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allergic reactionsallergic reactionsallergic reactionsallergic reactions    アレルギー反応アレルギー反応アレルギー反応アレルギー反応                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         amantadineamantadineamantadineamantadine    アマンタジンアマンタジンアマンタジンアマンタジン                    amphigenamphigenamphigenamphigen    アムフィゲンアムフィゲンアムフィゲンアムフィゲン                    ampligenampligenampligenampligen    アンプリジェンアンプリジェンアンプリジェンアンプリジェン                    amyotrophic lateral amyotrophic lateral amyotrophic lateral amyotrophic lateral sclerosissclerosissclerosissclerosis    筋委縮性側索硬化症筋委縮性側索硬化症筋委縮性側索硬化症筋委縮性側索硬化症                    aneurysmaneurysmaneurysmaneurysm    動脈瘤動脈瘤動脈瘤動脈瘤                    aaaangiotensin ngiotensin ngiotensin ngiotensin converting enzymeconverting enzymeconverting enzymeconverting enzyme    アンジオテンシン変換酵素アンジオテンシン変換酵素アンジオテンシン変換酵素アンジオテンシン変換酵素                    antinuclear antibodyantinuclear antibodyantinuclear antibodyantinuclear antibody    抗核抗体抗核抗体抗核抗体抗核抗体                    anxietyanxietyanxietyanxiety    不安不安不安不安フアン 、、、、    不安不安不安不安フアン 症状症状症状症状ショウジョウ                                        apparentapparentapparentapparent    ＋＋＋＋    疾患疾患疾患疾患シッカン名名名名メイなどなどなどなど    見見見見ミ かけかけかけかけ上上上上ジョウ（の）（の）（の）（の）                    atypical pneumoniaatypical pneumoniaatypical pneumoniaatypical pneumonia    非定型肺炎非定型肺炎非定型肺炎非定型肺炎                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         



autonomic nervous autonomic nervous autonomic nervous autonomic nervous system disorderssystem disorderssystem disorderssystem disorders    自律自律自律自律ジリツ 神経神経神経神経シンケイ系系系系ケイ障害障害障害障害ショウガイ                                        autopsyautopsyautopsyautopsy    剖検剖検剖検剖検                    basel cell carcinomabasel cell carcinomabasel cell carcinomabasel cell carcinoma    基底基底基底基底キテイ 細胞細胞細胞細胞サイボウ癌癌癌癌ガン                                        BBBB----cell lymphomacell lymphomacell lymphomacell lymphoma    BBBB細胞細胞細胞細胞サイボウ性性性性セイリンパリンパリンパリンパ    腫腫腫腫シュ                                        blood poisoning = blood poisoning = blood poisoning = blood poisoning = septicemiasepticemiasepticemiasepticemia    敗敗敗敗ハイ血血血血ケッ症症症症ショウ                                        bodily functionbodily functionbodily functionbodily function    身体の機能身体の機能身体の機能身体の機能                    BRAMEBRAMEBRAMEBRAME    Blue Ribbon Awareness for Myalgic Blue Ribbon Awareness for Myalgic Blue Ribbon Awareness for Myalgic Blue Ribbon Awareness for Myalgic EncephalomyelitisEncephalomyelitisEncephalomyelitisEncephalomyelitis                    cardiac dysrhythmiacardiac dysrhythmiacardiac dysrhythmiacardiac dysrhythmia    不整脈不整脈不整脈不整脈                    cardiaccardiaccardiaccardiac    embolismembolismembolismembolism    心原性塞栓症心原性塞栓症心原性塞栓症心原性塞栓症                            cardiopulmonary cardiopulmonary cardiopulmonary cardiopulmonary resuscitation resuscitation resuscitation resuscitation     心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法心肺蘇生法    CPRCPRCPRCPR            英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         cardiovascular cardiovascular cardiovascular cardiovascular abnormalitiesabnormalitiesabnormalitiesabnormalities    心心心心シン血管血管血管血管ケッカン異常異常異常異常イジョウ                                         



