
循環器（心臓）
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1．上大静脈（じょうだいじょうみゃく） 上腔静脉
2．大動脈弁（だいどうみゃくべん） 主动脉瓣
3．肺動脈弁（はいどうみゃくべん） 肺动脉瓣
4．右心房（うしんぼう） 右心房
5．三尖弁（さんせんべん） 三尖瓣
6．右心室（うしんしつ） 右心室
7．冠状静脈（かんじょうじょうみゃく） 冠状静脉
8．下大静脈（かだいじょうみゃく） 下大静脉
9．左肺動脈（ひだりはいどうみゃく） 左肺动脉
10．左肺静脈（ひだりはいじょうみゃく）左肺静脉
11．左心房（さしんぼう） 左心房
12．僧房弁（そうぼうべん） 僧帽瓣・二尖瓣
13．腱索（けんさく） 腱索
14．左心室（さしんしつ） 左心室
15．乳頭筋（にゅうとうきん） 乳头肌
16．心室中隔（しんしつちゅうかく） 心室间隔
17．心尖部（しんせんぶ） 心尖部
18．冠状動脈（かんじょうどうみゃく） 冠状动脉
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循環器系よくみられる疾病

•悪性リンパ腫

•脾腫

•白血病

•鉄欠乏性貧血/貧血

•狭心症

•膠原病

•心室中隔欠損症

•心房中隔欠損症

• ファロー四徴症

•血友病

•心不全

•心筋梗塞

•心臓弁膜症

•洞不全症候群・ブロック

•不整脈

•動脈硬化

•下肢静脈瘤

• ショック

• アナフィラキシーショック

•高血圧/低血圧



消化器（小腸②空腸・回腸）

1．肝臓（かんぞう） 肝脏
2．十二指腸（じゅうにしちょう） 十二指肠
3．回腸（かいちょう） 回肠
4．盲腸（もうちょう） 盲肠・阑尾
5．幽門部（ゆうもんぶ） 幽门部
6．膵臓（すいぞう） 胰脏
7．空腸（くうちょう） 空肠
8．大腸（だいちょう） 大肠
9．虫垂（ちゅうすい） 蚓突・阑尾
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消化器系よくみられる疾病
•急性膵炎

•膵ガン

•肝がん
•胆石症

•肝炎

•肝硬変

•虫垂炎

•過敏性腸症候群（IBS）

•食中毒（ノロウィルスや

O157などの大腸菌、
細菌などによるもの）

•齲歯

•嚥下障害

•食道がん

•胃がん

•胃潰瘍

•十二指腸潰瘍

• イレウス（腸閉塞）

• クローン病

•大腸がん

•便秘



腎・泌尿器系よくみられる疾病

•腎炎

•慢性腎臓病（CKD）

•尿管結石

•膀胱がん

•尿道炎

•尿失禁

•急性腎不全

•慢性腎不全



内分泌系よくみられる疾病

• ストレス

•巨人症・先端巨大症

•甲状腺機能亢進症

•バセドウ病

• クッシング症候群

•糖尿病

•甲状腺機能低下症



生殖器（子宮と卵巣）
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1．子宮筋層（しきゅうきんそう） 子宫肌层
2．子宮底（しきゅうてい） 子宫底
3．卵管（らんかん） 输卵管
4．子宮腔（しきゅうくう） 子宫腔
5．子宮内膜（しきゅうないまく） 子宫内膜
6．子宮頸管（しきゅうけいかん） 子宫颈管
7．外子宮口（がいしきゅうこう） 外子宫口?
8．子宮体部（しきゅうたいぶ） 子宫体
9．子宮頸部（しきゅうけいぶ） 子宮頸
10．膣（ちつ） 阴道
11．卵巣（らんそう） 卵巢
12．卵管采（らんかんさい） 卵管采
13．大陰唇（だいいんしん） 大阴唇
14．尿道口（にょうどうこう） 尿道口
15．小陰唇（しょういんしん） 小阴唇？
16．膣前庭（ちつぜんてい） 阴道前庭
17．膣口（ちつこう） 阴道口?
18．恥丘（ちきゅう） 阴阜
19．陰核（いんかく） 阴蒂
20．前庭球（ぜんていきゅう） 前庭球
21．会陰膜（えいんまく） 会阴膜?
22．バルトリン腺（ばるとりんせん） 巴多林氏腺・前庭大腺
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生殖器・細胞系よくみられる疾病

