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内部異常

Code Internal anomary 内部異常 定 義

General 全身

Situs inversus viscerum 全内臓逆位《倒錯》、 身体の反対側への内臓の全転位

totalis or partialis 部分内臓倒錯 あるいは部分的転位（不完全な

ぜんないぞうぎゃくい 回転に因る）;心臓は殆ど共通し

《とうさく》、 て変化している（右心症）。

ぶぶんないぞうとうさく

Head 頭部

Cranium 頭蓋

Acrania 無頭蓋 頭蓋骨の部分的あるいは完全な

むずがい 欠如。

Agenesis of Corpus 脳梁欠損、脳梁無発生 脳梁の一部あるいは全部の欠如。

Callosum のうりょうけっそん

Callosal Agenesis のうりょうむはっせい

Agenesis of Vermis 小脳虫部欠損、小脳虫部無発生 小脳虫部の欠損。

Aplastic Vermis しょうのうちゅうぶけっそん

しょうのうちゅうぶむはっせい

Anencephaly 無脳〈症〉 脳の欠損あるいは減形成を伴っ

むのう〈しょう〉 た頭蓋円蓋の欠如。

Arrhinencephaly 無嗅脳〈症〉 一側あるいは両側の嗅脳の欠如

むきゅうのう〈しょう〉 あるいは痕跡。

Cephalocele 頭瘤 頭蓋内容物の一部分の突出、必

ずりゅう ずしも神経組織ではない。

Cerebellar Hypoplasia 小脳低形成 小脳の不完全な発達。

しょうのうていけいせい

Cranioschisis 頭蓋裂 頭蓋の異常な裂; 髄膜瘤あるい

ずがいれつ は脳瘤を伴うこともある。

Dilatation of 側脳室の拡張 側脳室の拡張。

Lateral Ventricle そくのうしつのかくちょう

Domed head ドーム頭 ドーム状の頭; 水頭症を伴うこ

ド－ムとう ともある。
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Dysgenetic 異形成水頭〈症〉、 脳の発生障害自体が原因の水頭

