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集

日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会

巻頭言
透析医学用語改訂の事始〜言葉は生きている
初めに言葉ありき とヨハネ聖書に記載されているが

事象が先に存在し

それから言葉が生まれる

のかもしれない 人間が社会生活を営む以上 共通語としての言葉がなければ 概念を表す方法はなく
意思

情報伝達の手段がなくなることになる

されている

最近映画にもなった

バベル

民族により言語がかくも異なる理由は
にも示されるように

で届く建造物（バベルの塔）を建てるのをみた神が
四方八方に分散させ
と言われている

旧約聖書に記載

人間が神に近づこうとして 天にま

人間の愚かさに怒り

塔を破壊して人間を世界の

互いに理解できないように異なる言語を使用するようにしてしまった結果である

そのため

民族

国家により独自の文字 言語文化を形成していくことになったとさ

れるわけである
言葉は人間社会において共通の意味と概念を持った内容でなければ潤滑油のように作用しない 社会
集団における相互の情報伝達手段として

言語は音声だけでなく文字

中でも日本語というのは特異な言語系統を持つことが知られている
用している不便さは
を越えて理解できるが

記号としても表現される その
民族や国家により異なる言語を使

外国語が苦手なものにとっては身にしみる

音楽や絵画という表現は民族や国境

言語の多様さを解決するには世界共通語があれば意思伝達もうまくいき 相互

の理解もよくなると考えてしまう
実際

エスペラントといわれる人工の国際語が発表されているが

うである

現実問題として通用度は少ないよ

世界共通の言葉として英語がもっとも現実味があるといえる

は英語で書くことにより世界中の研究者に理解され

西欧の科学を江戸末期に輸入することになった日本人にとっては
件であった

理解するだけでなく

う困難な作業は

外国語を理解することが必須の条

それを母国語に翻訳するという作業が必要になった

この翻訳とい

前野良沢や杉田玄白らによる解体新書における苦労話が余りにも有名である それま

で存在しなかった事象や内容に対して
案したわけである

医学や科学の分野でも 論文

評価されているのが現状である

その結果

言葉から内容までも理解できるように工夫して新しい用語を考

解剖学用語の大部分を現代のわれわれも利用しているということは驚異

的なことであるといえよう
翻って

透析という新しい臨床医学の出現により

要になってきたわけである

それまでの医学に存在しなかった内容や用語が必

初期の研究者や臨床家が独自の用語を使用していくことは必然性があった

としても混乱を招くことになった

初期のうちならともかく

もはや現在のように透析治療が世界的に

確立された時期ともなれば 統一された用語が必要といえるわけである 透析治療に使用される用語は
わが国独自のものもあれば
が

世界共通の用語も存在する

日本語に翻訳するのが難しい用語も存在する

透析にかかわるスタッフの公用語としての意味があり その内容を理解して適切に使用することが

できる

同じ内容も別の用語で話せば

意味が通じなくなるとか

誤った概念をもたらすことになりか

ねない

混乱を避ける上から透析医学という領域内で統一した用語を使用することが必要になるわけで

ある
このような点から このたび透析医療に関係する用語を再検討することになった これは 2006年 6月
の透析医学会総会のミニシンポジウムにおいて一部が公表され

その後も委員会を中心に検討がなされ

てきた 時を同じくして 日本腎臓学会も第 50回総会の記念事業として 17年ぶりに腎臓用語集を作成
する運びになった

当然のことであるが

より異なるようでは問題になる
ことになり

透析医学も腎臓病と密接に関連しており

同一用語が学会に

このため透析医学会と腎臓学会も用語の整合性のため互いに協力する

共通する用語を検討することが行われてきた

― 1―

今回

透析用語として約 1,000語が採用され

欧米語としておもに英語を採用している

言葉は生き

ていると言われるとおり 学問の進歩により消失したり 変更されたり 新規の用語が生まれたりする
従って今後も用語の改訂作業は数年後にも見直しを図る必要があるが

現時点での用語として編集する

ことができた

これを共通の標準語として広く

用語委員会の努力により纏め上げることができたので

臨床の現場で活用されることを希望するものである
平成 19年 9月
日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会
秋葉

隆 委員長

秋澤忠男 前委員長らの努力に感謝して
望星病院
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北岡建樹

透析医学用語集作成にあたっての原則 作成の経緯
委員会にて討議

決定された

透析医学用語集（以下用語集と略す）作成にあたっての原則および作

成の経緯を以下に列挙する（用語採録の原則については凡例も参照されたい)
１

今回の用語集は解説はいれずに

２

欧和

３

工学系の用語については

４

KDIGO/KDOQI で提起されているように
renal でなく
kidney をこの用語集でも採用する
か討論した結果 一般に広く定着していない用語もあるので 一部（例：chronic kidneydisease）

和欧

用語（日本語

欧語併記）のみとする

略語の 3つの形態を示す
臨床工学技士会から提案された訂正案を加味して検討した

にとどめる
５

訳語が複数ある場合は

６

和欧用語集にふさわしくないものは
いものは

優先順位をつけて

もっとも優先する訳語を先頭にする

欧和用語集のみに掲載し

逆に

欧和用語集にふさわしくな

和欧用語集のみに掲載する

７

日本腎臓学会の用語集作成委員会に委員を派遣し

８

用語集完成後

９

第 51回日本透析医学会学術集会ミニシンポジウム
「透析医学用語作成に向けて」
（平成 18年 6月 24

認定医専門医試験問題などは

両用語集に共通する用語に関する調整をする

用語集に基づいて改訂をする

日）の構成および担当を以下に示す
１) opening remarks（透析医学用語編纂の目的)
２) 医学用語を選定する作業の意味

秋澤忠男
鈴木正司

３) 保存期腎不全および基礎領域における新たな透析医学用語
(日本腎臓学会用語と連携した用語)

加藤明彦

４) 工学系サイドから見た透析用語使用上の問題点

峰島三千男

５) 血液透析と血液浄化に関連した用語（バスキュラーアクセスを含む)

安藤亮一

６) 透析医学用語集への期待（CAPD 関連

川西秀樹

急性血液浄化関連の用語)

７) 透析医学用語の作成について―副甲状腺か上皮小体かを中心に
８) closing remarks
10 用語集を理事会に諮り

冨永芳博
北岡建樹

全理事に用語集案を送り了承された

による小冊子の作成について

用語集の透析会誌への掲載 出版社

理事会から承認された

11 透析医学用語集の版権は日本透析医学会にある
文責：安藤亮一>
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日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会委員名簿
表 1 委員名簿
委員長 秋葉 隆
東京女子医科大学腎臓病総合医療センター 血液浄化療法科
(第 5回小委員会より)
秋澤忠男
昭和大学 腎臓内科
(第 1回〜第 4回ワーキンググループ委員会まで)
委員（五十音順)
安藤亮一
武蔵野赤十字病院 腎臓内科
加藤明彦
浜松医科大学附属病院 血液浄化療法部
川西秀樹
あかね会土谷総合病院 外科
北岡建樹
望星会望星病院
鈴木正司
信楽園病院 腎臓内科
冨永芳博
名古屋第二赤十字病院腎臓病総合医療センター 外科
峰島三千男 東京女子医科大学腎臓病総合医療センター 臨床工学科

表 2 委員会開催記録（第 5回より

用語集作成小委員会へ改称)

2005年 8月 5日 第 1回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006年 2月 2日 第 2回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006年 3月 23日 第 3回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006年 4月 14日 第 4回用語集作成ワーキンググループ委員会
2006年 6月 横浜
第 51回日本透析医学会学術集会ミニシンポジウムにて原案発表
2006年 11月 9日 第 5回用語集作成小委員会
2007年 1月 18日 第 6回用語集作成小委員会
2007年 2月 22日 第 7回用語集作成小委員会
2007年 5月 10日 第 8回用語集作成小委員会
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凡

例

１

用語採録の原則
透析 血液浄化の分野において使用される用語およびこれと関連の深い用語を採録した
採録された用語は 腎臓学用語集（日本腎臓学会編 南江堂 1998年) 内科学用語集（第 5版)
（日本
内科学会編 医学書院 1998年) 日本透析医学会認定医試験問題解説集（日本透析医学会 2005年) 日
本透析医学会雑誌索引（2000年〜2004年分) 日本急性血液浄化学会用語集（案）
（日本急性血液浄化学
会ホームページ) 日本アフェレーシス学会統一用語集（新しい用語 紛らわしい用語）
（日本アフェレー
シス学会雑誌 2001年) アメリカ腎臓学会抄録集 K/DOQI ガイドライン 主要国際雑誌を参考に選定
したものである バスキュラーアクセスに関する用語は日本透析医学会のバスキュラーアクセスガイド
ラインに拠った
用語採録に当たっての原則を以下に列記する
１) 用語集の範囲としては 血液浄化療法全般とし アフェレシス CAPD なども含めた
２) 疾患 病態 薬剤に関する用語も主なものは含めた
３) 血液浄化に使用される機器についても主なものは採録した 現在では使用されていない 古い機器
については 歴史上重要なもののみとした
４) 正式な用語ではないが 広く慣用的に使用されている用語（ブラッドアクセスなど）は 併記の形
で採用した
５) 用語によっては 商品名表記も併記した（例：リクセル クリットラインなど)
６) 日本腎臓学会の用語集と透析医学会の用語集に齟齬がないように調整した 血液浄化関係の語は透
析医学会用語集に 腎臓学用語に関しては日本腎臓学会用語集に合わせることを原則とした
２ 用語 表記
１) 複数の訳語
訳語が複数にわたるときは 先に記載してあるのが常用語である
例> hemodiafiltration
血液透析濾過 血液濾過透析
＝
adequacy of dialysis
optimal dialysis optimum dialysis
至適透析 適正透析 最適透析
２) 置き換え可能語 文字
( ）内に前の語 文字に替わって使用できる語 文字を示した
例> activated whole blood（coagulation)clotting time
活性化全血凝固時間
透析困難症
di(y)sdialysis syndrome
３) 省略可能語 文字
〔 〕内に慣例的に使用されているが 省略してもよい語 文字を示した
例> apheresis〔therapy〕
アフェレーシス〔療法〕
骨密度
bone〔mineral〕density
４) 同義語
＝
内に同意語あるいは同義語を示した
例> convective transport ＝convection
濾過に伴う溶質移動
＝
透析液
dialysis fluid
dialysate
５) 略語
略語は欧文のあとに
> で示した
６) 人名は原則としてアポストロフィ（ʻ
s）をつけた
７) その他
‑pathyは原則として
障害 を用い 用語によっては 症 とした
‑disease は原則として
病 を用い 用語によっては 症 とした
‑mia は‑‑‑‑‑血〔症〕と記載したが 状態を表すときは ‑‑‑‑血
疾患名を表すときには ‑‑‑血症
とした
文責：安藤亮一>
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欧和

編

1,25‑dihydroxyvitamin D

1,25‑水酸化ビタミン D

1α‑hydroxyvitamin D

1α‑水酸化ビタミン D

Ａ
〔protein〕
AA amyloid

〔蛋白(たんぱく)〕
AA アミロイド

abdominal angina

虚血性腹痛

abdominocentesis

腹腔穿刺

access blood flow ＝vascular access blood flow

アクセス血流量

〔rate〕＝vascular access recirculation
〔rate〕
access recirculation
アクセス再循環〔率〕
acetate

酢酸 アセテート

acetate dialysis

酢酸透析 アセテート透析

acetate free biofiltration AFBF>

アセテートフリーバイオフィルトレーション 無酢酸
バイオフィルトレーション

acetate intolerance

酢酸不耐症 アセテート不耐症

acid‑base balance

酸塩基平衡

acidemia

酸血症

acidosis

アシドーシス

acquired cystic disease of the kidney ACDK>

〔後天性〕
多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕

acquired cystic kidney disease ACKD>

〔後天性〕
多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕

acquired immunodeficiency syndrome AIDS>

後天性免疫不全症候群

acquired polycystic kidney disease

〔後天性〕
多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕

acquired renal cystic disease ARCD>

〔後天性〕
多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕

action potential

活動電位

activated carbon

活性炭

activated coagulation time ACT>

活性化凝固時間

activated partial thromboplastin time APTT>

活性化部分トロンボプラスチン時間

activated whole blood(coagulation)clotting time

活性化全血凝固時間

active vitamin D

活性〔型〕
ビタミン D

acute blood purification

急性血液浄化

acute cortical necrosis ACN>

急性〔腎〕
皮質壊死

acute kidney injury ＝acute renal failure AKI>

急性腎不全

acute non‑oliguric renal failure

急性非乏尿性腎不全

acute oliguric renal failure

急性乏尿性腎不全

acute on chronic renal failure

慢性腎不全急性増悪

acute polyuric renal failure

急性多尿性腎不全

acute renal failure ＝acute kidney injury ARF>

急性腎不全

acute tubular necrosis ATN>

急性尿細管え(壊)死

〔tubulo〕
acute
interstitial nephritis AIN>

急性〔尿細管〕
間質性腎炎
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adequacy of dialysis ＝optimal dialysis optimum dialysis
至適透析 適正透析

最適透析

adhesion

癒着

adjusted calcium

補正カルシウム

adrenocortical steroid

副腎皮質ステロイド

adrenomedulin AM >

アドレノメジュリン

adsorbent

吸着剤(材)

adsorption

吸着

advanced glycation end product AGE>

終末糖化物質 後期糖化最終産物

advanced lipoxidation end product ALE>

脂質過酸化最終産物

adynamic bone disease

無形成骨症

〔bubble〕
air
detector

気泡検知器

air embolism

空気塞栓〔症〕

air trap chamber

エアトラップチャンバ

〔protein〕
AL amyloid

〔蛋白(たんぱく)〕
AL アミロイド

albumin leakage

アルブミンリーク アルブミン漏出

alfacalcidol

アルファカルシドール

alkalemia

アルカリ〔性〕
血症

alkaline phosphatase

アルカリホスファターゼ

alkalosis

アルカローシス

allergic reaction

アレルギー反応

Alportʼ
s syndrome

アルポート症候群 オルポート症候群

〔i〕um
alumin

アルミニウム

〔i〕um〔related〕bone disease
alumin

アルミニウム骨症

〔i〕um encephalopathy
alumin

アルミニウム脳症

〔i〕um hydroxide
alumin

水酸化アルミニウム

〔i〕um intoxication
alumin

アルミニウム中毒

ambulatory blood pressure monitoring ABPM >

携帯式血圧モニタリング

amino acid transport

アミノ酸輸送

aminogly(u)coside antibiotic

アミノ配糖体抗生物質

amyloid

アミロイド

amyloid A protein

アミロイド A 蛋白(たんぱく)

amyloid deposit

アミロイド沈着〔物〕

amyloid kidney

アミロイド腎

amyloid light chain protein

アミロイド短鎖蛋白(たんぱく)
アミロイド L 鎖蛋白(たんぱく)

amyloid osteoarthropathy

アミロイド骨関節症

amyloid protein

アミロイド蛋白(たんぱく)

amyloidosis

アミロイドーシス アミロイド症

anandamide

アナンダマイド

anaphylactic shock

アナフィラキシーショック

anaphylactoid purpura nephritis ＝purpura nephritis

アナフィラクトイド紫斑病性腎炎 紫斑病性腎炎

anaphylaxis

アナフィラキシー

anasarca

全身水(浮)腫

aneurysm

動脈瘤

angiography

血管造影〔法〕
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angioplasty

血管形成術

angiotensin

アンジオテンシン

angiotensin converting enzyme

アンジオテンシン変換酵素

angiotensin converting enzyme inhibitor ACEI>

アンジオテンシン変換酵素阻害薬

angiotensin Ⅱ receptor

アンジオテンシンⅡ受容体(レセプター)

angiotensin Ⅱ receptor blocker ARB>

アンジオテンシンⅡ受容体(レセプター)拮抗薬

angitis ＝vasculitis

血管炎

anion exchange resin

陰イオン交換樹脂

anion gap AG>

アニオンギャップ 陰イオンギャップ

anionic site

陰荷電部位

ankle‑brachial pressure index ABI> API>

足関節上腕血圧比

antibody titer

抗体価

anticoagulant

抗凝固薬

anticoagulant therapy

抗凝固療法

anticoagulant‑free dialysis

無凝固薬透析

antigen‑antibody complex ＝immune complex

抗原抗体複合体

anti‑glomerular basement membrane antibody anti‑GBM antibody>
抗糸球体基底膜抗体
〔antibody〕nephritis
anti‑glomerular basement membrane
抗糸球体基底膜〔抗体〕腎炎
anti‑neutrophil cytoplasmic antibody ANCA>

抗好中球細胞質抗体

antiplatelet drug

抗血小板薬

antithrombin‑Ⅲ AT‑Ⅲ>

アンチトロンビンⅢ

antithrombin‑Ⅲ deficiency

アンチトロンビンⅢ欠損
〔症〕

anuria

無尿

aortic calcification

大動脈石灰化

aortic calcification index ACI>

大動脈石灰化指数

aortic wall stiffness

大動脈壁硬化度

apatite

アパタイト

〔therapy〕
apheresis

アフェレシス
〔療法〕

apoptosis

アポトーシス

aquaporin AQP>

アクアポリン

arachidonic acid

アラキドン酸

argatroban

アルガトロバン

arterial embolization

動脈塞栓術

arterial line

動脈側ライン

arteriosclerosis

動脈硬化〔症〕

arteriosclerosis obliterans ASO>

閉塞性動脈硬化症

arteriovenous anastomosis

動静脈吻合

arteriovenous fistula AVF>

動静脈瘻 自己血管使用皮下動静脈瘻 皮下動静脈瘻
内シャント

arteriovenous graft AVG>

人工血管使用皮下動静脈瘻 人工血管

arteriovenous shunt

外シャント 動静脈シャント

artificial kidney AK>

人工腎
〔臓〕

artificial liver

人工肝
〔臓〕

artificial membrane

人工膜
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artificial organ

人工臓器

ascites

腹水

assisted patency

二次開存率

atherogenic index AI>

動脈硬化指数

atherosclerosis

アテローム(粥状)硬化
〔症〕

atherosclerotic cardiovascular disease ASCVD>

アテローム硬化型心血管疾患

atrial natriuretic factor ANF>

心房性ナトリウム利尿因子

atrial natriuretic hormone

心房性ナトリウム利尿ホルモン

atrial natriuretic peptide ANP>

心房性ナトリウム利尿ペプチド

atrophic kidney ＝contracted kidney

萎縮腎

autoantibody

自己抗体

autoclave sterilization

高圧蒸気滅菌

autoimmune disease

自己免疫疾患

automated cleaning system

自動洗浄システム

automated peritoneal dialysis APD>

自動腹膜透析

autonomic nervous system dysfunction

自律神経〔機能〕
障害

autosomal dominant polycystic kidney disease ADPKD>
常染色体優性多発性囊胞腎
autosomal recessive polycystic kidney disease ARPKD>
常染色体劣性多発性囊胞腎
autotransplantation of parathyroid

