
脳 橋 咀嚼筋　（そしゃく筋）
脳 橋 第４脳室　4th　ventricle
脳 橋 内側翼突筋
脳 橋 外側翼突筋
脳 橋 錐体鼓室裂
脳 橋 顔面神経膝
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脳 橋 副交感性節前線維
脳 橋 前頭葉にある前頭眼野
脳 橋 後鼻枝
脳 橋 錐体交叉
脳 橋 顔面神経核
脳 橋 顔面神経丘
脳 橋 顔面神経管
脳 橋 2次前庭小脳線維
脳 橋 第一次前庭線維
脳 橋 第四脳室底
脳 橋 小脳核ニューロンの軸索
脳 橋 伸筋支配運動ニューロンヘ
脳 橋 眼輪筋
脳 橋 口輪筋
脳 橋 滑車神経
脳 橋 外転神経
脳 橋 上髄帆滑車神経交叉 
脳 橋 滑車神経核
脳 橋 動眼神経核
脳 橋 温痛覚
脳 橋 アブミ骨筋
脳 橋 茎乳突孔
脳 橋 茎突舌骨筋
脳 橋 外転神経核
脳 橋 外転神経根
脳 橋 耳下腺
脳 橋 大錐体神経
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 橋 ラセン神経節ニューロン
脳 橋 中間聴条
脳 橋 背側聴条
脳 橋 腹側聴条
脳 橋 交連線維　commissure　fiers
脳 橋 鼓室
脳 橋 蝸牛管
脳 橋 翼口蓋神経節
脳 橋 顔面神経
脳 橋 顎二腹筋後腹
脳 橋 中小脳脚
脳 橋 広頚筋
脳 橋 片葉小節葉のプルキンエ細胞の軸索
脳 橋 内耳道
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 橋 下橋網様体
脳 橋 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 橋 脊髄視床路(脊髄毛帯系)
脳 橋 プルキンエ細胞 （小脳） 2015/3/10 P- 109  



脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus
脳 橋 疑核
脳 橋 上橋網様体
脳 橋 橋網様体脊髄路
脳 橋 内側網様体脊髄路
脳 橋 橋核小脳路
脳 橋 内側毛帯
脳 橋 橋の横橋線維　transverse　pontinefibers
脳 橋 蝸牛神経背側
脳 橋 受容器
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 橋 外側前庭脊髄路　lateral　vestibulospinal　tract
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 橋 外側毛帯
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 橋 小脳核視床路
脳 橋 聴覚伝導路
脳 橋 前庭神経内側核
脳 橋 後索・内側毛帯系
脳 橋 迷走神経背側運動核
脳 橋 視蓋脊髄路
脳 橋 延髄の後索核
脳 橋 翼板
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 橋 交叉性線維
脳 橋 運動覚
脳 橋 位置覚
脳 橋 深部感覚
脳 橋 振動覚
脳 橋 菱形窩
脳 橋 三叉神経
脳 橋 境界溝
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 橋 脊髄運動ニューロン
脳 橋 三叉神経の二次線維
脳 橋 三叉神経視床路
脳 橋 間質核脊髄路
脳 橋 三叉神経節
脳 橋 三叉神経節ニューロンの軸索
脳 橋 三叉神経節ニューロン
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
脳 橋 第1次体性感覚野 2015/3/10 P- 110  



脳 橋 下行枝
脳 橋 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路
脳 橋 三叉神経毛帯
脳 橋 三叉神経第1枝(眼神経)
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 橋 第1次ニューロン
脳 橋 第2次ニューロン
脳 橋 第3次ニューロン
脳 橋 脳幹
脳 橋 外側脊髄視床路
脳 橋 脊髄毛帯
脳 橋 前脊髄視床路
脳 橋 直接小脳前庭線維
脳 橋 内側前庭脊髄路 medial vestibulospinal tract
脳 橋 赤核
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大分類 件　名 機　　能　　他
頭 頚 部 頭と首 耳管咽頭口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後耳介静脈
頭 頚 部 頭頚部 耳介部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼角動脈       (顔面動脈の終枝)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上動脈　　（眼動脈の枝）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車上動脈　　（眼動脈の枝）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下眼静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上眼静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下行口蓋動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前上歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経管
頭 頚 部 頭頚の動静脈 視神経管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 オトガイ動脈
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋神経との交通枝
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋
頭 頚 部 頭頚部 耳介側頭筋神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 歯槽孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大口蓋管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顎舌骨筋枝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 棘孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下顎管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下歯槽動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突管動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶口蓋動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶口蓋孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突筋枝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深耳介動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後耳介動脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂軟骨の声帯突起
頭 頚 部 頭頚部 鎖骨下部
頭 頚 部 頭頚部 大鎖骨上窩
頭 頚 部 頭頚部 肩甲舌骨筋上腹
頭 頚 部 頭頚部 肩甲舌骨筋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 上顎がん
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋結節
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声門
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声帯ポリープ
頭 頚 部 咽頭と喉頭 声帯
頭 頚 部 咽頭と喉頭 室ひだ（仮声帯）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 小角結節
頭 頚 部 咽頭と喉頭 楔状結節 2015/3/10 P- 112  



頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭口
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂喉頭蓋ひだ
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋扁桃
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌扁桃
頭 頚 部 咽頭と喉頭 軟口蓋
頭 頚 部 咽頭と喉頭 鼻甲介
頭 頚 部 咽頭と喉頭 気管軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 鼻中隔
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭扁桃
頭 頚 部 頭頚部 肩甲上部
頭 頚 部 頭頚部 鎖骨部
頭 頚 部 頭頚部 小鎖骨上窩
頭 頚 部 咽頭と喉頭 輪状軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 甲状軟骨
頭 頚 部 頭と首 側頭筋
頭 頚 部 頭頚部 肩峰部
頭 頚 部 頭頚部 硬膜枝との交通枝
頭 頚 部 頭と首 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上斜筋
頭 頚 部 頭と首 涙腺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙腺
頭 頚 部 頭と首 鼻軟骨
頭 頚 部 頭と首 鼻骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鼻骨
頭 頚 部 頭と首 鼻涙管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前篩骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前篩骨孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後篩骨孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後篩骨動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頭頂導出静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜静脈洞血栓症
頭 頚 部 頭と首 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中硬膜動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前硬膜動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 Ｓ状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 Ｓ状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鼻背動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下矢状静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 浅側頭静脈 2015/3/10 P- 113  



頭 頚 部 頭頚の動静脈 浅側頭静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 大大脳静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 椎骨動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 椎骨動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 椎骨静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顆管
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車上動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下顎後静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外側眼瞼動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内側眼瞼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞症候群
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 おとがい孔（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 おとがい孔（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顎動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顎静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈弓
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顔面静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 翼突筋静脈叢
頭 頚 部 頭頚の動静脈 翼突筋静脈叢
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 海綿静脈洞
頭 頚 部 頭頚部 眼窩下部
頭 頚 部 頭頚部 眼窩部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩下孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼窩上孔
頭 頚 部 頭頚の動静脈 眼角静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 深顔面静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 椎骨静脈叢
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 嗅神経
頭 頚 部 頭と首 導入静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 導入静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 乳突導出静脈
頭 頚 部 頭と首 硬膜下腔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 涙骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 篩骨
頭 頚 部 頭と首 帽状腱膜
頭 頚 部 頭と首 嗅球
頭 頚 部 頭と首 大脳鎌
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上顎骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔 2015/3/10 P- 114  



頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外耳孔（左）
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜の内葉
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜の外葉
頭 頚 部 頭と首 骨膜　（脳）
頭 頚 部 頭と首 脳軟膜
頭 頚 部 頭と首 小柱
頭 頚 部 頭と首 クモ膜顆粒
頭 頚 部 頭と首 クモ膜下腔
頭 頚 部 頭と首 脳硬膜
頭 頚 部 頭頚の動静脈 硬膜
頭 頚 部 頭と首 硬膜
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜
頭 頚 部 頭と首 上矢状静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 導出静脈
頭 頚 部 頭と首 頭蓋冠の骨質
頭 頚 部 頭頚の動静脈 顆導出静脈
頭 頚 部 頭と首 表皮
頭 頚 部 頭と首 頭蓋冠
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 延髄
頭 頚 部 頭と首 髄膜炎・骨髄炎
頭 頚 部 頭頚の動静脈 腕頭静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 眼動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 眼動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 血液脳関門・脳血管カルチノイド
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳卒中
頭 頚 部 頭頚の動静脈 鎖骨下静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 鎖骨下動脈
頭 頚 部 頭頚部 頸部頸動脈狭窄症
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳神経障害
頭 頚 部 頭頚部 咬筋部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後頭静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 クモ膜下出血
頭 頚 部 頭頚の動静脈 後頭静脈洞
頭 頚 部 頭頚部 舌骨部
頭 頚 部 頭頚部 舌骨下部
頭 頚 部 頭頚部 後頭部
頭 頚 部 のどの痛み 気管支
頭 頚 部 頭と首 顎下腺
頭 頚 部 頭と首 大脳半球（左脳）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳動脈瘤
頭 頚 部 頭と首 脳　(全体)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳出血
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳梗塞
頭 頚 部 頭と首 大脳半球（右脳）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈管外口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈管内口
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚動脈鼓室枝　（頚鼓小管）
頭 頚 部 頭と首 クモ膜 (脳) 2015/3/10 P- 115  



頭 頚 部 頭蓋と頭血管 中大脳動脈
頭 頚 部 頭と首 大脳皮質（灰白質）
頭 頚 部 頭と首 大脳髄質（白質）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外後頭隆起
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後大脳動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上行頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 前頚静脈
頭 頚 部 頭と首 頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右鎖骨下動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頚横動脈
頭 頚 部 頭と首 内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 内頚静脈
頭 頚 部 頭と首 左内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左内頸静脈
頭 頚 部 頭と首 右内頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右内頚静脈
頭 頚 部 頭と首 外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 外頚静脈
頭 頚 部 頭と首 左外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈（左）
頭 頚 部 頭と首 右外頸静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸静脈（右）
頭 頚 部 頭と首 外頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頚動脈
頭 頚 部 頭と首 左外頸動脈
頭 頚 部 頭と首 右外頸動脈
頭 頚 部 頭と首 内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 内頚動脈
頭 頚 部 頭と首 左内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈（左）
頭 頚 部 頭と首 右内頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内頸動脈（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外頸動脈（右）
頭 頚 部 頭頚部 頚動脈三角
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭頂骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後頭骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 深頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 最上肋間動脈
頭 頚 部 頭と首 右総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 右総頚動脈 2015/3/10 P- 116  



頭 頚 部 頭と首 左総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 左総頸動脈
頭 頚 部 頭と首 総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 総頸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 総頚動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚部の皮静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸部の皮静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 肋頚動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上甲状腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下甲状腺動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 肩甲上動脈
頭 頚 部 頭頚部 側頭部　（こめかみ）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 胸肩峰静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 胸肩峰静脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 披裂軟骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 正中甲状舌骨靭帯
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 上行咽頭動脈
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭蓋軟骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 咬筋動脈
頭 頚 部 頭頚部 後頚部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前頭骨
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頚静脈孔
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈孔
頭 頚 部 頭と首 頚静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頸静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 深頚静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚静脈上球
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頚静脈下球
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 小脳テント
頭 頚 部 頭頚の動静脈 乳突孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳底動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大大脳静脈　(ガレン)
頭 頚 部 頭頚部 頭部組織カルチノイド
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳性麻痺
頭 頚 部 のどの痛み 膿
頭 頚 部 頭頚部 乳突部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬動脈
頭 頚 部 頭頚部 オトガイ下部
頭 頚 部 頭頚部 鼻部
頭 頚 部 頭頚部 オトガイ部
頭 頚 部 頭頚部 顎下部
頭 頚 部 頭頚部 下顎後部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨（左）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 動脈溝
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 蝶形骨
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頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌下神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭
頭 頚 部 頭と首 唾液腺
頭 頚 部 頭と首 舌下腺
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜
頭 頚 部 咽頭と喉頭 舌
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌咽神経
頭 頚 部 頭と首 耳管
頭 頚 部 咽頭と喉頭 耳管
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 のどの痛み 痛み
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 迷走神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 下喉頭神経
頭 頚 部 咽頭と喉頭 気管
頭 頚 部 のどの痛み 気管
頭 頚 部 のどの痛み 痛み
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋扁桃炎
頭 頚 部 咽頭と喉頭 口蓋垂
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 下顎骨
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭
頭 頚 部 のどの痛み 声帯筋
頭 頚 部 頭と首 リンパ管　lymphatic vessel
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 副神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 側頭骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 身体上部の毛細血管　（頭部）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 食道
頭 頚 部 のどの痛み 肺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前大脳動脈
頭 頚 部 頭頚部 前頭部　（ひたい）
頭 頚 部 頭頚の動静脈 舌静脈
頭 頚 部 頭頚部 胸骨部
頭 頚 部 頭頚部 頭頂部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 舌動脈
頭 頚 部 頭頚部 気管部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上錐体静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 下錐体静脈洞
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 オトガイ孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 甲状頚動脈
頭 頚 部 頭頚部 顎二腹筋後腹
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 女の頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 男の頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 板間静脈
頭 頚 部 頭頚部 喉頭部
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 腕頭動脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 横静脈洞
頭 頚 部 頭頚の動静脈 直静脈洞 2015/3/10 P- 118  



頭 頚 部 頭頚の動静脈 腋窩静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の内板
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内胸動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の外板
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭蓋骨の板間層
頭 頚 部 頭頚の動静脈 頭頂孔
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 静脈洞交会
頭 頚 部 頭頚の動静脈 静脈洞交会
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頭部外傷
頭 頚 部 頭と首 涙嚢
頭 頚 部 頭頚部 口部
頭 頚 部 頭頚部 頬部
頭 頚 部 頭頚部 頬骨部
頭 頚 部 頭頚部 外側頚三角部
頭 頚 部 頭と首 リンパ節
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経 (眼)
頭 頚 部 頭と首 甲状腺
頭 頚 部 咽頭と喉頭 甲状腺
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 外転神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨（右）
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 頬骨（左）
頭 頚 部 咽頭と喉頭 アデノイド
頭 頚 部 のどの痛み 呼吸器炎症
頭 頚 部 咽頭と喉頭 咽頭炎
頭 頚 部 頭と首 真皮 (頭)
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 網膜中心動脈
頭 頚 部 頭頚部 甲状腺部
頭 頚 部 頭頚の動静脈 中甲状腺静脈
頭 頚 部 頭頚の動静脈 上甲状腺静脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 滑車
頭 頚 部 頭頚部 頚窩
頭 頚 部 頭頚部 胸鎖乳突筋部
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜組織
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜系
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 動眼神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 視神経管
頭 頚 部 のどの痛み 粘膜炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭炎
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳血管アミロイドーシス
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎　672
頭 頚 部 咽頭と喉頭 扁桃炎   tonsilitis　200
頭 頚 部 のどの痛み 扁桃炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 長後毛様体動脈
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 短後毛様体動脈 2015/3/10 P- 119  



頭 頚 部 のどの痛み ニコチン(毒)
頭 頚 部 頭と首 耳下腺
頭 頚 部 頭頚部 耳下腺分泌線維（副交感線維）
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭ポリープ
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 硬膜外血腫
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 脳血栓瘤
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前斜角筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 一過性脳虚血発作
頭 頚 部 頭頚部 鼓膜張筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 前鼓室動脈
頭 頚 部 頭と首 内耳
頭 頚 部 頭と首 鼓膜
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 内耳神経
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 顔面神経
頭 頚 部 頭頚部 口蓋帆張筋
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 後頭動脈
頭 頚 部 頭頚部 鼓膜張筋神経
頭 頚 部 頭頚部 鼓室神経
頭 頚 部 頭頚部 鼓室神経との交通枝
頭 頚 部 頭頚部 三角筋部
頭 頚 部 頭頚部 口蓋帆張筋神経
頭 頚 部 頭頚の動静脈 左静脈角
頭 頚 部 頭頚の動静脈 右静脈角
頭 頚 部 頭頚の動静脈 静脈角
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大脳動脈輪
頭 頚 部 頭と首 水頭症
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 大孔
頭 頚 部 咽頭と喉頭 喉頭炎
頭 頚 部 のどの痛み 喉頭炎
頭 頚 部 頭と首 脳梁
頭 頚 部 頭蓋と頭血管 三叉神経
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 髄膜と脳脊髄液 歯状靭帯
脳 髄膜と脳脊髄液 脊椎骨の骨膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄クモ膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳の静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 下矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 視神経交叉
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜上腔
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳鎌
脳 髄膜と脳脊髄液 脳軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脚間槽
脳 髄膜と脳脊髄液 迂回槽
脳 髄膜と脳脊髄液 鞍隔膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒内の弁構造
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒小窩
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下槽
脳 髄膜と脳脊髄液 ルシュカ孔
脳 髄膜と脳脊髄液 モンロー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 マジャンディー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳縦裂
脳 髄膜と脳脊髄液 水頭症
脳 髄膜と脳脊髄液 交叉槽
脳 髄膜と脳脊髄液 板間静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 聴神経腫瘍
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳水道
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜 (脳)
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 大後頭孔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳テント
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳外側面
脳 髄膜と脳脊髄液 室間孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室拡大症 2015/3/10 P- 121  



脳 髄膜と脳脊髄液 脳室上衣細胞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈　(ガレン)
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳延髄槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳鎌
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳の中心灰白質
脳 髄膜と脳脊髄液 横静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄の中心管
脳 髄膜と脳脊髄液 延髄の菱形窩
脳 髄膜と脳脊髄液 女
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋骨
脳 髄膜と脳脊髄液 脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 前頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 頭頂葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 男
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の中心部
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 脊柱管
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈洞交会
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側孔
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄終糸
脳 髄膜と脳脊髄液 第三脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の後角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の前角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の下角
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈圧
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内圧亢進症
脳 髄膜と脳脊髄液 髄液圧
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜腫
脳 髄膜と脳脊髄液 電解質異常
脳 髄膜と脳脊髄液 髄芽腫
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液の排出障害
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内胚細胞性腫瘍
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁槽
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳脚
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大分類 件　名 機　　能　　他
体　　液 血液とリンパ 細胞外液のpHバランス （ＰＨ中枢に関わる５次元）
体　　液 血液とリンパ 細胞内液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 髄液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ ｐｈ調節中枢
体　　液 血液とリンパ 間質液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 体液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 血液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 唾液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ リンパ液のpHバランス
体　　液 血液とリンパ 血漿のpHバランス
体　　液 グロビン 延髄PH調節機能部位
体　　液 血液とリンパ 間質液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血漿中のイオシ
体　　液 血液とリンパ 髄液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞外液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 細胞内液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 唾液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 血液中のイオン
体　　液 血液とリンパ 体液中のイオン
体　　液 血液とリンパ リンパ液中のイオン
体　　液 血液とリンパ ＰＨバランス（マイナスの因子は）
体　　液 グロビン 酸素　8
体　　液 血液とリンパ 関節頭の白血球造血器
体　　液 グロビン プロトポルフィリン
体　　液 グロビン ウロビリン体
体　　液 グロビン キレート
体　　液 血液とリンパ 出血
体　　液 グロビン グロビン
体　　液 グロビン 硫化水素
体　　液 グロビン グルクロン酸
体　　液 血液とリンパ 造血管細胞
体　　液 血液とリンパ 真菌環状鎖
体　　液 血液とリンパ ゴーストとなった赤血球
体　　液 グロビン 中性脂肪代謝酵素
体　　液 グロビン グロビン蛋白分解物(GD)
体　　液 グロビン VVYP
体　　液 グロビン 一酸化窒素(NＯ)
体　　液 グロビン ATP(アデノシン三リン酸)
体　　液 グロビン オキシヘモグロビン
体　　液 グロビン ステルコビリン
体　　液 グロビン ウロビリン
体　　液 グロビン ステルコピリノゲン
体　　液 グロビン ウロビリノゲン
体　　液 グロビン グルクロン酸抱合
体　　液 グロビン ビリベルディン
体　　液 グロビン 脾マクロファージ
体　　液 グロビン 赤血球膜SH基
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体　　液 グロビン メトヘモグロビン
体　　液 グロビン ポルフォピリノゲン
体　　液 グロビン ハインツ小体
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-2
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp2-1
体　　液 グロビン ハプトグロビンHp１-１
体　　液 グロビン ハプトグロビン(Hp)
体　　液 グロビン 炭酸ガス
体　　液 血液とリンパ 白血病
体　　液 血液とリンパ 結合組織
体　　液 血液とリンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）ｐHバランス
体　　液 血液とリンパ 白血球招集増加因子
体　　液 血液とリンパ 白血病造血巣
体　　液 グロビン ヘモグロビンA2(HbA2)
体　　液 グロビン ヘモグロビンA(HbA)
体　　液 グロビン ヘモグロビンF(HbF)
体　　液 グロビン SS結合
体　　液 グロビン Ｖδ2+Ｔ細胞
体　　液 血液とリンパ 抗酸化酵素SODとマクロファージとリンパ球と穎粒球のバランス
体　　液 グロビン γ鎖
体　　液 グロビン Ｖγ9
体　　液 グロビン δ鎖
体　　液 グロビン 二価の鉄イオン
体　　液 グロビン プロトポルフェリン
体　　液 グロビン 非化学結合
体　　液 グロビン リポ蛋白リパーゼ
体　　液 グロビン グロビンmRNA
体　　液 グロビン δ一アミノレプリン酸
体　　液 グロビン サクシニルCoA
体　　液 グロビン グリシン
体　　液 グロビン 四量体α2β2
体　　液 グロビン 正常末梢血CD3+細胞
体　　液 グロビン γ/δＴ細胞
体　　液 グロビン Vδ2
体　　液 グロビン γ/δT細胞レセプタ
体　　液 グロビン α鎖(141アミノ酸)
体　　液 グロビン β鎖(146アミノ酸)
体　　液 グロビン ポリリポゾーム
体　　液 グロビン γ/δ複合体
体　　液 グロビン ヒトδ2遺伝子
体　　液 グロビン ヒトグロビン遺伝子
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大分類 件　名 機　　能　　他
五　感 眼 眼病変
五　感 眼 前部ぶどう膜炎
五　感 眼 慢性ブドウ膜炎
五　感 耳 台形体核
五　感 眼 肉芽腫性前部ぶどう膜炎
五　感 耳 体性知覚野
五　感 口腔と歯 ミクリッツ病
五　感 耳 薬剤性難聴
五　感 眼 豚脂様角膜後面沈着物
五　感 耳 あぶみ骨
五　感 耳 きぬた骨
五　感 耳 つち骨
五　感 耳 第２鼓膜（蝸牛窓に張っている）
五　感 耳 骨性の半規管
五　感 耳 鼓膜張筋
五　感 耳 膜性
五　感 耳 前半規管
五　感 耳 後半規管
五　感 耳 内耳神経
五　感 耳 外側半規管
五　感 耳 蝸牛神経
五　感 耳 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
五　感 耳 内側膝状体　（視床）
五　感 耳 蝸牛神経核　（背側・腹側）
五　感 耳 視床の中継核
五　感 耳 小脳虫部皮質
五　感 耳 膨大部稜
五　感 耳 平衡砂（耳石）
五　感 口腔と歯 孤束核
五　感 口腔と歯 視床の中継核
五　感 口腔と歯 唇
五　感 口腔と歯 支持細胞
五　感 口腔と歯 リンパ小節
五　感 口腔と歯 味孔
五　感 口腔と歯 微絨毛
五　感 口腔と歯 重層扁平上皮
五　感 口腔と歯 基底膜
五　感 口腔と歯 味細胞
五　感 口腔と歯 乳頭溝
五　感 口腔と歯 舌の味蕾
五　感 口腔と歯 舌小帯
五　感 口腔と歯 唇交連
五　感 口腔と歯 下唇
五　感 口腔と歯 上唇
五　感 口腔と歯 軟口蓋
五　感 口腔と歯 咽頭の後壁
五　感 口腔と歯 硬口蓋
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五　感 口腔と歯 茸状乳頭
五　感 口腔と歯 分界溝
五　感 口腔と歯 舌盲孔
五　感 口腔と歯 舌扁桃
五　感 口腔と歯 喉頭蓋
五　感 口腔と歯 口蓋扁桃
五　感 口腔と歯 有郭乳頭
五　感 口腔と歯 葉状乳頭
五　感 耳 耳介
五　感 耳 外耳道
五　感 耳 外耳
五　感 耳 耳石器官
五　感 鼻 咽頭口
五　感 耳 感覚毛
五　感 口腔と歯 びまん性歯肉炎
五　感 歯 歯根細胞
五　感 口腔と歯 靭帯
五　感 口腔と歯 象牙質
五　感 口腔と歯 エナメル質
五　感 口腔と歯 セメント質
五　感 口腔と歯 歯槽骨
五　感 口腔と歯 歯根膜
五　感 口腔と歯 神経
五　感 口腔と歯 第３大臼歯（智歯、親知らず）
五　感 口腔と歯 第２大臼歯
五　感 口腔と歯 第１大臼歯
五　感 口腔と歯 第２小臼歯
五　感 口腔と歯 第１小臼歯
五　感 口腔と歯 犬歯
五　感 口腔と歯 側切歯
五　感 口腔と歯 中切歯
五　感 口腔と歯 臼歯
五　感 口腔と歯 前歯
五　感 口腔と歯 味覚野
五　感 口腔と歯 エブナー腺
五　感 口腔と歯 分泌型ＩgＡ
五　感 歯 歯根組織再生
五　感 口腔と歯 披裂軟骨の声帯突起
五　感 口腔と歯 上顎がん
五　感 口腔と歯 喉頭蓋結節
五　感 口腔と歯 声門
五　感 口腔と歯 声帯ポリープ
五　感 口腔と歯 声帯
五　感 口腔と歯 室ひだ（仮声帯）
五　感 口腔と歯 小角結節
五　感 口腔と歯 楔状結節
五　感 口腔と歯 喉頭口
五　感 口腔と歯 披裂喉頭蓋ひだ
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五　感 口腔と歯 口蓋扁桃
五　感 口腔と歯 舌扁桃
五　感 口腔と歯 軟口蓋
五　感 口腔と歯 鼻甲介
五　感 口腔と歯 気管軟骨
五　感 口腔と歯 鼻中隔
五　感 口腔と歯 咽頭扁桃
五　感 口腔と歯 輪状軟骨
五　感 口腔と歯 甲状軟骨
五　感 眼 眉毛（まゆげ）
五　感 眼 下眼瞼　（したまぶた）
五　感 口腔と歯 ラクトフェリン
五　感 口腔と歯 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
五　感 口腔と歯 唾液
五　感 眼 眼球
五　感 鼻 眼球
五　感 眼 視神経鞘
五　感 眼 視神経乳頭
五　感 眼 毛様体突起
五　感 眼 後眼房
五　感 眼 瞳孔縁
五　感 眼 前眼房
五　感 眼 シュレンム管
五　感 眼 角膜
五　感 眼 角膜
五　感 眼 上眼瞼挙筋
五　感 眼 眼窩脂肪体
五　感 眼 円蓋部結膜
五　感 眼 瞼板腺
五　感 眼 上眼瞼挙筋起始
五　感 眼 内直筋
五　感 眼 上直筋
五　感 眼 下斜筋
五　感 眼 上斜筋
五　感 眼 排出管
五　感 眼 内眼角（めがしら）
五　感 眼 涙丘
五　感 眼 涙小管
五　感 眼 涙点
五　感 眼 外眼角（めじり）
五　感 眼 上眼瞼（うわまぶた）
五　感 眼 涙腺
五　感 鼻 鼻骨
五　感 眼 鼻涙管
五　感 鼻 急性鼻炎
五　感 鼻 下鼻甲介
五　感 鼻 軟口蓋
五　感 鼻 咽頭扁頭
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五　感 鼻 内鼻孔（鼻限）
五　感 鼻 前交連
五　感 鼻 鼻中隔
五　感 鼻 嗅索
五　感 鼻 蝶形骨洞
五　感 鼻 中鼻甲介
五　感 鼻 上鼻甲介
五　感 鼻 嗅球
五　感 鼻 篩骨洞
五　感 鼻 後鼻孔
五　感 鼻 外鼻孔
五　感 鼻 鼻前庭
五　感 鼻 嗅部　（嗅裂）
五　感 鼻 前頭洞
五　感 眼 結膜
五　感 鼻 副鼻腔粘膜
五　感 鼻 鼻茸
五　感 鼻 蓄膿症
五　感 鼻 鼻粘膜
五　感 鼻 鼻前頭管　（前頭洞の出入口）
五　感 鼻 上顎洞自然孔
五　感 眼 下直筋
五　感 眼 外直筋
五　感 耳 延髄
五　感 口腔と歯 延髄
五　感 眼 ドライアイ
五　感 口腔と歯 ドライマウス（口腔乾燥症）
五　感 耳 雑音
五　感 眼 眼内炎症病変
五　感 眼 眼内炎症疾患
五　感 鼻 鼻のポリープ   nosal polyp
五　感 耳 ジージー
五　感 歯 アマルガム充填
五　感 歯 顎骨
五　感 眼 涙小管　（右）
五　感 耳 耳
五　感 口腔と歯 味覚障害
五　感 口腔と歯 舌炎
五　感 口腔と歯 歯槽膿漏
五　感 口腔と歯 口角炎
五　感 口腔と歯 口内炎　（慢性再発性）
五　感 口腔と歯 口内炎（アフタ性）
五　感 口腔と歯 口内炎（カタル性）
五　感 耳 ビンカマイナー
五　感 眼 眼球腺
五　感 歯 歯髄壊疽
五　感 歯 銀アマルガム
五　感 歯 アマルガム
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五　感 歯 慢性歯髄炎
五　感 耳 聴覚過敏症
五　感 耳 ウィリアムズ症候群
五　感 眼 多発性硬化症　眼神経
五　感 眼 多発性硬化症
五　感 耳 高音域蝸牛難聴
五　感 耳 音恐怖症　(phonophobia)
五　感 眼 近視
五　感 歯 咬筋
五　感 歯 下顎ポリープ
五　感 歯 不正咬合
五　感 歯 上顎炎症
五　感 歯 歯根嚢
五　感 歯 歯肉炎
五　感 歯 顎の疾患
五　感 耳 橋
五　感 耳 毛細血管
五　感 耳 耳器官
五　感 歯 口内真菌症
五　感 耳 聴覚（聴覚野）
五　感 歯 顎下神経節
五　感 鼻 鼻中隔軟骨
五　感 鼻 人中
五　感 鼻 鼻尖（はなさき）
五　感 眼 下鼻道
五　感 耳 槌骨　malleus
五　感 鼻 鼻アレルギー
五　感 鼻 鼻炎
五　感 鼻 嗅覚異常
五　感 鼻 鼻中隔彎曲症
五　感 口腔と歯 膿
五　感 眼 色盲
五　感 鼻 鼻粘膜病変
五　感 歯 口腔運動神経
五　感 眼 眼軸
五　感 鼻 萎縮性鼻炎
五　感 眼 結核性角膜実質炎
五　感 歯 歯周病
五　感 口腔と歯 歯髄
五　感 歯 歯髄・歯髄炎
五　感 耳 聴覚神経
五　感 鼻 嗅覚野
五　感 口腔と歯 頬粘膜
五　感 歯 歯牙埋伏
五　感 耳 耳小骨
五　感 眼 毛様体神経節
五　感 歯 下顎洞・顎骨
五　感 口腔と歯 喉頭
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五　感 口腔と歯 舌
五　感 眼 網膜杆状体
五　感 口腔と歯 舌咽神経
五　感 眼 眼神経
五　感 耳 中耳
五　感 眼 結膜炎
五　感 歯 歯の使いすぎ
五　感 耳 耳管
五　感 鼻 耳管
五　感 口腔と歯 扁桃炎
五　感 耳 半規管
五　感 口腔と歯 痛み
五　感 口腔と歯 下喉頭神経
五　感 鼻 鼻
五　感 口腔と歯 気管
五　感 歯 歯根
五　感 耳 回転性眩暈（めまい）
五　感 眼 外側膝状体
五　感 歯 翼口蓋神経節
五　感 眼 白内障
五　感 眼 網膜剥離
五　感 口腔と歯 口蓋扁桃炎
五　感 口腔と歯 口蓋垂
五　感 歯 口蓋垂
五　感 口腔と歯 口蓋垂
五　感 耳 メニエール病
五　感 歯 歯石
五　感 歯 下顎神経 
五　感 耳 メニエール病
五　感 鼻 副鼻腔炎
五　感 鼻 キーセルバッハ部位
五　感 鼻 慢性鼻炎
五　感 鼻 慢性鼻炎（単純）
五　感 鼻 肥厚性鼻炎
五　感 口腔と歯 静脈
五　感 歯 口
五　感 眼 緑内障
五　感 歯 歯牙感覚
五　感 歯 下顎骨
五　感 鼻 鼻腔
五　感 鼻 鼻腔
五　感 歯 根管充填
五　感 鼻 嗅神経
五　感 歯 歯肉ポケット
五　感 眼 視力
五　感 眼 視覚野（視覚）
五　感 眼 視放線
五　感 眼 遠視
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五　感 眼 涙小管
五　感 眼 糖尿病性網膜症
五　感 歯 歯髄細胞
五　感 眼 筋鞘
五　感 眼 色素性網膜炎
五　感 鼻 副鼻腔
五　感 眼 睫毛（まつげ）
五　感 眼 眼サルコイドーシス
五　感 歯 歯髄組織再生
五　感 口腔と歯 味蕾の神経（舌）
五　感 眼 視交叉
五　感 口腔と歯 腺細胞
五　感 鼻 中鼻道
五　感 鼻 上鼻道
五　感 鼻 下鼻道
五　感 鼻 鼻背（はなすじ）
五　感 鼻 大鼻翼軟骨
五　感 鼻 鼻翼（こばな）
五　感 鼻 小鼻翼軟骨
五　感 鼻 外側鼻軟骨
五　感 耳 突発性難聴　（Sudden Deafness）
五　感 耳 卵形嚢
五　感 耳 球形嚢
五　感 耳 前庭窓（あぶみ骨がはまっている）
五　感 耳 耳管咽頭口
五　感 眼 梅毒性角膜実質炎
五　感 耳 ステロイド剤
五　感 耳 外傷性（伝音性）難聴
五　感 耳 低音障害型感音性難聴
五　感 耳 低音型
五　感 耳 高音型
五　感 耳 水平型
五　感 耳 感音性難聴
五　感 眼 涙嚢
五　感 眼 角膜ヘルペス
五　感 眼 白斑　（目）
五　感 耳 外傷性難聴
五　感 耳 難聴症状のみのメニエール病
五　感 口腔と歯 歯肉
五　感 歯 歯肉・歯周
五　感 耳 ステロイド
五　感 鼻 上顎洞
五　感 歯 上顎洞(膜)・歯根膜
五　感 眼 網膜
五　感 口腔と歯 動脈
五　感 歯 う蝕
五　感 眼 糖尿病性白内障
五　感 口腔と歯 口腔
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五　感 口腔と歯 扁桃炎
五　感 眼 水晶体
五　感 眼 視神経 
五　感 鼻 視神経 (眼)
五　感 眼 瞳孔
五　感 眼 乱視
五　感 耳 難聴
五　感 鼻 植物抽出ホルモン
五　感 鼻 鼻血
五　感 鼻 呼吸器炎症
五　感 口腔と歯 呼吸器炎症
五　感 口腔と歯 咽頭炎
五　感 口腔と歯 歯
五　感 歯 歯
五　感 眼 眼炎
五　感 眼 眼瞼ーリンパ腺
五　感 眼 老眼
五　感 眼 眼瞼　（右）
五　感 歯 歯細胞
五　感 歯 歯肉細胞
五　感 歯 歯組織再生
五　感 歯 歯肉組織再生
五　感 耳 膝神経節　ganglion　geniculi
五　感 眼 黄斑部出血
五　感 眼 黄斑上膜
五　感 耳 血流改善剤
五　感 鼻 鼻のポリープ
五　感 耳 耳に水が入ったような感じが取れない
五　感 眼 嚢胞様黄斑浮腫
五　感 耳 耳が塞がっているようだ（耳閉感）
五　感 眼 虹彩結節
五　感 眼 視力の低下
五　感 眼 周辺部虹彩前癒着
五　感 眼 渗出斑
五　感 眼 硝子体混濁
五　感 耳 軽度難聴
五　感 耳 重度難聴
五　感 眼 隅角結節
五　感 歯 歯痛
五　感 口腔と歯 粘膜組織
五　感 歯 合成フッ化物
五　感 眼 硝子体
五　感 眼 硝子体ー毛様体小帯
五　感 眼 硝子体管
五　感 眼 硝子体膜
五　感 口腔と歯 粘膜系
五　感 眼 網膜杆状体・錐状体層
五　感 眼 黄斑
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五　感 眼 眼瞼接合部　（左）
五　感 耳 中耳炎
五　感 耳 中耳炎（急性）
五　感 耳 中耳炎（慢性）
五　感 眼 右眼
五　感 眼 左眼
五　感 眼 線維膜
五　感 眼 血管皮膜
五　感 眼 神経支質
五　感 眼 毛様体神経と動眼神経
五　感 眼 涙腺
五　感 眼 毛様体神経
五　感 眼 虹彩
五　感 眼 虹彩ー瞳孔
五　感 眼 目の使い過ぎ
五　感 眼 眼瞼　（右）
五　感 眼 眼瞼　（左）
五　感 眼 強膜
五　感 眼 視神経　（右）
五　感 眼 視神経　（左）
五　感 耳 耳
五　感 耳 外耳炎
五　感 眼 水晶体眼窩
五　感 耳 平衡斑神経
五　感 眼 虹彩　（右）
五　感 眼 虹彩　（左）
五　感 眼 白色線維組織
五　感 口腔と歯 粘膜炎
五　感 眼 涙湖　（右）
五　感 眼 視力　（右）
五　感 眼 視力　（左）
五　感 眼 眼瞼ー上瞼板
五　感 眼 支質
五　感 眼 網膜　（右）
五　感 眼 網膜　（左）
五　感 眼 涙湖　（左）
五　感 眼 瞼板腺　（右）
五　感 眼 瞼板腺　（左）
五　感 眼 水晶体核
五　感 口腔と歯 喉頭炎
五　感 眼 水晶体　（右）
五　感 眼 水晶体　（左）
五　感 耳 左耳
五　感 耳 右耳
五　感 眼 水晶体嚢
五　感 眼 圧迫性視神経症
五　感 眼 虚血性視神経症
五　感 口腔と歯 扁桃炎
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五　感 眼 急性網膜壊死
五　感 眼 視神経炎
五　感 眼 視神経症
五　感 眼 中心暗点　（視野の真ん中が見えない）
五　感 眼 栄養欠乏性視神経症
五　感 眼 網脈絡膜広範囲萎縮
五　感 眼 脈絡膜炎
五　感 眼 眼窩骨膜
五　感 眼 目の圧迫感
五　感 眼 外傷性視神経症
五　感 眼 特発性視神経炎
五　感 眼 眼球運動痛
五　感 眼 中毒性視神経症
五　感 眼 竹の節状の網膜静脈周囲炎
五　感 眼 網膜周囲血管炎
五　感 眼 網膜血管炎
五　感 眼 加齢黄斑変性
五　感 口腔と歯 扁桃炎   tonsilitis
五　感 眼 眼血管
五　感 口腔と歯 扁桃炎
五　感 眼 眼球炎症
五　感 眼 角膜固有質
五　感 口腔と歯 喉頭
五　感 眼 角膜上皮
五　感 眼 毛様体
五　感 眼 毛様体輪
五　感 眼 毛様体突起
五　感 眼 毛様体筋
五　感 眼 眼瞼筋
五　感 眼 血管板
五　感 眼 動脈支質
五　感 眼 網膜外網状層
五　感 眼 網膜外核層
五　感 眼 網脈絡膜渗出斑および結節
五　感 眼 脈絡毛細管板
五　感 眼 毛細血管
五　感 眼 角膜間隙
五　感 眼 脈絡膜
五　感 歯 有機フッ化物
五　感 眼 脈絡上板
五　感 眼 涙嚢　（右）
五　感 眼 眼瞼　（左）
五　感 眼 涙点　（右）
五　感 眼 涙点　（左）
五　感 眼 角膜　（右）
五　感 眼 角膜　（左）
五　感 眼 網膜神経節細胞層
五　感 眼 網膜内網状層
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五　感 眼 網膜ー視神経層
五　感 眼 脈絡膜基底板
五　感 眼 角膜の後弾力板
五　感 眼 筋線維支質
五　感 眼 虹彩内皮細胞層
五　感 眼 毛様体小帯
五　感 眼 網膜動脈
五　感 眼 涙嚢　（左）
五　感 眼 眼瞼ー結膜　（右）
五　感 眼 眼瞼ー結膜　（左）
五　感 眼 虹彩の櫛状靭帯
五　感 眼 水晶体線維
五　感 眼 眼房水
五　感 眼 水晶体眼窩筋
五　感 鼻 花粉症
五　感 眼 視覚　（右）
五　感 眼 視覚　（左）
五　感 耳 ステロイド
五　感 口腔と歯 リゾチーム
五　感 眼 光の情報を脳に伝える神経線維
五　感 耳 ウィルス性内耳障害
五　感 耳 キーン
五　感 耳 利尿剤
五　感 耳 イソバイド
五　感 耳 メニレット
五　感 耳 突発性内耳障害
五　感 耳 内耳梅毒
五　感 耳 アデホスコーワ
五　感 耳 メチコバール
五　感 耳 代謝促進剤
五　感 耳 外リンパ瘻　（がいりんぱろう）
五　感 耳 内耳循環障害
五　感 耳 蝸牛型内リンパ水腫　（内耳のむくみ）
五　感 耳 内リンパ水腫
五　感 口腔と歯 喉頭ポリープ
五　感 眼 乱視
五　感 眼 近視
五　感 眼 遠視
五　感 眼 老眼
五　感 眼 網膜剥離
五　感 眼 外傷
五　感 歯 口臭
五　感 耳 鼓室
五　感 耳 内リンパ管
五　感 耳 内耳
五　感 耳 鼓膜
五　感 耳 前庭階
五　感 耳 蝸牛
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五　感 耳 蝸牛管
五　感 耳 鼓室階
五　感 歯 海綿歯肉
五　感 眼 ラメラ
五　感 眼 結膜炎
五　感 眼 ブドウ膜炎
五　感 眼 斜視
五　感 眼 緑内障
五　感 眼 眼圧異常
五　感 眼 白内障
五　感 耳 高気圧酸素療法
五　感 耳 蝸牛根
五　感 耳 ナギイカダエキス
五　感 耳 イチョウ葉
五　感 口腔と歯 口腔内組織カルチノイド
五　感 眼 遺伝性視神経症
五　感 耳 脳腫瘍による難聴
五　感 口腔と歯 喉頭炎
五　感 口腔と歯 虫歯（う歯）
五　感 歯 虫歯
五　感 眼 涙小管　（左）
五　感 眼 瞼板腺　（右）
五　感 眼 瞼板腺　（左）
五　感 口腔と歯 鼓索神経（顔面神経の枝）
五　感 眼 結膜
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大分類 件　名 機　　能　　他
抗  体 受容体活性阻害抗体
抗  体 特異抗核抗体
抗  体 皮膚筋炎
抗  体 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトリンパ球ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトTリンパ球ウサギ免疫グロブリン
抗  体 インスリン受容体異常症
抗  体 インシュリン抗体(IRI-AB)(BML)
抗  体 免疫抑制剤
抗  体 肺胞内出血
抗  体 膠原病
抗  体 糸球体腎炎
抗  体 抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)
抗  体 ウェゲナー肉芽腫症
抗  体 ヘリコバクター・ピロリ抗体
抗  体 神経組織
抗  体 表皮内基底層直下
抗  体 筋組織
抗  体 上皮組織
抗  体 心内膜炎
抗  体 強皮症(全身性硬化症)
抗  体 重症筋無力症
抗  体 サイログロブリン抗体
抗  体 下肢静脈瘤
抗  体 悪性リンパ腫
抗  体 悪性腫瘍
抗  体 アトピー性皮膚炎
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 抗サイログロブリン抗体
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 自己抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗核小体抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗Scl-70抗体
抗  体 抗ヒストン抗体
抗  体 抗平滑筋抗体
抗  体 抗DNA一ヒストン抗体
抗  体 抗ガングリオシド抗体
抗  体 抗ガラクトース欠損IgG抗体
抗  体 抗Scｌ-70抗体
抗  体 抗リン脂質抗体
抗  体 特発性アジソン病
抗  体 慢性肝炎
抗  体 ジンマシン
抗  体 ゼラチン、膠（にかわ）、コラーゲン組織 2015/3/10 P- 137  



抗  体 レイノー症候群
抗  体 多発性筋炎
抗  体 ＰＳＡ・前立腺特異的抗原
抗  体 ギラン・バレー症候群(GBS)
抗  体 抗CLβ2GPI複合体抗体
抗  体 抗血小板抗体
抗  体 γグロブリン=(免疫グロブリン)
抗  体 橋本病
抗  体 TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)(BML)
抗  体 抗レセプター抗体
抗  体 抗非ヒストン抗体
抗  体 膠原病重複症候群
抗  体 自己免疫性肝炎(AIH)
抗  体 ループス抗凝固因子（ＬＡC)
抗  体 重複症候群(overlap syndrome)
抗  体 慢性関節リウマチ(RA)
抗  体 ＩgG型リウマチ因子(SRL)
抗  体 抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 ヨウ化カリウム
抗  体 アレルギー性肉芽腫性血管炎
抗  体 抗ＳＳーＢ/Ｌa抗体
抗  体 乾燥pH4処理人免疫グロブリン
抗  体 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
抗  体 抗ＳＳーＡ/Ｒo抗体
抗  体 CML
抗  体 抗セントロメア抗体
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 ピリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 IAHA
抗  体 ＩgG(免疫グロブリンG)
抗  体 αグロブリン
抗  体 βグロブリン
抗  体 LE細胞
抗  体 抗AChR抗体(阻止抗体)
抗  体 C9糖蛋白
抗  体 C1糖蛋白
抗  体 C2糖蛋白
抗  体 Ｃ3糖蛋白
抗  体 Ｃ4糖蛋白
抗  体 C5糖蛋白
抗  体 C6糖蛋白
抗  体 C7糖蛋白
抗  体 C8糖蛋白
抗  体 抗グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)抗体
抗  体 抗ガルジオリピン抗体(aCL)
抗  体 抗ピルビン酸脱水素酵素(PDH)抗体
抗  体 抗SS-DNAIgG抗体
抗  体 抗AChR抗体(TE671セルライン抗原
抗  体 強皮症腎クリーゼ 2015/3/10 P- 138  



抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗アセチルコリンレセプター抗体
抗  体 血清補体
抗  体 腹膜炎
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 TSHレセプター抗体
抗  体 抗甲状腺サイログロブリン抗体
抗  体 全身性エリテマトーデス(SLE)
抗  体 シエ一グレン症候群(SjS)
抗  体 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

抗  体 顕微鏡的多発動脈炎
抗  体 白斑
抗  体 不妊症の一部(抗精子抗体を産生するもの)
抗  体 進行性全身性硬化症
抗  体 PSS(汎発性強皮症)
抗  体 尿路感染症
抗  体 感作赤血球
抗  体 悪性貧血
抗  体 血管炎
抗  体 肝腎ミクロソーム抗体1型
抗  体 肝脾腫
抗  体 胸膜炎
抗  体 ループス腎炎
抗  体 橋本病
抗  体 免疫性溶血性貧血(IHA)
抗  体 血液疾患
抗  体 伝染性単核症
抗  体 原発性胆汁性肝硬変
抗  体 抗ＣＣＰ抗体
抗  体 抗ＣＣＰ抗体陽性
抗  体 抗ＣＣＰ陰性
抗  体 腎クリーゼ
抗  体 ループス抗凝固因子
抗  体 抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
抗  体 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
抗  体 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
抗  体 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
抗  体 pH4処理酸性人免疫グロブリン
抗  体 LE細胞現象
抗  体 抗マイクロゾーム抗体
抗  体 混合性結合組織病(MCTD)
抗  体 抗精子抗体
抗  体 TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)
抗  体 慢性活動性肝炎
抗  体 抗カルジオリピン抗体
抗  体 抗ミエロペルオキシダーゼ抗体
抗  体 穎粒球特異抗核抗体 2015/3/10 P- 139  



抗  体 抗サイログロブリン抗体(Tg-Ab)
抗  体 抗PCNA抗体
抗  体 自己免疫性血小板減少性紫斑病
抗  体 レイノー現象
抗  体 フェルティ症候群
抗  体 結合組織
抗  体 精神神経症状
抗  体 抗細胞質抗体
抗  体 ゲラチン
抗  体 サイロイドテスト中止
抗  体 マイクロゾームテスト中止
抗  体 多腺性自己免疫症候群
抗  体 抗AChR抗体価(結合抗体)
抗  体 SLA/LP抗体
抗  体 LE体
抗  体 抗リン脂質抗体症候群(APS)
抗  体 グレーブス病
抗  体 抗核抗体
抗  体 抗ミトコンドリア抗体
抗  体 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 抗DNA抗体
抗  体 滑膜
抗  体 アルブミン
抗  体 デスモグレイン1抗体
抗  体 デスモグレイン2抗体
抗  体 デスモグレイン3抗体
抗  体 関節パンヌス(炎症性の肉芽組織)
抗  体 関節リウマチ
抗  体 抗デスモグレイン1抗体
抗  体 抗デスモグレイン2抗体
抗  体 抗デスモグレイン3抗体

抗  体 多腺性自己免疫症候群II型(シュミット症候群、Schmidt症候群、Schmidt
syndrome)

抗  体 フィブリン
抗  体 慢性炎症
抗  体 光沢苔癬
抗  体 線状苔癬
抗  体 ビダール苔癬　(慢性単純性苔癬)
抗  体 毛孔性苔癬
抗  体 アミロイド苔癬
抗  体 好酸球性膿疱性毛包炎
抗  体 ジューリング疱疹状皮膚炎
抗  体 表皮細胞間IgA皮膚症
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体
抗  体 リウマトイド因子(RF)
抗  体 膠質反応
抗  体 抗CCP抗体
抗  体 原発性マクログロブリン血症
抗  体 抗カルジオリピン
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抗  体 抗カルジオリピンβ2
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)
抗  体 抗GAD抗体
抗  体 抗dS-DNAIgG抗体
抗  体 抗ds-DNA抗体
抗  体 抗Jo-1抗体
抗  体 抗RNP抗体
抗  体 抗Sc1-70抗体
抗  体 グツドパスチヤー症候群
抗  体 抗ENA抗体
抗  体 抗SS-B/La抗体
抗  体 抗SS-A/Ro抗体
抗  体 皮下結節(リウマトイド結節)
抗  体 LE因子
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗DNP抗体
抗  体 免疫複合体(イムノコンプレックス)
抗  体 抗原抗体反応
抗  体 多発性骨髄腫
抗  体 内因性抗原
抗  体 関節液中コンドロカルシン
抗  体 抗RNAポリメラーゼ抗体
抗  体 抗U1RNP抗体
抗  体 U1RNP
抗  体 マトリックスメタロプロテアーゼー3
抗  体 抗LKM-1抗体
抗  体 抗トポイソメラーゼI抗体
抗  体 レックリングハウゼン病　(神経線維腫症)
抗  体 膵島細胞抗体(ICA)、IA-2抗体
抗  体 エラスチン
抗  体 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)
抗  体 ＩgA
抗  体 IgD
抗  体 IgE
抗  体 ＩgM
抗  体 ムコタンパク
抗  体 球状(globulor)タンパク質
抗  体 繊維状タンパク質
抗  体 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ
抗  体 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
抗  体 免疫複合体(C1q法)
抗  体 NKT細胞
抗  体 人免疫グロブリン
抗  体 肝硬変
抗  体 喘息（気管支ゼンソク）
抗  体 多発性筋炎
抗  体 天疱瘡
抗  体 糖尿病
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大分類 件　名 機　　能　　他
素粒子 素粒子 魔法数
素粒子 元　素 反陽子
素粒子 アミノ酸・Vita Ｖ．Ｂ．コンプレックス　（腎臓ホルモン、ビタミンアミノ酸）
素粒子 素粒子 核分裂して酸化した原子核
素粒子 素粒子 酸化した原子核を還元させる働きを持つ原子核
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB12
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンK
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンP
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＤ
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB6
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンH
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンC
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンA
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンE
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB１
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＢ２
素粒子 元　素 反中性子
素粒子 アミノ酸・Vita 活性酸素
素粒子 アミノ酸・Vita 赤外線
素粒子 元　素 核分裂
素粒子 元　素 臨界
素粒子 元　素 臨界状態
素粒子 元　素 放射性・銀１１０ｍ
素粒子 元　素 放射性・テルル１２９ｍ
素粒子 元　素 レニウム75
素粒子 元　素 オスミウム76
素粒子 元　素 アルゴン　18
素粒子 元　素 ボーリウム（Ｂh）　107
素粒子 元　素 アクチニウム89
素粒子 元　素 コバルト　27
素粒子 元　素 鉄(Fe)　２６
素粒子 元　素 カドミウム　48
素粒子 元　素 ゲルマニウム　32
素粒子 元　素 インジウム　49
素粒子 元　素 テルリウム　52
素粒子 元　素 モリブデン　42
素粒子 元　素 リン　15
素粒子 元　素 リン酸
素粒子 元　素 ナトリウム　11
素粒子 元　素 マグネシウム　12
素粒子 元　素 亜鉛　30
素粒子 元　素 バリウム　56
素粒子 元　素 イリジウム77
素粒子 元　素 カリウム　19
素粒子 元　素 テルビウム 65
素粒子 元　素 キセノン　54
素粒子 元　素 放射性キセノン
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素粒子 元　素 ジスプロシウム66
素粒子 元　素 ビスマス83
素粒子 元　素 白金78
素粒子 元　素 トリウム90
素粒子 アミノ酸・Vita 染色体
素粒子 元　素 金　79
素粒子 元　素 バークリウム97
素粒子 元　素 アメリシウム95
素粒子 元　素 塩素　17
素粒子 アミノ酸・Vita 塩素　17
素粒子 元　素 ルテチウム71
素粒子 元　素 クリプトン　36
素粒子 元　素 ネオジム60
素粒子 元　素 炭素　6
素粒子 元　素 ほう素　5
素粒子 元　素 ベリリウム　4
素粒子 元　素 プラセオジム　59
素粒子 元　素 ニオビウム　41
素粒子 元　素 ツリウム69
素粒子 元　素 ひ素　33
素粒子 元　素 ネオン　10
素粒子 元　素 臭素　35
素粒子 元　素 プロメチウム61
素粒子 元　素 カリフォルニウム　98
素粒子 元　素 ネプツニウム93
素粒子 元　素 珪素　ケイ素　14
素粒子 元　素 ジルコニウム　40
素粒子 元　素 ラドン86
素粒子 元　素 窒素　7
素粒子 アミノ酸・Vita 窒素　7
素粒子 元　素 カルシウム　20
素粒子 元　素 セリウム　58
素粒子 元　素 アインスタイニウム　99
素粒子 元　素 ランタン　57
素粒子 元　素 鉛82
素粒子 元　素 ルテニウム　44
素粒子 元　素 タンタル73
素粒子 元　素 チタン　22
素粒子 元　素 ストロンチウム　38
素粒子 元　素 クロム　24
素粒子 元　素 ニッケル　28
素粒子 元　素 弗素　フッ素　9
素粒子 元　素 マンガン　25
素粒子 元　素 セレン　34
素粒子 元　素 バナジウム　23
素粒子 元　素 酸素　8
素粒子 アミノ酸・Vita 酸素　8
素粒子 元　素 ポロニウム84
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素粒子 アミノ酸・Vita リジン・Lys・Ｋ
素粒子 元　素 ノ一ベリウム102
素粒子 元　素 ラジウム88
素粒子 元　素 ルビジウム　37
素粒子 元　素 タングステン74
素粒子 元　素 銅　29
素粒子 元　素 錫　スズ　50
素粒子 元　素 よう素　53
素粒子 元　素 タリウム81
素粒子 元　素 ホルミウム67
素粒子 元　素 エルビウム68
素粒子 元　素 ハフニウム72
素粒子 元　素 キュウリウム96
素粒子 元　素 水銀80
素粒子 元　素 プルトニウム94
素粒子 元　素 ユーロピウム63
素粒子 元　素 ガドリニウム64
素粒子 元　素 ローレンシウム103
素粒子 元　素 サマリウム62
素粒子 元　素 メンデレビウム101
素粒子 元　素 ヘリウム　2
素粒子 元　素 セシウム　55
素粒子 元　素 フェルミウム100
素粒子 元　素 反水素
素粒子 元　素 ガリウム　31
素粒子 元　素 ウンウントリウム（Ｕut）　113
素粒子 元　素 アンチモン　51
素粒子 元　素 フランシウム87
素粒子 元　素 硫黄　16
素粒子 元　素 ウラン92
素粒子 元　素 イットリウム　39
素粒子 アミノ酸・Vita グリシン
素粒子 元　素 シーボーギウム（Ｓg）　106　　
素粒子 元　素 パラジウム　46
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン酸
素粒子 元　素 水素　1
素粒子 アミノ酸・Vita 水素　1
素粒子 元　素 ロジウム　45
素粒子 元　素 テクネチウム　43
素粒子 元　素 銀　47
素粒子 アミノ酸・Vita アルギニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チミン
素粒子 アミノ酸・Vita トリプトファン　（必須)
素粒子 元　素 スカンジウム　21
素粒子 元　素 アスタチン85
素粒子 アミノ酸・Vita 女性ホルモン
素粒子 元　素 ダルムスタチウム（Ｄｓ）　110
素粒子 元　素 マイトネリウム（Mt）　109
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素粒子 アミノ酸・Vita シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita Ｃｙｓ・シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita 男性ホルモン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシリジン
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン酸
素粒子 元　素 ラザホージウム（Ｒｆ）　104
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシグルタミン酸
素粒子 元　素 イッテルビウム70
素粒子 アミノ酸・Vita ノルロイシン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒスチジン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita フェニルアラニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン欠乏症
素粒子 元　素 ドブニウム（Ｄｂ）　105
素粒子 アミノ酸・Vita トレオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チロシン
素粒子 アミノ酸・Vita ロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita アラニン
素粒子 アミノ酸・Vita プロリン
素粒子 元　素 ハッシウム（Ｈs）　108
素粒子 アミノ酸・Vita メチオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシプロリン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 元　素 ウンビペンチウム（Ｕｂp）　125
素粒子 元　素 レントゲニウム（Ｒｇ）　111
素粒子 元　素 ウンウンクアジウム（Ｕnq）　114
素粒子 元　素 ウンウンヘキシウム（Ｕuh）　116
素粒子 元　素 ウンビビウム（Ｕｂb）　122
素粒子 元　素 ウンビクアジウム（Ｕｂq）　124
素粒子 元　素 ウンビヘキシウム（ＵｂM）　126
素粒子 元　素 ウンウンビウム（Ｕub）　112
素粒子 元　素 ウンウンペンチウム（Ｕup）　115
素粒子 元　素 ウンウンセプチウム（Ｕus）117
素粒子 元　素 ウンウンオクチウム（Ｕuo）　118
素粒子 元　素 ウンウンエンニウム(Uue) 119
素粒子 アミノ酸・Vita アルカリ
素粒子 元　素 リチウム　3
素粒子 アミノ酸・Vita バリン　（必須）
素粒子 元　素 ウンビニリウム（Ｕｂｎ）　120
素粒子 元　素 ウンビウニウム（Ｕｂu）　121
素粒子 アミノ酸・Vita マイナスイオン　（陰イオン）
素粒子 元　素 ウンビトリウム（Ｕｂt）　123
素粒子 アミノ酸・Vita イソロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita セリン
素粒子 元　素 陽電子
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン
素粒子 アミノ酸・Vita リジン　　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１７
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素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１６
素粒子 素粒子 正の荷電粒子
素粒子 素粒子 負の荷電粒子
素粒子 アミノ酸・Vita 紫外線
素粒子 素粒子 ダークマター(Dark　Mater)
素粒子 元　素 キセノン１３５
素粒子 素粒子 素粒子
素粒子 素粒子 遠赤外線
素粒子 アミノ酸・Vita 神経痛
素粒子 素粒子 プラスイオン
素粒子 素粒子 魔法核
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
筋　　肉 vogt-小柳-原田病
筋　　肉 短橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis brevis)

筋　　肉 長橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis longus)

筋　　肉 母指球筋
筋　　肉 長母趾屈筋(musculus flexor hallucis longus)
筋　　肉 膝関節筋(musculus articularis genus)
筋　　肉 長趾屈筋(musculus flexor digitorum longus)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)

筋　　肉 下腿屈筋群
筋　　肉 下腿三頭筋(musculus triceps surae)
筋　　肉 掌側骨間筋(musculi interossei palmares)
筋　　肉 背側骨間筋(musculi interossei dorsales)
筋　　肉 小指球筋
筋　　肉 足底筋群
筋　　肉 中足筋
筋　　肉 足背筋
筋　　肉 頭棘筋(musculus spinalis capitis)
筋　　肉 小趾対立筋(musculus opponens digiti minimi pedis)

筋　　肉 小趾外転筋(musculus abductor digiti minimi)
筋　　肉 短小趾屈筋(musculus flexor digiti minimi brevis)

筋　　肉 母趾球筋
筋　　肉 小趾球筋
筋　　肉 手筋(musculi manus)
筋　　肉 後仙尾筋(musculus sacrococcygeus dorsalis)

筋　　肉 前仙尾筋(musculus sacrococcygeus ventralis)

筋　　肉 中手筋
筋　　肉 棘背筋(musculi spinodorsales)
筋　　肉 坐骨海綿体筋(musculus ischiocavernosus)
筋　　肉 長背筋(musculi dorsi longi)
筋　　肉 球海綿体筋(musculus bulbospongiosus)
筋　　肉 頭板状筋(musculus spenius capitis)
筋　　肉 上肢帯筋(musculi cinguli membri superioris)
筋　　肉 板状筋(musculus spenius)
筋　　肉 上腕伸筋群
筋　　肉 上腕屈筋群
筋　　肉 頸板状筋(musculus spenius cervicis)
筋　　肉 小後頭直筋(musculus capitis posterior minor)
筋　　肉 大後頭直筋(musculus capitis posterior major)
筋　　肉 後頭下筋(musculi suboccipitales)
筋　　肉 下頭斜筋(musculus obliquus capitis inferior)
筋　　肉 棘上筋(musculus supraspinatus)
筋　　肉 棘下筋(musculus infraspinatus)
筋　　肉 上頭斜筋(musculus obliquus capitis superior)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)
筋　　肉 長趾伸筋(musculus extensor digitorum longus)
筋　　肉 尾骨筋(musculus coccygeus)
筋　　肉 第三腓骨筋(musculus peroneus tertius)
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筋　　肉 前腕屈筋群
筋　　肉 半棘筋(musculus semispinalis)
筋　　肉 横突棘筋(musculi transversospinales)
筋　　肉 頸棘筋(musculus spinalis cervicis)
筋　　肉 棘筋(musculus spinalis)
筋　　肉 膣平滑筋
筋　　肉 尿道の筋
筋　　肉 膀胱排尿筋（排尿筋、膀胱平滑筋）(musculus detrusor)

筋　　肉 胸棘筋(musculus spinalis thoracis)
筋　　肉 腸骨尾骨筋
筋　　肉 腰方形筋(musculus quadratus lumborum)　　後腹筋
筋　　肉 筋肉疲労
筋　　肉 下肢帯筋(musculi cinguli membri inferioris)
筋　　肉 錐体筋(musculus pyramidalis)    （前）腹筋
筋　　肉 短背筋(musculi dorsi breves)
筋　　肉 腰棘間筋(musculi interspinales lumborum)
筋　　肉 胸棘間筋(musculi interspinales thoracis)
筋　　肉 頸棘間筋(musculi interspinales cervicis)
筋　　肉 棘間筋(musculi interspinales)
筋　　肉 随意筋
筋　　肉 大腿伸筋群
筋　　肉 腰回旋筋(musculi rotatores lumborum)
筋　　肉 胸回旋筋(musculi rotatores thoracis)
筋　　肉 頸回旋筋(musculi rotatores cervicis)
筋　　肉 回旋筋(musculi rotatores)
筋　　肉 胸半棘筋(musculus semispinalis thoracis)
筋　　肉 頸半棘筋(musculus semispinalis cervicis)
筋　　肉 頭半棘筋(musculus semispinalis capitis)
筋　　肉 屈筋
筋　　肉 躯幹筋
筋　　肉 頸最長筋(musculus longissimus cervicis)
筋　　肉 頭最長筋(musculus longissimus capitis)
筋　　肉 最長筋(musculus longissimus)
筋　　肉 胸最長筋(musculus longissimus thoracis)
筋　　肉 脊柱起立筋(musculus erector spinae)
筋　　肉 腱
筋　　肉 伸筋
筋　　肉 脊柱、背部の深層の筋
筋　　肉 筋サルコイドーシス
筋　　肉 錘内筋
筋　　肉 腰多裂筋（musculus multifidus lumborum)
筋　　肉 胸多裂筋（musculus multifidus thoracis)
筋　　肉 頸多裂筋（musculus multifidus cervicis)
筋　　肉 多裂筋(musculi multifidus)
筋　　肉 腰腸肋筋(musculus iliocostalis lumborum)
筋　　肉 足筋(musculi pedis)
筋　　肉 腸肋筋(musculus ilicostalis)
筋　　肉 恥骨直腸筋(musculus puborectalis)
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筋　　肉 後腹筋
筋　　肉 恥骨尾骨筋
筋　　肉 外寛骨筋
筋　　肉 腰外側横突間筋(musculi intertransversarii laterales lumborum)

筋　　肉 腰内側横突間筋(musculi intertransversarii mediales lumborum)

筋　　肉 内寛骨筋
筋　　肉 胸横突間筋(musculi intertransversarii thoracis)
筋　　肉 頸後横突間筋(musculi intertransversarii posteriores cervicis)

筋　　肉 横突間筋(musculi intertransversarii)
筋　　肉 頸内側後横突間筋(musculi intertransversarii mediales cervicis)

筋　　肉 頸前横突間筋(musculi intertransversarii anteriores cervicis)

筋　　肉 大腿内転筋群
筋　　肉 腸腰筋(musculus iliopsoas)
筋　　肉 小腰筋(musculus psoas minor)
筋　　肉 上双子筋(musculus gemellus superior)
筋　　肉 下双子筋(musculus gemellus inferior)
筋　　肉 双子筋(musculus gemellus)
筋　　肉 臀筋(musculi gluteus)
筋　　肉 大腿屈筋群
筋　　肉 直腸の筋
筋　　肉 下腿筋(musculi cruris)
筋　　肉 下腿伸筋群
筋　　肉 恥骨前立腺筋（恥骨膀胱筋）(musculus puboprostaticus)

筋　　肉 直腸膀胱筋（直腸子宮筋）(musculus rectovesicalis)

筋　　肉 筋肉緊張症
筋　　肉 筋肉挫傷
筋　　肉 収縮腱
筋　　肉 深会陰横筋(musculus tranverse perineal profundus)

筋　　肉 筋肉痛
筋　　肉 会陰筋
筋　　肉 浅会陰横筋(musculus tranverse perineal superficialis)

筋　　肉 筋肉糜爛
筋　　肉 寝違い
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大分類 件　名 機　　能　　他
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 55表層粘液細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 54腺頸部の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 56胃腺の主細胞（ペプシノーゲンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 57胃腺の塩酸分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 58胃腺の副細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 59内分泌細胞（ガストリンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 129耳道腺細胞（耳垢を分泌)
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 耳垢
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 160角膜上皮の幹細胞（角膜縁に存在、幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 165瞳孔括約筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 161角膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 162角膜の内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 163毛様体色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 164無色素毛様体上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 166瞳孔散大筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 167虹彩色素上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 168杆状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 169青感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 170緑感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 171赤感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 173レンズ上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 クリスタリン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 174レンズ線維細胞（クリスタリン含有細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 172網膜色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 82肝細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 81ヘリング管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 83胆管上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 84脂肪摂取細胞（伊東細胞、ビタミンＡの貯蔵）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 85クッパー細胞（マクロファージの1種）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 86洞様毛細血管（肝臓の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）175結膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）179マイボーム脂腺細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）178モル腺細胞（特殊化した汗腺）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）177涙腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）176涙腺細胞（涙を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 31内分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 30線毛上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 29杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 28上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胸腺 225胸腺上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 18毛母細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 19毛髄質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 20毛皮質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 21毛小皮（キューティクル）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 22根鞘小皮（クチクラ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 23ハックスルー層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 24ヘンレ層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 25外根鞘 2015/3/10 P- 150  



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 181赤芽球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 180造血幹細胞（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 182骨髄球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 183巨核球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 184赤血球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 195Ｂリンパ球（ＩｇＡ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 196Ｂリンパ球（ＩｇＥ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 197肥満細胞（マスト細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 198樹状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 199マクロファージ（大食細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 200組織球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 185好中球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 186好酸球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 187好塩基球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 188血小板
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 189単球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 201形質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 190ヘルパーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 191サプレッサーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 192キラーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 193Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 194Ｂリンパ球（ＩｇＧ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 骨髄の幹細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 202血管芽細胞（胎生期）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 203有窓性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 204連続性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 205毛細血管の周細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 206頸動脈小体
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 207糸球細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 208Ⅱ型細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腱 220腱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 35上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 36重層扁平上皮(粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 37唾液腺の粘液細胞（多糖類に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 38唾液腺の漿液細胞（糖タンパク酵素に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 39唾液腺の介在部導管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 40唾液腺の線状部導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 41唾液腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 264甲状腺ホルモン（チロキシン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 265カルシトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 79上皮の基底細胞（（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 80重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 218白筋（速筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 219中間筋の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 217赤筋（遅筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 216衛星細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 130外胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 131内胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ子宮 114子宮内膜の上皮細胞 2015/3/10 P- 151  



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 259エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 258バソブレシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 257オキシトシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 49Ⅰ型味蕾細胞（支持細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 48味蕾の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 47フォンエブナー腺細胞（味蕾を洗う唾液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 46重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 45上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 50Ⅱ型味蕾細胞（機能不明）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 51Ⅲ型味蕾細胞（味覚）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）69腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）71杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）74ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）72パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）70吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）60腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）61吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）　　 　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）62杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）63パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）リゾチーム
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）64ブルンナー腺細胞（粘液と酵素を含むアルカリ性液を分泌）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）65セロトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）66ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）ボンベシン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）67セクレチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セクレチン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）コレシストキニン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）68コレシストキニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 副甲状腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 266副甲状腺ホルモン（パラトルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 パラトルモン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 267好酸性細胞（機能不詳）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 52上皮の基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 53重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 222心筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 223結節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 224特殊心筋細胞（プルキンエ線維）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 103メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 98遠位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 99ヘンレのわなの上皮細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 100集合管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 101腎小体のボウマン嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 102糸球体たこ足細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 97近位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 96糸球体外メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 95緻密斑細胞（エリスロポエチン分泌に関与？）2015/3/10 P- 152  



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 94傍糸球体細胞［レニン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 88腺房中心細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 89腺房細胞（消化酵素を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 90ソマトスタチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 91インスリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 92グルカゴン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 93導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 120精子
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 118精祖細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 119精母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 121セルトリ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 122ライディヒ細胞［テストステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 テストステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 123精巣輸出管の線毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 124精巣上体管の上皮細胞（不動毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣網 125精巣網上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 127精嚢の細胞（精子の泳ぎのエネルギー源であるフルクトースを含む・・）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 フルクトース
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ前立腺 128前立腺細胞（精液の他の成分を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 268白色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 269褐色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 270線維芽細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 271関節腔の滑膜細胞（関節腔の内面をおおう細胞おもに・・）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 272腹膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 273胸膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 274心膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 76吸収上皮細胞　　　　　　　　　　　　　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 75腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 77杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胆嚢 87胆嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 115上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 116重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 117バルトリン腺細胞（膣の潤滑液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 バルトリン腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）234プルキンエ細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）プルキンエ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）231錐体細胞（脳、神経）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）232ベッツ巨大錐体細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）233顆粒細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）229神経幹細胞（幹細胞？）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）230上衣細胞（脳室の内面をおおう幹細胞との考えもある）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）235星状グリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）238前角細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）237ミクログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）239索細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）240内細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）236オリゴデンドログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）241脈絡叢細胞（脳脊髄液を分泌） 2015/3/10 P- 153  



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 16爪床の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 17爪の角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 134内リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 132外リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 135内リンパ嚢の微絨毛をもつ円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 133外リンパ腔の星状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 136内リンパ嚢の微絨毛をもたない円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 137内リンパ腔をおおう"暗"細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 138内リンパ腔をおおう前庭膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 139内リンパ腔をおおう血管条基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 140内リンバ腔をおおう血管条表在細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 141内リンパ腔をおおうクラウディウス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 142内リンパ腔をおおうベッチャー細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 143らせん器の歯間細胞（有毛細胞をおおうふた状の"膜"を分泌)

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 148らせん器の内指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 147らせん器の外注細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 146らせん器の内柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 145らせん器の外有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 144らせん器の内有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 149らせん器の外指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 150らせん器の辺縁細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 151らせん器のヘンゼン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 152内耳の前庭のⅠ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 153内耳の前庭のⅡ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 155前庭の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 154前庭の半月平面細胞（プロテオグリカンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 プロテオグリカン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 212軟骨膜の細胞（軟骨の幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 213ガラス軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 214線維軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 215弾性軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 27乳腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 26乳腺細胞（乳汁を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 106重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 105上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 107尿道腺細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体後葉256後葉細胞　（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉249濾胞（卵胞）刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉248成長ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉250黄体形成ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉251プロラクチン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉253甲状腺刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉252副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉254脳下垂体中葉細胞（メラノサイト刺激ホルモンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉255エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 42エナメル芽細胞（歯のエナメル質を分泌、歯形成時のみ）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 43セメント芽細胞（歯根のセメント質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 44象牙芽細胞（歯の象牙質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 32Ⅰ型肺胞細胞（肺の気室内面をおおう） 2015/3/10 P- 154  



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 33Ⅱ型肺胞細胞（界面活性剤を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 34クララ細胞（幹細胞であるらしい）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 156嗅上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 157嗅細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 158嗅上皮の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 159ボーマン腺細胞（嗅上皮を洗う液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脾臓 226杆状細胞（脾洞の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 1表皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 2角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 3エクリン汗腺細胞（汗を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 4アポクリン汗腺細胞（発香性物質を分泌、性ホルモン感受性）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 5汗腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 6汗腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 7皮脂腺細胞（脂質に富む皮脂を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 8メルケン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 9ランゲルハンス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 10メラニン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 11触覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 12温度覚用に特殊化した低温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 13温度覚用に特殊化した高温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 14痛覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 15圧覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 260アドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 263グルココルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 262ミネラルコルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 261ノルアドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ平滑筋 221平滑筋細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膀胱 104移行上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 210骨細胞・骨芽細胞（造骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 211破骨細胞（溶骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 242コリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 243アドレナリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 244ペプチド作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 245シュワン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 246随伴細胞（末梢神経細胞体を包みこむ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 247腸管の神経節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ輸精管 126輸精管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵管 113卵管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 108卵母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 109卵胞（上皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 111外卵胞膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 110内卵胞膜細胞［エストロゲン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 エストロゲン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 112黄体細胞［プロゲステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 プロゲステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 227有窓性のリンパ管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 228連続性のリンパ管内皮細胞 2015/3/10 P- 155  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中国産
食 品 食　品 かゆい　（痒い）
食 品 食　品 有機酸
食 品 食　品 昆布
食 品 食　品 ココヤシ
食 品 食　品 ココヤシの花蜜
食 品 食　品 ココナッツミルク
食 品 食　品 ココナッツオイル
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 六員環
食 品 食　品 五員環
食 品 食　品 神宝箱
食 品 食　品 ステアリン酸
食 品 食　品 ショ糖脂肪酸エステル
食 品 食　品 ショック死
食 品 食　品 養殖成長産
食 品 食　品 養殖成長魚
食 品 食　品 ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

食 品 食　品 茶の葉　
食 品 食　品 ナイアシン
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 自然成長産
食 品 食　品 自然成長魚
食 品 食　品 冬虫夏草エキス
食 品 食　品 冬虫夏草
食 品 食　品 チャノキ（茶）　Ｃａｍｅｌｌｉａ　sinensis
食 品 食　品 緑茶
食 品 食　品 肉桂エキス
食 品 食　品 シナモン
食 品 食　品 肉桂　
食 品 食　品 サケジラミ
食 品 食　品 光合成
食 品 食　品 六芒星原理
食 品 食　品 梅
食 品 食　品 ムメフラール
食 品 食　品 光合成細菌群
食 品 食　品 梅エキス
食 品 食　品 餃子
食 品 食　品 餃子の皮
食 品 食　品 餃子の中の具
食 品 食　品 ハチミツ
食 品 食　品 水
食 品 食　品 海老　（エビ）
食 品 食　品 甘えび
食 品 食　品 五芒星原理
食 品 食　品 製造用水 2015/3/10 P- 156  



食 品 食　品 オホーツクサーモン　（鱒）
食 品 食　品 サーモン
食 品 食　品 ミトコンドリア
食 品 食　品 卵
食 品 食　品 チリペッパー  （唐辛子）
食 品 食　品 鱒　（マス）
食 品 食　品 朝鮮あざみ、きくいも
食 品 食　品 鱈（たら）
食 品 食　品 濃縮牛乳
食 品 食　品 ペカン（胡桃の一種）
食 品 食　品 カシューナッツ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 卵の黄身
食 品 食　品 マンゴー
食 品 食　品 オリーブの実
食 品 食　品 オリーブ油
食 品 食　品 牡蠣の身　（カキの身）
食 品 食　品 アボガド
食 品 食　品 インゲン豆
食 品 食　品 サヤエンドウ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 カゼイン
食 品 食　品 ペパーミント
食 品 食　品 パプリカ
食 品 食　品 アメリカぼうふう
食 品 食　品 甘唐辛子
食 品 食　品 兎の肉
食 品 食　品 真菰
食 品 食　品 黒胡桃
食 品 食　品 きくぢしゃ
食 品 食　品 豚肉
食 品 食　品 ラズベリー
食 品 食　品 タイム・たちじゃこそう
食 品 食　品 ベニバナの種
食 品 食　品 まぐろ
食 品 食　品 卵白（卵の白身）
食 品 食　品 酪酸、ブチレート
食 品 食　品 アーモンド
食 品 食　品 月桂樹
食 品 食　品 セージ・サルビア
食 品 食　品 スイスチーズ
食 品 食　品 ひら豆・レンズ豆
食 品 食　品 パイナップル
食 品 食　品 砂糖
食 品 食　品 ゴマの種
食 品 食　品 ササゲ豆
食 品 食　品 カニの肉
食 品 食　品 タピオカ 2015/3/10 P- 157  



食 品 食　品 ガムの素
食 品 食　品 コーヒの素
食 品 食　品 ウコン（Curcuma　longa）
食 品 食　品 牡蠣エキス　　（カキ）
食 品 食　品 デンプングリコール酸ナトリウム
食 品 食　品 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

食 品 食　品 五員環構造水(五角形の水)
食 品 食　品 食品生産者
食 品 食　品 加工製造元
食 品 食　品 うどん　（饂飩）
食 品 食　品 そうめん
食 品 食　品 パン
食 品 食　品 食パン
食 品 食　品 りんご
食 品 食　品 かぶら
食 品 食　品 あんず
食 品 食　品 うずら豆
食 品 食　品 チコリー・キクニガナ
食 品 遺伝子組換食品 胡瓜(きゅうり)
食 品 食　品 ライム
食 品 食　品 マスタード
食 品 食　品 米
食 品 食　品 ホウレン草
食 品 食　品 紅茶
食 品 食　品 バニラ
食 品 遺伝子組換食品 小麦
食 品 食　品 小麦
食 品 食　品 そば  蕎麦・蕎麦粉
食 品 食　品 コーラ
食 品 食　品 ホップ
食 品 遺伝子組換食品 グレープフルーツ
食 品 食　品 麦芽
食 品 食　品 はっか
食 品 食　品 桃
食 品 遺伝子組換食品 南瓜(かぼちゃ)
食 品 食　品 はしばみ/ヘーゼルナッツ
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 たら
食 品 食　品 山羊
食 品 食　品 子羊、山羊
食 品 食　品 なつめぐ
食 品 食　品 ナシ
食 品 食　品 琥珀
食 品 遺伝子組換食品 人参
食 品 食　品 チョコレート
食 品 食　品 ココア
食 品 食　品 レモン
食 品 食　品 アスパラガス 2015/3/10 P- 158  



食 品 遺伝子組換食品 菜種
食 品 食　品 大鮃（おひょう）
食 品 食　品 山羊の乳
食 品 食　品 白コショウ／黒コショウ
食 品 遺伝子組換食品 大根
食 品 食　品 ロークフォートチーズ
食 品 遺伝子組換食品 大麦　
食 品 遺伝子組換食品 茄子(なす)
食 品 遺伝子組換食品 玉葱
食 品 遺伝子組換食品 葱(ネギ)
食 品 食　品 放線菌群(グラム陽性)
食 品 食　品 パーチ（スズキの類）
食 品 食　品 キャベツ
食 品 遺伝子組換食品 ブロッコリー
食 品 遺伝子組換食品 ピーマン
食 品 食　品 減量食
食 品 食　品 パパイヤ
食 品 食　品 はまぐり
食 品 食　品 はまぐり
食 品 遺伝子組換食品 さつまいも
食 品 食　品 さつまいも
食 品 食　品 えんどう
食 品 食　品 ふともも科の常緑樹
食 品 遺伝子組換食品 赤かぶ
食 品 遺伝子組換食品 玉蜀黍(とうもろこし)
食 品 食　品 パセリ
食 品 遺伝子組換食品 西瓜(スイカ)
食 品 食　品 リマ豆
食 品 食　品 シャケ
食 品 食　品 チェダーチーズ
食 品 食　品 ひまわりの種
食 品 食　品 サクランボ
食 品 食　品 デブロミン
食 品 食　品 六員環構造水(六角形の水)
食 品 食　品 蕗　（フキ）
食 品 食　品 カカオ
食 品 遺伝子組換食品 生命場(オーラ)
食 品 食　品 酵母菌仮眠中
食 品 食　品 酵母菌睡眠中
食 品 食　品 乳酸菌仮眠中
食 品 食　品 乳酸菌睡眠中
食 品 食　品 脂肪沈着
食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 飽和脂肪酸
食 品 遺伝子組換食品 鏑(かぶら)
食 品 食　品 味噌
食 品 食　品 ダイオウ
食 品 食　品 白いんげん豆
食 品 食　品 にわとり 2015/3/10 P- 159  



食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 ニンニク
食 品 遺伝子組換食品 レタス
食 品 食　品 豆腐
食 品 食　品 オレンジ   orange
食 品 遺伝子組換食品 じゃが芋
食 品 食　品 タンジャリン（みかん）
食 品 食　品 空豆　（お多福豆）
食 品 食　品 酵母菌
食 品 食　品 ブルーベリー
食 品 食　品 イノンド
食 品 遺伝子組換食品 大豆
食 品 食　品 小豆　（あずき）
食 品 食　品 バナナ
食 品 食　品 パルメザンチーズ
食 品 食　品 胡桃エキス
食 品 食　品 クルミ
食 品 食　品 乳清
食 品 食　品 かぼちゃ   pumpkin
食 品 食　品 アルコール毒
食 品 食　品 富山湾産ばい貝
食 品 食　品 プラム
食 品 食　品 ライ麦
食 品 食　品 乳酸
食 品 食　品 クズウコン
食 品 食　品 牛肉
食 品 食　品 葡萄(ブドウ)
食 品 食　品 ぶどう
食 品 食　品 西洋わさび
食 品 食　品 ロブスター
食 品 遺伝子組換食品 トマト
食 品 食　品 トマト
食 品 食　品 ばい貝
食 品 食　品 ブラジルくるみ
食 品 食　品 オクラ
食 品 食　品 ピーナツ
食 品 食　品 苺　（イチゴ）
食 品 食　品 乳酸菌
食 品 食　品 乳酸桿菌
食 品 食　品 乳酸菌群
食 品 食　品 ビフィズス菌
食 品 食　品 ほたて貝
食 品 食　品 糸状菌群
食 品 食　品 刀豆ナタマメ
食 品 食　品 つるこけ桃
食 品 食　品 干し葡萄
食 品 食　品 ちょうじ
食 品 食　品 油揚
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食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中鎖脂肪酸
食 品 食　品 エキス
食 品 食　品 納豆
食 品 食　品 三七エキス
食 品 食　品 三七
食 品 食　品 加水分解性タンニン
食 品 食　品 しょうが
食 品 食　品 脱脂粉乳
食 品 食　品 牛乳
食 品 食　品 製造過程
食 品 食　品 クロレラ菌
食 品 食　品 海洋深層水
食 品 食　品 加水分解
食 品 遺伝子組換食品 ターミネーター(二世代不継続)
食 品 食　品 結晶セルロース
食 品 食　品 変性セルロース
食 品 食　品 セルロース
食 品 食　品 ヨーグルト
食 品 食　品 旨味
食 品 食　品 美味しい
食 品 食　品 ＡＣＥ酵素
食 品 食　品 ベロチン
食 品 食　品 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

食 品 食　品 混合
食 品 食　品 オークの樹皮
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ブラックペーパー
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ダルマチアン
食 品 食　品 メレンゲ
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大分類 件　名 機　　能　　他
毒素波動 農薬
毒素波動 農薬汚染
毒素波動 農薬飛来汚染
毒素波動 枯葉剤
毒素波動 農薬反応
毒素波動 農薬飛来
毒素波動 農薬飛来反応
毒素波動 下剤　（プルセニド）
毒素波動 高周波
毒素波動 低周波
毒素波動 プロピレングリコール
毒素波動 プリオン蛋白質
毒素波動 異常型プリオン蛋白質
毒素波動 トルマリン
毒素波動 防腐剤
毒素波動 安息香酸塩
毒素波動 ラジウム226 (γ線)
毒素波動 アクトス15
毒素波動 キセノン133 (γ線)
毒素波動 クリプトン88 (α線)
毒素波動 ヨウ素131 (β線)
毒素波動 プルトニウム239 (α線)
毒素波動 ストロンチウム９０
毒素波動 脳室周囲白室病変
毒素波動 ヘリウム3 (β線)
毒素波動 セシウム137 (α線)
毒素波動 セシウム134 (β線)
毒素波動 大気中の浮遊原子灰放射能・放射線濃度
毒素波動 カルデナリン
毒素波動 クロニジン
毒素波動 カルキ次亜塩素酸カルシウム
毒素波動 カルキ臭
毒素波動 塩素臭
毒素波動 ケイタイ電話等特殊電磁波
毒素波動 フタル酸
毒素波動 2価3価鉄塩
毒素波動 放射性キセノン
毒素波動 塩素　17
毒素波動 クリプトン
毒素波動 チタン　22
毒素波動 ラジウム
毒素波動 ヨウ素
毒素波動 プルトニウム
毒素波動 ヘリウム
毒素波動 セシウム
毒素波動 ウラン238 (α線)
毒素波動 蜂毒
毒素波動 カリウム40 (β線) 2015/3/10 P- 162  



毒素波動 トリチウム (β線)
毒素波動 水素3（トリチウム） (β線)
毒素波動 離尿剤
毒素波動 蜂蜜
毒素波動 蜂
毒素波動 ファビピラビル　(インフルエンザ/エボラウイルス薬富山化学)

毒素波動 ウラン
毒素波動 カリウム
毒素波動 鉄沈着症
毒素波動 炭素沈着
毒素波動 動物毒素
毒素波動 疲労毒素
毒素波動 カドミウム沈着
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 ナトリウム沈着
毒素波動 利尿剤
毒素波動 プラチナ
毒素波動 経皮毒
毒素波動 ストリキニーネ
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 スチレン
毒素波動 フタン酸ジー２ーエチルヘキシル
毒素波動 パラジクロロベンゼン
毒素波動 睡眠薬
毒素波動 クロルピリホス
毒素波動 ダイアジノン
毒素波動 ステロイド
毒素波動 運動過多
毒素波動 自家中毒
毒素波動 原子灰
毒素波動 ポリオ毒素
毒素波動 放射線毒素
毒素波動 リニュロン　　（除草剤）
毒素波動 臭素毒
毒素波動 豚肉
毒素波動 メチダチオン　　（有機リン系、浸透性、殺虫剤）
毒素波動 クロルピリホス　　（有機化合物）
毒素波動 アルミニウム毒
毒素波動 酸化防止剤
毒素波動 一般毒
毒素波動 牛の肝臓
毒素波動 エデト酸塩
毒素波動 抗癌剤５
毒素波動 抗癌剤９
毒素波動 沈着
毒素波動 チアメトキサム
毒素波動 連鎖球菌発赤・ブドウ球菌毒素
毒素波動 超短波放射線
毒素波動 鶏 2015/3/10 P- 163  



毒素波動 シアナジン
毒素波動 アルコール毒
毒素波動 モルヒネ毒
毒素波動 亜鉛毒
毒素波動 キニーネ毒
毒素波動 アトラジン　　　（有機化合物）
毒素波動 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
毒素波動 煙草中毒
毒素波動 リン酸肥料
毒素波動 硫黄毒
毒素波動 ジメチルジチオカルバミン酸鉄　　（有機化合物）
毒素波動 ダイアジノン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 ホサロン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 コカイン毒
毒素波動 ラジウム熱傷
毒素波動 真鍮毒
毒素波動 鉛毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 リニュロン　５０ＷＰ　　（除草剤）
毒素波動 イクリン　　（有機化合物）
毒素波動 鉄毒
毒素波動 グラム陰性菌毒素
毒素波動 マグネシウム毒
毒素波動 抗体
毒素波動 イミダクロプリド
毒素波動 没食子酸
毒素波動 新キニーネ毒
毒素波動 ラウリル酸　（ラウリル硫酸ナトリウム）
毒素波動 エチドロン酸
毒素波動 ソルビン酸
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 タミフル
毒素波動 薬剤の副作用
毒素波動 骨シンチ検査
毒素波動 薬物中毒
毒素波動 ＣＴ検査造影剤
毒素波動 パタン
毒素波動 フェノブカルブ
毒素波動 ＭＲＩ検査造影剤
毒素波動 疑似造影剤
毒素波動 ＣＴ検査
毒素波動 骨シンチ検査造影剤
毒素波動 ＭＲＩ検査
毒素波動 トランス脂肪酸
毒素波動 メタミドホス
毒素波動 カリウム肥料
毒素波動 カルタップ塩酸塩
毒素波動 コサイド　　（銅水和剤） 2015/3/10 P- 164  



毒素波動 アッパ　ＰＭＰ　　（有機化合物）
毒素波動 ドジン　　　（有機化合物）
毒素波動 シアナジン８０Ｗ
毒素波動 チラウム　　（有機化合物）
毒素波動 蛍光性毒
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 牛肉
毒素波動 蛍光漂白剤
毒素波動 エンドリン　（有機塩素系殺虫剤、殺鼠剤）
毒素波動 塩化カルシウム
毒素波動 トリフルラリン　　（有機化合物）
毒素波動 レントゲン焼け
毒素波動 ニコチン(毒)
毒素波動 銀毒
毒素波動 トリシクロヘキシルスズヒドロキシド　（有機スズ農薬）
毒素波動 真菌毒素
毒素波動 カリウム化学物
毒素波動 パラベン
毒素波動 α線
毒素波動 β線
毒素波動 ダイオキシン
毒素波動 ラジウム熱傷（γ線）
毒素波動 γ線
毒素波動 リシン（毒物）
毒素波動 ステロイド
毒素波動 黄色４号タートラジン
毒素波動 アスパルテーム
毒素波動 殺虫剤ピレスロイド
毒素波動 造影剤
毒素波動 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
毒素波動 クロチアニジン
毒素波動 ポリエチレングリコール
毒素波動 乳化剤
毒素波動 界面活性剤
毒素波動 ＰＣＢ（アクリルアミド）
毒素波動 色素
毒素波動 メラミン
毒素波動 ハプテン
毒素波動 クマリン
毒素波動 タール色素
毒素波動 ＴＣＤＤ
毒素波動 造影剤を体外へ排泄促進
毒素波動 造影剤を体外へ排泄する
毒素波動 ホルムアルデヒド
毒素波動 抗生物質
毒素波動 覚せい剤
毒素波動 放射性キセノン (γ線)
毒素波動 乳製品
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毒素波動 Ｃ８－Ｃ１2脂肪族飽和アルデヒド

毒素波動 Ｃ８－Ｃ１６脂肪族飽和炭化水素

毒素波動 身体毒素
毒素波動 身体毒素排泄促進
毒素波動 ジカンバ　（有機化合物）
毒素波動 牛乳
毒素波動 Gythior 50WP　 (有機化合物)
毒素波動 シマジン　（除草剤）
毒素波動 クロロファシン　（有機化合物）
毒素波動 Roelan　　　　　　(有機化合物)
毒素波動 Polyram　　　　　(有機化合物)
毒素波動 コバルト熱傷
毒素波動 ヒ素
毒素波動 砒素毒
毒素波動 アラクロール　（除草剤）
毒素波動 メトリブジン　（有機化合物）
毒素波動 Frutone　　　　　(有機化合物)
毒素波動 ジノカップ　（有機化合物）
毒素波動 水銀毒
毒素波動 ナトリウム毒
毒素波動 ヨウ素毒
毒素波動 テトラメチルチウラムジスルフィド　（有機化合物）
毒素波動 アヘン毒
毒素波動 アトラジン　（有機化合物）
毒素波動 紫外線
毒素波動 サッカリン
毒素波動 ターミネーター
毒素波動 ベンゼン環
毒素波動 キセノン１３５
毒素波動 環境ホルモン
毒素波動 アセトアルデヒド
毒素波動 ノナナール
毒素波動 エチルベンゼン
毒素波動 重金属
毒素波動 キシレン
毒素波動 トルエン
毒素波動 フタン酸ジーnーブチン
毒素波動 テトラデカン
毒素波動 ＶＯＣ酸化油（テルペンチン）
毒素波動 総揮発性有機化合物（ＴＶＯＣ）
毒素波動 ベロ毒素
毒素波動 大麻
毒素波動 ジプチルヒドロ・キシトルエン
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大分類 件　名 機　　能　　他
臓　腑 胆嚢２ 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
臓　腑 膵臓１ 自己抗原反応性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢２ 亜硝酸アミル
臓　腑 胆嚢２ テオフィリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴン
臓　腑 膵臓１ イオンバランス
臓　腑 胆嚢２ ヘム
臓　腑 膵臓１ A型インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓１ インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ インスリノーマ
臓　腑 胆嚢２ ニトログリセリン
臓　腑 膵臓１ ストローマ細胞
臓　腑 胆嚢２ 鉄(Fe)　２６
臓　腑 胆嚢と膵臓 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢組織カルチノイド
臓　腑 胆嚢と膵臓 ガングリオン
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上部空腸静脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管の枝
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹大動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵頭部
臓　腑 胆嚢２ 小葉間胆管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 小葉間胆管
臓　腑 胆嚢と膵臓 心臓
臓　腑 胆嚢２ グロビン
臓　腑 胆嚢２ ヘモグロビン
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜静脈(SMV)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜動脈(SMA)
臓　腑 胆嚢と膵臓 上腸間膜動脈（肝臓へ）
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 下腸間膜静脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 下腸間膜静脈（肝臓へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 空腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓
臓　腑 膵臓１ 胸腺
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵石症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下肝静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 近位総胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 総胆管内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 憩室(ロキタンスキー・アショフ洞).
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 主膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 主膵管 2015/3/10 P- 167  



臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢２ 細胆管bile ductule
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍(pancreatic endocrine tumor)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ コレシストキニン・パンクレオザイミン(CCK・PZ)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴノーマ
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の外分泌部
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾臓
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆管周囲毛細血管叢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 敗血症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 下腸間膜動脈
臓　腑 胆嚢２ 門脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 門脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 門脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 胆嚢２ 右横隔神経
臓　腑 胆嚢２ Vater乳頭
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 ファーター乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 十二指腸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 小十二指腸乳頭
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 小十二指腸乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 小十二指腸乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 背側膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆嚢窩
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈後枝(深枝)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈前枝(浅枝)
臓　腑 胆嚢２ 頸部neck
臓　腑 胆嚢２ 体部body
臓　腑 胆嚢２ 底部fundus
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜のＩ細胞
臓　腑 膵臓１ リンパ濾胞の形成
臓　腑 胆嚢２ 十二指腸のＩ細胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵尾部
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢憩室divertlculum of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢腺筋症
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁粘膜層
臓　腑 胆嚢２ 総胆管リンパ節
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臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜下層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁筋層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜層
臓　腑 胆嚢２ Ｌuschka管
臓　腑 胆嚢２ Rokitansky-Aschoffs洞
臓　腑 膵臓１ Ｂ型インスリン受容体異常症
臓　腑 胆嚢２ 脾静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾静脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾静脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢２ 脾動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾動脈（脾臓へ）
臓　腑 胆嚢２ 消化管ホルモン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 副膵管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 副膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 副膵管
臓　腑 胆嚢２ Hering管
臓　腑 膵臓１ 膵臓組織カルチノイド
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 黄疸
臓　腑 胆嚢２ 胆汁酸
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 大膵動脈（膵臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 大膵動脈（膵臓へ）
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵組織
臓　腑 胆嚢２ コレシストキニンcholecystokinin(CCK)
臓　腑 胆嚢２ 背側膵動脈(解剖学でいう後膵動脈)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 背側膵動脈
臓　腑 胆嚢２ 横行膵動脈(解剖学でいう下膵動脈)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵尾動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上十二指腸動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢２ 腹腔動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹腔動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭下部、頚部及び鈎部の前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 腹空内間膜
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胃結腸静脈幹
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下膵十二指腸静脈
臓　腑 胆嚢２ 上腸間膜動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 上腸間膜動脈（腸へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢静脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢動脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のD細胞(δ細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能低下
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のA細胞(α細胞)
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臓　腑 膵臓１ 膵臓のベータ細胞(インスリンをつくる細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のB細胞(β細胞)
臓　腑 膵臓１ マイナスイオン　（陰イオン）
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲中枢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ファーチー乳頭部癌
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓頭部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓体部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓尾部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓の鈎状突起
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性間質性(浮腫性)膵炎
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢床
臓　腑 胆嚢２ 腹腔神経叢
臓　腑 胆嚢２ 進化型強化肝臓
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房の導管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
臓　腑 胆嚢２ 毛細胆管bile canaliculus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下腸間膜静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の内分泌部
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 慢性膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性膵炎
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 傍大動脈リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓からのリンパ流
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓がん
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓がん
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓炎
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾動脈幹リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵体尾部のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頚部や膵頭部上前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上膵頭全部リンパ節
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁
臓　腑 胆嚢２ 一次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ 二次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ ミセル形成
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 幽門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ アルコール性黄疸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石症
臓　腑 胆嚢２ 胆石
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆石症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 重炭酸ナトリウム
臓　腑 膵臓１ プラス帯電
臓　腑 膵臓１ マイナス帯電
臓　腑 膵臓１ 放電
臓　腑 膵臓１ 自己免疫性膵炎
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臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアンモニア代謝
臓　腑 膵臓１ 下部胆管狭窄に伴う閉塞性黄疸
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン代謝
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbladder漿膜下型
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbIadder漿膜型
臓　腑 膵臓１ TNFRスーパーファミリー
臓　腑 胆嚢２ アンモニア代謝
臓　腑 胆嚢２ 脾臓の網内系
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管内乳頭粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm;IPMN)

臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 浸潤性膵管癌
臓　腑 膵臓１ びまん性の膵腫大
臓　腑 膵臓１ 高IgG血症
臓　腑 膵臓１ 膵管狭細像
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 耳下腺炎
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞受容体(TCR)
臓　腑 膵臓１ LTbR(リンホトキシンβレセプター)
臓　腑 膵臓１ 主要組織適合性(MHC)抗原
臓　腑 胆嚢２ ケノデオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ デオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ リトコール酸
臓　腑 胆嚢２ 間接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ 膵リパーゼ
臓　腑 胆嚢２ 直接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ グリソン鞘
臓　腑 胆嚢２ コール酸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クールヴォアズィエ徴候
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁欝帯
臓　腑 膵臓１ GITR(gluco corticoid induced TNF receptor)
臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder先天性
臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder後天性
臓　腑 胆嚢２ 胃十二指腸動脈の総肝動脈
臓　腑 胆嚢２ 漏斗部infundibulum(Hartmann'spouch)
臓　腑 膵臓１ 高アンドロジェン血症
臓　腑 胆嚢２ 大動脈外側リンパ節
臓　腑 胆嚢２ 隔壁胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 仮性膵嚢胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 真性膵嚢胞
臓　腑 胆嚢２ 遊走胆嚢floating gaIIbladder
臓　腑 胆嚢２ 重複胆嚢dupulication of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 分葉胆嚢bilobed gaIIbladder
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石性イレウス
臓　腑 胆嚢２ 膵管括約筋sphincter pancreaticus
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性出血性(壊死性)膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢炎
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢癌
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢癌
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臓　腑 胆嚢２ 硫酸抱合
臓　腑 胆嚢２ グルグロン酸
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 十二指腸乳頭部癌
臓　腑 膵臓１ 磁界
臓　腑 膵臓１ 電界
臓　腑 膵臓１ 電荷
臓　腑 膵臓１ アース
臓　腑 膵臓１ 静電気
臓　腑 膵臓１ 静電破壊
臓　腑 膵臓１ 静電気状態
臓　腑 胆嚢２ スコポラミン
臓　腑 胆嚢２ エフェドリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ガストリノーマ
臓　腑 膵臓１ 空気亜鉛電池
臓　腑 膵臓１ 電解液
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クルヴォワジェの法則
臓　腑 胆嚢２ 膨大部括約筋sphincter ampullae
臓　腑 胆嚢２ 上総胆管括約筋sphincter choledochus superior
臓　腑 胆嚢２ 下総胆管括約筋sphincter choledochus inferior
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PP
臓　腑 膵臓１ AP-1
臓　腑 胆嚢２ 無胆嚢症absennce of the gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内異所性組織heterotopia
臓　腑 胆嚢２ 肝細胞原形質膜
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢の位置異常
臓　腑 胆嚢２ 左位胆嚢left-sided gallbladder
臓　腑 膵臓１ 髄質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 皮質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプタイド
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプチド
臓　腑 胆嚢２ ポルフィリン
臓　腑 胆嚢２ アトロピン
臓　腑 膵臓１ Ｓj&ouml;gen症候群
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓の薬剤代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアルコール代謝
臓　腑 胆嚢２ ホルモン代謝
臓　腑 膵臓１ 膵にリンパ球、形質細胞を主とする著明な細胞浸潤と線維化
臓　腑 膵臓１ 血中C一ペプチド(CPR)
臓　腑 胆嚢２ Ｃａｌｏｔ三角
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIPoma
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 胆嚢２ ビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 左腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ 右腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ アルコール代謝
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臓　腑 胆嚢２ ムスカリン
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のホルモン代謝
臓　腑 胆嚢２ 解毒
臓　腑 膵臓１ TRAF6遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ キモトリプシン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIP
臓　腑 胆嚢２ コリンエステラーゼ
臓　腑 胆嚢２ グルクロンサン抱合
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PPoma
臓　腑 胆嚢２ 脱アミノ其作用
臓　腑 膵臓１ 膵臓のベータ細胞抗原
臓　腑 膵臓１ 樹状細胞
臓　腑 膵臓１ 抑制性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 膵臓１ １型糖尿病
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 結石障害
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
臓　腑 胆嚢２ 非抱合型ビリルビン(間接ビリルビン)
臓　腑 胆嚢２ 抱合型ビリルビン(直接ビリルビン・水溶性)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸のL細胞
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞抗原受容体遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ トリプシン
臓　腑 膵臓１ アポトーシス

臓　腑 膵臓１
末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており(英
語で"promiscuous gene expression")

臓　腑 膵臓１ ReｌＢ遺伝子
臓　腑 胆嚢２ アミノ其転移酵素
臓　腑 膵臓１ NF-kB inducing kinase(NIK)遺伝子
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大分類 件　名 機　　能　　他
消化器 小腸大腸肛門 筋層　（小腸）
消化器 小腸大腸肛門 輪状筋
消化器 小腸大腸肛門 縦走筋
消化器 食　道 頸部食道
消化器 消化と吸収 腸炎
消化器 小腸大腸肛門 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
消化器 小腸大腸肛門 溶血性尿毒症症候群  (HUS)
消化器 胃と十二指腸 胃の大弯
消化器 胃と十二指腸 胃の小弯
消化器 食　道 第１狭窄部位（食道入口部）
消化器 消化と吸収 慢性消化不良
消化器 小腸大腸肛門 ガングリオン
消化器 小腸大腸肛門 ガングリオン
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜上皮
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜上皮
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜筋板
消化器 食　道 小腸の粘膜筋板
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜筋板
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜下組織
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜下組織
消化器 小腸大腸肛門 細菌性赤痢
消化器 食　道 左鎖骨下動脈（腋窩へ）
消化器 食　道 右鎖骨下動脈（腋窩へ）
消化器 小腸大腸肛門 盲腸炎
消化器 消化と吸収 呼吸筋マヒ
消化器 小腸大腸肛門 虫垂静脈
消化器 食　道 第２狭窄部位（大動脈弓ー気管分岐部）
消化器 食　道 大動脈弓（胸大動脈へ）
消化器 小腸大腸肛門 小腸動脈
消化器 消化と吸収 食道腺
消化器 消化と吸収 導管　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 回腸
消化器 胃と十二指腸 回腸
消化器 食　道 回腸
消化器 胃と十二指腸 筋層　（胃）
消化器 胃と十二指腸 斜走筋
消化器 胃と十二指腸 縦走筋
消化器 胃と十二指腸 輪状筋
消化器 胃と十二指腸 毛細血管
消化器 小腸大腸肛門 内痔静脈叢
消化器 小腸大腸肛門 内閉鎖筋
消化器 小腸大腸肛門 肛門挙筋
消化器 小腸大腸肛門 櫛状線（歯状線）
消化器 小腸大腸肛門 回盲弁
消化器 小腸大腸肛門 外肛門括約筋
消化器 胃と十二指腸 総胆管（十二指腸へ）
消化器 小腸大腸肛門 腸管   intestine
消化器 消化と吸収 毛細血管



消化器 小腸大腸肛門 虫垂
消化器 胃と十二指腸 輪状ひだ
消化器 消化と吸収 クローン病
消化器 胃と十二指腸 小十二指腸乳頭
消化器 小腸大腸肛門 Ｏ1５７（腸管出血性大腸菌）
消化器 食　道 右総頸動脈（頭・頸部へ）
消化器 食　道 左総頸動脈（頭・頸部へ）
消化器 食　道 左主気管支（左肺へ）
消化器 食　道 右主気管支（右肺へ）
消化器 小腸大腸肛門 直腸の横ひだ
消化器 消化と吸収 直腸の横ひだ
消化器 胃と十二指腸 筋層
消化器 消化と吸収 筋層
消化器 食　道 噴門
消化器 小腸大腸肛門 粘膜筋板
消化器 胃と十二指腸 副膵管
消化器 胃と十二指腸 十二指腸上行部
消化器 胃と十二指腸 十二指腸上部
消化器 胃と十二指腸 十二指腸水平部
消化器 消化と吸収 食道粘膜
消化器 小腸大腸肛門 小腸静脈
消化器 胃と十二指腸 胃組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 胃炎
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部
消化器 食　道 奇静脈
消化器 胃と十二指腸 十二指腸組織カルチノイド
消化器 食　道 食道組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 胃体部変形
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部変形　（胃）
消化器 胃と十二指腸 胃前庭部変形
消化器 消化と吸収 創傷ボツリヌス症
消化器 食　道 食道痙攣
消化器 胃と十二指腸 十二指腸変形
消化器 食　道 粘膜下組織　（食道）
消化器 消化と吸収 偽膜性大腸炎
消化器 食　道 輪状筋　（食道）
消化器 胃と十二指腸 胃下垂
消化器 胃と十二指腸 胃角（角切痕）
消化器 胃と十二指腸 胃体部隆起
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部隆起　（胃）
消化器 胃と十二指腸 胃前庭部隆起
消化器 消化と吸収 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
消化器 胃と十二指腸 十二指腸隆起
消化器 小腸大腸肛門 腹大動脈
消化器 食　道 腹大動脈
消化器 小腸大腸肛門 絨毛　（小腸）
消化器 消化と吸収 絨毛　（小腸）
消化器 小腸大腸肛門 横行結腸間膜
消化器 食　道 縦走筋　（食道）



消化器 小腸大腸肛門 後腹膜
消化器 小腸大腸肛門 前腹膜
消化器 食　道 粘膜下静脈叢　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 前立腺
消化器 小腸大腸肛門 腸間膜
消化器 消化と吸収 乳児ボツリヌス症
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・テタニ　（C.tetani 和名：破傷風菌）
消化器 消化と吸収 破傷風
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
消化器 消化と吸収 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
消化器 胃と十二指腸 ヘリコバクター・ピロリ抗体
消化器 胃と十二指腸 十二指腸粘膜
消化器 胃と十二指腸 十二指腸粘膜ひだ
消化器 胃と十二指腸 十二指腸空腸曲
消化器 小腸大腸肛門 腸閉塞
消化器 消化と吸収 十二指腸（ブルンネル腺）
消化器 小腸大腸肛門 横隔膜
消化器 胃と十二指腸 横隔膜
消化器 食　道 横隔膜
消化器 消化と吸収 幽門腺
消化器 胃と十二指腸 胃小窩
消化器 胃と十二指腸 胃腺
消化器 消化と吸収 胃腺
消化器 小腸大腸肛門 上行結腸
消化器 食　道 上行結腸
消化器 小腸大腸肛門 輪状ひだ　（空腸粘膜）
消化器 消化と吸収 輪状ひだ　（空腸粘膜）
消化器 食　道 喉頭
消化器 消化と吸収 大腸（結腸）
消化器 食　道 筋層　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 漿膜（しようまく）
消化器 胃と十二指腸 漿膜（しようまく）
消化器 消化と吸収 漿膜（しようまく）
消化器 胃と十二指腸 粘膜固有層　（小腸）
消化器 消化と吸収 粘膜固有層　（小腸）
消化器 胃と十二指腸 粘膜
消化器 消化と吸収 粘膜
消化器 小腸大腸肛門 筋層
消化器 食　道 上大静脈（心臓へ）
消化器 小腸大腸肛門 結腸ひも
消化器 食　道 結腸ひも
消化器 消化と吸収 結腸ひも
消化器 小腸大腸肛門 胃
消化器 食　道 胃
消化器 消化と吸収 胃
消化器 小腸大腸肛門 上腸間膜静脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 上腸間膜静脈（肝臓へ）
消化器 消化と吸収 腸腺



消化器 小腸大腸肛門 下腸間膜静脈
消化器 小腸大腸肛門 肛門柱　（縦走するひだ）
消化器 消化と吸収 肛門柱　（縦走するひだ）
消化器 小腸大腸肛門 肛門洞
消化器 小腸大腸肛門 肛門
消化器 消化と吸収 肛門
消化器 小腸大腸肛門 空腸
消化器 胃と十二指腸 空腸
消化器 食　道 空腸
消化器 小腸大腸肛門 肝臓
消化器 食　道 肝臓
消化器 小腸大腸肛門 盲腸
消化器 食　道 盲腸
消化器 胃と十二指腸 胃底部
消化器 胃と十二指腸 胃体部
消化器 胃と十二指腸 胃組織
消化器 消化と吸収 胃粘膜のひだ
消化器 小腸大腸肛門 膵臓
消化器 胃と十二指腸 膵臓
消化器 小腸大腸肛門 内肛門括約筋
消化器 小腸大腸肛門 直腸神経叢
消化器 胃と十二指腸 脾動脈
消化器 食　道 胆嚢
消化器 消化と吸収 消化不良
消化器 胃と十二指腸 主膵管
消化器 消化と吸収 ガストリン　（胃の消化ホルモン）

消化器 小腸大腸肛門 腸管   intestine
消化器 消化と吸収 胃経
消化器 消化と吸収 リンパ小節
消化器 胃と十二指腸 脾臓
消化器 食　道 脾臓
消化器 小腸大腸肛門 虫垂
消化器 食　道 虫垂 =35550
消化器 小腸大腸肛門 虫垂口
消化器 小腸大腸肛門 腸間膜
消化器 食　道 腸間膜
消化器 消化と吸収 腸間膜
消化器 胃と十二指腸 幽門弁
消化器 小腸大腸肛門 下腸間膜動脈
消化器 胃と十二指腸 固有肝動脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 門脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 総肝動脈
消化器 胃と十二指腸 壁神経
消化器 食　道 咽頭
消化器 小腸大腸肛門 虫垂炎
消化器 小腸大腸肛門 過敏性大腸症候群
消化器 胃と十二指腸 幽門　（胃）
消化器 消化と吸収 幽門　（胃）
消化器 胃と十二指腸 膵管



消化器 小腸大腸肛門 結腸
消化器 小腸大腸肛門 腎臓の皮質
消化器 食　道 胸部食道
消化器 食　道 腹部食道
消化器 食　道 第３狭窄部位（食道裂孔部）
消化器 小腸大腸肛門 結腸半月ひだ
消化器 消化と吸収 結腸半月ひだ
消化器 食　道 内腔　（食道）
消化器 胃と十二指腸 ファーター乳頭
消化器 小腸大腸肛門 十二指腸
消化器 胃と十二指腸 十二指腸
消化器 食　道 十二指腸
消化器 消化と吸収 十二指腸
消化器 胃と十二指腸 十二指腸下行部
消化器 胃と十二指腸 食道
消化器 消化と吸収 食道
消化器 小腸大腸肛門 下直腸動脈
消化器 小腸大腸肛門 上直腸動脈　（不対）
消化器 胃と十二指腸 胃十二指腸動脈
消化器 食　道 食道粘膜T組織
消化器 胃と十二指腸 噴門
消化器 消化と吸収 噴門
消化器 小腸大腸肛門 小網
消化器 消化と吸収 上腸間膜
消化器 小腸大腸肛門 Ｓ状結腸動脈
消化器 小腸大腸肛門 腸管神経叢
消化器 消化と吸収 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
消化器 胃と十二指腸 胃潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 小腸組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 十二指腸憩室
消化器 胃と十二指腸 十二指腸潰瘍
消化器 胃と十二指腸 ファーター乳頭部がん
消化器 小腸大腸肛門 直腸がん
消化器 小腸大腸肛門 大腸組織カルチノイド
消化器 小腸大腸肛門 大腸がん
消化器 小腸大腸肛門 膀胱
消化器 食　道 食道狭窄症
消化器 小腸大腸肛門 潰瘍性大腸炎
消化器 消化と吸収 消化管蠕動異常
消化器 食　道 粘膜　（食道）
消化器 食　道 食道粘膜筋板
消化器 小腸大腸肛門 横行結腸
消化器 食　道 横行結腸
消化器 食　道 食道がん
消化器 小腸大腸肛門 直腸
消化器 食　道 直腸
消化器 消化と吸収 直腸
消化器 食　道 食道静脈瘤
消化器 消化と吸収 小腸組織



消化器 小腸大腸肛門 大腸ポリープ
消化器 消化と吸収 大腸組織
消化器 消化と吸収 ケイレン
消化器 小腸大腸肛門 腹部膨隆
消化器 食　道 膀胱
消化器 小腸大腸肛門 エンテロクリニン
消化器 小腸大腸肛門 大腸炎
消化器 小腸大腸肛門 腹腔動脈
消化器 胃と十二指腸 腹腔動脈
消化器 胃と十二指腸 胃ポリープ
消化器 胃と十二指腸 胃アトニー
消化器 胃と十二指腸 胃がん
消化器 小腸大腸肛門 大網
消化器 胃と十二指腸 大網
消化器 食　道 大網
消化器 消化と吸収 小腸経
消化器 小腸大腸肛門 上腸間膜動脈
消化器 胃と十二指腸 上腸間膜動脈（腸へ）
消化器 胃と十二指腸 脾静脈
消化器 胃と十二指腸 左胃動脈（胃へ）
消化器 胃と十二指腸 右胃動脈
消化器 小腸大腸肛門 結腸痙攣   colon spasm
消化器 食　道 Ｓ状結腸
消化器 小腸大腸肛門 便秘症
消化器 消化と吸収 消化管
消化器 胃と十二指腸 腹大動脈
消化器 食　道 胸大動脈（腹大動脈へ）
消化器 胃と十二指腸 十二指腸炎
消化器 胃と十二指腸 エンテロガストロン
消化器 胃と十二指腸 ヘリコバクター・ピロリ菌
消化器 食　道 頸部
消化器 消化と吸収 小腸（空腸）
消化器 小腸大腸肛門 小腸
消化器 小腸大腸肛門 ガス／屁
消化器 食　道 下行結腸
消化器 消化と吸収 消化器炎症
消化器 食　道 食道炎
消化器 消化と吸収 下腸間膜
消化器 胃と十二指腸 ガングリオン
消化器 小腸大腸肛門 下痢症状
消化器 小腸大腸肛門 下痢
消化器 小腸大腸肛門 下痢気味
消化器 消化と吸収 大腸経
消化器 小腸大腸肛門 痔核
消化器 消化と吸収 食欲減退   appetite loss(poor)
消化器 胃と十二指腸 粘液
消化器 胃と十二指腸 ペプシノゲン
消化器 小腸大腸肛門 インジカン　　　（腸内悪性発生）
消化器 消化と吸収 食欲減退   appetite loss(lack)



消化器 小腸大腸肛門 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 内臓潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 痔核
消化器 小腸大腸肛門 痔ろう
消化器 消化と吸収 食中毒
消化器 消化と吸収 嚥下不能
消化器 消化と吸収 嚥下困難
消化器 小腸大腸肛門 内臓腫瘍
消化器 食　道 嘔吐　（おうと）
消化器 小腸大腸肛門 小腸パイエル板
消化器 消化と吸収 全身性けいれん
消化器 消化と吸収 三叉神経の硬直
消化器 消化と吸収 開口困難
消化器 食　道 口腔
消化器 胃と十二指腸 胃の出血
消化器 小腸大腸肛門 セラチア(腸内菌)

消化器 消化と吸収 腸内フローラ
消化器 消化と吸収 短鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 中鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 長鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 酢酸
消化器 消化と吸収 プロピオン酸
消化器 消化と吸収 コハク酸
消化器 消化と吸収 イソ酪酸
消化器 消化と吸収 消化が早い
消化器 消化と吸収 酪酸
消化器 消化と吸収 吉草酸
消化器 消化と吸収 イソ吉草酸
消化器 消化と吸収 カプロン酸
消化器 消化と吸収 代謝が早い
消化器 消化と吸収 善玉菌
消化器 消化と吸収 日和見菌
消化器 消化と吸収 悪玉菌
消化器 消化と吸収 乳酸

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
呼吸器 肺と肺部 胸膜カルチノイド
呼吸器 肺と肺部 心外膜
呼吸器 肺と肺部 心膜
呼吸器 呼吸器系 鎖骨
呼吸器 肺と肺部 鎖骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 鎖骨
呼吸器 呼吸器系 口蓋咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 喉頭下部
呼吸器 呼吸器系 喉頭筋
呼吸器 呼吸器系 輪状筋
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の軟骨輪
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の粘膜下組織
呼吸器 呼吸器系 輪状靭帯の粘膜
呼吸器 呼吸器系 鋤骨
呼吸器 呼吸器系 外側弓状靱帯
呼吸器 呼吸器系 外側輪状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 輪状甲状筋
呼吸器 呼吸器系 輪状軟骨下縁
呼吸器 呼吸器系 輪状軟骨
呼吸器 呼吸器系 重層扁平上皮
呼吸器 呼吸器系 軟口蓋
呼吸器 呼吸器系 硬口蓋
呼吸器 呼吸器系 喉頭蓋
呼吸器 呼吸器系 口蓋咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 内側弓状靱帯
呼吸器 呼吸器系 胸骨体
呼吸器 肺と肺部 胸骨体
呼吸器 呼吸に関する筋肉 胸骨体
呼吸器 呼吸器系 胸骨柄
呼吸器 肺と肺部 胸骨柄
呼吸器 呼吸に関する筋肉 胸骨柄
呼吸器 肺と肺部 肋軟骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 肋軟骨
呼吸器 肺と肺部 肩甲骨
呼吸器 呼吸器系 縦走筋
呼吸器 呼吸器系 縦隔臓器
呼吸器 呼吸器系 縦隔
呼吸器 呼吸器系 耳管軟骨部
呼吸器 呼吸器系 耳管隆起
呼吸器 呼吸器系 耳管峡部
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 耳管骨部
呼吸器 呼吸器系 耳管軟骨
呼吸器 呼吸器系 外耳道
呼吸器 呼吸器系 鼻腔の外側壁
呼吸器 肺と肺部 膿胸
呼吸器 呼吸器系 天蓋
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呼吸器 呼吸器系 左肺の前肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の水平裂
呼吸器 呼吸器系 右肺の内側肺底区
呼吸器 肺と肺部 軟骨膜
呼吸器 呼吸器系 肺の横隔面
呼吸器 肺と肺部 結合組織被膜
呼吸器 肺と肺部 小動脈
呼吸器 呼吸器系 下角
呼吸器 呼吸器系 小葉間細気管支
呼吸器 呼吸器系 鼻粘膜
呼吸器 呼吸器系 胸腔内圧
呼吸器 呼吸器系 胸腔
呼吸器 呼吸器系 鼻部
呼吸器 呼吸器系 胸膜腔
呼吸器 呼吸器系 肺の前縁
呼吸器 呼吸器系 肺の後縁
呼吸器 呼吸器系 肺の内側面
呼吸器 呼吸器系 肺葉
呼吸器 呼吸器系 後輪状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 肺の肋骨面
呼吸器 呼吸器系 肺の機能血管
呼吸器 肺と肺部 軟骨間靭帯
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第４肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第５肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第６肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第７肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第８肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第９肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１０肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１１肋骨
呼吸器 呼吸器系 肺動静脈系と気管支動静脈系の吻合
呼吸器 呼吸器系 肺の栄養血管
呼吸器 呼吸器系 上喉頭神経
呼吸器 呼吸器系 上喉頭神経外枝
呼吸器 呼吸器系 声帯突起
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨の声帯突起
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨筋突起
呼吸器 呼吸器系 胸膜水
呼吸器 呼吸器系 鼻腔隔壁
呼吸器 呼吸器系 左肺の内側肺底区
呼吸器 呼吸器系 声帯靭帯
呼吸器 呼吸器系 喉頭前庭
呼吸器 呼吸器系 声帯筋
呼吸器 呼吸器系 喉頭上部
呼吸器 呼吸器系 喉頭中部
呼吸器 呼吸器系 斜角筋群
呼吸器 呼吸器系 喉頭室
呼吸器 呼吸器系 声門下腔
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呼吸器 呼吸器系 室靭帯
呼吸器 呼吸器系 喉頭腔
呼吸器 呼吸器系 声門
呼吸器 呼吸器系 披裂喉頭蓋ヒダ
呼吸器 呼吸器系 披裂軟骨
呼吸器 呼吸器系 室ひだ（仮声帯）
呼吸器 呼吸器系 喉頭口
呼吸器 呼吸器系 鼻咽道
呼吸器 呼吸器系 咽頭扁桃
呼吸器 呼吸器系 第７肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第８肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第９肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 胸膜(肺)
呼吸器 肺と肺部 胸膜(肺)
呼吸器 呼吸器系 臓側胸膜
呼吸器 肺と肺部 臓側胸膜
呼吸器 呼吸器系 壁側胸膜
呼吸器 肺と肺部 壁側胸膜
呼吸器 呼吸器系 最内肋間筋
呼吸器 呼吸器系 肋間隙
呼吸器 呼吸器系 気管分岐部
呼吸器 呼吸器系 肺間膜
呼吸器 呼吸器系 喉頭軟骨
呼吸器 呼吸器系 甲状舌骨膜
呼吸器 呼吸器系 甲状披裂筋
呼吸器 呼吸器系 左肺の下葉
呼吸器 肺と肺部 左肺の下葉
呼吸器 呼吸器系 左肺の後肺底区
呼吸器 肺と肺部 葉間裂
呼吸器 呼吸器系 左肺の上葉
呼吸器 肺と肺部 左肺の上葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の上ー下葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の下葉
呼吸器 肺と肺部 右肺の下葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の中葉
呼吸器 肺と肺部 右肺の中葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の上葉
呼吸器 肺と肺部 右肺の上葉
呼吸器 呼吸器系 右肺の肺尖区
呼吸器 呼吸器系 左右の披裂軟骨の後面間に張る筋
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨左板
呼吸器 呼吸器系 気管軟骨
呼吸器 肺と肺部 気管軟骨
呼吸器 肺と肺部 輪状軟骨
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨
呼吸器 肺と肺部 甲状軟骨
呼吸器 肺と肺部 甲状軟骨
呼吸器 呼吸器系 剣状突起　 (胸骨)
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呼吸器 呼吸に関する筋肉 剣状突起　 (胸骨)
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の胸骨部
呼吸器 呼吸に関する筋肉 横隔膜の胸骨部
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の腰椎部
呼吸器 呼吸に関する筋肉 横隔膜の腰椎部
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨右板
呼吸器 呼吸器系 気胸
呼吸器 呼吸器系 気道
呼吸器 呼吸器系 肺門
呼吸器 呼吸器系 肋間筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 肋間筋
呼吸器 呼吸器系 左肺の肺尖後区
呼吸器 呼吸器系 左肺の斜裂
呼吸器 呼吸器系 右肺の外側肺底区
呼吸器 呼吸器系 鼻毛
呼吸器 呼吸器系 甲状軟骨後面
呼吸器 呼吸器系 肺底
呼吸器 呼吸器系 肺尖
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第３肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第２肋骨
呼吸器 肺と肺部 第１肋骨
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１肋骨
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の腱中心
呼吸器 呼吸器系 胸郭
呼吸器 呼吸器系 頚神経叢の筋枝
呼吸器 呼吸器系 左肺の心切痕
呼吸器 呼吸器系 鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 僧帽細胞
呼吸器 呼吸器系 喉頭隆起（のどぼとけ、アダムのリンゴ）
呼吸器 呼吸器系 第１２肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第１１肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 第１０肋軟骨
呼吸器 呼吸器系 左肺の下舌区
呼吸器 呼吸器系 右肺の斜裂
呼吸器 呼吸器系 左肺の上舌区
呼吸器 呼吸器系 右肺の後肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の外側中葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の後上葉区
呼吸器 肺胞とガス交換 毛細血管基底膜
呼吸器 肺胞とガス交換 組織間隙
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞毛細血管内皮細胞
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞基底膜
呼吸器 肺胞とガス交換 表面液被膜（表面活性物質）
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞上皮細胞
呼吸器 呼吸器系 第１２肋骨の尖端
呼吸器 呼吸器系 外肋間筋
呼吸器 呼吸器系 肺根
呼吸器 呼吸器系 下行大動脈
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呼吸器 呼吸器系 鼻涙管
呼吸器 呼吸器系 下鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 鼻中隔
呼吸器 呼吸器系 嗅索
呼吸器 呼吸器系 嗅上皮
呼吸器 呼吸器系 蝶形骨洞
呼吸器 呼吸器系 中鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 上鼻甲介
呼吸器 呼吸器系 篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 後鼻孔
呼吸器 呼吸器系 外鼻孔
呼吸器 呼吸器系 鼻前庭
呼吸器 呼吸器系 嗅部　（嗅裂）
呼吸器 呼吸器系 前頭洞
呼吸器 呼吸器系 前篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 前庭ヒダ
呼吸器 呼吸器系 蝶口蓋孔
呼吸器 呼吸器系 総鼻道
呼吸器 呼吸器系 篩骨蜂巣
呼吸器 呼吸器系 篩骨飾板
呼吸器 呼吸器系 前頭洞の開口
呼吸器 呼吸器系 前篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 鼻涙管の開口
呼吸器 呼吸器系 中篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 中篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 嗅球
呼吸器 呼吸器系 翼突部
呼吸器 呼吸器系 翼状突起内側板
呼吸器 呼吸器系 上顎骨体
呼吸器 呼吸器系 上顎骨口蓋突起
呼吸器 呼吸器系 上顎骨
呼吸器 呼吸器系 嗅細胞
呼吸器 呼吸器系 鼻限
呼吸器 呼吸器系 篩骨
呼吸器 呼吸器系 胸管
呼吸器 呼吸器系 左肺の外側肺底区
呼吸器 呼吸器系 左肺の上ー下葉区
呼吸器 呼吸器系 左肺の前上葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の前肺底区
呼吸器 呼吸器系 右肺の内側中葉区
呼吸器 呼吸器系 右肺の前上葉区
呼吸器 呼吸器系 梨状陥凹
呼吸器 呼吸器系 パンデミック  (爆発的感染)
呼吸器 呼吸器系 エピデミック　（局地流行）
呼吸器 呼吸器系 肺サルコイドーシス
呼吸器 肺と肺部 進行性肺サルコイドーシス
呼吸器 肺胞とガス交換 小葉間結合組織
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腹大動脈
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呼吸器 呼吸器系 小腸の粘膜下組織
呼吸器 呼吸器系 肺胞の毛細血管網
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞の毛細血管網
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞腔
呼吸器 呼吸器系 痰（たん）、喀痰（かくたん）　Phlegm[/flεm/]
呼吸器 呼吸器系 咳（せき）、唾（つば）
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下動脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下静脈
呼吸器 肺と肺部 右鎖骨下静脈
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下静脈
呼吸器 肺と肺部 左鎖骨下静脈
呼吸器 呼吸器系 血痰
呼吸器 呼吸器系 （家族などが気づく）大きな鼾（いびき）など
呼吸器 呼吸器系 気管と気管支の外膜
呼吸器 肺と肺部 後壁（食道に接する気管）
呼吸器 肺と肺部 前壁　（気管）
呼吸器 呼吸器系 いびき・歯ぎしり不眠症
呼吸器 呼吸器系 いびき　（鼾）
呼吸器 呼吸器系 大動脈弓
呼吸器 肺と肺部 大動脈弓
呼吸器 肺と肺部 大動脈弓
呼吸器 肺胞とガス交換 大動脈弓
呼吸器 呼吸器系 気管カリーナ
呼吸器 呼吸器系 気管支
呼吸器 肺と肺部 主気管支
呼吸器 肺胞とガス交換 気管支
呼吸器 肺と肺部 胸大動脈
呼吸器 呼吸器系 第４咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第２咽頭弓　（舌骨弓）
呼吸器 呼吸器系 第１咽頭弓　（顎骨弓）
呼吸器 呼吸器系 咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第３咽頭弓
呼吸器 呼吸器系 第６咽頭弓
呼吸器 肺胞とガス交換 肺静脈
呼吸器 呼吸器系 酸素　8
呼吸器 肺と肺部 左心房
呼吸器 肺胞とガス交換 左心房
呼吸器 肺と肺部 右心房
呼吸器 肺胞とガス交換 右心房
呼吸器 呼吸器系 右気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支
呼吸器 肺と肺部 右主気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の外側中葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の外側肺底枝
呼吸器 肺と肺部 右腕頭静脈
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呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の上ー下葉枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の前肺底枝
呼吸器 呼吸器系 動脈血
呼吸器 呼吸器系 舌骨下筋群
呼吸器 呼吸器系 甲状舌骨
呼吸器 呼吸器系 舌骨
呼吸器 呼吸器系 喉頭蓋軟骨
呼吸器 呼吸器系 舌骨小角
呼吸器 呼吸器系 舌骨大角
呼吸器 呼吸器系 線維膜
呼吸器 呼吸器系 区(域)気管支
呼吸器 呼吸器系 大動脈裂孔
呼吸器 呼吸器系 葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の後上葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の後肺底枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の上舌枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の下舌枝
呼吸器 呼吸器系 気管支動脈
呼吸器 呼吸器系 竜骨
呼吸器 呼吸器系 顎舌骨筋線
呼吸器 呼吸器系 肋間動脈
呼吸器 肺と肺部 気管支枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の上ー下葉枝
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の前上葉枝
呼吸器 肺と肺部 右上葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の内側中葉枝
呼吸器 肺と肺部 右中葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の前肺底枝
呼吸器 肺と肺部 右下葉気管支
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の内側肺底枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支
呼吸器 肺と肺部 左主気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の前上葉枝
呼吸器 肺と肺部 左上葉気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の外側肺底枝
呼吸器 肺と肺部 左下葉気管支
呼吸器 肺胞とガス交換 肺静脈の細枝
呼吸器 呼吸器系 左気管支
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の肺尖後枝
呼吸器 呼吸器系 左の区域気管支の後肺底枝
呼吸器 呼吸器系 頭蓋底
呼吸器 肺と肺部 肺組織カルチノイド
呼吸器 呼吸器系 横披裂筋
呼吸器 肺と肺部 左腕頭静脈
呼吸器 肺と肺部 左腕頭静脈
呼吸器 呼吸器系 重度の炎症
呼吸器 肺と肺部 リンパ球性間質性肺炎　（ＬＩＰ）
呼吸器 呼吸器系 食道裂孔ヘルニア
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呼吸器 呼吸器系 下咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 無呼吸
呼吸器 呼吸器系 奇静脈
呼吸器 肺と肺部 奇静脈
呼吸器 肺と肺部 半奇静脈
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞マクロファージ
呼吸器 呼吸器系 肺循環
呼吸器 呼吸器系 低呼吸
呼吸器 呼吸器系 横舌筋
呼吸器 肺胞とガス交換 肺胞
呼吸器 呼吸器系 終末細気管支
呼吸器 呼吸器系 咽喉・気管部粘膜
呼吸器 肺と肺部 粘膜下組織　（肺）
呼吸器 肺と肺部 左迷走神経
呼吸器 肺と肺部 右迷走神経
呼吸器 呼吸器系 気管(支)腺
呼吸器 肺と肺部 気管(支)腺
呼吸器 呼吸器系 気管腔
呼吸器 呼吸器系 静脈血
呼吸器 呼吸器系 （家族などが気づく）睡眠時の呼吸の停止
呼吸器 呼吸器系 咽頭粘膜の充血
呼吸器 肺と肺部 肺動脈枝
呼吸器 肺と肺部 肺静脈枝
呼吸器 呼吸器系 毛細血管床
呼吸器 呼吸器系 微小動脈血管　（メタ細動脈）
呼吸器 呼吸器系 側頭骨
呼吸器 肺と肺部 肺線維症　
呼吸器 呼吸器系 末梢循環不全
呼吸器 呼吸器系 肋骨
呼吸器 肺と肺部 肋骨
呼吸器 呼吸器系 肋骨横隔洞
呼吸器 呼吸器系 横隔膜
呼吸器 肺と肺部 横隔膜
呼吸器 肺と肺部 脊髄
呼吸器 呼吸器系 反回神経
呼吸器 呼吸器系 呼吸細気管支
呼吸器 肺胞とガス交換 呼吸細気管支
呼吸器 肺と肺部 胸骨
呼吸器 呼吸器系 喉頭
呼吸器 肺と肺部 喉頭
呼吸器 肺胞とガス交換 喉頭
呼吸器 呼吸器系 交感神経幹
呼吸器 呼吸器系 心臓
呼吸器 肺と肺部 心臓
呼吸器 呼吸器系 粘膜固有層　（小腸）
呼吸器 肺と肺部 舌
呼吸器 肺と肺部 上大静脈
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呼吸器 肺と肺部 左心室
呼吸器 肺胞とガス交換 左心室
呼吸器 呼吸器系 舌咽神経
呼吸器 呼吸器系 耳管
呼吸器 肺胞とガス交換 肺動脈の細枝
呼吸器 肺と肺部 平滑筋
呼吸器 呼吸器系 胸壁
呼吸器 呼吸器系 胸腺
呼吸器 肺と肺部 第７胸椎
呼吸器 呼吸器系 肋間神経
呼吸器 呼吸器系 迷走神経
呼吸器 肺胞とガス交換 肺動脈
呼吸器 呼吸器系 肺動脈
呼吸器 肺と肺部 肺動脈
呼吸器 呼吸器系 気管
呼吸器 肺と肺部 気管
呼吸器 肺と肺部 気管
呼吸器 肺胞とガス交換 気管
呼吸器 肺と肺部 右心室
呼吸器 肺胞とガス交換 右心室
呼吸器 呼吸器系 喀血
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１１胸椎
呼吸器 呼吸に関する筋肉 第１２胸椎
呼吸器 呼吸器系 口
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腹横筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腹直筋
呼吸器 呼吸器系 半奇静脈
呼吸器 呼吸器系 左肺
呼吸器 肺と肺部 左肺
呼吸器 肺胞とガス交換 左肺
呼吸器 呼吸器系 鼻腔
呼吸器 肺と肺部 鼻腔
呼吸器 肺胞とガス交換 鼻腔
呼吸器 呼吸器系 右肺
呼吸器 肺と肺部 右肺
呼吸器 肺胞とガス交換 右肺
呼吸器 呼吸器系 嗅神経
呼吸器 呼吸器系 咽頭
呼吸器 肺と肺部 咽頭
呼吸器 肺胞とガス交換 咽頭
呼吸器 呼吸器系 横隔神経
呼吸器 呼吸器系 腰椎
呼吸器 呼吸器系 肺静脈
呼吸器 呼吸器系 左肺の毛細血管
呼吸器 呼吸器系 右肺の毛細血管
呼吸器 肺と肺部 微絨毛
呼吸器 肺と肺部 杯細胞
呼吸器 肺と肺部 線毛
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呼吸器 肺と肺部 多列線毛円柱上皮
呼吸器 肺と肺部 粘膜固有層　（気管）
呼吸器 肺と肺部 基底膜　（気管）
呼吸器 肺と肺部 リンパ管　（気管）
呼吸器 肺と肺部 肺経
呼吸器 呼吸器系 呼吸器系
呼吸器 肺と肺部 気管支ぜんそく
呼吸器 呼吸器系 食道
呼吸器 肺と肺部 食道
呼吸器 肺と肺部 食道
呼吸器 肺胞とガス交換 食道
呼吸器 呼吸に関する筋肉 食道
呼吸器 呼吸器系 肺
呼吸器 呼吸器系 咽頭縫線
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の左脚
呼吸器 呼吸器系 肋骨挙筋
呼吸器 呼吸器系 肋骨縦隔洞
呼吸器 呼吸器系 蝶篩陥凹
呼吸器 呼吸器系 肋骨弓
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の支配神経の起始ニューロン
呼吸器 呼吸器系 気管支静脈
呼吸器 呼吸器系 膜性壁
呼吸器 肺と肺部 肺組織
呼吸器 呼吸器系 舌咽頭部
呼吸器 呼吸器系 咽頭喉頭部
呼吸器 呼吸器系 肺胞管
呼吸器 呼吸器系 肺胞
呼吸器 呼吸器系 下喉頭神経
呼吸器 呼吸器系 外側胸静脈
呼吸器 呼吸器系 咽頭陥凹
呼吸器 呼吸器系 口部
呼吸器 呼吸器系 副鼻腔
呼吸器 呼吸器系 咽頭の筋
呼吸器 呼吸器系 咽頭口部
呼吸器 呼吸器系 咽頭鼻部
呼吸器 呼吸器系 第１腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第２腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第３腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 第４腰椎椎体
呼吸器 呼吸器系 従隔後部
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の右脚
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の外側脚
呼吸器 肺と肺部 腕頭動脈
呼吸器 呼吸器系 腹腔
呼吸器 呼吸器系 迷走神経幹
呼吸器 呼吸器系 ロ呼吸病
呼吸器 呼吸器系 肺炎桿菌
呼吸器 呼吸器系 脊柱、背部の深層の筋
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呼吸器 呼吸器系 大静脈孔
呼吸器 呼吸器系 軟骨輪
呼吸器 呼吸器系 副交感神経節後ニューロン
呼吸器 呼吸器系 副交感神経節前ニューロン
呼吸器 呼吸器系 茎突咽頭筋
呼吸器 呼吸器系 多列円柱上皮
呼吸器 呼吸器系 咽頭円蓋
呼吸器 呼吸器系 内胸動脈
呼吸器 肺と肺部 胸管（リンパ管）
呼吸器 呼吸器系 肺門
呼吸器 呼吸器系 肋間静脈
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の内側脚
呼吸器 呼吸器系 肋膜
呼吸器 呼吸器系 腹壁の筋
呼吸器 呼吸器系 交感神経節後ニューロン
呼吸器 呼吸器系 交感神経節前ニューロン
呼吸器 呼吸器系 呼吸補助筋
呼吸器 呼吸器系 呼吸筋
呼吸器 呼吸器系 咽頭神経叢
呼吸器 呼吸器系 中咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 中鼻道
呼吸器 呼吸器系 上鼻道
呼吸器 呼吸器系 下鼻道
呼吸器 呼吸器系 後篩骨洞
呼吸器 呼吸器系 後篩骨洞の開口
呼吸器 呼吸器系 右の区域気管支の肺尖枝
呼吸器 呼吸器系 呼吸部
呼吸器 呼吸器系 茎状突起
呼吸器 呼吸器系 筋突起
呼吸器 呼吸器系 筋層
呼吸器 呼吸器系 咽頭頭底板
呼吸器 呼吸器系 上咽頭収縮筋
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭ヒダ
呼吸器 呼吸器系 耳管咽頭口
呼吸器 呼吸器系 慢性呼吸不全
呼吸器 呼吸器系 睡眠中の筋弛緩
呼吸器 呼吸器系 はぎしり　（歯軋り）
呼吸器 肺と肺部 左下肺静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 横隔膜の肋骨部
呼吸器 呼吸器系 口腔
呼吸器 呼吸器系 口蓋骨水平板
呼吸器 呼吸器系 口蓋骨垂直板
呼吸器 肺と肺部 甲状腺
呼吸器 呼吸器系 下大静脈
呼吸器 肺胞とガス交換 下大静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 下大静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 胸大動脈
呼吸器 呼吸器系 アデノイド
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呼吸器 肺と肺部 右内頸静脈
呼吸器 肺と肺部 右内頸静脈
呼吸器 呼吸に関する筋肉 斜角筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 外肋間筋
呼吸器 呼吸器系 横隔膜の肋骨部
呼吸器 呼吸に関する筋肉 外腹斜筋
呼吸器 呼吸器系 呼吸器炎症
呼吸器 呼吸器系 顎咽頭部
呼吸器 肺と肺部 左内頸静脈
呼吸器 呼吸器系 上顎洞の開口
呼吸器 呼吸器系 随意筋
呼吸器 肺と肺部 右総頸動脈
呼吸器 肺と肺部 右総頸動脈
呼吸器 肺と肺部 左総頸動脈
呼吸器 肺と肺部 左総頸動脈
呼吸器 呼吸器系 集合リンパ小節
呼吸器 呼吸器系 消化器系
呼吸器 呼吸に関する筋肉 腱中心
呼吸器 呼吸器系 上角
呼吸器 呼吸器系 頚神経叢
呼吸器 呼吸器系 頬咽頭部
呼吸器 呼吸器系 頬咽頭縫線
呼吸器 肺と肺部 右肺静脈
呼吸器 肺胞とガス交換 右肺静脈
呼吸器 肺と肺部 左肺動脈
呼吸器 肺胞とガス交換 左肺動脈
呼吸器 肺と肺部 右肺動脈
呼吸器 肺胞とガス交換 右肺動脈
呼吸器 肺と肺部 左肺静脈
呼吸器 肺胞とガス交換 左肺静脈
呼吸器 呼吸器系 悪臭気管支炎・化膿性気管支炎
呼吸器 肺と肺部 ガングリオン
呼吸器 呼吸器系 横紋筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 肋軟骨間筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 胸鎖乳突筋
呼吸器 呼吸器系 胸鎖乳突筋
呼吸器 呼吸器系 一酸化炭素
呼吸器 呼吸器系 二酸化炭素
呼吸器 呼吸器系 硝子軟骨
呼吸器 呼吸器系 声帯ヒダ
呼吸器 呼吸器系 カリニ原虫
呼吸器 呼吸器系 呼吸器粘膜上皮のカタル性炎症
呼吸器 呼吸器系 カリニ原虫による肺炎
呼吸器 呼吸器系 びまん性汎細気管支炎
呼吸器 呼吸器系 びまん性間質肺炎
呼吸器 肺と肺部 ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP）
呼吸器 肺と肺部 気管支炎
呼吸器 肺と肺部 気管支閉塞症
呼吸器 呼吸器系 肺胞浮腫 2015/3/10 P- 192  