Hydrocephaly 奇形性水頭〈症〉 症。

いけいせいすいとう〈しょう〉、

きけいせいすいとう〈しょう〉

Encephalocele 脳瘤 異常な頭蓋開口部を介した脳の

のうりゅう 部分的突出; 外脳症ほど重症で

はない。

Exencephaly 外脳〈症〉 脳が大きく欠損した頭蓋の外側

がいのう〈しょう〉 に脱出した状態。

Holoprosencephaly 全前脳「胞」〈症〉 神経管が閉鎖したのち、3 脳胞

ぜんぜんのう「ほう」〈しょう〉期に前脳胞が左右の半球に分化

せず、終脳が単一となった状態。

普通、間脳は痕跡的となり、顔

面その他に一群の奇形を併発す

る。

Hydrocephaly 水頭〈症〉 くも膜下腔（外水頭）あるいは

すいとう〈しょう〉 脳室系での脳脊髄液の異常な蓄

積に起因した頭部の腫大。

Hypophysial 下垂体無形成 下垂体の欠如。

《hypophyseal》 かすいたいむけいせい

Agenesis

Hypophysial 下垂体低形成 下垂体の不完全な発達。

《hypophyseal》 かすいたいていけいせい

Hypoplasia

Megalocephaly 巨脳〈症〉 異常に大きな脳。

きょのう〈しょう〉

Meningocele 髄膜瘤 頭蓋あるいは脊柱の欠損部を介

ずいまくりゅう した髄膜のヘルニア様突出。

Micrencephaly 小脳髄〈症〉 異常に小さな脳。

しょうのうずい〈しょう〉

Microcephaly 小頭〈症〉 小さな頭。

しょうとう〈しょう〉

Pharyngeal Hypophysis 咽頭下垂体 下垂体嚢の起始部にあたる咽頭

いんとうかすいたい 粘膜内における下垂体組織の小

片の遺残。

Face 顔面
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Eye 眼

Anophthalmia 無眼球〈症〉 眼球の欠如。

むがんきゅう〈しょう〉

Buphthalmos 牛眼 眼内液の増加により膨大した眼

ぎゅうがん 球。

Cataract 白内障、水晶体混濁 水晶体の混濁。

Opaque Lens はくないしょう、

すいしょうたいこんだく

Coloboma of Iris 虹彩欠損 虹彩の欠裂。

Coloboma Iridis こうさいけっそん

Iris Coloboma

Coloboma of Lens 水晶体欠損 水晶体の明らかな欠如あるいは

Lens Coloboma すいしょうたいけっそん 部分的欠如。

Coloboma Lentis

Coloboma of Optic 視神経欠損 視神経線維、乳頭、網膜中心動

Nerve ししんけいけっそん 脈などの欠如。

Coloboma of Retina 網膜欠損 網膜の部分的あるいは完全な欠

もうまくけっそん 如。

Macrophthalmia 巨大眼球〈症〉 異常に大きい眼。

Megalophthalmia きょだいがんきゅう〈しょう〉

Microphthalmia 小眼球〈症〉 小さな眼。

しょうがんきゅう〈しょう〉

Retinal Fold 網膜皺壁 網膜の脈絡膜からの剥離。

もうまくすうへき

Nose 鼻

Enlarged Nasal 鼻道拡張 鼻甲介の欠如、あるいは小さい

Turbinate びどうかくちょう ことに因る鼻道の拡張。

Nasal Agenesis 鼻無発生 鼻腔と外鼻の欠如。

びむはっせい

Septal Agenesis 中隔無発生 鼻中隔の欠如。

ちゅうかくむはっせい

Mouth/Jaw 口/顎
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Cleft Palate 口蓋裂 口蓋堤の不完全な癒合。

こうがいれつ

High-arched Palate 高口蓋 正常の口蓋よりも高いもの。

こうこうがい

Neck 頚部

Thyroid 甲状腺

Aberrant Thyroid Tissue 異所性甲状腺組織 甲状腺の位置異常。

Ectopic Thyroid Tissue いしょせいこうじょうせんそしき

Hypoplasia of Thyroid 甲状腺低形成 甲状腺の不完全な発達。

Gland こうじょうせんていけいせい

Persistent Thyroglossal 甲状舌管遺残 甲状舌管の遺残。

Duct こうじょうぜつかんいざん

Thorax 胸部

Esophagus/Trachea 食道/ 気管

Ectopic Esophagus 異所性食道 食道の位置異常。

いしょせいしょくどう

Esophageal Atresia 食道閉鎖 通常は気管食道瘻を伴う食道腔

しょくどうへいさ の不連続。

Esophageal Stenosis 食道狭窄 食道腔の絞扼あるいは狭くなっ

しょくどうきょうさく たもの。

Tracheal Atresia 気管閉鎖 気管腔の不連続。

きかんへいさ

Tracheal Stenosis 気管狭窄 気管腔の絞扼あるいは狭くなっ

きかんきょうさく たもの。

Trachoesophageal 気管食道瘻 食道腔と気管腔の連絡。

Fistula きかんしょくどうろう

Thymus 胸腺

Aplasia of Thymus 胸腺無形成 胸腺の欠如。

きょうせんむけいせい
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Hypoplasia of Thymus 胸腺低形成 胸腺の不完全な発達。

