
英和総合
英　名 和　名 読　み 備　考 リスト元

50% embryo-infective dose ５０％鶏胚感染量
ごじゅうぱーせんとけいはいかんせんりょ
う

EID50 予防衛生

50% tissue culture-infective dose ５０％組織培養感染量
ごじゅうぱーせんとそしきばいようかんせ
んりょう

TCID50 予防衛生

abdominal air sac 腹気嚢 ふくきのう 形態・生理
abdominal fat 腹腔脂肪 ふくくうしぼう 管理
abdominal massage 腹部マッサージ法 ふくぶまっさーじほう 繁殖
abdominal vein 腹静脈 ふくじょうみゃく 形態・生理
abnormal behavior 異常行動 いじょうこうどう 管理

abnormal egg 異常卵 いじょうらん
形態・生理、管理、予
防衛生

abnormal egg shell 異常卵殻 いじょうらんかく 予防衛生
abnormal respiratory sound 異常呼吸音 いじょうこきゅうおん 予防衛生
abnormal shell color 異常卵殻色 いじょうらんかくしょく 予防衛生
abnormal sperm 異常精子 いじょうせいし 繁殖
accessory genital gland 副生殖腺 ふくせいしょくせん 繁殖
accidental death 事故死 じこし 予防衛生
acclimatization 気候順応 きこうじゅんのう 気候順化 管理
accompany another disease 併発する へいはつする 予防衛生
accumulated temperature 積算温度 せきさんおんど 管理
accuracy of selection 選抜の正確度 せんばつのせいかくど 育遺
acetic acid 酢酸 さくさん 飼養
acetone bodies アセトン体 あせとんたい 飼養
achondroplasia 軟骨形成不全 なんこつけいせいふぜん 形態・生理
acid detergent fiber 酸性デタージェント繊維 さんせいでたーじぇんとせんい ADF 飼養
acid rigor 酸硬直 さんこうちょく 製造・加工
acid value 酸価 さんか 製造・加工
acquired immunity 獲得免疫 かくとくめんえき 予防衛生
acquired resistance 獲得抵抗性 かくとくていこうせい 予防衛生
acrocentric アクロセントリック あくろせんとりっく 末端動原体 育遺
acrosin アクロシン あくろしん 繁殖
acrosomal enzyme 先体酵素 せんたいこうそ 繁殖
acrosomal matrix 先体マトリクス せんたいまとりくす 繁殖
acrosomal phase 先体相 せんたいそう 繁殖
acrosomal spine 先体刺状突起 せんたいしじょうとっき 繁殖
acrosomal vesicle 先体胞 せんたいほう 繁殖
acrosome 先体 せんたい 繁殖
acrosome phase 先体期 せんたいき 繁殖
acrosome reaction 先体反応 せんたいはんのう 繁殖



actin アクチン あくちん 形態・生理,製造・加
actinin アクチニン あくちにん 製造・加工
activated lymphocyte 活性化リンパ球 かっせいかりんぱきゅう 予防衛生
activated sludge 活性汚泥 かっせいおでい 管理
active immunity 能動免疫 のうどうめんえき 予防衛生
active vitamin D 活性型ビタミンD かっせいがたびたみんでぃー 飼養
activity 活動 かつどう 管理
actomyosin アクトミオシン あくとみおしん 製造・加工
acute disease 急性病 きゅうせいびょう 管理、予防衛生
acute lethal form 急性致死型 きゅうせいちしがた 予防衛生
acute phase serum 急性期血清 きゅうせいきけっせい 予防衛生
ad libitum feeding 自由摂取 じゆうせっしゅ 飼養
adaptation 適応 てきおう 管理
adaptation, fitness 適応度 てきおうど 育遺
additive 添加物 てんかぶつ 飼養
additive gene effect 相加的遺伝子効果 そうかてきいでんしこうか 育遺
additive genetic variance 相加的遺伝分散 そうかてきいでんぶんさん 育遺
additive relationship 相加的血縁係数 そうかてきけつえんけいすう 育遺
adductor muscle 内転筋 ないてんきん 形態・生理
adenine アデニン あでにん 育遺
adenocarcinoma 腺ガン せんがん 予防衛生
adenohypophysis 腺性下垂体 せんせいかすいたい 形態・生理
adenoviral gizzard erosion アデノウイルス性筋胃びらん あでのういるすせいきんいびらん 予防衛生
adenoviral vector アデノウイルスベクター あでのういるすべくたー 繁殖
adenylate cyclase アデニル酸シクラーゼ あでにるさんしくらーぜ 繁殖
adiposis 脂肪症 しぼうしょう lipidosis 予防衛生
adisosis アシドーシス、酸血症 あしどーしす、さんけつしょう 管理
adjunctive behavior 添加行動 てんかこうどう 管理
administration 投与 とうよ 予防衛生
adrenal gland 副腎 ふくじん 形態・生理
adsorbent 吸着剤 きゅうちゃくざい 管理
adult chicken 成鷄 せいけい 管理
aeration tank 曝気槽 ばっきそう 管理
aerobic culture method 好気培養法 こうきばいようほう 予防衛生
afferent lymphatic vessel 輸入リンパ管 ゆにゅうりんぱかん 形態・生理
affiliation 親和欲求 しんわよっきゅう 管理
aflatoxicosis アフラトキシン中毒症 あふらときしんちゅうどくしょう 予防衛生
aflatoxin アフラトキシン あふらときしん 飼養
afterfeather 後羽 こうう 形態・生理



aftertaste 後味 あとあじ 製造・加工

agar gel precipitation(AGP) test 寒天ゲル内沈降試験 かんてんげるないちんこうしけん
agar gel

immunodiffusion
予防衛生

agar plate culture method 寒天平板培養法 かんてんへいばんばいようほう 予防衛生
agarose gel electro-phoresis アガロースゲル電気泳動 あがろーすげるでんきえいどう 予防衛生
age at first egg 初産日齢 しょさんにちれい AFE （age at first egg） 管理、繁殖
age of onset 初発日齢 しょはつにちれい 管理
aged ovum 老化卵子 ろうからんし 繁殖
aged sperm 老化精子 ろうかせいし 繁殖
agglutination 凝集反応 ぎょうしゅうはんのう 予防衛生
agglutination test 凝集試験 ぎょうしゅうしけん 予防衛生
agglutinin 凝集素 ぎょうしゅうそ 予防衛生
aggregate breeding value, aggregate

genotype
総合育種価 そうごういくしゅか 総合遺伝子型 育遺

aggregate genotype 総合遺伝子型 そうごういでんしがた 総合育種価 育遺
aggression 攻撃 こうげき 管理
agility 敏捷性 びんしょうせい 管理
aging 熟成 じゅくせい 製造・加工
agonic 反快楽性 はんかいらくせい 管理
agonist アゴニスト あごにすと 繁殖
agonistic behavior 敵対行動 てきたいこうどう 管理
agouti 野生色 やせいしょく 育遺
agranular leucocyte, agranulocyte 無顆粒白血球 むかりゅうはっけっきゅう 形態・生理
ahemeral cycle アヘメラル周期 あへめらるしゅうき 管理
Aidu Jidori 会津地鶏 あいづじどり 品種
air cell 気室 きしつ air chamber 形態・生理、繁殖
air cell, air space 気室 きしつ 製造・加工
air chamber 気室 きしつ air space 管理
air inlet 吸気口 きゅうきこう 管理
air outlet 給気口 きゅうきこう
air sac 気嚢 きのう 形態・生理、繁殖
air velocity 風速 ふうそく 気流速度 管理
air-borne infection 空気感染 くうきかんせん 予防衛生
air-circuit 換気輪道 かんきりんどう 管理
airsacculitis 気嚢炎 きのうえん 予防衛生、管理
albino アルビノ あるびの 育遺

albumen 卵白 らんぱく egg albumen、egg white
形態・生理、繁殖、製
造・加工

albumin アルブミン あるぶみん 製造・加工、繁殖
alcohols アルコール あるこーる 予防衛生



alfalfa アルファルファ あるふぁるふぁ 飼養
alimentation 栄養法 えいようほう 管理
alkaline rigor アルカリ硬直 あるかりこうちょく 製造・加工
alkalosis アルカローシス あるかろーしす 管理
alkylating agents アルキル化薬 あるきるかやく 予防衛生
all mash オールマッシュ おーるまっしゅ 飼養
allantoic (cavity) inoculation 尿膜腔（内）接種 にょうまくくう（ない）せっしゅ 予防衛生
allantoic vein 尿膜静脈 にょうまくじょうみゃく 繁殖
allantois 尿膜 にょうまく 繁殖
allele アリル ありる 対立遺伝子 育遺
all-in all-out system オールイン・オールアウトシステム おーるいん・おーるあうとしすてむ 管理、予防衛生
all-or-none trait 悉無形質 しつむけいしつ 閾値形質 育遺
allotype アロタイプ あろたいぷ 育遺
alubumen index 卵白係数 らんぱくけいすう 製造・加工
Amakusa Daiou 天草大王 あまくさだいおう 品種
ambient temperature 環境温度 かんきょうおんど environmental

temperature
管理

ametropia 屈折異常 くっせついじょう 管理
amine アミン あみん 製造・加工
amino acid アミノ酸 あみのさん 飼養
amino acid additive アミノ酸飼料添加物 あみのさんしりょうてんかぶつ 飼養
amino acid balance アミノ酸バランス あみのさんばらんす 飼養
amino acid imbalance アミノ酸インバランス あみのさんいんばらんす 飼養
amino acid pool アミノ酸プール あみのさんぷーる 飼養
amino acid value アミノ酸価 あみのさんか 飼養
amino nitrogen アミノ態窒素 あみのたいちっそ 製造・加工
amino-carbonyl reaction, Maillard アミノカルボニル反応 あみのかるぼにるはんのう 製造・加工
aminoglycoside antibiotics アミノ配糖体抗生物質 あみのはいとうたいこうせいぶっしつ アミノ糖類 予防衛生
ammonia アンモニア あんもにあ 飼養
ammonia odor アンモニア臭 あんもにあしゅう 製造・加工
amnion 羊膜 ようまく 繁殖
ampicillin アンピシリン あんぴしりん 予防衛生
amprolium アンプロリウム あんぷろりうむ 予防衛生
ampulla of deferent duct 精管膨大部 せいかんぼうだいぶ 繁殖
amylase アミラーゼ あみらーぜ 飼養
amyloidosis アミロイドーシス あみろいどーしす アミロイド症 予防衛生
anaerobic culture method 嫌気培養法 けんきばいようほう 予防衛生
anal sphincter muscle 肛門括約筋 こうもんかつやくきん 形態・生理
analysis of covariance, covariance 共分散分析 きょうぶんさんぶんせき 育遺



analysis of variance 分散分析 ぶんさんぶんせき 育遺
anamnesis 既往症 きおうしょう 予防衛生
anaphase 減数分裂後期 げんすうぶんれつこうき 繁殖
anaphase promoting complex/cyclosome,

APC/C
後期促進複合体/サイクロソーム

こうきそくしんふくごうたい／さいくろそー
む

繁殖

anatomic diagnosis 解剖学的診断 かいぼうがくてきしんだん 予防衛生
anchor gene アンカー遺伝子 あんかーいでんし 育遺
Ancona アンコーナ あんこーな 品種
Ancona Bantam アンコーナバンタム あんこーなばんたむ 品種
anconeus muscle 肘筋 ちゅうきん 形態・生理
Andalusian アンダルシャン あんだるしゃん 品種
Andalusian Bantam アンダルシャンバンタム あんだるしゃんばんたむ 品種
anditory pit 聴窩 ちょうか 繁殖
androgen アンドロジェン あんどろじぇん 繁殖
anemia 貧血 ひんけつ 予防衛生
anhidrosis 無汗（症） むかん（しょう） 管理
animal bioreactor 動物工場 どうぶつこうじょう 育遺
animal breeding 家畜育種 かちくいくしゅ 育遺
animal hemisphere 動物極 どうぶつきょく 繁殖
animal husbandry 動物飼養（法） どうぶつしよう（ほう） 管理
animal hygiene 家畜衛生 かちくえいせい 予防衛生
animal inoculation test 動物接種試験 どうぶつせっしゅしけん 予防衛生
animal management 家畜管理 かちくかんり 管理
animal model アニマルモデル あにまるもでる 個体モデル 育遺
animal model BLUP アニマルモデルBLUP あにまるもでるぶらっぷ 育遺
animal right 動物権 どうぶつけん 管理
animal waste management 糞尿処理利用 ふんにょうしょりりよう 管理
animal welfare アニマルウェルフェア あにまるうぇるふぇあ 動物福祉 管理
animal welfare 動物福祉 どうぶつふくし 管理
anisotropic band Ａ帯 えいたい 製造・加工
annular surface 輪状面 りんじょうめん 形態・生理
anorexia 食欲減退 しょくよくげんたい 予防衛生
anosmia 無嗅覚（症） むきゅうかく（しょう） 管理
anserine アンセリン あんせりん 製造・加工
antagonist アンタゴニスト あんたごにすと 繁殖
ante-mortem inspection 生体検査 せいたいけんさ 製造・加工
anterior concha 前鼻甲介 ぜんびこうかい 形態・生理
anterior Intestinal Portal 前腸門 ぜんちょうもん 繁殖
anthelmintic 駆虫剤 くちゅうざい 予防衛生



antibiotic 抗生物質 こうせいぶっしつ
飼養、予防衛生予防
衛生

antibiotic feed additive 抗生物質添加物 こうせいぶっしつてんかぶつ 飼養
antibiotic resistance 抗生物質耐性 こうせいぶっしつたいせい 予防衛生
antibiotic susceptibility test 抗生物質感受性試験 こうせいぶっしつかんじゅせいしけん 予防衛生
antibody 抗体 こうたい

形態・生理、予防衛
生

antibody titer 抗体価 こうたいか 予防衛生
anticodon アンチコドン あんちこどん 育遺
antifungal drugs 抗真菌薬 こうしんきんやく 予防衛生
antigen 抗原 こうげん 予防衛生
antigenicity 抗原性 こうげんせい 予防衛生
antimicrobial 抗菌性物質 こうきんせいぶっしつ 予防衛生
antimicrobial susceptibility test 薬剤感受性試験 やくざいかんじゅせいしけん 予防衛生
anti-Müllerian hormone 抗ミュラー管ホルモン こうみゅらーかんほるもん 繁殖
anti-nutritional factor 抗栄養性因子 こうえいようせいいんし 飼養
antiprotozoan drugs 原虫薬 げんちゅうやく 予防衛生
antiserum 抗血清 こうけっせい 形態・生理
antitoxin 抗毒素 こうどくそ 予防衛生
anus 肛門 こうもん vent 形態・生理、管理
anxiety 不安（症） ふあん（しょう） 管理
aorta 大動脈 だいどうみゃく 形態・生理
apex of cecum 盲腸尖 もうちょうせん 形態・生理
apoptosis アポトーシス あぽとーしす 形態・生理
apparent digestibility 見かけの消化率 みかけのしょうかりつ 飼養
apparent infection 顕性感染 けんせいかんせん 予防衛生
appendicocostales muscle 鈎突肋筋 こうとつろくきん 形態・生理
Appenzeller アッペンツエラー あっぺんつえらー 品種
apteria 無羽域 むういき 形態・生理
Araucaca Bantam アロウカナバンタム あろうかなばんたむ 品種
Araucana アロウカナ あろうかな 品種
area opaca 暗域 あんいき 繁殖
area pellucida 明域 めいいき 繁殖
arginine アルギニン あるぎにん 飼養
arginine vasotocin アルギニンバソトシン あるぎにんばそとしん 繁殖
arm, upper arm 上腕 じょうわん 形態・生理
arousal 覚醒 かくせい 管理
arrest of egg production 産卵停止 さんらんていし 予防衛生
arteriosclerosis 動脈硬化 どうみゃくこうか 予防衛生
artery 動脈 どうみゃく 形態・生理



arthritis 関節炎 かんせつえん 予防衛生、管理
articular gout 関節痛風 かんせつつうふう 予防衛生
articular surface 関節面 かんせつめん 形態・生理
articulation, joint 関節 かんせつ 形態・生理、管理
artificial anus, colostomy 人工肛門 じんこうこうもん 飼養
artificial brooding 人工育雛 じんこういくすう 管理
artificial culling 人為淘汰 じんいとうた 育遺
artificial infection 人工感染 じんこうかんせん 予防衛生
artificial insemination 人工授精 じんこうじゅせい 育遺、繁殖
artificial population 人為集団 じんいしゅうだん 育遺
artificial selection 人為選抜 じんいせんばつ 育遺
arytenoid cartilage 披裂軟骨 ひれつなんこつ 形態・生理
ascaridiasis 回虫症 かいちゅうしょう ascariasis 予防衛生
ascending part 下行部 かこうぶ 形態・生理
ascites 腹水症 ふくすいしょう water belly 管理
ascorbic acid アスコルビン酸 あすこるびんさん 飼養
aseptic procedure 無菌操作 むきんそうさ 予防衛生
aseptic test 無菌試験 むきんしけん 予防衛生
Asil アシール あしーる 品種
Asil Bantam アシールバンタム あしーるばんたむ 品種
aspergillosis アスペルギルス症 あすぺるぎるすしょう 予防衛生
asphyxia 窒息 ちっそく suffocation、 予防衛生
Assendelft アセンデルフト あせんでるふと 品種
association 連合 れんごう 管理
association, synapsis 対合 ついごう (染色体の) 育遺
assortative mating 近縁交配 いんえんこうはい
astaxanthin アスタキサンチン あすたきさんちん 飼養
astrocytoma 神経膠細胞腫 しんけいこうさいぼうしゅ 予防衛生
asymmetrical distribution 非対称分布 ひたいしょうぶんぷ 育遺
asymmetrical selection response 非相称選抜反応 ひそうしょうせんばつはんのう 育遺
asymptomatic 無症状 むしょうじょう 予防衛生
atavism 先祖がえり せんぞがえり 育遺
ataxia 運動失調 うんどうしっちょう 予防衛生
atlas 環椎 かんつい 形態・生理
atretic follicle 退行卵胞 たいこうらんぽう 繁殖
atrium 心房 しんぼう 形態・生理、繁殖
attack rate 発病率 はつびょうりつ 予防衛生
attention 注意 ちゅうい 管理
attenuated vaccine 弱毒ワクチン じゃくどくわくちん 予防衛生



attenuation 転写減衰 てんしゃげんすい 育遺
atypical 異型性の いけいせいの 予防衛生
auditory pit 耳窩 じか 繁殖
auditory placode 耳板 みみいた 繁殖
auditory tube 耳管 じかん 形態・生理
Augsburger アウグスベルガー あうぐすべるがー 品種
Augsburger　Bantam アウグスベルガーバンタム あうぐすべるがーばんたむ 品種
Australorp オーストラロープ おーすとらろーぷ 品種
Australorp Bantam オーストラロープバンタム おーすとらろーぷばんたむ 品種
autogenous infection 自発性感染症 じはつせいかんせんしょう 予防衛生
autoimmunity 自己免疫 じこめんえき 予防衛生
autolysis 自己消化 じこしょうか 製造・加工
automatic chilling tank 自動冷却水槽 じどうれいきゃくすいそう 製造・加工
automatic feeder 自動給餌器 じどうきゅうじき 飼養
automatic waterer 自動給水器 じどうきゅうすいき 飼養
autosomal 常染色体性 じょうせんしょくたいせい 育遺
autosomal gene 常染色体遺伝子 じょうせんしょくたいいでんし 育遺
autosomal inheritance 常染色体遺伝 じょうせんしょくたいいでん 育遺
autosome 常染色体 じょうせんしょくたい 育遺
available lysine 有効リジン ゆうこうりじん 飼養
available phosphorus 有効リン ゆうこうりん 飼養
average effect of a gene 遺伝子の平均効果 いでんしのへいきんこうか 育遺
average effect of gene substitution 遺伝子置換の平均効果 いでんしちかんのへいきんこうか 育遺
average gene effect 平均遺伝子効果 へいきんいでんしこうか 育遺
avian campylobacter infection カンピロバクター感染症 かんぴろばくたーかんせんしょう campylobacteriosis 予防衛生
avian encephalomyelitis 鶏脳脊髄炎 にわとりのうせきずいえん 予防衛生
avian Erysipelothrix rhusiopathiae infection豚丹毒感染症 とんたんどくかんせんしょう 予防衛生
avian influenza 鳥インフルエンザ とりいんふるえんざ AI, 届出伝染病 予防衛生
avian intestinal spirochetosis 鳥腸管スピロヘータ症 とりちょうかんすぴろへーたしょう 予防衛生

avian leukosis 鶏白血病 にわとりはっけつびょう
トリ白血病・肉腫, 届出
伝染病

予防衛生

avian malaria 鶏マラリア にわとりまらりあ 予防衛生
avian nephritis virus infection 鶏腎炎ウイルス感染症 にわとりじんえんういるすかんせんしょう 予防衛生
avian pneumovirus infection トリニューモウイルス感染症 とりにゅーもういるすかんせんしょう 予防衛生
avian Pseudomonas　 aeruginosa 緑膿菌感染症 りょくのうきんかんせんしょう 予防衛生
avian tuberculosis 結核 けっかく 鶏結核病, 届出伝染病 予防衛生
avian vibrionic hepatitis 鶏ビブリオ肝炎 にわとりびぶりおかんえん 予防衛生
aviary エイビアリー えいびありー 管理
avidin アビジン あびじん 製造・加工、繁殖



avirulent 無毒 むどく 予防衛生
avoiding 雄拒絶（動作） おすきょぜつ（どうさ） 管理
axial feather 軸羽 じくう 形態・生理
axial loop 軸ワナ じくわな 形態・生理
axillary artery 腋窩動脈 えきかどうみゃく 形態・生理
axillary diverticulum 腋窩憩室 えきかけいしつ 形態・生理
axis 軸椎 じくつい 形態・生理
axoneme 軸糸 じくし 繁殖
Ayam Cemani アヤムセマニ あやむせまに 品種
Ayam Pelung アヤムプルーン あやむぷるーん 品種
azoospermia 精子欠如症 せいしけつじょしょう 繁殖
B cell B細胞 びーさいぼう 形態・生理
BAC library 細菌人工染色体ライブラリー

さいきんじんこうせんしょくたいらいぶら
りー

BACライブラリー 育遺
back 背 せ 形態・生理
back-cross(ing) 戻し交雑 もどしこうざつ 戻し交雑種(back-cross) 育遺、繁殖
bacteremia 菌血症 きんけつしょう 予防衛生
bacterial artificial chromosome, BAC 細菌人工染色体 さいきんじんこうせんしょくたい BAC 育遺
bacteriology 細菌学 さいきんがく 予防衛生
bacteriophage バクテリオファージ ばくてりおふぁーじ 育遺
baculovirus expression vector

バキュロウイルス遺伝子発現ベク
ター

ばきゅろういるすいでんしはつげんべく
たー

育遺
Baier Huang 白耳黄鶏 ばいえるふぁん 品種
Banaba バナバ ばなば 品種
bar 横斑 おうはん 育遺
Barbu d'Anvers バルブダンベル ばるぶだんべる 品種
Barbu de Watermael バルブデワターメール ばるぶでわたーめーる 品種
Barbu d'Uccle バルブヂュックル ばるぶぢゅっくる 品種
barley 大麦 おおむぎ 飼養
Barnevelder バルネフェルダー ばるねふぇるだー 品種
Barnevelder Bantam バルネフェルダーバンタム ばるねふぇるだーばんたむ 品種
barred 銀鈴波（横斑, 黒色横斑） ぎんすずなみ（おうはん, こくしょくおうは 品種
barrier 障壁 しょうへき 予防衛生
basal diet 基礎飼料 きそしりょう 飼養
basal immunity 基礎免疫 きそめんえき 予防衛生
basal metabolism 基礎代謝 きそたいしゃ 飼養
base 塩基 えんき 育遺
base of beak 嘴根 しこん 形態・生理
base of cecum 盲腸底 もうちょうてい 形態・生理
base pair 塩基対 えんきつい 育遺
base population 基礎集団 きそしゅうだん 基礎畜 育遺



base sequence homology 塩基配列相同性 えんきはいれつそうどうせい 予防衛生
Bashang Long-tail バシャンチェウエイ ばしゃんちゃうえい 品種
basohilic cell 好塩基球 こうえんききゅう 形態・生理
battery cage バタリーケージ ばたりーけーじ conventional cage 管理
beak, bill 嘴 くちばし 形態・生理、繁殖
beans マメ類 まめるい 飼養
bedding 敷料 しきりょう litter 管理
behavior 行動 こうどう activity 管理
behavioral needs 行動欲求 こうどうよっきゅう 管理
Beijing fatty 北京油鶏 べいじんよう 品種
belt-like area 帯状域 おびじょういき 繁殖
benzalkonium ベンザルコニウム べんざるこにうむ 予防衛生
benzylpenicillin ベンジルペニシリン べんじるぺにしりん 予防衛生
best linear prediction method 最良線形予測法 さいりょうせんけいよそくほう 育遺
best linear unbiased prediction method,

BLUP method
最良線形不偏推定法 さいりょうせんけいふへんすいていほう BLUP法 育遺

best linear unbiased prediction, BLUP 最良線形不偏予測 さいりょうせんけいふへんよそく BLUP 育遺
Betong ベトング べとんぐ 品種
Bian 辺鶏 びあん 品種
bias バイアス ばいあす 予防衛生
biceps brachii muscle 上腕二頭筋 じょうわんにとうきん 形態・生理
biceps femoris muscle 大腿二頭筋 だいたいにとうきん 形態・生理
bigeminal bodies 二丘体 にきゅうたい 繁殖
binding capacity 結着力 けっちゃくりょく 製造・加工
biodiversity, biological diversity 生物多様性 せいぶつたようせい 育遺
bioinformatics バイオインフォマティクス ばいおいんふぉまてぃくす 育遺
biological production index 生物学的産卵指数 せいぶつがくてきさんらんしすう 製造・加工
biological typing 生物型別 せいぶつかたべつ 予防衛生
biological value 生物価 せいぶつか BV 飼養
biologicals 生物学的製剤 せいぶつがくてきせいざい 予防衛生
biopsy 生検 せいけん 予防衛生
biotechnology バイオテクノロジー ばいおてくのろじー 育遺
biotin binding protein ビオチン結合蛋白質 びおちんけつごうたんぱくしつ 製造・加工
biotin deficiency ビオチン欠乏症 びおちんけつぼうしょう 予防衛生
birth weight 生時体重 せいじたいじゅう 管理
bitterness 渋味 しぶみ 製造・加工
biventer cervicis muscle 頚二腹筋 けいにふくきん 形態・生理
black 黒色 こくしょく 品種
black leg 黒脚 くろあし 品種



black-breasted gold 金笹 きんざさ 品種
black-breasted red 赤笹 あかざさ 品種
black-breasted silver 銀笹 ぎんざさ 品種
black-breasted white 白笹 しろざさ 品種
black-breasted white with brown wing 五色 ごしき 品種
black-breasted yellow 黄笹 きざさ 品種
Black-red Kampung ブラックレッドカンプン ぶらっくれっどかんぷん 品種
blast cell 芽細胞 がさいぼう 形態・生理
blastoderm 胚盤葉 はいばんよう 繁殖
blastoderm cell 胚盤葉細胞 はいばんようさいぼう 繁殖
blastoderm development 胚盤葉発生 はいばんようはっせい 繁殖
blastomere 卵割球 らんかっきゅう 繁殖
bleeding 放血 ほうけつ 製造・加工
blood capillary 毛細血管 もうさいけっかん 形態・生理
blood cell 血球 けっきゅう 形態・生理
blood clot 血餅 けっぺい 形態・生理
blood clots 血斑 けっぱん 製造・加工
blood coagulation 血液凝固 けっせいぎょうこ 予防衛生
blood glucose 血糖 けっとう 飼養
blood group antigen 血液型抗原 けつえきがたこうげん 育遺
blood group gene 血液型遺伝子 けつえきがたいでんし 育遺
blood group system 血液型システム けつえきがたしすてむ 育遺
blood group, blood type 血液型 けつえきがた 育遺
blood phlegm 血痰 けったん 予防衛生
blood plasma 血漿 けっしょう 形態・生理
blood smear 血液塗沫 けつえきとまつ 予防衛生
blood spot 血斑 けっぱん blood clots

形態・生理、製造・加
工

blood spot egg 血斑卵 けっぱんらん 予防衛生
blood-island 血島 けっとう 繁殖
blood-testis barrier 血液精巣関門 けつえきせいそうかんもん 繁殖
blue あさぎ あさぎ 品種
blue ear lobe 青耳朶 あおじだ 品種
blunt end 鈍端 どんたん

繁殖、形態・生理、管
理

BLUP ブラップ法 ぶらっぷほう BLUP法 育遺
body こく こく 製造・加工
body care behavior 身繕い行動 みづくろいこうどう 管理
body cavity, celom 体腔 たいくう 繁殖
body of beak 嘴体 したい 形態・生理
body of cecum 盲腸体 もうちょうたい 形態・生理



body of gizzard 砂囊体 さのうたい 形態・生理
body of phallus 陰茎体 いんけいたい 形態・生理
body of tongue 舌体 ぜつたい 形態・生理
body surface area 体表面積 たいひょうめんせき 管理

body weight gain 増体量 ぞうたいりょう
live weight gain, gain of

body weight
飼養、製造・加工

body-wall 体壁 たいへき 繁殖
Bolinao ボリナオ ぼりなお 品種
bond 絆 きずな 管理
bone 骨 こつ 形態・生理
bone lamellae 骨層板 こつそうばん 形態・生理
bone marrow 骨髄 こつずい 形態・生理
bone meal 骨粉 こっぷん 飼養
bone meat meal 肉骨粉 にくこっぷん 飼養
bone resorption 骨吸収 こつきゅうしゅう 繁殖
bone tissue 骨組織 こつそしき 形態・生理
Booted Bantam ブーテッドバンタム ぶーてっどばんたむ 品種
bordetellosis ボルデテラ症 ぼるでてらしょう Turkey ｃｏｒｙｚａ 予防衛生
boredom 倦怠（感） けんたい（かん） 管理
bottle neck effect びん首効果 びんくびこうか ボトルネック効果 育遺
bottom cross ボトムクロス ぼとむくろす 育遺
bottom of crop 嗉嚢底 そのうてい 形態・生理
botulism ボツリヌス症 ぼつりぬすしょう ボツリヌス中毒 予防衛生
bound water 結合水 けつごうすい 製造・加工
Brabanter ブラバンター ぶらばんたー 品種
brachial artery 上腕動脈 じょうわんどうみゃく 形態・生理
brachialis muscle 上腕筋 じょうわんきん 形態・生理
Brahma ブラーマ ぶらーま 品種
Brahma Bantam ブラーマバンタム ぶらーまばんたむ 品種
brain 脳 のう 形態・生理
brain-vesicle 一次脳胞 いちじのうほう 繁殖
Brakel ブラケル ぶらける 品種
Brakel Bantam ブラケルバンタム ぶらけるばんたむ 品種
branchial artery 鰓弓動脈 さいきゅうどうみゃく 繁殖
brans ヌカ類 ぬかるい 飼養
breast ブレスト ぶれすと 製造・加工
breast blister 胸部水腫 きょうぶすいしゅ、 胸だこ 管理
breast with ribs ブレストウイズリブス ぶれすとういずりぶす 製造・加工
breda ブレダ ぶれだ 無冠 育遺、品種



Breda Bantam ブレダバンタム ぶれだばんたむ 品種
breed 品種 ひんしゅ race 育遺
breed improvement 品種改良 ひんしゅかいりょう 育遺
breeder ブリーダー ぶりーだー 育遺
breeding 育種 いくしゅ 育遺
breeding cock(hen), breeding stock 種鷄(育種、種卵生産） しゅけい 育遺
breeding flock 種鷄群 しゅけいぐん 育遺
breeding for disease resistance 抗病性育種 こうびょうせいいくしゅ 育遺
breeding for heterosis ヘテローシス育種 へてろーしすいくしゅ 育遺
breeding longevity, reproductive life span 生殖寿命 せいしょくじゅみょう 繁殖
breeding material 育種素材 いくしゅそざい 育遺
breeding objective, breeding goal 育種目標 いくしゅもくひょう 改良目標 育遺
breeding plan, breeding program 育種計画 いくしゅけいかく 育種戦略 育遺
breeding strategy 育種戦略 いくしゅせんりゃく 育種計画 育遺
breeding system 育種システム いくしゅしすてむ 育遺
breeding theory 育種理論 いくしゅりろん 育遺
breeding value, BV 育種価 いくしゅか BV 育遺
Bresse ブレッセ ぶれっせ 品種
brewers grains ビール粕 びーるかす 飼養
brittle 崩れやすい くずれやすい 製造・加工
broiler ブロイラー ぶろいらー 飼養、管理
broiler house ブロイラー鶏舎 ぶろいらーけいしゃ 管理
broiler litter boiler 鶏糞ボイラー けいふんぼいらー 管理
bronchi 気管支 きかんし 形態・生理
bronchitis 気管支炎 きかんしえん 予防衛生
brooder 育雛器（舎） いくすうき（しゃ） 管理
broodiness 就巣性 しゅうそうせい 育遺、繁殖
broodiness 就巣 しゅうそう nesting 管理
brooding 育雛 いくすう 管理
broth microdilution method 微量液体希釈法 びりょうえきたいきしゃくほう 予防衛生
brothy だしの だしの 製造・加工
Buckeye バックアイ ばっくあい 品種
buff 薄毛猩々 うすげしょうじょう 品種
buff barred 金鈴波（黄色横斑） きんすずなみ（おうしょくおうはん） 品種
buff columbian 猩々 しょうじょう 品種
buff mottled 桜碁石 さくらごいし 品種
bursa of Fabricius ファブリキウス嚢 ふぁぶりきうすのう 形態・生理
buttercup comb 花状冠 かじょうかん 形態・生理
butyric acid 酪酸 らくさん 飼養



by-product 副産物 ふくさんぶつ 管理
Ca2+ influx, Ca2+ entry Ca2+ 流入 かるしうむいおんりゅうにゅう 繁殖
Ca2+ oscillation Ca2+ 周期的変動 かるしうむいおんしゅうきてきへんどう 繁殖

Ca2+ oscillation-inducing protein, COIP Ca2+ オシレーション誘起蛋白質
かるしうむいおんおしれーしょんゆうきた
んぱくしつ

