
 
 

『第4版 これだけは知っておきたい医学英語の基本用語と表現』正誤表 

 
 
『第4版 これだけは知っておきたい医学英語の基本用語と表現』（2021年10月10日 第4版第1刷）
におきまして誤りがございました。正しくは下記の通りです。 
ここに訂正し，深くお詫び申し上げます。 
 

(2022年8月26日 メジカルビュー社編集部) 
 
 
 
ページ 誤 正 

p.35  
4行目 〈the〉flu; infuenza 〈the〉flu; influenza 

p.70  
26行目 visual fi eld visual field 

 



 
 

『第4版 これだけは知っておきたい医学英語の基本用語と表現』正誤表 

 
 
『第4版 これだけは知っておきたい医学英語の基本用語と表現』（2021年10月10日 第4版第1刷）におきまして
欠落と誤りがございました。 
正しくは下記の通りです。 
ここに訂正し，深くお詫び申し上げます。 
 

(2022年3月10日 メジカルビュー社編集部) 
 
【欠落】p.7, 13行目と14行目の間に9行追加 

 
 
【誤り】 
ページ 誤 正 

p.61  
2行目 airturnine  air turbine 

p.102 
29行目 会社の集団検診 会社の検診 

 

76 PartⅠ-1　身体の部位 / 内部 / 循環器系～血液・免疫系PartⅠ-1　身体の部位 / 内部 / 感覚系～循環器系
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01 optic nerve 視神経
02 retina［rétAn6］ 網膜
03 tear gland; lachrymal 
（lacrimal） gland 涙腺

04

05 tear duct 涙管
06 acoustic［akú\stik］ nerve 聴神経，内耳神経
07 outer ear 外耳
08 auditory canal［$\d6t¢\ri k6n@l］ 外耳道
09 eardrum; tympanic 
membrane 鼓膜

10

11 middle ear 中耳
12 inner ear 内耳
13 pharyngotympanic 
（auditory） tube 耳管

14

15 nasal cavity［néˆzl k@v6ti］ 鼻腔
16 throat 喉
17 pharynx［f@rˆ©ks］ 咽頭
18 voice box; larynx 喉頭
19 vocal cords（chords） 声帯
20 windpipe; trachea［tréˆkˆ6］ 気管
21 bronchial tube［br!©kˆ6l ̶］; 
bronchus ［br!©k6s, br$©-］ 気管支

22

23 lung 肺
24 diaphragm［dáˆ6fr™m］ 横隔膜
25 tonsil［t!nsl］ 扁桃〔腺〕
26 adenoids［@dAn4ˆdz］ アデノイド
27 heart 心臓
28〔blood〕vessel 血管
29 artery［!\Rt6ri］ 動脈
30 vein 静脈，血管

01〔blood〕capillary［k@p6lèri］ 毛細〔血〕管
02 aorta［eˆ$\Rt6］ 大動脈
03〔vena〕cava［kéˆv6, k@v6］ 大静脈
04 　superior vena cava 　上大静脈
05 　inferior vena cava 　下大静脈
06 coronary artery 冠〔状〕動脈
07 carotid artery 頸動脈
08 jugular vein［dʒ%gj6l6R ̶］ 頸静脈
09 left（right） atrium［ ̶ éˆtri6m］ 左（右）心房
10 left （right） ventricle
［ ̶ véntrˆkl］

左（右）心室
11

12 valve［v@lv］ 弁
13 　aortic （tricuspid, mitral） valve 　大動脈（三尖；僧帽）弁
14 blood 血液
15 blood platelet; 
thrombocyte 血小板

16

17 plasma［pl@zm6］ 血漿
18 red blood cell（RBC）; 
erythrocyte［ˆrí˙r6sàˆt］ 赤血球

19

20 spleen 脾臓
21 white blood cell（WBC）; 
leukocyte［lú\k6sàˆt］ 白血球

22

23 bone marrow 骨髄
24 lymph［límf］ リンパ
25 　lymph vessel; lymph duct 　リンパ管
26

　lymph gland; lymph node
　リンパ腺；リンパ節
　《医学用語としては lymph node
　「リンパ節」が正式の名称》27

28 　lymphocyte［límf6sàˆt］ 　リンパ球
29 B cell B細胞
30 T cell T細胞
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