きょうせんていけいせい

Thymic Remnant in Neck 胸腺頸部残留 胸腺が頸部に残留しているもの。

きょうせんけいぶざんりゅう

Heart/Major Vessels 心/ 大血管

Aberrant Right 迷走右鎖骨下動脈 右鎖骨下動脈が下行大動脈から

Subclavian Artery めいそうみぎさこつか 起始し食道の背側を走行するも

どうみゃく の。

Abnormal Origin of 右総頸動脈と右鎖骨下動脈の 両動脈が大動脈弓から直接分枝

Right Common Carotid 起始異常 したもので腕頭動脈の欠如を伴

Artery and Right みぎそうけいどうみゃくとみ う。

Subclavian Artery ぎさこつかどうみゃくのきし

いじょう

Atrioventricular Septal 房室中隔欠損 心房と心室間の連絡を生じる欠

Defect ぼうしつちゅうかくけっそん 損。

Enlarged Atrio- 房室口《孔》拡大、房室弁拡大 房室口の拡大。

ventricular Ostium ぼうしつこう《こう》かくだい

《Orifice》 ぼうしつべんかくだい

Enlarged Atrio-

ventricular Valve

Brachiocephalic Artery 腕頭動脈無発生 腕頭動脈（ 正常には大動脈弓か

Agenesis わんとうどうみゃくむはっせい ら起始している）が欠如したも

ので、大動脈弓から右総頸動脈

と右鎖骨下動脈が別々に起始を

伴う。

Cardiomegaly 巨心〈症〉 心臓の肥大（拡大）。

きょしん〈しょう〉

Cardio-vascular Situs 心血管倒錯〈症〉 体の反対側への心血管の鏡像転

Inversus しんけっかんとうさく〈しょう〉位。

Coarctation of Aorta 大動脈絞窄 大動脈弓あるいはそれより末梢

だいどうみゃくこうさく で大動脈が著しく狭くなった状

態。

Cor Biloculare 二腔心 2 つの腔がある心臓。

にこうしん

Cor Triloculare 三腔心 3 つの腔がある心臓。

さんこうしん
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Dextrocardia 右心症、右胸心 胸部の右側部に位置する心臓。

うしんしょう、うきょうしん 全あるいは部分内臓倒錯（大血

管及び他の胸腹部臓器の転位）

に伴ったもの、あるいは単一の

異常として生じる発生障害。

Secondary Dextrocardia 二次性右心〈症〉 胸膜、横隔膜あるいは肺の疾病

にじせいうしん〈しょう〉 の結果として胸部右側部への心

臓の変位。

Double Aortic Arch 重複大動脈弓 両側性に生じた大動脈弓が気管

じゅうふくだいどうみゃく を囲み動脈管の開口部で合一す

きゅう るもの。

Double Caudal Vena Cava 重複後大静脈 後大静脈が２つあるもの。

じゅうふくこうだいじょう

みゃく

Ectocardia 心臓転位 胸部の内部あるいは外部における

しんぞうてんい 心臓の変位。

Ectopia Cordis 異所性心 中央線の閉鎖障害（胸骨裂）に

いしょせいしん 起因した心臓の胸部外部への変

位。

Enlarged Pericardial 心嚢拡張 心臓を囲む嚢（腔）の拡張。

Sac しんのうかくちょう

Hypoplastic Right 右室低形成 心筋が薄くなった右心室の異常

Ventricle うしつていけいせい 発達。

Dilated Inferior 拡張後大静脈 後大静脈管腔が拡張あるいは拡

Vena Cava かくちょうこうだい 大したもの。

じょうみゃく

Displaced Inferior 変位後大静脈 正常位置から逸脱した後大静脈。

Vena Cava へんいこうだいじょうみゃく

Atrial Septal Defect 心房中隔欠損、卵円孔開存 心房間の連絡を生ずる欠損、こ

［ASD］ しんぼうちゅうかくけっそん の欠損は第一次中隔と第二次中

Patent Foramen Ovale らんえんこうかいぞん 隔の異常な発生に因り生ずる。

Ventricular Septal 心室中隔欠損 心室間の中隔の欠損。通常は中

Defect しんしつちゅうかくけっそん 隔の膜性部にみられる。

［VSD］

Levocardia 左心症、左胸心 胸部の左側部における心臓の極

さしんしょう、さきょうしん 端な変位。

Patent Ductus 動脈管開存 肺動脈幹と大動脈の間を連絡す
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Arteriosus どうみゃくかんかいぞん る通路。