副甲状腺(上皮小体)自家移植術

azotemia

高窒素血症

Ｂ
back diffusion

逆拡散

back filtration

逆濾過

〔a〕emia
bacter

菌血症

bicarbonate dialysis

重炭酸透析 バイカーボネート透析

bilirubin adsorption

ビリルビン吸着

binding protein

結合蛋白(たんぱく)

biocompatibility

生体適合性

bioelectric impedance analysis BIA>

バイオインピーダンス法

biofilm

バイオフィルム

biofiltration

バイオフィルトレーション

bioincompatibility

生体非(不)適合性

bisphosphonate

ビスホスホネート

bleeding tendency

出血傾向

blood circuit

血液回路

blood compatibility

血液適合性

blood flow rate ＝quantity of blood flow Q

Qb BFR>
血
〔液〕
流量

blood level

血中濃度

blood pump

血液ポンプ

blood purification

血液浄化〔療法〕

blood return

返血 回収
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blood urea nitrogen BUN>

血中尿素窒素

blood volume BV>

血液量 血液容積

blood warmer

血液加温器

body fluid ＝body water

体液

body mass index BMI>

体格指数

body surface area BSA>

体表面積

body water ＝body fluid

体液

［mineral］
bone
density BMD>

骨密度

bone alkaline phosphatase BAP>

骨型アルカリフォスファターゼ

bone cyst

骨のう(囊)胞

bone formation

骨形成

bone metabolic marker

骨代謝マーカー

bone metabolism

骨代謝

bone mineral content BM C>

骨塩量

bone remodelling

骨リモデリング

bone resorption

骨吸収

bone turnover

骨回転

boundary layer

境界層 境膜

bradykinin

ブラジキニン

brain natriuretic peptide BNP>

脳性ナトリウム利尿ペプチド

burning feet syndrome

灼足症候群

Ｃ
cardiothoracic ratio CTR>

心胸〔郭〕
比

calcific uremic arteriopathy CUA>

尿毒症性細小動脈石灰化症

calcification

石灰化

calcimimetics

カルシミメティクス

calcinosis

石灰沈着〔症〕

calciphylaxis

カルシフィラキシス

calcitonin

カルシトニン

calcitriol

カルシトリオール

calcium acetate

酢酸カルシウム

calcium binding protein CaBP>

カルシウム結合蛋白(たんぱく)

calcium carbonate

炭酸カルシウム

calcium channel blocker CCB>

カルシウムチャネル遮断薬 カルシウム拮抗薬

calcium sensing receptor CaR>

カルシウム感知受容体

calcium set point

カルシウムセットポイント

カルシウム受容体作動薬

calcium‑based phosphate binder ＝calcium‑containing phosphate binder
カルシウム含有リン吸着剤
calcium‑containing phosphate binder ＝calcium‑based phosphate binder
カルシウム含有リン吸着剤
calcium‑phosphate product ＝calcium‑phosphorus product Ca×P>
カルシウム リン積
calcium‑phosphorus product ＝calcium‑phosphate product Ca×P>
カルシウム リン積
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cannulation

カニューレ挿入

carbon adsorption media

活性炭吸着装置

carbon adsorption system

活性炭吸着システム

carbonyl stress

カルボニルストレス

cardiac tamponade

心タンポナーデ

cardiovascular disease CVD>

心血管疾患

cardio‑renal‑anemia syndrome

心腎貧血症候群

carnitine

カルニチン

carotid echography

頸動脈エコー

carpal tunnel syndrome CTS>

手根管症候群

catheter malposition

カテーテル位置異常

catheter‑related infection

カテーテル関連感染症

cation

カチオン 陽イオン

cation exchange resin

陽イオン交換樹脂

celite‑activated coagulation(clotting)time CCT>

セライト賦活全血凝固時間

cell‑free concentrated ascites reinfusion therapy CART>
腹水濾過濃縮再静注〔法〕
cellular membrane clearance Kc>

細胞膜クリアランス

cellulose acetate CA>

酢酸セルロース セルロースアセテート

cellulose diacetate

セルロースジアセテート

cellulose membrane

セルロース膜

cellulose triacetate

セルローストリアセテート

central dialysis fluid delivery system

多人数用透析液供給装置

central monitoring system

中央監視システム

centrifugal plasma separation

遠心〔式〕
血漿分離

centrifugal plasmapheresis

遠心〔式〕
血漿交換

charcoal hemoperfusion

活性炭血液灌流〔法〕 活性炭血液吸着
〔法〕

charge selective filter

荷電選択性フィルタ(濾過膜)

charge selectivity

荷電選択性

chelation therapy

キレート療法

chemical mediator

ケミカルメディエータ 化学メディエータ

chlorhexidine

クロルヘキシジン

cholesterol embolism

コレステロール塞栓〔症〕

chondroitin sulfate iron colloid

コンドロイチン硫酸

chronic hemodialysis

慢性(維持)血液透析

鉄コロイド

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy CIDP>
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
chronic kidney disease CKD>

慢性腎臓病

chronic kidney disease‑mineral and bone disorder CKD‑M BD>
慢性腎臓病
〔に伴う〕
骨ミネラル〔代謝〕異常〔症〕
慢性腎臓病
〔に伴う〕
ミネラル骨〔代謝〕異常〔症〕
chronic pyelonephritis

慢性腎盂腎炎

chronic renal failure CRF>

慢性腎不全

chronic〔glomerulo〕nephritis CGN>

慢性〔糸球体〕
腎炎

chronic〔tubulo〕interstitial nephritis

慢性〔尿細管〕
間質性腎炎

circadian rhythm ＝diurnal rhythm

概日リズム
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circulating blood volume

循環血液量

circulating plasma volume

循環血漿量

clear space

クリアスペース

clearance

クリアランス

coagulation

凝固

coagulation defect

凝固欠損

coagulation factor

凝固因子

coil〔type〕dialyzer

コイル型透析器(ダイアライザ)

colloid osmotic pressure

膠質(コロイド)浸透圧

compartment model

コンパートメントモデル

complement

補体

complement activation

補体活性〔化〕

complementary dialysis

血液透析腹膜透析併用療法

concentration gradient

濃度勾配

concentration polarization

濃度分極

conductivity

伝導度

congestive heart failure CHF>

うっ血性心不全

console

コンソール

constant pressure filtration

定圧濾過

constant rate filtration

定速濾過

continuous ambulatory peritoneal dialysis CAPD>

連続(持続)携行式腹膜透析

continuous arteriovenous hemofiltration CAVH>

持続的動静脈血液濾過

continuous blood purification CBP>

持続的血液浄化

continuous cycling peritoneal dialysis CCPD>

連続(持続)周期的腹膜透析

continuous hemodiafiltration CHDF>

持続的血液透析濾過

continuous hemodialysis CHD>

持続的血液透析

continuous hemofiltration CHF>

持続的血液濾過

continuous renal replacement therapy CRRT>

持続的腎代替療法 持続的腎機能代行療法

continuous venovenous hemodialysis CVVHD>

持続的静静脈血液透析

continuous venovenous hemofiltration CVVH>

持続的静静脈血液濾過

contracted kidney ＝atrophic kidney

萎縮腎

contraction alkalosis

体液濃縮(減少)性アルカローシス

convection ＝convective transport

濾過に伴う溶質移動

convective transport ＝convection

濾過に伴う溶質移動

coronary angiography

冠動脈造影

coronary artery bypass graft surgery CABG>

冠動脈バイパス術

coronary artery calcification score CACS>

冠動脈石灰化指数

coronary artery disease CAD>

冠動脈疾患

coronary artery stenosis

冠動脈狭窄

cotransport ＝synport

共輸送

counter flow

向流 対向流

countertransport

逆輸送

creatinine

クレアチニン

creatinine clearance Ccr>

クレアチニンクリアランス

creatinine production rate

クレアチニン産生速度

crush syndrome

挫滅症候群 圧挫症候群
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持続的血液濾過透析

cryofiltration

クリオフィルトレーション 冷却濾過
〔法〕

cryoglobulinemia

クリオグロブリン血症

cuprophane

クプロファン

cutaneous calcification

皮下石灰化
〔症〕

cut‑off level

カットオフ値

cut‑off point

カットオフポイント

cycler

サイクラー

cystic kidney(renal)disease

のう(囊)胞
〔性〕
腎
〔疾患〕

cytapheresis

血球成分除去療法

Ｄ
daily hemodialysis DHD>

連日血液透析

daytime ambulatory peritoneal dialysis DAPD>

昼間携行式腹膜透析

declotting

血栓除去〔術〕

deferoxamine DFO>

デフェロキサミン

dehydration

脱水〔症〕

deionization system

純水化システム 純水化装置

demyelinating neuropathy

脱髄性ニューロパチー

demyelinating polyneuropathy

脱髄性多発ニューロパチー

destructive spondyloarthropathy DSA>

破壊性脊椎関節症

di(y)sdialysis syndrome

透析困難症

diabetic nephropathy

糖尿病性腎症

dialysance

ダイアリザンス

dialysate composition

透析液組成

dialysate connector

カプラー

dialysate flow rate ＝qauntitiy of dialysate(dialysis fluid)flow Q

Qd>

透析液流量
dialysate ＝dialysis fluid

透析液

dialysate‑to‑plasma ratio

透析液/血漿濃度比 D/P 比

dialysis amyloidosis

透析アミロイドーシス 透析アミロイド症

dialysis arthropathy

透析関節症

dialysis bath

透析槽

dialysis dementia

透析痴呆

dialysis di(y)sequilibrium syndrome

透析不均衡症候群

dialysis dose

透析量

dialysis efficiency

透析効率

dialysis encephalopathy

透析脳症

dialysis fluid circuit

透析液回路

dialysis fluid ＝dialysate

透析液

dialysis fluid〔dialysate〕delivery system

透析液供給装置

dialysis hypotension

透析低血圧

dialysis machine

透析装置

dialysis membrane

透析膜

dialysis related complication

透析合併症

dialysis time

透析時間
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dialysis tolerance

透析耐容性

dialysis vintage ＝time on dialysis

透析歴

〔therapy〕
dialysis

透析〔療法〕

dialyzability

透析性

dialyzer

透析器 ダイアライザ

dialyzer reuse

透析器(ダイアライザ)再使用

diethylhexylphthalate DEHP>

ジエチルヘキシルフタレート

diffusion

拡散

diffusive transport

拡散輸送

digital subtraction angiography DSA>

デジタルサブトラクション血管造影
〔法〕

dilated cardiomyopathy DCM >

拡張型心筋症

direct hemoperfusion ＝hemoadsorption DHP>

直接血液灌流 直接血液吸着

disposable dialyzer

使い捨て透析器(ダイアライザ)

disseminated intravascular coagulation DIC>

播種性血管内凝固症候群 播種性血管内
〔血液〕
凝固

distal cuff ＝external cuff

外部カフ

distribution volume

分布容量

diuresis

利尿

〔drug〕
diuretic

利尿薬

diurnal rhythm ＝circadian rhythm

概日リズム

doppler ultrasonography

超音波ドプラ法

double cuffed catheter

ダブルカフカテーテル

double filtration plasmapheresis DFPP>

二重膜濾過血漿交換〔療法〕

double lumen catheter ＝dual‑lumen catheter

ダブルルーメンカテーテル

drip chamber

ドリップチャンバ

drug intoxication

薬物中毒

dry type membrane

ドライタイプ膜

dry weight ＝estimated ideal weight

ドライウェイト 目標体重 基礎体重 乾燥体重

dual energy X‑ray absorptiometry DEXA>

二重エネルギーX 線骨塩分析法

dual‑lumen catheter ＝double lumen catheter

ダブルルーメンカテーテル

dwell time

滞留時間

Ｅ
ectopic calcification ＝metastatic calcification extraosseous calcification
異所性石灰化
edema

浮腫

effective circulating blood volume

有効循環血液量

effective circulating plasma volume

有効循環血漿量

efficiency of dialysis

透析効率

elasticizer

可塑剤

electrolyte

電解質

electromagnetic flowmeter

電磁流量計

encapsulating peritoneal sclerosis EPS>

被囊性腹膜硬化症

endogenous creatinine clearance

内因性クレアチニンクリアランス

endogenous urea clearance

内因性尿素クリアランス

endoscopical decompression of the carpal tunnel

内視鏡的手根管開放術
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endothelial injury

血管内皮傷害

endothelin ET>

エンドセリン

〔therapy〕
endotoxin adsorption

エンドトキシン吸着〔療法〕

endotoxin shock

エンドトキシンショック

endotoxin unit EU>

エンドトキシン単位

endotoxin‑retentive filter

エンドトキシン除去フィルター

end‑stage kidney disease ESKD>

末期腎臓病

end‑stage renal disease ESRD>

末期腎疾患 末期腎不全

end‑stage renal failure ESRF>

末期腎不全

erectile dysfunction ED>

勃起障害

erythropoiesis

造血

erythropoiesis stimulating agent ESA>

赤血球造血刺激因子製剤

erythropoietin EPO>

エリスロポエチン

erythropoietin deficiency anemia

エリスロポエチン欠乏性貧血

erythropoietin hyporesponsiveness

エリスロポエチン低反応

erythropoietin resistant anemia

エリスロポエチン抵抗性貧血

estimated ideal weight ＝dry weight

ドライウェイト 目標体重 基礎体重 乾燥重量

ethylene glycol

エチレングリコール

ethylene oxide gas EOG>

エチレンオキサイドガス

ethylene oxide gas sterilization

エチレンオキサイドガス滅菌

ethylene vinyl alcohol EVA>

エチレンビニルアルコール

exit site infection ESI>

出口部感染

expanded‑polytetrafluoroethylene graft e‑PTFE graft>
拡張ポリテトラフルオロエチレン(e‑PTFE)グラフト
(人工血管)
external cuff ＝distal cuff)

外部カフ

external shunt

外シャント

extracellular

細胞外
〔性〕

extracellular fluid ECF>

細胞外液

extracorponeal ultrafiltration method ＝isolated ultrafiltration ECUM >
体外限外濾過法 ECUM
extraosseous calcification ＝ectopic calcification metastatic calcification
異所性石灰化
肺外結核

extrapulmonary tuberculosis

Ｆ
Fabryʼ
s disease

ファブリー病 ファブリ病

falecalcitriol

ファレカルシトリオール

familial amyloidosis

家族性アミロイドーシス 家族性アミロイド症

familial hypercholesterolemia FH>

家族性高コレステロール血症

ferritin

フェリチン

fiber density ratio FDR>

充填率

fibrin

フィブリン

fibrin degradation product FDP>

フィブリン分解産物

fibrinogen

フィブリノゲン
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fibrinolysis

線維素溶解現象 線溶現象

filtration

濾過

filtration coefficient ＝hydraulic permeability

濾過係数

filtration constant

濾過定数
濾過圧

filtration pressure
filtration rate Q

Qf>

濾過速度

first dialysis syndrome ＝first use syndrome

初回透析症候群

first use syndrome ＝first dialysis syndrome

初回透析症候群

flexible double lumen catheter FDL catheter>

軟性ダブルルーメンカテーテル

fluid removal ＝water removal

除水量

Forgaty catheter

フォガティカテーテル

fouling

ファウリング 蛋白(たんぱく)の膜付着

fulminant hepatitis

劇症肝炎

functional iron deficiency

機能的鉄欠乏

fungal peritonitis

真菌性腹膜炎

Ｇ
gel polarization

ゲル分極

generation rate G>

産生速度

Gibbs‑Donnan equilibrium

ギブス ドナン平衡

glucose degradation product GDP>

ブドウ糖変性
〔代謝〕
産物

glucose intolerance

耐糖能異常

Goodpastureʼ
s syndrome

グッドパスチャー症候群

graft

人工血管

granulocytapheresis GCAP>

顆粒球除去療法

gross hematuria ＝macroscopic hematuria

肉眼的血尿

Guillain‑Barre syndrome

ギラン バレー症候群

Ｈ
header

ヘッダー

hemoadsorption ＝direct hemoperfusion

血液吸着

hemochromatosis

ヘモクロマトーシス

hemoconcentration

血液濃縮

hemodiafiltration HDF>

血液透析濾過 血液濾過透析

hemodialysis HD>

血液透析

hemodialysis machine

血液透析装置

hemodilution

血液希釈

hemofiltration HF>

血液濾過

hemolytic uremic syndrome HUS>

溶血性尿毒症症候群

hemoperfusion HP>

血液灌流 血液吸着

hemosiderosis

ヘモジデローシス

heparin

ヘパリン

heparin infuser

ヘパリン注入器

heparin pump

ヘパリンポンプ
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heparin‑free dialysis

無ヘパリン透析

heparin‑induced thrombocytopenia HIT>

ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症

heparinization

ヘパリン化

hepatic assist therapy

肝補助療法

hepatic encephalopathy

肝性脳症

hepatitis B

B 型肝炎

hepatitis B virus HBV>

B 型肝炎ウイルス

hepatitis C

C 型肝炎

hepatitis C virus HCV>

C 型肝炎ウイルス

hepatorenal syndrome

肝腎症候群

hereditary nephritis(nephropathy)