繁殖

Ca2+ release Ca2+ 遊離 かるしうむいおんゆうり 繁殖
cage ケージ けーじ 管理
cage feeding ケージ飼い けーじがい 管理
calamus 羽軸根 うじくこん 形態・生理
calcium カルシウム かるしうむ 飼養
calcium carbonate 炭酸カルシウム たんさんかるしうむ 繁殖、飼養
calcium phosphate coprecipitation リン酸化カルシウム共沈殿 りんさんかるしうむきょうちんでん 育遺
calcium wave カルシウム波 かるしうむは 繁殖
calmodulin カルモジュリン かるもじゅりん 繁殖
calorie カロリー かろりー cal 飼養
calorie protein ratio カロリー・蛋白比 かろりー・たんぱくひ CPR 飼養
calorimeter カロリーメーター かろりーめーたー 飼養
Camarines カマリネス かまりねす 品種
Campine カンピーヌ かんぴーぬ 品種
Campine Bantam カンピーヌバンタム かんぴーぬばんたむ 品種
canal 導管 どうかん 繁殖
canaliculi of lacuna 骨小管 こつしょうかん 形態・生理
candidiasis カンジタ症 かんじたしょう 予防衛生
canncellous bone 海綿骨 かいめんこつ 形態・生理
cannibalism カンニバリズム かんにばりずむ 管理、予防衛生
cap phase 頭帽期 とうぼうき 繁殖
cap structure キャップ構造 きゃっぷこうぞう 育遺
capacitation 受精能獲得 じゅせいのうかくとく 繁殖
cape 岬羽 こうう 形態・生理
capillariasis 毛体虫症 もうたいちゅうしょう 予防衛生
capillaritis 毛細血管炎 もうさいけっかんえん 予防衛生
capon 去勢鶏 きょせいけい 管理
capsular antigen 莢膜抗原 きょうまくこうげん 予防衛生
capsule stain 莢膜染色 きょうまくせんしょく 予防衛生
carbamate insecticide カルバメート系殺虫薬 かるばめーとけいさっちゅうやく 予防衛生
carbaryl カルバリル かるばりる 予防衛生
carbohydrate 炭水化物 たんすいかぶつ 飼養
carcass カーカス かーかす 製造・加工
carcass trait 屠体形質 とたいけいしつ 育遺



carcinogen 発ガン物質 はつがんぶっしつ 予防衛生
cardia 噴門 ふんもん 形態・生理
cardiac bulb 心球 しんきゅう 繁殖
cardiac muscle 心筋 しんきん 形態・生理
Carlisle Old English Game

カーリスルオールドイングリッシュ
ゲーム

かーりするおーるどいんぐりっしゅげーむ 品種
carnosine カルノシン かるのしん 製造・加工
carpal bone 手根骨 しゅこんこつ 形態・生理
carpometacarpus 手根中手骨 しゅこんちゅうしゅこつ 形態・生理
carrier キャリア きゃりあ 予防衛生
carrying capacity 環境容量 かんきょうようりょう 管理
cartilage 軟骨 なんこつ 形態・生理
cartilage tissue 軟骨組織 なんこつそしき 形態・生理
case fatality rate 致命率 ちめいりつ 予防衛生
case history 病歴 びょうれき 予防衛生
casein カゼイン かぜいん 飼養
castration 去勢 きょせい caponization 繁殖、管理
Catalana カタラナ かたらな 品種
catching 捕鳥 ほちょう 管理
caudal border 後縁 こうえん 形態・生理
caudal coccygeal vertebra 尾椎 びつい 形態・生理
caudal mesenteric artery 後腸間膜動脈 こうちょうかんまくどうみゃく 形態・生理
caudal mesenteric vein 後腸間膜静脈 こうちょうかんまくじょうみゃく 形態・生理
caudal renal division 後腎区 こうじんく 形態・生理
caudal thoracic air sac 後胸気嚢 こうきょうきのう 形態・生理
caudal thoracic bronchus 後胸気管支 こうきょうきかんし 形態・生理
caudal tibial muscle 後脛骨筋 こうけいこつきん 形態・生理
caudal vein 尾静脈 びじょうみゃく 形態・生理
caudal vena cava 後大静脈 こうだいじょうみゃく 形態・生理、繁殖
caudiliofemoral muscle 尾大腿筋 びだいたいきん 形態・生理
causality 因果関係 いんがかんけい 予防衛生
cavity of pericardium 心膜腔 しんまくくう 繁殖
cecal opening 盲腸口 もうちょうこう 形態・生理
cecal sphincter muscle 盲腸括約筋 もうちょうかつやくきん 形態・生理
cecum, blind gut 盲腸 もうちょう 形態・生理
cell 細胞 さいぼう 形態・生理
cell aggregate 細胞塊 さいぼうかい 繁殖
cell cycle 細胞周期 さいぼうしゅうき 繁殖
cell death 細胞死 さいぼうし 形態・生理
cell division 細胞分裂 さいぼうぶんれつ 形態・生理



cell membrane 細胞膜 さいぼうまく 形態・生理
cellculture 細胞培養 さいぼうばいよう 予防衛生
cellular junction 細胞間結合 さいぼうかんけつごう 形態・生理
cellulose セルロース せるろーす 飼養
centimorgan センチモルガン せんちもるがん モルガン単位 育遺
central (Havers) canal 中心管(ハバース管） ちゅうしんかん（はばーすかん） 形態・生理
central nervous system 中枢神経系 ちゅうすうしんけいけい 形態・生理
central pair 中心微小管 ちゅうしんびしょうかん 繁殖
centriole 中心小体 ちゅうしんしょうたい 形態・生理
centrocyte 中心細胞 ちゅうしんさいぼう 繁殖
centromere セントロメア せんとろめあ 育遺
cephalosporins セファロスポリン類 せふぁろすぽりんるい 予防衛生
cerebellum 小脳 しょうのう 形態・生理
cerebrospinal nervous system 脳脊髄神経系 のうせきずいしんけいけい 形態・生理
cerminous glands 耳道腺 じどうせん 形態・生理
cervical air sac 頸気嚢 けいきのう 形態・生理
cervical flexure 頸屈曲 けいくっきょく 繁殖
cervical multifidus muscle 頚多裂筋 けいたれつきん 形態・生理
cervical semispinalis muscle 頚半棘筋 けいはんきょくきん 形態・生理
cervical vertebrae 頚椎 けいつい 形態・生理
cetriole 中心子 ちゅうしんし 繁殖
cetrosome 中心体 ちゅうしんたい 繁殖
Chabo (Japanese Bantam) 矮鶏 ちゃぼ japanese bantam 品種、製造・加工
Chahn チャーン ちゃーん 品種
Chahua 茶花鶏 しゃふぁ 品種

chalaza カラザ からざ
形態・生理、繁殖、製
造・加工

chalazae カラザ からざ 製造・加工
change-over 飼料切替 しりょうきりかえ 管理
Chantecler チャンテクラー ちゃんてくらー 品種
cheek, bucca 頬 きょう 形態・生理
chemical score ケミカルスコア けみかるすこあ 飼養
chemically defined medium 合成培地 ごうせいばいち 予防衛生
chemotherapeutic drugs 化学療法薬 かがくりょうほうやく 予防衛生
chemotherapy 化学療法 かがくりょうほう 予防衛生
chest girth 胸囲 きょうい 管理
chick 雛 ひな 管理
chick edema disease 雛浮腫病 ひなふしゅびょう 予防衛生
chick embryo 鶏胚 けいはい

形態・生理、予防衛
生



chick guard チック・ガード ちっく・がーど surrounding 管理
chick starter 幼雛飼料 ようすうしりょう 飼養
chicken 鶏肉 けいにく 製造・加工
chicken anemia virus infection 鶏貧血ウイルス感染症 にわとりひんけつういるすかんせんしょう 鶏伝染性貧血 予防衛生
chicken breed 肉用種 にくようしゅ 製造・加工
chicken coop 鶏舎 けいしゃ poultry house 管理
chicken embryo fibroblast 鶏胚線維芽細胞 けいはいせんいがさいぼう 予防衛生
chicken grading 食鶏取引規格 しょくけいとりひききかく 製造・加工
chicken kidney cell 鶏腎臓細胞 にわとりじんぞうさいぼう 予防衛生
chicken rotavirus infection 鶏ロタウイルス感染症 にわとりろたういるすかんせんしょう 予防衛生
chilled meat チルド肉 ちるどにく 製造・加工
chimera キメラ きめら 異種胚複合体 育遺、繁殖
Chinese Game Chicken チャイニーズゲームチキン ちゃいにーずげーむちきん 品種
chitin キチン きちん 飼養
chlamydiosis クラミジア感染症 くらみじあかんせんしょう 予防衛生
chloramphenicol クロラムフェニコール系抗菌性物質

くろらむふぇにこーるけいこうきんせい
ぶっしつ

予防衛生
chlorhexidine クロルヘキシジン くろるへきしじん 予防衛生
chloride of lime さらし粉 さらしこ 予防衛生
chlorination 塩素滅菌 えんそめっきん 管理
chlorine 塩素 えんそ 予防衛生
chloroform クロロホルム くろろほるむ 予防衛生
chlortetracycline クロルテトラサイクリン くろるてとらさいくりん 予防衛生
choanae 後鼻孔 こうびこう 形態・生理
cholecalciferol コレカルシフェロール これかるしぇふぇろーる 飼養
cholesterol コレステロール これすてろーる 飼養、製造・加工
choline deficiency コリン欠乏症 こりんけつぼうしょう 予防衛生
chondrodystrophy 軟骨異栄養症 なんこついえいようしょう 予防衛生
chondroma 軟骨腫 なんこつしゅ 予防衛生
chorax 胸郭 きょうかく 形態・生理
chorioallantoic (membrane) inoculation 漿尿膜接種 しょうにょうまくせっしゅ 予防衛生
chorioallantoic membrane 漿尿膜 しょうにょうまく 形態・生理
choroid fissure 眼裂 がんれつ 繁殖
chromaticity 色度 しきど 製造・加工
chromatin 染色質 せんしょくしつ 育遺
chromosome 染色体 せんしょくたい 育遺、繁殖
chromosome　aberration 染色体異常 せんしょくたいいじょう 育遺
chromosome map 染色体地図 せんしょくたいちず 育遺
chronic 慢性 まんせい 予防衛生
chronic disease 慢性病 まんせいびょう 予防衛生



chronic infection 慢性感染 まんせいかんせん 予防衛生
cilium 線毛 せんもう 形態・生理
circadian rhythm 概日リズム がいじつりずむ 繁殖、管理
circannual rhythm 概年リズム がいねんりずむ 繁殖
circulating primordial germ cell 循環始原生殖細胞 じゅんかんしげんせいしょくさいぼう 繁殖
cis-acting sequence シス作用配列 しすさようはいれつ 育遺
clavicle 鎖骨 さこつ 形態・生理
claw 鈎爪 かぎづめ 形態・生理、繁殖
clean 清浄 せいじょう 予防衛生
cleavage 卵割 らんかつ 繁殖
cleavage furrow 卵割溝 らんかつこう 繁殖
cleavage plane 卵割面 らんかつめん 繁殖
cleavage stage 卵割期 らんかつき 繁殖
cleft 内蔵裂 ないぞうれつ 繁殖
cleft of infundiulum ロート裂 ろーとれつ 形態・生理
climatic chamber 人工気象室 じんこうきしょうしつ 管理
climatic zone 気候区分 きこうくぶん 管理
clinical diagnosis 臨床診断 りんしょうしんだん 予防衛生
clinical examination 臨床検査 りんしょうけんさ 予防衛生
clinical material 臨床検査材料 りんしょうけんさざいりょう clinical specimen 予防衛生
clinical signs 臨床症状 りんしょうしょうじょう clinical symptom 予防衛生
cloaca クロアカ くろあか 飼養
cloacal opening of ovicut 卵管排泄腔口 らんかんはいせつくうこう 形態・生理
cloacal swab クロアカスワブ くろあかすわぶ 予防衛生
clone クローン くろーん 育遺
clone animal クローン動物 くろーんどうぶつ 育遺
cloning クローニング くろーにんぐ 育遺
closed flock 閉鎖群 へいさぐん 育遺
closed flock breeding 閉鎖群育種 へいさぐんいくしゅ 育遺
closed population 閉鎖集団 へいさしゅうだん 育遺
clostridial disease クロストリジウム病 くろすとりじうむびょう 予防衛生
clustering 集積性 しゅうせきせい 予防衛生
clutch クラッチ くらっち 連産卵数

繁殖、製造・加工、管
理

coagulant 凝集剤 ぎょうしゅうざい 管理
coancestry 共祖係数 きょうそけいすう 近縁係数 育遺
coancestry, coefficient of kinship 近縁係数 きんえんけいすう 共祖係数 育遺
coarse spraying 散霧 さんむ 管理
cobalamin deficiency ビタミンB12欠乏症 びたみんびーじゅうにけつぼうしょう 予防衛生
coccidiosis コクシジウム症 こくしじうむしょう 予防衛生



coccidiostat 抗コクシジウム剤 こうこくしじうむざい anticoccidial 予防衛生
coccygeomesenteric 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 形態・生理
Cochin コーチン こーちん 品種
cock 成鷄（雄） せいけい（おす） rooster 管理
cockerel 若鶏（雄） わかどり（おす） 管理
Codex Alimentarius 国際食品規格 こくさいしょくひんきかく 予防衛生
codominant 共優性 きょうゆうせい codominance 育遺
codon コドン こどん 育遺
coefficient of inbreeding, inbreeding

coefficient
近交係数 きんこうけいすう 育遺

coefficient of relationship 血縁係数 けつえんけいすう 育遺
coefficient of variation 変動係数 へんどうけいすう 育遺
coeliac artery 腹腔動脈 ふっくうどうみゃく 形態・生理
cohabitant infection 同居感染 どうきょかんせん 予防衛生
cold tolerance 耐寒性 たいかんせい cold resistance 管理
colibacillosis 大腸菌症 だいちょうきんしょう 予防衛生
coliform cellulitis 大腸菌性蜂窩識炎 だいちょうきんせいほうかしきえん 予防衛生
coligranuloma 大腸菌性肉芽腫 だいちょうきんせいにくがしゅ 予防衛生
collagen コラーゲン こらーげん

形態・生理、製造・加
工

collagenous fiber 膠原線維 こうげんせんい 形態・生理、繁殖
colon 結腸 けっちょう 形態・生理
colony コロニー ころにー 予防衛生
colony forming unit コロニー形成単位 ころにーけいせいたんい CFU 予防衛生
color 色沢 しきたく 製造・加工
color difference 色差 しきさ 製造・加工
color fan カラーファン からーふぁん 管理
color meter 色差計 しきさけい 製造・加工
colo-rectum 結直腸 けっちょくちょう 形態・生理
columbian 桂（鶴毛） かつら（つるげ） 品種
Columbian pattern コロンビア斑 ころんびあはん 育遺
comapct bone 緻密骨 ちみつこつ 形態・生理
comb 鶏冠 とさか

形態・生理、繁殖、管
理

combined vaccine 混合ワクチン こんごうわくちん 予防衛生
combining ability 組合せ能力 くみあわせのうりょく 育遺
combining ability test 組合せ(能力)検定 くみあわせ（のうりょく）けんてい 育遺
comfort behavior 慰安行動 いあんこうどう 管理
commercial コマーシャル こまーしゃる 実用畜 育遺
commercial chick コマーシャルチック こまーしゃるちっく 管理
commercial hybrid 販売用交雑種 はんばいようこうざつしゅ 実用鷄 育遺



commom bile duct 総胆管 そうたんかん hepatocystic duct 形態・生理
common ancestor 共通祖先 きょうつうそせん 育遺
common cardinal vein 総主静脈 そうしゅじょうみゃく 繁殖
common carotid artery 総頚動脈 そうけいどうみゃく 形態・生理、繁殖
common digital extensor muscle 総指伸筋 そうししんきん 形態・生理
common environmental effect 共通環境効果 きょうつうかんきょうこうか 育遺
common hepatoenteric duct 総肝管 そうかんかん 形態・生理
common iliac vein 総腸骨静脈 そうちょうこつじょうみゃく 形態・生理
communicability 伝染性 でんせんせい 伝播性 予防衛生
comparative map 比較(染色体)地図 ひかく（せんしょくたい）ちず 育遺
compensatory growth 代償性成長（発育） だいしょうせいせいちょう（はついく） 飼養、管理
competition 競合 きょうごう 管理
competitive exclusion(CE)method 競合排除法 きょうごうはいじょほう 予防衛生
complement fixation test 補体結合反応 ほたいけつごうはんのう 予防衛生
complementary DNA, cDNA cDNA しーでぃーえぬえー 相補(的)DNA 育遺
complementary relation 補完関係 ほかんかんけい 育遺
complete antigen 完全抗原 かんぜんこうげん 予防衛生
complex infection 複合感染 ふくごうかんせん 予防衛生
complexus muscle 錯綜筋 さくそうきん 形態・生理
complicaion 余病 よびょう 予防衛生
complication 合併症 がっぺいしょう 予防衛生
component of covariance, covariance

component
共分散成分 きょうぶんさんせいぶん 育遺

composite strain, synthetic strain 合成系統 ごうせいけいとう 育遺
composition 一般成分 いっぱんせいぶん 飼養
compost 堆肥 たいひ 管理
composting 堆肥化 たいひか 管理
compromise behavior 折衷行動 せっちゅうこうどう 管理
concentrate, concentrated feed 濃厚飼料 のうこうしりょう 飼養
condensation 結露 けつろ dew condensation 管理
condition of disease 病性 びょうせい 予防衛生
conditional gene 条件遺伝子 じょうけんいでんし 育遺
conditional knockout コンディショナルノックアウト こんでぃしょなるのっくあうと 繁殖
conditioned reflex 条件反射 じょうけんはんしゃ 管理
conditioning 味取り あじとり 管理
conduction 伝導 でんどう 管理
conflict behavior 葛藤行動 かっとうこうどう 管理
congenital 先天的な せんてんてきな 予防衛生
congenital abnormality 先天異常 せんてんいじょう 育遺



conjunctiva 結膜 けつまく 形態・生理
conjunctivitis 結膜炎 けつまくえん 予防衛生
connectedness 遺伝的結合度 いでんてきけつごうど 育遺
connective tissue 結合組織 けつごうそしき

形態・生理、製造・加
工

constipation 便秘 べんぴ 予防衛生
consummatory behavior 完了行動 かんりょうこうどう 管理
contact plates method スタンプ法 すたんぷほう 予防衛生
contact transmission 接触伝播 せっしょくでんぱ 予防衛生
contagious disease 伝染病 でんせんびょう communicable disease 予防衛生
contaminant 汚染物質 おせんぶっしつ 予防衛生
contamination 汚染 おせん 予防衛生
contemporary comparison 同期比較（法） どうきひかく（ほう） 育遺
contig コンティグ こんてぃぐ 整列化 育遺
contig map 整列化地図 せいれつかちず 育遺
continous variation 連続変異 れんぞくへんい 育遺
continuous illumination 不断照明 ふだんしょうめい 管理
contour feather 正羽 せいう permanent feather 形態・生理、繁殖
control 管理（する） かんり（する） 予防衛生
control group 対照群 たいしょうぐん reference group 予防衛生
control measure 管理方法 かんりほうほう 予防衛生
controlled environment house 環境制御鶏舎 かんきょうせいぎょけいしゃ 管理
convalescent serum 回復期血清 かいふくきけっせい 予防衛生
convection 対流 たいりゅう 管理
convulsion 痙攣 けいれん 予防衛生
cooked flabor 加熱臭 かねつしゅう 製造・加工
cooking loss 加熱損失 かねつそんしゅつ 製造・加工
cooling devise 冷却装置 れいきゃくそうち 管理
cooling pad クーリング・パッド くーりんぐ・ぱっど evaporative cooling

system
管理

coop クープ くーぷ 管理
coping 対処（行動） たいしょ（こうどう） 管理
coprodeum 糞洞 ふんどう 形態・生理
coprourodeal fold 糞尿洞ヒダ ふんにょうどうひだ 糞尿生殖洞ヒダ 形態・生理
copulatry organ 交尾器 こうびき 繁殖
copy number 遺伝子数 いでんしすう 育遺
copy number dependent expression コピー数依存性遺伝子発現 こぴーすういぞんせいいでんしはつげん 育遺
coracohumeralis muscle 烏口上腕筋 うこうじょうわんきん 形態・生理
coracoid 烏口骨 うこうこつ 形態・生理
corn トウモロコシ とうもろこし 飼養



corn distillers grains トウモロコシジスチラーズグレイン とうもろこしじすちらーずぐれいん 飼養
corn distillers soluble トウモロコシジスチラーズソリュブル とうもろこしじすちらーずそりゅぶる 飼養
corn starch コーンスターチ こーんすたーち 飼養
cornea 角膜 かくまく 形態・生理、繁殖
Cornish コーニッシュ こーにっしゅ 品種
coronary artery 冠状動脈 かんじょうどうみゃく 形態・生理
coronary vein 冠状静脈 かんじょうじょうみゃく 形態・生理
corpuscle of Herbst ヘルブスト小体 へるぶすとしょうたい 形態・生理
corrective action 改善措置 かいぜんそち 予防衛生
correlated response 相関反応 そうかんはんのう 育遺
correlation matrix 相関行列 そうかんぎょうれつ 育遺
cortical cord 皮質索 ひしつさく 繁殖
cosmid コスミド こすみど 育遺
cosmid library コスミドライブラリー こすみどらいぶらりー 育遺
cottonseed meal 綿実粕 めんじつかす 飼養
cough 咳 せき 予防衛生
coupulation 交尾 こうび mating 繁殖、管理
courtship 求愛（行動） きゅうあい（こうどう） 管理
courtship display 求愛誇示行動 きゅうあいこじこうどう 管理
covariance 共分散 きょうぶんさん 育遺
covering gene 被覆遺伝子 ひふくいでんし 育遺
covert 雨覆羽 あまあおいばね 繁殖
crab shell meal カニ殻ミール かにがらみーる 飼養

cracked egg 破卵 はらん
形態・生理、管理、予
防衛生

cranial bones 頭蓋骨 とうがいこつ 形態・生理
cranial border 前縁 ぜんえん 形態・生理
cranial flexure 脳屈曲 のうくっきょく 繁殖
cranial mesenteric artery 前腸間膜動脈 ぜんちょうかんまくどうみゃく 形態・生理
cranial mesenteric vein 前腸間膜静脈 ぜんちょうかんまくじょうみゃく 形態・生理
cranial renal division 前腎区 ぜんじんく 形態・生理
cranial retractor penis muscle 前陰茎後引筋 ぜんいんけいこういんきん 形態・生理
cranial thoracic air sac 前胸気嚢 ぜんきょうきのう 形態・生理
cranial thoracic bronchus 前胸気管支 ぜんきょうきかんし 形態・生理
cranial tibial muscle 前脛骨筋 ぜんけいこつきん 形態・生理
cranial venae cavae 前大静脈 ぜんだいじょうみゃく 形態・生理
cranium, skull 頭蓋 とうがい 形態・生理
crashed death 圧死 あっし 予防衛生
Cre recombinase Cre リコンビナーゼ くれりこんびなーぜ 繁殖



cream-like odor クリームの香り くりーむのかおり 製造・加工
creamy クリーミーさ くりーみーさ 製造・加工
creeper 短脚鶏 たんきゃくけい 管理
cresol クレゾール くれぞーる 予防衛生
crest 毛冠 もうかん  top knot

形態・生理、育種、品
種

Crevecoeur クレベケール くれべけーる 品種
Crevecoeur Bantam クレベケールバンタム くれべけーるばんたむ 品種
cricoid cartilage 輪状軟骨 りんじょうなんこつ 形態・生理
crisscross 十文字交雑 じゅうもんじこうざつ 育遺
crisscross inheritance 十文字遺伝 じゅうもんじいでん 育遺
critical control point 重要管理点 じゅうようかんりてん CCP 予防衛生
critical limit 管理基準 かんりきじゅん CL 予防衛生
critical limt 危機的許容限界 ききてききょようげんかい 予防衛生
Croad Langshan クロードランシャン くろーどらんしゃん 品種
Croad Langshan Bantam クロードランシャンバンタム くろーどらんしゃんばんたむ 品種
crop 嗉嚢 そのう 形態・生理
crop bound 食滞 しょくたい sour crop 予防衛生、管理
crop fill クロップ・フィル くろっぷ・ふぃる 管理
crop milk そ嚢乳 そのうにゅう 繁殖
crop, ingluvies そのう そのう 製造・加工
cropping up クロップ・アップ くろっぷ・あっぷ 管理
cross breeding 交雑育種 こうざついくしゅ 育遺
cross immunity 交差免疫 こうさめんえき 予防衛生
cross neutralization 交差中和 こうさちゅうわ 予防衛生
cross reaction 交差反応 こうさはんのう 予防衛生
cross ventilation 横断換気 おうだんかんき 管理
cross(ing), hybridization 交雑 こうざつ 育遺
crossbeaks 交差嘴 こうさし 管理
crossbred 品種間交雑種 ひんしゅかんこうざつしゅ 育遺
crossing over 交叉 こうさ 乗換 育遺
crossing-over value 交叉率 こうさりつ 育遺
cross-striated muscle fiber 横紋筋繊維 おうもんきんせんい 製造・加工
crude ash 粗灰分 そかいぶん 飼養
crude fat 粗脂肪 そしぼう 飼養
crude fiber 粗繊維 そせんい 飼養
crude protein 粗蛋白質 そたんぱくしつ CP 飼養
cruelty 虐待 ぎゃくたい 管理
crumble クランブル くらんぶる 飼養、管理
cryopreservation, frozen storage 凍結保存 とうけつほぞん 繁殖



cryoprotectant 耐凍剤 たいとうざい 繁殖
cryptosporidiosis クリプトスポリジウム症 くりぷとすぽりじうむしょう 予防衛生
cryptoxanthin クリプトキサンチン くりぷときさんちん 製造・加工
Cubaraya キューバラヤ きゅーばらや 品種
cuckoo クックー くっくー 品種
culled chicken 廃鶏 はいけい 管理、製造・加工
culling rate 淘汰率 とうたりつ rate of culling 管理
culling usuless chicken 駄鶏淘汰 だけいとうた 予防衛生
culling,sacrifice 殺処分 さつしょぶん 淘汰、culling 予防衛生
cup comb カップ かっぷ 品種
curing 塩析 えんせき 製造・加工
curing agent 塩析剤 えんせきざい 製造・加工
curiosity 新奇性 しんきせい 管理
curled-toe paralysis 屈折指脚弱症 くっせつしきゃくじゃくしょう 管理
curtain house カーテン鶏舎 かーてんけいしゃ 管理
cutaneous gland 皮膚腺 ひふせん 形態・生理
cutaneous nuchalis muscle 項皮筋 こうひきん 形態・生理
cutaneous spinalis dorsalis muscle 背棘皮筋 はいきょくひきん 形態・生理
cutaneus cleidodorsalis muscle 鎖骨背皮筋 さこつはいひきん 形態・生理
cutaneus cleidotrachealis muscle 鎖骨気管皮筋 さこつきかんひきん 形態・生理
cutaneus cleidoventralis muscle 鎖骨腹皮筋 さこつふくひきん 形態・生理
cutaneus costohumeralis muscle 肋上腕皮筋 ろくじょうわんひきん 形態・生理
cutaneus iliacus muscle 腸骨皮筋 ちょうこつひきん 形態・生理

cuticle クチクラ くちくら
形態・生理、繁殖、製
造・加工

cut-up chicken カットアップチキン かっとあっぷちきん 製造・加工
cyclic AMP 環状AMP かんじょうえいえむぴー 繁殖
cyclic GMP 環状GMP かんじょうじーえむぴー 繁殖
cyclin サイクリン さいくりん 繁殖
cystatin シスタチン しすたちん 製造・加工
cytopathic effect, CPE 細胞変性効果 さいぼうへんせいこうか 予防衛生
cytoplasm 細胞質 さいぼうしつ 形態・生理、繁殖
cytoplasmic cleavage 細胞質分裂 さいぼうしつぶんれつ 繁殖

cytoplasmic inheritance 細胞質遺伝 さいぼうしついでん
格外遺伝、非メンデル
遺伝

育遺

cytosine シトシン しとしん 育遺
cytostatic factor, CSF 細胞分裂抑制因子 さいぼうぶんれつよくせいいんし 繁殖
Dagu 大骨鶏 だぐ 品種
daily cycle 日周期 にちしゅうき 繁殖
dam-daughter comparison 母娘比較(法) ぼろうひかく（ほう） 育遺



Dandarawi ダンダラウイー だんだらういー 品種
dark period 暗期 あんき scotophase 管理
dark yolk, yellow yolk 黄色卵黄 おうしょくらんおう 製造・加工
dark-out ダーク・アウト だーく・あうと 管理
day length 日長 にっちょう 管理
day-old chick 初生雛 しょせいびな newborn chick, newly

hatched chick
管理

dead in shell 死籠もり しごもり 管理
death 死 し 予防衛生
debeak 断嘴、デビーク だんし、でびーく beak trimming 管理
debeaking くちばし切り くちばしきり ビークトリミング 飼養
decapitation 断頭 だんとう 管理
decision coefficient 決定係数 けっていけいすう 育遺
decoloration 脱色 だっしょく 製造・加工
decondensation 脱凝集 だつぎょうしゅう 繁殖
deep brachial artery 上腕深動脈 じょうわんしんどうみゃく 形態・生理
deep digital flexor muscle 深指屈筋 しんしくっきん 形態・生理
deep gluteal muscle 深殿筋 しんでんきん 形態・生理
deep litter ディープ・リター でぃーぷ・りたー 堆積敷わら 管理
deep pectoral muscle 深胸筋 しんきょうきん 形態・生理
defatted rice bran 脱脂米ぬか だっしこめぬか 飼養
deferent duct 精管 せいかん 形態・生理
deferent duct papillae 精管乳頭 せいかんにゅうとう papilla of deferent duct 形態・生理、繁殖
deficiency 欠失 けっしつ (染色体の) 育遺
definitive streak 定原条 ていげんじょう 繁殖
deformity 奇形 きけい  mulformation 育遺、管理
defrost 解凍 かいとう 製造・加工
degeneration 退化 たいか 育遺
dehulled rice 玄米 げんまい 飼養
dehydrated chick 枯れビナ かれびな 管理
dehydration 脱水 だっすい 予防衛生、管理
Delaware デラウエア でらうえあ 品種
deleterious gene 不良遺伝子 ふりょういでんし 育遺
deltoid muscle 三角筋 さんかくきん 形態・生理
dendrite 樹状突起 じゅじょうとっき 形態・生理
deodorization 脱臭 だっしゅう 製造・加工
deoxyribonucleic acid, DNA DNA でぃーえぬえー デオキシリボ核酸 育遺
depolarization 脱分極 だつぶんきょく 繁殖
depolymerization 脱重合 だつじゅうごう 繁殖



depression うつ（状態） うつ（じょうたい） 管理
depressor caudae muscle 尾羽下制筋 びうかせいきん 形態・生理
depressor muscle of lower lid 下眼瞼下制筋 かがんけんかせいきん 形態・生理
dermal melanin inhibitor gene, Id 真皮性メラニン抑制遺伝子 しんぴせいめらにんよくせいいでんし 育遺
dermatitis 皮膚炎 ひふえん dermatosis 予防衛生
dermatome 皮板 ひばん 繁殖
dermatophytosis 皮膚糸状菌症 ひふしじょうきんしょう 予防衛生
descending aorta 下行大動脈 かこうだいどうみゃく 形態・生理
descending part 上行部 じょうこうぶ 形態・生理
Desi デジー でじー 品種
detector tube 検知管 けんちかん 管理
detergent analysis デタージェント分析 でたーじぇんとぶんせき 飼養
deterioration 変敗 へんぱい 予防衛生
determinant 行列式 ぎょうれつしき 育遺
detoenailing 爪切り つめきり 管理
detoxication 解毒 げどく 予防衛生
developmental engineering 発生工学 はっせいこうがく 繁殖
developmental　stage 発育段階 はついくだんかい 発育ステージ 管理
deviation 逸脱 いつだつ 予防衛生
dextran デキストラン できすとらん 飼養
diabetes 糖尿病 とうにょうびょう 予防衛生
diagnosis 診断 しんだん 病性鑑定 予防衛生
diallel cross(ing) ダイアレルクロス だいあれるくろす 育遺
diallel cross(ing),diallel mating 総当たり交配 そうあたりこうはい ダイアレルクロス 育遺
diallel test ダイアレルテスト だいあれるてすと 育遺
diaphragm 横隔膜 おうかくまく 繁殖
diaphysis 骨幹 こっかん 形態・生理
diarrhea 下痢 げり diarrhoea 予防衛生、管理
dichlorobenzene オルソ剤 おるそざい 予防衛生
dichlorvos ジクロルボス じくろるぼす 　 予防衛生
diet induced thermogenesis 食餌誘導性熱産生 しょくじゆうどうせいねつさんせい 管理
dietary fiber 食物繊維 しょくもつせんい 飼養
differential diagnosis 鑑別診断 かんべつしんだん 類症鑑別 予防衛生
differential medium 選択鑑別分離培地 せんたくかんべつぶんりばいち 予防衛生
difinite diagnosis 確定診断 かくていしんだん 予防衛生
digestibility 消化率 しょうかりつ 飼養
digestible crude protein 可消化粗蛋白質 かしょうかそたんぱくしつ DCP 飼養
digestible energy 可消化エネルギー かしょうかえねるぎー DE 飼養
digestible nutrient 可消化養分 かしょうかようぶん 飼養



digestible true protein 可消化純蛋白質 かしょうかじゅんたんぱくしつ 飼養
digestion 消化 しょうか 飼養
digestion enhancer 消化促進剤 しょうかそくしんざい 管理
digestion trial 消化試験 しょうかしけん 飼養
digestive disorder 消化器障害 しょうかきしょうがい 予防衛生
digestive enzyme 消化酵素 しょうかこうそ 飼養
digestive juice 消化液 しょうかえき 飼養
digestive organ 消化器 しょうかき 飼養
digit 指 ゆび 繁殖
digital plate 指板 しばん 繁殖
dilatator ani muscle 肛門散大筋 こうもんさんだいきん 形態・生理
diluted semen 希釈精液 きしゃくせいえき 繁殖
dilution shock 希釈衝撃 きしゃくしょうげき 繁殖
dimming 調光 ちょうこう 管理
diploid 二倍体 にばいたい 育遺、品種繁殖
diplotene stage 複糸期 ふくしき 繁殖
dipping 薬浴 やくよく 管理
direct repeat 順向き反復配列 じゅんむきはんぷくはいれつ 育遺
direct test 直接検定 ちょくせつけんてい 育遺
disassortative mating 非相似交配 ひそうじこうはい 育遺
discoidal cleavage 盤状卵割 ばんじょうらんかつ 繁殖
discomfort 不快（感） ふかい（かん） 管理
discomfort index 不快指数 ふかいしすう DI, THI、temperature

humidity index
管理

discontinuous variation 不連続変異 ふれんぞくへんい 育遺
discrimination 弁別 べんべつ 管理
disease resistance 抗病性 こうびょうせい

育遺、予防衛生、管
理

disinfectant 消毒薬 しょうどくやく 消毒剤 予防衛生
disinfection 消毒 しょうどく sterilization 予防衛生
disk diffusion method ディスク拡散法 でぃすくかくさんほう 予防衛生
dispensable amino acid 可欠アミノ酸 かけつあみのさん 飼養
displacement behavior 転位行動 てんいこうどう 管理
display 誇示行動 こじこうどう 管理
dissipation 放散 ほうさん 管理
distal centriole 遠位中心子 えんいちゅうしんし 繁殖
distal efferent ductules 遠位精巣輸出管 えんいせいそうゆしゅつかん 繁殖
distal phalanx 末節骨 まっせつこつ 形態・生理
distal uriniferous tubule 遠位尿細管 えんいにょうさいかん 形態・生理
distress 苦痛、心痛 くつう、しんつう 管理



distribution 分布 ぶんぷ 育遺
disturbance of nutrition 栄養障害 えいようしょうがい 飼養
disturbed behavior 失宜行動 しつぎこうどう 管理
DNA binding domain DNA結合ドメイン でぃーえぬえーけつごうどめいん 育遺
DNA chip DNAチップ でぃーえぬえーちっぷ 育遺
DNA gyrase DNAジャイレース でぃーえぬえーじゃいれーす 育遺
DNA ligase DNAリガーゼ でぃーえぬえーりがーぜ DNA連結酵素 育遺
DNA marker DNAマーカー でぃーえぬえーまーかー 育遺
DNA microarray DNAマイクロアレイ でぃーえぬえーまいくろあれい 育遺
DNA polymerase DNA合成酵素 でぃーえぬえーごうせいこうそ DNAポリメラーゼ 育遺
DNA repair DNA修復 でぃーえぬえーしゅうふく 育遺
DNA replication origin DNA複製起点 でぃーえぬえーふくせいきてん 育遺
DNA sequencing DNA塩基配列決定法