Centers for Disease Centers for Disease Centers for Disease Centers for Disease Control and Control and Control and Control and Prevention (the)Prevention (the)Prevention (the)Prevention (the)    米国疾病管理センター米国疾病管理センター米国疾病管理センター米国疾病管理センター                    cerebral circulationcerebral circulationcerebral circulationcerebral circulation    大脳血液循環大脳血液循環大脳血液循環大脳血液循環                    chlamydia pneumoniachlamydia pneumoniachlamydia pneumoniachlamydia pneumonia    クラミクラミクラミクラミジア肺炎ジア肺炎ジア肺炎ジア肺炎                    chronic fatigue chronic fatigue chronic fatigue chronic fatigue immune dysfunctionimmune dysfunctionimmune dysfunctionimmune dysfunction    慢性疲労免疫機能不全慢性疲労免疫機能不全慢性疲労免疫機能不全慢性疲労免疫機能不全    CFIDCFIDCFIDCFID            chronic fatigue chronic fatigue chronic fatigue chronic fatigue syndromesyndromesyndromesyndrome    慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群慢性疲労症候群    CFSCFSCFSCFS            chronic viral chronic viral chronic viral chronic viral infectioninfectioninfectioninfection    慢性のウイルス性感染慢性のウイルス性感染慢性のウイルス性感染慢性のウイルス性感染                    circulating circulating circulating circulating autoantibodiesautoantibodiesautoantibodiesautoantibodies    循環自己抗体循環自己抗体循環自己抗体循環自己抗体                    CNS abnormalitiesCNS abnormalitiesCNS abnormalitiesCNS abnormalities    中枢中枢中枢中枢チュウスウ神経系神経系神経系神経系シンケイケイ (CNS) (CNS) (CNS) (CNS) 異常異常異常異常イジョウ                                         英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         CoCoCoCo----Cure Cure Cure Cure     CoCoCoCo----CureCureCureCure とととと    訳訳訳訳ヤクすすすす            総計総計総計総計 2,0002,0002,0002,000 名を越える団体で主な投稿者・メンバーは研究者・医師名を越える団体で主な投稿者・メンバーは研究者・医師名を越える団体で主な投稿者・メンバーは研究者・医師名を越える団体で主な投稿者・メンバーは研究者・医師    cognitive difficognitive difficognitive difficognitive difficultycultycultyculty    認知障害認知障害認知障害認知障害                    



cognitive cognitive cognitive cognitive dysfunctiondysfunctiondysfunctiondysfunction    認知認知認知認知ニンチ 機能機能機能機能キノウ 不全不全不全不全フゼン                                         compassion fatiguecompassion fatiguecompassion fatiguecompassion fatigue    同情疲れ同情疲れ同情疲れ同情疲れ                    complete blood complete blood complete blood complete blood countcountcountcount    全血球算定全血球算定全血球算定全血球算定    CBCCBCCBCCBC            complicationcomplicationcomplicationcomplication    合併症合併症合併症合併症                    congestive heart congestive heart congestive heart congestive heart failurefailurefailurefailure    うっうっうっうっ血性血性血性血性ケツセイ心不全心不全心不全心不全シンフゼン                                         connective tissueconnective tissueconnective tissueconnective tissue    結合結合結合結合ケツゴウ組織組織組織組織ソシキ                                         corticosteroidscorticosteroidscorticosteroidscorticosteroids    コルチコステロイドコルチコステロイドコルチコステロイドコルチコステロイド                    cryptogenic cryptogenic cryptogenic cryptogenic myocardial fibrosismyocardial fibrosismyocardial fibrosismyocardial fibrosis    突発性突発性突発性突発性トッパツセイ 心筋線維症心筋線維症心筋線維症心筋線維症                    dialyzable WBC dialyzable WBC dialyzable WBC dialyzable WBC extractextractextractextract    透析可能な白血球抽出物透析可能な白血球抽出物透析可能な白血球抽出物透析可能な白血球抽出物                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         difficulty difficulty difficulty difficulty concentrating and concentrating and concentrating and concentrating and sleepingsleepingsleepingsleeping    集中力と集中力と集中力と集中力と睡眠睡眠睡眠睡眠のののの困難困難困難困難                    dorsal root dorsal root dorsal root dorsal root ganglionitisganglionitisganglionitisganglionitis    後後後後コウ根根根根コン神経神経神経神経節節節節シンケイセツ炎炎炎炎エン                                        



