
形態・生理分野
和　名 読　み 英　名 備　考

アクチン あくちん actin

趾 あしゆび toe

頭 あたま head

アポトーシス あぽとーしす apoptosis

鞍羽 あんう saddle feather

鞍部 あんぶ saddle

胃 い stomach

異形成 いけいせい dysplasia

胃十二指腸間膜 いじゅうにしちょうかんまく gastroduodenal ligament

胃十二指腸静脈 いじゅうにしちょうじょうみゃく gastroduodenal vein

異常卵 いじょうらん abnormal egg

胃腺 いせん gastic gland, ventricular gland

一次気管支 いちじきかんし primary bronchus

胃幽門口 いゆうもんこう gastropyloric opening

陰茎 いんけい penis, male phallus

陰茎体 いんけいたい body of phallus

インサイチュウハイブリダイゼーション いんさいちゅうはいぶりだいぜーしょん in situ hybridization

飲作用 いんさよう pinocytosis

咽頭 いんとう pharynx

咽頭腔 いんとうくう pharyngeal cavity

右および左門（静）脈 うおよびさもん（じょう）みゃく right and left portal vein

烏口骨 うこうこつ coracoid

烏口上腕筋 うこうじょうわんきん coracohumeralis muscle

羽枝 うし rami

羽軸 うじく rachis

羽軸根 うじくこん calamus

羽髄 うずい feather pulp

羽装 うそう pulmage

謡羽 うたいばね sickles

羽弁 うべん vane, web, vexillum

羽包 うほう feather follicle

上嘴 うわくちばし upper jaw, maxillary rostrum

鋭端（鋭極） えいたん（えいきょく） sharp end

栄養管 えいようかん nutrient canal

栄養孔 えいようこう nutrient foramen

腋窩憩室 えきかけいしつ axillary diverticulum

腋窩動脈 えきかどうみゃく axillary artery



遠位尿細管 えんいにょうさいかん distal uriniferous tubule

延髄 えんずい medula oblongata

尾 お tail

黄色骨髄 おうしょくこつずい yellow (bone) marrow

黄色卵黄 おうしょくらんおう yellow yolk

横突間筋 おうとつかんきん intertransversarius muscle

横紋筋 おうもんきん striated muscle

オステオン(骨単位) おすておん（こつたんい） osteon

オステオン層板 おすておんそうばん lamellae of osteon

外烏口腕筋 がいうこうわんきん external coracobrachial muscle

外環状層板 がいかんじょうそうばん outer circumferential lamellae

外頚動脈 がいけいどうみゃく external carotid artery

外鼓状膜 がいこじょうまく external tympaniform membrane

介在層板 かいざいそうばん interstitial lamellae

外鞘 がいしょう sheath

外水様卵白 がいすいようらんぱく outer thin albumen

外生殖器 がいせいしょくき external genital organ

外側陰茎体 がいそくいんけいたい lateral phallic body

外側回外筋 がいそくかいがいきん supinator lateralis muscle

外側気管筋 がいそくきかんきん lateral tracheal muscle, ypsilotrachealis muscle

外側気管支 がいそくきかんし lateral bronchi

外側頚皮筋 がいそくけいひきん lateral cutaneous muscle of colli

外側頭直筋 がいそくとうちょくきん lateral straight muscle of head

解体 かいたい dressing of carcass

回腸 かいちょう ileum

回腸間膜 かいちょうかんまく mesoileum

外腸骨静脈 がいちょうこつじょうみゃく external iliac vein

外腸骨動脈 がいちょうこつどうみゃく external iliac artery

回腸ワナ かいちょうわな ileum loop

外套 がいとう pallium

海馬 かいば hyppocampus

外鼻孔 がいびこう nares, nostrils

外腹斜筋 がいふくしゃきん external oblique abdominal muscle

外分泌 がいぶんぴ（つ） exocrine, external secretion

外分泌腺 がいぶんぴ（つ）せん exocrine gland

外閉鎖筋 がいへいさきん external obturator muscle

海綿骨 かいめんこつ canncellous bone

外卵殻膜 がいらんかくまく outer shell membrane

外卵殻膜 がいらんかくまく outer shell membrane



外肋間筋 がいろっかんきん external intercostal muscle

下顎口蓋筋 かがくこうがいきん musculus mandibulopalatinus

下顎間筋 かがくかんきん musculus intermandibularis

下顎骨 かがくこつ mandible

下顎線 かがくせん mandibular gland

下眼瞼下制筋 かがんけんかせいきん depressor muscle of lower lid

鈎爪 かぎづめ claw

核 かく nucleus

核（膜）孔 かく（まく）こう nuclear pore

角化 かくか keratinization, cornification

角質層 かくしつそう horny layer

核膜 かくまく nuclear membrane

角膜 かくまく cornea

下行大動脈 かこうだいどうみゃく descending aorta

下行部 かこうぶ ascending part

芽細胞 がさいぼう blast cell

花状冠 かじょうかん buttercup comb