遺伝性腎炎(症)

high performance membrane HPM >

ハイパフォーマンス膜 高性能膜

high permeable membrane

高透過型膜

high turnover bone

高回転骨

high‑flux membrane

ハイフラックス膜

high‑output heart failure

高心拍出〔性〕
心不全

high‑sodium hemodialysis

高ナトリウム透析

HLA gene complex

HLA 遺伝子複合体

HLA type

HLA 型

hollow fiber

中空糸

hollow fiber density rate

中空糸充填率

hollow fiber length

中空糸長

hollow fiber〔capillary〕dialyzer

中空糸型透析器(ダイアライザ)

home dialysis

家庭透析 在宅透析

home hemodialysis

家庭血液透析 在宅血液透析

homeostasis

ホメオスタシス 恒常性

homocysteine

ホモシステイン

hot water disinfection system

熱水殺菌システム

housing

ハウジング 外筒

〔syndrome〕
hungry bone

ハングリーボーン
〔症候群〕

hydraulic permeability ＝filtration coefficient

濾過係数

hydraulic pressure

静水圧

hydrophilic

親水性

hydrophobic

疎水性

hydrostatic pressure

静水圧

hyperaluminemia

高アルミニウム血症

hyperammonemia

高アンモニア血症

hypercalcemia

高カルシウム血症

hyperchloremia

高クロール血症 高塩素血症

hyperchloremic acidosis

高クロール血症性アシドーシス
高塩素血症性アシドーシス

hypercholesterolemia

高コレステロール血症

hypercoagulability

凝固亢進状態 過凝固状態

hyperkalemia ＝hyperpotassemia

高カリウム血症

hyperlipidemia

高脂血症

hypermagnesemia

高マグネシウム血症
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hypernatremia

高ナトリウム血症

hyperosmolarity

高浸透圧

hyperoxalosis

高シュウ(蓚)酸血症

hyperparathyroidism

副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

hyperphosphatemia

高リン(酸)血症

hyperplasia

過形成

hyperpotassemia ＝hyperkalemia

高カリウム血症

hypertension

高血圧

hypertensive crisis

高血圧クリーゼ

hypertensive encephalopathy

高血圧性脳症

hypertonic hemodiafiltration

高張性血液透析濾過〔法〕

hyperviscosity syndrome

過粘〔稠〕
度症候群

hypervolemia ＝volume expansion

体液量増加

hypoalbuminemia

低アルブミン血症

hypocalcemia

低カルシウム血症

hypocalcemic dialysate

低カルシウム透析液

hypochlorous acid

次亜塩素酸

hypoglycemia

低血糖
〔症〕

hypokalemia ＝hypopotassemia

低カリウム血症

hyponatremia

低ナトリウム血症

hypoosmolarity

低浸透圧

hypoparathyroidism

副甲状腺(上皮小体)機能低下症

〔acute〕
hypoperfusion
renal failure

低灌流性〔急性〕
腎不全

hypoplastic kidney

低形成腎 形成不全腎

hypopotassemia ＝hypokalemia

低カリウム血症

hypoproteinemia

低蛋白(たんぱく)血症

hypotonic

低張〔性〕
〔の〕

hypotonic solution

低張液

hypovolemia ＝volume depletion

体液量減少

Ｉ
icodextrin

イコデキストリン

IgA nephropathy(nephritis)

IgA 腎症(炎)

immediate〔type〕allergy

即時〔型〕
アレルギー

immune complex ＝antigen‑antibody complex IC>

免疫複合体

immunoadsorption plasmapheresis IAPP>

免疫吸着〔法〕

immunodeficiency

免疫不全

immunoglobulin

免疫グロブリン

immunosuppressive therapy

免疫抑制療法

impaired glucose tolerance IGT>

耐糖能異常

impotence

性的不能

individual dialysis fluid delivery system

個人用透析液供給装置

infection control

感染対策

infective endocarditis

感染性心内膜炎

inferior vena cava diameter

下大静脈径
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inflammatory bowel disease

炎症性腸疾患

inlet pressure

入口圧

interferon

インターフェロン

interleukin IL>

インターロイキン

intermittent ambulatory peritoneal dialysis

間欠的携行式腹膜透析

intermittent automated peritoneal dialysis

間欠的自動腹膜透析

intermittent peritoneal dialysis IPD>

間欠的腹膜透析

intermittent renal replacement therapy IRRT>

間欠的腎代替療法 間欠的腎機能代行療法

internal cuff

内部カフ

internal filtration‑enhanced hemodialysis IFEHD>

内部濾過促進型血液透析

intervention

インターベンション

intimal hyperplasia

内膜肥厚

intima‑media thickness IM T>

内膜中膜複合体厚 内膜中膜複合壁厚

intoxication

中毒

intracellular fluid ICF>

細胞内液

intractable ascites

難治性腹水

intradialytic parenteral nutrition IDPN>

透析時静脈栄養

intravascular ultrasonography IVUS>

血管内超音波

ion exchange resin

イオン交換樹脂

ionized calcium

イオン化カルシウム

iron deficiency anemia

鉄欠乏性貧血

ischemic acute renal failure

虚血性急性腎不全

ischemic colitis

虚血性腸炎

ischemic heart disease IHD>

虚血性心疾患

ischemic kidney

虚血腎

isolated ultrafiltration ＝extracorponeal ultrafiltration method
単独限外濾過 体外限外濾過法 ECUM
isotonic

等張〔性〕
〔の〕

isotonic solution

等張液

isotonicity

等張性

Ｋ
kallikrein‑kinin system

カリクレイン キニン系

kaolin‑activated coagulation(clotting)time KCT>

カオリン賦活全血凝固時間

key board sign

キーボード徴候

kidney disease improving gloval outcome KDIGO>

腎臓病予後対策国際機構

kidney disease ＝renal disease

腎疾患 腎臓病

kidney function ＝renal function

腎機能

Kiil〔type〕dialyzer

キール型透析器(ダイアライザ)

Kolff〔type〕dialyzer

コルフ型透析器(ダイアライザ)

Ｌ
lactic acidosis

乳酸〔性〕
アシドーシス

〔therapy〕
LDL adsorption

〔療法〕
LDL 吸着
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LDL aphresis

LDL アフェレシス

left ventricular diastolic dysfunction

左室拡張能障害

left ventricular ejection fraction

左室駆出率

left ventricular mass index

左室心筋重量係数

left ventricular systolic dysfunction

左室収縮能障害

leukapheresis ＝leukocytapheresis

白血球除去療法

leukocytapheresis LCAP> ＝leukapheresis

白血球除去療法

ligand

リガンド 官能基

light chain deposition disease

軽鎖(L 鎖)沈着症

line cramp

回路クランプ

lipopolysaccharide LPS>

リポ多糖体

lipoprotein lipase LPL>

リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ

lipoprotein(a) Lp(a)>

リポプロテイン(a)

loop diuretic

ループ利尿薬

low density lipoprotein(LDL)adsorption〔therapy〕

低比重リポ蛋白(LDL)吸着〔療法〕

low density lipoprotein(LDL)apheresis

低比重リポ蛋白(LDL)アフェレシス

low molecular weight heparin LM WH>

低分子
〔量〕ヘパリン

low molecular weight protein LMWP>

低分子
〔量〕蛋白(たんぱく)

low protein diet

低蛋白(たんぱく)食

low temperature dialysis

低温透析

low turnover bone

低回転骨

luer lock

ルアーロック

lung congestion

肺うっ血

lupus nephritis

ループス腎炎

lymphocytapheresis

リンパ球除去療法 リンパ球分離
〔法〕

lymphoplasmapheresis

リンパ球血漿分離(交換)
〔法〕
リンパ球プラスマフェレシス

Ｍ
macroglobulinemia

マクログロブリン血症

macrophage

マクロファージ

macroscopic hematuria ＝gross hematuria

肉眼的血尿

magnetic resonance imaging M RI>

磁気共鳴〔画〕
像

maintenance dialysis

維持透析

maintenance dialysis patient

維持透析患者

maintenance hemodialysis

維持血液透析

malignant hypertension

悪性高血圧
〔症〕

malignant nephrosclerosis

悪性腎硬化症

malnutrition

栄養不良

malnutriton inflammation atherosclerosis syndrome

MIA 症候群

mass transfer area coefficient KoA>

総括物質移動面積係数

mass transfer coefficient

物質移動係数 物質輸送係数

maxacalcitol

マキサカルシトール

mean pore size

平均細孔半径

medial calcification

中膜石灰化
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medical waste

医療廃棄物

membrane area

膜面積

membrane permeability

膜透過性

membrane plasma separation

膜式血漿分離 膜濾過血漿分離

membrane plasmapheresis

膜式血漿分離(交換)

membrane thickness

膜厚

mesothelial cell

中皮細胞

mesothelium

中皮

metabolic acidosis

代謝性アシドーシス

metabolic alkalosis

代謝性アルカローシス

metabolic syndrome

メタボリックシンドローム

metastatic calcification ＝ectopic calcification extraosseous calcification
異所性石灰化
methicillin‑resistant Staphylococcus aureus MRSA>

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

methylguanidine

メチルグアニジン

microangiopathic hemolytic anemia MHA>

微小血管症性溶血性貧血

microfilter

マイクロフィルタ

microfiltration

精密濾過

〔weight〕
middle molecular
substance

中分子
〔量〕物質

middle molecule hypothesis

中分子
〔量物質〕
仮説

M iller‑Fisher syndrome

ミラー フィッシャー症候群

minimally invasive direct coronary artery bypass M IDCAB>
低侵襲冠動脈バイパス術
molecular weight MW >

分子量

multi‑detector computed tomography MDCT>

多列検出型 CT

multiple myeloma

多発性骨髄腫

multiple organ dysfunction syndrome MODS>

多臓器不全症候群

multiple organ failure M OF>

多臓器不全

multi‑slice computed tomography M SCT>

マルチスライス CT

mupirocin

ムピロシン

muscle cramp

筋痙攣

myeloma kidney

骨髄腫腎

myogloblinemia

ミオグロビン血症

myogloblinuria

ミオグロビン尿症

Ｎ
nafamostat mesilate

メシル酸ナファモスタット

nephrectomy

腎
〔臓〕
摘出術

nephrocalcinosis

腎石灰
〔化〕症

nephrogenic systemic fibrosis NSF>

腎性全身性線維症

nephrophthisis ＝renal tuberculosis nephrotuberculosis
腎結核症
nephrosclerosis ＝renal sclerosis

腎硬化症

nephrotoxic acute renal failure

腎毒性急性腎不全

nephrotoxic agent

腎毒性物質(因子)
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腎毒性

nephrotoxicity

nephrotuberculosis ＝renal tuberculosis nephrophthisis
腎結核症
nerve conduction velocity NCV>

神経伝導速度

neutral dialysate

中性透析液

nitric oxide NO>

一酸化窒素

nitrogen balance

窒素出納 窒素バランス

nitrogen equilibrium

窒素平衡

nocturnal intermittent peritoneal dialysis NIPD>

夜間間欠的腹膜透析

nocturnal peritoneal dialysis NPD>

夜間腹膜透析

nodular hyperplasia

結節性過形成

nonfunctioning kidney

無機能腎

noninvasive and continuous circulating plasma volume monitoring instrument
非観血的連続循環血漿量監視装置
noninvasive and continuous hematocrit monitoring instrument
非観血的連続ヘマトクリット測定装置
クリットライン
non‑oliguric acute renal failure

非乏尿性急性腎不全

normalized dialysis dose

標準化透析量

normalized protein catabolic rate nPCR>

標準化蛋白(たんぱく)異化率

nosocomial infection

院内感染

〔al〕support team NST>
nutrition

栄養サポートチーム

nutritional assessment

栄養アセスメント 栄養評価法

nutritional deficiency

栄養欠乏〔症〕

nutritional index

栄養指標

nutritional management

栄養管理

nutritional therapy

栄養療法

nutritive requirement

栄養需要量

Ｏ
oliguria

乏尿

oliguric acute renal failure

乏尿性急性腎不全

on‑line hemodiafiltration

オンライン血液透析濾過(血液濾過透析)

optimal dialysis ＝optimum dialysis adequacy of dialysis
至適透析 適正透析
optimal dialysis dose ＝optimum dialysis dose

最適透析

至適透析量

optimum dialysis ＝optimal dialysis adequacy of dialysis
至適透析 適正透析

最適透析

optimum dialysis dose ＝optimal dialysis dose

至適透析量

oral vitamin D pulse therapy

経口ビタミン D パルス療法

orthopnea

起座呼吸

orthostatic hypotension

起立性低血圧

osmotic gradient

浸透圧勾配

osmotic pressure

浸透圧

osteitis fibrosa

線維性骨炎
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osteitis fibrosa cystica

線維性のう(囊)胞性骨炎

osteoblast

骨芽細胞

osteocalcin

オステオカルシン

osteoclast

破骨細胞

osteomalacia

骨軟化症

osteopenia

骨減少症

osteoporosis

骨粗鬆症

osteosclerosis

骨硬化症

overall mass transfer area coefficient MTAC>

総括物質移動 膜面積係数

overhydration

水分過剰 溢水

oxacalcitriol

オキサカルシトリオール

oxidative stress

酸化〔的〕
ストレス

oxidized low density lipoprotein LDL>

酸化低比重リポ蛋白(LDL)

oxygen radical

活性酸素

ozone disinfection system

オゾン滅菌システム

Ｐ
parallel flow

並流

parallel‑plate dialyzer ＝plate type dialyzer

平板型透析器(ダイアライザ)
積層型透析器(ダイアライザ)

paraquat intoxication

パラコート中毒

parathormone ＝parathyroid hormone PTH>

副甲状腺(上皮小体)ホルモン

parathyroid function

副甲状腺(上皮小体)機能

parathyroid hormone ＝parathormone PTH>

副甲状腺(上皮小体)ホルモン

parathyroid hormone receptor

副甲状腺(上皮小体)ホルモン受容体(レセプター)

parathyroid hyperplasia

副甲状腺(上皮小体)過形成

parathyroid intervention

副甲状腺(上皮小体)インターベンション

parathyroidectomy PTX>

副甲状腺(上皮小体)摘出術

parenchymal acute renal failure

腎
〔実質〕
性急性腎不全

patient monitor equipment

患者監視装置

pepper pot skull ＝salt and pepper skull

胡麻塩頭蓋 X 線像

peracetic acid

過酢酸

percutaneous parathyroid calcitriol injection therapy PCIT>
経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法
percutaneous parathyroid ethanol injection therapy PEIT>
経皮的副甲状腺(上皮小体)エタノール注入療法
percutaneous parathyroid maxacalcitol injection therapy PMIT>
経皮的副甲状腺(上皮小体)マキサカルシトール注入療法
percutaneous renal artery embolization

経皮的腎動脈塞栓術

percutaneous transluminal angioplasty PTA>

経皮経管的血管形成術

percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy PTCRA>
ロータブレータ
percutaneous venous catheter

経皮的静脈
〔留置〕
カテーテル

pericardial effusion

心膜液

pericardiectomy

心膜切除術
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pericardiocentesis

心膜穿刺〔術〕

peripheral arterial disease PAD>

末梢動脈疾患

peripheral arterial occlussive disease PAOD>

末梢動脈閉塞性疾患

peripheral blood stem cell collection PBSCC>

末梢血幹細胞採取

peripheral blood stem cell transplantation PBSCT>

末梢血幹細胞移植

peripheral neuropathy

末梢ニューロパチー(神経障害)

peripheral vascular resistance

末梢血管抵抗

peritoneal access

腹腔アクセス

peritoneal biopsy

腹膜生検

peritoneal catheter

腹膜〔透析〕カテーテル

peritoneal clearance

腹膜クリアランス

peritoneal dialysis PD>

腹膜透析

peritoneal dialysis fluid

腹膜透析液

peritoneal equilibration test PET>

腹膜平衡試験(PET)

peritoneal fibrosis

腹膜線維症

peritoneal function

腹膜機能

peritoneal lavage

腹腔洗浄

peritoneal membrane ＝peritoneum

腹膜

peritoneal mesothelial cell PMC>

腹膜中皮細胞

peritoneal permeability

腹膜透過性

peritoneal sclerosis

腹膜硬化症

peritoneum ＝peritoneal membrane

腹膜

peritonitis

腹膜炎

permanent double lumen catheter

長期型ダブルルーメンカテーテル

permanent vascular catheter

長期型バスキュラーカテーテル

permeability

透過性

permeability coefficient

透過係数

personal dialysis fluid delivery system ＝individual dialysis fluid delivery system
個人用透析液供給装置
personal dialysis machine

個人用透析装置

phosphate binder ＝phosphorus binder

リン吸着薬

phosphorus binder ＝phosphate binder

リン吸着薬

photopheresis

フォトフェレシス

〔solution〕
physiological saline

生理食塩液

pillow

ピロー

piping system

配管系

plasma adsorption

血漿吸着

plasma exchange ＝plasmapheresis PE>

血漿交換〔療法〕

plasma expander

血漿増量薬

plasma filtration

血漿濾過〔法〕

plasma flow rate

血漿流量

plasma fractionater

血漿〔成分〕分画器 血漿
〔成分〕
分離器
セカンドフィルタ

plasma lymphapheresis

血漿リンパ球分離

plasma osmotic pressure Posm>

血漿浸透圧

plasma perfusion

血漿灌流
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plasma processing volume