Persistent《Patency

of》Ductus Arteriosus

《Ductus Botalli》

Persistent Atrio- 共通房室口《管》遺残 単一の房室間口が形成され、同

Ventricular Canal きょうつうぼうしつこう《かん》時にこれに連なる心房中隔及び

いざん 心室中隔の欠損を生じているも

の。

Persistent Left Azygos 左奇静脈遺残 成体では右奇静脈が通常の動物

Vein ひだりきじょうみゃくいざん （ウサギなど）において、胎生

期の左後主静脈が遺残したもの。

Persistent Left 左臍動脈遺残 左臍動脈の遺残。

Umbilical Artery ひだりさいどうみゃくいざん

Persistent Right Azygos 右奇静脈遺残 成体では左奇静脈が通常の動物

Vein みぎきじょうみゃくいざん （マウス、ラットなど）におい

て、胎生期の右後主静脈が遺残

したもの。

Right Aortic Arch 右大動脈弓 大動脈弓が左側の替わりに右側

みぎだいどうみゃくきゅう を走行するもの。

Right-sided Descending 右側下行大動脈 左側の替わりに右側を下行する

Aorta うそくかこうだいどうみゃく 大動脈。

Supernumerary Coronary 冠状動脈口過剰 冠状動脈口が通常よりも多いも

Ostium かんじょうどうみゃくこう の。

かじょう

Tetralogy of Fallot ファロー四徴症 肺動脈狭窄、心室中隔欠損、心

ファロ－しちょうしょう 室中隔に騎乗し両心室から血液

を供給される大動脈の右方転位、

右心室肥大を含む心臓の異常。

Transposition of 大血管転換 大動脈は右心室から起始し、肺

Great Vessels だいけっかんてんかん 動脈は左心室から起始している

もの。しばしば心室中隔欠損あ

るいは動脈管開存を伴う。

Truncus Arteriosus 総動脈幹 大動脈と肺動脈の共通の動脈幹。

Communis そうどうみゃくかん 通常は他の心臓/ 血管の異常を

Persistent Truncus 動脈幹遺残 伴う。

Arteriosus どうみゃくかんいざん

Vascular Rings 血管輪 気管及び食道が血管構造に囲ま

けっかんりん れている大動脈弓の異常。



- 8 -

Lung 肺

Agenesis of Lung「Lobe」肺「葉」無発生 肺葉の完全な欠如。

はい「よう」むはっせい

Aplasia of Lung 肺の無形成 気管は痕跡状を示すが肺と血管

はいのむけいせい 構造が欠如しているもの。

Atelectasis 無気肺 出生時の肺（あるいは肺の一部

むきはい 分）の不完全な拡大。生後時期

の肺胞の虚脱。

Hypoplasia of Lung 肺低形成 気管支樹および肺組織（全体あ

はいていけいせい るいは部分的に）の発達が不完

全で小さいもの。

Lobulation《Lobation》 肺分葉異常 通常の葉間切痕の形態と異なる

Anomaly of Lung はいぶんよういじょう もの。

Unilobular Lung 単葉肺 右葉が４つの肺葉（マウス、ラ

たんようはい ット、ウサギ）の替わりに1 つ

の肺葉になっている状態。

Abdomen 腹部

Diaphragm 横隔膜

Diaphragmatic 横隔膜脱出 横隔膜ドームの上昇。

Eventration おうかくまくだっしゅつ

Diaphragmatic Hernia 横隔膜ヘルニア 横隔膜の欠損部位を介して腹腔

おうかくまくヘルニア 内の器官（通常は肝臓あるいは

腸管）が胸腔内に突出している

状態。

Stomach 胃

Gastromegaly 胃巨大〈症〉 胃の異常な拡張。

いきょだい〈しょう〉

Liver 肝

Lobulation《Lobation》 肝の分葉異常 通常の葉間切痕の形態と異なる

Anomaly of Liver かんのぶんよういじょう もの。
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Hepatomegaly 肝腫 肝の異常な肥大。