下垂体 かすいたい hypophysis, pituitary gland

下垂体門脈 かすいたいもんみゃく hypophyseal portal vein

下足根骨 かそくこんこつ hypotarsus

肩 かた shoulder

下腿 かたい thigh

下腿三頭筋 かたいさんとうきん triceps surae muscle

滑面小胞体 かつめんしょうほうたい smooth endoplasmic reticulum

下尾端筋 かびたんきん musculus infracoccygeus

カラザ からざ chalaza

硝子軟骨 がらすなんこつ hyaline cartilage

顆粒球 かりゅうきゅう granulocyte

顆粒白血球 かりゅうはっけっきゅう granular leucocyte

換羽 かんう moulting

肝右葉 かんうよう right hepatic lobe

肝鎌状間膜 かんかまじょうかんまく falciform ligament of liver

肝間膜 かんかんまく hepatic ligament

含気骨 がんきこつ pneumatic bone

眼球 がんきゅう eyeball

寛骨 かんこつ hip bone

幹細胞 かんさいぼう stem cell

肝左葉 かんさよう left hepatic lobe

間質細胞 かんしつさいぼう interstitial cell, Leydig cell



冠状静脈 かんじょうじょうみゃく coronary vein

冠状動脈 かんじょうどうみゃく coronary artery

肝静脈 かんじょうみゃく hepatic vein

関節 かんせつ articulation, joint

関節面 かんせつめん articular surface

肝臓 かんぞう liver

肝腸管 かんちょうかん hepatoenteric duct

環椎 かんつい atlas

貫通管 かんつうかん (Volkmann) perforating canal

カンヌキ骨 かんぬきこつ pessulus

肝嚢管 かんのうかん hepatocystic duct

顔面骨 がんめんこつ facial bone

肝門 かんもん hepatic porta

眼輪筋 がんりんきん orbicularis oculi muscle

気管 きかん trachea

気管気管支鳴管 きかんきかんしめいかん tracheobronchial syrinx

気管支 きかんし bronchi

気孔 きこう shell pore

気孔 きこう pneumatic foramen

気室 きしつ air chamber

気室 きしつ air cell

基節骨 きせつこつ proximal phalanx

気嚢 きのう air sac

気嚢気管支 きのうきかんし saccobronchi

希薄卵白 きはくらんぱく thin white, thin albumen

脚鱗 きゃくりん scales

頬 きょう cheek, bucca

胸横筋 きょうおうきん transverse thoracic muscle

胸横突間筋 きょうおうとつかんきん thoracic intertransversarius muscle

胸郭 きょうかく chorax

胸管 きょうかん thorax

胸骨 きょうこつ sternum

胸骨烏口筋 きょうこつうこうきん sternocoracoideus muscle

胸骨気管筋 きょうこつきかんきん sternotracheal muscle

胸骨舌骨筋 きょうこつぜっこつきん sternohyoid muscle

胸最長筋 きょうさいちょうきん thoracic longissimus muscle

胸鎖動脈 きょうさどうみゃく sternoclavicular artery

胸腺 きょうせん thymus

胸多裂筋 きょうたれつきん thoracic multifidus muscle



胸椎 きょうつい thoracic vertebrae

胸動脈 きょうどうみゃく thoracic artery

胸半棘筋 きょうはんきょくきん thoracic semispinalis muscle

峡部 きょうぶ isthmus

胸腹横隔膜 きょうふくおうかくまく thoracico-abdominal diaphragm

胸膜 きょうまく pleura

胸膜腔 きょうまくくう pleura cavity

強膜骨 きょうまくこつ sclerotic bone

胸肋骨 きょうろっこつ sternal costae

距骨 きょこつ tibial tarsal bone

棘間筋 きょっかんきん interspinalis muscle

筋胃 きんい ventriculus

筋胃（砂嚢） きんい（さのう） muscular stomach (gizzard)

近位尿細管 きんいにょうさいかん proximal uriniferous tubule

筋胃粘膜 きんいねんまく mucous membrane of ventriculus

筋原線維 きんげんせんい myofibril

筋周膜 きんしゅうまく perimysium

筋漿 きんしょう sarcoplasma

筋上皮 きんじょうひ myoepithelium

筋上皮細胞 きんじょうひさいぼう myoepithelial cell

筋線維 きんせんい muscle fiber, myofiber

筋組織 きんそしき muscle tissue

筋内膜 きんないまく endomysium

筋肉内結合組織 きんにくないけつごうそしき intramuscular connective tissue

筋紡錘 きんぼうすい muscle spindle

空回腸 くうかいちょう jejunoileum

空腸 くうちょう jejunum

空腸間膜 くうちょうかんまく mesojejunum

空腸ワナ くうちょうわな jejunual loop

口 くち mouth

クチクラ くちくら cuticle

嘴 くちばし beak, bill

頚 くび neck

クルミ冠 くるみかん walnut comb

頚羽 けいう hackle

頸気嚢 けいきのう cervical air sac

頸口 けいこう ostium of cervical air sac

蛍光抗体 けいこうこうたい fluorescent antibody, immunofluorescence

脛骨（頚足根骨） けいこつ（けいそくこんこつ） tibia (tibiotarsus)