でぃーえぬえーえんきはいれつけってい
ほう

育遺
DNA topoisomerase DNAトポイソメラーゼ でぃーえぬえーとぽいそめらーぜ 育遺

DNA-dependent RNA polymerase DNA依存性RNAポリメラーゼ
でぃーえぬえーいぞんせいあーるえぬ
えーぽりめらーぜ

育遺

docosahexaenoic acid, DHA ドコサヘキサエン酸 どこさへきさえんさん 飼養
Domestic Animal Improvement Law 家畜改良増殖法 かちくかいりょうぞうしょくほう 育遺
domestication 家畜化 かちくか 育遺
dominance 優位 ゆうい 管理
dominance deviation 優性偏差 ゆうせいへんさ 育遺
dominance effect 優性効果 ゆうせいこうか 育遺
dominance rank 順位 じゅんい 管理
dominance variance 優性分散 ゆうせいぶんさん 育遺
dominant 優性（の） ゆうせい（の） 育遺
dominant control region 優性制御領域 ゆうせいせいぎょりょういき 育遺
dominant gene 優性遺伝子 ゆうせいいでんし 育遺
dominant mutation 優性突然変異 ゆうせいとつぜんへんい 育遺
dominant white 優性白色 ゆうせいはくしょく 育遺
Dominique ドミニーク どみにーく 品種
Dominique Bantam ドミニークバンタム どみにーくばんたむ 品種
donor ドナー どなー 繁殖
Dorking ドーキング どーきんぐ 品種
Dorking Bantam ドーキングバンタム どーきんぐばんたむ 品種
dorsak aorta 背側大動脈 はいそくだいどうみゃく 繁殖
dorsal lobe 背葉（背側膵葉） はいよう（はいそくすいよう） 形態・生理
dorsal mesentery 背側腸間膜 はいそくちょうかんまく 形態・生理
dorsal of tongue 舌背 ぜつはい 形態・生理
dorsal pancreatic duct 背側膵管 はいそくすいかん 形態・生理



dorsal serrate muscle 背鋸筋 はいきょきん 形態・生理
dorsobronchi 背気管支 はいきかんし 形態・生理
double immunodiffusion method 二重免疫拡散法 にじゅうめんえきかくさんほう 予防衛生
double laced 二重覆輪 にじゅうふくりん 品種
double yolk egg 二黄卵 におうらん 管理
down regulation ダウンレギュレーション だうんれぎゅれーしょん 繁殖
down time 空舎期間 くうしゃきかん 管理
downgrading 格落ち かくおち 管理
drag-swab(DS)method 牽引スワブ法 けんいんすわぶほう 予防衛生
dressed carcass 枝肉 えだにく 製造・加工
dressed carcass trade 枝肉取引 えだにくとりひき 製造・加工
dressed chicken, New York dress ドレスドチキン どれすどちきん と体 製造・加工
dressed weight 枝肉重量 えたにくじゅうりょう 製造・加工
dressing of carcass 解体 かいたい 形態・生理
dressing percentage と体率 とたいりつ 製造・加工、管理
dried almumen 乾燥卵白 かんそうらんぱく 製造・加工、管理
dried egg, egg solid 乾燥卵 かんそうらん 製造・加工
dried whole egg 乾燥全卵 かんそうぜんらん 製造・加工、管理
dried yolk 乾燥卵黄 かんそうらんおう 製造・加工、管理
drinking behavior 飲水行動 いんすいこうどう 管理
drip ドリップ どりっぷ 製造・加工
drive 動因 どういん 管理
drooping wing 翼下垂 よくかすい 予防衛生
dropping board 糞受け板 ふんうけばん 管理
drowing まどろみ まどろみ 管理
drug for animal use 動物医薬品 どうぶついやくひん 予防衛生
drug resistance 薬剤耐性 やくざいたいせい 予防衛生
drug resistance gene 薬剤耐性遺伝子 やくざいたいせいいでんし 育遺
drum 下もも したもも 管理
dry bulb temperature 乾球温度 かんきゅうおんど 管理
dry curing 乾塩析法 かんえんせきほう 製造・加工
dry matter 乾物 かんぶつ DM 飼養
dubbing of comb 断冠 だんかん dubbing 管理
Duch Bantam ダッチバンタム だっちばんたむ 品種
ductus arteriosus 動脈管 どうみゃくかん 繁殖
ductus epididymis 精巣上体管 せいそうじょうたいかん ductus epididymidis 繁殖
ductus venosus 静脈管 じょうみゃくかん 繁殖
dull 元気消失 げんきしょうしつ fatigue 予防衛生
duodenal flexure 十二指腸曲 じゅうにしちょうきょく 形態・生理



duodenal gland 十二指腸腺 じゅうにしちょうせん 形態・生理
duodenal loop 十二指腸ワナ じゅうにしちょうわな 形態・生理
duodenal papilla 十二指腸乳頭 じゅうにしちょうにゅうとう 形態・生理
duodenocecal ligament 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 形態・生理
duodenohepatic ligament 十二指腸肝間膜 じゅうにしちょうかんかんまく 形態・生理
duodenojejunal flexure 十二指腸空腸曲 じゅうにしちょうくうちょうきょく 形態・生理
duodenum 十二指腸 じゅうにしちょう 形態・生理
duplex comb 重複冠 じゅうふくかん 形態・生理
duplication 重複 じゅうふく (染色体の) 育遺
dura mater 脳硬膜 のうこうまく 形態・生理
dwarf 矮小鶏 わいしょうけい 管理
dwarf egg 矮小卵 わいしょうらん 管理
dwarf gene 矮性遺伝子 わいせいいでんし 育遺
dwarf, dwarfism 矮性 わいせい 育遺
dynein ダイニン だいにん 繁殖
dyschondroplasia 軟骨異形成症 なんこついけいせいしょう 形態・生理
dysplasia 異形成 いけいせい 形態・生理
dyspnea 呼吸困難 こきゅうこんなん dyspnoea 予防衛生
dystrophia 栄養不良 えいようふりょう 管理
ear 耳 みみ 形態・生理
ear lobe 耳朶 じだ 形態・生理
early feathering 早羽性 そううせい 管理
Echigo Nankin Shamo 越後南京軍鶏 えちごなんきんしゃも 品種
economic traits 経済形質 けいざいけいしつ 育遺
ectogenesisi 体外発生 たいがいはっせい 繁殖
ectopic 異所性の いしょせいの 繁殖
effective population size 集団の有効な大きさ しゅうだんのゆうこうなおおきさ 育遺
effective selection differential 有効選抜差 ゆうこうせんばつさ 育遺
effective temperature 実効温度 じっこうおんど 管理
efferent ductules 精巣輸出管 せいそうゆしゅつかん 繁殖
efferent lymphatic vessel 輸出リンパ管 ゆしゅつりんぱかん 形態・生理
efficiency of selection 選抜効率 せんばつこうりつ 育遺
egg 卵 らん 形態・生理
egg activation 卵子活性化 らんしかっせいか 繁殖
egg age 貯卵日数 ちょらんにっすう 管理
egg breaking machine 割卵機 かつらんき 製造・加工、管理
egg breed 卵用種 らんようしゅ 製造・加工
egg candling, egg testing 検卵 けんらん 繁殖、製造・加工
egg cleaner 洗卵機 せんらんき 管理、製造・加工



egg drop syndrome 産卵低下症候群 さんらんていかしょうこうぐん EDS 予防衛生、管理
egg eating (habit) 食卵（癖） しょくらん（へき） 管理
egg eating habit 食卵癖 しょくらんへき 管理
egg envelope 卵膜 らんまく 繁殖
egg formation 卵形成 らんけいせい 繁殖
egg grader 選卵機 せんらんき 製造・加工
egg in peritoneal 腹墜卵 ふくついらん egg in peritoneal cavity 形態・生理、管理
egg laying 産卵 さんらん 繁殖、管理
egg laying performance 産卵能力 さんらんのうりょく 製造・加工、管理
egg laying test 産卵検定 さんらんけんてい 育遺、管理
egg per gram 虫卵数 ちゅうらんすう EPG 予防衛生
egg peritomitis 卵墜症 らんついしょう 管理
egg product 加工卵 かこうらん 製造・加工
egg production index 産卵指数 さんらんしすう 繁殖、管理
egg production per hen house ヘンハウス産卵数 へんはうすさんらんすう 製造・加工
egg setting for hatching 入卵 にゅうらん 管理
egg shape index 卵形係数 らんけいけいすう 管理

egg shell 卵殻 らんかく
形態・生理、繁殖、製
造・加工

egg storage 貯卵 ちょらん 管理
egg tester 検卵器 けんらんき egg candler 管理、製造・加工
egg tester, egg candler 検卵機 えんらんき 製造・加工
egg transmission 介卵伝染 かいらんでんせん 予防衛生
egg turning 転卵 てんらん 繁殖、飼養管理
egg weight 卵重 らんじゅう 製造・加工
egg weight at first egg 初産卵重 しょさんらんじゅう 管理
egg white, albumen 卵白 らんぱく 製造・加工
egg yolk antibody 卵黄抗体 らんおうこうたい 予防衛生
egg-laying disorder 産卵障害 さんらんしょうがい 予防衛生
egg‐laying rate 産卵率 さんらんりつ  egg production rate 管理、予防衛生
eggshell apex abnormalities 卵殻鋭端部異常 らんかくえいたんぶいじょう EAA 予防衛生
egg-tooth 卵歯 らんし 繁殖
Ehime Jidori 愛媛地鶏 えひめじどり 品種
eicosapentaenoic acid エイコサペンタエン酸 えいこさぺんたえんさん 飼養
ejaculated sperm 射出精子 しゃしゅつせいし 繁殖
ejaculation 射精 しゃせい 繁殖
ejaculatory duct 射精管 しゃせいかん 繁殖
ejaculatory groove 射精溝 しゃせいこう 繁殖
elastic fiber 弾性線維 だんせいせんい

形態・生理、製造・加
工



elasticity 弾力性 だんりょくせい 製造・加工
elastine エラスチン えらすちん 製造・加工
elbow and knee-joint 肘膝関節 ひじかたかんせつ 繁殖
electric stimulation 電気刺激 でんきしげき 繁殖
electrophoresis 電気泳動(法) でんきえいどう（ほう） 育遺
electroporation エレクトロポレーション えれくとろぽれーしょん 育遺、繁殖
eliminative behavior 排泄行動 はいせつこうどう 管理
elite stock エリートストック えりーとすとっく ES、育種素材基礎鶏 管理
elongated spermatid 伸長精子細胞 しんちょうせいしさいぼう 繁殖
elongated spermatid injection 伸張精子細胞注入 しんちょうせいしさいぼうちゅうにゅう 繁殖
emaciation 羸痩、削痩 るいそう、さくそう 管理
embryo 胚 はい 繁殖
embryo development, embryogenesis 胚発生 はいはっせい 繁殖
embryo manipulation 初期胚操作 しょきはいそうさ 繁殖
embryoid body 胚様体 はいようたい 繁殖
embryonated chicken egg 発育鶏卵 はついくけいらん 予防衛生
embryonic death 中止卵 ちゅうしらん 管理
embryonic shield 胚盾 はいじゅん 繁殖
embryonic stem cell 胚性幹細胞 はいせいかんさいぼう 繁殖
embyogenic defect 胚発生異常 はいはっせいいじょう 繁殖
embyonic death 胚死亡 はいしぼう 繁殖
embyonic mortality 胚死亡率 はいしぼうりつ 繁殖
emdotoxin 内毒素 ないどくそ 予防衛生
Emei Black エメイヘイ えめいへい 品種
emigration 遊出 ゆうしゅつ 繁殖
emissivity 輻射率、放射率 ふくしゃりつ、ほうしゃりつ 管理
empty body 空体 くうたい 製造・加工
emulsion curing エマルジョン塩析法 えまるじょんえんせきほう 製造・加工
encephalomalasia 脳軟化症 のうなんかしょう 予防衛生
encephalomyelitis 脳脊椎炎 のうせきついえん 予防衛生
end piece 精子終末部 せいししゅうまつぶ 繁殖
endemic 常在性 じょうざいせい 予防衛生
endemic occurrence 地方型発生 ちほうがたはっせい 予防衛生

endocrine gland 内分泌腺 ないぶんぴつせん
内分泌系、endocrine

system
形態・生理、繁殖

endogenous infection 内因性感染症 ないいんせいかんせんしょう 予防衛生
endogenous urinary nitrogen 内因性尿窒素 ないいんせいにょうちっそ 飼養
endolymphatic duct 内リンパ管 ないりんぱかん 繁殖
endomysium 筋内膜 きんないまく 形態・生理



endoplasmic reticulum 小胞体 しょうほうたい
形態・生理、繁殖、製
造・加工

endosteum 骨内膜 こつないまく 形態・生理
endotoxin 菌体内毒素 きんたいないどくそ 予防衛生
endplasmic reticulum 小胞体 しょうほうたい 製造・加工
energy balance エネルギー出納 えねるぎーすいとう 飼養
energy equilibrium エネルギー平衡 えねるぎーへいこう 飼養
energy metabolism エネルギー代謝 えねるぎーたいしゃ 飼養
energy metabolizability エネルギー代謝率 えねるぎーたいしゃりつ 飼養
energy unit エネルギー単位 えねるぎーたんい 飼養
energy value エネルギー価 えねるぎーか 飼養
enhancer エンハンサー えんはんさー 育遺
ennucleation 除核 じょかく 繁殖
enrichment culture 増菌培養 ぞうきんばいよう 予防衛生
enrichment medium 増菌培地 ぞうきんばいち 予防衛生
enumeration data 計数データ けいすうでーた 育遺
environmental complex 環境複合 かんきょうふくごう 管理
environmental correlation 環境相関 かんきょうそうかん 育遺
environmental covariance 環境共分散 かんきょうきょうぶんさん 育遺
environmental deviation 環境偏差 かんきょうへんさ 育遺
environmental enrichment 環境エンリッチメント かんきょうえんりっちめんと 管理
environmental resistance 環境抵抗 かんきょうていこう 管理
environmental sanitation 環境衛生 かんきょうえいせい environmental health 予防衛生
environmental variance 環境分散 かんきょうぶんさん 育遺
enzootic 地方病 ちほうびょう 予防衛生
enzyme 酵素 こうそ 飼養
enzyme-labeled antibody technique 酵素標識抗体法 こうそひょうしきこうたいほう 予防衛生
enzyme-linked immunosorbent assay 酵素結合免疫測定法 こうそけつごうめんえきそくていほう ELISA 予防衛生
eosinophil(e), acidophile 好酸球 こうさんきゅう 形態・生理
ependyma 上衣 じょうい 形態・生理
epiblasto 胚盤葉上層 はいばんようじょうそう 繁殖
epidemic occurrence 流行型発生 りゅうこうがたはっせい 予防衛生
epidemiology 疫学 えきがく 予防衛生
epididymis 精巣上体 せいそうじょうたい epididymides 形態・生理、繁殖
epiphora 流涙 りゅうるい lacrimation 予防衛生
epiphysal line 骨端線 こったんせん 形態・生理
epiphyseal cartilage 骨端軟骨 こったんなんこつ 形態・生理
epiphysis 骨端 こったん 形態・生理
epistasis エピスタシス えぴすたしす 上位性 育遺



epistatic deviation 上位性偏差 じょういせいへんさ 育遺
epistatic variance エピスタシス分散 えぴすたしすぶんさん 上位性分散 育遺
epithelium 上皮 じょうひ 形態・生理
epizootiology 動物伝染病学 どうぶつでんせんびょうがく 予防衛生
equatorial segment 赤道部 せきどうぶ 繁殖
eradication 根絶 こんぜつ 予防衛生
erection 勃起 ぼっき 繁殖
ergocalciferol エルゴカルシフェロール えるごかるしふぇろーる 飼養
ergotism 麦角中毒 ばっかくちゅうどく 予防衛生
Erh-Mei Native Chicken エルメイ えるめい 品種
error 誤差 ごさ 育遺
error variance 誤差分散 ごさぶんさん 育遺
eruption of the skin かぶれ かぶれ 予防衛生
erythrocyte, red blood cell 赤血球 せっけっきゅう 形態・生理
erythromycin エリスロマイシン えりすろまいしん 予防衛生
escape behavior 逃避行動 とうひこうどう 管理
esophageal gland 食道腺 しょくどうせん 形態・生理
esophageal sac 食道囊 しょくどうのう 形態・生理
esophagus 食道 しょくどう 形態・生理、飼養
essential amino acid 必須アミノ酸 ひっすあみのさん EAA 飼養
essential fatty acid 必須脂肪酸 ひっすしぼうさん EFA 飼養
establishment 施設 しせつ 予防衛生
estimated breeding value 推定育種価 すいていいくしゅか 育遺
estrogen エストロジェン えすとろじぇん 繁殖
ethanol エタノール えたのーる 予防衛生
ethology 行動学 こうどうがく 管理
euthanasia 安楽死 あんらくし 予防衛生、管理
euthermic 最適温度の さいてきおんどの 管理
evaporative cooling 気化冷却 きかれいきゃく 管理
evaporative heat loss 潜熱放散 せんねつほうさん insensible heat loss,

latent heat loss
管理

eviscerated carcass 中抜きと体 なかぬきとたい と体 製造・加工
eviscerated yield 中抜き歩留 なかぬきぶどまり 管理
eviscerater 中抜き機 なかぬきき 製造・加工
evisceration 内臓摘出 ないぞうてきしゅつ 製造・加工
excrement 排泄物 はいせつぶつ feces 管理
exhaust fan 排気扇 はいきせん 管理
exhaustion 消耗 しょうもう 予防衛生
exocrine gland 外分泌腺 がいぶんぴ（つ）せん 形態・生理



exocrine, external secretion 外分泌 がいぶんぴ（つ） 形態・生理
exon エキソン えきそん 構造配列 育遺
exotoxin 菌体外毒素 きんたいがいどくそ 予防衛生
expansor secundarium muscle 第二翼羽開張筋 だいによくうかいちょうきん 形態・生理
expected breeding value, EBV 期待育種価 きたいいくしゅか EBV 育遺
expected progeny difference, EPD 期待後代差 きたいこうだいさ EPD 育遺
expected selection differential 期待選抜差 きたいせんばつさ 育遺
exploration 探索（行動） たんさく（こうどう） investigative behavior 管理
exposure 暴露 ばくろ 予防衛生
exposure assessment 暴露査定 ばくろさてい 予防衛生
expressed sequence tag EST いーえすてぃー 育遺
expressible drip 圧出ドリップ あっしゅつどりっぷ 製造・加工
extended black gene 黒色拡張遺伝子 こくしょくかくちょういでんし 育遺
extensor carpi obliquus muscle 斜手根伸筋 しゃしゅこんしんきん 形態・生理
extensor carpi radialis brevis muscle 長橈側手根伸筋 ちょうとうそくしゅこんしんきん 形態・生理
extensor carpi radialis longus muscle 短橈側手根伸筋 たんとうそくしゅこんしんきん 形態・生理
extensor carpi ulnaris muscle 尺側手根伸筋 しゃくそくしゅこんしんきん 形態・生理
extensor digiti Ⅲ muscle 第三指伸筋 だいさんししんきん 形態・生理
external auditory meatus 外耳道 がいじどう 繁殖
external carotid artery 外頚動脈 がいけいどうみゃく 形態・生理
external coracobrachial muscle 外烏口腕筋 がいうこうわんきん 形態・生理
external examination 外貌検査 がいぼうけんさ 外景検査 予防衛生
external genital organ 外生殖器 がいせいしょくき 形態・生理
external iliac artery 外腸骨動脈 がいちょうこつどうみゃく 形態・生理
external iliac vein 外腸骨静脈 がいちょうこつじょうみゃく 形態・生理
external intercostal muscle 外肋間筋 がいろっかんきん 形態・生理
external oblique abdominal muscle 外腹斜筋 がいふくしゃきん 形態・生理
external obturator muscle 外閉鎖筋 がいへいさきん 形態・生理
external tympaniform membrane 外鼓状膜 がいこじょうまく 形態・生理
external wound 外傷 がいしょう 予防衛生
exudative drip 流出ドリップ りゅうしゅつどりっぷ 製造・加工
eye 眼 め 形態・生理、繁殖
eye drop 点眼 てんがん 予防衛生
eye drop vaccination 点眼ワクチン接種 てんがんわくちんせっしゅ 予防衛生
eyeball 眼球 がんきゅう 形態・生理
eyelid 眼瞼 がんけん 繁殖
F antigen F抗原 えふこうげん 予防衛生
F１ 雑種第一代 ざっしゅだいいちだい 育遺
F1hybrid F1雑種 えふわんざっしゅ 育遺



fabrous protein 繊維状蛋白質 せんいじょうたんぱくしつ 製造・加工
facial bone 顔面骨 がんめんこつ 形態・生理
fading 退色 たいしょく 製造・加工
falciform ligament of liver 肝鎌状間膜 かんかまじょうかんまく 形態・生理
family 家系 かけい 育遺
family index 家系指数 かけいしすう 育遺
family selection 家系選抜 かけいせんばつ 育遺
fascia 筋膜 きんまく 製造・加工
fast feathering 速羽性 そくうせい rapid feathering 育遺、管理
fasting 絶食 ぜっしょく 管理
fat 脂肪 しぼう 製造・加工
fat cavering 脂肪付着 しぼうふちゃく 製造・加工
fat deposition 脂肪蓄積 しぼうちくせき 管理
fat tissue, adipose tissue 脂肪組織 しぼうそしき 製造・加工
fatal temperature 致死温度 ちしおんど 管理
fatality 致死率 ちしりつ 予防衛生

fatty liver 脂肪肝 しぼうかん hepatic lipidosis
飼養、予防衛生、製
造・加工、管理

Faverolles ファブロール ふぁぶろーる 品種
Faverolles Bantam ファブロールバンタム ふぁぶろーるばんたむ 品種
Fayoumi ファヨウミ ふぁようみ 品種
Fayoumi Bantam ファヨウミバンタム ふぁようみばんたむ 品種
F-body Fボディー えふぼでぃー 繁殖
feather 羽毛 うもう 繁殖
feather follicle 羽包 うほう 形態・生理、繁殖
feather germ 羽毛原基 うもうげんき 繁殖
feather meal フェザーミール ふぇざーみーる 飼養
feather papilla 羽毛乳状突起 うもうにゅうじょうとっき 管理
feather pecking 羽食い はねくい 管理
feather pulp 羽髄 うずい 形態・生理、繁殖
feather sexing 羽毛鑑別 うもうかんべつ 育遺、管理
feather-germ 羽芽 はが 繁殖
fecal examination 糞便検査 ふんべんけんさ 予防衛生
fecal pollution 糞便の汚染 ふんべんのおせん 予防衛生
feed additive 飼料添加剤 しりょうてんかざい 飼料添加物 飼養、予防衛生
feed composition 飼料組成 しりょうそせい 飼養
feed conversion ratio 飼料要求率 しりょうようきゅうりつ FCR 飼養、管理
feed efficiency 飼料効率 しりょうこうりつ 飼養
feed for production 生産飼料 せいさんしりょう 飼養



feed formulation 飼料配合 しりょうはいごう 飼養
feed ingredient 配合原料 はいごうげんりょう 飼養
feed intake 採食量 さいしょくりょう 飼養
feed unit 飼料単位 しりょうたんい 飼養
feed, ration 飼料 しりょう 飼養
feeder 給餌器(機） きゅうじき 飼養、管理
feeding 給餌 きゅうじ 飼養、管理
feeding experiment 飼養試験 しようしけん 飼養
feeding frequency 飼料給与回数 しりょうきゅうよかいすう 管理
feeding standard 飼養標準 しようひょうじゅん 飼養
female genital tract 雌性生殖器官 しせいせいしょくきかん 繁殖
female heterogametic type 雌ヘテロ型 めすへてろがた 育遺
female nucleus 雌性核 しせいかく 繁殖
female pronucleus 雌性前核 しせいぜんかく 繁殖
feminization 雌性化 しせいか 繁殖
femur 大腿骨 だいたいこつ 形態・生理
Fengtou 鳳頭鶏 ふぇんとう 品種
fermentation 発酵 はっこう 飼養
fertile egg 有精卵 ゆうせいらん 繁殖
fertilization 受精 じゅせい 繁殖
fertilization rate 受精率 じゅせいりつ 繁殖
fertilized egg 受精卵 じゅせいらん 繁殖
fertilizing spermatozoa 受精精子 じゅせいせいし 繁殖
fever 発熱 はつねつ pyrexia 予防衛生、管理
fibroblast 線維芽細胞 せんいがさいぼう 形態・生理
fibrocartilage 線維軟骨 せんいなんこつ 形態・生理
fibrosarcoma 線維肉腫 せんいにくしゅ 予防衛生
fibrous sheath 繊維鞘 せんいしょう 繁殖
fibula 腓骨 ひこつ 形態・生理
field strain 野外株 やがいかぶ 予防衛生
field trial 野外試験 やがいしけん field test 予防衛生
fighting 闘争 とうそう 管理
fimbria 卵管采 らんかんさい 形態・生理
finger printing フィンガープリント法 ふぃんがーぷりんとほう 育遺
finite population 有限母集団 ゆうげんぼしゅうだん 育遺
firefly luciferase gene ホタルルシフェラーゼ遺伝子 ほたるるしふぇらーぜいでんし 育遺
first aid 応急処置 おうきゅうしょち 予防衛生
first cross hybrid, F1 一代雑種 いちだいざっしゅ 育遺
first digit 第一指 だいいっし 形態・生理



first filial generation 雑種第一代 ざっしゅだいいちだい F1 育遺
first metatarsal bone 第一中足骨 だいいちしちゅうそくこつ 形態・生理
fish meal 魚粉 ぎょふん 飼養
fish solubles フィッシュソリュブル ふぃっしゅそりゅぶる 飼養
fishy 魚臭 ぎょしゅう 製造・加工
fixed effect 母数効果 ぼすうこうか 育遺
flagella stain 鞭毛染色 べんもうせんしょく 予防衛生
flagellar antigen 鞭毛抗原 べんもうこうげん 予防衛生
flagellar movement 鞭毛運動 べんもううんどう 繁殖
flagellum 鞭毛 べんもう 繁殖
flaking 圧扁 あっぺん 飼養
flash pasteurization 瞬間殺菌法 しゅんかんさっきんほう 管理
flat bone 扁平骨 へんぺいこつ 形態・生理
flavor 風味 ふうみ 製造・加工
flexor carpi radiaris muscle 橈側手根屈筋 とうそくしゅこんくっきん 形態・生理
flexor carpi ulnaris muscle 尺側手根屈筋 しゃくそくしゅこんくっきん 形態・生理
flight feather 飛羽 つばさ 繁殖
flight feather-germ 飛羽原基 つばさげんき 繁殖
floatation technique 浮遊法 ふゆうほう 予防衛生
flock, herd 群 ぐん 育遺
floor feeding 平飼い ひらがい floor housing 管理
floor heating 床面給温 ゆかめんきゅうおん 管理
floor space allotment 飼育密度 しいくみつど 管理
flow diagram フローダイアグラム ふろーだいあぐらむ 予防衛生
fluff 軟羽 なんう 形態・生理
fluorescence in situ hybridizaion, FISH 蛍光in situ ハイブリダイゼｰション

けいこういんさいちゅうはいぶりだいぜー
しょん

FISH 育遺
fluorescent antibody technique 蛍光抗体法 けいこうこうたいほう 予防衛生
fluorescent antibody, 蛍光抗体 けいこうこうたい 形態・生理
fluorescent lighting 蛍光灯照明 けいこうとうしょうめい 管理
flutter 羽ばたき はばたき wing flapping 管理
fogging system 噴霧装置 ふんむそうち 管理
folic acid antagonists 葉酸拮抗薬 ようさんきっこうやく 予防衛生
folic acid deficiency 葉酸欠乏症 ようさんけつぼうしょう 予防衛生
follicular epithelium 卵胞上皮 らんぽうじょうひ 繁殖
follicular stalk 卵胞茎 らんぽうけい 形態・生理、繁殖
follicular wall 卵胞壁 らんぽうへき 繁殖
folliculogenesis 卵胞形成 らんぽうけいせい 繁殖
food chain フードチェーン ふーどちぇーん 予防衛生
food handler 食品取扱者 しょくひんとりあつかいしゃ 予防衛生



food hygiene 食品衛生 しょくひんえいせい 予防衛生
food manufacturer's by-products 製造粕類 せいぞうかするい 飼養
food poisoning 食中毒 しょくちゅうどく 予防衛生
food safety 食品の安全性 しょくひんのあんぜんせい 予防衛生
food suitability 食品の適切性 しょくひんのてきせつせい 予防衛生

foot dipping vessel 踏み込み消毒槽 ふみこみしょうどくそう
踏み込み盤、
disinfectant foot bath

管理、予防衛生

foot pad 足関節 あしかんせつ 管理
foot printing フットプリント法 ふっとぷりんとほう 育遺
footpad dermatitis 趾蹠皮膚炎 しせきひふえん FPD 管理
force feeding 強制給餌 きょうせいきゅうじ 飼養、管理
forced molting 強制換羽 きょうせいかんう 繁殖、管理
forearm 前腕 ぜんわん 形態・生理
forebrain 前脳 ぜんのう 繁殖
foregut 前腸 ぜんちょう 繁殖
foreign gene 外来遺伝子 がいらいいでんし 育遺
formaldehyde ホルムアルデヒド ほるむあるでひど 予防衛生
formaldehyde fumigation ホルムアルデヒド燻蒸 ほるむあるでひどくんじょう 予防衛生
formula feed 配合飼料 はいごうしりょう 飼養
fossa for gall bladder 胆嚢窩 たんのうか 形態・生理
foundation stock 基礎畜 きそちく 基礎集団 育遺
four way cross 四元交雑 よんげんこうざつ 育遺
fourth digit 第四指 だいしし 形態・生理
fowl adenovirus infections 鶏アデノウイルス感染症 にわとりあでのういるすかんせんしょう 予防衛生
fowl cholera 家禽コレラ かきんこれら 家きんコレラ, 家畜伝染 予防衛生
fowl plague 家禽ペスト かきんぺすと 家畜伝染病 予防衛生
fowl typhoid 家禽チフス かきんちふす 予防衛生
fowlpox 鶏痘 けいとう 届出伝染業 予防衛生
fracture 骨折 こっせつ 管理
frameshift mutation フレームシフト突然変異 ふれーむしふととつぜんへんい 育遺
free feeding 自由給餌 じゆうきゅうじ 飼養
free range フリー・レンジ、放飼 ふりー・れんじ、ほうし 管理
freezability 耐凍性 たいとうせい 繁殖
freeze-dried spermatozoon 凍結乾燥精子 とうけつかんそうせいし 繁殖
freezer burn 冷凍焼け れいとうやけ 製造・加工
freeze-thawing 凍結融解 とうけつゆうかい 繁殖
freezing 竦み、擬死、凍結挙動 すくみ、ぎし、とうけつきょどう 管理
freezing denaturation 凍結変性 とうけつへんせい 製造・加工
Friesian フリーシアン ふりーしあん 品種