血漿処理量

plasma refilling

プラスマリフィリング 血漿再充填速度

plasma separation

血漿分離

plasma separation rate

血漿分離速度

plasma separator

血漿分離器

plasma substitute

血漿代用剤

plasmapheresis ＝plasma exchange PP>

血漿交換［療法］

plate〔type〕dialyzer ＝parallel plate dialyzer

平板〔型〕
透析器(ダイアライザ)
積層型透析器(ダイアライザ)

platelet adhesion

血小板粘着

platelet aggregability

血小板凝集能

platelet factor 4 PF4>

血小板第 4因子

platelet‑activating factor PAF>

血小板活性化因子

poisoning

中毒

polyacrylonitrile PAN>

ポリアクリロニトリル

polyamide PA>
polycystic kidney disease PCKD>

ポリアミド
〔多発性〕
のう(囊)胞腎
〔疾患〕

polyester polymer alloy PEPA>

ポリエステル系ポリマーアロイ

polyethersulfone PES>

ポリエーテルスルホン

polymethylmethacrylate PMMA>

ポリメチルメタクリレート

polymorphism

多型

polymyxin B‑immobilized fiber PMX>

ポリミキシン B 固定化ファイバー

polysulfone PS>

ポリスルホン

polytetrafluoroethylene PTFE>

ポリテトラフルオロエチレン

polyurethane graft

ポリウレタングラフト

polyvinylchloride PVC>

ポリ塩化ビニル

pore

細孔

porocity ＝surface porocity rate of hole area

開孔率

〔al〕hemofiltration
postdilution

後希釈血液濾過〔法〕

postrenal acute renal failure

腎後性急性腎不全

potassium balance

カリウムバランス カリウム出納 カリウム平衡

potassium deficiency ＝potassium depletion

カリウム欠乏症

potassium depletion ＝potassium deficiency

カリウム欠乏症

potassium excess

カリウム過剰症

potassium wasting

カリウム喪失

povidone iodine

ポビドンヨード

powder of dialysate concentrate

粉末型透析用剤 粉末型透析液原薬

prealbumin ＝transthyretin

プレアルブミン

precipitated calcium carbonate

沈降炭酸カルシウム

pre‑cuffed graft

カフ付き人工血管

〔al〕hemofiltration
predilution

前希釈血液濾過〔法〕

preeclampsia

妊娠高血圧腎症

pregnancy induced hypertension

妊娠高血圧症

pregnant toxicosis ＝toxemia of pregnancy

妊娠中毒〔症〕

prerenal acute renal failure

腎前性急性腎不全

pressure gradient

圧勾配
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静脈圧計

pressure monitor for blood flow at venous side

pressure monitor for dialysate flow into the machine 透析液圧計
primary amyloidosis

原発性アミロイドーシス 原発性アミロイド症

primary focal segmental glomerulosclerosis FGS>

原発性巣状糸球体硬化症

priming

プライミング 回路充填

priming volume

充填量

product water

透析用水

prophylactic dialysis

予防透析

protein catabolic rate PCR>

蛋白(たんぱく)異化率

protein intake

蛋白(たんぱく)摂取量

protein‑permeable hemodialysis

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析

protein‑permeable hemodiafiltration PPHDF>

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析濾過
〔法〕

proximal cuff

内部カフ

prurigo uremia

尿毒症性痒疹

pruritis

瘙痒症

pseudoaneurysm

仮性動脈瘤

pseudohyperkalemia ＝pseudohyperpotassemia

偽
〔性〕
高カリウム血症

pseudohyperpotassemia ＝pseudohyperkalemia

偽
〔性〕
高カリウム血症

pulmonary edema

肺水腫

pulse wave velocity PWV>

脈波伝播速度

purification of dialysate

透析液清浄化

purpura nephritis ＝anaphylactoid purpura nephritis

紫斑病性腎炎 アナフィラクトイド紫斑病性腎炎

push and pull hemodiafiltration

プッシュプル血液透析濾過〔法〕

pyrogen

発熱物質

Ｑ
quantity of dialysate(dialysis fluid)flow ＝dialysate flow rate Q

Qd>

透析液流量
quantity of blood flow ＝blood flow rate Q

Qb>

Quinton‑Scribner shunt ＝external shunt

血
〔液〕
流量
クイントン スクリブナーシャント 外シャント

Ｒ
rapidly progressive glomerulonephritic syndrome

急速進行性糸球体腎炎症候群

rapidly progressive glomerulonephritis RPGN>

急速進行性糸球体腎炎

rate of hole area ＝surface porocity porocity

開孔率

rebound

リバウンド

recirculating single pass system

再循環シングルパスシステム

recombinant human erythropoietin rHuEPO>

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン

red eye syndrome

赤眼(目)症候群

reduction rate

除去率

reflection coefficient

反発係数

refractory peritonitis

難治性腹膜炎

regenerated cellulose

再生セルロース

regional heparinization

局所ヘパリン化〔法〕
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regional〔blood〕flow model

局所血流モデル

reinfusion with saline solution

生食充填返血 生食置換返血法

removal amount

除去量

removal amount of solute

溶質除去量

renal acute renal failure

腎性急性腎不全

renal amyloidosis

腎アミロイドーシス

renal anemia

腎性貧血

renal aplasia

腎無形成

renal artery embolization

腎動脈塞栓術

renal bleeding(hemorrhage)

腎出血

renal calcification

腎石灰化

renal cyst

腎のう(囊)胞

renal death

腎死

renal disease ＝kidney disease

腎疾患 腎臓病

renal failure

腎不全

renal function ＝kidney function

腎機能

renal hyperparathyroidism

腎性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

renal hypertension

腎性高血圧症

renal infarction

腎梗塞

renal insufficiency

腎機能障害

renal osteodystrophy ROD>

腎性骨
〔異栄養〕
症

renal replacement therapy RRT>

腎代替療法 腎機能代行療法

renal rickets

腎性くる病

renal sclerosis ＝nephrosclerosis

腎硬化症

renal transplantation

腎移植
〔術〕

腎アミロイド症

renal tuberculosis ＝nephrophthisis nephrotuberculosis
腎結核症
renal tubular necrosis ＝tubular necrosis

尿細管え(壊)死

renal〔cell〕carcinoma RCC>

腎
〔細胞〕
癌

replacement fluid

置換液

residual blood volume

残血量

residual chlorine

残留塩素

residual renal function

残
〔存〕
腎機能

restless legs syndrome RLS>

むずむず脚症候群 下肢静止不能症候群
不穏下肢症候群 レストレスレッグス症候群

reticulocyte hemoglobin content CHr>

網状赤血球ヘモグロビン含量

retinol binding protein RBP>

レチノール結合〔性〕
蛋白(たんぱく)

revascularization

血管再生 血行再建

reverse osmosis RO>

逆浸透

reverse osmosis equipment

逆浸透装置

reverse osmosis water

逆浸透圧水

rhabdomyolysis

横紋筋融解症

Ｓ
saccharated iron oxide

含糖酸化鉄
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salt and pepper skull ＝pepper pot skull

胡麻塩頭蓋 X 線像

scleroderma kidney

強皮症腎

sclerosing peritonitis

硬化性腹膜炎

secondary amyloidosis

二次性アミロイドーシス 二次性アミロイド症
続発性アミロイドーシス 続発性アミロイド症

secondary hyperparathyroidism

二次性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

semipermeable membrane

半透膜

seroma

血清腫

serum level

血清濃度

serum total calcium

血清総カルシウム

serum transferrin receptor

血清トランスフェリン受容体(レセプター)

serum urea nitrogen SUN>

血清尿素窒素

serum urea nitrogen/creatinine ratio

血清尿素窒素 クレアチニン比

sevelamer hydrochloride

塩酸セベラマー

sexual dysfunction

性機能障害

Shaldon catheter

シャルドンカテーテル

shear rate

ずり速度 剪断速度

shear stress

ずり応力

short time dialysis

短時間透析

shunt

シャント

shunt failure ＝vascular access failure

シャント不全

sieving coefficient SC>

ふるい(篩)係数

single cuffed catheter

シングルカフカテーテル

single needle dialysis

単針透析 シングルニードル透析

single‑pass system

シングルパスシステム

Skeggs‑Leonard dialyzer

スケッグス レオナルド型透析器(ダイアライザ)

sleep apnea syndrome SAS>

睡眠時無呼吸症候群

snapping finger ＝trigger finger

弾撥指 ばね指

sodium channel

ナトリウムチャネル

soft tissue calcification

軟部組織石灰化

solute removal

溶質除去

solute transport

溶質輸送

sorbent system dialysis

吸着再生型透析

〔syndrome〕
sore thumb

ソアサム〔症候群〕

spontaneous tendon rupture

特発性腱断裂

square meter‑hour hypothesis

膜面積 時間仮説

Starling force

スターリング力

steal syndrome

スチール症候群

stent

ステント

stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique SMAP>
段階的腹膜透析導入法
sterile peritonitis

無菌性腹膜炎

subcutaneously fixed superficial artery

動脈表在化

subcutaneously fixed superficial vein

静脈表在化

substitution fluid

補充液

subtotal parathyroidectomy

副甲状腺(上皮小体)亜全摘出術
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surface charge

表面荷電

surface porocity ＝porocity rate of hole area

開孔率

surgical decompression of the carpal tunnel

手根管開放術

synovectomy

滑膜切除術

synovial bursitis

滑液包炎

synthetic polymer membrane

合成高分子膜

systemic lupus erythematosus SLE>

全身性エリテマトーデス

Ｔ
Tabatiere arteriovenous fistula

タバチエール皮下動静脈瘻

tap water

原水

temporary vascular catheter

短期型バスキュラーカテーテル

Tenckhoff catheter

テンコフカテーテル

Thomas shunt

トーマスシャント

thromboembolism

血栓性塞栓
〔症〕

thrombophlebitis

血栓性静脈炎

thrombotic microangiopathy

血栓性微小血管症

thrombotic thrombocytopenic purpura TTP>

血栓性血小板減少性紫斑病

tidal peritoneal dialysis TPD>

タイダル腹膜透析

tight heparinization

微量ヘパリン法

time averaged concentration TAC>

時間平均濃度

time on dialysis ＝dialysis vintage

透析歴

Tinelʼ
s sign

チネル徴候

Toronto‑Western catheter

トロント ウエスタンカテーテル

total body water TBW >

体内全水分量 総体液量

total parathyroidectomy with autotransplantation

副甲状腺(上皮小体)全摘出術＋自家移植術

total parenteral nutrition TPN>

完全静脈栄養

toxemia of pregnancy ＝pregnant toxicosis

妊娠中毒〔症〕

trace element

微量元素

trace metal

微量金属

trade‑off hypothesis

トレードオフ仮説

transferrin saturation TSAT>

トランスフェリン飽和度

transmembrane pressure

膜間圧力差

transthyretin ＝prealbumin TTR>

トランスサレチン

trigger finger ＝snapping finger

弾撥指 ばね指

tubular necrosis ＝renal tubular necrosis

尿細管え(壊)死

tumoral calcification

腫瘤状石灰化

tunnel infection

トンネル感染

twin coil〔type〕dialyzer

ツインコイル
〔型〕
透析器(ダイアライザ)

Ｕ
ultrafiltrate

限外濾液

ultrafiltration coefficient UFRP Kf>

限外濾過率

ultrafiltration control

除水コントロール
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ultrafiltration failure UFF>

除水不全 限外濾過不全

ultrafiltration rate UFR>

除水速度

ultrafiltration volume

限外濾過量

ultraviolet irradiator

紫外線殺菌灯

underdialysis

透析〔量〕
不足

unfractionated heparin

非分画ヘパリン

unroofing

アンルーフィング

urea clearance Curea>

尿素クリアランス

urea cycle

尿素サイクル

urea kinetic model UKM >

尿素動態モデル

urea nitrogen

尿素窒素

urea production rate

尿素産生速度

urea reduction ratio

尿素除去率

uremia

尿毒症

uremic acidosis

尿毒症性アシドーシス

uremic amaurosis

尿毒症性黒内障

uremic breath ＝uremic fetor

尿毒症性口臭

uremic cardiomyopathy

尿毒症性心筋症

uremic colitis

尿毒症性結腸炎

uremic coma

尿毒症性昏睡

uremic dyspnea

尿毒症性呼吸困難

uremic encephalopathy

尿毒症性脳症

uremic fetor ＝uremic breath

尿毒症性口臭

uremic lung

尿毒症性肺

uremic myopathy

尿毒症性筋障害〔症〕

uremic neuropathy

尿毒症性ニューロパチー

uremic neurotoxin

尿毒症性神経毒

uremic pericarditis

尿毒症性心膜炎

uremic pleuritis

尿毒症性胸膜炎

uremic pneumonitis

尿毒症性肺臓炎

uremic substance

尿毒症性物質

uremic syndrome

尿毒症症候群

uremic toxin

尿毒症性毒素 尿毒素

urinary retention

尿閉

urochrome

ウロクロム

Ｖ
vancomycin

バンコマイシン

vancomycin resistant Enterococcus VRE>

バンコマイシン耐性腸球菌

vascular access VA>

バスキュラーアクセス 血管アクセス
ブラッドアクセス

vascular access blood flow ＝access blood flow

バスキュラーアクセス血流量

vascular access failure ＝shunt failure

バスキュラーアクセス不全

vascular access intervention〔therapy〕 VAIVT>

バスキュラーアクセスインターベンション〔治療〕
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〔rate〕＝access recirculation
〔rate〕
vascular access recirculation
バスキュラーアクセス再循環
〔率〕
vascular calcification ＝vessel calcification

血管石灰化

vascular catheter

透析用カテーテル

vasculitis ＝angitis

血管炎

vasoactive agent

血管作動性物質

venous hypertension

静脈高血圧

venous line

静脈側ライン

vessel calcification ＝vascular calcification

血管石灰化

vitamin D analogue

ビタミン D 誘導体

vitamin D pulse therapy

ビタミン D パルス療法

vitamin D receptor

ビタミン D 受容体(レセプター)

vitamin D

ビタミン D

vitamin E‑coated dialyzer

ビタミン E 固定化ダイアライザ

volume depletion ＝hypovolemia

体液量減少

volume expansion ＝hypervolemia

体液量増加

volume load

容量負荷

Ｗ
water balance

水バランス(平衡) 水出納

water removal ＝fluid removal

除水量

water softener

軟水化装置

water treatment system

水処理システム

weekly clearance

週当りクリアランス

β
β‑microglobulin

β‑ミクログロブリン

β‑microglobulin adsorption

β‑ミクログロブリン吸着療法

β‑microglobulin adsorption column

β‑ミクログロブリン吸着カラム

γ
γ‑carboxylation

γ‑カルボキシル化

γ‑ray sterilization

γ線照射滅菌
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和欧

編

1,25‑水酸化ビタミン D

1,25‑dihydroxyvitamin D

1α‑水酸化ビタミン D

1α‑hydroxyvitamin D

あ
IgA 腎症(炎)

IgA nephropathy(nephritis)

赤眼(目)症候群

red eye syndrome

アクアポリン

aquaporin AQP>

悪性高血圧〔症〕

malignant hypertension

悪性腎硬化症

malignant nephrosclerosis

アクセス血流量 ＝バスキュラーアクセス血流量

access blood flow

アクセス再循環
〔率〕＝バスキュラーアクセス再循環
〔率〕
access recirculation(rate)
足関節上腕血圧比

ankle‑brachial pressure index ABI> API>

アシドーシス

acidosis

アセテート ＝酢酸

acetate

アセテート透析 ＝酢酸透析

acetate dialysis

アセテート不耐症 ＝酢酸不耐症

acetate intolerance

アセテートフリーバイオフィルトレーション ＝無酢酸バイオフィルトレーション
acetate free biofiltration AFBF>
圧勾配

pressure gradient

圧挫症候群 ＝挫滅症候群

crush syndrome

アテローム(粥状)硬化〔症〕

atherosclerosis

アテローム硬化型心血管疾患

atherosclerotic cardiovascular disease ASCVD>

アドレノメジュリン

adrenomedulin AM >

アナフィラキシー

anaphylaxis

アナフィラキシーショック

anaphylactic shock

アナフィラクトイド紫斑病性腎炎 ＝紫斑病性腎炎

anaphylactoid purpura nephritis

アナンダマイド

anandamide

アニオンギャップ

anion gap AG>

アパタイト

apatite

アフェレシス
〔療法〕

〔therapy〕
apheresis

アポトーシス

apoptosis

アミノ酸輸送

amino acid transport

アミノ配糖体抗生物質

aminogly(u)coside antibiotic

アミロイド

amyloid

アミロイド A 蛋白(たんぱく)

amyloid A protein

アミロイド L 鎖蛋白(たんぱく)

amyloid light chain protein

アミロイドーシス ＝アミロイド症

amyloidosis

アミロイド骨関節症

amyloid osteoarthropathy
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アミロイド症 ＝アミロイドーシス

amyloidosis

アミロイド腎

amyloid kidney

アミロイド短鎖蛋白(たんぱく)

amyloid light chain protein

アミロイド蛋白(たんぱく)

amyloid protein

アミロイド沈着
〔物〕

amyloid deposit

アラキドン酸

arachidonic acid

アルガトロバン

argatroban

アルカリ
〔性〕血症

alkalemia

アルカリホスファターゼ

alkaline phosphatase

アルカローシス

alkalosis

アルファカルシドール

alfacalcidol

アルブミンリーク ＝アルブミン漏出

albumin leakage

アルブミン漏出 ＝アルブミンリーク

albumin leakage

アルポート症候群 ＝オルポート症候群

Alportʼ
s syndrome

アルミニウム

aluminium aluminum

アルミニウム骨症

〔i〕
alumin
um〔related〕bone disease

アルミニウム中毒

〔i〕
alumin
um intoxication

アルミニウム脳症

〔i〕
alumin
um encephalopathy

アレルギー反応

allergic reaction

アンジオテンシン

angiotensin

アンジオテンシンⅡ受容体(レセプター)

angiotensin Ⅱ receptor

アンジオテンシンⅡ受容体(レセプター)拮抗薬

angiotensin Ⅱ receptor blocker ARB>

アンジオテンシン変換酵素

angiotensin converting enzyme

アンジオテンシン変換酵素阻害薬

angiotensin converting enzyme inhibitor ACEI>

アンチトロンビンⅢ

antithrombin‑Ⅲ AT‑Ⅲ>

アンチトロンビンⅢ欠損
〔症〕

antithrombin‑Ⅲ deficiency

アンルーフィング

unroofing

い
e‑PTFE グラフト

expanded‑polytetrafluoroethylene graft

イオン化カルシウム

ionized calcium

イオン交換樹脂

ion exchange resin

イコデキストリン

icodextrin

維持血液透析

maintenance hemodialysis

維持透析

maintenance dialysis

維持透析患者

maintenance dialysis patient

萎縮腎

contracted kidney atrophic kidney

異所性石灰化

ectopic calcification extraosseous calcification
metastatic calcification

一酸化窒素

nitric oxide NO>

溢水 ＝水分過剰

overhydration

遺伝子組換えヒトエリスロポエチン

recombinant human erythropoietin rHuEPO>

遺伝性腎炎(症)

hereditary nephritis(nephropathy)