椎骨動脈 けいこつどうみゃく vertebral artery

脛骨軟骨 けいこつなんこつ tibial cartilage

形質細胞 けいしつさいぼう plasma cell

形質膜 けいしつまく plasma membrane

頚多裂筋 けいたれつきん cervical multifidus muscle

頚長筋 けいちょうきん longus colli muscle

頚椎 けいつい cervical vertebrae

頚二腹筋 けいにふくきん biventer cervicis muscle

頚乳突筋 けいにゅうとつきん musuculus trachelomastoideus

鶏胚 けいはい chick embryo

頚半棘筋 けいはんきょくきん cervical semispinalis muscle

頸腹気管支 けいふくきかんし ventrobronchus cervicalis

血管帯 けっかんたい vascular zone

血球 けっきゅう blood cell

結合組織 けつごうそしき connective tissue

血漿 けっしょう blood plasma

血小板 けっしょうばん platelet

血清 けっせい serum

血清アルブミン けっせいあるぶみん serum albumin

血清抗体 けっせいこうたい serum antibody

血清反応 けっせいはんのう serum reaction

結腸 けっちょう colon

結直腸 けっちょくちょう colo-rectum

血斑 けっぱん blood spot

血餅 けっぺい blood clot

結膜 けつまく conjunctiva

距 けづめ spur

毛羽 けば tufted bristle

ケラチン けらちん keratin

腱 けん tendon

肩甲下筋 けんこうかきん subscapular muscle

肩甲骨 けんこうこつ scapula

肩甲上腕筋 けんこうじょうわんきん scapulohumeralis muscle

腱質面 けんしつめん tendinous surface

腱紡錘 けんぼうすい tendon spindle

後羽 こうう afterfeather

岬羽 こうう cape

後縁 こうえん caudal border

好塩基球 こうえんききゅう basohilic cell



口蓋 こうがい palate

口蓋腺 こうがいせん palatine gland

口角腺 こうかくせん gland of angle of mouth

後胸気管支 こうきょうきかんし caudal thoracic bronchus

後胸気嚢 こうきょうきのう caudal thoracic air sac

咬筋 こうきん musculus masseter, masseter muscle

口腔 こうくう oral cavity

口腔腺 こうくうせん oral gland

広頚筋 こうけいきん platysma

後脛骨筋 こうけいこつきん caudal tibial muscle

抗血清 こうけっせい antiserum

膠原線維 こうげんせんい collagenous fiber

硬口蓋 こうこうがい hard palate

虹彩 こうさい iris

好酸球 こうさんきゅう eosinophil(e), acidophile

甲状腺 こうじょうせん thyroid gland

後腎区 こうじんく caudal renal division

抗体 こうたい antibody

後大静脈 こうだいじょうみゃく caudal vena cava

小謡羽 こうたいばね lesser sickles

好中球 こうちゅうきゅう neutrophil

後腸間膜静脈 こうちょうかんまくじょうみゃく caudal mesenteric vein

後腸間膜動脈 こうちょうかんまくどうみゃく caudal mesenteric artery

喉頭 こうとう larynx

後頭下顎筋 こうとうかがくきん musculus occipitomandibularis

鈎突肋筋 こうとつろくきん appendicocostales muscle

後脳 こうのう hindbrain

広背筋 こうはいきん latissimus dorsi muscle

項皮筋 こうひきん cutaneous nuchalis muscle

後鼻孔 こうびこう choanae

後腹気管支 こうふくきかんし ventrobronchus caudalis

肛門 こうもん anus

肛門括約筋 こうもんかつやくきん anal sphincter muscle

肛門挙筋 こうもんきょきん levator ani muscle

肛門後引筋 こうもんこういんきん retractor ani muscle

肛門散大筋 こうもんさんだいきん dilatator ani muscle

肛門洞 こうもんどう proctodeum

膠様骨髄 こうようこつずい gelatinous (bone) marrow

呼吸器 こきゅうき respiratory organ



呼吸器系 こきゅうきけい respiratory system

腰 こし loin

鼓室 こしつ tympanum

骨 こつ bone

骨化 こつか ossification

骨格筋 こっかくきん skeletal muscle

骨芽細胞 こつがさいぼう osteoblast

骨幹 こっかん diaphysis

骨結合 こつけつごう synostosis

骨細胞 こつさいぼう osteocyte

骨小管 こつしょうかん canaliculi of lacuna

骨髄 こつずい bone marrow

骨髄骨 こつずいこつ medullary bone

骨層板 こつそうばん bone lamellae

骨組織 こつそしき bone tissue

骨端 こったん epiphysis

骨端線 こったんせん epiphysal line

骨端軟骨 こったんなんこつ epiphyseal cartilage

骨内膜 こつないまく endosteum

骨盤 こつばん pelvis

骨盤結合 こつばんけつごう pelvic symphysis

骨膜 こつまく periosteum

鼓膜 こまく tympanic membrane

コラーゲン こらーげん collagen

ゴルジ装置 ごるじそうち Golgi apparatus, Golgi complex

婚姻羽装 こんいんうそう nuptial plumage

鰓後腺 さいこうせん ultimobranchial gland

鰓後体 さいこうたい ultimobranchial body

細胞 さいぼう cell

細胞間結合 さいぼうかんけつごう cellular junction

細胞死 さいぼうし cell death

細胞質 さいぼうしつ cytoplasm

細胞質封入体 さいぼうしつふうにゅうたい cytoplasmic inclusion body

細胞小器官 さいぼうしょうきかん organelle, cell organelle

細胞分裂 さいぼうぶんれつ cell division

細胞膜 さいぼうまく cell membrane

細網細胞 さいもうさいぼう reticular cell

細網線維 さいもうせんい reticular fiber

細網組織 さいもうそしき reticular tissue



細網内皮系 さいもうないひけい reticuloendothelial system

柵状層 さくじょうそう palisade layer

錯綜筋 さくそうきん complexus muscle

鎖骨 さこつ clavicle