呼吸器 呼吸器系 肺胞炎
呼吸器 呼吸器系 肺炎球菌感染症
呼吸器 呼吸器系 肺炎球菌（S. pneumoniae）
呼吸器 呼吸器系 胸膜炎痛
呼吸器 肺と肺部 気管支拡張症
呼吸器 肺と肺部 過敏性肺炎
呼吸器 肺と肺部 肺炎
呼吸器 肺と肺部 肺がん
呼吸器 呼吸に関する筋肉 内肋間筋
呼吸器 呼吸に関する筋肉 内腹斜筋
呼吸器 呼吸器系 内肋間筋
呼吸器 呼吸器系 プロピオニバクテリウム菌
呼吸器 呼吸器系 鼓室
呼吸器 呼吸器系 耳管鼓室口
呼吸器 呼吸器系 鼓膜
呼吸器 肺と肺部 肺結核
呼吸器 肺と肺部 肺嚢胞症
呼吸器 肺と肺部 肺水腫
呼吸器 肺と肺部 肺気腫
呼吸器 呼吸器系 サルコイドーシス
呼吸器 呼吸器系 乳ビ槽
呼吸器 呼吸器系 トルコ鞍
呼吸器 呼吸器系 迷走神経背側運動核
呼吸器 呼吸器系 閉鎖性睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 中枢性睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 混合性睡眠時無呼吸症候群
呼吸器 呼吸器系 就寝中の意識覚醒の短い反復およびそれによる脳の不眠
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大分類 件　名 機　　能　　他
脊　　髄 受容体活性阻害抗体
脊　　髄 特異抗核抗体
脊　　髄 線維筋痛症　　Ｆｉｂｒｏｍｙａｌｇｉａ
脊　　髄 筋紡錘
脊　　髄 運動感覚
脊　　髄 内側網様体脊髄路
脊　　髄 内側縦束
脊　　髄 内側皮枝
脊　　髄 自由神経終末
脊　　髄 変形性脊椎症
脊　　髄 第1頸椎外側塊
脊　　髄 肋骨突起（横突起）
脊　　髄 副突起
脊　　髄 脊髄神経根
脊　　髄 第1頸椎（環椎)
脊　　髄 第2頸椎（軸椎）
脊　　髄 脊髄すべり症
脊　　髄 脊椎分離症
脊　　髄 馬尾
脊　　髄 馬尾神経
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 棘間靭帯
脊　　髄 前頭皮質　（９野）
脊　　髄 正中中隔
脊　　髄 後正中中隔
脊　　髄 前帯状回皮質　（２４野）
脊　　髄 前脊髄静脈
脊　　髄 前脊髄動脈
脊　　髄 内側前庭脊髄路
脊　　髄 固有束
脊　　髄 固有受容器
脊　　髄 硬膜枝
脊　　髄 体性知覚野
脊　　髄 椎間孔
脊　　髄 後角頭
脊　　髄 後角底
脊　　髄 後角知覚ニューロン
脊　　髄 後根静脈
脊　　髄 後根神経節
脊　　髄 硬膜内葉
脊　　髄 運動野
脊　　髄 後角尖を包む終帯
脊　　髄 後勇尖の膠様質
脊　　髄 硬膜上腔
脊　　髄 硬膜下腔
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 椎弓
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脊　　髄 骨膜下脂肪層
脊　　髄 脊髄硬膜
脊　　髄 脊髄クモ膜
脊　　髄 脊髄軟膜
脊　　髄 脊髄神経　前根
脊　　髄 脊髄神経　後根
脊　　髄 白質
脊　　髄 前正中裂
脊　　髄 灰白質　前角（前柱）
脊　　髄 灰白質　側角（側柱）
脊　　髄 灰白質　後角（後柱）
脊　　髄 脊髄神経灰白質
脊　　髄 後角尖の海綿質
脊　　髄 後角尖
脊　　髄 黄色靭帯
脊　　髄 棘上靭帯
脊　　髄 椎弓根
脊　　髄 脊髄硬膜内葉
脊　　髄 脊髄硬膜終糸
脊　　髄 脊髄硬膜外腔
脊　　髄 脊髄硬膜外葉
脊　　髄 椎間板の繊維輪
脊　　髄 後縦靭帯
脊　　髄 前縦靭帯
脊　　髄 髄核
脊　　髄 脊髄根
脊　　髄 前枝
脊　　髄 脊髄神経の前枝（腹側へ）
脊　　髄 根糸
脊　　髄 脊髄神経の根糸（神経線維）
脊　　髄 後枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝（背側へ）
脊　　髄 脊髄枝
脊　　髄 頸椎
脊　　髄 後中間溝
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅰ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅱ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅲ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅳ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅴ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅵ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅶ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅷ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅸ層
脊　　髄 脊髄灰白質Ⅹ層
脊　　髄 薄束
脊　　髄 灰白交通枝
脊　　髄 椎間板ヘルニア
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脊　　髄 前角運動ニューロン
脊　　髄 上関節突起
脊　　髄 乳頭突起
脊　　髄 脊髄神経の前枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝　内側枝
脊　　髄 脊髄神経の後枝　外側枝
脊　　髄 下関節突起
脊　　髄 椎弓板
脊　　髄 脊髄視蓋路
脊　　髄 脊髄網様体路
脊　　髄 背側被蓋交叉
脊　　髄 前根静脈
脊　　髄 前根動脈
脊　　髄 体性運動性線維
脊　　髄 脊髄下行路
脊　　髄 脊髄の前正中裂
脊　　髄 椎骨動脈
脊　　髄 前庭神経外側核
脊　　髄 脊髄円錐症候群
脊　　髄 椎骨動脈溝
脊　　髄 前脊髄動脈症候群
脊　　髄 脊髄の海綿質
脊　　髄 脊髄の後柱固有核
脊　　髄 脊髄の後後外側核
脊　　髄 脊髄の後外側核
脊　　髄 脊髄の前核
脊　　髄 脊髄の前外側核
脊　　髄 脊髄の後内側核
脊　　髄 脊髄の縁帯
脊　　髄 後索
脊　　髄 正中仙骨動脈
脊　　髄 脊髄のクラーク氏背核
脊　　髄 背枝
脊　　髄 脳硬膜の外葉
脊　　髄 前脊髄視床路
脊　　髄 脳軟膜
脊　　髄 脳硬膜
脊　　髄 尾髄
脊　　髄 仙髄
脊　　髄 中間質
脊　　髄 中隔縁束
脊　　髄 中間外側核
脊　　髄 中間質の外側半の中間質外側部
脊　　髄 中間質の内側半の中間質中心部
脊　　髄 中間内側核
脊　　髄 中間質中心部
脊　　髄 中間質外側部
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脊　　髄 大後頭孔
脊　　髄 力の感覚
脊　　髄 腰髄
脊　　髄 胸髄
脊　　髄 頸髄
脊　　髄 延髄
脊　　髄 延髄根
脊　　髄 慢性疲労症候群　（ＣＦＳ）
脊　　髄 オリーブ橋小脳萎縮症
脊　　髄 モヤモヤ病　(ウィリス動脈輪閉塞症)
脊　　髄 胸髄核
脊　　髄 大前根動脈
脊　　髄 脳底静脈叢
脊　　髄 フィッシャー症候群
脊　　髄 亜急性硬化症全脳炎　（ＳＳＰＥ）
脊　　髄 日常生活が著しく困難
脊　　髄 鎖骨下動脈
脊　　髄 血清反応陰性脊椎関節炎
脊　　髄 多発性硬化症　脊髄型
脊　　髄 大脳皮質基底核変性症
脊　　髄 副腎白質ジストロフィー　（ＡＬＤ）
脊　　髄 単クローン抗体
脊　　髄 関節包
脊　　髄 胸大動脈
脊　　髄 第8頚神経
脊　　髄 第6胸椎
脊　　髄 内腸骨動脈
脊　　髄 橋
脊　　髄 脊髄小脳変性症　（ＳＣＤ）
脊　　髄 大脳半球（左脳）
脊　　髄 第4～8頚椎神経・下部神経枝
脊　　髄 尾骨
脊　　髄 第３頸神経（後）
脊　　髄 腰神経
脊　　髄 大脳半球（右脳）
脊　　髄 クモ膜 (脳)
脊　　髄 第１腰椎
脊　　髄 腸腰動脈
脊　　髄 腸腰静脈
脊　　髄 大脳
脊　　髄 視床
脊　　髄 中枢神経
脊　　髄 小脳
脊　　髄 第３胸神経
脊　　髄 第8胸神経
脊　　髄 第12胸神経
脊　　髄 第6胸神経
脊　　髄 第１胸神経
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脊　　髄 α運動二ユーロン
脊　　髄 後頭孔
脊　　髄 第1頸椎横突孔
脊　　髄 第6胸神経(T6)の後根
脊　　髄 第1胸神経(Ｔ1)の後根
脊　　髄 第8頚髄
脊　　髄 後脊髄動脈
脊　　髄 後脊髄小脳路
脊　　髄 第3胸髄
脊　　髄 第8胸髄
脊　　髄 第12胸髄
脊　　髄 第1頚神経(C1)の前根
脊　　髄 第6胸髄
脊　　髄 第1胸髄
脊　　髄 灰白質　中心管
脊　　髄 脊髄オリーブ路
脊　　髄 脳底動脈
脊　　髄 脊髄円錐
脊　　髄 脊髄の前内側核
脊　　髄 脊髄の中心核
脊　　髄 脊髄の辺縁部
脊　　髄 脊髄の楔状束核
脊　　髄 脊髄の膠様質
脊　　髄 クモ膜下腔（脊髄クモ膜下腔）
脊　　髄 椎間静脈
脊　　髄 頭蓋腔
脊　　髄 後正中溝
脊　　髄 横突孔
脊　　髄 第1肋間動脈
脊　　髄 第8肋間動脈
脊　　髄 第12肋間動脈
脊　　髄 脊髄の中心管
脊　　髄 後中間中隔
脊　　髄 第6肋間動脈
脊　　髄 前立腺がん
脊　　髄 脊柱管狭窄症
脊　　髄 筋力と運動能力の低下
脊　　髄 脊椎ミクログリア
脊　　髄 脊髄係留症候群
脊　　髄 恒常的な疼痛
脊　　髄 慢性痛
脊　　髄 慢性痛
脊　　髄 脊髄性進行性筋委縮症　（ＳＰＭＡ）
脊　　髄 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎　（ＣＩＤＰ）
脊　　髄 激痛
脊　　髄 線条体黒質変性症
脊　　髄 おとがい（頤）神経麻痺　　　頤=したあご
脊　　髄 進行性多巣性白質脳症　（ＰＭＬ）
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脊　　髄 ＴＮＦーα
脊　　髄 脊髄小脳失調症（ＳＣＡ３）
脊　　髄 マシャド・ジョセフ病
脊　　髄 フリードライヒ失調症　（Friedreich）
脊　　髄 フリードライヒ運動失調症　（Friedreich）
脊　　髄 多発限局性運動性末梢神経炎　（ルイス・サムナー症候群）

脊　　髄 脊髄小脳失調症（オリーブ橋小脳萎縮症（ＯＰＣＡ）等）
脊　　髄 球脊髄性筋萎縮症
脊　　髄 腹大動脈
脊　　髄 白交通枝
脊　　髄 脊髄麻痺
脊　　髄 脊椎関節炎
脊　　髄 神経線維腫症２型　（ＮＦ２）
脊　　髄 強直性脊椎炎
脊　　髄 原発性側索硬化症　（ＰＬＳ）
脊　　髄 下肢・臀部および会陰部の異常感覚
脊　　髄 線維性結合組織
脊　　髄 下肢脱力感
脊　　髄 インターフェロンγ
脊　　髄 神経根刺激症状
脊　　髄 運動神経
脊　　髄 正中仙骨静脈
脊　　髄 大動脈
脊　　髄 第４頸神経
脊　　髄 第9胸神経
脊　　髄 第4胸神経
脊　　髄 脊髄
脊　　髄 第1頚神経
脊　　髄 第２胸神経
脊　　髄 椎間板
脊　　髄 脊髄：運動線維
脊　　髄 交感神経
脊　　髄 交感神経幹
脊　　髄 第５頚椎
脊　　髄 第1頚推神経・下部神経系
脊　　髄 第10胸神経
脊　　髄 第4胸椎
脊　　髄 第５腰椎
脊　　髄 腰痛
脊　　髄 第5頚神経
脊　　髄 第2頚神経
脊　　髄 第11胸神経
脊　　髄 第３腰神経
脊　　髄 第７胸椎
脊　　髄 第7頚椎
脊　　髄 脊髄組織
脊　　髄 脳下垂体
脊　　髄 脊髄神経
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脊　　髄 知覚神経
脊　　髄 第４腰神経
脊　　髄 第8胸椎
脊　　髄 第2頚神経（Ｃ２）の後根
脊　　髄 脊椎
脊　　髄 第１胸椎
脊　　髄 骨格筋
脊　　髄 脊柱の椎体
脊　　髄 ヘルニア
脊　　髄 第2胸椎
脊　　髄 第5～9頚椎神経・下部神経枝
脊　　髄 第3頚椎神経・下部神経系
脊　　髄 仙椎
脊　　髄 第10胸椎
脊　　髄 腰椎・椎間板
脊　　髄 骨粗しょう症
脊　　髄 第１１胸椎
脊　　髄 第3頚神経
脊　　髄 筋萎縮性側策硬化症
脊　　髄 筋萎縮性側索硬化症　（ＡＬＳ）
脊　　髄 第3頚椎
脊　　髄 胸神経
脊　　髄 第１２胸椎
脊　　髄 第5胸神経
脊　　髄 第7胸神経
脊　　髄 第１腰神経
脊　　髄 頚神経
脊　　髄 第２腰椎
脊　　髄 第6頚神経
脊　　髄 腰椎
脊　　髄 脊髄後根神経節
脊　　髄 仙骨
脊　　髄 第7頚神経
脊　　髄 体幹
脊　　髄 アダムキービックの動脈
脊　　髄 上唾液核
脊　　髄 ブレシナプス
脊　　髄 屈筋
脊　　髄 下唾液核
脊　　髄 歯状靱帯
脊　　髄 棘突起
脊　　髄 躯幹筋
脊　　髄 腰動脈
脊　　髄 腰静脈
脊　　髄 腰膨大
脊　　髄 最上肋間動脈
脊　　髄 下肢筋支配運動ニューロン
脊　　髄 上肢筋支配運動ニューロン
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脊　　髄 ポストシナプス
脊　　髄 インターフェロンｇ
脊　　髄 腱
脊　　髄 伸筋
脊　　髄 筋
脊　　髄 第５腰椎体
脊　　髄 肋間動脈
脊　　髄 肋間静脈
脊　　髄 第２腰椎体
脊　　髄 第３腰椎体
脊　　髄 第４腰椎椎体
脊　　髄 脊髄前核細胞
脊　　髄 グリア組織
脊　　髄 第2頚神経前根
脊　　髄 第2頚椎神経・下部神経系
脊　　髄 脊柱、背部の深層の筋
脊　　髄 副交感神経節前ニューロン
脊　　髄 第1腰神経(L1)の後根
脊　　髄 第6頚椎横突孔
脊　　髄 第4頚髄
脊　　髄 第9胸髄
脊　　髄 第4胸髄
脊　　髄 外側皮質脊髄路
脊　　髄 第1頚髄
脊　　髄 第2胸髄
脊　　髄 第10胸髄
脊　　髄 位置覚
脊　　髄 交感神経節後線維
脊　　髄 外側前庭脊髄路
脊　　髄 第2頚髄
脊　　髄 第5頚髄
脊　　髄 交感神経節前ニューロン
脊　　髄 交感神経節前線維
脊　　髄 第11胸髄
脊　　髄 第3腰髄
脊　　髄 外側脊髄視床路
脊　　髄 外側皮枝
脊　　髄 腹側被蓋交叉
脊　　髄 第4腰髄
脊　　髄 脊柱管
脊　　髄 脊柱管枝
脊　　髄 内椎骨静脈叢
脊　　髄 第5腰髄
脊　　髄 外側仙骨静脈
脊　　髄 第3頚髄
脊　　髄 外側網様体脊髄路
脊　　髄 外椎骨静脈叢
脊　　髄 第5胸髄
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脊　　髄 第1腰髄
脊　　髄 頚膨大
脊　　髄 第6頚髄
脊　　髄 第7頚髄
脊　　髄 脊髄神経終糸
脊　　髄 脊髄周辺動脈
脊　　髄 脊髄終糸
脊　　髄 脊髄上行路
脊　　髄 第9肋間動脈
脊　　髄 第4肋間動脈
脊　　髄 第2肋間動脈
脊　　髄 錐体交叉
脊　　髄 第10肋間動脈
脊　　髄 第11肋間動脈
脊　　髄 第3腰動脈
脊　　髄 第4腰動脈
脊　　髄 錘内筋
脊　　髄 椎体静脈
脊　　髄 第5腰動脈
脊　　髄 錘外筋
脊　　髄 第3肋間動脈
脊　　髄 第5肋間動脈
脊　　髄 後角頚
脊　　髄 第7肋間動脈
脊　　髄 第1腰動脈
脊　　髄 脊髄膜
脊　　髄 前皮質脊髄路
脊　　髄 骨髄炎
脊　　髄 前炎症性サイトカイン
脊　　髄 膀胱直腸障害
脊　　髄 胸椎
脊　　髄 第4頚椎
脊　　髄 第3胸椎
脊　　髄 交感神経線維
脊　　髄 第２腰神経
脊　　髄 第5胸椎
脊　　髄 知覚性線維（脊髄）
脊　　髄 第6頚椎
脊　　髄 胸大動脈
脊　　髄 仙骨神経
脊　　髄 感覚神経
脊　　髄 脊柱
脊　　髄 下大静脈
脊　　髄 第9胸椎
脊　　髄 第５腰神経
脊　　髄 第２仙骨神経の後根
脊　　髄 第1仙骨神経(S1)の後根
脊　　髄 第5仙骨神経
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脊　　髄 第１仙骨神経
脊　　髄 第３仙骨神経
脊　　髄 第２仙骨神経
脊　　髄 第３仙骨神経の後根　
脊　　髄 第４仙骨神経の後根
脊　　髄 第５仙骨神経の後根
脊　　髄 脊髄損傷
脊　　髄 骨軟化症
脊　　髄 第３腰椎
脊　　髄 第４腰椎
脊　　髄 脊髄空洞症
脊　　髄 メトラクロル
脊　　髄 多発性硬化症　（ＭＳ）
脊　　髄 甲状頚動脈
脊　　髄 骨盤腔内の腫瘍
脊　　髄 第４仙骨神経前枝
脊　　髄 第３仙骨神経前枝
脊　　髄 第２仙骨神経前枝
脊　　髄 第１仙骨神経前枝
脊　　髄 第５仙骨神経前枝
脊　　髄 骨盤腔
脊　　髄 第１仙髄中間質外側部
脊　　髄 第２仙髄中間質外側部
脊　　髄 第３仙髄中間質外側部
脊　　髄 第５仙髄中間質外側部
脊　　髄 第４仙髄中間質外側部
脊　　髄 第2腰髄
脊　　髄 脊椎骨
脊　　髄 第１仙髄
脊　　髄 第２仙髄
脊　　髄 第3仙髄
脊　　髄 第4仙髄
脊　　髄 第5仙髄
脊　　髄 骨盤内の静脈叢
脊　　髄 第2腰動脈
脊　　髄 前外側溝
脊　　髄 ＨＴＬＶー１脊髄症
脊　　髄 緊張性筋炎症候群
脊　　髄 シャイ・ドレーガー症候群　（ＳＤＳ）
脊　　髄 髄膜炎
脊　　髄 脊髄腫瘍
脊　　髄 ミオクローヌス
脊　　髄 アセチルカルニチン
脊　　髄 運動路
脊　　髄 ギラン・バレー症候群
脊　　髄 神経根
脊　　髄 神経管
脊　　髄 動眼神経副核
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脊　　髄 腫張類似疾患
脊　　髄 骨髄性白血病
脊　　髄 γ運動ニューロン
脊　　髄 尾骨神経
脊　　髄 分節静脈
脊　　髄 分節動脈
脊　　髄 分節動脈の脊髄枝
脊　　髄 有棘赤血球を伴う舞踏病
脊　　髄 尻尾
脊　　髄 ペルオキシソーム病
脊　　髄 致死性家族性不眠症　（ＦＦＩ）
脊　　髄 骨疾患
脊　　髄 コンマ束
脊　　髄 ゴルジ腱器官
脊　　髄 仙髄自律神経核
脊　　髄 結合織炎症候群　　ｆｉｂｒｏｓｉｔｉｓ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ
脊　　髄 Ｐ２Ｘ４受容体
脊　　髄 前脊髄小脳路
脊　　髄 橋網様体脊髄路
脊　　髄 ポリジーン遺伝子群
脊　　髄 赤核オリーブ路
脊　　髄 視蓋脊髄路
脊　　髄 脳脊髄液
脊　　髄 側索
脊　　髄 前索
脊　　髄 後外側溝
脊　　髄 髄膜
脊　　髄 後外側脊髄静脈
脊　　髄 骨髄カルチノイド
脊　　髄 骨小腔　（ＢＯＮＥーＣＡＶＩＴＹ）
脊　　髄 ＨＴＬＹ－１
脊　　髄 進行性脊髄性筋萎縮症
脊　　髄 大孔
脊　　髄 むずむず脚症候群
脊　　髄 ＳｈｙーＤｒａｇｅｒ症候群（ＳＤＳ）
脊　　髄 進行性核上性麻痺　（ＰＳＰ）
脊　　髄 ＡＬＳ
脊　　髄 多発性骨髄腫
脊　　髄 パーキンソン病
脊　　髄 関節炎
脊　　髄 幹神経節
脊　　髄 上行頚静脈
脊　　髄 上行頚動脈
脊　　髄 上衣細胞
脊　　髄 深部受容器
脊　　髄 正常圧水頭症　（ＮＰＨ）
脊　　髄 深頚静脈
脊　　髄 深頚動脈
脊　　髄 神経線維腫症１型　（レックリングハウゼン病） 2015/3/10 P- 204  



脊　　髄 感覚路
脊　　髄 軸索終末
脊　　髄 通過線維
脊　　髄 間質核脊髄路
脊　　髄 脊髄の中間外側細胞柱
脊　　髄 赤核脊髄路
脊　　髄 クラーク氏背核

2015/3/10 P- 205  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨と関節 鎖骨
関　節 骨と関節 肩甲骨
関　節 肘と手の関節 橈骨頭
関　節 肘と手の関節 上腕骨内側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨滑車
関　節 肘と手の関節 腕尺関節
関　節 肘と手の関節 上腕骨外側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨小頭
関　節 肘と手の関節 肘関節
関　節 肘と手の関節 前腕骨間膜
関　節 肘と手の関節 上腕二頭筋腱
関　節 肘と手の関節 肘頭
関　節 肘と手の関節 外側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 内側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 橈骨輪状靭帯
関　節 肘と手の関節 斜索
関　節 肘と手の関節 腕橈関節
関　節 肘と手の関節 関節包
関　節 肘と手の関節 上橈尺関節
関　節 骨と関節 粘液水腫
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素症
関　節 肘と手の関節 寒冷痛
関　節 肘と手の関節 寒冷血管反応
関　節 肘と手の関節 寒冷グロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手根管滑膜炎
関　節 肘と手の関節 指節間関節
関　節 肘と手の関節 近位指節間関節
関　節 肘と手の関節 遠位指節間関節
関　節 肘と手の関節 末節骨
関　節 肘と手の関節 基節骨
関　節 肘と手の関節 中節骨
関　節 肘と手の関節 手関節の靭帯　（手根部）
関　節 肘と手の関節 小指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 環指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 中指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 示指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 手掌腱膜
関　節 肘と手の関節 長母指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 屈筋支帯
関　節 肘と手の関節 総指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 橈側手根屈筋腱滑液鞘
関　節 肘と手の関節 線維鞘十字部
関　節 肘と手の関節 線維鞘輪状部
関　節 肘と手の関節 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 腱間結合
関　節 肘と手の関節 尺側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 伸筋支帯 2015/3/10 P- 206  



関　節 肘と手の関節 総指伸筋腱と示指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 小指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長母指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 短橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 母指
関　節 肘と手の関節 示指　（ひとさしゆび）
関　節 肘と手の関節 中指
関　節 肘と手の関節 環指　（くすりゆび）
関　節 肘と手の関節 小指
関　節 肘と手の関節 フォーカルジストニア
関　節 肘と手の関節 関節円板
関　節 肘と手の関節 手根中手関節
関　節 肘と手の関節 手根中央関節
関　節 肘と手の関節 手の舟状骨
関　節 肘と手の関節 月状骨
関　節 肘と手の関節 下橈尺関節
関　節 肘と手の関節 橈骨手根関節
関　節 関節疾患 炎症性リウマチ
関　節 関節疾患 リウマチ性痛風
関　節 骨と関節 第１～第５中手骨
関　節 骨と関節 手根骨
関　節 肘と手の関節 橈骨
関　節 骨と関節 橈骨
関　節 肘と手の関節 豆状骨
関　節 肘と手の関節 有鉤骨
関　節 肘と手の関節 有頭骨
関　節 肘と手の関節 三角骨
関　節 肘と手の関節 豆状三角骨関節
関　節 肘と手の関節 リウマチ
関　節 骨と関節 母指の手根中手関節
関　節 骨と関節 手の指節間関節
関　節 肘と手の関節 尺骨
関　節 骨と関節 尺骨
関　節 肘と手の関節 上腕骨
関　節 骨と関節 上腕骨
関　節 肘と手の関節 大菱形骨
関　節 肘と手の関節 小菱形骨
関　節 肘と手の関節 中手指節関節
関　節 肘と手の関節 第５中手骨（小指）
関　節 骨と関節 手の指骨

関　節 肘と手の関節
腱と腱を囲んでいる鞘の接触箇所が炎症を起こし、腱が滑りにくくなっ
ている事により起こる腱鞘炎

関　節 肘と手の関節 指が巻き込む
関　節 肘と手の関節 指が動かない
関　節 肘と手の関節 腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 ばね指
関　節 肘と手の関節 長年の筋肉過労弾発指 (バネ指)
関　節 肘と手の関節 キーンベック病
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関　節 肘と手の関節 使い過ぎ症候群
関　節 肘と手の関節 ドケルバン病  （狭窄性腱鞘炎）
関　節 肘と手の関節 狭窄性腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 瘢痕部
関　節 肘と手の関節 デュピュイトラン拘縮
関　節 肘と手の関節 運動機能障害  （動かない、巻き込むなど）
関　節 肘と手の関節 ガングリオン
関　節 肘と手の関節 外反肘
関　節 肘と手の関節 内反肘
関　節 肘と手の関節 肘内障
関　節 肘と手の関節 野球肘
関　節 肘と手の関節 テニス肘
関　節 肘と手の関節 楽器の練習
関　節 肘と手の関節 ピアノの練習
関　節 肘と手の関節 楽器の演奏
関　節 肘と手の関節 ピアノの演奏
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手関節部の可動制限
関　節 肘と手の関節 手関節部の運動時痛
関　節 骨と関節 第１～第５中足骨
関　節 骨と関節 足の距足根関節
関　節 骨と関節 足の距腿関節
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン
関　節 骨と関節 内環状層板
関　節 骨と関節 外環状層板
関　節 骨と関節 関節円板
関　節 骨と関節 足の指骨
関　節 骨と関節 関節窩
関　節 骨と関節 骨細静脈
関　節 骨と関節 膝蓋骨
関　節 骨と関節 尾骨
関　節 関節疾患 足関節（骨）
関　節 骨と関節 動脈
関　節 骨と関節 破骨細胞
関　節 骨と関節 骨芽細胞
関　節 骨と関節 前頂骨
関　節 骨と関節 後頭骨
関　節 骨と関節 関節腔
関　節 骨と関節 前頭骨
関　節 骨と関節 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨と関節 骨組織カルチノイド
関　節 骨と関節 骨内ガングリオン
関　節 肘と手の関節 骨の無腐性壊死
関　節 骨と関節 骨組織球症
関　節 骨と関節 骨折
関　節 肘と手の関節 ヘモグロビン尿症
関　節 肘と手の関節 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
関　節 骨と関節 肘の上腕尺関節
関　節 骨と関節 手の橈骨手根関節 2015/3/10 P- 208  



関　節 骨と関節 肋骨
関　節 骨と関節 骨組織
関　節 骨と関節 大腿骨
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 股関節
関　節 骨と関節 股関節
関　節 関節疾患 指関節
関　節 骨と関節 靱帯
関　節 関節疾患 腰仙関節
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 肝臓
関　節 関節疾患 胸腺
関　節 関節疾患 膝関節外側
関　節 関節疾患 痛風
関　節 骨と関節 骨髄腔
関　節 骨と関節 脊椎　（脊柱を構成する）
関　節 骨と関節 手首
関　節 関節疾患 股関節軟骨
関　節 骨と関節 ヒアルロン酸
関　節 骨と関節 滑膜ひだ
関　節 骨と関節 骨膜 -2
関　節 骨と関節 海綿質
関　節 骨と関節 緻密質
関　節 骨と関節 胃経
関　節 骨と関節 腸骨
関　節 関節疾患 膝関節内側
関　節 関節疾患 関節
関　節 骨と関節 軟骨
関　節 骨と関節 生体骨物質
関　節 関節疾患 尿酸性関節炎
関　節 骨と関節 下顎骨
関　節 骨と関節 骨
関　節 骨と関節 脛骨
関　節 関節疾患 腎臓
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 骨と関節 仙骨
関　節 骨と関節 足根骨
関　節 関節疾患 足首関節
関　節 骨と関節 側頭筋
関　節 骨と関節 骨髄炎
関　節 関節疾患 筋肉リウマチ
関　節 骨と関節 単発性骨囊腫
関　節 関節疾患 関節　（痛みのある）
関　節 肘と手の関節 反復外傷
関　節 肘と手の関節 屈曲拘縮　（癲癇患者に発生する手足の屈曲拘縮）
関　節 骨と関節 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨と関節 トキソイド
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン様物質
関　節 関節疾患 有痛性肩拘縮症 2015/3/10 P- 209  



関　節 骨と関節 関節頭
関　節 骨と関節 海綿骨小柱
関　節 骨と関節 骨内膜
関　節 骨と関節 介在層板
関　節 骨と関節 シャーピー繊維
関　節 骨と関節 フォルクマン管
関　節 骨と関節 オステオン　（骨単位）
関　節 骨と関節 ハバース管
関　節 関節疾患 膝関節
関　節 骨と関節 膝関節
関　節 骨と関節 腓骨
関　節 肘と手の関節 外傷
関　節 骨と関節 尿尿酸結晶
関　節 骨と関節 脂肪層
関　節 骨と関節 頬骨
関　節 骨と関節 骨膜
関　節 骨と関節 関節包
関　節 関節疾患 肩関節
関　節 関節疾患 変形性関節症
関　節 骨と関節 関節軟骨
関　節 肘と手の関節 チアノーゼ
関　節 関節疾患 仙腸関節
関　節 骨と関節 骨細胞
関　節 骨と関節 骨細管
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン
関　節 骨と関節 ガングリオン
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 関節疾患 関節の痛み
関　節 骨と関節 骨端線
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 関節疾患 関節肥大
関　節 骨と関節 小児壊血病
関　節 骨と関節 多発性骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄線維
関　節 骨と関節 骨髄線維症
関　節 骨と関節 骨の骨折、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の怪我、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の病気、回復度、何ポイント
関　節 関節疾患 関節の腫れ
関　節 骨と関節 骨疾患
関　節 骨と関節 骨軟骨異栄養症
関　節 骨と関節 骨髄液
関　節 骨と関節 小人症
関　節 骨と関節 壊血病
関　節 骨と関節 骨小腔　（ＢＯＮＥーＣＡＶＩＴＹ）
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 関節疾患 リウマチの痛み
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関　節 骨と関節 骨髄液漿
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大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨　盤 仙骨前リンパ節
関　節 骨　盤 腸リンパ本幹 　intestinal trunk
関　節 骨　盤 左腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 右腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 浅鼡径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節からの輸出管
関　節 骨　盤 胸管
関　節 骨　盤 母指
関　節 骨　盤 示指　（ひとさしゆび）
関　節 骨　盤 中指
関　節 骨　盤 環指　（くすりゆび）
関　節 骨　盤 小指
関　節 骨　盤 会陰動脈
関　節 骨　盤 陰核背神経
関　節 骨　盤 会陰神経
関　節 骨　盤 内腸骨静脈の静脈根
関　節 骨　盤 尾骨下端
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁
関　節 骨　盤 右恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁の後面
関　節 骨　盤 左恥骨下枝
関　節 骨　盤 内腸骨静脈
関　節 骨　盤 内環状層板
関　節 骨　盤 外環状層板
関　節 骨　盤 肛門挙筋
関　節 骨　盤 足の指骨
関　節 骨　盤 内腸骨動脈
関　節 骨　盤 外肛門括約筋
関　節 骨　盤 閉鎖動脈
関　節 骨　盤 尾骨
関　節 骨　盤 上殿動脈
関　節 骨　盤 自律神経
関　節 骨　盤 下殿動脈
関　節 骨　盤 腰内臓神経
関　節 骨　盤 腸腰動脈
関　節 骨　盤 恥骨結合
関　節 骨　盤 破骨細胞
関　節 骨　盤 骨芽細胞
関　節 骨　盤 内腸骨動脈の枝
関　節 骨　盤 腹壁動脈
関　節 骨　盤 閉鎖動脈恥骨枝
関　節 骨　盤 上腕
関　節 骨　盤 腰神経節
関　節 骨　盤 閉鎖管
関　節 骨　盤 体性神経系
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関　節 骨　盤 恥骨結合の下縁
関　節 骨　盤 腸恥隆起
関　節 骨　盤 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨　盤 骨内ガングリオン
関　節 骨　盤 骨の痛み
関　節 骨　盤 骨組織球症
関　節 骨　盤 排尿筋
関　節 骨　盤 小坐骨孔
関　節 骨　盤 腹大動脈
関　節 骨　盤 精管動脈
関　節 骨　盤 卵巣のリンパ管
関　節 骨　盤 右寛骨
関　節 骨　盤 殿部　（臀部）
関　節 骨　盤 坐骨結節
関　節 骨　盤 仙結節靱帯
関　節 骨　盤 生殖器
関　節 骨　盤 内腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下直腸神経
関　節 骨　盤 大腿部
関　節 骨　盤 坐骨枝
関　節 骨　盤 恥骨枝
関　節 骨　盤 恥骨櫛
関　節 骨　盤 骨盤内面の深リンパ管
関　節 骨　盤 鼠径部
関　節 骨　盤 骨盤外面の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 臀部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 子宮上部のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤部のリンパ
関　節 骨　盤 骨盤外面の深層の深リンパ管
関　節 骨　盤 内陰部動脈
関　節 骨　盤 骨組織
関　節 骨　盤 寛骨
関　節 骨　盤 節後ニューロン
関　節 骨　盤 節前線維
関　節 骨　盤 節後線維
関　節 骨　盤 交感神経幹
関　節 骨　盤 指関節
関　節 骨　盤 第５腰椎
関　節 骨　盤 坐骨神経
関　節 骨　盤 腸腰勒帯
関　節 骨　盤 腰仙関節
関　節 骨　盤 総腸骨静脈
関　節 骨　盤 外腸骨静脈
関　節 骨　盤 内肛門括約筋
関　節 骨　盤 骨髄腔
関　節 骨　盤 骨膜 -2
関　節 骨　盤 海綿質
関　節 骨　盤 緻密質
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関　節 骨　盤 恥骨
関　節 骨　盤 坐骨
関　節 骨　盤 軟骨
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈
関　節 骨　盤 仙骨内臓神経
関　節 骨　盤 大腿方形筋
関　節 骨　盤 生体骨物質
関　節 骨　盤 後大腿皮神経
関　節 骨　盤 腎動脈
関　節 骨　盤 仙腸骨靭帯
関　節 骨　盤 脊部一胴
関　節 骨　盤 大内臓神経
関　節 骨　盤 仙骨
関　節 骨　盤 内閉鎖筋
関　節 骨　盤 腹大動脈神経叢
関　節 骨　盤 副交感性節前線維
関　節 骨　盤 仙骨断面
関　節 骨　盤 外側仙骨動脈
関　節 骨　盤 植物神経系
関　節 骨　盤 左寛骨
関　節 骨　盤 下腹部
関　節 骨　盤 左下腹壁動脈
関　節 骨　盤 分界線
関　節 骨　盤 迷走神経後神経幹
関　節 骨　盤 総腓骨神経部
関　節 骨　盤 動物神経系
関　節 骨　盤 下双子筋
関　節 骨　盤 脛骨神経部
関　節 骨　盤 仙骨リンパ節
関　節 骨　盤 腸骨翼
関　節 骨　盤 太腿伸側
関　節 骨　盤 血管裂孔
関　節 骨　盤 深腸骨回旋動脈
関　節 骨　盤 大坐骨孔
関　節 骨　盤 外腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 岬角
関　節 骨　盤 腹壁
関　節 骨　盤 上双子筋
関　節 骨　盤 下下腹神経叢(骨盤神経叢と同義)
関　節 骨　盤 総腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 腰部
関　節 骨　盤 シナプス結合
関　節 骨　盤 右下腹壁動脈
関　節 骨　盤 上腹壁動脈
関　節 骨　盤 大動脈腎動脈神経節
関　節 骨　盤 坐骨直腸窩
関　節 骨　盤 腰リンパ節
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関　節 骨　盤 弓状線
関　節 骨　盤 後陰唇神経
関　節 骨　盤 内外腸骨動脈
関　節 骨　盤 単発性骨囊腫
関　節 骨　盤 骨盤隔膜
関　節 骨　盤 小骨盤
関　節 骨　盤 骨盤内臓のリンパ
関　節 骨　盤 膀胱の平滑筋
関　節 骨　盤 膀胱括約筋弛緩
関　節 骨　盤 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨　盤 上膀胱動脈
関　節 骨　盤 排尿筋の収縮
関　節 骨　盤 トキソイド
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱
関　節 骨　盤 偽骨盤
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱膀胱
関　節 骨　盤 骨盤の斜径
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱子宮
関　節 骨　盤 陰部神経叢
関　節 骨　盤 骨盤下口の横径
関　節 骨　盤 直腸のリンパ管
関　節 骨　盤 臍動脈索
関　節 骨　盤 横行結腸中央
関　節 骨　盤 臀部リンパ節
関　節 骨　盤 外腸骨動脈
関　節 骨　盤 骨盤
関　節 骨　盤 直腸
関　節 骨　盤 小内臓神経
関　節 骨　盤 膀胱攣縮(れんしゆく)
関　節 骨　盤 膀胱
関　節 骨　盤 腹腔動脈
関　節 骨　盤 海綿骨小柱
関　節 骨　盤 骨内膜
関　節 骨　盤 介在層板
関　節 骨　盤 シャーピー繊維
関　節 骨　盤 フォルクマン管
関　節 骨　盤 オステオン　（骨単位）
関　節 骨　盤 ハバース管
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈
関　節 骨　盤 総腸骨動脈
関　節 骨　盤 大腿動脈
関　節 骨　盤 下大静脈
関　節 骨　盤 骨膜
関　節 骨　盤 陰部神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第1仙骨神経(S1)の後根
関　節 骨　盤 第１仙骨神経(Ｓ１)の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経
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関　節 骨　盤 第４仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 関節軟骨
関　節 骨　盤 第３仙骨神経の後根　
関　節 骨　盤 第４仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 大骨盤
関　節 骨　盤 下殿神経
関　節 骨　盤 鼠径靭帯
関　節 骨　盤 仙腸関節
関　節 骨　盤 骨細胞
関　節 骨　盤 骨細管
関　節 骨　盤 第４腰椎
関　節 骨　盤 臍帯
関　節 骨　盤 骨盤底筋
関　節 骨　盤 臍動脈
関　節 骨　盤 上膀胱動脈仙骨断面
関　節 骨　盤 下膀胱動脈
関　節 骨　盤 精巣のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤の岬角
関　節 骨　盤 仙棘靭帯
関　節 骨　盤 直腸の平滑筋
関　節 骨　盤 腹腔神経節
関　節 骨　盤 骨盤動脈
関　節 骨　盤 第４仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第３仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第２仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第１仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第５仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 骨盤部の副交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の静脈
関　節 骨　盤 真骨盤
関　節 骨　盤 乳ビ槽
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、壁側枝
関　節 骨　盤 骨盤傾度
関　節 骨　盤 骨盤上口
関　節 骨　盤 骨盤臀部
関　節 骨　盤 骨盤臓器
関　節 骨　盤 骨盤面
関　節 骨　盤 閉鎖膜
関　節 骨　盤 骨盤底
関　節 骨　盤 左下腹神経
関　節 骨　盤 仙骨神経節
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関　節 骨　盤 膀胱括約筋
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第５仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 下直腸動脈
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 中直腸動脈
関　節 骨　盤 骨盤上口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、臓側枝
関　節 骨　盤 産科的結合線
関　節 骨　盤 骨盤下口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤下口
関　節 骨　盤 骨盤の対角径
関　節 骨　盤 骨盤部の交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の神経
関　節 骨　盤 骨盤神経叢
関　節 骨　盤 腰仙骨神経幹
関　節 骨　盤 仙髄自律神経中枢
関　節 骨　盤 第１仙髄
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質
関　節 骨　盤 第２仙髄
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質
関　節 骨　盤 第３仙髄
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質
関　節 骨　盤 第４仙髄
関　節 骨　盤 第５仙髄
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質
関　節 骨　盤 腸骨動脈神経叢
関　節 骨　盤 骨盤軸
関　節 骨　盤 真結合線
関　節 骨　盤 骨盤上口の横径
関　節 骨　盤 上下腹神経叢
関　節 骨　盤 骨盤の解剖学的結合線
関　節 骨　盤 ガングリオン
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 骨　盤 外陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 梨状筋
関　節 骨　盤 骨盤内臓神経
関　節 骨　盤 骨端線
関　節 骨　盤 上殿神経
関　節 骨　盤 梨状筋上孔
関　節 骨　盤 骨盤腔
関　節 骨　盤 梨状筋下孔
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 骨　盤 会陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 不対神経節
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関　節 骨　盤 多発性骨髄腫
関　節 骨　盤 骨髄腫
関　節 骨　盤 骨の亀裂　骨のひび割れ
関　節 骨　盤 関節の腫れ
関　節 骨　盤 骨の病気
関　節 骨　盤 下行大動脈
関　節 骨　盤 骨髄液
関　節 骨　盤 多発性硬化症骨髄型
関　節 骨　盤 骨髄
関　節 骨　盤 骨髄液漿
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大分類 件　名 機　　能　　他
下　肢 下肢の神経 毛髪相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋上膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 心室筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 心房筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋周膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 輪状筋層　　　 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核鎖線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋内膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 斜走筋線維　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核袋線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋束
下　肢 下肢の骨と筋肉 房状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 被膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経筋接合　（運動終板）
下　肢 下肢の骨と筋肉 らせん輪状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋繊維　（筋細胞）
下　肢 下肢の骨と筋肉 皮膚筋炎
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経束
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋原線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 縦走筋層 　　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 核                 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 介在板　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動神経線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋紡錘
下　肢 下肢の骨と筋肉 浮腫
下　肢 下肢の血管 閉鎖性血栓性血管炎
下　肢 下肢の血管 パークスーウェーバー症候群
下　肢 下肢の血管 大伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 大伏在静脈
下　肢 下肢の血管 前脛骨静脈
下　肢 下肢の静脈 前脛骨静脈
下　肢 股と膝の関節 リウマチ因子
下　肢 下肢の骨と筋肉 伸筋支帯
下　肢 下肢の血管 クリッペルートレノーニー症候群
下　肢 下肢の血管 閉塞性動脈硬化症
下　肢 下肢の静脈 蛇腹
下　肢 足の関節 第１指の中足指節関節
下　肢 足の関節 第２指　
下　肢 足の関節 第３指
下　肢 足の関節 第４指
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下腿三頭筋
下　肢 足の関節 第５中足骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 殿筋拘縮症
下　肢 下肢の血管 第１～第３総底側指神経
下　肢 下肢の血管 小伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 小伏在静脈
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下　肢 足の関節 第５指の中足指節関節
下　肢 下肢の動脈 深足底枝
下　肢 下肢の血管 外側上膝静脈
下　肢 下肢の血管 足底動脈弓
下　肢 下肢の動脈 足底動脈弓
下　肢 下肢の血管 内側下膝動脈
下　肢 下肢の血管 外側下膝静脈
下　肢 足の関節 第５指の基節骨
下　肢 下肢の血管 第１固有底側指神経
下　肢 足の関節 第５指の中節骨
下　肢 足の関節 足根中足関節　（リスフラン関節）
下　肢 足の関節 第１指　（母指）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 股と膝の関節 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋拘縮症
下　肢 足の関節 楔立方関節
下　肢 足の関節 楔舟関節
下　肢 足の関節 第５指の末節骨
下　肢 足の関節 横足根関節
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指伸筋
下　肢 足の関節 距足根関節　（下足関節）
下　肢 足の関節 踵立方関節
下　肢 足の関節 距踵舟関節
下　肢 足の関節 踵骨下滑液嚢
下　肢 足の関節 距骨下関節
下　肢 足の関節 距腿関節　（上足関節）
下　肢 足の関節 第１指の第１中足骨
下　肢 足の関節 第１指の基節骨
下　肢 足の関節 第１指の末節骨
下　肢 下肢の動脈 第２～４背側中足動脈
下　肢 足の関節 踵腓靭帯
下　肢 足の関節 後距腓靭帯
下　肢 足の関節 前距腓靭帯
下　肢 下肢の動脈 背側指動脈
下　肢 足の関節 先天性足変形
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内転足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外転足）
下　肢 下肢の神経 前脛骨筋症候群
下　肢 下肢の神経 腕神経叢麻痺
下　肢 足の関節 足底腱膜炎
下　肢 下肢の血管 内腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 内腸骨静脈 2015/3/10 P- 220  



下　肢 下肢の脊髄神経 小指外転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短指屈筋
下　肢 股と膝の関節 関節包
下　肢 足の関節 偏平足
下　肢 下肢の血管 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総底足指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
下　肢 下肢の脊髄神経 後脛骨筋
下　肢 下肢の血管 動静脈吻合
下　肢 下肢の静脈 足背静脈網
下　肢 下肢の血管 内腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内腸骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 底側骨間筋
下　肢 下肢の血管 足背静脈弓
下　肢 下肢の血管 固有底側指動脈
下　肢 下肢の動脈 固有底側指動脈
下　肢 下肢の血管 細静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 静脈
下　肢 下肢の血管 足背動脈
下　肢 下肢の動脈 足背動脈
下　肢 下肢の血管 第４総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 尾骨
下　肢 足の関節 楔状骨
下　肢 足の関節 内側楔状骨
下　肢 足の関節 中間楔状骨
下　肢 足の関節 外側楔状骨
下　肢 下肢の血管 上殿動脈
下　肢 下肢の動脈 上殿動脈
下　肢 股と膝の関節 腸骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨筋
下　肢 下肢の血管 下殿動脈
下　肢 下肢の動脈 下殿動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腰椎神経
下　肢 下肢の血管 内側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 内側足底静脈
下　肢 下肢の血管 外側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 外側足底動脈
下　肢 足の関節 距骨
下　肢 足の関節 立方骨
下　肢 足の関節 足弓
下　肢 足の関節 足の舟状骨
下　肢 足の関節 踵骨　（かかとの骨） 2015/3/10 P- 221  



下　肢 下肢の脊髄神経 第１・第２虫様筋
下　肢 足の関節 土ふまず
下　肢 下肢の血管 浅腹壁静脈
下　肢 下肢の血管 腸腰動脈
下　肢 足の関節 第５指の近位指節間関節
下　肢 足の関節 第５指の遠位指節間関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 動脈
下　肢 下肢の動脈 弓状動脈
下　肢 下肢の静脈 背側中足静脈
下　肢 下肢の動脈 ヒラメ筋腱弓
下　肢 下肢の動脈 前内果動脈
下　肢 足の関節 第１指の指節間関節
下　肢 下肢の動脈 第１背側中足動脈
下　肢 足の関節 足の骨部
下　肢 下肢の動脈 下腿骨間膜
下　肢 足の関節 足根骨
下　肢 下肢の動脈 外側小指背側動脈
下　肢 足の関節 足底腱膜
下　肢 下肢の神経 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 内側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足底神経
下　肢 下肢の神経 総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足底の皮膚
下　肢 下肢の神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 中間足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間足背皮神経
下　肢 足の関節 長足底靭帯
下　肢 股と膝の関節 内側側副靭帯
下　肢 股と膝の関節 脛腓関節包
下　肢 下肢の脊髄神経 第１固有底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１～第３総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 後十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 前十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 深膝蓋下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋上包
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢が痒い（かゆい）
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の浮腫
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の静脈 静脈浮腫
下　肢 下肢の神経 尺骨神経麻痺
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の怪我
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の病気
下　肢 下肢の神経 足相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント 2015/3/10 P- 222  



下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨・関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
下　肢 下肢の神経 橈骨神経麻痺
下　肢 下肢の神経 男性陰毛相
下　肢 下肢の神経 女性陰毛相
下　肢 下肢の血管 下腿静脈瘤
下　肢 下肢の静脈 大腿深静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）の関節唇
下　肢 下肢の神経 男性生殖器相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉挫傷
下　肢 下肢の静脈 後脛骨静脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨反回動脈
下　肢 下肢の動脈 外側下膝動脈
下　肢 下肢の動脈 外側上膝動脈
下　肢 下肢の神経 正中神経麻痺
下　肢 下肢の神経 手相
下　肢 下肢の神経 足
下　肢 下肢の骨と筋肉 半腱様筋
下　肢 下肢の神経 乳房相
下　肢 下肢の動脈 膝関節動脈網
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉疲労
下　肢 足の関節 第５指　（小指）
下　肢 下肢の静脈 下肢静脈浮腫
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の動脈 内側下膝動脈
下　肢 下肢の静脈 内側太腿回旋静脈
下　肢 股と膝の関節 大腿四頭筋腱
下　肢 下肢の血管 腹大動脈
下　肢 下肢の動脈 腹大動脈
下　肢 下肢の血管 大腿静脈
下　肢 下肢の動脈 大腿静脈
下　肢 下肢の静脈 大腿静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）
下　肢 股と膝の関節 股関節腔
下　肢 下肢の脊髄神経 岬角　（仙骨の前縁）
下　肢 足の関節 親指
下　肢 下肢の血管 下大静脈弁
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 膝
下　肢 下肢の神経 小伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小伏在神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋腱
下　肢 下肢の脊髄神経 短小指屈筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 大腿骨
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下　肢 下肢の脊髄神経 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の血管 下大静脈
下　肢 下肢の静脈 下大静脈
下　肢 股と膝の関節 第５腰椎
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼横靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の故障
下　肢 股と膝の関節 坐骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小指対立筋
下　肢 股と膝の関節 足底筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 足底筋
下　肢 下肢の脊髄神経 足底筋
下　肢 下肢の血管 前脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長指伸筋
下　肢 股と膝の関節 総腓骨神経
下　肢 下肢の神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腓骨筋
下　肢 足の関節 前脛骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腰神経
下　肢 下肢の血管 総腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 総腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 外腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 後脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 後脛骨動脈
下　肢 足の関節 痛風
下　肢 下肢の血管 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 脛骨神経
下　肢 下肢の神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 母指外転筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩静脈
下　肢 下肢の血管 膝窩静脈
下　肢 下肢の静脈 膝窩静脈
下　肢 下肢の脊髄神経 足底方形筋
下　肢 下肢の脊髄神経 背側骨間筋
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下　肢 下肢の血管 膝窩リンパ節
下　肢 下肢の血管 浅鼠径リンパ節
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短内転筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 毛細血管網
下　肢 下肢の脊髄神経 骨格筋
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経叢
下　肢 下肢の脊髄神経 小内転筋
下　肢 下肢の神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の神経 手
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 腸骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸骨
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 股と膝の関節 恥骨
下　肢 股と膝の関節 坐骨
下　肢 下肢の脊髄神経 長腓骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿方形筋
下　肢 下肢の神経 腓腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹神経
下　肢 下肢の血管 底側中足動脈
下　肢 下肢の動脈 底側中足動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腰部神経叢
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
下　肢 下肢の脊髄神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 股と膝の関節 腓骨
下　肢 足の関節 腓骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 第１腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外閉鎖筋
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の脊髄神経 長指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短腓骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 長母指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下伸筋支帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 上伸筋支帯
下　肢 股と膝の関節 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 小殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 足の関節 アキレス腱　（踵骨腱） 2015/3/10 P- 225  



下　肢 下肢の骨と筋肉 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 下肢の脊髄神経 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 足の関節 アキレス腱の滑液嚢
下　肢 下肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
下　肢 股と膝の関節 仙骨
下　肢 下肢の血管 下行膝動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 内閉鎖筋
下　肢 下肢の動脈 閉鎖動脈
下　肢 下肢の動脈 前外果動脈
下　肢 下肢の血管 リンパ節炎
下　肢 下肢の動脈 下行膝動脈
下　肢 下肢の動脈 腸恥窩
下　肢 下肢の動脈 粗線の内側唇
下　肢 下肢の動脈 恥骨結節
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋収縮
下　肢 下肢の骨と筋肉 恥骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 恥骨筋
下　肢 下肢の動脈 腓骨回旋枝
下　肢 下肢の骨と筋肉 足根骨
下　肢 下肢の静脈 ふくらはぎ　（腓腹、脹脛）
下　肢 下肢の骨と筋肉 足関節（骨）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（大腿直筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿直筋
下　肢 下肢の動脈 前陰嚢枝
下　肢 下肢の動脈 前陰唇枝
下　肢 下肢の動脈 腓腹動脈
下　肢 股と膝の関節 外側側副靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（内側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（外側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（中間広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿中間広筋
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下脂肪体
下　肢 股と膝の関節 膝窩脂肪体
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（長頭）
下　肢 下肢の神経 大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿神経
下　肢 下肢の動脈 大腿神経
下　肢 足の関節 外側靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 外側靭帯
下　肢 下肢の神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 下殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿皮神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋前皮下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下滑膜ひだ
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下　肢 下肢の動脈 下肢の本幹動脈
下　肢 股と膝の関節 先天性股関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 先天性膝関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 変形性膝関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 多発性筋炎
下　肢 下肢の神経 周期性四肢麻痺
下　肢 下肢の動脈 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 変形性股関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 腱
下　肢 下肢の骨と筋肉 半膜様筋
下　肢 下肢の脊髄神経 半膜様筋
下　肢 下肢の静脈 外側太腿回旋静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 外側骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 母指内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 重症筋無力症
下　肢 下肢の脊髄神経 大腰筋
下　肢 股と膝の関節 膝関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝関節
下　肢 下肢の脊髄神経 第２腰神経
下　肢 足の関節 長母指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩筋
下　肢 下肢の脊髄神経 膝窩筋
下　肢 下肢の血管 総腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 総腸骨動脈
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の血管 大腿動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿動脈
下　肢 下肢の血管 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の動脈 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 股と膝の関節 脛骨
下　肢 足の関節 脛骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経
下　肢 下肢の血管 大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿深動脈
下　肢 下肢の血管 腓骨動脈
下　肢 下肢の動脈 腓骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 下肢の脊髄神経 半腱様筋
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下　肢 下肢の脊髄神経 大内転筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩動脈
下　肢 下肢の血管 膝窩動脈
下　肢 下肢の動脈 膝窩動脈
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨関節面
下　肢 股と膝の関節 骨膜
下　肢 下肢の血管 下肢静脈瘤
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部神経
下　肢 股と膝の関節 膝半月
下　肢 下肢の脊髄神経 第５腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第２仙骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の骨と筋肉 薄筋
下　肢 下肢の脊髄神経 薄筋
下　肢 下肢の血管 外側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 外側足底静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の神経 下殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋靭帯
下　肢 下肢の血管 内側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 内側足底動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 鼠径靭帯
下　肢 下肢の動脈 鼠径靭帯
下　肢 下肢の神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の脊髄神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 仙腸関節
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 伏在神経
下　肢 下肢の動脈 内側足根動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 短指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
下　肢 股と膝の関節 輪帯
下　肢 股と膝の関節 腸骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 坐骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 恥骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 小転子
下　肢 股と膝の関節 大転子
下　肢 下肢の動脈 大腿三角
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下　肢 下肢の動脈 第３貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 第２貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 第１貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 脛骨粗面
下　肢 下肢の動脈 固有大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 内転筋腱裂孔
下　肢 下肢の動脈 内転筋管
下　肢 下肢の動脈 浅外陰部動脈
下　肢 下肢の動脈 外陰部動脈
下　肢 足の関節 足骨部
下　肢 股と膝の関節 膝蓋靭帯
下　肢 足の関節 足の関節
下　肢 下肢の動脈 外側足根動脈
下　肢 下肢の動脈 浅腸骨回旋動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腱中心
下　肢 下肢の動脈 浅腹壁動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿骨間神経
下　肢 下肢の動脈 正中仙骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内側大腿回旋動脈
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側上顆
下　肢 股と膝の関節 外側半月
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側顆
下　肢 股と膝の関節 内側半月
下　肢 股と膝の関節 膝横靭帯
下　肢 下肢の動脈 中膝動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 陰部神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（短頭）
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 足の関節 内側三角靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 内側三角靭帯
下　肢 下肢の神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足の関節周辺の皮膚
下　肢 下肢の神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側腓腹皮神経　（腓腹神経）
下　肢 下肢の神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿前面の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側の皮膚
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下　肢 下肢の神経 中殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿後外側面の下方部の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 踵外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足外側縁の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足内側から母指の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿内側の皮膚
下　肢 足の関節 後脛腓靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側上顆
下　肢 下肢の神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 挫傷
下　肢 下肢の血管 レイノー症候群
下　肢 股と膝の関節 膝関節水腫
下　肢 股と膝の関節 膝内障
下　肢 股と膝の関節 膝蓋軟骨軟化症
下　肢 下肢の脊髄神経 梨状筋
下　肢 股と膝の関節 外反股
下　肢 股と膝の関節 ペルテス病
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭壊死
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋性斜頸
下　肢 下肢の骨と筋肉 進行性筋ジストロフィー症
下　肢 股と膝の関節 骨端線
下　肢 股と膝の関節 内反股
下　肢 下肢の神経 上殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 上殿神経
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼形成不全　（臼蓋形成不全）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋緊張低下
下　肢 下肢の神経 人相
下　肢 下肢の骨と筋肉 魚のめ
下　肢 下肢の脊髄神経 尾骨神経（叢）
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
下　肢 下肢の骨と筋肉 寝違い
下　肢 下肢の血管 リンパ浮腫
下　肢 下肢の血管 血栓性静脈炎
下　肢 下肢の血管 手足冷感
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の血管 四肢冷感
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大分類 件　名 機　　能　　他
上　肢 内胸動脈 筋横隔動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第１～第３虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短小指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指対立筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 母指内転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋深頭
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（尺側部）
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（橈側部）
上　肢 上肢の脊髄神経 総指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 示指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋浅頭
上　肢 上肢の脊髄神経 母指対立筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長掌筋
上　肢 上肢の神経 毛髪相
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 肩関節 鎖骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 胸大動脈 心膜枝
上　肢 胸大動脈 血管吻合
上　肢 肩関節 胸骨体
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨体
上　肢 肩関節 上角
上　肢 肩関節 下角
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨下角　　　　（起始）
上　肢 肩関節 胸骨柄
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨柄
上　肢 肩関節 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲棘
上　肢 胸大動脈 肋間動脈
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上　肢 胸大動脈 最上肋間動脈
上　肢 肋間動脈 背側の外側皮枝
上　肢 肋間動脈 脊髄枝
上　肢 肋間動脈 背枝
上　肢 肋間動脈 内側皮枝
上　肢 肋間動脈 後枝
上　肢 上肢の脊髄神経 掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 浅指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 前前腕骨間神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 上橈尺関節
上　肢 腕神経 外側胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１０肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第１１肋間動脈
上　肢 腕神経 胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１２肋間動脈　（肋下動脈）
上　肢 肋間動脈 胸側の外側皮枝
上　肢 胸大動脈 第１肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第２肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第３肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第４肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第５肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第６肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第７肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第８肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第９肋間動脈
上　肢 腕神経 内側胸筋神経
上　肢 肋間動脈 前枝
上　肢 胸大動脈 肋下動脈
上　肢 肩関節 上腕骨頭
上　肢 上肢の脊髄神経 肋間神経痛
上　肢 腕神経 内側上顆
上　肢 上肢の骨と筋肉 剣状突起　 (胸骨)
上　肢 肩関節 外側縁（腋窩側）
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨後面の外側縁　（起始）
上　肢 肩関節 内側縁（椎骨側）
上　肢 肩関節 第１肋骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 第１肋骨
上　肢 鎖骨下動脈 第１肋骨
上　肢 肩関節 胸鎖関節
上　肢 腕神経 外科頚
上　肢 腋窩動脈 外科頚
上　肢 腋窩動脈 大結節
上　肢 腋窩動脈 解剖頚
上　肢 腋窩動脈 上腕骨頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨大結節　　 　　　（停止）
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨小結節稜　（停止）
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上　肢 肩関節 烏口肩峰靭帯
上　肢 肩関節 烏口鎖骨靭帯
上　肢 肩関節 上腕上関節（第二肩関節）
上　肢 肩関節 菱形靭帯
上　肢 肩関節 円錐靭帯
上　肢 肩関節 肩鎖関節
上　肢 肩関節 肩峰
上　肢 肩関節 関節包（滑膜の部分）
上　肢 肩関節 烏口突起
上　肢 肩関節 関節円板
上　肢 肩関節 肩関節（肩甲上腕関節）
上　肢 肩関節 烏口腕筋
上　肢 肩関節 肋鎖靭帯
上　肢 肩関節 前胸鎖靭帯
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨関節下結節　（起始）
上　肢 上腕と肩甲骨 尺骨肘頭　 　　 　　　（停止）
上　肢 内胸動脈 椎骨動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第８頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第７頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第６頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第５頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 三叉神経　（第Ⅴ脳神経）
上　肢 上肢の骨と筋肉 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長・短橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 拮抗筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 長橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下橈尺関節
上　肢 腕神経 胸背神経
上　肢 上肢の脊髄神経 胸筋神経
上　肢 肋間動脈 肋間静脈
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の短頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の短頭
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 腕橈骨筋
上　肢 上肢の脊髄神経 腕橈骨筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（外側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋の長頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕三頭筋の長頭 2015/3/10 P- 233  



上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（内側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 背側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 前腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕内側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側下半の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 後部前腕の皮膚
上　肢 上肢の骨と筋肉 手根骨
上　肢 上肢の神経 黄線
上　肢 上肢の神経 爪下皮
上　肢 上肢の神経 爪上皮
上　肢 上肢の神経 爪甲
上　肢 上肢の神経 爪床
上　肢 上肢の神経 爪母
上　肢 上肢の神経 末節骨
上　肢 上肢の神経 後爪郭
上　肢 上肢の神経 中節骨　（母指以外）
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の血管 橈骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の神経 爪半月
上　肢 上肢の神経 爪根部
上　肢 上肢の神経 側爪郭
上　肢 上肢の神経 基節骨　（母指）
上　肢 上肢の骨と筋肉 手関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の血管 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 肩関節 上腕骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 手の指骨
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 右鎖骨下動脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈溝
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下動脈
上　肢 内胸動脈 鎖骨下動脈
上　肢 腋窩動脈 鎖骨下動脈 2015/3/10 P- 234  



上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 上肢の神経 尺骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 尺骨神経
上　肢 腕神経 尺骨神経
上　肢 腋窩動脈 鎖骨枝
上　肢 腋窩動脈 胸筋枝
上　肢 腋窩動脈 三角筋枝
上　肢 腋窩動脈 肩峰枝
上　肢 上肢の血管 深掌枝
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭板状筋
上　肢 胸大動脈 大動脈弓
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
上　肢 内胸動脈 内腸骨動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 尾骨
上　肢 上肢の神経 腕神経叢
上　肢 鎖骨下動脈 腕神経叢
上　肢 腕神経 腕神経叢
上　肢 上肢の血管 橈骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈骨動脈
上　肢 上肢の血管 尺骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 尺骨動脈
上　肢 上肢の血管 後骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後骨間動脈
上　肢 上肢の血管 総骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総腸骨動脈
上　肢 上肢の血管 前骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前骨間動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第３胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第１胸神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭筋
上　肢 上肢の血管 内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 内頚静脈
上　肢 上肢の血管 左内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 左内頚静脈
上　肢 上肢の血管 右内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右内頚静脈
上　肢 上肢の血管 外頸静脈
上　肢 上肢の血管 左外頸静脈
上　肢 上肢の血管 右外頸静脈
上　肢 上肢の血管 外頸動脈
上　肢 上肢の血管 左外頸動脈
上　肢 上肢の血管 右外頸動脈
上　肢 上肢の血管 内頸動脈
上　肢 上肢の血管 左内頸動脈
上　肢 上肢の血管 右内頸動脈
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭頂骨 2015/3/10 P- 235  



上　肢 上肢屈側の静脈 手背静脈網
上　肢 上肢の血管 小指背側静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 小指背側静脈
上　肢 上肢の血管 背側中手静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 背側中手静脈
上　肢 上肢の血管 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢の神経 橈骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 橈骨神経
上　肢 腕神経 橈骨神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭骨
上　肢 胸大動脈 深頚動脈
上　肢 内胸動脈 上腹壁動脈
上　肢 内胸動脈 腹壁動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭骨
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌枝
上　肢 上肢の血管 上腕深動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕深動脈
上　肢 上肢の血管 右総頸動脈
上　肢 上肢の血管 左総頸動脈
上　肢 胸大動脈 左総頚動脈
上　肢 上肢の血管 総頸動脈
上　肢 鎖骨下動脈 総頚動脈
上　肢 腕神経 下神経幹
上　肢 腕神経 中神経幹
上　肢 腕神経 上神経幹
上　肢 腕神経 腕神経叢を構成する神経根
上　肢 上肢の血管 総掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 固有掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 固有掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 掌側中手動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側中手動脈
上　肢 上肢の血管 浅掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 浅掌枝
上　肢 上肢屈側の静脈 掌側手根枝
上　肢 上肢の脊髄神経 烏口腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭筋
上　肢 上肢の血管 深掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈の枝
上　肢 上肢の血管 手背静脈網
上　肢 胸大動脈 大動脈裂孔
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 固有掌側指神経 2015/3/10 P- 236  



上　肢 腕神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 手指硬化症
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢が痒い（かゆい）
上　肢 上肢の血管 奇静脈
上　肢 上肢の血管 半奇静脈
上　肢 上肢の神経 足相
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の神経 男性陰毛相
上　肢 上肢の神経 女性陰毛相
上　肢 内胸動脈 腹大動脈
上　肢 胸大動脈 腹大動脈
上　肢 上肢の神経 男性生殖器相
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋拘縮症
上　肢 胸大動脈 気管支動脈
上　肢 上肢の神経 手相
上　肢 上肢の神経 足
上　肢 上肢の神経 乳房相
上　肢 肩関節 関節窩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉疲労
上　肢 上肢屈側の静脈 上皮の皮静脈
上　肢 胸大動脈 肋骨
上　肢 胸大動脈 横隔膜
上　肢 上肢の脊髄神経 第４頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕二頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第２胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 腋窩神経
上　肢 上肢の脊髄神経 脊髄神経
上　肢 肩関節 第１胸椎
上　肢 上腕と肩甲骨 手首
上　肢 上腕と肩甲骨 手
上　肢 上肢の骨と筋肉 顎関節
上　肢 上肢の血管 正中神経
上　肢 上肢の神経 正中神経
上　肢 上肢の脊髄神経 正中神経
上　肢 腕神経 正中神経
上　肢 上肢の神経 手
上　肢 上肢の骨と筋肉 恥骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
上　肢 上肢の骨と筋肉 下顎骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 腹直筋
上　肢 上肢の神経 横隔神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 仙骨
上　肢 内胸動脈 心膜横隔動脈
上　肢 上肢の血管 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢の血管 後上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後上腕回旋動脈 2015/3/10 P- 237  



上　肢 腋窩動脈 後上腕回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 後上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前・後上腕回旋動脈の外科頚における吻合
上　肢 上肢の血管 橈側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側反回動脈
上　肢 上肢の血管 橈側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側側副動脈
上　肢 上肢の血管 中側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 中側副動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 肩関節 上肢
上　肢 上肢の血管 上肢
上　肢 上肢の神経 上肢
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 上肢の脊髄神経 上肢
上　肢 鎖骨下動脈 上肢
上　肢 内胸動脈 上肢
上　肢 胸大動脈 上肢
上　肢 肋間動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の静脈 上肢
上　肢 腕神経 上肢
上　肢 腋窩動脈 上肢
上　肢 上腕と肩甲骨 上肢
上　肢 腕神経 前・中・後斜角筋と頚長筋に至る筋枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の故障
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の怪我
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋収縮
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の病気
上　肢 上肢屈側の静脈 背側手根枝
上　肢 上肢の神経 肩甲上神経
上　肢 腕神経 肩甲上神経
上　肢 上肢の神経 肩甲下神経
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 頚長筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｃ８
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｔｈ１
上　肢 胸大動脈 食道枝
上　肢 上肢の神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 腋窩神経
上　肢 腕神経 腋窩神経
上　肢 上腕と肩甲骨 腋窩神経
上　肢 胸大動脈 上横隔動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭筋
上　肢 上肢の血管 腕頭動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腕頭動脈
上　肢 胸大動脈 腕頭動脈 2015/3/10 P- 238  



上　肢 上肢屈側の動脈 腕頭動脈
上　肢 上肢の血管 腕頭静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腕頭静脈
上　肢 上肢の血管 上腕静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 上腕静脈
上　肢 上肢の血管 尺側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 尺側皮静脈
上　肢 上肢の血管 橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 橈側皮静脈
上　肢 上肢の血管 肘正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 肘正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 腋窩動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 腋窩動脈
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢の血管 内側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 内側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 内側腋窩隙
上　肢 上肢の血管 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 外側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈の枝
上　肢 上肢の血管 腋窩静脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 伴行静脈　（深部静脈）
上　肢 上肢の血管 上腕動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕動脈
上　肢 腋窩動脈 上腕動脈
上　肢 内胸動脈 内胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 背側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側上腕皮神経
上　肢 腕神経 内側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側前腕皮神経
上　肢 腕神経 内側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 筋皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 筋皮神経
上　肢 腕神経 筋皮神経
上　肢 上肢の神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 総掌側指神経 2015/3/10 P- 239  



上　肢 腕神経 総掌側指神経
上　肢 上肢の神経 肩甲背神経
上　肢 腕神経 肩甲背神経
上　肢 上肢の神経 前骨間神経
上　肢 胸大動脈 食道動脈
上　肢 上肢の神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 肩関節 棘上筋症候群
上　肢 肩関節 スプレンゲル病
上　肢 肩関節 頸肩腕症候群
上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 内胸動脈 外腸骨動脈
上　肢 胸大動脈 動脈管索　（遺残組織）
上　肢 上肢の神経 肋間上腕神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 笑筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上唇挙筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下唇下制筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 眼輪筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 口輪筋
上　肢 肩関節 肩手症候群
上　肢 肩関節 肩回旋腱板損傷
上　肢 肩関節 野球肩
上　肢 肩関節 五十肩
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 頬骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩関節
上　肢 肋間動脈 外肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 外腹斜筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小胸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 捻挫
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
上　肢 腕神経 長胸神経
上　肢 胸大動脈 縦隔枝
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の神経 鎖骨上神経
上　肢 腕神経 鎖骨上神経
上　肢 上肢の神経 鎖骨下筋神経
上　肢 腕神経 鎖骨下筋神経
上　肢 上肢の血管 最上胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 最上胸動脈
上　肢 腋窩動脈 最上胸動脈
上　肢 上肢の血管 外側胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 外側胸動脈
上　肢 腋窩動脈 外側胸動脈
上　肢 内胸動脈 前肋間枝
上　肢 肋間動脈 前肋間枝
上　肢 上肢の神経 内側神経束
上　肢 腕神経 内側神経束 2015/3/10 P- 240  



上　肢 上肢の神経 後神経束
上　肢 腕神経 後神経束
上　肢 上肢の神経 外側神経束
上　肢 腕神経 外側神経束
上　肢 上肢の血管 胸背動脈
上　肢 腋窩動脈 胸背動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲回旋動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 肩甲下動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲下動脈
上　肢 上肢の血管 下尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 下尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 上尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 前尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 後尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 胸肩峰動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 胸肩峰動脈
上　肢 上肢の神経 後骨間神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後骨間神経
上　肢 上肢屈側の動脈 肘関節動脈網
上　肢 上肢の神経 ガングリオン
上　肢 上肢の骨と筋肉 線維症(皮膚・筋肉)
上　肢 上肢の骨と筋肉 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 多発性神経炎
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下筋　（前面の筋）
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸鎖乳突筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 胸背神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋緊張低下
上　肢 上肢の神経 人相
上　肢 肋間動脈 内肋間筋
上　肢 肋間動脈 最内肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
上　肢 上肢の骨と筋肉 寝違い
上　肢 上肢の骨と筋肉 僧帽筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋結節
上　肢 鎖骨下動脈 後斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 中斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 広背筋
上　肢 上肢の脊髄神経 広背筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（前）Ｃ７ 2015/3/10 P- 241  



上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（中）Ｃ６
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（後）Ｃ５
上　肢 上肢の血管 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大円筋
上　肢 腋窩動脈 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 小円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小円筋
上　肢 上腕と肩甲骨 小円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 棘下筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋
上　肢 上肢の脊髄神経 三角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前鋸筋
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大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 遺伝子 基底細胞癌　（605462）
遺伝子 遺伝子 母斑性基底細胞癌症候群
遺伝子 遺伝子 多発性基底細胞母斑症候群　(multiple basal cell nevi syndrome）

遺伝子 遺伝子 ポリポーシス
遺伝子 遺伝子 成熟Ｔリンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭部、背部の皮膚硬化
遺伝子 遺伝子 関節リウマチ
遺伝子 遺伝子 Ｔリンパ球
遺伝子 遺伝子 抹消性Ｔ細胞
遺伝子 遺伝子 Ｂリンパ球
遺伝子 遺伝子 ダウン症候群
遺伝子 ヒトゲノム 細胞成長
遺伝子 染 色 体 分子量
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー病　（ＡＤ）
遺伝子 遺伝子 アルツハイマー型痴呆
遺伝子 染 色 体 角膜格子状変性
遺伝子 遺伝子 老化防止
遺伝子 遺伝子 キラーＴ細胞　(細胞傷害性)
遺伝子 遺伝子 胎児軟骨性異発育症
遺伝子 染 色 体 手根管症候群
遺伝子 遺伝子 ビタミン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ビタミン代謝異常
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖類
遺伝子 染 色 体 グリコサミノグリカン(ムコ多糖)
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2捕捉媒介物
遺伝子 遺伝子 1次抗体反応
遺伝子 遺伝子 2次抗体反応
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ軸
遺伝子 遺伝子 ○○○を含む～2Ｍｂの領域の微細欠失
遺伝子 遺伝子 アフタ性口内炎
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-1受容体
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2受容体
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様効果
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
遺伝子 遺伝子 炭水化物
遺伝子 遺伝子 水分代謝
遺伝子 遺伝子 分子水
遺伝子 遺伝子 原子水
遺伝子 遺伝子 水
遺伝子 遺伝子 量子水
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ－２シグナリング阻止
遺伝子 遺伝子 日和見感染症
遺伝子 遺伝子 リンパ腫型
遺伝子 染 色 体 振動覚
遺伝子 遺伝子 非特異免疫
遺伝子 遺伝子 液性免疫 2015/3/10 P- 243  



遺伝子 遺伝子 自己免疫疾患
遺伝子 染 色 体 動原体微小管
遺伝子 染 色 体 動原体
遺伝子 染 色 体 ６本のアイソフォーム
遺伝子 染 色 体 聴力低下・喪失
遺伝子 染 色 体 大脳萎縮
遺伝子 遺伝子 ガードナー症候群　（Gardner　syndroome）
遺伝子 染 色 体 脳室周囲白室病変
遺伝子 遺伝子 先天性、家族性疾患
遺伝子 遺伝子 性器潰瘍
遺伝子 遺伝子 常染色体優性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体優性遺伝
遺伝子 遺伝子 常染色体劣性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
遺伝子 遺伝子 カルパイン
遺伝子 染 色 体 脳神経障害
遺伝子 遺伝子 劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 糞線虫症
遺伝子 染 色 体 異常蓄積
遺伝子 遺伝子 自己免疫性溶血性貧血
遺伝子 遺伝子 ホルモン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ホルモン代謝異常
遺伝子 遺伝子 モリブデン　42
遺伝子 遺伝子 染色体異常
遺伝子 染 色 体 染色体
遺伝子 染 色 体 染色体異常
遺伝子 遺伝子 血漿
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子に連鎖
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子
遺伝子 遺伝子 地震
遺伝子 遺伝子 地震雲
遺伝子 遺伝子 クリオグロブリン血症
遺伝子 遺伝子 性的早熟
遺伝子 染 色 体 皮下出血
遺伝子 遺伝子 顔貎の異常
遺伝子 染 色 体 知能障害
遺伝子 染 色 体 呼吸困難
遺伝子 染 色 体 特異顔貌（ガーゴイル様顔貌）
遺伝子 染 色 体 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
遺伝子 遺伝子 炎症性疾患
遺伝子 遺伝子 乳児で感染
遺伝子 遺伝子 重篤な神経障害
遺伝子 遺伝子 異常リンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 四肢末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 胃体部変形
遺伝子 遺伝子 足の痛み 2015/3/10 P- 244  



遺伝子 遺伝子 皮膚の滲出性紅斑
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部変形　（胃）
遺伝子 遺伝子 強直性脊椎関節炎
遺伝子 遺伝子 下半身マヒ
遺伝子 遺伝子 骨形成不全症
遺伝子 染 色 体 ＡＤの神経原線維変化
遺伝子 遺伝子 点状軟骨異形成異常
遺伝子 遺伝子 骨格異常
遺伝子 染 色 体 十二指腸変形
遺伝子 遺伝子 大動脈狭窄
遺伝子 染 色 体 胃体部隆起
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部隆起　（胃）
遺伝子 染 色 体 末梢のｖａｓｏｍｏｔｏｒ機能が消失
遺伝子 遺伝子 心血管奇形
遺伝子 遺伝子 細胞の異常な増殖
遺伝子 遺伝子 過剰骨　（外骨腫）
遺伝子 遺伝子 造骨細胞の機能不全
遺伝子 遺伝子 骨有機質形成障害
遺伝子 遺伝子 脊髄小脳変性症
遺伝子 遺伝子 ツェルウェガー症候群スペクトラム
遺伝子 染 色 体 十二指腸隆起
遺伝子 染 色 体 ニューロン内封入体
遺伝子 遺伝子 肝疾患
遺伝子 染 色 体 位置覚
遺伝子 遺伝子 子宮内感染
遺伝子 染 色 体 下肢末梢の自発痛
遺伝子 染 色 体 下肢のニューロパチー
遺伝子 染 色 体 下肢末端
遺伝子 遺伝子 神経系疾患
遺伝子 染 色 体 細胞内封入体
遺伝子 染 色 体 グリア内封入体
遺伝子 遺伝子 機能不全
遺伝子 遺伝子 水素結合
遺伝子 染 色 体 ニューロン
遺伝子 遺伝子 順行性変性
遺伝子 染 色 体 神経原線維
遺伝子 染 色 体 軸索輸送
遺伝子 遺伝子 優性遺伝
遺伝子 ヒトゲノム 赤色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＬＷ
遺伝子 ヒトゲノム 緑色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＭＷ
遺伝子 ヒトゲノム ＤＮＡ合成酵素：ポリミラーゼα　ＰＯＬＡ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　X
遺伝子 染 色 体 性染色体　X
遺伝子 遺伝子 脂質膜
遺伝子 染 色 体 温度覚
遺伝子 遺伝子 輸血
遺伝子 遺伝子 筋収縮
遺伝子 遺伝子 骨の長径成長
遺伝子 遺伝子 長管骨 2015/3/10 P- 245  



遺伝子 遺伝子 リゴマー形成
遺伝子 遺伝子 造骨細胞
遺伝子 染 色 体 グリア組織
遺伝子 ヒトゲノム 身長伸長タンパク質　ＳＨＯＸ
遺伝子 ヒトゲノム 性決定遺伝子　ＳＲＹ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 細胞内小器官輸送のレール
遺伝子 染 色 体 細胞の中心に集積
遺伝子 染 色 体 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
遺伝子 染 色 体 形態学的手法
遺伝子 染 色 体 分子生物学的手法
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子を破壊
遺伝子 遺伝子 １０．４４ｋＤａ
遺伝子 遺伝子 １４．４６kＤａ　（キロダルトン）
遺伝子 染 色 体 陰萎
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 遺伝子 くすぶり型
遺伝子 遺伝子 肝腫大
遺伝子 遺伝子 慢性型
遺伝子 遺伝子 シナプトブレビンー２
遺伝子 遺伝子 異常早期月経
遺伝子 染 色 体 悪液質・カヘキシー
遺伝子 染 色 体 自律神経障害
遺伝子 遺伝子 歯牙の発育が遅れ
遺伝子 染 色 体 深部感覚障害
遺伝子 遺伝子 眼の異常
遺伝子 遺伝子 乳児性レフスム病　（ＩＲＤ）
遺伝子 遺伝子 大動脈弁上狭窄
遺伝子 染 色 体 起立性低血圧
遺伝子 染 色 体 立ちくらみ
遺伝子 遺伝子 ベーチェット症候群　（Behcet’ｓ　syndrome）
遺伝子 遺伝子 Ｂｅｈｃｅｔ病
遺伝子 染 色 体 物質輸送を抑制
遺伝子 遺伝子 真性赤血球増加症
遺伝子 遺伝子 炎症性腸疾患
遺伝子 染 色 体 高頻度
遺伝子 染 色 体 神経軸索内
遺伝子 染 色 体 痛覚
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子
遺伝子 染 色 体 甲状腺髄様癌
遺伝子 染 色 体 プラス極の物質輸送
遺伝子 遺伝子 サイトカイン
遺伝子 染 色 体 促進
遺伝子 染 色 体 アイソフォーム
遺伝子 遺伝子 第二次性徴
遺伝子 遺伝子 可視光
遺伝子 遺伝子 シヌレイノパチー
遺伝子 染 色 体 擬似ムコ多糖症 2015/3/10 P- 246  



遺伝子 染 色 体 神経細胞脱落
遺伝子 染 色 体 擬似マロトー・ラミー症候群
遺伝子 染 色 体 運動能力低下・喪失
遺伝子 遺伝子 多系統委縮症（ＭＳＡ）
遺伝子 遺伝子 病的なαーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
遺伝子 染 色 体 神経変性疾患
遺伝子 染 色 体 Ｐｉｃｋ病様
遺伝子 遺伝子 表皮性嚢胞
遺伝子 遺伝子 体細胞突然変異
遺伝子 染 色 体 痴呆
遺伝子 遺伝子 視神経萎縮
遺伝子 染 色 体 Ａ・β誘導性の認知障害
遺伝子 遺伝子 急性転化型
遺伝子 遺伝子 悪性増殖性疾患
遺伝子 遺伝子 精神遅滞
遺伝子 染 色 体 癌性悪液質
遺伝子 遺伝子 先天代謝異常症
遺伝子 遺伝子 排尿障害
遺伝子 染 色 体 硝子体混濁
遺伝子 遺伝子 急性型
遺伝子 遺伝子 夫婦間の性交渉
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞が異常に増える
遺伝子 遺伝子 小腫瘤
遺伝子 遺伝子 非ホジキンリンパ腫
遺伝子 染 色 体 ライソゾーム病
遺伝子 染 色 体 異常フィラメントが形成
遺伝子 遺伝子 視覚空間認知障害
遺伝子 染 色 体 フコシドーシス  (Fucosidosis)
遺伝子 遺伝子 虹彩炎
遺伝子 遺伝子 新生児型副腎白質ジストロフィー　（ＮＡＬＤ）
遺伝子 遺伝子 ＳＨＦセンチ波
遺伝子 遺伝子 二酸化炭素
遺伝子 遺伝子 成人Ｔ細胞白血病
遺伝子 染 色 体 原発性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 続発性アミロイドーシス
遺伝子 ヒトゲノム 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血Ａββ前駆体蛋白
遺伝子 染 色 体 プリオン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 （原）AL型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 免疫細胞性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 全身性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 皮膚アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 反応性AAアミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 老人性TTRアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX10；peroxisomal biogenesis factor 10 [HSA：5192] [KO：K13346]

遺伝子 遺伝子 PEX12；peroxisomal biogenesis factor 12 [HSA：5193] [KO：K13345]

遺伝子 遺伝子 PEX13；peroxisomal biogenesis factor 13 [HSA：5194] [KO：K13344]

遺伝子 遺伝子 PEX14；peroxisomal biogenesis factor 14 [HSA：5195] [KO：K13343]2015/3/10 P- 247  



遺伝子 遺伝子 PEX16；peroxisomal biogenesis factor 16 [HSA：9409] [KO：K13335]

遺伝子 遺伝子 PEX19；peroxisomal biogenesis factor 19 [HSA：5824] [KO：K13337]

遺伝子 染 色 体 アミロイド・アンギオパチー
遺伝子 染 色 体 限局性結節性アミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX26；peroxisomal biogenesis factor 26 [HSA：55670] [KO：K13340]

遺伝子 遺伝子 EHFミリ波
遺伝子 染 色 体 フィラメント
遺伝子 染 色 体 限局性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 2型糖尿病・インスリノーマ
遺伝子 染 色 体 透析アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 ｓerum　amyｌoid　A由来のアミロイド
遺伝子 染 色 体 アミリン由来のAＩAPP　
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー型痴呆(ダウン症候群)
遺伝子 染 色 体 β2ーミクログロブリン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 限局性心房性アミロイド
遺伝子 染 色 体 脳血管アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 脳アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性シスタチンＣ型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドポリニューロパチーFAP1型
遺伝子 染 色 体 トランスサイレチン関連アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血ＡＣysシスタチンＣ
遺伝子 遺伝子 骨端軟骨
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 クロツフェルト・ヤコブ病
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー反応
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー様反応
遺伝子 遺伝子 グルタミン酸A
遺伝子 染 色 体 神経軸索内の分子量
遺伝子 遺伝子 PEX1；peroxisomal biogenesis factor 1 [HSA：5189]　[KO：K13338]

遺伝子 遺伝子 PEX2；peroxisomal biogenesis factor 2 [HSA：5828]　[KO：K06664]

遺伝子 遺伝子 PEX3；peroxisomal biogenesis factor 3 [HSA：8504]　[KO：K13336]

遺伝子 遺伝子 PEX5；peroxisomal biogenesis factor 5 [HSA：5830]　[KO：K13342]

遺伝子 遺伝子 PEX6；peroxisomal biogenesis factor 6 [HSA：5190]　[KO：K13339]

遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム
遺伝子 染 色 体 安定化
遺伝子 遺伝子 ＨＬＡ　（Human　Leukocyte　Ａｎｔｉｇｅｎ＝ヒト白血球抗原）
遺伝子 染 色 体 ライシング
遺伝子 染 色 体 選択的スプ
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常症
遺伝子 染 色 体 ムコリピドーシス
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖症（ｰしょう、Ｍucopolysaccharidosis、MPS）
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常疾患
遺伝子 染 色 体 アイセル病  (I-cell disease) - ムコリピドーシスIII型
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 ＭＰＳ　Ⅰ型
遺伝子 染 色 体 シグナルペプチド 2015/3/10 P- 248  



遺伝子 染 色 体 モルキオ症候群(Morquio syndrome)
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群（Hunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 サンフィリッポ症候群（Sanfilippo　syndrome）MPSⅢ型
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群（Hurler　syndrome）MPS ⅠH型
遺伝子 染 色 体 シャイエ症候群（Ｓcheie　syndrome）ＭＰＳ　ⅠＳ型
遺伝子 遺伝子 ＵＨＦ極超短波波
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｃ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｂ型）
遺伝子 遺伝子 スレオニン
遺伝子 遺伝子 システインキナーゼ
遺伝子 染 色 体 AD-converted MCI
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
遺伝子 染 色 体 記銘力障害
遺伝子 染 色 体 空間認知障害
遺伝子 遺伝子 シモンズ病  （Simmond　disease）
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫
遺伝子 染 色 体 βアミロイド
遺伝子 遺伝子 高カルシウム血症
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の点突然変異
遺伝子 染 色 体 変異型タウ
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質がリン酸化
遺伝子 染 色 体 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
遺伝子 染 色 体 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
遺伝子 遺伝子 皮膚色素斑
遺伝子 遺伝子 多発性硬化症
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫による肺炎
遺伝子 ヒトゲノム 加齢
遺伝子 遺伝子 レファ（アミロイド前駆体の非Ａ４成分）
遺伝子 染 色 体 内因性タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 progressive MCI
遺伝子 染 色 体 タウの過剰発現
遺伝子 染 色 体 stable MCI
遺伝子 染 色 体 ダノン病　（Ｄanon　disease）
遺伝子 染 色 体 βーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 αーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ａ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Niemann-Pick disease）
遺伝子 染 色 体 感覚障害
遺伝子 染 色 体 ステムループ
遺伝子 染 色 体 微小管が不安定化
遺伝子 遺伝子 脂肪酸
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム形成異常疾患
遺伝子 染 色 体 チュープーリン
遺伝子 遺伝子 尿酸
遺伝子 染 色 体 アミロイド蛋白
遺伝子 遺伝子 ソラマメ
遺伝子 遺伝子 機能蛋白質
遺伝子 染 色 体 認知機能
遺伝子 染 色 体 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア） 2015/3/10 P- 249  



遺伝子 染 色 体 ティ・サックス病
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群　（Ｈunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 シンドラー病　（Ｓchindler病）/神崎病
遺伝子 染 色 体 臓器への障害
遺伝子 染 色 体 グルコセレブロシド
遺伝子 染 色 体 クラッペ病　（ＮiemannーＰick　disease）
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群　（Ｈurler　syndrome）
遺伝子 遺伝子 β構造
遺伝子 遺伝子 βシート
遺伝子 遺伝子 リガーゼ
遺伝子 染 色 体 ４つ有するものを４リピートタウ
遺伝子 染 色 体 アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 前駆体蛋白・ゲリソリン
遺伝子 染 色 体 ３つ有するものを３リピートタウ
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク質複合体
遺伝子 遺伝子 エックス線(X線)
遺伝子 遺伝子 電磁放射線
遺伝子 遺伝子 アルファ線(α線)
遺伝子 遺伝子 べータ線(β線)
遺伝子 遺伝子 陽子線
遺伝子 遺伝子 粒子線(高速粒子線)
遺伝子 遺伝子 荷電粒子線
遺伝子 遺伝子 重荷電粒子線
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 蛋白質濃度
遺伝子 遺伝子 ガンマ線(γ線)
遺伝子 遺伝子 中性子線
遺伝子 遺伝子 電子線
遺伝子 遺伝子 宇宙線
遺伝子 染 色 体 微小管結合蛋白
遺伝子 染 色 体 Ｃ端側に繰り返す
遺伝子 染 色 体 エキソン１０
遺伝子 染 色 体 エキソン３
遺伝子 染 色 体 エキソン２
遺伝子 遺伝子 体内発生放射線
遺伝子 染 色 体 微小管の重合
遺伝子 遺伝子 アルカリ金属
遺伝子 染 色 体 微小管
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド（Ａβ）
遺伝子 染 色 体 連続微小管
遺伝子 染 色 体 キネシン
遺伝子 染 色 体 キネシンのモーター蛋白質
遺伝子 遺伝子 抗体(免疫グロブリンIg)
遺伝子 染 色 体 タウアイソフォーム
遺伝子 遺伝子 非蛋白質コードＲＮＡ
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
遺伝子 遺伝子 不死化を制御
遺伝子 遺伝子 Ｃケモカイン 2015/3/10 P- 250  



遺伝子 遺伝子 細胞老化
遺伝子 遺伝子 ＣＸ３ケモカイン

遺伝子 遺伝子 触媒作用
遺伝子 遺伝子 ケモカイン　（Chemokine）

遺伝子 遺伝子 ＣＸＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 ＣＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター（5-ＨＴＴ）蛋白発現量
遺伝子 ヒトゲノム プリオンタンパク質　ＰＲＮＰ
遺伝子 遺伝子 ”ｓ”アリルをもつ個体
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター
遺伝子 遺伝子 ＳＬＣ６Ａ４遺伝子の”Ｉ/Ｉ”型
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター遺伝多型
遺伝子 遺伝子 ６１ー９５残基
遺伝子 遺伝子 ４１ー５４残基がない
遺伝子 遺伝子 １４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 ４０ー１４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 Ｅ４６Ｋ[47]　（46番目のグルタミン酸がリシンに）
遺伝子 遺伝子 Ａ３０Ｐ

[46]
　（30番目のアラニンがプロリンに）

遺伝子 遺伝子 オールブライト病
遺伝子 遺伝子 ４ー１３３アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 致死遺伝子
遺伝子 遺伝子 第１ー６０残基
遺伝子 遺伝子 ホスホリパーゼD１[56]

遺伝子 遺伝子 ９６ー１４０残基
遺伝子 遺伝子 髄芽細胞腫　（155255）
遺伝子 遺伝子 化骨異常
遺伝子 遺伝子 全身的骨疾患
遺伝子 遺伝子 腫瘍壊死因子(TNF)
遺伝子 遺伝子 角化性丘疹
遺伝子 染 色 体 角化性丘疹
遺伝子 遺伝子 大理石病
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶー１ぶどう膜炎　（視界がくもり）
遺伝子 遺伝子 オキソ酸
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体　ＩＮＳＲ
遺伝子 遺伝子 ヒト表皮自己抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 全身性エリテマトーデス(SLE)
遺伝子 遺伝子 フォスフォジエステル結合
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム病
遺伝子 遺伝子 多発性外骨腫
遺伝子 遺伝子 走化性
遺伝子 遺伝子 出生前成長障害
遺伝子 遺伝子 悪性貧血
遺伝子 遺伝子 全身性の発育異常
遺伝子 遺伝子 グレーヴス病(バセドウ病)
遺伝子 遺伝子 セントロメア
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ異常　（核酸異常）
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ損傷　（核酸損傷）
遺伝子 遺伝子 赤い発疹
遺伝子 遺伝子 紅皮症 2015/3/10 P- 251  



遺伝子 遺伝子 プロテアソーム傷害
遺伝子 遺伝子 骨髄異形成症候群 （myelodysplastic　syndrome)
遺伝子 遺伝子 Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 骨髄増殖性症候群　（myeloproliferative　syndrome）
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 母乳
遺伝子 遺伝子 ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 電気的活性
遺伝子 遺伝子 防護壁(バリアー)
遺伝子 遺伝子 抗原特異性
遺伝子 遺伝子 共有結合
遺伝子 遺伝子 異物標識分子
遺伝子 遺伝子 ファンデルワールス結合
遺伝子 遺伝子 自由電子
遺伝子 遺伝子 伝導電子
遺伝子 遺伝子 最外殻電子
遺伝子 遺伝子 電子親和力
遺伝子 遺伝子 エネルギー情報の相転移
遺伝子 遺伝子 主要組織適合遺伝子複合体　MHC（ｍａｊｏｒ　ｈｉｓｔｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）

遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ遺伝子　（601309）
遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ２遺伝子　（603673）
遺伝子 遺伝子 ＣＥＡ (大腸癌)

遺伝子 遺伝子 クミンアルデヒド
遺伝子 染 色 体 骨髄腫に伴うアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 遺伝的因子
遺伝子 染 色 体 遺伝的因子
遺伝子 遺伝子 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

遺伝子 遺伝子 ＡＰＣ (肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＫ-１９ (膵臓癌)

遺伝子 染 色 体 ゲルトマン・ストロイラー・シャインカー症候群
遺伝子 遺伝子 ゲルスマン・ストロイスラー・シェンカー病　（ＧＳＳ）
遺伝子 遺伝子 レトロウイルス
遺伝子 遺伝子 非共有電子対
遺伝子 遺伝子 天疱瘡抗体
遺伝子 遺伝子 増殖性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 紅斑性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 天疱癒
遺伝子 遺伝子 腫瘍随伴性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 尋常性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 落葉状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 類天疱瘡
遺伝子 遺伝子 疱疹状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 染 色 体 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 遺伝子 小陽内のパイエル板
遺伝子 染 色 体 アミロイド苔癬
遺伝子 遺伝子 TRF
遺伝子 遺伝子 毛孔性角化症（苔癬）
遺伝子 染 色 体 毛孔性角化症（苔癬） 2015/3/10 P- 252  



遺伝子 遺伝子 セリン
遺伝子 遺伝子 遺伝性疾患
遺伝子 ヒトゲノム アルデヒド分解酵素２　ＡＬＤＨ２
遺伝子 遺伝子 エラスチン遺伝子
遺伝子 遺伝子 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

遺伝子 遺伝子 非結晶
遺伝子 遺伝子 ＥＧＦＲ (胃癌)

遺伝子 遺伝子 snRNA
遺伝子 遺伝子 リンチ症候群 (大腸)

遺伝子 遺伝子 P53
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＯＸ－２ (肺癌)

遺伝子 遺伝子 １０３ー１３０残基
遺伝子 遺伝子 核酸摂取
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 デスモプラキン
遺伝子 遺伝子 核酸含成
遺伝子 遺伝子 1次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 2次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

遺伝子 遺伝子 RNA合成酵素
遺伝子 遺伝子 siRNA
遺伝子 遺伝子 不対電子
遺伝子 遺伝子 エピトープ(抗原決定基）
遺伝子 遺伝子 非コードRNA
遺伝子 遺伝子 ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

遺伝子 遺伝子 ヘルパーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 ATPアーゼ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅡ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅠ
遺伝子 遺伝子 コンデンシン(condensin)
遺伝子 遺伝子 Rbタンパク質
遺伝子 遺伝子 チミジン
遺伝子 ヒトゲノム 小ペプチド分解酵素　ＣＮＤＰ２
遺伝子 遺伝子 ケラチン5
遺伝子 遺伝子 ケラチン14
遺伝子 ヒトゲノム 活性酸素除去酵素　ＳＯＤ１
遺伝子 ヒトゲノム 酸素貯蔵タンパク質：ミオグロビン　ＭＢ
遺伝子 ヒトゲノム シグナル伝達酵素：マップキナーゼ　ＭＡＰＫ１
遺伝子 遺伝子 RNAウイルス
遺伝子 遺伝子 リボ核酸(RNA)
遺伝子 遺伝子 オルガネラ
遺伝子 遺伝子 Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

遺伝子 遺伝子 プリン(Purine)
遺伝子 遺伝子 アルギニンU
遺伝子 遺伝子 塩基
遺伝子 遺伝子 プリン塩基
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン1(Dsg1) 2015/3/10 P- 253  



遺伝子 遺伝子 デスモグレイン2(Dsg2)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン3(Dsg3)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン(細胞と細胞をつなぐ蛋白質)
遺伝子 遺伝子 ラミニン5
遺伝子 遺伝子 BPAG2
遺伝子 遺伝子 BPAG1
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 プレクチン
遺伝子 遺伝子 ゲノム
遺伝子 遺伝子 ピラジン
遺伝子 遺伝子 核酸塩基
遺伝子 遺伝子 ピリミジン塩基
遺伝子 遺伝子 ピリダジン
遺伝子 遺伝子 異常ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 核酸
遺伝子 遺伝子 扁桃
遺伝子 遺伝子 ウラシル
遺伝子 遺伝子 膜貫通タンパク
遺伝子 ヒトゲノム がん抑制遺伝子：p５３　ＴＰ５３
遺伝子 ヒトゲノム 体内時計調節タンパク質　ＰＥＲ１
遺伝子 遺伝子 リシン
遺伝子 遺伝子 二本鎖リボ核酸
遺伝子 遺伝子 リボ核酸
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原(HLA)
遺伝子 遺伝子 遺伝子の転写調節領域　（ＳＬＣ６Ａ４）
遺伝子 遺伝子 ヒスチジン
遺伝子 遺伝子 プロリン
遺伝子 遺伝子 抗原断片
遺伝子 遺伝子 システインU
遺伝子 遺伝子 リボザイム
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド
遺伝子 遺伝子 フルオロウラシル(5-FU)
遺伝子 遺伝子 P-53遺伝子
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

遺伝子 ヒトゲノム 瞳の色遺伝子　ＥＹＣＬ１＆３
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＳＨＩＰ」
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＰＴＥＮ」
遺伝子 遺伝子 糸状の「微小管」
遺伝子 遺伝子 宇宙エネルギー
遺伝子 遺伝子 pRNA
遺伝子 ヒトゲノム ビタミンＣ合成酵素（偽遺伝子）　ＧＵＬＯＰ
遺伝子 ヒトゲノム ＡＢＯ血液型遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 脂肪分解酵素：リパーゼＦ　ＬＩＰＦ
遺伝子 ヒトゲノム アポトーシス誘導タンパク質　ＦＡＳ
遺伝子 ヒトゲノム ヘモグロビン構成タンパク質：βｰグロベン　ＨＢＢ
遺伝子 ヒトゲノム インスリン　ＩＮＳ
遺伝子 ヒトゲノム コラーゲンⅡ型α1　ＣＯＬ２Ａ１ 2015/3/10 P- 254  



遺伝子 ヒトゲノム 免疫グロブリンＨ鎖群　ＩＧＨ＠
遺伝子 遺伝子 補体系
遺伝子 遺伝子 補体タンパク
遺伝子 遺伝子 ヒトゲンム、 ヒトＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 受容体
遺伝子 ヒトゲノム アミラーゼ（唾液）　ＡＭＹ１Ａ
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞受容体
遺伝子 ヒトゲノム バネタンパク質：タイチン　　ＴＴＮ
遺伝子 ヒトゲノム 明暗視タンパク質：ロドプシン　ＲＨＯ
遺伝子 ヒトゲノム 粘液タンパク質：ムチン　　ＭＵＣ４
遺伝子 ヒトゲノム ドーパミン受容体Ｄ５　ＤＲＤ５
遺伝子 ヒトゲノム 骨格筋アクチン　　ＡＣＴＡ１
遺伝子 ヒトゲノム プロラクチン受容体　ＰＲＬＲ
遺伝子 遺伝子 (DNA)デオキシリボ核酸（デオキシヌクレオチド)
遺伝子 ヒトゲノム シアル酸水酸化酵素（偽遺伝子）　ＣＭＡＨ
遺伝子 ヒトゲノム 乳汁分泌ホルモン：プロラクチン　ＰＲＬ
遺伝子 遺伝子 ＮＫ細胞
遺伝子 ヒトゲノム セロトニン受容体　ＨＴＲ２Ａ
遺伝子 遺伝子 メチル基
遺伝子 ヒトゲノム 発話と言語に関わる遺伝子　ＦＯＸＰ２
遺伝子 遺伝子 ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

遺伝子 遺伝子 ミエローマ
遺伝子 遺伝子 rRNA
遺伝子 遺伝子 ヘテロクロマチン
遺伝子 遺伝子 ヌクレオシド
遺伝子 遺伝子 テロメア
遺伝子 遺伝子 テロメラーゼ
遺伝子 遺伝子 トランスポゾン
遺伝子 遺伝子 レトロポゾン
遺伝子 遺伝子 ＬＩＭギナーゼ1遺伝子
遺伝子 遺伝子 ７ｑ11.23
遺伝子 染 色 体 グリア細胞
遺伝子 遺伝子 DNA鎖
遺伝子 遺伝子 ミーム
遺伝子 遺伝子 RNAi
遺伝子 遺伝子 gRNA
遺伝子 遺伝子 snoRNA
遺伝子 遺伝子 テロメアDNA
遺伝子 遺伝子 エネルギー惰報
遺伝子 遺伝子 DNAプラィマーゼ
遺伝子 遺伝子 tRNA
遺伝子 遺伝子 Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

遺伝子 遺伝子 ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 ハイブリドーマ
遺伝子 遺伝子 Ｂ細胞
遺伝子 遺伝子 中間ベクトルボソン
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 サプレッサーＴ細胞
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遺伝子 染 色 体 脳脊髄液
遺伝子 遺伝子 サブミリ波
遺伝子 遺伝子 樹状細胞
遺伝子 遺伝子 cDNA
遺伝子 遺伝子 エンボプラキン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の変異
遺伝子 遺伝子 テラヘルツ波
遺伝子 遺伝子 金属結合
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子
遺伝子 遺伝子 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
遺伝子 遺伝子 SMCタンパク質
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ異常
遺伝子 遺伝子 白血球エステラーゼ
遺伝子 遺伝子 増殖能の亢進
遺伝子 遺伝子 グルタミンA
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原分子
遺伝子 遺伝子 主要組織適合抗原遺伝子複合体（ＭHC）
遺伝子 遺伝子 修復蛋白
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの蓄積
遺伝子 遺伝子 Ａ５３Ｔ[45]　（５３番目のアラニンがスレオニンに）
遺伝子 染 色 体 解離性感覚障害
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　バナナ型
遺伝子 遺伝子 機能喪失
遺伝子 染 色 体 皮質基底核変成症
遺伝子 遺伝子 ＳＰＲＥＮＧＥＬ異常
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご型
遺伝子 遺伝子 細胞がん化
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶーⅠキャリア
遺伝子 遺伝子 欠損・重複　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体１欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体２欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体３欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体４欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体５欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 点変異　　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複数の複合体欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 染 色 体 老人斑
遺伝子 遺伝子 欠乏状態　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシりんご型
遺伝子 遺伝子 骨髄移植
遺伝子 染 色 体 性格変化
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズ
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
遺伝子 遺伝子 家族性パーキンソン病
遺伝子 遺伝子 パーキンソン症候群
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遺伝子 遺伝子 パーキン[54][55]

遺伝子 遺伝子 テロメア欠失
遺伝子 染 色 体 進行性核上性麻痺
遺伝子 遺伝子 皮膚の黒褐色の色素沈着
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 小眼球症関連転写因子（microphthalmia-associated transcription factor,MITF)

遺伝子 遺伝子 逆転写反応
遺伝子 遺伝子 チューブリン
遺伝子 遺伝子 αヘリックス構造
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの発現レベル
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１２６
遺伝子 遺伝子 抗ＨＴＬＶー１抗体　（ＡＴＬＡ抗体）
遺伝子 ヒトゲノム 細胞内シグナル経路
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１１２[16]

遺伝子 遺伝子 センス鎖
遺伝子 遺伝子 マクログロブリン血症（ワルデンシュトレーム型）
遺伝子 遺伝子 ドーパミン輸送体[52][53]

遺伝子 ヒトゲノム 成長ホルモン（ＧＨ）
遺伝子 染 色 体 紡錘体
遺伝子 遺伝子 変異　＝haploinnsufficiency
遺伝子 遺伝子 インターロイキン
遺伝子 遺伝子 チロシン
遺伝子 遺伝子 貧食作用
遺伝子 遺伝子 食細胞
遺伝子 遺伝子 妖精様顔　症候群
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子
遺伝子 遺伝子 抗表皮細胞膜自己抗体IgＧ
遺伝子 遺伝子 クロマチン構造
遺伝子 遺伝子 Ｄーループ構造
遺伝子 遺伝子 Ｔーループ構造
遺伝子 遺伝子 ＩgA
遺伝子 遺伝子 IgD
遺伝子 遺伝子 IgE
遺伝子 遺伝子 ＩgM
遺伝子 遺伝子 IgG
遺伝子 遺伝子 マーデルングエネルギー
遺伝子 染 色 体 原因遺伝子
遺伝子 遺伝子 モノクローナル抗体
遺伝子 遺伝子 テロメア長
遺伝子 遺伝子 テロメアの伸長
遺伝子 遺伝子 不正な塩基対
遺伝子 遺伝子 特異免疫(獲得免疫)
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 遺伝子 DNA分解酵素
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子の発現
遺伝子 遺伝子 VⅡ型コラーゲン
遺伝子 遺伝子 アデノシン
遺伝子 遺伝子 シチジン 2015/3/10 P- 257  



遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子砂漠
遺伝子 遺伝子 ポリヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 アルギニンA
遺伝子 遺伝子 プリン体
遺伝子 遺伝子 デスモソーム
遺伝子 遺伝子 ヘミデスモソーム
遺伝子 遺伝子 隣接遺伝子症候群
遺伝子 染 色 体 ＴＴＲ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　20
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　19
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　18
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　21
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　22
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 逆転写酵素
遺伝子 遺伝子 抗原提示細胞
遺伝子 遺伝子 抗体産生細胞
遺伝子 遺伝子 HLA-DRの共有エピトープ(SE)遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 細胞接着タンパク質：Ｅｰカドヘリン　ＣＤＨ１
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　17
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　16
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子ファミリー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　15
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　12
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　11
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　9
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　8
遺伝子 遺伝子 プロスタグランジン
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　7
遺伝子 遺伝子 第1塩基
遺伝子 遺伝子 第2塩基
遺伝子 遺伝子 第3塩基
遺伝子 遺伝子 基質
遺伝子 遺伝子 真核生物
遺伝子 遺伝子 アンチセンス鎖
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡプライマーの3’ＯＨ基
遺伝子 遺伝子 DNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 強さ
遺伝子 遺伝子 進化
遺伝子 遺伝子 遺伝子多型
遺伝子 遺伝子 美しさ
遺伝子 遺伝子 覚醒
遺伝子 遺伝子 楽しさ
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　1
遺伝子 遺伝子 統合
遺伝子 遺伝子 miRNA
遺伝子 遺伝子 熱エネルギー
遺伝子 遺伝子 浄化 2015/3/10 P- 258  



遺伝子 遺伝子 酵素作用
遺伝子 遺伝子 mRNA
遺伝子 遺伝子 RNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 遺伝子損傷
遺伝子 遺伝子 ＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 マスターキー遺伝子
遺伝子 遺伝子 常温核融合を支配するエネルギー
遺伝子 遺伝子 遺伝子発現
遺伝子 遺伝子 酵素
遺伝子 遺伝子 RNA(SRP RNA)
遺伝子 遺伝子 エピトープ（抗原決定基、epitope)
遺伝子 遺伝子 パラトープ
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能の向上
遺伝子 遺伝子 ステロイドホルモン、RNAアクチベーター、SRＡ
遺伝子 遺伝子 終止コドン(アンバー)トリプトファンG
遺伝子 遺伝子 終止コドン(オパール)A
遺伝子 遺伝子 ロイシン終止コドン(オーカー)
遺伝子 遺伝子 終止コドン
遺伝子 ヒトゲノム 細胞ＤＮＡ合成を調節
遺伝子 遺伝子 ヒトエピゲノム
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子再生
遺伝子 遺伝子 RNA
遺伝子 遺伝子 ホメオテツク遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　14
遺伝子 遺伝子 細胞の不死化
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　13
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　10
遺伝子 遺伝子 サーチュン遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　4
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　5
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　6
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　2
遺伝子 遺伝子 Ａイソロイシン(開始コドンーAUA一)スレオニンアスパラギンセリンU

遺伝子 遺伝子 Ｇバリン（開始コドンーＧＵＧー）Ｇアラニン アスパラギン酸
遺伝子 遺伝子 メチオニン(開始コドン)
遺伝子 遺伝子 コドン
遺伝子 遺伝子 アポＥ２型（ＤＮＡ　長寿）
遺伝子 遺伝子 アポＥ４型（ＤＮＡ）
遺伝子 遺伝子 アポＥ３型
遺伝子 遺伝子 生命エネルギー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　3
遺伝子 遺伝子 アンチコドン
遺伝子 遺伝子 ５２８Ｈz
遺伝子 遺伝子 太陽
遺伝子 遺伝子 生命光線
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大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然死
遺伝子 ＤＮＡ修復 停止したとき
遺伝子 ＤＮＡ修復 基底細胞上皮癌
遺伝子 ＤＮＡ修復 クルクミン
遺伝子 ＤＮＡ修復 光修復
遺伝子 STAP細胞 創造（ベリア）レベル
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン　Semaphorin
遺伝子 STAP細胞 父（精子）
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン３Ａ　　Semaphorin-3A
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛母細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 アミノ酸・ペプチド・タンパク質　Amino Acids,Peptides,and Proteins

遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚下組織再生
遺伝子 STAP細胞 理解
遺伝子 ｉＰＳ細胞 延髄組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 不可逆な休眠状態
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲｅｃＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 内因性制御
遺伝子 STAP細胞 流出（アヅィルート）レベル
遺伝子 STAP細胞 一霊四魂の生命の樹
遺伝子 ＤＮＡ修復 ステアリン酸マグネシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭髪毛組織再生
遺伝子 STAP細胞 形成（イェツィラー）レベル
遺伝子 STAP細胞 作成（アシヤー）レベル
遺伝子 ＤＮＡ修復 カロリー制限
遺伝子 ＤＮＡ修復 必然的に誤り
遺伝子 STAP細胞 天之常姫之大神
遺伝子 STAP細胞 天之常立之大神　アダムカドモン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質によって与えられる構造的な保護
遺伝子 STAP細胞 豊玉毘売之神
遺伝子 ＤＮＡ修復 有胎盤哺乳類
遺伝子 ＤＮＡ修復 日光過敏症
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 常染色体劣性遺伝
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の染色体再編成
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体交差
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体の転座　（chromosomal translocation）
遺伝子 STAP細胞 地価変動
遺伝子 ＤＮＡ修復 姉妹染色体
遺伝子 ＤＮＡ修復 バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 グルタチオン
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遺伝子 ｉＰＳ細胞 女性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛細血管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 橋組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳血管組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 二酸化ケイ素
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳基底核組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 （６ー４）光産物
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 サンゴカルシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳皮質組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中枢神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 癌幹細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシン
遺伝子 STAP細胞 水
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 造血幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞成長因子
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 鼻組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 STAP細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 咽喉頭組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膵臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆嚢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 子宮組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊椎組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 下肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 筋肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 上肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 iPS細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 督脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 任脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 十二指腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋骨組織再生 2015/3/10 P- 261  



遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 卵巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 臓器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 泌尿器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳下垂体組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚再生　（皮膚組織再生）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 前立腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間葉系幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血管再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血液細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 乳房組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 異常集積ガリウムを修正組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 食道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 男性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 酸化的フリーラジカルの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 電離製放射線による切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 放射線照射耐性細菌
遺伝子 ＤＮＡ修復 デイノコッカス・ラジオデュランス（Deinococcus radiodurans)
遺伝子 ＤＮＡ修復 ウェルナー症候群
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｄｅｌｅｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ペプチド　Peptide
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 増殖細胞核抗原　（ＰＣＮＡ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心包経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 消化管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心経組織再生
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遺伝子 ｉＰＳ細胞 リンパ組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 シリカ
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 STAP細胞 物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 プロセッシブ　（Processivity）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 睾丸・精巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 甲状腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 体細胞超変異　（Somatic　Hyper　Mutation）
遺伝子 ＤＮＡ修復 発癌性物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 対向する塩基対同士での架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 同一鎖上の塩基対同士の架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 核酸の骨格部分に取り込まれた放射性物質の崩壊
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症（ＸＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症
遺伝子 ＤＮＡ修復 組替え
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写に共役した修復（ＴＣＲ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器耳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 ユビキチン化に関わる酵素
遺伝子 ＤＮＡ修復 モノユビキチン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリユビキチン化
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血球系細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 マルトデキストリン（トウモロコシ由来）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ベンゾ［a］ピレン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン
遺伝子 ＤＮＡ修復 誤謬が生じ
遺伝子 ＤＮＡ修復 コネキシン
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質との架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＮＥＲ
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 タンパク質
遺伝子 STAP細胞 基礎
遺伝子 ＤＮＡ修復 各種蛋白質の合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの解析
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳ以外の経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳによる誤りがち（error-prone）な複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ３`－５`エキソヌクレアーゼ活性
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遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲＡＧ蛋白質　（RAG proteins）
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ６-Ｒad１８
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ４－ＯＨＥＮ-dＣ
遺伝子 STAP細胞 知性
遺伝子 STAP細胞 土
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｐｏｉｎｔ　ｍｕｔａｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 hＯＧＧ１の表現型が劣性
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復（ＮＥＲ）の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素が核内に移行できない
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＣ－ＮＥＲ(転写に共役したヌクレオチド除去修復)の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 配列の変化が突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線によるチミン二量体の形成
遺伝子 ＤＮＡ修復 アデニンからヒポキサンチンへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの欠失
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミノ化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ　二重ラセンの両方の鎖が切断され
遺伝子 ＤＮＡ修復 類似塩基の取り込み
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシンからウラシルへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの挿入
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡの自己プロテアーゼ活性を亢進
遺伝子 ＤＮＡ修復 フーグスティーン塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ワトソン・クリック塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製を行う経路　（Rad51-dependent pathway）
遺伝子 ＤＮＡ修復 代謝の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物量の激減
遺伝子 ＤＮＡ修復 Rev3，Ｒｅｖ7のヘテロ二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 シクロブタン型ピリミジン二量体　（ＣＰＤ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 万能細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 除去修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製ミス
遺伝子 ＤＮＡ修復

非相同末端再結合　（Non-Homologous End-
Joining:NHEJ）

遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ5依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの一次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼηのＣ末端側を大きく欠損
遺伝子 ＤＮＡ修復 非相同末端再結合
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換え　（homologous recombination:HR）
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正修復　（proof-reading repair）
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の分子の結合や複合体の形成を誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド鎖の伸長
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒad６に依存する経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一～５塩基対程度の対合しない部位の修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けたヌクレオチドを除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 ミスマッチ修復　（mismatch repair：ＭＭＲ）
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遺伝子 ＤＮＡ修復 単塩基対のミスマッチ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性を担うＮ末端側の領域
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの相補鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 二重鎖を歪ませるような損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り越え複製（ＴＬＳ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷塩基を鋳型に強行的に複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 １６４番目のリジン残基
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の直接消去
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を直接復元する修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 単鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 アポトーシス
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写反応進行中の鋳型鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 全長のＰｏｌη
遺伝子 STAP細胞 成
遺伝子 ＤＮＡ修復 生物時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 概年時計　（Circannual clock）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ヒトゲノム
遺伝子 ＤＮＡ修復 テロメアの消耗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡスーパーＢ５３
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子の損傷
遺伝子 STAP細胞 感情
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製後修復（ＰＲＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然の摂理
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けていない鎖の情報を元に修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一の塩基対に対する障害を修復
遺伝子 STAP細胞 意識
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 組換え修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＣＰＤは乗り越えられないものの
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 二本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞間シグナル　Intercellular Signaling Peptides and Proteins

遺伝子 ＤＮＡ修復 一塩基変異多型　（ＳＮＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子変異体
遺伝子 ＤＮＡ修復 鎖の切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 慢性的なＤＮＡ修復の不調
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の増加
遺伝子 ＤＮＡ修復 時間遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 特定のＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の不順
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子原因遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳボックス
遺伝子 STAP細胞 霊
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遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼζ：Ｂファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼι：Ｙファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物（ｍＲＮＡ）を持ち
遺伝子 ＤＮＡ修復 変異を引き起こす修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 配偶子におけるＤＮＡ修復の失敗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストンとの複合体を形成
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器鼓膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒｅｖ１：Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二重ラセン
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（ＢＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復　（nucleotide excision repair：ＮＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 アシュワガンダ（Ｗｉｔｈａｎｉａ　ｓｏｍｎｉｆｅｒａ）の根
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη：Ｙァミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＭＨＣ:主要組織適合遺伝子複合体
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素群　（ＴＬＳポリメラーゼ）
遺伝子 STAP細胞 風
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答　（ＳＯＳ　response）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 無傷の姉妹鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 光回復酵素　（ホトリアーゼ　photolyase）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答により誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼκ：Ｙファミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間脳組織再生
遺伝子 STAP細胞 理
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製エラー
遺伝子 ＤＮＡ修復 架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳの不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡミスマッチ修復遺伝子の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 可変部領域遺伝子　（ＶＤＪ）
遺伝子 ＤＮＡ修復

Ｃ末端に存在する核移行シグナル（ＮＬＳ）を発現しておら
ず

遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡというリプレッサー
遺伝子 ＤＮＡ修復 メラノーマ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の加水分解
遺伝子 ＤＮＡ修復 １２０ａａを欠損し
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の不正対合
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の重複
遺伝子 ＤＮＡ修復 プログラム細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ビルレントファージ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の変化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ７ーメチルグアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基のメチル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 アルキル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 プリン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－ジヒドログアニンの生成
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遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の酸化
遺伝子 STAP細胞 継続
遺伝子 STAP細胞 慈悲
遺伝子 STAP細胞 固
遺伝子 ＤＮＡ修復 オトメアゼナ（Ｂａｃｏｐａ　monnieri）
遺伝子 STAP細胞 知識
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内粘膜組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（base excision repair：BER）
遺伝子 STAP細胞 五瀬之大神　（五瀬之命）
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞の加齢
遺伝子 ＤＮＡ修復 テンプレートスイッチ
遺伝子 STAP細胞 修
遺伝子 ＤＮＡ修復 グアニンからのメチル基の除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性（error-free）の複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 メチルグアニンメチル基転移酵素　（ＭＧＭＴ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ鎖を鋳型に強行的に複製反応を進める経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 厳密に制御
遺伝子 ＤＮＡ修復 減数分裂中の生殖細胞
遺伝子 STAP細胞 反響
遺伝子 ＤＮＡ修復 制御されている
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り換え複製　（ＴＬＳ：Translesion Synthesis）
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製フォーク
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 STAP細胞 判断
遺伝子 ＤＮＡ修復 嵩高い損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 単量体への開裂と復元
遺伝子 ｉＰＳ細胞 γc遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 新しい変異株の発生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Klf4
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Oct3/
遺伝子 STAP細胞 叡智
遺伝子 STAP細胞 火
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Sox2
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの正しい複製過程
遺伝子 ＤＮＡ修復 ジャングＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 マリアアザミ（Ｓｉｌｙｂｕｍ　marianum）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡアクティベーション
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子c-Myc
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ”不正”な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復速度
遺伝子 STAP細胞 王冠
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライト
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライン
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遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の異常に関わる遺伝的疾患
遺伝子 STAP細胞 メタトロン
遺伝子 STAP細胞 アクシォトーナルメロディアンシステム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＳＣ（DeSanctis-Cacchoine syndrome)の合併
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素的な機構
遺伝子 STAP細胞 メタトロンの波動
遺伝子 ｉＰＳ細胞 身体再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 遺伝子発現調節
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の無いＤＮＡ鎖を鋳型として複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 相補ＤＮＡの修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＧＧＲ(global genome repair：ゲノム全体の修復)
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηの遺伝子産物
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの滑る留め金　（Sliding　Clamp）
遺伝子 ＤＮＡ修復 短いＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの損傷
遺伝子 STAP細胞 ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 環状ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 長寿
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄再生
遺伝子 STAP細胞 伊豆能売之神
遺伝子 STAP細胞 ヨッドの分光
遺伝子 STAP細胞 母のミトコンドリア
遺伝子 STAP細胞 大屋比古之神　（若御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 細胞核
遺伝子 ＤＮＡ修復 スーパーオキシドディスムターゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 カタラーゼ
遺伝子 STAP細胞 王国
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 ＤＮＡ修復 核ＤＮＡ：nＤＮＡ
遺伝子 STAP細胞 ボロン・ヨクテ・クーの完全な姿での復活
遺伝子 STAP細胞 荒魂
遺伝子 STAP細胞 奇魂
遺伝子 STAP細胞 幸魂
遺伝子 STAP細胞 和魂
遺伝子 STAP細胞 思兼之神　（御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 志那津比売之神　（稲氷命）
遺伝子 STAP細胞 生命エネルギー
遺伝子 STAP細胞 生命の場
遺伝子 STAP細胞 リバース再誕生
遺伝子 STAP細胞 ホログラフ的パターン
遺伝子 STAP細胞 精神
遺伝子 STAP細胞 月のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 建速須佐乃男之神
遺伝子 STAP細胞 月読神
遺伝子 STAP細胞 リコネクティブ周波数
遺伝子 STAP細胞 太陽のエネルギー 2015/3/10 P- 268  



遺伝子 STAP細胞 天照皇太神
遺伝子 STAP細胞 意識生命体　魂
遺伝子 STAP細胞 宇宙意識生命体　神
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大分類 件　名 機　　能　　他
男　性 男性生殖器 毛髪相
男　性 男性生殖器 生殖器系
男　性 男性生殖器 非閉塞性無精子症
男　性 男性生殖器 精子の先体
男　性 男性生殖器 精子の核
男　性 男性生殖器 精子のミトコンドリア鞘
男　性 男性生殖器 精子の近位中心子
男　性 男性生殖器 精子の線維鞘
男　性 男性生殖器 精子の頭部
男　性 男性生殖器 精子の結合部（頸部）
男　性 男性生殖器 精子の中間部（体部）
男　性 男性生殖器 精子の尾部
男　性 男性生殖器 精子
男　性 男性生殖器 無精子症 （ａｚｏｏｓｐｅｒｍｉａ）
男　性 男性生殖器 閉塞性無精子症
男　性 男性生殖器 卵黄嚢腫　（らんおうのうしゅ）

男　性 男性生殖器 無精液症
男　性 男性生殖器 ＴＮＭ分類
男　性 男性生殖器 ＡＢＣＤ分類（ジュエット分類）
男　性 男性生殖器 会陰動脈
男　性 男性生殖器 海綿体に分布する小動脈
男　性 男性生殖器 ラセン動脈
男　性 男性生殖器 陰茎深動脈
男　性 男性生殖器 亀頭頚
男　性 男性生殖器 亀頭　（陰茎）
男　性 男性生殖器 亀頭冠
男　性 男性生殖器 内尿道口
男　性 男性生殖器 膣前庭球動脈
男　性 男性生殖器 尿道球動脈
男　性 男性生殖器 壁側腹膜
男　性 男性生殖器 肛門挙筋
男　性 男性生殖器 女性生殖器相　（外性器の陰相）
男　性 男性生殖器 動静脈吻合
男　性 男性生殖器 亜鉛　30
男　性 男性生殖器 上殿動脈
男　性 男性生殖器 下殿動脈
男　性 男性生殖器 恥骨結合
男　性 男性生殖器 尿道球腺(カウパー腺 Cowper's gland)
男　性 男性生殖器 海綿体筋
男　性 男性生殖器 腹壁動脈
男　性 男性生殖器 T3b ：癌が精嚢まで広がっている
男　性 男性生殖器 クエン酸
男　性 男性生殖器 陰茎背静脈
男　性 男性生殖器 精巣動脈
男　性 男性生殖器 酸性ホスファターゼ
男　性 男性生殖器 前立腺がん
男　性 男性生殖器 B1 ：前立腺癌の片葉に病変が留まっている単発の癌（=T2b）
男　性 男性生殖器 前立腺導管がん 2015/3/10 P- 270  



男　性 男性生殖器 止血管系
男　性 男性生殖器 副精巣がん
男　性 男性生殖器 後陰唇枝
男　性 男性生殖器 後陰囊枝
男　性 男性生殖器 真菌感染症
男　性 男性生殖器 男性器組織カルチノイド
男　性 男性生殖器 外尿道口
男　性 男性生殖器 直精細管
男　性 男性生殖器 T3a ：癌が前立腺の被膜外へ広がっている
男　性 男性生殖器 T2a ：癌が前立腺の片葉の2分の1に留まっている
男　性 男性生殖器 T2b ：癌が前立腺の片葉の2分の1を超えているが両葉には及ばない

男　性 男性生殖器 T2c ：癌が前立腺の両葉に広がっているが前立腺内に留まっている

男　性 男性生殖器 深会陰横筋
男　性 男性生殖器 足相
男　性 男性生殖器 男性陰毛相
男　性 男性生殖器 女性陰毛相
男　性 男性生殖器 精細管（曲精細管、直精細管よりなる）
男　性 男性生殖器 精巣網
男　性 男性生殖器 副睾丸管
男　性 男性生殖器 輸出小管
男　性 男性生殖器 射精管の開口部
男　性 男性生殖器 男性生殖器相
男　性 男性生殖器 後腹膜
男　性 男性生殖器 前腹膜
男　性 男性生殖器 T1b ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％を超え偶然見つかった癌

男　性 男性生殖器 前立腺
男　性 男性生殖器 前立腺小室
男　性 男性生殖器 前立腺液
男　性 男性生殖器 T1c ：直腸診や画像検査では見つからないがPSA値の上昇で疑われ生検によって確認された癌

男　性 男性生殖器 A2 ：前立腺内に広がった癌か低分化癌（=T1b）
男　性 男性生殖器 壁側腹膜
男　性 男性生殖器 内側臍ヒダ(躋動脈索)
男　性 男性生殖器 T1a ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％以下に偶然発見された癌

男　性 男性生殖器 尿道（海綿体）
男　性 男性生殖器 尿道海綿体
男　性 男性生殖器 A1 ：前立腺内に留まっている高分化癌（=T1a）
男　性 男性生殖器 手相
男　性 男性生殖器 足
男　性 男性生殖器 乳房相
男　性 男性生殖器 性行為感染症
男　性 男性生殖器 内陰部動脈（対）
男　性 男性生殖器 外側臍ヒダ(下腹壁動脈)
男　性 男性生殖器 陰茎体
男　性 男性生殖器 睾丸網
男　性 男性生殖器 精丘
男　性 男性生殖器 精細管
男　性 男性生殖器 射精管
男　性 男性生殖器 尿管口
男　性 男性生殖器 節後ニューロン 2015/3/10 P- 271  



男　性 男性生殖器 節後線維
男　性 男性生殖器 鼠径管
男　性 男性生殖器 陰茎
男　性 男性生殖器 ニューロン
男　性 男性生殖器 平滑筋
男　性 男性生殖器 尿管
男　性 男性生殖器 尿管口
男　性 男性生殖器 肉様膜
男　性 男性生殖器 手
男　性 男性生殖器 副睾丸（精巣上体）
男　性 男性生殖器 男性ホルモン
男　性 男性生殖器 恥骨
男　性 男性生殖器 静脈洞
男　性 男性生殖器 テストステロン（男性ホルモン）
男　性 男性生殖器 腹横筋
男　性 男性生殖器 包茎
男　性 男性生殖器 会陰腱中心
男　性 男性生殖器 男性生殖器官 （陰茎）
男　性 男性生殖器 精管動脈
男　性 男性生殖器 左下腹壁動脈
男　性 男性生殖器 仙結節靭帯
男　性 男性生殖器 前立腺炎
男　性 男性生殖器 前立腺肥大
男　性 男性生殖器 仙棘靭帯
男　性 男性生殖器 包皮
男　性 男性生殖器 深会陰横筋
男　性 男性生殖器 尿道の前立腺部
男　性 男性生殖器 尿道面
男　性 男性生殖器 尿道舟状窩
男　性 男性生殖器 陰茎海綿体左脚
男　性 男性生殖器 陰茎海綿体右脚
男　性 男性生殖器 尿道稜
男　性 男性生殖器 副交感性節前線維
男　性 男性生殖器 恥骨上枝
男　性 男性生殖器 大坐骨孔
男　性 男性生殖器 陰茎海綿体
男　性 男性生殖器 陰茎中隔
男　性 男性生殖器 精管
男　性 男性生殖器 膀胱尖
男　性 男性生殖器 膀胱三角
男　性 男性生殖器 膀胱頸部硬化症
男　性 男性生殖器 尿生殖隔膜(深会陰横筋)
男　性 男性生殖器 精娘細胞
男　性 男性生殖器 体性神経
男　性 男性生殖器 精祖細胞
男　性 男性生殖器 精母細胞
男　性 男性生殖器 男性生殖器
男　性 男性生殖器 浅鼠径輪
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男　性 男性生殖器 前立腺左葉
男　性 男性生殖器 深鼠径輪
男　性 男性生殖器 上尿生殖隔膜筋膜
男　性 男性生殖器 前立腺洞
男　性 男性生殖器 平滑筋線維
男　性 男性生殖器 陰茎背動脈
男　性 男性生殖器 外精筋膜
男　性 男性生殖器 腹横筋腱膜
男　性 男性生殖器 尿生殖隔膜
男　性 男性生殖器 内精筋膜
男　性 男性生殖器 横筋筋膜
男　性 男性生殖器 精管膨大部憩室
男　性 男性生殖器 精管膨大部
男　性 男性生殖器 膀胱垂
男　性 男性生殖器 導管(前立腺管)
男　性 男性生殖器 内側鼡径窩
男　性 男性生殖器 下下腹神経叢(骨盤神経叢と同義)
男　性 男性生殖器 尿道溝
男　性 男性生殖器 深陰茎筋膜
男　性 男性生殖器 海綿体
男　性 男性生殖器 海綿体洞
男　性 男性生殖器 尿道前立腺部
男　性 男性生殖器 尿道括約筋
男　性 男性生殖器 横筋筋膜
男　性 男性生殖器 生殖茎
男　性 男性生殖器 尿道海綿体部
男　性 男性生殖器 尿道の海綿体部
男　性 男性生殖器 尿道の隔膜部
男　性 男性生殖器 尿道の壁内部
男　性 男性生殖器 尿道球
男　性 男性生殖器 尿道球腺の開ロ
男　性 男性生殖器 尿道隔膜部
男　性 男性生殖器 尿道隔膜
男　性 男性生殖器 右の陰茎海綿体
男　性 男性生殖器 左の陰茎海綿体
男　性 男性生殖器 前立腺峡部
男　性 男性生殖器 副交感性節前
男　性 男性生殖器 前立腺の開口部
男　性 男性生殖器 尿道球腺の分泌液
男　性 男性生殖器 浅陰茎筋膜
男　性 男性生殖器 下尿生殖隔膜筋膜
男　性 男性生殖器 深会陰横筋
男　性 男性生殖器 恥骨下枝
男　性 男性生殖器 浅陰茎背静脈
男　性 男性生殖器 腹横筋の深層にある横筋筋膜
男　性 男性生殖器 右下腹壁動脈
男　性 男性生殖器 海綿体小柱
男　性 男性生殖器 上腹壁動脈
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男　性 男性生殖器 外側鼡径窩(深鼠径輪)
男　性 男性生殖器 陰茎亀頭の粘膜
男　性 男性生殖器 陰茎脚
男　性 男性生殖器 海綿体の白膜
男　性 男性生殖器 陰茎根
男　性 男性生殖器 蔓(つる)状静脈叢
男　性 男性生殖器 陰茎勃起神経
男　性 男性生殖器 精巣（睾丸）腫瘍
男　性 男性生殖器 変性梅毒
男　性 男性生殖器 三焦経組織カルチノイド
男　性 男性生殖器 胚細胞腫瘍
男　性 男性生殖器 睾丸・精巣組織カルチノイド
男　性 男性生殖器 精巣腫瘍
男　性 男性生殖器 非セミノーマ
男　性 男性生殖器 胎児性がん
男　性 男性生殖器 精嚢
男　性 男性生殖器 奇形腫
男　性 男性生殖器 急性精巣上体炎
男　性 男性生殖器 停留精巣
男　性 男性生殖器 陰嚢
男　性 男性生殖器 精管膨大部
男　性 男性生殖器 陰嚢隆起
男　性 男性生殖器 精巣癌
男　性 男性生殖器 セミノーマ（精上皮腫）
男　性 男性生殖器 複合組織型
男　性 男性生殖器 小坐骨孔
男　性 男性生殖器 中枢神経系梅毒
男　性 男性生殖器 陰茎背
男　性 男性生殖器 直腸
男　性 男性生殖器 膀胱
男　性 男性生殖器 睾丸（精巣）
男　性 男性生殖器 精巣
男　性 男性生殖器 精巣の白膜
男　性 男性生殖器 精巣輸出管
男　性 男性生殖器 精子のミトコンドリア
男　性 男性生殖器 精巣鞘間筋
男　性 男性生殖器 精嚢の平滑筋
男　性 男性生殖器 精巣挙筋
男　性 男性生殖器 精子細胞
男　性 男性生殖器 陰部神経
男　性 男性生殖器 陰部大腿神経
男　性 男性生殖器 外腹斜筋
男　性 男性生殖器 鼠径靭帯
男　性 男性生殖器 陰嚢水腫
男　性 男性生殖器 膀胱体
男　性 男性生殖器 精巣下降
男　性 男性生殖器 陰嚢縫線
男　性 男性生殖器 骨盤腔
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男　性 男性生殖器 三角後窩
男　性 男性生殖器 神経因性膀胱
男　性 男性生殖器 正中臍索
男　性 男性生殖器 精巣上体管
男　性 男性生殖器 精巣の隔膜
男　性 男性生殖器 精巣網
男　性 男性生殖器 セルトリ細胞
男　性 男性生殖器 精巣漿膜
男　性 男性生殖器 相射精管
男　性 男性生殖器 精巣下降
男　性 男性生殖器 精巣挙筋膜
男　性 男性生殖器 精巣導帯腹膜腔
男　性 男性生殖器 精巣導帯
男　性 男性生殖器 正中臍ヒダ(尿膜管索)
男　性 男性生殖器 鞘状突起
男　性 男性生殖器 精巣挙筋(横紋筋線維)
男　性 男性生殖器 精巣上体洞
男　性 男性生殖器 精巣上体尾
男　性 男性生殖器 精巣上体頭
男　性 男性生殖器 精巣鞘膜の臓側板
男　性 男性生殖器 内精筋膜
男　性 男性生殖器 精子の第1減数分裂(異型分裂)
男　性 男性生殖器 精子の第2減数分裂(同型分裂)
男　性 男性生殖器 (ライディッヒの)間細胞
男　性 男性生殖器 精巣鞘膜の壁側板
男　性 男性生殖器 精巣鞘膜
男　性 男性生殖器 坐骨枝
男　性 男性生殖器 坐骨結節
男　性 男性生殖器 外精筋膜
男　性 男性生殖器 前立腺の移行ゾーン(内腺)
男　性 男性生殖器 前立腺の中心ゾーン(内腺)
男　性 男性生殖器 前立腺の辺縁ゾーシ(外腺)
男　性 男性生殖器 曲精細管
男　性 男性生殖器 陰部大腿神経の陰部枝
男　性 男性生殖器 精巣挙筋
男　性 男性生殖器 外腹斜筋腱膜
男　性 男性生殖器 C1 ：前立腺の被膜や被膜外に広がっている癌（=T3a）
男　性 男性生殖器 C2 ：膀胱頸部か尿管の閉塞が見られる（=T4）
男　性 男性生殖器 B2 ：前立腺の片葉全体か両側にまたがっている癌（=T2c）
男　性 男性生殖器 T4 ：癌が精嚢以外の隣接臓器（膀胱・頸部・外尿道括約筋・直腸・拳筋・骨盤壁）に広がっている

男　性 男性生殖器 D2 ：D1より広範囲のリンパ節や骨、肺、肝臓などの遠隔部位に癌の転移が見られる（=M1）

男　性 男性生殖器 N1 ：前立腺癌の近くにあるリンパ節に癌が広がっている
男　性 男性生殖器 D1 ：骨盤内のリンパ節に癌の転移が見られる（=N1）
男　性 男性生殖器 M1：前立腺から離れたリンパ節や臓器などへの転移、骨への転移がある

男　性 男性生殖器 絨毛がん
男　性 男性生殖器 M0 ：遠隔転移なし。
男　性 男性生殖器 骨盤内臓神経
男　性 男性生殖器 尿精子
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男　性 男性生殖器 横紋筋
男　性 男性生殖器 ＰＳＡ・前立腺特異的抗原
男　性 男性生殖器 耳下腺睾丸炎
男　性 男性生殖器 人相
男　性 男性生殖器 内腹斜筋
男　性 男性生殖器 前立腺腫瘍マカーＰＡＰ
男　性 男性生殖器 精索
男　性 男性生殖器 ｓｅｘ
男　性 男性生殖器 性行為
男　性 男性生殖器 逆行性射精
男　性 男性生殖器 性欲促進
男　性 男性生殖器 インポテンス
男　性 男性生殖器 仙髄自律神経核
男　性 男性生殖器 精巣のライディヒ間細胞
男　性 男性生殖器 オーガズム　orgasm
男　性 男性生殖器 性感帯
男　性 男性生殖器 性
男　性 男性生殖器 男性の性感帯
男　性 男性生殖器 射精
男　性 男性生殖器 射精発射筋肉
男　性 男性生殖器 勃起
男　性 男性生殖器 勃起機能
男　性 男性生殖器 陰茎深動脈
男　性 男性生殖器 陰核深動脈
男　性 男性生殖器 陰茎動脈
男　性 男性生殖器 陰核動脈
男　性 男性生殖器 陰茎背動脈
男　性 男性生殖器 陰核背動脈
男　性 男性生殖器 オーガズムの収縮運動
男　性 男性生殖器 陰茎の勃起
男　性 男性生殖器 性交の為の勃起
男　性 男性生殖器 性交可能な勃起
男　性 男性生殖器 オーガズム　orgasm
男　性 男性生殖器 α1受容体
男　性 男性生殖器 フィブリン溶解酵素
男　性 男性生殖器 酵素
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大分類 件　名 機　　能　　他
泌尿器 膀胱と尿道 尿道腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 硬膜外神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 生体因子　Biological Factor
泌尿器 膀胱と尿道 ＴＮＭ分類
泌尿器 膀胱と尿道 ＡＢＣＤ分類（ジュエット分類）
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰を取り
泌尿器 膀胱と尿道 会陰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 日常生活への支障
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 左尿管
泌尿器 膀胱と尿道 右尿管
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 リットレ腺
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 神経因性膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膣前庭球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 尿道球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 内尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 内腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 肛門括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 下殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 腸腰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨結合
泌尿器 膀胱と尿道 カウパー腺
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎海綿体
泌尿器 膀胱と尿道 腹壁動脈
泌尿器 膀胱と尿道 T3b ：癌が精嚢まで広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨枝
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺がん
泌尿器 膀胱と尿道 急性前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 B1 ：前立腺癌の片葉に病変が留まっている単発の癌（=T2b）
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺導管がん
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 後陰唇枝
泌尿器 膀胱と尿道 後陰囊枝
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 ガングリオン
泌尿器 膀胱と尿道 痛みを伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 隠れ排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害が潜在化
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 関節の拘縮
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱三角部 2015/3/10 P- 277  



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頸部
泌尿器 膀胱と尿道 外尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 T3a ：癌が前立腺の被膜外へ広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2a ：癌が前立腺の片葉の2分の1に留まっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2b ：癌が前立腺の片葉の2分の1を超えているが両葉には及ばない

泌尿器 膀胱と尿道 T2c ：癌が前立腺の両葉に広がっているが前立腺内に留まっている

泌尿器 膀胱と尿道 急性副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 精管
泌尿器 膀胱と尿道 神経原性
泌尿器 膀胱と尿道 腎性尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 尿道随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 後臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 後壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 T1b ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％を超え偶然見つかった癌

泌尿器 膀胱と尿道 前立腺
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺
泌尿器 膀胱と尿道 卵管
泌尿器 膀胱と尿道 T1c ：直腸診や画像検査では見つからないがPSA値の上昇で疑われ生検によって確認された癌

泌尿器 膀胱と尿道 A2 ：前立腺内に広がった癌か低分化癌（=T1b）
泌尿器 膀胱と尿道 壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道海綿体の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 尿道の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 T1a ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％以下に偶然発見された癌

泌尿器 膀胱と尿道 尿道括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道（海綿体）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道
泌尿器 膀胱と尿道 脇腹の痛みと発熱を伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 A1 ：前立腺内に留まっている高分化癌（=T1a）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 下腸間膜動脈
泌尿器 膀胱と尿道 細胞性
泌尿器 膀胱と尿道 射精管
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱底部
泌尿器 膀胱と尿道 尿管口
泌尿器 膀胱と尿道 卵巣
泌尿器 膀胱と尿道 膣
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 第５腰椎
泌尿器 膀胱と尿道 肛門
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系
泌尿器 膀胱と尿道 尿管
泌尿器 膀胱と尿道 臓側腹膜 2015/3/10 P- 278  



泌尿器 膀胱と尿道 尿管の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 子宮
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸（精巣上体）
泌尿器 膀胱と尿道 子宮動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨
泌尿器 膀胱と尿道 血管増生
泌尿器 膀胱と尿道 腎臓
泌尿器 膀胱と尿道 尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 中直腸動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 精管動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上直腸動脈　（不対）
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系を解毒
泌尿器 膀胱と尿道 仙結節靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿路系
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺炎
泌尿器 膀胱と尿道 仙棘靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外筋肉の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 大坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 左結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 Ｓ状結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸腫瘍（ガン）　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 拡張障害（膀胱排尿筋尿道括約筋協調障害）
泌尿器 膀胱と尿道 蓄尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容量の低下
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展性の低下
泌尿器 膀胱と尿道 尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の萎縮性
泌尿器 膀胱と尿道 極端な頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の断裂
泌尿器 膀胱と尿道 神経性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 機械的刺激
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜白苔変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱白板症
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頚部硬化症
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の過伸展
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展の「痛み」
泌尿器 膀胱と尿道 仙骨神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱出口ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内尿道口狭窄
泌尿器 膀胱と尿道 クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 尿道結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱水圧拡張
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱付随筋 2015/3/10 P- 279  



泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 精嚢
泌尿器 膀胱と尿道 残尿増大
泌尿器 膀胱と尿道 過活動膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 非細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 無菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱・前立腺の過敏
泌尿器 膀胱と尿道 若年型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸捻転　　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 更年期型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 間質性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜濾胞状変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 非リン菌・非クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 小坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜ビロード状変性
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋過活動
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の麻痺
泌尿器 膀胱と尿道 リン菌性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 廃用性萎縮
泌尿器 膀胱と尿道 心因性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿沈渣
泌尿器 膀胱と尿道 過活動性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容積の縮小
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 外腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 直腸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈　（右）
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 大腿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 脊髄膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 いんのう水腫　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋
泌尿器 膀胱と尿道 臍動脈索
泌尿器 膀胱と尿道 上膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の拡張性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内膜
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜
泌尿器 膀胱と尿道 外側仙骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 深腸骨回旋動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱拡大矯正 2015/3/10 P- 280  



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚の「尿意」
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱システム
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱収縮
泌尿器 膀胱と尿道 C1 ：前立腺の被膜や被膜外に広がっている癌（=T3a）
泌尿器 膀胱と尿道 C2 ：膀胱頸部か尿管の閉塞が見られる（=T4）
泌尿器 膀胱と尿道 B2 ：前立腺の片葉全体か両側にまたがっている癌（=T2c）
泌尿器 膀胱と尿道 T4 ：癌が精嚢以外の隣接臓器（膀胱・頸部・外尿道括約筋・直腸・拳筋・骨盤壁）に広がっている

泌尿器 膀胱と尿道 D2 ：D1より広範囲のリンパ節や骨、肺、肝臓などの遠隔部位に癌の転移が見られる（=M1）

泌尿器 膀胱と尿道 N1 ：前立腺癌の近くにあるリンパ節に癌が広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 D1 ：骨盤内のリンパ節に癌の転移が見られる（=N1）
泌尿器 膀胱と尿道 M1：前立腺から離れたリンパ節や臓器などへの転移、骨への転移がある

泌尿器 膀胱と尿道 神経回路の誤動作
泌尿器 膀胱と尿道 腹圧性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 切迫性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿痛
泌尿器 膀胱と尿道 神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 M0 ：遠隔転移なし。
泌尿器 膀胱と尿道 神経興奮の悪循環
泌尿器 膀胱と尿道 梨状筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱経
泌尿器 膀胱と尿道 尿比重
泌尿器 膀胱と尿道 尿糖
泌尿器 膀胱と尿道 尿燐酸カルシウム
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿尿酸塩（非結晶）
泌尿器 膀胱と尿道 神経回路
泌尿器 膀胱と尿道 細胞間のコラーゲン増加
泌尿器 膀胱と尿道 アレルギー性疾患
泌尿器 膀胱と尿道 尿細菌
泌尿器 膀胱と尿道 炎症性ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺腫瘍マカーＰＡＰ
泌尿器 膀胱と尿道 コネキシンのリズム
泌尿器 膀胱と尿道 尿毒性物質
泌尿器 膀胱と尿道 ＳＬＥ：全身性エリテマトーデス
泌尿器 膀胱と尿道 感染性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱憩室
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱脱
泌尿器 膀胱と尿道 遺伝性
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖膜 2015/3/10 P- 281  