かんしゅ

Hepatic Lobe Agenesis 肝葉無発生 肝葉の欠如。

かんようむはっせい

Multilobular Liver 多葉肝 肝葉の数が正常よりも多いもの。

たようかん

Gall Bladder 胆嚢

Agenesis of Gall 胆嚢無発生 胆嚢の欠如（注意: ラットは胆

Bladder たんのうむはっせい 嚢は無い）。

Multiple Gall Bladder 多発胆嚢 1 個よりも多い胆嚢。

たはつたんのう

Intestines 腸

Agenesis of Intestine 腸無発生 腸あるいはその分節の欠如。

ちょうむはっせい

Intestinal Atresia 腸閉鎖 腸の内腔が完全に閉塞されてい

ちょうへいさ る状態。

Intestinal Diverticulum 腸憩室 腸筋層部の欠損を介した粘膜の

ちょうけいしつ ヘルニア様突出に形成された嚢。

Intestinal Stenosis 腸狭窄 腸の内腔が部分的にあるいは不

ちょうきょうさく 完全に閉塞されている状態。

Kidneys 腎臓

Absent or Reduced Renal 腎乳頭欠損、腎乳頭減形成 腎臓の腎錐体の先端が欠如して

Papilla じんにゅうとうけっそん いるか、通常よりも小さいもの。

じんにゅうとうげんけいせい

Congenital Cystic 腎臓の先天性嚢胞疾患 種々の嚢胞性の腎臓疾患。

Disease of Kidney じんぞうのせんてんせい

のうほうしっかん

Dilatation《Dilation》 腎盂拡張 腎乳頭の遅延した発達あるいは

of Renal Pelvis じんうかくちょう 尿貯留に起因した腎盂の異常な

拡張。

Disk Kidney 円盤腎 両腎臓の上極と下極の癒合。

えんばんじん
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Double Kidney 重複腎 片側の腎臓における腎盂と尿管

じゅうふくじん の重複。ある例では重複臓器の

分離は不完全である（癒合した

過剰腎）。

Enlarged Kidney 肥大腎 正常の大きさよりも大きい腎臓。

ひだいじん

Fused Kidney 癒合腎 両腎臓の癒合。

ゆごうじん

Horseshoe Kidney 馬蹄鉄腎 下極（大部分）あるいは上極

ばていてつじん （稀）の腎臓の癒合。

Hydronephrosis 水腎 通常は腎実質の破壊としばしば

すいじん 尿管の拡張（両側性、一側性）

を伴う腎盂の拡張。

Lump Kidney 塊状腎 両腎臓が1 個の腎臓を形成する

かいじょうじん ように結合した極端な癒合。

Malposition of 腎の位置異常 異常な部位に位置している腎臓

Kidney じんのいちいじょう の先天異常。

Pelvic Kidney 骨盤腎 骨盤部に位置している腎臓。

こつばんじん

Polycystic Kidney 嚢胞腎 腎実質内全体にわたって種々の

のうほうじん 程度の大小無数の嚢胞が先天的

に形成されているもの。

Renal Agenesis 腎無発生、無腎 腎臓の欠如。

じんむはっせい、むじん

Renal Hypoplasia 腎形成不全 腎臓の不完全な発達。

じんけいせいふぜん

Sigmoid Kidney Ｓ字状腎 一側の下極と他側の上極の腎臓

エスじじょうじん の癒合。

Supernumerary Kidney 過剰腎 通常の2 個に余分に加わった1

かじょうじん 個の腎臓。

Ureters 尿管

Aplasia of Ureter 尿管無形成 尿管の発達の不全。

にょうかんむけいせい

Convoluted Ureters 蛇行尿管 尿管の捩れ（コイル状）。
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だこうにょうかん