坐骨 ざこつ ischium

鎖骨下結節 さこつかけっせつ hypocleideum

鎖骨間気嚢 さこつかんきのう interclavicular air sac

鎖骨気管皮筋 さこつきかんひきん cutaneus cleidotrachealis muscle

坐骨動脈 ざこつどうみゃく ischiatic artery

鎖骨背皮筋 さこつはいひきん cutaneus cleidodorsalis muscle

鎖骨腹気管支 さこつふくきかんし ventrobronchus clavicularis

鎖骨腹皮筋 さこつふくひきん cutaneus cleidoventralis muscle

左鎖骨下動脈 ささこつかどうみゃく left subclavian artery

左総頚動脈 さそうけいどうみゃく left common carotid artery

砂囊 さのう gizzard

砂囊体 さのうたい body of gizzard

砂囊粘膜 さのうねんまく mucous membrane of gizzard

左腕頭動脈 さわんとうどうみゃく left brachiocephalic artery

三角筋 さんかくきん deltoid muscle

三枚冠（豆冠） さんまいかん（まめかん） pea comb

耳下腺 じかせん parotid gland

耳管 じかん auditory tube

糸球体 しきゅうたい glomerulus

糸球体近接装置 しきゅうたいきんせつそうち juxtaglomerular apparatus

子宮部 しきゅうぶ uterus

軸羽 じくう axial feather

軸椎 じくつい axis

軸ワナ じくわな axial loop

死籠卵 しごもりらん hatch-failed egg, dead in pipped egg, dead-in shell

嘴根 しこん base of beak

視床下部 ししょうかぶ hypothalamus

嘴尖 しせん point of beak

脂腺 しせん sebaceous gland

耳朶 じだ ear lobe

嘴体 したい body of beak

下嘴 したくちばし lower jaw, mandibular rostrum

膝蓋骨 しつがいこつ patella

膝窩筋 しっかきん popliteal muscle

実質帯 じっしつたい parenchymatous zone



耳道腺 じどうせん cerminous glands

斜角筋 しゃかくきん scalenus muscle

斜角膜 しゃかくまく oblique septum

尺骨 しゃくこつ ulna

尺側手根屈筋 しゃくそくしゅこんくっきん flexor carpi ulnaris muscle

尺側手根骨 しゃくそくしゅこんこつ ulnar carpal bone

尺側手根伸筋 しゃくそくしゅこんしんきん extensor carpi ulnaris muscle

斜手根伸筋 しゃしゅこんしんきん extensor carpi obliquus muscle

十二指腸 じゅうにしちょう duodenum

十二指腸肝間膜 じゅうにしちょうかんかんまく duodenohepatic ligament

十二指腸間膜 じゅうにしちょうかんまく mesoduodenum

十二指腸曲 じゅうにしちょうきょく duodenal flexure

十二指腸空腸曲 じゅうにしちょうくうちょうきょく duodenojejunal flexure

十二指腸上ワナ じゅうにしちょうじょうわな supraduodenal loop

十二指腸腺 じゅうにしちょうせん duodenal gland

十二指腸乳頭 じゅうにしちょうにゅうとう duodenal papilla

十二指腸盲腸間膜 じゅうにしちょうもうちょうかんまく duodenocecal ligament

十二指腸ワナ じゅうにしちょうわな duodenal loop

重複冠 じゅうふくかん duplex comb

手根骨 しゅこんこつ carpal bone

手根中手骨 しゅこんちゅうしゅこつ carpometacarpus

樹状突起 じゅじょうとっき dendrite

主尾羽 しゅびう main tail feather

主翼羽 しゅよくう primaries

上衣 じょうい ependyma

上烏口筋 じょううこうきん supracoracoideus muscle

小羽枝 しょううし radii, barbules

漿液腺 しょうえきせん serous gland

小円筋 しょうえんきん teres minor muscle

消化管 しょうかかん alimentary canal, digestive organ

上顎骨 じょうがくこつ maxilla

上顎腺 じょうがくせん maxillary gland

松果体 しょうかたい pineal body

上眼瞼挙筋 じょうがんけんきょきん levator muscle of upper lid

上行部 じょうこうぶ descending part

小食細胞 しょうしょくさいぼう micro phagocyte

小腸 しょうちょう small intestine

小背頭直筋 しょうはいとうちょくきん minor dorsal straight muscle of head

漿尿膜 しょうにょうまく chorioallantoic membrane



小脳 しょうのう cerebellum

小皮 しょうひ cuticle

上皮 じょうひ epithelium

上皮小体 じょうひしょうたい parathyroid gland

小胞体 しょうほうたい endoplasmic reticulum

静脈 じょうみゃく vein

小彎（小弯） しょうわん lesser curvature

上腕 じょうわん arm, upper arm

上腕筋 じょうわんきん brachialis muscle

上腕骨 じょうわんこつ humerus

上腕三頭筋 じょうわんさんとうきん triceps brachii muscle

上腕深動脈 じょうわんしんどうみゃく deep brachial artery

上腕動脈 じょうわんどうみゃく brachial artery

上腕二頭筋 じょうわんにとうきん biceps brachii muscle

食細胞 しょくさいぼう phagocyte

食作用 しょくさよう pahagocytosis

食道 しょくどう esophagus

食道腺 しょくどうせん esophageal gland

食道囊 しょくどうのう esophageal sac

深胸筋 しんきょうきん deep pectoral muscle

心筋 しんきん cardiac muscle

神経管 しんけいかん neural tube

神経膠 しんけいこう neuroglia

神経細胞 しんけいさいぼう nerve cell, neuron

神経線維 しんけいせんい nerve fiber

神経分泌 しんけいぶんぴつ neurosecretion

深趾貫通屈筋 しんしかんつうくっきん musculus flexor perforans digitorum profundus

深指屈筋 しんしくっきん deep digital flexor muscle

心室 しんしつ venticle

腎静脈 じんじょうみゃく renal vein

心臓 しんぞう heart

腎臓 じんぞう kidney

靱帯 じんたい ligament

深殿筋 しんでんきん deep gluteal muscle

腎杯 じんぱい renal calyx

腎盤 じんばん renal pelvis