泌尿器 膀胱と尿道 長期間負荷
泌尿器 膀胱と尿道 慢性泌尿器障害
泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖動脈
泌尿器 膀胱と尿道 「尿意」に変換
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大分類 件　名 機　　能　　他
細　胞 細胞 トランスサイトーシス
細　胞 細胞 核膜
細　胞 細胞 女性体内よりアレルギー性の男性毛母細胞を排除する
細　胞 細胞 オートファジー　(Autophagy）
細　胞 細胞 損傷細胞
細　胞 細胞 未修復の損傷細胞を組織から排除する
細　胞 細胞 マンノース
細　胞 細胞 ＣＧＮ
細　胞 細胞 ペリオスチン　（Periostin）
細　胞 細胞 骨膜や歯根膜に特異的に発現する骨のタンパク質
細　胞 細胞 フイタニン酸
細　胞 細胞 節前ニューロン
細　胞 細胞 毛母細胞
細　胞 細胞 女性毛母細胞
細　胞 細胞 男性毛母細胞
細　胞 細胞 汗疱性白癬　　　
細　胞 細胞 脂肪酸アシルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
細　胞 細胞 核
細　胞 細胞 ペリオスチンが発現し
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の再誕生
細　胞 細胞 マスト細胞
細　胞 細胞 細網内皮系
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞から新毛発生
細　胞 細胞 細網内皮系の機能を高める
細　胞 細胞 歯根細胞
細　胞 細胞 ノコダゾール
細　胞 細胞 Ｂ細胞刺戟作用
細　胞 細胞 ＴＣＲ変異細胞
細　胞 細胞 ＴＣＲ　ＶＦの上昇
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
細　胞 細胞 Ｂリンパ球表面
細　胞 細胞 ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
細　胞 細胞 プレフェルジンＡ
細　胞 細胞 歯根組織再生
細　胞 細胞 ＮＡＤＰアーゼ
細　胞 ミトコンドリア 膜間スペース(膜間腔)
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ配列
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ受容体
細　胞 細胞 CD25+CD4+制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 毛母細胞再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のｐＨバランス
細　胞 細胞 ウオルマン病
細　胞 細胞 複合液晶
細　胞 細胞 複合結晶
細　胞 細胞 老化
細　胞 細胞 プラーナエネルギー
細　胞 細胞 寒冷凝集素症 2015/3/10 P- 283  



細　胞 細胞 ヒアルロン酸
細　胞 細胞 ファーバー病　（Farber disease）
細　胞 細胞 遊離シアル酸蓄積症
細　胞 細胞 ペリオスチンが負荷への応答として誘導されている
細　胞 細胞 ビタミンB6
細　胞 細胞 ファブリー病　（Fabry's disease）
細　胞 細胞 糖脂質
細　胞 細胞 角化血管腫
細　胞 細胞 マンノース６リン酸
細　胞 細胞 ビタミンK
細　胞 細胞 糖蛋白代謝異常症
細　胞 細胞 血清蛋白質
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のイオン
細　胞 細胞 セロイドリポフスチノーシス
細　胞 細胞 糖鎖
細　胞 細胞 コンドロイチン硫酸 （chondroitin sulfate）
細　胞 細胞 砂糖(ショ糖)
細　胞 細胞 乳糖(ラクトース)
細　胞 細胞 糖原病
細　胞 細胞 糖原貯蔵症
細　胞 細胞 糖原病Ⅱ型
細　胞 細胞 グリコシデース
細　胞 細胞 グリコーゲン
細　胞 細胞 ブドウ糖
細　胞 細胞 ガラクトース　（ＧＡＬ）
細　胞 細胞 シアル酸　（ＳＡ）
細　胞 細胞 ーα－ガラクトシダーゼＡ
細　胞 細胞 マンノース６リン酸レセプター
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミン
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 Ｎーアセチルノイラミン酸
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 体液漿毒素混入
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 浸透圧
細　胞 細胞 過酸化水素
細　胞 細胞 体液漿
細　胞 細胞 体液漿の異常
細　胞 細胞 膠原病
細　胞 細胞 液晶
細　胞 細胞 糖新生
細　胞 細胞 フォスファテース
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミントランスフェラーゼ
細　胞 細胞 水分代謝
細　胞 細胞 結晶粒界
細　胞 細胞 レプチン
細　胞 細胞 多結晶
細　胞 細胞 マクロファージ
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細　胞 細胞 免疫複合体(IC)
細　胞 細胞 自己免疫疾患の原因
細　胞 細胞 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
細　胞 細胞 マクロファージを活性化
細　胞 細胞 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
細　胞 細胞 マクロファージ活性化作用
細　胞 細胞 硫酸
細　胞 細胞 混晶
細　胞 細胞 フオーブス病(Ⅲ型)
細　胞 細胞 ハース病(Ⅵ型)
細　胞 細胞 タルク
細　胞 細胞 立体配座　（りったいはいざ　Conformation）
細　胞 細胞 外性器の皮膚
細　胞 細胞 リン酸
細　胞 細胞 水素細菌
細　胞 細胞 血行不良
細　胞 ミトコンドリア 酸素　8
細　胞 細胞 治癒系
細　胞 細胞 葉酸
細　胞 細胞 電子質量
細　胞 細胞 イソクエン酸
細　胞 細胞 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
細　胞 細胞 治癒系を強化
細　胞 細胞 酸化的クエン酸回路
細　胞 細胞 還元的クエン酸回路
細　胞 細胞 末梢血幹細胞
細　胞 細胞 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
細　胞 細胞 基礎代謝
細　胞 細胞 癌幹細胞
細　胞 細胞 末梢神経性疾患
細　胞 細胞 胸腺の萎縮
細　胞 細胞 乾燥肌
細　胞 細胞 貧血
細　胞 細胞 臀部の皮膚
細　胞 細胞 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
細　胞 細胞 大陰唇の皮膚
細　胞 細胞 小陰唇の皮膚
細　胞 細胞 敏感肌
細　胞 細胞 赤ら顔
細　胞 細胞 下肢の皮膚
細　胞 細胞 ゴーシェ病　（Gaucher's disease）
細　胞 細胞 食作用(ファゴサイトーシス、phagocytosis)
細　胞 細胞 リピドーシス
細　胞 細胞 介在細胞のＨ＋-ＡＴＰａｓｅが欠損
細　胞 細胞 飲作用(ピノサイトーシス、pinocytosis)
細　胞 細胞 細胞外物質　（リガンド）
細　胞 細胞 プログラム細胞死
細　胞 細胞 老廃細胞
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細　胞 細胞 温熱中枢(体温調節中枢)
細　胞 細胞 腹部
細　胞 細胞 交感神経節前ニューロン（節前線維）
細　胞 細胞 交感神経プレモーターニューロン（節後線維）
細　胞 ミトコンドリア 水素　1
細　胞 細胞 胸腺
細　胞 細胞 シャイエ症候群　（Ｓcheie　syndrome）
細　胞 細胞 脂質代謝異常症
細　胞 細胞 正常細胞
細　胞 細胞 脊部・胴
細　胞 細胞 歯髄細胞
細　胞 細胞 腹部の皮膚
細　胞 細胞 液性免疫
細　胞 細胞 胸腺の重量
細　胞 細胞 脂質二重膜
細　胞 細胞 胸部の皮膚
細　胞 細胞 造血幹細胞
細　胞 細胞 上肢の皮膚
細　胞 細胞 Ｈ

＋
-ＡＴＰａｓｅ

細　胞 細胞 表皮細胞間脂質
細　胞 細胞 皮脂膜
細　胞 細胞 細胞間脂質
細　胞 細胞 ＮＭＦ
細　胞 細胞 神経細胞成長因子
細　胞 細胞 脊部・胴の皮膚
細　胞 細胞 体毛
細　胞 細胞 歯髄組織再生
細　胞 細胞 下腹部の皮膚
細　胞 細胞 AccuTnl(トロポニンⅠ)
細　胞 細胞 HER-2(ヒト上皮成長因子受容体2)
細　胞 細胞 乳房の皮膚
細　胞 細胞 細胞性免疫
細　胞 細胞 ミオグロビン
細　胞 細胞 骨組織再生
細　胞 細胞 神経細胞再生
細　胞 細胞 美肌細胞
細　胞 細胞 肌細胞
細　胞 細胞 腺細胞
細　胞 細胞 細胞質
細　胞 細胞 筋肉組織再生
細　胞 細胞 介在細胞
細　胞 細胞 iPS細胞
細　胞 細胞 細胞質基質
細　胞 細胞 原形質膜(細胞膜)
細　胞 細胞 肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼ
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼを発現
細　胞 細胞 臓器再生
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細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 皮膚再生
細　胞 細胞 美肌細胞の再誕生
細　胞 細胞 幹細胞
細　胞 細胞 間葉系幹細胞
細　胞 細胞 血管再生
細　胞 細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
細　胞 細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
細　胞 細胞 美肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 湿疹
細　胞 細胞 慢性湿疹
細　胞 細胞 急性湿疹
細　胞 細胞 一般創傷
細　胞 細胞 食欲不振
細　胞 細胞 便秘にもなりがちな方
細　胞 細胞 アラビアゴム
細　胞 細胞 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
細　胞 細胞 β-グルコセレブロシダーゼ欠損
細　胞 細胞 α-グルコシダーゼ(酸性マルターゼ)欠損症
細　胞 細胞 熱中症
細　胞 細胞 一般虚弱体質
細　胞 細胞 ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 細胞 酸化還元電位(EO)
細　胞 細胞 セクレチン
細　胞 細胞 歯細胞
細　胞 細胞 歯肉細胞
細　胞 細胞 老廃細胞の貪食を促進
細　胞 細胞 頸部の皮膚
細　胞 細胞 ルミンＡ
細　胞 細胞 細胞賦活用薬
細　胞 細胞 歯組織再生
細　胞 細胞 歯肉組織再生
細　胞 細胞 α1酸性糖蛋白
細　胞 細胞 深部の温度受容器
細　胞 細胞 温度感受性ニューロン(温ニューロン)
細　胞 細胞 皮膚の温度受容器
細　胞 細胞 サイトカイン
細　胞 細胞 炎症性サイトカイン
細　胞 細胞 オメガー6脂肪酸
細　胞 細胞 細胞の誘導
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膨化(膨張化)

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のイオン濃度勾配

細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアに感染するウィルス

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のプロトン濃度勾配

細　胞 細胞 ミトコンドリアのＡＴＰ合成
細　胞 細胞 ミトコンドリアの過労 2015/3/10 P- 287  



細　胞 細胞 ミトコンドリアの疲労
細　胞 細胞 ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 細胞 ミトコンドリアのクリステ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの内膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの外膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの外膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの脂肪酸のβー酸化
細　胞 ミトコンドリア 老化におけるミトコンドリア遺伝子変異蓄積
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのPTP(permeability transition pore)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア病
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子多型
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178CをMt5178Aへ変える
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアからの活性酸素の漏出
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膜電位
細　胞 ミトコンドリア 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 細胞 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア脳筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン濃度
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン
細　胞 細胞 αーグルコシダーゼ　（酸性マルターゼ）
細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 骨髄幹細胞
細　胞 細胞 感覚器再生
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞の排除
細　胞 細胞 脂漏性皮膚炎
細　胞 細胞 急性化膿性疾患
細　胞 細胞 抗体と結合した異物の貪食促進
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞
細　胞 細胞 脂漏細胞
細　胞 細胞 レフサム病
細　胞 細胞 マイクロストラクチャ
細　胞 細胞 コレステロール
細　胞 細胞 凍傷
細　胞 細胞 脂漏
細　胞 ミトコンドリア π電子
細　胞 ミトコンドリア 電子
細　胞 ミトコンドリア 電子伝達系
細　胞 細胞 抗原抗体反応
細　胞 細胞 リンホカイン型感作リンパ球
細　胞 細胞 炭酸固定反応
細　胞 細胞 スクシニンＣｏＡ
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸ーαーケトグルタル酸輸送体
細　胞 ミトコンドリア porin(ポリン)
細　胞 ミトコンドリア αーケトグルタル酸(2ーオキソグルタル酸)
細　胞 細胞 脱水素酵素 2015/3/10 P- 288  



細　胞 細胞 ランゲルハンス細胞
細　胞 ミトコンドリア アスピリン
細　胞 ミトコンドリア メチオニン残基
細　胞 ミトコンドリア メチオニン
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 宇宙電子
細　胞 細胞 スライ病(Sly　disease)
細　胞 細胞 サンフィリッポ症候群
細　胞 ミトコンドリア TCA回路
細　胞 細胞 神経組織再生
細　胞 細胞 感覚器耳組織再生
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 脂肪性下痢・脂肪便
細　胞 細胞 アレルギー性疾患
細　胞 細胞 アスパルチルグルコサミン尿症
細　胞 細胞 マッカードル病(Ⅴ型)
細　胞 細胞 アンダーセン病(Ⅳ型)
細　胞 細胞 非病原性の常在性微生物（ウィルス・細菌)による不顕性の細胞内感染症

細　胞 細胞 脂肪酸酸化異常症
細　胞 細胞 垂井病(Ⅶ型)
細　胞 細胞 MCAD欠損症
細　胞 細胞 熱傷
細　胞 細胞 ヒト免疫抗体耐性菌
細　胞 細胞 熱傷様皮膚症候群
細　胞 細胞 ポンペ病　（Pompe　disease）
細　胞 細胞 フオン・ゲールケ病(IB型)
細　胞 細胞 異染体白質ジストロフィー
細　胞 細胞 αフォドリン　（タンパク質）
細　胞 細胞 ＲｂＡｐ　（タンパク質）
細　胞 細胞 ガングリオシド
細　胞 細胞 細胞がコラーゲンを分泌
細　胞 細胞 ヒドロキシラジカル
細　胞 細胞 コラーゲン繊維による再構成
細　胞 細胞 ビタミンB12
細　胞 ミトコンドリア サリチル酸
細　胞 細胞 ＧＭ１ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 粘液層　（slime layer）
細　胞 細胞 スフィン（脂質）ゴミエリン
細　胞 細胞 スフィンゴリピドーシス
細　胞 細胞 スフィンゴリピド
細　胞 細胞 ーβ－グルコセレブロシダーゼ
細　胞 細胞 デオキシ糖
細　胞 細胞 オキサロ酢酸
細　胞 細胞 チアミンピロフォスファターゼ
細　胞 細胞 Ｇａｌトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 免疫グロブリンG
細　胞 細胞 免疫グロブリンA 2015/3/10 P- 289  



細　胞 細胞 免疫グロブリンM
細　胞 細胞 免疫グロブリンE
細　胞 細胞 経ロ免疫寛容
細　胞 細胞 小胞のバルク輸送
細　胞 細胞 オメガー3脂肪酸
細　胞 細胞 小胞体のカルシウム貯蔵管理
細　胞 細胞 粗面小胞体の蛋白質合成
細　胞 細胞 非ヒストン核タンパク
細　胞 細胞 小胞体の代謝
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 小胞体保留シグナル　（ER retention signal）
細　胞 細胞 トキソIgMⅡ
細　胞 細胞 ラムダ鎖
細　胞 細胞 トキソIgG
細　胞 ミトコンドリア VDAC(vdtage-dependent anion channel)
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質の輸送
細　胞 細胞 滑面小胞体の脂質合成
細　胞 細胞 リゾチーム
細　胞 細胞 ＧＭ２ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 生物学的監視機構
細　胞 細胞 生体防御機構
細　胞 細胞 インターロイキン１（ＩＬ－１）
細　胞 細胞 マルチプルサルファターゼ欠損症
細　胞 細胞 ガラクトシアリドーシス
細　胞 細胞 シアリドーシス
細　胞 細胞 温度不感覚症候群
細　胞 細胞 能動汗腺衰退症
細　胞 細胞 アナプレロティック反応
細　胞 細胞 膜結合型メタロプロテイナーゼ(MT1-MMP)
細　胞 細胞 ＭＩＳＴを欠損したＮＫ細胞
細　胞 細胞 ＭＩＳＴ
細　胞 細胞 ライソゾーム病
細　胞 細胞 ーＬysーＡspーGluーcooー
細　胞 ミトコンドリア アセチルーCoA
細　胞 細胞 ピルビン酸カルボキシラーゼ
細　胞 細胞 呼吸鎖複合体
細　胞 細胞 ラムダファージ(λファージ)
細　胞 細胞 T4フアージ
細　胞 細胞 α1アンチトリプシン
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 トランスフェリン
細　胞 細胞 アンチトロンビン皿
細　胞 細胞 リンフォカイン
細　胞 細胞 セルロプラスミン
細　胞 細胞 細胞外マトリクス
細　胞 細胞 万能細胞
細　胞 細胞 クラスリン
細　胞 細胞 シトクロムＰ４５０
細　胞 細胞 アセチルCoA 2015/3/10 P- 290  



細　胞 細胞 O抗原
細　胞 細胞 K抗原
細　胞 細胞 Vi抗原
細　胞 細胞 結合タンパク質　（ＢｉＰ；Ｂinding　Ｐrotein）
細　胞 細胞 α受容体
細　胞 細胞 β受容体
細　胞 細胞 褐色脂肪組織
細　胞 細胞 ライソソーム内部の水素イオン指数
細　胞 細胞 α1マイクログロブリン
細　胞 細胞 β2マイクログロブリン
細　胞 細胞 抗ストレプトリジンO(ASO)
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 神経細胞のゴルジ体のカテコールアミンの分泌
細　胞 細胞 ゲノム損傷性ストレス
細　胞 細胞 プラズマ細胞
細　胞 ミトコンドリア カルシウムイオン
細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質へ脂質を付加する機能
細　胞 細胞 生体膜
細　胞 細胞 リソソーム、またはライソソーム　（lysosome）
細　胞 細胞 自己防御システム
細　胞 細胞 プルキンエ細胞 （小脳）
細　胞 細胞 インターロイキンー23(IL-23)
細　胞 細胞 原子エネルギー
細　胞 細胞 光DNA
細　胞 細胞 エ一テル質量
細　胞 細胞 宇宙原子核エネルギー
細　胞 細胞 コスモ細胞
細　胞 細胞 宇宙細胞
細　胞 細胞 アガペー
細　胞 細胞 ゴルジ体
細　胞 細胞 ジアリルトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 アセチルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヘルパーＴ細胞の減少
細　胞 ミトコンドリア ATP(アデノシン三リン酸)
細　胞 細胞 分泌タンパク質
細　胞 ミトコンドリア ATP合成酵素
細　胞 ミトコンドリア アポトーシス
細　胞 細胞 アポトーシス
細　胞 細胞 体性運動神経系
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質のプロセシング
細　胞 細胞 滑面小胞体
細　胞 細胞 粗面小胞体
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 Ｔ4ファージ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中の蛋白遺伝子
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 ミトコンドリアのアポトーシス管理機能
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細　胞 細胞 ミトコンドリアの酸化的リン酸化機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのエネルギー生産機能
細　胞 細胞 リパーゼ
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 アポリポ蛋白A1
細　胞 細胞 アポリポ蛋白B
細　胞 細胞 ハプトグロブリン
細　胞 細胞 C一反応性蛋白
細　胞 細胞 Tr1細胞
細　胞 細胞 カッパ鎖
細　胞 細胞 クレブス回路　（クエン酸回路）
細　胞 細胞 補体C3
細　胞 細胞 補体C4
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178A
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178C
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のリボソームRNA
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のトランスファーRNA
細　胞 細胞 カテコールアミン
細　胞 細胞 細胞膜
細　胞 細胞 補体(ほたい、compＩement)
細　胞 ミトコンドリア NADH脱水素酵素
細　胞 細胞 H+ポンプ
細　胞 細胞 酸性ホスファターゼ
細　胞 ミトコンドリア 細胞質ゾル
細　胞 細胞 依存性アポトーシス活性
細　胞 細胞 炎症を抑制し皮膚および唾液腺細胞に対して効果を有する物質

EGCG細　胞 細胞 アポトーシス活性
細　胞 細胞 依存性アポトーシスを介した組織修復
細　胞 細胞 ＮＫ細胞
細　胞 細胞 活性化ＮＫ細胞受容体
細　胞 細胞 シトクロム
細　胞 細胞 恒常的排除
細　胞 細胞 延髄縫線核
細　胞 細胞 ヌクレアーゼ
細　胞 細胞 プロトンポンプ
細　胞 細胞 VGLUT3免疫陽性ニューロン
細　胞 細胞 VGLUT2
細　胞 ミトコンドリア プロトン
細　胞 細胞 遺伝子『P2×4』
細　胞 細胞 生体内の電子伝達体(でんしでんたつたい)
細　胞 細胞 加水分解酵素
細　胞 細胞 小胞体タンパク質
細　胞 細胞 エンドサイトーシス(Endocytosis)
細　胞 細胞 小胞体
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 感覚器鼓膜再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
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細　胞 細胞 抑制性Ｔ細胞
細　胞 細胞 偏性細胞内増殖寄生体(偏性細胞内寄生体)
細　胞 細胞 ハント症候群
細　胞 細胞 溶原菌
細　胞 細胞 テンペレートファージ
細　胞 細胞 プロファージ
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 莢膜
細　胞 細胞 ビルレントファージ
細　胞 ミトコンドリア ピルビン酸脱水素酵素
細　胞 細胞 α2マクログロブリン
細　胞 ミトコンドリア NSAIDs
細　胞 細胞 ピルビン酸
細　胞 細胞 ピルビン酸脱水素複合体欠損
細　胞 細胞 ピルビン酸代謝異常症
細　胞 細胞 4一ヒドロキシートランスｰ2ーノネナール(HNE)
細　胞 細胞 エピジェネティック
細　胞 細胞 エキソサイトーシス(Exocytosis;開ロ分泌)
細　胞 細胞 ピノソーム
細　胞 細胞 ゴルジ偏平嚢
細　胞 細胞 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
細　胞 細胞 ホスホエノールピルビン酸
細　胞 細胞 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
細　胞 細胞 オートファゴソーム
細　胞 細胞 プライマリーライソソーム
細　胞 細胞 ユビキチン＆＃8722；プロテアソーム系
細　胞 ミトコンドリア ロイシン転移RNA
細　胞 細胞 ファゴソーム
細　胞 細胞 二次ライソソーム
細　胞 ミトコンドリア ジクロロ酢酸ナトリウム(sodium dichloroacetate:DCA)
細　胞 細胞 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
細　胞 細胞 エンドソーム
細　胞 細胞 奇麗
細　胞 細胞 リポタンパク質
細　胞 細胞 γc遺伝子
細　胞 細胞 アクロソーム
細　胞 細胞 遺伝子Klf4
細　胞 細胞 遺伝子Oct3/
細　胞 細胞 被覆小胞
細　胞 細胞 血管運動機構
細　胞 細胞 シスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 ゴルジ体のムコ多糖類の合成
細　胞 細胞 トランスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 吻側延髄腹外側野
細　胞 ミトコンドリア 脱共役作用(uncoupling effec)
細　胞 ミトコンドリア mitochondrial protonophoric uncouplers
細　胞 細胞 ポルフィリン
細　胞 細胞 遺伝子Sox2
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細　胞 細胞 分泌顆粒
細　胞 細胞 一次ライソソーム
細　胞 細胞 遺伝子c-Myc
細　胞 細胞 奇麗な身体
細　胞 細胞 奇麗に生りたい
細　胞 細胞 膜タンパク質
細　胞 ミトコンドリア 穴蛋白(a pore protein)
細　胞 細胞 ゴルジ体シス面
細　胞 細胞 ゴルジ小胞
細　胞 細胞 小胞性グルタミン酸トランスポ一ターVGLUT3
細　胞 細胞 ゴルジ体トランス面
細　胞 細胞 Foxp3遺伝子
細　胞 細胞 ゴルジ層板(Golgi stack)
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分の中間嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のトランス嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のシス嚢
細　胞 細胞 核孔
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 ミトコンドリアＤＮＡ（mtＤＮＡ）
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞外へ排出する機能
細　胞 ミトコンドリア ビオチン(ピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素)
細　胞 細胞 通性細胞内増殖寄生体(細胞内寄生体)
細　胞 細胞 インターロイキンー12(IL-12)
細　胞 細胞 高感度C一反応性蛋白
細　胞 細胞 C3ブロアクチベータ
細　胞 細胞 リポ蛋白α
細　胞 細胞 トランス・ゴルジ網
細　胞 細胞 シス・ゴルジ網
細　胞 細胞 NMDA(N一メチルｰD一アスパラギン酸)
細　胞 細胞 D一アスパラギン酸

細　胞 細胞
細胞レベルの呼吸・消化・代謝・同化・異化・排出の生命の渦のシステ
ムつまりエネルギー代謝

細　胞 細胞 ルベラIgM
細　胞 細胞 ルベラIgG
細　胞 細胞 HBs Ab*
細　胞 細胞 HBc IgM
細　胞 細胞 HBs Ag
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生菌
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のコミュニケーション
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のクオラムセンシング (Quorum sensing)

細　胞 細胞 細胞間基質
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生体(obligate intracellular parasite)
細　胞 細胞 身体再生
細　胞 細胞 小胞体からゴルジ体を通じる通常の輸送経路
細　胞 細胞 補酵素
細　胞 細胞 小胞輸送
細　胞 細胞 リボソーム
細　胞 細胞 ゴルジ体から小胞体を通じる返送経路
細　胞 細胞 酵素反応
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細　胞 細胞 C反応性蛋白(CRP)
細　胞 細胞 ゴルジ体の小胞体から送られてきたタンパク質ヘ糖鎖を付加する機能

細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質の選別
細　胞 ミトコンドリア 環状二重鎖DNA
細　胞 細胞 ポリリボソーム
細　胞 細胞 宇宙原子
細　胞 細胞 リボソームRNA(rRNA)
細　胞 細胞 生体内の電子伝達系
細　胞 細胞 母親のミトコンドリアＤＮＡ

2015/3/10 P- 295  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
ホルモン エストロゲン(卵胞ホルモン)
ホルモン ノルアドレナリン
ホルモン アドレナリン
ホルモン カルシトニン　（女性）
ホルモン フォスフォリパーゼ
ホルモン 細胞成長
ホルモン エストロゲン・ゲスターゲン（腎臓ホルモン）
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
ホルモン インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
ホルモン ＩＧＦ-2捕捉媒介物
ホルモン グルカゴン
ホルモン ＩＧＦ軸
ホルモン ＩＧＦ-1受容体
ホルモン ＩＧＦ-2受容体
ホルモン インスリン様効果
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
ホルモン ＩＧＦ－２シグナリング阻止
ホルモン 一重項酸素
ホルモン ホルモン受容体(ホルモン・レセプター)
ホルモン アジソン病
ホルモン 副腎癌
ホルモン 副腎静脈
ホルモン 副腎動脈
ホルモン 副腎髄質
ホルモン 破骨細胞
ホルモン 原発性アルドステロン症
ホルモン アスタキサンチン.
ホルモン 性ホルモンhFSH
ホルモン 骨型アルカリフォスファダーゼ（オスターゼ）
ホルモン プロゲステロン(黄体ホルモン)
ホルモン 女性ホルモン
ホルモン ガストリン　（胃の消化ホルモン）

ホルモン ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)
ホルモン グルカゴン
ホルモン インスリン
ホルモン プロラクチン(PRL)
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 男性ホルモン
ホルモン トリヨードサイロニン・Ｔ３
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
ホルモン テストステロン（男性ホルモン）
ホルモン 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
ホルモン カルシウムイオン
ホルモン 黄体刺激ホルモン
ホルモン アルドステロン
ホルモン 電子伝達系
ホルモン Ｈelix-turn-helix(ＨＴＨ)ヘリックスーター
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ホルモン 性ホルモンhLH
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チロキシン
ホルモン チロキシン
ホルモン 副甲状腺ホルモン(PTH)
ホルモン 卵胞刺激ホルモン(FSH)
ホルモン コルチゾール
ホルモン コルチゾン
ホルモン メラトニン
ホルモン アンドロゲン(男性ホルモン)
ホルモン 内分泌器官
ホルモン 内分泌（endocrine)
ホルモン 甲状腺ホルモン
ホルモン 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
ホルモン ソマトスタチン (SS)
ホルモン 黄体形成ホルモン(LH)
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン   ACTH
ホルモン エンテロガストロン
ホルモン オキシトシン
ホルモン Ｌeucing zipperロイシンジッパー
ホルモン Ｚinc fingerジンクフィンガー
ホルモン コレステロール
ホルモン 生化学反応
ホルモン 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
ホルモン カルシトニン (男性)
ホルモン コルチゾール(ハイドロコルチゾン)
ホルモン プロトン
ホルモン アデニル酸シクラーゼ
ホルモン ペプチドホルモン
ホルモン 木細胞腫
ホルモン クッシング症候群
ホルモン 加齢
ホルモン インヒビン
ホルモン ノルピネフリン
ホルモン 細菌やウイルスの核酸のメチル化
ホルモン カスパーゼ
ホルモン コレスタノール
ホルモン ステロイド
ホルモン プレグナン
ホルモン シクロペンタヒドロフェナントレン
ホルモン システインプロテアーゼ
ホルモン 制限酵素
ホルモン コルチコステロン
ホルモン がん遺伝子
ホルモン スクアレン
ホルモン 副腎髄質ホルモン
ホルモン 呼吸鎖複合体
ホルモン デヒドロエピアンドロステロン
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ホルモン コラン
ホルモン フェニチルアミン
ホルモン エストロン(Ｅ１)
ホルモン 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)
ホルモン 性ホルモン
ホルモン アンドロスタン
ホルモン モノオキシゲナーゼ
ホルモン カスケード
ホルモン ステロイドホルモン(詳細はステロイドの項を参照)
ホルモン 膵臓ポリペプチド
ホルモン ノルエピネフリン
ホルモン エピネフリン
ホルモン 加水分解
ホルモン セリン
ホルモン 網状帯
ホルモン 鉱質コルチコイド
ホルモン メバロン酸経路
ホルモン シトクロムd(ジヒドロポルフィリン鉄)
ホルモン シトクロムc(メソポルフィリン誘導体鉄)
ホルモン シトクロムb(プロトポルフィリン鉄)シトク
ホルモン シトクロムa(フォルミルポルフィリン鉄)
ホルモン アミン・アミノ酸誘導体ホルモン
ホルモン イノシトール三リン酸
ホルモン ジアシルグリセロ一ル
ホルモン 絨毛性ゴナドトロピン
ホルモン 絨毛性ゴナドトロピン
ホルモン デキサメタゾン
ホルモン デオキシコルチコステロン
ホルモン プレドニゾロン
ホルモン ストロファンチジン
ホルモン ジヒドロテストステロン(DHT)
ホルモン デヒドロエピアンドロストロン(DHEA)
ホルモン 球状帯
ホルモン 束状帯
ホルモン イソフラボン
ホルモン プラスミノーゲン
ホルモン エストリオール(E3)
ホルモン インスリン関連受容体
ホルモン 受容体
ホルモン インスリン受容体
ホルモン IGF結合タンパク質
ホルモン IGF結合タンパク質1(IGFBP1)
ホルモン IGF結合タンパク質2(IGFBP2)
ホルモン IGF結合タンパク質3(IGFBP3)
ホルモン IGF結合タンパク質4(IGFBP4)
ホルモン IGF結合タンパク質5(IGFBP5)
ホルモン IGF結合タンパク質6(IGFBP6)
ホルモン 自由エネルギー
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ホルモン GH分泌細胞(somatotroph)
ホルモン 成長ホルモン
ホルモン プロホルモン
ホルモン タンパク同化ホルモン
ホルモン エンドペプチダーゼ
ホルモン デオキシリボヌクレアーゼ
ホルモン 調節蛋白質
ホルモン シトクロム
ホルモン エンドヌクレアーゼ
ホルモン エキソヌクレアーゼ
ホルモン ネクローシス
ホルモン プロテアーゼ
ホルモン アポトーシス
ホルモン ヌクレアーゼ
ホルモン プロモーター
ホルモン 蛋白質ホルモン(単純ぺプチド、糖蛋白質)
ホルモン ｃＡＭＰ
ホルモン cＧＭＰ
ホルモン 電解質コルチコイド
ホルモン 液性調節
ホルモン 環境ホルモン(内分泌撹乱物質)
ホルモン 甲状腺の濾胞細胞
ホルモン エンハンサー
ホルモン クロストーク
ホルモン 性ホルモンβｈCG
ホルモン シグナル伝達
ホルモン 低分子型ＧＴＰ結合タンパク質
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チミジン
ホルモン セカンドメッセンジャー
ホルモン 成長ホルモン（ＧＨ）
ホルモン IGF-1受容体
ホルモン IGF-2受容体
ホルモン ラノステロール
ホルモン 基質特異性
ホルモン エストラジオール(E2)
ホルモン 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
ホルモン 転写因子
ホルモン タンパク質間の特異的結合
ホルモン タンパク質脱リン酸酵素(プロテインフォスファタ・
ホルモン GTP結合タンパク質
ホルモン 細胞増殖因子
ホルモン Ｇタンパク質
ホルモン タンパク質リン酸化酵素(プロテインキナーゼ
ホルモン チロシンキナーゼ
ホルモン スレオニンキナーゼ
ホルモン クレアチンキナーゼ
ホルモン ピルビン酸キナーゼ
ホルモン ヘキソキナーゼ 2015/3/10 P- 299  



ホルモン プロテインキナーゼ
ホルモン キナーゼ
ホルモン RNAポリメラーゼ
ホルモン 遺伝子ファミリー
ホルモン 老化
ホルモン エストラン
ホルモン リボヌクレアーゼ
ホルモン ATP合成酵素
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 有糸分裂誘発
ホルモン インスリン様成長因子(IGFs;Insulin-like grov
ホルモン インスリン様成長因子1(IGF-1)
ホルモン インスリン様成長因子2(IGF-2)
ホルモン 細胞ＤＮＡ合成を調節
ホルモン 転写調節因子
ホルモン ホメオスタシス
ホルモン バランス
ホルモン 視床下部の視索上核 (SON)
ホルモン 視床下部の室傍核(PVN)
ホルモン 遺伝子活性化因子
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大分類 件　名 機　　能　　他
進化の三組み 自殺願望
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという父親からのメッセージ

進化の三組み 非常な自殺願望
進化の三組み 自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 非常に自虐的
進化の三組み 非常にストイック
進化の三組み 非常な罪悪感
進化の三組み 非常に自罰的
進化の三組み インナーチャイルド
進化の三組み 私は、全てである私の全てを愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は私の全てを愛しでいる
進化の三組み 私は私を愛している
進化の三組み 私は私を完壁に愛している
進化の三組み 私は私を絶対的に愛している
進化の三組み 自己否定
進化の三組み 自己愛欠落
進化の三組み 自己愛欠乏
進化の三組み 罪悪感
進化の三組み 自己嫌悪
進化の三組み 自己憎悪
進化の三組み 自己愛
進化の三組み 自己同一性
進化の三組み 自我同一性
進化の三組み 自己存在理由
進化の三組み 自虐的
進化の三組み ストイツク
進化の三組み 自罰的
進化の三組み 絶対的な罪悪感
進化の三組み 絶対的な自己否定
進化の三組み 非常な自己否定
進化の三組み 非常な自己愛欠落
進化の三組み 非常な自己愛欠乏
進化の三組み 非常な自己憎悪
進化の三組み 非常な自己嫌悪
進化の三組み 自己消滅願望
進化の三組み 自己が存在することへの絶対的な罪悪感
進化の三組み 非常な自己消滅願望
進化の三組み 現実逃避
進化の三組み 意識のペルソナ
進化の三組み 意識のシャドウ 2015/3/10 P- 301  



進化の三組み 意識のペルソナと意識のシャドウの癒しと統合
進化の三組み 絶対神に対する存在否定
進化の三組み 絶対神に対する嘆き
進化の三組み 絶対神に対する非常な怒り
進化の三組み 絶対神に対する非常な憎悪
進化の三組み 絶対神に対する非常な軽蔑
進化の三組み 絶対神に見放されるのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されているのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されていると感じる非常な悲しみ
進化の三組み ハイアーセルフ
進化の三組み アイデンティティ

進化の三組み
ありのままの自分が今ここに存在してはならないという絶対神から
のメッセージ

進化の三組み 意識の三つ組み
進化の三組み 意識の進化の三つ組み
進化の三組み 進化の三つ組み
進化の三組み 意識のクラッチシフト機能
進化の三組み 意識の制動機能
進化の三組み 意識の欲動機能
進化の三組み 未来
進化の三組み 現在
進化の三組み 過去
進化の三組み 未来世
進化の三組み 現在世
進化の三組み 過去世
進化の三組み 未定
進化の三組み 否定
進化の三組み 肯定
進化の三組み 意識の未定(中庸)
進化の三組み 意識の否定
進化の三組み 意識の肯定
進化の三組み 文化(社会)
進化の三組み 秩序(社会)
進化の三組み 文明(社会)
進化の三組み アニムス(男性性)とアニマ(女性性)のバランス(統合)
進化の三組み アニムス(男性性)
進化の三組み アニマ(女性)
進化の三組み ありのままの自分が今こ:こに存在していいよという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという父親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという絶対神からのメッセージ
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大分類 件　名 機　　能　　他
血　管 奇静脈系 肋間静脈
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の１
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の９
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の１０
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の１１
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の１２
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の５
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の６
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の７
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の８
血　管 下大静脈系 椎骨静脈叢
血　管 門脈と体循環 椎骨静脈叢
血　管 血液 ＲＡ（リウマチ因子）検査
血　管 血液 扁平上皮がん　（肺）
血　管 鼠径部の皮静脈 大伏在静脈
血　管 血液 ビリルビン
血　管 鼠径部の皮静脈 伏在裂孔
血　管 血液 T．ＢＩＬ検査　（総ビリルビン）
血　管 内陰部動脈 会陰動脈
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の５
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の６
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の７
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の８
血　管 奇静脈系 左肋間静脈
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の１
血　管 奇静脈系 左上肋間静脈
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の２
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の３
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の４
血　管 奇静脈系 右肋間静脈
血　管 奇静脈系 右上肋間静脈
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の２
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の３
血　管 奇静脈系 右最上肋間静脈の４
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の９
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の１０
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の１１
血　管 奇静脈系 左最上肋間静脈の１２
血　管 血液 血清中
血　管 血管・血圧 血栓
血　管 血液 ＧＰＴ検査　（肝臓、心臓、酵素）
血　管 血管・血圧 血栓症
血　管 血液 溶血性貧血
血　管 血液 膠原病
血　管 血液 播種性血管内凝固症候群
血　管 血液 多血症
血　管 血液 多血症
血　管 血液 再生不良性貧血 2015/3/10 P- 303  



血　管 血液 ＨbＡ１Ｃ（ヘモグロビンエイワンシー）検査
血　管 内陰部動脈 膣前庭球動脈
血　管 内陰部動脈 尿道球動脈
血　管 下大静脈系 左右の総腸骨静脈間の吻合
血　管 下大静脈系 左右の下大静脈間の吻合
血　管 門脈と体循環 下腹壁静脈
血　管 血液 Ｆｅ（鉄）検査
血　管 内腸骨動脈 内腸骨動脈
血　管 直腸の動脈 内腸骨動脈
血　管 内陰部動脈 内腸骨動脈
血　管 内腸骨動脈 上殿動脈
血　管 内陰部動脈 上殿動脈
血　管 内腸骨動脈 下殿動脈
血　管 内陰部動脈 下殿動脈
血　管 鼠径部の皮静脈 浅腹壁静脈
血　管 門脈と体循環 浅腹壁静脈
血　管 内腸骨動脈 腸腰動脈
血　管 内腸骨動脈 恥骨結合
血　管 内陰部動脈 恥骨結合
血　管 下大静脈系 気管支静脈
血　管 門脈と体循環 気管支静脈
血　管 下大静脈系 右副腎静脈
血　管 下大静脈系 左副腎静脈
血　管 鼠径部の皮静脈 浅腸骨回旋静脈
血　管 内腸骨動脈 腹壁動脈
血　管 副腎の動脈 上副腎動脈
血　管 副腎の動脈 中副腎動脈
血　管 副腎の動脈 下副腎動脈
血　管 下大静脈系 左腎静脈
血　管 下大静脈系 右腎静脈
血　管 内腸骨動脈 恥骨枝
血　管 血液 ＨＣＴ（ヘマトクリット）検査
血　管 血液 萎縮性胃疾患
血　管 内陰部動脈 後陰唇枝
血　管 血液 出血性貧血
血　管 血液 慢性白血症
血　管 奇静脈系 奇静脈
血　管 下大静脈系 奇静脈
血　管 奇静脈系 半奇静脈
血　管 下大静脈系 半奇静脈
血　管 血管・血圧 急性動脈閉塞症
血　管 血液 うっ血性心不全
血　管 血液 前立腺がん（ＰＳＡ）検査
血　管 血液 低色素性貧血・小球性貧血
血　管 血液 高色素性貧血・大球性貧血
血　管 奇静脈系 副半奇静脈
血　管 腹大動脈 外側枝
血　管 血管・血圧 大動脈瘤
血　管 血液 二次性貧血 2015/3/10 P- 304  



血　管 血液 貧血
血　管 血液 Ａ／Ｇ比検査　（肝硬変、膠原病、ネフローゼ症候群）
血　管 腹大動脈 壁側枝
血　管 血管・血圧 大動脈狭窄症
血　管 下大静脈系 心膜静脈
血　管 門脈と体循環 心膜静脈
血　管 血液 ＣＡ１２５検査　（卵巣がん）
血　管 鼠径部の皮静脈 大腿筋膜
血　管 門　脈 腹壁の皮静脈の怒張
血　管 血液 鉄欠乏貧血
血　管 血液 鉄欠乏性貧血
血　管 門脈と体循環 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
血　管 門脈と体循環 中直腸静脈
血　管 内腸骨動脈 内陰部動脈（対）
血　管 直腸の動脈 内陰部動脈（対）
血　管 内陰部動脈 内陰部動脈（対）
血　管 直腸の動脈 下腸間膜動脈
血　管 門脈と体循環 内陰部静脈
血　管 門　脈 吐血
血　管 腹大動脈 腹側枝
血　管 門　脈 下血
血　管 門　脈 直腸静脈瘤
血　管 血管と筋裂孔 大腿静脈
血　管 鼠径部の皮静脈 大腿静脈
血　管 下腸間膜動脈 上行結腸
血　管 門　脈 小網
血　管 血液 ＨＧＢ（ヘモグロビン）検査
血　管 内陰部動脈 第５腰椎
血　管 門　脈 下腸間膜静脈
血　管 下大静脈系 肝静脈
血　管 血管・血圧 高血圧症
血　管 血管・血圧 高血圧
血　管 内腸骨動脈 子宮動脈
血　管 門　脈 門脈
血　管 内陰部動脈 陰茎
血　管 腹大動脈 下横隔動脈
血　管 副腎の動脈 下横隔動脈
血　管 内腸骨動脈 中直腸動脈（対）
血　管 直腸の動脈 中直腸動脈（対）
血　管 内腸骨動脈 精管動脈
血　管 直腸の動脈 下直腸動脈
血　管 直腸の動脈 上直腸動脈　（不対）
血　管 下大静脈系 右卵巣静脈
血　管 下大静脈系 左卵巣静脈
血　管 下大静脈系 左卵巣
血　管 下大静脈系 右卵巣
血　管 門脈と体循環 左胃静脈
血　管 門脈と体循環 右胃静脈
血　管 内腸骨動脈 仙結節靭帯 2015/3/10 P- 305  



血　管 内陰部動脈 仙結節靭帯
血　管 門　脈 上腸間静脈
血　管 下腸間膜動脈 左結腸曲
血　管 下大静脈系 左総腸骨静脈
血　管 内腸骨動脈 仙棘靭帯
血　管 内陰部動脈 仙棘靭帯
血　管 血管と筋裂孔 腸恥隆起
血　管 血管と筋裂孔 腸恥筋膜弓
血　管 血管と筋裂孔 上前腸骨棘
血　管 内陰部動脈 大坐骨孔
血　管 血管と筋裂孔 裂孔靭帯
血　管 血管と筋裂孔 血管裂孔
血　管 門　脈 門脈右枝
血　管 門　脈 門脈左枝
血　管 血管と筋裂孔 恥骨結節
血　管 血管と筋裂孔 筋裂孔
血　管 門　脈 肝十二指腸間膜
血　管 門脈と体循環 食道静脈
血　管 直腸の動脈 左結腸動脈
血　管 下腸間膜動脈 左結腸動脈
血　管 直腸の動脈 Ｓ状結腸動脈
血　管 下腸間膜動脈 Ｓ状結腸動脈
血　管 門　脈 胃横隔間膜
血　管 門　脈 肝門
血　管 下腸間膜動脈 右結腸曲
血　管 下大静脈系 右総腸骨静脈
血　管 門　脈 肝胃間膜
血　管 下大静脈系 大静脈孔
血　管 血管と筋裂孔 大腿神経
血　管 血液 ＣＥＡ検査　（がんの再発・転移）
血　管 血液 ＴＰＡ検査　（腫瘍マーカー）
血　管 血液 ＡＬＰ検査　（骨、肝臓、胆嚢、腎臓）
血　管 血管・血圧 高安動脈炎
血　管 血管・血圧 低血圧症
血　管 血液 リウトマイド因子（ＲＦ）
血　管 血液 ＰＬＴ（血小板数）検査
血　管 血液 ＣＡー１９ー９検査　（腫瘍マーカー）
血　管 内陰部動脈 下直腸動脈
血　管 血液 閉塞性黄疸
血　管 下腸間膜動脈 下行結腸
血　管 血液 高シンスリン血症
血　管 内陰部動脈 小坐骨孔
血　管 下腸間膜動脈 横行結腸
血　管 血液 ＴーＣＨＯ検査　（総コレステロール）
血　管 血液 ＭＣＶ（平均赤血球容積）検査
血　管 血液 ＭＣＨＣ（平均赤血球ヘモグロビン濃度）検査
血　管 内腸骨動脈 外腸骨動脈
血　管 直腸の動脈 外腸骨動脈
血　管 内陰部動脈 外腸骨動脈 2015/3/10 P- 306  



血　管 門　脈 食道静脈瘤
血　管 血管・血圧 低血糖
血　管 血管・血圧 低血圧
血　管 門　脈 大網
血　管 下腸間膜動脈 Ｓ状結腸
血　管 内腸骨動脈 総腸骨動脈　（右）
血　管 内陰部動脈 総腸骨動脈
血　管 血液 ＣＲＮ（クレアチニン）検査
血　管 内腸骨動脈 大腿動脈
血　管 血管と筋裂孔 大腿動脈
血　管 鼠径部の皮静脈 大腿動脈
血　管 血管と筋裂孔 鼠径靭帯
血　管 鼠径部の皮静脈 鼠径靭帯
血　管 血液 悪性リンパ腫
血　管 血液 ＲＢＣ（赤血球）検査
血　管 腹大動脈 腰動脈　（４対）
血　管 腹大動脈 最下腰動脈
血　管 内腸骨動脈 臍動脈索
血　管 内腸骨動脈 上膀胱動脈
血　管 内腸骨動脈 下膀胱動脈
血　管 下大静脈系 左精巣静脈
血　管 下大静脈系 右精巣
血　管 下大静脈系 縦隔静脈
血　管 門脈と体循環 縦隔静脈
血　管 血管と筋裂孔 大腿輪
血　管 内腸骨動脈 外側仙骨動脈
血　管 内腸骨動脈 深腸骨回旋動脈
血　管 腹大動脈 性腺動脈
血　管 血管と筋裂孔 腸腰筋
血　管 鼠径部の皮静脈 浅外陰部静脈
血　管 奇静脈系 左腰静脈の４
血　管 奇静脈系 左腰静脈の３
血　管 奇静脈系 左腰静脈の２
血　管 奇静脈系 左腰静脈の１
血　管 奇静脈系 右腰静脈の４
血　管 奇静脈系 右腰静脈の３
血　管 奇静脈系 右腰静脈の２
血　管 奇静脈系 右腰静脈の１
血　管 下大静脈系 右の腰静脈
血　管 下大静脈系 左の腰静脈
血　管 奇静脈系 上行腰静脈
血　管 下大静脈系 上行腰静脈
血　管 下大静脈系 腰静脈
血　管 下大静脈系 右精巣静脈
血　管 下大静脈系 左精巣
血　管 血液 ＡＬＢ検査　（炎症、肝臓、腎臓）
血　管 血液 リンバ性白血病
血　管 腹大動脈 正中仙骨動脈
血　管 血管と筋裂孔 外側大腿皮神経 2015/3/10 P- 307  



血　管 血液 ＨＣＶ抗体
血　管 血液 感染している
血　管 血液 ＡＩ（動脈硬化指数）検査
血　管 血液 ＺＴＴ検査　（肝機能）
血　管 血液 急性白血病
血　管 血液 ＧＯＴ検査　（肝臓、心臓、酵素）
血　管 血管・血圧 バージャー病
血　管 血液 γーＧＴＰ検査　（酒、肝臓、たん白質分解）
血　管 血液 ＬＤＬーＣＨＯ（コレステロール）検査　（悪玉コレステロール）
血　管 内腸骨動脈 梨状筋
血　管 血液 Ｂ型肝炎ウイルス
血　管 血管・血圧 動脈硬化
血　管 血液 動脈硬化
血　管 血液 白血病
血　管 血液 ＵＡ（尿酸）検査
血　管 血液 ＨＤＬーＣＨＯ検査　（善玉コレステロール）
血　管 血液 ＭＣＨ（平均赤血球ヘモグロビン量）検査
血　管 血液 Ｃ型肝炎ウイルス
血　管 血液 自己抗体
血　管 血液 γーグロブリン
血　管 血液 ＴＧ（中性脂肪）検査　（動脈硬化症、肥満、糖尿病）
血　管 血液 Ｃ型肝炎
血　管 血液 Ｃ型肝炎ファクター
血　管 門　脈 門脈圧亢進症
血　管 血液 ＬＤＨ検査　（糖がエネルギー）
血　管 血液 顆粒球減少症
血　管 血液 ＡＳＬＯ（抗ストレプトリジンＯ）検査
血　管 血液 ペプシノゲン検査　（胃）
血　管 血液 ＷＢＣ（白血球数）検査
血　管 門　脈 メズサの頭
血　管 血液 血小板減少性紫斑症
血　管 血液 ＣＲＰ（Ｃー反応性蛋白）検査
血　管 血液 黄疸
血　管 血液 特発生血小板減少性紫斑症
血　管 血液 ＵＡ（尿酸）検査
血　管 血液 顆粒球
血　管 血液 血糖
血　管 血液 ＧＬＵ（血糖）検査
血　管 血液 ＡＦＰ（αーフェトプロテイン）検査
血　管 血液 ＴＰ検査　（血清中）
血　管 血液 βーグロブリン
血　管 血液 ＨＢｓーＡｇ検査　（ＨＢs抗原）
血　管 血液 胆汁うっ滞性黄疸
血　管 血液 伝染性単核球症
血　管 血液 ＳＣＣ抗原検査
血　管 血液 ＢＵＮ（尿素窒素）検査
血　管 血液 骨髄線維症
血　管 血液 ＬＡＰ検査　（肝臓、胆道）
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血　管 血管・血圧 リンパ浮腫
血　管 血管・血圧 血栓症静脈炎
血　管 血管・血圧 レイノー病
血　管 血液 グロブリン
血　管 血液 Ｄ．ＢＩＬ検査　（直接ビリルビン）
血　管 血液 ＣＨＥ検査　（肝臓、農薬中毒症状）
血　管 血液 ＡＭＹ（アミラーゼ）検査
血　管 内陰部動脈 陰茎深動脈
血　管 内陰部動脈 陰核深動脈
血　管 内陰部動脈 陰茎動脈
血　管 内陰部動脈 陰核動脈
血　管 内陰部動脈 陰茎背動脈
血　管 内陰部動脈 陰核背動脈
血　管 血液 慢性骨髄性白血病
血　管 血液 慢性リンパ性白血病
血　管 血液 ＴＴＴ検査　（血清）
血　管 内腸骨動脈 閉鎖膜
血　管 血液 多発性骨髄腫
血　管 血液 βーＬＩＰ（リポ蛋白）検査
血　管 門脈と体循環 臍
血　管 門脈と体循環 臍傍静脈
血　管 内腸骨動脈 閉鎖動脈
血　管 血液 リポ蛋白
血　管 血液 ＣＫ（クレアチンキナーゼ）検査
血　管 血液 リポ蛋白
血　管 血液 ＨＢｓーＡb検査　（ＨＢs抗体）
血　管 血液 ＨＢｓーＡｇ検査　（ＨＢs抗原）
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大分類 件　名 機　　能　　他
経　絡 期門　きもん
経　絡 肩髃　　けんぐう
経　絡 天柱　てんちゅう
経　絡 瘂門　あもん
経　絡 風府　ふうふ
経　絡 頭維　ずい
経　絡 顋会　しんえ
経　絡 百会　ひゃ<え
経　絡 二十三次元
経　絡 晴明　せいめい
経　絡 攅竹　さんちく
経　絡 印堂　いんどう
経　絡 二十四次元
経　絡 気血の流れ井　（出ヅル所）
経　絡 滎　　（溜ルル所）
経　絡 兪　　（注グ所）
経　絡 気血の流れ経　（行ク所）
経　絡 合　（入ル所）
経　絡 客主人　きやくしゅじん
経　絡 顴髎  かんりょう
経　絡 四白　しはく
経　絡 瞳子髎  どうしりょう
経　絡 京骨
経　絡 陽交
経　絡 衝陽
経　絡 大淵
経　絡 二十五次元
経　絡 附陽
経　絡 交信　（照海）
経　絡 大迎　だいげい
経　絡 頬車　きょうしや
経　絡 聴宮　ちょうきゅう
経　絡 下關  げかん
経　絡 上髎  じょうりょう
経　絡 次髎  じりょう
経　絡 中髎  ちゅうりょう
経　絡 下髎  げりょう
経　絡 長強　ちょうきょう
経　絡 太白　たいはく
経　絡 太衝　たいしょう
経　絡 足三里  あしのさんり
経　絡 梁丘　りょうきゅう
経　絡 神門　しんもん
経　絡 勞宮  ろうきゅう
経　絡 箕門　きもん
経　絡 血海　けっかい
経　絡 支正　しせい
経　絡 外関　がいかん
経　絡 養老　ようろう



経　絡 陽池　ようち
経　絡 陽谷　ようこく
経　絡 陽溪  ようけい
経　絡 腕骨　わんこつ
経　絡 合谷　ごうこく
経　絡 尺澤  しゃくたく
経　絡 溫溜  おんる
経　絡 手三里　てさんり
経　絡 曲池　きょくち
経　絡 三焦兪　さんしょうゆ
経　絡 胃兪　いゆ
経　絡 胞盲　ほうこう
経　絡 膀胱兪　ぼうこうゆ
経　絡 小腸兪　しょうちょうゆ
経　絡 陰陵泉　いんりょうせん
経　絡 陽陵泉　ようりょうせん
経　絡 外丘  がいきゅう
経　絡 漏谷　ろうこく
経　絡 築賓　ちくひん
経　絡 三陰交　さんいんこう
経　絡 復溜　ふくりゅう
経　絡 大腸兪　だいちょうゆ
経　絡 府舎　ふしや
経　絡 大赫　たいかく
経　絡 中極　ちゅうきょく
経　絡 関元　かんげん
経　絡 至室　ししつ
経　絡 腎兪　じんゆ
経　絡 命門　めいもん
経　絡 承山　しょうざん
経　絡 湧泉　ゆうせん
経　絡 太溪  たいけい
経　絡 丘墟　きゅうきょ
経　絡 承扶　しょうふ
経　絡 委陽　いよう
経　絡 委中　いちゅう
経　絡 殷門　いんもん
経　絡 胃経
経　絡 督脈
経　絡 任脈
経　絡 腎経
経　絡 肺経
経　絡 大巨　たいこ
経　絡 気海　きかい
経　絡 天枢　てんすう
経　絡 盲兪　こうゆ
経　絡 足陽明
経　絡 足少陰
経　絡 手太陰
経　絡 足陽明胃経



経　絡 背中
経　絡 足少陰腎経
経　絡 陰維脈
経　絡 手太陰肺経
経　絡 陰蹻脈　
経　絡 心包経
経　絡 肝経
経　絡 小腸経
経　絡 胆経
経　絡 心経
経　絡 三焦経
経　絡 神闕　しんけつ
経　絡 水分　すいぷん
経　絡 梁門　りょうもん
経　絡 中脘  ちゅうかん2
経　絡 手太陽
経　絡 手少陰
経　絡 手厥陰
経　絡 足少陽
経　絡 足厥陰
経　絡 手少陽
経　絡 足少腸胆経
経　絡 手厥陰心包経
経　絡 足厥陰肝経
経　絡 手太陽小腸経
経　絡 手少陰心経
経　絡 手少腸三焦経
経　絡 陽維脈
経　絡 陽蹻脈
経　絡 膀胱経
経　絡 脾経
経　絡 大腸経
経　絡 肺兪　はいゆ
経　絡 膈兪  かくゆ
経　絡 至陽　しよう
経　絡 心兪　しんゆ
経　絡 郄門　　げきもん
経　絡 太陵　たいりょう
経　絡 孔最　こうさい
経　絡 肩外兪　けんかいゆ
経　絡 内關  ないかん
経　絡 章門　しょうもん
経　絡 不容  ふよう
経　絡 幽門　ゆうもん
経　絡 巨闕　こけつ
経　絡 鳩尾　きゅうぴ
経　絡 足太陰
経　絡 足太陽
経　絡 手陽明
経　絡 足太陽膀胱経



経　絡 足太陰脾経
経　絡 手陽明大腸経
経　絡 厥陰兪  けついんゆ、けっちんゆ
経　絡 肝兪　かんゆ
経　絡 天宗　てんそう
経　絡 日月　じつげつ
経　絡 身柱　しんちゅう
経　絡 大杼  だいじょ
経　絡 肩髎  けんりょう
経　絡 腹哀　ふくあい
経　絡 膻中　だんちゅう
経　絡 彧中（或中）  いくちゅう（わくちゅう）
経　絡 兪府　ゆふ
経　絡 中府　ちゅうふ
経　絡 帯脈
経　絡 膏肓（膏肓愈）  こうこう
経　絡 膽兪（胆兪）  たんゆ
経　絡 附分　ふぶん
経　絡 風門　ふうもん
経　絡 巨骨　ここつ
経　絡 大椎  だいつい2
経　絡 云門（雲門）  うんもん
経　絡 風池　ふうち
経　絡 完骨　かんこつ
経　絡 翳風　えいふう
経　絡 経絡系
経　絡 脾兪　ひゆ
経　絡 曲垣　きょくえん
経　絡 肩井　けんせい
経　絡 肩柱兪　けんちゅうゆ
経　絡 衝脈
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大分類 件　名 機　　能　　他
脾　臓 ＪＡＫ２キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２遺伝子変異
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異
脾　臓 ＳＶ４０というウイルス
脾　臓 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
脾　臓 カルチノイド（英：carcinoid）
脾　臓 汗疱性白癬　　　
脾　臓 血中遊離ノルメタネフリン
脾　臓 発汗過多
脾　臓 血中遊離メタネフリン
脾　臓 メタネフリン
脾　臓 ノルメタネフリン
脾　臓 月の十二経脈
脾　臓 体毛腺
脾　臓 細網内皮系
脾　臓 細網内皮系の機能を高める
脾　臓 ナチュラルキラーＴ細胞
脾　臓 Ｂ細胞
脾　臓 組織球
脾　臓 Ｂ細胞刺戟作用
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＢ）
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
脾　臓 Ｂリンパ球表面
脾　臓 ＮＫ細胞
脾　臓 プラーナ
脾　臓 プラーナエネルギー
脾　臓 境界悪性腫瘍（borderline　malignancy）
脾　臓 寒冷凝集素症
脾　臓 ナルコレプシー
脾　臓 扁平上皮がん　（肺）
脾　臓 ホルモン様物質
脾　臓 ＴＰＡ
脾　臓 Ｃa15-3
脾　臓 ＡＦＰ／アルファフェトプロテイン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 体液と血液の純度
脾　臓 慢性消化不良
脾　臓 血清クレアニチン
脾　臓 血清
脾　臓 Ｃ３Ｈ／ＨｅＮ　血清
脾　臓 血清ビリルビン
脾　臓 血清ハプトグロビン
脾　臓 血清蛋白質
脾　臓 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脾　臓 シアル酸　（ＳＡ）
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脾　臓 赤芽球
脾　臓 マヤズム
脾　臓 骨髄赤芽球
脾　臓 自己免疫疾患
脾　臓 ガングリオン    (A)
脾　臓 免疫
脾　臓 マクロファージ
脾　臓 太陽の十二系脈
脾　臓 Ｃa19-9
脾　臓 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
脾　臓 マクロファージを活性化
脾　臓 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
脾　臓 マクロファージ活性化作用
脾　臓 シナモン　（英：Ｃｉｎｎａｍｏｎ）
脾　臓 クリオグロブリン
脾　臓 共鳴
脾　臓 膠原病
脾　臓 血管新生抑制因子の投与による血管構造の正常化
脾　臓 毛細血管カルチノイド
脾　臓 ストレス多血症
脾　臓 多血症
脾　臓 再生不良性貧血　（ＡＡ）
脾　臓 二次性多血症
脾　臓 循環血漿量の減少
脾　臓 リン酸化
脾　臓 レンサ球菌性トキシックショック症候群
脾　臓 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)

脾　臓 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection

脾　臓 ２，３ービスホスホグリセリン酸塩（2,3ーＢＰＧ）量の低下
脾　臓 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
脾　臓 副甲状腺
脾　臓 絶対的多血症
脾　臓 酸素欠乏性多血症
脾　臓 真性多血症
脾　臓 相対的多血症
脾　臓 タルク
脾　臓 非酸素欠乏症の多血症
脾　臓 一酸化窒素受容能
脾　臓 一酸化窒素
脾　臓 猩紅熱  scarlet fever
脾　臓 血液細胞の産出が亢進した状態
脾　臓 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
脾　臓 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）

脾　臓 胃の毛細血管
脾　臓 回腸
脾　臓 脾臓の毛細血管
脾　臓 腸の毛細血管
脾　臓 腎臓の毛細血管
脾　臓 身体下部の毛細血管 2015/3/10 P- 315  



脾　臓 コバルト　27
脾　臓 鉄
脾　臓 動静脈吻合
脾　臓 神経細静脈
脾　臓 骨細静脈
脾　臓 筋肉細静脈
脾　臓 総胆管（肝臓から十二指腸へ）
脾　臓 血管器
脾　臓 毛細血管
脾　臓 胸部
脾　臓 グルタチオン
脾　臓 副腎皮質
脾　臓 血液
脾　臓 血漿
脾　臓 網赤血球
脾　臓 副腎
脾　臓 リンパ静脈(静脈管)
脾　臓 血管運動中枢
脾　臓 筋肉細動脈
脾　臓 骨細動脈
脾　臓 神経細動脈
脾　臓 治癒系
脾　臓 血液の酸化
脾　臓 動脈血
脾　臓 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
脾　臓 静脈性毛細血管
脾　臓 治癒系を強化
脾　臓 血液の還元
脾　臓 奇麗な血液
脾　臓 oroangiogenic accessory 細胞
脾　臓 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
脾　臓 活力のある血液
脾　臓 萎縮性胃疾患
脾　臓 インスリン自己免疫症候群
脾　臓 血管新生抑制因子
脾　臓 出血性貧血
脾　臓 ガングリオン
脾　臓 慢性白血症
脾　臓 脾捻転
脾　臓 有害細胞
脾　臓 筋力と運動能力の低下
脾　臓 病巣感染
脾　臓 腎動脈狭窄
脾　臓 うっ血性心不全
脾　臓 不安定ヘモグロビン症
脾　臓 異常ヘモグロビン症
脾　臓 慢性痛
脾　臓 有害組織
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脾　臓 脾臓梗塞
脾　臓 低色素性貧血・小球性貧血
脾　臓 高色素性貧血・大球性貧血
脾　臓 造血幹細胞の障害
脾　臓 血管新生促進因子の減少
脾　臓 末梢神経性疾患
脾　臓 激痛
脾　臓 胸腺の萎縮
脾　臓 貧血
脾　臓 貧血
脾　臓 標的細胞　（平滑筋・腺）
脾　臓 細胞死抑制
脾　臓 異常血管
脾　臓 肺胞の異常
脾　臓 心臓炎
脾　臓 鉄欠乏性貧血
脾　臓 前立腺
脾　臓 卵管
脾　臓 尿道
脾　臓 テタノスパミン
脾　臓 脾機能亢進症
脾　臓 脾病変
脾　臓 脾膜
脾　臓 偏頭痛
脾　臓 蜂巣織炎  cellulitis
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）感染症
脾　臓 慢性の閉塞性肺疾患
脾　臓 毛細血管床
脾　臓 微小動脈血管　（メタ細動脈）
脾　臓 末梢循環不全
脾　臓 肺の酸素取り入れ能力の低下
脾　臓 老廃細胞
脾　臓 静脈瘤
脾　臓 一酸化炭素ヘモグロビン症
脾　臓 大動脈
脾　臓 下動脈
脾　臓 静脈弁
脾　臓 卵巣
脾　臓 動脈硬化症
脾　臓 上行結腸
脾　臓 膣
脾　臓 粘膜深層
脾　臓 陰茎
脾　臓 寄生虫   parasite
脾　臓 大腸
脾　臓 ヘモグロビン
脾　臓 上大静脈
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脾　臓 神経炎
脾　臓 神経伝達の減退
脾　臓 空腸
脾　臓 肝臓
脾　臓 癌瘴気
脾　臓 膵臓
脾　臓 胸腺
脾　臓 赤色骨髄
脾　臓 尿管
脾　臓 胆嚢
脾　臓 不眠症
脾　臓 脾静脈の枝
脾　臓 １１ーデヒドロコルチコステロン
脾　臓 黒色上皮癌
脾　臓 リンパ液　　
脾　臓 子宮
脾　臓 胃経
脾　臓 仮病
脾　臓 脾臓
脾　臓 リンパ器官
脾　臓 胃脾間膜
脾　臓 仙椎
脾　臓 敗血症   sepsis      Ａ
脾　臓 敗血症   sepsis      Ｂ
脾　臓 グルタミン酸
脾　臓 血管
脾　臓 栄養血管
脾　臓 血管幹細胞
脾　臓 内皮細胞
脾　臓 内弾性膜　（内弾性板）
脾　臓 外弾性膜　（外弾性板）
脾　臓 血管の内膜
脾　臓 血管の中膜
脾　臓 血管の外膜
脾　臓 造血細胞 （造血細胞／造血管細胞）
脾　臓 固有肝動脈（肝臓へ）
脾　臓 肝動脈
脾　臓 門脈（肝臓へ）
脾　臓 脾腎ひだ
脾　臓 脾動脈の枝
脾　臓 超低密度リポ蛋白質・ＶＬＤＬ
脾　臓 静脈
脾　臓 ヒドロキシグルタミン
脾　臓 急性、亜急性、慢性炎症
脾　臓 腎性浮腫
脾　臓 督脈
脾　臓 任脈
脾　臓 腎臓
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脾　臓 低密度リポ蛋白質
脾　臓 低密度リポ蛋白質・ＬＤＬ
脾　臓 腎経
脾　臓 リンパ動脈（リンパ管）
脾　臓 肺経
脾　臓 細動脈
脾　臓 十二指腸
脾　臓 身体上部の毛細血管
脾　臓 食道
脾　臓 肺
脾　臓 血管内皮細胞
脾　臓 血管内皮前駆細胞
脾　臓 ウロビリン体
脾　臓 ヘモジデリン
脾　臓 肺組織
脾　臓 胸腺の重量
脾　臓 脾臓の柱網
脾　臓 脾柱
脾　臓 脾臓温度
脾　臓 近赤外線
脾　臓 血管新生
脾　臓 門脈圧
脾　臓 血管新生促進因子
脾　臓 静脈血
脾　臓 線維芽細胞
脾　臓 サラセミア
脾　臓 血管壁細胞
脾　臓 動脈性毛細血管
脾　臓 嗜銀性
脾　臓 好銀性
脾　臓 血管平滑筋細胞
脾　臓 白脾髄
脾　臓 脾静脈（肝臓へ）
脾　臓 脾動脈（脾臓へ）
脾　臓 血液細胞
脾　臓 壁細胞動員
脾　臓 赤脾髄
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼ
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼを発現
脾　臓 脊髄のチャクラ
脾　臓 細胞増殖
脾　臓 血液細胞の再生
脾　臓 心包経組織カルチノイド
脾　臓 痺れ　（しびれ）
脾　臓 脾臓組織カルチノイド
脾　臓 ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
脾　臓 脾臓破裂
脾　臓 消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）
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脾　臓 消化管カルチノイド
脾　臓 結腸カルチノイド
脾　臓 打撲
脾　臓 本能性血小板血症
脾　臓 脾臓がん
脾　臓 脾膿瘍
脾　臓 湿疹
脾　臓 遺伝性球状赤血球症
脾　臓 慢性湿疹
脾　臓 急性湿疹
脾　臓 黄疸
脾　臓 自律神経障害
脾　臓 リウトマイド因子（ＲＦ）
脾　臓 汎血球減少
脾　臓 赤血球抗原抗体反応と抗赤血球自己抗体
脾　臓 赤血球増加症
脾　臓 トキソイド
脾　臓 PK欠損症 （pyruvate kinase deficiency）
脾　臓 温式自己免疫性溶血症（温式AIHA）
脾　臓 一般創傷
脾　臓 食欲不振
脾　臓 緑色レンサ球菌群　
脾　臓 S. salivarius
脾　臓 S. sanguis
脾　臓 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
脾　臓 閉塞性黄疸
脾　臓 口腔内レンサ球菌
脾　臓 口腔内の常在菌
脾　臓 S. mutans
脾　臓 脾臓の胚中心を持ったリンパ小節
脾　臓 亜急性心内膜炎
脾　臓 便秘にもなりがちな方
脾　臓 高シンスリン血症
脾　臓 新生児敗血症
脾　臓 低酸素血症
脾　臓 重症熱性血小板減少症候群
脾　臓 神経内分泌細胞
脾　臓 アラビアゴム
脾　臓 神経内分泌細胞への分化
脾　臓 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
脾　臓 神経内分泌顆粒
脾　臓 脾臓肥大
脾　臓 熱中症
脾　臓 赤血球膜上の抗原
脾　臓 一般虚弱体質
脾　臓 抗赤血球自己抗体
脾　臓 続発性赤血球増加症
脾　臓 排泄分泌
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脾　臓 直腸
脾　臓 リンパ球
脾　臓 膵臓組織
脾　臓 小腸組織
脾　臓 大腸組織
脾　臓 自家中毒
脾　臓 膀胱
脾　臓 静脈組織
脾　臓 ホジキン病
脾　臓 低血糖症
脾　臓 低血圧
脾　臓 性巣（睾丸）
脾　臓 蛋白尿
脾　臓 尿崩症
脾　臓 上動脈
脾　臓 先天性欠損症
脾　臓 血腫
脾　臓 腹腔動脈
脾　臓 酸性尿
脾　臓 鉄欠乏症
脾　臓 ヒドロキシプロリン
脾　臓 心包経
脾　臓 肝経
脾　臓 小腸経
脾　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
脾　臓 アセト酢酸、尿ケトン
脾　臓 白血球減少症
脾　臓 夢遊病
脾　臓 リンパ節
脾　臓 胆経
脾　臓 アルカリ尿
脾　臓 空腸粘膜
脾　臓 甲状腺
脾　臓 外傷の再生
脾　臓 心経
脾　臓 尿尿酸結晶
脾　臓 下大静脈
脾　臓 低酸素
脾　臓 低酸素症
脾　臓 アシドーシス    acidosis
脾　臓 三焦経
脾　臓 尿上皮細胞
脾　臓 リンパ組織
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 浮腫
脾　臓 シナプトフィジン
脾　臓 歯
脾　臓 血球量
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脾　臓 悪性腫瘍
脾　臓 Ｃａ１２５(腫瘍マーカー)
脾　臓 脾痛
脾　臓 脾臓痛
脾　臓 赤血球にNＯ処理
脾　臓 赤血球
脾　臓 結腸
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 褐色細胞
脾　臓 間質性の細胞
脾　臓 老廃細胞の貪食を促進
脾　臓 成熟血小板
脾　臓 クロモグラニンＡ
脾　臓 造血のコントロール
脾　臓 網赤血球
脾　臓 ルミンＡ
脾　臓 細胞賦活用薬
脾　臓 褐色細胞腫
脾　臓 クルチツキー　（Kulchitzky）
脾　臓 抗平滑筋抗体
脾　臓 抗ガングリオシド抗体
脾　臓 血管系サイトカイン
脾　臓 脾洞
脾　臓 サイトカイン
脾　臓 血小板由来成長因子　(platelet derived growth factor ; PDGF)-BB動

脾　臓 カハール介在細胞
脾　臓 カハール介在細胞類似細胞
脾　臓 カハール細胞様細胞
脾　臓 成熟赤血球
脾　臓 脾臓のチャクラ（スプリーン・チャクラ）
脾　臓 ペリサイト
脾　臓 血管形成を促進
脾　臓 バクテロイデス
脾　臓 抗がん剤投与
脾　臓 ＨＣＶ抗体
脾　臓 感染している
脾　臓 ポリープ
脾　臓 原発性脾臓腫瘍
脾　臓 癌細胞
脾　臓 ガングリオン    (B)
脾　臓 癌組織
脾　臓 癌性悪液質
脾　臓 急性化膿性疾患
脾　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
脾　臓 酸素欠乏反応性の赤血球増加
脾　臓 遊離コレステロール
脾　臓 膿痂疹  impetigo
脾　臓 悪性新生物、癌、肉腫
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脾　臓 単球
脾　臓 筋肉緊張症
脾　臓 筋肉挫傷
脾　臓 グルタミン
脾　臓 眠気
脾　臓 膀胱経
脾　臓 脾　経
脾　臓 肉腫
脾　臓 粘液組織
脾　臓 大腸経
脾　臓 アセトン、尿ケトン
脾　臓 動脈硬化
脾　臓 硬癌
脾　臓 白血病
脾　臓 アルコール性黄疸
脾　臓 食欲減退   appetite loss(poor)
脾　臓 血液循環
脾　臓 脾腫
脾　臓 細菌性毒
脾　臓 尿好中球
脾　臓 好中球
脾　臓 好塩基球
脾　臓 好酸球
脾　臓 白血病　　　（骨髄造血細胞を育成する）
脾　臓 血尿
脾　臓 リンホカイン型感作リンパ球
脾　臓 抗体
脾　臓 血球系の細胞
脾　臓 Ｃ型肝炎ウイルス
脾　臓 嗜銀細胞
脾　臓 自己抗体
脾　臓 正常血清
脾　臓 γーグロブリン
脾　臓 腫瘍縮小
脾　臓 Ｃ型肝炎
脾　臓 Ｃ型肝炎ファクター
脾　臓 血球系細胞の再生
脾　臓 神経叢のチャクラ
脾　臓 NAP (好中球アルカリフォスファターゼ)
脾　臓 出血性素因者
脾　臓 内臓炎
脾　臓 扁桃炎   tonsilitis
脾　臓 アレルギー性疾患
脾　臓 体重減少
脾　臓 尿細菌
脾　臓 異所性脂肪
脾　臓 脂肪毒
脾　臓 脂肪毒
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脾　臓 微熱
脾　臓 脂肪沈着
脾　臓 シックハウス症候群
脾　臓 熱傷
脾　臓 黄疸
脾　臓 サイトトキシン
脾　臓 エンテロトキシン
脾　臓 トランス脂肪酸
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 白血球
脾　臓 顆粒球
脾　臓 白血球の消化力
脾　臓 特発性門脈圧亢進症
脾　臓 バンチ症候群
脾　臓 血小板減少症
脾　臓 紫斑病
脾　臓 特発性血小板減少性紫斑病（ITP;idiopathic thrombocytopenicpurpura）

脾　臓 門脈圧亢進症
脾　臓 嚢胞性腫瘍　　（卵巣に多い、女性）
脾　臓 食欲減退   appetite loss(lack)
脾　臓 血液不純物混入
脾　臓 陳旧性潰瘍
脾　臓 血液異常
脾　臓 胆嚢炎　(ウイルス・真菌による白血球減少症)
脾　臓 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
脾　臓 内臓潰瘍
脾　臓 筋肉痛
脾　臓 肥満
脾　臓 ガングリオシド
脾　臓 発熱
脾　臓 毒血症
脾　臓 血中毒素
脾　臓 肺炎双球菌
脾　臓 アダプター蛋白のＤｏｋ-Ｒ
脾　臓 アダプター蛋白　（Ｎｃｋ）
脾　臓 ポリノフェール
脾　臓 Ｐａｋ　（p21 activated kinase）
脾　臓 Ａng１の発現細胞
脾　臓 アンジオポエチン
脾　臓 Ａng２
脾　臓 βーグロブリン
脾　臓 Ａng３
脾　臓 Ａng４
脾　臓 ポリノフェール効果
脾　臓 血漿と液漿の正常化
脾　臓 インターロイキン１（ＩＬ－１）
脾　臓 Ｂｕｅｒｇｅｒ病：閉塞性血栓血管炎（Thromboangiitis　Obliterans　Ｔ.Ａ.Ｏ）
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脾　臓 先天性溶血性貧血
脾　臓 胆汁うっ滞性黄疸
脾　臓 代謝亢進
脾　臓 エリスロポエチン類似物質
脾　臓 温式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 冷式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 一方赤芽球勞　（ＰＲＣＡ）
脾　臓 エリスロポエチン受容体
脾　臓 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

脾　臓 壊死性筋膜炎
脾　臓 血管炎
脾　臓 免疫介在性血小板減少症　（ＩＴＰ）
脾　臓 血漿と液漿の異常
脾　臓 免疫介在性溶血性貧血　（ＩＨＡ）
脾　臓 骨髄増殖性疾患
脾　臓 アシドーシス    acidosis　（酸性体質）
脾　臓 脂肪腫
脾　臓 性欲促進
脾　臓 表面出血
脾　臓 血液疾患
脾　臓 代謝障害
脾　臓 尿毒素
脾　臓 手足冷感
脾　臓 皮膚炎   dermatitis
脾　臓 夜尿症
脾　臓 潰瘍   ulcer
脾　臓 内臓腫瘍
脾　臓 吃逆
脾　臓 胆嚢炎　(毒素)
脾　臓 マトリックス分解酵素
脾　臓 桂皮　（ケイヒ）
脾　臓 桂皮エキス
脾　臓 紫外線
脾　臓 抗細胞質抗体
脾　臓 遺伝的因子
脾　臓 グロブリン
脾　臓 褐色脂肪組織
脾　臓 血漿と液漿に毒素混入
脾　臓 ヘルパーＴ細胞の減少
脾　臓 赤芽球系細胞
脾　臓 樹状細胞
脾　臓 白血球エステラーゼ
脾　臓 悪性新生物
脾　臓 癌もどき　（carcinoma-like）
脾　臓 カルチノイド腫瘍（carcinoid　tumor）
脾　臓 肺カルチノイド
脾　臓 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
脾　臓 多発性関節炎
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脾　臓 糜爛
脾　臓 四肢冷感
脾　臓 発作・痙攣　（けいれん）
脾　臓 肝臓の毛細血管
脾　臓 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 血管運動機構
脾　臓 球状(globulor)タンパク質
脾　臓 繊維状タンパク質
脾　臓 Ｔｉｅ２
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 細胞質性
脾　臓 Ｔｉｅ２受容体
脾　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており
脾　臓 酵素反応
脾　臓 体液
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大分類 件　名 機　　能　　他
グリット O（ゼロ）
グリット 完全中庸
グリット 地球（テラ）の中心
グリット ソマチット⑪　破裂　（コロイド）
グリット 十九次元
グリット ソマチット⑩　球状の細菌形態　（結晶）
グリット ソマチット⑨　球状の細菌形態　（結晶）
グリット 二十次元
グリット ソマチット⑧　粒状の二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）

グリット ソマチット⑦　二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）
グリット 二十一次元
グリット ソマチット⑤　二重バクテリア形態（アモロファス）
グリット アストラル体　（ピンク）
グリット 二十二次元
グリット ソマチット④　バクテリア形態（アモロファス）
グリット 無機物霊
グリット 橋核
グリット ソマチット③　二重胞子（準結晶）　（角樴之大神、地・木）
グリット 二十三次元
グリット 二十四次元
グリット ソマチット②　胞子（準結晶）　（須比知邇美之大神、地・土）
グリット ガイア
グリット メンタル体　　黄
グリット ソマチット①　（準）　（宇比地煮之大神、地・土）
グリット 二十五次元
グリット チャクラ
グリット チャクラを開く
グリット 糖
グリット 糖環状鎖
グリット 糖グリット
グリット 抗腫瘍作用
グリット ソマチット⑫　酵母形態（ゲル）
グリット 新Ⅲ次元
グリット 新Ⅲ次元
グリット 石油霊
グリット 塩酸
グリット 天日長命薬師守神
グリット 天豊禁厭建彦神
グリット 天日体骸薬師守神
グリット 天日体髄医師彦神
グリット 宇宙ソマチット　　超高温・低温の中のソマチット殻
グリット 感謝
グリット 八十万禍斬祓尊
グリット 塩酸の中のソマチット殻　
グリット 超古代ソマチット
グリット 細菌毒に対しての殻血小板

グリット 古代ソマチット（鎖）　（豊雲野根之大神）
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グリット 男性センター
グリット 秘尿器・生殖センター
グリット 仙骨性腺ｾﾝﾀｰ
グリット 太陽叢
グリット 横隔膜センター
グリット ハートチヤクス （心臓センター）
グリット 胸腺センター
グリット 喉ｾﾝﾀｰ
グリット 夢センター
グリット 脳下垂体ｾﾝﾀｰ
グリット 視覚センター
グリット 冠ﾁｬｸﾗ
グリット 三次元 （多次元経絡意識波動プログラム１層～１３層は三次元）

グリット 茶
グリット 闇山ずみ神　(クラヤマズミノカミ)
グリット 慈しみ
グリット 硫酸
グリット 久延毘古神　(クエビコノカミ)
グリット ソマチット⑬　子嚢胞子形態　（ゲル）
グリット 弥勒菩薩　　（ミロクボサツ）
グリット 六次元 （多次元経絡意識波動プログラム１６層６次元）
グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム１４層４次元）
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム１５層５次元）
グリット 橋核路
グリット 橋
グリット 白金78
グリット 金　79
グリット 脳
グリット 光子・フォトン
グリット ソマチットコロイド
グリット 肉体/ｴｰﾃﾙ  体接触面･茶
グリット 八次元
グリット 七次元
グリット 九次元
グリット 女性器組織再生
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ソマチット　⑭
グリット ソマチット⑦棒状形態
グリット 骨組織
グリット 随意筋
グリット 側脳室
グリット 錘体路
グリット 淡蒼球
グリット 平滑筋
グリット 筋肉線維
グリット 細胞
グリット 軟骨
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グリット 生体骨物質
グリット 筋肉
グリット 骨
グリット 真菌葉状体
グリット 真菌グリット
グリット 真菌準結晶
グリット 真菌アモロファス
グリット 抗炎症作用
グリット 真菌環状鎖
グリット 細胞環状鎖
グリット 筋肉環状鎖
グリット 骨環状鎖
グリット エーテル体・赤
グリット 細胞グリット
グリット 真菌ゲル
グリット 十二次元
グリット 筋肉グリット
グリット 神経線維
グリット 骨グリット
グリット ソマチットゲル
グリット 排膿
グリット 真菌コロイド
グリット 十次元
グリット 十一次元
グリット ソマチット　⑮菌糸体形態
グリット 付随筋
グリット 線条筋肉組織
グリット 紫
グリット 骨細胞
グリット ウィルスグリット
グリット 真菌結晶
グリット マクロボンド
グリット コンカナバリンＡ
グリット ソマチット結晶
グリット ソマチット　⑯繊維状の葉状体
グリット ウイルス葉状体
グリット 金属毒素準結晶
グリット ウィルス
グリット 横紋筋組織
グリット 神経
グリット 赤
グリット 金属毒素アモロファス
グリット ウィルスコロイド
グリット 神経環状鎖
グリット 神経グリット
グリット 金属毒素結晶
グリット ゲル状ウィルス　（ウィルスゲル）
グリット 金属毒素ゲル
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グリット 金属毒素葉状体
グリット ウィルス環状鎖
グリット 金属毒素コロイド
グリット ウィルス準結晶
グリット 金属毒素
グリット 十五次元
グリット 金属毒素環状鎖
グリット ソマチット葉状体　　（活樴之大神、地・木）
グリット タンパク質
グリット ウィルス結晶
グリット 脂肪細胞
グリット 脂肪
グリット 筋肉線維組織
グリット ピンク
グリット 蛋白質グリット
グリット ウィルス・アモルファス
グリット 金属毒素グリット
グリット 貝化石
グリット 化石
グリット 蛋白質環状鎖
グリット 十四次元
グリット 脂肪環状鎖
グリット 脂肪グリット
グリット 殻蛋白質コートプロテイン
グリット エンベロープ
グリット ゲル
グリット 海面活性物質
グリット ②Ｓｅｘ性センター
グリット 生霊
グリット 色
グリット 青
グリット オレンジ
グリット 緑
グリット カナバニン
グリット コロイド
グリット エネルギー環状鎖
グリット エネルギーグリット
グリット ソマチット鎖
グリット クォーク（ＣＡＵ）
グリット エネルギー(周波数)
グリット 松の精霊
グリット ニュートリノ
グリット ソマチット準結晶
グリット 精霊の転生
グリット 精霊
グリット アミノ酸グリット
グリット 感情コロイド　　（コロイド感情）
グリット アミノ酸環状鎖
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グリット 感情ゲル　　（ゲル感情）
グリット アミノ酸
グリット 感情アモロファス
グリット 感情準結晶
グリット 感情環状鎖
グリット 感情結晶　　（結晶感情）
グリット 結晶
グリット 感情葉状体
グリット 準結晶
グリット アモロファス
グリット 大脳辺縁系
グリット 感情
グリット 重力
グリット 環状鎖
グリット 運動エネルギー
グリット 重力波エネルギー
グリット 非自己
グリット 自己
グリット 羊水
グリット グリット
グリット 感情グリット
グリット エネルギー
グリット 意識のコードを翻訳
グリット コーザル体　紫　　26次元
グリット 肉体、工一テル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体がオクターブ共鳴で直結

グリット 意識のコード
グリット 意識
グリット 質量
グリット スカラー波
グリット 空間エネルギー
グリット 時間エネルギー
グリット 霊
グリット 梅の木の精霊
グリット 梅の精霊
グリット 素粒子
グリット 黄泉の国
グリット 黄泉の国行き片道切符
グリット 痴情霊
グリット 十八次元
グリット イヤシロチ
グリット 経絡系
グリット 経絡系･緑
グリット 黄
グリット 青紫
グリット 十六次元
グリット 軍千兆勝神社　(グンチカツカンヤシロ)
グリット 運気上昇
グリット 天狗　 （天空人）
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グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの四次元）

グリット 十七次元
グリット 十三次元
グリット 供養
グリット プラズマ
グリット 先祖の浮遊霊
グリット ソマチットグリット
グリット 悪魔・サタンの浮遊霊
グリット 無縁の浮遊霊
グリット 浄霊
グリット 自縛霊
グリット 愛　（Ｌｏｖｅ）
グリット バランスを取り戻す
グリット 白
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの五次元）

グリット 魂を込めた愛の実践
グリット 浄化
グリット 古代ソマチットグリット　（貝化石）
グリット 清　祓
グリット ケーシ体
グリット 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

グリット 六次元
グリット 大直日神
グリット 神直日神
グリット 大山祇神
グリット 慈母観音　
グリット 詞志古美之大神（地・金）
グリット 淤母陀琉日売之大神（地・火）
グリット 大斗能美之大神（地・水）
グリット 天八十萬日女神　アメヤソヨロズヒメノカミ
グリット 天八百陀琉美神　アメヤオダリヒミカミ
グリット 超古代ソマチットグリット　（化石の中のソマチット殻）
グリット 魄
グリット 神様に護られている　（ピラミッド光体）
グリット ピラミッド光体
グリット 天相合美神　アメアイアワスミノカミ
グリット 髄
グリット 精
グリット 霊性回路
グリット 惶根之大神（地・金）
グリット 面足日子之大神（地・火）
グリット 大斗能地之大神（地・水）
グリット 天照月之大神（ミド） 　天御柱女吹神(アメミハシラメフキノカミ)

グリット 天照日之大神（ホド）　天御柱男風神(アメミハシラオフキノカミ)

グリット 中心太陽
グリット 天日体骸医師彦神
グリット 般若心経
グリット アメヤソヨロズタマノカミ 天八十萬魂神
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グリット アメミクダリミノカミ　天目降美神
グリット アメヤクダリミノカミ　天八下美神
グリット 玉依毘売神　子安乳妃神社　安産守神社・女性ﾎﾙﾓﾝ・女性器

グリット 天照大御神の供養経
グリット 建速須佐乃男神　剣岳　月・月のエネルギー　男・黄泉の国

グリット 天照皇大神宮
グリット 天相合主神　アメアイアワスヌシノカミ
グリット 遺伝子ＤＮＡの前駆物質　（宇宙ソマチットグリット）
グリット 宇宙ソマチットグリット
グリット 魂
グリット 天豊医師主神
グリット 天之御中主神
グリット 天三降主神　アメミクダリヌシノカミ
グリット 天八下王神　アメヤクダリオノカミ
グリット 伊邪那美神
グリット 伊邪那岐神
グリット 天日豊本黄人皇主神
グリット 造化気萬男神
グリット 天日豊本葦牙気皇神
グリット 神

2015/3/10 P- 333  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
地球(テラ) ゼロ磁場　（グランディング）
地球(テラ) ゼロ・ポイント・フィールド(Zero point field)
地球(テラ) 地球（テラ）の中心
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 個性
地球(テラ) 光修復
地球(テラ) フラクタル
地球(テラ) 憑依存在
地球(テラ) 憑依
地球(テラ) 憑依存在からの記憶感情
地球(テラ) 地球(テラ)
地球(テラ) パラレル・ワールド
地球(テラ) O次元(点)
地球(テラ) 1次元(線)
地球(テラ) 2次元(面)
地球(テラ) 3次元(空間)
地球(テラ) 4次元(時空間)
地球(テラ) ５次元　（五次元の領域内の５次元）
地球(テラ) 平行宇宙
地球(テラ) 他人の話を聞かない
地球(テラ) イクタマ
地球(テラ) ６次元（虚空/コアード体・神）（五次元領域内の６次元、神のエネルギー）

地球(テラ) コア・リリーフ
地球(テラ) 虚空　　　「コクウ」
地球(テラ) 次元上昇アセンション
地球(テラ) お金の循環
地球(テラ) タルタマ
地球(テラ) キャラクター
地球(テラ) 氣エネルギー
地球(テラ) 気場、Chi-System(気系)
地球(テラ) 自己受容
地球(テラ) 自己信頼
地球(テラ) 活動電位システム
地球(テラ) 表面電位
地球(テラ) 内部電位
地球(テラ) 直流電位
地球(テラ) 水
地球(テラ) 電解質
地球(テラ) 電流
地球(テラ) 電位
地球(テラ) 生体電流
地球(テラ) 生体磁場
地球(テラ) 生体電位
地球(テラ) 生体電磁波
地球(テラ) 流動電位
地球(テラ) 高次運動の調節
地球(テラ) 高次運動
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地球(テラ) 中性子
地球(テラ) 中性子線
地球(テラ) 天之常立之大神　あめのとこたちのおおかみ

地球(テラ) 国之常立神
地球(テラ) タマミチカシノタマ
地球(テラ) オキツカガミ
地球(テラ) ヘツカガミ
地球(テラ) マカルカヘシノタマ
地球(テラ) 中性子の中心
地球(テラ) オリオン星人
地球(テラ) シリウス星人
地球(テラ) プレアデス星人
地球(テラ) 雑音温度キャリブレーション
地球(テラ) 雑音温度
地球(テラ) 十種の神宝
地球(テラ) 十種の神
地球(テラ) 交流電位
地球(テラ) アンドロメダ星人
地球(テラ) Ⅶ次元　　（7次元）
地球(テラ) Ⅷ次元　　（8次元）
地球(テラ) Ⅸ次元　　（９次元）
地球(テラ) Ⅹ次元　　（１０次元）
地球(テラ) Ⅺ次元　　 (１１次元)
地球(テラ) Ⅻ次元 　　（１２次元）
地球(テラ) ＸⅢ次元　（１３次元）
地球(テラ) 生体磁気
地球(テラ) 磁場
地球(テラ) 電子の中心
地球(テラ) 心的外傷後ストレス障害
地球(テラ) シータヒーリング
地球(テラ) ヴァイアナ・スタイバル
地球(テラ) シュワン組織
地球(テラ) 陽子の中心
地球(テラ) グリア組織
地球(テラ) クササモノモノヒレ
地球(テラ) ハチノヒレ
地球(テラ) 人工的に上昇
地球(テラ) ストレス性疾患
地球(テラ) 太陽
地球(テラ) 電磁場
地球(テラ) 電子線
地球(テラ) 電子
地球(テラ) 線維組織
地球(テラ) 小細胞癌
地球(テラ) フィラメント
地球(テラ) 付随体組織
地球(テラ) 附随体組織　（不随体部分）
地球(テラ) ウィルスの膠質膜(クリスタルゴブレット)
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地球(テラ) イオン
地球(テラ) 負荷電粒子
地球(テラ) 正荷電粒子
地球(テラ) 荷電粒子
地球(テラ) 基礎組織
地球(テラ) 微細網状組織
地球(テラ) 閾値の制御
地球(テラ) 双子座　（2ツの銀河）
地球(テラ) 閾値
地球(テラ) 閾値となる電位を制御
地球(テラ) 熱雑音
地球(テラ) 電解質異常
地球(テラ) ネガティブフイードバック
地球(テラ) 身体毒素排泄
地球(テラ) 身体毒素排泄促進
地球(テラ) カルマ
地球(テラ) 業
地球(テラ) ミヅト
地球(テラ) ミヅノエ
地球(テラ) カノエ
地球(テラ) カノト
地球(テラ) ツチノト
地球(テラ) ツチノエ
地球(テラ) ヒノト
地球(テラ) ヒノエ
地球(テラ) キノト
地球(テラ) キノエ
地球(テラ) 中間子
地球(テラ) 中間子線
地球(テラ) ビルケラン電流
地球(テラ) 電気回路網
地球(テラ) 電界
地球(テラ) 電荷
地球(テラ) 電解液
地球(テラ) スピンポイント
地球(テラ) 結晶質
地球(テラ) バシヤール
地球(テラ) クンダリニー(クンダリーニ)
地球(テラ) 来世の統合
地球(テラ) 五次元の領域
地球(テラ) 六次元の領域
地球(テラ) 五次元の循環領域

地球(テラ) 五次元の循環システム
地球(テラ) 六次元の循環領域
地球(テラ) 未来の統合
地球(テラ) 陽子
地球(テラ) 陽子線
地球(テラ) 五次元六次元の領域
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地球(テラ) 五次元六次元の循環領域システム
地球(テラ) 神経膠　（グリア）
地球(テラ) 五次元六次元の循環領域
地球(テラ) 六次元の循環システム
地球(テラ) 五次元六次元の循環システム
地球(テラ) アストラルプロジェクション
地球(テラ) 電解質コルチコイド
地球(テラ) 結晶質の体
地球(テラ) クンダリニーの上昇
地球(テラ) クンダリニーの火と熱の原理
地球(テラ) 環境ホルモン
地球(テラ) オロチノヒレ
地球(テラ) 超高速移動ワープ
地球(テラ) 過去世からの記憶感情
地球(テラ) ネガティブ感情を手放す
地球(テラ) 他人のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの話を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの声を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) ハイアーセルフチャネリング
地球(テラ) 先祖からの記憶感情
地球(テラ) リコネクション
地球(テラ) フェニックス銀河
地球(テラ) ペガサス銀河
地球(テラ) 変態
地球(テラ) 変容させる
地球(テラ) 宇宙
地球(テラ) 信念(アイデンテテイ)
地球(テラ) 磁気リコネクション
地球(テラ) バイオプラズマ
地球(テラ) プラズモイド
地球(テラ) プラズマ光合成
地球(テラ) 肉を「落とす（変容させる）」
地球(テラ) プラズマ・ジェット
地球(テラ) 自我
地球(テラ) 自分
地球(テラ) 真我
地球(テラ) 自我意識
地球(テラ) エゴ
地球(テラ) アクシオトーナル・ライト
地球(テラ) アクシオトーナル・ライン
地球(テラ) アクシアル循環システム
地球(テラ) アクシオトーナル・メロデイアンシステム
地球(テラ) 未来
地球(テラ) 過去
地球(テラ) 未来世
地球(テラ) 過去世
地球(テラ) 結晶質の体へ変態
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地球(テラ) ラムサ
地球(テラ) 過去の統合
地球(テラ) 前世の統合
地球(テラ) 前世
地球(テラ) 前世の意識
地球(テラ) 前世の感情
地球(テラ) 前世のマトリックス
地球(テラ) 人生の遺伝子コード
地球(テラ) 寛大
地球(テラ) 寛容
地球(テラ) 普及学（祈念）
地球(テラ) ヤツカノツルギ
地球(テラ) 高速プラズマ流
地球(テラ) 観察精神
地球(テラ) 速進衝撃波
地球(テラ) ニューロペプチド
地球(テラ) ライフフォース
地球(テラ) 数霊
地球(テラ) サルーサ　Ｓａｌｕｓａ
地球(テラ) プラズマ・フィラメント
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 言霊
地球(テラ) 生命エネルギー
地球(テラ) 生命場(ライフフィールド)
地球(テラ) リバース(再誕生)
地球(テラ) 電磁氣エネルギー
地球(テラ) ホログラフ的なパターン
地球(テラ) 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
地球(テラ) 伝道師
地球(テラ) 本能
地球(テラ) トーラス
地球(テラ) 地球(テラ)の中心太陽
地球(テラ) 月のエネルギー
地球(テラ) 銀河
地球(テラ) 生命光線
地球(テラ) アシュタール・シェラン
地球(テラ) 意識生命体　（魂）
地球(テラ) 波動
地球(テラ) 空(くう)
地球(テラ) 宇宙意識生命体　（神）
地球(テラ) 多次元
地球(テラ) 八百萬之神　（ヤオヨロズノカミ）
地球(テラ) ヒーリングマスター
地球(テラ) 龍
地球(テラ) 竜樹菩薩
地球(テラ) 豊雲野神
地球(テラ) うしとらの金神
地球(テラ) 大天使ミカエル
地球(テラ) 大天使ガブリエル 2015/3/10 P- 338  



地球(テラ) 大天使ラファエル
地球(テラ) 大天使ウリエル
地球(テラ) 堕天使ルシフェル
地球(テラ) マスター・プラトン
地球(テラ) マスター・シビン
地球(テラ) 除霊
地球(テラ) 悪魔悪霊祓い
地球(テラ) マスター・オーク(アポロン)
地球(テラ) マスター・ホワイトクライド
地球(テラ) マスター・ザ・スワルスマン
地球(テラ) クラウンチャクラのキャップ除去
地球(テラ) 才一ラ、マグネティックライン
地球(テラ) 4大元素のバランスライン
地球(テラ) エーテル体のネガティブクリスタル
地球(テラ) DNAアクティベーション
地球(テラ) アンテイモニー
地球(テラ) 感情コード
地球(テラ) 四大元素
地球(テラ) 火
地球(テラ) 風
地球(テラ) 土
地球(テラ) アデプトプログラム
地球(テラ) 多次元宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 銀河系のセントラルサン
地球(テラ) 太陽系のセントラルサン
地球(テラ) 地球のセントラルサン
地球(テラ) 地球神界
地球(テラ) 惑星連合
地球(テラ) 銀河連合
地球(テラ) 宇宙連合
地球(テラ) 水瓶座
地球(テラ) 魚座
地球(テラ) 異星人との遭遇によるトラウマ
地球(テラ) 異星人への恐れ
地球(テラ) 自己不信
地球(テラ) 自己能力不信
地球(テラ) テレパシー
地球(テラ) プレアデス
地球(テラ) オリオン
地球(テラ) シリウス
地球(テラ) 琴座リラ
地球(テラ) 琴座リラのプリズム
地球(テラ) アークトゥルス
地球(テラ) 宇宙存在バシャール
地球(テラ) 宇宙存在サーシャ
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大分類 件　名 機　　能　　他
感 情 感情 Ⅱ １８歳～２７歳
感 情 感情 Ⅱ ２８歳～３７歳
感 情 感情 Ⅱ ３８歳～４７歳
感 情 感情 Ⅱ ４８歳～５７歳
感 情 感情 Ⅱ ５８歳～６７歳
感 情 感情 Ⅱ ６８歳～７７歳
感 情 感情 Ⅱ ７８歳～８７歳
感 情 感情 Ⅱ ８８歳～９７歳
感 情 感情 Ⅲ 忘れること
感 情 感情 Ⅲ いさかいを引き起こすこと
感 情 感情 Ⅲ 不安定な感覚
感 情 感情 Ⅲ スケープゴード
感 情 感情 Ⅲ 憤りこと
感 情 感情 Ⅲ すべてを承知していないといけない
感 情 感情 Ⅲ 劣等感を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 集団意識の中にある恐怖を取り入れること
感 情 感情 Ⅱ 状況がこれ以上悪くなる恐れがあるなら変わらないほうがましだ
感 情 感情 Ⅲ 恥ずかしい思いをすること
感 情 感情 Ⅲ 自分の世界がバラバラになること
感 情 感情 Ⅰ お金の亡者
感 情 感情 Ⅲ 今の自分についていいわけすること
感 情 感情 Ⅲ 自分自身に腹を立てること
感 情 感情 Ⅰ 過労･過労死傾向
感 情 感情 Ⅲ 自分自身や他人を批判すること
感 情 感情 Ⅱ 嫉妬
感 情 感情 Ⅲ 不運だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視された
感 情 感情 Ⅲ 孤独だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人の「モノ」を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ はねつけられた
感 情 感情 Ⅲ 脅かされている
感 情 感情 Ⅲ 孤児である
感 情 感情 Ⅲ 裏切られること
感 情 感情 Ⅲ 失望すること
感 情 感情 Ⅲ 後悔  （Regret）
感 情 感情 Ⅲ 手に負えない
感 情 感情 Ⅲ 後悔すること
感 情 感情 Ⅲ 自分を抑えること
感 情 感情 Ⅰ 腹が立つ
感 情 感情 Ⅲ 弱者につけ入る隙を与えてしまうこと
感 情 感情 Ⅰ 不平不満
感 情 感情 Ⅲ 他の人の物をむやみに欲しがること
感 情 感情 Ⅲ 近づき難い
感 情 感情 Ⅲ 困惑すること
感 情 感情 Ⅲ 欲深くなること
感 情 感情 Ⅱ どうせ
感 情 感情 Ⅱ 私は存在しない
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感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅰ 孤立的
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は嫌われている
感 情 感情 Ⅰ 良心の咎め
感 情 感情 Ⅰ 信頼の欠如
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 憎悪･嫉妬・妬み・貪欲
感 情 感情 Ⅰ 精神疲労
感 情 感情 Ⅰ 理性を失う恐れ･自制心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 極度の苦悶
感 情 感情 Ⅰ 自己中心
感 情 感情 Ⅰ 硬直・頑な・殉教的症候群
感 情 感情 Ⅰ 失望
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅰ 潜在する精神的苦痛
感 情 感情 Ⅰ 不満
感 情 感情 Ⅱ 無視されるくらいなら嫌われたほうがいい
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に愛されていない
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感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どっせ私は怠け者だ
感 情 感情 Ⅰ 自己嫌悪
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ なんで
感 情 感情 Ⅱ なんで私がこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ なんで私だけがこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ 安心
感 情 感情 Ⅰ 求道（グドウ）
感 情 感情 Ⅱ 自己
感 情 感情 Ⅱ やっぱり
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無価値だ
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感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ あきらめ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はダメだ
感 情 感情 Ⅰ 叡智
感 情 感情 Ⅱ 私だけ
感 情 感情 Ⅱ 私は不倫していません
感 情 感情 Ⅱ 私は無視される存在だ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は大人の女です
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に善だ
感 情 感情 Ⅱ みんなは私を無視する
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に好かれている
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感 情 感情 Ⅱ 私だけが好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は主人の妻です
感 情 感情 Ⅱ 私は愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが愛されている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は善だ
感 情 感情 Ⅲ 痛ましい状態になること
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 人より劣っている
感 情 感情 Ⅲ 他人をいらだたせること
感 情 感情 Ⅲ 将来に対して臆病になること
感 情 感情 Ⅰ 不参加
感 情 感情 Ⅲ 次の一歩に臆病になること
感 情 感情 Ⅲ 困窮状態に陥ること
感 情 感情 Ⅲ ものが言えない
感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 苛立ち・いらいら
感 情 感情 Ⅰ わがまま
感 情 波動測定器 自分は無価値な存在だ。
感 情 感情 Ⅰ 欠席
感 情 感情 Ⅰ 残念
感 情 感情 Ⅲ 惨めな状態
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 感情 Ⅲ いらいらすること
感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 見捨てられること
感 情 感情 Ⅰ 悔しい
感 情 感情 Ⅰ 悔しさ　（残念、無念）
感 情 感情 Ⅲ 自分の力を疑うこと
感 情 感情 Ⅲ 落ち込むこと
感 情 波動測定器 何をやってもこの問題は解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 自分は無力な存在だ。

感 情 波動測定器 自分は悪い存在だ。

感 情 感情 Ⅲ 打ちのめされた
感 情 感情 Ⅰ むかつく
感 情 感情 Ⅲ どうしようもない
感 情 感情 Ⅲ 拒絶すること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶を恐れる感情を転嫁する
感 情 感情 Ⅲ 拒絶されるのを恐れる
感 情 感情 Ⅱ 小学高学年～中学校
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖・懐疑心
感 情 感情 Ⅰ 威張る・非柔軟
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感 情 感情 Ⅰ 寛容でない
感 情 感情 Ⅰ 臆病･疲労消耗
感 情 感情 Ⅰ 他への恐れ・ショック
感 情 感情 Ⅰ 絶望的憂鬱
感 情 感情 Ⅰ 不確か･優柔不断
感 情 感情 Ⅰ 思わしくない思考に取り付かれる
感 情 感情 Ⅰ 否定的
感 情 感情 Ⅰ 無関心
感 情 感情 Ⅰ 感謝
感 情 感情 Ⅰ ミカエルの意識
感 情 感情 Ⅰ 慈しみ
感 情 感情 Ⅰ 出席する
感 情 感情 Ⅰ 参加する
感 情 感情 Ⅱ 私は娘です
感 情 感情 Ⅱ ありがとうございます
感 情 感情 Ⅰ 偽者
感 情 波動測定器 何をやってもこの怪我は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 多くの恐れ
感 情 感情 Ⅰ 恥
感 情 感情 Ⅰ 幸福感の欠如
感 情 波動測定器 何をやってもこの病気は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 頭がおかしくなった
感 情 感情 Ⅰ 人を騙す
感 情 感情 Ⅰ 欺瞞者
感 情 感情 Ⅰ 欺く
感 情 感情 Ⅱ 女性生殖器相　（外性器の陰相）
感 情 感情 Ⅰ 極度の疲労
感 情 感情 Ⅰ 悲痛･自己憐憫
感 情 感情 Ⅰ 無関心･感情麻痺
感 情 感情 Ⅰ 神経衰弱・弱気
感 情 感情 Ⅰ 無表情な
感 情 感情 Ⅰ 癌に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 虚偽・欺き
感 情 感情 Ⅰ 臥龍　（wolong　ウォロン）
感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾を踏む
感 情 感情 Ⅲ 羨ましがること
感 情 感情 Ⅲ 物が不足すること
感 情 感情 Ⅲ 取り残されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ じれったいと感じること
感 情 感情 Ⅰ 妄念･強迫観念
感 情 感情 Ⅲ 恐れ
感 情 感情 Ⅲ 恨みを消す
感 情 感情 Ⅲ 母に対する恨み
感 情 感情 Ⅰ 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
感 情 感情 Ⅲ 女であることが間違っている
感 情 感情 Ⅰ お金えの執着心
感 情 感情 Ⅰ お金に執着する
感 情 感情 Ⅲ 男であることが間違っている 2015/3/10 P- 345  



感 情 感情 Ⅲ がっかりすること
感 情 感情 Ⅲ 病気
感 情 感情 Ⅲ 悲観的になること
感 情 感情 Ⅰ 抑圧
感 情 感情 Ⅲ 口を閉ざすこと
感 情 感情 Ⅲ 静かにしていること
感 情 感情 Ⅰ 焦燥感
感 情 感情 Ⅲ 感じるのは苦痛だと思うこと
感 情 感情 Ⅲ 攻撃的な運転をする
感 情 感情 Ⅲ 罰せられること
感 情 感情 Ⅲ 恨みを抱き続けること
感 情 感情 Ⅰ やきもち
感 情 感情 Ⅰ 消極的･否定的
感 情 感情 Ⅰ 偏見・ひがみ
感 情 感情 Ⅰ 心配･不安
感 情 感情 Ⅰ 愚図
感 情 感情 Ⅰ 倦怠・飽きっぽい
感 情 感情 Ⅱ 自閉症
感 情 感情 Ⅰ 焦り
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 他からの影響を受けすぎる
感 情 感情 Ⅰ 緊張
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 過ちを繰返す
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 怠慢
感 情 感情 Ⅰ 罪の意識
感 情 感情 Ⅰ プレッシャー
感 情 感情 Ⅰ 懸念･神経質･気がかり
感 情 感情 Ⅰ 忍耐心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 強い苛立ち・せっかち
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 良心の呵責
感 情 感情 Ⅰ だるさ・倦怠･疲労
感 情 感情 Ⅰ 恨み
感 情 感情 Ⅰ 悲嘆・深い悲しみ
感 情 感情 Ⅰ 強い自惚れ
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖
感 情 感情 Ⅲ 嫉妬すること
感 情 感情 Ⅱ 認識
感 情 感情 Ⅲ 大きな混乱
感 情 感情 Ⅲ 体内を透視する自分の能力に疑念を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 母に憤りを覚える
感 情 感情 Ⅱ 曇る
感 情 感情 Ⅱ 曇り
感 情 感情 Ⅱ 輝いていない
感 情 感情 Ⅱ 生きる気力
感 情 感情 Ⅲ 憤り 　（Resentment）
感 情 感情 Ⅱ 曇っている 2015/3/10 P- 346  



感 情 感情 Ⅲ 哀れな状態になること
感 情 感情 Ⅱ ごめんなさい
感 情 感情 Ⅰ 悲しみ
感 情 感情 Ⅲ 隔てられている
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅰ 不信･疑惑
感 情 感情 Ⅲ 悪者であること
感 情 感情 Ⅲ 無視されること
感 情 感情 Ⅲ 絶望すること
感 情 感情 Ⅰ 憤り
感 情 感情 Ⅰ 迷い
感 情 感情 Ⅲ 惨めになること
感 情 感情 Ⅰ 死に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 絶望・自暴自棄
感 情 感情 Ⅰ 短気・無理性・不合理
感 情 感情 Ⅰ 寂しさ
感 情 感情 Ⅰ 気苦労
感 情 感情 Ⅰ 不幸
感 情 感情 Ⅰ 自制心を失う恐れ
感 情 感情 Ⅰ 自尊心・頑固
感 情 感情 Ⅱ ０歳～３歳
感 情 感情 Ⅰ 逆境に弱い
感 情 感情 Ⅰ 自立心が無い
感 情 感情 Ⅰ パニック
感 情 感情 Ⅱ 胎児期
感 情 感情 Ⅰ メランコリー
感 情 感情 Ⅰ ストレス
感 情 感情 Ⅲ ストレス
感 情 感情 Ⅰ 意図・目論見
感 情 感情 Ⅰ 長期的な視野を持て無い
感 情 感情 Ⅰ 衝動的な
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱
感 情 感情 Ⅰ ヒステリー
感 情 感情 Ⅰ 空想家
感 情 感情 Ⅰ 未熟な・子供ぽい
感 情 感情 Ⅰ 憎悪感に満ちた悲痛な状態
感 情 感情 Ⅰ はにかみ・内気
感 情 感情 Ⅰ パラノイヤ
感 情 感情 Ⅰ 引きこみ思案
感 情 感情 Ⅰ 分別が無い
感 情 感情 Ⅱ 感情を感じる事の恐れ
感 情 感情 Ⅱ 輝き
感 情 感情 Ⅰ 自己憐憫
感 情 感情 Ⅱ 肉体的苦痛に対する恐れ
感 情 感情 Ⅲ どのようにして母の憤りを感じることなく暮らすかを教示
感 情 感情 Ⅱ 痛みに対する恐れ
感 情 感情 Ⅰ 被害者意識 2015/3/10 P- 347  



感 情 感情 Ⅱ 被害者意識
感 情 感情 Ⅲ 一生のうちに自分の使命を果たせない
感 情 感情 Ⅲ 他人を不快にさせること
感 情 感情 Ⅲ のけ者にされていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人から損害をこうむること
感 情 感情 Ⅲ 被害者になること
感 情 感情 Ⅲ 不安感
感 情 感情 Ⅲ 打ち砕かれた
感 情 感情 Ⅲ 心配ごと
感 情 感情 Ⅲ 無気力になって真実を忘れてしまう
感 情 感情 Ⅲ 他人から傷つけられること
感 情 感情 Ⅲ 親しくなりすぎた
感 情 感情 Ⅱ 許してください
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの星にいる
感 情 感情 Ⅰ 無気力・無感覚
感 情 感情 Ⅰ 環境ストレス
感 情 感情 Ⅱ 高校時
感 情 感情 Ⅱ むくわれない思い
感 情 感情 Ⅰ 頭脳明晰
感 情 感情 Ⅰ 独占欲
感 情 感情 Ⅰ 錯乱状態
感 情 感情 Ⅰ 心配
感 情 感情 Ⅰ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 立命
感 情 感情 Ⅲ 食べ物、タバコ、薬物、酒などで自分自身を痛めつけること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶　（Rejection）
感 情 感情 Ⅲ 無意味に興奮すること
感 情 感情 Ⅲ 軽んじられた
感 情 感情 Ⅲ 取るにたりない
感 情 感情 Ⅰ 憎悪
感 情 感情 Ⅲ いじめられること
感 情 感情 Ⅰ 時差惚け
感 情 感情 Ⅲ 過小評価された
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱（うつ）
感 情 感情 Ⅲ ひどく殴打された
感 情 感情 Ⅱ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 挫折
感 情 感情 Ⅱ 挫折
感 情 感情 Ⅰ 幻覚・妄想
感 情 感情 Ⅰ ぐずぐずする・内気
感 情 感情 Ⅱ アレルギー
感 情 感情 Ⅱ 人相
感 情 感情 Ⅱ 自分を見失っている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の失望を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦痛や感情を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 何かに押しつぶされること
感 情 感情 Ⅲ 家族に腹を立てること 2015/3/10 P- 348  



感 情 感情 Ⅲ 創造主とつながっていない
感 情 感情 Ⅲ 人に傷つけられやすい
感 情 感情 Ⅲ 人に利用されること
感 情 感情 Ⅲ 重荷を強いられている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦しみを背負うこと
感 情 感情 Ⅲ 「すべてなるもの」からの分離
感 情 感情 Ⅰ 猫の目のように変わる感情表現
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの家族にいる
感 情 感情 Ⅲ 真実を観るのを恐れること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親の親であるかのようだ
感 情 感情 Ⅱ 家族愛
感 情 感情 Ⅱ ４歳～小学低学年
感 情 感情 Ⅲ 他人の面倒を見ること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親に対して責任がある
感 情 感情 Ⅱ 父に感謝
感 情 感情 Ⅱ 兄に感謝
感 情 感情 Ⅱ 家族に感謝
感 情 感情 Ⅱ 感情コロイド　　（コロイド感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情ゲル　　（ゲル感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情アモロファス
感 情 感情 Ⅱ 感情準結晶
感 情 感情 Ⅱ 感情鎖　　（感情環状鎖）
感 情 感情 Ⅱ 感情結晶　　（結晶感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情グリット
感 情 感情 Ⅱ 母に感謝
感 情 感情 Ⅰ 精神的に安定している状態
感 情 感情 Ⅱ 老衰
感 情 感情 Ⅲ 神を畏怖すること
感 情 感情 Ⅲ やっかい者である
感 情 波動測定器 宇宙に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 波動測定器 神に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 感情 Ⅲ 人に避けられている
感 情 感情 Ⅲ 神に対して腹を立てること
感 情 感情 Ⅱ 内因性精神病
感 情 感情 Ⅱ 発達障害
感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この怪我に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この病気に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この問題に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの問題が解決に向かって良くなっても、
また元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの怪我が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 時間が十分あると心配すること
感 情 感情 Ⅲ 脅かされること

2015/3/10 P- 349  



感 情 感情 Ⅲ 他人を脅かすこと
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの身体を所有している
感 情 感情 Ⅱ 同一性障害
感 情 感情 Ⅲ 人の重荷である
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの痛み

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの病状が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、自分にだけ
は無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が何故か効かない、今度の波動修正も効かな
いのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器の波動修正は本当に有効なのだろうか、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾
感 情 感情 Ⅱ ツボカビ
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの悩み
感 情 感情 Ⅰ 起
感 情 感情 Ⅰ 承
感 情 感情 Ⅰ 転
感 情 感情 Ⅰ 結
感 情 感情 Ⅲ 劇的な出来事を経験すること
感 情 感情 Ⅱ 天寿
感 情 感情 Ⅰ 愛　（Ｌｏｖｅ）
感 情 感情 Ⅰ 起承転結
感 情 感情 Ⅱ 愛しています
感 情 感情 Ⅱ 民・人民

2015/3/10 P- 350  

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
アセンション ゼロポイント
アセンション 地球の中心
アセンション 精子
アセンション 角樴之大神 （地／木）
アセンション 須比知邇美之大神 （地／土）
アセンション 地球
アセンション 宇比地煮之大神 （地／土）
アセンション 水
アセンション 超健康体
アセンション 平和 （安定）
アセンション ⑫女性センター
アセンション ⑬男性センター
アセンション ①泌尿器生殖センター
アセンション ②仙骨性腺センター
アセンション ③太陽神経叢
アセンション ④横隔膜センター
アセンション ⑤心臓
アセンション ⑥胸腺センター
アセンション ⑦喉センター
アセンション ⑧夢センター
アセンション ⑨脳下垂体センター
アセンション ⑩視覚センター
アセンション ⑪冠チヤクラ
アセンション 木の精
アセンション 火の精
アセンション 水の精
アセンション 地の精
アセンション オメガ・チヤクラ
アセンション アルファ・チヤクラ
アセンション 風の精
アセンション ＸⅣ次元
アセンション ＸⅤ次元
アセンション ＸⅥ次元
アセンション ＸⅦ次元
アセンション ＸⅧ次元
アセンション ＸⅨ次元
アセンション ＸＸ次元
アセンション ＸＸⅠ次元
アセンション ＸＸⅡ次元
アセンション ＸＸⅢ次元
アセンション ＸＸⅣ次元
アセンション ＸＸＶ次元
アセンション ＸＸⅥ次元
アセンション ＸＸⅦ次元
アセンション エーテル（光子、フオトン）
アセンション 染色体
アセンション 卵子
アセンション 自然治癒力 2015/3/10 P- 351  



アセンション 卵巣ホルモン
アセンション ＳＴＡＰ万能細胞
アセンション 活樴之大神 （地／木）
アセンション 電子インパルス
アセンション 土
アセンション メビウスの輪
アセンション 風→火→水→土→中心核
アセンション 意識
アセンション 生体周波数
アセンション 四大力更新
アセンション 喜び
アセンション 豊穣
アセンション モチベーション
アセンション 風
アセンション 創造の中心点
アセンション 経絡
アセンション 肉体
アセンション 宙 (ちゅう、そら)
アセンション 完成（神との良縁）
アセンション 火・情熱、愛情
アセンション 火
アセンション 愛情
アセンション 情報
アセンション レシピ
アセンション ＤＮＡ
アセンション ＲＮＡ
アセンション アートマン（存在するもの）
アセンション 幽体
アセンション 神の創造
アセンション 淤母陀琉日売之大神 （地／火）
アセンション 生命エネルギー
アセンション 大斗能美之大神 （地／水）
アセンション 天八十萬日女之大神 （天／水）
アセンション 天八百陀琉美之大神 （天／金）
アセンション 情熱　（ＲＮＡ　ポリメラーゼ）
アセンション 天相合美之大神 （天／火）
アセンション リバース(再誕生)
アセンション 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
アセンション トーラス
アセンション 詞志古美之大神 （地／金）
アセンション 惶根之大神 （地／金）
アセンション 面足日子之大神 （地／火）
アセンション 大斗能地之大神 （地／水）
アセンション 中心太陽
アセンション 天八十萬魂之大神 （天／水）
アセンション 天八百足日之大神 （天／金）
アセンション 天目降美之大神 （天／木）
アセンション 天八下美之大神 （天／土）
アセンション 天合主男之大神 （天／火） 2015/3/10 P- 352  



アセンション 意識生命体
アセンション 天三降主之大神 （天／木）
アセンション 天八下王之大神 （天／土）
アセンション 宇宙意識生命体
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大分類 件　名 機　　能　　他
ライトボディ 時
ライトボディ アストラル体　（ピンク）
ライトボディ 肉体的なミューテーションに伴うストレス
ライトボディ ミューテーション
ライトボディ メンタル体　　黄
ライトボディ 「光の言語」の受容器（チャクラを開く）
ライトボディ 融合されたチャクラの機能
ライトボディ 亜原子からDNAや聖なるイメージヘ流れる電波、磁気波、重力波のバ

ランスライトボディ 亜原子
ライトボディ 肉体の声（望み）
ライトボディ 肉体的なミューテーション
ライトボディ 肉体に起こっているミューテーションプロセス
ライトボディ 極性のバランス
ライトボディ 肉体と魂との関係
ライトボディ 肉体の許容範囲
ライトボディ サナートクマラ

ライトボディ
上位次元の幾何学や動きの視覚化をコントロールする念カ
センター（夢センター）

ライトボディ 第８の中のプレート
ライトボディ 透視センター（視覚センター）
ライトボディ 第１１チャクラの中のプレート
ライトボディ テレパシー・センター（免疫チャクラ）
ライトボディ 第３の目の５次元の機能
ライトボディ 第３の目
ライトボディ 耳の神経と視神経
ライトボディ オメガ・チャクラ
ライトボディ 完全なる具現化（オメガ・チャクラ）
ライトボディ アルファ・チャクラ
ライトボディ 「光の言語」の受容と解読（アルファ・チャクラ）
ライトボディ 第４の目
ライトボディ 光の言語を解読するための前頭部にある４つのシード・クリス

タルライトボディ 「光の言語」を翻訳する頭脳の回路
ライトボディ 脳波

ライトボディ エーテル体クリスタル
ライトボディ ホログラム
ライトボディ エーテル体核
ライトボディ β ベータ状態

ライトボディ θ シータ状態

ライトボディ 光の中核
ライトボディ δ デルタ状態

ライトボディ γ ガンマ状態

ライトボディ α アルファ状態

ライトボディ エーテル体のクリスタルの除去
ライトボディ エーテル体のクリスタル
ライトボディ エーテル体のクリスタルの活性化
ライトボディ エーテル体・赤
ライトボディ エーテル体の青写真
ライトボディ 胸のコントロールパネル 2015/3/10 P- 354  



ライトボディ 全脳的な機能と非直線的な思考（松果体）
ライトボディ クリスタル
ライトボディ 下部のコントロールパネル
ライトボディ 上部と下部のコントロールパネルのバランス
ライトボディ 上部のコントロールパネル
ライトボディ 首の部分にある旧式の構造
ライトボディ ネガティブパラレルワールド
ライトボディ 特別設備
ライトボディ 非物理的インプラント
ライトボディ ネガティブパラレルワールドとポジティブパラレルワールドの統合

ライトボディ カルマモナド構造
ライトボディ カルママトリックス
ライトボディ KMR/DI(カルママトリックスの除去/神性の注入)
ライトボディ 業のマトリックス
ライトボディ 神性の敷居
ライトボディ 自信と焦点
ライトボディ ポジティブパラレルワールド
ライトボディ パワーパック(力の包み)
ライトボディ 多次元的な知覚能力
ライトボディ シェーファー・インターフェース（ＳＩ：Shefa　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
ライトボディ シェーファーの注入（Shefa　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ）
ライトボディ 自己根源意識忘却装置
ライトボディ 物質的肉体意識
ライトボディ ５次元の循環領域
ライトボディ 結晶構造のホログラフィックな投射システム
ライトボディ 肉体と神との関係
ライトボディ コーザル体　紫　　26次元
ライトボディ ST(シンクロニー・トランスダクション)
ライトボディ メタトロン
ライトボディ アクシアル・システム・コントロール
ライトボディ 求めれば与えられる
ライトボディ ライトボディ第一レベル
ライトボディ ライトボディ第二レベル
ライトボディ ライトボディ第三レベル
ライトボディ ライトボディ第四レベル
ライトボディ ライトボディ第五レベル
ライトボディ ライトボディ第六レベル
ライトボディ ライトボディ第七レベル
ライトボディ 多次元のアクセス
ライトボディ ライトボディ第八レベル
ライトボディ ライトボディ第九レベル
ライトボディ ライトボディ第十レベル
ライトボディ セル
ライトボディ ライトボディ第十一レベル
ライトボディ １２の側面を持つエーテル体のクリスタル
ライトボディ １４のチャクラのサイクル
ライトボディ １９のクリスタルの”基本的な問題”
ライトボディ 肉体の自己知の感覚
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ライトボディ エル・シャダイ(全能の神)の盾(シールド)
ライトボディ ＢＲ（ベヌー・リジェネレーション（再生））
ライトボディ ＳＢＩ(聖なる体の統合)
ライトボディ アクシオトーナル・ライン
ライトボディ アクシアル循環システム
ライトボディ 経路のブレーカー
ライトボディ 光の繭
ライトボディ アクシオトーナル・メリディアン・システム
ライトボディ ＢＳ（ベヌー・シナジー）
ライトボディ スピリット・コンパス
ライトボディ ＳＢＩ　ＴuneーＵps（聖なる肉体の統合のチェーンアップ）
ライトボディ ＳＢＩ（聖なる肉体の統合）
ライトボディ DI：神性の注入
ライトボディ Angelic　Attunement(天使の調整)
ライトボディ ゼロ磁場

ライトボディ
HMR：ホログラフィック・マトリックスの再調整(Holographic
Matrix Re-AIignment)

ライトボディ ZYSA(ゼヨッドの分光の調整)
ライトボディ スピンポイント
ライトボディ 転生ホログラフィック
ライトボディ 転生ホログラフィック・グリッド
ライトボディ ディセンション（次元降下）
ライトボディ DESC(スピリットのディセンションの統合)
ライトボディ 平行現実
ライトボディ 第7次元のコネクター
ライトボディ より深くハートチャクラを開く
ライトボディ ゼ・オールの連続体
ライトボディ 神性属
ライトボディ 神聖属
ライトボディ 背骨のエネルギー
ライトボディ メタトロン
ライトボディ デカ・デルタ・ピラミッド
ライトボディ アクシオトーナルライン
ライトボディ ヨッドの分光
ライトボディ ライトボディ第十二レベル
ライトボディ ケーシ体
ライトボディ ハートチャクラの５次元の機能
ライトボディ メタトロンの波動
ライトボディ 人間属
ライトボディ 光の経絡
ライトボディ 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

ライトボディ
アカシックレコーダー・クリスタルから情報や技能を受け取
る、レコーダー・セル・レシーバー・クリスタル

ライトボディ アカシックレコーダー・クリスタル
ライトボディ アカシックレコーダー
ライトボディ 転生のグリッド
ライトボディ ＢＥ（永遠への架け橋）
ライトボディ ZeYod(ゼヨッドの分光の調整)
ライトボディ レガシーのキーパー 2015/3/10 P- 356  



ライトボディ 聖なるアイデンティティ
ライトボディ DNAの中にある休止状態の多一種、多一宇宙的なコード
ライトボディ 霊主心従体属
ライトボディ アセンション　（次元上昇）
ライトボディ DＩ(ディセンションの統合)
ライトボディ 聖約の箱「アーク」(註:モーゼ十戒の石が入っている箱)

ライトボディ 全具現化グリッド
ライトボディ 具現化グリッドの全サークル
ライトボディ ＲＩ（歓喜の注入）
ライトボディ 多次元的な「光のマスター」
ライトボディ ホログラフ的なパターン
ライトボディ シェヒーナの存在
ライトボディ 聖なる流れの調整装置
ライトボディ ウォーク・アウト
ライトボディ ウォーク・イン
ライトボディ アダムカドモン
ライトボディ アダムカドモンの神聖なるイメージのコード
ライトボディ HLI(より高次の光の統合)

ライトボディ
人間の遺伝子コードの中にある原初の根源的な生存への
刷り込みの解除

ライトボディ 同体転生(RSB:Reincarnation in the Same Body)

ライトボディ ウォーク・インの統合
ライトボディ 魂の循環の統合（Ｓoul　Ｒｏｔａｔｉｏｎ）
ライトボディ Liberating　the　Legacyレガシーを自由にする
ライトボディ オーバーソウル

ライトボディ
Yodの分光の肩文字(註:Superscripts=文字の右上に載せる
文字、例、3の2乗の2に相当する文字)

ライトボディ アシュタールシェラン
ライトボディ 体が吸収できる光の量、それによってスピリチュアルな上限が作られる

ライトボディ CHOAD体（コアード）
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）     小脳（２）
脳 小脳 前庭系
脳 小脳 前庭神経核
脳 小脳 心的回転
脳 小脳 前庭小脳
脳 小脳 上髄帆
脳 小脳 筋紡錘
脳 小脳 前庭神経節
脳 小脳 企図振戦
脳 小脳 登上線維
脳 小脳 前庭感覚
脳 小脳 運動野
脳 小脳 尾髄
脳 小脳 仙髄
脳 小脳 腰髄
脳 小脳 物体識別
脳 小脳 非交叉性線維
脳 小脳 非交叉性室頂核遠心性線維
脳 小脳 反跳現象(はね返り現象)
脳 小脳 多発性硬化症　小脳型
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 小脳 大脳半球
脳 小脳 小脳性歩行失調
脳 小脳 小脳半球症候群
脳 小脳 小脳虫部症候群
脳 小脳 小脳性言語障害(構音障害)
脳 小脳 平行線維系
脳 小脳 小脳
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 小脳 新小脳
脳 小脳 室頂核遠心性線維
脳 小脳 中小脳脚
脳 小脳 小脳半球の上半月小葉
脳 小脳 小脳のLobule　I
脳 小脳 小脳のLobule　II
脳 小脳 小脳のLobule　III
脳 小脳 小脳のLobule　IV
脳 小脳 小脳のLobule　IX
脳 小脳 小脳のLobule　V
脳 小脳 小脳のLobule　VI
脳 小脳 小脳のLobule　VII
脳 小脳 小脳のLobule　VIII
脳 小脳 小脳のLobule　X
脳 小脳 小脳半球虫部傍部
脳 小脳 小脳半球の片葉
脳 小脳 小脳半球の下半月小葉
脳 小脳 同側小脳皮質
脳 小脳 二次前庭小脳線維
脳 小脳 小脳の苔状線維



脳 小脳 小脳の第1裂
脳 小脳 小脳の第2裂
脳 小脳 視床外側腹側核
脳 小脳 小脳の中位核
脳 小脳 小脳の虫部垂
脳 小脳 小脳の虫部傍部(中間部)
脳 小脳 小脳の虫部錐体
脳 小脳 視床前腹側核
脳 小脳 上小脳脚交叉
脳 小脳 前庭小脳路
脳 小脳 小脳半球の小脳扁桃
脳 小脳 小脳半球の単小葉
脳 小脳 小脳半球の四角小葉　quadrangular　lobule
脳 小脳 小脳の虫部葉
脳 小脳 小脳の虫部隆起
脳 小脳 小脳の登上線維
脳 小脳 小脳の矢状面
脳 小脳 小脳の平行線維
脳 小脳 小脳の片葉小節葉
脳 小脳 小脳右半球
脳 小脳 小脳左半球
脳 小脳 小脳皮質のゴルジ細胞
脳 小脳 小脳の外側核(歯状核)
脳 小脳 小脳皮質の軟膜
脳 小脳 小脳皮質の星状細胞
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層のプルキンエ細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の分子層のプルキンエ細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞
脳 小脳 小脳皮質のバスケット細胞
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層の顆粒細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層
脳 小脳 視床VL核
脳 小脳 小脳の髄体
脳 小脳 小脳の水平裂
脳 小脳 小脳の外側部
脳 小脳 小脳の後外側裂　posterolateral　Fissure
脳 小脳 下小脳脚内側部
脳 小脳 小脳灰白質
脳 小脳 小脳の球状核
脳 小脳 小脳の栓状核
脳 小脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳歯状核
脳 小脳 小脳室頂核
脳 小脳 小脳の原小脳
脳 小脳 小脳半球
脳 小脳 橋小脳
脳 小脳 小脳核細胞
脳 小脳 橋小脳路線維



脳 小脳 橋小脳路
脳 小脳 橋核小脳路
脳 小脳 小脳回　cerebellar　folia
脳 小脳 小脳糸球体
脳 小脳 小脳中心小葉　central　lobule
脳 小脳 小脳体の第1裂　primary　Fissure
脳 小脳 小脳半球の中心小葉翼 ala of central lobule
脳 小脳 小脳の前庭神経核
脳 小脳 小脳半球の二腹小葉
脳 小脳 小脳皮質の分子層
脳 小脳 古小脳
脳 小脳 下小脳脚
脳 小脳 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 小脳 小脳核
脳 小脳 小脳体の後葉
脳 小脳 小脳体
脳 小脳 小脳半球の薄小葉
脳 小脳 小脳核赤核路
脳 小脳 小脳半球外側部
脳 小脳 小脳の正中の虫部vermis
脳 小脳 小脳小舌
脳 小脳 網様体小脳路
脳 小脳 上小脳脚
脳 小脳 拮抗性運動反復不能
脳 小脳 脊髄神経節
脳 小脳 脊髄側索
脳 小脳 シナプス接続
脳 小脳 抑制性ニューロン
脳 小脳 拮抗筋
脳 小脳 大脳小脳
脳 小脳 協同筋
脳 小脳 興奮性ニューロン
脳 小脳 求心性線維
脳 小脳 後外側裂
脳 小脳 注意
脳 小脳 赤核症候群
脳 小脳 推尺異常
脳 小脳 深部感覚
脳 小脳 共同運動不能
脳 小脳 運動視知覚
脳 小脳 顆粒細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質の分子層の平行線維
脳 小脳 第四脳室脈絡叢
脳 小脳 前脊髄小脳路
脳 小脳 楔状束核小脳路
脳 小脳 副オリーブ核
脳 小脳 患側の四肢の筋緊張の減退
脳 小脳 網様体
脳 小脳 オリーブ核小脳路



脳 小脳 オリーブ小脳路
脳 小脳 クラーク氏背核
脳 小脳 下オリーブ核
脳 小脳 外側網様核
脳 小脳 下髄帆
脳 小脳 小脳核視床路
脳 小脳 小脳溝
脳 小脳 交叉性線維
脳 小脳 神経伝達物質GABA
脳 小脳 神経伝達物質
脳 小脳 小脳体の前葉
脳 小脳 後肢のゴルジ腱器官
脳 小脳 ゴルジ細胞の軸索終末
脳 小脳 三叉神経脊髄路核
脳 小脳 苔状線維
脳 小脳 三叉神経小脳路
脳 小脳 髄体より小脳の各小葉に入り込んでいる白質板
脳 小脳 中脳蓋
脳 小脳 脊髄小脳
脳 小脳 主オリーブ核
脳 小脳 主オリーブ核の外側部
脳 小脳 主オリーブ核の内側部
脳 小脳 小脳皮質小脳核線維
脳 小脳 小脳皮質の籠細胞
脳 小脳 副楔状束核
脳 小脳 三次元視覚認識
脳 小脳 大脳回
脳 小脳 クラーク氏背核dorsal　nucleus of Clark(胸髄核)
脳 小脳 脳幹
脳 小脳 脳幹の神経核
脳 小脳 小脳虫部の小節
脳 小脳 小脳虫部の山腹
脳 小脳 小脳虫部の山頂　culmen
脳 小脳 小脳舌樹木
脳 小脳 直接小脳前庭線維
脳 小脳 後脊髄小脳路
脳 小脳 小脳髄質
脳 小脳 小脳髄質の中心部の髄体
脳 小脳 小脳核視床路線維
脳 小脳 小脳核赤核路線維
脳 小脳 赤核

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．任脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 會陰 えいん

2 曲骨 きょっこつ

3 中极、玉泉（ぎょくせん）ちゅうきょく

4 関元（關元） かんげん

5 石門 せきもん

6 氣海（气海） きかい

6 脖胦 ぼつおう

7 陰交 いんこう1

7 陰交 いんこう2

8 神闕 しんけつ

9 水分 すいぶん

10 下脘 げかん

11 建里 けんり

12 中脘、太倉（たいそう） ちゅうかん

13 上脘 じょうかん

14 巨闕 こけつ

15 鳩尾 きゅうび、はとのお

15 尾翳 びえい

16 中庭 ちゅうてい

17 膻中 だんちゅう

18 玉堂 ぎょくどう

19 紫宮 しきゅう

20 華蓋 かがい

21 璇璣 せんき

22 天突 てんとつ

23 廉泉 れんせん

24 承漿 しょうしょう

３．犬の場合

1 陰兪 いんゆ

2 神闕 しんけつ

3 下脘 げかん

4 中脘 ちゆうかん

5 上脘 じょうかん

6 膻中 だんちゅう

7 承漿 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 齦交 ぎんこう 督脉

Ｂ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経

任　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 長強 ちょうきょう

2 腰腧 ようゆ

3 腰陽關 こしのようかん

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸樞 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 （奇穴）中樞（中枢） ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 靈臺 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 啞門（瘂門） あもん

16 風府 ふうふ

17 脳戸 のうこ

18 強間 きょうかん

19 后頂 ごちょう

20 百會 ひゃくえ

21 前頂 ぜんちょう

22 囟會（顋會）（顖会） しんえ

23 上星 じょうせい

24 神庭 しんてい

25 素髎 そりょう

26 水溝 すいこう

27 兌端 だたん

28 齦交 ぎんこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経

督　脉　【奇経　　経穴経絡流注の図】　気の流れ-     その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

３．犬の場合

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 後海 こうかい

2 関後 かんご

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸枢 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 中枢 ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 霊台 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 風府 ふうふ

16 大風門 だいふうもん

17 山根 さんこう

18 水溝 すいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経

督　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の陽明大腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 商陽 しょうよう

2 二間 じかん

3 三間 さんかん

4 合谷 ごうこくく

5 陽溪 ようけい

6 偏歷 へんれき

7 溫溜 おんる

8 下廉 げれん

9 上廉 じょうれん

10 手三里 さんり

11 曲池 きょくち

12 肘髎 ちゅうりょう

13 手五里 ごり

14 臂臑 ひじゅ

15 肩髃 けんぐう

16 巨骨 ここつ

17 天鼎 てんてい

18 扶突 ふとつ

19 咊髎 かりょう

20 迎香 げいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 臑会 じゅえ 手の少陽三焦経

Ｂ 大椎 だいつい1 督脉

Ｂ 大椎 だいつい2 督脉

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 人中 にんちゅう 任脉

Ｅ 天枢 てんすう 足の陽明胃経

Ｆ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｇ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経

手の陽明大腸経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の缺陰心包経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 天池 てんち

2 天泉 てんせん

3 曲澤 きょくたく

4 郄門 げきもん

5 間使 かんし

6 内關 ないかん

7 大陵 だいりょう

8 勞宮 ろうきゅう

9 中沖（中衝） ちゅうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 上脘 じょうかん 任脉

Ｃ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｄ 下脘 げかん 任脉

Ｅ 陰交 いんこう 任脉

Ｆ 極泉 きょくせん 手の少陰心経

Ｇ 関衝 かんしょう 手の少陽三焦経



手の缺陰心包経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少陰腎経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 湧泉 ゆうせん

2 然谷 ねんこく

3 太溪 たいけい

4 大鐘（大鍾） だいしょう

5 水泉 すいせん

6 照海 しょうかい

7 復溜 ふくりゅう

8 交信 こうしん

9 筑賓（郁賓） ちくひん

10 陰谷 いんこく

11 横骨 おうこつ

12 大赫 だいかく

13 氣穴（气穴） きけつ

14 四滿 しまん

15 中注 ちゅうちゅう

16 肓兪 こうゆ

17 商曲 しょうきょく

18 石關 せきかん

19 陰都 いんと

20 腹通谷（通谷） はらのつうこく

21 幽門 ゆうもん

22 歩廊 ほろう

23 神封 しんぷう

24 靈墟 れいきょ

25 神藏 しんぞう

26 彧中（或中） いくちゅう（わくちゅう）

27 兪府 ゆふ

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｃ 関元 かんげん 任脉

Ｄ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｅ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｆ 膻中 だんちゅう 任脉



足の少陰腎経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太腸小腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 少澤（少沢） しょうたく

2 前谷 ぜんこく

3 后溪 こうけい

4 腕骨 わんこつ

5 陽谷 ようこく

6 養老 ようろう

7 支正 しせい

8 小海 しょうかい

9 肩貞 けんてい

10 臑兪 じゅゆ

11 天宗 てんそう

12 秉風 へいふう

13 曲垣 きょくえん

14 肩外兪 けんがいゆ

15 肩中兪 けんちゅうゆ

16 天窗 てんそう

17 天容（天宗） てんよう

18 顴髎 かんりょう

19 聴宮 ちょうきゅう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大椎 だいつい1 督脉

Ａ 大椎 だいつい2 督脉

Ｂ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｂ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｅ 下脘 げかん 任脉

Ｆ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経

Ｇ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経



手の太腸小腸経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太陰肺経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 中府 ちゅうふ

2 云門（雲門） うんもん

3 天府 てんぷ

4 俠白 きょうはく

5 尺澤 しゃくたく

6 孔最 こうさい

7 列缺 れっけつ

8 經渠 けいきょ

9 太淵 たいえん

10 魚際 ぎょさい

11 少商 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｂ 水分 すいぶん 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 商陽 しょうよう 手の陽明大腸経

１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陰心経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 极泉 きょくせん

2 青靈 せいれい

3 少海 しょうかい

4 靈道 れいどう

5 通里 つうり

6 陰郄 いんげき

7 神門 しんもん

8 少府 しょうふ

9 少沖 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 下脘 げかん 任脉

Ｃ 少沢 しょうたく 手の太陽小腸経



手の太陰肺経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

手の少陰心経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陽三焦経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 關沖 かんしょう

2 液門 えきもん

3 中渚 ちゅうしょ

4 陽池 ようち

5 外關 がいかん

6 支溝 しこう

7 會宗 えそう

8 三陽絡 さんようらく

9 四瀆 しとく

10 天井 てんせい

11 清冷淵 せいれいえん

12 消濼 しょうれき

13 臑會 じゅえ

14 肩髎 けんりょう

15 天髎 てんりょう

16 天牖 てんよう

17 翳風 えいふう

18 瘈脉 けいみゃく

19 顱息 ろそく

20 角孫 かくそん

21 耳門 じもん

22 耳和髎（耳和） わりょう（じわ）

23 絲竹空 しちくくう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｂ 肩井 けんせい 足の少陽胆経

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｅ 上脘 じょうかん 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｇ 下脘 げかん 任脉

Ｈ 陰交 いんこう 任脉

Ｉ 大椎 だいつい1 督脉

Ｉ 大椎 だいつい2 督脉

Ｊ 懸釐 けんり 足の少陽胆経

Ｋ 頷厭 がんえん 足の少陽胆経

Ｌ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｍ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｎ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

O 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｐ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経



手の少陽三焦経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の腸明胃経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 承泣 しょうきゅう

2 四白 しはく

3 巨髎 こりょう

4 地倉 ちそう

5 大迎 だいげい

6 頬車 きょうしゃ

7 下關 げかん

8 頭維 ずい

9 人迎 じんげい

10 水突 すいとつ

11 氣舎（气舍） きしゃ

12 缺盆（欠盆） けつぼん

13 氣戸（气戸） きこ

14 庫房 こぼう

15 屋翳 おくえい

16 膺窗（膺窓） ようそう

17 乳中 にゅうちゅう

18 乳根 にゅうこん

19 不容 ふよう

20 承滿 しょうまん

21 梁門 りょうもん

22 關門 かんもん

23 太乙 たいいつ

24 滑肉門 かつにくもん

25 天樞 てんすう

26 外陵 がいりょう

27 大巨 だいこ

28 水道 すいどう

29 歸來 きらい

30 氣沖（气沖）気衝 きしょう

31 髀關 ひかん

32 伏兎 ふくと

33 陰市 いんし

34 梁丘 りょうきゅう

35 犢鼻 とくび

36 足三里 あしのさんり

37 上巨虚 じょうこきょ

38 條口 じょうこう

39 下巨虚 げこきょ

40 豐隆 ほうりゅう

41 解溪 かいけい

42 沖陽（衝陽） しょうよう

43 陷谷 かんこく

44 内庭 ないてい

45 厲兌 れいだ



ｃｏｄｏ 箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

07997 Ａ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

19608 Ｂ 神庭 しんてい 督脉

09462 Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

09453 Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

15190 Ｅ 隠白 いんぱく 足の太陰脾経

  

足の陽明胃経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 瞳子髎 どうしりょう

2 聽會（听會） ちょうえ

3 上關 じょうかん

3 客主人 きゃくしゅじん

4 頷厭 がんえん

5 懸顱 けんろ

6 懸釐（懸厘） けんり

7 曲鬢 きょくびん

8 率谷 そつこく

9 天沖 てんしょう

10 浮白 ふはく

11 頭竅陰 あたまのきょういん

12 完骨 かんこつ

13 本神 ほんじん

14 陽白 ようはく

15 頭臨泣（臨泣） あたきのりんきゅう

16 目窗（目窓） もくそう

17 正營 しょうえい

18 承靈 しょうれい

19 腦空 のうくう

20 風池 ふうち

21 肩井 けんせい

22 淵腋 えんえき

23 輒筋 ちょうきん

24 日月 じつげつ

25 京門 けいもん

26 帶脉 たいみゃく

27 五樞 ごすう

28 維道 いどう

29 居髎 きょりょう

30 環跳 かんちょう

31 （奇穴）風市 ふうし

32 中瀆 ちゅうとく

33 膝陽關、陽関(ようかん) ひざのようかん

33 足陽關、陽関(ようかん) あしのようかん

34 陽陵泉 ようりょうせん

35 陽交 ようこう

36 外丘 がいきゅう

37 光明 こうめい

38 陽輔、絶骨(ぜっこつ) ようほ

39 懸鐘、絶骨(ぜっこつ) けんしょう

40 丘墟 きゅうきょ

41 足臨泣 あしのりんきゅう

42 地五會 ぢごえ

43 俠溪 きょうけい

44 足竅陰（竅陰） あしのきょういん



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大迎 たいげい 足の陽明胃経

Ｂ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

Ｃ 頬車 きょうしゃ 足の陽明胃経

Ｄ 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｅ 翳風 えいふう 足の太陰脾経

Ｆ 角孫 かくそん 手の少陽三焦経

Ｇ 曲差 きょくさ 足の太陽膀胱経

Ｈ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｉ 天牖 てんよう 手の少陽三焦経

Ｊ 大椎 だいつい1 督脉

Ｊ 大椎 だいつい2 督脉

Ｋ 大杼 だいじょ 足の太陽膀胱経

Ｌ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｍ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｎ 天池 てんち 手の厥陰心包経