Friesian Bantam フリーシアンバンタム ふりーしあんばんたむ 品種
Frizzle フリッズル ふりっずる 品種
Frizzle Bantam フリッズルバンタム ふりっずるばんたむ 品種
frizzled feather 逆毛 さかげ 育遺、品種、管理
frovoprotein フラボプロテイン ふらぼぷろていん 製造・加工
frozen egg 凍結卵 とうけつらん 製造・加工、管理
frozen embryo 凍結保存胚 とうけつほぞんはい 繁殖
frozen semen 凍結精液 とうけつせいえき 繁殖
fructose 果糖 かとう 飼養
full-sib correlation 全きょうだい相関 ぜんきょうだいそうかん 育遺
full-sib mating 全きょうだい交配 ぜんきょうだいこうはい 育遺
full-sib test 全きょうだい検定 ぜんきょうだいけんてい 育遺
full-sib, full sister and brother 全きょうだい ぜんきょうだい 育遺
fumigant 燻蒸剤 くんじょうざい 予防衛生
fumigation 燻蒸（消毒法） くんじょう（しょうどくほう） 管理
fungal pneumonia 真菌性肺炎 しんきんせいはいえん 予防衛生
fungicide 防かび剤 ぼうかびざい antifungal,antimycotic 予防衛生
fungicide,antifungal,antimycotic 殺真菌剤 さつしんきんざい 予防衛生
furazolidone フラゾリドン ふらぞりどん 予防衛生
furcula 癒合鎖骨 ゆごうさこつ 形態・生理
furnished cage 福祉ケージ ふくしけーじ enriched cage 管理
furnishing 脚毛 きゃくもう 管理
fusion gene 融合遺伝子 ゆうごういでんし 再構築遺伝子 育遺
Ga Dong Tao ガドンタオ がどんたお 品種
Ga Ho ガホー がほー 品種
gait disturbance 歩行困難 ほこうこんなん dysbasia 予防衛生
gakel-calls 不満(快)の鳴き声 ふまん（かい）のなきごえ 管理
gallbladder 胆嚢 たんのう 形態・生理、飼養
gamete 配偶子 はいぐうし 繁殖
gamete binding 配偶子結合 はいぐうしけつごう 繁殖
gamete fusion 配偶子融合 はいぐうしゆうごう 繁殖
gamete interaction 配偶子相互作用 はいぐうしそうごさよう 繁殖
gametogamy 異型配偶子融合 いけいはいぐうしゆうごう 繁殖
gametogenesis 生殖子形成 せいしょくしけいせい 繁殖
Gandori 雁鶏 がんどり 品種
ganglion 神経節 しんけいせつ 繁殖
gangrenous dermatitis 壊疽性皮膚炎 えそせいひふえん 予防衛生
gap junction ギャップ結合 ぎゃっぷけつごう 繁殖
gaseous transfer ガス交換 がすこうかん 管理



gasp 喘ぐ あえぐ 管理
gasrointestinal system 消化器系 しょうかきけい 繁殖

gasrointestinal tract 消化管 しょうかかん
alimentary canal,

digestive organ
形態・生理、繁殖

gastic gland, ventricular gland 胃腺 いせん 形態・生理
gastroduodenal ligament 胃十二指腸間膜 いじゅうにしちょうかんまく 形態・生理
gastroduodenal vein 胃十二指腸静脈 いじゅうにしちょうじょうみゃく 形態・生理
gastropyloric opening 胃幽門口 いゆうもんこう 形態・生理
gastrulation 原腸形成 げんちょうけいせい 繁殖
gelatinous (bone) marrow 膠様骨髄 こうようこつずい 形態・生理
gemelli muscle 双子筋 ふたごきん 形態・生理
gene 遺伝子 いでんし 育遺
gene analysis 遺伝子分析 いでんしぶんせき 育遺
gene bank ジーンバンク じーんばんく 育遺
gene engineering, genetic engineering 遺伝子工学 いでんしこうがく 育遺
gene equilibrium 遺伝子平衡 いでんしへいこう 育遺
gene expression 遺伝子発現 いでんしはつげん 育遺
gene flow 遺伝子流動 いでんしりゅうどう 育遺
gene frequency 遺伝子頻度 いでんしひんど 育遺
gene map 遺伝子地図 いでんしちず 育遺
gene mapping ジーンマッピング じーんまっぴんぐ 育遺
gene migration 遺伝子移入 いでんしいにゅう 育遺
gene migration rate 遺伝子移入率 いでんしいにゅうりつ 育遺
gene mutation 遺伝子突然変異 いでんしとつぜんへんい 遺伝子変異 育遺
gene polymorphism 遺伝子の多型 いでんしのたけい 育遺
gene pool 遺伝子給源 いでんしきゅうげん 遺伝子プール 育遺
gene recombination, trangenic 遺伝子組換え いでんしくみかえ 育遺
gene substitution 遺伝子置換 いでんしちかん 育遺
gene symbol 遺伝子記号 いでんしきごう 育遺
gene targeting 遺伝子標的導入 いでんしひょうてきどうにゅう 遺伝子標的法 育遺
gene transfer 遺伝子導入 いでんしどうにゅう 育遺
gene walking 遺伝子歩行 いでんしほこう ジーンウォーキング 育遺
general adaptation syndrome 汎適応症候群 はんてきおうしょうこうぐん 管理
general combining ability 一般組合せ能力 いっぱんくみあわせのうりょく 育遺
generalization 般化 はんか 管理
generation 世代 せだい 育遺
generation interval 世代間隔 せだいかんかく 育遺
genetic assortative mating 遺伝的同類交配 いでんてきどうるいこうはい 育遺
genetic background 遺伝的背景 いでんてきはいけい 育遺



genetic code 遺伝暗号 いでんあんごう 育遺
genetic component 遺伝的成分 いでんてきせいぶん 育遺
genetic contribution 遺伝的寄与 いでんてききよ 育遺
genetic control 遺伝的制御 いでんてきせいぎょ 育遺
genetic correlation 遺伝相関 いでんそうかん 育遺
genetic covariance 遺伝共分散 いでんきょうぶんさん 育遺
genetic defect 遺伝的欠陥 いでんてきけっかん 繁殖
genetic diagnosis 遺伝子診断 いでんししんだん 育遺
genetic distance 遺伝距離 いでんきょり 育遺
genetic diversity 遺伝的多様性 いでんてきたようせい 育遺
genetic drift 遺伝的浮動 いでんてきふどう 育遺
genetic evaluation 遺伝的能力評価 いでんてきのうりょくひょうか 育遺
genetic gain 遺伝的改良量 いでんてきかいりょうりょう 選抜反応 育遺
genetic heterogeneity 遺伝的異質性 いでんてきいしつせい 育遺
genetic homeostasis 遺伝的安定性 いでんてきあんていせい 育遺
genetic homogeneity 遺伝的等質性 いでんてきとうしつせい 育遺
genetic information 遺伝情報 いでんじょうほう 育遺
genetic lattice 遺伝方眼 いでんほうがん 育遺
genetic load 遺伝的荷重 いでんてきかじゅう 育遺
genetic manipulation, gene manipulation 遺伝子操作 いでんしそうさ 育遺
genetic map 遺伝地図 いでんちず 育遺
genetic marker 遺伝的標識物質 いでんてきひょうしきぶっしつ 遺伝マーカー 育遺
genetic monitoring 遺伝的モニタリング いでんてきもにたりんぐ 育遺
genetic parameter 遺伝的パラメーター いでんてきぱらめーたー 育遺
genetic performance 遺伝的能力 いでんてきのうりょく 育遺
genetic polymorphism 遺伝的多型 いでんてきたけい 育遺
genetic profile 遺伝的プロファイル いでんてきぷろふぁいる 育遺
genetic relationship 遺伝的関係 いでんてきかんけい 育遺
genetic resources 遺伝資源 いでんしげん 育遺
genetic sex 遺伝的性 いでんてきせい 繁殖
genetic trend 遺伝的趨勢 いでんてきすうせい 育遺
genetic variability 遺伝的変異性 いでんてきへんいせい 育遺
genetic variance 遺伝分散 いでんぶんさん 育遺
genetic variation 遺伝変異 いでんへんい 育遺
genetical modified organism, GMO 遺伝子組換え生物 いでんしくみかえせいぶつ 育遺
genetics 遺伝学 いでんがく 育遺
genetoic disassortative mating 遺伝的異類交配 いでんてきいるいこうはい 育遺
genita duct 生殖管 せいしょくかん 繁殖
genital disorder 生殖器障害 せいしょくきしょうがい 予防衛生



genital fold 生殖ヒダ せいしょくひだ 繁殖

genital organ 生殖器 せいしょくき
reproductive organ,

genitalia
繁殖

genital ridge 生殖隆起 せいしょくりゅうき 繁殖
genital tubercle 生殖結節 せいしょくけっせつ 繁殖
genome ゲノム げのむ 育遺
genome analysis ゲノム分析 げのむぶんせき 育遺
genome library ゲノムライブラリー げのむらいぶらりー 育遺
genome scan ゲノムスキャン げのむすきゃん 育遺
genomic imprinting ゲノム刷り込み げのむすりこみ 繁殖
genotype 遺伝子型 いでんしかた 育種、予防衛生
genotype by environment interaction 遺伝と環境の相互作用 いでんとかんきょうのそうごさよう 育遺
genotypic frequency 遺伝子型頻度 いでんしがたひんど 育遺
genotypic value 遺伝子型値 いでんしがたち 育遺
genotypic variance 遺伝子型分散 いでんしがたぶんさん 育遺
gentagen ジェスタージェン じぇすたーじぇん 繁殖
germ cell cord 生殖細胞索 せいしょくさいぼうさく 繁殖
germ cell, sex cell, gonocyte, gamete 生殖細胞 せいしょくさいぼう 繁殖
German Langshan ジャーマンランシャン じゃーまんらんしゃん 品種
German Langshan Bantam ジャーマンランシャンバンタム じゃーまんらんしゃんばんたむ 品種
germicids 殺菌剤 さっきんざい 予防衛生
germinal crescent 生殖三日月環 せいしょくみかづきかん 繁殖
germinal disc 生殖盤 せいしょくばん 繁殖
germinal vesicle breakdown, GVDB 卵核胞崩壊 らんかくほうほうかい 繁殖
germinal vesicle, GV 卵核胞 らんかくほう 繁殖
germinative layer 胚芽層 はいがそう 形態・生理
germline 生殖細胞系列 せいしょくさいぼうけいれつ 繁殖
germline chimera 生殖系列キメラ せいしょくけいれつきめら 育遺、繁殖
gestagens 黄体ホルモン作用物質 おうたいほるもんさようぶっしつ 繁殖
get-away cage ゲット・アウェイ・ケージ げっと・あうぇい・けーじ 管理
GFP,　green fluorescent protain 緑色蛍光蛋白質 りょくしょくけいこうたんぱくしつ GFP 育遺
Giemsa stain ギムザ染色 ぎむざせんしょく 予防衛生
Gifu Jidori 岐阜地鶏（郡上地鶏） ぎふじどり（ぐじょうじどり） 品種
gizzard 筋胃 きんい ventriculus

繁殖、形態・生理、飼
養

gizzard erosion 筋胃びらん きんいびらん 潰瘍 ,ulcer 予防衛生
gizzerosine ジゼロシン じぜろしん 飼養
gland 腺 せん 形態・生理
gland of angle of mouth 口角腺 こうかくせん 形態・生理
gland of crop 嗉嚢腺 そのうせん 形態・生理



glandular region 腺部 せんぶ 形態・生理
globe thermometer グローブ寒暖計 ぐろーぶかんだんけい 管理
glomerulus 糸球体 しきゅうたい 形態・生理
glottis 声門 せいもん 形態・生理
glucocorticoid 糖質コルチコイド とうしつこるちこいど 繁殖
gluconeogenesis 糖新生 とうしんせい 飼養
glucose ブドウ糖 ぶどうとう 飼養
glucosinolate グルコシノレート ぐるこしのれーと 飼養
glutamic acid, Glu グルタミン酸 ぐるたみんさん 飼養
gluten feed グルテンフィード ぐるてんふぃーど 飼養
glycine グリシン ぐりしん 飼養
goiter 甲状腺腫 こうじょうせんしゅ 管理
Golgi apparatus, Golgi complex ゴルジ装置 ごるじそうち 形態・生理
Golgi phase ゴルジ期 ごるじき 繁殖
gonadal cords, sex cord 生殖索 せいしょくさく 繁殖
gonadal germ cell 生殖幹細胞 せいしょくかんさいぼう 繁殖
gonadotrophin releasing hormone 性腺刺激ホルモン放出ホルモン

せいせんしげきほるもんほうしゅつほるも
ん

繁殖
gonadotrophin, gonadotropin 性腺刺激ホルモン せいせんしげきほるもん 繁殖
good agricultural practice 適性農業基準 てきせいのうぎょうきじゅん 適正農業規範,GAP 予防衛生
good manufacturing practice, GMP 適性製造基準 てきせいせいぞうきじゅん 適正製造規範，GMP 予防衛生
gossypol ゴシポール ごしぽーる 飼養
gracilis muscle 薄筋 はっきん 形態・生理
grade 累進交配種 るいしんこうはいしゅ 育遺
grader 格付員 かくづけいん 製造・加工
gradient 傾斜 けいしゃ 管理
grading 累進交配 るいしんこうはい 育遺
grading and packaging center GPセンター じーぴーせんたー 選別包装センター 管理
grain 粒餌 りゅうじ 管理
grains 穀類 こくるい 飼養
gram stain グラム染色 ぐらむせんしょく 予防衛生
grand parent 原原種 げんげんしゅ 育遺
grand parent stock 原種鶏 げんしゅけい GPS 管理
granular leucocyte 顆粒白血球 かりゅうはっけっきゅう 形態・生理
granulocyte 顆粒球 かりゅうきゅう 形態・生理
granulosa cell 顆粒層細胞 かりゅうそうさいぼう 繁殖
granulosa layer 顆粒層 かりゅうそう 繁殖
grassy 青臭い あおくさい 製造・加工
grease グリース ぐりーす 飼養
greater curvature 大彎（大弯） たいわん 形態・生理



green diarrhea 緑色下痢便 りょくしょくげりべん 予防衛生
green droppings 緑便 りょくべん 管理
green feed 緑餌 りょくじ 管理
green fluorescent protain, GFP 緑色蛍光蛋白質 りょくしょくけいこうたんぱくしつ GFP 育遺
Green-legged Partridge グリーンレッグドパートリッジ ぐりーんれっぐどぱーとりっじ 品種
gregariousness 群居（性） ぐんい（せい） 管理
grey leg 灰色脚 はいいろあし 品種
griller, whole グリラー ぐりらー 製造・加工
grit グリット ぐりっと 飼養
Groninger Mew フローニンゲルミュウ ふろーにんげるみゅう 品種
gross energy 総エネルギー そうえねるぎー 飼養
gross protein value 蛋白価 たんぱくか 飼養
group battery 群飼バタリー ぐんしばたりー 管理
group feeding 群飼 ぐんし group housing 管理
group infection 群感染 ぐんかんせん 予防衛生
grower 育成鷄 いくせいけい 管理
growth 成長 せいちょう 繁殖、製造・加工
growth analusis 成長解析 せいちょうかいせき 製造・加工
growth curve 成長曲線 せいちょうきょくせん 製造・加工
growth factor 発育促進物質 はついくそくしんぶっしつ 予防衛生
growth rate 成長速度 せいちょうそくど 製造・加工
guanine グアニン ぐあにん 育遺
guard hair さし毛 さしげ pencilling 管理
gummy ガムのような がむのような 製造・加工
Gushi 固始鶏 ぐし 品種
H antigen H抗原 えいちこうげん 予防衛生
habitat 居住環境 きょじゅうかんきょう 管理
habitat segregation 棲み分け すみわけ 管理
habituation 慣れ なれ 管理
HACCP plan HACCP計画 はさっぷけいかく 予防衛生
hackle 頚羽 けいう 形態・生理
hacthwindow ハッチウィンドウ はっちうぃんどう 管理
hair cracked egg ヒビ卵 ひびらん 管理
half-sib correlation 半きょうだい相関 はんきょうだいそうかん 育遺
half-sib mating 半きょうだい交配 はんきょうだいこうはい 育遺
half-sib, half sister and brother 半きょうだい はんきょうだい 育遺
halves 半割 はんわり 製造・加工
Hamburgh ハンバーグ はんばーぐ 品種
Hamburgh Bantam ハンバーグバンタム はんばーぐばんたむ 品種



haploid 半数体 はんすうたい 育遺、繁殖
haplotype ハプロタイプ はぷろたいぷ 育遺
hapten ハプテン はぷてん 予防衛生
hard かたい かたい 製造・加工
hard palate 硬口蓋 こうこうがい 形態・生理
hardness 硬さ かたさ 製造・加工

Hardy-Weiberg's law ハーディ･ワインベルグの法則 はーでぃわいんべるぐのほうそく
ハーディ･ワインバーグ
の法則

育遺

hatchability 孵化率 ふかりつ
繁殖、管理、予防生
成

hatchery 孵化場 ふかじょう 管理

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

dead-in shell embryo
形態・生理、管理

hatching 孵化 ふか 繁殖、管理
hatching egg 種卵 しゅらん 育遺、管理
hatchspread ハッチスプレッド はっちすぷれっど spread of hatch 管理
Haugh unit ハウ・ユニット はう・ゆにっと 飼養、管理
hazard 危害 きがい 予防衛生
hazard analysis 危害分析 きがいぶんせき HA 予防衛生
hazard analysis and critical control point 危害分析・重要管理点 きがいぶんせき・じゅうようかんりてん HACCP 予防衛生
hazard characteristic 危害の特性解明 きがいのとくせいかいめい 予防衛生
hazard identification 危害の特定 きがいのとくてい 予防衛生
H-disk, Hensen's disk Ｈ帯 えいちたい 製造・加工
head 頭 あたま 形態・生理
head-hold 頭褶 とうしゅう 繁殖
head-process 頭突起 とうとっきき 繁殖
health management 衛生管理 えいせいかんり sanitary management 予防衛生
healthiness 強健性 きょうけんせい 予防衛生
healthy carrier 健康保菌動物 けんこうほきんどうぶつ 予防衛生
heart 心臓 しんぞう 形態・生理、繁殖
heart rate 心拍数 しんぱくすう 管理
heat balance 熱収支、熱平衡 ねつしゅうし、ねつへいこう thermal balance 管理
heat conductivity 熱伝導率 ねつでんどうりつ heat transfer rate 管理
heat death 熱死 ねっし sun-scald 管理
heat denaturation 加熱変性 かねつへんせい 製造・加工
heat dissipation 熱放散 ねつほうさん heat loss 管理
heat increment 熱増加 ねつぞうか HI 飼養、管理
heat intolerance 熱不耐性 ねつふたいせい 管理
heat load 熱負荷 ねつふか 管理
heat loss 放熱 ほうねつ 管理
heat of rigor 硬直熱 こうちょくねつ 製造・加工



heat production 熱産生 ねつさんせい thermogenesis 管理
heat storage 蓄熱 ちくねつ thermal storage, heat

reserve
管理

heat　stroke 熱射病 ねっしゃびょう 予防衛生、管理
heat tolerance 耐暑性 たいしょせい heat resistance 管理
hedonic 快楽性 かいらくせい 管理
hemadsorption 赤血球吸着 せっけっきゅうきゅうちゃく 予防衛生
hemagglutination 赤血球凝集 せっけっきゅうぎょうしゅう 予防衛生
hemagglutination (HA) test 赤血球凝集試験 せっけっきゅうぎょうしゅうしけん 予防衛生
hemagglutination inhibition 赤血球凝集抑制 せっけっきゅうぎょうしゅうよくせい 予防衛生
hemagglutination inhibition (HI) test 赤血球凝集抑制試験 せっけっきゅうぎょうしゅうよくせいしけん 予防衛生
hematocrit ヘマトクリット へまとくりっと 製造・加工
hematogeneous 血行性 けっこうせい 予防衛生
hemoptysis 喀血 かっけつ 予防衛生
hemorrhagic disease 出血性疾患 しゅっけつせいしっかん 予防衛生
hen 成鷄（雌） せいけい（めす） 管理
hen day average ヘンデイ産卵率 へんでい　さんらんりつ HAD 管理
hen feathered, henny feathering 丸羽（雌性羽） まるば（しせいう） 品種
hen housed ヘンハウス へんはうす 管理
hen housed average ヘンハウス産卵率 へんはうすさんらんりつ HHA 管理
Hen Housed Chick Number ヘンハウス雛数 へんはうすひなすう HHC 管理

hen housed egg number ヘンハウス産卵数 へんはうすさんらんすう
HHE、egg production

per hen house
管理、製造・加工

hen housed hatching egg ヘンハウス種卵数 へんはうすしゅらんすう HHHE 管理
Hensen's node ヘンゼン結節 へんぜんけっせつ 繁殖
hepatic ligament 肝間膜 かんかんまく 形態・生理
hepatic porta 肝門 かんもん 形態・生理
hepatic vein 肝静脈 かんじょうみゃく 形態・生理
hepatitis 肝炎 かんえん 予防衛生
hepatocellular carcinoma 肝細胞癌 かんさいぼうがん 予防衛生
hepatocystic duct 肝嚢管 かんのうかん 形態・生理
hepatoenteric duct 肝腸管 かんちょうかん 形態・生理
hereditary disease 遺伝的疾患 いでんてきしっかん 遺伝病、遺伝性疾患 育遺
heritability 遺伝率 いでんりつ 育遺
heterakiasis 盲腸虫症 もうちょうちゅうしょう 予防衛生
heteroploidy 異数性 いすうせい 育種、繁殖
heterosis, hybrid vigor 雑種強勢 ざっしゅきょうせい ヘテローシス 育遺
heterozygosis 異型接合 いけいせつごう ヘテロ接合 育遺
heterozygosity 異型接合性 いけいせつごうせい ヘテロ接合性 育遺
heterozygote 異型接合体 いけいせつごうたい ヘテロ接合体 育遺



heterozygous, hetero ヘテロ へてろ 育遺
Hetian 河田鶏 へちあん 品種
hierarchy of follicles 卵胞序列 らんぽうじょれつ 繁殖
high density fraction 高密度分画 こうみつどぶんかく 製造・加工
highly pathogenic avian influenza 高病原性鳥インフルエンザ こうびょうげんせいとりいんふるえんざ HPAI, 家畜伝染病 予防衛生
highly susceptible population 高感受性集団 こうかんじゅせいしゅうだん 予防衛生
high-rate composting 急速堆肥化 きゅうそくたいひか 管理
Hinaidori 比内鶏 ひないどり 品種
hindbrain 後脳 こうのう 形態・生理、繁殖
hip bone 寛骨 かんこつ 形態・生理
histidine ヒスチジン ひすちじん His 飼養
histiocyte 組織球 そしききゅう 形態・生理
histocompatibility gene 組織適合性遺伝子 そしきてきごうせいいでんし 育遺
histomoniasis ヒストモナス症 ひすともなすしょう 黒頭病 予防衛生
hnRNA ヘテロ核RNA へてろかくあーるえぬえー 育遺
hock joint 飛節 ひせつ 管理
hockburn かさぶた（脚） かさぶた 管理
Holland ホーランド ほーらんど 品種
homeo box ホメオボックス ほめおぼっくす 育遺
homeotic gene 体節決定遺伝子 たいせつけっていいでんし 育遺
homologous chromosome 相同染色体 そうどうせんしょくたい 育遺
homologous recombination 相同組換え そうどうくみかえ 育遺
homozygosis 同型接合 どうけいせつごう ホモ接合 育遺
homozygosity 同型接合性 どうけいせつごうせい ホモ接合性 育遺
homozygote 同型接合体 どうけいせつごうたい ホモ接合体 育遺
homozygous, homo ホモ ほも 育遺
Hongshan 洪山鶏 ほんしゃん 品種
hopper ホッパー ほっぱー tube feeder 管理
horizonal septum 水平隔膜 すいへいかくまく 形態・生理
horizontal infection 水平感染 すいへいかんせん 予防衛生
horn comb 角冠 つのかん 品種
horny layer 角質層 かくしつそう 形態・生理
host 宿主 しゅくしゅ 繁殖
host factor 宿主要因 しゅくしゅよういん 予防衛生
hot air brooding system 温風育雛法 おんぷういくすうほう 管理
Houdan ウーダン うーだん 品種
Houdan Bantam ウーダンバンタム うーだんばんたむ 品種
housekeeping gene ハウスキーピング遺伝子 はうすきーぴんぐいでんし 育遺
hover type brooder 傘型育雛器 かさがたいくすうき 管理



Huanglang 黄郎鶏 ふぁんらん 品種
huddling うずくまる うずくまる 体を丸める 管理
Huiyang Beard 恵陽胡須鶏 ふぃやんべあーど 品種
human chorionic gonadotropin ヒト胎盤性性腺刺激ホルモン

ひとたいばんせいせいせんしげきほるも
ん

繁殖
humerus 上腕骨 じょうわんこつ 形態・生理
hunger 空腹 くうふく 管理
H-Y antigen H-Y抗原 えいちわいこうげん 繁殖
hyaline cartilage 硝子軟骨 がらすなんこつ 形態・生理
hybrid chick 交雑びな こうざつびな 雑種びな 育遺
hybrid, crossbred 交雑種 こうざつしゅ 雑種 育遺
hybridization ハイブリダイゼｰション はいぶりだいぜーしょん 育遺
hyoid arch 舌骨弓 ぜっこつきゅう 繁殖
hyoid bone 舌骨 ぜっこつ 形態・生理
hyperimmune serum 高度免疫血清 こうどめんえきけっせい 予防衛生
hyperploidy 高倍数性 こうばいすうせい 繁殖
hyperpnea 過呼吸 かこきゅう 呼吸亢進 予防衛生
hypersecretion 分泌過剰 ぶんぴ（つ）かじょう 予防衛生
hypersensitivity 過敏症 かびんしょう 管理
hyperthermia 高体温（症） こうたいおん（しょう） 管理
hypoblasto 胚盤葉下層 はいばんようかそう 繁殖
hypocalcemia 低カルシウム血症 ていかるしうむけっしょう 予防衛生
hypocleideum 鎖骨下結節 さこつかけっせつ 形態・生理
hypoglobulinemia 低グロブリン血症 ていぐろぶりんけっしょう 予防衛生
hypoglycemia 低血糖症 ていけっとうしょう 予防衛生
hypomagnesemia 低マグネシウム血症 ていまぐねしうむけっしょう 予防衛生
hypophyseal portal vein 下垂体門脈 かすいたいもんみゃく 形態・生理
hypophysis, pituitary gland 下垂体 かすいたい 形態・生理
hypopotassemia 低カリウム血症 ていかりうむけっしょう 予防衛生
hyposecretion 分泌不全 ぶんぴ（つ）ふぜん 予防衛生
hypotarsus 下足根骨 かそくこんこつ 形態・生理
hypothalamus 視床下部 ししょうかぶ 形態・生理
hypothemia 低体温（症） ていたいおん（しょう） subnormal temperature 予防衛生、管理
hypoxia 低酸素症 ていさんそしょう 管理
hyppocampus 海馬 かいば 形態・生理
hysteria 喧騒性 けんそうせい 管理
IBD mapping IBDマッピング あいびーでぃーまっぴんぐ 育遺
identical by decent IBD あいびーでぃー 育遺
identification 同定 どうてい 予防衛生
idiosyncrasy 特異体質 とくいたいしつ 予防衛生



ileum 回腸 かいちょう 形態・生理
ileum loop 回腸ワナ かいちょうわな 形態・生理
iliacus muscle 腸骨筋 ちょうこつきん 形態・生理
ilium 腸骨 ちょうこつ 形態・生理
illuminance 照度 しょうど 管理
immature sperm 未熟精子 みじゅくせいし 繁殖
immune response 免疫応答 めんえきおうとう 予防衛生
immunization 免疫 めんえき 予防衛生
immunocyte 免疫細胞 めんえきさいぼう 予防衛生
immunodiffusion test 免疫拡散法 めんえきかくさんほう 予防衛生

immunogen 免疫原 めんえきげん
免疫原性
(immunogenicity)

予防衛生

immunogloblin 免疫グロブリン めんえきぐろぶりん 予防衛生
immunoreactivity 免疫反応性 めんえきはんのうせい 予防衛生
immunosuppression 免疫抑制 めんえきよくせい 予防衛生
impacted oviduct 卵秘 らんぴ 予防衛生
imprinting 刷込み すりこみ 管理
in line bioclean system インライン無菌システム いんらいんむきんしすてむ 製造・加工
in ovo vaccination 卵内ワクチン接種 らんないわくちんせっしゅ 予防衛生
in situ hybridization

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 形態・生理、育種
in vitro 試験管内で しけんかんないで 予防衛生
in vitro  culture 体外培養 たいがいばいよう 繁殖
in vitro  fertilization 体外受精 たいがいじゅせい 繁殖
in vivo  gene transfer 生体遺伝子導入 せいたいいでんしどうにゅう 育遺
inactivated vaccine 不活化ワクチン ふかつかわくちん 予防衛生
inapparent infection 不顕性感染 ふけんせいかんせん 予防衛生
inappetence 食欲不振 しょくよくふしん 予防衛生
inbred line, inbred strain 近交系 きんこうけい 育遺
inbreeding 近交 きんこう 近親交配 育遺
inbreeding depression 近交退化 きんこうたいか 育遺、繁殖
incentive 誘因 ゆういん 管理
inclusion body hepatitis 封入体肝炎 ふうにゅうたいかんえん IBH 予防衛生
inclusive fitness 包括適応度 ほうかつてきおうど 管理
incomplate antigen 不完全抗原 ふかんぜんこうげん 予防衛生
incomplete dominance 不完全優性 ふかんぜんゆうせい 育遺
incomplete linkage 不完全連鎖 ふかんぜんれんさ 育遺
incross インクロス いんくろす

同品種近交系間交雑
種

育遺
incrossbred 異品種近交系間交雑種 いひんしゅきんこうけいかんこうざつしゅ インクロスブレッド 育遺
incubation 孵卵 ふらん 繁殖、管理



incubation period 潜伏期 せんぷくき latant period 予防衛生
incubation piriod 潜伏期間 せんぷくきかん 潜伏期 予防衛生
incubator 孵卵器 ふらんき 管理
independent culling level 独立淘汰水準（法） どくりつとうたすいじゅん（ほう） 育遺
index selection 指数選抜(法) しすうせんばつ（ほう） 育遺
Indian Game インディアンゲーム いんでぃあんげーむ 品種
Indian Game Bantam インディアンゲームバンタム いんでぃあんげーむばんたむ 品種
indicator method 指示物質法 しじぶっしつほう 飼養
indicator organisms 汚染指標菌 おせんしひょうきん 予防衛生
indirect fluorescent antibody (IFA) test 間接蛍光抗体試験 かんせつけいこうこうたいしけん 予防衛生
indirect performance test 間接検定 かんせつけんてい 育遺
indirect selection 間接選抜 かんせつせんばつ 育遺
indispensable amino acid 不可欠アミノ酸 ふかけつあみのさん 飼養
individual battery 単飼バタリ- たんしばたりー 飼養、管理
individual feeding 単飼 たんし individual housing 飼養、管理
individual feedstuff 単体飼料 たんたいしりょう 飼養
individual selection, mass selection 個体選抜 こたいせんばつ 育遺
individual variation 個体変異 こたいへんい 育遺
infectious bronchitis 伝染性気管支炎 でんせんせいきかんしえん IB, 届出伝染病 予防衛生

infectious bursal disease 伝染性ファブリキウス嚢病 でんせんせいふぁぶりきうすのうびょう
IBD、ガンボロ病, 家畜
伝染病

予防衛生

infectious coryza 伝染性コリーザ でんせんせいこりーざ 予防衛生
infectious disease 感染症 かんせんしょう 予防衛生
infectious laryngotracheitis 伝染性喉頭気管炎 でんせんせいこうとうきかんえん ILT, 届出伝染病 予防衛生
infectious sinusitis 伝染性副鼻腔炎 でんせんせいふくびくうえん 予防衛生
infectivity 感染性 かんせんせい 予防衛生
infectivity titer 感染価 かんせんか 予防衛生
infertile egg 無精卵 むせいらん 形態・生理、繁殖
infinite population 無限母集団 ぶげんぼしゅうだん 育遺
infrared 赤外線 せきがいせん 管理
infundibulum 漏斗部 ろうとぶ 卵管漏斗部 形態・生理、繁殖
infundibulum 卵管ろう斗部 らんかんろうとぶ 形態・生理
Ingie インギー鶏 いんぎー 品種
inheritance, heredity 遺伝 いでん 育遺
inherited character, inherited trait 遺伝形質 いでんけいしつ 育遺
inhibin インヒビン いんひびん 繁殖
initial streak 初原条 しょげんじょう 繁殖
initiation codon 開始コドン かいしこどん 育遺
innate behavior 生得行動 せいとくこうどう 管理



inner arm dynein 内腕ダイニン ないわんだいにん 繁殖
inner circumferential lamellae 内環状層板 ないかんじょうそうばん 形態・生理
inner shell membrane 内卵殻膜 ないらんかくまく 形態・生理
inner thin albumen 内水様卵白 ないすいようらんぱく

形態・生理、製造・加
工

inoculation 接種 せっしゅ 予防衛生
inoculum 接種材料 せっしゅざいりょう 予防衛生
insecticide 殺虫剤 さっちゅうざい pesticide 予防衛生
insemination, in vitro  insemination 媒精 ばいせい 繁殖
inserted mutation 挿入突然変異 そうにゅうとつぜんへんい 育遺
inspection 検査 けんさ 予防衛生
instillation 滴下 てきか 予防衛生
instinctive behavior 本能行動 ほんのうこうどう 管理
insulation 断熱 だんねつ 管理
intention movement 意図行動 いとこうどう 管理
interaction 交互作用 こうござよう 育遺
inter-allelic interaction 非対立遺伝子間相互作用 ひたいりついでんしかんそうごさよう 育遺
inter-breed crossing 品種間交雑 ひんしゅかんこうざつ 品種間交配 育遺
inter-class correlation 級間相関 きゅうかんそうかん 育遺
inter-class correlation coefficient 級間相関係数 きゅうかんそうかんけいすう 育遺
interclavicular air sac 鎖骨間気嚢 さこつかんきのう 形態・生理
intergeneric crossing 属間交雑 ぞくかんこうざつ 繁殖
intergeneric hybrid 属間雑種 ぞくかんざっしゅ genus hybrid 育遺、繁殖
interlobar part 葉間部 ようかんぶ 形態・生理
intermediate streak 中原条 ちゅうげんじょう 繁殖
intermittent lighting 間欠照明 かんけつしょうめい 管理
intermusclular fat 筋間脂肪 きんかんしぼう 製造・加工
internal carotid artery 内頚動脈 ないけいどうみゃく 形態・生理
internal coracobrachial muscle 内烏口腕筋 ないうこうわんきん 形態・生理
internal iliac artery 内腸骨動脈 ないちょうこつどうみゃく 形態・生理
internal iliac vein 内腸骨静脈 ないちょうこつじょうみゃく 形態・生理
internal intercostal muscle 内肋間筋 ないろっかんきん 形態・生理
internal oblique abdominal muscle 内腹斜筋 ないふくしゃきん 形態・生理
internal obturator muscle 内閉鎖筋 ないへいさきん 形態・生理
internal organs 臓器 ぞうき 内臓 製造・加工
internal ovulation 卵墜 らんつい 予防衛生、管理
internal tympaniform membrane 内鼓状膜 ないこじょうまく 形態・生理
international organization for 国際標準化機構 こくさいひょうじゅんかきこう ISO 予防衛生
inter-se 集団内 しゅうだんない 育遺
interspecific 種間（の） しゅかん（の） 育遺



interspecific crossing 種間交雑 しゅかんこうざつ 育遺
interspecific hybrid 異種間雑種 いしゅかんざっしゅ 繁殖
interspinalis muscle 棘間筋 きょっかんきん 形態・生理
interstitial cell 間質細胞 かんしつさいぼう  stromal cell、Leydig 形態・生理、繁殖
interstitial lamellae 介在層板 かいざいそうばん 形態・生理
intertarsal sesamoid bone 足根間種子骨 そくこんかんしゅしこつ 形態・生理
intertransversarius muscle 横突間筋 おうとつかんきん 形態・生理
interval mapping インターバルマッピング いんたーばるまっぴんぐ 育遺
intestinal bacterial flora 腸内細菌叢 ちょうないさいきんそう 予防衛生
intestinal cavity of peritoneum 腹膜腸腔 ふくまくちょうくう 形態・生理
intestinal cript 腸陰窩 ちょういんか 形態・生理
intestinal gland 腸腺 ちょうせん 形態・生理
intestinal nerve 腸神経 ちょうしんけい 形態・生理
intestinal villi 腸絨毛 ちょうじゅうもう 形態・生理、飼養
intestine 腸 ちょう bowel 形態・生理、飼養
intoxication 中毒 ちゅうどく poisoning 予防衛生
intracerebral pathogenicity index 脳内病原性指数 のうないびょうげんせいしすう ICPI 予防衛生
intra-class correlation 級内相関 きゅうないそうかん 育遺
intra-class correlation coefficient 級内相関係数 きゅうないそうかんけいすう 育遺
intracytoplasmic inclusion body 細胞質内封入体 さいぼうしつないふうにゅうたい 細胞質封入体 形態・生理予防衛生
intracytoplasmic sperm injection, ICSI 卵細胞質内精子注入法