心房 しんぼう atrium

腎門脈 じんもんみゃく renal portal system

腎門脈系 じんもんみゃくけい renal portal system



膵管 すいかん pancreatic duct

髄腔 ずいくう medullary cavity

髄鞘 ずいしょう myelin sheath

膵臓 すいぞう pancrea

膵島 すいとう pancreatic islet

水平隔膜 すいへいかくまく horizonal septum

髄膜 ずいまく meninx

水様卵白 すいようらんぱく thin albumen

水様卵白 すいようらんぱく thin albumen, fluid egg white

脛 すね second thigh

背 せ back

正羽 せいう contour feather

正羽域 せいういき pteryla

精管 せいかん deferent duct

精管乳頭 せいかんにゅうとう papilla of deferent duct

成熟卵 せいじゅくらん mature ovum

生殖羽 せいしょくう nuptial plumage

精巣 せいそう testis

精巣間膜 せいそうかんまく mesorchium

精巣間膜 せいそうかんまく mesorchium

精巣上体 せいそうじょうたい epididymis

精巣網 せいそうもう rete testis

正中陰茎体 せいちゅういんけいたい median phallic body

声門 せいもん glottis

赤色骨髄 せきしょくこつずい red (bone) marrow

脊髄 せきずい spinal cord

脊髄上憩室 せきずいじょうけいしつ supramedullary diverticula

脊柱 せきちゅう vertebral colum

舌 ぜつ tongue

舌下腺 ぜっかせん sublingual gland

赤血球 せっけっきゅう erythrocyte, red blood cell

節後線維 せつごせんい postganglionic fiber

舌骨 ぜっこつ hyoid bone

舌骨下顎筋 ぜっこつかがくきん musculus hyomandibularis

舌根 ぜっこん root of tongue

赤色筋 せっしょくきん red muscle

舌尖 ぜつせん tip of tongue

舌腺 ぜつせん lingual gland

舌体 ぜつたい body of tongue



舌背 ぜつはい dorsal of tongue

舌腹 ぜっぷく venter of tongue

腺 せん gland

腺胃 せんい glandular part

前胃 ぜんい proventriculus

線維芽細胞 せんいがさいぼう fibroblast

前胃憩室 ぜんいけいしつ proventricular diverticulum

線維軟骨 せんいなんこつ fibrocartilage

前陰茎後引筋 ぜんいんけいこういんきん cranial retractor penis muscle

前縁 ぜんえん cranial border

前胸気管支 ぜんきょうきかんし cranial thoracic bronchus

前胸気嚢 ぜんきょうきのう cranial thoracic air sac

浅胸筋 せんきょうきん superficial pectoral muscle

前胸口 ぜんきょうこう ostium of cranial thoracic air sac

前脛骨筋 ぜんけいこつきん cranial tibial muscle

仙骨 せんこつ sacrum

浅指屈筋 せんしくっきん superficial digital flexor muscle

前腎区 ぜんじんく cranial renal division

腺性下垂体 せんせいかすいたい adenohypophysis

前大静脈 ぜんだいじょうみゃく cranial venae cavae

前腸間膜静脈 ぜんちょうかんまくじょうみゃく cranial mesenteric vein

前腸間膜動脈 ぜんちょうかんまくどうみゃく cranial mesenteric artery

浅殿筋 せんでんきん superficial gluteal muscle

蠕動 ぜんどう peristalsis

前頭眼瞼筋 ぜんとうがんけんきん musculus frontopalpebrarum

前鼻甲介 ぜんびこうかい anterior concha

腺部 せんぶ glandular region

線毛 せんもう cilium

前腕 ぜんわん forearm

前腕骨格 ぜんわんこっかく skeleton of forearm

総肝管 そうかんかん common hepatoenteric duct

総頚動脈 そうけいどうみゃく common carotid artery

総指伸筋 そうししんきん common digital extensor muscle

臓側胸膜 ぞうそくきょうまく visceral pleura

臓側腹膜 ぞうそくふくまく visceral peritoneum

臓側面 ぞうそくめん visceral surface

総胆管 そうたんかん hepatocystic duct

総胆管 そうたんかん commom bile duct

総腸骨静脈 そうちょうこつじょうみゃく common iliac vein



総排泄腔 そうはいせつこう/くう cloaca

僧帽筋 そうぼうきん trapezius muscle

足根間種子骨 そくこんかんしゅしこつ intertarsal sesamoid bone

足根骨 そくこんこつ tarsal bones

側頭筋 そくとうきん musculus temporalis

組織 そしき tissue

組織球 そしききゅう histiocyte

嗉嚢 そのう crop

嗉嚢口 そのうこう opening of crop

嗉嚢腺 そのうせん gland of crop

嗉嚢底 そのうてい bottom of crop

粗面小胞体 そめんしょうほうたい rough endoplasmic reticulum

第一中足骨 だいいちしちゅうそくこつ first metatarsal bone

第一指 だいいっし first digit

大円および棘下筋 だいえんおよびきょくかきん teres major muscle and infraspinatus muscle

退化交尾器 たいかこうびき rudimentary copulatory organ

体腔 たいこう（くう） c(o)elom

第三指 だいさんし third digit

第三趾貫通および有孔屈筋 だいさんしかんつうおよびゆうこうくっきん musculus flexor perforans et perforatus digiti Ⅲ
第三指伸筋 だいさんししんきん extensor digiti Ⅲ muscle

第三趾有孔屈筋 だいさんしゆうこうくっきん musculus flexor perforatus digiti Ⅲ
第三膵管 だいさんすいかん third pancreatic duct

第三葉（第三膵葉） だいさんよう（だいさんすいよう） third lobe

第四指 だいしし fourth digit

第四趾有孔屈筋 だいししゆうこうくっきん musculus flexor perforatus digiti Ⅳ
大食細胞（マクロファージ） だいしょくさいぼう（まくろふぁーじ） macrophagocyte（macrophage）
大腿筋膜張筋 だいたいきんまくちょうきん tensor fasciae latae muscle