Ｏ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｐ 章門 しょうもん 足の厥陰肝経

Ｑ 気衝 きしょう 足の陽明胃経

Ｒ 上髎 じょうりょう 足の太陽膀胱経

Ｓ 中髎 ちゅうりょう 足の太陽膀胱経

Ｔ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｕ 太敦 たいとん 足の厥陰肝経



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 睛明 せいめい

2 攅竹 さんちく

3 (奇穴)眉沖 びしょう

4 曲差 きょくさ

5 五處 ごしょ

6 承光 しょうこう

7 通天 つうてん

8 絡卻 らっきゃく

9 玉枕 ぎょくちん

10 天柱 てんちゅう

11 大杼 たいじょ

12 風門 ふうもん

13 肺兪 はいゆ

14 厥陰兪 けついんゆ、けっちんゆ

15 心兪 しんゆ

16 （奇穴）督兪 とくゆ

17 膈兪 かくゆ

18 肝兪 かんゆ

19 膽兪（胆兪） たんゆ

20 脾兪 ひゆ

21 胃兪 いゆ

22 三焦兪 さんしょうゆ

23 腎兪 じんゆ

24 （奇穴）氣海兪 きかいゆ　（气海愈）

25 大腸兪 だいちょうゆ

26 (奇穴)關元兪 かんげんゆ

27 小腸兪 しょうちょうゆ

28 膀胱兪 ぼうこうゆ

29 中膂兪 ちゅうりょゆ

30 白環兪 はっかんゆ

31 上髎 じょうりょう

32 次髎 じりょう

33 中髎 ちゅうりょう

34 下髎 げりょう

35 會陽 えよう

36 承扶 しょうふ

37 殷門 いんもん

38 浮郄 ふげき

39 委陽 いよう

40 委中 いちゅう

41 附分 ふぶん

42 魄戸 はくこ

43 膏肓（膏肓愈） こうこう

44 神堂 しんどう

45 噫嘻 いき



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

46 膈關 かくかん

47 魂門 こんもん

48 陽綱 ようこう

49 意舎 いしゃ

50 胃倉 いそう

51 肓門 こうもん

52 志室 ししつ

53 胞肓 ほうこう

54 秩邊 ちっぺん

55 合陽 ごうよう

56 承筋 しょうきん

57 承山 しょうざん

58 飛陽 ひよう

59 跗陽 ふよう

60 昆侖 こんろん

61 仆参（僕参） ぼきうさん（ぼくしん）

62 申脉 しんみゃく

63 金門 きんもん

64 京骨 けいこつ

65 束骨 そっこつ

66 足通谷（通谷） あしのつうこく（つうこく）

67 至陰 しいん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 神庭 しんてい 督脉

Ｂ 百会 ひゃくえ 督脉

Ｃ 率谷 そくこく 足の少陽胆経

Ｄ 浮白 ふはく 足の少陽胆経

Ｅ 竅陰 きょういん 足の少陽胆経

Ｆ 脳戸 のうこ 督脉

Ｇ 大椎 だいつい1 督脉

Ｇ 大椎 だいつい2 督脉

Ｈ 陶道 とうどう 督脉

Ｉ 環跳 かんちょう 足の少陽胆経

Ｊ 湧泉 ゆうせん 足の少陰腎経



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の厥陰肝経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 大敦 たいとん

2 行間 こうかん

3 太沖（太衝） たいしょう

4 中封 ちゅうほう

5 蠡溝 れいこう

6 中都 ちゅうと

7 膝關 しつかん

8 曲泉 きょくせん

9 陰包 いんぽう

10 足五里 あしのごり

11 陰簾 いんれん

12 （奇穴）急脉 きゅうみゃく

13 章門 しょうもん

14 期門 きもん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 衝門 しょうもん 足の太陰脾経

Ｃ 府舎 ふしゃ 足の太陰脾経

Ｄ 曲骨 きょくこつ 任脉

Ｅ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｆ 関元 かんげん 任脉

Ｇ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｈ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｉ 食竇 しょくとく 足の太陰脾経

Ｊ 淵腋 えんえき 足の少陽胆経

Ｋ 雲門 うんもん 手の太陰肺経

Ｌ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｍ 大迎 やいげい 足の陽明胃経

Ｎ 地倉 ちそう 足の陽明胃経

Ｏ 四白 しはく 足の陽明胃経

Ｐ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｑ 臨泣 りんきゅう 足の少陽胆経

Ｒ 百会 ひゃくえ 督脉



足の厥陰肝経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陰脾経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな

1 隱白 いんぱく

2 大都 たいと

3 太白 たいはく

4 公孫 こうそん

5 商丘 しょうきゅう

6 三陰交 さんいんこう

7 漏谷 ろうこく

8 地機 ちき

9 陰陵泉 いんりょうせん

10 血海 けっかい

11 箕門 きもん

12 沖門 しょうもん

13 府舎 ふしゃ

14 腹結 ふっけつ

15 大横 だいおう

16 腹哀 ふくあい

17 食竇 しょくとく

18 天溪 てんけい

19 胸郷 きょうきょう

20 周榮 しゅうえい

21 大包 たいほう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｂ 関元 かんげん 任脉

Ｃ 下脘 げかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｅ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｆ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｇ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｈ 中府 ちゅうふ 手の太陰肺経

Ｉ 人迎 じんげい 足の陽明胃経



足の太陰脾経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



エネルギー医学＜Vibrational Medicine＞療法の理 「人の理」 

 

◇進行性痴呆･アルツハイマー型痴呆症、認知症の解消と健康回復の為のエネルギー波動測定修正例・・・ＮＯ．４ 

 

◎研究課題、神経鞘腫２型(NF=２)についての波動測定研究、に伴い合わせて測定された脳血管性認知症(認知症Ｂ)、アルツ

ハイマー型痴呆、中枢神経病変、認知症等の研究測定修正により健康回復。 

 

［ＳＫ様 女性、９０歳］ 

※平成27年1月6日～2月7日にかけてＳＫ様第１回目の測定リストで、脳血管性認知症(認知症Ｂ)、アルツハイマー型痴呆、脳血

管障害後遺症、中枢神経病変、神経症状、神経伝達障害、迷走神経鞘腫の測定された原因にアメーバーネグレリア・フォー

レリ感染 (人の脳を喰うアメーバー)し 、オレキシン遺伝子を破壊、重篤な神経障害、神経膠腫 （グリオーマ）脳幹部グリオーマ （ｂｒ

ａｉｎｓｔｅｍ ｇｌｉｏｍａ）発症、更に神経線維腫症２型(NF-２) 、１７番染色体の長腕(責任遺伝子)とその他ヒトゲノムが損傷され

る、脳性麻痺が測定され。身体疾患によるナルコプシー尾状核の傷と測定。脳組織として大脳皮質、大脳基底核、橋、小脳

と頭部の血管カルチノイド症候群と、脳の前記項目に加えて高次脳機能(脳波と血液脳関門含)多発性硬化症測定されました。

若年より女性としての卵巣機能不全も測定され、ホルモンの乱れもあり上肢寒冷痛(リウマチ)発症、その他内臓を測定修正。 

 

※測定項目、カルチノイト･サルコイドーシス375コード、神経138コード、肝臓238コード、食品63コード、毒素124コー

ド、消化器14コード、臓腑214コード、微生物359コード、脳739コード、高次脳機能258コード(血液脳関門、大脳基底核を含)、

微生物359コード、リンパ379コード、抗体164コード、素粒子184コード、iPS-Ⅱ29コード、女性256コード、泌尿器40コー

ド、ホルモン165コード、筋肉59コード、下肢199コード、上肢195コード、遺伝子419コード、ＤＮＡ修復372コード、細胞

363コード、動静脈59コード、脾臓227コード、グリット261コード、地球198コード、進化の三つ組26コード、経絡165コー

ド、氣の流れ506コード、感情98コード、アセンション97×2回=194コード、関節84コード、骨盤44コード、その他を含み、

合計8968コード、ＳＭ様測定リスト第１回の各項目明細データの通りです。 

 

※平成27年2月7日に、好転反応としてＳＫ様第２回目の測定リストの通り。第1回目に一部測定されなかった、脳下垂体に

マイナス113コード浮上し、ネガティブ感情も測定され、合計128コードを修正し、健康回復されました。      以上 



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号  ～２７年２月７日     第 

１ 回 氏名  ＳＫ様 相談日平成 27 年 １月 ６日 

住所 生年月日／ 大・  年  月  日 

Tel         Fax 女・９０歳 未婚・既婚 （子供    人） 

コース 7520 コード写真ｸﾘｰﾑに転写 18:18 職業 

相談したい内容 脳血管性認知症(認知症Ｂ)、アルツハイマー型痴呆、脳血管障害後遺症、 

中枢神経病変、神経症状、神経伝達障害、迷走神経鞘腫、上肢寒冷痛(リウマチ) 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→ 90)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ 2) 

免疫 波動 -1)→100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 -1)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

神経 波動 -1)→100) 放射線毒素波動 1)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 0)→ 2) 

酸性度波動 -1)→ 2) 放射能 波動 1)→100) 染色体 波動 -2)→100) 

血小板波動 -1)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -2)→ 90) 遺伝子 波動 -2)→100) 

「測定基本コード」 

免 疫  波動 

(-1   

神 経   波動 

 (-1 

酸性度   波動 

(-1 

血小板   波動 

(-1 

超短波    波動 

       (-1 

波動 

(   

リンパ球  波動 

(-1 

レントゲン焼波動 

(-2 

染色体   波動 

(-2 

 

波動 

1~1   (   

遺伝子   波動 

(-2 

病 気   波動 

(-2 

サルコイドーシス 

波動    (-1 

ｶﾙﾁﾉｲﾄﾞ/ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽ

波動 375 コード( 

波動 

1~2   (   

神 経   波動 

138 コード ( 

肝 臓   波動 

238 コード ( 

食 品   波動 

63 コード  ( 

毒素     波動 

124 コード  ( 

 

2~1 

消化器   波動

14 コード 

臓 腑   波動

214 コード 

微生物   波動

359 コード 

脳      波動

739 コード 

 

2~2 

高次脳機能 波動

258 コード 

リンパ   波動

379 コード 

抗 体   波動

164 コード 

素粒子    波動

184 コード 

担当者からのメッセージ 

脳組織、大脳皮質、大脳基底核、橋、小脳、血液脳関門、脳血管等カルチノイド症候群、 

高次脳機能、大脳基底核、大脳皮質、橋、小脳、脳血管等多発性硬化症、を修正しました。 

アメーバーネグレリア・フォーレリ感染 (人の脳を喰うアメーバー)、 オレキシン遺伝子を破壊 

重篤な神経障害、神経膠腫 （グリオーマ）脳幹部グリオーマ （ｂｒａｉｎｓｔｅｍ ｇｌｉｏｍａ）発症、 

神経線維腫症２型 （ＮＦ－2）１７番染色体の長腕(責任遺伝子)とその他ヒトゲノム修復 

女性(卵巣機能障害)。肝病変、臓腑(膵臓、胆嚢関連)、筋肉、血液、血管等を修正しました。 



     ＵＩＢ波動測定リスト    フタカミエネルギー研究会 

ＳＫ様 27 年 2 月 4 日  

波 動

3~1    

iPS-Ⅱ   波動 

29 コード 

女 性   波動 

256 コード 

泌尿器   波動 

40 コード 

ホルモン   波動 

165 コード 

波 動

~2     

筋 肉   波動 

59 コード 

下 肢   波動 

199 コード 

上 肢   波動 

195 コード 

遺伝子    波動 

419 コード 

波 動

4~1    

ＤＮＡ修復 波動 

372 コード 

細 胞   波動 

363 コード 

動静脈   波動 

59 コード 

脾 臓    波動 

227 コード 

波動 

~2     

グリット  波動 

261 コード 

地 球   波動 

198 コード 

進化の三つ組波動 

26 コード 

経 絡    波動 

165 コード 

波 動

5~1    

経絡氣の流れ波動 

506 コード 

感 情   波動 

98 コード 

アセンション波動 

194 コード 

ライトボディ 波動 

167 コード 

波動 

~2     

核     波動 

249 コード 

関節    波動 

84 コード 

骨盤    波動  

44 コード 

起承転結   波動 

叡 智        

波 動

6~1    

魂     波動 

 

中心太陽  波動 

 

地 球   波動 

 

地球の中心  波動 

        

波動 

~2     

ゼ ロ   波動 

グランディング 

意 識   波動 

 

神     波動 

 

霊      波動 

        

  



プラズマ･エネルギー ＵＩＢ波動測定リスト   フタカミエネルギー研究会 

ﾌﾘｶﾞﾅ   顧客番号       第 

2 回 氏名  ＳＫ様 相談日平成 27 年 2 月 7 日 

住所 生年月日／ 大・  年  月  日 

Tel         Fax 女・９０歳 未婚・既婚 （子供    人） 

コース 128 コード写真ｸﾘｰﾑに転写 18:59 職業 

相談したい内容 

第 1 回の血管性認知症(Ｂ)の好転反応。  測定修正後 24 次元+2 にアセンションしました。 

 

測 定 結 果 超短波 波動 -1)→100)   ﾐﾈﾗﾙﾊﾞﾗﾝｽ波動 2)→ 2) 

免疫 波動 ２)→100) ﾘﾝﾊﾟ球 波動 2)→100) ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 1)→ 1) 

神経 波動 -1)→100) 放射線毒素波動 2)→100) ﾋﾞﾀﾐﾝﾊﾞﾗﾝｽ波動 2)→ 2) 

酸性度波動 ２)→ 2) 放射能 波動 2)→100) 染色体 波動 2)→100) 

血小板波動 ２)→ 2) ﾚﾝﾄｹﾞﾝ焼波動 -1)→ 90) 遺伝子 波動 2)→100) 

「測定基本コード」 

好転反応 波動 

(-1   

脳下垂体  波動 

113 コード (-1 

信頼の欠如 波動 

(-1 

孤立的   波動 

(-1 

良心の咎め  波動 

       (-1 

波動 

(   

幸福感の欠如波動 

(-1 

自己嫌悪  波動 

(-2 

   波動 

→ 

 

波動 

1~1   (   

魂     波動 

(-1 

中心太陽  波動 

(-1 

地 球   波 動    

(-1 

地球の中心  波動  

(-1 

波動 

1~2   (   

ゼ ロ   波動 

グランディング(-1 

意 識   波動 

(-1 

神     波動 

(-1 

霊      波動 

       (-1 

担当者からのメッセージ 

 好転反応 脳下垂体マイナス浮上を測定修正しました。 

 

 

 

 

 

     



大分類 件　名 機　　能　　他
サルコイドーシス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
カルチノイド 胸膜カルチノイド
サルコイドーシス アレルゲンとエンドトキシンへ同時暴露
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 癩菌
カルチノイド 受容体活性阻害抗体
サルコイドーシス 生理的濃度(nＭ)
サルコイドーシス 高濃度(μＭ)
サルコイドーシス リステリア
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミドの中のアシル鎖の炭素数が10のC10-CPA （Ｎヘ）

サルコイドーシス 眼病変
サルコイドーシス 幽界
サルコイドーシス パープルトウ症候群
サルコイドーシス 水銀毒
カルチノイド カルチノイド症候群
カルチノイド 頭髪毛組織カルチノイド
カルチノイド 延髄組織カルチノイド
サルコイドーシス 左室収縮不全
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス 前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 心室頻拍
サルコイドーシス 慢性ブドウ膜炎
サルコイドーシス アラキドン酸
サルコイドーシス 局所壁異常運動
サルコイドーシス 肉芽腫性前部ぶどう膜炎
サルコイドーシス 前癌病変
サルコイドーシス 前駆症
サルコイドーシス 有棘細胞癌
サルコイドーシス 類上皮非乾酪性肉芽腫
サルコイドーシス 多発性結節性低吸収域
サルコイドーシス ボーエン病　（Bowen病）
サルコイドーシス アレルゲン
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス ポンプ失調
カルチノイド 多発性硬化症延髄型
サルコイドーシス 豚脂様角膜後面沈着物
サルコイドーシス 基底細胞上皮癌
サルコイドーシス locus coeruleus-noradrenalin system
サルコイドーシス ＬＣ－ＮＡ system
サルコイドーシス ノルアドレナリン作動性ニューロン
サルコイドーシス クオルモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アロモン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 増殖因子
サルコイドーシス ＦＯＸＰ３
サルコイドーシス N一ヘキサノイルーL一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一(3一オキソオクタノイル)一L一ホモセリンラクトン  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アレルゲンの排除排泄



サルコイドーシス 痒い（かゆい）
サルコイドーシス ＣＸ３ＣＲ
サルコイドーシス ＣpＧＤＮＡ
サルコイドーシス Quorum sensing機構のターゲット遺伝子  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構のR一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構の一遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum sensing機構  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 生命の黎明期に分岐した未知の菌株ジェマティモナス オーランティアカ （Ｎヘ）

サルコイドーシス Quorum Sensing機構クオラムセンシング  （Ｎヘ）

サルコイドーシス N一アシルーL一ホモセリンラクトン(AHL)  （Ｎヘ）

カルチノイド 感覚器目組織カルチノイド
サルコイドーシス 無菌性髄膜炎
サルコイドーシス シナジス（Ｓｙｎａｇｉｓ:Palivizumad:パリビズマブ）
サルコイドーシス 食餌抗原
サルコイドーシス 病原体のAHL合成遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体AHLレセプター遺伝子  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 表皮
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス 遠位型ミオパチー
サルコイドーシス 　(言霊不詳コード番号のみ)
サルコイドーシス 炎症性ミオパチー
サルコイドーシス キラーＴ細胞
サルコイドーシス テタヌス毒素　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス vogt-小柳-原田病
カルチノイド ループス頭痛　（ｌｕｐｕｓ　ｈｅａｄａｃｈｅ）
サルコイドーシス 妖怪
サルコイドーシス 魑魅
サルコイドーシス 魍魎
サルコイドーシス ミオパチー
カルチノイド ミオパチー
サルコイドーシス 慢性ミオパチーミオパチー型（慢性）
サルコイドーシス 進行性肺サルコイドーシス
サルコイドーシス 眼内炎症病変
サルコイドーシス 眼内炎症疾患
サルコイドーシス ビタミンＤー1α水酸化酵素
サルコイドーシス シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
サルコイドーシス 重症心不全
サルコイドーシス ゲルトネル菌
サルコイドーシス 表皮内癌　（上皮内癌）
サルコイドーシス ステノトロフォモナ
サルコイドーシス 皮膚の扁平上皮癌
サルコイドーシス 髄膜炎菌
サルコイドーシス 炎症性リウマチ
サルコイドーシス リウマチ性痛風
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄



サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルスの蛋白質
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
サルコイドーシス ヒトパピローマ　ウイルス
サルコイドーシス ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
サルコイドーシス アディポネクチン（ホルモン　痩型）
サルコイドーシス 組織修復
サルコイドーシス Shewanella属細菌  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 個体の活性レベル
サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ排除排泄消去    （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体の菌体外プロテアーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオサーファクタント生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のEPS生産  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 病原体のバイオフイルム形成  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ウイルス霊

サルコイドーシス スーパー抗原（ＳＥＢ）
サルコイドーシス 細菌霊

サルコイドーシス 先天性免疫反応
サルコイドーシス ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

サルコイドーシス マクロファージの比率が増加
サルコイドーシス マクロファージ
サルコイドーシス 活性酸素
サルコイドーシス 免疫応答
サルコイドーシス 茶の葉　
サルコイドーシス ＴＮＦ－β
サルコイドーシス ＴＮＦ－γ
サルコイドーシス ＴＮＦ－α
サルコイドーシス ＴＬＲ6
サルコイドーシス ＴＬＲ7
サルコイドーシス ＴＬＲ8
サルコイドーシス ＴＬＲ9
サルコイドーシス ＴＬＲ2
サルコイドーシス ＴＬＲ4
サルコイドーシス ＴＬＲ1
サルコイドーシス ＴＬＲ３
サルコイドーシス ＴＬＲ
サルコイドーシス 単球・マクロファージ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ａ
サルコイドーシス １Ｌ－１７Ｆ
サルコイドーシス １Ｌ－２２
サルコイドーシス １Ｌ－２３
サルコイドーシス １Ｌ－２７
サルコイドーシス １Ｌ・１
サルコイドーシス ＩＬ-4
サルコイドーシス ＩＬ-5
サルコイドーシス ＩＬ-6
サルコイドーシス ＩＬ-3
サルコイドーシス ＩＬ-2



サルコイドーシス 1L-8
サルコイドーシス １Ｌ－７
サルコイドーシス 免疫抑制剤耐性
サルコイドーシス 免疫不全症候群
サルコイドーシス 悪性黒色腫
サルコイドーシス ＩＬ-18
サルコイドーシス ＴＬＲs　（Ｔｏｌｌ-ｌｉｋｅ　receptor）
カルチノイド 多発性硬化症　小脳型
サルコイドーシス ＣＤ１０３
サルコイドーシス プロテアーゼ機能欠損
カルチノイド 女性器組織カルチノイド
サルコイドーシス 脳血管性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス CD40リガンド　（CD40L　ｇｐ39）
サルコイドーシス ＣＤ４
カルチノイド 多発性硬化症聴覚神経型
カルチノイド 血液脳関門・脳血管カルチノイド
カルチノイド 中脳組織カルチノイド
カルチノイド 中枢神経組織カルチノイド
サルコイドーシス クモ状血管腫
カルチノイド 毛細血管組織カルチノイド
カルチノイド 橋組織カルチノイド
カルチノイド ループス腎炎
カルチノイド 脳組織カルチノイド
カルチノイド 大脳皮質組織カルチノイド
カルチノイド 大脳基底核組織カルチノイド
カルチノイド 小脳組織カルチノイド
サルコイドーシス CALPAIN 7; CAPN7 (PalBH)
サルコイドーシス Ｃａ2+

サルコイドーシス 細胞内システインプロテアーゼ
サルコイドーシス ｐ９４（カルパイン３）
サルコイドーシス CALPAIN 3; CAPN3 (p94, nCL-1)
サルコイドーシス CALPAIN 5; CAPN5 (hTRA-3)
サルコイドーシス CALPAIN 6; CAPN6
サルコイドーシス コネクチン
サルコイドーシス CALPAIN 2; CAPN2 (m-calpain; mCL)
サルコイドーシス CALPAIN１; CAPN１ (µ-calpain; µCL)
サルコイドーシス カルパイン
サルコイドーシス カルパイン(酵素)
サルコイドーシス CALPAIN 13; CAPN13
サルコイドーシス CALPAIN 12; CAPN12
サルコイドーシス 糸球体腎炎
サルコイドーシス 黒色人種
サルコイドーシス CALPAIN 8; CAPN8 (nCL-2) [NCBI UniGene]
サルコイドーシス ＣＤ２５
カルチノイド 多形滲出性紅斑
サルコイドーシス NCBI Uni Gene
サルコイドーシス 慢性高カルシウム血症
サルコイドーシス 心室中隔基部の菲薄化



カルチノイド 多発性硬化症橋型
サルコイドーシス CALPAIN 9; CAPN9 (nCL-4)
カルチノイド 多発性硬化症視床型
サルコイドーシス CALPAIN 11; CAPN11
カルチノイド 多発性硬化症中脳型
サルコイドーシス CALPAIN 10; CAPN10
サルコイドーシス 中枢神経病変
カルチノイド 多発性硬化症大脳基底核型
サルコイドーシス ＣＤ４０（リン酸化タンパク）
サルコイドーシス トロボニン
サルコイドーシス トロンボクサンＢ２
サルコイドーシス ＧＭ－ＣＳＦ
サルコイドーシス ミクロアンギオパチー
サルコイドーシス エイコサペンタエン酸　　ＥＰＡ
サルコイドーシス 亜鉛インポーターＺｉｐ６/Liv1）
サルコイドーシス 亜鉛トランスポーターファミリー
カルチノイド 肺組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルスの融合蛋白
カルチノイド 腹部組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 卵巣組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス
カルチノイド 胆嚢組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(141)
カルチノイド 漿膜炎
サルコイドーシス 骨サルコイドーシス
サルコイドーシス 未熟樹状細胞　（ｉＤＣ）
サルコイドーシス 神経因性疼痛（神経障害性疼痛、(ＣＣＬタンパク質ケモカイン)

カルチノイド 前立腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経毒性
カルチノイド 脳下垂体組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 子宮頸がんワクチン
カルチノイド 下肢組織カルチノイド
カルチノイド 死亡
カルチノイド リンパ液浸出
サルコイドーシス むずむず脚症候群
カルチノイド 乳房組織カルチノイド
カルチノイド 頭部組織カルチノイド
カルチノイド 乳腺組織カルチノイド
カルチノイド 鼻組織カルチノイド
カルチノイド 腎経組織カルチノイド
カルチノイド 病死
サルコイドーシス 高度房室ブロック
カルチノイド 咽喉頭組織カルチノイド
カルチノイド 骨組織カルチノイド
カルチノイド 肋骨組織カルチノイド
カルチノイド 脊髄組織カルチノイド
カルチノイド 肋膜カルチノイド



カルチノイド 視床組織カルチノイド
サルコイドーシス ＲＳウイルス感染症　（細気管支炎）
カルチノイド 腹膜カルチノイド
カルチノイド 胃組織カルチノイド
カルチノイド 泌尿器組織カルチノイド
カルチノイド 気道組織カルチノイド
カルチノイド 気管組織カルチノイド
カルチノイド 子宮組織カルチノイド
カルチノイド 胃経組織カルチノイド
カルチノイド 脊椎組織カルチノイド
カルチノイド 胸部組織カルチノイド
カルチノイド 心臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 炎症性細胞浸潤
カルチノイド 血管組織カルチノイド
カルチノイド 血液細胞カルチノイド
カルチノイド 任脈組織カルチノイド
カルチノイド 督脈組織カルチノイド
カルチノイド 筋肉組織カルチノイド
サルコイドーシス 骨の痛み
カルチノイド 腸間膜血管炎
カルチノイド 皮膚カルチノイド　（皮膚炎）　　　2コード
カルチノイド 表皮カルチノイド　　　　　　2コード
カルチノイド リンパ管カルチノイド
カルチノイド 肺経組織カルチノイド
カルチノイド 十二指腸組織カルチノイド
カルチノイド 食道組織カルチノイド
カルチノイド 男性器組織カルチノイド
サルコイドーシス ピック病
サルコイドーシス 病巣感染
サルコイドーシス サルコイドーシスの静脈周囲炎
サルコイドーシス 肺胞マクロファージ
サルコイドーシス 肝病変
サルコイドーシス 腎血管炎
サルコイドーシス レジオネラ・ニューモフィラ
カルチノイド 皮膚下カルチノイド　　　　　　2コード
サルコイドーシス ガリウムの異常集積
カルチノイド 全身症状
カルチノイド 多発性硬化症脳下垂体型
カルチノイド リーブマン・サックス　心内膜炎
サルコイドーシス 白板症
サルコイドーシス 嚢胞性骨病変
サルコイドーシス レジオネラ
サルコイドーシス 完全房室ブロック
サルコイドーシス ｌｕｐｕｓ　ｐernio
サルコイドーシス 結節性多発動脈炎
サルコイドーシス 緑色硫黄細菌
サルコイドーシス 鼻粘膜病変
サルコイドーシス 腎石灰化症
サルコイドーシス 重症心室不整脈



サルコイドーシス 類上皮細胞
サルコイドーシス 緑色非硫黄細菌
サルコイドーシス 尿細管間質性腎炎
サルコイドーシス 褥瘡
サルコイドーシス びまん浸潤型
サルコイドーシス びまん性浸潤型皮膚サルコイドーシス（Ｌｕｐｕｓ　ｐｅｒｎｉｏ）
サルコイドーシス テタノリジン　（Ｔｅｔ）
カルチノイド 妄想
サルコイドーシス 妄想
サルコイドーシス 脾病変
サルコイドーシス 血管周囲
サルコイドーシス 腎障害
サルコイドーシス 肺の両側肺門リンパ節腫脹
サルコイドーシス 機能不全(カルパイン)
サルコイドーシス Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
サルコイドーシス エプスタインバーウィルス　（ＥＢウイルス）
サルコイドーシス ＨＨＶ－４　エプスタイン・バール・ウイルス
サルコイドーシス 肥満細胞
サルコイドーシス インターフェロン-α（ＩＦＮ－α２ａ）
サルコイドーシス カドミウム沈着
サルコイドーシス 1型インターフェロン　（ＩＦＮ－αとＩＦＮ－β）
サルコイドーシス 血管壁
サルコイドーシス 皮下脂肪組織中
サルコイドーシス 液性免疫
サルコイドーシス 心サルコイドーシス
サルコイドーシス 泌尿器系を解毒
サルコイドーシス 皮膚の結節型
サルコイドーシス 瘢痕浸潤
サルコイドーシス ＲＳウイルスのＦ蛋白
サルコイドーシス 細胞内シグナル伝達経路
サルコイドーシス 2型インターフェロン　（Ｔｙｐｅ-ＩＩ ＩＦＮ）
サルコイドーシス 肢帯型筋ジストロフィー２Ａ型
サルコイドーシス ＬＧＭＤ２Ａ
サルコイドーシス 眼サルコイドーシス
サルコイドーシス アンジオテンシン変換酵素　（ＡＣＥ）
サルコイドーシス アンジオテンシン
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅰ
サルコイドーシス アンジオテンシン　Ⅱ
サルコイドーシス 皮膚サルコイド
サルコイドーシス 皮膚の局面型
サルコイドーシス 皮膚サルコイドーシス
サルコイドーシス 皮膚の皮下型
サルコイドーシス 骨格筋構成タンパク質
サルコイドーシス 細胞性免疫
サルコイドーシス 筋サルコイドーシス
サルコイドーシス 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
サルコイドーシス 樹状細胞
サルコイドーシス 異常集積ガリウムを修正解消排除
サルコイドーシス ヘリコバクター



カルチノイド 骨盤組織カルチノイド
カルチノイド 膵臓組織カルチノイド
カルチノイド 膀胱組織カルチノイド
サルコイドーシス サイトメガロウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－５　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス 全身性の肉芽腫性疾患
サルコイドーシス 強固な肉芽腫
カルチノイド 心包経組織カルチノイド
カルチノイド 小腸組織カルチノイド
カルチノイド 脾臓組織カルチノイド
カルチノイド リンパ節カルチノイド
カルチノイド 甲状腺組織カルチノイド
サルコイドーシス 致命的不整脈
サルコイドーシス 寄生虫感染症(455)
カルチノイド 三焦経組織カルチノイド
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　A群１６型
サルコイドーシス コクサッキーウイルス　１０型
サルコイドーシス 巨細肪性動脈炎
カルチノイド 腎臓組織カルチノイド
サルコイドーシス インフルエンザ菌
カルチノイド 骨盤神経組織カルチノイド
サルコイドーシス 寄生虫感染症(991)
カルチノイド 末梢神経組織カルチノイド
カルチノイド ルポイド肝炎
カルチノイド 睾丸・精巣組織カルチノイド
カルチノイド 大腸組織カルチノイド
カルチノイド 小腸経組織カルチノイド
カルチノイド 肝経組織カルチノイド
カルチノイド 消化管組織カルチノイド
カルチノイド 胆経組織カルチノイド
カルチノイド 心経組織カルチノイド
サルコイドーシス カタラリス菌
カルチノイド リンパ組織カルチノイド
サルコイドーシス 丹毒  （Ｎヘ）

カルチノイド ループス膀胱炎
サルコイドーシス 上皮傷害
カルチノイド タンパク漏出性腸炎
サルコイドーシス モラクセラ
カルチノイド 肝臓組織カルチノイド
サルコイドーシス 慢性呼吸不全
サルコイドーシス 菌体成分　（Pathogen-associated molecular pattern:PAMP)
サルコイドーシス プロテオバクテリア
サルコイドーシス ω-3脂肪酸不足
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 2; CAPNS2 (30K-2)[NCBI UniGene] 

サルコイドーシス NCBI Protein
サルコイドーシス リンパ球浸潤
サルコイドーシス リンパ球比率の上昇
サルコイドーシス CALPAIN SMALL SUBUNIT 1;CAPNS1(30K)           
サルコイドーシス 手足口病



カルチノイド ルーブス腸炎
サルコイドーシス チフス菌
サルコイドーシス 酢酸菌
カルチノイド 皮膚粘膜症状
サルコイドーシス リンパ球比率が低下
サルコイドーシス CALPAIN 16; CAPN16 (demi-calpain, C6orf103) [NCBI Protein]

カルチノイド 亜急性皮膚エリテマトーデス（ＳＣＬＥ）
サルコイドーシス ＰＧＥ2
サルコイドーシス 白斑　（目）
サルコイドーシス 腸管腔
サルコイドーシス 肉芽腫性血管炎
サルコイドーシス 呼吸器症状
サルコイドーシス CALPAIN 15; CAPN15 (SolH) [NCBI Protein]
サルコイドーシス ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
サルコイドーシス 心筋病変
サルコイドーシス CALPAIN 14; CAPN14      
サルコイドーシス 腸間膜リンパ節
サルコイドーシス αープロテオバクテリア
サルコイドーシス サイトメガロ　ウイルス
サルコイドーシス 肉芽腫
サルコイドーシス ポリオ毒素
サルコイドーシス 細菌感染
カルチノイド 便秘
サルコイドーシス コクサッキー　ウイルス
サルコイドーシス ワクチニア　ウイルス
サルコイドーシス 淋病　性行為感染症（淋菌）
サルコイドーシス ヘリコバクター・ピロリ
サルコイドーシス 腸上皮
サルコイドーシス リノール酸　（ＬＡ）
サルコイドーシス ω-6脂肪酸　（リノール酸）
サルコイドーシス ω-3脂肪酸　（α-リノレン酸）
サルコイドーシス ペプチドグリカン
サルコイドーシス ロゼオロウイルス属
サルコイドーシス 水痘ウイルス属
サルコイドーシス ＨＨＶ－３　水痘・帯状疱疹ウイルス
サルコイドーシス サルコイド肉芽腫
サルコイドーシス ＨＨＶ－１　単純ヘルペスウイルス１型（ＨＳＶ－１）
サルコイドーシス 症候性
サルコイドーシス 無症候性サルコイドーシス
カルチノイド 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
カルチノイド 細胞死
サルコイドーシス 細胞腫(ニューロン⇔グリア)
サルコイドーシス 細胞死
サルコイドーシス ＨＨＶ－２　単純ヘルペスウイルス２型（ＨＳＶ－２）
サルコイドーシス ＨＨＶ－６　突発性発疹
サルコイドーシス リンパ性白血病ウイルス
サルコイドーシス リンパ性白血病
サルコイドーシス ＨＨＶ－７　サイトメガロウイルス
サルコイドーシス ＨＨＶ－８　カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス



サルコイドーシス 炎症性サイトカイン
サルコイドーシス ミラビリス変形菌
サルコイドーシス ウイルスの蛋白
サルコイドーシス 黄斑部出血
サルコイドーシス 単純ウイルス属
サルコイドーシス アルファヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス リンフォクリプトウイルス属
カルチノイド 神経組織カルチノイド
カルチノイド 上肢組織カルチノイド
サルコイドーシス 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

サルコイドーシス 異常構造物
サルコイドーシス アスペルギローマ
カルチノイド 膀胱経組織カルチノイド
サルコイドーシス ＬＰＳ　（ｌｉｐｏｐｏｌｙｓａｃｃｈａｒｉｄｅ）
カルチノイド 目組織カルチノイド
カルチノイド 大腸経組織カルチノイド
サルコイドーシス 表皮性のう胞
サルコイドーシス 黄斑上膜
カルチノイド 血球系細胞カルチノイド
カルチノイド 耳組織カルチノイド
カルチノイド 脾経組織カルチノイド
サルコイドーシス 神経変性
サルコイドーシス 腫瘤型（急性）
サルコイドーシス 腫瘤型（亜急性）
カルチノイド 下痢
サルコイドーシス 嚢胞様黄斑浮腫
サルコイドーシス 虹彩結節
サルコイドーシス 大型紡錘体小体　（ＨＷ小体）
サルコイドーシス 周辺部虹彩前癒着
サルコイドーシス 渗出斑
サルコイドーシス 肉芽腫性間質性腎炎
サルコイドーシス 硝子体混濁
サルコイドーシス 隅角結節
サルコイドーシス Ｔr1
サルコイドーシス 異物型巨細胞
サルコイドーシス ＩＬ-10
サルコイドーシス ＩＬ-12
サルコイドーシス ＩＬ-13
サルコイドーシス 連鎖球菌ブドウ球菌毒素
サルコイドーシス 緑膿菌　６５
サルコイドーシス トキソプラズマ
サルコイドーシス 色素性乾皮症
サルコイドーシス ヘルペスウイルス科
サルコイドーシス 群：第１群（2本鎖ＤＮＡ）　ウイルス
サルコイドーシス 髄膜炎
サルコイドーシス ガンマヘルペスウイルス亜科
サルコイドーシス ヘルペスウイルス目
サルコイドーシス 菌血症
サルコイドーシス 異物型巨細胞の排除排泄



サルコイドーシス ラングハンス巨細胞の排除排泄
サルコイドーシス ウイルスの蛋白排除排泄
サルコイドーシス 緑膿菌　６６
サルコイドーシス 腎部慢性膿皮症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 多発性感染膿瘍  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 化膿性肝腺炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス シアノバクテリア
サルコイドーシス 没食子酸
サルコイドーシス ピック球
サルコイドーシス 異常構造物の排除排泄消去
サルコイドーシス 気道上皮細胞
サルコイドーシス 大型紡錘体小体の排除排泄
サルコイドーシス 慢性緑膿菌感染症  （Ｎヘ）

サルコイドーシス 緑膿菌　６７　
サルコイドーシス 膿皮症  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 伝染性膿かしん(俗名・とびひ)  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 感染性粉瘤  （Ｎヘ）

サルコイドーシス せつ、せつ腫症、癰(俗名・おでき)　  （Ｎヘキ）

サルコイドーシス 神経サルコイドーシス
サルコイドーシス 責任遺伝子産物
サルコイドーシス ラングハンス巨細胞
サルコイドーシス Ｔｈ0細胞　（ナイーブＴｈ細胞）
カルチノイド ｌｕｐｕｓ　ｐｒｏｆｕｎｄｕｓ
カルチノイド 認知症（Ａ）
カルチノイド 認知症(Ａ)
サルコイドーシス 認知症(Ａ)
サルコイドーシス Ｌ型アクネ菌
サルコイドーシス ＴＤＰ－４３
サルコイドーシス クリプトコッカス
カルチノイド ステロイドミオパチー
サルコイドーシス 急性網膜壊死
カルチノイド 認知症（Ｂ）
カルチノイド 認知症　B
サルコイドーシス 認知症　B
サルコイドーシス 若年性認知症
サルコイドーシス カリニ原虫
サルコイドーシス パタン
カルチノイド βアミロイド
サルコイドーシス 網脈絡膜広範囲萎縮
サルコイドーシス 脈絡膜炎
サルコイドーシス アレルギー体質
サルコイドーシス 肺炎桿菌
サルコイドーシス 蜂窩織炎  （Ｎヘ）

サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎  （Pneumocystis pneumonia、PCP）
サルコイドーシス ニューモシスチス肺炎　Pneumocystis　ｐｎｅｕｍｏｎｉａ　PCP
サルコイドーシス アレルギー性炎症
サルコイドーシス 竹の節状の網膜静脈周囲炎
サルコイドーシス 網膜周囲血管炎
サルコイドーシス 網膜血管炎



サルコイドーシス αフォドリン　（タンパク質）
サルコイドーシス ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
サルコイドーシス カルタップ塩酸塩
サルコイドーシス ＲｂＡｐ　（タンパク質）
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 筋肉痛
サルコイドーシス マアクネ菌　（Propionibacterium acnes）
サルコイドーシス 網脈絡膜渗出斑および結節
サルコイドーシス クリプトコッカス症
サルコイドーシス コクシジオイデス症
サルコイドーシス ＣＣＬ６　Ｓｃｙａ６　Ｃ１０，ＭＲＰ-２
サルコイドーシス ＣＣＬ７　Ｓｃｙａ７　ＭＡＲＣ，ＭＣＰ-３
サルコイドーシス ＣＣＬ８　Ｓｃｙａ８　ＭＣＰ-２
カルチノイド アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス アミロイドβ蛋白質(Ａβ)
サルコイドーシス ＣＤ８陽性のリンパ球
サルコイドーシス アレルギー体質の改善
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス 末梢性ニューロパチー
カルチノイド α-セクレターゼ
サルコイドーシス α-セクレターゼ
カルチノイド アミロイドβペプチド
サルコイドーシス アミロイドβペプチド
カルチノイド γ-セクレターゼ
サルコイドーシス γ-セクレターゼ
サルコイドーシス 抗破傷風免疫グロブリン　（Ｔｅｔ）
サルコイドーシス 前駆体蛋白(ＡＰＰ)
サルコイドーシス オキサロ酢酸
カルチノイド β-セクレターゼ
サルコイドーシス ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
サルコイドーシス クロチアニジン
カルチノイド 線維形成
サルコイドーシス 線維形成
サルコイドーシス ＰＴＳ３タンパク質
サルコイドーシス Ｐｅｘ１３ｐ　ｍｕｔａｎｔ(ペルオキシソーム生物発生説障害)
サルコイドーシス ＰＴＳ２タンパク質
サルコイドーシス ＰＴＳ１タンパク質
サルコイドーシス 非ヒストン核タンパク
サルコイドーシス autoinducerとよばれるホルモン物質  （Ｎヘ）

サルコイドーシス XCL1 Scyc1 Lymphotactin α,SCM-1α,ATAC(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス XCL2 Scyc2 Lymphotactin β,SCM-2β(Cｹﾓｶｲﾝ)
サルコイドーシス ｃａｔａｌａｓｅ　ＰＴＳ
サルコイドーシス ＰＴＳ１　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ １）
サルコイドーシス ＰＴＳ２　（Ｐeroxisome Targeting Ｓｉｇｎａｌ 2）
サルコイドーシス （新しい）ＰＴＳ3
サルコイドーシス Ｔｈ２細胞
サルコイドーシス Ｔｈ１７
サルコイドーシス Ｔｈ１細胞
サルコイドーシス Ｔ細胞



サルコイドーシス ＣＣケモカイン
サルコイドーシス ＣＣＬ１　Ｓｃｙａ１　Ｉ-３０９，ＴＣＡ-3
サルコイドーシス ＣＣＬ２　Ｓｃｙａ２　ＭＣＰ-１
サルコイドーシス ＣＣＬ３　Ｓｃｙａ３　ＭＩＰ-１α
サルコイドーシス ＣＣＬ４　Ｓｃｙａ４　ＭＩＰ-１β
サルコイドーシス ＣＣＬ５　Ｓｃｙａ５　ＲＡＮＴＥＳ
サルコイドーシス ＣＣＬ９　Ｓｃｙａ９　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ10　Ｓｃｙａ10　ＭＲＰ-２,ＣＣＦ18,ＭＩＰ-1γ
サルコイドーシス ＣＣＬ11 Ｓｃｙａ11　Eotaxin
サルコイドーシス ＣＣＬ12 Ｓｃｙａ12　ＭＣＰ-5
サルコイドーシス ＣＣＬ13 Ｓｃｙａ13　ＭＣＰ-4,NCC-1,Ｃｋβ10
サルコイドーシス ＣＣＬ14 Ｓｃｙａ14　HCC-1,MCIF,Ckβ1,NCC-2,CCL
サルコイドーシス ＣＣＬ15 Ｓｃｙａ15　Leukotactin-1,MIP-5,HCC-2,NCC-3
サルコイドーシス ＣＣＬ16 Ｓｃｙａ16　LEC,NCC-4,LMC,Ckβ12
サルコイドーシス ＣＣＬ17 Ｓｃｙａ17　TARC,dendrokine,ABCD-2
サルコイドーシス ＣＣＬ18 Ｓｃｙａ18　PARC,DC-CK1,AMAC-1,Ckβ7MIP-4
サルコイドーシス ＣＣＬ19 Ｓｃｙａ19　ELC,Exodus-3,Ckβ11
サルコイドーシス ＣＣＬ20 Ｓｃｙａ20　LARC,Exodus-1,Ckβ4
サルコイドーシス ＣＣＬ21 Ｓｃｙａ21　SLC,6Ckine,Exodus-2,Ckβ9,TCA-4
サルコイドーシス ＣＣＬ22 Ｓｃｙａ22　MDC,DC/β-CK
サルコイドーシス ＣＣＬ23 Ｓｃｙａ23　MPIF-1,Ckβ8,MIP-3,MPIF-1
サルコイドーシス ＣＣＬ24 Ｓｃｙａ24　Eotaxin-2,MPIF-2,Ckβ6
サルコイドーシス ＣＣＬ25 Ｓｃｙａ25　TECK,Ckβ15
サルコイドーシス ＣＣＬ26 Ｓｃｙａ26　Eotaxin-3,MIP-4α,IMAC,TSC-1
サルコイドーシス ＣＣＬ27 Ｓｃｙａ27　CTACK,ILC,Eskine,PESKY,skinkine
サルコイドーシス ＣＣＬ28 Ｓｃｙａ28　MEC
サルコイドーシス CXCL10 Scyb10 IP-10,CRG-2
サルコイドーシス CXCL11 Scyb11 I-TAC,β-R1,IP-9
サルコイドーシス CXCL12 Scyb12 SDF-1,PBSF
サルコイドーシス CXCL13 Scyb13 BCA-1,BLC
サルコイドーシス CXCL14 Scyb14 BRAK,bolekine
サルコイドーシス CXCL15 Scyb15 Lungkine,WECHE
サルコイドーシス CXCL16 Scyb16 SRPSOX
サルコイドーシス CXCL17 VCC-1 DMC,VCC-1
サルコイドーシス CX3C ケモカイン
サルコイドーシス ＣＸ3ＣL1 Scyd1 Fractalkine,Neurotactin,ABCD-3
サルコイドーシス ケモカイン　（Chemokine）

サルコイドーシス CXCL4 Scyb4 PF-4
サルコイドーシス ＣＸＣケモカイン
サルコイドーシス CXCL1 Scyb1 Gro-α,GRO1,NAP-3
サルコイドーシス CXCL2 Scyb2 Gro-β,GRO2,MIP-2α
サルコイドーシス CXCL3 Scyb3 Gro-γ,GRO3,MIP-2β
サルコイドーシス CXCL5 Scyb5 ENA-78
サルコイドーシス CXCL6 Scyb6 GCP-2
サルコイドーシス CXCL7 Scyb7 NAP-2,CTAPIII,β-Ta,PEP
サルコイドーシス CXCL8 Scyb8 IL-8,NAP-1,MDNCF,GCP-1
サルコイドーシス CXCL9 Scyb9 MIG,CRG-10
サルコイドーシス Ｃケモカイン
サルコイドーシス 納豆



サルコイドーシス プロピオニバクテリウム菌
サルコイドーシス 加水分解性タンニン
サルコイドーシス ヘテロダイマー
サルコイドーシス モンドール病
カルチノイド ループス腹膜炎
サルコイドーシス スフィンゴ糖脂質　（α-ガラクトシルセラミド:α-ＧａｌＣｅｒ）
カルチノイド 円形状ループス（ＤＬＥ）
カルチノイド 蝶形紅斑
サルコイドーシス 骨炎症病変
カルチノイド 全身性エリテマトーデス（全身性紅斑性狼瘡　ＳＬＥ）
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症
サルコイドーシス シェーグレン症候群　（Sjögren syndrome）
サルコイドーシス 皮膚ケラチノサイト
カルチノイド 多発性硬化症間脳型
サルコイドーシス Ｚｎｔファミリー（exporter）
サルコイドーシス ＺＩＰファミリー（importer)
サルコイドーシス 血栓性静脈炎
サルコイドーシス Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

サルコイドーシス 水銀毒
サルコイドーシス サルモネラ菌
サルコイドーシス ピルビン酸カルボキシラーゼ
カルチノイド オリゴマーＡβ
サルコイドーシス 抗原物質（起因体）
サルコイドーシス ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

サルコイドーシス 皮下結節　（皮膚）
サルコイドーシス ＣＤ８陽性細胞
サルコイドーシス ＴＧＦ－β
サルコイドーシス 制御用Ｔ細胞
サルコイドーシス ＴＳＬＰ
サルコイドーシス ＣＥＡ (大腸癌)

サルコイドーシス Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

サルコイドーシス ＡＰＣ (肝臓癌)

サルコイドーシス ＣＫ-１９ (膵臓癌)

サルコイドーシス サルコイドーシス
サルコイドーシス アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

サルコイドーシス ＥＧＦＲ (胃癌)

サルコイドーシス リンチ症候群 (大腸)

サルコイドーシス Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

サルコイドーシス ＣＯＸ－２ (肺癌)

サルコイドーシス ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

サルコイドーシス ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

サルコイドーシス ヘルパーＴ細胞
カルチノイド アポトーシス
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

サルコイドーシス ｄｓＲＮＡ
サルコイドーシス 二本鎖ＲＮＡ
サルコイドーシス Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

サルコイドーシス ssＲＮＡ



サルコイドーシス ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

サルコイドーシス ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

サルコイドーシス ヨーグルト
サルコイドーシス 抗原提示細胞
サルコイドーシス 受持神社
サルコイドーシス ＭＨＣクラスＩＩ分子
カルチノイド 介護拒否
サルコイドーシス 介護拒否
サルコイドーシス エンドトキシン
サルコイドーシス 瀰慢性レビー小体病
カルチノイド レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス レビー小体型認知症(認知症Ａ)
サルコイドーシス グラム陰性エンドトキシン　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 分化程度による毒性
カルチノイド 徘徊
サルコイドーシス 徘徊
サルコイドーシス 変性認知症(認知症Ｂ)
サルコイドーシス 角化異常
カルチノイド 暴言
サルコイドーシス 暴言
サルコイドーシス ＩＦＮ－γ　（ＩｇＥ抗体の産出を抑制する）
サルコイドーシス 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

サルコイドーシス 壊血病
カルチノイド 口腔内組織カルチノイド
カルチノイド 口腔内粘膜組織カルチノイド
カルチノイド 間脳組織カルチノイド
カルチノイド 骨髄カルチノイド
サルコイドーシス エンドトキシンショック
サルコイドーシス リポポリサッカライド　（ＬＰＳ）
サルコイドーシス 魚鱗癬
サルコイドーシス 瘤 (こぶ)

サルコイドーシス オークの樹皮
サルコイドーシス メラノーマ
サルコイドーシス 重金属
サルコイドーシス 類上皮細胞肉芽腫　（皮膚）
サルコイドーシス グラム陰性菌
サルコイドーシス セラチア（腸内菌）
サルコイドーシス セラチア・マルセッセンス
サルコイドーシス ＩｇＥ抗体産出
サルコイドーシス 瘤の排除排泄
サルコイドーシス AHLラクトナーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス リポ蛋白
サルコイドーシス ＮＫＴ細胞
サルコイドーシス アポトーシス
サルコイドーシス 自己消化活性能
サルコイドーシス アシル化シクロペンチルアミド(Cn-CPA)  （Ｎヘ）



サルコイドーシス AHLアシラーゼ  （Ｎヘ）

サルコイドーシス アスポリン（ＤＮＡ）

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
神　経 前厄
神　経 本厄
神　経 大厄
神　経 後厄
神　経 殺界
神　経 宿命大殺界
神　経 グリオーシス
神　経 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
神　経 耳介側頭筋神経との交通枝
神　経 耳介側頭筋神経
神　経 輪状咽頭筋
神　経 破裂喉頭蓋
神　経 前庭ヒダ
神　経 ドーパミンＤ２受容体
神　経 ツノビキノカミ　角樴神
神　経 スイチニノカミ　須比地邇神
神　経 大脳鎌テント接合部髄膜腫
神　経 大脳鎌髄膜腫
神　経 涙腺
神　経 蝶形骨縁髄膜腫
神　経 流産
神　経 三叉神経鞘腫
神　経 ウヒチニノカミ　宇比地邇神
神　経 延髄
神　経 過形成性グリオーシス　（ｈｙｐｅｒｐｌａｓｔｉｃ ｇｌｉｏｓｉｓ）
神　経 アセチルコリン
神　経 インパルス
神　経 神経線維の小束
神　経 神経線維
神　経 求心性インパルス
神　経 求心性神経活動
神　経 水分調節中枢
神　経 グルホシネート
神　経 ニセ神経伝達物質
神　経 興奮性神経伝達物質
神　経 ドバミン
神　経 神経伝達物質
神　経 天日長命薬師守神
神　経 好転反応
神　経 アメトヨマジナイタテヒコノミコト　天豊禁厭建彦尊
神　経 天日体骸薬師守神
神　経 アメヒモクライマヂナイヒコノミコト　天日体髄医師彦神
神　経 アメノソコダチノカミ　天之底立神
神　経 クニノソコダチノカミ　国之常立神
神　経 トヨクムヒメノカミ　豊雲媛神
神　経 トヨクムネノカミ　豊斟渟神　（豊雲野根尊）
神　経 反射反応
神　経 化学受容器



神　経 中枢性疼痛症候群
神　経 脳幹部変形
神　経 聴神経鞘腫
神　経 前庭神経鞘腫
神　経 脳浮種
神　経 小脳橋角部腫瘍
神　経 脳質腹腔
神　経 脳室上衣下結節　（subependymal glial fibrillan nodue)
神　経 上衣腫　ｅｐｅｎｄｙｍｏｍａ
神　経 自律神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 自律神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 脳病変
神　経 中枢神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 細い静脈
神　経 脳幹部グリオーマ　（ｂｒａｉｎｓｔｅｍ　ｇｌｉｏｍａ）
神　経 中枢神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 顎下腺
神　経 橋
神　経 鼻
神　経 自律神経
神　経 腰内臓神経
神　経 腰神経
神　経 呼吸中枢
神　経 呼吸筋
神　経 大脳
神　経 中枢神経
神　経 小脳
神　経 A線維
神　経 大動脈圧受容器
神　経 大動脈神経
神　経 スリット型脳室
神　経 自律神経系の第１次中枢
神　経 血圧調節
神　経 脳幹の自律神経中枢
神　経 循環中枢
神　経 脊椎側湾症
神　経 びまん性星細胞腫
神　経 皮膚の神経線維腫
神　経 舌下神経鞘腫
神　経 舌咽神経鞘腫
神　経 蔓状神経線維腫　ｐｌｅｘｉｆｏｒｍ neurofibroma
神　経 穹隆部髄膜腫
神　経 びまん性神経線維腫
神　経 交感神経節後ニューロン
神　経 悪性抹消神経鞘腫
神　経 多発性線維腫　ｎｅｕｒｏｆｉｂｒｏｍａ
神　経 抹消神経の病気、回復度、何ポイント
神　経 舌根



神　経 舌の後部　咽頭
神　経 抹消神経の麻痺、回復度、何ポイント
神　経 迷走神経鞘腫
神　経 心臓抑制中枢
神　経 心収縮
神　経 心収縮力の低下
神　経 心拍出量
神　経 心拍出量の低下
神　経 心拍数
神　経 心拍数の低下
神　経 神経症状
神　経 神経伝達障害
神　経 神経障害性疼痛
神　経 顔面の皮膚
神　経 神経線維腫症２型　ＮＦー2
神　経 有痛性外傷性単神経障害
神　経 交感神経の緊張性活動の低下
神　経 容量血管
神　経 抵抗血管
神　経 容量血管の拡張
神　経 抵抗血管の拡張
神　経 髄鞘
神　経 神経線維腫
神　経 ランビエの絞輪
神　経 運動神経
神　経 運動神経
神　経 軸索
神　経 第４脳室底部
神　経 有髄線維
神　経 C線維
神　経 聴覚神経
神　経 体温調節中枢
神　経 神経節
神　経 脊髄
神　経 神経細胞
神　経 節前線維
神　経 節後線維
神　経 舌下神経
神　経 舌筋
神　経 嗅神経
神　経 毛様体神経節
神　経 末梢神経
神　経 交感神経 40
神　経 交感神経 41
神　経 交感神経幹
神　経 唾液腺
神　経 酵素成分の多い唾液を分泌
神　経 舌下腺
神　経 アクチン輸送



神　経 神経組織
神　経 ニューロン
神　経 上位運動ニューロン
神　経 舌咽神経
神　経 コルチコステロン
神　経 抑制ホルモン   inhibitory hormone
神　経 動悸亢進
神　経 樹状突起
神　経 座骨神経
神　経 上顎神経
神　経 神経炎
神　経 神経伝達の減退
神　経 眼球
神　経 神経（全般）
神　経 脊髄神経
神　経 迷走神経
神　経 知覚神経
神　経 跳躍伝導
神　経 活動電位
神　経 交感神経性血管拡張線維
神　経 交感神経性血管収縮線維
神　経 顎下神経節
神　経 中間神経 Ⅶ
神　経 下顎神経
神　経 静止膜電位
神　経 絶縁
神　経 副交感神経
神　経 舌の前部
神　経 神経原線維
神　経 仙骨内臓神経
神　経 中内臓神経
神　経 胸神経
神　経 上頸神経節
神　経 中頸神経節
神　経 咀嚼筋　（そしゃく筋）
神　経 神経幹細胞
神　経 細胞体
神　経 細胞膜
神　経 細胞骨格
神　経 頸神経
神　経 シュワン細胞
神　経 星状神経節
神　経 ナトリウムイオン
神　経 塩化物イオン
神　経 イオンチャンネル
神　経 カリウムイオン
神　経 大内臓神経
神　経 副神経
神　経 後シナプス細胞



神　経 前シナプス細胞
神　経 シナプス小胞
神　経 錐体細胞
神　経 新生神経細胞
神　経 星状細胞
神　経 プルキンエ細胞
神　経 神経鞘
神　経 無髄神経
神　経 無髄線維
神　経 食欲
神　経 心臓交感神経
神　経 茎突舌筋
神　経 核（ニューロン）
神　経 表情筋
神　経 顔面けいれん
神　経 迷走神経背側核
神　経 シナプス
神　経 自律性効果器
神　経 内臓反射
神　経 迷走神経の緊張性活動の増加
神　経 Ｂ線維
神　経 圧受容器　（baroreceptor)

神　経 血圧
神　経 伸展受容器　(stretch receptor)

神　経 神経伝達
神　経 心房壁（上・下大動脈の入り口付近）
神　経 心肺受容器
神　経 血液脳関門
神　経 神経終末
神　経 外眼筋
神　経 神経圧迫
神　経 痺れ　（しびれ）
神　経 髄鞘空洞化　（ｍｙｅｌｉｎ　ｖａｃｕｏｌｉｚａｔｉｏｎ）
神　経 異形成　（ｄｙｓｐｌａｓｉａ）
神　経 交感神経依存性疼痛
神　経 レックリングハウゼン病
神　経 自律神経失調症
神　経 自律神経障害
神　経 交感神経性ジストロフィ
神　経 反射性交感神経性ジストロフィ
神　経 骨盤神経節 (その2　子宮拡張、排尿をおこす、陰茎勃起)
神　経 骨盤神経節 (その１　子宮収縮、尿をためる、射精)
神　経 ミエリン鞘
神　経 小内臓神経
神　経 末梢神経
神　経 運動過多
神　経 交感神経線維
神　経 アドレナリン分泌を促進
神　経 レニン分泌を促進



神　経 グリコゲンを分解
神　経 下腸間膜神経節
神　経 上腸間膜神経節
神　経 伏在神経
神　経 随意運動
神　経 視神経 (眼)
神　経 仙骨神経
神　経 滑車神経
神　経 感覚神経
神　経 外転神経
神　経 瞳孔
神　経 腹腔神経節
神　経 座骨神経痛
神　経 副交感神経と交感神経のバランス
神　経 座骨神経痛
神　経 外頸動脈神経
神　経 内頸動脈神経
神　経 オレキシン神経細胞
神　経 食欲中枢
神　経 オレキシン神経
神　経 血圧調節
神　経 感覚線維
神　経 副交感線維
神　経 仙骨神経節
神　経 膝神経節
神　経 運動線維
神　経 頸動脈洞神経
神　経 シヌレイノパチー
神　経 Ｎ-ｍｙｃ　癌遺伝子
神　経 腫瘍（虹彩小結節）
神　経 神経膠腫　（グリオーマ）
神　経 神経根引き抜き損傷
神　経 病的なαーシヌクレイン
神　経 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
神　経 視神経膠腫
神　経 毛様細胞性星細胞腫
神　経 神経鞘腫
神　経 線維肉腫
神　経 悪性末梢神経鞘腫瘍
神　経 神経線維腫症２型　（ＮＦ－2）
神　経 神経線維腫症１型　（ＮＦ－１）
神　経 三叉神経痛
神　経 神経原性かつ遺伝性疾患
神　経 骨盤内臓神経
神　経 三叉神経痛
神　経 視神経
神　経 動眼神経
神　経 耳
神　経 耳神経節



神　経 排尿反射
神　経 内臓性求心路
神　経 神経鞘
神　経 神経細胞体
神　経 反射性循環反応
神　経 排尿中枢
神　経 頸動脈洞圧受容器
神　経 イクビキノカミ　活樴神
神　経 神経栄養因子
神　経 脂肪組織 =FA
神　経 耳下腺
神　経 耳下腺分泌線維（副交感線維）
神　経 細い動脈
神　経 血糖調節中枢
神　経 皮膚圧覚
神　経 皮膚触覚
神　経 皮膚温度感覚
神　経 尾骨神経
神　経 マーリン　ｍｅｒｌｉｎ　（蛋白質）
神　経 髄膜腫
神　経 髄膜腫症　ｍｅｎｉｎｑｉｏｍａｔｏｓｉｓ
神　経 蝸牛神経鞘腫
神　経 代謝性神経障害
神　経 神経膠腫
神　経 膠芽腫
神　経 髄液吸収障害
神　経 顔面神経鞘腫
神　経 顔面神経麻痺
神　経 嚥下の第３相　（食道期）
神　経 カテコールアミン分泌の減少
神　経 内耳
神　経 内耳神経
神　経 蝸牛神経
神　経 前庭神経
神　経 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

神　経 嘔吐　（おうと）
神　経 嘔吐反射　（vomiting reflex)

神　経 嚥下の第２相　（咽頭期）
神　経 嚥下の第１相　（口腔期）
神　経 翼口蓋神経節
神　経 顔面神経
神　経 上心臓神経
神　経 胸心臓神経
神　経 心臓神経
神　経 中心臓神経
神　経 下心臓神経
神　経 鼓膜張筋神経
神　経 鼓室神経
神　経 鼓室神経との交通枝



神　経 超音波
神　経 嚥下中枢
神　経 末梢神経の遠心性
神　経 エンテロクロマフィン細胞
神　経 口蓋帆張筋神経
神　経 ＣＴＺ　（chemoreceptor trigger zone)
神　経 嘔吐中枢
神　経 カテコールアミン分泌
神　経 ５ーＨＴ３受容体
神　経 セロトニン５－ＨＴ３受容体
神　経 迷走神経知覚線維
神　経 カテコールアミン
神　経 グリア細胞
神　経 迷走神経運動核
神　経 樹状細胞
神　経 圧受容器反射による血圧調節
神　経 延髄の循環中枢　　（cardiovascular center)

神　経 多発性髄膜腫
神　経 痴情霊
神　経 交通性水頭症
神　経 乏突起膠腫
神　経 シャント術
神　経 減圧反射
神　経 減圧神経
神　経 降圧中枢
神　経 三叉神経
神　経 求心性線維
神　経 神経線維腫症１型　ＮＦー１
神　経 末梢神経の求心性
神　経 昇圧中枢
神　経 グレード1
神　経 グレード2
神　経 動脈圧受容器反射
神　経 圧受容器反射
神　経 ゲイン　（17ｑ21 - ｑｔｅｒの部分ゲイン）
神　経 第２２染色体長腕　（２２ｑ１２）
神　経 １７番染色体の長腕
神　経 1番染色体の短腕（１ｐ）の欠失
神　経 責任遺伝子
神　経 カミナホヒノカミ　神直日神
神　経 本能行動
神　経 ジボカンノン　慈母観音
神　経 本能
神　経 天豊医師主神
神　経 アメノミナカヌシノカミ　天之御中主神

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
肝　臓 カイザー・フライシャー
肝　臓 セルロプラスミン　（銅結合蛋白質）
肝　臓 痒い(かゆい)
肝　臓 血清
肝　臓 異常型プリオン蛋白質
肝　臓 ビタミンＡ貯蔵細胞
肝　臓 先天性銅代謝異常　　(肝硬変)
肝　臓 ウイルソン病　（先天性銅代謝異常）
肝　臓 虫垂静脈
肝　臓 右三角間膜
肝　臓 回腸
肝　臓 肝円索
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 肝臓の左葉
肝　臓 小葉間動脈
肝　臓 小葉下静脈
肝　臓 肝臓の漿膜
肝　臓 毛細血管静脈叢
肝　臓 右結腸静脈
肝　臓 右胃大網静脈
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 脂肪肝
肝　臓 骨内ガングリオン
肝　臓 奇静脈
肝　臓 肝病変
肝　臓 肝細胞への脂肪沈着
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除
肝　臓 肝炎
肝　臓 過酸化脂質
肝　臓 副肝管
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の体外排除促進
肝　臓 アレルギー性の有害組織細胞の貪食促進
肝　臓 下行結腸
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 平滑筋内ガングリオン
肝　臓 小葉中心部とグリソン鞘の間の洞様毛細血管
肝　臓 内因性脂質　（ＶＬＤＬ）
肝　臓 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
肝　臓 回結腸静脈
肝　臓 ＬＤＬ
肝　臓 カイロミクロンレムナイト
肝　臓 不飽和脂肪酸
肝　臓 左肝管
肝　臓 右肝管
肝　臓 肝管
肝　臓 総肝管
肝　臓 横隔膜



肝　臓 肝臓の横隔膜付着部
肝　臓 腹大動脈
肝　臓 左胃動脈
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 下大静脈弁
肝　臓 小葉間胆管
肝　臓 上行結腸
肝　臓 右葉　（肝臓）
肝　臓 腹膜
肝　臓 胃冠状静脈
肝　臓 上大静脈
肝　臓 胃
肝　臓 上腸間膜静脈
肝　臓 副肝静脈
肝　臓 下腸間膜静脈
肝　臓 不整脂肪肝
肝　臓 Riedel lobe
肝　臓 肝静脈
肝　臓 空腸
肝　臓 肝臓
肝　臓 肝組織
肝　臓 膵臓
肝　臓 上直腸静脈
肝　臓 脾動脈
肝　臓 胆嚢
肝　臓 小腸静脈
肝　臓 総胆管
肝　臓 腸間膜
肝　臓 肝細胞
肝　臓 肝臓の内皮細胞
肝　臓 脾臓
肝　臓 虫垂
肝　臓 肝内肝動脈
肝　臓 固有肝動脈
肝　臓 肝動脈
肝　臓 門脈
肝　臓 総肝動脈
肝　臓 小葉結合組織(グリソン鞘)
肝　臓 肝小葉
肝　臓 中心静脈
肝　臓 小葉間静脈
肝　臓 肝小葉の辺縁帯
肝　臓 肝臓のピツト細胞
肝　臓 肝臓のクッペル細胞
肝　臓 海老　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 直腸静脈
肝　臓 十二指腸
肝　臓 食道
肝　臓 後腹膜臓器



肝　臓 肝周囲間膜
肝　臓 肝臓の線維膜(線維結合組織)
肝　臓 肝臓の細網組織
肝　臓 胃肝間膜
肝　臓 肝十二指腸間膜
肝　臓 sdLDL
肝　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
肝　臓 植物ステロール
肝　臓 β-シトステロール
肝　臓 肝十二指腸間膜内
肝　臓 腸間膜根部リンパ節
肝　臓 カイロミクロン
肝　臓 外因性脂質
肝　臓 肝臓の滑面小胞体
肝　臓 肝臓の粗面小胞体
肝　臓 尿中銅排泄量増加
肝　臓 肝レンズ核変性症
肝　臓

異常型プリオン蛋白質と造影剤の結合で生産されるトランス脂肪酸は有害細
胞

肝　臓 肝臓組織カルチノイド
肝　臓 中心静脈周囲の細胞の線維化
肝　臓 ＮＡＳＨ非アルコール性脂肪性肝炎
肝　臓 血中セルロプラスミン低値
肝　臓 肝細胞周囲性線維化
肝　臓 胃十二指腸動脈
肝　臓 類洞
肝　臓 オホーツクサーモン・鱒　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 レムナント
肝　臓 横行結腸
肝　臓 直腸
肝　臓 肝がん（原発性）
肝　臓 肝がん（転移性）
肝　臓 腹腔動脈
肝　臓 肝冠状間膜
肝　臓 左三角間膜
肝　臓 肝経
肝　臓 薬剤性肝障害
肝　臓 肝がん
肝　臓 脾静脈
肝　臓 左胃動脈（胃へ）
肝　臓 右胃動脈
肝　臓 右胃大網動脈
肝　臓 Ｓ状結腸
肝　臓 鱒・マス　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 下大静脈
肝　臓 上腸間膜動脈（腸から肝臓へ）
肝　臓 血小板産生因子(トロンボポイエチン)
肝　臓 クッパー細胞
肝　臓 肝臓のクッパー星細胞
肝　臓 白身魚



肝　臓 左結腸静脈
肝　臓 肝臓の痛覚性神経
肝　臓 レムナント受容体
肝　臓 肝鎌状間膜
肝　臓 肝臓の界面活性作用
肝　臓 抗平滑筋抗体
肝　臓 抗ガングリオシド抗体
肝　臓 肝内胆管intrahepatic bile duct
肝　臓 右肝動脈.
肝　臓 小葉
肝　臓 トリグリセリド
肝　臓 肝不全
肝　臓 ガングリオン
肝　臓 高コレステロール血症
肝　臓 コレステロールエステル
肝　臓 高中性脂肪血症
肝　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
肝　臓 遊離コレステロール
肝　臓 ＬＤＬコレステロール
肝　臓 コレステロール
肝　臓 肝硬変
肝　臓 ＨＤＬ2
肝　臓 抗体
肝　臓 ＣＥＴＰ　（コレステロールエステル転送蛋白）
肝　臓 ＨＤＬコレステロール
肝　臓 球状のＨＤＬ3
肝　臓 肝臓の脂溶性ビタミンの可溶化
肝　臓 preβ　ＨＤＬ
肝　臓 肝炎ウイルスＥ型
肝　臓 ＨＤＬ受容体　（SR-Ｂ１：scavenger receptor class B type1）

肝　臓 原始ＨＤＬ　（nascent HDL)
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞
肝　臓 トランス脂肪酸は有害組織細胞で褐色細胞腫である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトラ
ンス脂肪酸である

肝　臓 コレステロールと植物ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有害組
織細胞である

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞である

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞で褐色細胞腫である。

肝　臓 トランス脂肪酸はアレルギー性の有害組織細胞

肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
肝　臓 ＣＴ検査造影剤

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の体外排除



肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は、アレル
ギー性の有害組織細胞である

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子組換え
食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス脂肪酸

肝　臓 内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物
ステロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸は有
害組織細胞である

肝　臓 LCAT (レシチンコレステロール　アシルトランスフェラーゼ)
肝　臓 肝臓組織内トランス脂肪酸の生産
肝　臓 トランス脂肪酸発生
肝　臓 ガングリオシド
肝　臓 ACAT (acyi CoA-cholesterol acyltransferase)
肝　臓 ＭＴＰ　（microsomal tｒｉｇlyceride protein）
肝　臓 抗SS-B抗体

肝　臓
抗体に内因性脂質の遊離コレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺
伝子組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合したトランス脂肪酸はア
レルギー性の有害組織細胞の貪食促進

肝　臓 造影剤
肝　臓 ポリエチレングリコール
肝　臓 乳化剤
肝　臓 ＰＣＢ
肝　臓 ABCA1 (ATP binding cassette transporter A1)
肝　臓 ATP-結合カセット輸送蛋白Ａ１
肝　臓 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
肝　臓 肝臓組織ＣＴ検査後遺症

肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細
胞組織の体外排除

肝　臓 内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続植物ステ
ロールが結合したトランス脂肪酸

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の体外排除

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞

肝　臓 遊離コレステロールが変化した有害組織細胞

肝　臓
抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組
織の貪食作用

肝　臓
内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の植物ステロールが結合し
たトランス脂肪酸

肝　臓 肝臓のミトコンドリア（糸粒体）
肝　臓 肝臓の解毒
肝　臓 腸肝循環
肝　臓 肝内胆嚢intrahepatic gallbladder

肝　臓 遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続組織細胞が結合
した有害組織細胞の貪食作用

肝　臓 肝小葉の中心帯
肝　臓 肝小葉の中間帯
肝　臓 肝臓のゴルジ装置
肝　臓 代謝障害　(異常型プリオン蛋白質)
肝　臓 肝臓の蛋白質代謝
肝　臓 肝臓の糖代謝
肝　臓 肝臓の脂質代謝



肝　臓 チトクロームP-450
肝　臓 肝臓のミクロゾーム分画
肝　臓 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
肝　臓 pH4処理酸性人免疫グロブリン
肝　臓 抗細胞質抗体
肝　臓 抗核抗体
肝　臓 抗ミトコンドリア抗体
肝　臓 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
肝　臓 抗DNA抗体
肝　臓 エリスロポイエチン
肝　臓 WDHA症候群
肝　臓 　　～2
肝　臓 抗体と結合した遊離コレステロールのアレルギー性、二世代不継続細胞組織

肝　臓
抗体に内因性脂質のコレステロールと外因性脂質の二世代不継続・遺伝子
組換え食品に含まれる、植物ステロールが結合した有害組織細胞はトランス
脂肪酸である

肝　臓 リパーゼ
肝　臓 デイツセ腔
肝　臓 脂肪酸コレステロール
肝　臓 アセトアルデヒド
肝　臓 アルコール性肝障害
肝　臓 白身魚揚げ物酸化油　(VOC)
肝　臓 抗RNAポリメラーゼ抗体
肝　臓 アポＥ受容体
肝　臓 リポ蛋白　（リポプロテイン）
肝　臓 代謝障害　リポタンパク
肝　臓 アポＥ
肝　臓 アポＣ－Ⅱ
肝　臓
肝　臓 遊離アポＡ－Ｉ
肝　臓 アアポＢ－100
肝　臓 アポ蛋白
肝　臓 リポ蛋白リパーゼ　（ＬＰＬ）
肝　臓 ムコタンパク
肝　臓 球状(globulor)タンパク質
肝　臓 繊維状タンパク質
肝　臓 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
肝　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており
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大分類 件　名 機　　能　　他
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中国産
食 品 食　品 かゆい　（痒い）
食 品 食　品 有機酸
食 品 食　品 昆布
食 品 食　品 ココヤシ
食 品 食　品 ココヤシの花蜜
食 品 食　品 ココナッツミルク
食 品 食　品 ココナッツオイル
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 六員環
食 品 食　品 五員環
食 品 食　品 神宝箱
食 品 食　品 ステアリン酸
食 品 食　品 ショ糖脂肪酸エステル
食 品 食　品 ショック死
食 品 食　品 養殖成長産
食 品 食　品 養殖成長魚
食 品 食　品 ハマメリス (マンサク科Witch-hazel)

食 品 食　品 茶の葉　
食 品 食　品 ナイアシン
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 自然成長産
食 品 食　品 自然成長魚
食 品 食　品 冬虫夏草エキス
食 品 食　品 冬虫夏草
食 品 食　品 チャノキ（茶）　Ｃａｍｅｌｌｉａ　sinensis
食 品 食　品 緑茶
食 品 食　品 肉桂エキス
食 品 食　品 シナモン
食 品 食　品 肉桂　
食 品 食　品 サケジラミ
食 品 食　品 光合成
食 品 食　品 六芒星原理
食 品 食　品 梅
食 品 食　品 ムメフラール
食 品 食　品 光合成細菌群
食 品 食　品 梅エキス
食 品 食　品 餃子
食 品 食　品 餃子の皮
食 品 食　品 餃子の中の具
食 品 食　品 ハチミツ
食 品 食　品 水
食 品 食　品 海老　（エビ）
食 品 食　品 甘えび
食 品 食　品 五芒星原理
食 品 食　品 製造用水



食 品 食　品 オホーツクサーモン　（鱒）
食 品 食　品 サーモン
食 品 食　品 ミトコンドリア
食 品 食　品 卵
食 品 食　品 チリペッパー  （唐辛子）
食 品 食　品 鱒　（マス）
食 品 食　品 朝鮮あざみ、きくいも
食 品 食　品 鱈（たら）
食 品 食　品 濃縮牛乳
食 品 食　品 ペカン（胡桃の一種）
食 品 食　品 カシューナッツ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 ココナッツ
食 品 食　品 卵の黄身
食 品 食　品 マンゴー
食 品 食　品 オリーブの実
食 品 食　品 オリーブ油
食 品 食　品 牡蠣の身　（カキの身）
食 品 食　品 アボガド
食 品 食　品 インゲン豆
食 品 食　品 サヤエンドウ
食 品 食　品 セロリ
食 品 食　品 カゼイン
食 品 食　品 ペパーミント
食 品 食　品 パプリカ
食 品 食　品 アメリカぼうふう
食 品 食　品 甘唐辛子
食 品 食　品 兎の肉
食 品 食　品 真菰
食 品 食　品 黒胡桃
食 品 食　品 きくぢしゃ
食 品 食　品 豚肉
食 品 食　品 ラズベリー
食 品 食　品 タイム・たちじゃこそう
食 品 食　品 ベニバナの種
食 品 食　品 まぐろ
食 品 食　品 卵白（卵の白身）
食 品 食　品 酪酸、ブチレート
食 品 食　品 アーモンド
食 品 食　品 月桂樹
食 品 食　品 セージ・サルビア
食 品 食　品 スイスチーズ
食 品 食　品 ひら豆・レンズ豆
食 品 食　品 パイナップル
食 品 食　品 砂糖
食 品 食　品 ゴマの種
食 品 食　品 ササゲ豆
食 品 食　品 カニの肉
食 品 食　品 タピオカ



食 品 食　品 ガムの素
食 品 食　品 コーヒの素
食 品 食　品 ウコン（Curcuma　longa）
食 品 食　品 牡蠣エキス　　（カキ）
食 品 食　品 デンプングリコール酸ナトリウム
食 品 食　品 没食子 (中近東のブナ・カシワの虫こぶ)

食 品 食　品 五員環構造水(五角形の水)
食 品 食　品 食品生産者
食 品 食　品 加工製造元
食 品 食　品 うどん　（饂飩）
食 品 食　品 そうめん
食 品 食　品 パン
食 品 食　品 食パン
食 品 食　品 りんご
食 品 食　品 かぶら
食 品 食　品 あんず
食 品 食　品 うずら豆
食 品 食　品 チコリー・キクニガナ
食 品 遺伝子組換食品 胡瓜(きゅうり)
食 品 食　品 ライム
食 品 食　品 マスタード
食 品 食　品 米
食 品 食　品 ホウレン草
食 品 食　品 紅茶
食 品 食　品 バニラ
食 品 遺伝子組換食品 小麦
食 品 食　品 小麦
食 品 食　品 そば  蕎麦・蕎麦粉
食 品 食　品 コーラ
食 品 食　品 ホップ
食 品 遺伝子組換食品 グレープフルーツ
食 品 食　品 麦芽
食 品 食　品 はっか
食 品 食　品 桃
食 品 遺伝子組換食品 南瓜(かぼちゃ)
食 品 食　品 はしばみ/ヘーゼルナッツ
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 さば
食 品 食　品 たら
食 品 食　品 山羊
食 品 食　品 子羊、山羊
食 品 食　品 なつめぐ
食 品 食　品 ナシ
食 品 食　品 琥珀
食 品 遺伝子組換食品 人参
食 品 食　品 チョコレート
食 品 食　品 ココア
食 品 食　品 レモン
食 品 食　品 アスパラガス



食 品 遺伝子組換食品 菜種
食 品 食　品 大鮃（おひょう）
食 品 食　品 山羊の乳
食 品 食　品 白コショウ／黒コショウ
食 品 遺伝子組換食品 大根
食 品 食　品 ロークフォートチーズ
食 品 遺伝子組換食品 大麦　
食 品 遺伝子組換食品 茄子(なす)
食 品 遺伝子組換食品 玉葱
食 品 遺伝子組換食品 葱(ネギ)
食 品 食　品 放線菌群(グラム陽性)
食 品 食　品 パーチ（スズキの類）
食 品 食　品 キャベツ
食 品 遺伝子組換食品 ブロッコリー
食 品 遺伝子組換食品 ピーマン
食 品 食　品 減量食
食 品 食　品 パパイヤ
食 品 食　品 はまぐり
食 品 食　品 はまぐり
食 品 遺伝子組換食品 さつまいも
食 品 食　品 さつまいも
食 品 食　品 えんどう
食 品 食　品 ふともも科の常緑樹
食 品 遺伝子組換食品 赤かぶ
食 品 遺伝子組換食品 玉蜀黍(とうもろこし)
食 品 食　品 パセリ
食 品 遺伝子組換食品 西瓜(スイカ)
食 品 食　品 リマ豆
食 品 食　品 シャケ
食 品 食　品 チェダーチーズ
食 品 食　品 ひまわりの種
食 品 食　品 サクランボ
食 品 食　品 デブロミン
食 品 食　品 六員環構造水(六角形の水)
食 品 食　品 蕗　（フキ）
食 品 食　品 カカオ
食 品 遺伝子組換食品 生命場(オーラ)
食 品 食　品 酵母菌仮眠中
食 品 食　品 酵母菌睡眠中
食 品 食　品 乳酸菌仮眠中
食 品 食　品 乳酸菌睡眠中
食 品 食　品 脂肪沈着
食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 飽和脂肪酸
食 品 遺伝子組換食品 鏑(かぶら)
食 品 食　品 味噌
食 品 食　品 ダイオウ
食 品 食　品 白いんげん豆
食 品 食　品 にわとり



食 品 食　品 豆乳
食 品 食　品 ニンニク
食 品 遺伝子組換食品 レタス
食 品 食　品 豆腐
食 品 食　品 オレンジ   orange
食 品 遺伝子組換食品 じゃが芋
食 品 食　品 タンジャリン（みかん）
食 品 食　品 空豆　（お多福豆）
食 品 食　品 酵母菌
食 品 食　品 ブルーベリー
食 品 食　品 イノンド
食 品 遺伝子組換食品 大豆
食 品 食　品 小豆　（あずき）
食 品 食　品 バナナ
食 品 食　品 パルメザンチーズ
食 品 食　品 胡桃エキス
食 品 食　品 クルミ
食 品 食　品 乳清
食 品 食　品 かぼちゃ   pumpkin
食 品 食　品 アルコール毒
食 品 食　品 富山湾産ばい貝
食 品 食　品 プラム
食 品 食　品 ライ麦
食 品 食　品 乳酸
食 品 食　品 クズウコン
食 品 食　品 牛肉
食 品 食　品 葡萄(ブドウ)
食 品 食　品 ぶどう
食 品 食　品 西洋わさび
食 品 食　品 ロブスター
食 品 遺伝子組換食品 トマト
食 品 食　品 トマト
食 品 食　品 ばい貝
食 品 食　品 ブラジルくるみ
食 品 食　品 オクラ
食 品 食　品 ピーナツ
食 品 食　品 苺　（イチゴ）
食 品 食　品 乳酸菌
食 品 食　品 乳酸桿菌
食 品 食　品 乳酸菌群
食 品 食　品 ビフィズス菌
食 品 食　品 ほたて貝
食 品 食　品 糸状菌群
食 品 食　品 刀豆ナタマメ
食 品 食　品 つるこけ桃
食 品 食　品 干し葡萄
食 品 食　品 ちょうじ
食 品 食　品 油揚
食 品 食　品 トランス脂肪酸フリー



食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 中鎖脂肪酸
食 品 食　品 エキス
食 品 食　品 納豆
食 品 食　品 三七エキス
食 品 食　品 三七
食 品 食　品 加水分解性タンニン
食 品 食　品 しょうが
食 品 食　品 脱脂粉乳
食 品 食　品 牛乳
食 品 食　品 製造過程
食 品 食　品 クロレラ菌
食 品 食　品 海洋深層水
食 品 食　品 加水分解
食 品 遺伝子組換食品 ターミネーター(二世代不継続)
食 品 食　品 結晶セルロース
食 品 食　品 変性セルロース
食 品 食　品 セルロース
食 品 食　品 ヨーグルト
食 品 食　品 旨味
食 品 食　品 美味しい
食 品 食　品 ＡＣＥ酵素
食 品 食　品 ベロチン
食 品 食　品 五倍子 (ヌルデの虫こぶ)

食 品 食　品 混合
食 品 食　品 オークの樹皮
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ブラックペーパー
食 品 遺伝子組換食品 遺伝子組換え食品・オーラのマイナス
食 品 食　品 ダルマチアン
食 品 食　品 メレンゲ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
毒素波動 農薬
毒素波動 農薬汚染
毒素波動 農薬飛来汚染
毒素波動 枯葉剤
毒素波動 農薬反応
毒素波動 農薬飛来
毒素波動 農薬飛来反応
毒素波動 下剤　（プルセニド）
毒素波動 高周波
毒素波動 低周波
毒素波動 プロピレングリコール
毒素波動 プリオン蛋白質
毒素波動 異常型プリオン蛋白質
毒素波動 トルマリン
毒素波動 防腐剤
毒素波動 安息香酸塩
毒素波動 ラジウム226 (γ線)
毒素波動 アクトス15
毒素波動 キセノン133 (γ線)
毒素波動 クリプトン88 (α線)
毒素波動 ヨウ素131 (β線)
毒素波動 プルトニウム239 (α線)
毒素波動 ストロンチウム９０
毒素波動 脳室周囲白室病変
毒素波動 ヘリウム3 (β線)
毒素波動 セシウム137 (α線)
毒素波動 セシウム134 (β線)
毒素波動 大気中の浮遊原子灰放射能・放射線濃度
毒素波動 カルデナリン
毒素波動 クロニジン
毒素波動 カルキ次亜塩素酸カルシウム
毒素波動 カルキ臭
毒素波動 塩素臭
毒素波動 ケイタイ電話等特殊電磁波
毒素波動 フタル酸
毒素波動 2価3価鉄塩
毒素波動 放射性キセノン
毒素波動 塩素　17
毒素波動 クリプトン
毒素波動 チタン　22
毒素波動 ラジウム
毒素波動 ヨウ素
毒素波動 プルトニウム
毒素波動 ヘリウム
毒素波動 セシウム
毒素波動 ウラン238 (α線)
毒素波動 蜂毒
毒素波動 カリウム40 (β線)



毒素波動 トリチウム (β線)
毒素波動 水素3（トリチウム） (β線)
毒素波動 離尿剤
毒素波動 蜂蜜
毒素波動 蜂
毒素波動 ファビピラビル　(インフルエンザ/エボラウイルス薬富山化学)

毒素波動 ウラン
毒素波動 カリウム
毒素波動 鉄沈着症
毒素波動 炭素沈着
毒素波動 動物毒素
毒素波動 疲労毒素
毒素波動 カドミウム沈着
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 ナトリウム沈着
毒素波動 利尿剤
毒素波動 プラチナ
毒素波動 経皮毒
毒素波動 ストリキニーネ
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 スチレン
毒素波動 フタン酸ジー２ーエチルヘキシル
毒素波動 パラジクロロベンゼン
毒素波動 睡眠薬
毒素波動 クロルピリホス
毒素波動 ダイアジノン
毒素波動 ステロイド
毒素波動 運動過多
毒素波動 自家中毒
毒素波動 原子灰
毒素波動 ポリオ毒素
毒素波動 放射線毒素
毒素波動 リニュロン　　（除草剤）
毒素波動 臭素毒
毒素波動 豚肉
毒素波動 メチダチオン　　（有機リン系、浸透性、殺虫剤）
毒素波動 クロルピリホス　　（有機化合物）
毒素波動 アルミニウム毒
毒素波動 酸化防止剤
毒素波動 一般毒
毒素波動 牛の肝臓
毒素波動 エデト酸塩
毒素波動 抗癌剤５
毒素波動 抗癌剤９
毒素波動 沈着
毒素波動 チアメトキサム
毒素波動 連鎖球菌発赤・ブドウ球菌毒素
毒素波動 超短波放射線
毒素波動 鶏



毒素波動 シアナジン
毒素波動 アルコール毒
毒素波動 モルヒネ毒
毒素波動 亜鉛毒
毒素波動 キニーネ毒
毒素波動 アトラジン　　　（有機化合物）
毒素波動 アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム
毒素波動 煙草中毒
毒素波動 リン酸肥料
毒素波動 硫黄毒
毒素波動 ジメチルジチオカルバミン酸鉄　　（有機化合物）
毒素波動 ダイアジノン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 ホサロン　　（有機リン系殺虫剤）
毒素波動 コカイン毒
毒素波動 ラジウム熱傷
毒素波動 真鍮毒
毒素波動 鉛毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 細菌性毒
毒素波動 リニュロン　５０ＷＰ　　（除草剤）
毒素波動 イクリン　　（有機化合物）
毒素波動 鉄毒
毒素波動 グラム陰性菌毒素
毒素波動 マグネシウム毒
毒素波動 抗体
毒素波動 イミダクロプリド
毒素波動 没食子酸
毒素波動 新キニーネ毒
毒素波動 ラウリル酸　（ラウリル硫酸ナトリウム）
毒素波動 エチドロン酸
毒素波動 ソルビン酸
毒素波動 ステロイド剤
毒素波動 タミフル
毒素波動 薬剤の副作用
毒素波動 骨シンチ検査
毒素波動 薬物中毒
毒素波動 ＣＴ検査造影剤
毒素波動 パタン
毒素波動 フェノブカルブ
毒素波動 ＭＲＩ検査造影剤
毒素波動 疑似造影剤
毒素波動 ＣＴ検査
毒素波動 骨シンチ検査造影剤
毒素波動 ＭＲＩ検査
毒素波動 トランス脂肪酸
毒素波動 メタミドホス
毒素波動 カリウム肥料
毒素波動 カルタップ塩酸塩
毒素波動 コサイド　　（銅水和剤）



毒素波動 アッパ　ＰＭＰ　　（有機化合物）
毒素波動 ドジン　　　（有機化合物）
毒素波動 シアナジン８０Ｗ
毒素波動 チラウム　　（有機化合物）
毒素波動 蛍光性毒
毒素波動 カルシウム沈着
毒素波動 牛肉
毒素波動 蛍光漂白剤
毒素波動 エンドリン　（有機塩素系殺虫剤、殺鼠剤）
毒素波動 塩化カルシウム
毒素波動 トリフルラリン　　（有機化合物）
毒素波動 レントゲン焼け
毒素波動 ニコチン(毒)
毒素波動 銀毒
毒素波動 トリシクロヘキシルスズヒドロキシド　（有機スズ農薬）
毒素波動 真菌毒素
毒素波動 カリウム化学物
毒素波動 パラベン
毒素波動 α線
毒素波動 β線
毒素波動 ダイオキシン
毒素波動 ラジウム熱傷（γ線）
毒素波動 γ線
毒素波動 リシン（毒物）
毒素波動 ステロイド
毒素波動 黄色４号タートラジン
毒素波動 アスパルテーム
毒素波動 殺虫剤ピレスロイド
毒素波動 造影剤
毒素波動 直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
毒素波動 クロチアニジン
毒素波動 ポリエチレングリコール
毒素波動 乳化剤
毒素波動 界面活性剤
毒素波動 ＰＣＢ（アクリルアミド）
毒素波動 色素
毒素波動 メラミン
毒素波動 ハプテン
毒素波動 クマリン
毒素波動 タール色素
毒素波動 ＴＣＤＤ
毒素波動 造影剤を体外へ排泄促進
毒素波動 造影剤を体外へ排泄する
毒素波動 ホルムアルデヒド
毒素波動 抗生物質
毒素波動 覚せい剤
毒素波動 放射性キセノン (γ線)
毒素波動 乳製品



毒素波動 Ｃ８－Ｃ１2脂肪族飽和アルデヒド

毒素波動 Ｃ８－Ｃ１６脂肪族飽和炭化水素

毒素波動 身体毒素
毒素波動 身体毒素排泄促進
毒素波動 ジカンバ　（有機化合物）
毒素波動 牛乳
毒素波動 Gythior 50WP　 (有機化合物)
毒素波動 シマジン　（除草剤）
毒素波動 クロロファシン　（有機化合物）
毒素波動 Roelan　　　　　　(有機化合物)
毒素波動 Polyram　　　　　(有機化合物)
毒素波動 コバルト熱傷
毒素波動 ヒ素
毒素波動 砒素毒
毒素波動 アラクロール　（除草剤）
毒素波動 メトリブジン　（有機化合物）
毒素波動 Frutone　　　　　(有機化合物)
毒素波動 ジノカップ　（有機化合物）
毒素波動 水銀毒
毒素波動 ナトリウム毒
毒素波動 ヨウ素毒
毒素波動 テトラメチルチウラムジスルフィド　（有機化合物）
毒素波動 アヘン毒
毒素波動 アトラジン　（有機化合物）
毒素波動 紫外線
毒素波動 サッカリン
毒素波動 ターミネーター
毒素波動 ベンゼン環
毒素波動 キセノン１３５
毒素波動 環境ホルモン
毒素波動 アセトアルデヒド
毒素波動 ノナナール
毒素波動 エチルベンゼン
毒素波動 重金属
毒素波動 キシレン
毒素波動 トルエン
毒素波動 フタン酸ジーnーブチン
毒素波動 テトラデカン
毒素波動 ＶＯＣ酸化油（テルペンチン）
毒素波動 総揮発性有機化合物（ＴＶＯＣ）
毒素波動 ベロ毒素
毒素波動 大麻
毒素波動 ジプチルヒドロ・キシトルエン

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
消化器 小腸大腸肛門 筋層　（小腸）
消化器 小腸大腸肛門 輪状筋
消化器 小腸大腸肛門 縦走筋
消化器 食　道 頸部食道
消化器 消化と吸収 腸炎
消化器 小腸大腸肛門 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
消化器 小腸大腸肛門 溶血性尿毒症症候群  (HUS)
消化器 胃と十二指腸 胃の大弯
消化器 胃と十二指腸 胃の小弯
消化器 食　道 第１狭窄部位（食道入口部）
消化器 消化と吸収 慢性消化不良
消化器 小腸大腸肛門 ガングリオン
消化器 小腸大腸肛門 ガングリオン
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜上皮
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜上皮
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜筋板
消化器 食　道 小腸の粘膜筋板
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜筋板
消化器 胃と十二指腸 小腸の粘膜下組織
消化器 消化と吸収 小腸の粘膜下組織
消化器 小腸大腸肛門 細菌性赤痢
消化器 食　道 左鎖骨下動脈（腋窩へ）
消化器 食　道 右鎖骨下動脈（腋窩へ）
消化器 小腸大腸肛門 盲腸炎
消化器 消化と吸収 呼吸筋マヒ
消化器 小腸大腸肛門 虫垂静脈
消化器 食　道 第２狭窄部位（大動脈弓ー気管分岐部）
消化器 食　道 大動脈弓（胸大動脈へ）
消化器 小腸大腸肛門 小腸動脈
消化器 消化と吸収 食道腺
消化器 消化と吸収 導管　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 回腸
消化器 胃と十二指腸 回腸
消化器 食　道 回腸
消化器 胃と十二指腸 筋層　（胃）
消化器 胃と十二指腸 斜走筋
消化器 胃と十二指腸 縦走筋
消化器 胃と十二指腸 輪状筋
消化器 胃と十二指腸 毛細血管
消化器 小腸大腸肛門 内痔静脈叢
消化器 小腸大腸肛門 内閉鎖筋
消化器 小腸大腸肛門 肛門挙筋
消化器 小腸大腸肛門 櫛状線（歯状線）
消化器 小腸大腸肛門 回盲弁
消化器 小腸大腸肛門 外肛門括約筋
消化器 胃と十二指腸 総胆管（十二指腸へ）
消化器 小腸大腸肛門 腸管   intestine
消化器 消化と吸収 毛細血管



消化器 小腸大腸肛門 虫垂
消化器 胃と十二指腸 輪状ひだ
消化器 消化と吸収 クローン病
消化器 胃と十二指腸 小十二指腸乳頭
消化器 小腸大腸肛門 Ｏ1５７（腸管出血性大腸菌）
消化器 食　道 右総頸動脈（頭・頸部へ）
消化器 食　道 左総頸動脈（頭・頸部へ）
消化器 食　道 左主気管支（左肺へ）
消化器 食　道 右主気管支（右肺へ）
消化器 小腸大腸肛門 直腸の横ひだ
消化器 消化と吸収 直腸の横ひだ
消化器 胃と十二指腸 筋層
消化器 消化と吸収 筋層
消化器 食　道 噴門
消化器 小腸大腸肛門 粘膜筋板
消化器 胃と十二指腸 副膵管
消化器 胃と十二指腸 十二指腸上行部
消化器 胃と十二指腸 十二指腸上部
消化器 胃と十二指腸 十二指腸水平部
消化器 消化と吸収 食道粘膜
消化器 小腸大腸肛門 小腸静脈
消化器 胃と十二指腸 胃組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 胃炎
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部
消化器 食　道 奇静脈
消化器 胃と十二指腸 十二指腸組織カルチノイド
消化器 食　道 食道組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 胃体部変形
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部変形　（胃）
消化器 胃と十二指腸 胃前庭部変形
消化器 消化と吸収 創傷ボツリヌス症
消化器 食　道 食道痙攣
消化器 胃と十二指腸 十二指腸変形
消化器 食　道 粘膜下組織　（食道）
消化器 消化と吸収 偽膜性大腸炎
消化器 食　道 輪状筋　（食道）
消化器 胃と十二指腸 胃下垂
消化器 胃と十二指腸 胃角（角切痕）
消化器 胃と十二指腸 胃体部隆起
消化器 胃と十二指腸 幽門前庭部隆起　（胃）
消化器 胃と十二指腸 胃前庭部隆起
消化器 消化と吸収 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
消化器 胃と十二指腸 十二指腸隆起
消化器 小腸大腸肛門 腹大動脈
消化器 食　道 腹大動脈
消化器 小腸大腸肛門 絨毛　（小腸）
消化器 消化と吸収 絨毛　（小腸）
消化器 小腸大腸肛門 横行結腸間膜
消化器 食　道 縦走筋　（食道）



消化器 小腸大腸肛門 後腹膜
消化器 小腸大腸肛門 前腹膜
消化器 食　道 粘膜下静脈叢　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 前立腺
消化器 小腸大腸肛門 腸間膜
消化器 消化と吸収 乳児ボツリヌス症
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・テタニ　（C.tetani 和名：破傷風菌）
消化器 消化と吸収 破傷風
消化器 消化と吸収 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
消化器 消化と吸収 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
消化器 胃と十二指腸 ヘリコバクター・ピロリ抗体
消化器 胃と十二指腸 十二指腸粘膜
消化器 胃と十二指腸 十二指腸粘膜ひだ
消化器 胃と十二指腸 十二指腸空腸曲
消化器 小腸大腸肛門 腸閉塞
消化器 消化と吸収 十二指腸（ブルンネル腺）
消化器 小腸大腸肛門 横隔膜
消化器 胃と十二指腸 横隔膜
消化器 食　道 横隔膜
消化器 消化と吸収 幽門腺
消化器 胃と十二指腸 胃小窩
消化器 胃と十二指腸 胃腺
消化器 消化と吸収 胃腺
消化器 小腸大腸肛門 上行結腸
消化器 食　道 上行結腸
消化器 小腸大腸肛門 輪状ひだ　（空腸粘膜）
消化器 消化と吸収 輪状ひだ　（空腸粘膜）
消化器 食　道 喉頭
消化器 消化と吸収 大腸（結腸）
消化器 食　道 筋層　（食道）
消化器 小腸大腸肛門 漿膜（しようまく）
消化器 胃と十二指腸 漿膜（しようまく）
消化器 消化と吸収 漿膜（しようまく）
消化器 胃と十二指腸 粘膜固有層　（小腸）
消化器 消化と吸収 粘膜固有層　（小腸）
消化器 胃と十二指腸 粘膜
消化器 消化と吸収 粘膜
消化器 小腸大腸肛門 筋層
消化器 食　道 上大静脈（心臓へ）
消化器 小腸大腸肛門 結腸ひも
消化器 食　道 結腸ひも
消化器 消化と吸収 結腸ひも
消化器 小腸大腸肛門 胃
消化器 食　道 胃
消化器 消化と吸収 胃
消化器 小腸大腸肛門 上腸間膜静脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 上腸間膜静脈（肝臓へ）
消化器 消化と吸収 腸腺



消化器 小腸大腸肛門 下腸間膜静脈
消化器 小腸大腸肛門 肛門柱　（縦走するひだ）
消化器 消化と吸収 肛門柱　（縦走するひだ）
消化器 小腸大腸肛門 肛門洞
消化器 小腸大腸肛門 肛門
消化器 消化と吸収 肛門
消化器 小腸大腸肛門 空腸
消化器 胃と十二指腸 空腸
消化器 食　道 空腸
消化器 小腸大腸肛門 肝臓
消化器 食　道 肝臓
消化器 小腸大腸肛門 盲腸
消化器 食　道 盲腸
消化器 胃と十二指腸 胃底部
消化器 胃と十二指腸 胃体部
消化器 胃と十二指腸 胃組織
消化器 消化と吸収 胃粘膜のひだ
消化器 小腸大腸肛門 膵臓
消化器 胃と十二指腸 膵臓
消化器 小腸大腸肛門 内肛門括約筋
消化器 小腸大腸肛門 直腸神経叢
消化器 胃と十二指腸 脾動脈
消化器 食　道 胆嚢
消化器 消化と吸収 消化不良
消化器 胃と十二指腸 主膵管
消化器 消化と吸収 ガストリン　（胃の消化ホルモン）

消化器 小腸大腸肛門 腸管   intestine
消化器 消化と吸収 胃経
消化器 消化と吸収 リンパ小節
消化器 胃と十二指腸 脾臓
消化器 食　道 脾臓
消化器 小腸大腸肛門 虫垂
消化器 食　道 虫垂 =35550
消化器 小腸大腸肛門 虫垂口
消化器 小腸大腸肛門 腸間膜
消化器 食　道 腸間膜
消化器 消化と吸収 腸間膜
消化器 胃と十二指腸 幽門弁
消化器 小腸大腸肛門 下腸間膜動脈
消化器 胃と十二指腸 固有肝動脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 門脈（肝臓へ）
消化器 胃と十二指腸 総肝動脈
消化器 胃と十二指腸 壁神経
消化器 食　道 咽頭
消化器 小腸大腸肛門 虫垂炎
消化器 小腸大腸肛門 過敏性大腸症候群
消化器 胃と十二指腸 幽門　（胃）
消化器 消化と吸収 幽門　（胃）
消化器 胃と十二指腸 膵管



消化器 小腸大腸肛門 結腸
消化器 小腸大腸肛門 腎臓の皮質
消化器 食　道 胸部食道
消化器 食　道 腹部食道
消化器 食　道 第３狭窄部位（食道裂孔部）
消化器 小腸大腸肛門 結腸半月ひだ
消化器 消化と吸収 結腸半月ひだ
消化器 食　道 内腔　（食道）
消化器 胃と十二指腸 ファーター乳頭
消化器 小腸大腸肛門 十二指腸
消化器 胃と十二指腸 十二指腸
消化器 食　道 十二指腸
消化器 消化と吸収 十二指腸
消化器 胃と十二指腸 十二指腸下行部
消化器 胃と十二指腸 食道
消化器 消化と吸収 食道
消化器 小腸大腸肛門 下直腸動脈
消化器 小腸大腸肛門 上直腸動脈　（不対）
消化器 胃と十二指腸 胃十二指腸動脈
消化器 食　道 食道粘膜T組織
消化器 胃と十二指腸 噴門
消化器 消化と吸収 噴門
消化器 小腸大腸肛門 小網
消化器 消化と吸収 上腸間膜
消化器 小腸大腸肛門 Ｓ状結腸動脈
消化器 小腸大腸肛門 腸管神経叢
消化器 消化と吸収 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
消化器 胃と十二指腸 胃潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 小腸組織カルチノイド
消化器 胃と十二指腸 十二指腸憩室
消化器 胃と十二指腸 十二指腸潰瘍
消化器 胃と十二指腸 ファーター乳頭部がん
消化器 小腸大腸肛門 直腸がん
消化器 小腸大腸肛門 大腸組織カルチノイド
消化器 小腸大腸肛門 大腸がん
消化器 小腸大腸肛門 膀胱
消化器 食　道 食道狭窄症
消化器 小腸大腸肛門 潰瘍性大腸炎
消化器 消化と吸収 消化管蠕動異常
消化器 食　道 粘膜　（食道）
消化器 食　道 食道粘膜筋板
消化器 小腸大腸肛門 横行結腸
消化器 食　道 横行結腸
消化器 食　道 食道がん
消化器 小腸大腸肛門 直腸
消化器 食　道 直腸
消化器 消化と吸収 直腸
消化器 食　道 食道静脈瘤
消化器 消化と吸収 小腸組織



消化器 小腸大腸肛門 大腸ポリープ
消化器 消化と吸収 大腸組織
消化器 消化と吸収 ケイレン
消化器 小腸大腸肛門 腹部膨隆
消化器 食　道 膀胱
消化器 小腸大腸肛門 エンテロクリニン
消化器 小腸大腸肛門 大腸炎
消化器 小腸大腸肛門 腹腔動脈
消化器 胃と十二指腸 腹腔動脈
消化器 胃と十二指腸 胃ポリープ
消化器 胃と十二指腸 胃アトニー
消化器 胃と十二指腸 胃がん
消化器 小腸大腸肛門 大網
消化器 胃と十二指腸 大網
消化器 食　道 大網
消化器 消化と吸収 小腸経
消化器 小腸大腸肛門 上腸間膜動脈
消化器 胃と十二指腸 上腸間膜動脈（腸へ）
消化器 胃と十二指腸 脾静脈
消化器 胃と十二指腸 左胃動脈（胃へ）
消化器 胃と十二指腸 右胃動脈
消化器 小腸大腸肛門 結腸痙攣   colon spasm
消化器 食　道 Ｓ状結腸
消化器 小腸大腸肛門 便秘症
消化器 消化と吸収 消化管
消化器 胃と十二指腸 腹大動脈
消化器 食　道 胸大動脈（腹大動脈へ）
消化器 胃と十二指腸 十二指腸炎
消化器 胃と十二指腸 エンテロガストロン
消化器 胃と十二指腸 ヘリコバクター・ピロリ菌
消化器 食　道 頸部
消化器 消化と吸収 小腸（空腸）
消化器 小腸大腸肛門 小腸
消化器 小腸大腸肛門 ガス／屁
消化器 食　道 下行結腸
消化器 消化と吸収 消化器炎症
消化器 食　道 食道炎
消化器 消化と吸収 下腸間膜
消化器 胃と十二指腸 ガングリオン
消化器 小腸大腸肛門 下痢症状
消化器 小腸大腸肛門 下痢
消化器 小腸大腸肛門 下痢気味
消化器 消化と吸収 大腸経
消化器 小腸大腸肛門 痔核
消化器 消化と吸収 食欲減退   appetite loss(poor)
消化器 胃と十二指腸 粘液
消化器 胃と十二指腸 ペプシノゲン
消化器 小腸大腸肛門 インジカン　　　（腸内悪性発生）
消化器 消化と吸収 食欲減退   appetite loss(lack)



消化器 小腸大腸肛門 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 内臓潰瘍
消化器 小腸大腸肛門 痔核
消化器 小腸大腸肛門 痔ろう
消化器 消化と吸収 食中毒
消化器 消化と吸収 嚥下不能
消化器 消化と吸収 嚥下困難
消化器 小腸大腸肛門 内臓腫瘍
消化器 食　道 嘔吐　（おうと）
消化器 小腸大腸肛門 小腸パイエル板
消化器 消化と吸収 全身性けいれん
消化器 消化と吸収 三叉神経の硬直
消化器 消化と吸収 開口困難
消化器 食　道 口腔
消化器 胃と十二指腸 胃の出血
消化器 小腸大腸肛門 セラチア(腸内菌)

消化器 消化と吸収 腸内フローラ
消化器 消化と吸収 短鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 中鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 長鎖脂肪酸
消化器 消化と吸収 酢酸
消化器 消化と吸収 プロピオン酸
消化器 消化と吸収 コハク酸
消化器 消化と吸収 イソ酪酸
消化器 消化と吸収 消化が早い
消化器 消化と吸収 酪酸
消化器 消化と吸収 吉草酸
消化器 消化と吸収 イソ吉草酸
消化器 消化と吸収 カプロン酸
消化器 消化と吸収 代謝が早い
消化器 消化と吸収 善玉菌
消化器 消化と吸収 日和見菌
消化器 消化と吸収 悪玉菌
消化器 消化と吸収 乳酸

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
臓　腑 胆嚢２ 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
臓　腑 膵臓１ 自己抗原反応性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢２ 亜硝酸アミル
臓　腑 胆嚢２ テオフィリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴン
臓　腑 膵臓１ イオンバランス
臓　腑 胆嚢２ ヘム
臓　腑 膵臓１ A型インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓１ インスリン受容体異常症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ インスリノーマ
臓　腑 胆嚢２ ニトログリセリン
臓　腑 膵臓１ ストローマ細胞
臓　腑 胆嚢２ 鉄(Fe)　２６
臓　腑 胆嚢と膵臓 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢組織カルチノイド
臓　腑 胆嚢と膵臓 ガングリオン
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上部空腸静脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管の枝
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹大動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵頭部
臓　腑 胆嚢２ 小葉間胆管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 小葉間胆管
臓　腑 胆嚢と膵臓 心臓
臓　腑 胆嚢２ グロビン
臓　腑 胆嚢２ ヘモグロビン
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜静脈(SMV)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上腸間膜動脈(SMA)
臓　腑 胆嚢と膵臓 上腸間膜動脈（肝臓へ）
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 下腸間膜静脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 下腸間膜静脈（肝臓へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 空腸
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓
臓　腑 膵臓１ 胸腺
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵石症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下肝静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 近位総胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管
臓　腑 胆嚢２ 総胆管内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 憩室(ロキタンスキー・アショフ洞).
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 主膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 主膵管



臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢管　cystic duct
臓　腑 胆嚢２ 細胆管bile ductule
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍(pancreatic endocrine tumor)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ コレシストキニン・パンクレオザイミン(CCK・PZ)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内圧
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ グルカゴノーマ
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の外分泌部
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾臓
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆管周囲毛細血管叢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 敗血症
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 下腸間膜動脈
臓　腑 胆嚢２ 門脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 門脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 門脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 胆嚢２ 右横隔神経
臓　腑 胆嚢２ Vater乳頭
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 ファーター乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 十二指腸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 小十二指腸乳頭
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 小十二指腸乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 小十二指腸乳頭
臓　腑 胆嚢と膵臓 胃十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁内静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 背側膵静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胆嚢窩
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈後枝(深枝)
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈前枝(浅枝)
臓　腑 胆嚢２ 頸部neck
臓　腑 胆嚢２ 体部body
臓　腑 胆嚢２ 底部fundus
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜
臓　腑 胆嚢２ 上部空腸粘膜のＩ細胞
臓　腑 膵臓１ リンパ濾胞の形成
臓　腑 胆嚢２ 十二指腸のＩ細胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵尾部
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢憩室divertlculum of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢腺筋症
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁粘膜層
臓　腑 胆嚢２ 総胆管リンパ節
臓　腑 胆嚢２ 大膵動脈



臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜下層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁筋層
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢壁漿膜層
臓　腑 胆嚢２ Ｌuschka管
臓　腑 胆嚢２ Rokitansky-Aschoffs洞
臓　腑 膵臓１ Ｂ型インスリン受容体異常症
臓　腑 胆嚢２ 脾静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾静脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾静脈（肝臓へ）
臓　腑 胆嚢２ 脾動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 脾動脈（脾臓へ）
臓　腑 胆嚢２ 消化管ホルモン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 副膵管
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 副膵管
臓　腑 胆嚢と膵臓 副膵管
臓　腑 胆嚢２ Hering管
臓　腑 膵臓１ 膵臓組織カルチノイド
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 黄疸
臓　腑 胆嚢２ 胆汁酸
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 大膵動脈（膵臓へ）
臓　腑 胆嚢と膵臓 大膵動脈（膵臓へ）
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵組織
臓　腑 胆嚢２ コレシストキニンcholecystokinin(CCK)
臓　腑 胆嚢２ 背側膵動脈(解剖学でいう後膵動脈)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 背側膵動脈
臓　腑 胆嚢２ 横行膵動脈(解剖学でいう下膵動脈)
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 横行膵動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵尾動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上十二指腸動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸動脈
臓　腑 胆嚢２ 腹腔動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 腹腔動脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭下部、頚部及び鈎部の前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 腹空内間膜
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 前上膵十二指腸静脈
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 胃結腸静脈幹
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下膵十二指腸静脈
臓　腑 胆嚢２ 上腸間膜動脈
臓　腑 胆嚢と膵臓 上腸間膜動脈（腸へ）
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢静脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢動脈
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢動脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のD細胞(δ細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 総胆管結石
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能低下
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のA細胞(α細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ソマトスタチン (SS)



臓　腑 膵臓１ 膵臓のベータ細胞(インスリンをつくる細胞)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ランゲルハンス島のB細胞(β細胞)
臓　腑 膵臓１ マイナスイオン　（陰イオン）
臓　腑 胆嚢と膵臓 食欲中枢
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ファーチー乳頭部癌
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓頭部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓体部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓尾部
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓の鈎状突起
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵内分泌腫瘍
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性間質性(浮腫性)膵炎
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢床
臓　腑 胆嚢２ 腹腔神経叢
臓　腑 胆嚢２ 進化型強化肝臓
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房の導管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の腺房
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
臓　腑 胆嚢２ 毛細胆管bile canaliculus
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 後下腸間膜静脈
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓の内分泌部
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 慢性膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性膵炎
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 傍大動脈リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵臓からのリンパ流
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵臓がん
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓がん
臓　腑 胆嚢と膵臓 膵臓炎
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 脾動脈幹リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵体尾部のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頚部や膵頭部上前面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 上膵頭全部リンパ節
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁
臓　腑 胆嚢２ 一次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ 二次胆汁酸
臓　腑 胆嚢２ ミセル形成
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 膵頭後面のリンパ流
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 幽門リンパ節
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ アルコール性黄疸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石症
臓　腑 胆嚢２ 胆石
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆石症
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 重炭酸ナトリウム
臓　腑 膵臓１ プラス帯電
臓　腑 膵臓１ マイナス帯電
臓　腑 膵臓１ 放電
臓　腑 膵臓１ 自己免疫性膵炎
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のビリルビン代謝



臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアンモニア代謝
臓　腑 膵臓１ 下部胆管狭窄に伴う閉塞性黄疸
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン代謝
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbladder漿膜下型
臓　腑 胆嚢２ 屈折胆嚢folded gallbIadder漿膜型
臓　腑 膵臓１ TNFRスーパーファミリー
臓　腑 胆嚢２ アンモニア代謝
臓　腑 胆嚢２ 脾臓の網内系
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 膵管内乳頭粘液性腫瘍(intraductal papillary mucinous neoplasm;IPMN)

臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 浸潤性膵管癌
臓　腑 膵臓１ びまん性の膵腫大
臓　腑 膵臓１ 高IgG血症
臓　腑 膵臓１ 膵管狭細像
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 耳下腺炎
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞受容体(TCR)
臓　腑 膵臓１ LTbR(リンホトキシンβレセプター)
臓　腑 膵臓１ 主要組織適合性(MHC)抗原
臓　腑 胆嚢２ ケノデオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ デオキシコール酸
臓　腑 胆嚢２ リトコール酸
臓　腑 胆嚢２ 間接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ 膵リパーゼ
臓　腑 胆嚢２ 直接ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ グリソン鞘
臓　腑 胆嚢２ コール酸
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クールヴォアズィエ徴候
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆汁欝帯
臓　腑 膵臓１ GITR(gluco corticoid induced TNF receptor)
臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder先天性
臓　腑 胆嚢２ 砂時計様胆嚢hourglass gallbladder後天性
臓　腑 胆嚢２ 胃十二指腸動脈の総肝動脈
臓　腑 胆嚢２ 漏斗部infundibulum(Hartmann'spouch)
臓　腑 膵臓１ 高アンドロジェン血症
臓　腑 胆嚢２ 大動脈外側リンパ節
臓　腑 胆嚢２ 隔壁胆管
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 仮性膵嚢胞
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 真性膵嚢胞
臓　腑 胆嚢２ 遊走胆嚢floating gaIIbladder
臓　腑 胆嚢２ 重複胆嚢dupulication of gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 分葉胆嚢bilobed gaIIbladder
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆石性イレウス
臓　腑 胆嚢２ 膵管括約筋sphincter pancreaticus
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 急性出血性(壊死性)膵炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢炎
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢炎
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 胆嚢癌
臓　腑 胆嚢と膵臓 胆嚢癌
臓　腑 膵臓１ 高γグロブリン血症



臓　腑 胆嚢２ 硫酸抱合
臓　腑 胆嚢２ グルグロン酸
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 十二指腸乳頭部癌
臓　腑 膵臓１ 磁界
臓　腑 膵臓１ 電界
臓　腑 膵臓１ 電荷
臓　腑 膵臓１ アース
臓　腑 膵臓１ 静電気
臓　腑 膵臓１ 静電破壊
臓　腑 膵臓１ 静電気状態
臓　腑 胆嚢２ スコポラミン
臓　腑 胆嚢２ エフェドリン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ ガストリノーマ
臓　腑 膵臓１ 空気亜鉛電池
臓　腑 膵臓１ 電解液
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ クルヴォワジェの法則
臓　腑 胆嚢２ 膨大部括約筋sphincter ampullae
臓　腑 胆嚢２ 上総胆管括約筋sphincter choledochus superior
臓　腑 胆嚢２ 下総胆管括約筋sphincter choledochus inferior
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PP
臓　腑 膵臓１ AP-1
臓　腑 胆嚢２ 無胆嚢症absennce of the gallbladder
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢内異所性組織heterotopia
臓　腑 胆嚢２ 肝細胞原形質膜
臓　腑 胆嚢２ 胆嚢の位置異常
臓　腑 胆嚢２ 左位胆嚢left-sided gallbladder
臓　腑 膵臓１ 髄質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 皮質上皮細胞
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプタイド
臓　腑 膵臓１ 抗原ペプチド
臓　腑 胆嚢２ ポルフィリン
臓　腑 胆嚢２ アトロピン
臓　腑 膵臓１ Ｓj&ouml;gen症候群
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓の薬剤代謝
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のアルコール代謝
臓　腑 胆嚢２ ホルモン代謝
臓　腑 膵臓１ 膵にリンパ球、形質細胞を主とする著明な細胞浸潤と線維化
臓　腑 膵臓１ 血中C一ペプチド(CPR)
臓　腑 胆嚢２ Ｃａｌｏｔ三角
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIPoma
臓　腑 胆嚢２ ウロビリノーゲン
臓　腑 胆嚢２ ビタミン代謝
臓　腑 胆嚢２ 左腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ 右腹腔神経節
臓　腑 胆嚢２ ビリルビン
臓　腑 胆嚢２ アルコール代謝
臓　腑 胆嚢２ 薬剤代謝



臓　腑 胆嚢２ ムスカリン
臓　腑 胆嚢２ 肝臓のホルモン代謝
臓　腑 胆嚢２ 解毒
臓　腑 膵臓１ TRAF6遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ キモトリプシン
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ VIP
臓　腑 胆嚢２ コリンエステラーゼ
臓　腑 胆嚢２ グルクロンサン抱合
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ PPoma
臓　腑 胆嚢２ 脱アミノ其作用
臓　腑 膵臓１ 膵臓のベータ細胞抗原
臓　腑 膵臓１ 樹状細胞
臓　腑 膵臓１ 抑制性Ｔ細胞
臓　腑 胆嚢と膵臓 糖尿病
臓　腑 膵臓１ １型糖尿病
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 結石障害
臓　腑 膵臓３ 肝臓１ 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
臓　腑 胆嚢２ 非抱合型ビリルビン(間接ビリルビン)
臓　腑 胆嚢２ 抱合型ビリルビン(直接ビリルビン・水溶性)
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ 空腸のL細胞
臓　腑 膵臓１ Ｔ細胞抗原受容体遺伝子
臓　腑 膵臓２ 胆嚢１ トリプシン
臓　腑 膵臓１ アポトーシス

臓　腑 膵臓１
末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており(英
語で"promiscuous gene expression")

臓　腑 膵臓１ ReｌＢ遺伝子
臓　腑 胆嚢２ アミノ其転移酵素
臓　腑 膵臓１ NF-kB inducing kinase(NIK)遺伝子

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス　ＨＩＶ
微生物 ウイルス 薬剤によるＡＩＤＳ感染
微生物 ウイルス ヒト免疫不全ウィルス感染症
微生物 ウイルス 後天性免疫不全症候群　ＡＩＤＳ
微生物 ウイルス ＡＩＤＳウイルス
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞
微生物 細　菌 人喰バクテリア
微生物 ウイルス クリプティック・プラスミド
微生物 ウイルス プラスミド
微生物 ウイルス 薬剤耐性プラスミド
微生物 細　菌 経口感染
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ疾患発症
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陰性
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性未発症
微生物 手足口病 飛まつ感染
微生物 ヘルペスⅡ 酸化血液では感染しやすいし、ウイルスが変異して生存
微生物 ウイルス ＳＶ４０というウイルス
微生物 ウイルス シトステロール血症　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス 乾癬性関節炎
微生物 ウイルス 最新型ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス デング熱ウイルス
微生物 ウイルス ＡＩＤＳ陽性
微生物 ヘルペス 乾癬
微生物 ヘルペス 毛包
微生物 ヘルペス かいせん  (疥癬)
微生物 ヘルペス 紅斑
微生物 ヘルペス 汗腺
微生物 ヘルペス エクリン腺
微生物 ヘルペス 皮脂腺
微生物 ウイルス ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
微生物 ヘルペス アポクリン腺
微生物 ヘルペス ロ唇ヘルペス
微生物 ヘルペス デルマトーム(皮膚知覚帯)
微生物 ヘルペスⅡ ナチュラルキラーＴ細胞
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞を攻撃する抗体
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルス1型
微生物 ヘルペス ドライスキン
微生物 ヘルペス ブラジキニン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン
微生物 ヘルペス プロスタグランジン生合成阻害薬
微生物 ヘルペス イブプロフェン
微生物 ヘルペス エテンザミド
微生物 ヘルペス アセトアミノフェン
微生物 ヘルペス メフェナム酸
微生物 ヘルペスⅡ 本わさびエキス
微生物 ウイルス 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
微生物 ヘルペス 神経伝達物質
微生物 ヘルペス 神経ペプチド



微生物 ヘルペス 椎間板の繊維輪
微生物 ウイルス 胎児母体より感染
微生物 ヘルペスⅡ センダイウィルスベクター
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子変異細胞
微生物 ヘルペス 皮下脂肪
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知らない
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させた
微生物 ヘルペスⅡ 自分でどうすればよいのかわからない
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けた
微生物 ヘルペスⅡ 検査を受けていない
微生物 ヘルペスⅡ エイズウィルスに含まれる特定タンパク質
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染したことを知っている
微生物 ヘルペスⅡ 私は感染させられた
微生物 ヘルペス 髄核の内圧
微生物 ヘルペス みずぼうそう
微生物 ヘルペスⅡ 波動修正エネルギーとの共鳴離脱（自滅）
微生物 ヘルペスⅡ 生命を破壊する行動は自らの死滅
微生物 細　菌 Ｏ111（腸管出血性大腸菌）
微生物 ヘルペスⅡ 悔い改める者からの離脱（自滅）
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 手足口病 ヘルパンギーナ
微生物 ウイルス ノロウイルスＣ
微生物 手足口病 小水疱
微生物 ウイルス パンデミック  (爆発的感染)
微生物 ウイルス Ｈ１０Ｎ８型鳥インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 悪夢の耐性菌
微生物 細　菌 シュードモナス　ｓｐｉｒｏｃｈａｅｔｅｓ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主との共存共栄
微生物 ヘルペスⅡ 宿主が死ぬと共に死滅
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのよき出会い
微生物 ヘルペスⅡ 宿主とのめぐり愛
微生物 真　菌 新生児髄膜炎
微生物 細　菌 ゲルトネル菌
微生物 ヘルペスⅡ 宿主の悪いところの修復
微生物 ヘルペスⅡ 宿主への健康増進への手助け
微生物 細　菌 ステノトロフォモナ
微生物 ヘルペスⅡ 宿主と共に歩むことへの質転換
微生物 ヘルペスⅡ あなたは敵ではありません快き味方です
微生物 ヘルペスⅡ 自ら、よりよく生きるための宿主への貢献
微生物 ヘルペスⅡ 正しい質的転換後の外部侵入者への更生
微生物 ヘルペス ビタミンB6
微生物 ヘルペス 膿疱性乾癬
微生物 ヘルペスⅡ 途方にくれている
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陽性菌
微生物 ヘルペス ビタミンＢ２
微生物 ヘルペスⅡ 生きる希望がない
微生物 ヘルペスⅡ 他人に打ち明けることができない
微生物 ヘルペス アセチルコリン
微生物 ヘルペス 乾癬性紅皮症



微生物 ウイルス ノロウイルス　Ａ
微生物 ウイルス サポウイルス
微生物 ヘルペス 単純疱疹
微生物 真　菌 髄膜炎・骨髄炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌性髄膜炎
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌
微生物 乳酸菌 髄膜炎菌
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌
微生物 手足口病 夏季病訴
微生物 ヘルペス 口内炎（アフタ性）
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ
微生物 グラム陰性菌 コアクラーゼ陰性菌
微生物 ウイルス ヒトパピローマウィルス
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌L群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌H群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌K群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Ｉ群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌X群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Y群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌Z群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌E群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌A群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌B群
微生物 グラム陰性菌 流行性髄膜炎菌感染
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌C群
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌D群
微生物 ヘルペスⅡ πウォ一ター
微生物 ヘルペスⅡ 自分で苦しんでいる
微生物 微生物 アニサキス
微生物 手足口病 ムンプス（おたふくかぜ）ウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい生体
微生物 ヘルペスⅡ 正道心（中道心）
微生物 ヘルペスⅡ 正しい心
微生物 ヘルペスⅡ 未来への生きる希望
微生物 ヘルペスⅡ バランスα
微生物 手足口病 小さなシンシチウム（合ほう体）を形成
微生物 手足口病 全体に大きなシンシチウム（合ほう体）
微生物 細　菌 嚢胞
微生物 ヘルペスⅡ 還元血液では感染しないし、ウィルスも変異しない
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力に比例して、感染率が低下する
微生物 ヘルペスⅡ 悪い生命活動環境を正しい環境に変える質的転換
微生物 ヘルペスⅡ 遠赤外線に弱い
微生物 ヘルペスⅡ 小さいあなたの支援がやがて世のため人のためそしてあなたのため

微生物 ヘルペスⅡ 生体の低下している機能に回復する力を　(免疫)
微生物 ヘルペスⅡ 免疫力が高いと感染しない　（免疫）
微生物 ヘルペスⅡ 健康体
微生物 ヘルペスⅡ 相互の思いやりの心
微生物 微生物 ピロール
微生物 細　菌 自己免疫疾患の原因となる寄生虫



微生物 細　菌 自己免疫疾患の原因となる細菌
微生物 真　菌 自己免疫疾患の原因となる真菌
微生物 ウイルス おたふく風邪
微生物 手足口病 おたふくかぜ
微生物 グラム陰性菌 髄膜炎菌W-135群
微生物 ヘルペスⅡ 宿主に対して、なぜ危害を加えるのか
微生物 ウイルス 免疫不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 相手が傷ついた時の支援活動
微生物 ウイルス 免疫グロブリン不全症候群
微生物 ヘルペスⅡ 生命を大事にする奉仕生存活動
微生物 ヘルペスⅡ この世に貢献できる生命体への転換
微生物 微生物 微生物
微生物 微生物 独立栄養微生物
微生物 細　菌 ＮＤＭ－１　　　(遺伝子)
微生物 細　菌 恐ろしい場面
微生物 細　菌 腸管出血性大腸菌　（Ｏ１０４）
微生物 真　菌 レンサ球菌性トキシックショック症候群
微生物 真　菌 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)
微生物 真　菌 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection
微生物 真　菌 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
微生物 真　菌 猩紅熱  scarlet fever
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌  （S. pyogenes）
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）
微生物 細　菌 大腸菌
微生物 真　菌 水素細菌
微生物 真　菌 口内真菌症
微生物 ヘルペスⅡ 血液の酸化
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力 (非常に免疫効果がある）
微生物 ヘルペスⅡ 自然治癒力との協調への質的転換
微生物 細　菌 Ｏｰ157大腸菌 腸管出血性大腸菌
微生物 ヘルペスⅡ 変異しない細胞
微生物 ヘルペスⅡ 血液の還元
微生物 ヘルペスⅡ 綺麗な血液
微生物 ヘルペスⅡ 活力のある血液
微生物 ヘルペス 髄核
微生物 手足口病 ＲＳウイルス　　　（ＨＥｐ-2細胞）
微生物 ウイルス ＲＳウイルス　（respiratory syncytial virus）
微生物 手足口病 ＲＳウイルス
微生物 ウイルス 寄生虫感染症１４１
微生物 ヘルペス 腫脹
微生物 ウイルス 痛風
微生物 真　菌 多剤耐性結核菌
微生物 ウイルス ＲＳウイルス感染症
微生物 ヘルペス 腫れ
微生物 ヘルペス 発痛物質
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 ヘルペス アデノウィルス新型  (2コード)
微生物 真　菌 病巣感染



微生物 手足口病 口腔内異常
微生物 ヘルペス 唾石症
微生物 細　菌 レジオネラ・ニューモフィラ
微生物 手足口病 口腔内
微生物 ウイルス 乳幼児突然死症候群
微生物 ヘルペス ミクリッツ症候群
微生物 ヘルペス アデノウィルス七型
微生物 細　菌 ストリジウム・パーフリンジェンス　（C.perfringens）
微生物 細　菌 レジオネラ
微生物 手足口病 細胞変性効果
微生物 細　菌 緑色硫黄細菌
微生物 細　菌 腸内細菌科
微生物 細　菌 緑色非硫黄細菌
微生物 真　菌 心臓炎
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥp-2細胞）
微生物 手足口病 糞口感染
微生物 細　菌 非溶血連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム・ディフィシル　（C.difficile）
微生物 手足口病 口の中の痛み
微生物 細　菌 ボツリヌス菌　（C.botulinum）
微生物 細　菌 クロストリジウム・ボツリナム　（C.botulinum）
微生物 細　菌 ａ溶血連鎖球菌
微生物 真　菌 細胞内寄生菌
微生物 手足口病 アデノウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 真　菌 蜂巣織炎  cellulitis
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌
微生物 真　菌 B 群レンサ球菌感染症
微生物 細　菌 Ｗｏｌｂａｃｈｉａ
微生物 ヘルペス 神経節
微生物 ウイルス 寄生虫141
微生物 微生物 寄生虫   parasite　151
微生物 ヘルペス 靱帯
微生物 ヘルペス 肝熱
微生物 ヘルペス 水いぼウイルス
微生物 細　菌 腸内常在菌
微生物 ウイルス 痛風　（Ｔｅｔ）
微生物 真　菌 オードアン小胞子菌
微生物 ヘルペス 知覚神経
微生物 ヘルペス 連鎖球菌
微生物 ウイルス エプスタインバーウィルス
微生物 細　菌 β型溶血性連鎖球菌
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス アデノウィルス
微生物 ウイルス 痛風
微生物 ヘルペス 肥満細胞
微生物 真　菌 真菌
微生物 ウイルス Ａ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス インターフェロン
微生物 ウイルス 鼻風邪ライノウィルス



微生物 真　菌 イヌ小胞子菌
微生物 真　菌 膣トリコモナス
微生物 真　菌 結核
微生物 ウイルス 風疹
微生物 ウイルス インフルエンザウイルス・ロシア
微生物 ヘルペス シュワン細胞
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 ヘルペス カリウムイオン
微生物 ヘルペス ビリビリ感
微生物 ヘルペス 塩酸バラシクロビル
微生物 ヘルペス 伝染性軟属腫ウイルス
微生物 ヘルペス ピリピリ感
微生物 細　菌 Ｂ型溶血性連鎖球菌
微生物 細　菌 クロストリジウム属
微生物 細　菌 ウエルシュ菌　（C.perfringens）
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 細　菌 表皮常在ブドウ球菌
微生物 細　菌 ブドウ球菌
微生物 細　菌 表皮ブドウ球菌
微生物 細　菌 溶血性連鎖球菌
微生物 ヘルペス 正気
微生物 ヘルペス 邪気
微生物 ヘルペス 神経終末
微生物 ヘルペスⅡ 美肌効果
微生物 細　菌 ヘリコバクター
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１６型ウイルス
微生物 手足口病 サイトメガロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 ウイルス 新型コロナウイルス　（ＮＣｏＶ）
微生物 手足口病 麻疹（はしか）ウイルス（Ｂ95a細胞）
微生物 ヘルペス スピルス癌ウィルス
微生物 ウイルス ＭＥＲＳ、マース(中東呼吸器症候群)

微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エコー６型
微生物 微生物 マダニ
微生物 ウイルス 寄生虫感染症４５５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ４
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ５
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ９
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ２
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＢ５
微生物 ウイルス ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
微生物 ウイルス コクサッキーウイルスＡ１０
微生物 手足口病 コクサッキーＡ群１０型ウイルス
微生物 手足口病 コクサッキーＢ３
微生物 手足口病 接触感染
微生物 ウイルス 高病原性鳥インフルエンザ
微生物 真　菌 ムコール属   Mucor racemosus
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウィルス
微生物 ウイルス Ｂ型インフルエンザウィルス



微生物 ウイルス 鳥インフルエンザ
微生物 細　菌 カルバペネム耐性腸内細菌　（ＣＲＥ）
微生物 細　菌 ｅｎ：Ａｎｔｉｂｉｏｔｉｃ　ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ
微生物 細　菌 ｅｎ：Ｃｌｏｓｔｒｉｄｉｕｍ　ｄｉｆｆｉｃｉｌｅ
微生物 細　菌 インフルエンザ菌
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタマーゼの一種）
微生物 ウイルス 寄生虫感染症９９１
微生物 細　菌 カルバペネマーゼ　（β-ラクタム系抗生物質を加水分解する酵素）
微生物 ウイルス 人に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚に対しては強毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 細　菌 カタラリス菌
微生物 真　菌 丹毒  erysipelas
微生物 真　菌 爪糸状菌症
微生物 細　菌 ＧＥＳ－５　（多剤耐性遺伝子）
微生物 細　菌 新型カルバペネマーゼ
微生物 細　菌 モラクセラ
微生物 ウイルス ヘルパンギーナ　（Ｈｅｒｐａｎｇｉｎａ）
微生物 ウイルス 新型インフルエンザ　パンデミック
微生物 細　菌 ＮＤＭ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア
微生物 ウイルス 麻疹・はしか
微生物 手足口病 麻疹　（はしか）

微生物 ウイルス Ｈ３Ｎ２
微生物 真　菌 多剤耐性レジオネラ菌
微生物 細　菌 ＯＸＡー４８型
微生物 細　菌 ＶＩＭ型
微生物 ヘルペス 乾酪性上顎洞炎
微生物 手足口病 手足口病　（てあしくちびょう）

微生物 ウイルス コロナウイルス新種

微生物 細　菌 チフス菌
微生物 細　菌 酢酸菌
微生物 手足口病 食欲不振
微生物 手足口病 ヘルペスウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 ポリオウイルス１型
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群　
微生物 真　菌 S. salivarius
微生物 真　菌 S. sanguis
微生物 真　菌 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
微生物 真　菌 口腔内レンサ球菌
微生物 真　菌 口腔内の常在菌
微生物 真　菌 S. mutans
微生物 真　菌 亜急性心内膜炎
微生物 微生物 ダニ　オウシマダニ
微生物 真　菌 新生児敗血症
微生物 手足口病 パラインフルエンザ３型　（ＨＭＶ－２細胞）
微生物 ウイルス 豚に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス 豚インフルエンザ感染症　（swine influenza,swine flu）
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザ感染症
微生物 ウイルス スペインかぜ



微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ３Ｎ２
微生物 ウイルス 豚　Ａ型インフルエンザウイルス　Ｈ１Ｎ１
微生物 ウイルス 新型豚インフルエンザウイルス
微生物 細　菌 ブデロビブリオ　（en：Ｂｄｅｌｌｏｖｉｂｒｉｏ）
微生物 乳酸菌 腸球菌
微生物 ヘルペス ＶＲＡ
微生物 細　菌 ＩＭＰ型
微生物 細　菌 プロテオバクテリア門
微生物 細　菌 メタローβーラクタマーゼ
微生物 細　菌 ニューデリー・メタロベータラクタマーゼ
微生物 微生物 ダニ　フタトゲチマダニ
微生物 細　菌 αープロテオバクテリア
微生物 ヘルペス 水疱
微生物 ヘルペス 水ぼうそう
微生物 ウイルス コロナウィルス
微生物 ウイルス サイトメガロウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 真　菌 肉芽腫
微生物 ウイルス インフルエンザ
微生物 ヘルペス ミエリン
微生物 ウイルス ヘルペスウィルス
微生物 ウイルス ポリオ毒素
微生物 ヘルペス 帯状疱疹後神経痛
微生物 ウイルス レオウィルス
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 梅毒
微生物 ヘルペス 帯状疱疹
微生物 細　菌 細菌感染
微生物 真　菌 ニューモシスティスジロヴェシ感染
微生物 ウイルス 肝炎
微生物 真　菌 エピコッカム属   Epicoccum  nigrum
微生物 真　菌 非病原性不完全菌類
微生物 ウイルス パラインフルエンザウィルス
微生物 真　菌 百日咳　（せき）
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 イエバエ
微生物 ウイルス クラミジア
微生物 ウイルス コクサッキーウィルス
微生物 手足口病 ユキサーキウイルス
微生物 ウイルス ポックスウィルス
微生物 ウイルス エコーウィルス
微生物 ウイルス ワクチニアウィルス
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス



微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ありまき、あぶらむし
微生物 真　菌 インフルエンザロシア
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 淋病
微生物 ウイルス パルボウィルス
微生物 細　菌 ヘリコバクター・ピロリ菌
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 ヘルペスⅡ 抗酸化
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス H５Ｎ１亜型ウィルス
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ１型　（亜型）
微生物 ウイルス Ｈ5Ｎ２型
微生物 真　菌 バンコマイシン耐性腸球菌(ＶＲＥ)
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 ヘルペス ヒスタミン
微生物 細　菌 腫瘍マーカー〇Vモニター(CA125抗原)
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス 寄生虫
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＴＴ型
微生物 ウイルス 鳥に対しては弱毒性           　 （鳥インフルエンザ）

微生物 ヘルペス 性器ヘルペス感染症
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＤ型



微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる神経の痛み
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス６（ＨＨＶー６）
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスによる皮膚の痛み
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス７（ＨＨＶー７）
微生物 ヘルペス しびれ
微生物 ウイルス ヒトヘルペスウィルス８（ＨＨＶー８）
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 ホルモデンドラム属   Hormodendrum cradosperioides
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ペニシリウム・エクスパンサム
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   Rhodotorula glutinis
微生物 真　菌 フザリウム属   MMP Fusarium vasinfectum
微生物 真　菌 ペニシリウム・カーミノビオラス
微生物 真　菌 ペニシリウム・イントリカタム
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium solani
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 フォーマ属   Phoma herbarum    （果物汚染、腐敗菌）
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 マイコトキシン症
微生物 真　菌 フザレノン　Ｘ
微生物 ウイルス 鳥インフルエンザＨ５
微生物 真　菌 ムコール属
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ニバレノール
微生物 ウイルス パンデミック
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスG型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅠ型
微生物 ヘルペス 単純ヘルペスⅡ型
微生物 ヘルペスⅡ 肌が美しく綺麗だ
微生物 ウイルス 抗癌剤５
微生物 細　菌 ミラビリス変形菌
微生物 細　菌 緩増虫体
微生物 細　菌 急増虫体　（tachyzoite）
微生物 細　菌 スポロゾイト　（ｓｐｏｒｏｚｏｉｔｅ、種虫）
微生物 ヘルペス スピルス癌
微生物 細　菌 オーシスト
微生物 細　菌 シスト　（ｃｙｓｔ）
微生物 ウイルス ラブドウィルス
微生物 ウイルス トガウィルス
微生物 ウイルス ブニヤウィルス
微生物 ウイルス パラミクソウィルス
微生物 細　菌 アシネトバクター菌
微生物 ウイルス フィロウィルス
微生物 ウイルス フラビウィルス
微生物 ウイルス アレナウィルス
微生物 細　菌 院内感染



微生物 細　菌 多剤耐性アシネトバクター
微生物 ウイルス Rhinosporidium　seeberi
微生物 細　菌 院内感染症
微生物 微生物 アメーバーネグレリア・フォーレリ  (人の脳を喰うアメーバー)

微生物 手足口病 インフルエンザＣ型　（ＨＭＶ－Ⅱ細胞）
微生物 ウイルス Ａ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス プラストミセスデルマティティジス
微生物 手足口病 インフルエンザＡ香港型　（ＭＤＣＫ細胞）
微生物 ウイルス オルソミソウイルス
微生物 細　菌 院内感染菌
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質排除消去
微生物 微生物 白蟻
微生物 微生物 馬あぶ
微生物 ウイルス イサウイルス
微生物 ウイルス トゴトウイルス
微生物 真　菌 多剤耐性菌
微生物 真　菌 ペニシリウム・マルネッフイ
微生物 ウイルス Ｂ型インフルエンザウイルス
微生物 ウイルス Ｃ型インフルエンザウイルス
微生物 真　菌 膿痂疹  impetigo
微生物 ウイルス アナフィラキシーショック
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス Ｂ型肝炎ウィルス
微生物 ウイルス 灰白髄炎・ポリオ
微生物 細　菌 連鎖球菌・ブドウ球菌毒素
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 緑膿菌
微生物 乳酸菌 好気性
微生物 細　菌 トキソプラズマ症
微生物 細　菌 トキソプラズマ
微生物 乳酸菌 嫌気性
微生物 ヘルペス 黄色ブドウ球菌
微生物 ウイルス ウィルス
微生物 ウイルス タバコモザイクウィルス
微生物 真　菌 デマチウム属・スポロトリカム属
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 ウイルス 第５群（１本鎖　ＲＮＡ-鎖）
微生物 細　菌 麦黒穂カビ毒
微生物 ヘルペス とびひ
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 バミューダ黒穂病
微生物 ヘルペス 尋常性乾癬
微生物 ウイルス 風邪



微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 カポジ肉腫
微生物 微生物 ダニ
微生物 真　菌 セファロスポリウム属　（低温性カビ）

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 真　菌 酵母
微生物 微生物 あぶ
微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 真　菌 トウモロコシ黒穂病
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 黒癬
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 微生物 アメーバ
微生物 細　菌 細菌性毒
微生物 真　菌 白癬　（水虫、たむし）
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌毒素
微生物 真　菌 ハエカビ菌症
微生物 真　菌 卵巣菌症
微生物 真　菌 卵菌症
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 ボトリティス・シネレア   MMP Botrytiscinerea
微生物 真　菌 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 茶色嚢胞真菌症
微生物 真　菌 足菌腫
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 耳菌症
微生物 真　菌 真菌性角膜炎
微生物 ウイルス 大型桿菌
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウィルス感染症
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 ヘルペスⅡ 電子水
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 ヘルペスⅡ カンファー製剤　（714X）
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia



微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 微生物 シアノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 微生物 ダニ　ダニ感染症

微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　アクネス

微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 細　菌 ナノ細菌・ナノバクテリア
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 真　菌 Ｔ－２　トキシン
微生物 ウイルス 肝炎ウイルスＣ型
微生物 グラム陰性菌 緑膿菌
微生物 細　菌 緑色連鎖球菌
微生物 乳酸菌 ヒト免疫抗体耐性ウイルス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属  Helminthosporium interseminatum

微生物 真　菌 ペニシリウム・ロックフォルチ
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 モニリア・シトフィラ   Monilia sitophia
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   Stemphylium botryosum
微生物 真　菌 エピコッカム属   MMP  Epicoccum  purpurascens
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　MMP Trichoderma viride
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 ペニシリウム・アトラメントサム
微生物 微生物 ダニ　ホコリダニ

微生物 微生物 ダニ　イエササラダニ

微生物 微生物 ダニ　コナダニ

微生物 微生物 ダニ　チリダニ

微生物 微生物 ダニ　ツメダニ



微生物 微生物 ダニ　グラニュローズム

微生物 微生物 ダニ　ニキビダニ

微生物 真　菌 ペニシリウム・クリソゲナム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 プルラリア・プルランス   MMP Pullularia pullulans
微生物 ヘルペスⅡ 結晶化変異細胞
微生物 真　菌 アスペルギルス・フミガタス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 クリプトコッカス属
微生物 真　菌 アスペルギルス・テリウス
微生物 ウイルス 悪性感染ノロウイルス
微生物 真　菌 ペニシリウム・グラウカム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 サッカロミセス・セレビシェ   Saccharomyces cerevisiae
微生物 真　菌 アスペルギルス症
微生物 真　菌 ヒストプラズマ症
微生物 真　菌 ブラストミセス症
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニガー
微生物 真　菌 リノスポリジウム症
微生物 真　菌 大脳クロモミセス症
微生物 ヘルペスⅡ ゲル変異細胞
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥＦ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＨＥp－２細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス７１型　（ＥＶ７１）
微生物 ウイルス ヘマグルチニン
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＶＥＲＯ細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＲＤ１８s細胞）
微生物 手足口病 エンテロウイルス　（ＧＭＫ細胞）
微生物 微生物 シラミ
微生物 ヘルペス マイコプラズマ
微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９変形　　                      （鳥インフルエンザ）

微生物 ウイルス Ｈ７Ｎ９                                         （鳥インフルエンザ）

微生物 手足口病 口腔内潰瘍形成
微生物 細　菌 細菌MAP(Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis)

微生物 乳酸菌 乳酸菌血症
微生物 細　菌 カリニ原虫
微生物 ウイルス 苛め
微生物 ウイルス ノロウイルス　Ｂ
微生物 ウイルス ヒトパーエコーウイルス（human　ｐarechovirus）
微生物 ウイルス ＲＮＡウイルスの科
微生物 ウイルス カルジオウイルス属
微生物 ウイルス パレコウイルス属
微生物 ウイルス Genus　Kobuvirus　：　アンチウイルス（Ａｉｃｈｉ　Ｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス ブタエンテロウイルスＡ～Ｂ　（porcine　enterovirus　A～B）
微生物 ウイルス エンベロープタンパク質
微生物 ウイルス トゥレモウイルス属
微生物 ウイルス エンベロープ　（envelope）
微生物 ウイルス ピコルナウイルス科（Family　Picornaviridae）
微生物 ウイルス ディシピウイルス属