endocendocendocendocrrrrine ine ine ine dysfunctiondysfunctiondysfunctiondysfunction    内分泌内分泌内分泌内分泌ナイブンピ 異常異常異常異常イジョウ                                         endocrine endocrine endocrine endocrine abnormalityabnormalityabnormalityabnormality    内分泌内分泌内分泌内分泌異常異常異常異常                    enterovirusesenterovirusesenterovirusesenteroviruses    エンテロウイルスエンテロウイルスエンテロウイルスエンテロウイルス                    EpsteinEpsteinEpsteinEpstein----Barr virusBarr virusBarr virusBarr virus    エエエエブブブブスタインスタインスタインスタイン----バーウイルス、バーウイルス、バーウイルス、バーウイルス、EBEBEBEB ウイルスウイルスウイルスウイルス                    erythrocyte erythrocyte erythrocyte erythrocyte sedimentation ratesedimentation ratesedimentation ratesedimentation rate    赤赤赤赤血球血球血球血球沈降速度沈降速度沈降速度沈降速度、、、、ESRESRESRESR    ESRESRESRESR            etiologyetiologyetiologyetiology    病病病病因因因因ビョウイン                                        exclude treatable exclude treatable exclude treatable exclude treatable diseasediseasediseasedisease    治療治療治療治療可能な疾患を可能な疾患を可能な疾患を可能な疾患を除外除外除外除外するするするする                    exposureexposureexposureexposure    ((((～へ～へ～へ～への）の）の）の）        暴露暴露暴露暴露バクロ                                         英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         fibromyalgiafibromyalgiafibromyalgiafibromyalgia    線維筋線維筋線維筋線維筋痛痛痛痛                    fibromyalgia fibromyalgia fibromyalgia fibromyalgia syndromesyndromesyndromesyndrome    線維筋線維筋線維筋線維筋痛痛痛痛症候群症候群症候群症候群    FMSFMSFMSFMS            general populationgeneral populationgeneral populationgeneral population    一般一般一般一般の人の人の人の人々々々々                    gioblastomagioblastomagioblastomagioblastoma    ググググリアリアリアリア芽芽芽芽細胞腫細胞腫細胞腫細胞腫            glioblastomaglioblastomaglioblastomaglioblastoma とみなすとみなすとみなすとみなす。。。。    



grown child(ren)grown child(ren)grown child(ren)grown child(ren)    成人成人成人成人セイジンしたしたしたした子子子子コ どどどどもももも                    gulf war syndromegulf war syndromegulf war syndromegulf war syndrome    湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争湾岸戦争症候群症候群症候群症候群    GGGGWSWSWSWS            gunshot woundgunshot woundgunshot woundgunshot wound    銃創銃創銃創銃創                    hepatitis A or B hepatitis A or B hepatitis A or B hepatitis A or B antibodiesantibodiesantibodiesantibodies    AAAA 型型型型およびおよびおよびおよび BBBB 型型型型肝肝肝肝炎抗体炎抗体炎抗体炎抗体                    HHHHIIIIVVVV antibody antibody antibody antibody    HHHHIIIIVVVV 抗体抗体抗体抗体                    英語英語英語英語        エイエイエイエイゴゴゴゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         human herpesvirus human herpesvirus human herpesvirus human herpesvirus TTTTypypypypeeee----    6666    ヒヒヒヒトトトトヘヘヘヘルルルルペペペペスウイルススウイルススウイルススウイルス 6666（型（型（型（型））））    HHV6HHV6HHV6HHV6            human human human human TTTT----cell cell cell cell