•染色体異常•乳がん

•子宮がん

•子宮頚癌

•子宮内膜症

•子宮筋腫

•子宮外妊娠

•月経異常

•不妊症

•前立腺がん

•前立腺肥大症

•妊娠高血圧症候群



医師の確定診断に際して①
• あなたの（XX）を検査した結果です。

（XXには、血液検査、咽頭スワブ、肛門スワブ、その他）

• どうも、（YY）に少し異常が見られます
（YYには、『体の部位』が入る）

• よって、今度はさらに詳しく（ZZZ）検査をしてみましょう
（ZZには、胃カメラやMRI・CT検査、その他が入る）

• 再度来院して戴くことになりますが、ご都合は？
• 今日の午後に検査されるように手配しましょうか？
• お疲れとは思いますが、次回の来院時に検査結果の
ご報告ができると考えています。

• 80歳を超えていらっしゃるので、次回の検査には、
ご家族の方にも一緒に来てもらえるようにしてください。
造影剤を入れるのですが、若干のリスクも伴いますので。。



医師の確定診断に際して②
• Aさん、検査の結果は良好でした。 よかったですね。ご
安心ください。

• Bさん、（PPPP）に、やや異常が見られますね。

（PPには、体の部位や異常な数値がでた検査結果
等が入る）

•今後は、DDDDを取り過ぎぬようにし、適度な運動を続
けてください。

（DDには、アルコールや、煙草などの他、糖分や
塩分などが

入ることが多い）



医師の確定診断に際して③
• Cさん、、これから「ろくでもないこと」を言いますが、

心の準備の方、大丈夫ですか？

• この（ CT或はMRI、内視鏡等）の画像を見てください

• こことここに白いものが見えますね？これらは、隠れ脳梗

塞といって、 お歳をとるとだんだん増えてくるものなので

こっちは心配ありません。

が、、こっちには、大きな影がありますね。

• （CCC）が疑われます。

（XXには、病名が入る）

• また、この辺にも複数個の影があり、転移しているものと

考えられます。



医師の確定診断に際して④
• 病気の進展状況については、かなり進展しているので、

ステージ（NN）ということになりましょうか。

• 通常、これに対応する方法は、以下の方法があります。

（治療法：がんならば、放射線治療、化学療法、

手術などが説明される。

そのメリットやデメリット、治療期間等の概要を

説明してくれる医師も多い）

• （患）この手術をする際、リスクはどんなもの？

• （患）このまま何もしない場合、どのくらいもちますか？

• そうですね、1年から、、長くて2年といったところかな

でも、うちには「緩和ケア」スタッフが充実しています

ので、ご家族も含めて、一緒に対応しましょうね。



いざという時のツール

•医学事典

•辞書の自作もOK

• デジタルコンテンツ

http://www2.medica.co.jp/topcontents/medipass/

右は；
メディカ出版社のMediPass
（for i-Phone Only）

中文はi-Phoneのみ対応可！
内蒙古人の友人は既にDL済
みですが、便利だと好評です。



日本僑報社の『医学実用辞典』

日本僑報社：2500円/冊
唯一の欠点は、CD-ROMがないこ
とですが、内容は充実しています。
日本僑報社は、池袋にある、

段躍中さん・段景子さんの会社で
す。書店でも購入可能ですが、
私の友人の会社でもあり、

数がまとまれば、メディカ出版社の
MediPass同様、少し安くなるかもし
れません。
どうしますか？
欲しいという方は、
miyamoto@mi-jch.comまでメール
下さい。

（モンゴル人の知人が既に購入し
たいと意思表示してくれています）

mailto:miyamoto@mi-jch.com


ご清聴ありがとうございました!
「虽然，中日关系像冬天寒冬，进入
冰点，但是我们之间的感情和友谊
是夏天，不受影响。（日中関係は冬の
様に冷え切っているが我々の関係はいつ
も夏。何の影響も受けないよ）」
と言われるように頑張って下さい