微生物 ウイルス アフトウイルス属
微生物 ウイルス サリウイルス属　（Ｓａｌｉｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス セネカウイルス属
微生物 ウイルス コサウイルス属
微生物 ウイルス ヒトライノウイルスＡ～Ｂ　（human　rhinovirus　Ａ～Ｂ）
微生物 ウイルス アクアマウイルス属
微生物 細　菌 ヒト免疫抗体耐性菌
微生物 ウイルス アレルギーの原因となるウイルス
微生物 細　菌 アレルギーの原因となる細菌
微生物 手足口病 口腔ガンジタ症
微生物 真　菌 アレルギーの原因となる真菌
微生物 ウイルス アビヘパトウイルス属
微生物 細　菌 クレブシエラ・ニューモニエ肺炎桿菌
微生物 ウイルス 脳心筋炎ウイルス（encephalomyocarditis　virus）
微生物 真　菌 プチダ菌
微生物 ウイルス サペロウイルス属
微生物 ウイルス エルボウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム科
微生物 ウイルス ヘパトウイルス属
微生物 ウイルス テッショウウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム目
微生物 ウイルス エンテロウイルス属
微生物 ウイルス クロストリジウム綱
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）感染症
微生物 真　菌 肺炎球菌（S. pneumoniae）
微生物 ウイルス コブウイルス属
微生物 ウイルス フイルミクテス門
微生物 細　菌 不顕性感染
微生物 細　菌 弱毒性
微生物 真　菌 酵母菌
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 カルバラリア属   Curvularia spicitera　　（稲のカビ）
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 もろこし黒穂病
微生物 微生物 マルハナバチ
微生物 微生物 ミバエ
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 大麦黒穂病
微生物 微生物 キイロ・クロスズメバチ
微生物 微生物 プルラリア・プルランス   Pullularia pullulans
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）



微生物 ウイルス 後天性免疫不全症
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 ジョンソン黒穂病
微生物 微生物 ゴキブリ
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 乳酸菌 ヘテロ乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸菌
微生物 乳酸菌 乳酸桿菌
微生物 乳酸菌 ラクトバシラス属(Lactobacillus)
微生物 乳酸菌 偏性嫌気性桿菌
微生物 乳酸菌 アクネ菌(プロピオニバクテリウム・アクネ菌)
微生物 乳酸菌 乳酸球菌
微生物 ヘルペス セロトニン
微生物 ヘルペス 湿熱
微生物 ヘルペスⅡ 熱に弱い　　４２度以上
微生物 ヘルペス 化膿菌
微生物 真　菌 アルタナリア属　（食品腐敗菌、植物金斑病菌）
微生物 真　菌 腋毛糸状菌症
微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 ヘルペスⅡ ニコチン(毒)
微生物 真　菌 リゾープス・ニグリカンス   MMP Rhizopus nigricans
微生物 真　菌 皮膚糸状菌症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ウイルス エンテロウィルス
微生物 手足口病 エンテロウイルス
微生物 真　菌 真菌毒素
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 スポロトリクム症
微生物 ウイルス 弱毒性　　　　                    　 （鳥インフルエンザ）

微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　　　Trichoderma viride
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）



微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 ヘルペス 皮脂欠乏性湿疹
微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 微生物 ラン藻
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 真　菌 アスペルギルス属
微生物 真　菌 ノイロスポラ・クラッサ　　（アカパンカビ属）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ノタータム
微生物 真　菌 スポロボロミセス属
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 ステンフィリウム属   MMP Stemphylium botryosym
微生物 真　菌 アスペルギルス・ニヅランス
微生物 真　菌 カンジダ・アルビカンス　　（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）
微生物 真　菌 ペニシリウム・ジギタタム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 フザリウム属
微生物 真　菌 ニューモシステス・イロヴェチ（Pneumocystis jirovecii）
微生物 真　菌 ケトミウム属   chaetomium globosum（セルラーゼ生産菌）
微生物 真　菌 トリコデルマ・ビリディ　Trichoderma viride（セルラーゼ生産）

微生物 真　菌 カンジダ症
微生物 真　菌 ゲオトリクム症
微生物 真　菌 クリプトコッカス症
微生物 真　菌 コクシジオイデス症
微生物 真　菌 ムコール症
微生物 ヘルペスⅡ タール
微生物 真　菌 パラコクシジオイデス症
微生物 真　菌 ロボ真菌症
微生物 真　菌 クロモミセス症
微生物 真　菌 スポロトリコーシス
微生物 ヘルペス POXウイルス
微生物 細　菌 バクテリオファージ
微生物 細　菌 狼瘡
微生物 ウイルス 母乳感染
微生物 ウイルス 抗生物質
微生物 細　菌 眼や鼻の粘膜や外傷から感染
微生物 細　菌 カルバペネム系抗生物質
微生物 ウイルス ノイラミニターゼ
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による神経の痛み
微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による皮膚の痛み
微生物 ヘルペス ヘルペスウイルスの毒素による皮膚の痛み
微生物 真　菌 壊死性筋膜炎
微生物 細　菌 感染



微生物 ヘルペス 自己免疫疾患による神経の痛み
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属05
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属10
微生物 真　菌 麦黒穂病   Smut,Oat
微生物 微生物 働き蟻
微生物 微生物 コオロギ
微生物 真　菌 ロドトルラ・グルチニス   MMP Rhodotorula gulutinis
微生物 ウイルス インフルエンザ120
微生物 ヘルペス 潰瘍
微生物 真　菌 サルモネラ菌
微生物 細　菌 サルモネラ菌
微生物 真　菌 癜風　（でんぷう）
微生物 真　菌 黒色砂毛症
微生物 真　菌 白色砂毛症
微生物 ヘルペス マラセチア毛包炎
微生物 ヘルペス ファムシクロビル
微生物 ヘルペス アシクロビル
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 Ｃ型肝炎フアクター
微生物 真　菌 多剤耐性サルモネラ菌
微生物 真　菌 ゲオトリクム・カンヂダム
微生物 真　菌 ペニシリウム属
微生物 真　菌 アスペルギルス・グラウカス
微生物 真　菌 ヘルミントスポリウム属   MMP Helminthosporium itnersemi
微生物 真　菌 ペニシリウム属10
微生物 細　菌 腫瘍マーカーCEA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーAFP（フェリチン）
微生物 細　菌 腫瘍マーカーGIモニター(CA19-9抗原)
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックPSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーハイブリテックfreePSA
微生物 細　菌 腫瘍マーカーBRモニター(CA15-3抗原)
微生物 真　菌 後天性リポジストロフィー
微生物 ヘルペスⅡ お互いに思いやる兄弟に暖かい手を
微生物 ヘルペス 潜伏
微生物 真　菌 セルラーゼ
微生物 ヘルペスⅡ お互いに、よりよく生きる喜び
微生物 ヘルペスⅡ お互いに天寿を全うする
微生物 ウイルス エボラウイルス属　（Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ）
微生物 ウイルス Ｅｂｏｌａｖｉｒｕｓ
微生物 ウイルス ザイールエボラウイルス　（Ｚａｉｒｅ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス レストンエボラウイルス　　（Ｒｅｓｔｏｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス ブンディブギョエボラウイルス （Bundibuqyo ebolavirus）



微生物 ウイルス 母親より接触感染
微生物 ウイルス スーダンエボラウイルス　　（Ｓｕｄａｎ　ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス タイフォレストエボラウイルス　（Tai Forest ｅｂｏｌａｖｉｒｕs）
微生物 ウイルス 胎内感染
微生物 ウイルス 秋疫（あきやみ）レプトスピラ
微生物 ウイルス Ｌｅｐｔｏｎｅｍａ
微生物 ウイルス レプトスピラ属　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａ）
微生物 ウイルス レプトスピラ科　（Ｌｅｐｔｏｓｐｉｒａｃｅａｅ）
微生物 ウイルス ワイル病レプトスピラ　（黄疸出血性レプトスピラ）
微生物 ウイルス スピロヘータ属　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔa
微生物 ウイルス スピロヘータ科　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔaceae
微生物 ウイルス スピロヘータ目　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔales
微生物 ウイルス スピロヘータ門　Ｓｐｉｒｏｃｈｅｔｅｓ
微生物 ウイルス ライム病ボレリア　（Ｂ．Burgdorferi）
微生物 ウイルス ライム病
微生物 ウイルス スピロヘータ綱　Ｓｐｉｒｏｃｈaeｔｅｓ
微生物 ウイルス 真正細菌
微生物 ウイルス 回帰熱ボレリア　（Ｂ．Ｒｅｃｕｒｒｅｎｔｉｓ）
微生物 ウイルス ボレリア属　Ｂｏｒｒｅｌｉａ
微生物 ウイルス 豚赤痢菌　（Ｓ．Hyodysenteriae）
微生物 ウイルス Brachyspira
微生物 ウイルス トレポネーマ属　（Treponema）
微生物 ウイルス Ｔreponema　denticola
微生物 ウイルス 歯周病菌
微生物 ウイルス 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
微生物 ウイルス セルプリナ属　（Serpulina）
微生物 ウイルス セルプリナ科　（Serpulinaceae）
微生物 微生物 ボレリア・アフゼリ　Ｂ.afzelii
微生物 微生物 ボレリア・ブルグドルフェリ　Ｂ.burgdorferi
微生物 ウイルス ヒトＴ細胞白血病ウイルスⅠ型
微生物 ウイルス モノネガウイルス目　（Mononeqavirales）
微生物 手足口病 口唇
微生物 細　菌 多剤耐性遺伝子
微生物 微生物 ボレリア・ガリニ　Ｂ.garinii
微生物 真　菌 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
微生物 ウイルス フイロウイルス科　（Ｆｉｌｏｖｉｒｉｄａｅ）
微生物 真　菌 溶原菌
微生物 真　菌 多発性関節炎
微生物 真　菌 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)
微生物 ウイルス フラノクマリン類(furanocoumarins)
微生物 真　菌 光圭コンジローム
微生物 ウイルス ヒトスジシマカ 　（蚊）
微生物 ウイルス ネッタイシマカ　（蚊）
微生物 微生物 ダニ　ボレリア・バードフェリ

微生物 ウイルス 変異

微生物 ヘルペスⅡ ウィルスが生存できない血液
微生物 細　菌 グラム陽性菌　（感染症）
微生物 グラム陰性菌 グラム陰性菌



微生物 細　菌 セラチア(腸内菌)
微生物 細　菌 セラチア・マルセッセンス
微生物 ヘルペスⅡ 相手を生かし自分も生きる
微生物 ウイルス ＩｇＧ４　（Ｔｅｔ）
微生物 ウイルス ＩｇＧ４関連疾患　　（Ｔｅｔ）
微生物 ヘルペス リポタンパク
微生物 ヘルペスⅡ 遺伝子組換細胞を修復する酵素
微生物 ヘルペスⅡ 生命体への深い自愛と尊敬
微生物 ヘルペスⅡ 仏心の目覚め
微生物 ヘルペスⅡ 般若心経
微生物 ヘルペスⅡ 文字の言霊
微生物 ヘルペスⅡ 家族とのあいさつ
微生物 ヘルペスⅡ 私は、男として生まれてきてよかった
微生物 ヘルペスⅡ 女性と結婚できることを望んでいる
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られても、今後の付き合いに生かしていく
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られた
微生物 ヘルペスⅡ 女性に裏切られていない
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為から異性に目覚めた
微生物 ヘルペスⅡ 同性行為に決別した
微生物 ヘルペスⅡ 私は、人間本来のもつ愛する女性と結婚する
微生物 ヘルペスⅡ 私は愛する女性と将来、出会い、その女性と結婚し幸せになる
微生物 ヘルペスⅡ 私は幼いころ、家族や親戚の皆から愛された
微生物 ヘルペスⅡ 家族が、結婚するのを楽しみにしている
微生物 ヘルペスⅡ 我が心の故郷

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脳 大脳皮質 カハール・レチウス水平細胞
脳 脳と脊髄の血管 眼瞼下垂
脳 橋 台形体
脳 橋 台形体核
脳 脳と脊髄の血管 上瞼板筋マヒ
脳 間脳 下丘
脳 橋 下丘
脳 大脳皮質 下丘
脳 延　　髄 下丘
脳 脳と脊髄の血管 眼球陥凹
脳 間脳 下丘腕
脳 延　　髄 下丘腕
脳 間脳 上丘
脳 大脳皮質 上丘
脳 延　　髄 上丘
脳 橋 毛帯交叉
脳 延　　髄 毛帯交叉
脳 橋 内膝(脳内の顔面神経膝)
脳 橋 外膝(側頭骨内の顔面神経膝)
脳 脳と脊髄の血管 頭蓋内圧亢進症
脳 大脳基底核 劣等意識
脳 大脳基底核 劣等意識を克服する
脳 大脳皮質 視床皮質投射線維
脳 大脳基底核 視床皮質投射線維
脳 延　　髄 片葉小節葉
脳 橋 翼突管神経
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 アブミ骨底
脳 橋 前庭神経節
脳 橋 前半規管
脳 橋 後半規管
脳 小脳 前庭系
脳 間脳 内分泌系の中枢
脳 延　　髄 内耳神経
脳 橋 アブミ骨筋神経
脳 橋 外側半規管
脳 橋 蝸牛神経
脳 橋 前庭神経
脳 延　　髄 前庭神経
脳 橋 コルチ器　（蝸牛管にあるラセン器）
脳 間脳 内側膝状体　（視床）
脳 橋 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 延　　髄 蝸牛神経核　（背側・腹側）
脳 橋 蝸牛神経背側核(背側蝸牛神経核)dorsal cochlear nculeus

脳 橋 青斑核
脳 橋 内側縦束
脳 小脳 前庭神経核
脳 橋 前庭神経核



脳 延　　髄 前庭神経核
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の動毛
脳 橋 三半規管内の膨大部稜にある有毛細胞の不動毛
脳 大脳皮質 聴放線
脳 橋 上唾液核
脳 大脳皮質 皮質嗅覚中枢
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 橋 鼓索神経
脳 橋 耳下腺神経叢
脳 小脳 心的回転
脳 橋 ラセン器
脳 小脳 前庭小脳
脳 橋 蝸牛管にあるラセン器(コルチ器)の有毛細胞
脳 橋 卵形嚢斑
脳 延　　髄 閉鎖性延髄損傷
脳 小脳 上髄帆
脳 橋 上髄帆
脳 延　　髄 上随帆
脳 小脳 筋紡錘
脳 延　　髄 閉鎖延髄
脳 橋 蓋板
脳 橋 基板
脳 延　　髄 基板
脳 延　　髄 内側副オリーブ核
脳 延　　髄 内側毛帯
脳 延　　髄 内側隆起
脳 脳と脊髄の血管 鼻血(脳出血、クモ膜下出血)
脳 間脳 ヴィック・ダジール束
脳 大脳基底核 無名質
脳 脳下垂体 遊離トリヨードサイロニン(FreeT3)
脳 脳下垂体 トリヨードサイロニン(T3)
脳 脳下垂体 カルシトニン　（女性）
脳 橋 前庭神経節ニューロン
脳 脳下垂体 パラサイロイドホルモンINTACT(PTH-INTACT)
脳 脳下垂体 Ｔーアップテイク
脳 延　　髄 運動性脳神経核
脳 橋 前庭神経節ニューロンの中枢枝
脳 小脳 前庭神経節
脳 延　　髄 味覚SVA
脳 大脳皮質 第1次味覚野
脳 橋 オリーブ赤核路
脳 延　　髄 運動交叉
脳 延　　髄 内側縦束
脳 延　　髄 内臓反射
脳 小脳 企図振戦
脳 小脳 登上線維
脳 橋 球形嚢斑



脳 橋 内側直筋
脳 橋 外側直筋
脳 間脳 扁桃体の損傷
脳 橋 卵形嚢
脳 橋 球形嚢
脳 橋 内耳神経
脳 髄膜と脳脊髄液 歯状靭帯
脳 小脳 前庭感覚
脳 延　　髄 前庭感覚
脳 延　　髄 前庭神経内側核
脳 橋 上行枝
脳 大脳皮質 上行枝
脳 橋 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 延　　髄 三叉神経運動根 Ⅴ
脳 間脳 前外側中心枝の内側枝
脳 脳と脊髄の血管 発声困難
脳 脳と脊髄の血管 環椎の横突孔
脳 脳と脊髄の血管 顆導出静脈
脳 脳と脊髄の血管 第1頸椎（環椎)
脳 橋 交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 上小脳脚交叉
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 大脳皮質 橋核　pontine　nuclei
脳 脳 橋核
脳 延　　髄 肋間筋
脳 大脳皮質 ブロードマン5野
脳 大脳皮質 ブロードマン6野
脳 大脳皮質 ブロードマン7野
脳 大脳皮質 ブロードマン8野
脳 大脳皮質 ブロードマン9野
脳 延　　髄 背側副オリーブ核
脳 大脳皮質 下角
脳 脳と脊髄の血管 眼裂狭小
脳 脳と脊髄の血管 下眼瞼　（したまぶた）
脳 脳と脊髄の血管 下瞼板筋
脳 大脳皮質 縁上回
脳 脳下垂体 チラージン(甲状腺ホルモン)
脳 大脳皮質 運動性失語症
脳 間脳 中心正中核
脳 延　　髄 薄束
脳 大脳皮質 ブロードマン1野
脳 大脳皮質 ブロードマン2野
脳 大脳皮質 ブローカ中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン3野
脳 大脳皮質 運動性脳神経核ニューロン
脳 大脳皮質 鳥距溝
脳 大脳皮質 運動性言語中枢
脳 大脳皮質 ブロードマン20野



脳 大脳皮質 ブロードマン21野
脳 大脳皮質 ブロードマン22野
脳 大脳皮質 ブロードマン23野
脳 大脳皮質 ブロードマン24野
脳 大脳皮質 ブロードマン25野
脳 大脳皮質 ブロードマン26野
脳 大脳皮質 ブロードマン27野
脳 大脳皮質 ブロードマン28野
脳 大脳皮質 ブロードマン29野
脳 大脳皮質 ブロードマン10野
脳 大脳皮質 ブロードマン11野
脳 大脳皮質 ブロードマン12野
脳 大脳皮質 ブロードマン13野
脳 大脳皮質 ブロードマン14野
脳 大脳皮質 ブロードマン15野
脳 大脳皮質 ブロードマン16野
脳 大脳皮質 ブロードマン17野
脳 大脳皮質 ブロードマン18野
脳 大脳皮質 ブロードマン19野
脳 橋 脳神経核
脳 延　　髄 脳神経核
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の酸好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の塩基好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素嫌性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の洞様毛細血管
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞
脳 間脳 下垂体漏斗
脳 間脳 下垂体柄
脳 脳下垂体 汎下垂体機能低下症
脳 間脳 手綱核
脳 間脳 室傍核
脳 間脳 手綱核脚間核路
脳 間脳 手綱交連
脳 間脳 手綱三角
脳 間脳 縦橋線維
脳 間脳 軸索輸送
脳 脳下垂体 神経性下垂体(下垂体神経葉または後葉)
脳 脳下垂体 腺性下垂体(下垂体腺葉)
脳 脳下垂体 自律的分泌亢進
脳 大脳基底核 無名質
脳 脳下垂体 αーメラニン刺激ホルモン(MSH)
脳 間脳 下下垂体動脈
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞の軸索
脳 間脳 下垂体門脈
脳 脳下垂体 下垂体門脈
脳 間脳 上下垂体動脈
脳 延　　髄 脳神経核カラム
脳 大脳皮質 ブロードマン30野



脳 大脳皮質 ブロードマン31野
脳 大脳皮質 ブロードマン32野
脳 大脳皮質 ブロードマン33野
脳 大脳皮質 ブロードマン34野
脳 大脳皮質 ブロードマン35野
脳 大脳皮質 ブロードマン36野
脳 大脳皮質 ブロードマン37野
脳 大脳皮質 ブロードマン38野
脳 大脳皮質 ブロードマン39野
脳 脳下垂体 先天性下垂体ホルモン欠損症
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子Pi-a
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFｌa
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSF2
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFlb
脳 大脳皮質 ブロードマン4野
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
脳 間脳 下垂体動脈
脳 大脳皮質 ブロードマン40野
脳 大脳皮質 ブロードマン41野
脳 大脳皮質 ブロードマン42野
脳 大脳皮質 ブロードマン43野
脳 大脳皮質 ブロードマン44野
脳 大脳皮質 ブロードマン45野
脳 大脳皮質 ブロードマン46野
脳 大脳皮質 ブロードマン47野
脳 大脳皮質 ブロードマン48野
脳 大脳皮質 ブロードマン49野
脳 脳下垂体 脳下垂体の第一次毛細血管網
脳 間脳 乳汁分泌
脳 脳下垂体 脳下垂体の第二次毛細血管網
脳 脳下垂体 脳下垂体の小動脈
脳 脳下垂体 下垂体前葉の分泌細胞
脳 脳下垂体 脳下垂体の小静脈
脳 脳下垂体 PRL前駆細胞
脳 脳下垂体 カルマン症候群
脳 脳下垂体 二次性汎下垂体機能低下症
脳 脳下垂体 下垂体ホルモン欠乏症
脳 大脳皮質 ブロードマン50野
脳 大脳皮質 ブロードマン51野
脳 大脳皮質 ブロードマン52野
脳 脳下垂体 抗下垂体抗体
脳 脳下垂体 下垂体茎(漏斗部)

脳 大脳基底核
運動野→線条体→淡蒼球→視床前腹側核(VA)と外側腹側核
(VL)→運動野という閉鎖回路

脳 間脳 運動性脳神経核
脳 大脳基底核 運動ニューロン
脳 間脳 第1次運動野
脳 大脳皮質 シェファーの側枝
脳 延　　髄 特殊体性求心性カラム



脳 延　　髄 特殊臓性求心性カラム
脳 間脳 運動野
脳 小脳 運動野
脳 脳と脊髄 運動野
脳 髄膜と脳脊髄液 脊椎骨の骨膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄クモ膜
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄軟膜
脳 間脳 脊髄後角
脳 延　　髄 脊髄神経灰白質
脳 大脳基底核 アルツハイマー病　（ＡＤ）
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄硬膜外葉
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅠ
脳 脳下垂体 下垂体後葉終末の分泌顆粒
脳 脳下垂体 プロホルモン
脳 脳下垂体 プロプレソフィジン
脳 脳下垂体 カルボキシ末端のコペプチン
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅡ
脳 脳と脊髄の血管 乳突導出静脈
脳 橋 直接小脳前庭線維　direct　cerebellovestibular　fibers
脳 延　　髄 脊髄神経灰白結節
脳 間脳 フォレル氏H２野
脳 橋 前角運動ニューロン
脳 延　　髄 前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 ベッツ氏巨大錐体細胞
脳 脳下垂体 ＬＨ－ＲＨ
脳 間脳 無摂食症
脳 脳下垂体 ＬＨ
脳 延　　髄 脳幹における脳神経核のカラム構造
脳 大脳基底核 嗅三角
脳 脳と脊髄の血管 表在大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 上瞼板筋
脳 橋 涙腺
脳 延　　髄 涙腺
脳 間脳 中隔野
脳 大脳基底核 前交連
脳 大脳皮質 嗅索
脳 大脳基底核 嗅索
脳 大脳皮質 嗅上皮
脳 大脳基底核 嗅球
脳 大脳皮質 篩骨篩板
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞
脳 橋 外眼筋
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳の静脈
脳 脳と脊髄の血管 内大脳静脈
脳 大脳皮質 嗅球
脳 延　　髄 脊髄の前正中裂
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞血栓症



脳 大脳皮質 嗅細胞
脳 大脳皮質 嗅細胞の軸索
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 硬膜に分布する動脈
脳 脳と脊髄の血管 中硬膜動脈
脳 脳と脊髄の血管 後硬膜動脈
脳 脳と脊髄の血管 前硬膜動脈
脳 大脳基底核 単語
脳 間脳 単語
脳 脳と脊髄の血管 ミューラー筋
脳 脳と脊髄の血管 Ｓ状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 浅中大脳静脈
脳 延　　髄 鼻腺
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 下矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 下矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 浅側頭動脈
脳 脳と脊髄の血管 浅側頭静脈
脳 脳と脊髄の血管 上大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 左椎骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 右椎骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 椎骨動脈
脳 大脳皮質 嗅三角
脳 大脳皮質 嗅糸球体
脳 脳下垂体 binding　protein(BP)
脳 大脳皮質 嗅糸
脳 脳と脊髄の血管 外大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 硬膜静脈洞の内皮細胞
脳 間脳 内側毛帯
脳 間脳 知覚性伝導路の側枝
脳 間脳 知覚性伝導路
脳 橋 三半規管内の膨大部
脳 髄膜と脳脊髄液 視神経交叉
脳 脳と脊髄の血管 海綿間静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 深部大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 前大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 顔面静脈
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 脳底静脈
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞症候群
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞の上壁
脳 脳と脊髄の血管 海綿静脈洞の外側壁
脳 間脳 前頭葉眼窩面皮質
脳 脳と脊髄の血管 前篩骨動脈
脳 脳と脊髄の血管 大脳の静脈の深部静脈系
脳 大脳基底核 言語理解
脳 間脳 言語理解
脳 脳と脊髄の血管 椎骨静脈叢



脳 間脳 体性感覚
脳 間脳 体性感覚野
脳 脳と脊髄の血管 深中大脳静脈
脳 延　　髄 特殊体性求心性ニューロンカラム
脳 延　　髄 特殊臓性遠心性ニューロンカラム
脳 脳と脊髄の血管 大脳の静脈の表在静脈系
脳 大脳基底核 言語
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜上腔
脳 髄膜と脳脊髄液 硬膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳鎌
脳 橋 前庭神経外側核
脳 脳と脊髄の血管 延髄症候群
脳 間脳 第1次体性感覚野
脳 脳と脊髄 皮膚知覚、深部知覚など（体性知覚野）
脳 脳と脊髄 視覚（文字、絵）による言語の理解（視覚性言語野）
脳 脳と脊髄 聴覚による言語の理解（ウェルニッケの聴覚性言語野）
脳 脳と脊髄 発語（ブローカの運動性言語野）
脳 間脳 第1次視覚野
脳 大脳皮質 嗅球の僧帽細胞の軸索
脳 脳と脊髄の血管 脳硬膜の内葉
脳 脳と脊髄の血管 脳硬膜の外葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳軟膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下腔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜
脳 髄膜と脳脊髄液 上矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 上矢状静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 導出静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 脚間槽
脳 髄膜と脳脊髄液 迂回槽
脳 髄膜と脳脊髄液 鞍隔膜
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒内の弁構造
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜顆粒小窩
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜下槽
脳 髄膜と脳脊髄液 ルシュカ孔
脳 髄膜と脳脊髄液 モンロー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 マジャンディー孔
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜静脈洞
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の内葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳硬膜の外葉
脳 大脳基底核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 間脳 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
脳 大脳皮質 嗅細胞の中枢性突起
脳 小脳 尾髄
脳 小脳 仙髄
脳 脳と脊髄の血管 後頭大脳静脈
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳縦裂
脳 脳と脊髄 大脳縦裂
脳 髄膜と脳脊髄液 水頭症



脳 間脳 第1次聴覚野
脳 大脳基底核 大脳の外側溝
脳 脳と脊髄 大脳の外側溝
脳 大脳皮質 中心溝
脳 脳と脊髄 中心溝
脳 間脳 フォレル氏H1野
脳 間脳 ホイブナーの反回動脈
脳 大脳皮質 嗅内野
脳 延　　髄 延髄PH調節機能部位
脳 大脳基底核 理解
脳 間脳 理解
脳 延　　髄 延髄網様体
脳 髄膜と脳脊髄液 交叉槽
脳 延　　髄 延髄外側症候群
脳 大脳基底核 調音
脳 間脳 調音
脳 大脳皮質 楔部
脳 大脳皮質 楔前部
脳 間脳 シャルコー脳出血動脈
脳 脳と脊髄の血管 シャルコー脳出血動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 板間静脈
脳 間脳 パペッツの情動回路
脳 小脳 腰髄
脳 延　　髄 胸髄
脳 延　　髄 頚髄
脳 間脳 延髄
脳 橋 延髄
脳 大脳基底核 延髄
脳 延　　髄 延髄
脳 脳と脊髄 延髄
脳 間脳 恐怖の喪失
脳 大脳皮質 ペリツェウス・メルツバッハ病　[PMD]Pelizaeus-Merzbacher
脳 間脳 クリューヴァー・ビューシー症候群
脳 大脳皮質 メチルマロン酸血症
脳 間脳 負の刺激
脳 大脳皮質 肢節運動失行
脳 脳と脊髄の血管 グルコースの好気的酸化
脳 大脳皮質 手指失行
脳 小脳 物体識別
脳 小脳 非交叉性線維
脳 小脳 非交叉性室頂核遠心性線維
脳 小脳 反跳現象(はね返り現象)
脳 脳下垂体 マンノース
脳 大脳基底核 アセチルコリン
脳 間脳 高周波
脳 間脳 低周波
脳 間脳 耳
脳 脳下垂体 血清総サイロキシン(T4)
脳 間脳 正の刺激



脳 脳と脊髄の血管 グリコーゲン
脳 脳下垂体 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脳 脳下垂体 グルコサミン
脳 脳下垂体 シアル酸　（ＳＡ）
脳 脳と脊髄の血管 グルコース
脳 脳下垂体 ガラクトサミン
脳 間脳 浸透圧
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の中指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の母指
脳 大脳基底核 アテトーゼ athetosis
脳 大脳基底核 コリン作動系
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の薬指
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眉
脳 橋 ロ蓋神経
脳 延　　髄 薄束核
脳 脳下垂体 クッシング病
脳 大脳基底核 自発運動
脳 延　　髄 灰白質
脳 大脳基底核 電位
脳 間脳 電位
脳 延　　髄 運動覚(感覚)
脳 延　　髄 灰白結節
脳 延　　髄 外弓状線維
脳 延　　髄 縫線核
脳 延　　髄 胸髄核
脳 延　　髄 筋板
脳 延　　髄 薄束結節
脳 大脳基底核 高次運動の調節
脳 間脳 高次運動の調節
脳 大脳基底核 高次運動
脳 間脳 高次運動
脳 延　　髄 延髄のオリーブ
脳 延　　髄 延髄開放部
脳 延　　髄 延髄網様体脊髄路
脳 間脳 自閉症
脳 間脳 隣家の長女への嫉妬
脳 間脳 隣家の次女への劣等感
脳 間脳 隣家の長女への劣等感
脳 間脳 呼吸と脈拍の増加
脳 間脳 犬の鳴き声
脳 脳と脊髄の血管 血栓
脳 脳下垂体 フルクトース
脳 間脳 隣家
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の足
脳 間脳 犬霊
脳 間脳 犬
脳 脳と脊髄の血管 視床穿通動脈
脳 脳と脊髄の血管 視床膝状態動脈
脳 間脳 腎尿細管



脳 大脳皮質 リーリン Reelin
脳 脳と脊髄の血管 視床上部静脈
脳 大脳基底核 応機制　（Adjustment mechanism）
脳 大脳基底核 防衛機制
脳 脳と脊髄の血管 線条体静脈
脳 大脳基底核 ポジティブフィードバック
脳 間脳 ポジティブフィードバック
脳 脳下垂体 CRHーACTHーコルチソール系
脳 脳と脊髄の血管 視床線条体静脈
脳 大脳皮質 多発性硬化症　大脳型
脳 小脳 多発性硬化症　小脳型
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈床突起上部
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈錐体内部
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈海綿静脈洞内部
脳 髄膜と脳脊髄液 聴神経腫瘍
脳 大脳皮質 大脳皮質基底核変性症
脳 脳と脊髄の血管 後下小脳動脈
脳 脳下垂体 アジソン病
脳 脳と脊髄の血管 頚動脈管
脳 脳と脊髄の血管 頚動脈サイフォン
脳 脳と脊髄の血管 大後頭孔
脳 脳と脊髄の血管 橋静脈
脳 脳 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
脳 脳と脊髄の血管 上小脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 下小脳静脈
脳 間脳 恐怖の表情表現の信号
脳 間脳 恐怖の表情
脳 間脳 聴覚皮質野
脳 脳 脳軟化症
脳 脳と脊髄の血管 後頭蓋窩の硬膜
脳 間脳 扁桃体の過剰な活動
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈の動脈瘤
脳 間脳 脳幹の網様体
脳 延　　髄 脳幹の網様体　
脳 大脳皮質 着衣失行
脳 脳と脊髄の血管 未破裂脳動脈瘤
脳 大脳皮質 メンケス症
脳 脳と脊髄の血管 後頭静脈
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 脳と脊髄の血管 後頭静脈洞
脳 間脳 鳴き声
脳 間脳 社会恐怖
脳 脳と脊髄の血管 小脳失調
脳 橋 咬筋
脳 延　　髄 大動脈弓
脳 橋 節前ニューロン
脳 脳と脊髄 頭頂葉
脳 大脳皮質 失行
脳 大脳皮質 失語



脳 大脳皮質 失読
脳 橋 顎下腺
脳 延　　髄 顎下腺
脳 脳と脊髄の血管 前床突起上部
脳 橋 眼神経
脳 脳と脊髄の血管 上吻合静脈
脳 脳と脊髄の血管 下吻合静脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈（左）
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈（右）
脳 間脳 内頚動脈
脳 延　　髄 内頚動脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈
脳 脳と脊髄の血管 内頚動脈頚部
脳 橋 橋網様体 pontine reticular formation
脳 橋 橋核路
脳 脳 橋核路
脳 間脳 橋
脳 橋 橋
脳 延　　髄 橋
脳 脳と脊髄 橋
脳 脳 橋
脳 間脳 視床の髄板内核群
脳 延　　髄 視床の髄板内核群
脳 間脳 視床の正中核群
脳 間脳 大脳半球
脳 小脳 大脳半球
脳 大脳基底核 大脳半球
脳 間脳 視床の後腹側核
脳 大脳皮質 中隔核
脳 橋 視床外側腹側核
脳 橋 表情筋
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞
脳 大脳皮質 大脳半球（左脳）
脳 脳と脊髄 大脳半球（左脳）
脳 脳 大脳半球（左脳）
脳 脳と脊髄 視床腹部
脳 脳 視床
脳 脳と脊髄の血管 眼動脈
脳 大脳基底核 終脳
脳 延　　髄 終脳
脳 脳 終脳
脳 間脳 聴覚（聴覚野）
脳 脳と脊髄 聴覚（聴覚野）
脳 脳 聴覚（聴覚野）
脳 脳 脳　(全体)
脳 脳と脊髄の血管 脳出血
脳 脳と脊髄の血管 脳梗塞
脳 脳 灰白隆起
脳 脳と脊髄の血管 脳の動脈



脳 小脳 小脳性歩行失調
脳 小脳 小脳半球症候群
脳 小脳 小脳虫部症候群
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳水道
脳 脳 中脳水道
脳 小脳 小脳性言語障害(構音障害)
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 脳と脊髄 大脳半球（右脳）
脳 脳 大脳半球（右脳）
脳 間脳 副腎
脳 髄膜と脳脊髄液 クモ膜 (脳)
脳 脳 クモ膜 (脳)
脳 間脳 中脳
脳 橋 中脳
脳 延　　髄 中脳
脳 脳と脊髄 中脳
脳 脳 中脳
脳 間脳 中脳黒質
脳 間脳 帯状回
脳 大脳皮質 帯状回
脳 大脳基底核 帯状回
脳 脳 帯状回
脳 脳 呼吸中枢
脳 脳と脊髄 側頭葉　(右）
脳 脳 側頭葉　(右）
脳 間脳 視覚野
脳 脳 視覚野
脳 小脳 平行線維系
脳 脳 被蓋
脳 間脳 中大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 中大脳動脈
脳 脳 中大脳動脈
脳 間脳 大脳皮質
脳 橋 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳皮質
脳 大脳基底核 大脳皮質
脳 延　　髄 大脳皮質
脳 脳と脊髄 大脳皮質（灰白質）
脳 脳 大脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の白質
脳 脳と脊髄 大脳髄質（白質）
脳 間脳 視床の外側腹側核
脳 間脳 視床背内側核
脳 大脳皮質 視床背内側核
脳 大脳基底核 視床背内側核
脳 脳と脊髄 外套
脳 間脳 視床
脳 大脳基底核 視床
脳 脳と脊髄 視床



脳 脳 視床
脳 間脳 後頭葉
脳 大脳基底核 後頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭葉
脳 脳と脊髄 後頭葉
脳 脳 後頭葉
脳 間脳 視床の中心正中核
脳 間脳 視床の前腹側核
脳 間脳 視床の中隔野
脳 間脳 被殼
脳 大脳基底核 大脳の被殻
脳 大脳基底核 被殻
脳 延　　髄 中枢神経
脳 間脳 視床上部
脳 間脳 視床後部
脳 橋 大脳小脳連関
脳 間脳 視床前核
脳 間脳 視床上溝
脳 間脳 視床皮質
脳 間脳 視床枕
脳 大脳皮質 皮質下丘路
脳 間脳 後大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 後大脳動脈
脳 脳 後大脳動脈
脳 間脳 小脳
脳 小脳 小脳
脳 橋 小脳
脳 脳と脊髄 小脳
脳 脳 小脳
脳 橋 三半規管
脳 脳と脊髄の血管 頭
脳 間脳 視床の外側膝状体
脳 間脳 扁桃核
脳 脳 扁桃核
脳 間脳 嗅脳
脳 大脳皮質 嗅脳
脳 大脳基底核 嗅脳
脳 脳 嗅脳
脳 間脳 左扁桃体
脳 大脳皮質 嗅葉
脳 延　　髄 第6胸神経
脳 橋 後頭筋
脳 大脳皮質 小帯回
脳 延　　髄 大動脈弓の圧受容器
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂連合野
脳 大脳基底核 半卵円中心
脳 脳と脊髄の血管 Horner症候群
脳 大脳皮質 失書
脳 大脳皮質 失認



脳 大脳皮質 大脳の下側頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の上前頭回
脳 大脳皮質 後内側腹側核
脳 大脳皮質 歯状回顆粒細胞
脳 大脳皮質 歯状回の顆粒層
脳 脳と脊髄の血管 頚鼓動脈
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂小葉
脳 大脳皮質 歯状回
脳 大脳皮質 後梁下溝
脳 大脳皮質 歯状回の多形細胞層
脳 大脳皮質 大脳の下側頭回
脳 脳と脊髄の血管 橋枝
脳 延　　髄 網様体
脳 大脳皮質 後頭側頭溝
脳 間脳 視床の前核群
脳 間脳 視床の前内側核
脳 間脳 視床の前背側核
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の口唇
脳 大脳皮質 交連後脳弓
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の小指
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肩
脳 大脳皮質 皮質橋核路
脳 大脳基底核 大脳の島皮質
脳 大脳基底核 大脳の右島
脳 大脳基底核 大脳の左島
脳 脳下垂体 尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 大脳皮質 視床連合核
脳 大脳皮質 大脳の下頭頂連合野
脳 延　　髄 鰓弓に由来する横紋筋　
脳 大脳皮質 大脳の外側溝上行枝
脳 大脳皮質 大脳の外側溝前枝
脳 間脳 青斑核
脳 脳 中脳被蓋
脳 大脳皮質 終板
脳 延　　髄 血液中の酸素分圧
脳 大脳皮質 終板傍回
脳 大脳皮質 大脳の外側溝
脳 脳 中脳梗塞
脳 延　　髄 第6鰓弓
脳 間脳 外背側被蓋核
脳 小脳 小脳性運動失調
脳 延　　髄 第3鰓弓
脳 延　　髄 第4鰓弓
脳 延　　髄 鰓弓　
脳 大脳皮質 大脳の外側溝後枝
脳 大脳皮質 帯状溝
脳 大脳皮質 帯状回峡
脳 大脳皮質 苔状線維



脳 大脳皮質 視床の内側膝状体
脳 脳と脊髄の血管 後交通動脈
脳 間脳 大脳基底核
脳 大脳基底核 大脳基底核
脳 大脳基底核 基底核皮質
脳 大脳基底核 左右の大脳基底核の活動のバランス
脳 小脳 新小脳
脳 間脳 視床の背外側核
脳 大脳皮質 小脳水平裂
脳 延　　髄 小脳半球虫部傍部
脳 大脳皮質 糸球体
脳 大脳皮質 錯語
脳 大脳皮質 錯文法
脳 延　　髄 上ノト且函月却
脳 延　　髄 小脳半球
脳 延　　髄 小脳半球中間部
脳 大脳皮質 視覚構成障害
脳 大脳皮質 視床の小細胞性部
脳 大脳皮質 視空間失認
脳 大脳皮質 視覚連合野
脳 大脳皮質 視覚前野
脳 間脳 外側核
脳 間脳 基底外側核
脳 間脳 腹側被蓋野
脳 脳と脊髄の血管 前交通動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 後頭静脈洞
脳 間脳 右扁桃体
脳 大脳皮質 交連前脳弓
脳 間脳 基底外側複合体
脳 橋 後耳介筋
脳 大脳基底核 脳波
脳 脳 脳波
脳 橋 膝神経節
脳 小脳 室頂核遠心性線維
脳 小脳 中小脳脚
脳 大脳皮質 大脳の角回
脳 橋 ラセン神経節
脳 間脳 血液中のブドウ糖濃度
脳 大脳基底核 線条体黒質路
脳 小脳 小脳半球の上半月小葉
脳 小脳 小脳のLobule　I
脳 小脳 小脳のLobule　II
脳 小脳 小脳のLobule　III
脳 小脳 小脳のLobule　IV
脳 小脳 小脳のLobule　IX
脳 小脳 小脳のLobule　V
脳 小脳 小脳のLobule　VI
脳 小脳 小脳のLobule　VII
脳 小脳 小脳のLobule　VIII



脳 間脳 前外側中心枝の外側枝
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝の外側枝
脳 小脳 小脳のLobule　X
脳 大脳皮質 大脳の上頭頂小葉
脳 小脳 小脳半球虫部傍部
脳 小脳 小脳半球の片葉
脳 小脳 小脳半球の下半月小葉
脳 小脳 同側小脳皮質
脳 脳と脊髄の血管 後外側中心枝
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の皮質枝
脳 小脳 二次前庭小脳線維
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の中心枝
脳 小脳 小脳の苔状線維
脳 小脳 小脳の第1裂
脳 小脳 小脳の第2裂
脳 小脳 視床外側腹側核
脳 小脳 小脳の中位核
脳 小脳 小脳の虫部垂
脳 小脳 小脳の虫部傍部(中間部)
脳 小脳 小脳の虫部錐体
脳 大脳皮質 上頭頂連合野
脳 間脳 嗅内野海馬投射
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上腕
脳 大脳皮質 上前頭回
脳 橋 橋の縦橋線維　longitudinal　pontine　fibers
脳 橋 橋背部　dorsal　portion(橋被蓋　pontine tegmentum)
脳 橋 橋の背側
脳 橋 正中傍橋網様体
脳 小脳 視床前腹側核
脳 間脳 視床の連合核
脳 橋 縦橋線維
脳 間脳 視床の後内側腹側核
脳 延　　髄 視床の後内側腹側核
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の手根
脳 小脳 上小脳脚交叉
脳 大脳基底核 上小脳脚交叉
脳 橋 橋腹側部の線維
脳 小脳 前庭小脳路
脳 小脳 小脳半球の小脳扁桃
脳 小脳 小脳半球の単小葉
脳 間脳 横橋線維
脳 小脳 小脳半球の四角小葉　quadrangular　lobule
脳 大脳皮質 皮質視蓋路
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の上肢
脳 大脳皮質 大脳の下前頭回
脳 大脳皮質 求心線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の示指
脳 大脳皮質 ブローカ失語症
脳 小脳 小脳の虫部葉



脳 小脳 小脳の虫部隆起
脳 脳と脊髄の血管 上小脳動脈
脳 小脳 小脳の登上線維
脳 小脳 小脳の矢状面
脳 小脳 小脳の平行線維
脳 小脳 小脳の片葉小節葉
脳 間脳 視床ヒモ
脳 大脳皮質 眼窩前頭皮質
脳 大脳皮質 大脳の上側頭連合野
脳 小脳 小脳右半球
脳 小脳 小脳左半球
脳 間脳 自律神経系の中枢
脳 大脳皮質 終脳胞
脳 大脳皮質 眼窩面皮質
脳 大脳皮質 大脳の視覚連合野
脳 橋 中脳中心灰白質
脳 橋 聴覚路
脳 橋 聴覚路の二次線維
脳 橋 聴覚路の三次線維
脳 橋 歯状核
脳 間脳 視床の感覚性中継核
脳 小脳 小脳皮質のゴルジ細胞
脳 橋 VL核ニューロン
脳 大脳皮質 新皮質の第6層(多形細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第6層の紡錘形細胞
脳 小脳 小脳の外側核(歯状核)
脳 大脳基底核 前核
脳 大脳基底核 中脳脚間核
脳 大脳基底核 中心灰白質中脳
脳 脳と脊髄の血管 前下小脳動脈
脳 橋 脊髄前庭路　spinovestibular　tract
脳 小脳 小脳皮質の軟膜
脳 小脳 小脳皮質の星状細胞
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層のプルキンエ細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の分子層のプルキンエ細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞層
脳 小脳 小脳皮質のプルキンエ細胞



脳 小脳 小脳皮質のバスケット細胞
脳 大脳皮質 大脳の上行枝
脳 大脳皮質 大脳の三角部
脳 脳下垂体 急性副腎不全
脳 大脳基底核 大脳の前障
脳 間脳 中脳灰白質
脳 間脳 中脳被蓋
脳 大脳皮質 新皮質の第5層の大型錐体細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第5層(内錐体細胞層)
脳 間脳 中脳の脚間核
脳 間脳 中脳の腹側被蓋核
脳 間脳 中脳の背側被蓋核
脳 間脳 副基底核
脳 橋 二次前庭小脳線維
脳 大脳基底核 帯状束
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 鈎状束　uncinate　fascicle
脳 橋 非交叉性線維
脳 橋 片葉小節葉
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層の顆粒細胞の細胞体
脳 小脳 小脳皮質の顆粒細胞層
脳 橋 室頂核前庭線維
脳 大脳皮質 キース・ベヒテレフ線条
脳 大脳基底核 小脳性振戦
脳 大脳皮質 新皮質の第4層の星状細胞
脳 大脳皮質 新皮質の第4層(内顆粒細胞層)
脳 大脳基底核 小脳皮質
脳 大脳皮質 大脳の原皮質
脳 橋 菱脳唇
脳 大脳皮質 新皮質の第3層(外錐体細胞層)
脳 大脳皮質 新皮質の第3層の錐体細胞
脳 間脳 大脳脚
脳 橋 視床皮質投射路
脳 橋 大脳皮質運動野
脳 間脳 視床の後外側核
脳 橋 視床VPM核
脳 間脳 大脳皮質連合野
脳 大脳皮質 新皮質の第2層(外顆粒細胞層)
脳 大脳基底核 歯状回
脳 大脳皮質 新皮質の第2層の顆粒細胞
脳 小脳 視床VL核
脳 大脳基底核 視床VL核運動野
脳 大脳基底核 視床下束
脳 間脳 後交通動脈
脳 髄膜と脳脊髄液 大後頭孔
脳 大脳皮質 貫通線維



脳 大脳皮質 新皮質の第1層(分子層)
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞
脳 小脳 小脳の髄体
脳 大脳皮質 新皮質の第1層の錐体細胞の樹状突起
脳 間脳 視床の後外側腹側核
脳 小脳 小脳の水平裂
脳 間脳 視床の非特殊核
脳 大脳皮質 新皮質の交連ニューロン
脳 脳下垂体 中枢性尿崩症
脳 小脳 小脳の外側部
脳 小脳 小脳の後外側裂　posterolateral　Fissure
脳 間脳 大脳皮質運動野
脳 延　　髄 下小脳脚
脳 小脳 下小脳脚内側部
脳 小脳 小脳灰白質
脳 小脳 小脳の球状核
脳 橋 小脳の球状核
脳 小脳 小脳の栓状核
脳 橋 小脳の栓状核
脳 間脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳皮質
脳 小脳 小脳歯状核
脳 小脳 小脳室頂核
脳 小脳 小脳の原小脳
脳 小脳 小脳半球
脳 大脳皮質 身体認識不能
脳 大脳皮質 新皮質の連合ニューロン
脳 間脳 視床下束
脳 間脳 視床下溝
脳 小脳 橋小脳
脳 橋 小脳皮質外側部
脳 間脳 中心核
脳 間脳 基底核
脳 間脳 皮質核
脳 間脳 嗅内野
脳 大脳基底核 嗅脳系
脳 間脳 内側核
脳 間脳 複合体
脳 大脳皮質 前交連
脳 小脳 小脳核細胞
脳 小脳 橋小脳路線維
脳 小脳 橋小脳路
脳 小脳 橋核小脳路
脳 小脳 小脳回　cerebellar　folia
脳 小脳 小脳糸球体
脳 小脳 小脳中心小葉　central　lobule



脳 間脳 中心核との接続を介して恐怖行動を引き起こす
脳 小脳 小脳体の第1裂　primary　Fissure
脳 橋 一次前庭線維　primary　vestibular　fibers
脳 脳と脊髄の血管 前内側中心枝
脳 大脳皮質 連合線維
脳 脳と脊髄の血管 上眼静脈
脳 大脳皮質 皮質視床ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路ニューロン
脳 大脳皮質 皮質脊髄路
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝の内側枝
脳 脳と脊髄の血管 大脳半球の血管の前内側中心枝
脳 脳と脊髄の血管 後内側中心枝
脳 大脳皮質 皮質視床投射
脳 小脳 小脳半球の中心小葉翼 ala of central lobule
脳 間脳 皮質線条体路
脳 脳と脊髄の血管 下眼静脈
脳 大脳皮質 大脳の中側頭回
脳 大脳皮質 大脳の等皮質
脳 脳と脊髄の血管 前外側中心枝
脳 間脳 下垂体静脈
脳 大脳皮質 上頭頂小葉
脳 間脳 皮質網様体路
脳 大脳皮質 皮質網様体路
脳 橋 橋腹側部　ventral　porｔｉon(橋底部)
脳 橋 橋底部
脳 橋 橋背部
脳 間脳 視床の腹側核群
脳 延　　髄 虫部
脳 大脳皮質 内ベヤルジェ線条
脳 大脳基底核 手綱核
脳 大脳皮質 大脳の中心溝
脳 間脳 光刺激
脳 大脳皮質 大脳の中心後回
脳 大脳皮質 大脳の中心前回
脳 大脳皮質 大脳の第1次体性感覚野
脳 大脳皮質 大脳の中心前溝
脳 小脳 小脳の前庭神経核
脳 小脳 小脳半球の二腹小葉
脳 大脳皮質 中隔野
脳 大脳皮質 大脳の中心傍小葉
脳 橋 小脳虫部
脳 大脳皮質 大脳の中前頭回
脳 間脳 糖質コルチコイド
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳外側窩槽
脳 間脳 皮質核路
脳 間脳 非特殊核
脳 間脳 内側視索前野
脳 間脳 内側前脳束



脳 大脳皮質 大脳の中間皮質
脳 大脳皮質 第1次聴覚野
脳 小脳 小脳皮質の分子層
脳 大脳皮質 視神経
脳 脳 ベータ（β）波
脳 大脳基底核 ベータ（β）波
脳 脳 シータ（θ）波
脳 大脳基底核 シータ（θ）波
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳テント
脳 大脳基底核 基底核ｰ皮質コリン作動系
脳 大脳基底核 梨状葉皮質
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳外側面
脳 大脳皮質 第1次視覚中枢
脳 間脳 帯状束
脳 脳 デルタ（δ）波
脳 大脳基底核 デルタ（δ）波
脳 脳 ガンマ（γ）波
脳 大脳基底核 ガンマ（γ）波
脳 橋 小脳前葉虫部
脳 延　　髄 オリーブ小脳路線維
脳 橋 台形体交叉
脳 大脳皮質 大脳皮質内側面
脳 大脳基底核 室周線維系
脳 大脳皮質 大脳の下前頭溝
脳 大脳基底核 視床皮質路
脳 大脳基底核 脚橋被蓋核
脳 間脳 視床皮質投射
脳 大脳皮質 視床皮質投射
脳 大脳基底核 視床皮質投射
脳 延　　髄 オリーブ核の内弓状線維
脳 大脳基底核 室間孔
脳 髄膜と脳脊髄液 室間孔
脳 脳と脊髄の血管 室間孔
脳 大脳皮質 感覚性皮質
脳 間脳 視床髄条
脳 大脳基底核 視床髄条
脳 間脳 視床の運動性中継核
脳 間脳 視床の外側核群
脳 延　　髄 上小脳脚交叉
脳 脳 アルファ（α）波
脳 大脳基底核 アルファ（α）波
脳 大脳皮質 皮質上丘路
脳 小脳 古小脳
脳 小脳 下小脳脚
脳 橋 下小脳脚
脳 橋 中心被蓋路
脳 橋 小脳の外顆粒層
脳 小脳 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 橋 室頂核　　（小脳の内側核）



脳 間脳 小脳核
脳 小脳 小脳核
脳 大脳基底核 小脳核
脳 延　　髄 第1頚神経(C1)の前根
脳 大脳皮質 知能
脳 延　　髄 オリーブ核門
脳 延　　髄 オリーブ核
脳 延　　髄 中小脳脚
脳 延　　髄 灰白質　中心管
脳 延　　髄 中心被蓋路
脳 小脳 小脳体の後葉
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室拡大症
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室上衣細胞
脳 小脳 小脳体
脳 髄膜と脳脊髄液 脳室
脳 脳と脊髄の血管 眼瞼浮腫
脳 脳と脊髄の血管 角膜反射低下
脳 延　　髄 小錐体神経
脳 延　　髄 自律神経系節前ニューロン
脳 脳と脊髄の血管 脳底動脈
脳 橋 橋動脈（脳底動脈の）
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈　(ガレン)
脳 脳と脊髄の血管 大大脳静脈　(ガレン)
脳 髄膜と脳脊髄液 大大脳静脈槽
脳 脳と脊髄の血管 大脳静脈
脳 脳と脊髄の血管 下大脳静脈
脳 延　　髄 楔状束核小脳路
脳 間脳 分界条
脳 大脳基底核 分界条
脳 大脳基底核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 間脳 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 橋 皮質橋核路　corticopｏntine　tract
脳 延　　髄 視床髄板内核
脳 小脳 小脳半球の薄小葉
脳 間脳 内側線条体動脈
脳 大脳皮質 大脳の中心後溝
脳 橋 小脳核
脳 延　　髄 小脳核
脳 延　　髄 皮質網様体路
脳 大脳皮質 歯状回の分子層
脳 延　　髄 手綱三角
脳 延　　髄 自律性神経節
脳 延　　髄 自律性神経核
脳 延　　髄 下窩
脳 大脳基底核 左右の大脳の活動のバランス
脳 脳 ベータ状態
脳 大脳基底核 ベータ状態
脳 脳 シータ状態
脳 大脳基底核 シータ状態



脳 延　　髄 小細胞性網様核
脳 小脳 小脳核赤核路
脳 延　　髄 小脳核赤核路
脳 延　　髄 頸動脈の分岐部にある化学受容器
脳 延　　髄 頚動脈小体
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳延髄槽
脳 髄膜と脳脊髄液 小脳鎌
脳 延　　髄 頚動脈洞の圧受容器
脳 延　　髄 頚動脈洞
脳 延　　髄 小ロ蓋腺
脳 髄膜と脳脊髄液 中脳の中心灰白質
脳 間脳 脊髄前角運動ニューロン
脳 大脳皮質 脊髄前角運動ニューロン
脳 脳 デルタ状態
脳 大脳基底核 デルタ状態
脳 脳 ガンマ状態
脳 大脳基底核 ガンマ状態
脳 間脳 脳弓
脳 大脳皮質 脳弓
脳 大脳基底核 脳弓
脳 延　　髄 後正中溝
脳 延　　髄 延髄下半
脳 小脳 小脳半球外側部
脳 橋 小脳半球外側部
脳 延　　髄 小脳半球外側部
脳 延　　髄 視床VPM核
脳 大脳皮質 心理的皮質
脳 小脳 小脳の正中の虫部vermis
脳 間脳 視床の内側核群
脳 延　　髄 小灰白質
脳 脳 アルファ状態
脳 大脳基底核 アルファ状態
脳 小脳 小脳小舌
脳 延　　髄 小脳小舌
脳 延　　髄 小三角形
脳 橋 中脳の下丘
脳 髄膜と脳脊髄液 横静脈洞
脳 小脳 網様体小脳路
脳 延　　髄 網様体小脳路
脳 延　　髄 下唾液核
脳 大脳皮質 後頭連合野 (大脳)
脳 延　　髄 下核
脳 小脳 上小脳脚
脳 橋 上小脳脚
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄の中心管
脳 髄膜と脳脊髄液 延髄の菱形窩
脳 間脳 視床下核（ルイ氏体)
脳 大脳皮質 皮質下核(視床)
脳 大脳基底核 大脳の視床下核



脳 間脳 延髄錐体
脳 延　　髄 延髄上半
脳 橋 背側縦束
脳 大脳基底核 背側縦束
脳 間脳 脳幹の運動性脳神経核
脳 延　　髄 後頭筋板
脳 脳と脊髄の血管 延髄外側部
脳 大脳基底核 皮質線条体路
脳 延　　髄 皮質赤核路
脳 大脳皮質 アンモン角
脳 脳下垂体 亜急性甲状腺炎
脳 脳下垂体 亜急性甲状腺炎
脳 脳下垂体 下垂体腺腫
脳 脳下垂体 リン酸化プロラクチン
脳 間脳 大うつ病患者
脳 脳と脊髄の血管 ワレンベルグ症候群
脳 脳と脊髄の血管 前脈絡叢動脈
脳 脳と脊髄の血管 下錐体静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞
脳 脳と脊髄の血管 直静脈洞に至る
脳 脳と脊髄 脳性麻痺   cerebral paresis
脳 間脳 恐怖条件付けなどに障害は起きるもの
脳 脳と脊髄の血管 頭頂導出静脈
脳 脳と脊髄の血管 側脳室脈絡叢
脳 間脳 側頭葉前方の大きな損傷
脳 間脳 情動の低下
脳 間脳 パラフレニー
脳 間脳 類破瓜病
脳 間脳 敏感関係妄想
脳 間脳 恐ろしい表情を処理する
脳 間脳 妄想性障害
脳 間脳 精神病
脳 延　　髄 咽頭の筋
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭管
脳 間脳 うつ病
脳 間脳 うつ状態
脳 間脳 恐怖表情
脳 大脳基底核 表情認知課題
脳 間脳 抗うつ薬
脳 間脳 物音
脳 脳と脊髄の血管 動脈洞
脳 脳と脊髄の血管 第三脳室脈絡叢
脳 脳と脊髄の血管 上錐体静脈洞
脳 大脳皮質 頭頂弁蓋部
脳 脳と脊髄の血管 酸化型ヘモグロビン
脳 脳と脊髄の血管 頚静脈
脳 脳と脊髄の血管 下垂体柄
脳 大脳皮質 海馬歯状回



脳 間脳 恐怖行動の産出
脳 間脳 妄想型に類似するが、妄想の内容が異なる
脳 間脳 長期増強を介して行われる
脳 間脳 人格崩壊が少ない妄想型
脳 間脳 非定型精神病
脳 間脳 刺激の記憶と関連付
脳 間脳 刷り込まれている情動的経験の記憶
脳 間脳 恐怖行動を引き起こす
脳 小脳 拮抗性運動反復不能
脳 髄膜と脳脊髄液 女
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 間脳 恐怖条件付けの発現
脳 間脳 恐怖条件付けの獲得
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋骨
脳 間脳 視床網様核
脳 大脳皮質 ツェルウェガー症候群　Zellweger症候群
脳 橋 側頭骨
脳 橋 側頭筋
脳 大脳基底核 有髄線維
脳 間脳 無髄神経線維
脳 延　　髄 横隔膜
脳 脳 聴覚神経
脳 脳 身体精神領
脳 間脳 第三脳室
脳 大脳基底核 第三脳室
脳 延　　髄 第三脳室
脳 脳 第三脳室
脳 脳 休温調節中枢
脳 脳 菱脳
脳 脳 ウエルニッケ領
脳 間脳 下垂体前葉
脳 脳下垂体 下垂体前葉
脳 間脳 下垂体中葉
脳 脳下垂体 下垂体中葉
脳 間脳 下垂体後葉
脳 脳下垂体 下垂体後葉
脳 脳 聴覚精神領
脳 髄膜と脳脊髄液 脈絡叢
脳 脳 脈絡叢
脳 間脳 前頭葉
脳 橋 前頭葉
脳 大脳基底核 前頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 前頭葉
脳 脳と脊髄 前頭葉
脳 脳 前頭葉
脳 脳 嗅覚野
脳 橋 節後ニューロン
脳 延　　髄 節後ニューロン



脳 間脳 側頭葉
脳 橋 脊髄
脳 大脳皮質 脊髄
脳 延　　髄 脊髄
脳 脳と脊髄 脊髄
脳 延　　髄 反回神経
脳 脳 大脳皮質
脳 延　　髄 第1頚神経
脳 間脳 卵巣
脳 延　　髄 節前線維
脳 延　　髄 節後線維
脳 延　　髄 舌下神経
脳 間脳 側脳室
脳 大脳皮質 側脳室
脳 大脳基底核 側脳室
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室
脳 脳 側脳室
脳 延　　髄 舌筋
脳 脳 視覚精神領
脳 間脳 心筋
脳 延　　髄 心筋
脳 延　　髄 喉頭（交感神経系）
脳 間脳 錐体交叉
脳 橋 錐体路 pyramidal tract(皮質脊髄路 corticospinal tract)
脳 延　　髄 錐体路
脳 脳 錐体路
脳 間脳 頭頂葉
脳 大脳基底核 頭頂葉
脳 髄膜と脳脊髄液 頭頂葉
脳 脳 頭頂葉
脳 大脳基底核 大脳の黒質
脳 脳 黒質_
脳 橋 舌下腺
脳 延　　髄 舌下腺
脳 橋 舌
脳 大脳皮質 ニューロン
脳 間脳 淡蒼球　（大脳）
脳 橋 淡蒼球　（大脳）
脳 大脳基底核 淡蒼球　（大脳）
脳 脳 淡蒼球　（大脳）
脳 脳下垂体 舌咽神経
脳 延　　髄 舌咽神経
脳 大脳皮質 側頭葉
脳 大脳基底核 側頭葉
脳 髄膜と脳脊髄液 側頭葉
脳 大脳皮質 樹状突起
脳 橋 上顎神経
脳 延　　髄 上顎神経
脳 延　　髄 耳管



脳 間脳 平滑筋
脳 延　　髄 平滑筋
脳 大脳皮質 記憶
脳 延　　髄 肋間神経
脳 間脳 脳下垂体
脳 脳下垂体 脳下垂体
脳 大脳基底核 脳下垂体
脳 脳と脊髄 脳下垂体
脳 脳 脳下垂体
脳 大脳基底核 迷走神経
脳 延　　髄 迷走神経
脳 小脳 脊髄神経節
脳 延　　髄 脊髄神経節
脳 大脳皮質 海馬支脚
脳 大脳皮質 海馬　（海馬体）
脳 大脳基底核 海馬　（海馬体）
脳 脳と脊髄 海馬　（海馬体）
脳 脳 海馬　（海馬体）
脳 間脳 情動
脳 大脳基底核 学習
脳 間脳 学習
脳 脳下垂体 副甲状腺
脳 脳 パーキンソン氏病   =95030
脳 延　　髄 第2頚神経 C2前根
脳 脳 精神分裂病
脳 延　　髄 骨格筋
脳 脳 読書領
脳 橋 顎下神経節
脳 延　　髄 顎下神経節
脳 橋 中間神経 Ⅶ
脳 延　　髄 中間神経 Ⅶ
脳 橋 三叉神経第3枝(下顎神経)
脳 橋 下顎神経
脳 延　　髄 下顎神経
脳 脳と脊髄 側頭葉　（左）
脳 脳 側頭葉　（左）
脳 間脳 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍
脳 脳下垂体 コルチコトロピン(副腎皮質刺激ホルモン)
脳 脳下垂体 異所性ACTH産生腫瘍
脳 脳 痴呆
脳 脳と脊髄の血管 静脈洞
脳 橋 舌神経
脳 脳と脊髄 脳性小児麻痺
脳 間脳 乳腺
脳 間脳 テストステロン（男性ホルモン）
脳 間脳 成長ホルモン
脳 間脳 正中隆起



脳 間脳 視床下部
脳 橋 視床下部
脳 脳下垂体 視床下部
脳 大脳基底核 視床下部
脳 脳と脊髄 視床下部
脳 脳 視床下部
脳 橋 咀嚼筋　（そしゃく筋）
脳 延　　髄 第7胸神経
脳 大脳皮質 鼻腔
脳 大脳基底核 嗅神経
脳 間脳 腎臓
脳 間脳 バソプレシン vasopressin
脳 脳下垂体 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
脳 延　　髄 咽頭
脳 脳と脊髄 視覚野（視覚）
脳 間脳 視放線
脳 延　　髄 横隔神経
脳 髄膜と脳脊髄液 男
脳 脳 躁鬱病
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の眼瞼
脳 橋 第４脳室　4th　ventricle
脳 延　　髄 第４脳室　4th　ventricle
脳 脳 第４脳室　4th　ventricle
脳 大脳皮質 大脳の新皮質
脳 大脳基底核 大脳の新皮質
脳 脳 大脳の新皮質
脳 脳 性中枢
脳 延　　髄 副神経
脳 橋 内側翼突筋
脳 橋 外側翼突筋
脳 脳下垂体 十二指腸
脳 延　　髄 食道
脳 間脳 無髄線維
脳 間脳 前大脳動脈
脳 脳と脊髄の血管 前大脳動脈
脳 脳 前大脳動脈
脳 延　　髄 舌咽
脳 間脳 外側部
脳 大脳皮質 大脳の感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下腿
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の大腿
脳 脳下垂体 脳下垂体の前葉細胞
脳 間脳 前頭連合野
脳 間脳 前脈絡叢動脈
脳 大脳基底核 側脳室前角の底面
脳 間脳 側脳室前角の底面
脳 大脳皮質 側脳室下角
脳 大脳基底核 側脳室下角
脳 間脳 側脳室下角



脳 小脳 脊髄側索
脳 大脳基底核 側脳室前角
脳 間脳 側脳室前角
脳 大脳皮質 側副溝
脳 間脳 表現の信号
脳 大脳皮質 劣位脳半球
脳 橋 錐体鼓室裂
脳 脳と脊髄の血管 頭頂孔
脳 間脳 嗅覚
脳 大脳基底核 黒質線条体路
脳 大脳基底核 側脳室下角の上面
脳 間脳 側脳室下角の上面
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の舌
脳 脳と脊髄の血管 還元型ヘモグロビン
脳 大脳皮質 大脳の眼窩部
脳 延　　髄 第1次ニューロン
脳 大脳皮質 側頭葉の前端の内側面にある梨状葉前皮質
脳 大脳皮質 側頭連合野
脳 延　　髄 第2次ニューロン
脳 延　　髄 第3次ニューロン
脳 大脳基底核 空間認知領域
脳 大脳皮質 大脳の上側頭溝
脳 脳下垂体 皮膚色素沈着
脳 間脳 情動の喚起　（emotional arousal）
脳 間脳 海馬台
脳 間脳 海馬采
脳 大脳皮質 海馬采
脳 大脳基底核 情動領域
脳 間脳 情動的な出来事に関連付
脳 間脳 下垂体前葉ホルモン
脳 大脳皮質 体性感覚野
脳 間脳 反射亢進の信号
脳 橋 顔面神経膝
脳 橋 顔面神経根
脳 大脳皮質 大脳の上側頭回
脳 間脳 感覚情報
脳 間脳 子宮筋
脳 脳下垂体 PRF(プロラクチン放出因子)
脳 間脳 視索
脳 間脳 視索上核
脳 脳と脊髄 大脳核（大脳基底核）
脳 間脳 調節　（modulation）
脳 大脳皮質 大脳の上前頭溝
脳 脳と脊髄の血管 分界条静脈
脳 大脳基底核 認知領域
脳 橋 副交感性節前線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の前腕
脳 間脳 記憶の調節
脳 大脳基底核 前部帯状回背側部



脳 脳下垂体 原発性副腎皮質機能低下症
脳 間脳 反射亢進
脳 間脳 シナプス応答性
脳 間脳 シナプス応答
脳 間脳 乳頭体
脳 脳下垂体 腸抑制ポリペプチド
脳 脳下垂体 視床下部正中隆起
脳 脳下垂体 視床下部性GnRH欠乏
脳 大脳基底核 前部帯状回吻腹側部
脳 大脳基底核 後部帯状回吻側/中間部
脳 間脳 視床網様体核
脳 間脳 床下部外側野
脳 延　　髄 上唾液核
脳 大脳皮質 大脳の古皮質
脳 大脳皮質 大脳の前頭眼野
脳 延　　髄 第四脳室ヒモ
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の顔
脳 間脳 放出の信号
脳 脳と脊髄の血管 脈絡叢静脈
脳 大脳皮質 扁桃体周囲皮質
脳 大脳皮質 扁桃体周囲野
脳 大脳皮質 外側膝状体鳥距溝路
脳 脳と脊髄の血管 上行咽頭動脈
脳 大脳皮質 外側嗅条
脳 大脳基底核 外側嗅条
脳 大脳皮質 大脳のブローカ中枢
脳 大脳皮質 前梨状野
脳 大脳皮質 大脳のウエルニッケ中枢
脳 間脳 第三脳室脈絡叢
脳 大脳皮質 前有孔質
脳 間脳 下垂体の後葉内の毛細血管の近傍
脳 間脳 前葉ホルモン
脳 大脳皮質 前頭連合野
脳 橋 前頭葉にある前頭眼野
脳 間脳 前頭橋路
脳 間脳 側頭橋路
脳 大脳基底核 嗅覚
脳 脳と脊髄の血管 ホイブナーの反回動脈
脳 間脳 前頭葉底部
脳 間脳 側頭葉連合野
脳 間脳 髄板
脳 間脳 脊髄毛帯
脳 間脳 髄板内核群
脳 大脳皮質 前梁下溝
脳 大脳皮質 前梨状葉皮質
脳 大脳基底核 側脳室の後角
脳 大脳基底核 側脳室の前角
脳 大脳基底核 側脳室の下角
脳 大脳基底核 側脳室の中心部



脳 小脳 シナプス接続
脳 橋 後鼻枝
脳 間脳 錐体細胞
脳 橋 錐体交叉
脳 大脳基底核 淡蒼球視床路
脳 大脳皮質 外側後頭側頭回
脳 大脳皮質 外ベヤルジェ線条
脳 大脳基底核 黒質網様部
脳 小脳 抑制性ニューロン
脳 間脳 淡蒼球内節
脳 間脳 淡蒼球外節
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球外節
脳 間脳 淡蒼球視床下部路
脳 大脳基底核 大脳の淡蒼球内節
脳 間脳 淡蒼球視床路
脳 大脳基底核 視床下核淡蒼球路
脳 大脳基底核 側頭極
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の中心部
脳 延　　髄 第4次ニューロン
脳 間脳 視床下部内側野の後核
脳 間脳 視床下部内側野の下垂体投射核
脳 間脳 上頚神経節
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下顎
脳 間脳 淡蒼球視床路線維
脳 脳下垂体 子宮平滑筋
脳 間脳 隆起漏斗路
脳 間脳 隆起下垂体路
脳 大脳皮質 感覚性失語症
脳 大脳皮質 大脳の運動性言語中枢
脳 大脳皮質 大脳の運動前野
脳 大脳基底核 視床下部下垂体路
脳 大脳基底核 海馬鈎
脳 間脳 海馬白板
脳 間脳 情動の学習
脳 間脳 視交叉上核
脳 大脳基底核 顔面神経根
脳 橋 顔面神経核
脳 大脳基底核 顔面神経核
脳 橋 顔面神経丘
脳 橋 顔面神経管
脳 延　　髄 腸管神経叢
脳 大脳皮質 シナプス結合
脳 大脳基底核 海馬傍回
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の膝
脳 間脳 プロジェステロン
脳 間脳 視索前域
脳 間脳 視索前野
脳 脳下垂体 PIF(プロラクチン抑制因子)
脳 大脳皮質 大脳の横側頭回



脳 間脳 記憶固定　（memory consolidation）
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の下肢
脳 脳下垂体 視床下部の神経分泌細胞
脳 間脳 臓性機能
脳 間脳 臓性感覚
脳 間脳 聴放線
脳 大脳皮質 大脳の横後頭溝
脳 間脳 記憶の形成
脳 間脳 記憶固定の調節
脳 間脳 記憶の貯蔵
脳 大脳基底核 記憶
脳 間脳 記憶
脳 脳下垂体 ACTH単独欠損症
脳 間脳 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン）
脳 脳下垂体 コートリル(副腎皮質ホルモン)
脳 間脳 視床下部内側野
脳 脳と脊髄の血管 横静脈洞
脳 延　　髄 副交感神経節後ニューロン
脳 橋 2次前庭小脳線維
脳 橋 第一次前庭線維
脳 延　　髄 副交感神経節前ニューロン
脳 大脳皮質 線条体
脳 小脳 拮抗筋
脳 大脳皮質 接線線維
脳 延　　髄 副交感性の節前ニューロン
脳 脳下垂体 筋減少症
脳 間脳 乳頭体脚
脳 間脳 乳腺刺激ホルモン
脳 間脳 持続的な興奮性シナプス後電位
脳 延　　髄 横隔神経核
脳 脳下垂体 GHRH(成長ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 GIH(成長ホルモン抑制ホルモン)
脳 間脳 視床下部内側核群
脳 間脳 視床下部外側野
脳 間脳 視床下部外側核群
脳 間脳 視床下部下垂体系の神経核
脳 間脳 視床下部下垂体系
脳 間脳 視床下部ホルモン
脳 間脳 視床下部の室周層
脳 間脳 持続的な興奮性シナプス後電位によりシナプス応答性を上げる
脳 大脳基底核 貫通線維
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の肘
脳 大脳基底核 嗅内野
脳 間脳 乳腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン
脳 脳下垂体 腎性尿崩症
脳 脳下垂体 デスモプレシン（抗利尿ホルモン）
脳 間脳 歯状核視床路
脳 大脳皮質 後外側腹側核



脳 大脳皮質 後角
脳 大脳皮質 古皮質
脳 大脳皮質 原皮質
脳 間脳 視床網様核ニユーロンの軸索
脳 間脳 視床網様核ニューロン
脳 小脳 大脳小脳
脳 大脳皮質 大脳の縁上回
脳 間脳 視交叉
脳 大脳皮質 梨状葉前皮質
脳 大脳基底核 梨状葉前皮質
脳 橋 第四脳室底
脳 延　　髄 第四脳室外側陥凹
脳 延　　髄 副神経脊髄根
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の胴
脳 脳下垂体 下垂体後葉ホルモン
脳 脳と脊髄の血管 右前大脳動脈
脳 脳下垂体 コルチコトロピン様中葉ペプチド
脳 脳下垂体 βエンドルフィン
脳 脳と脊髄の血管 左前大脳動脈
脳 間脳 視床下部内側野の腹内側核
脳 間脳 視床下部内側野の背内側核
脳 間脳 視床下部内側野の乳頭体
脳 大脳皮質 幻嗅
脳 大脳基底核 大脳の尾状核尾
脳 間脳 視床下部内側野の乳頭体核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核体
脳 間脳 視床下部内側野の前核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核頭
脳 間脳 視床下部内側野の視索上核
脳 間脳 視床下部内側野の室傍核
脳 延　　髄 上オリーブ核
脳 大脳皮質 海馬足
脳 延　　髄 気管支腺
脳 大脳皮質 海馬の透明層
脳 大脳皮質 海馬の頂上樹状突起
脳 大脳皮質 内側前前頭葉皮質
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室脈絡叢
脳 延　　髄 外側網様核
脳 延　　髄 外側皮質脊髄路
脳 大脳皮質 髄放線
脳 大脳基底核 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 間脳 黒質緻密部　（ＳＮ）
脳 大脳皮質 海馬白板
脳 大脳皮質 下側頭回
脳 大脳皮質 感覚性言語中枢
脳 大脳皮質 海馬傍回
脳 大脳皮質 海馬台
脳 大脳皮質 錐体路の起始ニューロン



脳 大脳皮質 頭頂後頭溝
脳 大脳皮質 頭頂下溝
脳 大脳基底核 黒質緻密部
脳 延　　髄 前側脊髄視床路の側枝
脳 延　　髄 位置覚
脳 大脳皮質 内側後頭側頭回
脳 大脳皮質 海馬の細胞体基底部
脳 大脳皮質 鈎回発作
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈の内側枝
脳 大脳皮質 有線領
脳 延　　髄 胃腸の平滑筋
脳 延　　髄 外側脊髄視床路の側枝
脳 大脳皮質 僧帽細胞
脳 延　　髄 迷走神経下神経節
脳 脳と脊髄の血管 頚静脈孔
脳 大脳皮質 大脳の前頭前野
脳 大脳皮質 大脳の第1次運動野 primary motor area
脳 大脳皮質 海馬の基底樹状突起
脳 延　　髄 外側脊髄視床路
脳 大脳皮質 大脳の前頭連合野
脳 大脳皮質 大脳の第2次運動野
脳 大脳皮質 網様体
脳 脳と脊髄の血管 後脈絡叢動脈の外側枝
脳 大脳皮質 流暢失語
脳 脳下垂体 自己免疫性下垂体炎
脳 大脳皮質 角回
脳 大脳皮質 海馬の上昇層
脳 延　　髄 顔面神経核
脳 髄膜と脳脊髄液 脊柱管
脳 小脳 協同筋
脳 大脳皮質 海馬の分子層
脳 大脳皮質 保続
脳 大脳皮質 海馬溝
脳 大脳皮質 大脳の頭頂間溝
脳 大脳皮質 梨状葉前野
脳 大脳皮質 海馬鈎回
脳 延　　髄 下部咽頭筋
脳 脳と脊髄の血管 後脊髄動脈
脳 延　　髄 外側網様体脊髄路
脳 大脳皮質 精神盲
脳 大脳皮質 精神運動発作
脳 大脳皮質 海馬鈎
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈洞交会
脳 脳と脊髄の血管 前脊髄動脈
脳 大脳皮質 血栓性静脈炎
脳 延　　髄 咽頭弓
脳 大脳皮質 大脳の弁蓋部
脳 大脳皮質 大脳の補足運動野
脳 延　　髄 咽頭絞扼反射



脳 大脳皮質 大脳皮質外側面
脳 大脳皮質 大脳の不等皮質
脳 大脳皮質 立体認識不能
脳 大脳皮質 海馬の多形細胞層
脳 大脳皮質 梨状葉
脳 橋 小脳核ニューロンの軸索
脳 大脳皮質 海馬の顆粒細胞層
脳 大脳皮質 海馬の放射状層
脳 大脳皮質 海馬の網状・分子層
脳 大脳皮質 乳頭体
脳 大脳皮質 内側膝状体側頭葉路
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室外側孔
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中口
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室正中孔
脳 大脳皮質 海馬の錐体細胞層
脳 延　　髄 第四脳室髄条
脳 延　　髄 副神経脊髄核
脳 大脳皮質 下頭頂小葉
脳 延　　髄 第四脳室正中溝
脳 間脳 前交通動脈
脳 延　　髄 第四脳室脈絡板
脳 大脳皮質 優位脳半球
脳 脳と脊髄の血管 全外眼筋
脳 延　　髄 消化腺
脳 髄膜と脳脊髄液 脊髄終糸
脳 脳と脊髄の血管 全外眼筋のマヒ
脳 髄膜と脳脊髄液 第三脳室脈絡叢
脳 延　　髄 皮質オリーブ路
脳 延　　髄 脊髄網様体路
脳 延　　髄 脊髄後角
脳 延　　髄 皮質脊髄路
脳 延　　髄 脊髄の前角運動ニューロン
脳 延　　髄 脊髄前角
脳 延　　髄 皮質脊髄路線維
脳 延　　髄 脊髄側索
脳 延　　髄 舌下神経核
脳 延　　髄 舌筋運動
脳 延　　髄 喉頭蓋の味覚
脳 延　　髄 喉頭蓋
脳 延　　髄 大錐体神経
脳 延　　髄 錐体
脳 延　　髄 錐体交叉
脳 延　　髄 錐体前索路
脳 延　　髄 唾液分泌
脳 間脳 頭頂葉連合野
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の後角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の前角
脳 髄膜と脳脊髄液 側脳室の下角



脳 延　　髄 舌咽神経洞枝
脳 延　　髄 体性遠心性ニューロン
脳 延　　髄 舌咽神経下神経節
脳 延　　髄 髄板内核群
脳 延　　髄 知覚性脳神経核
脳 延　　髄 体の識別性触圧覚
脳 延　　髄 顔面神経丘
脳 延　　髄 最後野
脳 延　　髄 茎突咽頭筋
脳 延　　髄 副交感性節前ニューロン
脳 髄膜と脳脊髄液 静脈圧
脳 延　　髄 上部咽頭筋
脳 延　　髄 後根神経節
脳 大脳皮質 視床沈核
脳 延　　髄 副楔状束核
脳 延　　髄 前皮質脊髄路
脳 延　　髄 汎性視床皮質投射
脳 延　　髄 副神経の延髄根
脳 橋 伸筋支配運動ニューロンヘ
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内圧亢進症
脳 延　　髄 咳嗽
脳 延　　髄 舌咽・迷走神経の下神経節
脳 脳と脊髄の血管 過食障害
脳 脳と脊髄の血管 拒食障害
脳 脳と脊髄の血管 第６頚椎の横突孔
脳 脳下垂体 甲状腺癌
脳 脳下垂体 甲状腺組織カルチノイド
脳 脳と脊髄の血管 半身不髄
脳 脳と脊髄の血管 縮瞳
脳 脳と脊髄の血管 片麻痺
脳 脳と脊髄の血管 摂食障害
脳 脳下垂体 先天性甲状腺機能低下症
脳 脳下垂体 甲状腺乳頭癌
脳 間脳 様々な対象に対する過剰反応
脳 脳下垂体 甲状腺腫瘍
脳 大脳皮質 記憶錯誤
脳 大脳皮質 アレクサンダー病　Alexander病
脳 間脳 双極性障害
脳 脳下垂体 慢性甲状腺炎
脳 脳と脊髄の血管 瞳孔散大筋
脳 間脳 過剰反応
脳 大脳皮質 カナバン病　（Canavan病)
脳 脳下垂体 甲状腺悪性リンパ腫
脳 大脳皮質 記憶増進　(病的に亢進している)
脳 大脳基底核 ストレスに対する感受性
脳 間脳 ストレスホルモンの放出
脳 間脳 障害を起こす
脳 間脳 刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合
脳 大脳基底核 恐怖条件付け



脳 間脳 恐怖条件付け
脳 間脳 刺激と予測される嫌悪的な出来事
脳 脳下垂体 甲状腺未分化癌
脳 脳下垂体 甲状腺濾胞癌
脳 脳下垂体 多発性硬化症甲状腺型
脳 間脳 恐怖条件付けの祭、感覚情報
脳 脳下垂体 甲状腺ホルモン
脳 脳と脊髄 失読症
脳 間脳 精巣
脳 脳下垂体 副甲状腺ホルモン
脳 間脳 卵胞刺激ホルモン(FSH)
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖
脳 橋 眼輪筋
脳 脳 脳様癌
脳 延　　髄 総頚動脈
脳 間脳 松果体
脳 延　　髄 松果体
脳 脳 松果体
脳 間脳 メラトニン
脳 橋 口輪筋
脳 延　　髄 視神経 (眼)
脳 脳下垂体 甲状腺
脳 橋 滑車神経
脳 延　　髄 滑車神経
脳 延　　髄 滑車神経 Ⅳ
脳 脳と脊髄の血管 滑車神経
脳 橋 外転神経
脳 延　　髄 外転神経　Ⅵ
脳 脳と脊髄の血管 外転神経
脳 脳下垂体 チロキシン
脳 間脳 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳 脳下垂体 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳 間脳 ソマトスタチン (SS)
脳 脳下垂体 ソマトスタチン (SS)
脳 脳と脊髄の血管 内頚静脈
脳 間脳 網膜
脳 間脳 黄体化ホルモン
脳 間脳 パラノイア
脳 間脳 オキシトシン　oxytOCin
脳 脳下垂体 オキシトシン(分娩時の子宮収縮を行うホルモン）
脳 間脳 トリプトファン
脳 脳と脊髄の血管 感覚解離
脳 延　　髄 第1次体性感覚野
脳 延　　髄 外頚動脈
脳 橋 上髄帆滑車神経交叉 
脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の頚
脳 大脳皮質 鼻腔の嗅上皮
脳 間脳 卵胞刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳と脊髄の血管 迷路動脈



脳 大脳皮質 大脳の運動野の体部位局所配列の嚥下
脳 脳と脊髄の血管 線条体枝
脳 間脳 上行性網様体賦活系
脳 間脳 上頭頂連合野
脳 間脳 視蓋前域
脳 間脳 上側頭連合野
脳 橋 滑車神経核
脳 脳下垂体 甲状腺様癌
脳 間脳 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 転移性悪性腫瘍
脳 間脳 ソマトメジン
脳 橋 動眼神経核
脳 間脳 黄体化ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 黄体形成ホルモン放出ホルモン(LHRH)
脳 大脳皮質 外側視床下部
脳 脳と脊髄の血管 顆管
脳 脳下垂体 βメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 脳下垂体 プロオピオメラノコルチコトロピン(POMC)
脳 脳と脊髄の血管 外側線条体動脈
脳 脳と脊髄の血管 内側線条体動脈
脳 間脳 松果体細胞
脳 間脳 メラトニンの濃度
脳 延　　髄 滑車神経核
脳 延　　髄 外転神経核
脳 脳下垂体 βリポトロピン(βＬPH)
脳 脳下垂体 ＦＳＨ
脳 延　　髄 体性知覚
脳 橋 温痛覚
脳 延　　髄 温痛覚
脳 延　　髄 体性感覚野
脳 延　　髄 触圧覚
脳 延　　髄 体節に由来する横紋筋
脳 延　　髄 体節
脳 延　　髄 識別性触圧覚
脳 延　　髄 輪状甲状筋
脳 間脳 電波による全扁桃体の選択的な損傷
脳 脳と脊髄の血管 中風(ちゅうふう、ちゅうぶう)
脳 大脳皮質 ロイコジストロフィー　（脳白質変性症）
脳 脳と脊髄の血管 嚥下困難
脳 間脳 被害妄想
脳 間脳 被害者意識
脳 間脳 硬直　（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）
脳 間脳 錯乱
脳 脳と脊髄の血管 めまい
脳 橋 アブミ骨筋
脳 延　　髄 横紋筋
脳 間脳 神経結合
脳 延　　髄 視神経Ⅱ



脳 脳と脊髄の血管 視神経
脳 延　　髄 動眼神経Ⅲ
脳 脳と脊髄の血管 動眼神経
脳 間脳 耳
脳 間脳 視神経交叉
脳 間脳 視神経
脳 延　　髄 胸鎖乳突筋
脳 脳と脊髄の血管 筋緊張低下
脳 大脳基底核 フィードバック処理
脳 間脳 フィードバック処理
脳 大脳基底核 補償　（compensation）
脳 間脳 フェロモン
脳 延　　髄 神経核
脳 脳と脊髄の血管 脳血管障害後遺症
脳 脳と脊髄の血管 脳血管障害
脳 間脳 左耳
脳 間脳 右耳
脳 延　　髄 神経核カラム
脳 大脳基底核 フィードバック
脳 間脳 フィードバック
脳 延　　髄 神経管
脳 延　　髄 神経管の外側壁の中央には境界溝
脳 延　　髄 神経管の背側壁を蓋板
脳 延　　髄 神経管の腹側壁を底板
脳 脳と脊髄の血管 C-2-deoxyglucose
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖の新規転写因子Lhx2
脳 橋 茎乳突孔
脳 橋 茎突舌骨筋
脳 大脳基底核 腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
脳 大脳基底核 扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
脳 大脳基底核 回路の過活動
脳 大脳基底核 扁桃体
脳 間脳 扁桃体
脳 橋 外転神経核
脳 橋 外転神経根
脳 脳と脊髄の血管 側副循環
脳 間脳 神経内分泌
脳 間脳 神経核
脳 間脳 耳鳴り
脳 脳下垂体 内因性オピオイド物質
脳 大脳基底核 嗅球の僧帽細胞
脳 脳下垂体 サイログロブリン
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞
脳 脳下垂体 シーハン症候群
脳 延　　髄 耳神経節
脳 延　　髄 動眼神経核
脳 延　　髄 動眼神経副核
脳 脳下垂体 下垂体性糖蛋白ホルモン
脳 延　　髄 腹筋



脳 延　　髄 小神経核
脳 延　　髄 耳前筋板
脳 脳と脊髄の血管 言語障害
脳 大脳皮質 脳腱黄色腫症　Cerebrotendinous Xanthomatosis
脳 間脳 隣家の長女の自動車
脳 大脳皮質 記銘力障害
脳 大脳皮質 認知症
脳 間脳 無遊病
脳 脳と脊髄の血管 嗄声
脳 間脳 セロトニン
脳 延　　髄 セロトニン
脳 橋 耳下腺
脳 延　　髄 耳下腺
脳 脳下垂体 インヒビン
脳 延　　髄 耳介側頭神経
脳 橋 大錐体神経
脳 大脳基底核 調節
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 小脳 興奮性ニューロン
脳 延　　髄 耳下腺炎
脳 延　　髄 疑核の下部ニューロン
脳 間脳 下行性線維
脳 延　　髄 疑単極性ニューロンの末梢枝
脳 延　　髄 疑単極性ニューロン
脳 延　　髄 疑核の中部ニューロン
脳 延　　髄 疑核の上部ニューロン
脳 脳下垂体 下垂体前葉の細胞膜表面の特異的レセプター
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)
脳 間脳 下垂体前葉ホルモンの放出ホルモン
脳 間脳 サーカディアンリズムcircadian rhythms(概日リズム)
脳 小脳 求心性線維
脳 小脳 後外側裂
脳 脳下垂体 FSH受容体
脳 間脳 NAT活性
脳 脳下垂体 エンケファリン
脳 間脳 NAT活性亢進
脳 小脳 注意
脳 大脳皮質 投射ニューロン
脳 大脳皮質 投射線維
脳 間脳 下垂体前葉ホルモンの放出抑制ホルモン
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 髄膜と脳脊髄液 髄液圧
脳 間脳 レンズ核束
脳 大脳基底核 レンズ核束
脳 間脳 レンズ核ワナ
脳 大脳基底核 レンズ核ワナ
脳 橋 ラセン神経節ニューロン
脳 橋 中間聴条
脳 橋 背側聴条



脳 橋 腹側聴条
脳 間脳 レンズ核線条体動脈
脳 脳と脊髄の血管 レンズ核線条体動脈
脳 小脳 赤核症候群
脳 間脳 レンズ核 （大脳）
脳 大脳基底核 レンズ核 （大脳）
脳 脳と脊髄 レンズ核 （大脳）
脳 橋 交連線維　commissure　fiers
脳 大脳皮質 交連線維　commissure　fiers
脳 間脳 摂食中枢
脳 延　　髄 登上線維
脳 大脳基底核 閾値の制御
脳 間脳 閾値の制御
脳 大脳基底核 閾値
脳 間脳 閾値
脳 大脳基底核 閾値となる電位を制御
脳 間脳 閾値となる電位を制御
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜腫
脳 髄膜と脳脊髄液 電解質異常
脳 髄膜と脳脊髄液 髄芽腫
脳 間脳 気分障害　（感情障害）
脳 脳下垂体 ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 上皮性細胞塊
脳 脳下垂体 ラトケ嚢
脳 小脳 推尺異常
脳 大脳基底核 副嗅球
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 脳下垂体 TSHレセプター
脳 大脳皮質 ペルオキシソーム病
脳 脳下垂体 ネガティブフィードバック
脳 脳下垂体 副腎性のクッシング症候群
脳 脳下垂体 ヒト甲状腺刺激ホルモン(hTSH)
脳 小脳 深部感覚
脳 間脳 意識変容
脳 小脳 共同運動不能
脳 延　　髄 僧帽筋
脳 延　　髄 圧受容器
脳 延　　髄 圧受容器反射
脳 橋 鼓室
脳 延　　髄 鼓室
脳 橋 蝸牛管
脳 大脳基底核 コリン作動性ニューロン
脳 延　　髄 鼓室神経
脳 延　　髄 楔状束
脳 延　　髄 嚥下反射　（swallowing,deglutition)

脳 延　　髄 嚥下
脳 延　　髄 嘔吐反射　（vomiting reflex)

脳 脳下垂体 ウォーターハウス・フリードリヒセン症候群
脳 橋 翼口蓋神経節



脳 延　　髄 翼口蓋神経節
脳 橋 顔面神経
脳 延　　髄 顔面神経
脳 延　　髄 心臓神経叢
脳 橋 顎二腹筋後腹
脳 大脳基底核 前後の体のバランス
脳 脳と脊髄の血管 後頭動脈
脳 脳と脊髄 日本脳炎
脳 延　　髄 一般体性求心性ニューロン
脳 間脳 束傍核
脳 延　　髄 一般臓性知覚
脳 脳下垂体 ヒト卵胞刺激ホルモン(hFSH)
脳 小脳 運動視知覚
脳 間脳 不確帯
脳 脳下垂体 抗マイクロゾーム抗体
脳 延　　髄 化学受容器反射
脳 脳下垂体 プロラクチノーマ
脳 脳下垂体 甲状腺ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 α甲状腺刺激ホルモン(αTSH)
脳 脳下垂体 β甲状腺刺激ホルモン(βTSH)
脳 大脳基底核 中間帆　（velum　interpositum）
脳 延　　髄 深部感覚
脳 橋 中小脳脚
脳 橋 広頚筋
脳 間脳 蓋板
脳 間脳 灰白隆起
脳 脳下垂体 抗サイクログロブリン抗体(Tg-Ab)
脳 脳下垂体 サイロキシン（Ｔ４）
脳 脳下垂体 遊離サイロキシン(FreeT4)[
脳 大脳基底核 放射冠
脳 延　　髄 深心臓神経叢
脳 大脳基底核 線条体
脳 間脳 線条体
脳 間脳 5ーヒドロキシトリプトファン(5HTP)
脳 大脳基底核 大脳の内包後脚.
脳 大脳基底核 左尾状核
脳 間脳 尾状核頭
脳 大脳基底核 尾状核頭
脳 大脳基底核 大脳の外髄板
脳 間脳 尾状核頭視床
脳 大脳基底核 対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
脳 間脳 扁桃体 （大脳）
脳 大脳基底核 扁桃体 （大脳）
脳 脳と脊髄 扁桃体 （大脳）
脳 間脳 尾状核　（大脳）
脳 大脳基底核 尾状核　（大脳）
脳 脳と脊髄 尾状核　（大脳）
脳 脳と脊髄の血管 尾状核体
脳 大脳基底核 尾状核体



脳 間脳 尾状核体
脳 橋 片葉小節葉のプルキンエ細胞の軸索
脳 大脳基底核 ハンチントン舞踏病
脳 大脳基底核 舞踏病様運動
脳 脳下垂体 ヒト Urocortin
脳 延　　髄 一般臓性遠心性ニューロン
脳 脳下垂体 シグナルペプチド
脳 橋 内耳道
脳 間脳 標的器官
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 延　　髄 一般臓性求心性ニューロン
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 延　　髄 楔状束結節.
脳 間脳 室周線維
脳 間脳 三叉神経毛帯脊髄毛帯
脳 橋 下橋網様体
脳 間脳 三叉神経主知覚核
脳 間脳 三叉神経脊髄路核
脳 間脳 三叉神経毛帯
脳 脳下垂体 ネルソン症候群
脳 脳下垂体 甲状腺結節
脳 間脳 マイネルトの反屈束
脳 大脳基底核 マイネルトの反屈束
脳 小脳 顆粒細胞の樹状突起
脳 小脳 小脳皮質の分子層の平行線維
脳 脳下垂体 ヒトCRF(副腎皮質刺激ホルモン放出因子、CRF)
脳 延　　髄 浅心臓神経叢
脳 大脳基底核 コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
脳 脳下垂体 乳腺筋上皮細胞
脳 大脳基底核 線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
脳 大脳基底核 線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
脳 大脳基底核 最内包前脚
脳 間脳 最内包前脚
脳 大脳基底核 左右の意識のバランス
脳 間脳 脳弓柱（出部）
脳 橋 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 延　　髄 三叉神経知覚根 Ⅴ
脳 大脳基底核 反屈束
脳 橋 脊髄視床路(脊髄毛帯系)
脳 橋 プルキンエ細胞 （小脳）
脳 大脳基底核 被蓋
脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus
脳 間脳 背側視床の外髄板
脳 間脳 背側視床の内髄板
脳 間脳 前葉ホルモン放出因子
脳 小脳 第四脳室脈絡叢
脳 髄膜と脳脊髄液 第四脳室脈絡叢
脳 脳下垂体 GnRH(生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン)



脳 延　　髄 主オリーブ核
脳 間脳 網様体脊髄路
脳 延　　髄 網様体脊髄路
脳 延　　髄 遠心性脳神経核
脳 橋 疑核
脳 大脳基底核 疑核
脳 延　　髄 疑核
脳 脳下垂体 カドヘリン
脳 大脳基底核 背側運動核
脳 大脳基底核 皮質脊髄路
脳 大脳基底核 大脳の内髄板
脳 大脳基底核 背側被蓋核
脳 小脳 前脊髄小脳路
脳 延　　髄 一般臓性求心性カラム
脳 大脳基底核 前外側腹側核
脳 大脳基底核 線条体淡蒼球路
脳 延　　髄 上丘腕
脳 間脳 脳梁膝
脳 間脳 前葉ホルモン産生細胞
脳 橋 上橋網様体
脳 小脳 楔状束核小脳路
脳 脳下垂体 ライディッヒ細胞
脳 延　　髄 楔状束核
脳 大脳基底核 淡蒼球視床下核路
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)

脳 橋 橋網様体脊髄路
脳 橋 内側網様体脊髄路
脳 延　　髄 後根
脳 大脳基底核 淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
脳 間脳 漏斗核(弓状核)
脳 延　　髄 後角
脳 間脳 橋核小脳路
脳 橋 橋核小脳路
脳 大脳基底核 橋核小脳路
脳 橋 内側毛帯
脳 間脳 皮質橋核路
脳 橋 橋の横橋線維　transverse　pontinefibers
脳 橋 蝸牛神経背側
脳 間脳 後頭連合野(視覚連合野)
脳 橋 受容器
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 間脳 交連後脳弓
脳 大脳基底核 外包
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)
脳 間脳 内包
脳 大脳皮質 内包
脳 間脳 内包後脚
脳 間脳 内包前脚
脳 小脳 副オリーブ核



脳 間脳 エストロジェン
脳 脳下垂体 アミロイドβペプチド
脳 橋 外側前庭脊髄路　lateral　vestibulospinal　tract
脳 延　　髄 孤束
脳 延　　髄 孤束核
脳 延　　髄 孤束核外側部
脳 延　　髄 孤束核内側部
脳 間脳 後頭橋路
脳 間脳 背内側核
脳 大脳基底核 最外包
脳 小脳 患側の四肢の筋緊張の減退
脳 間脳 脳幹の循環中枢
脳 小脳 網様体
脳 大脳基底核 運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
脳 間脳 サイロキシン
脳 間脳 Nーアセチルセロトニン
脳 間脳 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
脳 大脳基底核 バリスム ballism
脳 脳下垂体 トルコ鞍
脳 間脳 NAT活性抑制
脳 延　　髄 網様体視床路
脳 小脳 オリーブ核小脳路
脳 延　　髄 オリーブ核小脳路
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 小脳 オリーブ小脳路
脳 橋 外側毛帯
脳 間脳 大脳辺縁系
脳 大脳皮質 大脳辺縁系
脳 脳 大脳辺縁系
脳 小脳 クラーク氏背核
脳 小脳 下オリーブ核
脳 延　　髄 下オリーブ核
脳 小脳 外側網様核
脳 大脳基底核 前後の意識のバランス
脳 間脳 グリア細胞
脳 間脳 腹側視床
脳 延　　髄 弓状核
脳 延　　髄 延髄縫線核
脳 脳下垂体 αメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 延　　髄 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 小脳 下髄帆
脳 間脳 小脳核視床路
脳 小脳 小脳核視床路
脳 橋 小脳核視床路



脳 大脳基底核 小脳核視床路
脳 延　　髄 求心性脳神経核
脳 脳下垂体 エンドルフィン
脳 橋 聴覚伝導路
脳 延　　髄 巨大細胞性網様核
脳 延　　髄 上行性網様体賦活系
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素の遺伝子
脳 橋 前庭神経内側核
脳 橋 後索・内側毛帯系
脳 脳下垂体 アンドロゲン結合タンパク質
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)
脳 脳下垂体 オピオイドレセプター
脳 間脳 皮質脊髄路
脳 間脳 迷走神経背側運動核
脳 橋 迷走神経背側運動核
脳 延　　髄 迷走神経背側運動核
脳 小脳 小脳溝
脳 橋 視蓋脊髄路
脳 間脳 皮質赤核路
脳 間脳 前角
脳 大脳皮質 前角
脳 間脳 尾状核体
脳 橋 延髄の後索核
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液
脳 脳と脊髄の血管 大脳動脈輪
脳 間脳 頭頂橋路
脳 間脳 フォレル野核
脳 延　　髄 後脊髄小脳路
脳 延　　髄 振動覚
脳 延　　髄 上窩
脳 間脳 脈絡ヒモ
脳 間脳 頭頂連合野
脳 大脳皮質 頭頂連合野
脳 間脳 翼板
脳 橋 翼板
脳 延　　髄 翼板
脳 延　　髄 後外側溝
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 延　　髄 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 間脳 後索核
脳 延　　髄 後索核
脳 延　　髄 後中間溝
脳 間脳 視床の特殊核(中継核)
脳 脳下垂体 甲状腺の濾胞細胞
脳 脳下垂体 甲状腺の濾胞細胞
脳 延　　髄 正中傍網様核
脳 大脳基底核 皮質橋核路
脳 延　　髄 青斑



脳 間脳 脳幹の呼吸中枢
脳 延　　髄 知覚交叉
脳 髄膜と脳脊髄液 髄膜
脳 間脳 底板
脳 延　　髄 底板
脳 髄膜と脳脊髄液 脳脊髄液の排出障害
脳 延　　髄 進行性球麻痺
脳 小脳 交叉性線維
脳 橋 交叉性線維
脳 脳と脊髄の血管 眼振
脳 脳と脊髄の血管 乳頭体
脳 髄膜と脳脊髄液 頭蓋内胚細胞性腫瘍
脳 間脳 接枝統合失調症
脳 橋 運動覚
脳 橋 位置覚
脳 橋 深部感覚
脳 橋 振動覚
脳 小脳 神経伝達物質GABA
脳 小脳 神経伝達物質
脳 間脳 線状体黒質変性症（ＳＮＤ）
脳 脳と脊髄の血管 顔面の温・痛覚消失
脳 脳と脊髄の血管 顔面の感覚解離
脳 大脳基底核 左右のバランス
脳 脳と脊髄 脳腫瘍
脳 大脳基底核 パーキンソン病
脳 脳 パーキンソン氏病   =45433
脳 大脳基底核 乳頭体脚
脳 大脳基底核 乳頭体
脳 大脳基底核 乳頭体視床路
脳 大脳基底核 乳頭体被蓋束
脳 脳と脊髄の血管 透明中隔静脈
脳 大脳基底核 中隔核
脳 大脳基底核 中隔野(核)
脳 大脳皮質 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 脳と脊髄 脳梁
脳 間脳 透明中隔
脳 大脳基底核 透明中隔
脳 脳と脊髄 透明中隔
脳 大脳皮質 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側嗅条
脳 大脳基底核 内側前脳束
脳 間脳 下頭頂連合野
脳 脳と脊髄の血管 顔面の知覚マヒ
脳 脳下垂体 思春期早発症
脳 延　　髄 加圧神経
脳 延　　髄 鼓索神経
脳 延　　髄 減圧反射
脳 延　　髄 減圧神経



脳 延　　髄 固有知覚
脳 大脳皮質 脳梁灰白層
脳 大脳皮質 脳梁交連線維
脳 大脳皮質 脳梁幹
脳 大脳皮質 脳梁吻
脳 橋 菱形窩
脳 延　　髄 菱形窩
脳 延　　髄 内弓状線維
脳 大脳基底核 三叉神経運動
脳 橋 三叉神経
脳 脳と脊髄の血管 三叉神経
脳 大脳基底核 左右の体のバランス
脳 大脳基底核 上下の体のバランス
脳 大脳皮質 脳梁膝
脳 延　　髄 閂（かんぬき）
脳 脳と脊髄の血管 脳幹の静脈
脳 大脳皮質 脳梁溝
脳 間脳 境界溝
脳 橋 境界溝
脳 延　　髄 境界溝
脳 延　　髄 後索
脳 延　　髄 孤束核外側部のニューロン
脳 延　　髄 孤束核内側部のニューロン
脳 大脳基底核 ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
脳 小脳 小脳体の前葉
脳 大脳皮質 中心傍小葉
脳 大脳基底核 大脳の線条体
脳 大脳基底核 大脳の新線条体
脳 大脳基底核 大脳の古線条体
脳 大脳基底核 大脳の原線条体
脳 大脳基底核 大脳の内包
脳 大脳基底核 大脳の外包
脳 大脳基底核 大脳の最外包
脳 小脳 後肢のゴルジ腱器官
脳 大脳基底核 側副溝
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 大脳基底核 三叉神経運動核
脳 延　　髄 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 大脳皮質 脳梁膨大後方部
脳 脳下垂体 αヒト絨毛性ゴナドトロピン(αHCG)
脳 脳下垂体 βヒト絨毛性ゴナドトロピン(βHCG)
脳 大脳皮質 脳梁膨大
脳 間脳 脳梁膨大部
脳 大脳皮質 梁下野
脳 間脳 脳梁脚
脳 大脳皮質 脳梁脚



脳 間脳 背側視床
脳 間脳 脳梁
脳 大脳皮質 脳梁
脳 大脳基底核 脳梁
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁
脳 小脳 ゴルジ細胞の軸索終末
脳 小脳 三叉神経脊髄路核
脳 橋 脊髄運動ニューロン
脳 延　　髄 吻側延髄腹外側野
脳 橋 三叉神経の二次線維
脳 橋 三叉神経視床路
脳 大脳皮質 リーリン抗体
脳 間脳 非視床下部下垂体系の神経核
脳 小脳 苔状線維
脳 間脳 原因は
脳 間脳 性腺
脳 間脳 通過線維
脳 橋 間質核脊髄路
脳 間脳 成長ホルモン放出抑制ホルモン
脳 間脳 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
脳 脳下垂体 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
脳 橋 三叉神経節
脳 小脳 三叉神経小脳路
脳 橋 三叉神経節ニューロンの軸索
脳 橋 三叉神経節ニューロン
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
脳 橋 第1次体性感覚野
脳 橋 下行枝
脳 橋 三叉神経脊髄路核
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 延　　髄 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 延　　髄 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路
脳 延　　髄 三叉神経毛帯外側路
脳 橋 三叉神経毛帯
脳 延　　髄 三叉神経毛帯
脳 橋 三叉神経第1枝(眼神経)
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 橋 第1次ニューロン
脳 橋 第2次ニューロン
脳 橋 第3次ニューロン



脳 脳下垂体 生物学的半減期
脳 脳下垂体 αリポトロピン(αLPH)
脳 間脳 尾状核尾
脳 脳と脊髄の血管 尾状核尾
脳 大脳基底核 尾状核尾
脳 脳下垂体 左心房,肺静脈頸動脈洞,大動脈弓にある圧受容体
脳 延　　髄 三叉神経核視床路
脳 大脳基底核 視索前野
脳 小脳 髄体より小脳の各小葉に入り込んでいる白質板
脳 小脳 中脳蓋
脳 髄膜と脳脊髄液 脳梁槽
脳 小脳 脊髄小脳
脳 脳下垂体 α卵胞刺激ホルモン(αFSH)
脳 脳下垂体 β卵胞刺激ホルモン(βFSH)
脳 脳下垂体 ソマトメジンC(インスリン様成長因子Ⅰ[IGF-Ⅰ])
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン(ヒト胎盤性ラクトゲン)
脳 小脳 主オリーブ核
脳 小脳 主オリーブ核の外側部
脳 小脳 主オリーブ核の内側部
脳 小脳 小脳皮質小脳核線維
脳 小脳 小脳皮質の籠細胞
脳 小脳 副楔状束核
脳 脳下垂体 アンギオテンシン
脳 脳下垂体 グルココルチコイド
脳 小脳 三次元視覚認識
脳 脳下垂体 GnRHレセプター
脳 小脳 大脳回
脳 小脳 クラーク氏背核dorsal　nucleus of Clark(胸髄核)
脳 延　　髄 クラーク氏背核
脳 脳下垂体 プロラクチン産生細胞(ラクトトロフ)
脳 脳下垂体 脳内遊離 CRF
脳 間脳 脳幹自律神経中枢
脳 脳下垂体 血漿グルコース
脳 脳下垂体 血漿遊離脂肪酸
脳 間脳 脳幹
脳 小脳 脳幹
脳 橋 脳幹
脳 延　　髄 脳幹
脳 小脳 脳幹の神経核
脳 大脳基底核 マイネルト基底核
脳 脳下垂体 血管作動性腸管ペプチド(VIP)
脳 脳下垂体 血管作動性腸ポリペプチド
脳 橋 外側脊髄視床路
脳 橋 脊髄毛帯
脳 橋 前脊髄視床路
脳 大脳基底核 ブローカの対角帯
脳 間脳 内包膝
脳 小脳 小脳虫部の小節
脳 小脳 小脳虫部の山腹



脳 小脳 小脳虫部の山頂　culmen
脳 間脳 乳頭体視床束
脳 間脳 下側頭連合野
脳 大脳皮質 下側頭連合野
脳 脳下垂体 β黄体形成ホルモン(βLH)
脳 脳下垂体 α黄体形成ホルモン(αLH)
脳 間脳 前交連
脳 大脳基底核 髄板
脳 大脳基底核 大脳脚
脳 髄膜と脳脊髄液 大脳脚
脳 延　　髄 大脳脚
脳 小脳 小脳舌樹木
脳 間脳 前核群
脳 間脳 線条体
脳 脳下垂体 ニューロフィジン
脳 間脳 間脳
脳 大脳基底核 上下の意識のバランス
脳 小脳 直接小脳前庭線維
脳 橋 直接小脳前庭線維
脳 小脳 後脊髄小脳路
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の上行枝
脳 延　　髄 三叉神経知覚根の線維の下行枝
脳 小脳 小脳髄質
脳 小脳 小脳髄質の中心部の髄体
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素
脳 橋 内側前庭脊髄路 medial vestibulospinal tract
脳 延　　髄 視索
脳 脳下垂体 担体蛋白
脳 脳下垂体 蛋白前躯体
脳 間脳 腺
脳 小脳 小脳核視床路線維
脳 小脳 小脳核赤核路線維
脳 脳下垂体 視床下部の視索上核 (SON)
脳 間脳 赤核
脳 小脳 赤核
脳 橋 赤核
脳 延　　髄 赤核
脳 脳下垂体 視床下部の室傍核(PVN)
脳 脳下垂体 パラクリン
脳 脳下垂体 エンドクリン
脳 脳下垂体 PLAG1遺伝子(糖尿病の遺伝子)
脳 脳下垂体 ZAC遺伝子(糖尿病の遺伝子)
脳 間脳 気分
脳 間脳 満腹中枢
脳 間脳 本能

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他

高次脳機能 人格障害
他者から思い出せない行動の報告 [あなたの記憶がないことを
語ったり行動したりしていたと他人から言われたことがないで
すか？生活から外れた行動や子供っぽい行動を指摘されたこと

高次脳機能 その他 代謝調節障害
高次脳機能 血液脳関門 視力障害
高次脳機能 自律神経障害 常識からは外れる性格・行動のパターンがみられます
高次脳機能 人格障害 自信の無さ
高次脳機能 その他 m-chloro-phenyl-piperazine
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪
高次脳機能 人格障害 ウイルス動脈輪閉塞症
高次脳機能 自律神経障害 状況を理解したり、推理したりすることが困難になった
高次脳機能 その他 ヨヒンビン　（yohimbine）
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識
高次脳機能大脳基底核(高)劣等意識を克服する
高次脳機能 人格障害 クレプトマニア(窃盗癖/万引き常習者)

高次脳機能 自律神経障害 青斑核
高次脳機能 人格障害 口唇傾向　　（コウシン傾向）
高次脳機能 その他 血小板α２アドレナリン受容体の減少
高次脳機能 その他 アドレナリン拮抗物質の臨床的有効性
高次脳機能 血液脳関門 運動障害
高次脳機能大脳基底核(高)無名質
高次脳機能 人格障害 扁桃体の傷
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の損傷
高次脳機能 人格障害 生存していない
高次脳機能 人格障害 恥ずかしい
高次脳機能 人格障害 羞恥心
高次脳機能 人格障害 見る
高次脳機能 人格障害 見た
高次脳機能 人格障害 見たい
高次脳機能 人格障害 見えた
高次脳機能 人格障害 見せたい
高次脳機能 人格障害 見せる喜び
高次脳機能 人格障害 見せる楽しみ
高次脳機能 血液脳関門 無機物霊
高次脳機能 人格障害 子供
高次脳機能 その他 ＥＭＤＲ　（技法）
高次脳機能 その他 分子量
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質
高次脳機能 人格障害 生存している
高次脳機能大脳基底核(高)無名質
高次脳機能 人格障害 縫線核
高次脳機能 その他 脳内神経伝達物質の代謝調節障害
高次脳機能 自律神経障害 運動前野
高次脳機能 自律神経障害 運動野
高次脳機能 その他 アルツハイマー病　（ＡＤ）
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー病（ＡＤ）
高次脳機能大脳基底核(高)単語
高次脳機能 尾状核 単語



高次脳機能 その他 眼窩面
高次脳機能大脳基底核(高)言語理解
高次脳機能 尾状核 言語理解
高次脳機能大脳基底核(高)言語
高次脳機能大脳基底核(高)単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能 尾状核 単語の理解と調音　（ａｒｔｉｃｕｌａｔｉｏｎ）
高次脳機能大脳基底核(高)理解
高次脳機能 尾状核 理解
高次脳機能大脳基底核(高)調音
高次脳機能 尾状核 調音
高次脳機能 血液脳関門 マラリア
高次脳機能 カルチノイド レミ睡眠（ＲＥＭ）
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠（REM）

高次脳機能 血液脳関門 テタニー症候群
高次脳機能 カルチノイド 入眠時幻覚
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠行動障害
高次脳機能 カルチノイド ＲＥＭ睡眠関連症状
高次脳機能 自律神経障害 レム睡眠関連症状
高次脳機能 血液脳関門 進行性痴呆
高次脳機能 洗　脳 犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 妖怪
高次脳機能 洗　脳 本人は感じていない
高次脳機能 洗　脳 職場でイジメにあった
高次脳機能 人格障害 魑魅の毒牙
高次脳機能 血液脳関門 魑魅　
高次脳機能 血液脳関門 魍魎　　　　　　　

高次脳機能 人格障害
他人が私について何かを知ったら彼らはそれを私に不利になるように
利用するだろう

高次脳機能 人格障害 自分に対する攻撃に対しては過敏かつ執拗に反撃する

高次脳機能 人格障害
かなり以前に人前でからかわれて以来その人とは口をきこうともしな
い。まわりが見かねて「いい加減で仲直りしたら」と言っても昔のことを
持ち出して「信用できない」と言う

高次脳機能 人格障害 空虚感
高次脳機能 人格障害 空虚感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 身近な人が不実だったり裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 人格障害 虚無感にさいなまれている
高次脳機能 人格障害 虚無感
高次脳機能 人格障害 他人を信用することは決して自分のプラスにならない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を蔑（さげす）もうとするに違いない
高次脳機能 人格障害 他人がＡだと言った時には、しばしばＢを意味していることがある
高次脳機能 人格障害 強い不快気分
高次脳機能 人格障害 去性
高次脳機能 人格障害 いつも警戒していないと他人は私を利用したり操ろうとするに違いない

高次脳機能 人格障害 自己評価の低さ
高次脳機能 扁桃体 クリューヴァー・ビューシー症候群
高次脳機能 人格障害 モヤモヤした異常血管網
高次脳機能 人格障害 十分な根拠も無いのに他人が利用する、だます、危害を加えるという疑いを持つ

高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ



高次脳機能 人格障害 自己像の不安定さ

高次脳機能 人格障害
私を不当に扱ってもいいなどと他人が思うままにしておくと、私はとん
でもないトラブルに巻き込まれるだろう

高次脳機能 人格障害 サイコロジカル・ファーストエンド
高次脳機能 血液脳関門 筋攣縮

高次脳機能 人格障害
他人が親切にしてくれるのは私を利用したり食い物にしようとする意図
によるものかもしれない

高次脳機能 人格障害 西本病
高次脳機能 人格障害 自分で何を考えているかわからなくなってしまう
高次脳機能 人格障害 モヤモヤ病
高次脳機能 人格障害 パニック症候群
高次脳機能 その他 パニック障害
高次脳機能 血液脳関門 口部ジスキネジー　（ジスキネジア）
高次脳機能 人格障害 なんでもないことでもすべて自分に関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害
悪意の無い言葉や出来事でも自分をけなしたり脅したりする意味が隠
されていると思ってしまう

高次脳機能 人格障害 他人の笑いや視線に対する「笑われている」「見られている」という意識

高次脳機能 人格障害
恨みを抱き続ける。侮辱されたこと傷つけられたこと軽蔑されたことな
どを決して忘れない

高次脳機能 人格障害
まわりは雑談しているだけなのに、それをとらえて「自分の悪口を言っ
ている」と強引に自分と関係付けてしまう

高次脳機能 人格障害 一過性の被害妄想的観念
高次脳機能 その他 戦争
高次脳機能 扁桃体 負の刺激
高次脳機能 自律神経障害 ３－脱アシル化－４`-モノホスホリルリピッドＡ
高次脳機能 人格障害 だから私はいつも警戒を怠ってはならない
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 自分への憎しみ
高次脳機能 人格障害 憎しみ
高次脳機能 人格障害 私が隙を見せれば他人は私を利用しようとするだろう
高次脳機能 人格障害 気分
高次脳機能 人格障害 他人は意図的に私を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 たいていの場合、他人は友好的ではない
高次脳機能 人格障害 パニック
高次脳機能 自律神経障害 行動の選択肢を発見する
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 自律神経障害 意欲
高次脳機能 自律神経障害 実行
高次脳機能 自律神経障害 計画を立てて決定する
高次脳機能 人格障害 強情
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 血液脳関門 不均衡調整の体液
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１　たん白質ウイルス様粒子の排除排泄

高次脳機能 人格障害 高周波
高次脳機能 扁桃体 高周波
高次脳機能 人格障害 低周波
高次脳機能 扁桃体 低周波
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの融合蛋白質
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルスの蛋白質
高次脳機能 人格障害 耳



高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 扁桃体 正の刺激
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１８型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス
高次脳機能 人格障害 アダルトチルドレン　（AC）
高次脳機能 その他 アダルトチルドレン　（AC）
高次脳機能 自律神経障害 ヒトパピローマウイルス１６型Ｌ１
高次脳機能 自律神経障害 計画を実行する
高次脳機能 血液脳関門 グルコース
高次脳機能 血液脳関門 トランスポートＤグルコース
高次脳機能 血液脳関門 イオン膜内
高次脳機能 血液脳関門 親水性
高次脳機能 その他 自己肯定
高次脳機能 血液脳関門 電解質
高次脳機能 血液脳関門 レプチン
高次脳機能 血液脳関門 流体
高次脳機能 その他 葉酸
高次脳機能 血液脳関門 アセンブルヘテロポリマー
高次脳機能 その他 事象関連電位　（ＥＲＰ）
高次脳機能大脳基底核(高)自発運動
高次脳機能大脳基底核(高)電位
高次脳機能 尾状核 電位
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動の調節
高次脳機能 尾状核 高次運動の調節
高次脳機能大脳基底核(高)高次運動
高次脳機能 尾状核 高次運動
高次脳機能 人格障害 復讐
高次脳機能 自律神経障害 ドーパミン（ドバミン）神経が変性脱落

高次脳機能 血液脳関門 全般性痙攣
高次脳機能 人格障害 隣家へ逆恨み
高次脳機能 血液脳関門 ウイルス霊
高次脳機能 血液脳関門 生理的ミオクローヌス
高次脳機能 カルチノイド 特定不能のナルコレプシー
高次脳機能 血液脳関門 陽性ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 陰性ミオクローヌス　negative myoclonus
高次脳機能 扁桃体 自閉症
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス発作　myoclonic seizure
高次脳機能 血液脳関門 症候性（代謝性・中毒性）ミオクローヌス
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌス痙攣（けいれん）
高次脳機能 自律神経障害 免疫力過剰
高次脳機能 カルチノイド 脱力発作
高次脳機能 洗　脳 学校でイジメにあった
高次脳機能 洗　脳 学校で犯罪被害者
高次脳機能 血液脳関門 細菌霊
高次脳機能 人格障害 ネガティビティ　バイアス　（negativity Bias）
高次脳機能 血液脳関門 企図時ミオクローヌス　（動作時ミオクローヌス）
高次脳機能 人格障害 極端な分離不安
高次脳機能 人格障害 報復
高次脳機能 人格障害 他人は表面はいくら取り繕っても隠された動機をもっている



高次脳機能 血液脳関門 石油霊
高次脳機能 洗　脳 反省
高次脳機能 人格障害 辱めにされた
高次脳機能 人格障害 辱め
高次脳機能 洗　脳 反省している

高次脳機能 人格障害
秘密主義。情報が自分に不利に用いられるという根拠のない恐れから
他人に秘密を打ち明けたがらない

高次脳機能 自律神経障害 外界に対して無関心、無頓着になった
高次脳機能 人格障害 起立性調節障害
高次脳機能 人格障害 反応
高次脳機能 血液脳関門 フリーラジカル
高次脳機能 扁桃体 呼吸と脈拍の増加
高次脳機能 人格障害 総ドーバミン
高次脳機能 洗　脳 後悔している
高次脳機能 自律神経障害 油性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 侮辱
高次脳機能 人格障害 自分への侮辱
高次脳機能 洗　脳 後悔
高次脳機能 洗　脳 過保護で育った
高次脳機能 人格障害 清掃
高次脳機能 人格障害 適応仮説
高次脳機能 人格障害 犬の鳴き声
高次脳機能 扁桃体 犬の鳴き声
高次脳機能 血液脳関門 ミオクローヌスてんかん
高次脳機能 血液脳関門 てんかん性ミオクローヌス
高次脳機能 自律神経障害 免疫バランス
高次脳機能大脳基底核(高)健常者
高次脳機能 扁桃体 隣家
高次脳機能 人格障害 否
高次脳機能 人格障害 遊び心
高次脳機能 人格障害 仕事
高次脳機能 血液脳関門 神経伝達物質
高次脳機能 その他 覚醒レベル
高次脳機能 自律神経障害 沈降性アジュバンド
高次脳機能 人格障害 向かい三軒両隣
高次脳機能 人格障害 隣人愛
高次脳機能 人格障害 隣家の人と仲良く
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 血液脳関門 キャリアシステム
高次脳機能 血液脳関門 システムキャリア
高次脳機能 扁桃体 犬霊
高次脳機能 人格障害 犬
高次脳機能 扁桃体 犬
高次脳機能 人格障害 有
高次脳機能 人格障害 克服可能
高次脳機能 血液脳関門 Ballabh
高次脳機能 人格障害 克服した
高次脳機能大脳基底核(高)応機制　（Adjustment mechanism）
高次脳機能大脳基底核(高)防衛機制



高次脳機能 その他 識別
高次脳機能大脳基底核(高)ポジティブフィードバック
高次脳機能 尾状核 ポジティブフィードバック
高次脳機能 その他 ６本のアイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 ホストの相互作用
高次脳機能 血液脳関門 メッセンジャープリン
高次脳機能 血液脳関門 活動責任の代謝性の脳集中力
高次脳機能 血液脳関門 前駆体
高次脳機能 血液脳関門 動物霊
高次脳機能 血液脳関門 植物霊
高次脳機能 人格障害 科学反応
高次脳機能 人格障害 健康体
高次脳機能 人格障害 健康心
高次脳機能 人格障害 健康
高次脳機能 人格障害 身体健全
高次脳機能 人格障害 心が健康
高次脳機能 人格障害 身体が健康
高次脳機能 血液脳関門 Physcial

高次脳機能 人格障害
系統的健忘 [あるカテゴリーに属する記憶（例えば、ある特定の人物
にかかわる記憶）を喪失する健忘]

高次脳機能 カルチノイド 自動症
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリア
高次脳機能 自律神経障害 頭の中の重い感じのかたまりがいつもあって
高次脳機能 血液脳関門 脳から削除
高次脳機能 血液脳関門 脳の進行性疾患
高次脳機能 自律神経障害 大脳皮質基底核変性症

高次脳機能 人格障害 一過性記憶喪失（ブラックアウト）あるいは時間喪失体験 [あ
なたは一時的に記憶を失ってはいませんか？]

高次脳機能 その他 調節障害
高次脳機能 洗　脳 イジメにあった経験がある
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体結合の減少
高次脳機能 血液脳関門 脳マラリアの白血球
高次脳機能 人格障害 ストレス原因の脳の深い傷
高次脳機能 その他 大脳萎縮
高次脳機能 その他 脳室周囲白室病変
高次脳機能 洗　脳 嫌い
高次脳機能 その他 常染色体劣性遺伝
高次脳機能 人格障害 友人や仲間の誠実さや信頼を不当に疑う、それに心を奪われている。

高次脳機能 血液脳関門 脳嘔吐
高次脳機能 血液脳関門 過渡劣化
高次脳機能 その他 麻痺
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情表現の信号
高次脳機能 扁桃体 恐怖の表情
高次脳機能 人格障害 脳底部以上血管網症
高次脳機能 人格障害 復讐は必ず遂げる
高次脳機能 洗　脳 嫌いな人がいる
高次脳機能 その他 外傷記憶　（トラウマ）脳に形成
高次脳機能 その他 外傷性精神障害
高次脳機能 その他 副帯部



高次脳機能 その他 帯部
高次脳機能 その他 中核部
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷物理
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの損傷
高次脳機能 その他 聴覚皮質野
高次脳機能 その他 衝動性
高次脳機能 扁桃体 扁桃体の過剰な活動
高次脳機能 人格障害 他人より劣っていると思っている
高次脳機能 人格障害 他の人たちはきっと色んなことを隠していると思う
高次脳機能 人格障害 私はいつも警戒しておかないといけない
高次脳機能 人格障害 他の人を信用するのは安心できない
高次脳機能 血液脳関門 脳血管障害
高次脳機能 人格障害 他人の親切には裏があると思う
高次脳機能 その他 自然災害
高次脳機能 人格障害 私がヒントを出すと、他人がそれを利用してしまうと思う
高次脳機能 自律神経障害 塩化ナトリウム
高次脳機能 人格障害 自律性調節障害
高次脳機能 人格障害 整頓
高次脳機能 その他 異常蓄積
高次脳機能 人格障害 整理
高次脳機能 人格障害 まわりの人々が自分を困らせたがっている
高次脳機能 人格障害 まわりの人たちは友好的ではない
高次脳機能 人格障害 私は他人を信用できない
高次脳機能 人格障害 他人は私を利用したり、操ろうとしている
高次脳機能 人格障害 鳴き声
高次脳機能 扁桃体 鳴き声
高次脳機能 人格障害 他の人が自分の邪魔をする
高次脳機能 血液脳関門 中枢神経病変
高次脳機能 扁桃体 社会恐怖
高次脳機能 血液脳関門 大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 １°構造
高次脳機能 血液脳関門 １°構造は非常にクローディン異なる
高次脳機能 その他 感情麻痺
高次脳機能 その他 染色体
高次脳機能 人格障害 悪
高次脳機能 人格障害 邪
高次脳機能 人格障害 非
高次脳機能 人格障害 善悪
高次脳機能 自律神経障害 中脳黒質
高次脳機能 血液脳関門 酸素
高次脳機能大脳基底核(高)被殻
高次脳機能 尾状核 被殻
高次脳機能 人格障害 扁桃核
高次脳機能 その他 扁桃核
高次脳機能 扁桃体 左扁桃体
高次脳機能 人格障害 扁桃
高次脳機能 血液脳関門 エンドセリンー１
高次脳機能 人格障害 クロシン
高次脳機能 血液脳関門 相互作用ホモフィリックアセンブル



高次脳機能 血液脳関門 隣接するセル間
高次脳機能大脳基底核(高)半卵円中心
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子に連鎖
高次脳機能 扁桃体 青斑核
高次脳機能 血液脳関門 終板血管器官
高次脳機能 血液脳関門 終板
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 人格障害 側頭葉極部
高次脳機能 その他 第１７染色体遺伝子
高次脳機能 扁桃体 外背側被蓋核
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲
高次脳機能 血液脳関門 機能
高次脳機能 血液脳関門 拡散
高次脳機能 血液脳関門 脳室周囲の臓器
高次脳機能大脳基底核(高)大脳基底核
高次脳機能 尾状核 大脳基底核
高次脳機能大脳基底核(高)基底核皮質
高次脳機能大脳基底核(高)左右の大脳基底核の活動のバランス
高次脳機能 扁桃体 外側核
高次脳機能 扁桃体 基底外側核
高次脳機能 扁桃体 腹側被蓋野
高次脳機能 扁桃体 右扁桃体
高次脳機能 扁桃体 基底外側複合体
高次脳機能大脳基底核(高)脳波
高次脳機能 血液脳関門 メール大腸菌
高次脳機能 血液脳関門 最後野
高次脳機能 血液脳関門 ４０ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 血液中のブドウ糖濃度
高次脳機能 血液脳関門 ２２ｋＤａリン
高次脳機能 血液脳関門 ６５ｋＤａ蛋白リン
高次脳機能大脳基底核(高)上小脳脚交叉
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの単参加の細胞
高次脳機能 血液脳関門 トラバーサルＢＢＢ
高次脳機能 その他 ベンゾジアゼピン受容体
高次脳機能 その他 ＰＴＳＤ　　  心的外傷後ストレス障害
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢの組織周囲
高次脳機能 血液脳関門 リガンド受容体相互作用
高次脳機能 洗　脳 洗脳
高次脳機能大脳基底核(高)前核
高次脳機能 扁桃体 副基底核
高次脳機能大脳基底核(高)小脳性振戦
高次脳機能大脳基底核(高)小脳皮質
高次脳機能 扁桃体 中心核
高次脳機能 扁桃体 基底核
高次脳機能 扁桃体 皮質核
高次脳機能 血液脳関門 エリア後野センター
高次脳機能 扁桃体 内側核
高次脳機能 扁桃体 複合体
高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ



高次脳機能 血液脳関門 ＡＴＰ受容体
高次脳機能 扁桃体 中心核との接続を介して恐怖行動を引き起こす
高次脳機能大脳基底核(高)手綱核
高次脳機能 血液脳関門 弓のオルガン
高次脳機能 血液脳関門 構造バリアの血液脳
高次脳機能 洗　脳 英才教育を受けて
高次脳機能 血液脳関門 ＢＢＢのリリース成熟
高次脳機能 血液脳関門 血液の信号
高次脳機能大脳基底核(高)ベータ（β）波
高次脳機能大脳基底核(高)シータ（θ）波
高次脳機能大脳基底核(高)基底核ｰ皮質コリン作動系
高次脳機能大脳基底核(高)梨状葉皮質
高次脳機能大脳基底核(高)デルタ（δ）波
高次脳機能大脳基底核(高)ガンマ（γ）波
高次脳機能大脳基底核(高)室周線維系
高次脳機能大脳基底核(高)脚橋被蓋核
高次脳機能大脳基底核(高)室間孔
高次脳機能大脳基底核(高)アルファ（α）波
高次脳機能大脳基底核(高)小脳核
高次脳機能 血液脳関門 リン脂質二重層
高次脳機能 血液脳関門 Ｃａ２+の３
高次脳機能大脳基底核(高)分界条
高次脳機能大脳基底核(高)腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能 尾状核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
高次脳機能大脳基底核(高)左右の大脳の活動のバランス
高次脳機能大脳基底核(高)ベータ状態
高次脳機能大脳基底核(高)シータ状態
高次脳機能大脳基底核(高)デルタ状態
高次脳機能大脳基底核(高)ガンマ状態
高次脳機能大脳基底核(高)脳弓
高次脳機能大脳基底核(高)アルファ状態
高次脳機能 血液脳関門 脳弓下器官
高次脳機能大脳基底核(高)背側縦束
高次脳機能大脳基底核(高)皮質線条体路
高次脳機能 カルチノイド 随意筋を動かすことができない
高次脳機能 カルチノイド 膝の力が抜けてしまう
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作（カタプレキシー）
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴わないナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 思い込み
高次脳機能 自律神経障害 子宮頸がんワクチン
高次脳機能 自律神経障害 注意力がなくなり、反応性が乏しくなった
高次脳機能 カルチノイド 倒れてしまう発作

高次脳機能 人格障害 人間関係での小規模な健忘　[他人との人間関係や会話の全部や
一部を思い出せない時がありますか？]

高次脳機能 人格障害 遺残頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 人格障害 発育不全
高次脳機能 カルチノイド 呂律がまわらなくなる
高次脳機能 血液脳関門 口蓋ミオクローヌス
高次脳機能 人格障害 育て方が悪い



高次脳機能 人格障害 呪詛
高次脳機能 その他 回避
高次脳機能 その他 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
高次脳機能 人格障害 非常識
高次脳機能 その他 海馬の萎縮　（hippocampus）
高次脳機能 人格障害 海馬の傷
高次脳機能 血液脳関門 機械的閉塞の血管
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管消去排泄
高次脳機能 扁桃体 大うつ病患者
高次脳機能 人格障害 呪い
高次脳機能 その他 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
高次脳機能 自律神経障害 ピック病
高次脳機能 その他 対人関係障害
高次脳機能 その他 産業事故
高次脳機能 人格障害 学習障害　（ＬＤ）
高次脳機能 その他

トラウマ体験を思い起こさせるような視覚的聴覚的刺激によって心拍数、血圧が異常
上昇

高次脳機能 人格障害 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
高次脳機能 その他 ＡＤの神経原線維変化
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けなどに障害は起きるもの
高次脳機能 その他 転換性障害
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 症状
高次脳機能 人格障害 私は無垢で高貴だ
高次脳機能 扁桃体 パラフレニー
高次脳機能 人格障害 注意欠陥・多動性障害　（ＡＤ/ＨＤ）
高次脳機能 扁桃体 類破瓜病
高次脳機能 人格障害 五月病
高次脳機能 扁桃体 敏感関係妄想
高次脳機能 その他 外傷的体験
高次脳機能 扁桃体 恐ろしい表情を処理する
高次脳機能 人格障害 身近な人が不誠実だったり、裏切ったりすることがあるだろう
高次脳機能 扁桃体 妄想性障害
高次脳機能 扁桃体 精神病
高次脳機能 人格障害 恋人は浮気をしていると思う
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境が複雑である
高次脳機能 その他 性的虐待
高次脳機能 その他 交通事故
高次脳機能 人格障害 屈辱は許せない
高次脳機能 人格障害 人が話す言葉には裏があると思う
高次脳機能 血液脳関門 細胞傷害性壊死因子１　（ＣＮＦ論理1）
高次脳機能 その他 反復的
高次脳機能 人格障害 私は正しい
高次脳機能 人格障害 他の人の言いなりになっていると、とんでもないトラブルに巻き込まれると思う

高次脳機能 人格障害 自分への攻撃
高次脳機能 その他 集中困難
高次脳機能 人格障害 他の人に弱みを握られたら、きっと利用されると思う
高次脳機能 人格障害 頭蓋咽頭管
高次脳機能 扁桃体 うつ病
高次脳機能 人格障害 私の作戦は完璧だ



高次脳機能 扁桃体 うつ状態
高次脳機能 その他 うつ状態
高次脳機能 扁桃体 恐怖表情
高次脳機能大脳基底核(高)表情認知課題
高次脳機能 扁桃体 抗うつ薬
高次脳機能 扁桃体 物音
高次脳機能 その他 適応障害
高次脳機能 人格障害 攻撃
高次脳機能 カルチノイド 情動脱力発作を伴うナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 自分は社会生活に適応できない
高次脳機能 自律神経障害 前頭側頭葉変性症
高次脳機能 その他 近親姦
高次脳機能 その他 ニューロン内封入体
高次脳機能 その他 行動障害
高次脳機能 人格障害 てんかん患者
高次脳機能 カルチノイド 神経伝達障害
高次脳機能 その他 再体験　（フラッシュバック）
高次脳機能 その他 再体験
高次脳機能 その他 海馬歯状回
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動の産出
高次脳機能 人格障害 緊張型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．２）
高次脳機能 人格障害 破瓜型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．１）
高次脳機能 人格障害 妄想
高次脳機能 扁桃体 妄想型に類似するが、妄想の内容が異なる
高次脳機能 扁桃体 長期増強を介して行われる
高次脳機能 人格障害 妄想型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．０）
高次脳機能 扁桃体 人格崩壊が少ない妄想型
高次脳機能 扁桃体 非定型精神病
高次脳機能 人格障害 鑑別不能型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．３）
高次脳機能 扁桃体 刺激の記憶と関連付
高次脳機能 その他 警戒状態
高次脳機能 扁桃体 刷り込まれている情動的経験の記憶
高次脳機能 人格障害 残遺型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．５）
高次脳機能 扁桃体 恐怖行動を引き起こす
高次脳機能 その他 細胞内封入体
高次脳機能 人格障害 単純型　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．６）
高次脳機能 血液脳関門 制御する
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの発現
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの獲得
高次脳機能 その他 グリア内封入体
高次脳機能 人格障害 うつ病
高次脳機能 人格障害 発育可能
高次脳機能 その他 性的外傷
高次脳機能 その他 レイプ
高次脳機能 人格障害 子育て
高次脳機能 血液脳関門 第３脳室
高次脳機能 血液脳関門 下垂体前葉
高次脳機能 血液脳関門 脈絡叢
高次脳機能 自律神経障害 前頭葉



高次脳機能 カルチノイド 随意筋
高次脳機能 血液脳関門 アスパラギン酸
高次脳機能 その他 ニューロン
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球
高次脳機能 尾状核 淡蒼球
高次脳機能 人格障害 自閉症
高次脳機能 人格障害 てんかん発作
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 その他 海馬支脚
高次脳機能 その他 海馬　（海馬体）
高次脳機能大脳基底核(高)学習
高次脳機能 尾状核 学習
高次脳機能 その他 恐怖
高次脳機能 血液脳関門 インスリン
高次脳機能 その他 プロラクチン(PRL)
高次脳機能 血液脳関門 グルタミン酸
高次脳機能 その他 神経原線維
高次脳機能 人格障害 知能発達遅延
高次脳機能 血液脳関門 正中隆起
高次脳機能 人格障害 大人
高次脳機能 自律神経障害 脊髄後根神経節
高次脳機能 血液脳関門 第４脳室
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の新皮質
高次脳機能 扁桃体 外側部
高次脳機能 人格障害 保育
高次脳機能 血液脳関門 線毛
高次脳機能 その他 前頭連合野　（前頭前野）
高次脳機能 自律神経障害 前頭前野
高次脳機能 人格障害 育て方が上手
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角の底面
高次脳機能 尾状核 側脳室前角の底面
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角
高次脳機能 尾状核 側脳室下角
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室前角
高次脳機能 尾状核 側脳室前角
高次脳機能 扁桃体 表現の信号
高次脳機能 その他 軸索輸送
高次脳機能 扁桃体 嗅覚
高次脳機能大脳基底核(高)黒質線条体路
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室下角の上面
高次脳機能 尾状核 側脳室下角の上面
高次脳機能 人格障害 動脈の分岐部
高次脳機能大脳基底核(高)空間認知領域
高次脳機能 人格障害 てんかん
高次脳機能 扁桃体 情動の喚起　（emotional arousal）
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞の隣接分子
高次脳機能 その他 海馬采
高次脳機能大脳基底核(高)情動領域
高次脳機能 扁桃体 情動的な出来事に関連付



高次脳機能 その他 感覚野
高次脳機能 その他 体性感覚野
高次脳機能 血液脳関門 ローカライズ
高次脳機能 扁桃体 反射亢進の信号
高次脳機能 人格障害 記憶領域
高次脳機能 その他 注意
高次脳機能 自律神経障害 迷走神経背側核
高次脳機能 人格障害 側坐核
高次脳機能 扁桃体 感覚情報
高次脳機能 血液脳関門 プロファイル
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格転位
高次脳機能 その他 大脳連合野　（大脳皮質連合野）
高次脳機能 その他 前連合野
高次脳機能 扁桃体 調節　（modulation）
高次脳機能 その他 大脳皮質運動野
高次脳機能 その他 運動連合野
高次脳機能 自律神経障害 運動連合野
高次脳機能 その他 後連合野
高次脳機能 血液脳関門 トロンビン
高次脳機能大脳基底核(高)認知領域
高次脳機能 扁桃体 記憶の調節
高次脳機能 血液脳関門 傍細胞
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回背側部
高次脳機能 扁桃体 反射亢進
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答性
高次脳機能 扁桃体 シナプス応答
高次脳機能 人格障害 隆回　fornicate gyrus
高次脳機能 血液脳関門 細胞外経路
高次脳機能 血液脳関門 周皮形成
高次脳機能 血液脳関門 拡散ダウン物質の勾配
高次脳機能 血液脳関門 サブユニット
高次脳機能大脳基底核(高)前部帯状回吻腹側部
高次脳機能 血液脳関門 細胞の表面
高次脳機能大脳基底核(高)後部帯状回吻側/中間部
高次脳機能 扁桃体 視床網様体核
高次脳機能 血液脳関門 ＡＤＨ
高次脳機能 人格障害 発育
高次脳機能 人格障害 男性運
高次脳機能 人格障害 発育促進
高次脳機能 扁桃体 放出の信号
高次脳機能 血液脳関門 アクチンの再編成
高次脳機能 洗　脳 自分の個性を出していない
高次脳機能 血液脳関門 アクチン
高次脳機能 血液脳関門 エンドサイトーシス
高次脳機能 血液脳関門 誘導アクチン
高次脳機能大脳基底核(高)外側嗅条
高次脳機能 血液脳関門 脊髄前核細胞
高次脳機能大脳基底核(高)側脳室の中心部
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球視床路



高次脳機能大脳基底核(高)黒質網様部
高次脳機能 その他 グリア組織
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の淡蒼球外節
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の淡蒼球内節
高次脳機能大脳基底核(高)側頭極
高次脳機能 血液脳関門 細胞骨格
高次脳機能 血液脳関門 細胞内皮
高次脳機能 血液脳関門 神経性下垂体
高次脳機能 扁桃体 情動の学習
高次脳機能 その他 知覚
高次脳機能大脳基底核(高)顔面神経根
高次脳機能大脳基底核(高)顔面神経核
高次脳機能 血液脳関門 内皮の構造と機能の整合性の維持
高次脳機能 血液脳関門 周皮
高次脳機能 扁桃体 記憶固定　（memory consolidation）
高次脳機能 その他 後頭連合野　（視覚前野）
高次脳機能 人格障害 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶の形成
高次脳機能 扁桃体 記憶固定の調節
高次脳機能 人格障害 記憶の貯蔵
高次脳機能 扁桃体 記憶の貯蔵
高次脳機能大脳基底核(高)記憶
高次脳機能 尾状核 記憶
高次脳機能 その他 記憶
高次脳機能 血液脳関門 ｃｉｎｇｕｌｉｎ
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー２
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー１
高次脳機能 血液脳関門 ＺＯー３
高次脳機能 その他 側頭連合野
高次脳機能 その他 前頂連合野
高次脳機能 血液脳関門 細胞アクセサリー蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 宿主細胞
高次脳機能 その他 細胞内小器官輸送のレール
高次脳機能 その他 細胞の中心に集積
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位
高次脳機能 血液脳関門 内皮細胞間の直接接触
高次脳機能 扁桃体 持続的な興奮性シナプス後電位によりシナプス応答性を上げる
高次脳機能大脳基底核(高)貫通線維
高次脳機能 血液脳関門 再構成細胞骨格
高次脳機能 その他 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
高次脳機能大脳基底核(高)嗅内野
高次脳機能 人格障害 発育中
高次脳機能大脳基底核(高)梨状葉前皮質
高次脳機能 血液脳関門 細胞分離
高次脳機能 血液脳関門 促進輸送
高次脳機能 血液脳関門 細胞内のＩＰ
高次脳機能 その他 海馬足
高次脳機能 その他 形態学的手法
高次脳機能 その他 海馬の透明層



高次脳機能 その他 海馬の頂上樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 血管周囲腔　（Ｖｉｒｃｈｏｗ-Ｒｏｂｉｎ腔）
高次脳機能大脳基底核(高)黒質緻密部　（ＳＮ）
高次脳機能 尾状核 黒質緻密部　（ＳＮ）
高次脳機能 その他 海馬白板
高次脳機能 その他 海馬傍回
高次脳機能 その他 海馬台
高次脳機能 その他 分子生物学的手法
高次脳機能 その他 海馬の細胞体基底部
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣのタイプの結合
高次脳機能 その他 海馬の基底樹状突起
高次脳機能 血液脳関門 ｍｉｃｒｏｈｅｍｍｏｒａｇｅ
高次脳機能 その他 海馬の上昇層
高次脳機能 その他 海馬の分子層
高次脳機能 その他 海馬溝
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ血小板受容体活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入バインドするには、細菌侵入
高次脳機能 血液脳関門 ｃｙｔｏｓｌｅｌｅｔｏｎ
高次脳機能 その他 海馬鈎回
高次脳機能 血液脳関門 血管を提供構造をサポートする能力 （ｖａｓｏｄｙｎａｍｉｃ)
高次脳機能 血液脳関門 細胞神経細胞
高次脳機能 その他 海馬鈎
高次脳機能 血液脳関門 脳微小血管内皮細胞　(ＢＭＥＣ)
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣの整合性
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣに侵入
高次脳機能 その他 海馬の多形細胞層
高次脳機能 人格障害 発育促進エネルギー
高次脳機能 その他 海馬の顆粒細胞層
高次脳機能 その他 海馬の放射状層
高次脳機能 その他 海馬の網状・分子層
高次脳機能 血液脳関門 Ｂｒａｄｙｋｉｎ
高次脳機能 その他 海馬の錐体細胞層
高次脳機能 血液脳関門 血液脳関門
高次脳機能 血液脳関門 特殊な伝送
高次脳機能 血液脳関門 生後関与アストロサイト
高次脳機能 人格障害 自動車騒音
高次脳機能 人格障害 過食障害
高次脳機能 血液脳関門 強縮性収縮　tetaniccontraction
高次脳機能 人格障害 拒食障害
高次脳機能 人格障害 全生活史健忘（全般性健忘） ［全生涯にわたる記憶を喪失する健忘]