入口圧

inlet pressure

医療廃棄物

medical waste
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陰イオンギャップ

anion gap AG>

陰イオン交換樹脂

anion exchange resin

陰荷電部位

anionic site

インターフェロン

interferon

インターベンション

intervention

インターロイキン

interleukin IL>

院内感染

nosocomial infection

う
うっ血性心不全

congestive heart failure CHF>

ウロクロム

urochrome

え
エアトラップチャンバ

air trap chamber

栄養アセスメント ＝栄養評価法

nutritional assessment

栄養管理

nutritional management

栄養欠乏
〔症〕

nutritional deficiency

栄養サポートチーム

〔al〕support team NST>
nutrition

栄養指標

nutritional index

栄養需要量

nutritive requirement

栄養評価法 ＝栄養アセスメント

nutritional assessment

栄養不良

malnutrition

栄養療法

nutritional therapy

AA アミロイド〔蛋白(たんぱく)〕

〔protein〕
AA amyloid

〔蛋白(たんぱく)〕
AL アミロイド

〔protein〕
AL amyloid

APD ＝自動腹膜透析

automated peritoneal dialysis APD>

エチレンオキサイドガス

ethylene oxide gas EOG>

エチレンオキサイドガス滅菌

ethylene oxide gas sterilization

エチレングリコール

ethylene glycol

エチレンビニルアルコール

ethylene vinyl alcohol EVA>

エチレンビニルアルコール膜

ethylene vinyl alcohol membrane

HLA 遺伝子複合体

HLA gene complex

HLA 型

HLA type

エリスロポエチン

erythropoietin EPO>

エリスロポエチン欠乏性貧血

erythropoietin deficiency anemia

エリスロポエチン抵抗性貧血

erythropoietin resistant anemia

エリスロポエチン低反応

erythropoietin hyporesponsiveness

LDL アフェレシス ＝低比重リポ蛋白アフェレシス

LDL apheresis, low density lipoprotein apheresis

〔療法〕＝低比重リポ蛋白吸着〔療法〕
LDL 吸着

〔therapy〕
LDL adsorption
,
〔therapy〕
low density lipoprotein adsorption

塩酸セベラマー

sevelamer hydrochloride

炎症性腸疾患

inflammatory bowel disease

遠心
〔式〕
血漿交換

centrifugal plasmapheresis

遠心
〔式〕
血漿分離

centrifugal plasma separation
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エンドセリン

endothelin ET>

エンドトキシン吸着
〔療法〕

〔therapy〕
endotoxin adsorption

エンドトキシン除去フィルター

endotoxin retentive filter

エンドトキシン単位

endotoxin unit EU>

エンドトキシンショック

endotoxin shock

お
横紋筋融解症

rhabdomyolysis

オキサカルシトリオール

oxacalcitriol

オステオカルシン

osteocalcin

オゾン滅菌システム

ozone disinfection system

オルポート症候群 ＝アルポート症候群

Alportʼ
s syndrome

オンライン血液透析濾過(血液濾過透析)

on‑line hemodiafiltration

か
開孔率
外シャント ＝クイントン

porocity surface porocity rate of hole area
スクリブナーシャント

arteriovenous shunt external shunt

外筒 ＝ハウジング

housing

概日リズム

diurnal rhythm circadian rhythm

外部カフ

distal cuff external cuff

回路クランプ

line cramp

カオリン賦活全血凝固時間

kaolin‑activated coagulation(clotting)time KCT>

化学メディエータ ＝ケミカルメディエータ

chemical mediator

過凝固状態 ＝凝固亢進状態

hypercoagulability

拡散

diffusion

拡散輸送

diffusive transport

拡張型心筋症

dilated cardiomyopathy DCM >

過形成

hyperplasia

過酢酸

peracetic acid

下肢静止不能症候群 ＝むずむず脚症候群 レストレスレッグス症候群 不穏下肢症候群
restless legs syndrome RLS>
仮性動脈瘤

pseudoaneurysm

家族性アミロイドーシス ＝家族性アミロイド症

familial amyloidosis

家族性アミロイド症 ＝家族性アミロイドーシス

familial amyloidosis

家族性高コレステロール血症

familial hypercholesterolemia FH>

可塑剤

elasticizer

下大静脈径

inferior vena cava diameter

カチオン ＝陽イオン

cation

滑液包炎

synovial bursitis bursitis

活性
〔型〕
ビタミン D

active vitamin D

活性化凝固時間

activated coagulation time ACT>

活性化全血凝固時間

activated whole blood(coagulation)clotting time

活性化部分トロンボプラスチン時間

activated partial thromboplastin time APTT>

活性酸素

oxygen radical
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活性炭

activated carbon

活性炭吸着装置

carbon adsorption media

活性炭血液灌流
〔法〕＝活性炭血液吸着
〔法〕

charcoal hemoperfusion

活性炭血液吸着
〔法〕＝活性炭血液灌流
〔法〕

charcoal hemoperfusion

活性炭吸着システム

carbon adsorption system

活動電位

action potential

カットオフ値

cut‑off level

カットオフポイント

cut‑off point

滑膜切除術

synovectomy

家庭血液透析 ＝在宅血液透析

home hemodialysis

家庭透析 ＝在宅透析

home dialysis

カテーテル位置異常

catheter malposition

カテーテル関連感染症

catheter‑related infection

荷電選択性

charge selectivity

荷電選択性フィルタ(濾過膜)

charge selective filter

カニューレ挿入

cannulation

過粘
〔稠〕
度症候群

hyperviscosity syndrome

カフ付き人工血管

pre‑cuffed graft

カプラー

dialysate connector

カリウム過剰症

potassium excess

カリウム欠乏症

potassium depletion potassium deficiency

カリウム出納 ＝カリウムバランス カリウム平衡

potassium balance

カリウム喪失

potassium wasting

カリウムバランス ＝カリウム出納 カリウム平衡

potassium balance

カリウム平衡 ＝カリウム出納 カリウムバランス

potassium balance

カリクレイン キニン系

kallikrein‑kinin system

顆粒球除去療法

granulocytapheresis GCAP>

カルシウム

calcium‑phosphorus product

リン積

calcium‑phosphate product Ca×P>
カルシウム感知受容体

calcium sensing receptor CaR>

カルシウム含有リン吸着薬

calcium‑based phosphate binder
calcium‑containing phosphate binder

カルシウム拮抗薬 ＝カルシウムチャネル遮断薬

calcium channel blocker CCB>

カルシウム結合蛋白(たんぱく)

calcium binding protein CaBP>

カルシウム受容体作動薬 ＝カルシミメティクス

calcimimetics

カルシウムセットポイント

calcium set point

カルシウムチャネル遮断薬 ＝カルシウム拮抗薬

calcium channel blocker CCB>

カルシトニン

calcitonin

カルシトリオール

calcitriol

カルシフィラキシス

calciphylaxis

カルシミメティクス ＝カルシウム受容体作動薬

calcimimetics

カルニチン

carnitine

カルボニルストレス

carbonyl stress

間欠的携行式腹膜透析

intermittent ambulatory peritoneal dialysis

間欠的自動腹膜透析

intermittent automated peritoneal dialysis

間欠的腎機能代行療法 ＝間欠的腎代替療法

intermittent renal replacement therapy IRRT>
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間欠的腎代替療法 ＝間欠的腎機能代行療法

intermittent renal replacement therapy IRRT>

間欠的腹膜透析

intermittent peritoneal dialysis IPD>

患者監視装置

patient monitor equipment

肝腎症候群

hepatorenal syndrome

肝性脳症

hepatic encephalopathy

完全静脈栄養

total parenteral nutrition TPN>

感染性心内膜炎

infective endocarditis

感染対策

infection control

乾燥体重 ＝ドライウェイト 目標体重 基準体重

dry weight estimated ideal weight

含糖酸化鉄

saccharated iron oxide

冠動脈狭窄

coronary artery stenosis

冠動脈疾患

coronary artery disease CAD>

冠動脈石灰化指数

coronary artery calcification score CACS>

冠動脈造影

coronary angiography

冠動脈バイパス術

coronary artery bypass graft surgery CABG>

肝補助療法

hepatic assist therapy

γ‑カルボキシル化

γ‑carboxylation

γ線照射滅菌

γ‑ray sterilization

き
偽
〔性〕
高カリウム血症

pseudohyperkalemia pseudohyperpotassemia

キーボード徴候

key board sign

キール型透析器

Kiil〔type〕dialyzer

起座呼吸

orthopnea

基礎体重 ＝ドライウェイト 目標体重 乾燥体重

dry weight estimated ideal weight

機能的鉄欠乏

functional iron deficiency

ギブス ドナン平衡

Gibbs‑Donnan equilibrium

気泡検知器

air〔bubble〕detector

逆拡散

back diffusion

逆浸透

reverse osmosis RO>

逆浸透水

reverse osmosis water

逆浸透装置

reverse osmosis equipment

逆輸送

countertransport

逆濾過

back filtration

急性
〔腎〕
皮質壊死

acute cortical necrosis ACN>

急性
〔尿細管〕間質性腎炎

acute〔tubulo〕interstitial nephritis AIN>

急性血液浄化

acute blood purification

急性腎不全

acute renal failure acute kidneyinjury ARF AKI>

急性多尿性腎不全

acute polyuric renal failure

急性尿細管え(壊)死

acute tubular necrosis ATN>

急性非乏尿性腎不全

acute non‑oliguric renal failure

急性乏尿性腎不全

acute oliguric renal failure

急速進行性糸球体腎炎

rapidly progressive glomerulonephritis RPGN>

急速進行性糸球体腎炎症候群

rapidly progressive glomerulonephritic syndrome

吸着

adsorption
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吸着剤(材)

adsorbent

吸着再生型透析

sorbent system dialysis

境界層 ＝境膜

boundary layer

凝固

coagulation

凝固因子

coagulation factor

凝固欠損

coagulation defect

凝固亢進状態 ＝過凝固状態

hypercoagulability

強皮症腎

scleroderma kidney

境膜 ＝境界層

boundary layer

共輸送

cotransport synport

局所血流モデル

regional(blood)flow model

局所ヘパリン化
〔法〕

regional heparinization

虚血腎

ischemic kidney

虚血性急性腎不全

ischemic acute renal failure

虚血性心疾患

ischemic heart disease IHD>

虚血性腸炎

ischemic colitis

ギラン バレー症候群

Guillain‑Barre syndrome

起立性低血圧

orthostatic hypotension

キレート療法

chelation therapy

筋痙攣

muscle cramp

菌血症

bacte〔
r a〕
emia

く
クイントン

スクリブナーシャント ＝外シャント

Quinton‑Scribner shunt

空気塞栓
〔症〕

air embolism

グッドパスチャー症候群

Goodpastureʼ
s syndrome

クプロファン

cuprophane

クリアスペース

clear space

クリアランス

clearance

クリオグロブリン血症

cryoglobulinemia

クリオフィルトレーション

cryofiltration

クリットライン ＝非観血的連続ヘマトクリット測定装置
noninvasive and continuous hematocrit monitoring
instrument
クレアチニン

creatinine

クレアチニンクリアランス

creatinine clearance Ccr>

クレアチニン産生速度

creatinine generation rate

クロルヘキシジン

chlorhexidine

け
経口ビタミン D パルス療法

oral vitamin D pulse therapy

軽鎖沈着症

light chain deposition disease

形成不全腎 ＝低形成腎

hypoplastic kidney

携帯式血圧モニタリング

ambulatory blood pressure monitoring ABPM >
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頸動脈エコー

carotid echography

経皮経管的血管形成術

percutaneous transluminal angioplasty PTA>

経皮的静脈〔留置〕
カテーテル

percutaneous venous catheter

経皮的腎動脈塞栓術

percutaneous renal artery embolization

経皮的副甲状腺(上皮小体)エタノール注入療法

〔parathyroid〕ethanol injection therpercutaneous
apy PEIT>

経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法

〔parathyroid〕
percutaneous
calcitriol injection therapy PCIT>

経皮的副甲状腺(上皮小体)マキサカルシトール注入療法

percutaneous(parathyroid)maxacalcitol injection
therapy PMIT>

劇症肝炎

fulminant hepatitis

血
〔液〕
流量

blood flow rate quantity of blood flow BFR Q
Qb>

血液回路

blood circuit

血液加温器

blood warmer

血液灌流

hemoperfusion HP>

血液希釈

hemodilution

血液吸着

hemoadsorption

血液浄化
〔療法〕

blood purification

血液適合性

blood compatibility

血液透析

hemodialysis HD>

血液透析装置

hemodialysis machine

血液透析腹膜透析併用療法

complementary dialysis

血液透析濾過 ＝血液濾過透析

hemodiafiltration HDF>

血液濃縮

hemoconcentration

血液ポンプ

blood pump

血液容積 ＝血液量

blood volume BV>

血液量 ＝血液容積

blood volume BV>

血液濾過

hemofiltration HF>

血液濾過透析 ＝血液透析濾過

hemodiafiltration HDF>

血管アクセス ＝バスキュラーアクセス

vascular access VA>

血管炎

〔i〕
angi
tis vasculitis

血管形成術

angioplasty

血管再生

revascularization

血管作動性物質

vasoactive agent

血管石灰化〔症〕

vascular calcification vessel calcification

血管造影
〔法〕

angiography

血管内超音波

intravascular ultrasonography IVUS>

血管内皮傷害

endothelial injury

血球成分除去療法

cytapheresis

血行再建

revascularization

結合蛋白(たんぱく)

binding protein

血漿灌流

plasma perfusion

血漿吸着

plasma adsorption

血漿交換
〔療法〕

plasma exchange plasmapheresis PE PP>

血漿再充填速度 ＝プラスマリフィリング

plasma refilling
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血漿処理量

plasma processing volume

血漿浸透圧

plasma osmotic pressure Posm>

血漿
〔成分〕
分画器 ＝血漿〔成分〕分離機 セカンドフィルタ
plasma fractionater
血漿
〔成分〕
分離器 ＝血漿〔成分〕分画器 セカンドフィルタ
plasma fractionater
血漿増量薬

plasma expander

血漿代用剤

plasma substitute

血小板活性化因子

platelet‑activating factor PAF>

血小板凝集能

platelet aggregability

血小板第 4因子

platelet factor 4 PF4>

血小板粘着

platelet adhesion

血漿分離

plasma separation

血漿分離速度

plasma separation rate

血漿流量

plasma flow rate

血漿リンパ球分離

plasma lymphapheresis

血漿濾過
〔法〕

plasma filtration

血清腫

seroma

血清総カルシウム

serum total calcium

血清トランスフェリン受容体(レセプター)

serum transferrin receptor

血清尿素窒素

serum urea nitrogen SUN>

血清尿素窒素 クレアチニン比

serum urea nitrogen/creatinine ratio

血清濃度

serum level

結節性過形成

nodular hyperplasia

血栓除去(術)

declotting

血栓性血小板減少性紫斑病

thrombotic thrombocytopenic purpura TTP>

血栓性静脈炎

thrombophlebitis

血栓性微小血管症

thrombotic microangiopathy

血栓塞栓
〔症〕

thromboembolism

血中尿素窒素

blood urea nitrogen BUN>

血中濃度

blood level

ケミカルメディエータ ＝化学メディエータ

chemical mediator

ゲル分極

gel polarization

限外濾液

ultrafiltrate

限外濾過不全

ultrafiltration failure UFF>

限外濾過率

ultrafiltration coefficient UFRP Kf>

限外濾過量

ultrafiltration volume

原水

tap water

原発性アミロイドーシス ＝原発性アミロイド症

primary amyloidosis

原発性アミロイド症 ＝原発性アミロイドーシス

primary amyloidosis

原発性巣状糸球体硬化症

primary focal segmental glomerulosclerosis FGS>
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こ
コイル型透析器

coil〔type〕dialyzer

高圧蒸気滅菌

autoclave sterilization

高アルミニウム血症

hyperaluminemia

高アンモニア血症

hyperammonemia

高塩素血症 ＝高クロール血症

hyperchloremia

高塩素血症性アシドーシス ＝高クロール血症性アシドーシス
hyperchloremic acidosis
高回転骨

high turnover bone

硬化性腹膜炎

sclerosing peritonitis

高カリウム血症

hyperkalemia hyperpotassemia

高カルシウム血症

hypercalcemia

後希釈血液濾過
〔法〕

〔al〕hemofiltration
postdilution

後期糖化最終産物 ＝終末糖化物質

advanced glycation end product AGE>

抗凝固薬

anticoagulant anticoagulative agent

抗凝固療法

anticoagulant therapy

高クロール血症 ＝高塩素血症

hyperchloremia

高クロール血症性アシドーシス ＝高塩素血症性アシドーシス
hyperchloremic acidosis
高血圧

hypertension

高血圧クリーゼ

hypertensive crisis

高血圧性脳症

hypertensive encephalopathy

抗血小板薬

antiplatelet drug

抗原抗体複合体

antigen‑antibody complex ＝immune complex

抗好中球細胞質抗体

anti‑neutrophil cytoplasmic antibody ANCA>

高コレステロール血症

hypercholesterolemia

抗糸球体基底膜抗体

anti‑glomerular basement membrane antibody

抗糸球体基底膜抗体腎炎

〔antibody〕
anti‑glomerular basement membrane
nephritis

高脂血症

hyperlipidemia

膠質(コロイド)浸透圧

colloid osmotic pressure

高シュウ(蓚)酸血症

hyperoxalosis

高浸透圧

hyperosmolarity

高心拍出(性)心不全

high‑output heart failure

合成高分子膜

synthetic polymer membrane

高性能膜 ＝ハイパフォーマンス膜

high performance membrane HPM >

抗体価

antibody titer

高窒素血症

azotemia

高張性血液透析濾過
〔法〕

hypertonic hemodiafiltration

後天性多囊胞化萎縮腎 ＝多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕
acquired cystic disease of the kidney acquired
polycystic kidney disease acquired cystic kidney
disease acquired renal cystic disease ACDK
ACKD ARCD>
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後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕＝
〔後天性〕多囊胞化萎縮腎

acquired cystic disease of the kidney acquired
polycystic kidney disease acquired cystic kidney
disease acquired renal cystic disease ACDK
ACKD ARCD>

後天性免疫不全症候群

acquired immunodeficiency syndrome AIDS>

高透過型膜

high permeable membrane

高ナトリウム血症

hypernatremia

高ナトリウム透析

high‑sodium hemodialysis

高マグネシウム血症

hypermagnesemia

向流

counter flow

高リン(酸)血症

hyperphosphatemia

個人用透析液供給装置

individual dialysis fluid(dialysate)delivery system personal dialysis fluid(dialysate)delivery system

