
用語 ①現行 ②改定案
aggression 攻撃性
agitation 激越
agryrophilic grain dementia 嗜銀顆粒性認知症
alexithmia 感情表出困難
aneurism 夢幻症
anti-LGI1 encephalitis LGI-1抗体陽性脳炎
anti-NMDAR encephalitis 抗NMDA受容体抗体陽性脳炎
apathy (apathia) 無感情 無感情、アパシー
Arnold-Chiari malformation アルノルド・キアリ奇形 アーノルド・キアリ奇形
atherothrombotic stroke アテローム血栓性脳卒中 アテローム血栓性脳梗塞
BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementia) 認知症の行動・心理症状
bradykinesia 運動緩慢 運動緩慢、動作緩慢
brain MRI 脳MRI
café au lait spot ミルクコーヒー斑 カフェオレ斑
camptocormia 体幹屈曲 カンプトコルミア
cardioembolic cerebral (brain) infarction 心原性脳塞栓症
cardioembolic stroke 心原性脳塞栓症 心原性脳塞栓症
cervical MRI 頸椎MRI
Churg-Strauss syndrome チャーグ・シュトラウス症候群 チャーグ・ストラウス症候群、チャウグ・ストラウス症候群
cogwheel rigidity 歯車様強剛 歯車様筋強剛
corticobasal syndrome 大脳皮質基底核症候群
Creutzfeldt-Jacob disease クロイツフェルト・ヤコプ病 クロイツフェルト・ヤコブ病
dementia with Lewy body レヴィ小体型認知症 レビー小体型認知症
DESH (disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus) くも膜下腔の不均衡な拡大を伴う水頭症
Devic disease ドゥビック病 デビック病、デヴィック病
diffuse Lewy body disease び漫性レヴィ小体病 び漫性レビー小体病
drop hand (=wrist drop) 垂れ手 下垂手
dropped head (首下がり） 頭部下垂
dysphoria 神経不安、身体違和感
dysynchiria 鏡像的疼痛
Ehlers-Danlos syndrome エーラース・ダンロス症候群（ICD10） エーラース・ダンロス症候群、エーラス・ダンロス症候群
elation 発揚状態、発揚、病的爽快
empathy 感情移入、共感
Erb point エルプ点 エルブ点
faint,  fainting,  faintness 失神
fixed dystonia 固定ジストニー
focal dystonia 局所性ジストニー
frontotemporal lobar degeneration 前頭側頭葉変性症
Garcin syndrome ギャルサン症候群 ガルサン症候群
groddiness ふらつき
harlequin syndrome まだら模様症候群 半側顔面紅潮症候群、ハーレクイン症候群
head CT 頭部CT
head thrust test / head impulse test 頭部急速回旋試験
hemifacial spasm 片側顔面攣 片側顔面痙攣(日神経治療学会）
hereditary myoclonus-dystonia syndrome 遺伝性ミオクローヌス・ジストニー症候群
HMERF (hereditary myopathy with early respiratory failure) 早期呼吸不全を伴う遺伝性ミオパチー
hyperorality 口唇傾向
immune-mediated necrotizing myopathy 免疫介在性壊死性ミオパチー
indifference 無関心
influenzl encephalitis インフルエンザ性脳炎 influenzal encephalitis
irritability 易刺激性



Isaacs syndrome アイザークス症候群 アイザックス症候群
kleptomania 病的盗癖
lacunar stroke ラクナ卒中 ラクナ梗塞
lead-pipe rigidity 鉛管様強剛 鉛管様筋強剛
Lewy body レヴィ小体 レビー小体
logopenic aphasia 発話欠乏型失語
major neurocognitive disorders 認知症
MARD (migraine-anxiety related dizziness) 片頭痛・不安関連めまい
Melkersson-Rosenthal syndrome メルカーソン・ローゼンタール症候群
Menkes disease メンキーズ病 メンケス病
minor neurocognitive disorders 軽度認知障害
MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy) ミトコンドリア神経胃腸管脳筋症 ミトコンドリア神経胃腸（管）脳筋症
morphea 局所的強皮症
necrotizing myopathy 壊死性ミオパチー
non-cardioembolic cerebral (brain) infarction 非心原性脳梗塞
odynophagia 嚥下痛
OPDM (oculopharyngodistal myopathy) 眼咽頭遠位型ミオパチー
OPMD (oculopharyngeal muscular dystrophy) 眼咽頭筋ジストロフィー
optic ataxia(optische Ataxie) 視覚性運動失調 視覚性失調
palinoacousia 聴覚保続
perimysium 筋周膜 筋周膜、筋周鞘
Perry syndrome ペリー症候群
person centered care パーソン・センタード・ケア、人を中心としたケア
posterior cortical atrophy 後部後頭葉萎縮症
presyncopal faintness 失神性めまい
presyncope 失神寸前状態
progressive subcortical arteriosclerotic encephalopathy of Binswanger type ビンスワンガー型進行性皮質下細動脈硬化性脳症
progressive subcortical vascular encephalopathy (PSVE) of Binswanger type ビンスワンガー型進行性皮質下血管性脳症
punding 反復常同行為
reality orientation 現実見当識訓練
restress leggs syndrome 下肢静止不能症候群 むずむず脚症候群、下肢静止不能症候群
roaming 周徊
sarcopenia サルコペニア
senile dementia of the NFT type / neurofibrillary tangle dominant dementia 神経原線維優位型認知症
senile plaque 老年斑 老年斑、老人斑
somatoform disorder 身体表現性障害
spasmodic dysphonia 攣縮性発声障害（痙性発生障害、痙攣性発声障害） 攣縮性発声障害（痙性発生障害、痙攣性発声障害）
spasmus nutans 点頭発作 うなずき運動（眼振、異常頭位を伴う症候群）
spinal epidural hematoma 脊髄硬膜外血腫
spinal subarachnoid hemorrhage 脊髄くも膜下出血
spinal subdural hematoma 脊髄硬膜下血腫
theory of mind 心の理論
validation therapy バリデーション療法、確認療法
vascular cognitive impairment 血管性認知障害
vestibular paroxysmia 前庭性発作症
visuomotor ataxia （ataxie optique） 視覚性運動失調（視運動性失調）
working memory 作業記憶