高次脳機能 カルチノイド 自尊心がくすぐられる
高次脳機能 血液脳関門 侵入微生物
高次脳機能 人格障害 こきおろし
高次脳機能 カルチノイド オレキシンの欠乏
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動症
高次脳機能 その他 血小板結合



高次脳機能 人格障害
能力、習慣、好み、知識に関する尋常でない変化　[あなたの能
力が説明できない方法で変化することはありませんか？自分で
できるとは知らないことをしたと言われたことはありません

高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子を破壊
高次脳機能 カルチノイド オレキシン１（ヒポクレチン-1が110ｐｇ/ｍＬ以下）
高次脳機能 血液脳関門 菌類
高次脳機能 人格障害 エンジン音
高次脳機能 自律神経障害 進行性失語症
高次脳機能 自律神経障害 語義性失語症
高次脳機能 人格障害 衝動性の強さ
高次脳機能 人格障害 衝撃性の強さ
高次脳機能 人格障害 自動車
高次脳機能 人格障害 オートバイ騒音
高次脳機能 その他 急性ストレス障害
高次脳機能 その他 慢性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 感違い
高次脳機能 その他 急性ＰＴＳＤ
高次脳機能 人格障害 配偶者や性的パートナーの貞節に対して道理に合わない疑いを持つ

高次脳機能 その他 複雑性ＰＴＳＤ
高次脳機能 自律神経障害 自律神経障害
高次脳機能 扁桃体 双極性障害
高次脳機能 血液脳関門 周囲組織の壊死
高次脳機能 人格障害 勘違い
高次脳機能 人格障害 自分への嫌がらせ
高次脳機能 人格障害 嫌がらせ
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ損失
高次脳機能 血液脳関門 寄生赤血球
高次脳機能 血液脳関門 要件感染のＢＢＢの転成功
高次脳機能 人格障害 不適切で脈絡のない激しい怒りを持ち、それを抑えることができない

高次脳機能 その他 過剰警戒
高次脳機能 その他 過剰な警戒状態
高次脳機能 人格障害 モーター音
高次脳機能 人格障害 オートバイ
高次脳機能 人格障害 いつも相手の批判
高次脳機能大脳基底核(高)ストレスに対する感受性
高次脳機能大脳基底核(高)ストレスに対する感受性
高次脳機能 扁桃体 ストレスホルモンの放出

高次脳機能 人格障害
批判を恐れて重要な対人接触のある職業的立場（地位、役割）
を避けてしまう

高次脳機能 扁桃体 障害を起こす
高次脳機能 血液脳関門 細菌のライブ
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事との連合
高次脳機能大脳基底核(高)恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付け
高次脳機能 扁桃体 刺激と予測される嫌悪的な出来事
高次脳機能 人格障害 拒絶にびくびく
高次脳機能 その他 戦慄
高次脳機能 扁桃体 恐怖条件付けの祭、感覚情報
高次脳機能 人格障害 住宅工事中の音



高次脳機能 その他 侵入的
高次脳機能 その他 物質輸送を抑制
高次脳機能 その他 侵入症状
高次脳機能 その他 静脈注射後の心血管反応
高次脳機能 その他 幼児期の性的・身体的虐待
高次脳機能 血液脳関門 血中オキシトシン
高次脳機能 人格障害 少しでも批判されるとがっくりきてしまう
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいないと不安になる
高次脳機能 その他 頭部神経痛
高次脳機能 人格障害 観念
高次脳機能 その他 失読症
高次脳機能 血液脳関門 ヘルペスウイルス
高次脳機能 その他 夢遊病
高次脳機能 血液脳関門 松果体
高次脳機能 人格障害 笑い
高次脳機能 その他 吃り（どもり）
高次脳機能 その他 閉所恐怖症
高次脳機能 人格障害 善
高次脳機能 人格障害 正邪
高次脳機能 人格障害 正
高次脳機能 血液脳関門 ヒスタミン
高次脳機能 その他 血小板
高次脳機能 血液脳関門 血小板
高次脳機能 扁桃体 パラノイア
高次脳機能 血液脳関門 オキシトシン
高次脳機能 その他 高頻度
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経細胞
高次脳機能 人格障害 理想化
高次脳機能 血液脳関門 性行為感染ヘルペス
高次脳機能 その他 神経軸索内
高次脳機能 カルチノイド オレキシン
高次脳機能 カルチノイド ヒポクレチン－１
高次脳機能 その他 集中力
高次脳機能 血液脳関門 分泌メラトニン
高次脳機能 人格障害 笑顔
高次脳機能 血液脳関門 不随意運動
高次脳機能 血液脳関門 ５５ｋＤａ
高次脳機能 血液脳関門 透過性を変更する傍細胞
高次脳機能 血液脳関門 ペプチド
高次脳機能 血液脳関門 ｂｕｇｄｏｒｆｅｒｉ
高次脳機能 血液脳関門 ボレリア
高次脳機能 血液脳関門 ＰＲＢＣ
高次脳機能 血液脳関門 サイトカインの過剰産生
高次脳機能 その他 予期
高次脳機能 カルチノイド オレキシン神経
高次脳機能 人格障害 同僚
高次脳機能 血液脳関門 ファシリテーター輸送
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトエンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 受容体を介した



高次脳機能 カルチノイド オレキシン遺伝子
高次脳機能 自律神経障害 結果を評価する
高次脳機能 その他 デブリーフィング
高次脳機能 人格障害 彼と一緒にいると楽しい
高次脳機能 血液脳関門 生理学
高次脳機能 血液脳関門 無症候性サルコイドーシス
高次脳機能 血液脳関門 オクルーディン
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情記憶を消去する
高次脳機能 血液脳関門 松果腺
高次脳機能 血液脳関門 焦点
高次脳機能 血液脳関門 クラウディン
高次脳機能 血液脳関門 接合内皮バインディング
高次脳機能 血液脳関門 水溶性サイトカイン
高次脳機能 人格障害 笑う
高次脳機能 血液脳関門 タウリン
高次脳機能 血液脳関門 分泌調節機能
高次脳機能 血液脳関門 確実にブロックする
高次脳機能 血液脳関門 線溶系カスケードの活性化リンク
高次脳機能 その他 プラス極の物質輸送
高次脳機能 洗　脳 ネガテイブ感情の記憶を消去する為の洗脳
高次脳機能 血液脳関門 病態要因にＢＢＢの増加を引き起こす
高次脳機能 血液脳関門 ４貫通ドメイン
高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能 その他 促進
高次脳機能 血液脳関門 Ｌの代謝ドーパなど
高次脳機能 その他 アイソフォーム
高次脳機能 血液脳関門 貪食活性
高次脳機能 血液脳関門 依存抑制因子
高次脳機能 血液脳関門 1つの膜貫通領域
高次脳機能 血液脳関門 バインディング循環
高次脳機能 血液脳関門 調節する傍細胞透過性
高次脳機能 血液脳関門 血小板活性化因子
高次脳機能 血液脳関門 鎖のＴＪのローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 大行動酸
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＱ１
高次脳機能 カルチノイド ＨＬＡ-ＤＲ２
高次脳機能 血液脳関門 シグナル伝達機構
高次脳機能 血液脳関門 サポートＢＭＥＣ生化学
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤５
高次脳機能 血液脳関門 抗癌剤９
高次脳機能 人格障害 解離
高次脳機能 その他 解離
高次脳機能 人格障害 持続性健忘 ［ある出来事が生じた跡から今までの記憶を喪失する健

忘］高次脳機能 その他 神経細胞脱落
高次脳機能 血液脳関門 腫瘍壊死因子αのTNFーα
高次脳機能 人格障害 コレステロール結晶

高次脳機能 人格障害
人間関係の変化への困惑　[例えば、あなたが明らかに記憶した
ことのない事実にもとづいて他人が怒ったり親しくなったこと
はないですか？]



高次脳機能 血液脳関門 固定姿勢維持困難
高次脳機能 血液脳関門 asterixis アステリキ
高次脳機能 自律神経障害 異常構造物
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能 人格障害 上司から軽い、お小言を食らっただけで「嫌い」になってしまう
高次脳機能 扁桃体 電波による全扁桃体の選択的な損傷
高次脳機能 カルチノイド 中途覚醒
高次脳機能 カルチノイド 熟睡困難
高次脳機能 その他 神経変性疾患
高次脳機能 その他 Ｐｉｃｋ病様
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられることを極度に恐れる
高次脳機能 人格障害 親しい人から見捨てられる
高次脳機能 その他 痴呆
高次脳機能 その他 Ａ・β誘導性の認知障害
高次脳機能 その他 アルコール・薬物乱用
高次脳機能 その他 覚醒亢進
高次脳機能 扁桃体 被害妄想
高次脳機能 扁桃体 被害者意識
高次脳機能 その他 アルコール・薬物依存症
高次脳機能 その他 覚醒の持続的亢進
高次脳機能 その他 教師からの暴力
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合依存経路
高次脳機能 カルチノイド 睡眠麻痺
高次脳機能 カルチノイド 睡眠発作
高次脳機能 人格障害 義弟
高次脳機能 人格障害 電離
高次脳機能 扁桃体 硬直　（ｆｒｅｅｚｉｎｇ）
高次脳機能 扁桃体 錯乱
高次脳機能 その他 異常フィラメントが形成
高次脳機能 自律神経障害 リン酸二水素ナトリウム
高次脳機能 その他 刺激に対する心血管反応
高次脳機能 人格障害 後かたずけ
高次脳機能 人格障害 空の巣症候群
高次脳機能 その他 睡眠障害
高次脳機能 その他 無力感
高次脳機能 血液脳関門 トキソプラズマ
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 人格障害 被災者
高次脳機能 血液脳関門 コカイン毒
高次脳機能 扁桃体 神経結合
高次脳機能 人格障害 勉強
高次脳機能 扁桃体 耳
高次脳機能 血液脳関門 二酸化炭素
高次脳機能 人格障害 弟
高次脳機能 人格障害 兄弟・姉妹
高次脳機能 その他 ナラティブセラピー
高次脳機能 血液脳関門 クローデイン
高次脳機能 その他 認知行動療法
高次脳機能 血液脳関門 接合タイド



高次脳機能 血液脳関門 ストランド
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック処理
高次脳機能 尾状核 フィードバック処理
高次脳機能 その他 適応
高次脳機能 その他 グループ治療
高次脳機能大脳基底核(高)補償　（compensation）
高次脳機能 血液脳関門 菌血症度の高
高次脳機能 扁桃体 フェロモン
高次脳機能 その他 フィラメント
高次脳機能 自律神経障害 ピック球
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー型痴呆（ダウン症候群）
高次脳機能 人格障害 上司
高次脳機能 扁桃体 左耳
高次脳機能 扁桃体 右耳
高次脳機能 血液脳関門 物質最も透水性に
高次脳機能大脳基底核(高)フィードバック
高次脳機能 尾状核 フィードバック
高次脳機能 扁桃体 トキソプラズマを体外へ排除
高次脳機能 その他 神経軸索内の分子量
高次脳機能 血液脳関門 神経サルコイドーシス
高次脳機能大脳基底核(高)腹内側前頭前野　（ｖｍＰＦＣ）
高次脳機能大脳基底核(高)扁桃体-ｖｍＰＦＣの情報伝達を調節する
高次脳機能大脳基底核(高)回路の過活動
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 血液脳関門 接合タイトローカライズ
高次脳機能 血液脳関門 リリース
高次脳機能 血液脳関門 neurohormones
高次脳機能 血液脳関門 信号神経
高次脳機能 人格障害 ヒーラー Healer
高次脳機能 血液脳関門 長短
高次脳機能 扁桃体 神経核
高次脳機能 人格障害 社長
高次脳機能 血液脳関門 タイト名結合
高次脳機能 扁桃体 耳鳴り
高次脳機能 血液脳関門 ギャップ結合
高次脳機能 その他 安定化
高次脳機能 血液脳関門 より広範なタイトな結合（のＪＴ）
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイトＢＢＢを生成
高次脳機能 その他 ライシング
高次脳機能 血液脳関門 要因アストロサイドによって生成
高次脳機能 その他 選択的スプ
高次脳機能 血液脳関門 アストロサイト
高次脳機能 血液脳関門 Ｑｉｏｎｏｌｏｎｉｃ酸
高次脳機能 血液脳関門 ＭＩＰは、２
高次脳機能 血液脳関門 神経端末
高次脳機能 その他 意思決定
高次脳機能 血液脳関門 エンドフィート
高次脳機能 血液脳関門 白血球ＪＡＭ



高次脳機能 人格障害
選択性健忘 ［短時間に生じた出来事の一部を思い出すことができま
すが、全てを思い出すことができない健忘]

高次脳機能 人格障害 認知症
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ａ
高次脳機能 人格障害 組織との相性
高次脳機能 カルチノイド 真性幻覚
高次脳機能 自律神経障害 ＴＤＰ－４３
高次脳機能 その他 AD-converted MCI
高次脳機能 血液脳関門 薬剤の副作用
高次脳機能 人格障害 パワーハラスメント
高次脳機能 人格障害 他人との相性
高次脳機能 その他 薬物療法
高次脳機能 人格障害 対人関係が非常に不安定
高次脳機能 その他 記銘力障害
高次脳機能 その他 空間認知障害
高次脳機能 自律神経障害 認知症Ｂ
高次脳機能 人格障害 社会常識が無い
高次脳機能 人格障害 義父母との相性
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 人格障害 相手の感情を疑ってしまう
高次脳機能 血液脳関門 カリニ原虫
高次脳機能 血液脳関門 減少白血球同型の移行を強化
高次脳機能 血液脳関門 白血球遊走
高次脳機能 その他 βアミロイド
高次脳機能 その他 タウ遺伝子の点突然変異
高次脳機能 その他 変異型タウ
高次脳機能 その他 タウ蛋白質がリン酸化
高次脳機能 その他 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
高次脳機能 その他 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
高次脳機能 血液脳関門 白血病信号
高次脳機能 人格障害 拒絶反応
高次脳機能 人格障害 自分への虐め
高次脳機能 人格障害 虐め
高次脳機能 人格障害 兄弟の相性
高次脳機能 人格障害 姉妹の相性
高次脳機能 人格障害 自分への苛め
高次脳機能 人格障害 対人関係
高次脳機能 洗　脳 自分を抑えてきた
高次脳機能 洗　脳 嫌いな兄弟がいる
高次脳機能 人格障害 愚かなこと
高次脳機能 人格障害 馬鹿者
高次脳機能 その他 再犠牲者化
高次脳機能 人格障害 姉
高次脳機能 人格障害 義姉
高次脳機能 人格障害 妹
高次脳機能 人格障害 義妹
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質接合タイト
高次脳機能 人格障害 石灰沈着
高次脳機能 その他 摂食障害



高次脳機能 その他 内因性タウ蛋白質
高次脳機能 その他 progressive MCI
高次脳機能 その他 タウの過剰発現
高次脳機能 その他 stable MCI
高次脳機能 人格障害 幻覚
高次脳機能 人格障害 家族の相性
高次脳機能 人格障害 失恋
高次脳機能 血液脳関門 ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍの複数形
高次脳機能 その他 ステムループ
高次脳機能 人格障害 昏迷
高次脳機能 人格障害 興奮
高次脳機能 その他 微小管が不安定化
高次脳機能 血液脳関門 トランス脂肪酸
高次脳機能 その他 過敏性
高次脳機能 人格障害 たわけ者
高次脳機能 人格障害 馬鹿にして
高次脳機能 人格障害 ふざけた者
高次脳機能 人格障害 兄
高次脳機能 人格障害 義兄
高次脳機能 血液脳関門 白血球
高次脳機能 その他 認知機能
高次脳機能 その他 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア）
高次脳機能 人格障害 相性
高次脳機能 その他 セロトニン
高次脳機能 血液脳関門 カンジダ
高次脳機能 血液脳関門 検出レベル
高次脳機能 血液脳関門 ニコチン
高次脳機能 血液脳関門 Ｃクリプトコッカス
高次脳機能 血液脳関門 循環白血球
高次脳機能 その他 ４つ有するものを４リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 外膜タンパク質Ａ
高次脳機能 その他 ３つ有するものを３リピートタウ
高次脳機能 血液脳関門 アクセサリータンパク質
高次脳機能 血液脳関門 ジャンクション接着分子
高次脳機能 血液脳関門 接着接合
高次脳機能 血液脳関門 カテニン
高次脳機能 血液脳関門 接点間の細胞接着フォーム
高次脳機能 血液脳関門 リンク膜タンパク質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質
高次脳機能 その他 タウ蛋白質濃度
高次脳機能 血液脳関門 架橋膜貫通タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 透水性
高次脳機能 血液脳関門 井部タンパク質
高次脳機能 その他 微小管結合蛋白
高次脳機能 血液脳関門 間膜蛋白質
高次脳機能大脳基底核(高)調節
高次脳機能 人格障害 夫婦の相性
高次脳機能 その他 Ｃ端側に繰り返す
高次脳機能 血液脳関門 構造



高次脳機能 その他 エキソン１０
高次脳機能 その他 エキソン３
高次脳機能 人格障害 従兄弟
高次脳機能 人格障害 従姉妹
高次脳機能 その他 エキソン２
高次脳機能 その他 微小管の重合
高次脳機能 血液脳関門 肺炎の細胞壁のホスホリルコリン
高次脳機能 その他 アミロイドβペプチド（Ａβ）
高次脳機能 血液脳関門 全体白血球　interendothelial
高次脳機能 血液脳関門 AB蛋白質のコンポーネント
高次脳機能 その他 キネシン
高次脳機能 その他 キネシンのモーター蛋白質
高次脳機能 血液脳関門 サブスタンスＰ
高次脳機能 人格障害 親子の相性
高次脳機能 人格障害 恋人
高次脳機能 血液脳関門 輪廻を導く可能性
高次脳機能 洗　脳 兄弟
高次脳機能 洗　脳 兄弟は好き
高次脳機能 血液脳関門 選択拡散
高次脳機能 その他 タウアイソフォーム
高次脳機能 人格障害 夫婦
高次脳機能 血液脳関門 積分膜タンパク質
高次脳機能 血液脳関門 タンパク質仲介コンプレックス
高次脳機能 血液脳関門 規制タンパク質
高次脳機能 人格障害 三男
高次脳機能 人格障害 次男
高次脳機能 人格障害 長男
高次脳機能 人格障害 次女
高次脳機能 人格障害 長女
高次脳機能 血液脳関門 ＬＩＦ法拡散
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核束
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核ワナ
高次脳機能大脳基底核(高)レンズ核 （大脳）
高次脳機能 血液脳関門 コンセンサス　（意見の一致）
高次脳機能 血液脳関門 壁内　Intramembranous
高次脳機能 その他 生物化学反応の増加
高次脳機能 血液脳関門 膜関連グアニル酸キナーゼ様タンパク質　（ＭＡＧＵＫＳ）
高次脳機能大脳基底核(高)閾値の制御
高次脳機能 尾状核 閾値の制御
高次脳機能大脳基底核(高)閾値
高次脳機能 尾状核 閾値
高次脳機能大脳基底核(高)閾値となる電位を制御
高次脳機能 尾状核 閾値となる電位を制御
高次脳機能 人格障害 閉鎖恐怖症
高次脳機能 人格障害 密室恐怖症

高次脳機能 人格障害 限局性健忘（局所性健忘） [数時間から数日という短時間に生じた出
来事の記憶を消失する健忘］

高次脳機能 カルチノイド 身体疾患によるナルコレプシー
高次脳機能 人格障害 加害



高次脳機能 人格障害 加害者
高次脳機能 人格障害 自殺
高次脳機能 人格障害 自殺願望
高次脳機能 人格障害 殺人
高次脳機能 人格障害 殺人者
高次脳機能 人格障害 殺人犯
高次脳機能 人格障害 殺人願望
高次脳機能 人格障害 他殺

高次脳機能 人格障害
生活史の断片的な想起　[自分の生活についての記憶の途切れに
気づきませんか？結婚や卒業の記憶のような重要な記憶を失っ
たことはありませんか？子供の時の記憶は？戦争の時の記憶

高次脳機能 血液脳関門 覚せい剤
高次脳機能 カルチノイド 抗重力筋が脱力
高次脳機能 カルチノイド 感情が昂った
高次脳機能 人格障害 意識を回復しない
高次脳機能 人格障害 尾状核の傷

高次脳機能 人格障害 説明できない所有物の出現 [あなたは自分の持ち物の中に説明
できないものがありますか？]

高次脳機能 人格障害 両極端（理想化とこきおろし）を揺れ動く他人への評価
高次脳機能 人格障害 自損
高次脳機能 人格障害 自損行為
高次脳機能 人格障害 電解質異常

高次脳機能 人格障害
ストレスがあると妄想的な考えや解離性状態（考えがまとまらない
状態）が生じることがある

高次脳機能 その他 嗜癖性疾患
高次脳機能 その他 不眠
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)高機能自閉症
高次脳機能 人格障害 アスペルガー症候群　Ａsperger syndrome:AS
高次脳機能大脳基底核(高)低機能自閉症
高次脳機能大脳基底核(高)カナー症候群
高次脳機能 その他 苦痛な感情を脱感作
高次脳機能 その他 ホモシスチン　（必須アミノ酸の老廃物）
高次脳機能 その他 感情障害
高次脳機能大脳基底核(高)自閉傾向
高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じることができずに育った
高次脳機能 扁桃体 気分障害　（感情障害）
高次脳機能 洗　脳 親の云う事を守って失敗した事がある
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質の機能不全
高次脳機能 その他 カテコールアミンの２４時間尿中排泄量の増加
高次脳機能 洗　脳 親の教えに誤りがあった事がある
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でトラウマを感じて育った
高次脳機能 洗　脳 嫌いな家族がいる
高次脳機能 洗　脳 家庭環境以外でコンプレックスを感じて育った
高次脳機能大脳基底核(高)知的障害者
高次脳機能 人格障害 感情がきわめい不安定
高次脳機能 人格障害 悪い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が嫌い
高次脳機能 人格障害 尾状核の機能低下
高次脳機能 人格障害 婿



高次脳機能 洗　脳 家庭は問題ない
高次脳機能 人格障害 家族の崩壊
高次脳機能 人格障害 家庭の崩壊
高次脳機能 人格障害 伯父
高次脳機能 人格障害 伯母
高次脳機能 人格障害 家庭内暴力
高次脳機能 人格障害 家庭内苛め
高次脳機能 その他 自傷行為
高次脳機能 洗　脳 生活規範を親に押しつけられた
高次脳機能 その他 身体的障害
高次脳機能 洗　脳 家族と仲が悪い
高次脳機能 人格障害 自慰
高次脳機能 扁桃体 意識変容
高次脳機能 人格障害 意識不明
高次脳機能 人格障害 猫の目のように変わる感情表現
高次脳機能 人格障害 感情がきわめいて不安定
高次脳機能 人格障害 家庭
高次脳機能 洗　脳 家庭
高次脳機能 血液脳関門 アヘン毒
高次脳機能 その他 夜尿症
高次脳機能 血液脳関門 麻薬中毒
高次脳機能大脳基底核(高)コリン作動性ニューロン
高次脳機能 その他 前頭葉眼窩前野皮質
高次脳機能 その他 吃逆
高次脳機能 人格障害 人間関係
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが無い
高次脳機能大脳基底核(高)前後の体のバランス
高次脳機能 人格障害 義父
高次脳機能 人格障害 義母
高次脳機能 人格障害 育ての母
高次脳機能 血液脳関門 不在ピンホール
高次脳機能 人格障害 叔父
高次脳機能 人格障害 叔母
高次脳機能 人格障害 家庭の平和
高次脳機能 人格障害 眼窩前頭皮質
高次脳機能大脳基底核(高)中間帆　（velum　interpositum）
高次脳機能 洗　脳 親から教わった生活規範は正しかった
高次脳機能 人格障害 自分にはパワーが有る
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭環境
高次脳機能 洗　脳 生まれ育った家庭構成
高次脳機能 血液脳関門 転送転送細胞内
高次脳機能大脳基底核(高)放射冠
高次脳機能 その他 精神力動的治療
高次脳機能 人格障害 カウンセラー
高次脳機能 人格障害 自慰行為
高次脳機能 人格障害 意識不明回復見込み
高次脳機能 人格障害 意識を回復　
高次脳機能 人格障害 線条体のＢ　近心面
高次脳機能 人格障害 線条体のＡ　外側面



高次脳機能大脳基底核(高)線条体
高次脳機能大脳基底核(高)線条体
高次脳機能 その他 ノルエピネフリン
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内包後脚.
高次脳機能大脳基底核(高)左尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核頭
高次脳機能 尾状核 尾状核頭
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の外髄板
高次脳機能大脳基底核(高)対角帯(ブローカ)　diagonal band of Broca
高次脳機能 扁桃体 扁桃体
高次脳機能 尾状核 尾状核
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核体
高次脳機能 尾状核 尾状核体
高次脳機能 その他 エピネフリン
高次脳機能 人格障害 子は子らしくあるべきだ
高次脳機能 血液脳関門 ＵＭＰ
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルトの反屈束
高次脳機能 洗　脳 家族と仲がいい
高次脳機能 洗　脳 家族のことが好き
高次脳機能 人格障害 バリア
高次脳機能 血液脳関門 バリア
高次脳機能 血液脳関門 ＵＴＰ
高次脳機能大脳基底核(高)コリンアセチルトランスフェラーゼ(ChAT)抗体
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｘファミリー
高次脳機能 自律神経障害 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症　ＤＮＡ損傷)
高次脳機能 血液脳関門 バリア機能
高次脳機能 血液脳関門 オリゴデンドロサイト
高次脳機能大脳基底核(高)線条体と中脳の黒質間の相反性(両方向性)神経結合(副経路1)
高次脳機能大脳基底核(高)線条体と黒質間の相反性(両方向性)線維結合
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２Ｙファミリー
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能大脳基底核(高)最内包前脚
高次脳機能 尾状核 最内包前脚
高次脳機能 血液脳関門 アミノ酸中性
高次脳機能大脳基底核(高)左右の意識のバランス
高次脳機能 血液脳関門 Ｐ２プリン受容体
高次脳機能 血液脳関門 Ｇタンパク共役型受容体
高次脳機能 人格障害 祖父
高次脳機能 人格障害 祖母
高次脳機能 その他 精神の統合性
高次脳機能大脳基底核(高)被蓋
高次脳機能 人格障害 孫
高次脳機能 人格障害 嫁
高次脳機能 人格障害 子
高次脳機能 人格障害 娘
高次脳機能 人格障害 男児
高次脳機能 人格障害 顕在意識
高次脳機能 人格障害 潜在意識
高次脳機能大脳基底核(高)疑核



高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンイオン依存性カルシウムドメイン
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリンーカテニン複合体
高次脳機能 血液脳関門 遺伝子組換食品（ターミネーター）
高次脳機能 血液脳関門 カドヘリン
高次脳機能大脳基底核(高)背側運動核
高次脳機能大脳基底核(高)皮質脊髄路
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内髄板
高次脳機能大脳基底核(高)背側被蓋核
高次脳機能大脳基底核(高)前外側腹側核
高次脳機能大脳基底核(高)線条体淡蒼球路
高次脳機能 人格障害 物質的肉体
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球視床下核路
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球と視床下核間の両方向性線維結合(副経路2)
高次脳機能 人格障害 ？
高次脳機能大脳基底核(高)淡蒼球と視床下核間の相反性線維結合
高次脳機能大脳基底核(高)橋核小脳路
高次脳機能大脳基底核(高)外包
高次脳機能 血液脳関門 細胞膜
高次脳機能 血液脳関門 ＤＮＡマイクロアレイ
高次脳機能 血液脳関門 細胞接着を通じて輪廻
高次脳機能 血液脳関門 スター型グリア細胞
高次脳機能 血液脳関門 グリシン
高次脳機能大脳基底核(高)最外包
高次脳機能 自律神経障害 アルツハイマー
高次脳機能 人格障害 先輩
高次脳機能大脳基底核(高)運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)
高次脳機能大脳基底核(高)酵素Nーアセチルトランスフェラーゼ
高次脳機能大脳基底核(高)バリスム ballism
高次脳機能 その他 セロトニン受容体
高次脳機能 人格障害 年輩者
高次脳機能 血液脳関門 疎pinocytic小砲輸送
高次脳機能 人格障害 生母
高次脳機能 人格障害 感情
高次脳機能 血液脳関門 必須アミノ酸
高次脳機能 自律神経障害 我慢ができなくなり、己の感情のままに行動するようになった
高次脳機能大脳基底核(高)前後の意識のバランス
高次脳機能 その他 グリア細胞
高次脳機能大脳基底核(高)小脳核視床路
高次脳機能 人格障害 親
高次脳機能 人格障害 母
高次脳機能 人格障害 父
高次脳機能 人格障害 妻
高次脳機能 人格障害 夫
高次脳機能 洗　脳 親離れ
高次脳機能 その他 脳脊髄液
高次脳機能 血液脳関門 霊障
高次脳機能 血液脳関門 ミクログリア
高次脳機能 その他 タウ遺伝子の変異
高次脳機能 その他 タウ遺伝子



高次脳機能 洗　脳 両親の愛情を感じて育った
高次脳機能大脳基底核(高)皮質橋核路
高次脳機能 洗　脳 親
高次脳機能 人格障害 良い母親
高次脳機能 洗　脳 両親が好き
高次脳機能 洗　脳 両親
高次脳機能 自律神経障害 創造
高次脳機能 血液脳関門 ＢＭＥＣ間隙
高次脳機能 人格障害 高所恐怖症
高次脳機能 人格障害 人格解離
高次脳機能 人格障害 解離性障害
高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 人格障害 解離ヒステリー
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレインの蓄積
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体病
高次脳機能 自律神経障害 レビー（レヴイー）小体

高次脳機能 その他 解離性健忘

高次脳機能 人格障害 解離性健忘［一般に心の傷やストレスに満ちた情報が思い出せ
なくなるというのが特徴]

高次脳機能 その他 解離性障害
高次脳機能 その他 フェンフルラミン
高次脳機能 血液脳関門 痴情霊
高次脳機能 カルチノイド 金縛り
高次脳機能 人格障害 パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 人格変換
高次脳機能 人格障害 人格崩壊
高次脳機能 血液脳関門 スペロヘータ
高次脳機能 血液脳関門 細菌
高次脳機能 血液脳関門 梅毒トレポネーマ　（Ｔ．Ｐａｌｌｉｄｕｍ）
高次脳機能 人格障害 愛情対象が自分から去ろうとする
高次脳機能 その他 皮質基底核変成症
高次脳機能 人格障害 人格障害　personality disorder
高次脳機能 人格障害 人格障害
高次脳機能 人格障害 パラノイド　（妄想性人格障害）
高次脳機能 人格障害 シツォイド　（分裂病質人格障害）
高次脳機能 人格障害 スキゾタイパル　（演技性人格障害）
高次脳機能 人格障害 自己愛型　（自己愛性人格障害）
高次脳機能 人格障害 ヒストリオニック
高次脳機能 人格障害 反社会型　（反社会性人格障害）
高次脳機能 人格障害 依存型　（依存性人格障害）
高次脳機能 人格障害 境界例型　（境界性人格障害）
高次脳機能 その他 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避型　（回避性人格障害）
高次脳機能 人格障害 非定型
高次脳機能 人格障害 強迫型　（強迫性人格障害）
高次脳機能 人格障害 受動攻撃型
高次脳機能 人格障害 混合型　（分裂病型人格障害）
高次脳機能 人格障害 複雑型
高次脳機能 人格障害 異型



高次脳機能 人格障害 人間として長所が無い
高次脳機能 人格障害 妄想性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病質人格障害
高次脳機能 人格障害 演技性人格障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性人格障害
高次脳機能 人格障害 反社会性人格障害
高次脳機能 人格障害 依存性人格障害
高次脳機能 人格障害 回避性人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性人格障害
高次脳機能 人格障害 強迫性人格障害
高次脳機能 人格障害 分裂病型人格障害
高次脳機能 人格障害 社会に護られている　　
高次脳機能 自律神経障害 店でものをとって食べて平然としている
高次脳機能 血液脳関門 トラバース
高次脳機能 その他 犯罪
高次脳機能 自律神経障害 ＨＴＬＹ－１
高次脳機能 人格障害 眠れ無い
高次脳機能 洗　脳 愛情不足の信号
高次脳機能 人格障害 性格障害
高次脳機能 人格障害 愛情の確認を求める
高次脳機能 人格障害 愛情欲求が強い
高次脳機能 人格障害 解離性状態　（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 解離性状態（考えがまとまらない状態）
高次脳機能 人格障害 脳器質疾患の後遺症
高次脳機能 人格障害 神経症状態
高次脳機能 扁桃体 接枝統合失調症
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調型人格障害
高次脳機能 人格障害 境界性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 自己愛性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 反社会性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 演技性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 回避性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 特定不能の統合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調感情障害
高次脳機能 人格障害 依存性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 発達
高次脳機能 人格障害 発達可能
高次脳機能 人格障害 統合失調症型パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 強迫性パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 統合失調症後抑うつ　（ＩＣＤ－１０　Ｆ２０．４）
高次脳機能 人格障害 総合失調症
高次脳機能 人格障害 統合失調症質パーソナリティー障害
高次脳機能 人格障害 知恵熱によるストレス
高次脳機能 人格障害 組織に護られている
高次脳機能 人格障害 遺伝的
高次脳機能 人格障害 体質的
高次脳機能 その他 老人斑



高次脳機能 その他 性格変化
高次脳機能 人格障害 睡眠不足
高次脳機能 自律神経障害 時と場所をわきまえない、浅はかな言動が多くなった
高次脳機能 人格障害 愛していない
高次脳機能 その他 パーキンソニズ
高次脳機能 その他 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
高次脳機能 その他 人格変化
高次脳機能 自律神経障害 レビー小体型認知症
高次脳機能 自律神経障害 派手になってやたらと買い物をする
高次脳機能 人格障害 知恵熱
高次脳機能 人格障害 家族に護られている
高次脳機能 自律神経障害 線状体黒質変性症（ＳＮＤ）
高次脳機能 その他 進行性核上性麻痺
高次脳機能 自律神経障害 騒がしく軽々しくなった
高次脳機能 自律神経障害 何もしないでじっとしている
高次脳機能 自律神経障害 人格、性格が極端に変わってしまった
高次脳機能 自律神経障害 不潔で平気でいる
高次脳機能 人格障害 人間関係に必要以上に神経過敏
高次脳機能大脳基底核(高)左右のバランス
高次脳機能 血液脳関門 脳腫瘍
高次脳機能 自律神経障害 α-シヌクレイン
高次脳機能 その他 発作・痙攣　（けいれん）
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体脚
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体視床路
高次脳機能大脳基底核(高)乳頭体被蓋束
高次脳機能大脳基底核(高)中隔核
高次脳機能大脳基底核(高)中隔野(核)
高次脳機能大脳基底核(高)透明中隔
高次脳機能大脳基底核(高)内側嗅条
高次脳機能大脳基底核(高)内側前脳束
高次脳機能 人格障害 妄想性パーソナリティー障害の様子
高次脳機能 人格障害 親に護られている
高次脳機能 人格障害 気質

高次脳機能 自律神経障害 自分の環境や状況を認識する
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 心の支援
高次脳機能 人格障害 睡眠
高次脳機能 人格障害 体質

高次脳機能 人格障害 肉体
高次脳機能大脳基底核(高)左右の体のバランス
高次脳機能大脳基底核(高)上下の体のバランス
高次脳機能 人格障害 夢
高次脳機能 血液脳関門 ジャム機能バリア
高次脳機能 人格障害 ありがとう
高次脳機能 血液脳関門 ジャム
高次脳機能 人格障害 悪夢
高次脳機能 血液脳関門 転送物質の親油性



高次脳機能 血液脳関門 アルコール
高次脳機能 人格障害 発達促進
高次脳機能 人格障害 発達促進エネルギー
高次脳機能 血液脳関門 インターロイキンβはILーβ
高次脳機能 人格障害 異常性欲
高次脳機能 自律神経障害 水酸化アルミニウム
高次脳機能 人格障害 趣味
高次脳機能大脳基底核(高)ChAT(コリンｰOｰアセチルトランスフェラーゼ)活性
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の新線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の古線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の原線条体
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の内包
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の外包
高次脳機能大脳基底核(高)大脳の最外包
高次脳機能大脳基底核(高)側副溝
高次脳機能大脳基底核(高)脳梁
高次脳機能 人格障害 気質/体質

高次脳機能 その他 原因遺伝子
高次脳機能 人格障害 墳
高次脳機能 人格障害 墓
高次脳機能 人格障害 教会
高次脳機能 人格障害 墓地
高次脳機能 人格障害 墓碑
高次脳機能 人格障害 墓柱
高次脳機能 人格障害 供養
高次脳機能 血液脳関門 形態脳血液
高次脳機能 血液脳関門 先祖霊
高次脳機能 その他 高次脳機能
高次脳機能 血液脳関門 悪魔・サタンの霊障
高次脳機能大脳基底核(高)尾状核尾
高次脳機能 尾状核 尾状核尾
高次脳機能 血液脳関門 自縛霊
高次脳機能 人格障害 愛　（Ｌｏｖｅ）
高次脳機能大脳基底核(高)視索前野
高次脳機能 人格障害 バランスを取り戻す
高次脳機能 血液脳関門 分子
高次脳機能 血液脳関門 分子として機能するタンパク結合
高次脳機能 血液脳関門 アポトーシス
高次脳機能大脳基底核(高)マイネルト基底核
高次脳機能大脳基底核(高)ブローカの対角帯
高次脳機能 血液脳関門 集中力
高次脳機能大脳基底核(高)髄板
高次脳機能大脳基底核(高)大脳脚
高次脳機能大脳基底核(高)上下の意識のバランス
高次脳機能 人格障害 神に対する恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する恐怖
高次脳機能 人格障害 神に対する恨み
高次脳機能 血液脳関門 パラクリン



高次脳機能 人格障害 神に見放されている
高次脳機能 人格障害 神に見放されるのではと言う恐れ
高次脳機能 人格障害 神に対する憎しみ
高次脳機能 人格障害 神に対する憤り
高次脳機能 人格障害 神に対するプレッシャー
高次脳機能 人格障害 人
高次脳機能 人格障害 人格
高次脳機能 人格障害 人間
高次脳機能 人格障害 先祖に護られている
高次脳機能 人格障害 人類
高次脳機能 人格障害 神様に護られている
高次脳機能 認知症 アルツハイマー型認知症
高次脳機能 認知症 脳血管型認知症
高次脳機能 認知症 レビー小体型認知症
高次脳機能 認知症 前頭側頭型認知症
高次脳機能 認知症 皮質基底核変性症
高次脳機能 認知症 クロイツフェルド・ヤコブ病
高次脳機能 認知症 進行性核上性麻痺
高次脳機能 認知症 脳脊髄液循環障害
高次脳機能 認知症 正常圧水頭症
高次脳機能 認知症 突発性正常圧水頭症
高次脳機能 認知症 進行麻痺
高次脳機能 認知症 アルコール認知症
高次脳機能 認知症 身体疾患に伴う認知症
高次脳機能 認知症 認知症を伴うパーキンソン病
高次脳機能 認知症 初期　期間２～６年間(アルツハイマー型認知症)
高次脳機能 認知症 中期　期間２～３年間(アルツハイマー型認知症)
高次脳機能 認知症 後期(アルツハイマー型認知症)
高次脳機能 認知症 初期の症状(脳血管型認知症)
高次脳機能 認知症 中期以降の症状(脳血管型認知症)
高次脳機能 認知症 中核症状
高次脳機能 認知症 記憶障害
高次脳機能 認知症 　短期記憶障害
高次脳機能 認知症 　長期記憶障害
高次脳機能 認知症 　エピソード記憶の障害
高次脳機能 認知症 　手続き記憶の障害
高次脳機能 認知症 　意味記憶の障害
高次脳機能 認知症 　初期の症状(記憶障害)
高次脳機能 認知症 　中期の症状(記憶障害)
高次脳機能 認知症 　後期の症状(記憶障害)
高次脳機能 認知症 見当識障害
高次脳機能 認知症 判断力の障害(実行機能障害)
高次脳機能 認知症 失語【高次脳機能障害】
高次脳機能 認知症 失認【高次脳機能障害】
高次脳機能 認知症 失行【高次脳機能障害】
高次脳機能 認知症 周辺症状
高次脳機能 認知症 認知症による徘徊
高次脳機能 認知症 弄便（ろうべん）
高次脳機能 認知症 物盗られ妄想



高次脳機能 認知症 認知症によるせん妄
高次脳機能 認知症 幻覚と錯覚
高次脳機能 認知症 認知症による「うつ・抑うつ」
高次脳機能 認知症 暴力・暴言
高次脳機能 認知症 介護拒否
高次脳機能 認知症 失禁
高次脳機能 認知症 不眠・睡眠障害・昼夜逆転
高次脳機能 認知症 帰宅願望
高次脳機能 認知症 食べない
高次脳機能 認知症 異食
高次脳機能 認知症 ピック病
高次脳機能 認知症 ピック球
高次脳機能 認知症 ＭＣＩ５つの定義、認知機能（記憶、決定、理由づけ、実行など）のうち１つの↓
高次脳機能 認知症 　　　　　↑機能に問題が生じてはいますが、日常生活には支障がない状態
高次脳機能 認知症 １．記憶障害の訴えが本人または家族から認められている
高次脳機能 認知症 ２．日常生活動作は正常
高次脳機能 認知症 ３．全般的認知機能は正常
高次脳機能 認知症 ４．年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害が存在する
高次脳機能 認知症 ５．認知症ではない

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
リンパ リンパ 重層扁平上皮
リンパ リンパ 咽頭の後壁
リンパ リンパ ナチュラルキラーＴ細胞
リンパ リンパ Ｂ細胞
リンパ リンパ系２ Ｍ細胞
リンパ リンパ系２ マイクロフキールド細胞のM細胞
リンパ リンパ 漿膜　(腹膜)
リンパ リンパ 単層扁平上皮
リンパ リンパ 扁平上皮
リンパ リンパ Ｔリンパ球前駆細胞
リンパ リンパ Ｂリンパ球
リンパ リンパ リンパ叢
リンパ リンパ 胸腔
リンパ リンパ 大鎖骨上窩
リンパ リンパ 右リンパ本幹
リンパ リンパ 皮膚Ｔ細胞リンパ腫
リンパ リンパ 胸膜(肺)
リンパ リンパ 気管分岐部
リンパ リンパ 肋間筋
リンパ リンパ 右頚リンパ本幹
リンパ リンパ 左頚リンパ本幹
リンパ リンパ 乳糜槽
リンパ リンパ 前縦隔リンパ節
リンパ リンパ 横隔膜リンパ節
リンパ リンパ 後縦隔リンパ節 posterior mediastinal lymph nodes
リンパ リンパ 大動脈リンパ叢
リンパ リンパ 仙骨前リンパ節
リンパ リンパ 大動脈リンパ叢(腰リンパ節)
リンパ リンパ 横隔リンパ節
リンパ リンパ 下気管気管支リンパ節
リンパ リンパ 上気管気管支リンパ節
リンパ リンパ 腹腔リンパ節
リンパ リンパ 腹壁リンパ節
リンパ リンパ 腸リンパ本幹 　intestinal trunk
リンパ リンパ 縦隔リンパ本管
リンパ リンパ 左腰リンパ本幹
リンパ リンパ 右腰リンパ本幹
リンパ リンパ 腰リンパ本幹 lumbar trunk
リンパ リンパ 前縦隔リンパ節
リンパ リンパ 上腸間膜リンパ節
リンパ リンパ 浅鼡径リンパ節
リンパ リンパ 深鼠径リンパ節
リンパ リンパ 深鼠径リンパ節からの輸出管
リンパ リンパ 肝リンパ節
リンパ リンパ 右胃大網リンパ節
リンパ リンパ 肋間リンパ節
リンパ リンパ 中結腸リンパ節
リンパ リンパ 右気管支縦隔リンパ本幹



リンパ リンパ 鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 腋窩リンパ叢
リンパ リンパ 深頚リンパ本幹
リンパ リンパ 後縦隔リンパ節
リンパ リンパ 回結腸リンパ節
リンパ リンパ 気管支縦隔リンパ本幹 bronchomediastinal trunk
リンパ リンパ 肺リンパ節
リンパ リンパ 膵脾リンパ節
リンパ リンパ 下腸間膜リンパ節
リンパ リンパ 咽頭後リンパ節
リンパ リンパ 肘リンパ節 cubital lymph nodes
リンパ リンパ 右リンパ本幹(右胸管)
リンパ リンパ 腰リンパ本幹
リンパ リンパ 胸筋下リンパ節
リンパ リンパ 胸筋間リンパ節
リンパ リンパ 胸筋リンパ節 pectoral lymph nodes
リンパ リンパ 左胃大網リンパ節
リンパ リンパ 後リンパ節posterior lymph nodes
リンパ リンパ 肋間リンパ節
リンパ リンパ 肩甲下動脈
リンパ リンパ 右鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 鎖骨下リンパ本幹 subclavian trunk
リンパ リンパ 左鎖骨下リンパ本幹
リンパ リンパ 幽門リンパ節
リンパ リンパ 頚リンパ本幹　 jugular trunk
リンパ リンパ 左結腸リンパ節
リンパ リンパ 気管リンパ節
リンパ リンパ カイロミクロンchylomicron
リンパ リンパ 気管支縦隔リンパ本幹
リンパ リンパ 気管リンパ節 tracheal lymph nodes
リンパ リンパ 左リンパ本幹
リンパ リンパ 胸管 thoracic duct
リンパ リンパ リンパ本幹
リンパ リンパ リンパ液漿
リンパ リンパ リンパ本管
リンパ リンパ 中心リンパ節central lymph nodes
リンパ リンパ 外側リンパ節 lateral lymph nodes
リンパ リンパ 骨髄由来リンパ球　bone marrow-derived lymphocyte
リンパ リンパ系 総頸動脈
リンパ リンパ 大伏在静脈
リンパ リンパ 胃の大弯
リンパ リンパ 胃の小弯
リンパ リンパ系２ 流動電位
リンパ リンパ 上腕筋膜
リンパ リンパ系２ 電解質
リンパ リンパ系２ 重力作用に対する生体の対応によって生ずる流動電位
リンパ リンパ系２ 水の流体力学現象で生ずる流動電流
リンパ リンパ系２ チトクロンA
リンパ リンパ系２ チトクロンB



リンパ リンパ系２ チトクロンC
リンパ リンパ 小腸の粘膜上皮
リンパ リンパ 小腸の粘膜筋板
リンパ リンパ 小腸の粘膜下組織
リンパ リンパ系 小伏在静脈
リンパ リンパ系２ 化生metaplasia現象
リンパ リンパ リンパ腫瘍
リンパ リンパ リンパ節癌
リンパ リンパ 皮膚腫瘍
リンパ リンパ 皮膚癌
リンパ リンパ系２ ラマルクの用不用の法則
リンパ リンパ 鎖骨下動脈
リンパ リンパ 右鎖骨下静脈
リンパ リンパ系 右鎖骨下静脈
リンパ リンパ系 左鎖骨下静脈
リンパ リンパ 鎖骨下静脈
リンパ リンパ 大動脈弓
リンパ リンパ 気管支
リンパ リンパ 胸大動脈
リンパ リンパ 内陰部動脈
リンパ リンパ 内外腸骨動脈
リンパ リンパ 内腸骨動脈
リンパ リンパ 閉鎖動脈
リンパ リンパ系 内頸動脈
リンパ リンパ 神経細静脈
リンパ リンパ 骨細静脈
リンパ リンパ 細静脈　（筋肉）
リンパ リンパ系２ 鼻呼吸
リンパ リンパ 上殿動脈
リンパ リンパ 毛細血管
リンパ リンパ 腕神経叢
リンパ リンパ 血漿
リンパ リンパ 下殿動脈
リンパ リンパ系２ 細胞同化
リンパ リンパ系 リンパ静脈
リンパ リンパ 腸腰動脈
リンパ リンパ 細動脈　（筋肉）
リンパ リンパ 細動脈　（骨）
リンパ リンパ 細動脈　（神経）
リンパ リンパ 中心乳靡腔(毛細リンパ管の盲端）
リンパ リンパ 右腕頭静脈
リンパ リンパ 静脈性毛細血管
リンパ リンパ 大動脈裂孔
リンパ リンパ 毛細リンパ管の内皮細胞
リンパ リンパ 腰動脈
リンパ リンパ 毛細リンパ管Iymph capillary
リンパ リンパ系２ ATP
リンパ リンパ 主気管支
リンパ リンパ 毛細リンパ管の内皮細胞同士の接合



リンパ リンパ リンパ液浸出
リンパ リンパ リンパ球性間質性腎炎
リンパ リンパ リンパ球性間質性肺炎　（ＬＩＰ）
リンパ リンパ リンパ管カルチノイド
リンパ リンパ 鼠径部の皮下
リンパ リンパ 肋間動脈
リンパ リンパ 肋間静脈
リンパ リンパ 小腸粘膜
リンパ リンパ 耳介後リンパ節
リンパ リンパ 小腸の筋層
リンパ リンパ 腹大動脈
リンパ リンパ 卵巣のリンパ管
リンパ リンパ 下行結腸
リンパ リンパ系 後頭リンパ節
リンパ リンパ 大腿筋膜
リンパ リンパ系 耳下腺リンパ節
リンパ リンパ系 耳介後リンパ節
リンパ リンパ 内腸骨リンパ節
リンパ リンパ 顎下リンパ節
リンパ リンパ系 顎下リンパ節
リンパ リンパ系 乳房傍リンパ節
リンパ リンパ 腋窩動脈
リンパ リンパ 骨盤内面の深リンパ管
リンパ リンパ 鼠径部(モモのツケネ)
リンパ リンパ 肺の両側肺門リンパ節腫脹
リンパ リンパ 骨盤外面の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 臀部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 子宮上部のリンパ管
リンパ リンパ 骨盤部のリンパ
リンパ リンパ 骨盤外面の深層の深リンパ管
リンパ リンパ 横隔膜
リンパ リンパ 大動脈
リンパ リンパ 大腿静脈
リンパ リンパ 左胃動脈
リンパ リンパ 胸骨
リンパ リンパ 心臓
リンパ リンパ リンパ
リンパ リンパ 粘膜固有層　（小腸）
リンパ リンパ 上大静脈
リンパ リンパ 上腕静脈
リンパ リンパ 胸腺
リンパ リンパ 外頚静脈
リンパ リンパ 後脛骨動脈
リンパ リンパ 腸間膜
リンパ リンパ 肺動脈
リンパ リンパ 後頭リンパ節
リンパ リンパ 上リンパ節 apical lymph nodes(鎖骨上リンパ節)
リンパ リンパ系 鎖骨上リンパ節
リンパ リンパ 胸骨傍リンパ節



リンパ リンパ系 胸骨傍リンパ節
リンパ リンパ 腋窩リンパ節
リンパ リンパ系 腋窩リンパ節
リンパ リンパ系 鎖骨下リンパ節
リンパ リンパ系 おとがい下リンパ節
リンパ リンパ系 胸筋間リンパ節
リンパ リンパ系 下深頸リンパ節
リンパ リンパ 膝窩リンパ節
リンパ リンパ系 膝窩リンパ節
リンパ リンパ系 浅鼠径リンパ節
リンパ リンパ 大腿筋膜張筋
リンパ リンパ 大腿筋膜張筋弁
リンパ リンパ 脾臓
リンパ リンパ 乳靡胸
リンパ リンパ系 輸入リンパ管
リンパ リンパ 脾臓脈
リンパ リンパ 軟骨
リンパ リンパ 下腸間膜動脈
リンパ リンパ 門脈
リンパ リンパ 総肝動脈
リンパ リンパ 赤脾臓 red pulp
リンパ リンパ 乳腺
リンパ リンパ 腋窩静脈
リンパ リンパ 咽頭
リンパ リンパ 咽頭後リンパ節
リンパ リンパ 上腕動脈
リンパ リンパ 仙骨リンパ節
リンパ リンパ 肺静脈
リンパ リンパ 左胃大網動脈
リンパ リンパ 幽門　（胃）
リンパ リンパ リンパ管　lymphatic vessel
リンパ リンパ 腸陰窩
リンパ リンパ 仙骨
リンパ リンパ系 細動脈
リンパ リンパ 十二指腸
リンパ リンパ 食道
リンパ リンパ 左胃リンパ節
リンパ リンパ 右胃リンパ節
リンパ リンパ 液性免疫humoral immunity
リンパ リンパ 横隔膜の大動脈裂孔
リンパ リンパ 中結腸動脈
リンパ リンパ 上深頚リンパ節
リンパ リンパ系 上深頸リンパ節
リンパ リンパ センチネルリンパ節　（見張りリンパ節）
リンパ リンパ系 浅頸リンパ節
リンパ リンパ オトガイ下リンパ節
リンパ リンパ系 リンパ節炎
リンパ リンパ 外側胸静脈
リンパ リンパ 外腸骨リンパ節



リンパ リンパ 浅筋膜
リンパ リンパ 縦隔後部
リンパ リンパ 浅リンパ管
リンパ リンパ 深リンパ管
リンパ リンパ 動脈性毛細血管
リンパ リンパ 小腸の内輪層
リンパ リンパ 腹壁
リンパ リンパ 後腹壁
リンパ リンパ 腸間膜の2葉
リンパ リンパ リンパ節の口蓋舌筋
リンパ リンパ リンパ節の口蓋舌弓
リンパ リンパ 輪状靭帯
リンパ リンパ 肝門
リンパ リンパ 腸間膜根部リンパ節
リンパ リンパ リンパ節の被膜
リンパ リンパ系２ ワルダエル扁桃リンパ輪
リンパ リンパ 単層扁平上皮の内皮
リンパ リンパ 右結腸動脈
リンパ リンパ 頬リンパ節
リンパ リンパ系２ 口呼吸
リンパ リンパ 深耳下腺リンパ節
リンパ リンパ 浅耳下腺リンパ節(耳介前リンパ）
リンパ リンパ 浅頚リンパ節
リンパ リンパ 脾臓の結合組織性の被膜
リンパ リンパ 深頚リンパ節
リンパ リンパ 総腸骨リンパ節
リンパ リンパ リンパ造液巣
リンパ リンパ 深腸骨回旋動脈
リンパ リンパ リンパ浸潤
リンパ リンパ 脊柱、背部の深層の筋
リンパ リンパ リンパ造液器
リンパ リンパ 乳靡
リンパ リンパ 線維芽細胞
リンパ リンパ 脾動脈
リンパ リンパ 細胞性免疫 cellular immunity
リンパ リンパ リンパ系組織の形質細胞
リンパ リンパ 肋間腔
リンパ リンパ リンパ管内膜
リンパ リンパ リンパ管中膜
リンパ リンパ リンパ管外膜
リンパ リンパ 乳腺外側部
リンパ リンパ系２ 咀嚼
リンパ リンパ 下腹壁動脈
リンパ リンパ 上腹壁動脈
リンパ リンパ 白脾髄 white pulp
リンパ リンパ 内胸動脈
リンパ リンパ 頚部のリンパ節
リンパ リンパ 頚部のリンパ管
リンパ リンパ リンパ管の弁



リンパ リンパ 下肢の本幹動脈
リンパ リンパ 肺門
リンパ リンパ 腰リンパ節
リンパ リンパ 右結腸リンパ節
リンパ リンパ 脊柱管
リンパ リンパ 気管支肺リンパ節(肺門リンパ節)
リンパ リンパ 洞様毛細血管網(脾洞)
リンパ リンパ リンパ節カルチノイド
リンパ リンパ 悪性リンパ腫　（非ホジキンリンパ腫）
リンパ リンパ 扁平上皮がん
リンパ リンパ リンパ組織カルチノイド
リンパ リンパ 骨盤内臓のリンパ
リンパ リンパ リンパ球比率の上昇
リンパ リンパ リンパ球比率が低下
リンパ リンパ 胃十二指腸動脈
リンパ リンパ 回結腸動脈
リンパ リンパ 直腸のリンパ管
リンパ リンパ 臀部リンパ節
リンパ リンパ 横行結腸
リンパ リンパ 外腸骨動脈
リンパ リンパ 直腸
リンパ リンパ リンパ球
リンパ リンパ 上動脈
リンパ リンパ 腹腔動脈
リンパ リンパ系２ ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
リンパ リンパ系２ 腸扁桃(GALT)
リンパ リンパ系２ 腸扁桃のリンパろ胞
リンパ リンパ 上腸間膜動脈
リンパ リンパ 前脛骨動脈
リンパ リンパ 右胃動脈
リンパ リンパ 右胃大網動脈
リンパ リンパ 総腸骨動脈
リンパ リンパ リンパ節
リンパ リンパ 大腿動脈
リンパ リンパ 前脛骨リンパ節
リンパ リンパ 膝窩動脈
リンパ リンパ 下大静脈
リンパ リンパ 輸出リンパ管
リンパ リンパ 輸入リンパ管
リンパ リンパ系 被膜
リンパ リンパ系 リンパ小節
リンパ リンパ系 リンパ洞
リンパ リンパ 右内頚静脈
リンパ リンパ 内頚静脈
リンパ リンパ系 内頸静脈
リンパ リンパ リンパ球
リンパ リンパ 外肋間筋
リンパ リンパ 小胸筋
リンパ リンパ リンパ球性白血病



リンパ リンパ 小腸
リンパ リンパ 左結腸動脈
リンパ リンパ 小腸の絨毛
リンパ リンパ 精巣のリンパ管
リンパ リンパ リンパ節の口蓋垂
リンパ リンパ系 外頸動脈
リンパ リンパ 頚リンパ本幹
リンパ リンパ 乳ビ槽
リンパ リンパ 骨盤臓器
リンパ リンパ 幼若なリンパ球
リンパ リンパ 骨盤外陰部
リンパ リンパ系２ 過飽和の酸素を抱えた赤血球のミトコンドリア
リンパ リンパ 抗原刺激
リンパ リンパ 骨盤壁
リンパ リンパ リンパ節の耳管扁桃
リンパ リンパ リンパ小節の暗殻
リンパ リンパ リンパ節の扁桃
リンパ リンパ リンパ上皮腫
リンパ リンパ リンパ濾胞
リンパ リンパ リンパ性白血病ウィルス
リンパ リンパ リンパ性白血病
リンパ リンパ リンパ節の門
リンパ リンパ リンパ節のロ蓋舌筋分界溝
リンパ リンパ リンパ節の梁柱
リンパ リンパ ワルダイエルの扁桃輪Waldeyer's tonsillar rihg
リンパ リンパ 骨盤会陰部
リンパ リンパ リンパ節の口蓋咽頭弓
リンパ リンパ リンパ節のロ蓋扁桃palatlne tonsil
リンパ リンパ リンパ節の舌扁桃 lingual tonsil
リンパ リンパ リンパ節の咽頭扁桃 pharyngeal tonsil
リンパ リンパ リンパ節の扁桃上窩
リンパ リンパ リンパ小節の明中心
リンパ リンパ系２ 主要組織適合抗原(MHC-HＬＡ)
リンパ リンパ 前腕筋膜
リンパ リンパ リンパ節の粘膜（重層扁平陰窩上皮)
リンパ リンパ 老朽赤血球
リンパ リンパ系２ 過飽和の酸素を抱えた赤血球
リンパ リンパ 骨髄の幹細胞
リンパ リンパ 外陰部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 単球
リンパ リンパ 尿好中球
リンパ リンパ 好中球
リンパ リンパ 好塩基球
リンパ リンパ 好酸球
リンパ リンパ 胸鎖乳突筋
リンパ リンパ 大胸筋
リンパ リンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）のイオン
リンパ リンパ系２ サイクリックAMP
リンパ リンパ 組織液 tissue fluid(組織の細胞間隙にある液）ｐHバランス



リンパ リンパ 組織球(マクロファージ)
リンパ リンパ γグロブリン=(免疫グロブリン)
リンパ リンパ リンパ節の口蓋垂筋
リンパ リンパ系２ 肉芽組織
リンパ リンパ リンパ節の口蓋咽頭筋
リンパ リンパ リンパ節の陰窩
リンパ リンパ 会陰部の皮下の浅リンパ管
リンパ リンパ 顆粒球
リンパ リンパ ＣＤ４/ＣＤ８比も低下
リンパ リンパ系２ 顆粒球症
リンパ リンパ 脂肪の小滴
リンパ リンパ系 耳下腺
リンパ リンパ ＣＤ８陽性のリンパ球
リンパ リンパ 内肋間筋
リンパ リンパ系２ パイエル板
リンパ リンパ系２ ヘム蛋白
リンパ リンパ系２ イングノグロブリンA
リンパ リンパ系２ ミオグロビン
リンパ リンパ系２ 耳管扁桃
リンパ リンパ系２ 喉の扁桃
リンパ リンパ系２ ラトケ嚢
リンパ リンパ 小腸の外縦層
リンパ リンパ系２ 離乳食アナフィラキシー
リンパ リンパ ファブリチウス嚢 Bursa Fabricii
リンパ リンパ系２ IgA腎症
リンパ リンパ 下腿後面
リンパ リンパ 下腿の動脈
リンパ リンパ系２ 喉の扁桃リンパ輪のBスポツト
リンパ リンパ 前頚リンパ節
リンパ リンパ ＣＤ８陽性細胞
リンパ リンパ 広頚筋
リンパ リンパ ウイルヒョウのリンパ節転移Virchow's lymph node metastasis

リンパ リンパ系２ サルコイドーシス
リンパ リンパ系２ ヒスティオサイトーシスX(組織球症X)
リンパ リンパ リンパ性器官
リンパ リンパ 第一次リンパ性器官
リンパ リンパ 第二次リンパ性器官
リンパ リンパ 左静脈角
リンパ リンパ 右静脈角
リンパ リンパ 静脈角venous angle
リンパ リンパ系 リンパ浮腫
リンパ リンパ系２ 重力
リンパ リンパ 髄液漿
リンパ リンパ 髄液
リンパ リンパ 骨髄液
リンパ リンパ 男性更年期障害
リンパ リンパ 女性更年期障害
リンパ リンパ系２ 性腺
リンパ リンパ 骨髄液漿



リンパ リンパ系２ 太陽光線

yamaguchi
テキストボックス
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大分類 件　名 機　　能　　他
抗  体 受容体活性阻害抗体
抗  体 特異抗核抗体
抗  体 皮膚筋炎
抗  体 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトリンパ球ウマ免疫グロブリン
抗  体 抗ヒトTリンパ球ウサギ免疫グロブリン
抗  体 インスリン受容体異常症
抗  体 インシュリン抗体(IRI-AB)(BML)
抗  体 免疫抑制剤
抗  体 肺胞内出血
抗  体 膠原病
抗  体 糸球体腎炎
抗  体 抗サイログロブリン抗体(抗Tg抗体)
抗  体 ウェゲナー肉芽腫症
抗  体 ヘリコバクター・ピロリ抗体
抗  体 神経組織
抗  体 表皮内基底層直下
抗  体 筋組織
抗  体 上皮組織
抗  体 心内膜炎
抗  体 強皮症(全身性硬化症)
抗  体 重症筋無力症
抗  体 サイログロブリン抗体
抗  体 下肢静脈瘤
抗  体 悪性リンパ腫
抗  体 悪性腫瘍
抗  体 アトピー性皮膚炎
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 抗サイログロブリン抗体
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 自己抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗核小体抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗SS-A抗体
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗Scl-70抗体
抗  体 抗ヒストン抗体
抗  体 抗平滑筋抗体
抗  体 抗DNA一ヒストン抗体
抗  体 抗ガングリオシド抗体
抗  体 抗ガラクトース欠損IgG抗体
抗  体 抗Scｌ-70抗体
抗  体 抗リン脂質抗体
抗  体 特発性アジソン病
抗  体 慢性肝炎
抗  体 ジンマシン
抗  体 ゼラチン、膠（にかわ）、コラーゲン組織



抗  体 レイノー症候群
抗  体 多発性筋炎
抗  体 ＰＳＡ・前立腺特異的抗原
抗  体 ギラン・バレー症候群(GBS)
抗  体 抗CLβ2GPI複合体抗体
抗  体 抗血小板抗体
抗  体 γグロブリン=(免疫グロブリン)
抗  体 橋本病
抗  体 TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)(BML)
抗  体 抗レセプター抗体
抗  体 抗非ヒストン抗体
抗  体 膠原病重複症候群
抗  体 自己免疫性肝炎(AIH)
抗  体 ループス抗凝固因子（ＬＡC)
抗  体 重複症候群(overlap syndrome)
抗  体 慢性関節リウマチ(RA)
抗  体 ＩgG型リウマチ因子(SRL)
抗  体 抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 ヨウ化カリウム
抗  体 アレルギー性肉芽腫性血管炎
抗  体 抗ＳＳーＢ/Ｌa抗体
抗  体 乾燥pH4処理人免疫グロブリン
抗  体 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン
抗  体 抗ＳＳーＡ/Ｒo抗体
抗  体 CML
抗  体 抗セントロメア抗体
抗  体 抗SS-B抗体
抗  体 ピリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 IAHA
抗  体 ＩgG(免疫グロブリンG)
抗  体 αグロブリン
抗  体 βグロブリン
抗  体 LE細胞
抗  体 抗AChR抗体(阻止抗体)
抗  体 C9糖蛋白
抗  体 C1糖蛋白
抗  体 C2糖蛋白
抗  体 Ｃ3糖蛋白
抗  体 Ｃ4糖蛋白
抗  体 C5糖蛋白
抗  体 C6糖蛋白
抗  体 C7糖蛋白
抗  体 C8糖蛋白
抗  体 抗グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD)抗体
抗  体 抗ガルジオリピン抗体(aCL)
抗  体 抗ピルビン酸脱水素酵素(PDH)抗体
抗  体 抗SS-DNAIgG抗体
抗  体 抗AChR抗体(TE671セルライン抗原
抗  体 強皮症腎クリーゼ



抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗ペルオキシダーゼ抗体
抗  体 抗アセチルコリンレセプター抗体
抗  体 血清補体
抗  体 腹膜炎
抗  体 抗甲状腺マイクロゾーム抗体
抗  体 TSHレセプター抗体
抗  体 抗甲状腺サイログロブリン抗体
抗  体 全身性エリテマトーデス(SLE)
抗  体 シエ一グレン症候群(SjS)
抗  体 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

抗  体 顕微鏡的多発動脈炎
抗  体 白斑
抗  体 不妊症の一部(抗精子抗体を産生するもの)
抗  体 進行性全身性硬化症
抗  体 PSS(汎発性強皮症)
抗  体 尿路感染症
抗  体 感作赤血球
抗  体 悪性貧血
抗  体 血管炎
抗  体 肝腎ミクロソーム抗体1型
抗  体 肝脾腫
抗  体 胸膜炎
抗  体 ループス腎炎
抗  体 橋本病
抗  体 免疫性溶血性貧血(IHA)
抗  体 血液疾患
抗  体 伝染性単核症
抗  体 原発性胆汁性肝硬変
抗  体 抗ＣＣＰ抗体
抗  体 抗ＣＣＰ抗体陽性
抗  体 抗ＣＣＰ陰性
抗  体 腎クリーゼ
抗  体 ループス抗凝固因子
抗  体 抗HBs人免疫グロブリン
抗  体 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
抗  体 乾燥スルホ化人免疫グロブリン
抗  体 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン
抗  体 ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン
抗  体 pH4処理酸性人免疫グロブリン
抗  体 LE細胞現象
抗  体 抗マイクロゾーム抗体
抗  体 混合性結合組織病(MCTD)
抗  体 抗精子抗体
抗  体 TPO抗体(抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体)
抗  体 慢性活動性肝炎
抗  体 抗カルジオリピン抗体
抗  体 抗ミエロペルオキシダーゼ抗体
抗  体 穎粒球特異抗核抗体



抗  体 抗サイログロブリン抗体(Tg-Ab)
抗  体 抗PCNA抗体
抗  体 自己免疫性血小板減少性紫斑病
抗  体 レイノー現象
抗  体 フェルティ症候群
抗  体 結合組織
抗  体 精神神経症状
抗  体 抗細胞質抗体
抗  体 ゲラチン
抗  体 サイロイドテスト中止
抗  体 マイクロゾームテスト中止
抗  体 多腺性自己免疫症候群
抗  体 抗AChR抗体価(結合抗体)
抗  体 SLA/LP抗体
抗  体 LE体
抗  体 抗リン脂質抗体症候群(APS)
抗  体 グレーブス病
抗  体 抗核抗体
抗  体 抗ミトコンドリア抗体
抗  体 ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
抗  体 抗DNA抗体
抗  体 滑膜
抗  体 アルブミン
抗  体 デスモグレイン1抗体
抗  体 デスモグレイン2抗体
抗  体 デスモグレイン3抗体
抗  体 関節パンヌス(炎症性の肉芽組織)
抗  体 関節リウマチ
抗  体 抗デスモグレイン1抗体
抗  体 抗デスモグレイン2抗体
抗  体 抗デスモグレイン3抗体

抗  体 多腺性自己免疫症候群II型(シュミット症候群、Schmidt症候群、Schmidt
syndrome)

抗  体 フィブリン
抗  体 慢性炎症
抗  体 光沢苔癬
抗  体 線状苔癬
抗  体 ビダール苔癬　(慢性単純性苔癬)
抗  体 毛孔性苔癬
抗  体 アミロイド苔癬
抗  体 好酸球性膿疱性毛包炎
抗  体 ジューリング疱疹状皮膚炎
抗  体 表皮細胞間IgA皮膚症
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ(TPO)抗体
抗  体 リウマトイド因子(RF)
抗  体 膠質反応
抗  体 抗CCP抗体
抗  体 原発性マクログロブリン血症
抗  体 抗カルジオリピン



抗  体 抗カルジオリピンβ2
抗  体 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(抗TPO抗体)
抗  体 抗GAD抗体
抗  体 抗dS-DNAIgG抗体
抗  体 抗ds-DNA抗体
抗  体 抗Jo-1抗体
抗  体 抗RNP抗体
抗  体 抗Sc1-70抗体
抗  体 グツドパスチヤー症候群
抗  体 抗ENA抗体
抗  体 抗SS-B/La抗体
抗  体 抗SS-A/Ro抗体
抗  体 皮下結節(リウマトイド結節)
抗  体 LE因子
抗  体 抗Sm抗体
抗  体 抗DNP抗体
抗  体 免疫複合体(イムノコンプレックス)
抗  体 抗原抗体反応
抗  体 多発性骨髄腫
抗  体 内因性抗原
抗  体 関節液中コンドロカルシン
抗  体 抗RNAポリメラーゼ抗体
抗  体 抗U1RNP抗体
抗  体 U1RNP
抗  体 マトリックスメタロプロテアーゼー3
抗  体 抗LKM-1抗体
抗  体 抗トポイソメラーゼI抗体
抗  体 レックリングハウゼン病　(神経線維腫症)
抗  体 膵島細胞抗体(ICA)、IA-2抗体
抗  体 エラスチン
抗  体 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体)
抗  体 ＩgA
抗  体 IgD
抗  体 IgE
抗  体 ＩgM
抗  体 ムコタンパク
抗  体 球状(globulor)タンパク質
抗  体 繊維状タンパク質
抗  体 抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ
抗  体 細胞質性抗好中球細胞質抗体価
抗  体 免疫複合体(C1q法)
抗  体 NKT細胞
抗  体 人免疫グロブリン
抗  体 肝硬変
抗  体 喘息（気管支ゼンソク）
抗  体 多発性筋炎
抗  体 天疱瘡
抗  体 糖尿病

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
素粒子 素粒子 魔法数
素粒子 元　素 反陽子
素粒子 アミノ酸・Vita Ｖ．Ｂ．コンプレックス　（腎臓ホルモン、ビタミンアミノ酸）
素粒子 素粒子 核分裂して酸化した原子核
素粒子 素粒子 酸化した原子核を還元させる働きを持つ原子核
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB12
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンK
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンP
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＤ
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB6
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンH
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンC
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンA
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンE
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンB１
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミンＢ２
素粒子 元　素 反中性子
素粒子 アミノ酸・Vita 活性酸素
素粒子 アミノ酸・Vita 赤外線
素粒子 元　素 核分裂
素粒子 元　素 臨界
素粒子 元　素 臨界状態
素粒子 元　素 放射性・銀１１０ｍ
素粒子 元　素 放射性・テルル１２９ｍ
素粒子 元　素 レニウム75
素粒子 元　素 オスミウム76
素粒子 元　素 アルゴン　18
素粒子 元　素 ボーリウム（Ｂh）　107
素粒子 元　素 アクチニウム89
素粒子 元　素 コバルト　27
素粒子 元　素 鉄(Fe)　２６
素粒子 元　素 カドミウム　48
素粒子 元　素 ゲルマニウム　32
素粒子 元　素 インジウム　49
素粒子 元　素 テルリウム　52
素粒子 元　素 モリブデン　42
素粒子 元　素 リン　15
素粒子 元　素 リン酸
素粒子 元　素 ナトリウム　11
素粒子 元　素 マグネシウム　12
素粒子 元　素 亜鉛　30
素粒子 元　素 バリウム　56
素粒子 元　素 イリジウム77
素粒子 元　素 カリウム　19
素粒子 元　素 テルビウム 65
素粒子 元　素 キセノン　54
素粒子 元　素 放射性キセノン
素粒子 元　素 アルミニウム　13



素粒子 元　素 ジスプロシウム66
素粒子 元　素 ビスマス83
素粒子 元　素 白金78
素粒子 元　素 トリウム90
素粒子 アミノ酸・Vita 染色体
素粒子 元　素 金　79
素粒子 元　素 バークリウム97
素粒子 元　素 アメリシウム95
素粒子 元　素 塩素　17
素粒子 アミノ酸・Vita 塩素　17
素粒子 元　素 ルテチウム71
素粒子 元　素 クリプトン　36
素粒子 元　素 ネオジム60
素粒子 元　素 炭素　6
素粒子 元　素 ほう素　5
素粒子 元　素 ベリリウム　4
素粒子 元　素 プラセオジム　59
素粒子 元　素 ニオビウム　41
素粒子 元　素 ツリウム69
素粒子 元　素 ひ素　33
素粒子 元　素 ネオン　10
素粒子 元　素 臭素　35
素粒子 元　素 プロメチウム61
素粒子 元　素 カリフォルニウム　98
素粒子 元　素 ネプツニウム93
素粒子 元　素 珪素　ケイ素　14
素粒子 元　素 ジルコニウム　40
素粒子 元　素 ラドン86
素粒子 元　素 窒素　7
素粒子 アミノ酸・Vita 窒素　7
素粒子 元　素 カルシウム　20
素粒子 元　素 セリウム　58
素粒子 元　素 アインスタイニウム　99
素粒子 元　素 ランタン　57
素粒子 元　素 鉛82
素粒子 元　素 ルテニウム　44
素粒子 元　素 タンタル73
素粒子 元　素 チタン　22
素粒子 元　素 ストロンチウム　38
素粒子 元　素 クロム　24
素粒子 元　素 ニッケル　28
素粒子 元　素 弗素　フッ素　9
素粒子 元　素 マンガン　25
素粒子 元　素 セレン　34
素粒子 元　素 バナジウム　23
素粒子 元　素 酸素　8
素粒子 アミノ酸・Vita 酸素　8
素粒子 元　素 ポロニウム84
素粒子 元　素 プロトアクチニウム91



素粒子 アミノ酸・Vita リジン・Lys・Ｋ
素粒子 元　素 ノ一ベリウム102
素粒子 元　素 ラジウム88
素粒子 元　素 ルビジウム　37
素粒子 元　素 タングステン74
素粒子 元　素 銅　29
素粒子 元　素 錫　スズ　50
素粒子 元　素 よう素　53
素粒子 元　素 タリウム81
素粒子 元　素 ホルミウム67
素粒子 元　素 エルビウム68
素粒子 元　素 ハフニウム72
素粒子 元　素 キュウリウム96
素粒子 元　素 水銀80
素粒子 元　素 プルトニウム94
素粒子 元　素 ユーロピウム63
素粒子 元　素 ガドリニウム64
素粒子 元　素 ローレンシウム103
素粒子 元　素 サマリウム62
素粒子 元　素 メンデレビウム101
素粒子 元　素 ヘリウム　2
素粒子 元　素 セシウム　55
素粒子 元　素 フェルミウム100
素粒子 元　素 反水素
素粒子 元　素 ガリウム　31
素粒子 元　素 ウンウントリウム（Ｕut）　113
素粒子 元　素 アンチモン　51
素粒子 元　素 フランシウム87
素粒子 元　素 硫黄　16
素粒子 元　素 ウラン92
素粒子 元　素 イットリウム　39
素粒子 アミノ酸・Vita グリシン
素粒子 元　素 シーボーギウム（Ｓg）　106　　
素粒子 元　素 パラジウム　46
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン酸
素粒子 元　素 水素　1
素粒子 アミノ酸・Vita 水素　1
素粒子 元　素 ロジウム　45
素粒子 元　素 テクネチウム　43
素粒子 元　素 銀　47
素粒子 アミノ酸・Vita アルギニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チミン
素粒子 アミノ酸・Vita トリプトファン　（必須)
素粒子 元　素 スカンジウム　21
素粒子 元　素 アスタチン85
素粒子 アミノ酸・Vita 女性ホルモン
素粒子 元　素 ダルムスタチウム（Ｄｓ）　110
素粒子 元　素 マイトネリウム（Mt）　109
素粒子 アミノ酸・Vita システイン



素粒子 アミノ酸・Vita シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita Ｃｙｓ・シスチン
素粒子 アミノ酸・Vita 男性ホルモン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシリジン
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン酸
素粒子 元　素 ラザホージウム（Ｒｆ）　104
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシグルタミン酸
素粒子 元　素 イッテルビウム70
素粒子 アミノ酸・Vita ノルロイシン
素粒子 アミノ酸・Vita ヒスチジン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita フェニルアラニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン欠乏症
素粒子 元　素 ドブニウム（Ｄｂ）　105
素粒子 アミノ酸・Vita トレオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita チロシン
素粒子 アミノ酸・Vita ロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita アラニン
素粒子 アミノ酸・Vita プロリン
素粒子 元　素 ハッシウム（Ｈs）　108
素粒子 アミノ酸・Vita メチオニン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ヒドロキシプロリン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 アミノ酸・Vita アスパラギン
素粒子 元　素 ウンビペンチウム（Ｕｂp）　125
素粒子 元　素 レントゲニウム（Ｒｇ）　111
素粒子 元　素 ウンウンクアジウム（Ｕnq）　114
素粒子 元　素 ウンウンヘキシウム（Ｕuh）　116
素粒子 元　素 ウンビビウム（Ｕｂb）　122
素粒子 元　素 ウンビクアジウム（Ｕｂq）　124
素粒子 元　素 ウンビヘキシウム（ＵｂM）　126
素粒子 元　素 ウンウンビウム（Ｕub）　112
素粒子 元　素 ウンウンペンチウム（Ｕup）　115
素粒子 元　素 ウンウンセプチウム（Ｕus）117
素粒子 元　素 ウンウンオクチウム（Ｕuo）　118
素粒子 元　素 ウンウンエンニウム(Uue) 119
素粒子 アミノ酸・Vita アルカリ
素粒子 元　素 リチウム　3
素粒子 アミノ酸・Vita バリン　（必須）
素粒子 元　素 ウンビニリウム（Ｕｂｎ）　120
素粒子 元　素 ウンビウニウム（Ｕｂu）　121
素粒子 アミノ酸・Vita マイナスイオン　（陰イオン）
素粒子 元　素 ウンビトリウム（Ｕｂt）　123
素粒子 アミノ酸・Vita イソロイシン　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita セリン
素粒子 元　素 陽電子
素粒子 アミノ酸・Vita グルタミン
素粒子 アミノ酸・Vita リジン　　(必須)
素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１７
素粒子 アミノ酸・Vita タンパク質



素粒子 アミノ酸・Vita ビタミン１６
素粒子 素粒子 正の荷電粒子
素粒子 素粒子 負の荷電粒子
素粒子 アミノ酸・Vita 紫外線
素粒子 素粒子 ダークマター(Dark　Mater)
素粒子 元　素 キセノン１３５
素粒子 素粒子 素粒子
素粒子 素粒子 遠赤外線
素粒子 アミノ酸・Vita 神経痛
素粒子 素粒子 プラスイオン
素粒子 素粒子 魔法核

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 55表層粘液細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 54腺頸部の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 56胃腺の主細胞（ペプシノーゲンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 57胃腺の塩酸分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 58胃腺の副細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胃 59内分泌細胞（ガストリンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 129耳道腺細胞（耳垢を分泌)
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ外耳 耳垢
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 160角膜上皮の幹細胞（角膜縁に存在、幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 165瞳孔括約筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 161角膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 162角膜の内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 163毛様体色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 164無色素毛様体上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 166瞳孔散大筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 167虹彩色素上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 168杆状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 169青感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 170緑感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 171赤感受性の錐状体細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 173レンズ上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 クリスタリン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 174レンズ線維細胞（クリスタリン含有細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼 172網膜色素上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 82肝細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 81ヘリング管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 83胆管上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 84脂肪摂取細胞（伊東細胞、ビタミンＡの貯蔵）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 85クッパー細胞（マクロファージの1種）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肝臓 86洞様毛細血管（肝臓の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）175結膜上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）179マイボーム脂腺細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）178モル腺細胞（特殊化した汗腺）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）177涙腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ眼瞼（まぶた）176涙腺細胞（涙を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 31内分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 30線毛上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 29杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ気道 28上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胸腺 225胸腺上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 18毛母細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 19毛髄質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 20毛皮質
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 21毛小皮（キューティクル）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 22根鞘小皮（クチクラ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 23ハックスルー層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 24ヘンレ層
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ毛 25外根鞘



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 181赤芽球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 180造血幹細胞（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 182骨髄球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 183巨核球（骨髄に存在）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 184赤血球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 195Ｂリンパ球（ＩｇＡ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 196Ｂリンパ球（ＩｇＥ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 197肥満細胞（マスト細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 198樹状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 199マクロファージ（大食細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 200組織球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 185好中球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 186好酸球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 187好塩基球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 188血小板
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 189単球
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 201形質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 190ヘルパーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 191サプレッサーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 192キラーＴ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 193Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 194Ｂリンパ球（ＩｇＧ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血液 骨髄の幹細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 202血管芽細胞（胎生期）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 203有窓性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 204連続性の血管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 205毛細血管の周細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 206頸動脈小体
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 207糸球細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ血管 208Ⅱ型細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腱 220腱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 35上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 36重層扁平上皮(粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 37唾液腺の粘液細胞（多糖類に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 38唾液腺の漿液細胞（糖タンパク酵素に富む液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 39唾液腺の介在部導管細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 40唾液腺の線状部導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ口腔 41唾液腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 264甲状腺ホルモン（チロキシン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ甲状腺 265カルシトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 79上皮の基底細胞（（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肛門 80重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 218白筋（速筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 219中間筋の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 217赤筋（遅筋）の横紋筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨格筋 216衛星細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 130外胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼓膜 131内胚葉上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ子宮 114子宮内膜の上皮細胞



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 259エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 258バソブレシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ視床下部 257オキシトシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 49Ⅰ型味蕾細胞（支持細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 48味蕾の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 47フォンエブナー腺細胞（味蕾を洗う唾液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 46重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 45上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 50Ⅱ型味蕾細胞（機能不明）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ舌 51Ⅲ型味蕾細胞（味覚）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）69腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）71杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）74ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）72パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）70吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（空腸・回腸）73セロトニン（ホルモン）分泌細胞　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）60腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）61吸収上皮細胞（微絨毛をもつ）　　 　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）62杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）63パネート細胞（リゾチームを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）リゾチーム
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）64ブルンナー腺細胞（粘液と酵素を含むアルカリ性液を分泌）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）65セロトニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）66ボンベシン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）ボンベシン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）67セクレチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）セクレチン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）コレシストキニン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ小腸（十二指腸）68コレシストキニン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 副甲状腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 266副甲状腺ホルモン（パラトルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 パラトルモン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ上皮小体 267好酸性細胞（機能不詳）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 52上皮の基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ食道 53重層扁平上皮（粘膜上皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 222心筋細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 223結節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ心筋 224特殊心筋細胞（プルキンエ線維）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 103メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 98遠位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 99ヘンレのわなの上皮細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 100集合管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 101腎小体のボウマン嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 102糸球体たこ足細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 97近位尿細管細胞（尿の再吸収）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 96糸球体外メサンギウム細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 95緻密斑細胞（エリスロポエチン分泌に関与？）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ腎臓 94傍糸球体細胞［レニン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 88腺房中心細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 89腺房細胞（消化酵素を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 90ソマトスタチン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 91インスリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 92グルカゴン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膵臓 93導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 120精子
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 118精祖細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 119精母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 121セルトリ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 122ライディヒ細胞［テストステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣 テストステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 123精巣輸出管の線毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣上体 124精巣上体管の上皮細胞（不動毛をもつ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精巣網 125精巣網上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 127精嚢の細胞（精子の泳ぎのエネルギー源であるフルクトースを含む・・）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ精嚢 フルクトース
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ前立腺 128前立腺細胞（精液の他の成分を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 268白色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 269褐色脂肪細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 270線維芽細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 271関節腔の滑膜細胞（関節腔の内面をおおう細胞おもに・・）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 272腹膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 273胸膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱその他 274心膜の漿膜（中皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 76吸収上皮細胞　　　　　　　　　　　　　同一コードで2項目

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 75腸陰窩の未分化細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 77杯細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ大腸 セロトニン　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ胆嚢 87胆嚢上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 115上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 116重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 117バルトリン腺細胞（膣の潤滑液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膣 バルトリン腺
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）234プルキンエ細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）プルキンエ細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）231錐体細胞（脳、神経）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）232ベッツ巨大錐体細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）233顆粒細胞（脳、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）229神経幹細胞（幹細胞？）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）230上衣細胞（脳室の内面をおおう幹細胞との考えもある）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）235星状グリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）238前角細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）237ミクログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）239索細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）240内細胞（脊髄、神経細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）236オリゴデンドログリア細胞（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ中枢神経（脳・脊髄）241脈絡叢細胞（脳脊髄液を分泌）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 16爪床の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ爪 17爪の角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 134内リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 132外リンパ腔をおおう扁平細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 135内リンパ嚢の微絨毛をもつ円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 133外リンパ腔の星状細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 136内リンパ嚢の微絨毛をもたない円柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 137内リンパ腔をおおう"暗"細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 138内リンパ腔をおおう前庭膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 139内リンパ腔をおおう血管条基底細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 140内リンバ腔をおおう血管条表在細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 141内リンパ腔をおおうクラウディウス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 142内リンパ腔をおおうベッチャー細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 143らせん器の歯間細胞（有毛細胞をおおうふた状の"膜"を分泌)

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 148らせん器の内指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 147らせん器の外注細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 146らせん器の内柱細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 145らせん器の外有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 144らせん器の内有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 149らせん器の外指節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 150らせん器の辺縁細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 151らせん器のヘンゼン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 152内耳の前庭のⅠ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 153内耳の前庭のⅡ型有毛細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 155前庭の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 154前庭の半月平面細胞（プロテオグリカンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ内耳 プロテオグリカン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 212軟骨膜の細胞（軟骨の幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 213ガラス軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 214線維軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ軟骨 215弾性軟骨の軟骨細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 27乳腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ乳腺 26乳腺細胞（乳汁を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 106重層扁平上皮
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 105上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ尿道 107尿道腺細胞（粘液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体後葉256後葉細胞　（神経膠細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉249濾胞（卵胞）刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉248成長ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉250黄体形成ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉251プロラクチン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉253甲状腺刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体前葉252副腎皮質刺激ホルモン分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉254脳下垂体中葉細胞（メラノサイト刺激ホルモンを分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脳下垂体中葉255エンドルフィン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 42エナメル芽細胞（歯のエナメル質を分泌、歯形成時のみ）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 43セメント芽細胞（歯根のセメント質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ歯 44象牙芽細胞（歯の象牙質を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 32Ⅰ型肺胞細胞（肺の気室内面をおおう）



ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 33Ⅱ型肺胞細胞（界面活性剤を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ肺 34クララ細胞（幹細胞であるらしい）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 156嗅上皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 157嗅細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 158嗅上皮の支持細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ鼻 159ボーマン腺細胞（嗅上皮を洗う液を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ脾臓 226杆状細胞（脾洞の毛細血管内皮細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 1表皮の基底細胞（幹細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 2角質細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 3エクリン汗腺細胞（汗を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 4アポクリン汗腺細胞（発香性物質を分泌、性ホルモン感受性）

ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 5汗腺の筋上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 6汗腺の導管細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 7皮脂腺細胞（脂質に富む皮脂を分泌）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 8メルケン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 9ランゲルハンス細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 10メラニン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 11触覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 12温度覚用に特殊化した低温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 13温度覚用に特殊化した高温感受性の一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 14痛覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ皮膚 15圧覚用に特殊化した一次感覚神経細胞の軸索突起
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 260アドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 263グルココルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 262ミネラルコルチコイド（ステロイドホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ副腎 261ノルアドレナリン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ平滑筋 221平滑筋細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ膀胱 104移行上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 209骨膜の細胞（幹細胞）　　　　　　2コード
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 210骨細胞・骨芽細胞（造骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ骨 211破骨細胞（溶骨細胞）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 242コリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 243アドレナリン作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 244ペプチド作動性の神経細胞（多種類）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 245シュワン細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 246随伴細胞（末梢神経細胞体を包みこむ）
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ末梢神経 247腸管の神経節細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ輸精管 126輸精管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵管 113卵管の上皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 108卵母細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 109卵胞（上皮）細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 111外卵胞膜細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 110内卵胞膜細胞［エストロゲン（ホルモン）分泌細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 エストロゲン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 112黄体細胞［プロゲステロン（ホルモン）分泌細胞］
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱ卵巣 プロゲステロン
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 227有窓性のリンパ管内皮細胞
ｉＰＳ-Ⅱ Ⅱリンパ管 228連続性のリンパ管内皮細胞

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
女　性 乳　房 毛髪相
女　性 女性生殖器 毛髪相
女　性 女性生殖器 卵胞ホルモン
女　性 女性生殖器 エストロジェン
女　性 乳　房 唇
女　性 女性生殖器 重層扁平上皮
女　性 乳　房 副乳房
女　性 乳　房 乳腺提
女　性 乳　房 乳輪腺
女　性 乳　房 乳頭
女　性 乳　房 乳頭管
女　性 乳　房 乳管洞
女　性 乳　房 乳管
女　性 乳　房 腺葉（乳腺）
女　性 乳　房 乳房脂肪体
女　性 乳　房 小葉間結合組織
女　性 乳　房 乳細管
女　性 乳　房 乳輪
女　性 乳　房 腺小葉（腺房の集まり）
女　性 乳　房 腺房
女　性 月経のメカニズム 精子
女　性 乳　房 筋上皮細胞（乳汁射出）
女　性 妊娠の成立 自由絨毛
女　性 妊娠の成立 絨毛幹
女　性 妊娠の成立 付着絨毛
女　性 妊娠の成立 絨毛間腔
女　性 妊娠の成立 基底脱落膜（胎盤子宮部）
女　性 胎児期の血管 脱落膜
女　性 妊娠の成立 胎盤腔
女　性 胎児期の血管 絨毛膜腔
女　性 妊娠の成立 絨毛膜板
女　性 妊娠の成立 胎盤胎児部
女　性 妊娠の成立 着床
女　性 妊娠の成立 発生初期の胚子
女　性 妊娠の成立 胎児
女　性 胎児期の血管 胎生期
女　性 胎児期の血管 卵黄静脈
女　性 妊娠の成立 羊膜
女　性 妊娠の成立 羊膜腔
女　性 妊娠の成立 卵黄嚢
女　性 胎児期の血管 卵黄動脈
女　性 女性生殖器 胎盤
女　性 妊娠の成立 胎盤
女　性 胎児期の血管 胎盤
女　性 女性生殖器 去性
女　性 女性生殖器 浅会陰横筋
女　性 女性生殖器 潔癖症
女　性 女性生殖器 会陰縫線



女　性 女性生殖器 深会陰横筋
女　性 女性生殖器 ＡＭＨがない
女　性 女性生殖器 陰核体
女　性 女性生殖器 陰核堤靭帯
女　性 女性生殖器 陰核亀頭
女　性 女性生殖器 陰核脚
女　性 女性生殖器 深会陰横筋
女　性 女性生殖器 会陰膜
女　性 女性生殖器 バルトリン腺
女　性 乳　房 乳房膿瘍
女　性 妊娠の成立 栄養膜細胞
女　性 妊娠の成立 胞胚腔
女　性 妊娠の成立 胚結節
女　性 妊娠の成立 栄養膜合胞体
女　性 女性生殖器 尿生殖隔膜
女　性 女性生殖器 尿生殖洞
女　性 女性生殖器 会陰の皮膚の正中部における色素沈着
女　性 女性生殖器 会陰動脈
女　性 女性生殖器 アフタ性口内炎
女　性 女性生殖器 陰核小帯
女　性 女性生殖器 陰核包皮
女　性 女性生殖器 中胚葉　（中間中胚葉）
女　性 女性生殖器 ＡＭＨ
女　性 女性生殖器 ＡＭＨの転写レベルを上昇
女　性 女性生殖器 会陰腱中心
女　性 胎児期の血管 ラセン動脈
女　性 女性生殖器 卵管采
女　性 月経のメカニズム 卵管采
女　性 女性生殖器 卵管膨大部
女　性 女性生殖器 卵管峡部
女　性 女性生殖器 卵管子宮口（卵管子宮部）
女　性 女性生殖器 陰核海綿体
女　性 女性生殖器 副腎皮質の網状帯
女　性 女性生殖器 外性器のポリープ
女　性 女性生殖器 中腎傍管 paramesonephric ducts
女　性 女性生殖器 中腎傍管の下端
女　性 女性生殖器 中腎傍管発達
女　性 女性生殖器 中腎傍管退化
女　性 女性生殖器 中腎細管
女　性 女性生殖器 中腎細管の遺残
女　性 女性生殖器 中腎管発達
女　性 女性生殖器 退化中の中腎管子宮管
女　性 女性生殖器 中腎管退化
女　性 女性生殖器 中腎管
女　性 女性生殖器 中腎傍管結節
女　性 女性生殖器 卵子の核と精子の核の融合
女　性 女性生殖器 ガートナー嚢胞
女　性 女性生殖器 中腎管の遺残組織由来の嚢胞
女　性 女性生殖器 性器潰瘍



女　性 女性生殖器 卵割
女　性 女性生殖器 卵子の放線冠
女　性 女性生殖器 感染性外陰皮膚炎
女　性 女性生殖器 背側大動脈
女　性 女性生殖器 上尿生殖隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 下尿生殖隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 尿生殖三角
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒層
女　性 女性生殖器 卵巣間膜
女　性 女性生殖器 膣前庭球動脈
女　性 女性生殖器 膣前庭球
女　性 女性生殖器 前庭球の白膜
女　性 女性生殖器 尿道球動脈
女　性 女性生殖器 球海綿体筋
女　性 女性生殖器 内閉鎖筋を覆う筋膜
女　性 女性生殖器 仙棘靱帯
女　性 女性生殖器 肛門前縁
女　性 女性生殖器 卵巣傍体
女　性 女性生殖器 ミユーラー丘
女　性 女性生殖器 ミューラー氏管
女　性 女性生殖器 卵胞上皮細胞
女　性 女性生殖器 陰部神経叢
女　性 女性生殖器 卵子の基底膜
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒細胞層
女　性 女性生殖器 卵巣間膜異所性脂肪
女　性 女性生殖器 卵子の顆粒細胞層の最内層
女　性 女性生殖器 副腎性器症候群
女　性 女性生殖器 卵子の第一次極体
女　性 女性生殖器 恥丘
女　性 女性生殖器 卵子の核
女　性 女性生殖器 卵子の卵黄
女　性 女性生殖器 卵子の透明帯
女　性 女性生殖器 卵子の放線状冠
女　性 女性生殖器 内子宮口
女　性 女性生殖器 外子宮口
女　性 女性生殖器 卵胞膜
女　性 女性生殖器 内閉鎖筋
女　性 女性生殖器 肛門挙筋
女　性 乳　房 女性生殖器相　（外性器の陰相）
女　性 女性生殖器 女性生殖器相　（外性器の陰相）
女　性 女性生殖器 外性器　（外陰部）
女　性 女性生殖器 内性器
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋
女　性 女性生殖器 卵巣固有索
女　性 女性生殖器 卵胞の閉鎖（閉鎖卵胞）
女　性 女性生殖器 閉鎖卵胞（発育を停止した卵胞）
女　性 女性生殖器 子宮腔
女　性 女性生殖器 尾骨
女　性 女性生殖器 子宮頚管



女　性 女性生殖器 子宮頚管
女　性 女性生殖器 後膣円蓋
女　性 女性生殖器 前膣円蓋
女　性 女性生殖器 膣円蓋
女　性 女性生殖器 上殿動脈
女　性 女性生殖器 子宮膣部前唇
女　性 女性生殖器 子宮膣部後唇
女　性 女性生殖器 卵子
女　性 妊娠の成立 卵子
女　性 女性生殖器 下殿動脈
女　性 女性生殖器 白体
女　性 女性生殖器 交接器
女　性 女性生殖器 恥骨結合
女　性 妊娠の成立 恥骨結合
女　性 女性生殖器 恥骨体
女　性 女性生殖器 前庭球の静脈叢
女　性 女性生殖器 前庭球
女　性 女性生殖器 腱弓
女　性 女性生殖器 肛門挙筋腱弓
女　性 女性生殖器 下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋(浅部)
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋坐骨直腸窩
女　性 女性生殖器 子宮頚部
女　性 女性生殖器 子宮峡管
女　性 女性生殖器 恥骨下枝
女　性 女性生殖器 髄質索
女　性 女性生殖器 髄質索発達
女　性 女性生殖器 髄質索退化
女　性 女性生殖器 退化中の髄質索
女　性 女性生殖器 中副腎動脈
女　性 女性生殖器 体性神経系
女　性 女性生殖器 性的早熟
女　性 女性生殖器 肛門挙筋内閉鎖筋
女　性 女性生殖器 外肛門括約筋(深部)
女　性 女性生殖器 尾骨尖
女　性 女性生殖器 尾骨筋
女　性 女性生殖器 ＳＲＹ
女　性 女性生殖器 卵子の透明帯
女　性 女性生殖器 ＳＦ－１
女　性 女性生殖器 ＳＲＹはＳＦ－１も活性化し
女　性 女性生殖器 ＳＲＹにより支配されている
女　性 女性生殖器 卵子の結合組織の細胞
女　性 女性生殖器 結合組織の細胞卵胞上皮細胞
女　性 女性生殖器 ウオルフ管
女　性 女性生殖器 生理不順
女　性 女性生殖器 卵巣組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 膣のポリープ
女　性 女性生殖器 小陰唇のポリープ
女　性 女性生殖器 大陰唇のポリープ



女　性 女性生殖器 膣前庭のポリープ
女　性 女性生殖器 酸素不足による子宮内膜の表層部(機能層)の壊死・脱落
女　性 女性生殖器 尿道下裂
女　性 女性生殖器 異常な子宮
女　性 月経のメカニズム 胎盤形成期
女　性 乳　房 乳房カルチノイド
女　性 女性生殖器 子宮広間膜(広靱帯)
女　性 女性生殖器 坐骨棘
女　性 女性生殖器 子宮筋層
女　性 月経のメカニズム 子宮筋層
女　性 妊娠の成立 子宮筋層
女　性 乳　房 乳腺カルチノイド
女　性 妊娠の成立 前置胎盤
女　性 女性生殖器 卵巣の病気
女　性 女性生殖器 卵子の卵娘細胞
女　性 女性生殖器 前陰唇交連
女　性 女性生殖器 後陰唇交連
女　性 女性生殖器 後陰唇枝
女　性 女性生殖器 後陰囊枝
女　性 女性生殖器 大前庭腺
女　性 女性生殖器 大前庭腺の開口部
女　性 女性生殖器 チョコレート嚢腫
女　性 女性生殖器 漿液性のう腫
女　性 女性生殖器 卵巣嚢腫　（ovarian cyst）
女　性 女性生殖器 肛門尾骨靱帯
女　性 女性生殖器 子宮管の尾側端の上皮
女　性 女性生殖器 子宮無形成
女　性 女性生殖器 尿道下裂のポリープ
女　性 女性生殖器 子宮組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 性染色体XX/XYのモザイク型
女　性 女性生殖器 基靭帯（左側）
女　性 女性生殖器 グラーフ卵胞
女　性 女性生殖器 子宮体の前壁
女　性 女性生殖器 子宮体の後壁
女　性 女性生殖器 坐骨海綿体筋
女　性 女性生殖器 坐骨直腸窩
女　性 女性生殖器 卵胞嚢腫
女　性 女性生殖器 皮質退化
女　性 女性生殖器 卵巣の皮質索
女　性 女性生殖器 皮質索
女　性 女性生殖器 皮質索発達
女　性 女性生殖器 子宮壁の漿膜
女　性 女性生殖器 膣の上皮
女　性 女性生殖器 無排卵月経
女　性 女性生殖器 皮膚の滲出性紅斑
女　性 女性生殖器 子宮上外側
女　性 女性生殖器 外尿道口
女　性 女性生殖器 卵巣下行
女　性 女性生殖器 子宮壁の筋層



女　性 女性生殖器 膣口
女　性 女性生殖器 大陰唇皮膚
女　性 女性生殖器 背側腸間膜
女　性 女性生殖器 白膜
女　性 女性生殖器 黄体嚢腫
女　性 女性生殖器 卵管漏斗
女　性 女性生殖器 卵管腹腔口
女　性 妊娠の成立 卵黄腸管（消化器と卵黄嚢間の連絡）
女　性 女性生殖器 子宮頚
女　性 女性生殖器 卵巣堤索
女　性 女性生殖器 卵巣提索（左側）
女　性 女性生殖器 卵巣提索（右側）
女　性 女性生殖器 卵巣腫瘍
女　性 女性生殖器 卵巣腫瘍
女　性 女性生殖器 足相
女　性 女性生殖器 左坐骨結節
女　性 女性生殖器 坐骨結節
女　性 女性生殖器 右坐骨結節
女　性 女性生殖器 ヒモ状の細胞索
女　性 女性生殖器 先天性副腎皮質過形成
女　性 女性生殖器 副腎性男性化症
女　性 乳　房 男性陰毛相
女　性 女性生殖器 男性陰毛相
女　性 乳　房 女性陰毛相
女　性 女性生殖器 女性陰毛相
女　性 女性生殖器 腸間膜
女　性 女性生殖器 外尿道口
女　性 女性生殖器 皮様嚢腫
女　性 乳　房 男性生殖器相
女　性 女性生殖器 男性生殖器相
女　性 女性生殖器 膣の後皺柱
女　性 女性生殖器 小陰唇の炎症
女　性 女性生殖器 膣上部
女　性 女性生殖器 小陰唇の皮膚
女　性 女性生殖器 腹膜上皮
女　性 女性生殖器 陰唇小帯
女　性 女性生殖器 陰唇融合
女　性 女性生殖器 大陰唇
女　性 女性生殖器 膣前庭窩
女　性 女性生殖器 子宮体の臓側腹膜
女　性 女性生殖器 前立腺
女　性 女性生殖器 卵管
女　性 月経のメカニズム 卵管
女　性 女性生殖器 大陰唇の皮膚へ
女　性 女性生殖器 卵巣炎
女　性 女性生殖器 子宮筋層の平滑筋
女　性 女性生殖器 皮様のう腫
女　性 女性生殖器 偽粘液性のう腫
女　性 女性生殖器 卵巣嚢腫　（ｏｖａｒｉａｎ　ｃｙｓｔ）



女　性 女性生殖器 癒着
女　性 女性生殖器 子宮の前屈
女　性 女性生殖器 尿道
女　性 女性生殖器 子宮間膜
女　性 女性生殖器 双角子宮
女　性 女性生殖器 子宮の前傾
女　性 女性生殖器 子宮管
女　性 女性生殖器 子宮の後屈
女　性 女性生殖器 子宮膣部
女　性 乳　房 手相
女　性 女性生殖器 手相
女　性 乳　房 足
女　性 乳　房 足相
女　性 女性生殖器 足
女　性 乳　房 乳房相
女　性 女性生殖器 乳房相
女　性 女性生殖器 茎捻転
女　性 女性生殖器 線維芽細胞
女　性 女性生殖器 内陰部動脈（対）
女　性 女性生殖器 嚢腫様黄体
女　性 胎児期の血管 後主静脈
女　性 女性生殖器 子宮壁
女　性 妊娠の成立 子宮壁
女　性 女性生殖器 膠原線維
女　性 女性生殖器 嚢胞腺腫
女　性 女性生殖器 副腎皮質過形成
女　性 女性生殖器 陰毛
女　性 女性生殖器 浅鼠径輪
女　性 妊娠の成立 横隔膜
女　性 妊娠の成立 腹大動脈
女　性 月経のメカニズム 卵巣
女　性 女性生殖器 卵巣
女　性 女性生殖器 卵巣機能不全
女　性 女性生殖器 膣
女　性 月経のメカニズム 膣
女　性 女性生殖器 小陰唇
女　性 女性生殖器 腹膜
女　性 女性生殖器 直腸子宮窩
女　性 妊娠の成立 胃
女　性 女性生殖器 膣前庭
女　性 女性生殖器 肛門
女　性 妊娠の成立 肛門
女　性 妊娠の成立 肝臓
女　性 女性生殖器 尿管
女　性 女性生殖器 妊娠中毒症
女　性 女性生殖器 膣炎
女　性 妊娠の成立 気管
女　性 月経のメカニズム 妊娠黄体（退行しない黄体）形成
女　性 女性生殖器 子宮



女　性 月経のメカニズム 子宮
女　性 女性生殖器 子宮漿膜
女　性 女性生殖器 基靭帯（右側）
女　性 乳　房 手
女　性 女性生殖器 手
女　性 女性生殖器 子宮底
女　性 女性生殖器 モルガニー小胞
女　性 乳　房 胸　（乳房）
女　性 女性生殖器 子宮体
女　性 女性生殖器 子宮静脈
女　性 妊娠の成立 子宮静脈
女　性 胎児期の血管 子宮静脈
女　性 女性生殖器 子宮動脈
女　性 妊娠の成立 子宮動脈（らせん動脈）
女　性 胎児期の血管 子宮動脈
女　性 女性生殖器 子宮動脈
女　性 女性生殖器 減数分裂（発育卵胞）
女　性 女性生殖器 発育卵胞
女　性 胎児期の血管 静脈洞
女　性 女性生殖器 排卵直後の卵胞
女　性 月経のメカニズム 子宮内膜（粘膜）
女　性 女性生殖器 黄体刺激ホルモン
女　性 女性生殖器 深鼠径輪
女　性 妊娠の成立 食道
女　性 胎児期の血管 背側大動脈
女　性 女性生殖器 左下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 卵巣下降
女　性 女性生殖器 膣粘膜皺
女　性 女性生殖器 子宮壁の粘膜
女　性 女性生殖器 膣の膣粘膜皺
女　性 女性生殖器 膣部
女　性 女性生殖器 膣の前皺柱
女　性 女性生殖器 仙結節靭帯
女　性 胎児期の血管 尿膜管
女　性 女性生殖器 仙棘靭帯
女　性 女性生殖器 子宮峡部
女　性 女性生殖器 単角子宮
女　性 女性生殖器 間葉細胞
女　性 女性生殖器 重複子宮
女　性 女性生殖器 卵巣静脈
女　性 女性生殖器 ルテイン細胞
女　性 女性生殖器 第一成熟分裂（原始卵胞）
女　性 乳　房 乳房
女　性 女性生殖器 卵胞腔
女　性 女性生殖器 大坐骨孔
女　性 女性生殖器 第２成熟分裂
女　性 妊娠の成立 第２成熟分裂
女　性 女性生殖器 同型分裂
女　性 妊娠の成立 同型分裂



女　性 妊娠の成立 第１卵分割期
女　性 妊娠の成立 ２細胞期
女　性 妊娠の成立 ４細胞期
女　性 妊娠の成立 ８細胞期
女　性 妊娠の成立 桑実胚
女　性 妊娠の成立 胞胚
女　性 女性生殖器 黄体のルテイン細胞
女　性 胎児期の血管 前主静脈
女　性 女性生殖器 尿道括約筋
女　性 妊娠の成立 腹筋
女　性 女性生殖器 黄体
女　性 女性生殖器 黄体の卵胞膜
女　性 女性生殖器 造腎細胞索
女　性 女性生殖器 陰毛色濃く艶がある
女　性 女性生殖器 色濃く艶がある
女　性 女性生殖器 柔らかく弾力あり
女　性 女性生殖器 陰毛柔らかく弾力あり
女　性 女性生殖器 鼠径管
女　性 女性生殖器 膣口
女　性 女性生殖器 膣の尿道隆起
女　性 女性生殖器 膣の後壁
女　性 女性生殖器 前皺柱
女　性 女性生殖器 膣の前壁
女　性 女性生殖器 壁側腹膜
女　性 女性生殖器 閉鎖筋膜
女　性 女性生殖器 プロゲステロンの血中濃度
女　性 女性生殖器 前庭括約筋
女　性 女性生殖器 卵巣動脈
女　性 女性生殖器 原始卵胞の透明帯
女　性 女性生殖器 子宮中隔
女　性 女性生殖器 成熟卵胞
女　性 胎児期の血管 総主静脈
女　性 女性生殖器 右下腹壁動脈
女　性 女性生殖器 上腹壁動脈
女　性 女性生殖器 妊娠黄体
女　性 女性生殖器 中腎
女　性 女性生殖器 洞膣球
女　性 女性生殖器 後皺柱
女　性 女性生殖器 膣洞球の空胞化
女　性 女性生殖器 卵胞の線維芽細胞
女　性 女性生殖器 細胞塊
女　性 女性生殖器 子宮内膜のラセン動脈の痙攣
女　性 女性生殖器 子宮内膜のラセン動脈
女　性 女性生殖器 卵胞の膠原線維
女　性 女性生殖器 中腎組織
女　性 女性生殖器 子宮内膜の基底層
女　性 女性生殖器 子宮内膜の機能層
女　性 女性生殖器 子宮内膜の単層円柱上皮
女　性 女性生殖器 子宮内膜の粘膜固有層



女　性 女性生殖器 卵巣上体
女　性 女性生殖器 膣板
女　性 女性生殖器 子宮腺
女　性 女性生殖器 細胞移動
女　性 女性生殖器 黄体の顆粒層
女　性 妊娠の成立 １０ヵ月
女　性 妊娠の成立 ７ヵ月
女　性 妊娠の成立 ８ヵ月
女　性 妊娠の成立 ９ヵ月
女　性 妊娠の成立 ５ヵ月
女　性 妊娠の成立 ６ヵ月
女　性 妊娠の成立 妊娠
女　性 妊娠の成立 １ヵ月
女　性 妊娠の成立 ２ヵ月
女　性 妊娠の成立 ３ヵ月
女　性 妊娠の成立 ４ヵ月
女　性 乳　房 急性化膿性乳腺炎
女　性 女性生殖器 卵管炎
女　性 女性生殖器 子宮外妊娠
女　性 妊娠の成立 子宮外妊娠
女　性 女性生殖器 三焦経組織カルチノイド
女　性 女性生殖器 尿生殖間膜
女　性 女性生殖器 骨盤腹膜炎
女　性 女性生殖器 子宮円索
女　性 女性生殖器 子宮円索（左側）
女　性 女性生殖器 子宮円索（右側）
女　性 女性生殖器 骨盤隔膜
女　性 女性生殖器 異常早期月経
女　性 女性生殖器 直腸三角
女　性 女性生殖器 仙骨子宮靭帯（右）
女　性 女性生殖器 仙骨子宮靭帯（左）
女　性 女性生殖器 ダグラス窩
女　性 月経のメカニズム 生理の始まり
女　性 乳　房 乳腺線維腺腫
女　性 乳　房 乳腺症
女　性 乳　房 乳腺炎
女　性 妊娠の成立 絨毛叢
女　性 女性生殖器 骨盤外側壁
女　性 妊娠の成立 胞状奇胎
女　性 胎児期の血管 絨毛膜絨毛
女　性 女性生殖器 プロジェステロン
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の機能層
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の海綿層
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の基底層
女　性 女性生殖器 小坐骨孔
女　性 女性生殖器 未分化期の生殖管
女　性 女性生殖器 未分化生殖腺
女　性 乳　房 口紅
女　性 女性生殖器 真性赤血球増加症



女　性 女性生殖器 月経
女　性 乳　房 乳がん
女　性 女性生殖器 直腸
女　性 妊娠の成立 直腸
女　性 月経のメカニズム 生理
女　性 女性生殖器 月経周期
女　性 月経のメカニズム 月経期
女　性 女性生殖器 月経周期の増殖期
女　性 月経のメカニズム 卵胞期（増殖期）
女　性 女性生殖器 月経周期の分泌期
女　性 月経のメカニズム 黄体期（分泌期）
女　性 女性生殖器 月経周期の月経期
女　性 女性生殖器 子宮内膜細胞
女　性 女性生殖器 膀胱
女　性 妊娠の成立 膀胱
女　性 乳　房 乳汁分泌異常症
女　性 妊娠の成立 臍静脈
女　性 胎児期の血管 臍静脈
女　性 妊娠の成立 上腸間膜動脈
女　性 月経のメカニズム 子宮腺
女　性 女性生殖器 子宮内膜炎
女　性 女性生殖器 子宮筋腫
女　性 女性生殖器 子宮内膜
女　性 女性生殖器 月経黄体
女　性 月経のメカニズム 分娩
女　性 月経のメカニズム 排卵
女　性 女性生殖器 子宮内膜症
女　性 女性生殖器 陰部神経
女　性 女性生殖器 明細胞腺がん
女　性 女性生殖器 子宮がん
女　性 女性生殖器 卵巣組織
女　性 妊娠の成立 小腸
女　性 女性生殖器 頸がん
女　性 胎児期の血管 臍帯
女　性 妊娠の成立 臍動脈
女　性 胎児期の血管 臍動脈
女　性 胎児期の血管 内側臍索　（臍動脈索）
女　性 胎児期の血管 上膀胱動脈
女　性 女性生殖器 膀胱子宮窩
女　性 胎児期の血管 臍輪
女　性 女性生殖器 ＳＯＸ９
女　性 女性生殖器 尿生殖堤　（尿生殖隆起）
女　性 女性生殖器 ミュラー管　（英：Mullerian　ducts）
女　性 女性生殖器 二分陰嚢
女　性 女性生殖器 固有卵巣索
女　性 女性生殖器 原始生殖索
女　性 女性生殖器 原始生殖細胞
女　性 女性生殖器 一次生殖索
女　性 女性生殖器 抗ミュラー管ホルモン　（Ａnti-mullerian hormone：ＡＭＨ）



女　性 女性生殖器 抗ミュラー管ホルモン　（Ａnti-mullerian hormone：ＡＭＨ）
女　性 女性生殖器 黄体ホルモン
女　性 女性生殖器 セルトリ細胞
女　性 女性生殖器 真性半陰陽
女　性 女性生殖器 半陰陽
女　性 女性生殖器 生殖堤内
女　性 女性生殖器 第二次性徴
女　性 女性生殖器 仮性半陰陽
女　性 女性生殖器 下骨盤隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 上骨盤隔膜筋膜
女　性 女性生殖器 骨盤隔膜筋膜
女　性 妊娠の成立 臍帯
女　性 女性生殖器 表皮性嚢胞
女　性 月経のメカニズム 子宮壁の緻密層
女　性 女性生殖器 虹彩炎
女　性 女性生殖器 泌尿生殖系
女　性 女性生殖器 子宮頚管狭搾症
女　性 女性生殖器 腹腔後壁
女　性 女性生殖器 骨盤腔の外側壁
女　性 女性生殖器 骨盤腔
女　性 女性生殖器 骨盤腔のくぼみ
女　性 乳　房 乳頭腺管癌
女　性 女性生殖器 流産予防
女　性 乳　房 人相
女　性 女性生殖器 人相
女　性 女性生殖器 妊娠嘔吐
女　性 女性生殖器 会陰
女　性 女性生殖器 遺伝子のプロモーター領域に結合
女　性 女性生殖器 遺伝子のプロモーター領域
女　性 女性生殖器 ｓｅｘ
女　性 女性生殖器 性行為
女　性 女性生殖器 ACTH
女　性 女性生殖器 インターセックス
女　性 女性生殖器 ネガティブフィードバック
女　性 女性生殖器 陰核肥大
女　性 女性生殖器 性欲促進
女　性 女性生殖器 月経停滞、月経不順
女　性 女性生殖器 生殖堤
女　性 女性生殖器 生殖腺
女　性 妊娠の成立 育ての母
女　性 妊娠の成立 胎盤中隔
女　性 女性生殖器 オーガズム　orgasm
女　性 妊娠の成立 生母
女　性 女性生殖器 性感帯
女　性 女性生殖器 性
女　性 女性生殖器 女性の性感帯
女　性 女性生殖器 女性の射精現象
女　性 女性生殖器 射精
女　性 女性生殖器 射精発射筋肉



女　性 妊娠の成立 子宝を授かりたい
女　性 妊娠の成立 子宝を授かる
女　性 女性生殖器 陰茎深動脈
女　性 女性生殖器 陰核深動脈
女　性 女性生殖器 陰核動脈
女　性 女性生殖器 陰茎動脈
女　性 女性生殖器 陰茎背動脈
女　性 女性生殖器 陰核背動脈
女　性 女性生殖器 処女
女　性 女性生殖器 オーガズムの収縮運動
女　性 女性生殖器 陰核
女　性 女性生殖器 処女膜
女　性 女性生殖器 卵子発生
女　性 女性生殖器 卵祖細胞
女　性 女性生殖器 卵母細胞
女　性 女性生殖器 卵娘細胞
女　性 女性生殖器 第1極体
女　性 女性生殖器 完壁主義
女　性 女性生殖器 内胚葉生の卵黄嚢壁
女　性 女性生殖器 内胚葉生
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の顆粒細胞層
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の卵胞膜
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の放線冠
女　性 女性生殖器 胞状卵胞の卵胞腔
女　性 女性生殖器 一次卵胞の結合組織の細胞
女　性 女性生殖器 二次卵胞の基底膜
女　性 女性生殖器 一次卵胞の卵胞上皮細胞(単層)
女　性 女性生殖器 二次卵胞の卵胞上皮細胞(重層)
女　性 女性生殖器 1次卵胞
女　性 女性生殖器 胞状卵胞
女　性 女性生殖器 オーガズム　orgasm
女　性 女性生殖器 2次卵胞
女　性 女性生殖器 スキーン腺　Ｓkene's　Glands
女　性 女性生殖器 酵素21ーヒドロキシラーゼ
女　性 女性生殖器 排卵
女　性 妊娠の成立 無事に産まれる
女　性 女性生殖器 受精
女　性 妊娠の成立 受精成立
女　性 女性生殖器 ジボカンノン　慈母観音
女　性 女性生殖器 第2極体

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
泌尿器 膀胱と尿道 尿道腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 硬膜外神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 生体因子　Biological Factor
泌尿器 膀胱と尿道 ＴＮＭ分類
泌尿器 膀胱と尿道 ＡＢＣＤ分類（ジュエット分類）
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰
泌尿器 膀胱と尿道 体液の過剰を取り
泌尿器 膀胱と尿道 会陰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 日常生活への支障
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 左尿管
泌尿器 膀胱と尿道 右尿管
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 リットレ腺
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外括約筋の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 神経因性膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膣前庭球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 尿道球動脈
泌尿器 膀胱と尿道 内尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 内腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 肛門括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 下殿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 腸腰動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨結合
泌尿器 膀胱と尿道 カウパー腺
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎海綿体
泌尿器 膀胱と尿道 腹壁動脈
泌尿器 膀胱と尿道 T3b ：癌が精嚢まで広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨枝
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺がん
泌尿器 膀胱と尿道 急性前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 B1 ：前立腺癌の片葉に病変が留まっている単発の癌（=T2b）
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺導管がん
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 後陰唇枝
泌尿器 膀胱と尿道 後陰囊枝
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 ガングリオン
泌尿器 膀胱と尿道 痛みを伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 隠れ排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害が潜在化
泌尿器 膀胱と尿道 残尿感
泌尿器 膀胱と尿道 関節の拘縮
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱三角部



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頸部
泌尿器 膀胱と尿道 外尿道口
泌尿器 膀胱と尿道 T3a ：癌が前立腺の被膜外へ広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2a ：癌が前立腺の片葉の2分の1に留まっている
泌尿器 膀胱と尿道 T2b ：癌が前立腺の片葉の2分の1を超えているが両葉には及ばない

泌尿器 膀胱と尿道 T2c ：癌が前立腺の両葉に広がっているが前立腺内に留まっている

泌尿器 膀胱と尿道 急性副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道付随筋
泌尿器 膀胱と尿道 精管
泌尿器 膀胱と尿道 神経原性
泌尿器 膀胱と尿道 腎性尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 尿道随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 後臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 後壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前臓側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 前壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 T1b ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％を超え偶然見つかった癌

泌尿器 膀胱と尿道 前立腺
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺
泌尿器 膀胱と尿道 卵管
泌尿器 膀胱と尿道 T1c ：直腸診や画像検査では見つからないがPSA値の上昇で疑われ生検によって確認された癌

泌尿器 膀胱と尿道 A2 ：前立腺内に広がった癌か低分化癌（=T1b）
泌尿器 膀胱と尿道 壁側腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 尿道海綿体の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 尿道の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 T1a ：直腸診や画像検査では見つからないが組織を調べると切除した組織の5％以下に偶然発見された癌

泌尿器 膀胱と尿道 尿道括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 尿道（海綿体）
泌尿器 膀胱と尿道 尿道
泌尿器 膀胱と尿道 脇腹の痛みと発熱を伴う血尿
泌尿器 膀胱と尿道 A1 ：前立腺内に留まっている高分化癌（=T1a）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 内陰部動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 下腸間膜動脈
泌尿器 膀胱と尿道 細胞性
泌尿器 膀胱と尿道 射精管
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱底部
泌尿器 膀胱と尿道 尿管口
泌尿器 膀胱と尿道 卵巣
泌尿器 膀胱と尿道 膣
泌尿器 膀胱と尿道 腹膜
泌尿器 膀胱と尿道 第５腰椎
泌尿器 膀胱と尿道 肛門
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系
泌尿器 膀胱と尿道 尿管
泌尿器 膀胱と尿道 臓側腹膜



泌尿器 膀胱と尿道 尿管の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 子宮
泌尿器 膀胱と尿道 副睾丸（精巣上体）
泌尿器 膀胱と尿道 子宮動脈
泌尿器 膀胱と尿道 恥骨
泌尿器 膀胱と尿道 血管増生
泌尿器 膀胱と尿道 腎臓
泌尿器 膀胱と尿道 尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 中直腸動脈（対）
泌尿器 膀胱と尿道 精管動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 上直腸動脈　（不対）
泌尿器 膀胱と尿道 泌尿器系を解毒
泌尿器 膀胱と尿道 仙結節靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿路系
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺炎　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺炎
泌尿器 膀胱と尿道 仙棘靭帯
泌尿器 膀胱と尿道 尿道外筋肉の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 大坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 左結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 Ｓ状結腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱組織カルチノイド
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸腫瘍（ガン）　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 拡張障害（膀胱排尿筋尿道括約筋協調障害）
泌尿器 膀胱と尿道 蓄尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容量の低下
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展性の低下
泌尿器 膀胱と尿道 尿崩症
泌尿器 膀胱と尿道 慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の萎縮性
泌尿器 膀胱と尿道 極端な頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の断裂
泌尿器 膀胱と尿道 神経性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 機械的刺激
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜白苔変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱白板症
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱頚部硬化症
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の過伸展
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱伸展の「痛み」
泌尿器 膀胱と尿道 仙骨神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱出口ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内尿道口狭窄
泌尿器 膀胱と尿道 クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 尿道結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱水圧拡張
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱付随筋



泌尿器 膀胱と尿道 下直腸動脈
泌尿器 膀胱と尿道 精嚢
泌尿器 膀胱と尿道 残尿増大
泌尿器 膀胱と尿道 過活動膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 非細菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 無菌性慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱・前立腺の過敏
泌尿器 膀胱と尿道 若年型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱随意筋
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸捻転　　　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 更年期型慢性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 間質性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜濾胞状変性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱平滑筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱括約筋
泌尿器 膀胱と尿道 非リン菌・非クラミジア性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 小坐骨孔
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜ビロード状変性
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋過活動
泌尿器 膀胱と尿道 神経・筋肉の麻痺
泌尿器 膀胱と尿道 リン菌性尿道炎
泌尿器 膀胱と尿道 廃用性萎縮
泌尿器 膀胱と尿道 心因性頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿沈渣
泌尿器 膀胱と尿道 過活動性膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱容積の縮小
泌尿器 膀胱と尿道 頻尿
泌尿器 膀胱と尿道 外腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 直腸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱炎
泌尿器 膀胱と尿道 睾丸
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の毛細血管
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈　（右）
泌尿器 膀胱と尿道 総腸骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 大腿動脈
泌尿器 膀胱と尿道 脊髄膀胱
泌尿器 膀胱と尿道 いんのう水腫　（男性器）
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱腫瘍
泌尿器 膀胱と尿道 排尿筋
泌尿器 膀胱と尿道 臍動脈索
泌尿器 膀胱と尿道 上膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 下膀胱動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱の拡張性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱内膜
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱粘膜
泌尿器 膀胱と尿道 外側仙骨動脈
泌尿器 膀胱と尿道 深腸骨回旋動脈
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱拡大矯正



泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚の「尿意」
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱システム
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱感覚
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱収縮
泌尿器 膀胱と尿道 C1 ：前立腺の被膜や被膜外に広がっている癌（=T3a）
泌尿器 膀胱と尿道 C2 ：膀胱頸部か尿管の閉塞が見られる（=T4）
泌尿器 膀胱と尿道 B2 ：前立腺の片葉全体か両側にまたがっている癌（=T2c）
泌尿器 膀胱と尿道 T4 ：癌が精嚢以外の隣接臓器（膀胱・頸部・外尿道括約筋・直腸・拳筋・骨盤壁）に広がっている

泌尿器 膀胱と尿道 D2 ：D1より広範囲のリンパ節や骨、肺、肝臓などの遠隔部位に癌の転移が見られる（=M1）

泌尿器 膀胱と尿道 N1 ：前立腺癌の近くにあるリンパ節に癌が広がっている
泌尿器 膀胱と尿道 D1 ：骨盤内のリンパ節に癌の転移が見られる（=N1）
泌尿器 膀胱と尿道 M1：前立腺から離れたリンパ節や臓器などへの転移、骨への転移がある

泌尿器 膀胱と尿道 神経回路の誤動作
泌尿器 膀胱と尿道 腹圧性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 切迫性尿失禁
泌尿器 膀胱と尿道 排尿障害
泌尿器 膀胱と尿道 排尿痛
泌尿器 膀胱と尿道 神経ブロック
泌尿器 膀胱と尿道 M0 ：遠隔転移なし。
泌尿器 膀胱と尿道 神経興奮の悪循環
泌尿器 膀胱と尿道 梨状筋
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱経
泌尿器 膀胱と尿道 尿比重
泌尿器 膀胱と尿道 尿糖
泌尿器 膀胱と尿道 尿燐酸カルシウム
泌尿器 膀胱と尿道 血尿
泌尿器 膀胱と尿道 尿尿酸塩（非結晶）
泌尿器 膀胱と尿道 神経回路
泌尿器 膀胱と尿道 細胞間のコラーゲン増加
泌尿器 膀胱と尿道 アレルギー性疾患
泌尿器 膀胱と尿道 尿細菌
泌尿器 膀胱と尿道 炎症性ポリープ
泌尿器 膀胱と尿道 前立腺腫瘍マカーＰＡＰ
泌尿器 膀胱と尿道 コネキシンのリズム
泌尿器 膀胱と尿道 尿毒性物質
泌尿器 膀胱と尿道 ＳＬＥ：全身性エリテマトーデス
泌尿器 膀胱と尿道 感染性
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱結石
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱憩室
泌尿器 膀胱と尿道 膀胱脱
泌尿器 膀胱と尿道 遺伝性
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核深動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰茎背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 陰核背動脈
泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖膜



泌尿器 膀胱と尿道 長期間負荷
泌尿器 膀胱と尿道 慢性泌尿器障害
泌尿器 膀胱と尿道 閉鎖動脈
泌尿器 膀胱と尿道 「尿意」に変換

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他
ホルモン エストロゲン(卵胞ホルモン)
ホルモン ノルアドレナリン
ホルモン アドレナリン
ホルモン カルシトニン　（女性）
ホルモン フォスフォリパーゼ
ホルモン 細胞成長
ホルモン エストロゲン・ゲスターゲン（腎臓ホルモン）
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
ホルモン インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
ホルモン ＩＧＦ-2捕捉媒介物
ホルモン グルカゴン
ホルモン ＩＧＦ軸
ホルモン ＩＧＦ-1受容体
ホルモン ＩＧＦ-2受容体
ホルモン インスリン様効果
ホルモン インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
ホルモン ＩＧＦ－２シグナリング阻止
ホルモン 一重項酸素
ホルモン ホルモン受容体(ホルモン・レセプター)
ホルモン アジソン病
ホルモン 副腎癌
ホルモン 副腎静脈
ホルモン 副腎動脈
ホルモン 副腎髄質
ホルモン 破骨細胞
ホルモン 原発性アルドステロン症
ホルモン アスタキサンチン.
ホルモン 性ホルモンhFSH
ホルモン 骨型アルカリフォスファダーゼ（オスターゼ）
ホルモン プロゲステロン(黄体ホルモン)
ホルモン 女性ホルモン
ホルモン ガストリン　（胃の消化ホルモン）

ホルモン ランゲルハンス島　(islets of Langerhans)
ホルモン グルカゴン
ホルモン インスリン
ホルモン プロラクチン(PRL)
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 男性ホルモン
ホルモン トリヨードサイロニン・Ｔ３
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
ホルモン テストステロン（男性ホルモン）
ホルモン 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
ホルモン カルシウムイオン
ホルモン 黄体刺激ホルモン
ホルモン アルドステロン
ホルモン 電子伝達系
ホルモン Ｈelix-turn-helix(ＨＴＨ)ヘリックスーター
ホルモン 性腺刺激ホルモン



ホルモン 性ホルモンhLH
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チロキシン
ホルモン チロキシン
ホルモン 副甲状腺ホルモン(PTH)
ホルモン 卵胞刺激ホルモン(FSH)
ホルモン コルチゾール
ホルモン コルチゾン
ホルモン メラトニン
ホルモン アンドロゲン(男性ホルモン)
ホルモン 内分泌器官
ホルモン 内分泌（endocrine)
ホルモン 甲状腺ホルモン
ホルモン 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
ホルモン ソマトスタチン (SS)
ホルモン 黄体形成ホルモン(LH)
ホルモン 副腎皮質刺激ホルモン   ACTH
ホルモン エンテロガストロン
ホルモン オキシトシン
ホルモン Ｌeucing zipperロイシンジッパー
ホルモン Ｚinc fingerジンクフィンガー
ホルモン コレステロール
ホルモン 生化学反応
ホルモン 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
ホルモン カルシトニン (男性)
ホルモン コルチゾール(ハイドロコルチゾン)
ホルモン プロトン
ホルモン アデニル酸シクラーゼ
ホルモン ペプチドホルモン
ホルモン 木細胞腫
ホルモン クッシング症候群
ホルモン 加齢
ホルモン インヒビン
ホルモン ノルピネフリン
ホルモン 細菌やウイルスの核酸のメチル化
ホルモン カスパーゼ
ホルモン コレスタノール
ホルモン ステロイド
ホルモン プレグナン
ホルモン シクロペンタヒドロフェナントレン
ホルモン システインプロテアーゼ
ホルモン 制限酵素
ホルモン コルチコステロン
ホルモン がん遺伝子
ホルモン スクアレン
ホルモン 副腎髄質ホルモン
ホルモン 呼吸鎖複合体
ホルモン デヒドロエピアンドロステロン
ホルモン テルペノイド(テルペン)



ホルモン コラン
ホルモン フェニチルアミン
ホルモン エストロン(Ｅ１)
ホルモン 心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)
ホルモン 性ホルモン
ホルモン アンドロスタン
ホルモン モノオキシゲナーゼ
ホルモン カスケード
ホルモン ステロイドホルモン(詳細はステロイドの項を参照)
ホルモン 膵臓ポリペプチド
ホルモン ノルエピネフリン
ホルモン エピネフリン
ホルモン 加水分解
ホルモン セリン
ホルモン 網状帯
ホルモン 鉱質コルチコイド
ホルモン メバロン酸経路
ホルモン シトクロムd(ジヒドロポルフィリン鉄)
ホルモン シトクロムc(メソポルフィリン誘導体鉄)
ホルモン シトクロムb(プロトポルフィリン鉄)シトク
ホルモン シトクロムa(フォルミルポルフィリン鉄)
ホルモン アミン・アミノ酸誘導体ホルモン
ホルモン イノシトール三リン酸
ホルモン ジアシルグリセロ一ル
ホルモン 絨毛性ゴナドトロピン
ホルモン 絨毛性ゴナドトロピン
ホルモン デキサメタゾン
ホルモン デオキシコルチコステロン
ホルモン プレドニゾロン
ホルモン ストロファンチジン
ホルモン ジヒドロテストステロン(DHT)
ホルモン デヒドロエピアンドロストロン(DHEA)
ホルモン 球状帯
ホルモン 束状帯
ホルモン イソフラボン
ホルモン プラスミノーゲン
ホルモン エストリオール(E3)
ホルモン インスリン関連受容体
ホルモン 受容体
ホルモン インスリン受容体
ホルモン IGF結合タンパク質
ホルモン IGF結合タンパク質1(IGFBP1)
ホルモン IGF結合タンパク質2(IGFBP2)
ホルモン IGF結合タンパク質3(IGFBP3)
ホルモン IGF結合タンパク質4(IGFBP4)
ホルモン IGF結合タンパク質5(IGFBP5)
ホルモン IGF結合タンパク質6(IGFBP6)
ホルモン 自由エネルギー
ホルモン コレスタン



ホルモン GH分泌細胞(somatotroph)
ホルモン 成長ホルモン
ホルモン プロホルモン
ホルモン タンパク同化ホルモン
ホルモン エンドペプチダーゼ
ホルモン デオキシリボヌクレアーゼ
ホルモン 調節蛋白質
ホルモン シトクロム
ホルモン エンドヌクレアーゼ
ホルモン エキソヌクレアーゼ
ホルモン ネクローシス
ホルモン プロテアーゼ
ホルモン アポトーシス
ホルモン ヌクレアーゼ
ホルモン プロモーター
ホルモン 蛋白質ホルモン(単純ぺプチド、糖蛋白質)
ホルモン ｃＡＭＰ
ホルモン cＧＭＰ
ホルモン 電解質コルチコイド
ホルモン 液性調節
ホルモン 環境ホルモン(内分泌撹乱物質)
ホルモン 甲状腺の濾胞細胞
ホルモン エンハンサー
ホルモン クロストーク
ホルモン 性ホルモンβｈCG
ホルモン シグナル伝達
ホルモン 低分子型ＧＴＰ結合タンパク質
ホルモン 細胞内シグナル経路
ホルモン チミジン
ホルモン セカンドメッセンジャー
ホルモン 成長ホルモン（ＧＨ）
ホルモン IGF-1受容体
ホルモン IGF-2受容体
ホルモン ラノステロール
ホルモン 基質特異性
ホルモン エストラジオール(E2)
ホルモン 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
ホルモン 転写因子
ホルモン タンパク質間の特異的結合
ホルモン タンパク質脱リン酸酵素(プロテインフォスファタ・
ホルモン GTP結合タンパク質
ホルモン 細胞増殖因子
ホルモン Ｇタンパク質
ホルモン タンパク質リン酸化酵素(プロテインキナーゼ
ホルモン チロシンキナーゼ
ホルモン スレオニンキナーゼ
ホルモン クレアチンキナーゼ
ホルモン ピルビン酸キナーゼ
ホルモン ヘキソキナーゼ



ホルモン プロテインキナーゼ
ホルモン キナーゼ
ホルモン RNAポリメラーゼ
ホルモン 遺伝子ファミリー
ホルモン 老化
ホルモン エストラン
ホルモン リボヌクレアーゼ
ホルモン ATP合成酵素
ホルモン 糖質コルチコイド
ホルモン 有糸分裂誘発
ホルモン インスリン様成長因子(IGFs;Insulin-like grov
ホルモン インスリン様成長因子1(IGF-1)
ホルモン インスリン様成長因子2(IGF-2)
ホルモン 細胞ＤＮＡ合成を調節
ホルモン 転写調節因子
ホルモン ホメオスタシス
ホルモン バランス
ホルモン 視床下部の視索上核 (SON)
ホルモン 視床下部の室傍核(PVN)
ホルモン 遺伝子活性化因子

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
筋　　肉 vogt-小柳-原田病
筋　　肉 短橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis brevis)

筋　　肉 長橈側手根伸筋(musculus extensor carpi radialis longus)

筋　　肉 母指球筋
筋　　肉 長母趾屈筋(musculus flexor hallucis longus)
筋　　肉 膝関節筋(musculus articularis genus)
筋　　肉 長趾屈筋(musculus flexor digitorum longus)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)

筋　　肉 下腿屈筋群
筋　　肉 下腿三頭筋(musculus triceps surae)
筋　　肉 掌側骨間筋(musculi interossei palmares)
筋　　肉 背側骨間筋(musculi interossei dorsales)
筋　　肉 小指球筋
筋　　肉 足底筋群
筋　　肉 中足筋
筋　　肉 足背筋
筋　　肉 頭棘筋(musculus spinalis capitis)
筋　　肉 小趾対立筋(musculus opponens digiti minimi pedis)

筋　　肉 小趾外転筋(musculus abductor digiti minimi)
筋　　肉 短小趾屈筋(musculus flexor digiti minimi brevis)

筋　　肉 母趾球筋
筋　　肉 小趾球筋
筋　　肉 手筋(musculi manus)
筋　　肉 後仙尾筋(musculus sacrococcygeus dorsalis)

筋　　肉 前仙尾筋(musculus sacrococcygeus ventralis)

筋　　肉 中手筋
筋　　肉 棘背筋(musculi spinodorsales)
筋　　肉 坐骨海綿体筋(musculus ischiocavernosus)
筋　　肉 長背筋(musculi dorsi longi)
筋　　肉 球海綿体筋(musculus bulbospongiosus)
筋　　肉 頭板状筋(musculus spenius capitis)
筋　　肉 上肢帯筋(musculi cinguli membri superioris)
筋　　肉 板状筋(musculus spenius)
筋　　肉 上腕伸筋群
筋　　肉 上腕屈筋群
筋　　肉 頸板状筋(musculus spenius cervicis)
筋　　肉 小後頭直筋(musculus capitis posterior minor)
筋　　肉 大後頭直筋(musculus capitis posterior major)
筋　　肉 後頭下筋(musculi suboccipitales)
筋　　肉 下頭斜筋(musculus obliquus capitis inferior)
筋　　肉 棘上筋(musculus supraspinatus)
筋　　肉 棘下筋(musculus infraspinatus)
筋　　肉 上頭斜筋(musculus obliquus capitis superior)
筋　　肉 長母趾伸筋(musculus extensor hallucis longus)
筋　　肉 長趾伸筋(musculus extensor digitorum longus)
筋　　肉 尾骨筋(musculus coccygeus)
筋　　肉 第三腓骨筋(musculus peroneus tertius)
筋　　肉 前腕伸筋群



筋　　肉 前腕屈筋群
筋　　肉 半棘筋(musculus semispinalis)
筋　　肉 横突棘筋(musculi transversospinales)
筋　　肉 頸棘筋(musculus spinalis cervicis)
筋　　肉 棘筋(musculus spinalis)
筋　　肉 膣平滑筋
筋　　肉 尿道の筋
筋　　肉 膀胱排尿筋（排尿筋、膀胱平滑筋）(musculus detrusor)

筋　　肉 胸棘筋(musculus spinalis thoracis)
筋　　肉 腸骨尾骨筋
筋　　肉 腰方形筋(musculus quadratus lumborum)　　後腹筋
筋　　肉 筋肉疲労
筋　　肉 下肢帯筋(musculi cinguli membri inferioris)
筋　　肉 錐体筋(musculus pyramidalis)    （前）腹筋
筋　　肉 短背筋(musculi dorsi breves)
筋　　肉 腰棘間筋(musculi interspinales lumborum)
筋　　肉 胸棘間筋(musculi interspinales thoracis)
筋　　肉 頸棘間筋(musculi interspinales cervicis)
筋　　肉 棘間筋(musculi interspinales)
筋　　肉 随意筋
筋　　肉 大腿伸筋群
筋　　肉 腰回旋筋(musculi rotatores lumborum)
筋　　肉 胸回旋筋(musculi rotatores thoracis)
筋　　肉 頸回旋筋(musculi rotatores cervicis)
筋　　肉 回旋筋(musculi rotatores)
筋　　肉 胸半棘筋(musculus semispinalis thoracis)
筋　　肉 頸半棘筋(musculus semispinalis cervicis)
筋　　肉 頭半棘筋(musculus semispinalis capitis)
筋　　肉 屈筋
筋　　肉 躯幹筋
筋　　肉 頸最長筋(musculus longissimus cervicis)
筋　　肉 頭最長筋(musculus longissimus capitis)
筋　　肉 最長筋(musculus longissimus)
筋　　肉 胸最長筋(musculus longissimus thoracis)
筋　　肉 脊柱起立筋(musculus erector spinae)
筋　　肉 腱
筋　　肉 伸筋
筋　　肉 脊柱、背部の深層の筋
筋　　肉 筋サルコイドーシス
筋　　肉 錘内筋
筋　　肉 腰多裂筋（musculus multifidus lumborum)
筋　　肉 胸多裂筋（musculus multifidus thoracis)
筋　　肉 頸多裂筋（musculus multifidus cervicis)
筋　　肉 多裂筋(musculi multifidus)
筋　　肉 腰腸肋筋(musculus iliocostalis lumborum)
筋　　肉 足筋(musculi pedis)
筋　　肉 腸肋筋(musculus ilicostalis)
筋　　肉 恥骨直腸筋(musculus puborectalis)
筋　　肉 側腹筋



筋　　肉 後腹筋
筋　　肉 恥骨尾骨筋
筋　　肉 外寛骨筋
筋　　肉 腰外側横突間筋(musculi intertransversarii laterales lumborum)

筋　　肉 腰内側横突間筋(musculi intertransversarii mediales lumborum)

筋　　肉 内寛骨筋
筋　　肉 胸横突間筋(musculi intertransversarii thoracis)
筋　　肉 頸後横突間筋(musculi intertransversarii posteriores cervicis)

筋　　肉 横突間筋(musculi intertransversarii)
筋　　肉 頸内側後横突間筋(musculi intertransversarii mediales cervicis)

筋　　肉 頸前横突間筋(musculi intertransversarii anteriores cervicis)

筋　　肉 大腿内転筋群
筋　　肉 腸腰筋(musculus iliopsoas)
筋　　肉 小腰筋(musculus psoas minor)
筋　　肉 上双子筋(musculus gemellus superior)
筋　　肉 下双子筋(musculus gemellus inferior)
筋　　肉 双子筋(musculus gemellus)
筋　　肉 臀筋(musculi gluteus)
筋　　肉 大腿屈筋群
筋　　肉 直腸の筋
筋　　肉 下腿筋(musculi cruris)
筋　　肉 下腿伸筋群
筋　　肉 恥骨前立腺筋（恥骨膀胱筋）(musculus puboprostaticus)

筋　　肉 直腸膀胱筋（直腸子宮筋）(musculus rectovesicalis)

筋　　肉 筋肉緊張症
筋　　肉 筋肉挫傷
筋　　肉 収縮腱
筋　　肉 深会陰横筋(musculus tranverse perineal profundus)

筋　　肉 筋肉痛
筋　　肉 会陰筋
筋　　肉 浅会陰横筋(musculus tranverse perineal superficialis)

筋　　肉 筋肉糜爛
筋　　肉 寝違い

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
下　肢 下肢の神経 毛髪相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋上膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 心室筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 心房筋　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋周膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 輪状筋層　　　 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核鎖線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋内膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 斜走筋線維　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 錘内線維　（核袋線維）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋束
下　肢 下肢の骨と筋肉 房状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 被膜
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経筋接合　（運動終板）
下　肢 下肢の骨と筋肉 らせん輪状神経終末　［感覚（知覚）終末］
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋繊維　（筋細胞）
下　肢 下肢の骨と筋肉 皮膚筋炎
下　肢 下肢の骨と筋肉 神経束
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋原線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 縦走筋層 　　　（平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 核                 （平滑筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 介在板　（心筋）
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動神経線維
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋紡錘
下　肢 下肢の骨と筋肉 浮腫
下　肢 下肢の血管 閉鎖性血栓性血管炎
下　肢 下肢の血管 パークスーウェーバー症候群
下　肢 下肢の血管 大伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 大伏在静脈
下　肢 下肢の血管 前脛骨静脈
下　肢 下肢の静脈 前脛骨静脈
下　肢 股と膝の関節 リウマチ因子
下　肢 下肢の骨と筋肉 伸筋支帯
下　肢 下肢の血管 クリッペルートレノーニー症候群
下　肢 下肢の血管 閉塞性動脈硬化症
下　肢 下肢の静脈 蛇腹
下　肢 足の関節 第１指の中足指節関節
下　肢 足の関節 第２指　
下　肢 足の関節 第３指
下　肢 足の関節 第４指
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下腿三頭筋
下　肢 足の関節 第５中足骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 殿筋拘縮症
下　肢 下肢の血管 第１～第３総底側指神経
下　肢 下肢の血管 小伏在静脈
下　肢 下肢の静脈 小伏在静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 前脛骨筋



下　肢 足の関節 第５指の中足指節関節
下　肢 下肢の動脈 深足底枝
下　肢 下肢の血管 外側上膝静脈
下　肢 下肢の血管 足底動脈弓
下　肢 下肢の動脈 足底動脈弓
下　肢 下肢の血管 内側下膝動脈
下　肢 下肢の血管 外側下膝静脈
下　肢 足の関節 第５指の基節骨
下　肢 下肢の血管 第１固有底側指神経
下　肢 足の関節 第５指の中節骨
下　肢 足の関節 足根中足関節　（リスフラン関節）
下　肢 足の関節 第１指　（母指）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿四頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 股と膝の関節 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿二頭筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋拘縮症
下　肢 足の関節 楔立方関節
下　肢 足の関節 楔舟関節
下　肢 足の関節 第５指の末節骨
下　肢 足の関節 横足根関節
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指伸筋
下　肢 足の関節 距足根関節　（下足関節）
下　肢 足の関節 踵立方関節
下　肢 足の関節 距踵舟関節
下　肢 足の関節 踵骨下滑液嚢
下　肢 足の関節 距骨下関節
下　肢 足の関節 距腿関節　（上足関節）
下　肢 足の関節 第１指の第１中足骨
下　肢 足の関節 第１指の基節骨
下　肢 足の関節 第１指の末節骨
下　肢 下肢の動脈 第２～４背側中足動脈
下　肢 足の関節 踵腓靭帯
下　肢 足の関節 後距腓靭帯
下　肢 足の関節 前距腓靭帯
下　肢 下肢の動脈 背側指動脈
下　肢 足の関節 先天性足変形
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外反足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（内転足）
下　肢 足の関節 先天性足変形　（外転足）
下　肢 下肢の神経 前脛骨筋症候群
下　肢 下肢の神経 腕神経叢麻痺
下　肢 足の関節 足底腱膜炎
下　肢 下肢の血管 内腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 内腸骨静脈