骨塩量

bone mineral content BMC>

骨回転

bone turnover

骨芽細胞

osteoblast

骨型アルカリフォスファターゼ

bone alkaline phosphatase BAP>

骨吸収

bone resorption

骨形成

bone formation

骨減少症

osteopenia

骨硬化症

osteosclerosis

骨髄腫腎

myeloma kidney

骨粗鬆症

osteoporosis

骨代謝

bone metabolism

骨代謝マーカー

bone metabolic marker

骨軟化症

osteomalacia

骨のう(囊)胞

bone cyst

骨密度

bone〔mineral〕density BM D>

骨リモデリング

bone remodelling

コルフ型透析器

Kolff〔type〕dialyzer

コレステロール塞栓
〔症〕

cholesterol embolism

コンソール

console

コンドロイチン硫酸 鉄コロイド

chondroitin sulfate iron colloid

コンパートメントモデル

compartment model

さ
サイクラー

cycler

細孔

pore

再循環シングルパスシステム

recirculating single pass system

再生セルロース

regenerated cellulose

在宅血液透析 ＝家庭血液透析

home hemodialysis

在宅透析 ＝家庭透析

home dialysis

最適透析 ＝至適透析 適正透析

optimum dialysis optimal dialysis adequacy of
dialysis
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細胞外〔性〕

extracellular

細胞外液

extracellular fluid ECF>

細胞内液

intracellular fluid ICF>

細胞膜クリアランス

cellular membrane clearance Kc>

酢酸 ＝アセテート

acetate

酢酸カルシウム

calcium acetate

酢酸セルロース

cellulose acetate CA>

酢酸透析 ＝アセテート透析

acetate dialysis

酢酸不耐症 ＝アセテート不耐症

acetate intolerance

左室拡張能障害

left ventricular diastolic dysfunction

左室駆出率

left ventricular ejection fraction

左室収縮能障害

left ventricular systolic dysfunction

左室心筋重量係数

left ventricular mass index

挫滅症候群 ＝圧挫症候群

crush syndrome

残
〔存〕
腎機能

residual renal function

酸塩基平衡

acid‑base balance

酸化(的)ストレス

oxidative stress

酸化 LDL ＝酸化低比重リポ蛋白

oxidized low density lipoprotein

酸化低比重リポ蛋白 ＝酸化 LDL

oxidized low density lipoprotein

酸血症

acidemia

残血量

residual blood volume

産生速度

generation rate G>

残留塩素

residual chlorine

し
次亜塩素酸

hypochlorous acid

C 型肝炎

hepatitis C

C 型肝炎ウイルス

hepatitis C virus HCV>

ジエチルヘキシルフタレート

diethylhexylphthalate DEHP>

紫外線殺菌灯

ultraviolet irradiator

時間平均濃度

time averaged concentration TAC>

磁気共鳴
〔画〕像

magnetic resonance imaging MRI>

自己血管使用皮下動静脈瘻 ＝内シャント 動静脈瘻 皮下動静脈瘻
arteriovenous fistula AVF>
自己抗体

autoantibody

自己免疫疾患

autoimmune disease

脂質過酸化最終産物

advanced lipoxidation end product ALE>

持続的血液浄化

continuous blood purification CBP>

持続的血液透析

continuous hemodialysis CHD>

持続的血液透析濾過 ＝持続的血液濾過透析

continuous hemodiafiltration CHDF>

持続的血液濾過

continuous hemofiltration CHF>

持続的血液濾過透析 ＝持続的血液透析濾過

continuous hemodiafiltration CHDF>

持続的静静脈血液透析

continuous venovenous hemodialysis CVVHD>

持続的静静脈血液濾過

continuous venovenous hemofiltration CVVHF>

持続的腎機能代行療法 ＝持続的腎代替療法

continuous renal replacement therapy CRRT>
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持続的腎代替療法 ＝持続的腎機能代行療法

continuous renal replacement therapy CRRT>

持続的動静脈血液濾過

continuous arteriovenous hemofiltration CAVHF>

至適透析

optimum dialysis optimal dialysis adequacy of
dialysis

至適透析量 ＝適正透析 最適透析

optimum dialysis dose optimal dialysis dose

自動洗浄システム

automated cleaning system

自動腹膜透析 ＝APD

automated peritoneal dialysis APD>

紫斑病性腎炎 ＝アナフィラクトイド紫斑病性腎炎

purpura nephritis

灼足症候群

burning feet syndrome

シャルドンカテーテル

Shaldon catheter

シャント

shunt

シャント不全 ＝バスキュラーアクセス不全

shunt failure vascular access failure

週当りクリアランス

weekly clearance

重炭酸透析 ＝バイカーボネート透析

bicarbonate dialysis

充填率

fiber density ratio FDR>

充填量

priming volume

終末糖化物質 ＝後期糖化最終産物

advanced glycation end product AGE>

じゅく(粥)状硬化〔症〕

atherosclerosis

手根管症候群

carpal tunnel syndrome CTS>

手根管開放術

surgical decompression of the carpal tunnel

出血傾向

bleeding tendency

腫瘤状石灰化

tumoral calcification

循環血液量

circulating blood volume

循環血漿量

circulating plasma volume

純水化システム 純水化装置

deionization system

常染色体優性多発性囊胞腎

autosomal dominant polycystic kidney disease
ADPKD>

常染色体劣性多発性囊胞腎

autosomal recessive polycystic kidney disease
ARPKD>

静脈圧計

pressure monitor for blood flow at venous side

静脈高血圧

venous hypertension

静脈側ライン

venous line

静脈表在化

subcutaneously fixed superficial vein

初回透析症候群

first dialysis syndrome first use syndrome

除去率

reduction rate

除去量

removal amount

除水コントロール

ultrafiltration control

除水速度

ultrafiltration rate UFR>

除水不全

ultrafiltration failure UFF>

除水量

water removal fluid removal

自律神経(機能)障害

autonomic nervous system dysfunction

腎
〔細胞〕
癌

renal〔cell〕carcinoma RCC>

腎
〔実質〕
性急性腎不全

parenchymal acute renal failure

腎アミロイドーシス ＝腎アミロイド症

renal amyloidosis

腎アミロイド症 ＝腎アミロイドーシス

renal amyloidosis

腎移植〔術〕

renal transplantation
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腎機能

renal function kidney function

腎機能障害

renal insufficiency

腎機能代行療法 ＝腎代替療法

renal replacement therapy RRT>

心胸(郭)比

cardiothoracic ratio CTR>

真菌性腹膜炎

fungal peritonitis

シングルカフカテーテル

single cuffed catheter

シングルニードル透析 ＝単針透析

single needle dialysis

シングルパスシステム

single‑pass system

神経伝導速度

nerve conduction velocity NCV>

腎結核症

renal tuberculosis nephrotuberculosis nephrophthi-

心血管疾患

cardiovascular disease

心腎貧血症候群

cardio‑renal anemia syndrome

腎硬化症

nephrosclerosis renal sclerosis

人工肝〔臓〕

artificial liver

sis

人工血管

〔arteriovenous〕graft AVG>

人工血管使用皮下動静脈瘻

arteriovenous graft AVG>

人工腎〔臓〕

artificial kidney AK>

人工臓器

artificial organ

腎梗塞

renal infarction

人工膜

artificial membrane

腎後性急性腎不全

postrenal acute renal failure

腎死

renal death

腎疾患

renal disease kidney disease

腎出血

renal bleeding renal hemorrhage

親水性

hydrophilic

腎性急性腎不全

renal acute renal failure

腎性くる病

renal rickets

腎性高血圧症

renal hypertension

腎性骨〔異栄養〕
症

renal osteodystrophy ROD>

腎性全身性線維症

nephrogenic systemic fibrosis NSF>

腎性貧血

renal anemia

腎性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

renal hyperparathyroidism

腎石灰〔化〕
症

nephrocalcinosis

腎石灰化

renal calcification

腎前性急性腎不全

prerenal acute renal failure

腎(臓)摘出術

nephrectomy

腎臓病

renal disease kidney disease

腎臓病予後対策国際機構

kidney disease improving gloval outcome KDIGO>

腎代替療法 ＝腎機能代行療法

renal replacement therapy RRT>

心タンポナーデ

cardiac tamponade

浸透圧

osmotic pressure

浸透圧勾配

osmotic gradient

腎動脈塞栓術

renal artery embolization

腎毒性

nephrotoxicity

腎毒性急性腎不全

nephrotoxic acute renal failure
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腎毒性物質(因子)

nephrotoxic agent

心膜液

pericardial effusion

腎のう(囊)胞

renal cyst

腎不全

renal failure

心房性ナトリウム利尿因子

atrial natriuretic factor ANF>

心房性ナトリウム利尿ホルモン

atrial natriuretic hormone

心房性ナトリウム利尿ペプチド

atrial natriuretic peptide ANP>

心膜切除術

pericardiectomy

心膜穿刺
〔術〕

pericardiocentesis

腎無形成

renal aplasia

す
水酸化アルミニウム

〔i〕
alumin
um hydroxide

水分過剰 ＝溢水

overhydration

睡眠時無呼吸症候群

sleep apnea syndrome SAS>

スケッグス

Skeggs‑Leonard dialyzer

レオナルド型透析器

スターリング力

Starling force

スチール症候群

steal syndrome

ステント

stent

ずり応力

shear stress

ずり速度 ＝剪断速度

shear rate

せ
性機能障害

sexual dysfunction

生食充填返血
〔法〕＝生食置換返血法

reinfusion with saline solution

生食置換返血
〔法〕＝生食充填返血
〔法〕

reinfusion with saline solution

静水圧

hydrostatic pressure hydraulic pressure

生体適合性

biocompatibility

生体非(不)適合性

bioincompatibility

性的不能

impotence

精密濾過

microfiltration

生理食塩液

〔solution〕
physiological saline

セカンドフィルタ ＝血漿〔成分〕分画器 血漿
〔成分〕
分離器
plasma fractionater
積層型透析器(ダイアライザ) ＝平板型透析器(ダイアライザ)
plate type dialyzer
石灰化

calcification

石灰沈着
〔症〕

calcinosis

赤血球造血刺激因子製剤

erythropoiesis stimulating agent ESA>

セライト賦活全血凝固時間

celite‑activated coagulation(clotting)time CCT>

セルロースアセテート ＝酢酸セルロース

cellulose acetate CA>

セルロースジアセテート

cellulose diacetate

セルローストリアセテート

cellulose triacetate

セルロース膜

cellulose membrane
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線維性骨炎

osteitis fibrosa

線維性のう(囊)胞性骨炎

osteitis fibrosa cystica

線維素溶解現象 ＝線溶現象

fibrinolysis

前希釈血液濾過
〔法〕

〔al〕hemofiltration
predilution

全身水(浮)腫

anasarca

全身性エリテマトーデス

systemic lupus erythematosus SLE>

剪断速度 ＝ずり速度

shear rate

線溶現象 ＝線維素溶解現象

fibrinolysis

そ
ソアサム
〔症候群〕

〔syndrome〕
sore thumb

総括物質移動面積係数

overall mass transfer area coefficient MTAC>

造血

erythropoiesis

瘙痒症

pruritis

即時
〔型〕
アレルギー

immediate〔type〕allergy

続発性アミロイドーシス ＝続発性アミロイド症

secondary amyloidosis

続発性アミロイド症 ＝続発性アミロイドーシス

secondary amyloidosis

疎水性

hydrophobic

た
ダイアライザ ＝透析器

dialyzer dialyser

ダイアリザンス

dialysance

体液

body water body fluid

体液濃縮(減少)性アルカローシス

contraction alkalosis

体液量減少

hypovolemia volume depletion

体液量増加

hypervolemia volume expansion

体外限外濾過法 ＝ECUM

単独限外濾過

extracorporenal ultrafiltration method ECUM >

体格指数

body mass index BMI>

対向流

counter flow

代謝性アシドーシス

metabolic acidosis

代謝性アルカローシス

metabolic alkalosis

耐糖能異常

glucose intolerance impaired glucose tolerance

大動脈石灰化

aortic calcification

大動脈壁硬化度

aortic wall stiffness

体内全水分量 総体液量

total body water TBW >

体表面積

body surface area BSA>

滞留時間

dwell time

多型

polymorphism

多臓器不全

multiple organ failure MOF>

多臓器不全症候群

multiple organ dysfunction syndrome MODS>

脱水
〔症〕

dehydration

脱髄性ニューロパチー

demyelinating neuropathy

脱髄性多発ニューロパチー

demyelinating polyneuropathy

多人数用透析液供給装置

central dialysis fluid(dialysate)delivery system
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多囊胞化萎縮腎 ＝後天性多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎
〔疾患〕
acquired cystic disease of the kidney acquired
polycystic kidney disease acquired cystic kidney
disease acquired renal cystic disease ACDK
ACKD ARCD>
タバチエール皮下動静脈瘻

Tabatiere arteriovenous fistula

多発性骨髄腫

multiple myeloma

多発性のう(囊)胞腎
〔疾患〕

polycystic kidney disease PCKD>

ダブルカフカテーテル

double cuffed catheter

ダブルルーメンカテーテル

double lumen catheter dual‑lumen catheter

多列検出型 CT

multi‑detector computed tomography MDCT>

段階的腹膜透析導入法

stepwie initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique SM AP>

短期型バスキュラーカテーテル

temporary vascular catheter

炭酸カルシウム

calcium carbonate

短時間透析

short time dialysis

単針透析 ＝シングルニードル透析

single needle dialysis

単独限外濾過 ＝体外限外濾過法 ECUM

isolated ultrafiltration

蛋白(たんぱく)異化率

protein catabolic rate PCR>

蛋白(たんぱく)摂取量

protein intake

蛋白(たんぱく)の膜付着 ＝ファウリング

fouling

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析

protein‑permeable hemodialysis

蛋白(たんぱく)漏出型血液透析濾過
〔法〕

protein‑permeable hemodiafiltration PPHDF>

弾撥指 ＝ばね指

snapping finger trigger finger

ち
置換液

replacement fluid

窒素出納 ＝窒素バランス

nitrogen balance

窒素バランス ＝窒素出納

nitrogen balance

窒素平衡

nitrogen equilibrium

チネル徴候

Tinelʼ
s sign

中央監視システム

central monitoring system

昼間携行式腹膜透析

daytime ambulatory peritoneal dialysis DAPD>

中空糸

hollow fiber

中空糸型透析器

hollow fiber〔capillary〕dialyzer

中空糸充填率

hollow fiber density rate

中空糸長

hollow fiber length

中性透析液

neutral dialysate

中毒

poisoning, intoxication

中皮

mesothelium

中皮細胞

mesothelial cell

中分子(量物質)仮説

middle molecule hypothesis

中分子〔量〕
物質

middle molecular〔weight〕substance

中膜石灰化

medial calcification

超音波ドプラ法

doppler ultrasonography
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長期型バスキュラーカテーテル

permanent vascular catheter

長期型ダブルルーメンカテーテル

permanent double lumen catheter

直接血液灌流 ＝直接血液吸着 血液吸着

direct hemoperfusion DHP>

直接血液吸着 ＝直接血液灌流 血液吸着

direct hemoperfusion DHP>

沈降炭酸カルシウム

precipitated calcium carbonate

つ
ツインコイル
〔型〕
透析器(ダイアライザ)

twin coil〔type〕dialyzer

使い捨て透析器

disposable dialyzer

て
定圧濾過

constant pressure filtration

低アルブミン血症

hypoalbuminemia

低温透析

low temperature dialysis

低回転骨

low turnover bone

低カリウム血症

hypokalemia hypopotassemia

低カルシウム血症

hypocalcemia

低カルシウム透析液

hypocalcemic dialysate

低灌流性
〔急性〕
腎不全

〔acute〕
hypoperfusion
renal failure

低形成腎 ＝形成不全腎

hypoplastic kidney

低血糖〔症〕

hypoglycemia

低侵襲冠動脈バイパス術

minimally invasive direct coronary artery bypass
M IDCAB>

低浸透圧

hypoosmolarity

定速濾過

constant rate filtration

低蛋白(たんぱく)血症

hypoproteinemia

低蛋白(たんぱく)食

low protein diet

低張
〔性〕
〔の〕

hypotonic

低張液

hypotonic solution

低ナトリウム血症

hyponatremia

低比重リポ蛋白アフェレシス ＝LDL アフェレシス

low density lipoprotein(LDL)apheresis

低比重リポ蛋白吸着
〔療法〕＝LDL 吸着〔療法〕

low density lipoprotein(LDL)adsorption〔therapy〕

低分子〔量〕
ヘパリン

low molecular weight heparin LMWH>

低分子〔量〕
蛋白(たんぱく)

low molecular weight protein LMWP>

適正透析 ＝至適透析 最適透析

optimum dialysis optimal dialysis adequacy of
dialysis

出口部感染

exit site infection ESI>

デジタルサブトラクション血管造影(撮影)

digital subtraction angiography DSA>

鉄欠乏性貧血

iron deficiency anemia

デフェロキサミン

deferoxamine DFO>

電解質

electrolyte

テンコフカテーテル

Tenckhoff catheter

電磁流量計

electromagnetic flowmeter

伝導度

conductivity
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と
透過係数

〔coefficient〕
permeability

動静脈シャント

arteriovenous shunt

動静脈吻合

arteriovenous anastomosis

動静脈瘻 ＝自己血管使用皮下動静脈瘻 内シャント 皮下動静脈瘻
arteriovenous fistula AVF>
透析
〔量〕
不足

underdialysis

透析
〔療法〕

〔therapy〕
dialysis

透析アミロイドーシス ＝透析アミロイド症

dialysis amyloidosis

透析アミロイド症 ＝透析アミロイドーシス

dialysis amyloidosis

透析液

dialysate dialysis fluid

透析液/血漿濃度比 ＝D/P 比

dialysate‑to‑plasma ratio

透析液圧計

pressure monitor for dialysate flow into the
machine

透析液回路

dialysis fluid circuit

透析液供給装置

dialysis fluid〔dialysate〕delivery system

透析液清浄化

purification of dialysate

透析液組成

dialysate composition

透析液流量

dialysate flow rate, quantity of dialysate(dialysis
fluid)flow Q

Qd>

透析合併症

dialysis related complication

透析関節症

dialysis arthropathy

透析器 ＝ダイアライザ

dialyzer dialyser

透析器(ダイアライザ)再使用

dialyzer reuse

透析効率

dialysis efficiency efficiency of dialysis

透析困難症

di(y)sdialysis syndrome

透析時間

dialysis time

透析時静脈栄養

intradialytic parenteral nutrition IDPN>

透析食

diet for dialysis

透析性

dialyzability

透析槽

dialysis bath

透析装置

dialysis machine

透析耐容性

dialysis tolerance

透析痴呆

dialysis dementia

透析低血圧

dialysis hypotension

透析脳症

dialysis encephalopathy

透析不均衡症候群

dialysis di(y)sequilibrium syndrome

透析膜

dialysis membrane

透析用カテーテル

vascular catheter

透析用水

product water

透析量

dialysis dose

透析歴

dialysis vintage time on dialysis

等張
〔性〕
〔の〕

isotonic

等張液

isotonic solution
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等張性

isotonicity

糖尿病性腎症

diabetic nephropathy

動脈硬化(症)