らんさいぼうしつないせいしちゅうにゅうほ
う

繁殖
intramuscular connective tissue 筋肉内結合組織 きんにくないけつごうそしき 形態・生理
intramuscular fat 筋肉内脂肪 きんにくないしぼう 製造・加工
intramuscular inoculation 筋肉内接種 きんにくないせっしゅ intramuscular injection 予防衛生
intranasal inoculation 鼻腔内接種 びくうないせっしゅ 予防衛生
intranuclear inclusion body 核内封入体 かくないふうにゅうたい 予防衛生
intraocular inoculation 眼内接種 がんないせっしゅ 予防衛生
intraperitoneal inoculation 腹腔内接種 ふくくうないせっしゅ 予防衛生
intratracheal inoculation 気管内接種 きかんないせっしゅ 予防衛生
intravenous pathogenicity index 静脈内病原性指数 じょうみゃくないびょうげんせいしすう IVPI 予防衛生
introduction 導入 どうにゅう 育遺
introduction breeding, breeding by

introducing
導入育種 どうにゅういくしゅ 育遺

intron イントロン いんとろん 介在配列 育遺
invasiveness 侵襲性 しんしゅうせい 予防衛生
inversion 逆位 ぎゃくい 育遺
invert soap 逆性石けん ぎゃくせいせっけん 予防衛生
inverted repeat 逆向き反復配列 ぎゃくむきはんぷくはいれつ 育遺
iodophor ヨードホル よーどほる 予防衛生



ionophore イオノフォア いおのふぉあ 繁殖
iris 虹彩 こうさい 形態・生理
ischiatic artery 坐骨動脈 ざこつどうみゃく 形態・生理
ischium 坐骨 ざこつ 形態・生理
ischium nerve 坐骨神経 ざこつしんけい 管理
isolation 隔離 かくり 管理
isoleucine イソロイシン いそろいしん 飼養
isopropanol イソプロピルアルコール いそぷろぴるあるこーる 予防衛生
isotoropic band Ｉ帯 あいたい 製造・加工
isotype アイソタイプ あいそたいぷ 育遺
isozyme アイソザイム あいそざいむ 育遺
isthmus 峡部 きょうぶ

形態・生理、繁殖、管
理

isthmus 卵管峡部 らんかんきょうぶ 形態・生理
itch 皮癬、疥癬、掻痒、痒み ひせん、かいせん、ようそう、かゆみ 管理
Ixworth イクスワース いくすわーす 品種
Ixworth Bantam イクスワースバンタム いくすわーすばんたむ 品種
Izumo 出雲 いずも 品種
japanese bantam 矮鶏 ちゃぼ 製造・加工
Japanese feeding standard 日本飼養標準 にほんしようひょうじゅん 飼養
Java ジャバ じゃば 品種
jejunoileum 空回腸 くうかいちょう 形態・生理
jejunual loop 空腸ワナ くうちょうわな 形態・生理
jejunum 空腸 くうちょう 形態・生理、飼養
Jersey Giant ジャージージャイアント じゃーじーじゃいあんと 品種
Jersey Giant Bantam ジャージージャイアントバンタム じゃーじーじゃいあんとばんたむ 品種
Jianghan 江漢鶏 じゃんはん 品種
Jingyuan 静原鶏 じんゆあん 品種
Jining Bairi 済寧百日鶏 ちにんばいり 品種
Jitokko 地頭鶏 じとっこ 品種
jittery 癇癪 かんしゃく 管理
Ju-Chi Native chicken 竹崎土鶏 じゅち 品種
juiceiness 液汁性 えきじゅうせい 製造・加工
juiciness 多汁性 たじゅうせい juiceiness 製造・加工
juxtaglomerular apparatus 糸球体近接装置 しきゅうたいきんせつそうち 形態・生理
K antigen K抗原 けーこうげん 予防衛生
Karaknath カラクナス からくなす 品種
karyotype 核型 かくがた 育遺
Kata thermometer カタ温度計 かたおんどけい 管理
Kawachiyakko 河内奴鶏 かわちやっこ 品種



keratin ケラチン けらちん 製造・加工
keratin ケラチン けらちん

形態・生理、製造・加
工

keratinization, cornification 角化 かくか 形態・生理
keratoconjunctivitis 角結膜炎 かくけつまくえん 予防衛生
ketone bodies ケトン体 けとんたい 飼養
Kheawkaiga ケアウカイガ けあうかいが 品種
kidney 腎臓 じんぞう 形態・生理
killed bacterial vaccine 死菌ワクチン しきんわくちん 予防衛生
killed viral vaccine 不活化ウイルスワクチン ふかつかういるすわくちん 予防衛生
Kinpa 金八鶏 きんぱ 品種
knock-in ノックイン のっくいん 繁殖、育種
knock-out animal ノックアウト動物 のっくあうとどうぶつ 育遺
Koeyoshi 声良鶏 こえよし 品種
Koller's sickle コラーの鎌 こらーのかま 繁殖
Korean Native Chicken 韓国在来鶏 かんこくざいらいけい 品種
Korean Native Ogol Chicken 韓国黒色在来鶏 かんこくこくしょくざいらいけい 品種
Ko-Shamo 小軍鶏 こしゃも 品種
Kraienkoppe クライエンコッペ くらいえんこっぺ 品種
Kraienkoppe Bantam クライエンコッペバンタム くらいえんこっぺばんたむ 品種
Kumamoto 熊本 くまもと 品種
Kurekodori 久連子鶏 くれこどり 品種
Kurokashiwa 黒柏鶏 くろかしわ 品種
La Fleche ラフレッシュ らふれっしゅ 品種
La Fleche Bantam ラフレッシュバンタム らふれっしゅばんたむ 品種
labial groove 唇溝 しんこう 繁殖
laboratory animal 実験動物 じっけんどうぶつ 予防衛生
Lacing 覆輪 ふくりん laced 育遺、品種
lacrimal fluid 涙液 るいえき tear 予防衛生
lactic acid 乳酸 にゅうさん 飼養
lactose 乳糖 にゅうとう 飼養
Lakenvelder ラーケンフェルダー らーけんふぇるだー 品種
Lakenvelder Bantam ラーケンフェルダーバンタム らーけんふぇるだーばんたむ 品種
Lake's solution レーク液 れーくえき 繁殖
lamellae of osteon オステオン層板 おすておんそうばん 形態・生理
lameness 跛行 はこう 無力性歩行、ameness 予防衛生、管理
lamina propria 粘膜固有層 ねんまくこゆうそう 繁殖
Lamona ラモナ らもな 品種
Langshan 狼山鶏 らんしゃん 品種
large intestine 大腸 だいちょう 形態・生理



large-sized single comb 大冠 たいかん 品種
largest follicle 第一卵胞 だいいちらんぽう 繁殖
laryngopharyngeal swab 咽喉頭スワブ いんこうとうすわぶ 予防衛生
larynx 喉頭 こうとう 形態・生理
late bird syndrome 産卵遅延症候群 さんらんちえんしょうこうぐん 管理
late feathering 晩羽性 ばんうせい 形態・生理、管理

latebra ラテブラ らてぶら
形態・生理、繁殖、製
造・加工

latent infection 潜伏感染 せんぷくかんせん 予防衛生
lateral body-fold 側褶 そくしゅう 繁殖
lateral bronchi 外側気管支 がいそくきかんし 形態・生理
lateral coccygeus muscle 尾端外側筋 びたんがいそくきん 形態・生理
lateral cutaneous muscle of colli 外側頚皮筋 がいそくけいひきん 形態・生理
lateral phallic body 外側陰茎体 がいそくいんけいたい 形態・生理
lateral straight muscle of head 外側頭直筋 がいそくとうちょくきん 形態・生理
lateral tracheal muscle, ypsilotrachealis

muscle
外側気管筋 がいそくきかんきん 形態・生理

latex agglutination test ラテックス凝集試験 らてっくすぎょうしゅうしけん 予防衛生
latissimus dorsi muscle 広背筋 こうはいきん 形態・生理
lavender ラベンダー らべんだー 品種
law of dominance 優性の法則 ゆうせいのほうそく 優劣の法則 育遺
law of independence 独立の法則 どくりつのほうそく 育遺
law of segregation 分離の法則 ぶんりのほうそく 育遺
layer 採卵鶏 さいらんけい 製造・加工
laying house 産卵鶏舎 さんらんけいしゃ hen house 管理
laying persistency 産卵持続性 さんらんじぞくせい 管理
laying under artificial lighting 点燈養鶏 てんとうようけい 管理
leading strand 先行鎖 せんこうさ 育遺
lean meat 赤肉 あかにく 製造・加工
least-squares method 最小二乗法 さいじょうじじょうほう 育遺
left brachiocephalic artery 左腕頭動脈 さわんとうどうみゃく 形態・生理
left common carotid artery 左総頚動脈 さそうけいどうみゃく 形態・生理
left hepatic lobe 肝左葉 かんさよう 形態・生理
left ovary 左卵巣 ひだりらんそう 形態・生理
left subclavian artery 左鎖骨下動脈 ささこつかどうみゃく 形態・生理
leg weakness 脚弱 きゃくじゃく 管理
legal epidemics 法定伝染病 ほうていでんせんびょう 予防衛生
Legbar レグバー れぐばー 品種
Legbar Bantam レグバーバンタム れぐばーばんたむ 品種
leg-bud 後肢芽 こうしが 繁殖



Leghorn レグホーン れぐほーん 品種
Leghorn Bantam レグホーンバンタム れぐほーんばんたむ 品種
legs レッグ れっぐ 製造・加工
leiomyoma 平滑筋腫 へいかつきんしゅ 予防衛生
leiomyosarcoma 平滑筋肉腫 へいかつきんにくしゅ 予防衛生
lens vesicle 水晶体胞 すいしょうたいほう 繁殖
lens-placode 水晶体板 すいしょうたいばん 繁殖
lentivirus vector レンチウイルスベクター れんちういるすべくたー 繁殖
leptotene atage 細糸期 さいしき 繁殖
lesser curvature 小彎（小弯） しょうわん 形態・生理
lesser sickles 小謡羽 こうたいばね 形態・生理
lethal 致死 ちし 育遺
lethal gene 致死遺伝子 ちしいでんし 劣性致死遺伝子 育遺
lethal mutation 致死突然変異 ちしとつぜんへんい 育遺
lethargy 嗜眠 しみん somnolence 予防衛生、管理
lethary 昏睡 こんすい narcosis 予防衛生、管理
leucine ロイシン ろいしん Leu 飼養

leucocytozoonosis ロイコチトゾーン症 ろいこちとぞーんしょう
ロイコチトゾーン病, 届
出伝染病

予防衛生

leukocyte, white blood cell 白血球 はっけっきゅう 形態・生理
levator ani muscle 肛門挙筋 こうもんきょきん 形態・生理
levator caudae muscle 尾羽挙筋 びうきょきん 形態・生理
levator coccygeus muscle 尾端挙筋 びたんきょきん 形態・生理
levator muscle of upper lid 上眼瞼挙筋 じょうがんけんきょきん 形態・生理
levatores costarum muscle 肋骨挙筋 ろっこつきょきん 形態・生理
level of significance 有意水準 ゆういすいじゅん 予防衛生
Leydig cell ライディッヒ細胞 らいでぃっひさいぼう 繁殖
LH surge LHサージ えるえいちさーじ 繁殖
ligament 靱帯 じんたい 形態・生理
ligament of femoral head 大腿骨頭靱帯 だいたいこつとうじんたい 形態・生理
ligase リガーゼ りがーぜ 育遺
light dark cycle 明暗周期 めいあんしゅうき 管理
light intensity 輝度 きど 管理
light period 明期 めいき 管理
light rhythm 光周期 こうしゅうき photoperiod 繁殖、管理
light seepage 光線漏れ こうせんもれ 管理
light stimulation 光線刺激 こうせんしげき 管理
light yolk, white yolk 白色卵黄 はくしょくらんおう 製造・加工
lighting 点灯 てんとう 管理



lighting control 光線管理 こうせんかんり 管理
lighting programmes 光線プログラム こうせんぷろぐらむ 管理
lightness 明度 めいど 製造・加工
limb 外肢 がいし 繁殖
limb-primordia 外肢原基 がいしげんき 繁殖
limiting amino acid 制限アミノ酸 せいげんあみのさん 飼養
Lindian リンディアン りんでぃあん 品種
line breeding 系統交配 けいとうこうはい 系統繁殖 育遺
line cross, strain cross 系統間交雑 けいとうかんこうざつ 育遺
line selection, pedigree selection 系統選抜 けいとうせんばつ 育遺
linear model 線形模型 せんけいもけい 育遺
lingual gland 舌腺 ぜつせん 形態・生理
linkage リンケージ りんけーじ 連鎖 育遺
linkage analysis 連鎖解析 れんさかいせき 育遺
linkage disequilibrium 連鎖不平衡 れんさふへいこう 育遺
linkage equilibrium 連鎖平衡 れんさへいこう 育遺
linkage group 連鎖群 れんさぐん 育遺
linkage map 連鎖地図 れんさちず 育遺
linoleic acid リノール酸 りのーるさん 飼養
linolenic acid リノレン酸 りのれんさん 飼養
linseed meal アマニ粕 あまにかす 亜麻仁粕 飼養
lipid 脂質 ししつ 飼養
lipofection リポフェクション りぽふぇくしょん 育遺、繁殖
lipoprotein リポ蛋白質 りぽたんぱくしつ 繁殖
liposarcoma 脂肪肉腫 しぼうにくしゅ 予防衛生
lipovitellin リポビテリン りぽびてりん 繁殖
liquid egg 液状卵 えきじょうらん 製造・加工
liquid smkeng 液燻法 えきくんほう 製造・加工
liquid smoke 燻液 くんえき 製造・加工
liquid smoki+C362ng 液燻法 えきくんほう 製造・加工
liquid smoking 液体燻製法 えきたいくんせいほう 製造・加工
litter 同腹子、一腹子、リター どうふくし、ひとはらご、りたー 管理
live vaccine 生ワクチン なまわくちん 予防衛生
live virus vaccine 生ウイルスワクチン なまういるすわくちん 予防衛生
live weight 生体重 せいたいじゅう 管理、製造・加工
live weight gain, gain of body weight,

body weight gain
増体量 ぞうたいりょう 製造・加工

liveability 生存率 せいぞんりつ 管理

liver 肝臓 かんぞう
形態・生理、繁殖、製
造・加工



liver prominence 肝隆起 かんりゅうき 繁殖
liver, hepar 肝臓 かんぞう 製造・加工
livetin リベチン りべちん 製造・加工
living bacterial vaccine 生菌ワクチン せいきんわくちん 予防衛生
Liyang 漂陽鶏 りーやん 品種
localized gene transfer 局所遺伝子導入 きょくしょいでんしどうにゅう 育遺
locus 遺伝子座 いでんしざ 育遺
LOD score ロッドスコア ろっどすこあ 育遺
loin 腰 こし 形態・生理
long bone 長骨 ちょうこつ 形態・生理
long digital extensor muscle 長趾伸筋 ちょうししんきん 形態・生理
long hallucis flexor muscle 長第一趾屈筋 ちょうだいいっしくっきん 形態・生理
long-day breeder 長日繁殖動物 ちょうじつはんしょくどうぶつ 繁殖
long-day treatment 長日処理 ちょうじつしょり 繁殖
longevity 寿命 じゅみょう 管理
longus colli muscle 頚長筋 けいちょうきん 形態・生理
loop of Henle ヘンレ係蹄 へんれけいてい 形態・生理
loop-mediated isothermal amplification,

LAMP
LAMP(法) らんぷ（ほう） 育遺

loose connective tissue layer 疎性結合組織層 そせいけつごうそしきそう 繁殖
lousiness ハジラミ寄生 はじらみきせい biting lice infection 予防衛生
low density fraction 低密度分画 ていみつどぶんかく 製造・加工
low pathogenic avian influenza 低病原性鳥インフルエンザ ていびょうげんせいとりいんふるえんざ LPAI, 家畜伝染病 予防衛生
lower critical temperature 下限臨界温度 かげんりんかいおんど 飼養
lower fatty acid 低級脂肪酸 ていきゅうしぼうさん 製造・加工
lower saddle feathers 蓑羽 みのげ 形態・生理
Luenghangdam ルーエンハングダム るーえんはんぐだむ 品種
Luenghangkhoa ルーエンハングコア るーえんはんぐこあ 品種
lumbar vertebrae 腰椎 ようつい 形態・生理
luminometer ルミノメーター るみのめーたー 育遺
lung 肺 はい 形態・生理、繁殖
lung bud 肺芽 はいが 繁殖
lutein ルテイン るていん 製造・加工
Luyuan 鹿苑鶏 るいゆあん 品種
lymph node リンパ節 りんぱせつ 形態・生理
lymphatic fold リンパヒダ りんぱひだ 形態・生理、繁殖
lymphatic sinus リンパ洞 りんぱどう 形態・生理
lymphatic vessel リンパ管 りんぱかん 形態・生理
lymphocyte リンパ球 りんぱきゅう 形態・生理



lymphogenious リンパ行性 りんぱこうせい 予防衛生
lymphoid leukosis リンパ性白血病 りんぱせいはっけつびょう LL 予防衛生
lymphoma リンパ腫 りんぱしゅ 予防衛生
lymphosarcoma リンパ肉腫 りんぱにくしゅ 予防衛生
lysine リジン りじん 飼養
lysine deficiency リジン欠乏症 りじんけつぼうしょう 予防衛生

Lysozyme リゾチーム りぞちーむ 繁殖、製造・加工

macrolide antibiotics マクロライド系抗生物質 まくろらいどけいこうせいぶっしつ 予防衛生
macrophage マクロファージ まくろふぁーじ 大食細胞 形態・生理
macrophagocyte 大食細胞 だいしょくさいぼう マクロファージ 形態・生理
magnesium マグネシウム まぐねしうむ 飼養
magnesium deficiency マグネシウム欠乏症 まぐねしうむけつぼうしょう 予防衛生
magnum 膨大部 ぼうだいぶ 形態・生理
mahogany columbian 加緋丹 かぴたん 品種
main tail feather 主尾羽 しゅびう 形態・生理
maintenance behavior 維持行動 いじこうどう 管理
major dorsal straight muscle of head 大背頭直筋 だいはいとうちょくきん 形態・生理
major gene 主働遺伝子 しゅどういでんし メジャージーン 育遺
major histocompatibility antigen 主要組織適合性抗原 しゅようそしきてきごうせいこうげん MHC 育遺
majorhistocompatibility antigen 主要組織適合抗原 しゅようそしきてきごうこうげん 育遺
majorhistocompatibility complex, MHC 主要組織適合遺伝子複合体 えむえいちしー 育遺
malabcorption syndrome 呼吸不全症候群 こきゅうふぜんしょうこうぐん 管理
Malay マレー まれー 品種
Malay Bantam マレーバンタム まれーばんたむ 品種
male genital tract 雄性生殖器官 ゆうせいせいしょくきかん 繁殖
male pronucleus 雄性前核 ゆうせいぜんかく 繁殖
malnutrition 栄養失調 えいようしっちょう 飼養
mammillary layer 乳頭マトリックス層 にゅうとうまとりっくすそう 繁殖
management option assessment 管理措置の査定 かんりそちのさてい 予防衛生
mandible 下顎骨 かがくこつ 形態・生理、管理
mandibular gland 下顎線 かがくせん 形態・生理
mandibular process 下顎突起 かがくとっき 繁殖
mange 疥癬 かいせん scabies 予防衛生
manner of death 死型 しけい 予防衛生
manure 糞 ふん droppings, faeces 管理
Marans マラン まらん 品種
Marans Bantam マランバンタム まらんばんたむ 品種
Marek's disease マレック病 まれっくびょう MD, 届出伝染病 予防衛生



marginal productivity 限界生産力 げんかいせいさんりょく 管理
marker マーカー まーかー 育遺
marker gene 標識遺伝子 ひょうしきいでんし マーカー遺伝子 育遺
marker-assisted introgression, MAI マーカーアシスト導入 まーかーあしすとどうにゅう MAI 育遺
marker-assisted selection, MAS マーカーアシスト選抜 まーかーあしすとせんばつ MAS 育遺
Marsh Daisy マーシュデイジー まーしゅでいじー 品種
mash マッシュ、粉餌 まっしゅ、ふんじ 管理
massively parallel signature sequencing

(MPSS)
大規模並列処理特徴配列決定

だいきぼへいれつしょりとくちょうはいれつ
けってい

繁殖

mast cell 肥満細胞 ひまんさいぼう 形態・生理
matabolic fecal energy 代謝性糞エネルギー たいしゃせいふんえねるぎー 飼養
matabolic fecal nitrogen 代謝性糞窒素 たいしゃせいふんちっそ 飼養
material of smoke 燻煙剤 くんえんざい 製造・加工

maternal antibody 移行抗体 いこうこうたい
transmission of parental

antibody
予防衛生

maternal behavior 母性行動 ぼせいこうどう 管理
maternal effect 母性効果 ぼせいこうか 育遺
maternal effect genes 母性効果遺伝子 ぼせいこうかいでんし 繁殖
maternal factor 母性因子 ぼせいいんし 繁殖
maternal grandsire model 母方祖父モデル ははかたそふもでる MGS モデル 育遺
maternal hormones 母性ホルモン ぼせいほるもん 繁殖
maternal inheritance 母性遺伝 ぼせいいでん 育遺、繁殖
maternal line 母系 ぼけい dam line 育遺
maternal line selection 母系選抜 ぼけいせんばつ 育遺
mating 交配 こうはい 育遺
mating behanior 交尾行動 こうびこうどう cotis 繁殖、管理
mating ratio 配雄率 はいゆうりつ 管理
matrix 行列 ぎょうれつ 育遺
maturation-promoting factor 卵成熟促進因子 らんせいじゅくそくしんいんし 繁殖
mature ovum 成熟卵 せいじゅくらん 形態・生理
mature phase 成熟相 せいじゅくそう 繁殖
mature-like odor 鶏糞の けいふんの 製造・加工
maxilla 上顎骨 じょうがくこつ 形態・生理
maxillary gland 上顎腺 じょうがくせん 形態・生理
maxillary process 上顎突起 じょうがくとっき 繁殖
maximum likelihood estimate 最尤推定値 さいゆうすいていち 育遺
maximum likelihood method 最尤法 さいゆうほう 育遺
maximum ventilation rate 最大換気量 さいだいかんきりょう 管理
meal, mash 粉餌 ふんじ 飼養
mean death time 平均死亡時間 へいきんしぼうじかん MDT 予防衛生



mean kinetic temperature 平均動態温度 へいきんどうたいおんど 管理
measurement data 計量データ けいりょうでーた 育遺
meat 食肉 しょくにく 製造・加工
meat juice 肉汁 にくじゅう 製造・加工
meat meal 肉粉 にくふん 飼養
meat percentage 正肉歩留まり せいにくぶどまり 管理
meat production 産肉性 さんにくせい 製造・加工
meat productivity 産肉性 さんにくせい 製造・加工、管理
meat spot 肉斑 にくはん ミートスポット 製造・加工
meat spot egg 肉斑卵 にくはんらん 予防衛生
meatus venosus 静脈道 じょうみゃくどう 繁殖
meckel's diverticulum メッケル憩室 めっけるけいしつ 形態・生理
medial anconeus muscle 内側肘筋 ないそくちゅうきん 形態・生理
median effective dose ５０％効果量（ＥＤ５０） ごじゅっぱーせんとこうかりょう 予防衛生
median lethal dose ５０％致死量 ごじゅうぱーせんとちしりょう LD50 予防衛生
median phallic body 正中陰茎体 せいちゅういんけいたい 形態・生理
medicament 薬剤 やくざい 予防衛生
medication 薬物治療 やくぶつちりょう 予防衛生
medula oblongata 延髄 えんずい 形態・生理、繁殖
medullary bone 骨髄骨 こつずいこつ 形態・生理
medullary cavity 髄腔 ずいくう 形態・生理
medullary cord 髄索 ずいさく 繁殖
meiosis, reduction division 減数分裂 げんすうぶんれつ 成熟分裂 育遺、繁殖
meiotic resumption 減数分裂再開 げんすうぶんれつさいかい 繁殖
melanoma 黒色腫 こくしょくしゅ 予防衛生
mellow まろやかさ まろやかさ 製造・加工
membrane potential 膜電位 まくでんい 繁殖
Mendelian character メンデル形質 めんでるけいしつ 育遺
Mendelian inheritance メンデル遺伝 めんでるいでん メンデリズム 育遺
Mendelian population メンデル集団 めんでるしゅうだん 育遺
Mendelian ratio メンデル比 めんでるひ 育遺
Mendelism メンデリズム めんでりずむ メンデル遺伝 育遺
Mendelism, Mendel's laws of heredity メンデルの法則 めんでるのほうそく メンデリズム 育遺
meningitis 髄膜炎 ずいまくえん 予防衛生
meninx 髄膜 ずいまく 形態・生理
meringue-like foam 泡沫液 ほうまつえき 繁殖
mesenteric artery 腸間膜動脈 ちょうかんまくどうみゃく 繁殖
mesenteric vein 腸間膜静脈 ちょうかんまくじょうみゃく 繁殖
mesentery 腸間膜 ちょうかんまく 形態・生理、飼養



mesoderm 中胚葉 ちゅうはいよう 繁殖
mesoduodenum 十二指腸間膜 じゅうにしちょうかんまく 形態・生理
mesoileum 回腸間膜 かいちょうかんまく 形態・生理
mesojejunum 空腸間膜 くうちょうかんまく 形態・生理
mesonephric duct 中腎管 ちゅうじんかん 繁殖
mesonephric prominence 中腎隆起 ちゅうじんりゅうき 繁殖
mesonephros 中腎 ちゅうじん 繁殖
mesorchium 精巣間膜 せいそうかんまく 形態・生理、繁殖
mesorectum 直腸間膜 ちょくちょうかんまく 形態・生理
mesosalpinx 卵管間膜 らんかんかんまく 形態・生理
mesovarium 卵巣間膜 らんそうかんまく 形態・生理
messenger RNA mRNA えむあーるえぬえー メッセンジャーRNA 育遺

messenger RNA, mRNA 伝令RNA でんれいあーるえぬえー
mRNA、メッセンジャー

RNA
育遺

metabolic body weight 代謝体重 たいしゃたいじゅう metabolic body size 管理、飼養
metabolic turnover 代謝回転 たいしゃかいてん 飼養
metabolism 代謝 たいしゃ 飼養
metabolism cage 代謝試験装置 たいしゃしけんそうち 飼養
metabolism test 代謝試験 たいしゃしけん 飼養
metabolizable energy 代謝エネルギー たいしゃえねるぎー 飼養
metanephric blastema 後腎芽体 こうじんがたい 繁殖
metaphase 減数分裂中期 げんすうぶんれつちゅうき 繁殖
metaphase-promoting factor (MPF) 中期促進因子 ちゅうきそくしんいんし 繁殖
metatarsal joint 蹠骨 せきこつ 繁殖
metatarsus (tarsometatarsus) 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） 形態・生理
methionine メチオニン めちおにん 飼養
method of grading 格付方法 かくづけほうほう 製造・加工
methylation メチル化 めちるか 育遺
metric character 計量形質 けいりょうけいしつ 育遺
MGS model MGS モデル えむじーえすもでる 母方祖父モデル 育遺
micro phagocyte 小食細胞 しょうしょくさいぼう 形態・生理
microaerophilic culture method 微好気培養法 びこうきばいようほう 予防衛生
microbiological examination 病原微生物検査 びょうげんびせいぶつけんさ 予防衛生
microchromosome 微小染色体 びしょうせんしょくたい 育遺
microgliosis 小膠細胞症 しょうこうさいぼうしょう 予防衛生
microinjection 顕微注入 けんびちゅうにゅう 繁殖

micromanipulator マイクロマニピュレーター まいくろまにぴゅれーたー
顕微鏡視野で手動操
作を行うための微動装

繁殖

microsatellite マイクロサテライト まいくろさてらいと 育遺
microsatellite DNA マイクロサテライトDNA まいくろさてらいとでぃーえぬえー 育遺



microscopic obsevation 鏡検 きょうけん 予防衛生
microtubule-associated proteins 微小管結合蛋白 びしょうかんけつごうたんぱく 繁殖
microtubule-organizing center, MTOC 微小管形成中心 びしょうかんけいせいちゅうしん 繁殖
microtubules 微小管 びしょうかん 繁殖
midbrain, mesencephalon 中脳 ちゅうのう 形態・生理、繁殖
middle gluteal muscle 中殿筋 ちゅうでんきん 形態・生理
middle hauling 中間出荷 ちゅうかんしゅっか 管理
middle phalanx 中節骨 ちゅうせつこつ 形態・生理
middle renal division 中腎区 ちゅうじんく 形態・生理
mid-dorsal line 背側正中線 はいそくせいちゅうせん 繁殖
mid-piece 精子中片部 せいしちゅうへんぶ 繁殖
Mie Jidori (Shoujyou Jidori) 三重地鶏（猩々地鶏） みえじどり（しょうじょうじどり） 品種
migration 移住 いじゅう 育遺
Mikawa 三河 みかわ 品種
mineral ミネラル みねらる 飼養
minimum lethal dose 最小致死量 さいしょうちしりょう MLD 予防衛生
minimum ventilation rate 最低換気量 さいていかんきりょう 管理
minimun bactericidal concentration 最小殺菌濃度 さいしょうさっきんのうど MBC 予防衛生
minimun inhibitory concentration 最小発育阻止濃度 さいしょうはついくそしのうど MIC 予防衛生
minisatellite DNA ミニサテライトDNA みにさてらいとでぃーえぬえー 育遺
Minohikichabo (Ohiki) 蓑曳矮鶏（尾曳） みのひきちゃぼ（おひき） 品種
Minohikidori 蓑曳鶏 みのひきどり 品種
minor dorsal straight muscle of head 小背頭直筋 しょうはいとうちょくきん 形態・生理
minor gene, polygene 微動遺伝子 びどういでんし ポリジーン 育遺
Minorca ミノルカ みのるか 品種
Minorca Bantam ミノルカバンタム みのるかばんたむ 品種
misshapen egg 奇形卵 きけいらん 予防衛生、管理
missing data, missing value 欠測値 けっそくち 欠測データ 育遺
mitochondria ミトコンドリア みとこんどりあ 形態・生理、育種
mitochondrial sheath ミトコンドリア鞘 みとこんどりあしょう 繁殖
mitogen マイトジェン まいとじぇん 育遺
mitosis 体細胞分裂 たいさいぼうぶんれつ 繁殖
mixed feed 混合飼料 こんごうしりょう 飼養
mixed infection 混合感染 こんごうかんせん 予防衛生
mixed model 混合モデル こんごうもでる 育遺
mixed model equation 混合モデル方程式 こうんごうもでるほうていしき 育遺
Miyadidori 宮地鶏 みやぢどり 品種
Miyi 米易鶏 みい 品種
M-line, middle disk M線 えむせん 製造・加工



mode of inheritance 遺伝様式 いでんようしき 育遺
Modern Game モダンゲーム もだんげーむ 品種
Modern Game Bantam モダンゲームバンタム もだんげーむばんたむ 品種
Modern Langshan モダンランシャン もだんらんしゃん 品種
Modern Langshan bantam モダンランシャンバンタム もだんらんしゃんばんたむ 品種
modifier gene 修飾遺伝子 しゅうしょくいでんし 育遺
moisture 水分 すいぶん 飼養
molasses 糖蜜 とうみつ 飼養
molecular biology 分子生物学 ぶんしせいぶつがく 予防衛生
molecular genetics 分子遺伝 ぶんしいでん 育遺
Molony murine leukemia virus, MoMLV モロニーマウス白血病ウイルス もろにーまうすはっけつびょうういるす 繁殖
monensin モネンシン もねんしん 予防衛生
monitor モニター もにたー

モニタリング
(monitoring)

予防衛生
monitoring and review 監視と再吟味 かんしとさいぎんみ 予防衛生
monosomy 一染色体性 いちせんしょくたいせい 繁殖
monospermy 単精受精 たんせいじゅせい 繁殖
monovalent vaccine 単価ワクチン たんかわくちん 予防衛生
morbidity 罹患率 りかんりつ 予防衛生
mortality 死亡率 しぼうりつ 繁殖、予防生成
mortality, mortality rate 斃死率 へいしりつ 製造・加工
mosaic モザイク もざいく 育遺、繁殖
motivation 動機づけ どうきづけ 管理
mottled 碁石 ごいし 品種
mottled yolk 斑紋卵黄 はんもんらんおう 管理
mottling 尖斑 せんぱん 育遺
moulting 換羽 かんう moulting

形態・生理、繁殖、管
理

mouth 口 くち 形態・生理
mtacarpal bone 中手骨 ちゅうしゅこつ 形態・生理
mucosa 粘膜 ねんまく 形態・生理
mucosal epithelium 粘膜上皮 ねんまくじょうひ 繁殖
mucous gland 粘液線 ねんえきせん 形態・生理
mucous membrane of gizzard 砂囊粘膜 さのうねんまく 形態・生理
mucous membrane of ventriculus 筋胃粘膜 きんいねんまく 形態・生理
mucus 粘液 ねんえき 繁殖
muffling (beard and whiskers) ひげ ひげ 品種
Müllerian duct ミューラー管 みゅーらーかん 繁殖
multiple allele 複対立遺伝子 ふくたいりついでんし 育遺
multiple drug resistance 多剤耐性 たざいたいせい 予防衛生
multiple genes, polymeric genes 同義遺伝子 どうぎいでんし 育遺



multuplicability 増殖性 ぞうしょくせい 予防衛生
muscle 筋肉 きんにく 製造・加工
muscle bundle 筋束 きんそく 製造・加工
muscle cell 筋細胞 きんさいぼう 製造・加工
muscle fiber, myofiber 筋線維 きんせんい

形態・生理、製造・加
工

muscle spindle 筋紡錘 きんぼうすい 形態・生理
muscle tissue 筋組織 きんそしき muscular tissue

形態・生理、製造・加
工

muscular contraction 筋収縮 きんしゅうしゅく 製造・加工
muscular dystrophy 筋異栄養症 きんいえいようしょう 予防衛生
muscular fiber, muscle fiber 筋繊維 きんせんい 製造・加工
muscular relaxation 筋弛緩 きんしかん 製造・加工
muscular stomach (gizzard) 筋胃（砂嚢） きんい（さのう） 形態・生理
muscular tissue 筋組織 きんそしき 製造・加工
musculus craniopterygoquadratus 頭蓋翼突方形筋 とうがいよくほうけいきん 形態・生理
musculus flexor perforans digitorum

profundus
深趾貫通屈筋 しんしかんつうくっきん 形態・生理

musculus flexor perforans et perforatus

digiti Ⅱ
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 形態・生理

musculus flexor perforans et perforatus

digiti Ⅲ
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 形態・生理

musculus flexor perforatus digiti Ⅱ 第二趾有孔屈筋 だいにしゆうこうくっきん 形態・生理
musculus flexor perforatus digiti Ⅲ 第三趾有孔屈筋 だいさんしゆうこうくっきん 形態・生理
musculus flexor perforatus digiti Ⅳ 第四趾有孔屈筋 だいししゆうこうくっきん 形態・生理
musculus frontopalpebrarum 前頭眼瞼筋 ぜんとうがんけんきん 形態・生理
musculus hyomandibularis 舌骨下顎筋 ぜっこつかがくきん 形態・生理
musculus infracoccygeus 下尾端筋 かびたんきん 形態・生理
musculus intermandibularis 下顎間筋 かがくかんきん 形態・生理
musculus lateralis caudae 尾羽外側筋 びうがいそくきん 形態・生理
musculus mandibulopalatinus 下顎口蓋筋 かがくこうがいきん 形態・生理
musculus masseter, masseter muscle 咬筋 こうきん 形態・生理
musculus occipitomandibularis 後頭下顎筋 こうとうかがくきん 形態・生理
musculus pterygoideus dorsalis 背翼突筋 はいよくとつきん 形態・生理
musculus pterygoideus ventralis 腹翼突筋 ふくよくとつきん 形態・生理
musculus quadratomandibularis 方形下顎筋 ほうけいかがくきん 形態・生理
musculus temporalis 側頭筋 そくとうきん 形態・生理
musty かびくさい かびくさい 製造・加工
musuculus trachelomastoideus 頚乳突筋 けいにゅうとつきん 形態・生理
mutation 突然変異 とつぜんへんい 育遺
mutation rate 突然変異率 とつぜんへんいりつ 育遺