lymphotropic viruslymphotropic viruslymphotropic viruslymphotropic virus    ヒヒヒヒトトトト TTTT 細胞リンパ球ウイルス細胞リンパ球ウイルス細胞リンパ球ウイルス細胞リンパ球ウイルス    HTLVHTLVHTLVHTLV            immune complexesimmune complexesimmune complexesimmune complexes    免疫免疫免疫免疫複複複複合体合体合体合体                    immune system immune system immune system immune system abnormalitiesabnormalitiesabnormalitiesabnormalities    免疫系免疫系免疫系免疫系メンエキケイ異常異常異常異常イジョウ                                         immunoglobulinimmunoglobulinimmunoglobulinimmunoglobulin    免疫免疫免疫免疫ググググロロロロブブブブリンリンリンリン                    immunologic immunologic immunologic immunologic abnormalitiesabnormalitiesabnormalitiesabnormalities    免疫免疫免疫免疫学的学的学的学的異常異常異常異常                    immunologic changesimmunologic changesimmunologic changesimmunologic changes    免疫免疫免疫免疫学的学的学的学的変化変化変化変化                    



immunologic marimmunologic marimmunologic marimmunologic markkkkersersersers    免疫免疫免疫免疫学的学的学的学的マーマーマーマーカカカカーーーー                    individualizeindividualizeindividualizeindividualize    個別個別個別個別化する化する化する化する                    infectious or toxic infectious or toxic infectious or toxic infectious or toxic agentagentagentagent    感染性感染性感染性感染性ままままたは有たは有たは有たは有毒毒毒毒な物な物な物な物質質質質                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         intercurrent intercurrent intercurrent intercurrent infectioninfectioninfectioninfection    併併併併発発発発ヘイハツ感染感染感染感染カンセン                                         interferonsinterferonsinterferonsinterferons    インターフェロンインターフェロンインターフェロンインターフェロン                    isoprinosineisoprinosineisoprinosineisoprinosine    イイイイソソソソプリノシンプリノシンプリノシンプリノシン                    lethal doselethal doselethal doselethal dose    致死量致死量致死量致死量                    ｌｌｌｌongongongong----standing severe standing severe standing severe standing severe fatiguefatiguefatiguefatigue    長期長期長期長期チョウキにわにわにわにわたってたってたってたって    続続続続ツヅくくくく重度重度重度重度ジュウドのののの疲労疲労疲労疲労ヒロウ                                         LLLLou ou ou ou GGGGehrigehrigehrigehrig''''s diseases diseases diseases disease    ルー・ゲーリルー・ゲーリルー・ゲーリルー・ゲーリッグッグッグッグ病病病病                    lowlowlowlow----grade fevergrade fevergrade fevergrade fever    微熱微熱微熱微熱ビネツ 、、、、    軽度軽度軽度軽度ケイド のののの    発発発発熱熱熱熱ハツネツ                                        ｌｌｌｌyme disease yme disease yme disease yme disease antibodyantibodyantibodyantibody    ライム病抗体ライム病抗体ライム病抗体ライム病抗体                    lymphadenopathylymphadenopathylymphadenopathylymphadenopathy    リンパリンパリンパリンパ節節節節セツ腫腫腫腫脹脹脹脹シュチョウ                                        lymphomalymphomalymphomalymphoma    リンパ腫リンパ腫リンパ腫リンパ腫                    



英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         massive coronarymassive coronarymassive coronarymassive coronary    広範囲広範囲広範囲広範囲コウハンイ のののの冠冠冠冠状動脈血栓状動脈血栓状動脈血栓状動脈血栓                    mechanismmechanismmechanismmechanism    メメメメカニズカニズカニズカニズムムムム                    Mental Mental Mental Mental HHHHealth Actealth Actealth Actealth Act    精精精精神神神神保保保保健健健健法法法法                    metabolic metabolic metabolic metabolic dysfunctiondysfunctiondysfunctiondysfunction    代謝代謝代謝代謝タイシャ 機能機能機能機能キノウ 不全不全不全不全フゼン                                         mitral valve prolapsemitral