大腿骨 だいたいこつ femur

大腿骨頭靱帯 だいたいこつとうじんたい ligament of femoral head

大腿四頭筋 だいたいしとうきん quadriceps femoris muscle

大腿二頭筋 だいたいにとうきん biceps femoris muscle

大腿方形筋 だいたいほうけいきん quadratus femoris muscle

大腸 だいちょう large intestine

大動脈 だいどうみゃく aorta

第二指 だいにし second digit

第二趾貫通および有孔屈筋 だいにしかんつうおよびゆうこうくっきん musculus flexor perforans et perforatus digiti Ⅱ
第二趾有孔屈筋 だいにしゆうこうくっきん musculus flexor perforatus digiti Ⅱ
第二翼羽開張筋 だいによくうかいちょうきん expansor secundarium muscle

大背頭直筋 だいはいとうちょくきん major dorsal straight muscle of head



大彎（大弯） たいわん greater curvature

多核白血球 たかくはっけっきゅう polymorphonuclear leukocyte

短回内筋 たんかいないきん pronator brevis muscle

単冠 たんかん single comb

短骨 たんこつ short bone

短趾屈筋 たんしくっきん short digital flexor muscle

短趾伸筋 たんししんきん short digital extensor muscle

弾性線維 だんせいせんい elastic fiber

弾性軟骨 だんせいなんこつ elastic cartilage

短第一趾屈筋 たんだいいちしくっきん short hallucis flexor muscle

短第一趾伸筋 たんだいいちししんきん short hallucis extensor muscle

短橈側手根伸筋 たんとうそくしゅこんしんきん extensor carpi radialis longus muscle

胆嚢 たんのう gallbladder

胆嚢窩 たんのうか fossa for gall bladder

短腓骨筋 たんひこつきん peroneus brevis muscle

短翼膜張筋 たんよくまくちょうきん patagialis brevis muscle

恥骨 ちこつ pubis

恥骨筋 ちこつきん pectineus muscle

膣部 ちつぶ vagina

膣部括約筋 ちつぶかつやくきん sphincter muscle of vagina

緻密骨 ちみつこつ comapct bone

肘筋 ちゅうきん anconeus muscle

中手骨 ちゅうしゅこつ mtacarpal bone

中心管(ハバース管） ちゅうしんかん（はばーすかん） central (Havers) canal

中腎区 ちゅうじんく middle renal division

中心小体 ちゅうしんしょうたい centriole

中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい central nervous system

中節骨 ちゅうせつこつ middle phalanx

中足 ちゅうそく shank

中足骨（足根中足骨） ちゅうそくこつ（そくこんちゅうそくこつ） metatarsus (tarsometatarsus)