下　肢 下肢の脊髄神経 小指外転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短指屈筋
下　肢 股と膝の関節 関節包
下　肢 足の関節 偏平足
下　肢 下肢の血管 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総底足指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
下　肢 下肢の脊髄神経 後脛骨筋
下　肢 下肢の血管 動静脈吻合
下　肢 下肢の静脈 足背静脈網
下　肢 下肢の血管 内腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内腸骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 ヒラメ筋
下　肢 下肢の脊髄神経 底側骨間筋
下　肢 下肢の血管 足背静脈弓
下　肢 下肢の血管 固有底側指動脈
下　肢 下肢の動脈 固有底側指動脈
下　肢 下肢の血管 細静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 静脈
下　肢 下肢の血管 足背動脈
下　肢 下肢の動脈 足背動脈
下　肢 下肢の血管 第４総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 尾骨
下　肢 足の関節 楔状骨
下　肢 足の関節 内側楔状骨
下　肢 足の関節 中間楔状骨
下　肢 足の関節 外側楔状骨
下　肢 下肢の血管 上殿動脈
下　肢 下肢の動脈 上殿動脈
下　肢 股と膝の関節 腸骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨筋
下　肢 下肢の血管 下殿動脈
下　肢 下肢の動脈 下殿動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 縫工筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腰椎神経
下　肢 下肢の血管 内側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 内側足底静脈
下　肢 下肢の血管 外側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 外側足底動脈
下　肢 足の関節 距骨
下　肢 足の関節 立方骨
下　肢 足の関節 足弓
下　肢 足の関節 足の舟状骨
下　肢 足の関節 踵骨　（かかとの骨）



下　肢 下肢の脊髄神経 第１・第２虫様筋
下　肢 足の関節 土ふまず
下　肢 下肢の血管 浅腹壁静脈
下　肢 下肢の血管 腸腰動脈
下　肢 足の関節 第５指の近位指節間関節
下　肢 足の関節 第５指の遠位指節間関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 動脈
下　肢 下肢の動脈 弓状動脈
下　肢 下肢の静脈 背側中足静脈
下　肢 下肢の動脈 ヒラメ筋腱弓
下　肢 下肢の動脈 前内果動脈
下　肢 足の関節 第１指の指節間関節
下　肢 下肢の動脈 第１背側中足動脈
下　肢 足の関節 足の骨部
下　肢 下肢の動脈 下腿骨間膜
下　肢 足の関節 足根骨
下　肢 下肢の動脈 外側小指背側動脈
下　肢 足の関節 足底腱膜
下　肢 下肢の神経 外側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足底神経
下　肢 下肢の神経 内側足底神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足底神経
下　肢 下肢の神経 総底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足底の皮膚
下　肢 下肢の神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側足背皮神経
下　肢 下肢の神経 中間足背皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間足背皮神経
下　肢 足の関節 長足底靭帯
下　肢 股と膝の関節 内側側副靭帯
下　肢 股と膝の関節 脛腓関節包
下　肢 下肢の脊髄神経 第１固有底側指神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１～第３総底側指神経
下　肢 股と膝の関節 後十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 前十字靭帯
下　肢 股と膝の関節 深膝蓋下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋上包
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢が痒い（かゆい）
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の浮腫
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の静脈 静脈浮腫
下　肢 下肢の神経 尺骨神経麻痺
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の怪我
下　肢 下肢の骨と筋肉 運動障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の病気
下　肢 下肢の神経 足相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント



下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨・関節機能障害
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
下　肢 下肢の神経 橈骨神経麻痺
下　肢 下肢の神経 男性陰毛相
下　肢 下肢の神経 女性陰毛相
下　肢 下肢の血管 下腿静脈瘤
下　肢 下肢の静脈 大腿深静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）の関節唇
下　肢 下肢の神経 男性生殖器相
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉挫傷
下　肢 下肢の静脈 後脛骨静脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨反回動脈
下　肢 下肢の動脈 外側下膝動脈
下　肢 下肢の動脈 外側上膝動脈
下　肢 下肢の神経 正中神経麻痺
下　肢 下肢の神経 手相
下　肢 下肢の神経 足
下　肢 下肢の骨と筋肉 半腱様筋
下　肢 下肢の神経 乳房相
下　肢 下肢の動脈 膝関節動脈網
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉疲労
下　肢 足の関節 第５指　（小指）
下　肢 下肢の静脈 下肢静脈浮腫
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の動脈 内側下膝動脈
下　肢 下肢の静脈 内側太腿回旋静脈
下　肢 股と膝の関節 大腿四頭筋腱
下　肢 下肢の血管 腹大動脈
下　肢 下肢の動脈 腹大動脈
下　肢 下肢の血管 大腿静脈
下　肢 下肢の動脈 大腿静脈
下　肢 下肢の静脈 大腿静脈
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼（臼蓋）
下　肢 股と膝の関節 股関節腔
下　肢 下肢の脊髄神経 岬角　（仙骨の前縁）
下　肢 足の関節 親指
下　肢 下肢の血管 下大静脈弁
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭
下　肢 股と膝の関節 膝
下　肢 下肢の神経 小伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小伏在神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋腱
下　肢 下肢の脊髄神経 短小指屈筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 大腿骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿骨



下　肢 下肢の脊髄神経 大腿骨
下　肢 股と膝の関節 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 股関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の血管 下大静脈
下　肢 下肢の静脈 下大静脈
下　肢 股と膝の関節 第５腰椎
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼横靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢の故障
下　肢 股と膝の関節 坐骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 坐骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 小指対立筋
下　肢 股と膝の関節 足底筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 足底筋
下　肢 下肢の脊髄神経 足底筋
下　肢 下肢の血管 前脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 前脛骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長指伸筋
下　肢 股と膝の関節 総腓骨神経
下　肢 下肢の神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 総腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腓骨筋
下　肢 足の関節 前脛骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 前脛骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 第３腰神経
下　肢 下肢の血管 総腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 総腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨静脈
下　肢 下肢の静脈 外腸骨静脈
下　肢 下肢の血管 後脛骨動脈
下　肢 下肢の動脈 後脛骨動脈
下　肢 足の関節 痛風
下　肢 下肢の血管 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 脛骨神経
下　肢 下肢の神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 母指外転筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩静脈
下　肢 下肢の血管 膝窩静脈
下　肢 下肢の静脈 膝窩静脈
下　肢 下肢の脊髄神経 足底方形筋
下　肢 下肢の脊髄神経 背側骨間筋
下　肢 股と膝の関節 骨膜



下　肢 下肢の血管 膝窩リンパ節
下　肢 下肢の血管 浅鼠径リンパ節
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿筋膜張筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短内転筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 毛細血管網
下　肢 下肢の脊髄神経 骨格筋
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経叢
下　肢 下肢の脊髄神経 小内転筋
下　肢 下肢の神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 深腓骨神経
下　肢 下肢の神経 手
下　肢 下肢の骨と筋肉 下肢
下　肢 下肢の脊髄神経 短母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 腸骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸骨
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 股と膝の関節 恥骨
下　肢 股と膝の関節 坐骨
下　肢 下肢の脊髄神経 長腓骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿方形筋
下　肢 下肢の神経 腓腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹神経
下　肢 下肢の血管 底側中足動脈
下　肢 下肢の動脈 底側中足動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腰部神経叢
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
下　肢 下肢の脊髄神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 股と膝の関節 腓骨
下　肢 足の関節 腓骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 腓骨
下　肢 下肢の脊髄神経 第１腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外閉鎖筋
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の脊髄神経 長指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 短腓骨筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 長母指伸筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 下伸筋支帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 上伸筋支帯
下　肢 股と膝の関節 腓腹筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 腓腹筋
下　肢 下肢の脊髄神経 小殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 足の関節 アキレス腱　（踵骨腱）



下　肢 下肢の骨と筋肉 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 下肢の脊髄神経 アキレス腱　（踵骨腱）
下　肢 足の関節 アキレス腱の滑液嚢
下　肢 下肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
下　肢 股と膝の関節 仙骨
下　肢 下肢の血管 下行膝動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 中殿筋
下　肢 下肢の脊髄神経 内閉鎖筋
下　肢 下肢の動脈 閉鎖動脈
下　肢 下肢の動脈 前外果動脈
下　肢 下肢の血管 リンパ節炎
下　肢 下肢の動脈 下行膝動脈
下　肢 下肢の動脈 腸恥窩
下　肢 下肢の動脈 粗線の内側唇
下　肢 下肢の動脈 恥骨結節
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋収縮
下　肢 下肢の骨と筋肉 恥骨筋
下　肢 下肢の脊髄神経 恥骨筋
下　肢 下肢の動脈 腓骨回旋枝
下　肢 下肢の骨と筋肉 足根骨
下　肢 下肢の静脈 ふくらはぎ　（腓腹、脹脛）
下　肢 下肢の骨と筋肉 足関節（骨）
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（大腿直筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿直筋
下　肢 下肢の動脈 前陰嚢枝
下　肢 下肢の動脈 前陰唇枝
下　肢 下肢の動脈 腓腹動脈
下　肢 股と膝の関節 外側側副靭帯
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（内側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（外側広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側広筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿四頭筋　（中間広筋）
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿中間広筋
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下脂肪体
下　肢 股と膝の関節 膝窩脂肪体
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（長頭）
下　肢 下肢の神経 大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿神経
下　肢 下肢の動脈 大腿神経
下　肢 足の関節 外側靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 外側靭帯
下　肢 下肢の神経 後大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 下殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿皮神経
下　肢 股と膝の関節 膝蓋前皮下包
下　肢 股と膝の関節 膝蓋下滑膜ひだ
下　肢 足の関節 前脛腓靭帯



下　肢 下肢の動脈 下肢の本幹動脈
下　肢 股と膝の関節 先天性股関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 先天性膝関節脱臼
下　肢 股と膝の関節 変形性膝関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 多発性筋炎
下　肢 下肢の神経 周期性四肢麻痺
下　肢 下肢の動脈 内側上膝動脈
下　肢 股と膝の関節 変形性股関節症
下　肢 下肢の骨と筋肉 腱
下　肢 下肢の骨と筋肉 半膜様筋
下　肢 下肢の脊髄神経 半膜様筋
下　肢 下肢の静脈 外側太腿回旋静脈
下　肢 下肢の血管 外腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 外側骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 母指内転筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 重症筋無力症
下　肢 下肢の脊髄神経 大腰筋
下　肢 股と膝の関節 膝関節
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝関節
下　肢 下肢の脊髄神経 第２腰神経
下　肢 足の関節 長母指屈筋
下　肢 下肢の脊髄神経 長母指屈筋
下　肢 股と膝の関節 膝窩筋
下　肢 下肢の脊髄神経 膝窩筋
下　肢 下肢の血管 総腸骨動脈
下　肢 下肢の動脈 総腸骨動脈
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の血管 大腿動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿動脈
下　肢 下肢の血管 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の動脈 外側大腿回旋動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 股と膝の関節 脛骨
下　肢 足の関節 脛骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 脛骨
下　肢 下肢の脊髄神経 仙骨神経
下　肢 下肢の血管 大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 大腿深動脈
下　肢 下肢の血管 腓骨動脈
下　肢 下肢の動脈 腓骨動脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋骨
下　肢 下肢の脊髄神経 半腱様筋
下　肢 下肢の脊髄神経 大内転筋



下　肢 股と膝の関節 膝窩動脈
下　肢 下肢の血管 膝窩動脈
下　肢 下肢の動脈 膝窩動脈
下　肢 股と膝の関節 膝蓋骨関節面
下　肢 股と膝の関節 骨膜
下　肢 下肢の血管 下肢静脈瘤
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部神経
下　肢 股と膝の関節 膝半月
下　肢 下肢の脊髄神経 第５腰神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第４仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第１仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第３仙骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 第２仙骨神経
下　肢 下肢の神経 坐骨神経痛
下　肢 下肢の骨と筋肉 薄筋
下　肢 下肢の脊髄神経 薄筋
下　肢 下肢の血管 外側足底静脈
下　肢 下肢の静脈 外側足底静脈
下　肢 下肢の骨と筋肉 腸脛靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 腸脛靭帯
下　肢 下肢の神経 下殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下殿神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 膝蓋靭帯
下　肢 下肢の血管 内側足底動脈
下　肢 下肢の動脈 内側足底動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 鼠径靭帯
下　肢 下肢の動脈 鼠径靭帯
下　肢 下肢の神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の脊髄神経 閉鎖神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 仙腸関節
下　肢 下肢の神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の脊髄神経 浅腓骨神経
下　肢 下肢の神経 伏在神経
下　肢 下肢の脊髄神経 伏在神経
下　肢 下肢の動脈 内側足根動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 短指伸筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 捻挫
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
下　肢 股と膝の関節 輪帯
下　肢 股と膝の関節 腸骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 坐骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 恥骨大腿靭帯
下　肢 股と膝の関節 小転子
下　肢 股と膝の関節 大転子
下　肢 下肢の動脈 大腿三角
下　肢 下肢の動脈 下行枝
下　肢 下肢の動脈 第３貫通動脈



下　肢 下肢の動脈 第２貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 第１貫通動脈
下　肢 下肢の動脈 脛骨粗面
下　肢 下肢の動脈 固有大腿深動脈
下　肢 下肢の動脈 内転筋腱裂孔
下　肢 下肢の動脈 内転筋管
下　肢 下肢の動脈 浅外陰部動脈
下　肢 下肢の動脈 外陰部動脈
下　肢 足の関節 足骨部
下　肢 股と膝の関節 膝蓋靭帯
下　肢 足の関節 足の関節
下　肢 下肢の動脈 外側足根動脈
下　肢 下肢の動脈 浅腸骨回旋動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 腱中心
下　肢 下肢の動脈 浅腹壁動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿骨間神経
下　肢 下肢の動脈 正中仙骨動脈
下　肢 下肢の動脈 内側大腿回旋動脈
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側上顆
下　肢 股と膝の関節 外側半月
下　肢 股と膝の関節 大腿骨外側顆
下　肢 股と膝の関節 内側半月
下　肢 股と膝の関節 膝横靭帯
下　肢 下肢の動脈 中膝動脈
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 陰部神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 大腿二頭筋　（短頭）
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側顆
下　肢 足の関節 内側三角靭帯
下　肢 下肢の脊髄神経 内側三角靭帯
下　肢 下肢の神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 陰部大腿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 足の関節周辺の皮膚
下　肢 下肢の神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 中間大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側大腿皮神経
下　肢 下肢の神経 内側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 内側腓腹皮神経　（腓腹神経）
下　肢 下肢の神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 外側腓腹皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿前面の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿内側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足外側の皮膚
下　肢 下肢の神経 中殿皮神経



下　肢 下肢の脊髄神経 中殿皮神経
下　肢 下肢の脊髄神経 大腿外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿後外側面の下方部の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 踵外側の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足外側縁の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 足内側から母指の皮膚
下　肢 下肢の脊髄神経 下腿内側の皮膚
下　肢 足の関節 後脛腓靭帯
下　肢 股と膝の関節 大腿骨内側上顆
下　肢 下肢の神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨下腹神経
下　肢 下肢の神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の脊髄神経 腸骨鼠径神経
下　肢 下肢の骨と筋肉 挫傷
下　肢 下肢の血管 レイノー症候群
下　肢 股と膝の関節 膝関節水腫
下　肢 股と膝の関節 膝内障
下　肢 股と膝の関節 膝蓋軟骨軟化症
下　肢 下肢の脊髄神経 梨状筋
下　肢 股と膝の関節 外反股
下　肢 股と膝の関節 ペルテス病
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 下肢の骨と筋肉 大殿筋
下　肢 股と膝の関節 大腿骨頭壊死
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋性斜頸
下　肢 下肢の骨と筋肉 進行性筋ジストロフィー症
下　肢 股と膝の関節 骨端線
下　肢 股と膝の関節 内反股
下　肢 下肢の神経 上殿神経
下　肢 下肢の脊髄神経 上殿神経
下　肢 股と膝の関節 寛骨臼形成不全　（臼蓋形成不全）
下　肢 下肢の骨と筋肉 筋緊張低下
下　肢 下肢の神経 人相
下　肢 下肢の骨と筋肉 魚のめ
下　肢 下肢の脊髄神経 尾骨神経（叢）
下　肢 下肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
下　肢 下肢の骨と筋肉 寝違い
下　肢 下肢の血管 リンパ浮腫
下　肢 下肢の血管 血栓性静脈炎
下　肢 下肢の血管 手足冷感
下　肢 股と膝の関節 関節炎
下　肢 下肢の血管 四肢冷感

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
上　肢 内胸動脈 筋横隔動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第１～第３虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短小指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指対立筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第３・第４虫様筋
上　肢 上肢の脊髄神経 母指内転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋深頭
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（尺側部）
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 深指屈筋　（橈側部）
上　肢 上肢の脊髄神経 総指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 示指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 短母指屈筋浅頭
上　肢 上肢の脊髄神経 母指対立筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指伸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長母指外転筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長掌筋
上　肢 上肢の神経 毛髪相
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 肩関節 鎖骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 鎖骨
上　肢 胸大動脈 心膜枝
上　肢 胸大動脈 血管吻合
上　肢 肩関節 胸骨体
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨体
上　肢 肩関節 上角
上　肢 肩関節 下角
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨下角　　　　（起始）
上　肢 肩関節 胸骨柄
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸骨柄
上　肢 肩関節 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肋軟骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩甲骨
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨
上　肢 肩関節 肩甲棘
上　肢 胸大動脈 肋間動脈
上　肢 肋間動脈 肋間動脈



上　肢 胸大動脈 最上肋間動脈
上　肢 肋間動脈 背側の外側皮枝
上　肢 肋間動脈 脊髄枝
上　肢 肋間動脈 背枝
上　肢 肋間動脈 内側皮枝
上　肢 肋間動脈 後枝
上　肢 上肢の脊髄神経 掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 浅指屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 前前腕骨間神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 上橈尺関節
上　肢 腕神経 外側胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１０肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第１１肋間動脈
上　肢 腕神経 胸筋神経
上　肢 胸大動脈 第１２肋間動脈　（肋下動脈）
上　肢 肋間動脈 胸側の外側皮枝
上　肢 胸大動脈 第１肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第２肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第３肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第４肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第５肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第６肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第７肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第８肋間動脈
上　肢 胸大動脈 第９肋間動脈
上　肢 腕神経 内側胸筋神経
上　肢 肋間動脈 前枝
上　肢 胸大動脈 肋下動脈
上　肢 肩関節 上腕骨頭
上　肢 上肢の脊髄神経 肋間神経痛
上　肢 腕神経 内側上顆
上　肢 上肢の骨と筋肉 剣状突起　 (胸骨)
上　肢 肩関節 外側縁（腋窩側）
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨後面の外側縁　（起始）
上　肢 肩関節 内側縁（椎骨側）
上　肢 肩関節 第１肋骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 第１肋骨
上　肢 鎖骨下動脈 第１肋骨
上　肢 肩関節 胸鎖関節
上　肢 腕神経 外科頚
上　肢 腋窩動脈 外科頚
上　肢 腋窩動脈 大結節
上　肢 腋窩動脈 解剖頚
上　肢 腋窩動脈 上腕骨頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨大結節　　 　　　（停止）
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕骨小結節稜　（停止）
上　肢 肩関節 肩関節



上　肢 肩関節 烏口肩峰靭帯
上　肢 肩関節 烏口鎖骨靭帯
上　肢 肩関節 上腕上関節（第二肩関節）
上　肢 肩関節 菱形靭帯
上　肢 肩関節 円錐靭帯
上　肢 肩関節 肩鎖関節
上　肢 肩関節 肩峰
上　肢 肩関節 関節包（滑膜の部分）
上　肢 肩関節 烏口突起
上　肢 肩関節 関節円板
上　肢 肩関節 肩関節（肩甲上腕関節）
上　肢 肩関節 烏口腕筋
上　肢 肩関節 肋鎖靭帯
上　肢 肩関節 前胸鎖靭帯
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲骨関節下結節　（起始）
上　肢 上腕と肩甲骨 尺骨肘頭　 　　 　　　（停止）
上　肢 内胸動脈 椎骨動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第８頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第７頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第６頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第５頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 三叉神経　（第Ⅴ脳神経）
上　肢 上肢の骨と筋肉 方形回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 長・短橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の脊髄神経 橈側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根屈筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 拮抗筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 長橈側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺側手根伸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 円回内筋
上　肢 上肢の脊髄神経 円回内筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下橈尺関節
上　肢 腕神経 胸背神経
上　肢 上肢の脊髄神経 胸筋神経
上　肢 肋間動脈 肋間静脈
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の短頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の短頭
上　肢 肩関節 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋の長頭
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕二頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 腕橈骨筋
上　肢 上肢の脊髄神経 腕橈骨筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（外側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋の長頭
上　肢 上腕と肩甲骨 上腕三頭筋の長頭



上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕三頭筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕三頭筋　（内側頭）
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 肘筋
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 背側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 前腕外側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕内側の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕外側下半の皮膚
上　肢 上肢の脊髄神経 後部前腕の皮膚
上　肢 上肢の骨と筋肉 手根骨
上　肢 上肢の神経 黄線
上　肢 上肢の神経 爪下皮
上　肢 上肢の神経 爪上皮
上　肢 上肢の神経 爪甲
上　肢 上肢の神経 爪床
上　肢 上肢の神経 爪母
上　肢 上肢の神経 末節骨
上　肢 上肢の神経 後爪郭
上　肢 上肢の神経 中節骨　（母指以外）
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の血管 橈骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 橈骨
上　肢 上肢の神経 爪半月
上　肢 上肢の神経 爪根部
上　肢 上肢の神経 側爪郭
上　肢 上肢の神経 基節骨　（母指）
上　肢 上肢の骨と筋肉 手関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の血管 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 尺骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肘関節
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 肩関節 上腕骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕骨
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 手の指骨
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 右鎖骨下動脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈溝
上　肢 上肢の血管 右鎖骨下静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下静脈
上　肢 鎖骨下動脈 鎖骨下動脈
上　肢 内胸動脈 鎖骨下動脈
上　肢 腋窩動脈 鎖骨下動脈



上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 上肢の神経 尺骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 尺骨神経
上　肢 腕神経 尺骨神経
上　肢 腋窩動脈 鎖骨枝
上　肢 腋窩動脈 胸筋枝
上　肢 腋窩動脈 三角筋枝
上　肢 腋窩動脈 肩峰枝
上　肢 上肢の血管 深掌枝
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭板状筋
上　肢 胸大動脈 大動脈弓
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の神経 女性生殖器相　（外性器の陰相）
上　肢 内胸動脈 内腸骨動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 尾骨
上　肢 上肢の神経 腕神経叢
上　肢 鎖骨下動脈 腕神経叢
上　肢 腕神経 腕神経叢
上　肢 上肢の血管 橈骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈骨動脈
上　肢 上肢の血管 尺骨動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 尺骨動脈
上　肢 上肢の血管 後骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後骨間動脈
上　肢 上肢の血管 総骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総腸骨動脈
上　肢 上肢の血管 前骨間動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前骨間動脈
上　肢 上肢の脊髄神経 第３胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 第１胸神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭筋
上　肢 上肢の血管 内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 内頚静脈
上　肢 上肢の血管 左内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 左内頚静脈
上　肢 上肢の血管 右内頸静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 右内頚静脈
上　肢 上肢の血管 外頸静脈
上　肢 上肢の血管 左外頸静脈
上　肢 上肢の血管 右外頸静脈
上　肢 上肢の血管 外頸動脈
上　肢 上肢の血管 左外頸動脈
上　肢 上肢の血管 右外頸動脈
上　肢 上肢の血管 内頸動脈
上　肢 上肢の血管 左内頸動脈
上　肢 上肢の血管 右内頸動脈
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 頭頂骨



上　肢 上肢屈側の静脈 手背静脈網
上　肢 上肢の血管 小指背側静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 小指背側静脈
上　肢 上肢の血管 背側中手静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 背側中手静脈
上　肢 上肢の血管 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 母指橈側皮静脈
上　肢 上肢の神経 橈骨神経
上　肢 上肢の脊髄神経 橈骨神経
上　肢 腕神経 橈骨神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 後頭骨
上　肢 胸大動脈 深頚動脈
上　肢 内胸動脈 上腹壁動脈
上　肢 内胸動脈 腹壁動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭骨
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌枝
上　肢 上肢の血管 上腕深動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕深動脈
上　肢 上肢の血管 右総頸動脈
上　肢 上肢の血管 左総頸動脈
上　肢 胸大動脈 左総頚動脈
上　肢 上肢の血管 総頸動脈
上　肢 鎖骨下動脈 総頚動脈
上　肢 腕神経 下神経幹
上　肢 腕神経 中神経幹
上　肢 腕神経 上神経幹
上　肢 腕神経 腕神経叢を構成する神経根
上　肢 上肢の血管 総掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 総掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 固有掌側指動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 固有掌側指動脈
上　肢 上肢の血管 掌側中手動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側中手動脈
上　肢 上肢の血管 浅掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 浅掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 浅掌枝
上　肢 上肢屈側の静脈 掌側手根枝
上　肢 上肢の脊髄神経 烏口腕筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 前頭筋
上　肢 上肢の血管 深掌動脈弓
上　肢 上肢屈側の動脈 深掌動脈弓
上　肢 上肢の血管 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 母指主動脈の枝
上　肢 上肢の血管 手背静脈網
上　肢 胸大動脈 大動脈裂孔
上　肢 上肢屈側の動脈 掌側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 固有掌側指神経



上　肢 腕神経 固有掌側指神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 手指硬化症
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢が痒い（かゆい）
上　肢 上肢の血管 奇静脈
上　肢 上肢の血管 半奇静脈
上　肢 上肢の神経 足相
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の怪我、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉・靭帯の病気、回復度、何ポイント
上　肢 上肢の神経 男性陰毛相
上　肢 上肢の神経 女性陰毛相
上　肢 内胸動脈 腹大動脈
上　肢 胸大動脈 腹大動脈
上　肢 上肢の神経 男性生殖器相
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋拘縮症
上　肢 胸大動脈 気管支動脈
上　肢 上肢の神経 手相
上　肢 上肢の神経 足
上　肢 上肢の神経 乳房相
上　肢 肩関節 関節窩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉疲労
上　肢 上肢屈側の静脈 上皮の皮静脈
上　肢 胸大動脈 肋骨
上　肢 胸大動脈 横隔膜
上　肢 上肢の脊髄神経 第４頸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上腕二頭筋
上　肢 上肢の脊髄神経 第２胸神経
上　肢 上肢の脊髄神経 腋窩神経
上　肢 上肢の脊髄神経 脊髄神経
上　肢 肩関節 第１胸椎
上　肢 上腕と肩甲骨 手首
上　肢 上腕と肩甲骨 手
上　肢 上肢の骨と筋肉 顎関節
上　肢 上肢の血管 正中神経
上　肢 上肢の神経 正中神経
上　肢 上肢の脊髄神経 正中神経
上　肢 腕神経 正中神経
上　肢 上肢の神経 手
上　肢 上肢の骨と筋肉 恥骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋ジストロフィー
上　肢 上肢の骨と筋肉 下顎骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 腹直筋
上　肢 上肢の神経 横隔神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 仙骨
上　肢 内胸動脈 心膜横隔動脈
上　肢 上肢の血管 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前上腕回旋動脈
上　肢 上肢の血管 後上腕回旋動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後上腕回旋動脈



上　肢 腋窩動脈 後上腕回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 後上腕回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 前・後上腕回旋動脈の外科頚における吻合
上　肢 上肢の血管 橈側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側反回動脈
上　肢 上肢の血管 橈側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 橈側側副動脈
上　肢 上肢の血管 中側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 中側副動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 肩関節 上肢
上　肢 上肢の血管 上肢
上　肢 上肢の神経 上肢
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢
上　肢 上肢の脊髄神経 上肢
上　肢 鎖骨下動脈 上肢
上　肢 内胸動脈 上肢
上　肢 胸大動脈 上肢
上　肢 肋間動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の動脈 上肢
上　肢 上肢屈側の静脈 上肢
上　肢 腕神経 上肢
上　肢 腋窩動脈 上肢
上　肢 上腕と肩甲骨 上肢
上　肢 腕神経 前・中・後斜角筋と頚長筋に至る筋枝
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の故障
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の怪我
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋収縮
上　肢 上肢の骨と筋肉 上肢の病気
上　肢 上肢屈側の静脈 背側手根枝
上　肢 上肢の神経 肩甲上神経
上　肢 腕神経 肩甲上神経
上　肢 上肢の神経 肩甲下神経
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 肩甲下神経
上　肢 腕神経 頚長筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｃ８
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　Ｔｈ１
上　肢 胸大動脈 食道枝
上　肢 上肢の神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 下外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 腋窩神経
上　肢 腕神経 腋窩神経
上　肢 上腕と肩甲骨 腋窩神経
上　肢 胸大動脈 上横隔動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 側頭筋
上　肢 上肢の血管 腕頭動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腕頭動脈
上　肢 胸大動脈 腕頭動脈



上　肢 上肢屈側の動脈 腕頭動脈
上　肢 上肢の血管 腕頭静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腕頭静脈
上　肢 上肢の血管 上腕静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 上腕静脈
上　肢 上肢の血管 尺側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 尺側皮静脈
上　肢 上肢の血管 橈側皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 橈側皮静脈
上　肢 上肢の血管 肘正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 肘正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 前腕正中皮静脈
上　肢 上肢の血管 腋窩動脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 腋窩動脈
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈
上　肢 上肢の血管 内側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 内側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 内側腋窩隙
上　肢 上肢の血管 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 外側腋窩隙
上　肢 上腕と肩甲骨 外側腋窩隙
上　肢 腋窩動脈 腋窩動脈の枝
上　肢 上肢の血管 腋窩静脈
上　肢 鎖骨下動脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 腋窩静脈
上　肢 上肢屈側の静脈 伴行静脈　（深部静脈）
上　肢 上肢の血管 上腕動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上腕動脈
上　肢 腋窩動脈 上腕動脈
上　肢 内胸動脈 内胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 背側手根動脈網
上　肢 上肢の神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側上腕皮神経
上　肢 腕神経 内側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 外側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 上外側上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 内側前腕皮神経
上　肢 腕神経 内側前腕皮神経
上　肢 上肢の神経 筋皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 筋皮神経
上　肢 腕神経 筋皮神経
上　肢 上肢の神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後上腕皮神経
上　肢 上肢の神経 総掌側指神経



上　肢 腕神経 総掌側指神経
上　肢 上肢の神経 肩甲背神経
上　肢 腕神経 肩甲背神経
上　肢 上肢の神経 前骨間神経
上　肢 胸大動脈 食道動脈
上　肢 上肢の神経 背側指神経
上　肢 上肢の脊髄神経 背側指神経
上　肢 肩関節 棘上筋症候群
上　肢 肩関節 スプレンゲル病
上　肢 肩関節 頸肩腕症候群
上　肢 胸大動脈 壁側枝
上　肢 内胸動脈 外腸骨動脈
上　肢 胸大動脈 動脈管索　（遺残組織）
上　肢 上肢の神経 肋間上腕神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 笑筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 上唇挙筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 下唇下制筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 眼輪筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 口輪筋
上　肢 肩関節 肩手症候群
上　肢 肩関節 肩回旋腱板損傷
上　肢 肩関節 野球肩
上　肢 肩関節 五十肩
上　肢 胸大動脈 胸大動脈
上　肢 上肢の骨と筋肉 頬骨
上　肢 上肢の骨と筋肉 肩関節
上　肢 肋間動脈 外肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 外腹斜筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小胸筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 捻挫
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋肉弛緩剤
上　肢 腕神経 長胸神経
上　肢 胸大動脈 縦隔枝
上　肢 胸大動脈 臓側枝
上　肢 上肢の神経 鎖骨上神経
上　肢 腕神経 鎖骨上神経
上　肢 上肢の神経 鎖骨下筋神経
上　肢 腕神経 鎖骨下筋神経
上　肢 上肢の血管 最上胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 最上胸動脈
上　肢 腋窩動脈 最上胸動脈
上　肢 上肢の血管 外側胸動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 外側胸動脈
上　肢 腋窩動脈 外側胸動脈
上　肢 内胸動脈 前肋間枝
上　肢 肋間動脈 前肋間枝
上　肢 上肢の神経 内側神経束
上　肢 腕神経 内側神経束



上　肢 上肢の神経 後神経束
上　肢 腕神経 後神経束
上　肢 上肢の神経 外側神経束
上　肢 腕神経 外側神経束
上　肢 上肢の血管 胸背動脈
上　肢 腋窩動脈 胸背動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲回旋動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲回旋動脈
上　肢 上腕と肩甲骨 肩甲回旋動脈
上　肢 上肢の血管 肩甲下動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 肩甲下動脈
上　肢 腋窩動脈 肩甲下動脈
上　肢 上肢の血管 下尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 下尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 上尺側側副動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 上尺側側副動脈
上　肢 上肢の血管 前尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 前尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 後尺側反回動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 後尺側反回動脈
上　肢 上肢の血管 胸肩峰動脈
上　肢 上肢屈側の動脈 胸肩峰動脈
上　肢 上肢の神経 後骨間神経
上　肢 上肢の脊髄神経 後骨間神経
上　肢 上肢屈側の動脈 肘関節動脈網
上　肢 上肢の神経 ガングリオン
上　肢 上肢の骨と筋肉 線維症(皮膚・筋肉)
上　肢 上肢の骨と筋肉 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 回外筋
上　肢 上肢の脊髄神経 多発性神経炎
上　肢 上肢の脊髄神経 肩甲下筋　（前面の筋）
上　肢 上肢の骨と筋肉 胸鎖乳突筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大胸筋
上　肢 上肢の脊髄神経 胸背神経
上　肢 上肢の骨と筋肉 筋緊張低下
上　肢 上肢の神経 人相
上　肢 肋間動脈 内肋間筋
上　肢 肋間動脈 最内肋間筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 骨の亀裂　骨のひび割れ
上　肢 上肢の骨と筋肉 寝違い
上　肢 上肢の骨と筋肉 僧帽筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋結節
上　肢 鎖骨下動脈 後斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 中斜角筋
上　肢 鎖骨下動脈 前斜角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 広背筋
上　肢 上肢の脊髄神経 広背筋
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（前）Ｃ７



上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（中）Ｃ６
上　肢 腕神経 第１胸神経前枝　（後）Ｃ５
上　肢 上肢の血管 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 大円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 大円筋
上　肢 腋窩動脈 大円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 小円筋
上　肢 上肢の脊髄神経 小円筋
上　肢 上腕と肩甲骨 小円筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 棘下筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 三角筋
上　肢 上肢の脊髄神経 三角筋
上　肢 上肢の骨と筋肉 前鋸筋

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 遺伝子 基底細胞癌　（605462）
遺伝子 遺伝子 母斑性基底細胞癌症候群
遺伝子 遺伝子 多発性基底細胞母斑症候群　(multiple basal cell nevi syndrome）

遺伝子 遺伝子 ポリポーシス
遺伝子 遺伝子 成熟Ｔリンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭部、背部の皮膚硬化
遺伝子 遺伝子 関節リウマチ
遺伝子 遺伝子 Ｔリンパ球
遺伝子 遺伝子 抹消性Ｔ細胞
遺伝子 遺伝子 Ｂリンパ球
遺伝子 遺伝子 ダウン症候群
遺伝子 ヒトゲノム 細胞成長
遺伝子 染 色 体 分子量
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー病　（ＡＤ）
遺伝子 遺伝子 アルツハイマー型痴呆
遺伝子 染 色 体 角膜格子状変性
遺伝子 遺伝子 老化防止
遺伝子 遺伝子 キラーＴ細胞　(細胞傷害性)
遺伝子 遺伝子 胎児軟骨性異発育症
遺伝子 染 色 体 手根管症候群
遺伝子 遺伝子 ビタミン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ビタミン代謝異常
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦ－１）
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－２　（ＩＧＦ－２）
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖類
遺伝子 染 色 体 グリコサミノグリカン(ムコ多糖)
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2捕捉媒介物
遺伝子 遺伝子 1次抗体反応
遺伝子 遺伝子 2次抗体反応
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ軸
遺伝子 遺伝子 ○○○を含む～2Ｍｂの領域の微細欠失
遺伝子 遺伝子 アフタ性口内炎
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-1受容体
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ-2受容体
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様効果
遺伝子 ヒトゲノム インスリン様成長因子－１　（ＩＧＦs）
遺伝子 遺伝子 炭水化物
遺伝子 遺伝子 水分代謝
遺伝子 遺伝子 分子水
遺伝子 遺伝子 原子水
遺伝子 遺伝子 水
遺伝子 遺伝子 量子水
遺伝子 ヒトゲノム ＩＧＦ－２シグナリング阻止
遺伝子 遺伝子 日和見感染症
遺伝子 遺伝子 リンパ腫型
遺伝子 染 色 体 振動覚
遺伝子 遺伝子 非特異免疫
遺伝子 遺伝子 液性免疫



遺伝子 遺伝子 自己免疫疾患
遺伝子 染 色 体 動原体微小管
遺伝子 染 色 体 動原体
遺伝子 染 色 体 ６本のアイソフォーム
遺伝子 染 色 体 聴力低下・喪失
遺伝子 染 色 体 大脳萎縮
遺伝子 遺伝子 ガードナー症候群　（Gardner　syndroome）
遺伝子 染 色 体 脳室周囲白室病変
遺伝子 遺伝子 先天性、家族性疾患
遺伝子 遺伝子 性器潰瘍
遺伝子 遺伝子 常染色体優性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体優性遺伝
遺伝子 遺伝子 常染色体劣性遺伝
遺伝子 染 色 体 常染色体劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 先天性銅代謝異常　蛋白(ATP7B)遺伝子
遺伝子 遺伝子 カルパイン
遺伝子 染 色 体 脳神経障害
遺伝子 遺伝子 劣性遺伝
遺伝子 遺伝子 糞線虫症
遺伝子 染 色 体 異常蓄積
遺伝子 遺伝子 自己免疫性溶血性貧血
遺伝子 遺伝子 ホルモン代謝異常
遺伝子 染 色 体 ホルモン代謝異常
遺伝子 遺伝子 モリブデン　42
遺伝子 遺伝子 染色体異常
遺伝子 染 色 体 染色体
遺伝子 染 色 体 染色体異常
遺伝子 遺伝子 血漿
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子に連鎖
遺伝子 染 色 体 第１７染色体遺伝子
遺伝子 遺伝子 地震
遺伝子 遺伝子 地震雲
遺伝子 遺伝子 クリオグロブリン血症
遺伝子 遺伝子 性的早熟
遺伝子 染 色 体 皮下出血
遺伝子 遺伝子 顔貎の異常
遺伝子 染 色 体 知能障害
遺伝子 染 色 体 呼吸困難
遺伝子 染 色 体 特異顔貌（ガーゴイル様顔貌）
遺伝子 染 色 体 前頭葉型認知症　frontal lobe dementia:FLD
遺伝子 遺伝子 炎症性疾患
遺伝子 遺伝子 乳児で感染
遺伝子 遺伝子 重篤な神経障害
遺伝子 遺伝子 異常リンパ球
遺伝子 染 色 体 前頭側頭葉型認知症（痴呆）frontotemporal dementia:FTD
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 四肢末梢神経障害
遺伝子 染 色 体 胃体部変形
遺伝子 遺伝子 足の痛み



遺伝子 遺伝子 皮膚の滲出性紅斑
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部変形　（胃）
遺伝子 遺伝子 強直性脊椎関節炎
遺伝子 遺伝子 下半身マヒ
遺伝子 遺伝子 骨形成不全症
遺伝子 染 色 体 ＡＤの神経原線維変化
遺伝子 遺伝子 点状軟骨異形成異常
遺伝子 遺伝子 骨格異常
遺伝子 染 色 体 十二指腸変形
遺伝子 遺伝子 大動脈狭窄
遺伝子 染 色 体 胃体部隆起
遺伝子 染 色 体 幽門前庭部隆起　（胃）
遺伝子 染 色 体 末梢のｖａｓｏｍｏｔｏｒ機能が消失
遺伝子 遺伝子 心血管奇形
遺伝子 遺伝子 細胞の異常な増殖
遺伝子 遺伝子 過剰骨　（外骨腫）
遺伝子 遺伝子 造骨細胞の機能不全
遺伝子 遺伝子 骨有機質形成障害
遺伝子 遺伝子 脊髄小脳変性症
遺伝子 遺伝子 ツェルウェガー症候群スペクトラム
遺伝子 染 色 体 十二指腸隆起
遺伝子 染 色 体 ニューロン内封入体
遺伝子 遺伝子 肝疾患
遺伝子 染 色 体 位置覚
遺伝子 遺伝子 子宮内感染
遺伝子 染 色 体 下肢末梢の自発痛
遺伝子 染 色 体 下肢のニューロパチー
遺伝子 染 色 体 下肢末端
遺伝子 遺伝子 神経系疾患
遺伝子 染 色 体 細胞内封入体
遺伝子 染 色 体 グリア内封入体
遺伝子 遺伝子 機能不全
遺伝子 遺伝子 水素結合
遺伝子 染 色 体 ニューロン
遺伝子 遺伝子 順行性変性
遺伝子 染 色 体 神経原線維
遺伝子 染 色 体 軸索輸送
遺伝子 遺伝子 優性遺伝
遺伝子 ヒトゲノム 赤色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＬＷ
遺伝子 ヒトゲノム 緑色識別遺伝子　ＯＰＮ１ＭＷ
遺伝子 ヒトゲノム ＤＮＡ合成酵素：ポリミラーゼα　ＰＯＬＡ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　X
遺伝子 染 色 体 性染色体　X
遺伝子 遺伝子 脂質膜
遺伝子 染 色 体 温度覚
遺伝子 遺伝子 輸血
遺伝子 遺伝子 筋収縮
遺伝子 遺伝子 骨の長径成長
遺伝子 遺伝子 長管骨



遺伝子 遺伝子 リゴマー形成
遺伝子 遺伝子 造骨細胞
遺伝子 染 色 体 グリア組織
遺伝子 ヒトゲノム 身長伸長タンパク質　ＳＨＯＸ
遺伝子 ヒトゲノム 性決定遺伝子　ＳＲＹ
遺伝子 ヒトゲノム 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 性染色体　Ｙ
遺伝子 染 色 体 細胞内小器官輸送のレール
遺伝子 染 色 体 細胞の中心に集積
遺伝子 染 色 体 細胞骨格を形成し細胞内の蛋白質の輸送
遺伝子 染 色 体 形態学的手法
遺伝子 染 色 体 分子生物学的手法
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子を破壊
遺伝子 遺伝子 １０．４４ｋＤａ
遺伝子 遺伝子 １４．４６kＤａ　（キロダルトン）
遺伝子 染 色 体 陰萎
遺伝子 染 色 体 末梢神経障害
遺伝子 遺伝子 くすぶり型
遺伝子 遺伝子 肝腫大
遺伝子 遺伝子 慢性型
遺伝子 遺伝子 シナプトブレビンー２
遺伝子 遺伝子 異常早期月経
遺伝子 染 色 体 悪液質・カヘキシー
遺伝子 染 色 体 自律神経障害
遺伝子 遺伝子 歯牙の発育が遅れ
遺伝子 染 色 体 深部感覚障害
遺伝子 遺伝子 眼の異常
遺伝子 遺伝子 乳児性レフスム病　（ＩＲＤ）
遺伝子 遺伝子 大動脈弁上狭窄
遺伝子 染 色 体 起立性低血圧
遺伝子 染 色 体 立ちくらみ
遺伝子 遺伝子 ベーチェット症候群　（Behcet’ｓ　syndrome）
遺伝子 遺伝子 Ｂｅｈｃｅｔ病
遺伝子 染 色 体 物質輸送を抑制
遺伝子 遺伝子 真性赤血球増加症
遺伝子 遺伝子 炎症性腸疾患
遺伝子 染 色 体 高頻度
遺伝子 染 色 体 神経軸索内
遺伝子 染 色 体 痛覚
遺伝子 遺伝子 オレキシン遺伝子
遺伝子 染 色 体 甲状腺髄様癌
遺伝子 染 色 体 プラス極の物質輸送
遺伝子 遺伝子 サイトカイン
遺伝子 染 色 体 促進
遺伝子 染 色 体 アイソフォーム
遺伝子 遺伝子 第二次性徴
遺伝子 遺伝子 可視光
遺伝子 遺伝子 シヌレイノパチー
遺伝子 染 色 体 擬似ムコ多糖症



遺伝子 染 色 体 神経細胞脱落
遺伝子 染 色 体 擬似マロトー・ラミー症候群
遺伝子 染 色 体 運動能力低下・喪失
遺伝子 遺伝子 多系統委縮症（ＭＳＡ）
遺伝子 遺伝子 病的なαーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 神経変性疾患（シヌクレイノパチー）
遺伝子 染 色 体 神経変性疾患
遺伝子 染 色 体 Ｐｉｃｋ病様
遺伝子 遺伝子 表皮性嚢胞
遺伝子 遺伝子 体細胞突然変異
遺伝子 染 色 体 痴呆
遺伝子 遺伝子 視神経萎縮
遺伝子 染 色 体 Ａ・β誘導性の認知障害
遺伝子 遺伝子 急性転化型
遺伝子 遺伝子 悪性増殖性疾患
遺伝子 遺伝子 精神遅滞
遺伝子 染 色 体 癌性悪液質
遺伝子 遺伝子 先天代謝異常症
遺伝子 遺伝子 排尿障害
遺伝子 染 色 体 硝子体混濁
遺伝子 遺伝子 急性型
遺伝子 遺伝子 夫婦間の性交渉
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞が異常に増える
遺伝子 遺伝子 小腫瘤
遺伝子 遺伝子 非ホジキンリンパ腫
遺伝子 染 色 体 ライソゾーム病
遺伝子 染 色 体 異常フィラメントが形成
遺伝子 遺伝子 視覚空間認知障害
遺伝子 染 色 体 フコシドーシス  (Fucosidosis)
遺伝子 遺伝子 虹彩炎
遺伝子 遺伝子 新生児型副腎白質ジストロフィー　（ＮＡＬＤ）
遺伝子 遺伝子 ＳＨＦセンチ波
遺伝子 遺伝子 二酸化炭素
遺伝子 遺伝子 成人Ｔ細胞白血病
遺伝子 染 色 体 原発性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 続発性アミロイドーシス
遺伝子 ヒトゲノム 6つのＩＧＦ結合タンパク質　（ＩＧＦＢＰ１－６）
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血Ａββ前駆体蛋白
遺伝子 染 色 体 プリオン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 （原）AL型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 免疫細胞性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 全身性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 皮膚アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 反応性AAアミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 老人性TTRアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX10；peroxisomal biogenesis factor 10 [HSA：5192] [KO：K13346]

遺伝子 遺伝子 PEX12；peroxisomal biogenesis factor 12 [HSA：5193] [KO：K13345]

遺伝子 遺伝子 PEX13；peroxisomal biogenesis factor 13 [HSA：5194] [KO：K13344]

遺伝子 遺伝子 PEX14；peroxisomal biogenesis factor 14 [HSA：5195] [KO：K13343]



遺伝子 遺伝子 PEX16；peroxisomal biogenesis factor 16 [HSA：9409] [KO：K13335]

遺伝子 遺伝子 PEX19；peroxisomal biogenesis factor 19 [HSA：5824] [KO：K13337]

遺伝子 染 色 体 アミロイド・アンギオパチー
遺伝子 染 色 体 限局性結節性アミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 PEX26；peroxisomal biogenesis factor 26 [HSA：55670] [KO：K13340]

遺伝子 遺伝子 EHFミリ波
遺伝子 染 色 体 フィラメント
遺伝子 染 色 体 限局性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 2型糖尿病・インスリノーマ
遺伝子 染 色 体 透析アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 ｓerum　amyｌoid　A由来のアミロイド
遺伝子 染 色 体 アミリン由来のAＩAPP　
遺伝子 染 色 体 アルツハイマー型痴呆(ダウン症候群)
遺伝子 染 色 体 β2ーミクログロブリン型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 限局性心房性アミロイド
遺伝子 染 色 体 脳血管アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 脳アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 内分泌アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性シスタチンＣ型アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドポリニューロパチーFAP1型
遺伝子 染 色 体 トランスサイレチン関連アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 遺伝性アミロイド性脳出血ＡＣysシスタチンＣ
遺伝子 遺伝子 骨端軟骨
遺伝子 染 色 体 家族性アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 クロツフェルト・ヤコブ病
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー反応
遺伝子 遺伝子 アナフィラキシー様反応
遺伝子 遺伝子 グルタミン酸A
遺伝子 染 色 体 神経軸索内の分子量
遺伝子 遺伝子 PEX1；peroxisomal biogenesis factor 1 [HSA：5189]　[KO：K13338]

遺伝子 遺伝子 PEX2；peroxisomal biogenesis factor 2 [HSA：5828]　[KO：K06664]

遺伝子 遺伝子 PEX3；peroxisomal biogenesis factor 3 [HSA：8504]　[KO：K13336]

遺伝子 遺伝子 PEX5；peroxisomal biogenesis factor 5 [HSA：5830]　[KO：K13342]

遺伝子 遺伝子 PEX6；peroxisomal biogenesis factor 6 [HSA：5190]　[KO：K13339]

遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム
遺伝子 染 色 体 安定化
遺伝子 遺伝子 ＨＬＡ　（Human　Leukocyte　Ａｎｔｉｇｅｎ＝ヒト白血球抗原）
遺伝子 染 色 体 ライシング
遺伝子 染 色 体 選択的スプ
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常症
遺伝子 染 色 体 ムコリピドーシス
遺伝子 染 色 体 ムコ多糖症（ｰしょう、Ｍucopolysaccharidosis、MPS）
遺伝子 染 色 体 先天性代謝異常疾患
遺伝子 染 色 体 アイセル病  (I-cell disease) - ムコリピドーシスIII型
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 MPS Ⅵ型ｰﾏﾛﾄｰ・ﾗﾐｰ症候群（ﾓﾛﾄｰﾗﾐｰ症候群）
遺伝子 染 色 体 ＭＰＳ　Ⅰ型
遺伝子 染 色 体 シグナルペプチド



遺伝子 染 色 体 モルキオ症候群(Morquio syndrome)
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群（Hunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 サンフィリッポ症候群（Sanfilippo　syndrome）MPSⅢ型
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群（Hurler　syndrome）MPS ⅠH型
遺伝子 染 色 体 シャイエ症候群（Ｓcheie　syndrome）ＭＰＳ　ⅠＳ型
遺伝子 遺伝子 ＵＨＦ極超短波波
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｃ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ｂ型）
遺伝子 遺伝子 スレオニン
遺伝子 遺伝子 システインキナーゼ
遺伝子 染 色 体 AD-converted MCI
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）の遺伝子異常
遺伝子 染 色 体 記銘力障害
遺伝子 染 色 体 空間認知障害
遺伝子 遺伝子 シモンズ病  （Simmond　disease）
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫
遺伝子 染 色 体 βアミロイド
遺伝子 遺伝子 高カルシウム血症
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の点突然変異
遺伝子 染 色 体 変異型タウ
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質がリン酸化
遺伝子 染 色 体 ＣＳＦ－ｔａｎ　ＭＣＩ　痴呆
遺伝子 染 色 体 軽度認知機能障害（ＭＣＩ）
遺伝子 遺伝子 皮膚色素斑
遺伝子 遺伝子 多発性硬化症
遺伝子 遺伝子 カリニ原虫による肺炎
遺伝子 ヒトゲノム 加齢
遺伝子 遺伝子 レファ（アミロイド前駆体の非Ａ４成分）
遺伝子 染 色 体 内因性タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 progressive MCI
遺伝子 染 色 体 タウの過剰発現
遺伝子 染 色 体 stable MCI
遺伝子 染 色 体 ダノン病　（Ｄanon　disease）
遺伝子 染 色 体 βーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 αーマンノーシドーシス
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Ａ型）
遺伝子 染 色 体 ニーマン・ピック病　（Niemann-Pick disease）
遺伝子 染 色 体 感覚障害
遺伝子 染 色 体 ステムループ
遺伝子 染 色 体 微小管が不安定化
遺伝子 遺伝子 脂肪酸
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム形成異常疾患
遺伝子 染 色 体 チュープーリン
遺伝子 遺伝子 尿酸
遺伝子 染 色 体 アミロイド蛋白
遺伝子 遺伝子 ソラマメ
遺伝子 遺伝子 機能蛋白質
遺伝子 染 色 体 認知機能
遺伝子 染 色 体 認知機能の程度（ＭＭＳＥスコア）



遺伝子 染 色 体 ティ・サックス病
遺伝子 染 色 体 ハンター症候群　（Ｈunter　syndrome）
遺伝子 染 色 体 シンドラー病　（Ｓchindler病）/神崎病
遺伝子 染 色 体 臓器への障害
遺伝子 染 色 体 グルコセレブロシド
遺伝子 染 色 体 クラッペ病　（ＮiemannーＰick　disease）
遺伝子 染 色 体 ハーラー症候群　（Ｈurler　syndrome）
遺伝子 遺伝子 β構造
遺伝子 遺伝子 βシート
遺伝子 遺伝子 リガーゼ
遺伝子 染 色 体 ４つ有するものを４リピートタウ
遺伝子 染 色 体 アミロイドーシス
遺伝子 染 色 体 前駆体蛋白・ゲリソリン
遺伝子 染 色 体 ３つ有するものを３リピートタウ
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク
遺伝子 遺伝子 ＳＮＡＲＥタンパク質複合体
遺伝子 遺伝子 エックス線(X線)
遺伝子 遺伝子 電磁放射線
遺伝子 遺伝子 アルファ線(α線)
遺伝子 遺伝子 べータ線(β線)
遺伝子 遺伝子 陽子線
遺伝子 遺伝子 粒子線(高速粒子線)
遺伝子 遺伝子 荷電粒子線
遺伝子 遺伝子 重荷電粒子線
遺伝子 染 色 体 タウ蛋白質
遺伝子 染 色 体 蛋白質濃度
遺伝子 遺伝子 ガンマ線(γ線)
遺伝子 遺伝子 中性子線
遺伝子 遺伝子 電子線
遺伝子 遺伝子 宇宙線
遺伝子 染 色 体 微小管結合蛋白
遺伝子 染 色 体 Ｃ端側に繰り返す
遺伝子 染 色 体 エキソン１０
遺伝子 染 色 体 エキソン３
遺伝子 染 色 体 エキソン２
遺伝子 遺伝子 体内発生放射線
遺伝子 染 色 体 微小管の重合
遺伝子 遺伝子 アルカリ金属
遺伝子 染 色 体 微小管
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド（Ａβ）
遺伝子 染 色 体 連続微小管
遺伝子 染 色 体 キネシン
遺伝子 染 色 体 キネシンのモーター蛋白質
遺伝子 遺伝子 抗体(免疫グロブリンIg)
遺伝子 染 色 体 タウアイソフォーム
遺伝子 遺伝子 非蛋白質コードＲＮＡ
遺伝子 遺伝子 蛋白（ＡＴＰ７Ｂ）遺伝子
遺伝子 遺伝子 不死化を制御
遺伝子 遺伝子 Ｃケモカイン



遺伝子 遺伝子 細胞老化
遺伝子 遺伝子 ＣＸ３ケモカイン

遺伝子 遺伝子 触媒作用
遺伝子 遺伝子 ケモカイン　（Chemokine）

遺伝子 遺伝子 ＣＸＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 ＣＣケモカイン

遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター（5-ＨＴＴ）蛋白発現量
遺伝子 ヒトゲノム プリオンタンパク質　ＰＲＮＰ
遺伝子 遺伝子 ”ｓ”アリルをもつ個体
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター
遺伝子 遺伝子 ＳＬＣ６Ａ４遺伝子の”Ｉ/Ｉ”型
遺伝子 遺伝子 セロトニントランスポーター遺伝多型
遺伝子 遺伝子 ６１ー９５残基
遺伝子 遺伝子 ４１ー５４残基がない
遺伝子 遺伝子 １４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 ４０ー１４０アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 Ｅ４６Ｋ[47]　（46番目のグルタミン酸がリシンに）
遺伝子 遺伝子 Ａ３０Ｐ

[46]
　（30番目のアラニンがプロリンに）

遺伝子 遺伝子 オールブライト病
遺伝子 遺伝子 ４ー１３３アミノ酸残基
遺伝子 遺伝子 致死遺伝子
遺伝子 遺伝子 第１ー６０残基
遺伝子 遺伝子 ホスホリパーゼD１[56]

遺伝子 遺伝子 ９６ー１４０残基
遺伝子 遺伝子 髄芽細胞腫　（155255）
遺伝子 遺伝子 化骨異常
遺伝子 遺伝子 全身的骨疾患
遺伝子 遺伝子 腫瘍壊死因子(TNF)
遺伝子 遺伝子 角化性丘疹
遺伝子 染 色 体 角化性丘疹
遺伝子 遺伝子 大理石病
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶー１ぶどう膜炎　（視界がくもり）
遺伝子 遺伝子 オキソ酸
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体　ＩＮＳＲ
遺伝子 遺伝子 ヒト表皮自己抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 全身性エリテマトーデス(SLE)
遺伝子 遺伝子 フォスフォジエステル結合
遺伝子 遺伝子 ペルオキシソーム病
遺伝子 遺伝子 多発性外骨腫
遺伝子 遺伝子 走化性
遺伝子 遺伝子 出生前成長障害
遺伝子 遺伝子 悪性貧血
遺伝子 遺伝子 全身性の発育異常
遺伝子 遺伝子 グレーヴス病(バセドウ病)
遺伝子 遺伝子 セントロメア
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ異常　（核酸異常）
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡ損傷　（核酸損傷）
遺伝子 遺伝子 赤い発疹
遺伝子 遺伝子 紅皮症



遺伝子 遺伝子 プロテアソーム傷害
遺伝子 遺伝子 骨髄異形成症候群 （myelodysplastic　syndrome)
遺伝子 遺伝子 Ｐ-１６ (肝臓、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 骨髄増殖性症候群　（myeloproliferative　syndrome）
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン
遺伝子 遺伝子 母乳
遺伝子 遺伝子 ＢＲＡＦ (肺、肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 電気的活性
遺伝子 遺伝子 防護壁(バリアー)
遺伝子 遺伝子 抗原特異性
遺伝子 遺伝子 共有結合
遺伝子 遺伝子 異物標識分子
遺伝子 遺伝子 ファンデルワールス結合
遺伝子 遺伝子 自由電子
遺伝子 遺伝子 伝導電子
遺伝子 遺伝子 最外殻電子
遺伝子 遺伝子 電子親和力
遺伝子 遺伝子 エネルギー情報の相転移
遺伝子 遺伝子 主要組織適合遺伝子複合体　MHC（ｍａｊｏｒ　ｈｉｓｔｏｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）

遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ遺伝子　（601309）
遺伝子 遺伝子 ＰＴＣＨ２遺伝子　（603673）
遺伝子 遺伝子 ＣＥＡ (大腸癌)

遺伝子 遺伝子 クミンアルデヒド
遺伝子 染 色 体 骨髄腫に伴うアミロイドーシス
遺伝子 遺伝子 遺伝的因子
遺伝子 染 色 体 遺伝的因子
遺伝子 遺伝子 Ｍｕｃｉｎ-７ (膀胱癌)

遺伝子 遺伝子 ＡＰＣ (肝臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＫ-１９ (膵臓癌)

遺伝子 染 色 体 ゲルトマン・ストロイラー・シャインカー症候群
遺伝子 遺伝子 ゲルスマン・ストロイスラー・シェンカー病　（ＧＳＳ）
遺伝子 遺伝子 レトロウイルス
遺伝子 遺伝子 非共有電子対
遺伝子 遺伝子 天疱瘡抗体
遺伝子 遺伝子 増殖性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 紅斑性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 天疱癒
遺伝子 遺伝子 腫瘍随伴性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 尋常性天疱瘡
遺伝子 遺伝子 落葉状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 類天疱瘡
遺伝子 遺伝子 疱疹状天疱瘡
遺伝子 遺伝子 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 染 色 体 顔面毛包性紅斑黒皮症
遺伝子 遺伝子 小陽内のパイエル板
遺伝子 染 色 体 アミロイド苔癬
遺伝子 遺伝子 TRF
遺伝子 遺伝子 毛孔性角化症（苔癬）
遺伝子 染 色 体 毛孔性角化症（苔癬）



遺伝子 遺伝子 セリン
遺伝子 遺伝子 遺伝性疾患
遺伝子 ヒトゲノム アルデヒド分解酵素２　ＡＬＤＨ２
遺伝子 遺伝子 エラスチン遺伝子
遺伝子 遺伝子 アポＥ４ (アルツハイマー型痴呆症)

遺伝子 遺伝子 非結晶
遺伝子 遺伝子 ＥＧＦＲ (胃癌)

遺伝子 遺伝子 snRNA
遺伝子 遺伝子 リンチ症候群 (大腸)

遺伝子 遺伝子 P53
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (胃、甲状腺、膵臓癌)

遺伝子 遺伝子 ＣＯＸ－２ (肺癌)

遺伝子 遺伝子 １０３ー１３０残基
遺伝子 遺伝子 核酸摂取
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 デスモプラキン
遺伝子 遺伝子 核酸含成
遺伝子 遺伝子 1次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 2次リンパ系器官
遺伝子 遺伝子 抗原蛋白質
遺伝子 遺伝子 ＶＨＬ遺伝子 （腎臓癌、腎臓肉腫）

遺伝子 遺伝子 RNA合成酵素
遺伝子 遺伝子 siRNA
遺伝子 遺伝子 不対電子
遺伝子 遺伝子 エピトープ(抗原決定基）
遺伝子 遺伝子 非コードRNA
遺伝子 遺伝子 ＢＲＣＡ１ (乳腺乳房、卵巣癌)

遺伝子 遺伝子 ヘルパーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 ATPアーゼ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅡ
遺伝子 遺伝子 コンデンシンⅠ
遺伝子 遺伝子 コンデンシン(condensin)
遺伝子 遺伝子 Rbタンパク質
遺伝子 遺伝子 チミジン
遺伝子 ヒトゲノム 小ペプチド分解酵素　ＣＮＤＰ２
遺伝子 遺伝子 ケラチン5
遺伝子 遺伝子 ケラチン14
遺伝子 ヒトゲノム 活性酸素除去酵素　ＳＯＤ１
遺伝子 ヒトゲノム 酸素貯蔵タンパク質：ミオグロビン　ＭＢ
遺伝子 ヒトゲノム シグナル伝達酵素：マップキナーゼ　ＭＡＰＫ１
遺伝子 遺伝子 RNAウイルス
遺伝子 遺伝子 リボ核酸(RNA)
遺伝子 遺伝子 オルガネラ
遺伝子 遺伝子 Ｋ-ＲＡＳ (膵臓、甲状腺癌)

遺伝子 遺伝子 プリン(Purine)
遺伝子 遺伝子 アルギニンU
遺伝子 遺伝子 塩基
遺伝子 遺伝子 プリン塩基
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン1(Dsg1)



遺伝子 遺伝子 デスモグレイン2(Dsg2)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン3(Dsg3)
遺伝子 遺伝子 デスモグレイン(細胞と細胞をつなぐ蛋白質)
遺伝子 遺伝子 ラミニン5
遺伝子 遺伝子 BPAG2
遺伝子 遺伝子 BPAG1
遺伝子 遺伝子 ペリプラキン
遺伝子 遺伝子 プレクチン
遺伝子 遺伝子 ゲノム
遺伝子 遺伝子 ピラジン
遺伝子 遺伝子 核酸塩基
遺伝子 遺伝子 ピリミジン塩基
遺伝子 遺伝子 ピリダジン
遺伝子 遺伝子 異常ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 ヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 核酸
遺伝子 遺伝子 扁桃
遺伝子 遺伝子 ウラシル
遺伝子 遺伝子 膜貫通タンパク
遺伝子 ヒトゲノム がん抑制遺伝子：p５３　ＴＰ５３
遺伝子 ヒトゲノム 体内時計調節タンパク質　ＰＥＲ１
遺伝子 遺伝子 リシン
遺伝子 遺伝子 二本鎖リボ核酸
遺伝子 遺伝子 リボ核酸
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原(HLA)
遺伝子 遺伝子 遺伝子の転写調節領域　（ＳＬＣ６Ａ４）
遺伝子 遺伝子 ヒスチジン
遺伝子 遺伝子 プロリン
遺伝子 遺伝子 抗原断片
遺伝子 遺伝子 システインU
遺伝子 遺伝子 リボザイム
遺伝子 染 色 体 アミロイドβペプチド
遺伝子 遺伝子 フルオロウラシル(5-FU)
遺伝子 遺伝子 P-53遺伝子
遺伝子 遺伝子 Ｐ-５３ (肺、前立腺、膀胱癌)

遺伝子 ヒトゲノム 瞳の色遺伝子　ＥＹＣＬ１＆３
遺伝子 ヒトゲノム インスリン受容体
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＳＨＩＰ」
遺伝子 遺伝子 遺伝子　「ＰＴＥＮ」
遺伝子 遺伝子 糸状の「微小管」
遺伝子 遺伝子 宇宙エネルギー
遺伝子 遺伝子 pRNA
遺伝子 ヒトゲノム ビタミンＣ合成酵素（偽遺伝子）　ＧＵＬＯＰ
遺伝子 ヒトゲノム ＡＢＯ血液型遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 脂肪分解酵素：リパーゼＦ　ＬＩＰＦ
遺伝子 ヒトゲノム アポトーシス誘導タンパク質　ＦＡＳ
遺伝子 ヒトゲノム ヘモグロビン構成タンパク質：βｰグロベン　ＨＢＢ
遺伝子 ヒトゲノム インスリン　ＩＮＳ
遺伝子 ヒトゲノム コラーゲンⅡ型α1　ＣＯＬ２Ａ１



遺伝子 ヒトゲノム 免疫グロブリンＨ鎖群　ＩＧＨ＠
遺伝子 遺伝子 補体系
遺伝子 遺伝子 補体タンパク
遺伝子 遺伝子 ヒトゲンム、 ヒトＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 受容体
遺伝子 ヒトゲノム アミラーゼ（唾液）　ＡＭＹ１Ａ
遺伝子 遺伝子 Ｔ細胞受容体
遺伝子 ヒトゲノム バネタンパク質：タイチン　　ＴＴＮ
遺伝子 ヒトゲノム 明暗視タンパク質：ロドプシン　ＲＨＯ
遺伝子 ヒトゲノム 粘液タンパク質：ムチン　　ＭＵＣ４
遺伝子 ヒトゲノム ドーパミン受容体Ｄ５　ＤＲＤ５
遺伝子 ヒトゲノム 骨格筋アクチン　　ＡＣＴＡ１
遺伝子 ヒトゲノム プロラクチン受容体　ＰＲＬＲ
遺伝子 遺伝子 (DNA)デオキシリボ核酸（デオキシヌクレオチド)
遺伝子 ヒトゲノム シアル酸水酸化酵素（偽遺伝子）　ＣＭＡＨ
遺伝子 ヒトゲノム 乳汁分泌ホルモン：プロラクチン　ＰＲＬ
遺伝子 遺伝子 ＮＫ細胞
遺伝子 ヒトゲノム セロトニン受容体　ＨＴＲ２Ａ
遺伝子 遺伝子 メチル基
遺伝子 ヒトゲノム 発話と言語に関わる遺伝子　ＦＯＸＰ２
遺伝子 遺伝子 ＧＳＴ-Ｐ１ (前立腺癌)

遺伝子 遺伝子 ミエローマ
遺伝子 遺伝子 rRNA
遺伝子 遺伝子 ヘテロクロマチン
遺伝子 遺伝子 ヌクレオシド
遺伝子 遺伝子 テロメア
遺伝子 遺伝子 テロメラーゼ
遺伝子 遺伝子 トランスポゾン
遺伝子 遺伝子 レトロポゾン
遺伝子 遺伝子 ＬＩＭギナーゼ1遺伝子
遺伝子 遺伝子 ７ｑ11.23
遺伝子 染 色 体 グリア細胞
遺伝子 遺伝子 DNA鎖
遺伝子 遺伝子 ミーム
遺伝子 遺伝子 RNAi
遺伝子 遺伝子 gRNA
遺伝子 遺伝子 snoRNA
遺伝子 遺伝子 テロメアDNA
遺伝子 遺伝子 エネルギー惰報
遺伝子 遺伝子 DNAプラィマーゼ
遺伝子 遺伝子 tRNA
遺伝子 遺伝子 Ｇタンパク質共役受容体(ＣＣＬケモカイン)

遺伝子 遺伝子 ＭＡＧＥ-Ａ/ヌクレアーゼ (甲状腺、前立腺、大腸癌)

遺伝子 遺伝子 ハイブリドーマ
遺伝子 遺伝子 Ｂ細胞
遺伝子 遺伝子 中間ベクトルボソン
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 サプレッサーＴ細胞
遺伝子 遺伝子 遺伝子『P2×4』



遺伝子 染 色 体 脳脊髄液
遺伝子 遺伝子 サブミリ波
遺伝子 遺伝子 樹状細胞
遺伝子 遺伝子 cDNA
遺伝子 遺伝子 エンボプラキン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子の変異
遺伝子 遺伝子 テラヘルツ波
遺伝子 遺伝子 金属結合
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 染 色 体 タウ遺伝子
遺伝子 遺伝子 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
遺伝子 遺伝子 SMCタンパク質
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 ｍｔＤＮＡ異常
遺伝子 遺伝子 白血球エステラーゼ
遺伝子 遺伝子 増殖能の亢進
遺伝子 遺伝子 グルタミンA
遺伝子 遺伝子 ヒト白血球抗原分子
遺伝子 遺伝子 主要組織適合抗原遺伝子複合体（ＭHC）
遺伝子 遺伝子 修復蛋白
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの蓄積
遺伝子 遺伝子 Ａ５３Ｔ[45]　（５３番目のアラニンがスレオニンに）
遺伝子 染 色 体 解離性感覚障害
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　バナナ型
遺伝子 遺伝子 機能喪失
遺伝子 染 色 体 皮質基底核変成症
遺伝子 遺伝子 ＳＰＲＥＮＧＥＬ異常
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご型
遺伝子 遺伝子 細胞がん化
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 ＨＴＬＶーⅠキャリア
遺伝子 遺伝子 欠損・重複　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体１欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体２欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体３欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体４欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複合体５欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 点変異　　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 複数の複合体欠損症　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 染 色 体 老人斑
遺伝子 遺伝子 欠乏状態　　（ｍｔＤＮＡ異常）

遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　洋ナシりんご型
遺伝子 遺伝子 骨髄移植
遺伝子 染 色 体 性格変化
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズ
遺伝子 染 色 体 パーキンソニズムを伴う家族性ＦＴＤ　（ＦＴＤＰ－１７）
遺伝子 遺伝子 家族性パーキンソン病
遺伝子 遺伝子 パーキンソン症候群
遺伝子 染 色 体 人格変化



遺伝子 遺伝子 パーキン[54][55]

遺伝子 遺伝子 テロメア欠失
遺伝子 染 色 体 進行性核上性麻痺
遺伝子 遺伝子 皮膚の黒褐色の色素沈着
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子　りんご洋ナシ型
遺伝子 遺伝子 小眼球症関連転写因子（microphthalmia-associated transcription factor,MITF)

遺伝子 遺伝子 逆転写反応
遺伝子 遺伝子 チューブリン
遺伝子 遺伝子 αヘリックス構造
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレインの発現レベル
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１２６
遺伝子 遺伝子 抗ＨＴＬＶー１抗体　（ＡＴＬＡ抗体）
遺伝子 ヒトゲノム 細胞内シグナル経路
遺伝子 遺伝子 αーシヌクレイン１１２[16]

遺伝子 遺伝子 センス鎖
遺伝子 遺伝子 マクログロブリン血症（ワルデンシュトレーム型）
遺伝子 遺伝子 ドーパミン輸送体[52][53]

遺伝子 ヒトゲノム 成長ホルモン（ＧＨ）
遺伝子 染 色 体 紡錘体
遺伝子 遺伝子 変異　＝haploinnsufficiency
遺伝子 遺伝子 インターロイキン
遺伝子 遺伝子 チロシン
遺伝子 遺伝子 貧食作用
遺伝子 遺伝子 食細胞
遺伝子 遺伝子 妖精様顔　症候群
遺伝子 遺伝子 節約遺伝子
遺伝子 遺伝子 抗表皮細胞膜自己抗体IgＧ
遺伝子 遺伝子 クロマチン構造
遺伝子 遺伝子 Ｄーループ構造
遺伝子 遺伝子 Ｔーループ構造
遺伝子 遺伝子 ＩgA
遺伝子 遺伝子 IgD
遺伝子 遺伝子 IgE
遺伝子 遺伝子 ＩgM
遺伝子 遺伝子 IgG
遺伝子 遺伝子 マーデルングエネルギー
遺伝子 染 色 体 原因遺伝子
遺伝子 遺伝子 モノクローナル抗体
遺伝子 遺伝子 テロメア長
遺伝子 遺伝子 テロメアの伸長
遺伝子 遺伝子 不正な塩基対
遺伝子 遺伝子 特異免疫(獲得免疫)
遺伝子 遺伝子 ウリジン
遺伝子 遺伝子 DNA分解酵素
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子の発現
遺伝子 遺伝子 VⅡ型コラーゲン
遺伝子 遺伝子 アデノシン
遺伝子 遺伝子 シチジン



遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子砂漠
遺伝子 遺伝子 ポリヌクレオチド
遺伝子 遺伝子 アルギニンA
遺伝子 遺伝子 プリン体
遺伝子 遺伝子 デスモソーム
遺伝子 遺伝子 ヘミデスモソーム
遺伝子 遺伝子 隣接遺伝子症候群
遺伝子 染 色 体 ＴＴＲ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　20
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　19
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　18
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　21
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　22
遺伝子 遺伝子 形質細胞
遺伝子 遺伝子 逆転写酵素
遺伝子 遺伝子 抗原提示細胞
遺伝子 遺伝子 抗体産生細胞
遺伝子 遺伝子 HLA-DRの共有エピトープ(SE)遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 細胞接着タンパク質：Ｅｰカドヘリン　ＣＤＨ１
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　17
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　16
遺伝子 遺伝子 ＳＮＣＡ遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 遺伝子ファミリー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　15
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　12
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　11
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　9
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　8
遺伝子 遺伝子 プロスタグランジン
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　7
遺伝子 遺伝子 第1塩基
遺伝子 遺伝子 第2塩基
遺伝子 遺伝子 第3塩基
遺伝子 遺伝子 基質
遺伝子 遺伝子 真核生物
遺伝子 遺伝子 アンチセンス鎖
遺伝子 遺伝子 ＲＮＡプライマーの3’ＯＨ基
遺伝子 遺伝子 DNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 強さ
遺伝子 遺伝子 進化
遺伝子 遺伝子 遺伝子多型
遺伝子 遺伝子 美しさ
遺伝子 遺伝子 覚醒
遺伝子 遺伝子 楽しさ
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　1
遺伝子 遺伝子 統合
遺伝子 遺伝子 miRNA
遺伝子 遺伝子 熱エネルギー
遺伝子 遺伝子 浄化



遺伝子 遺伝子 酵素作用
遺伝子 遺伝子 mRNA
遺伝子 遺伝子 RNAポリメラーゼ
遺伝子 遺伝子 遺伝子損傷
遺伝子 遺伝子 ＤＮＡ
遺伝子 遺伝子 マスターキー遺伝子
遺伝子 遺伝子 常温核融合を支配するエネルギー
遺伝子 遺伝子 遺伝子発現
遺伝子 遺伝子 酵素
遺伝子 遺伝子 RNA(SRP RNA)
遺伝子 遺伝子 エピトープ（抗原決定基、epitope)
遺伝子 遺伝子 パラトープ
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能
遺伝子 遺伝子 免疫調節機能の向上
遺伝子 遺伝子 ステロイドホルモン、RNAアクチベーター、SRＡ
遺伝子 遺伝子 終止コドン(アンバー)トリプトファンG
遺伝子 遺伝子 終止コドン(オパール)A
遺伝子 遺伝子 ロイシン終止コドン(オーカー)
遺伝子 遺伝子 終止コドン
遺伝子 ヒトゲノム 細胞ＤＮＡ合成を調節
遺伝子 遺伝子 ヒトエピゲノム
遺伝子 遺伝子 欠損遺伝子再生
遺伝子 遺伝子 RNA
遺伝子 遺伝子 ホメオテツク遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　14
遺伝子 遺伝子 細胞の不死化
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　13
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　10
遺伝子 遺伝子 サーチュン遺伝子
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　4
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　5
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　6
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　2
遺伝子 遺伝子 Ａイソロイシン(開始コドンーAUA一)スレオニンアスパラギンセリンU

遺伝子 遺伝子 Ｇバリン（開始コドンーＧＵＧー）Ｇアラニン アスパラギン酸
遺伝子 遺伝子 メチオニン(開始コドン)
遺伝子 遺伝子 コドン
遺伝子 遺伝子 アポＥ２型（ＤＮＡ　長寿）
遺伝子 遺伝子 アポＥ４型（ＤＮＡ）
遺伝子 遺伝子 アポＥ３型
遺伝子 遺伝子 生命エネルギー
遺伝子 ヒトゲノム 染色体番号　3
遺伝子 遺伝子 アンチコドン
遺伝子 遺伝子 ５２８Ｈz
遺伝子 遺伝子 太陽
遺伝子 遺伝子 生命光線

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 突然死
遺伝子 ＤＮＡ修復 停止したとき
遺伝子 ＤＮＡ修復 基底細胞上皮癌
遺伝子 ＤＮＡ修復 クルクミン
遺伝子 ＤＮＡ修復 光修復
遺伝子 STAP細胞 創造（ベリア）レベル
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン　Semaphorin
遺伝子 STAP細胞 父（精子）
遺伝子 ＤＮＡ修復 セマフォリン３Ａ　　Semaphorin-3A
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯根組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛母細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 アミノ酸・ペプチド・タンパク質　Amino Acids,Peptides,and Proteins

遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚下組織再生
遺伝子 STAP細胞 理解
遺伝子 ｉＰＳ細胞 延髄組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 不可逆な休眠状態
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲｅｃＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 内因性制御
遺伝子 STAP細胞 流出（アヅィルート）レベル
遺伝子 STAP細胞 一霊四魂の生命の樹
遺伝子 ＤＮＡ修復 ステアリン酸マグネシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭髪毛組織再生
遺伝子 STAP細胞 形成（イェツィラー）レベル
遺伝子 STAP細胞 作成（アシヤー）レベル
遺伝子 ＤＮＡ修復 カロリー制限
遺伝子 ＤＮＡ修復 必然的に誤り
遺伝子 STAP細胞 天之常姫之大神
遺伝子 STAP細胞 天之常立之大神　アダムカドモン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質によって与えられる構造的な保護
遺伝子 STAP細胞 豊玉毘売之神
遺伝子 ＤＮＡ修復 有胎盤哺乳類
遺伝子 ＤＮＡ修復 日光過敏症
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 常染色体劣性遺伝
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の染色体再編成
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体交差
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体の転座　（chromosomal translocation）
遺伝子 STAP細胞 地価変動
遺伝子 ＤＮＡ修復 姉妹染色体
遺伝子 ＤＮＡ修復 バリアント群（ＸＰＶ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 染色体異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 グルタチオン
遺伝子 ＤＮＡ修復 多量体となった染色体



遺伝子 ｉＰＳ細胞 女性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 毛細血管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 橋組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳血管組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 二酸化ケイ素
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳基底核組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 （６ー４）光産物
遺伝子 ｉＰＳ細胞 頭部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 サンゴカルシウム
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大脳皮質組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 中枢神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小脳組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 癌幹細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシン
遺伝子 STAP細胞 水
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 造血幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞成長因子
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 鼻組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 STAP細胞 ＳＴＡＰ万能細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 咽喉頭組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膵臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆嚢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 気管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 子宮組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胃経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊椎組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 下肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 筋肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 上肢組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 iPS細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 督脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 任脈組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 十二指腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肋骨組織再生



遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 卵巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 臓器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹膜再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 泌尿器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脳下垂体組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 皮膚再生　（皮膚組織再生）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脊髄神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 前立腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間葉系幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血管再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血液細胞再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 乳房組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腎臓組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 視床組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 異常集積ガリウムを修正組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 食道組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 目組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 男性器組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肺組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 酸化的フリーラジカルの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 電離製放射線による切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 放射線照射耐性細菌
遺伝子 ＤＮＡ修復 デイノコッカス・ラジオデュランス（Deinococcus radiodurans)
遺伝子 ＤＮＡ修復 ウェルナー症候群
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｄｅｌｅｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ペプチド　Peptide
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 歯肉組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 腹部組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 増殖細胞核抗原　（ＰＣＮＡ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心包経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 消化管組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 心経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 三焦経組織再生



遺伝子 ｉＰＳ細胞 リンパ組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胸膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 シリカ
遺伝子 ｉＰＳ細胞 抹消神経組織再生　　　　　　２コード
遺伝子 STAP細胞 物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 プロセッシブ　（Processivity）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 睾丸・精巣組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 肝経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄幹細胞
遺伝子 ｉＰＳ細胞 胆経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 甲状腺組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 小腸組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨盤神経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 体細胞超変異　（Somatic　Hyper　Mutation）
遺伝子 ＤＮＡ修復 発癌性物質
遺伝子 ＤＮＡ修復 対向する塩基対同士での架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 同一鎖上の塩基対同士の架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 核酸の骨格部分に取り込まれた放射性物質の崩壊
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症（ＸＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 色素性乾皮症
遺伝子 ＤＮＡ修復 組替え
遺伝子 ｉＰＳ細胞 膀胱経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 脾経組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写に共役した修復（ＴＣＲ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 神経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器耳組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 ユビキチン化に関わる酵素
遺伝子 ＤＮＡ修復 モノユビキチン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリユビキチン化
遺伝子 ｉＰＳ細胞 大腸経組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 血球系細胞再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 マルトデキストリン（トウモロコシ由来）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ベンゾ［a］ピレン
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン
遺伝子 ＤＮＡ修復 誤謬が生じ
遺伝子 ＤＮＡ修復 コネキシン
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質との架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＮＥＲ
遺伝子 ＤＮＡ修復 蛋白質合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 タンパク質
遺伝子 STAP細胞 基礎
遺伝子 ＤＮＡ修復 各種蛋白質の合成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｉｎ　ｖｉｔｒｏでの解析
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳ以外の経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳによる誤りがち（error-prone）な複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ３`－５`エキソヌクレアーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正機能



遺伝子 ＤＮＡ修復 ＲＡＧ蛋白質　（RAG proteins）
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ６-Ｒad１８
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 ４－ＯＨＥＮ-dＣ
遺伝子 STAP細胞 知性
遺伝子 STAP細胞 土
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ｐｏｉｎｔ　ｍｕｔａｔｉｏｎ
遺伝子 ＤＮＡ修復 hＯＧＧ１の表現型が劣性
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復（ＮＥＲ）の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素が核内に移行できない
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＣ－ＮＥＲ(転写に共役したヌクレオチド除去修復)の機能不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 配列の変化が突然変異
遺伝子 ＤＮＡ修復 紫外線によるチミン二量体の形成
遺伝子 ＤＮＡ修復 アデニンからヒポキサンチンへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミン化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの欠失
遺伝子 ＤＮＡ修復 脱アミノ化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ　二重ラセンの両方の鎖が切断され
遺伝子 ＤＮＡ修復 類似塩基の取り込み
遺伝子 ＤＮＡ修復 シトシンからウラシルへ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチドの挿入
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡの自己プロテアーゼ活性を亢進
遺伝子 ＤＮＡ修復 フーグスティーン塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ワトソン・クリック塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製を行う経路　（Rad51-dependent pathway）
遺伝子 ＤＮＡ修復 代謝の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物量の激減
遺伝子 ＤＮＡ修復 Rev3，Ｒｅｖ7のヘテロ二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 シクロブタン型ピリミジン二量体　（ＣＰＤ）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 万能細胞
遺伝子 ＤＮＡ修復 除去修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製ミス
遺伝子 ＤＮＡ修復

非相同末端再結合　（Non-Homologous End-
Joining:NHEJ）

遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒａｄ5依存的
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの一次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二次構造
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼηのＣ末端側を大きく欠損
遺伝子 ＤＮＡ修復 非相同末端再結合
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換
遺伝子 ＤＮＡ修復 相同組換え　（homologous recombination:HR）
遺伝子 ＤＮＡ修復 校正修復　（proof-reading repair）
遺伝子 ＤＮＡ修復 他の分子の結合や複合体の形成を誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド鎖の伸長
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒad６に依存する経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一～５塩基対程度の対合しない部位の修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けたヌクレオチドを除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 ミスマッチ修復　（mismatch repair：ＭＭＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正対合修復



遺伝子 ＤＮＡ修復 単塩基対のミスマッチ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性を担うＮ末端側の領域
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの相補鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 二重鎖を歪ませるような損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り越え複製（ＴＬＳ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷塩基を鋳型に強行的に複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 １６４番目のリジン残基
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の直接消去
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を直接復元する修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 単鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖切断修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 アポトーシス
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写反応進行中の鋳型鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 全長のＰｏｌη
遺伝子 STAP細胞 成
遺伝子 ＤＮＡ修復 生物時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然時計
遺伝子 ＤＮＡ修復 概年時計　（Circannual clock）
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ヒトゲノム
遺伝子 ＤＮＡ修復 テロメアの消耗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡスーパーＢ５３
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子の損傷
遺伝子 STAP細胞 感情
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製後修復（ＰＲＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 自然の摂理
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷を受けていない鎖の情報を元に修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 単一の塩基対に対する障害を修復
遺伝子 STAP細胞 意識
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ分子
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 組換え修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＣＰＤは乗り越えられないものの
遺伝子 ＤＮＡ修復 一本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 二本鎖の損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞間シグナル　Intercellular Signaling Peptides and Proteins

遺伝子 ＤＮＡ修復 一塩基変異多型　（ＳＮＰ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子変異体
遺伝子 ＤＮＡ修復 鎖の切断
遺伝子 ＤＮＡ修復 慢性的なＤＮＡ修復の不調
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の増加
遺伝子 ＤＮＡ修復 時間遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 特定のＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの修復機構
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の不順
遺伝子 ＤＮＡ修復 時計遺伝子原因遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳボックス
遺伝子 STAP細胞 霊
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηのパラログ



遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼζ：Ｂファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼι：Ｙファミリー
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストン蛋白質
遺伝子 ＤＮＡ修復 転写産物（ｍＲＮＡ）を持ち
遺伝子 ＤＮＡ修復 変異を引き起こす修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 配偶子におけるＤＮＡ修復の失敗
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヒストンとの複合体を形成
遺伝子 ｉＰＳ細胞 感覚器鼓膜再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｒｅｖ１：Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの二重ラセン
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（ＢＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ヌクレオチド除去修復　（nucleotide excision repair：ＮＥＲ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 アシュワガンダ（Ｗｉｔｈａｎｉａ　ｓｏｍｎｉｆｅｒａ）の根
遺伝子 ＤＮＡ修復 Ｙファミリーポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη：Ｙァミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 ＭＨＣ:主要組織適合遺伝子複合体
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素群　（ＴＬＳポリメラーゼ）
遺伝子 STAP細胞 風
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答　（ＳＯＳ　response）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼ活性
遺伝子 ＤＮＡ修復 無傷の姉妹鎖
遺伝子 ＤＮＡ修復 光回復酵素　（ホトリアーゼ　photolyase）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＳＯＳ応答により誘導
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼκ：Ｙファミリー
遺伝子 ｉＰＳ細胞 間脳組織再生
遺伝子 STAP細胞 理
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製エラー
遺伝子 ＤＮＡ修復 架橋
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＴＬＳの不全
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡミスマッチ修復遺伝子の異常
遺伝子 ＤＮＡ修復 可変部領域遺伝子　（ＶＤＪ）
遺伝子 ＤＮＡ修復

Ｃ末端に存在する核移行シグナル（ＮＬＳ）を発現しておら
ず

遺伝子 ＤＮＡ修復 ＬｅｘＡというリプレッサー
遺伝子 ＤＮＡ修復 メラノーマ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の加水分解
遺伝子 ＤＮＡ修復 １２０ａａを欠損し
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の不正対合
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の重複
遺伝子 ＤＮＡ修復 プログラム細胞死
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ビルレントファージ
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の変化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ７ーメチルグアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基のメチル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 アルキル化
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 プリン塩基の脱離
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－ジヒドログアニンの生成
遺伝子 ＤＮＡ修復 ８－オキソ－７生成



遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基の酸化
遺伝子 STAP細胞 継続
遺伝子 STAP細胞 慈悲
遺伝子 STAP細胞 固
遺伝子 ＤＮＡ修復 オトメアゼナ（Ｂａｃｏｐａ　monnieri）
遺伝子 STAP細胞 知識
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内組織再生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 口腔内粘膜組織再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 塩基除去修復　（base excision repair：BER）
遺伝子 STAP細胞 五瀬之大神　（五瀬之命）
遺伝子 ＤＮＡ修復 細胞の加齢
遺伝子 ＤＮＡ修復 テンプレートスイッチ
遺伝子 STAP細胞 修
遺伝子 ＤＮＡ修復 グアニンからのメチル基の除去
遺伝子 ＤＮＡ修復 無謬性（error-free）の複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 メチルグアニンメチル基転移酵素　（ＭＧＭＴ）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ鎖を鋳型に強行的に複製反応を進める経路
遺伝子 ＤＮＡ修復 厳密に制御
遺伝子 ＤＮＡ修復 減数分裂中の生殖細胞
遺伝子 STAP細胞 反響
遺伝子 ＤＮＡ修復 制御されている
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷乗り換え複製　（ＴＬＳ：Translesion Synthesis）
遺伝子 ＤＮＡ修復 複製フォーク
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 STAP細胞 判断
遺伝子 ＤＮＡ修復 嵩高い損傷
遺伝子 ＤＮＡ修復 ピリミジン二量体
遺伝子 ＤＮＡ修復 単量体への開裂と復元
遺伝子 ｉＰＳ細胞 γc遺伝子
遺伝子 ＤＮＡ修復 新しい変異株の発生
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Klf4
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Oct3/
遺伝子 STAP細胞 叡智
遺伝子 STAP細胞 火
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ複製
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子Sox2
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの正しい複製過程
遺伝子 ＤＮＡ修復 ジャングＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 マリアアザミ（Ｓｉｌｙｂｕｍ　marianum）
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡアクティベーション
遺伝子 ｉＰＳ細胞 遺伝子c-Myc
遺伝子 ＤＮＡ修復 不正な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ”不正”な塩基対
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復速度
遺伝子 STAP細胞 王冠
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライト
遺伝子 STAP細胞 アクシオ　トーナルライン
遺伝子 STAP細胞 アクシアル循環システム



遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡ修復の異常に関わる遺伝的疾患
遺伝子 STAP細胞 メタトロン
遺伝子 STAP細胞 アクシォトーナルメロディアンシステム
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＳＣ（DeSanctis-Cacchoine syndrome)の合併
遺伝子 ＤＮＡ修復 酵素的な機構
遺伝子 STAP細胞 メタトロンの波動
遺伝子 ｉＰＳ細胞 身体再生
遺伝子 ＤＮＡ修復 老化
遺伝子 ＤＮＡ修復 遺伝子発現調節
遺伝子 ＤＮＡ修復 損傷の無いＤＮＡ鎖を鋳型として複製
遺伝子 ＤＮＡ修復 相補ＤＮＡの修復
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＧＧＲ(global genome repair：ゲノム全体の修復)
遺伝子 ＤＮＡ修復 Polηの遺伝子産物
遺伝子 ＤＮＡ修復 ポリメラーゼη
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡポリメラーゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの滑る留め金　（Sliding　Clamp）
遺伝子 ＤＮＡ修復 短いＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 ＤＮＡの損傷
遺伝子 STAP細胞 ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 環状ＤＮＡ
遺伝子 ＤＮＡ修復 長寿
遺伝子 ｉＰＳ細胞 骨髄再生
遺伝子 STAP細胞 伊豆能売之神
遺伝子 STAP細胞 ヨッドの分光
遺伝子 STAP細胞 母のミトコンドリア
遺伝子 STAP細胞 大屋比古之神　（若御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 細胞核
遺伝子 ＤＮＡ修復 スーパーオキシドディスムターゼ
遺伝子 ＤＮＡ修復 カタラーゼ
遺伝子 STAP細胞 王国
遺伝子 STAP細胞 美
遺伝子 ＤＮＡ修復 核ＤＮＡ：nＤＮＡ
遺伝子 STAP細胞 ボロン・ヨクテ・クーの完全な姿での復活
遺伝子 STAP細胞 荒魂
遺伝子 STAP細胞 奇魂
遺伝子 STAP細胞 幸魂
遺伝子 STAP細胞 和魂
遺伝子 STAP細胞 思兼之神　（御毛沼命）
遺伝子 STAP細胞 志那津比売之神　（稲氷命）
遺伝子 STAP細胞 生命エネルギー
遺伝子 STAP細胞 生命の場
遺伝子 STAP細胞 リバース再誕生
遺伝子 STAP細胞 ホログラフ的パターン
遺伝子 STAP細胞 精神
遺伝子 STAP細胞 月のエネルギー
遺伝子 STAP細胞 建速須佐乃男之神
遺伝子 STAP細胞 月読神
遺伝子 STAP細胞 リコネクティブ周波数
遺伝子 STAP細胞 太陽のエネルギー



遺伝子 STAP細胞 天照皇太神
遺伝子 STAP細胞 意識生命体　魂
遺伝子 STAP細胞 宇宙意識生命体　神

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
細　胞 細胞 トランスサイトーシス
細　胞 細胞 核膜
細　胞 細胞 女性体内よりアレルギー性の男性毛母細胞を排除する
細　胞 細胞 オートファジー　(Autophagy）
細　胞 細胞 損傷細胞
細　胞 細胞 未修復の損傷細胞を組織から排除する
細　胞 細胞 マンノース
細　胞 細胞 ＣＧＮ
細　胞 細胞 ペリオスチン　（Periostin）
細　胞 細胞 骨膜や歯根膜に特異的に発現する骨のタンパク質
細　胞 細胞 フイタニン酸
細　胞 細胞 節前ニューロン
細　胞 細胞 毛母細胞
細　胞 細胞 女性毛母細胞
細　胞 細胞 男性毛母細胞
細　胞 細胞 汗疱性白癬　　　
細　胞 細胞 脂肪酸アシルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞内で消化する機能
細　胞 細胞 核
細　胞 細胞 ペリオスチンが発現し
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の再誕生
細　胞 細胞 マスト細胞
細　胞 細胞 細網内皮系
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞から新毛発生
細　胞 細胞 細網内皮系の機能を高める
細　胞 細胞 歯根細胞
細　胞 細胞 ノコダゾール
細　胞 細胞 Ｂ細胞刺戟作用
細　胞 細胞 ＴＣＲ変異細胞
細　胞 細胞 ＴＣＲ　ＶＦの上昇
細　胞 細胞 頭髪毛母細胞の新毛発生させるエネルギー
細　胞 細胞 Ｂリンパ球表面
細　胞 細胞 ナチュラルキラー細胞　(NK細胞)
細　胞 細胞 プレフェルジンＡ
細　胞 細胞 歯根組織再生
細　胞 細胞 ＮＡＤＰアーゼ
細　胞 ミトコンドリア 膜間スペース(膜間腔)
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ配列
細　胞 細胞 ＫＤＥＬ受容体
細　胞 細胞 CD25+CD4+制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 毛母細胞再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のｐＨバランス
細　胞 細胞 ウオルマン病
細　胞 細胞 複合液晶
細　胞 細胞 複合結晶
細　胞 細胞 老化
細　胞 細胞 プラーナエネルギー
細　胞 細胞 寒冷凝集素症



細　胞 細胞 ヒアルロン酸
細　胞 細胞 ファーバー病　（Farber disease）
細　胞 細胞 遊離シアル酸蓄積症
細　胞 細胞 ペリオスチンが負荷への応答として誘導されている
細　胞 細胞 ビタミンB6
細　胞 細胞 ファブリー病　（Fabry's disease）
細　胞 細胞 糖脂質
細　胞 細胞 角化血管腫
細　胞 細胞 マンノース６リン酸
細　胞 細胞 ビタミンK
細　胞 細胞 糖蛋白代謝異常症
細　胞 細胞 血清蛋白質
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のイオン
細　胞 細胞 セロイドリポフスチノーシス
細　胞 細胞 糖鎖
細　胞 細胞 コンドロイチン硫酸 （chondroitin sulfate）
細　胞 細胞 砂糖(ショ糖)
細　胞 細胞 乳糖(ラクトース)
細　胞 細胞 糖原病
細　胞 細胞 糖原貯蔵症
細　胞 細胞 糖原病Ⅱ型
細　胞 細胞 グリコシデース
細　胞 細胞 グリコーゲン
細　胞 細胞 ブドウ糖
細　胞 細胞 ガラクトース　（ＧＡＬ）
細　胞 細胞 シアル酸　（ＳＡ）
細　胞 細胞 ーα－ガラクトシダーゼＡ
細　胞 細胞 マンノース６リン酸レセプター
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミン
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 Ｎーアセチルノイラミン酸
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 体液漿毒素混入
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 浸透圧
細　胞 細胞 過酸化水素
細　胞 細胞 体液漿
細　胞 細胞 体液漿の異常
細　胞 細胞 膠原病
細　胞 細胞 液晶
細　胞 細胞 糖新生
細　胞 細胞 フォスファテース
細　胞 細胞 Ｎーアセチルグルコサミントランスフェラーゼ
細　胞 細胞 水分代謝
細　胞 細胞 結晶粒界
細　胞 細胞 レプチン
細　胞 細胞 多結晶
細　胞 細胞 マクロファージ
細　胞 ミトコンドリア 活性酸素



細　胞 細胞 免疫複合体(IC)
細　胞 細胞 自己免疫疾患の原因
細　胞 細胞 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
細　胞 細胞 マクロファージを活性化
細　胞 細胞 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
細　胞 細胞 マクロファージ活性化作用
細　胞 細胞 硫酸
細　胞 細胞 混晶
細　胞 細胞 フオーブス病(Ⅲ型)
細　胞 細胞 ハース病(Ⅵ型)
細　胞 細胞 タルク
細　胞 細胞 立体配座　（りったいはいざ　Conformation）
細　胞 細胞 外性器の皮膚
細　胞 細胞 リン酸
細　胞 細胞 水素細菌
細　胞 細胞 血行不良
細　胞 ミトコンドリア 酸素　8
細　胞 細胞 治癒系
細　胞 細胞 葉酸
細　胞 細胞 電子質量
細　胞 細胞 イソクエン酸
細　胞 細胞 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
細　胞 細胞 治癒系を強化
細　胞 細胞 酸化的クエン酸回路
細　胞 細胞 還元的クエン酸回路
細　胞 細胞 末梢血幹細胞
細　胞 細胞 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
細　胞 細胞 基礎代謝
細　胞 細胞 癌幹細胞
細　胞 細胞 末梢神経性疾患
細　胞 細胞 胸腺の萎縮
細　胞 細胞 乾燥肌
細　胞 細胞 貧血
細　胞 細胞 臀部の皮膚
細　胞 細胞 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
細　胞 細胞 大陰唇の皮膚
細　胞 細胞 小陰唇の皮膚
細　胞 細胞 敏感肌
細　胞 細胞 赤ら顔
細　胞 細胞 下肢の皮膚
細　胞 細胞 ゴーシェ病　（Gaucher's disease）
細　胞 細胞 食作用(ファゴサイトーシス、phagocytosis)
細　胞 細胞 リピドーシス
細　胞 細胞 介在細胞のＨ＋-ＡＴＰａｓｅが欠損
細　胞 細胞 飲作用(ピノサイトーシス、pinocytosis)
細　胞 細胞 細胞外物質　（リガンド）
細　胞 細胞 プログラム細胞死
細　胞 細胞 老廃細胞



細　胞 細胞 温熱中枢(体温調節中枢)
細　胞 細胞 腹部
細　胞 細胞 交感神経節前ニューロン（節前線維）
細　胞 細胞 交感神経プレモーターニューロン（節後線維）
細　胞 ミトコンドリア 水素　1
細　胞 細胞 胸腺
細　胞 細胞 シャイエ症候群　（Ｓcheie　syndrome）
細　胞 細胞 脂質代謝異常症
細　胞 細胞 正常細胞
細　胞 細胞 脊部・胴
細　胞 細胞 歯髄細胞
細　胞 細胞 腹部の皮膚
細　胞 細胞 液性免疫
細　胞 細胞 胸腺の重量
細　胞 細胞 脂質二重膜
細　胞 細胞 胸部の皮膚
細　胞 細胞 造血幹細胞
細　胞 細胞 上肢の皮膚
細　胞 細胞 Ｈ

＋
-ＡＴＰａｓｅ

細　胞 細胞 表皮細胞間脂質
細　胞 細胞 皮脂膜
細　胞 細胞 細胞間脂質
細　胞 細胞 ＮＭＦ
細　胞 細胞 神経細胞成長因子
細　胞 細胞 脊部・胴の皮膚
細　胞 細胞 体毛
細　胞 細胞 歯髄組織再生
細　胞 細胞 下腹部の皮膚
細　胞 細胞 AccuTnl(トロポニンⅠ)
細　胞 細胞 HER-2(ヒト上皮成長因子受容体2)
細　胞 細胞 乳房の皮膚
細　胞 細胞 細胞性免疫
細　胞 細胞 ミオグロビン
細　胞 細胞 骨組織再生
細　胞 細胞 神経細胞再生
細　胞 細胞 美肌細胞
細　胞 細胞 肌細胞
細　胞 細胞 腺細胞
細　胞 細胞 細胞質
細　胞 細胞 筋肉組織再生
細　胞 細胞 介在細胞
細　胞 細胞 iPS細胞
細　胞 細胞 細胞質基質
細　胞 細胞 原形質膜(細胞膜)
細　胞 細胞 肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼ
細　胞 細胞 酵素βガラクトシダーゼを発現
細　胞 細胞 臓器再生



細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 皮膚再生
細　胞 細胞 美肌細胞の再誕生
細　胞 細胞 幹細胞
細　胞 細胞 間葉系幹細胞
細　胞 細胞 血管再生
細　胞 細胞 成人性幹細胞 （成体幹細胞）
細　胞 細胞 胚性幹細胞 (ES細胞)
細　胞 細胞 美肌細胞活性エネルギー
細　胞 細胞 湿疹
細　胞 細胞 慢性湿疹
細　胞 細胞 急性湿疹
細　胞 細胞 一般創傷
細　胞 細胞 食欲不振
細　胞 細胞 便秘にもなりがちな方
細　胞 細胞 アラビアゴム
細　胞 細胞 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
細　胞 細胞 β-グルコセレブロシダーゼ欠損
細　胞 細胞 α-グルコシダーゼ(酸性マルターゼ)欠損症
細　胞 細胞 熱中症
細　胞 細胞 一般虚弱体質
細　胞 細胞 ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア (mitochondrion pl.mitochondria)
細　胞 細胞 酸化還元電位(EO)
細　胞 細胞 セクレチン
細　胞 細胞 歯細胞
細　胞 細胞 歯肉細胞
細　胞 細胞 老廃細胞の貪食を促進
細　胞 細胞 頸部の皮膚
細　胞 細胞 ルミンＡ
細　胞 細胞 細胞賦活用薬
細　胞 細胞 歯組織再生
細　胞 細胞 歯肉組織再生
細　胞 細胞 α1酸性糖蛋白
細　胞 細胞 深部の温度受容器
細　胞 細胞 温度感受性ニューロン(温ニューロン)
細　胞 細胞 皮膚の温度受容器
細　胞 細胞 サイトカイン
細　胞 細胞 炎症性サイトカイン
細　胞 細胞 オメガー6脂肪酸
細　胞 細胞 細胞の誘導
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膨化(膨張化)

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のイオン濃度勾配

細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアに感染するウィルス

細　胞 ミトコンドリア
ミトコンドリア内(マトリックス)とミトコンドリア外(細胞質ゾル)と
の間のプロトン濃度勾配

細　胞 細胞 ミトコンドリアのＡＴＰ合成
細　胞 細胞 ミトコンドリアの過労



細　胞 細胞 ミトコンドリアの疲労
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのマトリックス
細　胞 細胞 ミトコンドリアのクリステ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの内膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの外膜
細　胞 細胞 ミトコンドリアの外膜
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの脂肪酸のβー酸化
細　胞 ミトコンドリア 老化におけるミトコンドリア遺伝子変異蓄積
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアのPTP(permeability transition pore)
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア病
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子多型
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178CをMt5178Aへ変える
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアからの活性酸素の漏出
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアの膜電位
細　胞 ミトコンドリア 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 細胞 酸化還元電位（Ｅ０）
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア脳筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア筋症
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン濃度
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア内のカルシウムイオン
細　胞 細胞 αーグルコシダーゼ　（酸性マルターゼ）
細　胞 細胞 抹消神経組織再生
細　胞 細胞 骨髄幹細胞
細　胞 細胞 感覚器再生
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞の排除
細　胞 細胞 脂漏性皮膚炎
細　胞 細胞 急性化膿性疾患
細　胞 細胞 抗体と結合した異物の貪食促進
細　胞 細胞 脂漏性損傷細胞
細　胞 細胞 脂漏細胞
細　胞 細胞 レフサム病
細　胞 細胞 マイクロストラクチャ
細　胞 細胞 コレステロール
細　胞 細胞 凍傷
細　胞 細胞 脂漏
細　胞 ミトコンドリア π電子
細　胞 ミトコンドリア 電子
細　胞 ミトコンドリア 電子伝達系
細　胞 細胞 抗原抗体反応
細　胞 細胞 リンホカイン型感作リンパ球
細　胞 細胞 炭酸固定反応
細　胞 細胞 スクシニンＣｏＡ
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸
細　胞 ミトコンドリア リンゴ酸ーαーケトグルタル酸輸送体
細　胞 ミトコンドリア porin(ポリン)
細　胞 ミトコンドリア αーケトグルタル酸(2ーオキソグルタル酸)
細　胞 細胞 脱水素酵素
細　胞 細胞 ランゲルハンス細胞



細　胞 ミトコンドリア アスピリン
細　胞 ミトコンドリア メチオニン残基
細　胞 ミトコンドリア メチオニン
細　胞 細胞 変調結晶
細　胞 細胞 宇宙電子
細　胞 細胞 スライ病(Sly　disease)
細　胞 細胞 サンフィリッポ症候群
細　胞 ミトコンドリア TCA回路
細　胞 細胞 神経組織再生
細　胞 細胞 感覚器耳組織再生
細　胞 細胞 非晶質
細　胞 細胞 制御性Ｔ細胞
細　胞 細胞 単結晶
細　胞 細胞 脂肪性下痢・脂肪便
細　胞 細胞 アレルギー性疾患
細　胞 細胞 アスパルチルグルコサミン尿症
細　胞 細胞 マッカードル病(Ⅴ型)
細　胞 細胞 アンダーセン病(Ⅳ型)
細　胞 細胞 非病原性の常在性微生物（ウィルス・細菌)による不顕性の細胞内感染症

細　胞 細胞 脂肪酸酸化異常症
細　胞 細胞 垂井病(Ⅶ型)
細　胞 細胞 MCAD欠損症
細　胞 細胞 熱傷
細　胞 細胞 ヒト免疫抗体耐性菌
細　胞 細胞 熱傷様皮膚症候群
細　胞 細胞 ポンペ病　（Pompe　disease）
細　胞 細胞 フオン・ゲールケ病(IB型)
細　胞 細胞 異染体白質ジストロフィー
細　胞 細胞 αフォドリン　（タンパク質）
細　胞 細胞 ＲｂＡｐ　（タンパク質）
細　胞 細胞 ガングリオシド
細　胞 細胞 細胞がコラーゲンを分泌
細　胞 細胞 ヒドロキシラジカル
細　胞 細胞 コラーゲン繊維による再構成
細　胞 細胞 ビタミンB12
細　胞 ミトコンドリア サリチル酸
細　胞 細胞 ＧＭ１ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 粘液層　（slime layer）
細　胞 細胞 スフィン（脂質）ゴミエリン
細　胞 細胞 スフィンゴリピドーシス
細　胞 細胞 スフィンゴリピド
細　胞 細胞 ーβ－グルコセレブロシダーゼ
細　胞 細胞 デオキシ糖
細　胞 細胞 オキサロ酢酸
細　胞 細胞 チアミンピロフォスファターゼ
細　胞 細胞 Ｇａｌトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 免疫グロブリンG
細　胞 細胞 免疫グロブリンA
細　胞 細胞 免疫グロブリンM



細　胞 細胞 免疫グロブリンE
細　胞 細胞 経ロ免疫寛容
細　胞 細胞 小胞のバルク輸送
細　胞 細胞 オメガー3脂肪酸
細　胞 細胞 小胞体のカルシウム貯蔵管理
細　胞 細胞 粗面小胞体の蛋白質合成
細　胞 細胞 非ヒストン核タンパク
細　胞 細胞 小胞体の代謝
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 小胞体保留シグナル　（ER retention signal）
細　胞 細胞 トキソIgMⅡ
細　胞 細胞 ラムダ鎖
細　胞 細胞 トキソIgG
細　胞 ミトコンドリア VDAC(vdtage-dependent anion channel)
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質の輸送
細　胞 細胞 滑面小胞体の脂質合成
細　胞 細胞 リゾチーム
細　胞 細胞 ＧＭ２ガングリオシドーシス
細　胞 細胞 生物学的監視機構
細　胞 細胞 生体防御機構
細　胞 細胞 インターロイキン１（ＩＬ－１）
細　胞 細胞 マルチプルサルファターゼ欠損症
細　胞 細胞 ガラクトシアリドーシス
細　胞 細胞 シアリドーシス
細　胞 細胞 温度不感覚症候群
細　胞 細胞 能動汗腺衰退症
細　胞 細胞 アナプレロティック反応
細　胞 細胞 膜結合型メタロプロテイナーゼ(MT1-MMP)
細　胞 細胞 ＭＩＳＴを欠損したＮＫ細胞
細　胞 細胞 ＭＩＳＴ
細　胞 細胞 ライソゾーム病
細　胞 細胞 ーＬysーＡspーGluーcooー
細　胞 ミトコンドリア アセチルーCoA
細　胞 細胞 ピルビン酸カルボキシラーゼ
細　胞 細胞 呼吸鎖複合体
細　胞 細胞 ラムダファージ(λファージ)
細　胞 細胞 T4フアージ
細　胞 細胞 α1アンチトリプシン
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 トランスフェリン
細　胞 細胞 アンチトロンビン皿
細　胞 細胞 リンフォカイン
細　胞 細胞 セルロプラスミン
細　胞 細胞 細胞外マトリクス
細　胞 細胞 万能細胞
細　胞 細胞 クラスリン
細　胞 細胞 シトクロムＰ４５０
細　胞 細胞 アセチルCoA
細　胞 細胞 O抗原



細　胞 細胞 K抗原
細　胞 細胞 Vi抗原
細　胞 細胞 結合タンパク質　（ＢｉＰ；Ｂinding　Ｐrotein）
細　胞 細胞 α受容体
細　胞 細胞 β受容体
細　胞 細胞 褐色脂肪組織
細　胞 細胞 ライソソーム内部の水素イオン指数
細　胞 細胞 α1マイクログロブリン
細　胞 細胞 β2マイクログロブリン
細　胞 細胞 抗ストレプトリジンO(ASO)
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 神経細胞のゴルジ体のカテコールアミンの分泌
細　胞 細胞 ゲノム損傷性ストレス
細　胞 細胞 プラズマ細胞
細　胞 ミトコンドリア カルシウムイオン
細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質へ脂質を付加する機能
細　胞 細胞 生体膜
細　胞 細胞 リソソーム、またはライソソーム　（lysosome）
細　胞 細胞 自己防御システム
細　胞 細胞 プルキンエ細胞 （小脳）
細　胞 細胞 インターロイキンー23(IL-23)
細　胞 細胞 原子エネルギー
細　胞 細胞 光DNA
細　胞 細胞 エ一テル質量
細　胞 細胞 宇宙原子核エネルギー
細　胞 細胞 コスモ細胞
細　胞 細胞 宇宙細胞
細　胞 細胞 アガペー
細　胞 細胞 ゴルジ体
細　胞 細胞 ジアリルトランスフェラーゼ
細　胞 細胞 アセチルＣｏＡ
細　胞 細胞 ヘルパーＴ細胞の減少
細　胞 ミトコンドリア ATP(アデノシン三リン酸)
細　胞 細胞 分泌タンパク質
細　胞 ミトコンドリア ATP合成酵素
細　胞 ミトコンドリア アポトーシス
細　胞 細胞 アポトーシス
細　胞 細胞 体性運動神経系
細　胞 細胞 小胞体の蛋白質のプロセシング
細　胞 細胞 滑面小胞体
細　胞 細胞 粗面小胞体
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 分泌小胞
細　胞 細胞 Ｔ4ファージ
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中の蛋白遺伝子
細　胞 細胞 バクテリオファージ
細　胞 細胞 ミトコンドリアのアポトーシス管理機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアのカルシウム貯蔵機能
細　胞 細胞 ミトコンドリアの酸化的リン酸化機能



細　胞 細胞 ミトコンドリアのエネルギー生産機能
細　胞 細胞 リパーゼ
細　胞 細胞 ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
細　胞 細胞 アポリポ蛋白A1
細　胞 細胞 アポリポ蛋白B
細　胞 細胞 ハプトグロブリン
細　胞 細胞 C一反応性蛋白
細　胞 細胞 Tr1細胞
細　胞 細胞 カッパ鎖
細　胞 細胞 クレブス回路　（クエン酸回路）
細　胞 細胞 補体C3
細　胞 細胞 補体C4
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178A
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリア遺伝子 Mt5178C
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のリボソームRNA
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA中のトランスファーRNA
細　胞 細胞 カテコールアミン
細　胞 細胞 細胞膜
細　胞 細胞 補体(ほたい、compＩement)
細　胞 ミトコンドリア NADH脱水素酵素
細　胞 細胞 H+ポンプ
細　胞 細胞 酸性ホスファターゼ
細　胞 ミトコンドリア 細胞質ゾル
細　胞 細胞 依存性アポトーシス活性
細　胞 細胞 炎症を抑制し皮膚および唾液腺細胞に対して効果を有する物質

EGCG細　胞 細胞 アポトーシス活性
細　胞 細胞 依存性アポトーシスを介した組織修復
細　胞 細胞 ＮＫ細胞
細　胞 細胞 活性化ＮＫ細胞受容体
細　胞 細胞 シトクロム
細　胞 細胞 恒常的排除
細　胞 細胞 延髄縫線核
細　胞 細胞 ヌクレアーゼ
細　胞 細胞 プロトンポンプ
細　胞 細胞 VGLUT3免疫陽性ニューロン
細　胞 細胞 VGLUT2
細　胞 ミトコンドリア プロトン
細　胞 細胞 遺伝子『P2×4』
細　胞 細胞 生体内の電子伝達体(でんしでんたつたい)
細　胞 細胞 加水分解酵素
細　胞 細胞 小胞体タンパク質
細　胞 細胞 エンドサイトーシス(Endocytosis)
細　胞 細胞 小胞体
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 感覚器鼓膜再生
細　胞 ミトコンドリア ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 ミトコンドリアDNA  (mtDNA)
細　胞 細胞 プロタンディム
細　胞 細胞 抑制性Ｔ細胞



細　胞 細胞 偏性細胞内増殖寄生体(偏性細胞内寄生体)
細　胞 細胞 ハント症候群
細　胞 細胞 溶原菌
細　胞 細胞 テンペレートファージ
細　胞 細胞 プロファージ
細　胞 細胞 マクロピノサイトーシス
細　胞 細胞 莢膜
細　胞 細胞 ビルレントファージ
細　胞 ミトコンドリア ピルビン酸脱水素酵素
細　胞 細胞 α2マクログロブリン
細　胞 ミトコンドリア NSAIDs
細　胞 細胞 ピルビン酸
細　胞 細胞 ピルビン酸脱水素複合体欠損
細　胞 細胞 ピルビン酸代謝異常症
細　胞 細胞 4一ヒドロキシートランスｰ2ーノネナール(HNE)
細　胞 細胞 エピジェネティック
細　胞 細胞 エキソサイトーシス(Exocytosis;開ロ分泌)
細　胞 細胞 ピノソーム
細　胞 細胞 ゴルジ偏平嚢
細　胞 細胞 ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体
細　胞 細胞 ホスホエノールピルビン酸
細　胞 細胞 伊藤細胞(脂肪摂取細胞)
細　胞 細胞 オートファゴソーム
細　胞 細胞 プライマリーライソソーム
細　胞 細胞 ユビキチン＆＃8722；プロテアソーム系
細　胞 ミトコンドリア ロイシン転移RNA
細　胞 細胞 ファゴソーム
細　胞 細胞 二次ライソソーム
細　胞 ミトコンドリア ジクロロ酢酸ナトリウム(sodium dichloroacetate:DCA)
細　胞 細胞 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
細　胞 細胞 エンドソーム
細　胞 細胞 奇麗
細　胞 細胞 リポタンパク質
細　胞 細胞 γc遺伝子
細　胞 細胞 アクロソーム
細　胞 細胞 遺伝子Klf4
細　胞 細胞 遺伝子Oct3/
細　胞 細胞 被覆小胞
細　胞 細胞 血管運動機構
細　胞 細胞 シスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 ゴルジ体のムコ多糖類の合成
細　胞 細胞 トランスゴルジネットワーク
細　胞 細胞 吻側延髄腹外側野
細　胞 ミトコンドリア 脱共役作用(uncoupling effec)
細　胞 ミトコンドリア mitochondrial protonophoric uncouplers
細　胞 細胞 ポルフィリン
細　胞 細胞 遺伝子Sox2
細　胞 細胞 脊髄の中間外側細胞柱
細　胞 細胞 分泌顆粒



細　胞 細胞 一次ライソソーム
細　胞 細胞 遺伝子c-Myc
細　胞 細胞 奇麗な身体
細　胞 細胞 奇麗に生りたい
細　胞 細胞 膜タンパク質
細　胞 ミトコンドリア 穴蛋白(a pore protein)
細　胞 細胞 ゴルジ体シス面
細　胞 細胞 ゴルジ小胞
細　胞 細胞 小胞性グルタミン酸トランスポ一ターVGLUT3
細　胞 細胞 ゴルジ体トランス面
細　胞 細胞 Foxp3遺伝子
細　胞 細胞 ゴルジ層板(Golgi stack)
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分の中間嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のトランス嚢
細　胞 細胞 ゴルジ体の成層部分のシス嚢
細　胞 細胞 核孔
細　胞 細胞 ミトコンドリアの内膜の電子伝達系
細　胞 細胞 ミトコンドリアＤＮＡ（mtＤＮＡ）
細　胞 細胞 ヒト細胞内感染した病原体を細胞外へ排出する機能
細　胞 ミトコンドリア ビオチン(ピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素)
細　胞 細胞 通性細胞内増殖寄生体(細胞内寄生体)
細　胞 細胞 インターロイキンー12(IL-12)
細　胞 細胞 高感度C一反応性蛋白
細　胞 細胞 C3ブロアクチベータ
細　胞 細胞 リポ蛋白α
細　胞 細胞 トランス・ゴルジ網
細　胞 細胞 シス・ゴルジ網
細　胞 細胞 NMDA(N一メチルｰD一アスパラギン酸)
細　胞 細胞 D一アスパラギン酸

細　胞 細胞
細胞レベルの呼吸・消化・代謝・同化・異化・排出の生命の渦のシステ
ムつまりエネルギー代謝

細　胞 細胞 ルベラIgM
細　胞 細胞 ルベラIgG
細　胞 細胞 HBs Ab*
細　胞 細胞 HBc IgM
細　胞 細胞 HBs Ag
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生菌
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のコミュニケーション
細　胞 細胞 ヒト細胞と病原体との間のクオラムセンシング (Quorum sensing)

細　胞 細胞 細胞間基質
細　胞 細胞 偏性細胞内寄生体(obligate intracellular parasite)
細　胞 細胞 身体再生
細　胞 細胞 小胞体からゴルジ体を通じる通常の輸送経路
細　胞 細胞 補酵素
細　胞 細胞 小胞輸送
細　胞 細胞 リボソーム
細　胞 細胞 ゴルジ体から小胞体を通じる返送経路
細　胞 細胞 酵素反応
細　胞 細胞 C反応性蛋白(CRP)



細　胞 細胞 ゴルジ体の小胞体から送られてきたタンパク質ヘ糖鎖を付加する機能

細　胞 細胞 ゴルジ体のタンパク質の選別
細　胞 ミトコンドリア 環状二重鎖DNA
細　胞 細胞 ポリリボソーム
細　胞 細胞 宇宙原子
細　胞 細胞 リボソームRNA(rRNA)
細　胞 細胞 生体内の電子伝達系
細　胞 細胞 母親のミトコンドリアＤＮＡ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
動静脈 脳と脊髄の全血管眼瞼下垂
動静脈 脳と脊髄の全血管上瞼板筋マヒ
動静脈 脳と脊髄の全血管眼球陥凹
動静脈 脳と脊髄の全血管頭蓋内圧亢進症
動静脈 主血管 血管吻合
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管鼻血(脳出血、クモ膜下出血)
動静脈 主血管 汎発性血管内血液凝固症候群
動静脈 主血管 肋間静脈
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の９
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１０
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１１
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の１２
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の５
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の６
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の７
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の８
動静脈 主血管 肺の機能血管
動静脈 主血管 肺の栄養血管
動静脈 脳と脊髄の全血管発声困難
動静脈 脳と脊髄の全血管環椎の横突孔
動静脈 脳と脊髄の全血管顆導出静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管第1頸椎（環椎)
動静脈 脳と脊髄の全血管眼裂狭小
動静脈 脳と脊髄の全血管下眼瞼　（したまぶた）
動静脈 脳と脊髄の全血管下瞼板筋
動静脈 主血管 下垂体前葉細胞の洞様毛細血管
動静脈 主血管 脳下垂体の第一次毛細血管網
動静脈 主血管 脳下垂体の第二次毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管乳突導出静脈
動静脈 主血管 毛細血管基底膜
動静脈 主血管 肺胞毛細血管内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管表在大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上瞼板筋
動静脈 脳と脊髄の全血管内大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞血栓症
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜に分布する動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前硬膜動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管ミューラー筋
動静脈 脳と脊髄の全血管Ｓ状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管浅中大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下矢状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管浅側頭動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管浅側頭静脈



動静脈 脳と脊髄の全血管上大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管左椎骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管右椎骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管椎骨動脈
動静脈 主血管 椎骨静脈叢
動静脈 脳と脊髄の全血管外大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管硬膜静脈洞の内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿間静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管深部大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管脳底静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞の上壁
動静脈 脳と脊髄の全血管海綿静脈洞の外側壁
動静脈 脳と脊髄の全血管前篩骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳の静脈の深部静脈系
動静脈 脳と脊髄の全血管椎骨静脈叢
動静脈 脳と脊髄の全血管深中大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳の静脈の表在静脈系
動静脈 脳と脊髄の全血管延髄症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管脳硬膜の内葉
動静脈 脳と脊髄の全血管脳硬膜の外葉
動静脈 脳と脊髄の全血管上矢状静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管導出静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管シャルコー脳出血動脈
動静脈 主血管 寒冷血管反応
動静脈 脳と脊髄の全血管グルコースの好気的酸化
動静脈 下肢の全血管 閉鎖性血栓性血管炎
動静脈 下肢の全血管 パークスーウェーバー症候群
動静脈 下肢の全血管 大伏在静脈
動静脈 下肢の全血管 前脛骨静脈
動静脈 主血管 角化血管腫
動静脈 主血管 伏在裂孔
動静脈 主血管 会陰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管グリコーゲン
動静脈 脳と脊髄の全血管グルコース
動静脈 上肢の全血管 橈骨
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の５
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の６
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の７
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の８
動静脈 主血管 左肋間静脈
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１
動静脈 主血管 左上肋間静脈
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の２
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の３



動静脈 主血管 左最上肋間静脈の４
動静脈 主血管 右肋間静脈
動静脈 主血管 右上肋間静脈
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の２
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の３
動静脈 主血管 右最上肋間静脈の４
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の９
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１０
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１１
動静脈 主血管 左最上肋間静脈の１２
動静脈 上肢の全血管 尺骨
動静脈 主血管 血栓
動静脈 下肢の全血管 クリッペルートレノーニー症候群
動静脈 下肢の全血管 閉塞性動脈硬化症
動静脈 主血管 血栓症
動静脈 主血管 溶血性貧血
動静脈 下肢の全血管 第１～第３総底側指神経
動静脈 下肢の全血管 小伏在静脈
動静脈 下肢の全血管 外側上膝静脈
動静脈 下肢の全血管 足底動脈弓
動静脈 下肢の全血管 内側下膝動脈
動静脈 下肢の全血管 外側下膝静脈
動静脈 下肢の全血管 第１固有底側指神経
動静脈 主血管 肺胞の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管視床穿通動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管視床膝状態動脈
動静脈 主血管 尿細管周囲毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管視床上部静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管線条体静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管視床線条体静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈床突起上部
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈錐体内部
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈海綿静脈洞内部
動静脈 脳と脊髄の全血管後下小脳動脈
動静脈 上肢の全血管 右鎖骨下動脈
動静脈 上肢の全血管 右鎖骨下静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頚動脈管
動静脈 脳と脊髄の全血管頚動脈サイフォン
動静脈 脳と脊髄の全血管大後頭孔
動静脈 主血管 播種性血管内凝固症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管橋静脈
動静脈 主血管 多血症
動静脈 脳と脊髄の全血管上小脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下小脳静脈
動静脈 主血管 再生不良性貧血
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭蓋窩の硬膜
動静脈 主血管 膣前庭球動脈
動静脈 主血管 尿道球動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈の動脈瘤



動静脈 脳と脊髄の全血管未破裂脳動脈瘤
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭静脈
動静脈 主血管 左右の総腸骨静脈間の吻合
動静脈 主血管 左右の下大静脈間の吻合
動静脈 主血管 下腹壁静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭静脈洞
動静脈 上肢の全血管 深掌枝
動静脈 脳と脊髄の全血管小脳失調
動静脈 下肢の全血管 内腸骨静脈
動静脈 主血管 血管内腔の狭窄
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 主血管 下半身の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管前床突起上部
動静脈 下肢の全血管 外側足底神経
動静脈 下肢の全血管 動静脈吻合
動静脈 下肢の全血管 内腸骨動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上吻合静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下吻合静脈
動静脈 下肢の全血管 足背静脈弓
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈（左）
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈（右）
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚動脈頚部
動静脈 下肢の全血管 固有底側指動脈
動静脈 下肢の全血管 細静脈
動静脈 下肢の全血管 足背動脈
動静脈 下肢の全血管 第４総底側指神経
動静脈 下肢の全血管 上殿動脈
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 主血管 毛細血管内皮細胞
動静脈 脳と脊髄の全血管眼動脈
動静脈 下肢の全血管 下殿動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管脳出血
動静脈 脳と脊髄の全血管脳梗塞
動静脈 脳と脊髄の全血管脳の動脈
動静脈 上肢の全血管 橈骨動脈
動静脈 上肢の全血管 尺骨動脈
動静脈 下肢の全血管 内側足底静脈
動静脈 下肢の全血管 外側足底動脈
動静脈 上肢の全血管 後骨間動脈
動静脈 上肢の全血管 総骨間動脈
動静脈 上肢の全血管 前骨間動脈
動静脈 主血管 リンパ静脈
動静脈 下肢の全血管 浅腹壁静脈
動静脈 下肢の全血管 腸腰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後大脳動脈
動静脈 主血管 恥骨結合
動静脈 主血管 気管支静脈



動静脈 上肢の全血管 内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 左内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 右内頸静脈
動静脈 上肢の全血管 外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 左外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 右外頸静脈
動静脈 上肢の全血管 外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 右外頸動脈
動静脈 上肢の全血管 内頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左内頸動脈
動静脈 上肢の全血管 右内頸動脈
動静脈 主血管 右副腎静脈
動静脈 主血管 左副腎静脈
動静脈 上肢の全血管 小指背側静脈
動静脈 上肢の全血管 背側中手静脈
動静脈 上肢の全血管 母指橈側皮静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管Horner症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管頚鼓動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管橋枝
動静脈 主血管 浅腸骨回旋静脈
動静脈 主血管 腹壁動脈
動静脈 上肢の全血管 上腕深動脈
動静脈 主血管 毛細血管腔
動静脈 上肢の全血管 右総頸動脈
動静脈 上肢の全血管 左総頸動脈
動静脈 上肢の全血管 総頸動脈
動静脈 主血管 上副腎動脈
動静脈 主血管 中副腎動脈
動静脈 主血管 下副腎動脈
動静脈 主血管 静脈性毛細血管
動静脈 上肢の全血管 総掌側指動脈
動静脈 上肢の全血管 固有掌側指動脈
動静脈 上肢の全血管 掌側中手動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後交通動脈
動静脈 上肢の全血管 浅掌動脈弓
動静脈 上肢の全血管 浅掌枝
動静脈 主血管 左腎静脈
動静脈 主血管 右腎静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前交通動脈
動静脈 上肢の全血管 深掌動脈弓
動静脈 上肢の全血管 母指主動脈
動静脈 主血管 恥骨枝
動静脈 上肢の全血管 手背静脈網
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝の外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後外側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の皮質枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管上小脳動脈



動静脈 主血管 腎臓の毛細血管網
動静脈 脳と脊髄の全血管前下小脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管上眼静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝の内側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳半球の血管の前内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後内側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管下眼静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前外側中心枝
動静脈 脳と脊髄の全血管室間孔
動静脈 脳と脊髄の全血管眼瞼浮腫
動静脈 脳と脊髄の全血管角膜反射低下
動静脈 脳と脊髄の全血管脳底動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管大大脳静脈　(ガレン)
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下大脳静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管延髄外側部
動静脈 主血管 後陰唇枝
動静脈 上肢の全血管 奇静脈
動静脈 上肢の全血管 半奇静脈
動静脈 主血管 半奇静脈
動静脈 主血管 急性動脈閉塞症
動静脈 脳と脊髄の全血管ワレンベルグ症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管前脈絡叢動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管下錐体静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管直静脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管直静脈洞に至る
動静脈 主血管 副半奇静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頭頂導出静脈
動静脈 主血管 外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管側脳室脈絡叢
動静脈 主血管 大動脈瘤
動静脈 主血管 二次性貧血
動静脈 主血管 壁側枝
動静脈 下肢の全血管 下腿静脈瘤
動静脈 主血管 大動脈狭窄症
動静脈 脳と脊髄の全血管動脈洞
動静脈 脳と脊髄の全血管第三脳室脈絡叢
動静脈 主血管 心膜静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上錐体静脈洞
動静脈 主血管 大腿筋膜
動静脈 主血管 腹壁の皮静脈の怒張
動静脈 脳と脊髄の全血管酸化型ヘモグロビン
動静脈 主血管 鉄欠乏貧血
動静脈 主血管 小葉中心部とグリソン鞘の間の洞様毛細血管
動静脈 主血管 下直腸静脈 (Ｓ状結腸静脈)
動静脈 主血管 中直腸静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管頚静脈



動静脈 脳と脊髄の全血管下垂体柄
動静脈 主血管 内陰部動脈（対）
動静脈 主血管 容量血管
動静脈 主血管 抵抗血管
動静脈 主血管 容量血管の拡張
動静脈 主血管 抵抗血管の拡張
動静脈 主血管 下腸間膜動脈
動静脈 主血管 内陰部静脈
動静脈 主血管 吐血
動静脈 主血管 腹側枝
動静脈 主血管 下血
動静脈 主血管 上半身の毛細血管網
動静脈 主血管 直腸静脈瘤
動静脈 下肢の全血管 腹大動脈
動静脈 下肢の全血管 大腿静脈
動静脈 下肢の全血管 下大静脈弁
動静脈 主血管 上行結腸
動静脈 主血管 小網
動静脈 下肢の全血管 下大静脈
動静脈 主血管 第５腰椎
動静脈 主血管 下腸間膜静脈
動静脈 主血管 肝静脈
動静脈 下肢の全血管 前脛骨動脈
動静脈 下肢の全血管 総腸骨静脈
動静脈 下肢の全血管 外腸骨静脈
動静脈 下肢の全血管 後脛骨動脈
動静脈 下肢の全血管 内側上膝動脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩静脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩リンパ節
動静脈 下肢の全血管 浅鼠径リンパ節
動静脈 主血管 毛細血管網
動静脈 上肢の全血管 正中神経
動静脈 主血管 交感神経性血管拡張線維
動静脈 主血管 交感神経性血管収縮線維
動静脈 主血管 高血圧
動静脈 主血管 胆管周囲毛細血管叢
動静脈 主血管 子宮動脈
動静脈 主血管 血管の内膜
動静脈 主血管 血管の中膜
動静脈 主血管 血管の外膜
動静脈 脳と脊髄の全血管静脈洞
動静脈 主血管 門脈
動静脈 下肢の全血管 底側中足動脈
動静脈 主血管 肺の毛細血管網
動静脈 下肢の全血管 下行膝動脈
動静脈 主血管 身体上部の毛細血管　（頭部）
動静脈 主血管 陰茎
動静脈 脳と脊髄の全血管前大脳動脈
動静脈 主血管 下横隔動脈



動静脈 主血管 中直腸動脈（対）
動静脈 主血管 精管動脈
動静脈 主血管 下直腸動脈
動静脈 主血管 上直腸動脈　（不対）
動静脈 主血管 右卵巣静脈
動静脈 主血管 左卵巣静脈
動静脈 主血管 左卵巣
動静脈 主血管 右卵巣
動静脈 脳と脊髄の全血管頭頂孔
動静脈 主血管 左胃静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管還元型ヘモグロビン
動静脈 主血管 右胃静脈
動静脈 上肢の全血管 前上腕回旋動脈
動静脈 上肢の全血管 後上腕回旋動脈
動静脈 主血管 仙結節靭帯
動静脈 主血管 上腸間静脈
動静脈 主血管 左結腸曲
動静脈 主血管 左総腸骨静脈
動静脈 上肢の全血管 橈側反回動脈
動静脈 主血管 仙棘靭帯
動静脈 上肢の全血管 橈側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 中側副動脈
動静脈 主血管 腸恥隆起
動静脈 主血管 腸恥筋膜弓
動静脈 下肢の全血管 リンパ節炎
動静脈 主血管 造血管細胞
動静脈 主血管 上前腸骨棘
動静脈 脳と脊髄の全血管分界条静脈
動静脈 主血管 大坐骨孔
動静脈 主血管 裂孔靭帯
動静脈 主血管 血管裂孔
動静脈 上肢の全血管 上肢
動静脈 主血管 門脈右枝
動静脈 主血管 門脈左枝
動静脈 主血管 恥骨結節
動静脈 主血管 筋裂孔
動静脈 主血管 肝十二指腸間膜
動静脈 主血管 食道静脈
動静脈 主血管 左結腸動脈
動静脈 主血管 Ｓ状結腸動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管脈絡叢静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管上行咽頭動脈
動静脈 主血管 動脈性毛細血管
動静脈 主血管 下垂体の後葉内の毛細血管の近傍
動静脈 脳と脊髄の全血管ホイブナーの反回動脈
動静脈 上肢の全血管 腕頭動脈
動静脈 上肢の全血管 腕頭静脈
動静脈 主血管 胃横隔間膜
動静脈 上肢の全血管 上腕静脈



動静脈 上肢の全血管 尺側皮静脈
動静脈 主血管 肝門
動静脈 主血管 右結腸曲
動静脈 主血管 右総腸骨静脈
動静脈 上肢の全血管 橈側皮静脈
動静脈 上肢の全血管 肘正中皮静脈
動静脈 上肢の全血管 前腕正中皮静脈
動静脈 主血管 肝胃間膜
動静脈 上肢の全血管 腋窩動脈
動静脈 主血管 腎血管筋脂肪腫
動静脈 主血管 大静脈孔
動静脈 上肢の全血管 内側腋窩隙
動静脈 上肢の全血管 外側腋窩隙
動静脈 主血管 大腿神経
動静脈 脳と脊髄の全血管横静脈洞
動静脈 上肢の全血管 腋窩静脈
動静脈 上肢の全血管 上腕動脈
動静脈 主血管 内胸動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管右前大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管左前大脳動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈の内側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管頚静脈孔
動静脈 脳と脊髄の全血管後脈絡叢動脈の外側枝
動静脈 脳と脊髄の全血管後脊髄動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管前脊髄動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管全外眼筋
動静脈 脳と脊髄の全血管全外眼筋のマヒ
動静脈 主血管 洞様毛細血管網(脾洞)
動静脈 主血管 血管再生
動静脈 脳と脊髄の全血管過食障害
動静脈 脳と脊髄の全血管拒食障害
動静脈 脳と脊髄の全血管第６頚椎の横突孔
動静脈 脳と脊髄の全血管半身不髄
動静脈 脳と脊髄の全血管縮瞳
動静脈 脳と脊髄の全血管片麻痺
動静脈 脳と脊髄の全血管摂食障害
動静脈 主血管 低血圧症
動静脈 脳と脊髄の全血管瞳孔散大筋
動静脈 主血管 下直腸動脈
動静脈 主血管 下行結腸
動静脈 主血管 小坐骨孔
動静脈 主血管 横行結腸
動静脈 下肢の全血管 外腸骨動脈
動静脈 主血管 食道静脈瘤
動静脈 主血管 低血圧
動静脈 主血管 大網
動静脈 主血管 Ｓ状結腸
動静脈 下肢の全血管 総腸骨動脈
動静脈 下肢の全血管 大腿動脈



動静脈 下肢の全血管 外側大腿回旋動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管滑車神経
動静脈 脳と脊髄の全血管外転神経
動静脈 下肢の全血管 大腿深動脈
動静脈 下肢の全血管 腓骨動脈
動静脈 下肢の全血管 膝窩動脈
動静脈 下肢の全血管 下肢静脈瘤
動静脈 脳と脊髄の全血管内頚静脈
動静脈 下肢の全血管 外側足底静脈
動静脈 下肢の全血管 内側足底動脈
動静脈 主血管 鼠径靭帯
動静脈 主血管 悪性リンパ腫
動静脈 主血管 腰動脈　（４対）
動静脈 主血管 最下腰動脈
動静脈 主血管 臍動脈索
動静脈 主血管 上膀胱動脈
動静脈 主血管 下膀胱動脈
動静脈 主血管 左精巣静脈
動静脈 主血管 右精巣
動静脈 主血管 縦隔静脈
動静脈 主血管 大腿輪
動静脈 主血管 外側仙骨動脈
動静脈 主血管 深腸骨回旋動脈
動静脈 主血管 性腺動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管感覚解離
動静脈 主血管 骨盤動脈
動静脈 主血管 腸腰筋
動静脈 主血管 浅外陰部静脈
動静脈 主血管 左腰静脈の４
動静脈 主血管 左腰静脈の３
動静脈 主血管 左腰静脈の２
動静脈 主血管 左腰静脈の１
動静脈 主血管 右腰静脈の４
動静脈 主血管 右腰静脈の３
動静脈 主血管 右腰静脈の２
動静脈 主血管 右腰静脈の１
動静脈 主血管 右の腰静脈
動静脈 主血管 左の腰静脈
動静脈 主血管 上行腰静脈
動静脈 主血管 腰静脈
動静脈 上肢の全血管 最上胸動脈
動静脈 上肢の全血管 外側胸動脈
動静脈 主血管 右精巣静脈
動静脈 主血管 左精巣
動静脈 脳と脊髄の全血管迷路動脈
動静脈 上肢の全血管 胸背動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管線条体枝
動静脈 上肢の全血管 肩甲回旋動脈
動静脈 上肢の全血管 肩甲下動脈



動静脈 上肢の全血管 下尺側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 上尺側側副動脈
動静脈 上肢の全血管 前尺側反回動脈
動静脈 上肢の全血管 後尺側反回動脈
動静脈 主血管 リンバ性白血病
動静脈 主血管 正中仙骨動脈
動静脈 主血管 外側大腿皮神経
動静脈 脳と脊髄の全血管顆管
動静脈 上肢の全血管 胸肩峰動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管外側線条体動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管内側線条体動脈
動静脈 脳と脊髄の全血管中風(ちゅうふう、ちゅうぶう)
動静脈 主血管 急性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管嚥下困難
動静脈 主血管 バージャー病
動静脈 下肢の全血管 レイノー症候群
動静脈 脳と脊髄の全血管めまい
動静脈 主血管 梨状筋
動静脈 主血管 動脈硬化
動静脈 主血管 白血病
動静脈 主血管 血管皮膜
動静脈 脳と脊髄の全血管視神経
動静脈 脳と脊髄の全血管動眼神経
動静脈 脳と脊髄の全血管筋緊張低下
動静脈 脳と脊髄の全血管脳血管障害後遺症
動静脈 脳と脊髄の全血管脳血管障害
動静脈 脳と脊髄の全血管C-2-deoxyglucose
動静脈 脳と脊髄の全血管側副循環
動静脈 主血管 門脈圧亢進症
動静脈 脳と脊髄の全血管言語障害
動静脈 主血管 顆粒球減少症
動静脈 主血管 メズサの頭
動静脈 主血管 血小板減少性紫斑症
動静脈 主血管 びまん性体部被角血管腫
動静脈 脳と脊髄の全血管嗄声
動静脈 主血管 特発生血小板減少性紫斑症
動静脈 主血管 顆粒球
動静脈 主血管 眼血管
動静脈 主血管 血管板
動静脈 主血管 毛細血管
動静脈 脳と脊髄の全血管レンズ核線条体動脈
動静脈 主血管 伝染性単核球症
動静脈 主血管 骨髄線維症
動静脈 主血管 巨赤芽球性貧血
動静脈 下肢の全血管 リンパ浮腫
動静脈 下肢の全血管 血栓性静脈炎
動静脈 上肢の全血管 大円筋
動静脈 脳と脊髄の全血管後頭動脈
動静脈 主血管 レイノー病



動静脈 脳と脊髄の全血管尾状核体
動静脈 脳と脊髄の全血管大脳動脈輪
動静脈 主血管 陰茎深動脈
動静脈 主血管 陰核深動脈
動静脈 主血管 陰茎動脈
動静脈 主血管 陰核動脈
動静脈 主血管 陰茎背動脈
動静脈 主血管 陰核背動脈
動静脈 主血管 慢性骨髄性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管眼振
動静脈 主血管 慢性リンパ性白血病
動静脈 脳と脊髄の全血管乳頭体
動静脈 主血管 閉鎖膜
動静脈 主血管 多発性骨髄腫
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の温・痛覚消失
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の感覚解離
動静脈 脳と脊髄の全血管透明中隔静脈
動静脈 主血管 臍
動静脈 主血管 臍傍静脈
動静脈 脳と脊髄の全血管顔面の知覚マヒ
動静脈 脳と脊髄の全血管三叉神経
動静脈 脳と脊髄の全血管脳幹の静脈
動静脈 主血管 閉鎖動脈
動静脈 主血管 血管運動機構
動静脈 脳と脊髄の全血管尾状核尾
動静脈 主血管 血管作動性腸管ペプチド(VIP)
動静脈 主血管 血管作動性腸ポリペプチド

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
脾　臓 ＪＡＫ２キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異キナーゼ
脾　臓 ＪＡＫ２遺伝子変異
脾　臓 ＪＡＫ２Ｖ６１７Ｆ変異
脾　臓 ＳＶ４０というウイルス
脾　臓 前後肛神経叢  anterbr and posterior hepatic pleXus
脾　臓 カルチノイド（英：carcinoid）
脾　臓 汗疱性白癬　　　
脾　臓 血中遊離ノルメタネフリン
脾　臓 発汗過多
脾　臓 血中遊離メタネフリン
脾　臓 メタネフリン
脾　臓 ノルメタネフリン
脾　臓 月の十二経脈
脾　臓 体毛腺
脾　臓 細網内皮系
脾　臓 細網内皮系の機能を高める
脾　臓 ナチュラルキラーＴ細胞
脾　臓 Ｂ細胞
脾　臓 組織球
脾　臓 Ｂ細胞刺戟作用
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＢ）
脾　臓 Ｂリンパ球（ＩｇＭ）
脾　臓 Ｂリンパ球表面
脾　臓 ＮＫ細胞
脾　臓 プラーナ
脾　臓 プラーナエネルギー
脾　臓 境界悪性腫瘍（borderline　malignancy）
脾　臓 寒冷凝集素症
脾　臓 ナルコレプシー
脾　臓 扁平上皮がん　（肺）
脾　臓 ホルモン様物質
脾　臓 ＴＰＡ
脾　臓 Ｃa15-3
脾　臓 ＡＦＰ／アルファフェトプロテイン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 ビリルビン
脾　臓 体液と血液の純度
脾　臓 慢性消化不良
脾　臓 血清クレアニチン
脾　臓 血清
脾　臓 Ｃ３Ｈ／ＨｅＮ　血清
脾　臓 血清ビリルビン
脾　臓 血清ハプトグロビン
脾　臓 血清蛋白質
脾　臓 ガラクトース　（ＧＡＬ）
脾　臓 シアル酸　（ＳＡ）
脾　臓 血清中



脾　臓 赤芽球
脾　臓 マヤズム
脾　臓 骨髄赤芽球
脾　臓 自己免疫疾患
脾　臓 ガングリオン    (A)
脾　臓 免疫
脾　臓 マクロファージ
脾　臓 太陽の十二系脈
脾　臓 Ｃa19-9
脾　臓 ＧｃーＭＡＦ産生システムを高め
脾　臓 マクロファージを活性化
脾　臓 ＭＡＦ　（マクロファージ活性化因子）
脾　臓 マクロファージ活性化作用
脾　臓 シナモン　（英：Ｃｉｎｎａｍｏｎ）
脾　臓 クリオグロブリン
脾　臓 共鳴
脾　臓 膠原病
脾　臓 血管新生抑制因子の投与による血管構造の正常化
脾　臓 毛細血管カルチノイド
脾　臓 ストレス多血症
脾　臓 多血症
脾　臓 再生不良性貧血　（ＡＡ）
脾　臓 二次性多血症
脾　臓 循環血漿量の減少
脾　臓 リン酸化
脾　臓 レンサ球菌性トキシックショック症候群
脾　臓 トキシックショック様症候群 toxic shock-like syndrome (TSLS)