valve prolapsemitral valve prolapsemitral valve prolapse    僧帽弁僧帽弁僧帽弁僧帽弁逸脱逸脱逸脱逸脱    MMMMVVVVPPPP            mononucleosismononucleosismononucleosismononucleosis    単単単単タン核核核核カク球球球球キュウ増加増加増加増加ゾウカ 症症症症ショウ                                        multiple chemical multiple chemical multiple chemical multiple chemical sensitivitiessensitivitiessensitivitiessensitivities    化化化化学学学学物物物物質過敏質過敏質過敏質過敏症症症症    MCSMCSMCSMCS            multiple chemical multiple chemical multiple chemical multiple chemical sensitivities sensitivities sensitivities sensitivities syndromesyndromesyndromesyndrome    化化化化学学学学物物物物質過敏質過敏質過敏質過敏症症症症・・・・    症候群症候群症候群症候群ショウコウグン                        MCSSMCSSMCSSMCSS            myalgic myalgic myalgic myalgic encephalomyelitisencephalomyelitisencephalomyelitisencephalomyelitis    筋筋筋筋痛痛痛痛性脳性脳性脳性脳脊髄脊髄脊髄脊髄炎炎炎炎    MEMEMEME            neonatologyneonatologyneonatologyneonatology    新新新新生生生生児児児児シンセイジ 学学学学ガク                                        英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         



neuropathyneuropathyneuropathyneuropathy    ニュニュニュニューロパシーーロパシーーロパシーーロパシー                    neurotransmitterneurotransmitterneurotransmitterneurotransmitter    神経神経神経神経伝達伝達伝達伝達物物物物質質質質                    nonexudative nonexudative nonexudative nonexudative pharyngitispharyngitispharyngitispharyngitis    非非非非滲滲滲滲出出出出シンシュツ性性性性咽頭咽頭咽頭咽頭炎炎炎炎                    nonnonnonnon----HHHHodgodgodgodgkkkkinininin''''s s s s lymphomalymphomalymphomalymphoma    非非非非ヒ ホホホホジジジジキキキキンリンパンリンパンリンパンリンパ    腫腫腫腫シュ                                        obobobobjjjjective symptoms ective symptoms ective symptoms ective symptoms or signsor signsor signsor signs    客観的客観的客観的客観的キャッカンテキなななな症状症状症状症状ショウジョウままままたはたはたはたは    徴徴徴徴候候候候チョウコウ                                        occlusive coronary occlusive coronary occlusive coronary occlusive coronary artery atheromaartery atheromaartery atheromaartery atheroma    閉閉閉閉塞性塞性塞性塞性ヘイソクセイ冠冠冠冠状状状状カンジョウ動脈動脈動脈動脈ドウミャク、、、、    アテロームアテロームアテロームアテローム                    organomegalyorganomegalyorganomegalyorganomegaly    臓器肥臓器肥臓器肥臓器肥大（大（大（大（    症症症症ショウ））））                    overdoseoverdoseoverdoseoverdose    過剰摂取過剰摂取過剰摂取過剰摂取                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         oxidative (Noxidative (Noxidative (Noxidative (NOOOO) ) ) ) damage damage damage damage     酸酸酸酸化化化化サンカ 損傷損傷損傷損傷ソンショウ                                        palpable or tender palpable or tender palpable or tender palpable or tender lymph nodelymph nodelymph nodelymph node    触触触触知可能知可能知可能知可能ままままたはたはたはたは圧痛圧痛圧痛圧痛ののののああああるリンパるリンパるリンパるリンパ節節節節                    pathological multi pathological multi pathological multi pathological multi sysysysystemic diseasestemic diseasestemic diseasestemic disease    病理病理病理病理的的的的ビョウリテキ多多多多タ 系系系系統統統統ケイトウ疾病疾病疾病疾病シッペイ                                         