Dilatation of Ureter 尿管拡張 通常の尿管よりも拡張している

Ureteroectasia にょうかんかくちょう もの。

Duplicated Ureter 重複尿管 両側あるいは一側における尿管

じゅうふくにょうかん の重複。

Hydroureter 水尿管 閉塞に因り、尿あるいは水様液

すいにょうかん を入れた尿管の異常な拡張。

Postarterial Ureter 動脈後尿管 尿管が正常な走行を逸脱して腸

どうみゃくごにょうかん 骨動脈の背後を下行するもの。

Retrocaval Ureter 大静脈後尿管 尿管が後大静脈の背後を回って

だいじょうみゃくごにょうかん その後は正常の走行をとって下

行するもの。

Adrenals 副腎

Accessory Adrenals 副副腎 正常副腎以外に皮質及び髄質組

ふくふくじん 織を有する余分なもの。

Adrenal Agenesis 副腎無発生 副腎の欠如。

ふくじんむはっせい

Adrenal Hypoplasia 副腎低形成 低発達の副腎。

ふくじんていけいせい

Enlarged Adrenals 副腎肥大 正常の大きさよりも大きいもの。

ふくじんひだい

Malposition of 副腎位置異常 副腎が正常以外の部位に位置し

Adrenals ふくじんいちいじょう ているもの。

Spleen 脾臓

Accessory Spleen 副脾 余分な脾。

ふくひ

Asplenia 無脾〈症〉 脾の欠如。

むひ〈しょう〉

Enlarged Spleen 肥大脾 正常の大きさよりも大きいもの。

ひだいひ
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Pelvic Region 骨盤部

Urinary Bladder 膀胱

Acystia 無膀胱〈症〉 膀胱の欠如。

むぼうこう〈しょう〉

Genitalia 生殖器

Absence of Ductus 精管欠損 精管の欠如。

Deferens せいかんけっそん

Anorchism 無精巣 一側あるいは両側の精巣の欠如。

むせいそう

Cryptorchidism 潜伏精巣、停留精巣 陰嚢内への精巣下降の不全。

Undescended Testes せんぷくせいそう、

ていりゅうせいそう

精巣下降不全

せいそうかこうふぜん

Ectopic Testis 異所性精巣 精巣が正常以外の部位に位置し

いしょせいせいそう ているもの。

Ectopic Ovary 異所性卵巣 卵巣が正常以外の部位に位置し

いしょせいらんそう ているもの。

Hermaphroditism 半陰陽 1 個体に雌雄両性の生殖腺が存

はんいんよう 在するもの。

Ovarian Agenesis 卵巣無発生 卵巣の欠如。

らんそうむはっせい

Pseudhermaphroditism 仮性半陰陽 片性の生殖腺（卵巣あるいは精

かせいはんいんよう 巣）を有するが、反対の性に多

少似たいくつかの第二次性徴と

外性器を伴う。

Testicular Hypoplasia 精巣発育不全 精巣の不完全な発達。

せいそうはついくふぜん

Testicular Feminization 精巣性女性化症 男性仮性半陰陽の一種。表現型

せいそうせいじょせいかしょう は完全な雌であるが、子宮およ

び卵管を欠如する。精巣の形状

はほぼ正常であるが、精細管の

発育は不良で、殆ど Sertoli細

胞のみから構成され、精子形成

能はなく精子は認められない。
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Tubal Absence 卵管欠如 卵管の欠如。

らんかんけつじょ

Tubal Hypoplasia 卵管低形成 卵管の不完全な発達。

らんかんけいせいふぜん

Uterus Hypoplasia 子宮低形成 子宮の不完全な発達。

しきゅうていけいせい

Uterus Agenesis 子宮無発生 子宮の欠如。

しきゅうむはっせい

Anus 肛門

Anal Atresia 肛門閉鎖、鎖肛 肛門の先天性欠如。

こうもんへいさ、さこう

Imperforate Anus 鎖肛、肛門無開口 肛門膜の残存したもので、肛門

さこう、こうもんむかいこう は閉じている（しばしば直腸下

部の閉鎖を伴う）。