Mycoplasma gallisepticum  infection
マイコプラズマ・ガリセプティカム感
染症

まいこぷらずま・がりせぷてぃかむかんせ
んしょう

予防衛生

Mycoplasma synoviae infection マイコプラズマ・シノビエ感染症 まいこぷらずま・しのびえかんせんしょう 予防衛生
mycoplasmal synovitis マイコプラズマ性滑膜炎 まいこぷらずませいかつまくえん 予防衛生

mycoplasmosis マイコプラズマ症 まいこぷらずましょう
鶏マイコプラズマ病, 届
出伝染病

予防衛生

mycosis 真菌症 しんきんしょう fungal disease 予防衛生
myelencephalon 髄脳 ずいのう 繁殖
myelin sheath 髄鞘 ずいしょう 形態・生理
myoepicardial mantle 心筋外膜 しんきんがいまく 繁殖
myoepithelial cell 筋上皮細胞 きんじょうひさいぼう 形態・生理
myoepithelium 筋上皮 きんじょうひ 形態・生理
myofibril 筋原線維 きんげんせんい

形態・生理、製造・加
工

myofibril protein 筋原繊維蛋白質 きんげんせんいたんぱくしつ 製造・加工
myoglobin 肉色素 にくしきそ 製造・加工
myosin ミオシン みおしん

形態・生理、製造・加
工

myotome 筋板 きんばん 繁殖
myxoma 粘液腫 ねんえきしゅ 予防衛生
Nagoya 名古屋 なごや 品種
Naked-Neck Kampung chicken ネイキドカンプン ねいきどかんぷん 品種
Nankin Bantam ナンキンバンタム なんきんばんたむ 品種
Nankin Shamo 南京軍鶏 なんきんしゃも 品種
nares, nostrils 外鼻孔 がいびこう 形態・生理
nasal cavity 鼻腔 びくう 形態・生理
nasal conchae 鼻甲介 びこうかい 形態・生理
nasal discharge 鼻漏 びろう rhinorrhea 予防衛生
nasal groove 鼻溝 はなみぞ 繁殖
nasal pit, nasal fossa 鼻窩 びか 繁殖
nasal secretion 鼻汁 びじゅう nasal mucus 予防衛生
nasolacrimal duct 鼻涙管 びるいかん 形態・生理
native 在来 ざいらい 育遺
native breed 地鶏 ぢどり 製造・加工
natural incubation 母鶏孵化 ぼけいふか 管理
natural resistance 自然抵抗性 しぜんていこうせい 予防衛生
natural selection 自然淘汰 しぜんとうた 育遺
near infla-red reflectance spectroscopy, 近赤外分析法 きんせきがいぶんせきほう 飼養
neck 頚 くび

形態・生理、製造・加
工

necropsy 剖検 ぼうけん post-mortem，autopsy 予防衛生
necropsy specimen 剖検材料 ぼうけんざいりょう 予防衛生
necrotic enteritis 壊死性腸炎 えしせいちょうえん 予防衛生



negative feedback loop ネガティブフィードバックループ ねがてぃぶふぃーどばっくるーぷ 繁殖
negative pressure 陰圧 いんあつ 管理
negative regulatory element 負の制御エレメント ふのせいぎょえれめんと 育遺
Nei-Mong Native chicken 内門土鶏 ねいもんじ 品種
neonatal mortality 初生雛死亡率 しょせいびなしぼうりつ 繁殖
neophobia 新奇恐怖（症） しんききょうふ（しょう） 管理
nephelometry 比濁法 ひだくほう 予防衛生
nephroblastoma 腎芽細胞腫 じんがさいぼうしゅ 予防衛生
nephroma 腎腫 じんしゅ 予防衛生
nephrosis 腎臓病 じんぞうびょう 予防衛生
nerve cell, neuron 神経細胞 しんけいさいぼう 形態・生理
nerve fiber 神経線維 しんけいせんい 形態・生理
nervous system 神経系 しんけいけい 繁殖
nesting 抱卵 ほうらん 管理
net energy 正味エネルギー しょうみえねるぎー  NE 飼養
net protein utilization 正味蛋白質利用率 しょうみたんぱくしつりようりつ 正味蛋白利用率 飼養
neural fold 神経褶 しんけいしゅう 繁殖
neural tube 神経管 しんけいかん 形態・生理、繁殖
neuroglia 神経膠 しんけいこう 形態・生理
neuroma 神経腫 しんけいしゅ 管理
neuromere 神経分節 しんけいぶんせつ 繁殖
neuropore 神経孔 しんけいこう 繁殖
neurosecretion 神経分泌 しんけいぶんぴつ 形態・生理
neutral detergent fiber 中性デタージェント繊維 ちゅうせいでたーじぇんとせんい NDF 飼養
neutralization 中和 ちゅうわ 予防衛生
neutralization test 中和試験 ちゅうわしけん 予防衛生
neutrophil 好中球 こうちゅうきゅう 形態・生理
New Hampshire Red ニューハンプシャーレッド にゅーはんぷしゃーれっど 品種
New Hampshire Red Bantam ニューハンプシャーレッドバンタム にゅーはんぷしゃーれっどばんたむ 品種
new quinolone ニューキノロン剤 にゅーきのろんざい 予防衛生

Newcastle disease ニューカッスル病 にゅーかっするびょう
ND, 家畜伝染病又は
届出伝染病

予防衛生

newtral fat, fat 中性脂肪 ちゅうせいしぼう 製造・加工
nexin link ネキシンリンク ねきしんりんく 繁殖
niacin deficiency ニコチン酸欠乏症 にこちんさんけつぼうしょう 予防衛生
nick ニック にっく 育遺
nicking 相性検定 あいしょうけんてい 育遺
nicking test ニッキングテスト にっきんぐてすと 育遺
nictitating membrane 瞬膜 しゅんまく 繁殖



nipple drinker ニップル・ドリンカー にっぷる・どりんかー 管理
nitric oxide synthase 一酸化窒素合成酵素 いっさんかちっそごうせいこうそ 繁殖
nitrofurans ニトロフラン剤 にとろふらんざい ニトロフラン誘導体 予防衛生
nitrogen balance 窒素出納 ちっそすいとう 飼養
non-additive gene effect 非相加的遺伝子効果 ひそうかてきいでんしこうか 育遺
non-additive genetic variance 非相加的遺伝分散 ひそうかてきいでんぶんさん 育遺
non-essential amino acid 非必須アミノ酸 ひひっすあみのさん NEAA 飼養
non-Mendelian inheritance 非メンデル遺伝 ひめんでるいでん 育遺
non-pathogenic becterium 非病原菌 ひびょうげんきん 予防衛生
non-protein nitrogen compound 非蛋白態窒素化合物 ひたんぱくたいちっそかごうぶつ NPN 飼養
nonprotrusive phallus 非突出（型）陰茎 ひとっしゅつ（がた）いんけい 形態・生理
non-random mating 作為交配 さくいこうはい 育遺
nonspecific reaction 非特異（的）反応 ひとくい（てき）はんのう 予防衛生
non-starter ノン・スターター のん・すたーたー 管理
Norfolk Grey ノーフォークグレイ のーふぉーくぐれい 品種
Norfolk Grey Bantam ノーフォークグレイバンタム のーふぉーくぐれいばんたむ 品種
normal distribution 正規分布 せいきぶんぷ 育遺
normal flora 正常細菌叢 せいじょうさいきんそう 予防衛生
normothermia 正常体温 せいじょうたいおん 平熱 管理
North Holland Blue ノースホーランドブルー のーすほーらんどぶるー 品種
North Holland Blue Bantam ノースホーランドブルーバンタム のーすほーらんどぶるーばんたむ 品種
Northern blot ノーザンブロット のーざんぶろっと 育遺
nostril 鼻孔 びこう 形態・生理、繁殖
notarium ノタリウム(癒合胸椎） のたりうむ（ゆごうきょうつい） 形態・生理
notifiable infectious disease 届出伝染病 とどけででんせんびょう 予防衛生
notocode 脊索 せきさく 繁殖
noze drop 点鼻 てんび 予防衛生
nuclear localization signal, NLS 核移行シグナル かくいこうしぐなる 繁殖
nuclear membrane 核膜 かくまく 形態・生理
nuclear pore 核（膜）孔 かく（まく）こう 形態・生理
nuclear reprogramming 核の初期化 かくのしょきか 育遺
nucleic acid 核酸 かくさん 育遺
nucleoside ヌクレオシド ぬくれおしど 育遺
nucleosome ヌクレオソーム ぬくれおそーむ 育遺
nucleotide ヌクレオチド ぬくれおちど 育遺
nucleus 核 かく 育種、形態・生理
nucleus strain 維持系統 いじけいとう 育遺
numerator relationship matrix 分子血縁係数 ぶんしけつえんけいすう 育遺
nuptial plumage 婚姻羽装 こんいんうそう 生殖羽 形態・生理、管理



nutrient 栄養素 えいようそ 飼養
nutrient canal 栄養管 えいようかん 形態・生理
nutrient foramen 栄養孔 えいようこう 形態・生理
nutrient requirement 栄養素要求量 えいようそようきゅうりょう 飼養
nutrition 栄養 えいよう 飼養
nutritive ratio 栄養比 えいようひ 飼養
nutritive value 栄養価 えいようか 飼養
nutritive value of feed 飼料価値 しりょうかち 飼養
O antigen O抗原 おーこうげん 予防衛生
oats エン麦 えんばく 飼養
oblique muscle of head 頭斜筋 とうしゃきん 形態・生理
oblique septum 斜角膜 しゃかくまく 形態・生理
occult blood 潜血 せんけつ 予防衛生
oedema 水腫、 すいしゅ 浮腫 管理
off line system オフラインシステム おふらいんしすてむ 製造・加工
offal fat 内臓脂肪 ないぞうしぼう 製造・加工
off-flavor オフフレイバー おふふれいばー 製造・加工
official standard of feed 飼料公定規格 しりょうこうていきかく 飼養
offspring-parent mating 親子交配 おやここうはい 育遺
Oh-Shamo 大軍鶏 おおしゃも Japanese large game 品種
oil meal, oil cake 油粕 あぶらかす 飼養
oil-adjuvanted vaccine 油性ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄﾜｸﾁﾝ ゆせいあじゅばんとわくちん oil emulsion vaccine 予防衛生
oiling オイリング おいりんぐ 製造・加工
oil-like odor 油くさい あぶらくさい 製造・加工
Okazaki fragment 岡崎フラグメント おかざきふらぐめんと 育遺
Old Duch Bantam オールドダッチバンタム おーるどだっちばんたむ 品種
Old English Game Bantam

オールドイングリシュゲームバンタ
ム

おーるどいんぐりっしゅげーむばんたむ 品種

Old English Pheasant Fowl
オールドイングリッシュフェザント
ファウル

おーるどいんぐりっしゅふぇざんとふぁうる 品種

Old English Pheasant Fowl Bantam
オールドイングリッシュフェザント
ファウルバンタム

おーるどいんぐりっしゅふぇざんとふぁうる
ばんたむ

品種

oligospermia 精液過少症 せいえきかしょうしょう 繁殖
omphalitis 臍帯炎 さいたいえん 予防衛生
omphalomesenteric artery 臍腸間膜動脈 さいちょうかんまくどうみゃく 繁殖
omphalomesenteric vein 臍腸間膜静脈 さいちょうかんまくじょうみゃく 繁殖
oocyst per gram オーシスト数 おーしすとすう OPG 予防衛生
oocyte 卵母細胞 らんぼさいぼう 繁殖
oocyte maturation 卵子成熟 らんしせいじゅく 繁殖
oogenesis 卵子形成 らんしけいせい 繁殖
oogonial stem cell 卵原幹細胞 らんげんかんさいぼう 繁殖



oogonium 卵祖細胞 らんそさいぼう 卵原細胞 繁殖
oolemma 卵細胞膜 らんさいぼうまく 繁殖
oophagy 食卵 しょくらん 管理
ooplasm 卵細胞質 らんさいぼうしつ 繁殖
open mouth breathing 開口呼吸 かいこうこきゅう あえぎ呼吸 予防衛生
open nucleus breeding scheme 開放型育種法 かいほうがたいくしゅほう 育遺
open-side house 開放鶏舎 かいほうけいしゃ 管理
operative temperature 作用温度 さようおんど 管理
opportunistic infection 日和見感染 ひよりみかんせん 予防衛生
opposite correlation 逆相関 ぎゃくそうかん 育遺
optic cup 眼杯 がんぱい 繁殖
optic lobe 視葉 しよう 繁殖
optic stalk 眼柄 げんぺい 繁殖
optic vesicle 眼胞 がんぽう 繁殖
option implementation 管理措置の実行 かんりそちのじっこう 予防衛生
oral administration 経口投与 けいこうとうよ 飼養、予防衛生
oral cavity 口腔 こうくう 形態・生理
oral gland 口腔腺 こうくうせん 形態・生理
oral infection 経口感染 けいこうかんせん 予防衛生
oral inoculation 経口接種 けいこうせっしゅ 予防衛生
orbicularis oculi muscle 眼輪筋 がんりんきん 形態・生理
orchiectomy 精巣除去 せいそうてきしゅつ 繁殖
organ specificity 臓器特異性 ぞうきとくいせい 予防衛生
organelle, cell organelle 細胞小器官 さいぼうしょうきかん 形態・生理
organoleptic test 官能検査 かんのうけんさ 製造・加工
organophosphorus insecticide 有機リン系殺虫薬 ゆうきりんけいさっちゅうやく 予防衛生
Orloff オルロフ おるろふ 品種
Orloff Bantam オルロフバンタム おるろふばんたむ 品種
ornithobacterium rhinotracheale

infection

オルニソバクテリウム・リノトラケア
レ感染症

おるにそばくてりうむ ・りのとらけあれか
んせんしょう

予防衛生

ornithology 鳥類学 ちょうるいがく 管理

Ornithonyssus sylviarum  infection トリサシダニ症 とりさしだにしょう
northern fowl mite

infection
予防衛生

oropharyngeal swab 口腔咽頭スワブ こうくういんとうすわぶ 予防衛生
Orpington オーピントン おーぴんとん 品種
Orpington Bantam オーピントンバンタム おーぴんとんばんたむ 品種
ossification 骨化 こつか 形態・生理
osteoblast 骨芽細胞 こつがさいぼう 形態・生理
osteoclast 破骨細胞 はこつさいぼう 形態・生理
osteocyte 骨細胞 こつさいぼう 形態・生理



osteomalacia 骨軟化症 こつなんかしょう 予防衛生、管理
osteon オステオン(骨単位) おすておん（こつたんい） 形態・生理
osteoporosis 骨粗しょう症 こつそしょうしょう 予防衛生、管理
ostium of abdominal air sac 腹口 ふくこう 形態・生理
ostium of cervical air sac 頸口 けいこう 形態・生理
ostium of cranial thoracic air sac 前胸口 ぜんきょうこう 形態・生理
otocyst 耳胞 じほう 繁殖
Ouchterlony method オクタロニー法 おくたろにーほう 予防衛生
outbreeding 異系交配 いけいこうはい 育遺
outer arm dynein 外腕ダイニン がいわんだいにん 繁殖
outer circumferential lamellae 外環状層板 がいかんじょうそうばん 形態・生理
outer doublet microtubules 周辺ダブレット微小管 しゅうへんだぶれっとびしょうかん 繁殖
outer shell membrane 外卵殻膜 がいらんかくまく 形態・生理
outer thin albumen 外水様卵白 がいすいようらんぱく

形態・生理、製造・加
工

oval foramen 卵円孔 らんえんこう 繁殖
ovalbumin オボアルブミン おぼあるぶみん 繁殖
ovarian atrophy 卵巣萎縮 らんそういしゅく 予防衛生
ovarian cortex 卵巣皮質 らんそうひしつ 繁殖
ovarian cystoma 卵巣嚢腫 らんそうのうしゅ 繁殖、予防衛生
ovarian follicle 卵胞 らんぽう 形態・生理、繁殖
ovariectomy 卵巣摘出 らんそうてきしゅつ 繁殖
ovary 卵巣 らんそう 形態・生理、繁殖
overdominance 超優性 ちょうゆうせい 育遺
overfed 過食 かしょく 管理
overstocking 過密 かみつ 管理
oviduct 卵管 らんかん 形態・生理、繁殖
oviduct fluid 卵管液 らんかんえき 繁殖
ovipara 卵生動物 らんせいどうぶつ 繁殖
oviparity 卵生 らんせい 繁殖
oviposition 放卵 ほうらん 繁殖
ovoalbumin オボアルブミン おぼあるぶみん 製造・加工
ovofalvoprotein オボフラボプロテイン おぼふらぼぷろていん 製造・加工
ovoglobulin オボグロブリン おぼぐろぶりん 製造・加工
ovoglycoprotein オボグリコプロテイン おぼぐりこぷろていん 製造・加工
ovoinhibitor オボインヒビター おぼいんひびたー 製造・加工
ovomacroglomulin オボマクログロブリン おぼまくろぐろぶりん 製造・加工
ovomucin オボムチン おぼむちん 製造・加工
ovomucoid オボムコイド おぼむこいど 製造・加工
ovomucoid オボムコイド おぼむこいど 繁殖



ovotestis 卵精巣 らんせいそう 繁殖
ovotransferin オボトランスフェリン おぼとらんすふぇりん 製造・加工
ovotransferrin オボトランスフェリン おぼとらんすふぇりん 繁殖、製造・加工
ovulation 排卵 はいらん 繁殖
ovulatory cycle 排卵周期 はいらんしゅうき 繁殖
ovum 卵細胞 らんさいぼう 卵子 繁殖
ovum recovery 採卵 さいらん 集卵、egg collection 管理
Oxford Old English Game オックスフォードイングリシュゲーム おっくすふぉーどいんぐりっしゅげーむ 品種
oxidative deamination 酸化的脱アミノ さんかてきだつあみの 飼養
oxidized odor 酸化臭 さんかしゅう 製造・加工
oxydizing disinfectants 酸化薬 さんかやく 予防衛生
oxydol オキシドール おきしどーる 予防衛生
oxymyoglobin オキシミオグロビン おきしみおぐろびん 製造・加工
oxytetracycline オキシテトラサイクリン おきしてとらさいくりん 予防衛生
ozone deodorization オゾン脱臭 おぞんだっしゅう 管理
P element P因子 ぴーいんし 育遺
P450 aromatase P450アロマターゼ ぴー４５０あろまたーぜ 繁殖
pachytene stage 厚糸期 こうしき 繁殖
paddy rice モミ米 もみまい 飼養
pahagocytosis 食作用 しょくさよう 形態・生理
pair feeding ペアーフィーディング ぺあーふぃーでぃんぐ 飼養
paired sera ペア血清 ぺあけっせい 予防衛生
palatability 嗜好性 しこうせい 飼養
palate 口蓋 こうがい 形態・生理
palatine gland 口蓋腺 こうがいせん 形態・生理
pale unpigmented shell egg 褪色卵 たいしょくらん 予防衛生
palisade layer 柵状層 さくじょうそう 形態・生理
pallium 外套 がいとう 形態・生理
palpation 触診 しょくしん 予防衛生
pancrea 膵臓 すいぞう 形態・生理、飼養
pancreatic duct 膵管 すいかん 形態・生理
pancreatic islet 膵島 すいとう 形態・生理、飼養
pandemic 氾発流行 はんぱつりゅうこう 予防衛生
Pander's nucleus パンダー核 ばんだーかく 形態・生理、繁殖
panting あえぎ呼吸 あえぎこきゅう 開口呼吸 予防衛生
pantothenic acid deficiency パントテン酸欠乏症 ぱんとてんさんけつぼうしょう 予防衛生
papain inhibitor パパインインヒビター ぱぱいんいんひびたー 製造・加工
papillary layer 乳頭層 にゅとうそう 形態・生理
paprika パプリカ ぱぷりか 飼養



parabronchi 傍気管支 ぼうきかんし 形態・生理
paracloacal vascular body 総排泄腔旁脈管体 そうはいせつこうぼうみゃくかんたい 繁殖
parafollicular cell 傍濾胞細胞 ぼうろほうさいぼう 形態・生理
paralysis 麻痺 まひ 予防衛生
paralysis of legs 脚麻痺 きゃくまひ leg paralysis 予防衛生
paralysis of wings 翼麻痺 よくまひ 予防衛生
paramesonephric duct 中腎傍管 ちゅうじんぼうかん 繁殖
paramyxovirus infection パラミクソウイルス感染症 ぱらみくそういるすかんせんしょう 予防衛生
paranasal sinus 副鼻腔 ふくびくう 形態・生理
Paraoakan パラオアカン ぱらおあかん 品種
parasite 寄生体 きせいたい 予防衛生
parasitemia パラシテミア ぱらしてみあ 予防衛生
parasites 寄生菌 きせいきん 予防衛生
parasitic disease 寄生虫症 きせいちゅうしょう parasitosis 予防衛生
parasitism of northern fowl mite トリサシダニ寄生 とりさしだにきせい 予防衛生
parasitism of poultry red mite ワクモ寄生 わくもきせい chicken mite infection 予防衛生
parasitology 寄生虫学 きせいちゅうがく 予防衛生
parathyroid gland 上皮小体 じょうひしょうたい 形態・生理
parenchymatous zone 実質帯 じっしつたい 形態・生理
parent 原種 げんしゅ 育遺
parent stock 種鶏 しゅけい PS 管理
parent stock, PS 種鷄（コマーシャル生産） しゅけい 育遺
parenteral inoculation 非経口接種 ひけいこうせっしゅ 予防衛生
parietal pleura 壁側胸膜 へきそくきょうまく 形態・生理
parietal surface 壁側面 へきそくめん 形態・生理
parotid gland 耳下腺 じかせん 形態・生理
parthenogenesis 単為発生 たんいはっせい 繁殖
partial cleavage 部分卵割 ぶぶんらんかつ 繁殖
partial dominance 部分優性 ぶぶんゆうせい 育遺
partial linkage 部分連鎖 ぶぶんれんさ 育遺
Passage rate of feed from digestive tract 消化管通過速度 しょうかかんつうかそくど 飼養
passive immunity 受動免疫 じゅどうめんえき 受身免疫 予防衛生
pasteurellosis パスツレラ症 ぱすつれらしょう 予防衛生
patagialis accessorius muscle 副翼膜張筋 ふくよくまくちょうきん 形態・生理
patagialis brevis muscle 短翼膜張筋 たんよくまくちょうきん 形態・生理
patagialis longus muscle 長翼膜張筋 ちょうよくまくちょうきん 形態・生理
patella 膝蓋骨 しつがいこつ 形態・生理
paternal inheritance 父性遺伝 ふせいいでん 繁殖
paternal line 父系 ふけい sire line 遺伝



path coefficient 径路係数 けいとけいすう 育遺
pathogenic bacterium 病原菌 びょうげんきん 予防衛生
pathogenic diagnosis 病原学的診断 びょうげんがくてきしんだん 予防衛生
pathogenicity test 病原性試験 びょうげんせいしけん 予防衛生
pathological anatomy 病理解剖 びょうりかいぼう 予防衛生
pathological diagnosis 病理学的診断 びょうりがくてきしんだん 予防衛生
patterns of behavior 行動型 こうどうがた 行動様式 管理
pause 休産 きゅうさん 繁殖
pause day 休産日 きゅうさんび 繁殖
PCR, polymerase chain reaction ポリメラーゼ連鎖反応 ぽりめらーぜれんさはんのう PCR 育遺
pea comb 三枚冠 さんまいかん 豆冠 形態・生理、育遺
pea comb gene 三枚冠遺伝子 さんまいかんいでんし 育遺
peck order つつき順位 つつきじゅんい 管理
pectineus muscle 恥骨筋 ちこつきん 形態・生理
pedigree 血統 けっとう 育遺
pedigree breeding 系統育種法 けいとういくしゅほう 育遺
pedigree hatching 系統孵化 けいとうふか 育遺
pedigree selection 血統選抜 けっとうせんばつ 育遺
peep ピープ（ぴよぴよ鳴く（雛の鳴き声）） ぴーぷ 管理
Pekin Bantam ペキンバンタム ぺきんばんたむ 品種
pellet 固形飼料 こけいしりょう 飼養
pelvic girdle 腰仙骨 ようせんこつ 形態・生理、繁殖
pelvic symphysis 骨盤結合 こつばんけつごう 形態・生理
pelvis 骨盤 こつばん 形態・生理
pencilling 条斑 じょうはん 育遺
Pengxian Huang ペンシャンファン べんしゃんふぁん 品種
penicillins ペニシリン類 ぺにしりんるい 予防衛生
penis, male phallus 陰茎 いんけい 形態・生理
percentage of motile sperm 運動精子率 うんどうせいしりつ 繁殖
percentage of selection 選抜率 せんばつりつ 育遺
perchery 止まり木 とまりぎ roost, perch 管理
performance of meat production 産肉能力 さんにくのうりょく 製造・加工
performance test 検定 けんてい 育遺
peribronchial pneumonia 気管支周囲性肺炎 きかんししゅういせいはいえん 予防衛生
periclinal cell 周縁細胞 しゅうへんさいぼう 繁殖
perihepatitis 肝被膜炎 かんひまくえん 肝胞膜炎 予防衛生
perimysium 筋周膜 きんしゅうまく

形態・生理、製造・加
工

periosteum 骨膜 こつまく 形態・生理
peristalsis 蠕動 ぜんどう 形態・生理



peritoneal cavity 腹膜腔 ふくまくくう 形態・生理
peritoneum 腹膜 ふくまく 形態・生理
peritonitis 腹膜炎 ふくまくえん 予防衛生
perivitelline space 囲卵腔 いらんくう 繁殖
peroneus brevis muscle 短腓骨筋 たんひこつきん 形態・生理
peroneus longus muscle 長腓骨筋 ちょうひこつきん 形態・生理
perosis 脚転倒 きゃくてんとう 管理
peroxide value 過酸化物価 かさんかぶつか 製造・加工
persistent infection 持続感染 じぞくかんせん 予防衛生
perspiration 発汗 はっかん 管理
pessulus カンヌキ骨 かんぬきこつ 形態・生理
petechia 点状出血 てんじょうしゅっけつ 予防衛生
Peyer's patch パイエル板 ぱいえるばん 形態・生理
phage typing ファージ型別 ふぁーじかたべつ 予防衛生
phagocyte 食細胞 しょくさいぼう 形態・生理
phalanges 指骨 しこつ 繁殖
phallic body ファーラス体 ふぁーらすたい 繁殖
phallus 生殖茎 せいしょくけい 繁殖
phallus primitivus 原始生殖茎 げんしせいしょくけい 繁殖
pharmaceuticals 医薬品 いやくひん 予防衛生
pharyngeal arch 咽頭弓 いんとうきゅう 繁殖
pharyngeal cavity 咽頭腔 いんとうくう 形態・生理
pharyngeal cleft 咽頭溝 いんとうこう 繁殖
pharyngeal pouch 咽頭嚢 いんとうのう 繁殖
pharynx 咽頭 いんとう 形態・生理、繁殖
phase feeding 段階給餌 だんかいきゅうじ 管理
phase variation 相変異 そうへんい 相転換 予防衛生
phenolic disinfectants フェノール誘導体 ふぇのーるゆうどうたい 予防衛生
phenotype 表型 ひょうけい 表現型 育遺
phenotypic correlation 表型相関 ひょうけいそうかん 表現型相関 育遺
phenotypic expression, manifestation 形質発現 けいしつはつげん 育遺
phenotypic sex 外見的性 がいけんてきせい 繁殖
phenotypic value 表型価 ひょうけいか 育遺
phenotypｉｃ variance 表型分散 ひょうけいぶんさん 表現型分散 育遺
phenylalanine, Phe フェニルアラニン ふぇにるあらにん 飼養
phospholipase C zeta ホスホリパーゼCz ほすほりぱーぜしーぜーた 繁殖
phospholipid リン脂質 りんししつ 製造・加工
phosphorus リン りん 飼養
phosphorylation リン酸化 りんさんか 育遺



phosvitin ホスビチン ほすびちん 繁殖
photoperiodism 光周性 こうしゅうせい 繁殖
photoreceptor 光受容器 ひかりじゅようき 繁殖
photosensitive period 感光期間 かんこうきかん 管理
phylogenetic tree 系統樹 けいとうじゅ 育遺
phylogenetic tree analysis 系統樹解析 けいとうじゅかいせき 予防衛生
physical map 物理地図 ぶつりちず 育遺
phytase フィターゼ ふぃたーぜ 飼養
picker 脱羽機 だつうき 製造・加工、管理
picking 釣菌 ひょうきん fishing 予防衛生
pickle curing, brine curing 塩水漬 えんすいずけ 製造・加工
pickle, brine 塩析液 えんせきえき 製造・加工
pidan 皮蛋 ぴーたん 製造・加工
pigeon crop gland response そ嚢試験 そのうしけん 繁殖
pilus antigen 線毛抗原 せんもうこうげん 予防衛生
pineal body 松果体 しょうかたい epiphysis 形態・生理、繁殖
pinocytosis 飲作用 いんさよう 形態・生理
pipette holder ピペットホルダー ぴぺっとほるだー 繁殖
pipping 嘴打ち はしうち 管理
plaque-forming unit プラーク形成単位 ぷらーくけいせいたんい PFU 予防衛生
plasma cell 形質細胞 けいしつさいぼう 形態・生理
plasma membrane 形質膜 けいしつまく 形態・生理、繁殖
plasmid プラスミド ぷらすみど 育遺
plasmid library プラスミドライブラリー ぷらすみどらいぶらりー 育遺
plasminogen activator プラスミノーゲンアクチベーター ぷらすみのーげんあくちべーたー 繁殖
plastic house drying ハウス乾燥 はうすかんそう 管理
plastic yolk 硬化卵 こうからん rubbery yolk 管理
plateau プラトー ぷらとー 育遺
platysma 広頚筋 こうけいきん 形態・生理
play behavior 遊戯行動 ゆうぎこうどう 管理
pleiotropy 多面作用 ためんさよう 育遺
pleura 胸膜 きょうまく 形態・生理
pleura cavity 胸膜腔 きょうまくくう 形態・生理
plucking 脱羽 だつう（だっぱ） 管理
plumule 綿羽 めんう down feather 形態・生理、繁殖
pluripotency 多能性 たのうせい 繁殖
Plymouth Rock プリマスロック ぷりますろっく 品種
Plymouth Rock Bantam プリマスロックバンタム ぷりますろっくばんたむ 品種
pneumatic bone 含気骨 がんきこつ 形態・生理



pneumonia 肺炎 はいえん 予防衛生
point mutation 点突然変異 てんとつぜんへんい 育遺
point of beak 嘴尖 しせん 形態・生理
point of lay 産卵開始時点 さんらんかいしじてん 管理
Poland ポーランド ぽーらんど 品種
Poland Bantam ポーランドバンタム ぽーらんどばんたむ 品種
pollutant 汚染物 おせんぶつ 予防衛生
poly A signal ポリAシグナル ぽりえーしぐなる 育遺
polygene ポリジーン ぽりじーん 微動遺伝子 育遺
polygenic character ポリジーン形質 ぽりじーんけいしつ 育遺
polygenic inheritance ポリジーン遺伝 ぽりじーんいでん 育遺
polylecithal egg 多黄端黄卵 たおうたんおうらん 繁殖
polymerase chain reaction PCR ぴーしーあーる ポリメラーゼ連鎖反応 育遺、予防衛生
polymorphism 多型 たけい 育遺
polymorphonuclear leukocyte 多核白血球 たかくはっけっきゅう 形態・生理
polypeptide chain elongation factor ポリペプチド鎖伸長因子 ぽりぺぷちどさしんちょういんし 育遺
polypeptide chain initiation factor ポリペプチド鎖開始因子 ぽりぺぷちどさかいしいんし 育遺
polypeptide chain termination factor ポリペプチド鎖終止因子 ぽりぺぷちどさしゅうしいんし 育遺
polyploid 倍数体 ばいすうたい 繁殖
polyploidy 倍数性 ばいすうせい 繁殖
polyspermy 多精受精 たせいじゅせい 繁殖
polyspermy block 多精拒否 たせいきょひ 繁殖
polyvalent vaccine 多価ワクチン たかわくちん multivalent vaccine 予防衛生
pons 橋 はし 繁殖
popliteal muscle 膝窩筋 しっかきん 形態・生理
population 集団 しゅうだん 育遺
population genetics 集団遺伝学 しゅうだんいでんがく 育遺
pore 気孔（卵） きこう 管理
porphyrin ポルフィリン ぽるふぃりん 繁殖
portal vein 門脈 もんみゃく 形態・生理、繁殖
position independent expression 位置非依存性発現 いちいひぞんせいはつげん 育遺
positive correlation 順相関 じゅんそうかん 育遺
positive feedback loops ポジティブフィードバックループ ぽじてぃぶふぃーどばっくるーぷ 繁殖
positive pressure 陽圧 ようあつ 管理
positive reaction 陽性反応 ようせいはんのう 予防衛生
positive regulatory element 正の制御エレメント せいのせいぎょえれめんと 育遺
post-acrosomal region 先体後部 せんたいこうぶ 繁殖
postcardinal vein 後主静脈 こうしゅじょうみゃく 繁殖
postganglionic fiber 節後線維 せつごせんい 形態・生理



potassium カリウム かりうむ 飼養
potency 効能 こうのう 予防衛生
potsssium hypochlorite 次亜塩素酸カリ じあえんそさんかり 予防衛生
poultry 家禽 かきん 製造・加工
poultry breeding 家禽育種 かきんいくしゅ 育遺
poultry by-product 家禽処理副産物 かきんしょりふくさんぶつ 飼養
poultry farm 養鶏場 ようけいじょう 管理
poultry industry 養鶏業 ようけいぎょう 管理
poultry science 家禽学 かきんがく 管理
povidone-iodine ポピドンヨード ぽぴどんよーど 予防衛生
Praduhangdam プラドウハングダム ぷらどうはんぐだむ 品種
Praduhangkhoa プラドウハングコア ぷらどうはんぐこあ 品種
prebiotics プレバイオティクス ぷればいおてぃくす 予防衛生
precipitate 沈降物 ちんこうぶつ 予防衛生
precipitation 沈降 ちんこう 予防衛生
precipitation test 沈降試験 ちんこうしけん 予防衛生
precipitin 沈降素 ちんこうそ 予防衛生
preening 羽繕い はづくろい 整羽 管理
pre-enrichment culture 前増菌培養法 ぜんぞうきんばいようほう 予防衛生
premature chromosome condensation, 早期染色体凝集 そうきせんしょくたいぎょうしゅう 繁殖
prematurely condensed chromosome 凝縮染色体 ぎょしゅくせんしょくたい 繁殖
preovulatory follicle 排卵前卵胞 はいらんまえらんぽう 繁殖
prerequisite program 一般衛生管理プログラム いっぱんえいせいかんりぷろぐらむ 一般衛生基準,PP 予防衛生
pre-streak 前条期 ぜんじょうき 繁殖
prevalence 有病率 ゆうびょうりつ 予防衛生
primaries 主翼羽 しゅよくう 形態・生理
primary bronchus 一次気管支 いちじきかんし 形態・生理
primary culture 初代培養 しょだいばいよう 予防衛生
primary oocyte 一次卵母細胞 いちじらんぼさいぼう 繁殖
primary optic vesicle 一次眼胞 いちじがんぽう 繁殖
primary production 第一次生産 だいいちじせいさん 予防衛生
primary sex cord 一次性索 いちじせいさく 繁殖
primer プライマー ぷらいまー 育遺
primitive groove 原溝 げんこう 繁殖
primitive heart 原始心 げんししん 繁殖
primitive piit 原窩 げんか 繁殖
primitive streak 原条 げんじょう 繁殖
primordia of heart 心臓原基 しんぞうげんき 繁殖
primordial follicle 原始卵胞 げんしらんぽう 繁殖



primordial germ cell 始原生殖細胞 しげんせいしょくさいぼう 育種、繁殖
principal bend プリンシパルベンド ぷりんしぱるべんど 繁殖
principal male pronucleus 主雄性前核 しゅゆうせいしかく 繁殖
principal piece 精子主部 せいししゅぶ 繁殖
principal segment 先体主部 せんたいしゅぶ 繁殖
privetteline membrane 卵黄膜内層 らんおうまくないそう 繁殖
proacrosome granule 先体前駆体 せんたいぜんくたい 繁殖
probiotics 生菌剤 せいきんざい 予防衛生
processed foods 加工食品 かこうしょくひん 製造・加工
processing プロセッシング ぷろせっしんぐ 育遺
procoracoid 前烏口軟骨 ぜんうこうなんこつ 繁殖
proctodeum 肛門洞 こうもんどう 形態・生理
production score 生産指数 せいさんしすう 管理
productive energy 生産エネルギー せいさんえねるぎー 飼養
productivity 生産力 せいさんりょく 管理
progeny 後代 こうだい 育遺
progeny test(ing) 後代検定 こうだいけんてい 育遺
prognant mare serum gonadotropin 妊馬血清性性腺刺激ホルモン