pathophysiologypathophysiologypathophysiologypathophysiology    病病病病態態態態ビョウタイ生理生理生理生理セイリ （（（（学学学学ガク））））                    pilot trialpilot trialpilot trialpilot trial    パイロパイロパイロパイロッッッットトトト試験試験試験試験シケン                                         PPPPrevalencerevalencerevalencerevalence    有病有病有病有病率率率率ユウビョウリツ                                        PPPProgressiverogressiverogressiverogressive    進行進行進行進行性（の）性（の）性（の）性（の）                    psychologic psychologic psychologic psychologic disordersdisordersdisordersdisorders    心理心理心理心理的的的的シンリテキ なななな障害障害障害障害ショウガイ                                        psychologic psychologic psychologic psychologic interventioninterventioninterventionintervention    心理心理心理心理的的的的（な）（な）（な）（な）介入介入介入介入                    PPPPsychologicsychologicsychologicsychologic;;;;    or or or or genetic magenetic magenetic magenetic makkkkeupeupeupeup    心理心理心理心理的あ的あ的あ的あるるるるいいいいはははは遺伝的遺伝的遺伝的遺伝的体体体体質質質質                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本日本日本日本語語語語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         PWME/CFIDSPWME/CFIDSPWME/CFIDSPWME/CFIDS、、、、PWME/ CPWME/ CPWME/ CPWME/ C    PWME/CFIDSPWME/CFIDSPWME/CFIDSPWME/CFIDS にににに        統一統一統一統一トウイツ                                 PerPerPerPerson With Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndromeson With Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndromeson With Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndromeson With Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome    relapsing relapsing relapsing relapsing polychondpolychondpolychondpolychondritisritisritisritis    再再再再発性発性発性発性多多多多発性発性発性発性軟骨軟骨軟骨軟骨炎炎炎炎    RPRPRPRP            related (erelated (erelated (erelated (e....gggg....    CFIDS/ME related CFIDS/ME related CFIDS/ME related CFIDS/ME related xxxxxxxxxxxx））））    関連関連関連関連カンレン     （（（（例例例例レイ、、、、CFIDS/ME CFIDS/ME CFIDS/ME CFIDS/ME 関連関連関連関連カンレン ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ））））                    



REM sleepREM sleepREM sleepREM sleep    レムレムレムレム睡眠睡眠睡眠睡眠スイミン                                         rheumatoid factorrheumatoid factorrheumatoid factorrheumatoid factor    リウマチリウマチリウマチリウマチ因因因因子子子子                    routine chemistriesroutine chemistriesroutine chemistriesroutine chemistries    通通通通常の化常の化常の化常の化学学学学検検検検査査査査                    seconalseconalseconalseconal    セコセコセコセコナナナナールールールール                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         section section section section     (verb(verb(verb(verb、、、、BBBBKKKK        英語英語英語英語エイゴ ))))    措置措置措置措置ソチ 入院入院入院入院ニュウインさせさせさせさせるるるる            ””””to officially order a mentally ill person to go and receivto officially order a mentally ill person to go and receivto officially order a mentally ill person to go and receivto officially order a mentally ill person to go and receive treatment in a e treatment in a e treatment in a e treatment in a psychiatric hospital,psychiatric hospital,psychiatric hospital,psychiatric hospital,    using a law that can force them to stay there until using a law that can force them to stay there until using a law that can force them to stay there until using a law that can force them to stay there until they are successfully treatedthey are successfully treatedthey are successfully treatedthey are successfully treated....””””（（（（OXOXOXOXFFFFOOOORD DRD DRD DRD D....