arteriosclerosis

動脈硬化指数

atherogenic index AI>

動脈塞栓術

arterial embolization

動脈側ライン

arterial line

動脈表在化

subcutaneously fixed superficial artery

動脈瘤

aneurysm

トーマスシャント

Thomas shunt

特発性腱断裂

spontaneous tendon rupture

ドライウェイト ＝基礎体重 目標体重 乾燥体重

dry weight estimated ideal weight

ドライタイプ膜

dry type membrane

トランスサイレチン ＝プレアルブミン

transthyretin TTR>

トランスフェリン飽和度

transferrin saturation

ドリップチャンバ

drip chamber

トレードオフ仮説

trade‑off hypothesis

トロント ウエスタンカテーテル

Toronto‑Western catheter

トンネル感染

tunnel infection

な
内因性クレアチニンクリアランス

endogenous creatinine clearance

内因性尿素クリアランス

endogenous urea clearance

内視鏡的手根管開放術

endoscopical decompression of the carpal tunnel

内シャント ＝自己血管使用皮下動静脈瘻 動静脈瘻 皮下動静脈瘻
arteriovenous fistula AVF>
内シャント再循環(率)

access recirculation

内部カフ

internal cuff proximal cuff

内部濾過促進型血液透析

internal filtration‑enhanced hemodialysis IFEHD>

内膜中膜複合体厚 ＝内膜中膜複合壁厚

intima‑media thickness IMT>

内膜中膜複合壁厚 ＝内膜中膜複合体厚

intima‑media thickness IMT>

内膜肥厚

intimal hyperplasia

ナトリウムチャネル

sodium channel

難治性腹水

intractable ascites

軟水化装置

water softener

軟性ダブルルーメンカテーテル

flexible double lumen catheter FDL catheter>

難治性腹膜炎

refractory peritonitis

軟部組織石灰化

soft tissue calcification

に
肉眼的血尿

macroscopic hematuria gross hematuria

二次開存率

assisted patency

二次性アミロイドーシス ＝二次性アミロイド症

secondary amyloidosis

二次性アミロイド症 ＝二次性アミロイドーシス

secondary amyloidosis

二次性副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

secondary hyperparathyroidism
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二重エネルギーX 線骨塩分析法

dual energy X‑ray absorptiometry DEXA>

二重膜濾過血漿交換
〔療法〕

double filtration plasmapheresis DFPP>

乳酸
〔性〕
アシドーシス

lactic acidosis

尿細管え(壊)死

〔renal〕tubular necrosis

尿素クリアランス

urea clearance Curea>

尿素サイクル

urea cycle

尿素産生速度

urea generation rate

尿素除去率

urea reduction ratio

尿素窒素

urea nitrogen

尿素動態モデル

urea kinetic model UKM >

尿毒症

uremia

尿毒症症候群

uremic syndrome

尿毒症性アシドーシス

uremic acidosis

尿毒症性胸膜炎

uremic pleuritis

尿毒症性筋障害

uremic myopathy

尿毒症性結腸炎

uremic colitis

尿毒症性口臭

uremic breath uremic fetor

尿毒症性呼吸困難

uremic dyspnea

尿毒症性黒内障

uremic amaurosis

尿毒症性昏睡

uremic coma

尿毒症性細小動脈石灰化症

calcific uremic arteriopathy CUA>

尿毒症性心筋症

uremic cardiomyopathy

尿毒症性神経毒

uremic neurotoxin

尿毒症性心膜炎

uremic pericarditis

尿毒症性毒素 ＝尿毒素

uremic toxin

尿毒症性ニューロパチー

uremic neuropathy

尿毒症性脳症

uremic encephalopathy

尿毒症性肺

uremic lung

尿毒症性肺臓炎

uremic pneumonitis

尿毒症性物質

uremic substance

尿毒症性痒疹

prurigo uremia

尿毒素 ＝尿毒症性毒素

uemic toxin

尿閉

urinary retention

妊娠高血圧症

pregnancy induced hypertension

妊娠高血圧腎症

preeclampsia

妊娠中毒
〔症〕

toxemia of pregnancy pregnant toxicosis

ね
熱水殺菌システム

hot water disinfection system

の
脳性ナトリウム利尿ペプチド

brain natriuretic peptide BNP>

濃度勾配

concentration gradient

濃度分極

concentration polarization
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のう(囊)胞〔性〕
腎〔疾患〕

cystic kidney(renal)disease

は
肺うっ血

lung congestion

バイオインピーダンス法

bioelectric impedance analysis BIA>

バイオフィルトレーション

biofiltration

バイオフィルム

biofilm

バイカーボネート透析 ＝重炭酸透析

bicarbonate dialysis

肺外結核

extrapulmonary tuberculosis

配管系

piping system

肺水腫

pulmonary edema

ハイパフォーマンス膜 ＝高性能膜

high performance membrane HPM >

ハイフラックス膜

high‑flux membrane

ハウジング ＝外筒

housing

破壊性脊椎関節症

destructive spondyloarthropathy DSA>

破骨細胞

osteoclast

播種性血管内
〔血液〕
凝固
〔症候群〕

disseminated intravascular coagulation DIC>

バスキュラーアクセス ＝ブラッドアクセス

vascular access VA>

バスキュラーアクセスインターベンション
〔治療〕

〔therapy〕VAIVT>
vascular access intervention

バスキュラーアクセス血流量 ＝アクセス血流量

vascular access blood flow

バスキュラーアクセス再循環〔率〕＝アクセス再循環
〔率〕
vascular access recirculation(rate)
バスキュラーアクセス不全 ＝シャント不全

vascular access failure

白血球除去療法

leukapheresis leukocytapheresis LCAP>

発熱物質

pyrogen

ばね指 ＝弾撥指

snapping finger trigger finger

パラコート中毒

paraquat intoxication

ハングリーボーン〔症候群〕

〔syndrome〕
hungry bone

バンコマイシン

vancomycin

バンコマイシン耐性腸球菌

vancomycin resistant Enterococcus VRE>

半透膜

semipermeable membrane

反発係数

reflection coefficient

ひ
B 型肝炎ウイルス

hepatitis B virus HBV>

皮下石灰化〔症〕

cutaneous calcification

皮下動静脈瘻 ＝自己血管使用皮下動静脈瘻 動静脈瘻 内シャント
arteriovenous fistula AVF>
非観血的連続循環血漿量監視装置

noninvasive and continuous circulating plasma volume monitoring instrument

非観血的連続ヘマトクリット測定装置 ＝クリットライン
noninvasive and continuous hematocrit monitoring
instrument
微小血管症性溶血性貧血

microangiopathic hemolytic anemia
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ビスホスホネート

bisphosphonate

ビタミン E 固定化ダイアライザ

vitamin E‑coated dialyzer

ビタミン D 受容体(レセプター)

vitamin D receptor

ビタミン D

vitamin D

ビタミン D パルス療法

vitamin D pulse therapy

ビタミン D 誘導体

vitamin D analogue

被囊性腹膜硬化症

encapsulating peritoneal sclerosis EPS>

非分画ヘパリン

unfractionated heparin

非乏尿性急性腎不全

non‑oliguric acute renal failure

標準化蛋白(たんぱく)異化率

protein catabolic rate normalized to body weight
normalized protein catabolic rate nPCR>

標準化透析量

normalized dialysis dose

表面荷電

surface charge

微量金属

trace metal

微量元素

trace element

微量ヘパリン法

tight heparinization

ビリルビン吸着

bilirubin adsorption

ピロー

pillow

ふ
ファウリング ＝蛋白(たんぱく)の膜付着

fouling

ファブリ
〔ー〕病

Fabryʼ
s disease

ファレカルシトリオール

falecalcitriol

フィブリノゲン

fibrinogen

フィブリン

fibrin

フィブリン分解産物

fibrin degradation product FDP>

フェリチン

ferritin

フォガティカテーテル

Forgaty catheter

フォトフェレシス

photopheresis

不穏下肢症候群 ＝むずむず脚症候群

下肢静止不能症候群

レストレスレッグス症候群

restless legs syndrome RLS>
腹腔アクセス

peritoneal access

腹腔穿刺

abdominocentesis

腹腔洗浄

peritoneal lavage

副甲状腺(上皮小体)亜全摘出術

subtotal parathyroidectomy

副甲状腺(上皮小体)過形成

parathyroid hyperplasia

副甲状腺(上皮小体)機能

parathyroid function

副甲状腺(上皮小体)機能亢進症

hyperparathyroidism

副甲状腺(上皮小体)機能低下症

hypoparathyroidism

副甲状腺(上皮小体)自家移植術

autotransplantation of parathyroid

副甲状腺(上皮小体)全摘出術＋自家移植術

total parathyroidectomy with autotransplantation

副甲状腺(上皮小体)摘出術

parathyroidectomy PTX>

副甲状腺(上皮小体)ホルモン

parathyroid hormone parathormone PTH>

副甲状腺(上皮小体)ホルモン受容体(レセプター)

parathyroid hormone receptor

副甲状腺(上皮小体)インターベンション〔療法〕

〔therapy〕
parathyroid intervention

― 55 ―

副腎皮質ステロイド

adrenocortical steroid

腹水

ascites

腹水濾過濃縮再静注
〔法〕

cell‑free concentrated ascites reinfusion therapy
CART>

大動脈石灰化指数

aortic calcification index ACI>

腹膜

peritoneal membrane peritoneum

腹膜(透析)カテーテル

peritoneal catheter

腹膜炎

peritonitis

腹膜機能

peritoneal function

腹膜クリアランス

peritoneal clearance

腹膜硬化症

peritoneal sclerosis

腹膜生検

peritoneal biopsy

腹膜線維症

peritoneal fibrosis

腹膜中皮細胞

peritoneal mesothelial cell PM C>

腹膜透過性

peritoneal permeability

腹膜透析

peritoneal dialysis PD>

腹膜透析液

peritoneal dialysis fluid

腹膜平衡試験

peritoneal equilibration test PET>

浮腫

edema

物質移動係数 ＝物質輸送係数

mass transfer coefficient

物質輸送係数 ＝物質移動係数

mass transfer coefficient

プッシュプル血液透析濾過
〔法〕

push and pull hemodiafiltration

ブドウ糖変性
〔代謝〕
産物

glucose degradation product GDP>

プライミング

priming

ブラジキニン

bradykinin

プラスマリフィリング ＝血漿再充填速度

plasma refilling

ブラッドアクセス ＝バスキュラーアクセス

vascular access VA>

ふるい(篩)係数

sieving coefficient SC>

プレアルブミン ＝トランスサイレチン

prealbumin

分子量

molecular weight MW >

分布容量

distribution volume

粉末型透析液原薬 ＝粉末型透析用剤

powder of dialysate concentrate

粉末型透析用剤 ＝粉末型透析液原薬

powder of dialysate concentrate

へ
平均細孔半径

mean pore size

閉塞性動脈硬化症

arteriosclerosis obliterans ASO>

平板
〔型〕
透析器(ダイアライザ) ＝積層型透析器(ダイアライザ)
plate〔type〕dialyzer parallel‑plate dialyzer
並流

parallel flow

β‑ミクログロブリン

β‑microglobulin

β‑ミクログロブリン吸着カラム

β‑microglobulin adsorption column

β‑ミクログロブリン吸着療法

β‑microglobulin adsorption

ヘッダー

header

ヘパリン

heparin
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ヘパリン化

heparinization

ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症

heparin‑induced thrombocytopenia HIT>

ヘパリン注入器

heparin infuser

ヘパリンポンプ

heparin pump

ヘモクロマトーシス

hemochromatosis

ヘモジデローシス

hemosiderosis

返血

blood return

ほ
乏尿

oliguria

乏尿性急性腎不全

oliguric acute renal failure

補充液

substitution fluid

補正カルシウム

adjusted calcium

補体

complement

補体活性
〔化〕

complement activation

勃起障害

erectile dysfunction ED>

ポビドンヨード

povidone iodine

ホメオスタシス

homeostasis

ホモシステイン

homocysteine

ポリアクリロニトリル

polyacrylonitrile PAN>

ポリアミド

polyamide PA>

ポリウレタングラフト

polyurethane graft

ポリエーテルスルホン

polyethersulfone PES>

ポリエステル系ポリマーアロイ

polyester polymer alloy PEPA>

ポリ塩化ビニル

polyvinylchloride PVC>

ポリスルホン

polysulfone PS>

ポリテトラフルオロエチレン

polytetrafluoroethylene PTFE>

ポリミキシン B 固定化ファイバー

polymyxin B‑immobilized fiber PM X>

ポリメチルメタクリレート

polymethylmethacrylate PM MA>

ま
マイクロフィルタ

microfilter

マキサカルシトール

maxacalcitol

膜厚

membrane thickness

膜間圧力差

transmembrane pressure

膜式血漿分離(交換)

membrane plasmapheresis membrane plasma separation

膜透過性

membrane permeability

膜面積

membrane area

膜面積 時間仮説

square meter‑hour hypothesis

膜濾過血漿分離

membrane plasma separation membrane plasmapheresis

マクログロブリン血症

macroglobulinemia

マクロファージ

macrophage
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末期腎疾患

end‑stage renal disease ESRD>

末期腎臓病

end‑stage kidney disease ESKD>

末期腎不全

end‑stage renal failure end‑stage renal disease
ESRF ESRD>

末梢血幹細胞移植

peripheral blood stem cell transplantation PBSCT>

末梢血幹細胞採取

peripheral blood stem cell collection PBSCC>

末梢血管抵抗

peripheral vascular resistance

末梢動脈疾患

peripheral arterial disease PAD>

末梢動脈閉塞性疾患

peripheral arterial occlussive disease PAOD>

末梢ニューロパチー(神経障害)

peripheral neuropathy

マルチスライス CT

multi‑slice computed tomography MSCT>

慢性(維持)血液透析

chronic hemodialysis

慢性
〔糸球体〕腎炎

chronic〔glomerulo〕nephritis CGN>

慢性
〔尿細管〕間質性腎炎

chronic〔tubulo〕interstitial nephritis CIN>

慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy CIDP>

慢性腎盂腎炎

chronic pyelonephritis

慢性腎臓病

chronic kidney disease CKD>

慢性腎臓病〔に伴う〕
骨ミネラル
〔代謝〕
異常
〔症〕 慢性腎臓病
〔に伴う〕ミネラル骨
〔代謝〕
異常
〔症〕
chronic kidney disease‑mineral and bone disorder
CKD‑MBD>
慢性腎不全

chronic renal failure CRF>

慢性腎不全急性増悪

acute on chronic renal failure

み
M IA 症候群

malnutriton inflammation atherosclerosis syndrome

ミオグロビン血症

myoglobinemia

ミオグロビン尿症

myoglobinuria

水処理システム

water treatment system

水出納 ＝水バランス

water balance

水バランス(平衡) ＝水出納

water balance

脈波伝播速度

pulse wave velocity PWV>

ミラー フィッシャー症候群

Miller‑Fisher syndrome

む
無機能腎

nonfunctioning kidney

無凝固薬透析

anticoagulant‑free dialysis

無菌性腹膜炎

sterile peritonitis

無形成骨症

adynamic bone disease

無酢酸バイオフィルトレーション ＝アセテートフリーバイオフィルトレーション
acetate free biofiltration AFBF>
むずむず脚症候群 ＝レストレスレッグス症候群 下肢静止不能症候群 不穏下肢症候群
restless legs syndrome
無尿

anuria
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ムピロシン

mupirocin

無ヘパリン透析

heparin‑free dialysis

め
メシル酸ナファモスタット

nafamostat mesilate

メタボリックシンドローム

metabolic syndrome

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

methicillin‑resistant Staphylococcus aureus MRSA>

メチルグアニジン

methylguanidine

免疫吸着
〔法〕

immunoadsorption plasmapheresis IAPP>

免疫グロブリン

immunoglobulin

免疫複合体

immune complex IC>

免疫不全

immunodeficiency

免疫抑制療法

immunosuppressive therapy

も
網状赤血球ヘモグロビン含量

reticulocyte hemoglobin content CHr>

目標体重 ＝ドライウェイト 乾燥体重 基準体重

dry weight estimated ideal weight

や
夜間間欠的腹膜透析

nocturnal intermittent peritoneal dialysis NIPD>

夜間腹膜透析

nocturnal peritoneal dialysis NPD>

薬物中毒

drug intoxication

ゆ
有効循環血液量

effective circulating blood volume

有効循環血漿量

effective circulating plasma volume

癒着

adhesion

よ
陽イオン ＝カチオン

cation

陽イオン交換樹脂

cation exchange resin

溶血性尿毒症症候群

hemolytic uremic syndrome HUS>

溶質除去

solute removal

溶質除去量

removal amount of solute

溶質輸送

solute transport

容量負荷

volume load

予防透析

prophylactic dialysis
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り
リガンド 官能基

ligand

利尿

diuresis

利尿薬

〔drug〕
diuretic

リバウンド

rebound

リポ多糖体

lipopolysaccharide LPS>

リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ

lipoprotein lipase LPL>

リポプロテイン(a)

lipoprotein(a) Lp(a)>

リン吸着薬

phosphate binder phosphorus binder

リンパ球血漿分離(交換)
〔法〕

lymphoplasmapheresis

リンパ球除去療法

lymphocytapheresis

リンパ球プラスマフェレシス

lymphoplasmapheresis

リンパ球分離
〔法〕

lymphocytapheresis

る
ルアーロック

luer lock

ループス腎炎

lupus nephritis

ループ利尿薬

〔s〕
loop diuretic

れ
冷却濾過
〔法〕

cryofiltration

レストレスレッグス症候群 ＝むずむず脚症候群 下肢静止不能症候群 不穏下肢症候群
restless legs syndrome RLS>
レチノール結合
〔性〕
蛋白(たんぱく)

retinol binding protein RBP>

連日血液透析

daily hemodialysis DHD>

連続(持続)周期的腹膜透析

continuous cycling peritoneal dialysis CCPD>

連続(持続)携行式腹膜透析

continuous ambulatory peritoneal dialysis CAPD>

ろ
ロータブレータ

percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy PTCRA>

濾過

filtration

濾過圧

filtration pressure

濾過係数

hydraulic permeability filtration coefficient Lp>

濾過速度

filtration rate Q

濾過定数

filtration constant
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Qf>

略語

編

ABI

ankle‑brachial pressure index 足関節上腕血圧比

ABPM

ambulatory blood pressure monitoring 携帯式血圧モニタリング

ACDK

acquired cystic disease of the kidney
〔後天性〕
多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎〔疾患〕