にんばけっせいせいせいせんしげきほる
もん

繁殖
prolapse of anus 脱肛 だっこう 予防衛生
promoter プロモーター ぷろもーたー 育遺
pronator brevis muscle 短回内筋 たんかいないきん 形態・生理
pronator longus muscle 長回内筋 ちょうかいないきん 形態・生理
pronuclei development 前核形成 ぜんかくけいせい 繁殖
pronuclei envelop breakdown, PNBD 核膜消失 かくまくしょうしつ 繁殖
pronucleus 前核 ぜんかく 繁殖
prophase 減数分裂前期 げんすうぶんれつぜんき 繁殖
prophylactic measure 予防法 よぼうほう 予防衛生
prophylaxis 予防 よぼう 予防衛生
propionic acid プロピオン酸 ぷろぴおんさん 飼養
prostaglandin プロスタグランジン ぷろすたぐらんじん 繁殖
prostration 衰弱 すいじゃく 予防衛生
protamine プロタミン ぷろたみん 繁殖
proteasome プロテアソーム ぷろてあそーむ 繁殖
protein 蛋白質 たんぱくしつ 飼養
protein efficiency value 蛋白効率 たんぱくこうりつ 飼養
protein polymorphisms 蛋白質多型 たんぱくしつたけい 育遺
protrusive phallus 突出（型）陰茎 とっしゅつがたせいしょくけい 形態・生理

proventiculus 腺胃 せんい
前胃、glandular

stomach

形態・生理、繁殖、製
造・加工、飼養



proventricular diverticulum 前胃憩室 ぜんいけいしつ 形態・生理
proximal centriole 近位中心子 きんいちゅうしんし 繁殖
proximal efferent ductules 近位精巣輸出管 きんいせいそうゆしゅつかん 繁殖
proximal phalanx 基節骨 きせつこつ 形態・生理
proximal uriniferous tubule 近位尿細管 きんいにょうさいかん 形態・生理
proximate analysis 一般分析 いっぱんぶんせき 飼養
pseudogene 偽遺伝子 ぎいでんし 育遺
psittacosis オウム病 おうむびょう ornithosis 予防衛生
psychrometric chart 湿り空気線図 しめりくうきせんず 管理
pteryla 正羽域 せいういき 形態・生理
puberty 春季発動 しゅんきはつどう 繁殖
pubis 恥骨 ちこつ 形態・生理
Pudong 裏東鶏 ぷーどん 品種
pullet 若鶏（雌） わかどり（めす） 管理
pullorum disease ひな白痢 ひなはくり 予防衛生
pulmage 羽装 うそう 形態・生理
pulmonal alveolous 肺胞 はいほう 形態・生理
pulmonary diaphragm 肺横隔膜 はいおうかくまく 形態・生理
pulmonary trunk 肺動脈（幹） はいどうみゃく（かん） 形態・生理
pulmonary vein 肺静脈 はいじょうみゃく 形態・生理
pulsed-field gel electro-phoresis パルスフィールドゲル電気泳動 ぱるすふぃーるどげるでんきえいどう PFGE 予防衛生
purchased feed 購入飼料 こうにゅうしりょう 飼養
pure bred, purebred 純粋種 じゅんすいしゅ 育遺
pure breeding 純粋交配 じゅんすいこうはい 育遺
pure line 純系 じゅんけい 育遺
purified ration 精製飼料 せいせいしりょう 飼養
putrefaction 腐敗 ふはい 予防衛生
putrid 腐敗臭 ふはいしゅう 製造・加工
pygostyle 尾坐骨 びざこつ 形態・生理
pyle パイル ぱいる 品種
pyloric part 幽門部 ゆうもんぶ 形態・生理
pyloricoduodenal opening 幽門十二指腸口 ゆうもんじゅうにしちょうこう 形態・生理
pylorus 幽門 ゆうもん 形態・生理
pyrethroid insecticide ピレトリン系殺虫薬 ぴれとりんけいさっちゅうやく 予防衛生
Q fever Q熱 きゅうねつ 予防衛生
quadratus femoris muscle 大腿方形筋 だいたいほうけいきん 形態・生理
quadriceps femoris muscle 大腿四頭筋 だいたいしとうきん 形態・生理
quail bronchitis ウズラ気管支炎 うずらきかんしえん 予防衛生
qualitative character,qualitative trait 質的形質 しつてきけいしつ 育遺



quality assurance 品質保証 ひんしつほしょう 予防衛生
quality assurance program 品質保証計画 ひんしつほしょうけいかく 予防衛生
quantitative genetics 量的遺伝学 りょうてきいでんがく 育遺
quantitative inheritance 量的遺伝 りょうてきいでん 育遺
quantitative trait 量的形質 りょうてきけいしつ quantitative character 育遺
quantitative trait loci, QTL QTL きゅーてぃーえる 量的形質遺伝子座 育遺
quarantine 検疫 けんえき 管理、予防衛生
quarternary ammonium disinfectants ４級アンモニウム誘導体 よんきゅうあんもにうむゆうどうたい 予防衛生
quarters 四割 よつわり 製造・加工
quiescence 機能停止 きのうていし 管理
quiescent ovary 休止卵巣 きゅうしらんそう 管理
quigyuan Ma 清遠麻鶏 きんゆあんま 品種
quinolone キノロン剤 きのろんざい 予防衛生
rachis 羽軸 うじく feather shaft 形態・生理、繁殖,,管
radial carpal bone 橈側手根骨 とうそくしゅこんこつ 形態・生理
radial spoke ラジアルスポーク らじあるすぽーく 繁殖
radiation 輻射、放射 ふくしゃ、ほうしゃ 管理
radient heat 輻射熱、放射熱 ふくしゃねつ、ほうしゃねつ 管理
radii, barbules 小羽枝 しょううし 形態・生理
radius 橈骨 とうこつ radial 形態・生理、繁殖
raising 育成 いくせい rearing, raising 管理
rami 羽枝 うし barb 形態・生理、繁殖
rancid odor 酸敗臭 さんぱいしゅう 製造・加工
rancidity 油やけ あぶらやけ 製造・加工
random drift 機会的浮動 きかいてきふどう 育遺
random effect 変量効果 へんりょうこうか 育遺
random genetic drift 機会的遺伝浮動 きかいてきいでんふどう 育遺
random mating ランダム交配 らんだむこうはい 育遺
random mating, random breeding 無作為交配 むさくいこうはい 育遺
random model 変量模型 へんりょうもけい 育遺
RAPD(random amplified polymorphic

DNA) analysis
RAPD分析 らぴっどぶんせき 育遺

rapeseed meal ナタネ粕 なたねかす 飼養
rare breed, minor breed 希少品種 きしょうひんしゅ 育遺
rate of genetic contribution 遺伝的寄与率 いでんてききよりつ 育遺
rate of improvement 改良速度 かいりょうそくど 育遺
rate of raising 育成率 いくせいりつ 管理
rate of segregation 分離比 ぶんりひ 育遺
Rathke's pouch ラトケ嚢 らとけのう 繁殖



ready-to-cook chicken レディーツークックチキン れでぃーつーくっくちきん 丸どり 製造・加工
reagents for laboratory diagnosis 臨床検査試薬 りんしょうけんさしやく 予防衛生
realized genetic correlation 実現遺伝相関 じつげんいでんそうかん 育遺
realized heritability 実現遺伝率 じつげんいでんりつ 育遺
realized selection differential 実現選抜差 じつげんせんばつさ 育遺
recessive 劣性(の) れっせい（の） 育遺
recessive gene 劣性遺伝子 れっせいいでんし 育遺
recessive inheritance 劣勢遺伝 れっせいいでん 繁殖
recessive lethal gene 劣性致死遺伝子 れっせいちしいでんし 致死遺伝子 育遺
recessive mutation 劣性突然変異 れっせいとつぜんへんい 育遺
recessive white 劣性白色 れっせいはくしょく 育遺
recipient レシピエント れしぴえんと 繁殖
reciprocal crossing 正逆交雑 せいぎゃくこうざつ 育遺
reciprocal recurrent selection 相反反復選抜（法） そうはんはんぷくせんばつ（ほう） 育遺
reciprocal translocation 相互転座 そうごてんざ (染色体の) 育遺
recombinant DNA experiment 組換えDNA実験 くみかえでぃーえぬえーじっけん 育遺
recombinant inbred strain リコンビナント近交系 りこんびなんときんこうけい 育遺
recombinant vaccine 組換えワクチン くみかえわくちん 予防衛生
recombination 組換え くみかえ 育遺
recombination value 組換え価 くみかえか 育遺
rectal swab 直腸スワブ ちょくちょうすわぶ 予防衛生
rectal temperature 直腸温 ちょくちょうおん 管理
rectocoprodeal fold 直腸糞洞ヒダ ちょくちょうふんどうひだ 形態・生理
rectum 直腸 ちょくちょう 形態・生理
rectus abdominal muscle 腹直筋 ふくちょくきん 形態・生理
recumbency 側臥 そくが 予防衛生
recurrence 再発 さいはつ recrudescence 予防衛生
recurrent selection 循環選抜 じゅんかんせんばつ 育遺
red (bone) marrow 赤色骨髄 せきしょくこつずい 形態・生理
red ear lobe 赤耳朶 あかじだ 品種
Red Kampung レッドカンプン れっどかんぷん 品種
red muscle 赤色筋 せきしょくきん 製造・加工
Redcap レッドキャップ れっどきゃっぷ 品種
redirected behavior 転嫁行動 てんかこうどう 管理
reduced egg production 産卵低下 さんらんていか egg drop 予防衛生
reduced myoglobin 還元型ミオグロビン かんげんがたみおぐろびん 製造・加工
reference family 基準家系 きじゅんかけい リファレンスファミリー 育遺
regulatory protein 調節蛋白質 ちょうせつたんぱくしつ 製造・加工
reinforcement 強化 きょうか 管理



relative 血縁個体 けつえんこたい 育遺
relative economic value 相対経済価値 そうたいけいざいかち 育遺
relative economic weight 相対的重要度 そうたいてきじゅうようど 育遺
relative humidity 相対湿度 そうたいしつど RH 管理
relative risk 相対リスク そうたいりすく 予防衛生
REML、restricted maximum likelihood REML（法） れむる（ほう） 制限付き最尤法 育遺
remnant of vitelline duct 卵黄管遺残 らんおうかんいざん 形態・生理
remnant of vitelline stalk 卵黄嚢茎遺残 らんおうのうけいいざん 形態・生理
renal calyx 腎杯 じんぱい 形態・生理
renal pelvis 腎盤 じんばん 形態・生理
renal portal system 腎門脈 じんもんみゃく 形態・生理
renal vein 腎静脈 じんじょうみゃく 形態・生理
rendering plant 化成場 かせいじょう 製造・加工
reparative power of nature 自然治癒力 しぜんちゆりょく 予防衛生
repeatability 反復率 はんぷくりつ 育遺
repetitive sequence 反復配列 はんぷくはいれつ 育遺
replacement 代償 だいしょう 管理
replacement rate 更新率 こうしんりつ 管理
replication 複製 ふくせい 育遺
replication error 複製エラー ふくせいえらー 育遺
replication-competent 自己複製能 じこふくせいのう 繁殖
replicator 複製開始点 ふくせいかいしてん 育遺
repression 抑制 よくせい 育遺
repressor リプレッサー りぷれっさー 抑制 育遺
repressor gene, inhibiting gene, inhibitor

gebe, suppressor gene
抑制遺伝子 よくせいいでんし 育遺

reproduction 生殖 せいしょく 繁殖
reproduction regulating system 生殖機能系 せいしょくきのうけい 繁殖
reproductive active phase 生殖活動期 せいしょくかつどうき 繁殖
reproductive cycle, sexual cycle 生殖周期 せいしょくしゅうき 繁殖
reproductive system 生殖器系 せいしょくきけい 繁殖
reservor レゼルボア れぜるぼあ 予防衛生
resource family 資源家系 しげんかけい 育遺
respiration 呼吸 こきゅう 管理
respiration trial 呼吸試験 こきゅうしけん 飼養
respiratory disorder 呼吸器障害 こきゅうきしょうがい 予防衛生
respiratory organ 呼吸器 こきゅうき 形態・生理
respiratory quotient 呼吸商 こきゅうしょう 飼養
respiratory system 呼吸器系 こきゅうきけい 形態・生理、繁殖



response element 応答エレメント おうとうえれめんと 育遺
restricted feeding 制限給餌 せいげんきゅうじ controlled feeding 飼養、管理
restricted selection index 制限付き選抜指数 せいげんつきせんばつしすう 育遺
restrictedmaximum likelihood, REML 制限付き最尤法 せいげんつきさいゆうほう REML 育遺
restriction enzyme 制限酵素 せいげんこうそ 育遺
restriction fragment length polymorphism,

RFLP
RFLP あーるえふえるぴー 制限酵素断片長多型 育遺

rete testis 精巣網 せいそうもう 形態・生理、繁殖
reticular cell 細網細胞 さいもうさいぼう 形態・生理
reticular fiber 細網線維 さいもうせんい 形態・生理
reticular tissue 細網組織 さいもうそしき 形態・生理
reticuloendothelial system 細網内皮系 さいもうないひけい 形態・生理
reticuloendotheliosis 細網内皮症 さいもうないひしょう 予防衛生
retina 網膜 もうまく 形態・生理
retractor ani muscle 肛門後引筋 こうもんこういんきん 形態・生理
retrovirus レトロウイルス れとろういるす 育遺
retrovirus vector レトロウイルスベクター れとろういるすべくたー 繁殖
reverse bend リバースベンド りばーすべんど 繁殖
reverse transcriptase 逆転写酵素 ぎゃくてんしゃこうそ 育遺
reverse transcriptase-polymerase chain

reaction
RT-PCR法 あーるてぃぴーしーあーるほう RT-PCR 予防衛生

RFLP, restriction fragment length

polymorphism,
制限酵素断片長多型 せいげんこうそだんぺんちょうたけい RFLP 育遺, 予防衛生

RH mapping RHマッピング あーるえいちまっぴんぐ 育遺
Rhode Island Red ロードアイランドレッド ろーどあいらんどれっど 品種
Rhode Island Red Bantam ロードアイランドレッドバンタム ろーどあいらんどれっどばんたむ 品種
Rhode Island White ロードアイランドホワイト ろーどあいらんどほわいと 品種
Rhodebar ロードバー ろーどばー 品種
Rhodebar　Bantam ロードバーバンタム ろーどばーばんたむ 品種
rhombencephalon 菱脳 りょうのう 繁殖
rhomboideus muscle 菱形筋 りょうけいきん 形態・生理
rhonchus 水泡音 すいほうおん ラ音 予防衛生
rib 肋骨 ろっこつ 形態・生理
rib back リブバック りぶばっく 製造・加工
riboflavin deficiency リボフラビン欠乏症 りぼふらびんけつぼうしょう 予防衛生
ribonucleic acid RNA あーるえぬえー リボ核酸 育遺
ribonucleic acid, RNA リボ核酸 りぼかくさん RNA 育遺
ribosomal RNA リボソームRNA りぼそーむあーるえぬえー rRNA 育遺
ribosome リボソーム りぼそーむ 育種、形態・生理
rice bran 米ヌカ こめぬか rice meal 飼養



rice hulls 籾殻 もみがら 管理
rickets くる病 くるびょう rachitis 飼養、予防衛生
right and left portal vein 右および左門（静）脈 うおよびさもん（じょう）みゃく 形態・生理
right hepatic lobe 肝右葉 かんうよう 形態・生理
rigor 硬直 こうちょく 製造・加工
rigor mortis 死後硬直 しごこうちょく 製造・加工、管理
rigor off 硬直解除 こうちくかいじょ 製造・加工
rigor off, resolution of rigor 解硬 かいこう 製造・加工
risk リスク りすく 予防衛生
risk analysis リスクアナリシス りすくあなりしす 予防衛生
risk assessment リスクアセスメント リスクアセスメント 予防衛生
risk characterization 危険性の特性解明 きけんせいのとくせいかいめい 予防衛生
risk communication リスクの情報交換 りすくのじょうほうこうかん 予防衛生
risk evaluation 危険性の評価 きけんせいのひょうか 予防衛生
risk management リスク管理 りすくかんり 予防衛生
ritualization 儀式化 ぎしきか 管理
RNA polymerase RNAポリメラーゼ あーるえぬえーぽりめらーぜ 育遺

RNA-dependent DNA polymerase RNA依存性DNAポリメラーゼ
あーるえぬえーいぞんせいでぃーえぬ
えーぽりめらーぜ

育遺

roaster ロースター ろーすたー 製造・加工
robustness 頑健性 がんけんせい 管理
rodenticide 殺鼠剤 さっそざい rat-poison、ratsbane 予防衛生
root of tongue 舌根 ぜっこん 形態・生理
rose comb バラ冠 ばらかん 薔薇冠

形態・生理、育種、品
種

Rosecomb Bantam ローズコームバンタム ろーずこーむばんたむ 品種

rotational crossing 輪換交雑 りんかんこうざつ
輪換交配 (rotational

mating)
育遺

rough きめが粗い きめがあらい 製造・加工
rough endoplasmic reticulum 粗面小胞体 そめんしょうほうたい 形態・生理
roughage 粗飼料 そしりょう 飼養
rough-shelled egg 粗殻卵 そかくらん 予防衛生
round folds 八字状ヒダ はちじじょうひだ 繁殖
round spermatid 円形精子細胞 えんけいせいしさいぼう 繁殖
round spermatid injection, ROSI 円形精子細胞注入 えんけいせいしさいぼうちゅうにゅう 繁殖
rudimentary copulatory organ 退化交尾器 たいかこうびき 形態・生理
ruffle 羽根を逆立てる はねをさかだてる 管理
ruffled feathers 羽毛の逆立ち うもうのさかだち 予防衛生
Rumpless Araucana ランプレスアロウカナ らんぷれすあろうかな 品種
Rumpless Araucana Bantam ランプレスアロウカナバンタム らんぷれすあろうかなばんたむ 品種
Rumpless Game ランプレスゲーム らんぷれすげーむ 品種



Rumpless Game Bantam ランプレスゲームバンタム らんぷれすげーむばんたむ 品種
runt 発育不良鶏 はついくふりょうけい 管理
ruptured follicle 破裂卵胞 はれつらんぽう 形態・生理
ruptured-yolk peritonitis 卵黄性腹膜炎 らんおうせいふくまくえん egg yolk peritonitis 予防衛生
rye ライ麦 らいむぎ 飼養
Ryujin Jidori 龍神地鶏 りゅうじんじどり 品種
saccobronchi 気嚢気管支 きのうきかんし 形態・生理
sacrifice 淘汰 とうた culling

育種、予防衛生、管
理

sacrum 仙骨 せんこつ 形態・生理
saddle 鞍部 あんぶ 形態・生理、管理
saddle feather 鞍羽 あんう 形態・生理
Sado Hige Jidori 佐渡髯地鶏 さどひげじどり 品種
safety 安全性 あんぜんせい 予防衛生
safflower meal サフラワー粕 さふらわーかす 飼養
saliva 唾液 だえき 管理

Salmonella  infection ｉｎ poultry 家禽サルモネラ感染症 かきんさるもねらかんせんしょう
家きんサルモネラ感染
症, 家畜伝染病

予防衛生

salmonellosis サルモネラ症 さるもねらしょう 鶏パラチフス, 届出伝 予防衛生
salpingitis 卵管炎 らんかんえん 繁殖
salt poisoning 食塩中毒 しょくえんちゅうどく 予防衛生
salted egg 塩漬け卵 しおづけらん 製造・加工
salted meat 塩蔵肉 えんぞうにく 製造・加工
saltiness 塩味 えんみ 製造・加工
salting 塩蔵 えんぞう 製造・加工
salting, curing 塩漬け しおづけ 製造・加工
salt-solubles protein 塩溶性蛋白質 えんようせいたんぱくしつ 製造・加工
sand-bathing 砂浴び すなあび dust bathing、dusting 管理
sanitation 衛生 えいせい hygiene 予防衛生
sanitation standard operation procedure 衛生標準作業手順 えいせいひょうじゅんさぎょうてじゅん SSOP 予防衛生
saponification value ケン化価 けんかか 飼養
ｓａｐｐｌｉｅｒ quality assurance 供給者品質保証 きょうきゅうしゃひんしつほしょう SQA 予防衛生
saprophytes 腐生菌 ふせいきん 予防衛生
sarcocystosis 住肉胞子虫症 じゅうにくほうしちゅうしょう 予防衛生
sarcolemma 筋鞘 きんしょう 製造・加工
sarcoma 肉腫 にくしゅ 予防衛生
sarcomere 筋節 きんせつ 製造・加工
sarcoplasm 筋漿 きんしょう 製造・加工
sarcoplasma 筋漿 きんしょう 形態・生理
sarcoplasmin reticuum 筋小胞体 きんしょうほうたい 製造・加工



sartorius muscle 縫工筋 ほうこうきん 形態・生理
Satsumadori 薩摩鶏 さつまどり 品種
saturated fatty acids 飽和脂肪酸 ほうわしぼうさん 飼養
savory 香ばしい こうばしい 製造・加工
scab かさぶた かさぶた 管理
scalder 湯せき槽 とうせきそう 製造・加工
scale 鱗 うろこ 繁殖
scale effect 尺度効果 しゃくどこうか 育遺
scalenus muscle 斜角筋 しゃかくきん 形態・生理
scales 脚鱗 きゃくりん 形態・生理
scaly leg 足肌荒れ あしはだあれ 管理
scapula 肩甲骨 けんこうこつ

形態・生理、繁殖、管
理

scapular feather-germ 肩羽原基 かたばねげんき 繁殖
scleral papillae 鞏膜乳頭 きょうまくにゅうとう 繁殖
sclerotic bone 強膜骨 きょうまくこつ 形態・生理
Scots Dumpy スコッツダンピー すこっつだんぴー 品種
Scots Dumpy Bantam スコッツダンピーバンタム すこっつだんぴーばんたむ 品種
Scots Grey スコッツグレイ すこっつぐれい 品種
Scots Grey Bantam スコッツグレイバンタム すこっつぐれいばんたむ 品種
scraper スクレーパー すくれーぱー 管理
scurf フケ、脂粉 ふけ、しふん 管理
seasonal breeding 季節繁殖 きせつはんしょく 繁殖
seasonal cycle 季節周期 きせつしゅうき 繁殖
sebaceous gland 脂腺 しせん 形態・生理、管理
Sebright Bantam シーブライトバンタム しーぶらいとばんたむ 品種
second digit 第二指 だいにし 形態・生理
second filial generation 雑種第二代 ざっしゅだいにだい F2 育遺
second polar body 二次極体 にじきょくたい 繁殖
second thigh 脛 すね shank 形態・生理、管理
secondaries 副翼羽 ふくよくう 形態・生理
secondary bronchus 二次気管支 にじきかんし 形態・生理
secondary infection 二次感染 にじかんせん 予防衛生
secondary oocyte 二次卵母細胞 にじらんぼさいぼう 繁殖
secondary sex cord 二次性索 にじせいさく 繁殖
secondary sexual character 二次性徴 にじせいちょう 繁殖
secondary spermatocyte 二次精母細胞 にじせいぼさいぼう 繁殖
secretary grannule 分泌顆粒 ぶんぴ（つ）かりゅう 形態・生理
secretion 分泌液 ぶんぴ（つ）えき 予防衛生
segment 切片 せっぺん 予防衛生



selected trait 選抜形質 せんばつけいしつ 育遺
selection 選抜 せんばつ 育遺
selection breeding, breeding by selection 選抜育種 せんばついくしゅ 育遺
selection criterion 選抜基準 せんばつきじゅん 育遺
selection differential 選抜差 せんばつさ 育遺
selection experiment 選抜試験 せんばつしけん 育遺
selection index 選抜指数 せんばつしすう 育遺
selection intensity 選抜強度 せんばつきょうど 育遺
selection limit 選抜限界 せんばつげんかい 育遺
selection pressure 選抜圧 せんばつあつ 育遺
selection response 選抜反応 せんばつはんのう 育遺
selective fertilization 選択受精 せんたくじゅせい 繁殖
selective medium 選択培地 せんたくばいち 予防衛生
self feeder セルフフィーダー せるふふぃーだー 飼養
self-protective behavior 護身行動 ごしんこうどう 管理
semen 精液 せいえき 繁殖
semen collection 精液採取 せいえきさいしゅ 繁殖
semen diluent 精液希釈液 せいえききしゃくえき 繁殖
semen examination 精液検査 せいえきけんさ 繁殖
semiconservative replication 半保存的複製 はんほぞんてきふくせい 育遺
semi-lethal gene, sublethal gene 半致死遺伝子 はんちしいでんし 育遺
semimembranosus muscle 半膜様筋 はんまくようきん 形態・生理
seminal plasma 精漿 せいしょう 繁殖
seminiferous epithelial cycle 精上皮サイクル せいじょうひさいくる 繁殖
seminiferous epithelium 精細管上皮 せいさいかんじょうひ 繁殖
seminiferous tubule 精細管 せいさいかん 繁殖
semisolid agar 半流動培地 はんりゅうどうばいち 予防衛生
semitendinosus muscle 半腱様筋 はんけんようきん 形態・生理
semiwindowless poultry house セミウィンドウレス鶏舎 せみうぃんどうれすけいしゃ 管理
seniority 先住権 せんじゅうけん 定住効果 管理
sensible heat loss 顕熱放散 けんねつほうさん 管理
sensible temperature 体感温度 たいかんおんど 管理
sensitivity 感受性 かんじゅせい susceptability 管理
sensitization 鋭敏化 えいびんか 管理
sentinel animal 歩哨動物 ほしょうどうぶつ 予防衛生
septicemia 敗血症 はいけつしょう 予防衛生
sequela 続発症 ぞくはつしょう 予防衛生
sequence 連産 れんさん  clutch 繁殖
sequence determination 配列決定 はいれつけってい sequencing 予防衛生



sequence tag site STS えすてぃーえす 育遺
serenium deficiency セレン欠乏症 せれんけつぼうしょう 予防衛生
serial analysis of gene expression 遺伝子発現プロファイリング法 いでんしはつげんぷろふぁいりんぐほう SAGE法 繁殖
seroamniotic raphe 漿羊膜縫線 しょうようまくほうせん 繁殖
serological examination 血清学的検査 けっせいがくてきけんさ serologic test 予防衛生
serological typing 血清型別 けっせいがたべつ 予防衛生
serotype 血清型 けっせいがた 育遺、予防衛生
serous gland 漿液腺 しょうえきせん 形態・生理
serous membrane 漿膜 しょうまく 繁殖
Sertoli cell セルトリ細胞 せるとりさいぼう 繁殖

serum 血清 けっせい
形態・生理、育種、予
防衛生

serum albumin 血清アルブミン けっせいあるぶみん 形態・生理
serum antibody 血清抗体 けっせいこうたい 形態・生理
serum plate agglutination test 血清平板凝集試験 けっせいへいばんぎょうしゅうしけん 予防衛生
serum reaction 血清反応 けっせいはんのう 形態・生理
sesame meal ゴマ粕 ごまかす 飼養
set point temperature 設定温度 せっていおんど 管理
sex chromatin 性染色質 せいせんしょくしつ 育遺、繁殖繁殖
sex chromosome 性染色体 せいせんしょくたい 育遺
sex determination 性決定 せいけってい 繁殖
sex differentiation 性分化 せいぶんか 繁殖
sex dimorphism 雌雄二型 しゆうにけい 繁殖
sex gland, gonad 生殖腺 せいしょくせん 繁殖
sex hormone 生殖ホルモン せいしょくほるもん 繁殖
sex reverse 性転換 せいてんかん 繁殖
sex separated feeding 雌雄別給餌 しゆうべつきゅうじ SSF 管理
sex steroid 性ステロイド せいすてろいど 繁殖
sexed chick 鑑別雛 かんべつひな 管理
sexer 雌雄鑑別師 しゆうかんべつし 管理
sexing 雌雄鑑別 しゆうかんべつ sex sorting 育遺、繁殖、管理
sexing by the presentation of phallus 肛門鑑別法 こうもんかんべつほう 育遺
sex-linkage 伴性 ばんせい 伴性遺伝 育遺
sex-linked dwarism recessive gene 伴性矮性劣性遺伝子 ばんせいわいせいれっせいいでんし 育遺
sex-linked inheritance 伴性遺伝 ばんせいいでん 伴性 育遺、繁殖
sexual behavior 性行動 せいこうどう 繁殖
sexual maturation 性成熟 せいせいじゅく 繁殖
sexual mosaic 性モザイク せいもざいく 繁殖
shaking culture 振盪培養法 しんとうばいようほう 予防衛生



Shamo 軍鶏 しゃも Japanese game 品種
shank 中足 ちゅうそく 形態・生理

sharp end 鋭端（鋭極） えいたん（えいきょく） small end 形態・生理、繁殖、製
造・加工管理

shear value 切断力価 せつだんりきか 製造・加工
sheath 外鞘 がいしょう 形態・生理
shelf-life 賞味期間 しょうみきかん 製造・加工
shell egg 殻付卵 からつきらん 管理
shell gland 卵殻腺部 らんかくせんぶ 形態・生理

shell membrane 卵殻膜 らんかくまく
形態・生理、繁殖、製
造・加工

shell pore 気孔 きこう pneumatic foramen 形態・生理、繁殖
shelled egg 有殻卵 ゆうかくらん 形態・生理
shell-less egg 無殻卵 むかくらん 予防衛生
shivering 震え ふるえ 振戦、tremor 管理
short bone 短骨 たんこつ 形態・生理
short digital extensor muscle 短趾伸筋 たんししんきん 形態・生理
short digital flexor muscle 短趾屈筋 たんしくっきん 形態・生理
short hallucis extensor muscle 短第一趾伸筋 たんだいいちししんきん 形態・生理
short hallucis flexor muscle 短第一趾屈筋 たんだいいちしくっきん 形態・生理
short wave radiation 短波放射 たんぱほうしゃ 管理
short-day breeder 短日繁殖動物 たんじつはんしょくどうぶつ 繁殖
short-day treatment 短日処理 たんじつしょり 繁殖
Shouguang 寿光鶏 しょうぐあん 品種
Shoukoku 小国鶏 しょうこく 品種
shoulder 肩 かた 形態・生理
shrimp meal エビ殻ミール えびがらみーる 飼養
Shuanglian 双蓮鶏 しゃんりゃん 品種
sib test, sister and brother test きょうだい検定 きょうだいけんてい 育遺
Sibattori 芝鶏 しばっとり 品種
Sicilian Buttercup シシリアンバターカップ ししりあんばたーかっぷ 品種
Sicilian Buttercup Bantam シシリアンバターカップバンタム ししりあんばたーかっぷばんたむ 品種
sickles 謡羽 うたいばね 形態・生理
silencer サイレンサー さいれんさー 育遺
Silkie シルキー しるきー 品種
Silkie Bantam シルキーバンタム しるきーばんたむ 品種
silkworm pupa meal サナギ粕 さなぎかす 飼養
silky feathering 糸毛 いとげ 品種
silver gene 銀色遺伝子 ぎんしょくいでんし 育遺
simulation シミュレーション しみゅれーしょん 育遺



single comb 単冠 たんかん
形態・生理、育種、品
種

single nucleotide polymorphism, SNP 一塩基多型 いちえんきたけい SNP 育遺
single strand conformation polymorphism SSCP えすえすしーぴー 一本鎖構造多型 育遺
single strand conformation

polymorphism, SSCP
一本鎖構造多型 いっぽんさこうぞうたけい SSCP 育遺

sinus terminalis 終末静脈洞 しゅうまつじょうみゃくどう 繁殖
sinusitis 副鼻腔炎 ふくびこうえん 予防衛生
sire model サイアモデル さいあもでる 父親モデル 育遺
sister chromatid 姉妹染色体 しまいせんしょくたい 繁殖
sister-brother mating きょうだい交配 きょうだいこうはい 育遺
site effect, position effect 位置効果 いちこうか 育遺
sitting hen 就巣鶏 しゅうそうけい 管理
skeletal muscle 骨格筋 こっかくきん

形態・生理、製造・加
工

skeleton of forearm 前腕骨格 ぜんわんこっかく 形態・生理
skin 皮 かわ 製造・加工
skin temperature 皮膚温度 ひふおんど 管理
skip-a-day feeding 隔日給餌 かくじつきゅうじ every other day feeding

= EOD
管理

slant agar medium 斜面寒天培地 しゃめんかんてんばいち 予防衛生
slaughter と殺 とさつ 製造・加工、管理
slide agglutination test スライド凝集試験 すらいどぎょうしゅうしけん 予防衛生
slow feathering

遅羽性 ちうせい
晩羽性、late

feathering、tardy
育遺、管理

slurry スラリー すらりー 管理
small intestine 小腸 しょうちょう 形態・生理
smoke chicken 燻鶏 くんけい 製造・加工
smoke generater 燻煙発生機 くんえんはっせいき 製造・加工
smoke house 燻煙室 くんえんしつ 製造・加工
smoke meat product 燻製肉 くんせいにく 製造・加工
smoked chicken スモークドチキン すもーくどちきん 製造・加工
smoked egg 燻煙卵 くんえんらん 製造・加工
smoking 燻煙 くんえん 製造・加工
smoky こげた こげた 製造・加工
smooth なめらか なめらか 製造・加工
smooth endoplasmic reticulum 滑面小胞体 かつめんしょうほうたい 形態・生理
smooth muscle 平滑筋 へいかつきん