中殿筋 ちゅうでんきん middle gluteal muscle

中脳 ちゅうのう midbrain, mesencephalon

腸 ちょう intestine, bowel

腸陰窩 ちょういんか intestinal cript

長回内筋 ちょうかいないきん pronator longus muscle

腸間膜 ちょうかんまく mesentery

腸骨 ちょうこつ ilium

長骨 ちょうこつ long bone

腸骨筋 ちょうこつきん iliacus muscle



腸骨皮筋 ちょうこつひきん cutaneus iliacus muscle

長趾伸筋 ちょうししんきん long digital extensor muscle

腸絨毛 ちょうじゅうもう intestinal villi

腸神経 ちょうしんけい intestinal nerve

腸腺 ちょうせん intestinal gland

長第一趾屈筋 ちょうだいいっしくっきん long hallucis flexor muscle

長橈側手根伸筋 ちょうとうそくしゅこんしんきん extensor carpi radialis brevis muscle

長腓骨筋 ちょうひこつきん peroneus longus muscle

長翼膜張筋 ちょうよくまくちょうきん patagialis longus muscle

直腸 ちょくちょう rectum

直腸間膜 ちょくちょうかんまく mesorectum

直腸糞洞括約筋 ちょくちょうふんどうかつやくきん sphincter muscle of rectocoprodeum

直腸糞洞ヒダ ちょくちょうふんどうひだ rectocoprodeal fold

椎弓 ついきゅう vertebral arch

椎肋骨 ついろっこつ vertebral costae

爪 つめ claw

頭蓋 とうがい cranium, skull

頭蓋骨 とうがいこつ cranial bones

頭蓋翼突方形筋 とうがいよくほうけいきん musculus craniopterygoquadratus

橈骨 とうこつ radius

頭斜筋 とうしゃきん oblique muscle of head

橈側手根屈筋 とうそくしゅこんくっきん flexor carpi radiaris muscle

橈側手根骨 とうそくしゅこんこつ radial carpal bone

動脈 どうみゃく artery

鶏冠 とさか comb

突出（型）陰茎 とっしゅつがたせいしょくけい protrusive phallus

鈍端（鈍極） どんたん（どんきょく） blunt end

内烏口腕筋 ないうこうわんきん internal coracobrachial muscle

内環状層板 ないかんじょうそうばん inner circumferential lamellae

内頚動脈 ないけいどうみゃく internal carotid artery

内鼓状膜 ないこじょうまく internal tympaniform membrane

内水様卵白 ないすいようらんぱく inner thin albumen

内臓 ないぞう viscera

内側回外筋 ないそくかいがいきん supinator medialis muscle

内側肘筋 ないそくちゅうきん medial anconeus muscle

内側腹気管支 ないそくふくきかんし ventrobronchus medialis

内腸骨静脈 ないちょうこつじょうみゃく internal iliac vein

内腸骨動脈 ないちょうこつどうみゃく internal iliac artery

内転筋 ないてんきん adductor muscle



内腹斜筋 ないふくしゃきん internal oblique abdominal muscle

内分泌腺 ないぶんぴつせん endocrine gland

内閉鎖筋 ないへいさきん internal obturator muscle

内卵殻膜 ないらんかくまく inner shell membrane

内肋間筋 ないろっかんきん internal intercostal muscle

軟羽 なんう fluff

軟骨 なんこつ cartilage

軟骨異形成症 なんこついけいせいしょう dyschondroplasia

軟骨形成不全 なんこつけいせいふぜん achondroplasia

軟骨組織 なんこつそしき cartilage tissue

軟卵 なんらん soft-shelled egg

肉髯 にくぜん wattle

二次気管支 にじきかんし secondary bronchus

乳頭層 にゅとうそう papillary layer

尿管 にょうかん ureter

尿肛門洞 にょうこうもんどう uroproctodeal fold
尿生殖肛門洞
ヒダ

尿細管 にょうさいかん urinariferous tuble

尿洞（尿生殖洞） にょうどう urodeum

粘液線 ねんえきせん mucous gland

粘膜 ねんまく mucosa

脳 のう brain

脳硬膜 のうこうまく dura mater

濃厚卵白 のうこうらんぱく dense albumen

濃厚卵白 のうこうらんぱく dense albumen, dense egg white, thick albumen

脳脊髄神経系 のうせきずいしんけいけい cerebrospinal nervous system

ノタリウム(癒合胸椎） のたりうむ（ゆごうきょうつい） notarium

肺 はい lung

パイエル板 ぱいえるばん Peyer's patch

肺横隔膜 はいおうかくまく pulmonary diaphragm

胚芽層 はいがそう germinative layer

背気管支 はいきかんし dorsobronchi

背鋸筋 はいきょきん dorsal serrate muscle

背棘皮筋 はいきょくひきん cutaneous spinalis dorsalis muscle

胚子（胚） はいし（はい） embryo

肺静脈 はいじょうみゃく pulmonary vein

排泄腔旁脈管体 はいせつくうぼうみゃくかんたい paracloacal vascular body

排泄口 はいせつこう vent

肺前庭 はいぜんてい vestibulum



背側膵管 はいそくすいかん dorsal pancreatic duct

背側腸間膜 はいそくちょうかんまく dorsal mesentery

肺動脈（幹） はいどうみゃく pulmonary trunk

胚盤 はいばん germinal disc

胚盤 はいばん germinal disc, blastdisc

肺胞 はいほう pulmonal alveolous

背葉（背側膵葉） はいよう（はいそくすいよう） dorsal lobe

背翼突筋 はいよくとつきん musculus pterygoideus dorsalis

白色筋 はくしょくきん white muscle

白色卵黄 はくしょくらんおう white yolk

破骨細胞 はこつさいぼう osteoclast

薄筋 はっきん gracilis muscle

白血球 はっけっきゅう leukocyte, white blood cell

羽 はね feather

バラ冠 ばらかん rose comb

破卵 はらん cracked egg

破裂卵胞 はれつらんぽう ruptured follicle

晩羽性 ばんうせい late feathering

半腱様筋 はんけんようきん semitendinosus muscle

パンダー核 ばんだーかく Pander's nucleus

半膜様筋 はんまくようきん semimembranosus muscle

B細胞 びーさいぼう B cell

尾羽 びう tail feather

尾羽外側筋 びうがいそくきん musculus lateralis caudae

尾羽下制筋 びうかせいきん depressor caudae muscle

尾羽挙筋 びうきょきん levator caudae muscle

鼻腔 びくう nasal cavity

鼻孔 びこう nostril

鼻甲介 びこうかい nasal conchae

腓骨 ひこつ fibula

尾坐骨 びざこつ pygostyle

尾静脈 びじょうみゃく caudal vein

尾腸間膜静脈 びじょうみゃくちょうかんまくじょうみゃく coccygeomesenteric vein

尾腺 びせん uropygial gland, preen gland

脾臓 ひぞう spleen

尾大腿筋 びだいたいきん caudiliofemoral muscle

左卵巣 ひだりらんそう left ovary

尾端外側筋 びたんがいそくきん lateral coccygeus muscle

尾端挙筋 びたんきょきん levator coccygeus muscle



尾端骨 びたんこつ pygostyle

尾椎 びつい caudal coccygeal vertebra

尾腺 びどうせん preen gland