ACEI

angiotensin converting enzyme inhibitor アンジオテンシン変換酵素阻害薬

ACI

aortic calcification index 大動脈石灰化指数

ACKD

〔疾患〕
acquired cystic kidney disease 多囊胞化萎縮腎 後天性のう(囊)胞腎

ACN

〔腎〕
皮質壊死
acute cortical necrosis 急性

ACT

activated coagulation time 活性化凝固時間

ADPKD

autosomal dominant polycystic kidney disease 常染色体優性多発性囊胞腎

AFBF

acetate free biofiltration
アセテートフリーバイオフィルトレーション 無酢酸バイオフィルトレーション

AG

anion gap アニオンギャップ 陰イオンギャップ

AGE

advanced glycation end product 終末糖化物質 後期糖化最終産物

AI

atherogenic index 動脈硬化指数

AIDS

acquired immunodeficiency syndrome 後天性免疫不全症候群

AIN

〔尿細管〕間質性腎炎
acute〔tubulo〕interstitial nephritis 急性

AK

artificial kidney 人工腎〔臓〕

AKI

acute kidney injury 急性腎不全

ALE

advanced lipoxidation end product 脂質過酸化最終産物

AM

adrenomedulin アドレノメジュリン

ANCA

anti‑neutrophil cytoplasmic antibody 抗好中球細胞質抗体

ANF

atrial natriuretic factor 心房性ナトリウム利尿因子

ANP

atrial natriuretic peptide 心房性ナトリウム利尿ペプチド

APD

automated peritoneal dialysis 自動腹膜透析

API

ankle‑brachial pressure index 足関節上腕血圧比

APTT

activated partial thromboplastin time 活性化部分トロンボプラスチン時間

AQP

aquaporin アクアポリン

ARB

angiotensin Ⅱ receptor blocker アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

ARCD

〔疾患〕
acquired renal cystic disease 後天性のう(囊)胞腎

ARF

acute renal failure 急性腎不全

ARPKD

autosomal recessive polycystic kidney disease 常染色体劣性多発性囊胞腎

ASCVD

atherosclerotic cardiovascular disease アテローム硬化型心血管疾患

ASO

arteriosclerosis obliterans 閉塞性動脈硬化症

AT‑Ⅲ

antithrombin‑Ⅲ アンチトロンビンⅢ

ATN

acute tubular necrosis 急性尿細管え(壊)死

AVF

arteriovenous fistula 自己血管使用皮下動静脈瘻 動静脈瘻 皮下動静脈瘻 内シャント

AVG

arteriovenous graft 人工血管使用皮下動静脈瘻 人工血管

BAP

bone alkaline phosphatase 骨型アルカリフォスファターゼ

BFR

流量
blood flow rate 血〔液〕

― 61 ―

BIA

bioelectric impedance analysis バイオインピーダンス法

BMC

bone mineral content 骨塩量

BMD

bone〔mineral〕density 骨密度

BMI

body mass index 体格指数

BNP

brain natriuretic peptide 脳性ナトリウム利尿ペプチド

BSA

body surface area 体表面積

BUN

blood urea nitrogen 血中尿素窒素

BV

blood volume 血液量 血液容積

CA

cellulose acetate 酢酸セルロース セルロースアセテート

CABG

coronary artery bypass graft surgery 冠動脈バイパス術

CaBP

calcium binding protein カルシウム結合蛋白(たんぱく)

CACS

coronary artery calcification score 冠動脈石灰化指数

CAD

coronary artery disease 冠動脈疾患

CAPD

continuous ambulatory peritoneal dialysis 連続(持続)携行式腹膜透析

CaR

calcium sensing receptor カルシウム感知受容体

CART

〔法〕
cell‑free concentrated ascites reinfusion therapy 腹水濾過濃縮再静注

CAVH

continuous arteriovenous hemofiltration 持続的動静脈血液濾過

Ca×P

calcium‑phosphorus product calcium‑phosphate product カルシウム リン積

CBP

continuous blood purification 持続的血液浄化

CCB

calcium channel blocker カルシウムチャネル遮断薬 カルシウム拮抗薬

CCPD

continuous cycling peritoneal dialysis 連続(持続)周期的腹膜透析

Ccr

creatinine clearance クレアチニンクリアランス

CCT

celite‑activated coagulation time セライト賦活全血凝固時間

CGN

腎炎
chronic〔glomerulo〕nephritis 慢性〔糸球体〕

CHD

continuous hemodialysis 持続的血液透析

CHDF

continuous hemodiafiltration 持続的血液透析濾過 持続的血液濾過透析

CHF

congestive heart failure うっ血性心不全

CHF

continuous hemofiltration 持続的血液濾過

CHr

reticulocyte hemoglobin content 網状赤血球ヘモグロビン含量

CIDP

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー

CKD

chronic kidney disease 慢性腎臓病

CKD‑MBD

chronic kidney disease‑mineral and bone disorder
慢性腎臓病
〔に伴う〕
骨ミネラル〔代謝〕異常〔症〕 慢性腎臓病
〔に伴う〕
ミネラル骨〔代謝〕異常
〔症〕

CRF

chronic renal failure 慢性腎不全

CRP

C‑reactive protein C 反応性蛋白(たんぱく)

CRRT

continuous renal replacement therapy 持続的腎代替療法 持続的腎機能代行療法

CTR

〔郭〕
比
cardiothoracic ratio 心胸

CTS

carpal tunnel syndrome 手根管症候群

CUA

calcific uremic arteriopathy 尿毒症性細小動脈石灰化症

Curea

urea clearance 尿素クリアランス

CVD

cardiovascular disease 心血管疾患

CVVH

continuous venovenous hemofiltration 持続的静静脈血液濾過

CVVHD

continuous venovenous hemodialysis 持続的静静脈血液透析

DAPD

daytime ambulatory peritoneal dialysis 昼間携行式腹膜透析

― 62 ―

DCM

dilated cardiomyopathy 拡張型心筋症

DEHP

diethylhexylphthalate ジエチルヘキシルフタレート

DEXA

dual energy X‑ray absorptiometry 二重エネルギーX 線骨塩分析法

DFO

deferoxamine デフェロキサミン

DFPP

double filtration plasmapheresis 二重膜濾過血漿交換〔療法〕

DHD

daily hemodialysis 連日血液透析

DHP

direct hemoperfusion 直接血液灌流 直接血液吸着

DIC

disseminated intravascular coagulation
播種性血管内凝固症候群 播種性血管内
〔血液〕
凝固

DSA

destructive spondyloarthropathy 破壊性脊椎関節症

DSA

〔法〕
digital subtraction angiography デジタルサブトラクション血管造影

ECF

extracellular fluid 細胞外液

ECUM

extracorponeal ultrafiltration method 体外限外濾過法 イーカム

ED

erectile dysfunction 勃起障害

EOG

ethylene oxide gas エチレンオキサイドガス

EPO

erythropoietin エリスロポエチン

EPS

encapsulating peritoneal sclerosis 被囊性腹膜硬化症

ESA

erythropoiesis stimulating agent 赤血球造血刺激因子製剤

ESI

exit site infection 出口部感染

ESKD

end‑stage kidney disease 末期腎臓病

ESRD

end‑stage renal disease 末期腎疾患 末期腎不全

ESRF

end‑stage renal failure 末期腎不全

ET

endothelin エンドセリン

EU

endotoxin unit エンドトキシン単位

EVA

ethylene vinyl alcohol エチレンビニルアルコール

FDL catheter

flexible double lumen catheter 軟性ダブルルーメンカテーテル

FDP

fibrin degradation product フィブリン分解産物

FDR

fiber density ratio 充填率

FGS

primary focal segmental glomerulosclerosis 原発性巣状糸球体硬化症

FH

familial hypercholesterolemia 家族性高コレステロール血症

G

generation rate 産生速度

GCAP

granulocytapheresis 顆粒球除去療法

GDP

glucose degradation product ブドウ糖変性〔代謝〕産物

HBV

hepatitis B virus B 型肝炎ウイルス

HCV

hepatitis C virus C 型肝炎ウイルス

HD

hemodialysis 血液透析

HDF

hemodiafiltration 血液透析濾過 血液濾過透析

HF

hemofiltration 血液濾過

HIT

heparin‑induced thrombocytopenia ヘパリン起因(惹起)性血小板減少症

HP

hemoperfusion 血液灌流

HPM

high performance membrane ハイパフォーマンス膜 高性能膜

HUS

hemolytic uremic syndrome 溶血性尿毒症症候群

IAPP

immunoadsorption plasmapheresis 免疫吸着〔法〕

IC

immune complex 免疫複合体

ICF

intracellular fluid 細胞内液

IDPN

intradialytic parenteral nutrition 透析時静脈栄養

血液吸着
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IFEHD

internal filtration‑enhanced hemodialysis 内部濾過促進型血液透析

IGT

impaired glucose tolerance 耐糖能異常

IHD

ischemic heart disease 虚血性心疾患

IL

interleukin インターロイキン

IMT

intima‑media thickness 内膜中膜複合体厚 内膜中膜複合壁厚

IPD

intermittent peritoneal dialysis 間欠的腹膜透析

IRRT

intermittent renal replacement therapy 間欠的腎代替療法

IVUS

intravascular ultrasonography 血管内超音波

Kc

cellular membrane clearance 細胞膜クリアランス

KCT

kaolin‑activated coagulation(clotting)time カオリン賦活全血凝固時間

KDIGO

kidney disease improving gloval outcome 腎臓病予後対策国際機構

Kf

ultrafiltration coefficient 限外濾過率

KoA

mass transfer area coefficient 総括物質移動面積係数

LCAP

leukocytapheresis 白血球除去療法

LM WH

〔量〕ヘパリン
low molecular weight heparin 低分子

LM WP

蛋白(たんぱく)
low molecular weight protein 低分子〔量〕

Lp

hydraulic permeability filtration coefficient 濾過係数

Lp(a)

lipoprotein(a) リポプロテイン(a)

LPL

lipoprotein lipase リポ蛋白(たんぱく)リパーゼ

LPS

lipopolysaccharide リポ多糖体

M DCT

multi‑detector computed tomography 多列検出型 CT

M HA

microangiopathic hemolytic anemia 微小血管症性溶血性貧血

M IDCAB

minimally invasive direct coronary artery bypass 低侵襲冠動脈バイパス術

M ODS

multiple organ dysfunction syndrome 多臓器不全症候群

M OF

multiple organ failure 多臓器不全

M RI

〔画〕像
magnetic resonance imaging 磁気共鳴

M RSA

methicillin‑resistant Staphylococcus aureus メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

M SCT

multi‑slice computed tomography マルチスライス CT

M TAC

overall mass transfer area coefficient 総括物質移動 膜面積係数

MW

molecular weight 分子量

NCV

nerve conduction velocity 神経伝導速度

NIPD

nocturnal intemittent peritoneal dialysis 夜間間欠的腹膜透析

NO

nitric oxide 一酸化窒素

nPCR

normalized protein catabolic rate 標準化蛋白(たんぱく)異化率

NPD

nocturnal peritoneal dialysis 夜間腹膜透析

NSF

nephrogenic systemic fibrosis 腎性全身性線維症

NST

nutrition(al) support team 栄養サポートチーム

PA

polyamide ポリアミド

PAD

peripheral arterial disease 末梢動脈疾患

PAF

platelet‑activating factor 血小板活性化因子

PAN

polyacrylonitrile ポリアクリロニトリル

PAOD

peripheral arterial occlussive disease 末梢動脈閉塞性疾患

PBSCC

peripheral blood stem cell collection 末梢血幹細胞採取

PBSCT

peripheral blood stem cell transplantation 末梢血幹細胞移植

PCIT

percutaneous(parathyroid)calcitriol injection therapy
経皮的副甲状腺(上皮小体)カルシトリオール注入療法
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PCKD

のう(囊)胞腎〔疾患〕
polycystic kidney disease 〔多発性〕

PCR

protein catabolic rate 蛋白(たんぱく)異化率

PD

peritoneal dialysis 腹膜透析

PE

plasma exchange ＝plasmapheresis

PEIT

percutaneous(parathyroid)ethanol injection therapy

血漿交換
〔療法〕

経皮的(副甲状腺(上皮小体))エタノール注入療法
PEPA

polyester polymer alloy ポリエステル系ポリマーアロイ

PES

polyethersulfone ポリエーテルスルホン

PET

peritoneal equilibration test 腹膜平衡試験

PF4

platelet factor 4 血小板第 4因子

PM C

peritoneal mesothelial cell 腹膜中皮細胞

PM IT

percutaneous(parathyroid)maxacalcitol injection therapy
経皮的(副甲状腺(上皮小体))マキサカルシトール注入療法

PM MA

polymethylmethacrylate ポリメチルメタクリレート

PM X

polymyxin B‑immobilized fiber ポリミキシン B 固定化ファイバー

Posm

plasma osmotic pressure 血漿浸透圧

PP

plasmapheresis ＝plasma exchange

PPHDF

protein‑permeable hemodiafiltration タンパク漏出型血液透析濾過〔法〕

PS

polysulfone ポリスルホン

PTA

percutaneous transluminal angioplasty 経皮経管的血管形成術

PTFE

polytetrafluoroethylene ポリテトラフルオロエチレン

PTH

parathyroid hormone parathormone 副甲状腺(上皮小体)ホルモン

PTCRA

percutaneous transluminal coronary rotational atherectomy ロータブレータ

PTX

parathyroidectomy 副甲状腺(上皮小体)摘出術

PVC

polyvinylchloride ポリ塩化ビニル

PWV

pulse wave velocity 脈波伝播速度

Q

Qb

quantity of blood flow ＝blood flow rate

Q

Qd

quantity of dialysate(dialysis fluid)flow ＝dialysate flow rate

Q

Qf

filtration rate 濾過速度

血漿交換
〔療法〕

血〔液〕
流量
透析液流量

RBP

蛋白(たんぱく)
retinol binding protein レチノール結合〔性〕

RCC

renal〔cell〕carcinoma 腎〔細胞〕癌

rHuEPO

recombinant human erythropoietin 遺伝子組換えヒトエリスロポエチン

RLS

restless legs syndrome
むずむず脚症候群 下肢静止不能症候群 不穏下肢症候群

レストレスレッグ症候群

RO

reverse osmosis 逆浸透

ROD

renal osteodystrophy 腎性骨(異栄養)症

RPGN

rapidly progressive glomerulonephritis 急速進行性糸球体腎炎

RRT

renal replacement therapy 腎代替療法 腎機能代行療法

SAS

sleep apnea syndrome 睡眠時無呼吸症候群

SC

sieving coefficient ふるい(篩)係数

SLE

systemic lupus erythematosus 全身性エリテマトーデス

SMAP

stepwise initiation of peritoneal dialysis using Moncrief and Popovich technique
段階的腹膜透析導入法

SUN

serum urea nitrogen 血清尿素窒素

TAC

time averaged concentration 時間平均濃度

TBW

total body water 体内全水分量 総体液量
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TPD

tidal peritoneal dialysis タイダル腹膜透析

TPN

total parenteral nutrition 完全静脈栄養

TSAT

transferrin saturation トランスフェリン飽和度

TTP

thrombotic thrombocytopenic purpura 血栓性血小板減少性紫斑病

TTR

transthyretin トランスサイレチン

UFF

ultrafiltration failure 除水不全 限外濾過不全

UFR

ultrafiltration rate 除水速度

UFRP

ultrafiltration coefficient 限外濾過率

UKM

urea kinetic model 尿素動態モデル

VA

vascular access バスキュラーアクセス 血管アクセス ブラッドアクセス

VAIVT

〔治療〕
vascular access intervention〔therapy〕 バスキュラーアクセスインターベンション

VRE

vancomycin resistant Enterococcus バンコマイシン耐性腸球菌
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あとがき
ここに 「日本透析医学会透析医学用語集」をお届けできることとなった
近年

腎臓病診療内容を共通化して慢性腎臓病対策を総合的に進める国際的な動きとして

Disease：Improving Global Outcome（KDIGO）の活動にわが国も参加し

Kidney

腎臓病診療内容の共通化

が進められている KDIGO では「腎性骨症ガイドライン」
「ウイルス肝炎治療ガイドライン」
「腎性貧血
ガイドライン」ワーキンググループが選出され

ガイドライン策定がすすめられている

きの基盤をなすのは用語の定義の共通化である

その意味で「用語集」の編纂がこの時期に行われたこ

とは

このような動

大変時機を得た活動であるといえる

日本透析医学会学術委員会透析医学用語集作成小委員会の委員の先生方の献身的な努力に感謝すると
ともに

編纂過程でご意見を賜った会員の先生方

の貢献を挙げて

さらに最終校閲に携わった透析医学会理事の先生方

本用語集が透析医療の臨床と研究に役立つことを祈念する

平成 19年 10月吉日
日本透析医学会学術委員会 透析医学用語集作成小委員会
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委員長

秋葉 隆

前委員長

秋澤忠男