脾　臓 劇症型レンサ球菌感染症 severe invasive reptococcal infection

脾　臓 ２，３ービスホスホグリセリン酸塩（2,3ーＢＰＧ）量の低下
脾　臓 急性糸球体腎炎 acute glomerulonephritis (AGN)
脾　臓 副甲状腺
脾　臓 絶対的多血症
脾　臓 酸素欠乏性多血症
脾　臓 真性多血症
脾　臓 相対的多血症
脾　臓 タルク
脾　臓 非酸素欠乏症の多血症
脾　臓 一酸化窒素受容能
脾　臓 一酸化窒素
脾　臓 猩紅熱  scarlet fever
脾　臓 血液細胞の産出が亢進した状態
脾　臓 A 群レンサ球菌感染症（続発症）
脾　臓 A 群レンサ球菌（S. pyogenes）感染症（急性感染症）

脾　臓 胃の毛細血管
脾　臓 回腸
脾　臓 脾臓の毛細血管
脾　臓 腸の毛細血管
脾　臓 腎臓の毛細血管
脾　臓 身体下部の毛細血管



脾　臓 コバルト　27
脾　臓 鉄
脾　臓 動静脈吻合
脾　臓 神経細静脈
脾　臓 骨細静脈
脾　臓 筋肉細静脈
脾　臓 総胆管（肝臓から十二指腸へ）
脾　臓 血管器
脾　臓 毛細血管
脾　臓 胸部
脾　臓 グルタチオン
脾　臓 副腎皮質
脾　臓 血液
脾　臓 血漿
脾　臓 網赤血球
脾　臓 副腎
脾　臓 リンパ静脈(静脈管)
脾　臓 血管運動中枢
脾　臓 筋肉細動脈
脾　臓 骨細動脈
脾　臓 神経細動脈
脾　臓 治癒系
脾　臓 血液の酸化
脾　臓 動脈血
脾　臓 炭酸水素ナトリウム　（重曹）
脾　臓 静脈性毛細血管
脾　臓 治癒系を強化
脾　臓 血液の還元
脾　臓 奇麗な血液
脾　臓 oroangiogenic accessory 細胞
脾　臓 Ｇｃーグロブリン　（グルコプロテイン）
脾　臓 活力のある血液
脾　臓 萎縮性胃疾患
脾　臓 インスリン自己免疫症候群
脾　臓 血管新生抑制因子
脾　臓 出血性貧血
脾　臓 ガングリオン
脾　臓 慢性白血症
脾　臓 脾捻転
脾　臓 有害細胞
脾　臓 筋力と運動能力の低下
脾　臓 病巣感染
脾　臓 腎動脈狭窄
脾　臓 うっ血性心不全
脾　臓 不安定ヘモグロビン症
脾　臓 異常ヘモグロビン症
脾　臓 慢性痛
脾　臓 有害組織
脾　臓 慢性痛



脾　臓 脾臓梗塞
脾　臓 低色素性貧血・小球性貧血
脾　臓 高色素性貧血・大球性貧血
脾　臓 造血幹細胞の障害
脾　臓 血管新生促進因子の減少
脾　臓 末梢神経性疾患
脾　臓 激痛
脾　臓 胸腺の萎縮
脾　臓 貧血
脾　臓 貧血
脾　臓 標的細胞　（平滑筋・腺）
脾　臓 細胞死抑制
脾　臓 異常血管
脾　臓 肺胞の異常
脾　臓 心臓炎
脾　臓 鉄欠乏性貧血
脾　臓 前立腺
脾　臓 卵管
脾　臓 尿道
脾　臓 テタノスパミン
脾　臓 脾機能亢進症
脾　臓 脾病変
脾　臓 脾膜
脾　臓 偏頭痛
脾　臓 蜂巣織炎  cellulitis
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）
脾　臓 B 群レンサ球菌（S. agalactiae）感染症
脾　臓 慢性の閉塞性肺疾患
脾　臓 毛細血管床
脾　臓 微小動脈血管　（メタ細動脈）
脾　臓 末梢循環不全
脾　臓 肺の酸素取り入れ能力の低下
脾　臓 老廃細胞
脾　臓 静脈瘤
脾　臓 一酸化炭素ヘモグロビン症
脾　臓 大動脈
脾　臓 下動脈
脾　臓 静脈弁
脾　臓 卵巣
脾　臓 動脈硬化症
脾　臓 上行結腸
脾　臓 膣
脾　臓 粘膜深層
脾　臓 陰茎
脾　臓 寄生虫   parasite
脾　臓 大腸
脾　臓 ヘモグロビン
脾　臓 上大静脈
脾　臓 腰痛



脾　臓 神経炎
脾　臓 神経伝達の減退
脾　臓 空腸
脾　臓 肝臓
脾　臓 癌瘴気
脾　臓 膵臓
脾　臓 胸腺
脾　臓 赤色骨髄
脾　臓 尿管
脾　臓 胆嚢
脾　臓 不眠症
脾　臓 脾静脈の枝
脾　臓 １１ーデヒドロコルチコステロン
脾　臓 黒色上皮癌
脾　臓 リンパ液　　
脾　臓 子宮
脾　臓 胃経
脾　臓 仮病
脾　臓 脾臓
脾　臓 リンパ器官
脾　臓 胃脾間膜
脾　臓 仙椎
脾　臓 敗血症   sepsis      Ａ
脾　臓 敗血症   sepsis      Ｂ
脾　臓 グルタミン酸
脾　臓 血管
脾　臓 栄養血管
脾　臓 血管幹細胞
脾　臓 内皮細胞
脾　臓 内弾性膜　（内弾性板）
脾　臓 外弾性膜　（外弾性板）
脾　臓 血管の内膜
脾　臓 血管の中膜
脾　臓 血管の外膜
脾　臓 造血細胞 （造血細胞／造血管細胞）
脾　臓 固有肝動脈（肝臓へ）
脾　臓 肝動脈
脾　臓 門脈（肝臓へ）
脾　臓 脾腎ひだ
脾　臓 脾動脈の枝
脾　臓 超低密度リポ蛋白質・ＶＬＤＬ
脾　臓 静脈
脾　臓 ヒドロキシグルタミン
脾　臓 急性、亜急性、慢性炎症
脾　臓 腎性浮腫
脾　臓 督脈
脾　臓 任脈
脾　臓 腎臓
脾　臓 高血糖



脾　臓 低密度リポ蛋白質
脾　臓 低密度リポ蛋白質・ＬＤＬ
脾　臓 腎経
脾　臓 リンパ動脈（リンパ管）
脾　臓 肺経
脾　臓 細動脈
脾　臓 十二指腸
脾　臓 身体上部の毛細血管
脾　臓 食道
脾　臓 肺
脾　臓 血管内皮細胞
脾　臓 血管内皮前駆細胞
脾　臓 ウロビリン体
脾　臓 ヘモジデリン
脾　臓 肺組織
脾　臓 胸腺の重量
脾　臓 脾臓の柱網
脾　臓 脾柱
脾　臓 脾臓温度
脾　臓 近赤外線
脾　臓 血管新生
脾　臓 門脈圧
脾　臓 血管新生促進因子
脾　臓 静脈血
脾　臓 線維芽細胞
脾　臓 サラセミア
脾　臓 血管壁細胞
脾　臓 動脈性毛細血管
脾　臓 嗜銀性
脾　臓 好銀性
脾　臓 血管平滑筋細胞
脾　臓 白脾髄
脾　臓 脾静脈（肝臓へ）
脾　臓 脾動脈（脾臓へ）
脾　臓 血液細胞
脾　臓 壁細胞動員
脾　臓 赤脾髄
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼ
脾　臓 酵素βガラクトシダーゼを発現
脾　臓 脊髄のチャクラ
脾　臓 細胞増殖
脾　臓 血液細胞の再生
脾　臓 心包経組織カルチノイド
脾　臓 痺れ　（しびれ）
脾　臓 脾臓組織カルチノイド
脾　臓 ＳＦＴＳウイルス（Severe fever with thrombocytopenia syndrome)
脾　臓 脾臓破裂
脾　臓 消化管間質腫瘍（ＧＩＳＴ）
脾　臓 骨髄炎



脾　臓 消化管カルチノイド
脾　臓 結腸カルチノイド
脾　臓 打撲
脾　臓 本能性血小板血症
脾　臓 脾臓がん
脾　臓 脾膿瘍
脾　臓 湿疹
脾　臓 遺伝性球状赤血球症
脾　臓 慢性湿疹
脾　臓 急性湿疹
脾　臓 黄疸
脾　臓 自律神経障害
脾　臓 リウトマイド因子（ＲＦ）
脾　臓 汎血球減少
脾　臓 赤血球抗原抗体反応と抗赤血球自己抗体
脾　臓 赤血球増加症
脾　臓 トキソイド
脾　臓 PK欠損症 （pyruvate kinase deficiency）
脾　臓 温式自己免疫性溶血症（温式AIHA）
脾　臓 一般創傷
脾　臓 食欲不振
脾　臓 緑色レンサ球菌群　
脾　臓 S. salivarius
脾　臓 S. sanguis
脾　臓 緑色レンサ球菌群（viridans streptococci）感染症
脾　臓 閉塞性黄疸
脾　臓 口腔内レンサ球菌
脾　臓 口腔内の常在菌
脾　臓 S. mutans
脾　臓 脾臓の胚中心を持ったリンパ小節
脾　臓 亜急性心内膜炎
脾　臓 便秘にもなりがちな方
脾　臓 高シンスリン血症
脾　臓 新生児敗血症
脾　臓 低酸素血症
脾　臓 重症熱性血小板減少症候群
脾　臓 神経内分泌細胞
脾　臓 アラビアゴム
脾　臓 神経内分泌細胞への分化
脾　臓 細胞膜の一部　（ＬysoーPC）
脾　臓 神経内分泌顆粒
脾　臓 脾臓肥大
脾　臓 熱中症
脾　臓 赤血球膜上の抗原
脾　臓 一般虚弱体質
脾　臓 抗赤血球自己抗体
脾　臓 続発性赤血球増加症
脾　臓 排泄分泌
脾　臓 高密度リポ蛋白質



脾　臓 直腸
脾　臓 リンパ球
脾　臓 膵臓組織
脾　臓 小腸組織
脾　臓 大腸組織
脾　臓 自家中毒
脾　臓 膀胱
脾　臓 静脈組織
脾　臓 ホジキン病
脾　臓 低血糖症
脾　臓 低血圧
脾　臓 性巣（睾丸）
脾　臓 蛋白尿
脾　臓 尿崩症
脾　臓 上動脈
脾　臓 先天性欠損症
脾　臓 血腫
脾　臓 腹腔動脈
脾　臓 酸性尿
脾　臓 鉄欠乏症
脾　臓 ヒドロキシプロリン
脾　臓 心包経
脾　臓 肝経
脾　臓 小腸経
脾　臓 上腸間膜動脈（腸へ）
脾　臓 アセト酢酸、尿ケトン
脾　臓 白血球減少症
脾　臓 夢遊病
脾　臓 リンパ節
脾　臓 胆経
脾　臓 アルカリ尿
脾　臓 空腸粘膜
脾　臓 甲状腺
脾　臓 外傷の再生
脾　臓 心経
脾　臓 尿尿酸結晶
脾　臓 下大静脈
脾　臓 低酸素
脾　臓 低酸素症
脾　臓 アシドーシス    acidosis
脾　臓 三焦経
脾　臓 尿上皮細胞
脾　臓 リンパ組織
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 浮腫
脾　臓 シナプトフィジン
脾　臓 歯
脾　臓 血球量
脾　臓 リンパ球性白血病



脾　臓 悪性腫瘍
脾　臓 Ｃａ１２５(腫瘍マーカー)
脾　臓 脾痛
脾　臓 脾臓痛
脾　臓 赤血球にNＯ処理
脾　臓 赤血球
脾　臓 結腸
脾　臓 寝汗   night sweat
脾　臓 褐色細胞
脾　臓 間質性の細胞
脾　臓 老廃細胞の貪食を促進
脾　臓 成熟血小板
脾　臓 クロモグラニンＡ
脾　臓 造血のコントロール
脾　臓 網赤血球
脾　臓 ルミンＡ
脾　臓 細胞賦活用薬
脾　臓 褐色細胞腫
脾　臓 クルチツキー　（Kulchitzky）
脾　臓 抗平滑筋抗体
脾　臓 抗ガングリオシド抗体
脾　臓 血管系サイトカイン
脾　臓 脾洞
脾　臓 サイトカイン
脾　臓 血小板由来成長因子　(platelet derived growth factor ; PDGF)-BB動

脾　臓 カハール介在細胞
脾　臓 カハール介在細胞類似細胞
脾　臓 カハール細胞様細胞
脾　臓 成熟赤血球
脾　臓 脾臓のチャクラ（スプリーン・チャクラ）
脾　臓 ペリサイト
脾　臓 血管形成を促進
脾　臓 バクテロイデス
脾　臓 抗がん剤投与
脾　臓 ＨＣＶ抗体
脾　臓 感染している
脾　臓 ポリープ
脾　臓 原発性脾臓腫瘍
脾　臓 癌細胞
脾　臓 ガングリオン    (B)
脾　臓 癌組織
脾　臓 癌性悪液質
脾　臓 急性化膿性疾患
脾　臓 抗体と結合した異物の貪食促進
脾　臓 酸素欠乏反応性の赤血球増加
脾　臓 遊離コレステロール
脾　臓 膿痂疹  impetigo
脾　臓 悪性新生物、癌、肉腫
脾　臓 Ｂ型肝炎ウイルス



脾　臓 単球
脾　臓 筋肉緊張症
脾　臓 筋肉挫傷
脾　臓 グルタミン
脾　臓 眠気
脾　臓 膀胱経
脾　臓 脾　経
脾　臓 肉腫
脾　臓 粘液組織
脾　臓 大腸経
脾　臓 アセトン、尿ケトン
脾　臓 動脈硬化
脾　臓 硬癌
脾　臓 白血病
脾　臓 アルコール性黄疸
脾　臓 食欲減退   appetite loss(poor)
脾　臓 血液循環
脾　臓 脾腫
脾　臓 細菌性毒
脾　臓 尿好中球
脾　臓 好中球
脾　臓 好塩基球
脾　臓 好酸球
脾　臓 白血病　　　（骨髄造血細胞を育成する）
脾　臓 血尿
脾　臓 リンホカイン型感作リンパ球
脾　臓 抗体
脾　臓 血球系の細胞
脾　臓 Ｃ型肝炎ウイルス
脾　臓 嗜銀細胞
脾　臓 自己抗体
脾　臓 正常血清
脾　臓 γーグロブリン
脾　臓 腫瘍縮小
脾　臓 Ｃ型肝炎
脾　臓 Ｃ型肝炎ファクター
脾　臓 血球系細胞の再生
脾　臓 神経叢のチャクラ
脾　臓 NAP (好中球アルカリフォスファターゼ)
脾　臓 出血性素因者
脾　臓 内臓炎
脾　臓 扁桃炎   tonsilitis
脾　臓 アレルギー性疾患
脾　臓 体重減少
脾　臓 尿細菌
脾　臓 異所性脂肪
脾　臓 脂肪毒
脾　臓 脂肪毒
脾　臓 ペプシノゲン



脾　臓 微熱
脾　臓 脂肪沈着
脾　臓 シックハウス症候群
脾　臓 熱傷
脾　臓 黄疸
脾　臓 サイトトキシン
脾　臓 エンテロトキシン
脾　臓 トランス脂肪酸
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 内臓脂肪
脾　臓 白血球
脾　臓 顆粒球
脾　臓 白血球の消化力
脾　臓 特発性門脈圧亢進症
脾　臓 バンチ症候群
脾　臓 血小板減少症
脾　臓 紫斑病
脾　臓 特発性血小板減少性紫斑病（ITP;idiopathic thrombocytopenicpurpura）

脾　臓 門脈圧亢進症
脾　臓 嚢胞性腫瘍　　（卵巣に多い、女性）
脾　臓 食欲減退   appetite loss(lack)
脾　臓 血液不純物混入
脾　臓 陳旧性潰瘍
脾　臓 血液異常
脾　臓 胆嚢炎　(ウイルス・真菌による白血球減少症)
脾　臓 無痛潰瘍・遅延性潰瘍
脾　臓 内臓潰瘍
脾　臓 筋肉痛
脾　臓 肥満
脾　臓 ガングリオシド
脾　臓 発熱
脾　臓 毒血症
脾　臓 血中毒素
脾　臓 肺炎双球菌
脾　臓 アダプター蛋白のＤｏｋ-Ｒ
脾　臓 アダプター蛋白　（Ｎｃｋ）
脾　臓 ポリノフェール
脾　臓 Ｐａｋ　（p21 activated kinase）
脾　臓 Ａng１の発現細胞
脾　臓 アンジオポエチン
脾　臓 Ａng２
脾　臓 βーグロブリン
脾　臓 Ａng３
脾　臓 Ａng４
脾　臓 ポリノフェール効果
脾　臓 血漿と液漿の正常化
脾　臓 インターロイキン１（ＩＬ－１）
脾　臓 Ｂｕｅｒｇｅｒ病：閉塞性血栓血管炎（Thromboangiitis　Obliterans　Ｔ.Ａ.Ｏ）

脾　臓 潰瘍   ulcer



脾　臓 先天性溶血性貧血
脾　臓 胆汁うっ滞性黄疸
脾　臓 代謝亢進
脾　臓 エリスロポエチン類似物質
脾　臓 温式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 冷式自己免疫性溶血性貧血
脾　臓 一方赤芽球勞　（ＰＲＣＡ）
脾　臓 エリスロポエチン受容体
脾　臓 自己免疫性溶血性貧血(autoimmune hemolytic anemia)[AIH

脾　臓 壊死性筋膜炎
脾　臓 血管炎
脾　臓 免疫介在性血小板減少症　（ＩＴＰ）
脾　臓 血漿と液漿の異常
脾　臓 免疫介在性溶血性貧血　（ＩＨＡ）
脾　臓 骨髄増殖性疾患
脾　臓 アシドーシス    acidosis　（酸性体質）
脾　臓 脂肪腫
脾　臓 性欲促進
脾　臓 表面出血
脾　臓 血液疾患
脾　臓 代謝障害
脾　臓 尿毒素
脾　臓 手足冷感
脾　臓 皮膚炎   dermatitis
脾　臓 夜尿症
脾　臓 潰瘍   ulcer
脾　臓 内臓腫瘍
脾　臓 吃逆
脾　臓 胆嚢炎　(毒素)
脾　臓 マトリックス分解酵素
脾　臓 桂皮　（ケイヒ）
脾　臓 桂皮エキス
脾　臓 紫外線
脾　臓 抗細胞質抗体
脾　臓 遺伝的因子
脾　臓 グロブリン
脾　臓 褐色脂肪組織
脾　臓 血漿と液漿に毒素混入
脾　臓 ヘルパーＴ細胞の減少
脾　臓 赤芽球系細胞
脾　臓 樹状細胞
脾　臓 白血球エステラーゼ
脾　臓 悪性新生物
脾　臓 癌もどき　（carcinoma-like）
脾　臓 カルチノイド腫瘍（carcinoid　tumor）
脾　臓 肺カルチノイド
脾　臓 A 群レンサ球菌感染咽頭炎
脾　臓 多発性関節炎
脾　臓 リウマチ熱 acute rheumatic fever (ARF)



脾　臓 糜爛
脾　臓 四肢冷感
脾　臓 発作・痙攣　（けいれん）
脾　臓 肝臓の毛細血管
脾　臓 クリプトシアニンO．Ａ．コンプレックス
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 血管運動機構
脾　臓 球状(globulor)タンパク質
脾　臓 繊維状タンパク質
脾　臓 Ｔｉｅ２
脾　臓 リポ蛋白
脾　臓 細胞質性
脾　臓 Ｔｉｅ２受容体
脾　臓 末梢組織で機能するタンパク質が異所性に発現しており
脾　臓 酵素反応
脾　臓 体液

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
グリット O（ゼロ）
グリット 完全中庸
グリット 地球（テラ）の中心
グリット ソマチット⑪　破裂　（コロイド）
グリット 十九次元
グリット ソマチット⑩　球状の細菌形態　（結晶）
グリット ソマチット⑨　球状の細菌形態　（結晶）
グリット 二十次元
グリット ソマチット⑧　粒状の二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）

グリット ソマチット⑦　二重胞子を持つバクテリア形態（結晶）
グリット 二十一次元
グリット ソマチット⑤　二重バクテリア形態（アモロファス）
グリット アストラル体　（ピンク）
グリット 二十二次元
グリット ソマチット④　バクテリア形態（アモロファス）
グリット 無機物霊
グリット 橋核
グリット ソマチット③　二重胞子（準結晶）　（角樴之大神、地・木）
グリット 二十三次元
グリット 二十四次元
グリット ソマチット②　胞子（準結晶）　（須比知邇美之大神、地・土）
グリット ガイア
グリット メンタル体　　黄
グリット ソマチット①　（準）　（宇比地煮之大神、地・土）
グリット 二十五次元
グリット チャクラ
グリット チャクラを開く
グリット 糖
グリット 糖環状鎖
グリット 糖グリット
グリット 抗腫瘍作用
グリット ソマチット⑫　酵母形態（ゲル）
グリット 新Ⅲ次元
グリット 新Ⅲ次元
グリット 石油霊
グリット 塩酸
グリット 天日長命薬師守神
グリット 天豊禁厭建彦神
グリット 天日体骸薬師守神
グリット 天日体髄医師彦神
グリット 宇宙ソマチット　　超高温・低温の中のソマチット殻
グリット 感謝
グリット 八十万禍斬祓尊
グリット 塩酸の中のソマチット殻　
グリット 超古代ソマチット
グリット 細菌毒に対しての殻血小板

グリット 古代ソマチット（鎖）　（豊雲野根之大神）
グリット 女性センター



グリット 男性センター
グリット 秘尿器・生殖センター
グリット 仙骨性腺ｾﾝﾀｰ
グリット 太陽叢
グリット 横隔膜センター
グリット ハートチヤクス （心臓センター）
グリット 胸腺センター
グリット 喉ｾﾝﾀｰ
グリット 夢センター
グリット 脳下垂体ｾﾝﾀｰ
グリット 視覚センター
グリット 冠ﾁｬｸﾗ
グリット 三次元 （多次元経絡意識波動プログラム１層～１３層は三次元）

グリット 茶
グリット 闇山ずみ神　(クラヤマズミノカミ)
グリット 慈しみ
グリット 硫酸
グリット 久延毘古神　(クエビコノカミ)
グリット ソマチット⑬　子嚢胞子形態　（ゲル）
グリット 弥勒菩薩　　（ミロクボサツ）
グリット 六次元 （多次元経絡意識波動プログラム１６層６次元）
グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム１４層４次元）
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム１５層５次元）
グリット 橋核路
グリット 橋
グリット 白金78
グリット 金　79
グリット 脳
グリット 光子・フォトン
グリット ソマチットコロイド
グリット 肉体/ｴｰﾃﾙ  体接触面･茶
グリット 八次元
グリット 七次元
グリット 九次元
グリット 女性器組織再生
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ①Ｒｏｏｔ 根（尾骨）チヤクラ
グリット ソマチット　⑭
グリット ソマチット⑦棒状形態
グリット 骨組織
グリット 随意筋
グリット 側脳室
グリット 錘体路
グリット 淡蒼球
グリット 平滑筋
グリット 筋肉線維
グリット 細胞
グリット 軟骨
グリット 真菌



グリット 生体骨物質
グリット 筋肉
グリット 骨
グリット 真菌葉状体
グリット 真菌グリット
グリット 真菌準結晶
グリット 真菌アモロファス
グリット 抗炎症作用
グリット 真菌環状鎖
グリット 細胞環状鎖
グリット 筋肉環状鎖
グリット 骨環状鎖
グリット エーテル体・赤
グリット 細胞グリット
グリット 真菌ゲル
グリット 十二次元
グリット 筋肉グリット
グリット 神経線維
グリット 骨グリット
グリット ソマチットゲル
グリット 排膿
グリット 真菌コロイド
グリット 十次元
グリット 十一次元
グリット ソマチット　⑮菌糸体形態
グリット 付随筋
グリット 線条筋肉組織
グリット 紫
グリット 骨細胞
グリット ウィルスグリット
グリット 真菌結晶
グリット マクロボンド
グリット コンカナバリンＡ
グリット ソマチット結晶
グリット ソマチット　⑯繊維状の葉状体
グリット ウイルス葉状体
グリット 金属毒素準結晶
グリット ウィルス
グリット 横紋筋組織
グリット 神経
グリット 赤
グリット 金属毒素アモロファス
グリット ウィルスコロイド
グリット 神経環状鎖
グリット 神経グリット
グリット 金属毒素結晶
グリット ゲル状ウィルス　（ウィルスゲル）
グリット 金属毒素ゲル
グリット ソマチットアモロファス



グリット 金属毒素葉状体
グリット ウィルス環状鎖
グリット 金属毒素コロイド
グリット ウィルス準結晶
グリット 金属毒素
グリット 十五次元
グリット 金属毒素環状鎖
グリット ソマチット葉状体　　（活樴之大神、地・木）
グリット タンパク質
グリット ウィルス結晶
グリット 脂肪細胞
グリット 脂肪
グリット 筋肉線維組織
グリット ピンク
グリット 蛋白質グリット
グリット ウィルス・アモルファス
グリット 金属毒素グリット
グリット 貝化石
グリット 化石
グリット 蛋白質環状鎖
グリット 十四次元
グリット 脂肪環状鎖
グリット 脂肪グリット
グリット 殻蛋白質コートプロテイン
グリット エンベロープ
グリット ゲル
グリット 海面活性物質
グリット ②Ｓｅｘ性センター
グリット 生霊
グリット 色
グリット 青
グリット オレンジ
グリット 緑
グリット カナバニン
グリット コロイド
グリット エネルギー環状鎖
グリット エネルギーグリット
グリット ソマチット鎖
グリット クォーク（ＣＡＵ）
グリット エネルギー(周波数)
グリット 松の精霊
グリット ニュートリノ
グリット ソマチット準結晶
グリット 精霊の転生
グリット 精霊
グリット アミノ酸グリット
グリット 感情コロイド　　（コロイド感情）
グリット アミノ酸環状鎖
グリット 葉状体



グリット 感情ゲル　　（ゲル感情）
グリット アミノ酸
グリット 感情アモロファス
グリット 感情準結晶
グリット 感情環状鎖
グリット 感情結晶　　（結晶感情）
グリット 結晶
グリット 感情葉状体
グリット 準結晶
グリット アモロファス
グリット 大脳辺縁系
グリット 感情
グリット 重力
グリット 環状鎖
グリット 運動エネルギー
グリット 重力波エネルギー
グリット 非自己
グリット 自己
グリット 羊水
グリット グリット
グリット 感情グリット
グリット エネルギー
グリット 意識のコードを翻訳
グリット コーザル体　紫　　26次元
グリット 肉体、工一テル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体がオクターブ共鳴で直結

グリット 意識のコード
グリット 意識
グリット 質量
グリット スカラー波
グリット 空間エネルギー
グリット 時間エネルギー
グリット 霊
グリット 梅の木の精霊
グリット 梅の精霊
グリット 素粒子
グリット 黄泉の国
グリット 黄泉の国行き片道切符
グリット 痴情霊
グリット 十八次元
グリット イヤシロチ
グリット 経絡系
グリット 経絡系･緑
グリット 黄
グリット 青紫
グリット 十六次元
グリット 軍千兆勝神社　(グンチカツカンヤシロ)
グリット 運気上昇
グリット 天狗　 （天空人）
グリット 結界



グリット 四次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの四次元）

グリット 十七次元
グリット 十三次元
グリット 供養
グリット プラズマ
グリット 先祖の浮遊霊
グリット ソマチットグリット
グリット 悪魔・サタンの浮遊霊
グリット 無縁の浮遊霊
グリット 浄霊
グリット 自縛霊
グリット 愛　（Ｌｏｖｅ）
グリット バランスを取り戻す
グリット 白
グリット 五次元 （多次元経絡意識波動プログラム・ライテボティの五次元）

グリット 魂を込めた愛の実践
グリット 浄化
グリット 古代ソマチットグリット　（貝化石）
グリット 清　祓
グリット ケーシ体
グリット 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

グリット 六次元
グリット 大直日神
グリット 神直日神
グリット 大山祇神
グリット 慈母観音　
グリット 詞志古美之大神（地・金）
グリット 淤母陀琉日売之大神（地・火）
グリット 大斗能美之大神（地・水）
グリット 天八十萬日女神　アメヤソヨロズヒメノカミ
グリット 天八百陀琉美神　アメヤオダリヒミカミ
グリット 超古代ソマチットグリット　（化石の中のソマチット殻）
グリット 魄
グリット 神様に護られている　（ピラミッド光体）
グリット ピラミッド光体
グリット 天相合美神　アメアイアワスミノカミ
グリット 髄
グリット 精
グリット 霊性回路
グリット 惶根之大神（地・金）
グリット 面足日子之大神（地・火）
グリット 大斗能地之大神（地・水）
グリット 天照月之大神（ミド） 　天御柱女吹神(アメミハシラメフキノカミ)

グリット 天照日之大神（ホド）　天御柱男風神(アメミハシラオフキノカミ)

グリット 中心太陽
グリット 天日体骸医師彦神
グリット 般若心経
グリット アメヤソヨロズタマノカミ 天八十萬魂神
グリット アメヤオタリヒノカミ　天八百足日神



グリット アメミクダリミノカミ　天目降美神
グリット アメヤクダリミノカミ　天八下美神
グリット 玉依毘売神　子安乳妃神社　安産守神社・女性ﾎﾙﾓﾝ・女性器

グリット 天照大御神の供養経
グリット 建速須佐乃男神　剣岳　月・月のエネルギー　男・黄泉の国

グリット 天照皇大神宮
グリット 天相合主神　アメアイアワスヌシノカミ
グリット 遺伝子ＤＮＡの前駆物質　（宇宙ソマチットグリット）
グリット 宇宙ソマチットグリット
グリット 魂
グリット 天豊医師主神
グリット 天之御中主神
グリット 天三降主神　アメミクダリヌシノカミ
グリット 天八下王神　アメヤクダリオノカミ
グリット 伊邪那美神
グリット 伊邪那岐神
グリット 天日豊本黄人皇主神
グリット 造化気萬男神
グリット 天日豊本葦牙気皇神
グリット 神

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他
地球(テラ) ゼロ磁場　（グランディング）
地球(テラ) ゼロ・ポイント・フィールド(Zero point field)
地球(テラ) 地球（テラ）の中心
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 個性
地球(テラ) 光修復
地球(テラ) フラクタル
地球(テラ) 憑依存在
地球(テラ) 憑依
地球(テラ) 憑依存在からの記憶感情
地球(テラ) 地球(テラ)
地球(テラ) パラレル・ワールド
地球(テラ) O次元(点)
地球(テラ) 1次元(線)
地球(テラ) 2次元(面)
地球(テラ) 3次元(空間)
地球(テラ) 4次元(時空間)
地球(テラ) ５次元　（五次元の領域内の５次元）
地球(テラ) 平行宇宙
地球(テラ) 他人の話を聞かない
地球(テラ) イクタマ
地球(テラ) ６次元（虚空/コアード体・神）（五次元領域内の６次元、神のエネルギー）

地球(テラ) コア・リリーフ
地球(テラ) 虚空　　　「コクウ」
地球(テラ) 次元上昇アセンション
地球(テラ) お金の循環
地球(テラ) タルタマ
地球(テラ) キャラクター
地球(テラ) 氣エネルギー
地球(テラ) 気場、Chi-System(気系)
地球(テラ) 自己受容
地球(テラ) 自己信頼
地球(テラ) 活動電位システム
地球(テラ) 表面電位
地球(テラ) 内部電位
地球(テラ) 直流電位
地球(テラ) 水
地球(テラ) 電解質
地球(テラ) 電流
地球(テラ) 電位
地球(テラ) 生体電流
地球(テラ) 生体磁場
地球(テラ) 生体電位
地球(テラ) 生体電磁波
地球(テラ) 流動電位
地球(テラ) 高次運動の調節
地球(テラ) 高次運動



地球(テラ) 中性子
地球(テラ) 中性子線
地球(テラ) 天之常立之大神　あめのとこたちのおおかみ

地球(テラ) 国之常立神
地球(テラ) タマミチカシノタマ
地球(テラ) オキツカガミ
地球(テラ) ヘツカガミ
地球(テラ) マカルカヘシノタマ
地球(テラ) 中性子の中心
地球(テラ) オリオン星人
地球(テラ) シリウス星人
地球(テラ) プレアデス星人
地球(テラ) 雑音温度キャリブレーション
地球(テラ) 雑音温度
地球(テラ) 十種の神宝
地球(テラ) 十種の神
地球(テラ) 交流電位
地球(テラ) アンドロメダ星人
地球(テラ) Ⅶ次元　　（7次元）
地球(テラ) Ⅷ次元　　（8次元）
地球(テラ) Ⅸ次元　　（９次元）
地球(テラ) Ⅹ次元　　（１０次元）
地球(テラ) Ⅺ次元　　 (１１次元)
地球(テラ) Ⅻ次元 　　（１２次元）
地球(テラ) ＸⅢ次元　（１３次元）
地球(テラ) 生体磁気
地球(テラ) 磁場
地球(テラ) 電子の中心
地球(テラ) 心的外傷後ストレス障害
地球(テラ) シータヒーリング
地球(テラ) ヴァイアナ・スタイバル
地球(テラ) シュワン組織
地球(テラ) 陽子の中心
地球(テラ) グリア組織
地球(テラ) クササモノモノヒレ
地球(テラ) ハチノヒレ
地球(テラ) 人工的に上昇
地球(テラ) ストレス性疾患
地球(テラ) 太陽
地球(テラ) 電磁場
地球(テラ) 電子線
地球(テラ) 電子
地球(テラ) 線維組織
地球(テラ) 小細胞癌
地球(テラ) フィラメント
地球(テラ) 付随体組織
地球(テラ) 附随体組織　（不随体部分）
地球(テラ) ウィルスの膠質膜(クリスタルゴブレット)
地球(テラ) 陽イオン



地球(テラ) イオン
地球(テラ) 負荷電粒子
地球(テラ) 正荷電粒子
地球(テラ) 荷電粒子
地球(テラ) 基礎組織
地球(テラ) 微細網状組織
地球(テラ) 閾値の制御
地球(テラ) 双子座　（2ツの銀河）
地球(テラ) 閾値
地球(テラ) 閾値となる電位を制御
地球(テラ) 熱雑音
地球(テラ) 電解質異常
地球(テラ) ネガティブフイードバック
地球(テラ) 身体毒素排泄
地球(テラ) 身体毒素排泄促進
地球(テラ) カルマ
地球(テラ) 業
地球(テラ) ミヅト
地球(テラ) ミヅノエ
地球(テラ) カノエ
地球(テラ) カノト
地球(テラ) ツチノト
地球(テラ) ツチノエ
地球(テラ) ヒノト
地球(テラ) ヒノエ
地球(テラ) キノト
地球(テラ) キノエ
地球(テラ) 中間子
地球(テラ) 中間子線
地球(テラ) ビルケラン電流
地球(テラ) 電気回路網
地球(テラ) 電界
地球(テラ) 電荷
地球(テラ) 電解液
地球(テラ) スピンポイント
地球(テラ) 結晶質
地球(テラ) バシヤール
地球(テラ) クンダリニー(クンダリーニ)
地球(テラ) 来世の統合
地球(テラ) 五次元の領域
地球(テラ) 六次元の領域
地球(テラ) 五次元の循環領域

地球(テラ) 五次元の循環システム
地球(テラ) 六次元の循環領域
地球(テラ) 未来の統合
地球(テラ) 陽子
地球(テラ) 陽子線
地球(テラ) 五次元六次元の領域



地球(テラ) 五次元六次元の循環領域システム
地球(テラ) 神経膠　（グリア）
地球(テラ) 五次元六次元の循環領域
地球(テラ) 六次元の循環システム
地球(テラ) 五次元六次元の循環システム
地球(テラ) アストラルプロジェクション
地球(テラ) 電解質コルチコイド
地球(テラ) 結晶質の体
地球(テラ) クンダリニーの上昇
地球(テラ) クンダリニーの火と熱の原理
地球(テラ) 環境ホルモン
地球(テラ) オロチノヒレ
地球(テラ) 超高速移動ワープ
地球(テラ) 過去世からの記憶感情
地球(テラ) ネガティブ感情を手放す
地球(テラ) 他人のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの話を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフの声を聞く
地球(テラ) 自分のハイアーセルフを信じる
地球(テラ) ハイアーセルフチャネリング
地球(テラ) 先祖からの記憶感情
地球(テラ) リコネクション
地球(テラ) フェニックス銀河
地球(テラ) ペガサス銀河
地球(テラ) 変態
地球(テラ) 変容させる
地球(テラ) 宇宙
地球(テラ) 信念(アイデンテテイ)
地球(テラ) 磁気リコネクション
地球(テラ) バイオプラズマ
地球(テラ) プラズモイド
地球(テラ) プラズマ光合成
地球(テラ) 肉を「落とす（変容させる）」
地球(テラ) プラズマ・ジェット
地球(テラ) 自我
地球(テラ) 自分
地球(テラ) 真我
地球(テラ) 自我意識
地球(テラ) エゴ
地球(テラ) アクシオトーナル・ライト
地球(テラ) アクシオトーナル・ライン
地球(テラ) アクシアル循環システム
地球(テラ) アクシオトーナル・メロデイアンシステム
地球(テラ) 未来
地球(テラ) 過去
地球(テラ) 未来世
地球(テラ) 過去世
地球(テラ) 結晶質の体へ変態
地球(テラ) 珪素系の結晶質の体へ変態



地球(テラ) ラムサ
地球(テラ) 過去の統合
地球(テラ) 前世の統合
地球(テラ) 前世
地球(テラ) 前世の意識
地球(テラ) 前世の感情
地球(テラ) 前世のマトリックス
地球(テラ) 人生の遺伝子コード
地球(テラ) 寛大
地球(テラ) 寛容
地球(テラ) 普及学（祈念）
地球(テラ) ヤツカノツルギ
地球(テラ) 高速プラズマ流
地球(テラ) 観察精神
地球(テラ) 速進衝撃波
地球(テラ) ニューロペプチド
地球(テラ) ライフフォース
地球(テラ) 数霊
地球(テラ) サルーサ　Ｓａｌｕｓａ
地球(テラ) プラズマ・フィラメント
地球(テラ) Ｘ型中性点
地球(テラ) 言霊
地球(テラ) 生命エネルギー
地球(テラ) 生命場(ライフフィールド)
地球(テラ) リバース(再誕生)
地球(テラ) 電磁氣エネルギー
地球(テラ) ホログラフ的なパターン
地球(テラ) 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
地球(テラ) 伝道師
地球(テラ) 本能
地球(テラ) トーラス
地球(テラ) 地球(テラ)の中心太陽
地球(テラ) 月のエネルギー
地球(テラ) 銀河
地球(テラ) 生命光線
地球(テラ) アシュタール・シェラン
地球(テラ) 意識生命体　（魂）
地球(テラ) 波動
地球(テラ) 空(くう)
地球(テラ) 宇宙意識生命体　（神）
地球(テラ) 多次元
地球(テラ) 八百萬之神　（ヤオヨロズノカミ）
地球(テラ) ヒーリングマスター
地球(テラ) 龍
地球(テラ) 竜樹菩薩
地球(テラ) 豊雲野神
地球(テラ) うしとらの金神
地球(テラ) 大天使ミカエル
地球(テラ) 大天使ガブリエル



地球(テラ) 大天使ラファエル
地球(テラ) 大天使ウリエル
地球(テラ) 堕天使ルシフェル
地球(テラ) マスター・プラトン
地球(テラ) マスター・シビン
地球(テラ) 除霊
地球(テラ) 悪魔悪霊祓い
地球(テラ) マスター・オーク(アポロン)
地球(テラ) マスター・ホワイトクライド
地球(テラ) マスター・ザ・スワルスマン
地球(テラ) クラウンチャクラのキャップ除去
地球(テラ) 才一ラ、マグネティックライン
地球(テラ) 4大元素のバランスライン
地球(テラ) エーテル体のネガティブクリスタル
地球(テラ) DNAアクティベーション
地球(テラ) アンテイモニー
地球(テラ) 感情コード
地球(テラ) 四大元素
地球(テラ) 火
地球(テラ) 風
地球(テラ) 土
地球(テラ) アデプトプログラム
地球(テラ) 多次元宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 宇宙のセントラルサン
地球(テラ) 銀河系のセントラルサン
地球(テラ) 太陽系のセントラルサン
地球(テラ) 地球のセントラルサン
地球(テラ) 地球神界
地球(テラ) 惑星連合
地球(テラ) 銀河連合
地球(テラ) 宇宙連合
地球(テラ) 水瓶座
地球(テラ) 魚座
地球(テラ) 異星人との遭遇によるトラウマ
地球(テラ) 異星人への恐れ
地球(テラ) 自己不信
地球(テラ) 自己能力不信
地球(テラ) テレパシー
地球(テラ) プレアデス
地球(テラ) オリオン
地球(テラ) シリウス
地球(テラ) 琴座リラ
地球(テラ) 琴座リラのプリズム
地球(テラ) アークトゥルス
地球(テラ) 宇宙存在バシャール
地球(テラ) 宇宙存在サーシャ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
進化の三組み 自殺願望
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという父親からのメッセージ

進化の三組み 非常な自殺願望
進化の三組み 自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 自分が存在してはならないという強迫観念
進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在してはならないという強迫観念
進化の三組み 非常に自虐的
進化の三組み 非常にストイック
進化の三組み 非常な罪悪感
進化の三組み 非常に自罰的
進化の三組み インナーチャイルド
進化の三組み 私は、全てである私の全てを愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は、全てである私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを完壁に愛している
進化の三組み 私は私の全てを絶対的に愛している
進化の三組み 私は私の全てを愛しでいる
進化の三組み 私は私を愛している
進化の三組み 私は私を完壁に愛している
進化の三組み 私は私を絶対的に愛している
進化の三組み 自己否定
進化の三組み 自己愛欠落
進化の三組み 自己愛欠乏
進化の三組み 罪悪感
進化の三組み 自己嫌悪
進化の三組み 自己憎悪
進化の三組み 自己愛
進化の三組み 自己同一性
進化の三組み 自我同一性
進化の三組み 自己存在理由
進化の三組み 自虐的
進化の三組み ストイツク
進化の三組み 自罰的
進化の三組み 絶対的な罪悪感
進化の三組み 絶対的な自己否定
進化の三組み 非常な自己否定
進化の三組み 非常な自己愛欠落
進化の三組み 非常な自己愛欠乏
進化の三組み 非常な自己憎悪
進化の三組み 非常な自己嫌悪
進化の三組み 自己消滅願望
進化の三組み 自己が存在することへの絶対的な罪悪感
進化の三組み 非常な自己消滅願望
進化の三組み 現実逃避
進化の三組み 意識のペルソナ
進化の三組み 意識のシャドウ



進化の三組み 意識のペルソナと意識のシャドウの癒しと統合
進化の三組み 絶対神に対する存在否定
進化の三組み 絶対神に対する嘆き
進化の三組み 絶対神に対する非常な怒り
進化の三組み 絶対神に対する非常な憎悪
進化の三組み 絶対神に対する非常な軽蔑
進化の三組み 絶対神に見放されるのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されているのではという恐れ
進化の三組み 絶対神に見放されていると感じる非常な悲しみ
進化の三組み ハイアーセルフ
進化の三組み アイデンティティ

進化の三組み
ありのままの自分が今ここに存在してはならないという絶対神から
のメッセージ

進化の三組み 意識の三つ組み
進化の三組み 意識の進化の三つ組み
進化の三組み 進化の三つ組み
進化の三組み 意識のクラッチシフト機能
進化の三組み 意識の制動機能
進化の三組み 意識の欲動機能
進化の三組み 未来
進化の三組み 現在
進化の三組み 過去
進化の三組み 未来世
進化の三組み 現在世
進化の三組み 過去世
進化の三組み 未定
進化の三組み 否定
進化の三組み 肯定
進化の三組み 意識の未定(中庸)
進化の三組み 意識の否定
進化の三組み 意識の肯定
進化の三組み 文化(社会)
進化の三組み 秩序(社会)
進化の三組み 文明(社会)
進化の三組み アニムス(男性性)とアニマ(女性性)のバランス(統合)
進化の三組み アニムス(男性性)
進化の三組み アニマ(女性)
進化の三組み ありのままの自分が今こ:こに存在していいよという母親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという父親からのメッセージ

進化の三組み ありのままの自分が今ここに存在していいよという絶対神からのメッセージ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
経　絡 期門　きもん
経　絡 肩髃　　けんぐう
経　絡 天柱　てんちゅう
経　絡 瘂門　あもん
経　絡 風府　ふうふ
経　絡 頭維　ずい
経　絡 顋会　しんえ
経　絡 百会　ひゃ<え
経　絡 二十三次元
経　絡 晴明　せいめい
経　絡 攅竹　さんちく
経　絡 印堂　いんどう
経　絡 二十四次元
経　絡 気血の流れ井　（出ヅル所）
経　絡 滎　　（溜ルル所）
経　絡 兪　　（注グ所）
経　絡 気血の流れ経　（行ク所）
経　絡 合　（入ル所）
経　絡 客主人　きやくしゅじん
経　絡 顴髎  かんりょう
経　絡 四白　しはく
経　絡 瞳子髎  どうしりょう
経　絡 京骨
経　絡 陽交
経　絡 衝陽
経　絡 大淵
経　絡 二十五次元
経　絡 附陽
経　絡 交信　（照海）
経　絡 大迎　だいげい
経　絡 頬車　きょうしや
経　絡 聴宮　ちょうきゅう
経　絡 下關  げかん
経　絡 上髎  じょうりょう
経　絡 次髎  じりょう
経　絡 中髎  ちゅうりょう
経　絡 下髎  げりょう
経　絡 長強　ちょうきょう
経　絡 太白　たいはく
経　絡 太衝　たいしょう
経　絡 足三里  あしのさんり
経　絡 梁丘　りょうきゅう
経　絡 神門　しんもん
経　絡 勞宮  ろうきゅう
経　絡 箕門　きもん
経　絡 血海　けっかい
経　絡 支正　しせい
経　絡 外関　がいかん
経　絡 養老　ようろう



経　絡 陽池　ようち
経　絡 陽谷　ようこく
経　絡 陽溪  ようけい
経　絡 腕骨　わんこつ
経　絡 合谷　ごうこく
経　絡 尺澤  しゃくたく
経　絡 溫溜  おんる
経　絡 手三里　てさんり
経　絡 曲池　きょくち
経　絡 三焦兪　さんしょうゆ
経　絡 胃兪　いゆ
経　絡 胞盲　ほうこう
経　絡 膀胱兪　ぼうこうゆ
経　絡 小腸兪　しょうちょうゆ
経　絡 陰陵泉　いんりょうせん
経　絡 陽陵泉　ようりょうせん
経　絡 外丘  がいきゅう
経　絡 漏谷　ろうこく
経　絡 築賓　ちくひん
経　絡 三陰交　さんいんこう
経　絡 復溜　ふくりゅう
経　絡 大腸兪　だいちょうゆ
経　絡 府舎　ふしや
経　絡 大赫　たいかく
経　絡 中極　ちゅうきょく
経　絡 関元　かんげん
経　絡 至室　ししつ
経　絡 腎兪　じんゆ
経　絡 命門　めいもん
経　絡 承山　しょうざん
経　絡 湧泉　ゆうせん
経　絡 太溪  たいけい
経　絡 丘墟　きゅうきょ
経　絡 承扶　しょうふ
経　絡 委陽　いよう
経　絡 委中　いちゅう
経　絡 殷門　いんもん
経　絡 胃経
経　絡 督脈
経　絡 任脈
経　絡 腎経
経　絡 肺経
経　絡 大巨　たいこ
経　絡 気海　きかい
経　絡 天枢　てんすう
経　絡 盲兪　こうゆ
経　絡 足陽明
経　絡 足少陰
経　絡 手太陰
経　絡 足陽明胃経



経　絡 背中
経　絡 足少陰腎経
経　絡 陰維脈
経　絡 手太陰肺経
経　絡 陰蹻脈　
経　絡 心包経
経　絡 肝経
経　絡 小腸経
経　絡 胆経
経　絡 心経
経　絡 三焦経
経　絡 神闕　しんけつ
経　絡 水分　すいぷん
経　絡 梁門　りょうもん
経　絡 中脘  ちゅうかん2
経　絡 手太陽
経　絡 手少陰
経　絡 手厥陰
経　絡 足少陽
経　絡 足厥陰
経　絡 手少陽
経　絡 足少腸胆経
経　絡 手厥陰心包経
経　絡 足厥陰肝経
経　絡 手太陽小腸経
経　絡 手少陰心経
経　絡 手少腸三焦経
経　絡 陽維脈
経　絡 陽蹻脈
経　絡 膀胱経
経　絡 脾経
経　絡 大腸経
経　絡 肺兪　はいゆ
経　絡 膈兪  かくゆ
経　絡 至陽　しよう
経　絡 心兪　しんゆ
経　絡 郄門　　げきもん
経　絡 太陵　たいりょう
経　絡 孔最　こうさい
経　絡 肩外兪　けんかいゆ
経　絡 内關  ないかん
経　絡 章門　しょうもん
経　絡 不容  ふよう
経　絡 幽門　ゆうもん
経　絡 巨闕　こけつ
経　絡 鳩尾　きゅうぴ
経　絡 足太陰
経　絡 足太陽
経　絡 手陽明
経　絡 足太陽膀胱経



経　絡 足太陰脾経
経　絡 手陽明大腸経
経　絡 厥陰兪  けついんゆ、けっちんゆ
経　絡 肝兪　かんゆ
経　絡 天宗　てんそう
経　絡 日月　じつげつ
経　絡 身柱　しんちゅう
経　絡 大杼  だいじょ
経　絡 肩髎  けんりょう
経　絡 腹哀　ふくあい
経　絡 膻中　だんちゅう
経　絡 彧中（或中）  いくちゅう（わくちゅう）
経　絡 兪府　ゆふ
経　絡 中府　ちゅうふ
経　絡 帯脈
経　絡 膏肓（膏肓愈）  こうこう
経　絡 膽兪（胆兪）  たんゆ
経　絡 附分　ふぶん
経　絡 風門　ふうもん
経　絡 巨骨　ここつ
経　絡 大椎  だいつい2
経　絡 云門（雲門）  うんもん
経　絡 風池　ふうち
経　絡 完骨　かんこつ
経　絡 翳風　えいふう
経　絡 経絡系
経　絡 脾兪　ひゆ
経　絡 曲垣　きょくえん
経　絡 肩井　けんせい
経　絡 肩柱兪　けんちゅうゆ
経　絡 衝脈

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
感 情 感情 Ⅱ １８歳～２７歳
感 情 感情 Ⅱ ２８歳～３７歳
感 情 感情 Ⅱ ３８歳～４７歳
感 情 感情 Ⅱ ４８歳～５７歳
感 情 感情 Ⅱ ５８歳～６７歳
感 情 感情 Ⅱ ６８歳～７７歳
感 情 感情 Ⅱ ７８歳～８７歳
感 情 感情 Ⅱ ８８歳～９７歳
感 情 感情 Ⅲ 忘れること
感 情 感情 Ⅲ いさかいを引き起こすこと
感 情 感情 Ⅲ 不安定な感覚
感 情 感情 Ⅲ スケープゴード
感 情 感情 Ⅲ 憤りこと
感 情 感情 Ⅲ すべてを承知していないといけない
感 情 感情 Ⅲ 劣等感を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 集団意識の中にある恐怖を取り入れること
感 情 感情 Ⅱ 状況がこれ以上悪くなる恐れがあるなら変わらないほうがましだ
感 情 感情 Ⅲ 恥ずかしい思いをすること
感 情 感情 Ⅲ 自分の世界がバラバラになること
感 情 感情 Ⅰ お金の亡者
感 情 感情 Ⅲ 今の自分についていいわけすること
感 情 感情 Ⅲ 自分自身に腹を立てること
感 情 感情 Ⅰ 過労･過労死傾向
感 情 感情 Ⅲ 自分自身や他人を批判すること
感 情 感情 Ⅱ 嫉妬
感 情 感情 Ⅲ 不運だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視された
感 情 感情 Ⅲ 孤独だと感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人の「モノ」を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ はねつけられた
感 情 感情 Ⅲ 脅かされている
感 情 感情 Ⅲ 孤児である
感 情 感情 Ⅲ 裏切られること
感 情 感情 Ⅲ 失望すること
感 情 感情 Ⅲ 後悔  （Regret）
感 情 感情 Ⅲ 手に負えない
感 情 感情 Ⅲ 後悔すること
感 情 感情 Ⅲ 自分を抑えること
感 情 感情 Ⅰ 腹が立つ
感 情 感情 Ⅲ 弱者につけ入る隙を与えてしまうこと
感 情 感情 Ⅰ 不平不満
感 情 感情 Ⅲ 他の人の物をむやみに欲しがること
感 情 感情 Ⅲ 近づき難い
感 情 感情 Ⅲ 困惑すること
感 情 感情 Ⅲ 欲深くなること
感 情 感情 Ⅱ どうせ
感 情 感情 Ⅱ 私は存在しない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にダメだ



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はダメだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅰ 孤立的
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は嫌われている
感 情 感情 Ⅰ 良心の咎め
感 情 感情 Ⅰ 信頼の欠如
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 憎悪･嫉妬・妬み・貪欲
感 情 感情 Ⅰ 精神疲労
感 情 感情 Ⅰ 理性を失う恐れ･自制心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 極度の苦悶
感 情 感情 Ⅰ 自己中心
感 情 感情 Ⅰ 硬直・頑な・殉教的症候群
感 情 感情 Ⅰ 失望
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅰ 潜在する精神的苦痛
感 情 感情 Ⅰ 不満
感 情 感情 Ⅱ 無視されるくらいなら嫌われたほうがいい
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に愛されていない



感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが怠け者だ
感 情 感情 Ⅱ どっせ私は怠け者だ
感 情 感情 Ⅰ 自己嫌悪
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ どうせ絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ なんで
感 情 感情 Ⅱ なんで私がこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ なんで私だけがこんな思いをしなければいけないんだ
感 情 感情 Ⅱ 安心
感 情 感情 Ⅰ 求道（グドウ）
感 情 感情 Ⅱ 自己
感 情 感情 Ⅱ やっぱり
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無力だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に間違っている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は不幸だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は愛されていない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが無価値だ



感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に無価値だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にクズだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は理解されない
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に悪だ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常に嫌われている
感 情 感情 Ⅱ あきらめ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり絶対に私だけが常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私は常にダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私だけがダメだ
感 情 感情 Ⅱ やっぱり私はダメだ
感 情 感情 Ⅰ 叡智
感 情 感情 Ⅱ 私だけ
感 情 感情 Ⅱ 私は不倫していません
感 情 感情 Ⅱ 私は無視される存在だ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私だけが幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 私は幸せだ
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は大人の女です
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は常に正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが正しい
感 情 感情 Ⅱ 私は正しい
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は常に善だ
感 情 感情 Ⅱ みんなは私を無視する
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に好かれている



感 情 感情 Ⅱ 私だけが好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私は好かれている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが善だ
感 情 感情 Ⅱ 私は主人の妻です
感 情 感情 Ⅱ 私は愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが愛されている
感 情 感情 Ⅱ 絶対に私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私だけが常に愛されている
感 情 感情 Ⅱ 私は善だ
感 情 感情 Ⅲ 痛ましい状態になること
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 人より劣っている
感 情 感情 Ⅲ 他人をいらだたせること
感 情 感情 Ⅲ 将来に対して臆病になること
感 情 感情 Ⅰ 不参加
感 情 感情 Ⅲ 次の一歩に臆病になること
感 情 感情 Ⅲ 困窮状態に陥ること
感 情 感情 Ⅲ ものが言えない
感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この問題は神の下した罰だ。だからこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 苛立ち・いらいら
感 情 感情 Ⅰ わがまま
感 情 波動測定器 自分は無価値な存在だ。
感 情 感情 Ⅰ 欠席
感 情 感情 Ⅰ 残念
感 情 感情 Ⅲ 惨めな状態
感 情 波動測定器 この怪我は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの罰を受けなければいけない、という思い。

感 情 感情 Ⅲ いらいらすること
感 情 波動測定器 この病気は神の下した罰だ。だからこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 見捨てられること
感 情 感情 Ⅰ 悔しい
感 情 感情 Ⅰ 悔しさ　（残念、無念）
感 情 感情 Ⅲ 自分の力を疑うこと
感 情 感情 Ⅲ 落ち込むこと
感 情 波動測定器 何をやってもこの問題は解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 自分は無力な存在だ。

感 情 波動測定器 自分は悪い存在だ。

感 情 感情 Ⅲ 打ちのめされた
感 情 感情 Ⅰ むかつく
感 情 感情 Ⅲ どうしようもない
感 情 感情 Ⅲ 拒絶すること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶を恐れる感情を転嫁する
感 情 感情 Ⅲ 拒絶されるのを恐れる
感 情 感情 Ⅱ 小学高学年～中学校
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖・懐疑心
感 情 感情 Ⅰ 威張る・非柔軟
感 情 感情 Ⅰ 忍耐の欠如



感 情 感情 Ⅰ 寛容でない
感 情 感情 Ⅰ 臆病･疲労消耗
感 情 感情 Ⅰ 他への恐れ・ショック
感 情 感情 Ⅰ 絶望的憂鬱
感 情 感情 Ⅰ 不確か･優柔不断
感 情 感情 Ⅰ 思わしくない思考に取り付かれる
感 情 感情 Ⅰ 否定的
感 情 感情 Ⅰ 無関心
感 情 感情 Ⅰ 感謝
感 情 感情 Ⅰ ミカエルの意識
感 情 感情 Ⅰ 慈しみ
感 情 感情 Ⅰ 出席する
感 情 感情 Ⅰ 参加する
感 情 感情 Ⅱ 私は娘です
感 情 感情 Ⅱ ありがとうございます
感 情 感情 Ⅰ 偽者
感 情 波動測定器 何をやってもこの怪我は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 多くの恐れ
感 情 感情 Ⅰ 恥
感 情 感情 Ⅰ 幸福感の欠如
感 情 波動測定器 何をやってもこの病気は治らないのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 頭がおかしくなった
感 情 感情 Ⅰ 人を騙す
感 情 感情 Ⅰ 欺瞞者
感 情 感情 Ⅰ 欺く
感 情 感情 Ⅱ 女性生殖器相　（外性器の陰相）
感 情 感情 Ⅰ 極度の疲労
感 情 感情 Ⅰ 悲痛･自己憐憫
感 情 感情 Ⅰ 無関心･感情麻痺
感 情 感情 Ⅰ 神経衰弱・弱気
感 情 感情 Ⅰ 無表情な
感 情 感情 Ⅰ 癌に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 虚偽・欺き
感 情 感情 Ⅰ 臥龍　（wolong　ウォロン）
感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾を踏む
感 情 感情 Ⅲ 羨ましがること
感 情 感情 Ⅲ 物が不足すること
感 情 感情 Ⅲ 取り残されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 無視されていると感じること
感 情 感情 Ⅲ じれったいと感じること
感 情 感情 Ⅰ 妄念･強迫観念
感 情 感情 Ⅲ 恐れ
感 情 感情 Ⅲ 恨みを消す
感 情 感情 Ⅲ 母に対する恨み
感 情 感情 Ⅰ 興奮しがちで、ちょっとしたことでも怒りを爆発させる
感 情 感情 Ⅲ 女であることが間違っている
感 情 感情 Ⅰ お金えの執着心
感 情 感情 Ⅰ お金に執着する
感 情 感情 Ⅲ 男であることが間違っている



感 情 感情 Ⅲ がっかりすること
感 情 感情 Ⅲ 病気
感 情 感情 Ⅲ 悲観的になること
感 情 感情 Ⅰ 抑圧
感 情 感情 Ⅲ 口を閉ざすこと
感 情 感情 Ⅲ 静かにしていること
感 情 感情 Ⅰ 焦燥感
感 情 感情 Ⅲ 感じるのは苦痛だと思うこと
感 情 感情 Ⅲ 攻撃的な運転をする
感 情 感情 Ⅲ 罰せられること
感 情 感情 Ⅲ 恨みを抱き続けること
感 情 感情 Ⅰ やきもち
感 情 感情 Ⅰ 消極的･否定的
感 情 感情 Ⅰ 偏見・ひがみ
感 情 感情 Ⅰ 心配･不安
感 情 感情 Ⅰ 愚図
感 情 感情 Ⅰ 倦怠・飽きっぽい
感 情 感情 Ⅱ 自閉症
感 情 感情 Ⅰ 焦り
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 他からの影響を受けすぎる
感 情 感情 Ⅰ 緊張
感 情 感情 Ⅰ 恐怖
感 情 感情 Ⅰ 過ちを繰返す
感 情 感情 Ⅲ 痛み　　 ２コード
感 情 感情 Ⅰ 怠慢
感 情 感情 Ⅰ 罪の意識
感 情 感情 Ⅰ プレッシャー
感 情 感情 Ⅰ 懸念･神経質･気がかり
感 情 感情 Ⅰ 忍耐心の欠如
感 情 感情 Ⅰ 強い苛立ち・せっかち
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 良心の呵責
感 情 感情 Ⅰ だるさ・倦怠･疲労
感 情 感情 Ⅰ 恨み
感 情 感情 Ⅰ 悲嘆・深い悲しみ
感 情 感情 Ⅰ 強い自惚れ
感 情 感情 Ⅰ 非常な恐怖
感 情 感情 Ⅲ 嫉妬すること
感 情 感情 Ⅱ 認識
感 情 感情 Ⅲ 大きな混乱
感 情 感情 Ⅲ 体内を透視する自分の能力に疑念を抱くこと
感 情 感情 Ⅲ 母に憤りを覚える
感 情 感情 Ⅱ 曇る
感 情 感情 Ⅱ 曇り
感 情 感情 Ⅱ 輝いていない
感 情 感情 Ⅱ 生きる気力
感 情 感情 Ⅲ 憤り 　（Resentment）
感 情 感情 Ⅱ 曇っている



感 情 感情 Ⅲ 哀れな状態になること
感 情 感情 Ⅱ ごめんなさい
感 情 感情 Ⅰ 悲しみ
感 情 感情 Ⅲ 隔てられている
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅲ 疑いの念
感 情 感情 Ⅰ 不信･疑惑
感 情 感情 Ⅲ 悪者であること
感 情 感情 Ⅲ 無視されること
感 情 感情 Ⅲ 絶望すること
感 情 感情 Ⅰ 憤り
感 情 感情 Ⅰ 迷い
感 情 感情 Ⅲ 惨めになること
感 情 感情 Ⅰ 死に対する恐怖
感 情 感情 Ⅰ 絶望・自暴自棄
感 情 感情 Ⅰ 短気・無理性・不合理
感 情 感情 Ⅰ 寂しさ
感 情 感情 Ⅰ 気苦労
感 情 感情 Ⅰ 不幸
感 情 感情 Ⅰ 自制心を失う恐れ
感 情 感情 Ⅰ 自尊心・頑固
感 情 感情 Ⅱ ０歳～３歳
感 情 感情 Ⅰ 逆境に弱い
感 情 感情 Ⅰ 自立心が無い
感 情 感情 Ⅰ パニック
感 情 感情 Ⅱ 胎児期
感 情 感情 Ⅰ メランコリー
感 情 感情 Ⅰ ストレス
感 情 感情 Ⅲ ストレス
感 情 感情 Ⅰ 意図・目論見
感 情 感情 Ⅰ 長期的な視野を持て無い
感 情 感情 Ⅰ 衝動的な
感 情 感情 Ⅰ 怒り
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱
感 情 感情 Ⅰ ヒステリー
感 情 感情 Ⅰ 空想家
感 情 感情 Ⅰ 未熟な・子供ぽい
感 情 感情 Ⅰ 憎悪感に満ちた悲痛な状態
感 情 感情 Ⅰ はにかみ・内気
感 情 感情 Ⅰ パラノイヤ
感 情 感情 Ⅰ 引きこみ思案
感 情 感情 Ⅰ 分別が無い
感 情 感情 Ⅱ 感情を感じる事の恐れ
感 情 感情 Ⅱ 輝き
感 情 感情 Ⅰ 自己憐憫
感 情 感情 Ⅱ 肉体的苦痛に対する恐れ
感 情 感情 Ⅲ どのようにして母の憤りを感じることなく暮らすかを教示
感 情 感情 Ⅱ 痛みに対する恐れ
感 情 感情 Ⅰ 被害者意識



感 情 感情 Ⅱ 被害者意識
感 情 感情 Ⅲ 一生のうちに自分の使命を果たせない
感 情 感情 Ⅲ 他人を不快にさせること
感 情 感情 Ⅲ のけ者にされていると感じること
感 情 感情 Ⅲ 他人から損害をこうむること
感 情 感情 Ⅲ 被害者になること
感 情 感情 Ⅲ 不安感
感 情 感情 Ⅲ 打ち砕かれた
感 情 感情 Ⅲ 心配ごと
感 情 感情 Ⅲ 無気力になって真実を忘れてしまう
感 情 感情 Ⅲ 他人から傷つけられること
感 情 感情 Ⅲ 親しくなりすぎた
感 情 感情 Ⅱ 許してください
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの星にいる
感 情 感情 Ⅰ 無気力・無感覚
感 情 感情 Ⅰ 環境ストレス
感 情 感情 Ⅱ 高校時
感 情 感情 Ⅱ むくわれない思い
感 情 感情 Ⅰ 頭脳明晰
感 情 感情 Ⅰ 独占欲
感 情 感情 Ⅰ 錯乱状態
感 情 感情 Ⅰ 心配
感 情 感情 Ⅰ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 率先して行なわない
感 情 感情 Ⅱ 立命
感 情 感情 Ⅲ 食べ物、タバコ、薬物、酒などで自分自身を痛めつけること
感 情 感情 Ⅲ 拒絶　（Rejection）
感 情 感情 Ⅲ 無意味に興奮すること
感 情 感情 Ⅲ 軽んじられた
感 情 感情 Ⅲ 取るにたりない
感 情 感情 Ⅰ 憎悪
感 情 感情 Ⅲ いじめられること
感 情 感情 Ⅰ 時差惚け
感 情 感情 Ⅲ 過小評価された
感 情 感情 Ⅰ 抑鬱（うつ）
感 情 感情 Ⅲ ひどく殴打された
感 情 感情 Ⅱ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 穏やかでない
感 情 感情 Ⅰ 挫折
感 情 感情 Ⅱ 挫折
感 情 感情 Ⅰ 幻覚・妄想
感 情 感情 Ⅰ ぐずぐずする・内気
感 情 感情 Ⅱ アレルギー
感 情 感情 Ⅱ 人相
感 情 感情 Ⅱ 自分を見失っている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の失望を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦痛や感情を引き受けること
感 情 感情 Ⅲ 何かに押しつぶされること
感 情 感情 Ⅲ 家族に腹を立てること



感 情 感情 Ⅲ 創造主とつながっていない
感 情 感情 Ⅲ 人に傷つけられやすい
感 情 感情 Ⅲ 人に利用されること
感 情 感情 Ⅲ 重荷を強いられている
感 情 感情 Ⅲ 他の人々の苦しみを背負うこと
感 情 感情 Ⅲ 「すべてなるもの」からの分離
感 情 感情 Ⅰ 猫の目のように変わる感情表現
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの家族にいる
感 情 感情 Ⅲ 真実を観るのを恐れること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親の親であるかのようだ
感 情 感情 Ⅱ 家族愛
感 情 感情 Ⅱ ４歳～小学低学年
感 情 感情 Ⅲ 他人の面倒を見ること
感 情 感情 Ⅲ 自分の親に対して責任がある
感 情 感情 Ⅱ 父に感謝
感 情 感情 Ⅱ 兄に感謝
感 情 感情 Ⅱ 家族に感謝
感 情 感情 Ⅱ 感情コロイド　　（コロイド感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情ゲル　　（ゲル感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情アモロファス
感 情 感情 Ⅱ 感情準結晶
感 情 感情 Ⅱ 感情鎖　　（感情環状鎖）
感 情 感情 Ⅱ 感情結晶　　（結晶感情）
感 情 感情 Ⅱ 感情グリット
感 情 感情 Ⅱ 母に感謝
感 情 感情 Ⅰ 精神的に安定している状態
感 情 感情 Ⅱ 老衰
感 情 感情 Ⅲ 神を畏怖すること
感 情 感情 Ⅲ やっかい者である
感 情 波動測定器 宇宙に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 波動測定器 神に自分だけが愛されていないのでは、という思い。
感 情 感情 Ⅲ 人に避けられている
感 情 感情 Ⅲ 神に対して腹を立てること
感 情 感情 Ⅱ 内因性精神病
感 情 感情 Ⅱ 発達障害
感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの怪我が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの病気が治らないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この怪我に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この病気に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、この問題に
だけは無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの問題が解決に向かって良くなっても、
また元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器で波動修正してもこの問題が解決しないのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの怪我が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 感情 Ⅲ 時間が十分あると心配すること
感 情 感情 Ⅲ 脅かされること



感 情 感情 Ⅲ 他人を脅かすこと
感 情 感情 Ⅲ 間違ってこの身体を所有している
感 情 感情 Ⅱ 同一性障害
感 情 感情 Ⅲ 人の重荷である
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの痛み

感 情 波動測定器
波動測定器で波動修正してこの病状が良くなっても、しばらくするとま
た元に戻って悪くなってしまうのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が有効であることは信じているが、自分にだけ
は無効なのでは、という思い。

感 情 波動測定器
波動測定器の波動修正が何故か効かない、今度の波動修正も効かな
いのでは、という思い。

感 情 波動測定器 波動測定器の波動修正は本当に有効なのだろうか、という思い。

感 情 感情 Ⅰ 龍の尻尾
感 情 感情 Ⅱ ツボカビ
感 情 感情 Ⅰ 揺れ動くココロの悩み
感 情 感情 Ⅰ 起
感 情 感情 Ⅰ 承
感 情 感情 Ⅰ 転
感 情 感情 Ⅰ 結
感 情 感情 Ⅲ 劇的な出来事を経験すること
感 情 感情 Ⅱ 天寿
感 情 感情 Ⅰ 愛　（Ｌｏｖｅ）
感 情 感情 Ⅰ 起承転結
感 情 感情 Ⅱ 愛しています
感 情 感情 Ⅱ 民・人民

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
アセンション ゼロポイント
アセンション 地球の中心
アセンション 精子
アセンション 角樴之大神 （地／木）
アセンション 須比知邇美之大神 （地／土）
アセンション 地球
アセンション 宇比地煮之大神 （地／土）
アセンション 水
アセンション 超健康体
アセンション 平和 （安定）
アセンション ⑫女性センター
アセンション ⑬男性センター
アセンション ①泌尿器生殖センター
アセンション ②仙骨性腺センター
アセンション ③太陽神経叢
アセンション ④横隔膜センター
アセンション ⑤心臓
アセンション ⑥胸腺センター
アセンション ⑦喉センター
アセンション ⑧夢センター
アセンション ⑨脳下垂体センター
アセンション ⑩視覚センター
アセンション ⑪冠チヤクラ
アセンション 木の精
アセンション 火の精
アセンション 水の精
アセンション 地の精
アセンション オメガ・チヤクラ
アセンション アルファ・チヤクラ
アセンション 風の精
アセンション ＸⅣ次元
アセンション ＸⅤ次元
アセンション ＸⅥ次元
アセンション ＸⅦ次元
アセンション ＸⅧ次元
アセンション ＸⅨ次元
アセンション ＸＸ次元
アセンション ＸＸⅠ次元
アセンション ＸＸⅡ次元
アセンション ＸＸⅢ次元
アセンション ＸＸⅣ次元
アセンション ＸＸＶ次元
アセンション ＸＸⅥ次元
アセンション ＸＸⅦ次元
アセンション エーテル（光子、フオトン）
アセンション 染色体
アセンション 卵子
アセンション 自然治癒力



アセンション 卵巣ホルモン
アセンション ＳＴＡＰ万能細胞
アセンション 活樴之大神 （地／木）
アセンション 電子インパルス
アセンション 土
アセンション メビウスの輪
アセンション 風→火→水→土→中心核
アセンション 意識
アセンション 生体周波数
アセンション 四大力更新
アセンション 喜び
アセンション 豊穣
アセンション モチベーション
アセンション 風
アセンション 創造の中心点
アセンション 経絡
アセンション 肉体
アセンション 宙 (ちゅう、そら)
アセンション 完成（神との良縁）
アセンション 火・情熱、愛情
アセンション 火
アセンション 愛情
アセンション 情報
アセンション レシピ
アセンション ＤＮＡ
アセンション ＲＮＡ
アセンション アートマン（存在するもの）
アセンション 幽体
アセンション 神の創造
アセンション 淤母陀琉日売之大神 （地／火）
アセンション 生命エネルギー
アセンション 大斗能美之大神 （地／水）
アセンション 天八十萬日女之大神 （天／水）
アセンション 天八百陀琉美之大神 （天／金）
アセンション 情熱　（ＲＮＡ　ポリメラーゼ）
アセンション 天相合美之大神 （天／火）
アセンション リバース(再誕生)
アセンション 三十二億之大神　（ミトフオンノオオカミ）
アセンション トーラス
アセンション 詞志古美之大神 （地／金）
アセンション 惶根之大神 （地／金）
アセンション 面足日子之大神 （地／火）
アセンション 大斗能地之大神 （地／水）
アセンション 中心太陽
アセンション 天八十萬魂之大神 （天／水）
アセンション 天八百足日之大神 （天／金）
アセンション 天目降美之大神 （天／木）
アセンション 天八下美之大神 （天／土）
アセンション 天合主男之大神 （天／火）



アセンション 意識生命体
アセンション 天三降主之大神 （天／木）
アセンション 天八下王之大神 （天／土）
アセンション 宇宙意識生命体

yamaguchi
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大分類 件　名 機　　能　　他
ライトボディ 時
ライトボディ アストラル体　（ピンク）
ライトボディ 肉体的なミューテーションに伴うストレス
ライトボディ ミューテーション
ライトボディ メンタル体　　黄
ライトボディ 「光の言語」の受容器（チャクラを開く）
ライトボディ 融合されたチャクラの機能
ライトボディ 亜原子からDNAや聖なるイメージヘ流れる電波、磁気波、重力波のバ

ランスライトボディ 亜原子
ライトボディ 肉体の声（望み）
ライトボディ 肉体的なミューテーション
ライトボディ 肉体に起こっているミューテーションプロセス
ライトボディ 極性のバランス
ライトボディ 肉体と魂との関係
ライトボディ 肉体の許容範囲
ライトボディ サナートクマラ

ライトボディ
上位次元の幾何学や動きの視覚化をコントロールする念カ
センター（夢センター）

ライトボディ 第８の中のプレート
ライトボディ 透視センター（視覚センター）
ライトボディ 第１１チャクラの中のプレート
ライトボディ テレパシー・センター（免疫チャクラ）
ライトボディ 第３の目の５次元の機能
ライトボディ 第３の目
ライトボディ 耳の神経と視神経
ライトボディ オメガ・チャクラ
ライトボディ 完全なる具現化（オメガ・チャクラ）
ライトボディ アルファ・チャクラ
ライトボディ 「光の言語」の受容と解読（アルファ・チャクラ）
ライトボディ 第４の目
ライトボディ 光の言語を解読するための前頭部にある４つのシード・クリス

タルライトボディ 「光の言語」を翻訳する頭脳の回路
ライトボディ 脳波

ライトボディ エーテル体クリスタル
ライトボディ ホログラム
ライトボディ エーテル体核
ライトボディ β ベータ状態

ライトボディ θ シータ状態

ライトボディ 光の中核
ライトボディ δ デルタ状態

ライトボディ γ ガンマ状態

ライトボディ α アルファ状態

ライトボディ エーテル体のクリスタルの除去
ライトボディ エーテル体のクリスタル
ライトボディ エーテル体のクリスタルの活性化
ライトボディ エーテル体・赤
ライトボディ エーテル体の青写真
ライトボディ 胸のコントロールパネル



ライトボディ 全脳的な機能と非直線的な思考（松果体）
ライトボディ クリスタル
ライトボディ 下部のコントロールパネル
ライトボディ 上部と下部のコントロールパネルのバランス
ライトボディ 上部のコントロールパネル
ライトボディ 首の部分にある旧式の構造
ライトボディ ネガティブパラレルワールド
ライトボディ 特別設備
ライトボディ 非物理的インプラント
ライトボディ ネガティブパラレルワールドとポジティブパラレルワールドの統合

ライトボディ カルマモナド構造
ライトボディ カルママトリックス
ライトボディ KMR/DI(カルママトリックスの除去/神性の注入)
ライトボディ 業のマトリックス
ライトボディ 神性の敷居
ライトボディ 自信と焦点
ライトボディ ポジティブパラレルワールド
ライトボディ パワーパック(力の包み)
ライトボディ 多次元的な知覚能力
ライトボディ シェーファー・インターフェース（ＳＩ：Shefa　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
ライトボディ シェーファーの注入（Shefa　Ｉｎｆｕｓｉｏｎ）
ライトボディ 自己根源意識忘却装置
ライトボディ 物質的肉体意識
ライトボディ ５次元の循環領域
ライトボディ 結晶構造のホログラフィックな投射システム
ライトボディ 肉体と神との関係
ライトボディ コーザル体　紫　　26次元
ライトボディ ST(シンクロニー・トランスダクション)
ライトボディ メタトロン
ライトボディ アクシアル・システム・コントロール
ライトボディ 求めれば与えられる
ライトボディ ライトボディ第一レベル
ライトボディ ライトボディ第二レベル
ライトボディ ライトボディ第三レベル
ライトボディ ライトボディ第四レベル
ライトボディ ライトボディ第五レベル
ライトボディ ライトボディ第六レベル
ライトボディ ライトボディ第七レベル
ライトボディ 多次元のアクセス
ライトボディ ライトボディ第八レベル
ライトボディ ライトボディ第九レベル
ライトボディ ライトボディ第十レベル
ライトボディ セル
ライトボディ ライトボディ第十一レベル
ライトボディ １２の側面を持つエーテル体のクリスタル
ライトボディ １４のチャクラのサイクル
ライトボディ １９のクリスタルの”基本的な問題”
ライトボディ 肉体の自己知の感覚
ライトボディ ＬＬ（レガシーを自由にする）



ライトボディ エル・シャダイ(全能の神)の盾(シールド)
ライトボディ ＢＲ（ベヌー・リジェネレーション（再生））
ライトボディ ＳＢＩ(聖なる体の統合)
ライトボディ アクシオトーナル・ライン
ライトボディ アクシアル循環システム
ライトボディ 経路のブレーカー
ライトボディ 光の繭
ライトボディ アクシオトーナル・メリディアン・システム
ライトボディ ＢＳ（ベヌー・シナジー）
ライトボディ スピリット・コンパス
ライトボディ ＳＢＩ　ＴuneーＵps（聖なる肉体の統合のチェーンアップ）
ライトボディ ＳＢＩ（聖なる肉体の統合）
ライトボディ DI：神性の注入
ライトボディ Angelic　Attunement(天使の調整)
ライトボディ ゼロ磁場

ライトボディ
HMR：ホログラフィック・マトリックスの再調整(Holographic
Matrix Re-AIignment)

ライトボディ ZYSA(ゼヨッドの分光の調整)
ライトボディ スピンポイント
ライトボディ 転生ホログラフィック
ライトボディ 転生ホログラフィック・グリッド
ライトボディ ディセンション（次元降下）
ライトボディ DESC(スピリットのディセンションの統合)
ライトボディ 平行現実
ライトボディ 第7次元のコネクター
ライトボディ より深くハートチャクラを開く
ライトボディ ゼ・オールの連続体
ライトボディ 神性属
ライトボディ 神聖属
ライトボディ 背骨のエネルギー
ライトボディ メタトロン
ライトボディ デカ・デルタ・ピラミッド
ライトボディ アクシオトーナルライン
ライトボディ ヨッドの分光
ライトボディ ライトボディ第十二レベル
ライトボディ ケーシ体
ライトボディ ハートチャクラの５次元の機能
ライトボディ メタトロンの波動
ライトボディ 人間属
ライトボディ 光の経絡
ライトボディ 半導体 (内部と外部の光の体と肉体の経絡とのつながり）

ライトボディ
アカシックレコーダー・クリスタルから情報や技能を受け取
る、レコーダー・セル・レシーバー・クリスタル

ライトボディ アカシックレコーダー・クリスタル
ライトボディ アカシックレコーダー
ライトボディ 転生のグリッド
ライトボディ ＢＥ（永遠への架け橋）
ライトボディ ZeYod(ゼヨッドの分光の調整)
ライトボディ レガシーのキーパー



ライトボディ 聖なるアイデンティティ
ライトボディ DNAの中にある休止状態の多一種、多一宇宙的なコード
ライトボディ 霊主心従体属
ライトボディ アセンション　（次元上昇）
ライトボディ DＩ(ディセンションの統合)
ライトボディ 聖約の箱「アーク」(註:モーゼ十戒の石が入っている箱)

ライトボディ 全具現化グリッド
ライトボディ 具現化グリッドの全サークル
ライトボディ ＲＩ（歓喜の注入）
ライトボディ 多次元的な「光のマスター」
ライトボディ ホログラフ的なパターン
ライトボディ シェヒーナの存在
ライトボディ 聖なる流れの調整装置
ライトボディ ウォーク・アウト
ライトボディ ウォーク・イン
ライトボディ アダムカドモン
ライトボディ アダムカドモンの神聖なるイメージのコード
ライトボディ HLI(より高次の光の統合)

ライトボディ
人間の遺伝子コードの中にある原初の根源的な生存への
刷り込みの解除

ライトボディ 同体転生(RSB:Reincarnation in the Same Body)

ライトボディ ウォーク・インの統合
ライトボディ 魂の循環の統合（Ｓoul　Ｒｏｔａｔｉｏｎ）
ライトボディ Liberating　the　Legacyレガシーを自由にする
ライトボディ オーバーソウル

ライトボディ
Yodの分光の肩文字(註:Superscripts=文字の右上に載せる
文字、例、3の2乗の2に相当する文字)

ライトボディ アシュタールシェラン
ライトボディ 体が吸収できる光の量、それによってスピリチュアルな上限が作られる

ライトボディ CHOAD体（コアード）

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）
脳 橋 ベヒテレフの橋被蓋網様核
脳 橋 青斑核

五　感 耳 視床の中継核
脳 橋 孤束核
脳 橋 孤束核外側部
脳 延　　髄 内側副オリーブ核
脳 橋 オリーブ赤核路

男　性 男性生殖器 精子の核
脳 延　　髄 前庭神経内側核
脳 橋 非交叉性室頂核前庭線維
脳 橋 橋核　pontine　nuclei
脳 間脳 中心正中核
脳 橋 脳神経核
脳 間脳 手綱核
脳 間脳 室傍核
脳 間脳 手綱核脚間核路
脳 延　　髄 脳神経核カラム
脳 間脳 運動性脳神経核

脊　　髄 髄核
体　　液 血液とリンパ ｐｈ調節中枢

脊　　髄 前庭神経外側核
脊　　髄 脊髄の後外側核
脊　　髄 脊髄の前核
脊　　髄 脊髄の前外側核
脊　　髄 脊髄の後内側核
脊　　髄 脊髄のクラーク氏背核

脳 橋 前庭神経外側核
脊　　髄 中間外側核

脳 延　　髄 延髄PH調節機能部位
脊　　髄 中間内側核

未分類 核酸
未分類 イオン放射部位
未分類 イオン発生性能部位

脳 延　　髄 薄束核
脊　　髄 胸髄核

腎臓 ペルヒドロシクロペンタノフェナトレン核
女　性 女性生殖器 卵子の核

脳 間脳 視床の髄板内核群
脳 間脳 視床の正中核群
脳 間脳 視床の後腹側核
脳 大脳皮質 中隔核

未分類 視床上部手綱核
脳 橋 視床外側腹側核
脳 間脳 視床の中心正中核
脳 間脳 視床の前腹側核
脳 間脳 視床前核
脳 間脳 扁桃核
脳 大脳皮質 後内側腹側核



脳 間脳 視床の前核群
脳 間脳 視床の前内側核
脳 間脳 視床の前背側核
脳 大脳皮質 皮質橋核路
脳 大脳皮質 視床連合核
脳 間脳 大脳基底核
脳 大脳基底核 左右の大脳基底核の活動のバランス
脳 間脳 視床の背外側核
脳 小脳 室頂核遠心性線維
脳 小脳 視床外側腹側核
脳 小脳 小脳の中位核
脳 小脳 視床前腹側核
脳 間脳 視床の連合核
脳 間脳 視床の後内側腹側核
脳 間脳 視床の感覚性中継核
脳 橋 VL核ニューロン
脳 小脳 小脳の外側核(歯状核)
脳 大脳基底核 中脳脚間核
脳 間脳 中脳の腹側被蓋核
脳 間脳 中脳の背側被蓋核
脳 橋 同側前庭神経核
脳 橋 カハール間質核　interstitial　nucleus　of　Cajal
脳 橋 室頂核前庭線維
脳 間脳 視床の後外側核
脳 橋 視床VPM核
脳 小脳 視床VL核
脳 間脳 視床の後外側腹側核
脳 小脳 小脳の球状核
脳 小脳 小脳の栓状核
脳 小脳 小脳歯状核
脳 小脳 小脳室頂核
脳 小脳 小脳核細胞
脳 小脳 橋核小脳路
脳 小脳 小脳の前庭神経核
脳 間脳 皮質核路
脳 間脳 非特殊核
脳 延　　髄 オリーブ核の内弓状線維
脳 間脳 視床の運動性中継核
脳 間脳 視床の外側核群
脳 小脳 室頂核　　（小脳の内側核）
脳 延　　髄 オリーブ核門
脳 延　　髄 オリーブ核

脊　　髄 脊髄の前内側核
脊　　髄 脊髄の中心核
脊　　髄 脊髄の楔状束核

脳 大脳基底核 腹側被蓋野　（ＶＴＡ）
脳 延　　髄 視床髄板内核
脳 延　　髄 小脳核
脳 延　　髄 自律性神経核



脳 延　　髄 小脳核赤核路
脳 延　　髄 視床VPM核
脳 間脳 視床の内側核群
脳 延　　髄 下唾液核
脳 間脳 視床下核（ルイ氏体)

微生物 ヘルペス 髄核
神　経 核（ニューロン）

高次脳機能 人格障害 側坐核
脳 間脳 視索上核
脳 延　　髄 上唾液核
脳 大脳基底核 視床下核淡蒼球路
脳 間脳 視床下部内側野の後核
脳 間脳 視床下部内側野の下垂体投射核
脳 間脳 視交叉上核
脳 大脳基底核 顔面神経核
脳 延　　髄 横隔神経核
脳 間脳 視床下部内側核群
脳 間脳 視床下部下垂体系の神経核
脳 大脳皮質 後外側腹側核
脳 間脳 視床網様核ニユーロンの軸索
脳 間脳 視床網様核ニューロン
脳 間脳 視床下部内側野の腹内側核
脳 間脳 視床下部内側野の背内側核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核尾
脳 間脳 視床下部内側野の乳頭体核
脳 大脳基底核 大脳の尾状核頭
脳 間脳 視床下部内側野の室傍核
脳 延　　髄 上オリーブ核
脳 延　　髄 外側網様核
脳 延　　髄 副神経脊髄核
脳 延　　髄 髄板内核群
脳 延　　髄 知覚性脳神経核
脳 大脳皮質 視床沈核
脳 延　　髄 副楔状束核

抗  体 抗核小体抗体
脳 延　　髄 神経核
脳 延　　髄 小神経核
脳 橋 外眼筋支配脳神経核
脳 延　　髄 疑核の下部ニューロン
脳 延　　髄 疑核の中部ニューロン
脳 延　　髄 疑核の上部ニューロン
脳 橋 橋核の線維連絡
脳 間脳 レンズ核束
脳 間脳 レンズ核ワナ
脳 間脳 レンズ核線条体動脈
脳 大脳基底核 レンズ核 （大脳）
脳 間脳 束傍核

脊　　髄 仙髄自律神経核
抗  体 穎粒球特異抗核抗体



抗  体 抗核抗体
脳 間脳 尾状核頭
脳 間脳 尾状核頭視床
脳 大脳基底核 尾状核　（大脳）
脳 橋 核間ニューロンの軸索
脳 橋 核間ニューロン
脳 間脳 三叉神経主知覚核
脳 間脳 三叉神経脊髄路核
脳 橋 外側毛帯核 nucleus of lateral ｌemniscus

細　胞 細胞 宇宙原子核エネルギー
遺伝子 遺伝子 核酸摂取
遺伝子 遺伝子 核酸含成

脳 延　　髄 主オリーブ核
脳 延　　髄 遠心性脳神経核
脳 橋 疑核
脳 大脳基底核 背側運動核

遺伝子 遺伝子 リボ核酸(RNA)
脳 大脳基底核 背側被蓋核
脳 大脳基底核 前外側腹側核

遺伝子 遺伝子 核酸塩基
脳 小脳 楔状束核小脳路
脳 延　　髄 楔状束核
脳 間脳 漏斗核(弓状核)

遺伝子 遺伝子 二本鎖リボ核酸
遺伝子 遺伝子 リボ核酸

脳 間脳 橋核小脳路
脳 間脳 皮質橋核路
脳 橋 特殊体性求心性神経核
脳 小脳 副オリーブ核
脳 延　　髄 孤束核
脳 延　　髄 孤束核外側部
脳 延　　髄 孤束核内側部
脳 間脳 背内側核
脳 大脳基底核 運動野と大脳基底核間の閉鎖回路(主経路)

遺伝子 遺伝子 (DNA)デオキシリボ核酸（デオキシヌクレオチド)
脳 小脳 オリーブ核小脳路
脳 橋 上オリーブ核 superior olivarynucleus
脳 小脳 下オリーブ核
脳 小脳 外側網様核
脳 延　　髄 弓状核

細　胞 細胞 延髄縫線核
脳 橋 赤核オリーブ路
脳 橋 視床VL核
脳 橋 皮質橋核小脳路
脳 橋 運動性脳神経核
脳 間脳 小脳核視床路
脳 延　　髄 求心性脳神経核
脳 延　　髄 巨大細胞性網様核
脳 橋 迷走神経背側運動核



脳 間脳 尾状核体
脳 橋 延髄の後索核
脳 間脳 フォレル野核
脳 橋 視床後外側腹側核
脳 橋 視床後内側腹側核(VPM;ventral posteromedial thalamic nucle）

脳 間脳 後索核
脳 間脳 視床の特殊核(中継核)
脳 大脳基底核 皮質橋核路

女　性 女性生殖器 陰核
脳 大脳基底核 中隔核
脳 大脳基底核 中隔野(核)
脳 延　　髄 孤束核外側部のニューロン
脳 延　　髄 孤束核内側部のニューロン
脳 橋 知覚性脳神経核
脳 橋 三叉神経運動核
脳 橋 上核(ベヒテレフ氏核)
脳 橋 下核(ローラー氏核)
脳 小脳 三叉神経脊髄路核
脳 間脳 非視床下部下垂体系の神経核

脊　　髄 間質核脊髄路
脳 橋 一般体性求心性GSAの脳神経核
脳 延　　髄 三叉神経脊髄路核
脳 橋 三叉神経主知覚核
脳 橋 顔面神経核ニューロンの軸索
脳 橋 顔面神経核ニューロン
脳 橋 三叉神経中脳路核
脳 橋 三叉神経脊髄路核からの二次線維
脳 橋 顔面神経核への入力線維
脳 橋 内側核(シュワルベ氏核)
脳 橋 外側核(ダイテルス氏核)
脳 間脳 尾状核尾
脳 延　　髄 三叉神経核視床路

脊　　髄 赤核脊髄路
細　胞 細胞 核孔

脳 小脳 主オリーブ核
脳 小脳 主オリーブ核の外側部
脳 小脳 主オリーブ核の内側部
脳 小脳 小脳皮質小脳核線維
脳 小脳 副楔状束核
脳 小脳 クラーク氏背核dorsal　nucleus of Clark(胸髄核)
脳 小脳 脳幹の神経核
脳 大脳基底核 マイネルト基底核
脳 間脳 前核群

遺伝子 遺伝子 真核生物
遺伝子 遺伝子 常温核融合を支配するエネルギー

脳 小脳 小脳核視床路線維
脳 小脳 小脳核赤核路線維

未分類 前核群
遺伝子 遺伝子 ホメオテツク遺伝子



ホルモン 視床下部の視索上核 (SON)
脳 間脳 赤核

ホルモン 視床下部の室傍核(PVN)
未分類 細胞核
未分類 魔法核

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨と関節 鎖骨
関　節 骨と関節 肩甲骨
関　節 肘と手の関節 橈骨頭
関　節 肘と手の関節 上腕骨内側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨滑車
関　節 肘と手の関節 腕尺関節
関　節 肘と手の関節 上腕骨外側上顆
関　節 肘と手の関節 上腕骨小頭
関　節 肘と手の関節 肘関節
関　節 肘と手の関節 前腕骨間膜
関　節 肘と手の関節 上腕二頭筋腱
関　節 肘と手の関節 肘頭
関　節 肘と手の関節 外側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 内側側副靭帯
関　節 肘と手の関節 橈骨輪状靭帯
関　節 肘と手の関節 斜索
関　節 肘と手の関節 腕橈関節
関　節 肘と手の関節 関節包
関　節 肘と手の関節 上橈尺関節
関　節 骨と関節 粘液水腫
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素
関　節 肘と手の関節 寒冷凝集素症
関　節 肘と手の関節 寒冷痛
関　節 肘と手の関節 寒冷血管反応
関　節 肘と手の関節 寒冷グロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手根管滑膜炎
関　節 肘と手の関節 指節間関節
関　節 肘と手の関節 近位指節間関節
関　節 肘と手の関節 遠位指節間関節
関　節 肘と手の関節 末節骨
関　節 肘と手の関節 基節骨
関　節 肘と手の関節 中節骨
関　節 肘と手の関節 手関節の靭帯　（手根部）
関　節 肘と手の関節 小指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 環指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 中指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 示指の屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 手掌腱膜
関　節 肘と手の関節 長母指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 屈筋支帯
関　節 肘と手の関節 総指屈筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 橈側手根屈筋腱滑液鞘
関　節 肘と手の関節 線維鞘十字部
関　節 肘と手の関節 線維鞘輪状部
関　節 肘と手の関節 長母指外転筋腱と短母指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 腱間結合
関　節 肘と手の関節 尺側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 伸筋支帯



関　節 肘と手の関節 総指伸筋腱と示指伸筋腱の腱鞘
関　節 肘と手の関節 小指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長母指伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 長橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 短橈側手根伸筋腱腱鞘
関　節 肘と手の関節 母指
関　節 肘と手の関節 示指　（ひとさしゆび）
関　節 肘と手の関節 中指
関　節 肘と手の関節 環指　（くすりゆび）
関　節 肘と手の関節 小指
関　節 肘と手の関節 フォーカルジストニア
関　節 肘と手の関節 関節円板
関　節 肘と手の関節 手根中手関節
関　節 肘と手の関節 手根中央関節
関　節 肘と手の関節 手の舟状骨
関　節 肘と手の関節 月状骨
関　節 肘と手の関節 下橈尺関節
関　節 肘と手の関節 橈骨手根関節
関　節 関節疾患 炎症性リウマチ
関　節 関節疾患 リウマチ性痛風
関　節 骨と関節 第１～第５中手骨
関　節 骨と関節 手根骨
関　節 肘と手の関節 橈骨
関　節 骨と関節 橈骨
関　節 肘と手の関節 豆状骨
関　節 肘と手の関節 有鉤骨
関　節 肘と手の関節 有頭骨
関　節 肘と手の関節 三角骨
関　節 肘と手の関節 豆状三角骨関節
関　節 肘と手の関節 リウマチ
関　節 骨と関節 母指の手根中手関節
関　節 骨と関節 手の指節間関節
関　節 肘と手の関節 尺骨
関　節 骨と関節 尺骨
関　節 肘と手の関節 上腕骨
関　節 骨と関節 上腕骨
関　節 肘と手の関節 大菱形骨
関　節 肘と手の関節 小菱形骨
関　節 肘と手の関節 中手指節関節
関　節 肘と手の関節 第５中手骨（小指）
関　節 骨と関節 手の指骨

関　節 肘と手の関節
腱と腱を囲んでいる鞘の接触箇所が炎症を起こし、腱が滑りにくくなっ
ている事により起こる腱鞘炎

関　節 肘と手の関節 指が巻き込む
関　節 肘と手の関節 指が動かない
関　節 肘と手の関節 腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 ばね指
関　節 肘と手の関節 長年の筋肉過労弾発指 (バネ指)
関　節 肘と手の関節 キーンベック病



関　節 肘と手の関節 使い過ぎ症候群
関　節 肘と手の関節 ドケルバン病  （狭窄性腱鞘炎）
関　節 肘と手の関節 狭窄性腱鞘炎
関　節 肘と手の関節 瘢痕部
関　節 肘と手の関節 デュピュイトラン拘縮
関　節 肘と手の関節 運動機能障害  （動かない、巻き込むなど）
関　節 肘と手の関節 ガングリオン
関　節 肘と手の関節 外反肘
関　節 肘と手の関節 内反肘
関　節 肘と手の関節 肘内障
関　節 肘と手の関節 野球肘
関　節 肘と手の関節 テニス肘
関　節 肘と手の関節 楽器の練習
関　節 肘と手の関節 ピアノの練習
関　節 肘と手の関節 楽器の演奏
関　節 肘と手の関節 ピアノの演奏
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン血症
関　節 肘と手の関節 手関節部の可動制限
関　節 肘と手の関節 手関節部の運動時痛
関　節 骨と関節 第１～第５中足骨
関　節 骨と関節 足の距足根関節
関　節 骨と関節 足の距腿関節
関　節 肘と手の関節 クリオグロブリン
関　節 骨と関節 内環状層板
関　節 骨と関節 外環状層板
関　節 骨と関節 関節円板
関　節 骨と関節 足の指骨
関　節 骨と関節 関節窩
関　節 骨と関節 骨細静脈
関　節 骨と関節 膝蓋骨
関　節 骨と関節 尾骨
関　節 関節疾患 足関節（骨）
関　節 骨と関節 動脈
関　節 骨と関節 破骨細胞
関　節 骨と関節 骨芽細胞
関　節 骨と関節 前頂骨
関　節 骨と関節 後頭骨
関　節 骨と関節 関節腔
関　節 骨と関節 前頭骨
関　節 骨と関節 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨と関節 骨組織カルチノイド
関　節 骨と関節 骨内ガングリオン
関　節 肘と手の関節 骨の無腐性壊死
関　節 骨と関節 骨組織球症
関　節 骨と関節 骨折
関　節 肘と手の関節 ヘモグロビン尿症
関　節 肘と手の関節 発作性寒冷ヘモグロビン尿症
関　節 骨と関節 肘の上腕尺関節
関　節 骨と関節 手の橈骨手根関節



関　節 骨と関節 肋骨
関　節 骨と関節 骨組織
関　節 骨と関節 大腿骨
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 股関節
関　節 骨と関節 股関節
関　節 関節疾患 指関節
関　節 骨と関節 靱帯
関　節 関節疾患 腰仙関節
関　節 関節疾患 股関節包
関　節 関節疾患 肝臓
関　節 関節疾患 胸腺
関　節 関節疾患 膝関節外側
関　節 関節疾患 痛風
関　節 骨と関節 骨髄腔
関　節 骨と関節 脊椎　（脊柱を構成する）
関　節 骨と関節 手首
関　節 関節疾患 股関節軟骨
関　節 骨と関節 ヒアルロン酸
関　節 骨と関節 滑膜ひだ
関　節 骨と関節 骨膜 -2
関　節 骨と関節 海綿質
関　節 骨と関節 緻密質
関　節 骨と関節 胃経
関　節 骨と関節 腸骨
関　節 関節疾患 膝関節内側
関　節 関節疾患 関節
関　節 骨と関節 軟骨
関　節 骨と関節 生体骨物質
関　節 関節疾患 尿酸性関節炎
関　節 骨と関節 下顎骨
関　節 骨と関節 骨
関　節 骨と関節 脛骨
関　節 関節疾患 腎臓
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 骨と関節 仙骨
関　節 骨と関節 足根骨
関　節 関節疾患 足首関節
関　節 骨と関節 側頭筋
関　節 骨と関節 骨髄炎
関　節 関節疾患 筋肉リウマチ
関　節 骨と関節 単発性骨囊腫
関　節 関節疾患 関節　（痛みのある）
関　節 肘と手の関節 反復外傷
関　節 肘と手の関節 屈曲拘縮　（癲癇患者に発生する手足の屈曲拘縮）
関　節 骨と関節 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨と関節 トキソイド
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン様物質
関　節 関節疾患 有痛性肩拘縮症



関　節 骨と関節 関節頭
関　節 骨と関節 海綿骨小柱
関　節 骨と関節 骨内膜
関　節 骨と関節 介在層板
関　節 骨と関節 シャーピー繊維
関　節 骨と関節 フォルクマン管
関　節 骨と関節 オステオン　（骨単位）
関　節 骨と関節 ハバース管
関　節 関節疾患 膝関節
関　節 骨と関節 膝関節
関　節 骨と関節 腓骨
関　節 肘と手の関節 外傷
関　節 骨と関節 尿尿酸結晶
関　節 骨と関節 脂肪層
関　節 骨と関節 頬骨
関　節 骨と関節 骨膜
関　節 骨と関節 関節包
関　節 関節疾患 肩関節
関　節 関節疾患 変形性関節症
関　節 骨と関節 関節軟骨
関　節 肘と手の関節 チアノーゼ
関　節 関節疾患 仙腸関節
関　節 骨と関節 骨細胞
関　節 骨と関節 骨細管
関　節 肘と手の関節 ヒスタミン
関　節 骨と関節 ガングリオン
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 関節疾患 関節の痛み
関　節 骨と関節 骨端線
関　節 骨と関節 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 関節疾患 関節肥大
関　節 骨と関節 小児壊血病
関　節 骨と関節 多発性骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄腫
関　節 骨と関節 骨髄線維
関　節 骨と関節 骨髄線維症
関　節 骨と関節 骨の骨折、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の怪我、回復度、何ポイント
関　節 骨と関節 骨の病気、回復度、何ポイント
関　節 関節疾患 関節の腫れ
関　節 骨と関節 骨疾患
関　節 骨と関節 骨軟骨異栄養症
関　節 骨と関節 骨髄液
関　節 骨と関節 小人症
関　節 骨と関節 壊血病
関　節 骨と関節 骨小腔　（ＢＯＮＥーＣＡＶＩＴＹ）
関　節 関節疾患 関節炎
関　節 関節疾患 リウマチの痛み
関　節 骨と関節 骨髄



関　節 骨と関節 骨髄液漿

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他
関　節 骨　盤 仙骨前リンパ節
関　節 骨　盤 腸リンパ本幹 　intestinal trunk
関　節 骨　盤 左腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 右腰リンパ本幹
関　節 骨　盤 浅鼡径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節
関　節 骨　盤 深鼠径リンパ節からの輸出管
関　節 骨　盤 胸管
関　節 骨　盤 母指
関　節 骨　盤 示指　（ひとさしゆび）
関　節 骨　盤 中指
関　節 骨　盤 環指　（くすりゆび）
関　節 骨　盤 小指
関　節 骨　盤 会陰動脈
関　節 骨　盤 陰核背神経
関　節 骨　盤 会陰神経
関　節 骨　盤 内腸骨静脈の静脈根
関　節 骨　盤 尾骨下端
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁
関　節 骨　盤 右恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨下枝
関　節 骨　盤 恥骨結合上縁の後面
関　節 骨　盤 左恥骨下枝
関　節 骨　盤 内腸骨静脈
関　節 骨　盤 内環状層板
関　節 骨　盤 外環状層板
関　節 骨　盤 肛門挙筋
関　節 骨　盤 足の指骨
関　節 骨　盤 内腸骨動脈
関　節 骨　盤 外肛門括約筋
関　節 骨　盤 閉鎖動脈
関　節 骨　盤 尾骨
関　節 骨　盤 上殿動脈
関　節 骨　盤 自律神経
関　節 骨　盤 下殿動脈
関　節 骨　盤 腰内臓神経
関　節 骨　盤 腸腰動脈
関　節 骨　盤 恥骨結合
関　節 骨　盤 破骨細胞
関　節 骨　盤 骨芽細胞
関　節 骨　盤 内腸骨動脈の枝
関　節 骨　盤 腹壁動脈
関　節 骨　盤 閉鎖動脈恥骨枝
関　節 骨　盤 上腕
関　節 骨　盤 腰神経節
関　節 骨　盤 閉鎖管
関　節 骨　盤 体性神経系
関　節 骨　盤 尾骨筋



関　節 骨　盤 恥骨結合の下縁
関　節 骨　盤 腸恥隆起
関　節 骨　盤 骨幹端部繊維性骨皮質欠損
関　節 骨　盤 骨内ガングリオン
関　節 骨　盤 骨の痛み
関　節 骨　盤 骨組織球症
関　節 骨　盤 排尿筋
関　節 骨　盤 小坐骨孔
関　節 骨　盤 腹大動脈
関　節 骨　盤 精管動脈
関　節 骨　盤 卵巣のリンパ管
関　節 骨　盤 右寛骨
関　節 骨　盤 殿部　（臀部）
関　節 骨　盤 坐骨結節
関　節 骨　盤 仙結節靱帯
関　節 骨　盤 生殖器
関　節 骨　盤 内腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下直腸神経
関　節 骨　盤 大腿部
関　節 骨　盤 坐骨枝
関　節 骨　盤 恥骨枝
関　節 骨　盤 恥骨櫛
関　節 骨　盤 骨盤内面の深リンパ管
関　節 骨　盤 鼠径部
関　節 骨　盤 骨盤外面の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 臀部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 子宮上部のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤部のリンパ
関　節 骨　盤 骨盤外面の深層の深リンパ管
関　節 骨　盤 内陰部動脈
関　節 骨　盤 骨組織
関　節 骨　盤 寛骨
関　節 骨　盤 節後ニューロン
関　節 骨　盤 節前線維
関　節 骨　盤 節後線維
関　節 骨　盤 交感神経幹
関　節 骨　盤 指関節
関　節 骨　盤 第５腰椎
関　節 骨　盤 坐骨神経
関　節 骨　盤 腸腰勒帯
関　節 骨　盤 腰仙関節
関　節 骨　盤 総腸骨静脈
関　節 骨　盤 外腸骨静脈
関　節 骨　盤 内肛門括約筋
関　節 骨　盤 骨髄腔
関　節 骨　盤 骨膜 -2
関　節 骨　盤 海綿質
関　節 骨　盤 緻密質
関　節 骨　盤 腸骨



関　節 骨　盤 恥骨
関　節 骨　盤 坐骨
関　節 骨　盤 軟骨
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈
関　節 骨　盤 仙骨内臓神経
関　節 骨　盤 大腿方形筋
関　節 骨　盤 生体骨物質
関　節 骨　盤 後大腿皮神経
関　節 骨　盤 腎動脈
関　節 骨　盤 仙腸骨靭帯
関　節 骨　盤 脊部一胴
関　節 骨　盤 大内臓神経
関　節 骨　盤 仙骨
関　節 骨　盤 内閉鎖筋
関　節 骨　盤 腹大動脈神経叢
関　節 骨　盤 副交感性節前線維
関　節 骨　盤 仙骨断面
関　節 骨　盤 外側仙骨動脈
関　節 骨　盤 植物神経系
関　節 骨　盤 左寛骨
関　節 骨　盤 下腹部
関　節 骨　盤 左下腹壁動脈
関　節 骨　盤 分界線
関　節 骨　盤 迷走神経後神経幹
関　節 骨　盤 総腓骨神経部
関　節 骨　盤 動物神経系
関　節 骨　盤 下双子筋
関　節 骨　盤 脛骨神経部
関　節 骨　盤 仙骨リンパ節
関　節 骨　盤 腸骨翼
関　節 骨　盤 太腿伸側
関　節 骨　盤 血管裂孔
関　節 骨　盤 深腸骨回旋動脈
関　節 骨　盤 大坐骨孔
関　節 骨　盤 外腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 岬角
関　節 骨　盤 腹壁
関　節 骨　盤 上双子筋
関　節 骨　盤 下下腹神経叢(骨盤神経叢と同義)
関　節 骨　盤 総腸骨リンパ節
関　節 骨　盤 下腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 腰部
関　節 骨　盤 シナプス結合
関　節 骨　盤 右下腹壁動脈
関　節 骨　盤 上腹壁動脈
関　節 骨　盤 大動脈腎動脈神経節
関　節 骨　盤 坐骨直腸窩
関　節 骨　盤 腰リンパ節
関　節 骨　盤 恥骨下角



関　節 骨　盤 弓状線
関　節 骨　盤 後陰唇神経
関　節 骨　盤 内外腸骨動脈
関　節 骨　盤 単発性骨囊腫
関　節 骨　盤 骨盤隔膜
関　節 骨　盤 小骨盤
関　節 骨　盤 骨盤内臓のリンパ
関　節 骨　盤 膀胱の平滑筋
関　節 骨　盤 膀胱括約筋弛緩
関　節 骨　盤 動脈瘤様骨囊腫
関　節 骨　盤 上膀胱動脈
関　節 骨　盤 排尿筋の収縮
関　節 骨　盤 トキソイド
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱
関　節 骨　盤 偽骨盤
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱膀胱
関　節 骨　盤 骨盤の斜径
関　節 骨　盤 骨盤臓器脱子宮
関　節 骨　盤 陰部神経叢
関　節 骨　盤 骨盤下口の横径
関　節 骨　盤 直腸のリンパ管
関　節 骨　盤 臍動脈索
関　節 骨　盤 横行結腸中央
関　節 骨　盤 臀部リンパ節
関　節 骨　盤 外腸骨動脈
関　節 骨　盤 骨盤
関　節 骨　盤 直腸
関　節 骨　盤 小内臓神経
関　節 骨　盤 膀胱攣縮(れんしゆく)
関　節 骨　盤 膀胱
関　節 骨　盤 腹腔動脈
関　節 骨　盤 海綿骨小柱
関　節 骨　盤 骨内膜
関　節 骨　盤 介在層板
関　節 骨　盤 シャーピー繊維
関　節 骨　盤 フォルクマン管
関　節 骨　盤 オステオン　（骨単位）
関　節 骨　盤 ハバース管
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈
関　節 骨　盤 総腸骨動脈
関　節 骨　盤 大腿動脈
関　節 骨　盤 下大静脈
関　節 骨　盤 骨膜
関　節 骨　盤 陰部神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第1仙骨神経(S1)の後根
関　節 骨　盤 第１仙骨神経(Ｓ１)の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経
関　節 骨　盤 第４仙骨神経



関　節 骨　盤 第４仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第１仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第３仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 第２仙骨神経
関　節 骨　盤 関節軟骨
関　節 骨　盤 第３仙骨神経の後根　
関　節 骨　盤 第４仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 第５仙骨神経の後根
関　節 骨　盤 大骨盤
関　節 骨　盤 下殿神経
関　節 骨　盤 鼠径靭帯
関　節 骨　盤 仙腸関節
関　節 骨　盤 骨細胞
関　節 骨　盤 骨細管
関　節 骨　盤 第４腰椎
関　節 骨　盤 臍帯
関　節 骨　盤 骨盤底筋
関　節 骨　盤 臍動脈
関　節 骨　盤 上膀胱動脈仙骨断面
関　節 骨　盤 下膀胱動脈
関　節 骨　盤 精巣のリンパ管
関　節 骨　盤 骨盤の岬角
関　節 骨　盤 仙棘靭帯
関　節 骨　盤 直腸の平滑筋
関　節 骨　盤 腹腔神経節
関　節 骨　盤 骨盤動脈
関　節 骨　盤 第４仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第３仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第２仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第１仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 第５仙骨神経前枝
関　節 骨　盤 骨盤部の副交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の静脈
関　節 骨　盤 真骨盤
関　節 骨　盤 乳ビ槽
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、壁側枝
関　節 骨　盤 骨盤傾度
関　節 骨　盤 骨盤上口
関　節 骨　盤 骨盤臀部
関　節 骨　盤 骨盤臓器
関　節 骨　盤 骨盤面
関　節 骨　盤 閉鎖膜
関　節 骨　盤 骨盤底
関　節 骨　盤 左下腹神経
関　節 骨　盤 仙骨神経節
関　節 骨　盤 下腹神経



関　節 骨　盤 膀胱括約筋
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 第５仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 下直腸動脈
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質外側部
関　節 骨　盤 上腸間膜動脈神経節
関　節 骨　盤 中直腸動脈
関　節 骨　盤 骨盤上口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤の動脈、臓側枝
関　節 骨　盤 産科的結合線
関　節 骨　盤 骨盤下口の縦径
関　節 骨　盤 骨盤下口
関　節 骨　盤 骨盤の対角径
関　節 骨　盤 骨盤部の交感神経系
関　節 骨　盤 骨盤の神経
関　節 骨　盤 骨盤神経叢
関　節 骨　盤 腰仙骨神経幹
関　節 骨　盤 仙髄自律神経中枢
関　節 骨　盤 第１仙髄
関　節 骨　盤 第１仙髄中間質
関　節 骨　盤 第２仙髄
関　節 骨　盤 第２仙髄中間質
関　節 骨　盤 第３仙髄
関　節 骨　盤 第３仙髄中間質
関　節 骨　盤 第４仙髄
関　節 骨　盤 第５仙髄
関　節 骨　盤 第４仙髄中間質
関　節 骨　盤 腸骨動脈神経叢
関　節 骨　盤 骨盤軸
関　節 骨　盤 真結合線
関　節 骨　盤 骨盤上口の横径
関　節 骨　盤 上下腹神経叢
関　節 骨　盤 骨盤の解剖学的結合線
関　節 骨　盤 ガングリオン
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（多骨性）
関　節 骨　盤 外陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 梨状筋
関　節 骨　盤 骨盤内臓神経
関　節 骨　盤 骨端線
関　節 骨　盤 上殿神経
関　節 骨　盤 梨状筋上孔
関　節 骨　盤 骨盤腔
関　節 骨　盤 梨状筋下孔
関　節 骨　盤 繊維性骨異形成（単骨性）
関　節 骨　盤 会陰部の皮下の浅リンパ管
関　節 骨　盤 不対神経節
関　節 骨　盤 関節肥大



関　節 骨　盤 多発性骨髄腫
関　節 骨　盤 骨髄腫
関　節 骨　盤 骨の亀裂　骨のひび割れ
関　節 骨　盤 関節の腫れ
関　節 骨　盤 骨の病気
関　節 骨　盤 下行大動脈
関　節 骨　盤 骨髄液
関　節 骨　盤 多発性硬化症骨髄型
関　節 骨　盤 骨髄
関　節 骨　盤 骨髄液漿

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



大分類 件　名 機　　能　　他　　　（核）   脳下垂体（２）
脳 脳下垂体 遊離トリヨードサイロニン(FreeT3)
脳 脳下垂体 トリヨードサイロニン(T3)
脳 脳下垂体 カルシトニン　（女性）
脳 脳下垂体 パラサイロイドホルモンINTACT(PTH-INTACT)
脳 脳下垂体 Ｔーアップテイク
脳 脳下垂体 チラージン(甲状腺ホルモン)
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の酸好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞の塩基好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素嫌性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の色素好性細胞
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞の洞様毛細血管
脳 脳下垂体 下垂体前葉細胞
脳 脳下垂体 汎下垂体機能低下症
脳 脳下垂体 神経性下垂体(下垂体神経葉または後葉)
脳 脳下垂体 腺性下垂体(下垂体腺葉)
脳 脳下垂体 自律的分泌亢進
脳 脳下垂体 αーメラニン刺激ホルモン(MSH)
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞の軸索
脳 脳下垂体 下垂体門脈
脳 脳下垂体 先天性下垂体ホルモン欠損症
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子Pi-a
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFｌa
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSF2
脳 脳下垂体 下垂体特異発現遺伝子PGSFlb
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
脳 脳下垂体 脳下垂体の第一次毛細血管網
脳 脳下垂体 脳下垂体の第二次毛細血管網
脳 脳下垂体 脳下垂体の小動脈
脳 脳下垂体 下垂体前葉の分泌細胞
脳 脳下垂体 脳下垂体の小静脈
脳 脳下垂体 PRL前駆細胞
脳 脳下垂体 カルマン症候群
脳 脳下垂体 二次性汎下垂体機能低下症
脳 脳下垂体 下垂体ホルモン欠乏症
脳 脳下垂体 抗下垂体抗体
脳 脳下垂体 下垂体茎(漏斗部)
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅠ
脳 脳下垂体 下垂体後葉終末の分泌顆粒
脳 脳下垂体 プロホルモン
脳 脳下垂体 プロプレソフィジン
脳 脳下垂体 カルボキシ末端のコペプチン
脳 脳下垂体 バソプレシンニューロフィジンⅡ
脳 脳下垂体 ＬＨ－ＲＨ
脳 脳下垂体 ＬＨ
脳 脳下垂体 binding　protein(BP)
脳 脳下垂体 マンノース
脳 脳下垂体 血清総サイロキシン(T4)
脳 脳下垂体 ガラクトース　（ＧＡＬ）



脳 脳下垂体 グルコサミン
脳 脳下垂体 シアル酸　（ＳＡ）
脳 脳下垂体 ガラクトサミン
脳 脳下垂体 クッシング病
脳 脳下垂体 フルクトース
脳 脳下垂体 CRHーACTHーコルチソール系
脳 脳下垂体 アジソン病
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 脳下垂体 尿中のヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)
脳 脳下垂体 急性副腎不全
脳 脳下垂体 中枢性尿崩症
脳 脳下垂体 亜急性甲状腺炎
脳 脳下垂体 下垂体腺腫
脳 脳下垂体 リン酸化プロラクチン
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭管
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 脳下垂体 頭蓋咽頭腫
脳 脳下垂体 下垂体前葉
脳 脳下垂体 下垂体中葉
脳 脳下垂体 下垂体後葉
脳 脳下垂体 舌咽神経
脳 脳下垂体 脳下垂体
脳 脳下垂体 副甲状腺
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン（ＡＣＴＨ）
脳 脳下垂体 副腎皮質刺激ホルモン産生腫瘍
脳 脳下垂体 コルチコトロピン(副腎皮質刺激ホルモン)
脳 脳下垂体 異所性ACTH産生腫瘍
脳 脳下垂体 視床下部
脳 脳下垂体 抗利尿ホルモン（バソプレッシン)(ADH)
脳 脳下垂体 十二指腸
脳 脳下垂体 脳下垂体の前葉細胞
脳 脳下垂体 皮膚色素沈着
脳 脳下垂体 PRF(プロラクチン放出因子)
脳 脳下垂体 原発性副腎皮質機能低下症
脳 脳下垂体 腸抑制ポリペプチド
脳 脳下垂体 視床下部正中隆起
脳 脳下垂体 視床下部性GnRH欠乏
脳 脳下垂体 子宮平滑筋
脳 脳下垂体 PIF(プロラクチン抑制因子)
脳 脳下垂体 視床下部の神経分泌細胞
脳 脳下垂体 ACTH単独欠損症
脳 脳下垂体 CRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン）
脳 脳下垂体 コートリル(副腎皮質ホルモン)
脳 脳下垂体 筋減少症
脳 脳下垂体 GHRH(成長ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 GIH(成長ホルモン抑制ホルモン)
脳 脳下垂体 腎性尿崩症
脳 脳下垂体 デスモプレシン（抗利尿ホルモン）
脳 脳下垂体 下垂体後葉ホルモン



脳 脳下垂体 コルチコトロピン様中葉ペプチド
脳 脳下垂体 βエンドルフィン
脳 脳下垂体 自己免疫性下垂体炎
脳 脳下垂体 甲状腺癌
脳 脳下垂体 甲状腺組織カルチノイド
脳 脳下垂体 先天性甲状腺機能低下症
脳 脳下垂体 甲状腺乳頭癌
脳 脳下垂体 甲状腺腫瘍
脳 脳下垂体 慢性甲状腺炎
脳 脳下垂体 甲状腺悪性リンパ腫
脳 脳下垂体 甲状腺未分化癌
脳 脳下垂体 甲状腺濾胞癌
脳 脳下垂体 多発性硬化症甲状腺型
脳 脳下垂体 甲状腺ホルモン
脳 脳下垂体 副甲状腺ホルモン
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖
脳 脳下垂体 甲状腺
脳 脳下垂体 チロキシン
脳 脳下垂体 甲状腺刺激ホルモン(TSH)
脳 脳下垂体 ソマトスタチン (SS)
脳 脳下垂体 オキシトシン(分娩時の子宮収縮を行うホルモン）
脳 脳下垂体 甲状腺様癌
脳 脳下垂体 TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 転移性悪性腫瘍
脳 脳下垂体 黄体形成ホルモン放出ホルモン(LHRH)
脳 脳下垂体 βメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 脳下垂体 プロオピオメラノコルチコトロピン(POMC)
脳 脳下垂体 βリポトロピン(βＬPH)
脳 脳下垂体 ＦＳＨ
脳 脳下垂体 卵胞刺激ホルモン(FSH)b鎖の新規転写因子Lhx2
脳 脳下垂体 内因性オピオイド物質
脳 脳下垂体 サイログロブリン
脳 脳下垂体 視床下部の神経細胞
脳 脳下垂体 シーハン症候群
脳 脳下垂体 下垂体性糖蛋白ホルモン
脳 脳下垂体 インヒビン
脳 脳下垂体 下垂体前葉の細胞膜表面の特異的レセプター
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン(性腺刺激ホルモン)
脳 脳下垂体 FSH受容体
脳 脳下垂体 エンケファリン
脳 脳下垂体 ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 上皮性細胞塊
脳 脳下垂体 ラトケ嚢
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 脳下垂体 TSHレセプター
脳 脳下垂体 ネガティブフィードバック
脳 脳下垂体 副腎性のクッシング症候群
脳 脳下垂体 ヒト甲状腺刺激ホルモン(hTSH)
脳 脳下垂体 ウォーターハウス・フリードリヒセン症候群



脳 脳下垂体 ヒト卵胞刺激ホルモン(hFSH)
脳 脳下垂体 抗マイクロゾーム抗体
脳 脳下垂体 プロラクチノーマ
脳 脳下垂体 甲状腺ペルオキシダーゼ
脳 脳下垂体 α甲状腺刺激ホルモン(αTSH)
脳 脳下垂体 β甲状腺刺激ホルモン(βTSH)
脳 脳下垂体 抗サイクログロブリン抗体(Tg-Ab)
脳 脳下垂体 サイロキシン（Ｔ４）
脳 脳下垂体 遊離サイロキシン(FreeT4)[
脳 脳下垂体 ヒト Urocortin
脳 脳下垂体 シグナルペプチド
脳 脳下垂体 マイクロゾーム
脳 脳下垂体 ネルソン症候群
脳 脳下垂体 甲状腺結節
脳 脳下垂体 ヒトCRF(副腎皮質刺激ホルモン放出因子、CRF)
脳 脳下垂体 乳腺筋上皮細胞
脳 脳下垂体 GnRH(生殖腺刺激ホルモン放出ホルモン)
脳 脳下垂体 カドヘリン
脳 脳下垂体 ライディッヒ細胞
脳 脳下垂体 ゴナドトロピン放出ホルモン(GnRH)
脳 脳下垂体 アミロイドβペプチド
脳 脳下垂体 トルコ鞍
脳 脳下垂体 αメラニン細胞刺激ホルモン(MSH)
脳 脳下垂体 エンドルフィン
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素の遺伝子
脳 脳下垂体 アンドロゲン結合タンパク質
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)
脳 脳下垂体 オピオイドレセプター
脳 脳下垂体 甲状腺の濾胞細胞
脳 脳下垂体 思春期早発症
脳 脳下垂体 αヒト絨毛性ゴナドトロピン(αHCG)
脳 脳下垂体 βヒト絨毛性ゴナドトロピン(βHCG)
脳 脳下垂体 成長ホルモン放出ホルモン(GHRH)
脳 脳下垂体 生物学的半減期
脳 脳下垂体 αリポトロピン(αLPH)
脳 脳下垂体 左心房,肺静脈頸動脈洞,大動脈弓にある圧受容体
脳 脳下垂体 α卵胞刺激ホルモン(αFSH)
脳 脳下垂体 β卵胞刺激ホルモン(βFSH)
脳 脳下垂体 ソマトメジンC(インスリン様成長因子Ⅰ[IGF-Ⅰ])
脳 脳下垂体 ヒト絨毛性ソマトマンモトロピン(ヒト胎盤性ラクトゲン)
脳 脳下垂体 アンギオテンシン
脳 脳下垂体 グルココルチコイド
脳 脳下垂体 GnRHレセプター
脳 脳下垂体 プロラクチン産生細胞(ラクトトロフ)
脳 脳下垂体 脳内遊離 CRF
脳 脳下垂体 血漿グルコース
脳 脳下垂体 血漿遊離脂肪酸
脳 脳下垂体 血管作動性腸管ペプチド(VIP)
脳 脳下垂体 血管作動性腸ポリペプチド



脳 脳下垂体 β黄体形成ホルモン(βLH)
脳 脳下垂体 α黄体形成ホルモン(αLH)
脳 脳下垂体 ニューロフィジン
脳 脳下垂体 ヒスチジン脱炭酸酵素
脳 脳下垂体 担体蛋白
脳 脳下垂体 蛋白前躯体
脳 脳下垂体 視床下部の視索上核 (SON)
脳 脳下垂体 視床下部の室傍核(PVN)
脳 脳下垂体 パラクリン
脳 脳下垂体 エンドクリン
脳 脳下垂体 PLAG1遺伝子(糖尿病の遺伝子)
脳 脳下垂体 ZAC遺伝子(糖尿病の遺伝子)

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．任脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 會陰 えいん

2 曲骨 きょっこつ

3 中极、玉泉（ぎょくせん）ちゅうきょく

4 関元（關元） かんげん

5 石門 せきもん

6 氣海（气海） きかい

6 脖胦 ぼつおう

7 陰交 いんこう1

7 陰交 いんこう2

8 神闕 しんけつ

9 水分 すいぶん

10 下脘 げかん

11 建里 けんり

12 中脘、太倉（たいそう） ちゅうかん

13 上脘 じょうかん

14 巨闕 こけつ

15 鳩尾 きゅうび、はとのお

15 尾翳 びえい

16 中庭 ちゅうてい

17 膻中 だんちゅう

18 玉堂 ぎょくどう

19 紫宮 しきゅう

20 華蓋 かがい

21 璇璣 せんき

22 天突 てんとつ

23 廉泉 れんせん

24 承漿 しょうしょう

３．犬の場合

1 陰兪 いんゆ

2 神闕 しんけつ

3 下脘 げかん

4 中脘 ちゆうかん

5 上脘 じょうかん

6 膻中 だんちゅう

7 承漿 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 齦交 ぎんこう 督脉

Ｂ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経



任　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 長強 ちょうきょう

2 腰腧 ようゆ

3 腰陽關 こしのようかん

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸樞 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 （奇穴）中樞（中枢） ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 靈臺 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 啞門（瘂門） あもん

16 風府 ふうふ

17 脳戸 のうこ

18 強間 きょうかん

19 后頂 ごちょう

20 百會 ひゃくえ

21 前頂 ぜんちょう

22 囟會（顋會）（顖会） しんえ

23 上星 じょうせい

24 神庭 しんてい

25 素髎 そりょう

26 水溝 すいこう

27 兌端 だたん

28 齦交 ぎんこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経



督　脉　【奇経　　経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．督脉に所属する経穴の一覧表

３．犬の場合

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 後海 こうかい

2 関後 かんご

3 陽関 ようかん

4 命門 めいもん

5 懸枢 けんすう

6 脊中 せきちゅう

7 中枢 ちゅうすう

8 筋縮 きんしゅく

9 至陽 しよう

10 霊台 れいだい

11 神道 しんどう

12 身柱 しんちゅう

13 陶道 とうどう

14 大椎 たいつい1

14 大椎 だいつい2

15 風府 ふうふ

16 大風門 だいふうもん

17 山根 さんこう

18 水溝 すいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 会陰 えいん 任脉

Ｂ 風門 ふうもん 足の太陽膀胱経



督　脉　【奇経　経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の陽明大腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 商陽 しょうよう

2 二間 じかん

3 三間 さんかん

4 合谷 ごうこくく

5 陽溪 ようけい

6 偏歷 へんれき

7 溫溜 おんる

8 下廉 げれん

9 上廉 じょうれん

10 手三里 さんり

11 曲池 きょくち

12 肘髎 ちゅうりょう

13 手五里 ごり

14 臂臑 ひじゅ

15 肩髃 けんぐう

16 巨骨 ここつ

17 天鼎 てんてい

18 扶突 ふとつ

19 咊髎 かりょう

20 迎香 げいこう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 臑会 じゅえ 手の少陽三焦経

Ｂ 大椎 だいつい1 督脉

Ｂ 大椎 だいつい2 督脉

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 人中 にんちゅう 任脉

Ｅ 天枢 てんすう 足の陽明胃経

Ｆ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｇ 承泣 しょうきゅう 足の陽明胃経



  

手の陽明大腸経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の缺陰心包経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 天池 てんち

2 天泉 てんせん

3 曲澤 きょくたく

4 郄門 げきもん

5 間使 かんし

6 内關 ないかん

7 大陵 だいりょう

8 勞宮 ろうきゅう

9 中沖（中衝） ちゅうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 上脘 じょうかん 任脉

Ｃ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｄ 下脘 げかん 任脉

Ｅ 陰交 いんこう 任脉

Ｆ 極泉 きょくせん 手の少陰心経

Ｇ 関衝 かんしょう 手の少陽三焦経



手の缺陰心包経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少陰腎経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 湧泉 ゆうせん

2 然谷 ねんこく

3 太溪 たいけい

4 大鐘（大鍾） だいしょう

5 水泉 すいせん

6 照海 しょうかい

7 復溜 ふくりゅう

8 交信 こうしん

9 筑賓（郁賓） ちくひん

10 陰谷 いんこく

11 横骨 おうこつ

12 大赫 だいかく

13 氣穴（气穴） きけつ

14 四滿 しまん

15 中注 ちゅうちゅう

16 肓兪 こうゆ

17 商曲 しょうきょく

18 石關 せきかん

19 陰都 いんと

20 腹通谷（通谷） はらのつうこく

21 幽門 ゆうもん

22 歩廊 ほろう

23 神封 しんぷう

24 靈墟 れいきょ

25 神藏 しんぞう

26 彧中（或中） いくちゅう（わくちゅう）

27 兪府 ゆふ

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｃ 関元 かんげん 任脉

Ｄ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｅ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｆ 膻中 だんちゅう 任脉



足の少陰腎経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太腸小腸経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 少澤（少沢） しょうたく

2 前谷 ぜんこく

3 后溪 こうけい

4 腕骨 わんこつ

5 陽谷 ようこく

6 養老 ようろう

7 支正 しせい

8 小海 しょうかい

9 肩貞 けんてい

10 臑兪 じゅゆ

11 天宗 てんそう

12 秉風 へいふう

13 曲垣 きょくえん

14 肩外兪 けんがいゆ

15 肩中兪 けんちゅうゆ

16 天窗 てんそう

17 天容（天宗） てんよう

18 顴髎 かんりょう

19 聴宮 ちょうきゅう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大椎 だいつい1 督脉

Ａ 大椎 だいつい2 督脉

Ｂ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｂ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｅ 下脘 げかん 任脉

Ｆ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経

Ｇ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経



手の太腸小腸経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の太陰肺経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 中府 ちゅうふ

2 云門（雲門） うんもん

3 天府 てんぷ

4 俠白 きょうはく

5 尺澤 しゃくたく

6 孔最 こうさい

7 列缺 れっけつ

8 經渠 けいきょ

9 太淵 たいえん

10 魚際 ぎょさい

11 少商 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｂ 水分 すいぶん 任脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 商陽 しょうよう 手の陽明大腸経

１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陰心経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 极泉 きょくせん

2 青靈 せいれい

3 少海 しょうかい

4 靈道 れいどう

5 通里 つうり

6 陰郄 いんげき

7 神門 しんもん

8 少府 しょうふ

9 少沖 しょうしょう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｂ 下脘 げかん 任脉

Ｃ 少沢 しょうたく 手の太陽小腸経



手の太陰肺経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

手の少陰心経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．手の少陽三焦経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 關沖 かんしょう

2 液門 えきもん

3 中渚 ちゅうしょ

4 陽池 ようち

5 外關 がいかん

6 支溝 しこう

7 會宗 えそう

8 三陽絡 さんようらく

9 四瀆 しとく

10 天井 てんせい

11 清冷淵 せいれいえん

12 消濼 しょうれき

13 臑會 じゅえ

14 肩髎 けんりょう

15 天髎 てんりょう

16 天牖 てんよう

17 翳風 えいふう

18 瘈脉 けいみゃく

19 顱息 ろそく

20 角孫 かくそん

21 耳門 じもん

22 耳和髎（耳和） わりょう（じわ）

23 絲竹空 しちくくう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｂ 肩井 けんせい 足の少陽胆経

Ｃ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｄ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｅ 上脘 じょうかん 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｆ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｇ 下脘 げかん 任脉

Ｈ 陰交 いんこう 任脉

Ｉ 大椎 だいつい1 督脉

Ｉ 大椎 だいつい2 督脉

Ｊ 懸釐 けんり 足の少陽胆経

Ｋ 頷厭 がんえん 足の少陽胆経

Ｌ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｍ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｎ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

O 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｐ 瞳子髎 どうじりょう 足の少陽胆経



手の少陽三焦経【経穴経絡流注の図】　気の流
れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の腸明胃経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 承泣 しょうきゅう

2 四白 しはく

3 巨髎 こりょう

4 地倉 ちそう

5 大迎 だいげい

6 頬車 きょうしゃ

7 下關 げかん

8 頭維 ずい

9 人迎 じんげい

10 水突 すいとつ

11 氣舎（气舍） きしゃ

12 缺盆（欠盆） けつぼん

13 氣戸（气戸） きこ

14 庫房 こぼう

15 屋翳 おくえい

16 膺窗（膺窓） ようそう

17 乳中 にゅうちゅう

18 乳根 にゅうこん

19 不容 ふよう

20 承滿 しょうまん

21 梁門 りょうもん

22 關門 かんもん

23 太乙 たいいつ

24 滑肉門 かつにくもん

25 天樞 てんすう

26 外陵 がいりょう

27 大巨 だいこ

28 水道 すいどう

29 歸來 きらい

30 氣沖（气沖）気衝 きしょう

31 髀關 ひかん

32 伏兎 ふくと

33 陰市 いんし

34 梁丘 りょうきゅう

35 犢鼻 とくび

36 足三里 あしのさんり

37 上巨虚 じょうこきょ

38 條口 じょうこう

39 下巨虚 げこきょ

40 豐隆 ほうりゅう

41 解溪 かいけい

42 沖陽（衝陽） しょうよう

43 陷谷 かんこく

44 内庭 ないてい

45 厲兌 れいだ



箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｂ 神庭 しんてい 督脉

Ｃ 上脘 じょうかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｅ 隠白 いんぱく 足の太陰脾経

  

足の陽明胃経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 瞳子髎 どうしりょう

2 聽會（听會） ちょうえ

3 上關 じょうかん

3 客主人 きゃくしゅじん

4 頷厭 がんえん

5 懸顱 けんろ

6 懸釐（懸厘） けんり

7 曲鬢 きょくびん

8 率谷 そつこく

9 天沖 てんしょう

10 浮白 ふはく

11 頭竅陰 あたまのきょういん

12 完骨 かんこつ

13 本神 ほんじん

14 陽白 ようはく

15 頭臨泣（臨泣） あたきのりんきゅう

16 目窗（目窓） もくそう

17 正營 しょうえい

18 承靈 しょうれい

19 腦空 のうくう

20 風池 ふうち

21 肩井 けんせい

22 淵腋 えんえき

23 輒筋 ちょうきん

24 日月 じつげつ

25 京門 けいもん

26 帶脉 たいみゃく

27 五樞 ごすう

28 維道 いどう

29 居髎 きょりょう

30 環跳 かんちょう

31 （奇穴）風市 ふうし

32 中瀆 ちゅうとく

33 膝陽關、陽関(ようかん) ひざのようかん

33 足陽關、陽関(ようかん) あしのようかん

34 陽陵泉 ようりょうせん

35 陽交 ようこう

36 外丘 がいきゅう

37 光明 こうめい

38 陽輔、絶骨(ぜっこつ) ようほ

39 懸鐘、絶骨(ぜっこつ) けんしょう

40 丘墟 きゅうきょ

41 足臨泣 あしのりんきゅう

42 地五會 ぢごえ

43 俠溪 きょうけい

44 足竅陰（竅陰） あしのきょういん



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の少腸胆経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 大迎 たいげい 足の陽明胃経

Ｂ 顴髎 かんりょう 手の太陽小腸経

Ｃ 頬車 きょうしゃ 足の陽明胃経

Ｄ 聴宮 ちょうきゅう 手の太陽小腸経

Ｅ 翳風 えいふう 足の太陰脾経

Ｆ 角孫 かくそん 手の少陽三焦経

Ｇ 曲差 きょくさ 足の太陽膀胱経

Ｈ 睛明 せいめい 足の太陽膀胱経

Ｉ 天牖 てんよう 手の少陽三焦経

Ｊ 大椎 だいつい1 督脉

Ｊ 大椎 だいつい2 督脉

Ｋ 大杼 だいじょ 足の太陽膀胱経

Ｌ 秉風 へいふう 手の太陽小腸経

Ｍ 欠盆 けつぼん 足の陽明胃経

Ｎ 天池 てんち 手の厥陰心包経

Ｏ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｐ 章門 しょうもん 足の厥陰肝経

Ｑ 気衝 きしょう 足の陽明胃経

Ｒ 上髎 じょうりょう 足の太陽膀胱経

Ｓ 中髎 ちゅうりょう 足の太陽膀胱経

Ｔ 長強 ちょうきょう 督脉

Ｕ 太敦 たいとん 足の厥陰肝経



足の少陽胆経【経穴経絡流注の図】　気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 睛明 せいめい

2 攅竹 さんちく

3 (奇穴)眉沖 びしょう

4 曲差 きょくさ

5 五處 ごしょ

6 承光 しょうこう

7 通天 つうてん

8 絡卻 らっきゃく

9 玉枕 ぎょくちん

10 天柱 てんちゅう

11 大杼 たいじょ

12 風門 ふうもん

13 肺兪 はいゆ

14 厥陰兪 けついんゆ、けっちんゆ

15 心兪 しんゆ

16 （奇穴）督兪 とくゆ

17 膈兪 かくゆ

18 肝兪 かんゆ

19 膽兪（胆兪） たんゆ

20 脾兪 ひゆ

21 胃兪 いゆ

22 三焦兪 さんしょうゆ

23 腎兪 じんゆ

24 （奇穴）氣海兪 きかいゆ　（气海愈）

25 大腸兪 だいちょうゆ

26 (奇穴)關元兪 かんげんゆ

27 小腸兪 しょうちょうゆ

28 膀胱兪 ぼうこうゆ

29 中膂兪 ちゅうりょゆ

30 白環兪 はっかんゆ

31 上髎 じょうりょう

32 次髎 じりょう

33 中髎 ちゅうりょう

34 下髎 げりょう

35 會陽 えよう

36 承扶 しょうふ

37 殷門 いんもん

38 浮郄 ふげき

39 委陽 いよう

40 委中 いちゅう

41 附分 ふぶん

42 魄戸 はくこ

43 膏肓（膏肓愈） こうこう

44 神堂 しんどう

45 噫嘻 いき



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

-   その１



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陽膀胱経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

46 膈關 かくかん

47 魂門 こんもん

48 陽綱 ようこう

49 意舎 いしゃ

50 胃倉 いそう

51 肓門 こうもん

52 志室 ししつ

53 胞肓 ほうこう

54 秩邊 ちっぺん

55 合陽 ごうよう

56 承筋 しょうきん

57 承山 しょうざん

58 飛陽 ひよう

59 跗陽 ふよう

60 昆侖 こんろん

61 仆参（僕参） ぼきうさん（ぼくしん）

62 申脉 しんみゃく

63 金門 きんもん

64 京骨 けいこつ

65 束骨 そっこつ

66 足通谷（通谷） あしのつうこく（つうこく）

67 至陰 しいん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 神庭 しんてい 督脉

Ｂ 百会 ひゃくえ 督脉

Ｃ 率谷 そくこく 足の少陽胆経

Ｄ 浮白 ふはく 足の少陽胆経

Ｅ 竅陰 きょういん 足の少陽胆経

Ｆ 脳戸 のうこ 督脉

Ｇ 大椎 だいつい1 督脉

Ｇ 大椎 だいつい2 督脉

Ｈ 陶道 とうどう 督脉

Ｉ 環跳 かんちょう 足の少陽胆経

Ｊ 湧泉 ゆうせん 足の少陰腎経



足の太陽膀胱経【経穴経絡流注の図】気の流れ-
その２



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の厥陰肝経に所属する経穴の一覧表

箇所 経　穴　名 ふりがな

1 大敦 たいとん

2 行間 こうかん

3 太沖（太衝） たいしょう

4 中封 ちゅうほう

5 蠡溝 れいこう

6 中都 ちゅうと

7 膝關 しつかん

8 曲泉 きょくせん

9 陰包 いんぽう

10 足五里 あしのごり

11 陰簾 いんれん

12 （奇穴）急脉 きゅうみゃく

13 章門 しょうもん

14 期門 きもん

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 三陰交 さんいんこう 足の太陰脾経

Ｂ 衝門 しょうもん 足の太陰脾経

Ｃ 府舎 ふしゃ 足の太陰脾経

Ｄ 曲骨 きょくこつ 任脉

Ｅ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｆ 関元 かんげん 任脉

Ｇ 中脘 ちゅうかん 任脉

Ｈ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｉ 食竇 しょくとく 足の太陰脾経

Ｊ 淵腋 えんえき 足の少陽胆経

Ｋ 雲門 うんもん 手の太陰肺経

Ｌ 人迎 じんげい 足の陽明胃経

Ｍ 大迎 やいげい 足の陽明胃経

Ｎ 地倉 ちそう 足の陽明胃経

Ｏ 四白 しはく 足の陽明胃経

Ｐ 陽白 ようはく 足の少陽胆経

Ｑ 臨泣 りんきゅう 足の少陽胆経

Ｒ 百会 ひゃくえ 督脉



足の厥陰肝経【経穴経絡流注の図】　気の流れ



１．流注（経絡の流れの道筋）

２．足の太陰脾経に所属する経穴の一覧表

箇所 経穴名 ふりがな

1 隱白 いんぱく

2 大都 たいと

3 太白 たいはく

4 公孫 こうそん

5 商丘 しょうきゅう

6 三陰交 さんいんこう

7 漏谷 ろうこく

8 地機 ちき

9 陰陵泉 いんりょうせん

10 血海 けっかい

11 箕門 きもん

12 沖門 しょうもん

13 府舎 ふしゃ

14 腹結 ふっけつ

15 大横 だいおう

16 腹哀 ふくあい

17 食竇 しょくとく

18 天溪 てんけい

19 胸郷 きょうきょう

20 周榮 しゅうえい

21 大包 たいほう

箇所 経穴名 ふりがな 経　絡　名

Ａ 中極 ちゅうきょく 任脉

Ｂ 関元 かんげん 任脉

Ｃ 下脘 げかん 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん1 任脉

Ｄ 中脘 ちゅうかん2 任脉

Ｅ 日月 じつげつ 足の少陽胆経

Ｆ 期門 きもん 足の厥陰肝経

Ｇ 膻中 だんちゅう 任脉

Ｈ 中府 ちゅうふ 手の太陰肺経

Ｉ 人迎 じんげい 足の陽明胃経



足の太陰脾経【経穴経絡流注の図】　気の流れ

yamaguchi
テキストボックス
波動測定リストへ



・・・・ あ と が き ・・・・ 

 不思議な事があります、「国之常立之大神」１世と２世のエネルギーが測定され
ていましたが、２世が２０１４年３月１日に隠居され、入れ替わりに「弥勒菩薩」が降
臨されておられますと１２月１３日に知人から聞き及びました。 
 

 その国之常立之大神２世が隠居後１８０日後に、御嶽山（国之常立之大神２世
守護、現在守護無し）が噴火しました。 
 同じく２世の守護を受けておられた、方々のパワーが弱まりエネルギーの低下し
た人が測定されております。 
 
 弥勒菩薩ご降臨のエネルギーは、日本列島（北方４島含む、台湾は含まない）、
皇居、国会議事堂、伊勢神宮、出雲大社等は＋１０とその他、日本列島のデカ・
デルタピラミッドに於いて測定されました。   
             
 櫻神宮は弥勒菩薩＋１０、国之常立之大神＋１０、と測定されております。 
 
 国之常立之大神を祀る、玉置神社奥山の玉石神社では（2015/1/9別紙写真）、
弥勒菩薩＋１０、国之常立之大神＋１０と測定されております。 
 また、玉置神社も弥勒菩薩＋１０と測定されました。 



地球大霊 波動 

(２   

日本人霊  波動 

(２ 

４万年以前 波動 

 (２ 

造化気萬男之大神

波動    (２ 

造化気萬美之大神 

波動     (２ 

神聖属  波動 

(２   

国 之 常 立 之 大 神 

波動(２ 1/9 日(10 

国 之 常 姫 之 大 神 

波動(２ 1/9 日(10 

天之御中主神波動 

(２ 

天 之 常 立 之 大 神  

波動     (２ 

依邪那岐之大神

波動   (２   

依 邪 那 美 之 大 神 

波動    (２ 

道反魂   波動 

(２ 

気     波動 

生命エネルギ(10 

オーラ    波動 

       (２ 

造化気萬男神造

化気萬美神の作   

木(神経解毒･目視覚･

涙運動)天三降主神 

火 (精神･舌味覚･血

液･血管)天相合主神 

土(栄養消化唇口腔唾

液･筋肉)天八下主神 

金(呼吸排泄､鼻嗅覚､  

汗皮膚)天八百足日神 

天之五行神(２ 

木火土金水 

水(生命防衛､耳聴覚、  

尿･骨)天八十萬魂神 

弥勒菩薩 

2015.1.9 日（10 

波動 

( 

波動 

       ( 

 

玉 石 神 社 
（玉置神社 奥山） 

前６世紀建立     参考 ： 造化気萬男神波動 4万年以前、国之常立神波動 2萬6千年前     
＜担当者からのメッセージ＞  
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