非突出（型）陰茎 ひとっしゅつ（がた）いんけい nonprotrusive phallus

泌尿器 ひにょうき urinary organ

皮膚 ひふ skin

皮膚腺 ひふせん cutaneous gland

肥満細胞 ひまんさいぼう mast cell

脾葉（脾膵葉） ひよう（ひすいよう） splenic lobe

鼻涙管 びるいかん nasolacrimal duct

披裂軟骨 ひれつなんこつ arytenoid cartilage

ファブリキウス嚢 ふぁぶりきうすのう bursa of Fabricius

腹横筋 ふくおうきん transverse abdominal muscle

腹気管支 ふくきかんし ventrobronchi

腹気嚢 ふくきのう abdominal air sac

腹鋸筋 ふくきょきん ventral serrate muscle

腹口 ふくこう ostium of abdominal air sac

複合仙骨 ふくごうせんこつ synsacrum

腹静脈 ふくじょうみゃく abdominal vein

副腎 ふくじん adrenal gland

腹側膵管 ふくそくすいかん ventral pancreatic duct

腹側腸間膜 ふくそくちょうかんまく ventral mesentery

腹直筋 ふくちょくきん rectus abdominal muscle

腹墜卵 ふくついらん egg in peritoneal

腹頭直筋 ふくとうちょくきん ventral straight muscle of head

覆尾羽 ふくびう tail-covert

副鼻腔 ふくびくう paranasal sinus

腹膜 ふくまく peritoneum

腹膜腔 ふくまくくう peritoneal cavity

腹膜腸腔 ふくまくちょうくうう intestinal cavity of peritoneum

腹葉（腹側膵葉） ふくよう（ふくそくすいよう） ventral lobe

副翼羽 ふくよくう secondaries

覆翼羽 ふくよくう wing covert

腹翼突筋 ふくよくとつきん musculus pterygoideus ventralis

副翼膜張筋 ふくよくまくちょうきん patagialis accessorius muscle

双子筋 ふたごきん gemelli muscle

腹腔動脈 ふっくうどうみゃく coeliac artery

糞洞 ふんどう coprodeum

尿生殖洞 にょうせいしょくどう urodeum 尿洞



分泌顆粒 ぶんぴつかりゅう secretary grannule

噴門 ふんもん cardia

平滑筋 へいかつきん smooth muscle

壁側胸膜 へきそくきょうまく parietal pleura

壁側面 へきそくめん parietal surface

ヘルブスト小体 へるぶすとしょうたい corpuscle of Herbst

扁桃 へんとう tonsil

扁平骨 へんぺいこつ flat bone

ヘンレ係蹄 へんれけいてい loop of Henle

傍気管支 ぼうきかんし parabronchi

方形下顎筋 ほうけいかがくきん musculus quadratomandibularis

膀胱 ぼうこう urinary bladder

縫工筋 ほうこうきん sartorius muscle

膨大部 ぼうだいぶ magnum

傍濾胞細胞 ぼうろほうさいぼう parafollicular cell

末節骨 まっせつこつ distal phalanx

ミオシン みおしん myosin

ミトコンドリア みとこんどりあ mitochondria

蓑羽 みのげ lower saddle feathers

耳 みみ ear

味蕾 みらい taste bud

無羽域 むういき apteria

無顆粒白血球 むかりゅうはっけっきゅう agranular leucocyte, agranulocyte

無冠 むかん breda

無精卵 むせいらん unfertilized egg

胸 むね breast

眼 め eye

鳴管 めいかん syrinx

メッケル憩室 めっけるけいしつ meckel's diverticulum

綿羽 めんう plumule

毛冠 もうかん crest, top knot

毛細血管 もうさいけっかん blood capillary

盲腸 もうちょう cecum, blind gut

盲腸括約筋 もうちょうかつやくきん cecal sphincter muscle

盲腸口 もうちょうこう cecal opening

盲腸上ワナ もうちょうじょうわな supracecal loop

盲腸尖 もうちょうせん apex of cecum

盲腸体 もうちょうたい body of cecum

盲腸底 もうちょうてい base of cecum



網膜 もうまく retina

門脈 もんみゃく portal vein

門脈管 もんみゃくかん portal canal

有殻卵 ゆうかくらん shelled egg

幽門 ゆうもん pylorus

幽門十二指腸口 ゆうもんじゅうにしちょうこう pyloricoduodenal opening

幽門部 ゆうもんぶ pyloric part

癒合鎖骨 ゆごうさこつ furcula

輸出リンパ管 ゆしゅつりんぱかん efferent lymphatic vessel

輸入リンパ管 ゆにゅうりんぱかん afferent lymphatic vessel

葉間部 ようかんぶ interlobar part

腰仙骨 ようせんこつ pelvic girdle

腰椎 ようつい lumbar vertebrae

翼羽 よくう wing feather

ラテブラ らてぶら latebra

卵 らん egg

卵黄 らんおう egg yolk, yolk

卵黄管遺残 らんおうかんいざん remnant of vitelline duct

卵黄憩室 らんおうけいしつ vitelline diverticulum

卵黄憩室括約筋 らんおうけいしつかつやくきん sphincter muscle of vitelline

卵黄嚢 らんおうのう vitelline sac

卵黄嚢茎遺残 らんおうのうけいいざん remnant of vitelline stalk

卵黄膜 らんおうまく vitelline membrane

卵殻 らんかく egg shell

卵殻腺部 らんかくせんぶ shell gland

卵殻膜 らんかくまく shell membrane

卵管 らんかん oviduct

卵管間膜 らんかんかんまく mesosalpinx

卵管峡部 らんかんきょうぶ isthmus of oviduct

卵管采 らんかんさい fimbria of oviduct

卵管子宮部（卵殻腺部） らんかんしきゅうぶ（らんかくせんぶ） uterus of oviduct (shell gland)

卵管膣部 らんかんちつぶ vagina of oviduct

卵管尿洞口 らんかんにょうどうこう urodeal opening of oviduct

卵管排泄腔口 らんかんはいせつくうこう cloacal opening of ovicut

卵管膨大部 （卵白分泌部） らんかんぼうだいぶ（らんぱくぶんぴつぶ） magnum of oviduct (albumen secreting portion)

卵管ろう斗部 らんかんろうとぶ infundibulum of oviduct

卵巣 らんそう ovary

卵巣間膜 らんそうかんまく mesovarium

卵巣葉 らんそうよう left ovary



卵白 らんぱく egg albumen

卵白分泌部 らんぱくぶんぴつぶ albumen secreting part

卵胞 らんぽう ovarian follicle

卵胞茎 らんぽうけい stalk of follicle

卵胞口 らんぽうこう stigma

卵胞膜 らんぽうまく theca folliculi

リボソーム りぼそーむ ribosome

菱形筋 りょうけいきん rhomboideus muscle

輪状軟骨 りんじょうなんこつ cricoid cartilage

輪状面 りんじょうめん annular surface

リンパ管 りんぱかん lymphatic vessel

リンパ球 りんぱきゅう lymphocyte

リンパ節 りんぱせつ lymph node

リンパ洞 りんぱどう lymphatic sinus

リンパヒダ りんぱひだ lymphatic fold

漏斗部（ロート部） ろうとぶ infundibulum

蝋膜 ろうまく waxy skin, ceroma

ロート ろーと infundibulum

ロート裂 ろーとれつ cleft of infundiulum

肋上腕皮筋 ろくじょうわんひきん cutaneus costohumeralis muscle

肋骨 ろっこつ rib

肋骨挙筋 ろっこつきょきん levatores costarum muscle