よりよりよりより、、、、httphttphttphttp:::://www//www//www//www....oupoupoupoup....com/oaldcom/oaldcom/oaldcom/oald----bin/webbin/webbin/webbin/web____getaldgetaldgetaldgetald7777indexindexindexindex1111aaaa....plplplpl####sectionsectionsectionsection____verbverbverbverb））））    selfselfselfself----inducedinducedinducedinduced    自自自自ら招いら招いら招いら招いた、自己た、自己た、自己た、自己誘導誘導誘導誘導性性性性セイ                                        sensory perceptionsensory perceptionsensory perceptionsensory perception    感感感感覚覚覚覚カンカクによによによによるるるる認認認認識識識識ニンシキ    （（（（力力力力チカラ））））                    severesevereseveresevere＋＋＋＋疾患疾患疾患疾患シッカン 名名名名メイ     などなどなどなど    「重度「重度「重度「重度（の）（の）（の）（の）」ま」ま」ま」またはたはたはたは「「「「重重重重症症症症ジュウショウ（の）（の）（の）（の）」」」」でででで    訳語訳語訳語訳語ヤクゴ 統一統一統一統一トウイツ                             重重重重症症症症度度度度 severityseverityseverityseverity のののの用用用用語語語語：：：：mildmildmildmild－軽度－軽度－軽度－軽度((((症）、症）、症）、症）、moderatemoderatemoderatemoderate－－－－中中中中等度等度等度等度((((症）、症）、症）、症）、severesevereseveresevere－重度－重度－重度－重度((((症）、症）、症）、症）、seriousseriousseriousserious－重篤－重篤－重篤－重篤なななな    severe anxietysevere anxietysevere anxietysevere anxiety    重度重度重度重度の不安症状の不安症状の不安症状の不安症状                    substantial muscle substantial muscle substantial muscle substantial muscle weaweaweaweakkkknessnessnessness    筋筋筋筋肉肉肉肉キンニクのののの実質的実質的実質的実質的ジッシツテキなななな脱脱脱脱力力力力ダツリョク（（（（減退減退減退減退））））                    swollen glandswollen glandswollen glandswollen gland    腺の腫れ腺の腫れ腺の腫れ腺の腫れ                    



systemic systemic systemic systemic disturbadisturbadisturbadisturbancencencence    全身性全身性全身性全身性ゼンシンセイ障害障害障害障害ショウガイ                                        tested positivetested positivetested positivetested positive    ｘｘｘｘｘｘｘｘ試験試験試験試験シケン 結結結結果果果果ケッカ がががが陽陽陽陽性性性性ヨウセイ、、、、ｘｘｘｘｘｘｘｘ    診断診断診断診断シンダン結結結結果果果果ケッカ がががが陽陽陽陽性性性性ヨウセイ                                         thyroidthyroidthyroidthyroid----stimulating stimulating stimulating stimulating hormonehormonehormonehormone    甲甲甲甲状腺状腺状腺状腺刺激ホ刺激ホ刺激ホ刺激ホルルルルモモモモンンンン                    toxoplasmosistoxoplasmosistoxoplasmosistoxoplasmosis    トトトトキソキソキソキソプラプラプラプラズズズズマ症マ症マ症マ症                    英語英語英語英語        エイゴエイゴエイゴエイゴ                日本語日本語日本語日本語ニホンゴ                         略語略語略語略語リャクゴ                     備考備考備考備考ビコウ                         transitional cell transitional cell transitional cell transitional cell carcinomacarcinomacarcinomacarcinoma    移行移行移行移行イコウ 上上上上皮皮皮皮ジョウヒ 細胞細胞細胞細胞サイボウ癌癌癌癌ガン                                        tumor suppresser tumor suppresser tumor suppresser tumor suppresser system system system system     癌癌癌癌ガン抑制抑制抑制抑制ヨクセイ 系系系系ケイ                                        ulceric gastritisulceric gastritisulceric gastritisulceric gastritis    胃胃胃胃イ 潰潰潰潰瘍瘍瘍瘍カイヨウ                                         underlying causeunderlying causeunderlying causeunderlying cause    根根根根本本本本コンポン原原原原因因因因ゲンイン                                         UUUUnited States nited States nited States nited States National InstituteNational InstituteNational InstituteNational Institutes of s of s of s of HHHHealth ealth ealth ealth （（（（thethethethe））））    米国米国米国米国保健省保健省保健省保健省                    upper respiratory upper respiratory upper respiratory upper respiratory symptomsymptomsymptomsymptom    上上上上気道気道気道気道症状症状症状症状                    
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