形態・生理、製造・加
工

smooth muscle bundle 平滑筋束 へいかつきんそく 繁殖
smoothly つるん つるん 製造・加工
sneeze くしゃみ くしゃみ 予防衛生
soaking 塩抜き しおぬき 製造・加工



social distance 社会（的）距離 しゃかい（てき）きょり 管理
social facilitation 社会的促進 しゃかいてきそくしん 管理
social hierarchy 社会的階級 しゃかいてきかいきゅう 管理
social isolation 社会的隔離 しゃかいてきかくり 管理
sodium ナトリウム なとりうむ 飼養
sodium deficiency ナトリウム欠乏症 なとりうむけつぼうしょう 予防衛生
soft-shelled egg 軟殻卵 なんかくらん 予防衛生
soggy べちゃべちゃ べちゃべちゃ 製造・加工
solid-liquid separation 固液分離 こえきぶんり 管理
solid-liquid separator 固液分離機 こえきぶんりき 管理
somatic antigen 菌体抗原 きんたいこうげん 予防衛生
somatic cell clone 体細胞クローン たいさいぼうくろーん 育遺
somatic cell nuclear transfer 体細胞核移植 たいさいぼうかくいしょく 繁殖
somatic chimera 体細胞キメラ たいさいぼうきめら 繁殖
somite 体節 たいせつ 繁殖
soundness 健全性 けんぜんせい 予防衛生
source of infection 感染源 かんせんげん 予防衛生
southern blot サザンブロット さざんぶろっと 育遺
southern blotting サザンブロッティング さざんぶろってぃんぐ 育遺
soy source cake 醤油粕 しょうゆかす 飼養
soybean 大豆 だいず 飼養
soybean meal 大豆粕 だいずかす 大豆粕 飼養
spacing behavior 空間行動 くうかんこうどう 管理
spangling 点斑 てんぱん 育遺、品種
Spanish スパニッシュ すぱにっしゅ 品種
Spanish Bantam スパニッシュバンタム すぱにっしゅばんたむ 品種
special feed 特殊飼料 とくしゅしりょう 飼養
species 種 しゅ 育遺
species specificity 種属特異性 しゅぞくとくいせい 予防衛生
specific combining ability 特殊組合せ能力 とくしゅくみあわせのうりょく 特定組合せ能力 育遺
specific dynamic effect 特異動的効果 とくいどうてきこうか 飼養
specificity 特異性 とくいせい 予防衛生
specific-pathogenic- free 特定病原体不在 とくていびょうげんたいふざい 予防衛生
specimen 検体 けんたい 試料 予防衛生
sperm 精子 せいし 繁殖
sperm antibody 精子抗体 せいしこうたい 繁殖
sperm aster 精子星状体 せいしせいじょうたい 繁殖
sperm concentration 精子濃度 せいしのうど 繁殖
sperm extract 精子抽出物 せいしちゅうしゅつぶつ 繁殖



sperm factor 精子因子 せいしいんし 繁殖
sperm head 精子頭部 せいしとうぶ 繁殖
sperm mortality 精子死亡率 せいししぼうりつ 繁殖
sperm motility 精子運動性 せいしうんどうせい 繁殖
sperm plasma membrane 精子細胞膜 せいしさいぼうまく 繁殖
sperm receptor 精子受容体 せいしじゅようたい 繁殖
sperm storage tubles 精子貯蔵管 せいしちょぞうかん 繁殖
sperm tail 精子尾部 せいしびぶ 繁殖
sperm transpot 精子移行 せいしいこう 繁殖
sperm viability 精子生存率 せいしせいぞんりつ 繁殖
spermatid 精細胞 せいさいぼう 繁殖
spermatocyte 精母細胞 せいぼさいぼう 繁殖
spermatogenesis 精子形成 せいしけいせい 繁殖
spermatogenic cell 造精細胞 ぞうせいさいぼう 繁殖
spermatogonial renewal 精原細胞の再生 せいげんさいぼうのさいせい 繁殖
spermatogonial stem cell 精原幹細胞 せいげんかんさいぼう 繁殖
spermatogonium 精原細胞 せいげんさいぼう 繁殖
sperm-borne oocyte-activating factor 精子由来卵子活性化因子 せいしゆらいらんしかっせいかいんし 繁殖
sperm-egg binding 精子-卵結合 せいしらんけつごう 繁殖
sperm-egg fusion 精子-卵子融合 せいし-らんしゆうごう 繁殖
sperm-egg interaction 精子-卵相互作用 せいしらんそうごさよう 繁殖
spermiation 排精 はいせい 繁殖
spermiogenesis 精子完成 せいしかんせい 繁殖
sperm-mediated gene transfer 精子媒介法 せいしばいかいほう 繁殖
sphincter muscle of rectocoprodeum 直腸糞洞括約筋 ちょくちょうふんどうかつやくきん 形態・生理
sphincter muscle of vagina 膣部括約筋 ちつぶかつやくきん 形態・生理
sphincter muscle of vitelline 卵黄憩室括約筋 らんおうけいしつかつやくきん 形態・生理
spin chiller スピンチラー すぴんちらー 製造・加工
spinal cord 脊髄 せきずい 形態・生理、繁殖
spindle 紡錘体 ぼうすいたい 繁殖
spirochetosis スピロヘータ感染症 すぴろへーたかんせんしょう 予防衛生
spleen 脾臓 ひぞう 形態・生理、繁殖
splenic lobe 脾葉 ひよう lobe splenic 形態・生理、繁殖
splicing スプライシング すぷらいしんぐ 育遺
splicing variant スプライシングバリアント すぷらいしんぐばりあんと 繁殖
spoilage 変質 へんしつ 予防衛生
spondylitis 脊椎炎 せきついえん 予防衛生
spondylolisthesis 脊椎滑り症 せきついすべりしょう 予防衛生
spongy layer スポンジ状マトリックス層 すぽんじじょうまとりくすそう 繁殖



sporadic occurrence 散発型発生 さんぱつがたはっせい 予防衛生
sporadically 突発的に とっぱつてきに 予防衛生
spore stain 芽胞染色 がほうせんしょく 予防衛生
spot brooding 集中育雛 しゅうちゅういくすう 管理
spray vaccination  噴霧ワクチン投与 ふんむわくちんとうよ 予防衛生
springy 弾力のある だんりょくのある 製造・加工
spur 距 けづめ 形態・生理
stab agar medium 高層寒天培地 こうそうかんてんばいち 予防衛生
stab culture 穿刺培養法 せんしばいようほう 予防衛生
stabilizers 安定剤 あんていざい 製造・加工
stable gene expression 恒久性遺伝子発現 こうきゅうせいいでんしはつげん 育遺
standard egg layng test 産卵能力集合検定 さんらんのうりょくしゅうごうけんてい 育遺
standard egg-laying test 集合産卵能力検定 しゅうごうさんんらんのうりょくけんてい 製造・加工
standard operation procedure 標準作業手順 ひょうじゅんさぎょうてじゅん SOP 予防衛生
standardization 標準化 ひょうじゅんか 育遺
standardized selection differential 標準化選抜差 ひょうじゅんかせんばつさ 標準選抜差 育遺
staphylococcosis ブドウ球菌症 ぶどうきゅうきんしょう 予防衛生
starch デンプン でんぷん 飼養
starch gel electrophoresis デンプンゲル電気泳動 でんぷんげるでんきえいどう 育遺
starch value デンプン価 でんぷんか 飼養
starting chick 幼雛 ようすう 管理
starvation 餓死 がし 予防衛生
static culture 静置培養法 せいちばいようほう standing culture 予防衛生
static pressure 静圧 せいあつ 管理
station testing 集合検定 しゅうごうけんてい 育遺
statistical genetics 統計遺伝 とうけいいでん 育遺
stem cell 幹細胞 かんさいぼう 形態・生理、繁殖
step 処置 しょち 予防衛生
stereotype behavior 常同行動 じょうどうこうどう 管理
sterile room 無菌室 むきんしつ 予防衛生
sterility 生殖不能 せいしょくふのう 繁殖
sterilization by filtration ろ過滅菌 ろかめっきん 予防衛生
sternal costae 胸肋骨 きょうろっこつ 形態・生理
sternoclavicular artery 胸鎖動脈 きょうさどうみゃく 形態・生理
sternocoracoideus muscle 胸骨烏口筋 きょうこつうこうきん 形態・生理
sternohyoid muscle 胸骨舌骨筋 きょうこつぜっこつきん 形態・生理
sternotracheal muscle 胸骨気管筋 きょうこつきかんきん 形態・生理
sternum 胸骨 きょうこつ 形態・生理、繁殖
sticky ねっとり ねっとり 製造・加工



stigma スﾁグマ すちぐま 繁殖
stock density 飼育密度 しいくみつど housing density 管理
stomach 胃 い 形態・生理
stractural protein 筋構造蛋白質 きんこうぞうたんぱくしつ 製造・加工
strain 株(ｳｲﾙｽ等の） かぶ(ういるすなどの） 予防衛生
strain cross 同品種系統間交雑 どうひんしゅけいとうかんこうざつ 育遺
strain development 系統造成 けいとうぞうせい 育遺
strain, line 系統 けいとう 育遺
streak 画線塗沫 かっせんとまつ 予防衛生
streptococcosis 連鎖球菌症 れんさきゅうきんしょう 予防衛生
streptomycin ストレプトマイシン すとれぷとまいしん 予防衛生
stretching 伸び のび 管理
striated muscle 横紋筋 おうもんきん

形態・生理、製造・加
工

structural gene 構造遺伝子 こうぞういでんし 育遺
stunning スタニング すたにんぐ 管理
stunt 発育不良 はついくふりょう 管理
stunting disease 発育不全症 はついくふぜんしょう 予防衛生
subclavian artery 鎖骨下動脈 さこつかどうみゃく 繁殖
subclinical 潜伏性の せんぷくせいの 予防衛生
subcutaneous  vaccination 皮下ワクチン接種 ひかわくちんせっしゅ 予防衛生
subcutaneous fat 皮下脂肪 ひかしぼう 製造・加工
subcutaneous inoculation 皮下接種 ひかせっしゅ 予防衛生
subfertility 低受精 ていじゅせい 繁殖
subgerminal cavity 胚下腔 はいかくう 繁殖
sublingual gland 舌下腺 ぜっかせん 形態・生理
subordinance 劣位 れつい 管理
sub-population 副次集団 ふくじしゅうだん 分集団 育遺
subscapular muscle 肩甲下筋 けんこうかきん 形態・生理
sucreening スクリーニング すくりーにんぐ 予防衛生
sudden death 突然死 とつぜんし 予防衛生
sudden death syndrome 突然死症候群 とつぜんししょうこうぐん SDS 予防衛生、管理
sudriferous gland 汗腺 かんせん 管理
sugar 砂糖 さとう 飼養
sugar assimilation test 糖分解試験 とうぶんかいしけん 予防衛生
sulfadiazin スルファジアジン するふぁじあじん 予防衛生
sulfadimethoxine スルファジメトキシン するふぁじめときしん 予防衛生
sulfonamides サルファ剤 さるふぁざい sulfa drugs 予防衛生
sulfur 硫黄 いおう 飼養
sulfur containing amino acid 含硫アミノ酸 がんりゅうあみのさん 飼養



sulfur odor 硫黄臭 いおうしゅう 製造・加工
Sulmtaler サルムトラー さるむとらー 品種
Sulmtaler Bantam サルムトラーバンタム さるむとらーばんたむ 品種
Sultan サルタン さるたん 品種
Sultan Bantam サルタンバンタム さるたんばんたむ 品種
Sumatra スマトラ すまとら 品種
Sumatra Bantam スマトラバンタム すまとらばんたむ 品種
sunflower meal ヒマワリ粕 ひまわりかす 飼養
superficial digital flexor muscle 浅指屈筋 せんしくっきん 形態・生理
superficial gluteal muscle 浅殿筋 せんでんきん 形態・生理
superficial pectoral muscle 浅胸筋 せんきょうきん 形態・生理
supernumerary sperm, accessory sperm 余剰精子 よじょうせいし 繁殖
supinator lateralis muscle 外側回外筋 がいそくかいがいきん 形態・生理
supinator medialis muscle 内側回外筋 ないそくかいがいきん 形態・生理
supplement サプリメント さぷりめんと 飼養
supplementary crossing 補完的交配 ほかんてきこうはい 育遺
supplementation 補完 ほかん 育遺
suppuration 化膿 かのう 管理
supracecal loop 盲腸上ワナ もうちょうじょうわな 形態・生理
supracoracoideus muscle 上烏口筋 じょううこうきん 形態・生理
supraduodenal loop 十二指腸上ワナ じゅうにしちょうじょうわな 形態・生理
supramedullary diverticula 脊髄上憩室 せきずいじょうけいしつ 形態・生理
surfactant 界面活性剤 かいめんかっせいざい 予防衛生
surrogate shell 代理卵殻 だいりらんかく 繁殖
surveillance サーベイランス さーべいらんす 予防衛生
survey サーベイ さーべい 予防衛生
Sussex サセックス させっくす 品種
Sussex Bantam サセックスバンタム させっくすばんたむ 品種
swab スワブ、ぬぐい液 すわぶ、ぬぐいえき 予防衛生
sweet odor 甘い あまい 製造・加工
sweetness 甘味 かんみ 製造・加工
swelling 腫脹 しゅちょう 予防衛生
swollen head syndrome 頭部腫脹症候群 とうぶしゅちょうしょうこうぐん SHS 予防衛生
swollen sperm head 膨化精子 ぼうかせいし 繁殖
synbiotics シンバイオティクス しんばいおてぃくす 予防衛生
syncope 仮死 かし 予防衛生
syncytial formation 合胞体形成 がっぽうたいけいせい 予防衛生
syncytium 合胞体 がっぽうたい 予防衛生
syngamy 雌雄前核融合 しゆうぜんかくゆうごう 繁殖



synkaryon 融合核 ゆうごうかく 繁殖
synostosis 骨結合 こつけつごう 形態・生理
synsacrum 複合仙骨 ふくごうせんこつ 形態・生理
synthetic androgen 合成アンドロジェン ごうせいあんどろじぇん 繁殖
synthetic antimicrobials 合成抗菌性物質 ごうせいこうきんせいぶっしつ 予防衛生
synthetic breed, composite breed 合成品種 ごうせいひんしゅ 育遺
syrinx 鳴管 めいかん 形態・生理
systemic gene transfer 全身遺伝子導入 ぜんしんいでんしどうにゅう 育遺
systemic infection 全身感染 ぜんしんかんせん 予防衛生
tachypnea 呼吸促迫 こきゅうそくはく 頻呼吸 予防衛生
Taihe 泰和鶏 たいふぉ 品種
tail 尾 お 形態・生理
tail back テールバック てーるばっく 製造・加工
tail feather 尾羽 びう sickle 形態・生理、管理
tail-bud 尾芽 びが 繁殖
tail-covert 覆尾羽 ふくびう 形態・生理
tallow タロー たろー 飼養
taming 馴化 じゅんか 馴致 管理
tandem selection 順繰り選抜法 じゅんぐりせんばつほう 育遺
Taoyuan 桃源鶏 たおゆあん 品種
tape worm disease 条虫症 じょうちゅうしょう cestodiosis 予防衛生
Tapoathong タポアソング たぽあそんぐ 品種
target cell 標的細胞 ひょうてきさいぼう 予防衛生
target concerning improvement and

increased production
改良増殖目標 かいりょうぞうしょくもくひょう 育遺

Target concerning improvement and

increased production of chicken
鶏の改良増殖目標 にわとりのかいりょうぞうしょくもくひょう 育遺

Target concerning improvement and

increased production of domestic animal
家畜改良増殖目標 かちくかいりょうぞうしょくもくひょう 育遺

target organ 標的臓器 ひょうてきぞうき 予防衛生
targeting vector ターゲッティングベクター たーげってぃんぐべくたー 育遺
tarsal bones 足根骨 そくこんこつ 形態・生理
taste bud 味蕾 みらい 形態・生理
TATA box TATAボックス たーたぼっくす 育遺
telencepharon 終脳 しゅうのう 繁殖
telocentric 末端部動原体 まったんぶどうげんたい 育遺
telolecithal egg 端黄卵 たんおうらん 繁殖
telomerase テロメラーゼ てろめらーぜ 育遺
telomere テロメア てろめあ 育遺
telophase 減数分裂終期 げんすうぶんれつしゅうき 繁殖



temperature grading 温度勾配 おんどこうばい 管理
tender / soft やわらかい やわらかい 製造・加工
tendinous surface 腱質面 けんしつめん 形態・生理
tendon 腱 けん 形態・生理、管理
tendon spindle 腱紡錘 けんぼうすい 形態・生理
tenosynovitis 腱鞘炎 けんしょうえん 予防衛生
tensor fasciae latae muscle 大腿筋膜張筋 だいたいきんまくちょうきん 形態・生理
teratoma 奇形腫 きけいしゅ 繁殖
teres major muscle and infraspinatus 大円および棘下筋 だいえんおよびきょくかきん 形態・生理
teres minor muscle 小円筋 しょうえんきん 形態・生理
terminal ring 終輪 しゅうりん 繁殖
termination codon 終止コドン しゅうしこどん 育遺
terminator ターミネーター たーみねーたー 育遺
terramycin テラマイシン てらまいしん 予防衛生
territorial behavior 縄張行動 なわばりこうどう 管理
territory 縄張 なわばり 管理
test crossing 試験交雑 しけんこうざつ 育遺
test tube 試験管 しけんかん 予防衛生
testicular artery 精巣動脈 せいそうどうみゃく 繁殖
testicular cord 精巣索 せいそうさく 繁殖
testicular fluid 精巣液 せいそうえき 繁殖
testicular plasma 精巣漿液 せいそうしょうえき 繁殖
testicular sperm 精巣精子 せいそうせいし 繁殖
testicular vein 精巣静脈 せいそうじょうみゃく 繁殖
testing 一般検査 いっぱんけんさ 予防衛生
testis 精巣 せいそう 形態・生理、繁殖
tests for biochemical characteristics 生化学的性状試験 せいかがくてきせいじょうしけん 予防衛生
tetracyclines テトラサイクリン系抗生物質 てとらさいくりんけいこうせいぶっしつ 予防衛生
texture きめ きめ 製造・加工
thaw rigor 解凍硬直 かいとうこうちょく 製造・加工
theca cell 卵胞膜細胞 らんぽうまくさいぼう 繁殖
theca externa 卵胞膜外膜 らんぽうまくがいまく 繁殖
theca folliculi 卵胞膜 らんぽうまく 形態・生理
theca interna 卵胞膜内膜 らんぽうまくないまく 繁殖
therapy 療法 りょうほう 予防衛生
thermal environment 温熱環境 おんねつかんきょう 管理
thermoneutral zone 熱的中性圏 ねつてきちゅうせいけん 管理
thermoneutrality 適温範囲 てきおんはんい 管理
thermoregulation 体温調節 たいおんちょうせつ 管理



thiamin deficiency ビタミンB1欠乏症 びたみんびーわんけつぼうしょう 予防衛生

thick albumen 濃厚卵白 のうこうらんぱく  dense egg white
形態・生理、繁殖、製
造・加工

thigh 下腿 かたい 形態・生理
thin albumen 水溶性卵白 すいようせいらんぱく 繁殖
thin white, thin albumen 希薄卵白 きはくらんぱく 形態・生理
thin-shelled egg 薄殻卵 はっかくらん 予防衛生
thiobarbituric acid value TBA値 てぃびーえーち 製造・加工
third digit 第三指 だいさんし 形態・生理
third lobe 第三葉（第三膵葉） だいさんよう（だいさんすいよう） 形態・生理
third pancreatic duct 第三膵管 だいさんすいかん 形態・生理
thirst 口渇（感） こうかつ（かん） 管理
thoracic artery 胸動脈 きょうどうみゃく 形態・生理
thoracic intertransversarius muscle 胸横突間筋 きょうおうとつかんきん 形態・生理
thoracic longissimus muscle 胸最長筋 きょうさいちょうきん 形態・生理
thoracic multifidus muscle 胸多裂筋 きょうたれつきん 形態・生理
thoracic semispinalis muscle 胸半棘筋 きょうはんきょくきん 形態・生理
thoracic vertebrae 胸椎 きょうつい 形態・生理
thoracico-abdominal diaphragm 胸腹横隔膜 きょうふくおうかくまく 形態・生理
thorax 胸管 きょうかん 形態・生理
threatening 威嚇 いかく 管理
three way cross 三元交雑 さんげんこうざつ 育遺
three-way cross 三元交雑種 ざんげんこうざつしゅ 育遺
threonine トレオニン とれおにん 飼養
threshold character, threshold trait 閾値形質 いきちけいしつ 悉無形質 育遺
thrombocyte 血小板 けっしょうばん 栓球、blood platelet

形態・生理、予防衛
生

thymic atrophy 胸腺萎縮 きょうせんいしゅく 予防衛生
thymus 胸腺 きょうせん 形態・生理、管理
thymus dependent cell 胸腺依存細胞 きょうせんいぞんさいぼう 予防衛生
thyroid gland 甲状腺 こうじょうせん 形態・生理、管理
tibia (tibiotarsus) 脛骨（頚足根骨） けいこつ（けいそくこんこつ） 形態・生理
tibial 頸骨 けいこつ 繁殖
tibial cartilage 脛骨軟骨 けいこつなんこつ 形態・生理
tibial tarsal bone 距骨 きょこつ 形態・生理
tiered wire floor 多段式ワイヤー床（方式） ただんしきわいやーゆか（ほうしき） TWFシステム 管理
tight junction 密着結合 みっちゃくけつごう 繁殖
time of laying 産卵時 さんらんじ 繁殖
tip of tongue 舌尖 ぜつせん 形態・生理
tissue 組織 そしき 形態・生理



tissue culture 組織培養 そしきばいよう 予防衛生
tissue-specific gene expression 組織特異的遺伝子発現 そしきとくいてきいでんしはつげん 育遺
titer 力価 りきか 予防衛生
toe 趾 あしゆび 形態・生理,、繁殖
toe-plate 趾板 しばん 繁殖
tofu by-product トウフ粕 とうふかす soybean cake, tofu cake 飼養
Tokudi Jidori 徳地地鶏 とくぢじどり 品種
toleranogenic 免疫寛容原性 めんえきかんようげんせい 予防衛生
tongue 舌 ぜつ 形態・生理
tonic immobility トニック・インモービリティ、持続性

不動（状態）
とにっく・いんもーびりてぃ、じぞくせいふ
どう（じょうたい）

管理

tonsil 扁桃 へんとう 形態・生理
topcross, top-cross トップクロス とっぷくろす 育遺
topcrossbred トップクロスブレッド とっぷくろすぶれっど 育遺
top-crossbred 異品種トップクロス交雑種 いひんしゅとっぷくろすこうざつしゅ 育遺
topincross トップインクロス とっぷいんくろす 同品種トップ交雑種 育遺
top-incross 同品種トップ交雑種 どうひんしゅとっぷこうざつしゅ 育遺
torticollis 斜頸 しゃけい 予防衛生
Tosa  Jidori (Tosa-ko-Jidori) 土佐地鶏（土佐小地鶏） とさじどり（とさこじどり） 品種
Tosa Kukin 土佐九斤 とさくきん 品種
Tosa-no-Onagadori (Onagadori) 土佐のオナガドリ（尾長鶏） とさのおながどり（おながどり） Japanese long tail fowl 品種
total bacterial count 総菌数 そうきんすう 予防衛生
total collection method 全糞採集法 ぜんふんさいしゅうほう 飼養
total digestible nutrients 可消化養分総量 かしょうかようぶんそうりょう TDN 飼養
totipotency 全能性 ぜんのうせい 繁殖
toughness / firmness 歯ごたえ はごたえ 製造・加工
Toumau 蜀鶏 とうまる 品種
Toutenkou 東天紅鶏 とうてんこう 品種
toxemia 中毒症 ちゅうどくしょう 予防衛生
toxic 有毒な ゆうどくな 予防衛生
toxicity 毒性 どくせい 予防衛生
toxigenicity 毒素原性 どくそげんせい 予防衛生
toxin 毒素 どくそ 予防衛生
toxin-neutralization test 毒素中和試験 どくそちゅうわしけん 予防衛生
toxoplasmosis トキソプラズマ症 ときそぷらずましょう 予防衛生
traceability 生産履歴管理 せいさんりれきかんり 予防衛生
trachea 気管 きかん 形態・生理。管理
tracheal swab 気管スワブ きかんすわぶ 予防衛生
tracheitis 気管炎 きかんえん 予防衛生



tracheobronchial syrinx 気管気管支鳴管 きかんきかんしめいかん 形態・生理
trancient paralysis 一過性麻痺 いっかせいまひ 予防衛生
transbag トランスバッグ とらんすばっぐ 飼養
transcription 転写 てんしゃ 育遺
transcription factor 転写因子 てんしゃいんし 育遺
transcription factor binding site 転写因子結合部位 てんしゃいんしけつごうぶい 育遺
transcriptional activity 転写活性 てんしゃかっせい 繁殖
transcriptional control 転写調節 てんしゃちょうせつ 育遺
transfection 形質移入 けいしついにゅう 繁殖

transfer RNA, tRNA tRNA てぃーあーるえぬえー
トランスファーRNA、転

移RNA
育遺

transformation 形質転換 けいしつてんかん 育遺
transgenesis 外来遺伝子導入 がいらいいでんしどうにゅう 繁殖
transgenic トランスジェニック とらんすじぇにっく 育遺

transgenic animal 遺伝子組換え動物 いでんしくみかえどうぶつ
遺伝子導入動物、形質
転換動物

育遺

transient gene expression 一過性遺伝子発現 いっかせいいでんしはつげん 育遺
transitional connecting centriole 移行結合中心子 いこうけつごうちゅうしんし 繁殖
translation 翻訳 ほんやく (遺伝子の） 育遺
translocation 転座 てんざ (染色体の) 育遺
transmission route 感染経路 かんせんけいろ route of infection 予防衛生
transovular infection 介卵子感染 かいらんしかんせん 予防衛生
transverse abdominal muscle 腹横筋 ふくおうきん 形態・生理
transverse thoracic muscle 胸横筋 きょうおうきん 形態・生理
Transylvania Naked Neck トランシルバニアネイキドネック とらんしるばにあねいきどねっく 品種
Transylvania Naked Neck Bantam

トランシルバニアネイキドネックバン
タム

とらんしるばにあねいきどねっくばんたむ 品種
trap nest トラップネスト とらっぷねすと 管理
trapezius muscle 僧帽筋 そうぼうきん 形態・生理
trembling 身震い みぶるい 震え 予防衛生
tremor 振戦 しんせん 予防衛生
tricarboxylic acid cycle TCAサイクル てぃーしーえーさいくる 飼養
triceps brachii muscle 上腕三頭筋 じょうわんさんとうきん 形態・生理
triceps surae muscle 下腿三頭筋 かたいさんとうきん 形態・生理
trichlorphon トリクロルホン とりくろるほん 予防衛生
tricolor pattern 三色碁石 みいろごいし 品種
triglyceride トリグリセライド とりぐりせらいど 製造・加工
triglycerol トリグリセロール とりぐりせろーる 中性脂肪 製造・加工
trihybrid 三遺伝子雑種 さんいでんしざっしゅ 育遺
trimethoprim トリメトプリム とりめとぷりむ 予防衛生
tripe 胃壁 いへき 管理



triploid 三倍体 さんばいたい 育遺
tropomyosin トロポミオシン とろぽみおしん 製造・加工
troponin トロポニン とろぽにん 製造・加工
trough 餌槽 しそう 飼養
true digestibility 真の消化率 しんのしょうかりつ 飼養
true metabolizable energy 真の代謝エネルギー しんのたいしゃえねるぎー TME 飼養
true protein 純蛋白質 じゅんたんぱくしつ 飼養

truncation selection 切断型選抜 せつだんがたせんばつ
truncational selection,

selection by trancation
育遺

truncus arteriosus 動脈幹 どうみゃくかん 繁殖
trunk-flexure 体幹部屈曲 たいかんぶくっきょく 繁殖
trypsin-like enzyme トリプシン様酵素 とりぷしんようこうそ 繁殖
tryptophan トリプトファン とりぷとふぁん 飼養
Tsushima Jidori 対馬地鶏 つしまじどり 品種
tube agglutination test 試験管内凝集試験 しけんかんないぎょうしゅうしけん 予防衛生
tuberculin ツベルクリン注射液 つべるくりんちゅうしゃえき 予防衛生
tublin チューブリン ちゅーぶりん 繁殖
tufted bristle 毛羽 けば 形態・生理
tunica albuginea testis 精巣白膜 せいそうはくまく 繁殖
tunnel ventilation トンネル換気 とんねるかんき 管理
turkey 七面鳥 しちめんしょう 製造・加工
Tuzo Bantam ツゾーバンタム つぞーばんたむ 品種
tweisted leg 捻転脚 ねんてんきゃく 予防衛生
two-cell embryo 二細胞胚 にさいぼうはい 繁殖
two-way cross 二元交雑 にげんこうざつ 二元交配、二元交配種 育遺
tylosin タイロシン たいろしん 予防衛生
tympanic membrane 鼓膜 こまく 形態・生理
tympanum 鼓室 こしつ 形態・生理
Uilebaarden ウイレバールデン ういればーるでん 品種
Ukokkei 烏骨鶏 うこっけい 品種
ulna 尺骨 しゃくこつ 形態・生理
ulnar carpal bone 尺側手根骨 しゃくそくしゅこんこつ 形態・生理
ulsertive enteritis 潰瘍性腸炎 かいようせいちょうえん ウズラ病 予防衛生
ultimate pH 極限pH きょくげんぴーえいち 製造・加工
ultimobranchial body 鰓後体 さいこうたい 形態・生理
ultimobranchial gland 鰓後腺 さいこうせん 形態・生理
umami うま味 うまみ 製造・加工
umbilical cord 臍帯 さいたい 繁殖
umbilicus 臍 さい 繁殖



under ventilation 換気不足 かんきぶそく 管理
unexplained cause 死因不明 しいんふめい 予防衛生
unfertilized egg 無精卵 むせいらん clear egg 管理
unfertilized ovum, unfertilized egg 未受精卵 みじゅせいらん 繁殖
unhealed navel へそじまりの悪いもの へそじまりのわるいもの 予防衛生
uniformity 斉一性 せいいつせい 均一性 管理
unsaturated fatty acids 不飽和脂肪酸 ふほうわしぼうさん 飼養
upper critical temperature 上臨界温度 じょうりんかいおんど 管理
upper jaw, maxillary rostrum 上嘴 うわくちばし 形態・生理
uracil ウラシル うらしる 育遺
urate deposition disease 尿酸塩沈着症 にょうさんえんちんちゃくしょう uratosis 予防衛生
urea 尿素 にょうそ 飼養
uremia 尿毒症 にょうどくしょう 予防衛生
ureter 尿管 にょうかん 形態・生理
ureteric bud 尿管芽 にょうかんが 繁殖
uric acid 尿酸 にょうさん 飼養
urinariferous tuble 尿細管 にょうさいかん 形態・生理
urinary bladder 膀胱 ぼうこう 形態・生理
urinary organ 泌尿器 ひにょうき 形態・生理
urinary system 泌尿器系 ひにょうきけい 繁殖
urodeal opening of oviduct 卵管尿洞口 らんかんにょうどうこう 形態・生理
urodeum 尿生殖洞 にょうせいしょくどう 尿洞 形態・生理
urogenital folds 尿生殖ヒダ にょうせいしょくひだ 繁殖
uroproctodeal fold 尿肛門洞 にょうこうもんどう 尿生殖肛門洞ヒダ 形態・生理
uropygial gland, preen gland 尾腺 びせん 形態・生理
utero-vaginal junction 子宮膣移行部 しきゅうちついこうぶ 繁殖
uterus 子宮部 しきゅうぶ 形態・生理、繁殖
Uzurachabo (Uzurao) 鶉矮鶏（鶉尾） うずらちゃぼ（うずらお） 品種
vaccination ワクチン接種 わくちんせっしゅ 予防衛生
vaccine ワクチン わくちん 予防衛生
vaccine break ワクチンブレーク わくちんぶれーく 予防衛生
vacuole 液胞 えきほう 繁殖
vacuum activity 真空行動 しんくうこうどう 管理
vagina 膣部 ちつぶ 形態・生理、繁殖
vagina 卵管膣部 らんかんちつぶ 形態・生理
vaginal sphincter 膣括約筋 ちつかつやくきん 繁殖
validation 妥当性の確認 だとうせいのかくにん 予防衛生
valine バリン ばりん 飼養
vane, web, vexillum 羽弁 うべん 形態・生理



variance 分散 ぶんさん 育遺
variate 変量 へんりょう 育遺
vascular system 血管系 けっかんけい 繁殖
vascular zone 血管帯 けっかんたい 形態・生理
vasoconstriction 血管収縮（性） けっかんしゅうしゅく（せい） 管理
vasodilation 血管拡張 けっかんかくちょう 管理
vector ベクター べくたー 育遺、品種予防衛生
vector-borne infection 媒介動物感染 ばいかいどうぶつかんせん 予防衛生
vegetal hemisphere 植物極 しょくぶつきょく 繁殖
vegetative endocarditis 増殖性心内膜炎 ぞうしょくせいしんないまくえん 予防衛生
vehicle transmission 媒介伝播 ばいかいでんぱ 予防衛生
vehicle-borne infection 媒介物感染 ばいかいせいかんせん 予防衛生
vein 静脈 じょうみゃく 形態・生理
venous  trunk 静脈幹 じょうみゃくかん 繁殖
venous sinus 静脈洞 じょうみゃくどう 繁殖
vent 排泄口 はいせつこう 形態・生理
vent sexing 肛門鑑別 こうもんかんべつ 管理
venter of tongue 舌腹 ぜっぷく 形態・生理
venticle 心室 しんしつ 形態・生理、繁殖
ventilation 換気 かんき 管理
ventilator 換気装置 かんきそうち 管理
ventral 頸 けい 繁殖
ventral lobe 腹葉（腹側膵葉） ふくよう（ふくそくすいよう） 形態・生理
ventral mesentery 腹側腸間膜 ふくそくちょうかんまく 形態・生理
ventral pancreatic duct 腹側膵管 ふくそくすいかん 形態・生理
ventral serrate muscle 腹鋸筋 ふくきょきん 形態・生理
ventral straight muscle of head 腹頭直筋 ふくとうちょくきん 形態・生理
ventricular loop 心室部湾曲 しんしつぶわんきょく 繁殖
ventrobronchi 腹気管支 ふくきかんし 形態・生理
ventrobronchus caudalis 後腹気管支 こうふくきかんし 形態・生理
ventrobronchus cervicalis 頸腹気管支 けいふくきかんし 形態・生理
ventrobronchus clavicularis 鎖骨腹気管支 さこつふくきかんし 形態・生理
ventrobronchus medialis 内側腹気管支 ないそくふくきかんし 形態・生理
verification 検証 けんしょう 予防衛生
verrucous endocarditis 疣贅性心内膜炎 ゆうぜいせいしんないまくえん 予防衛生
vertebral arch 椎弓 ついきゅう 形態・生理
vertebral artery 椎骨動脈 けいこつどうみゃく 形態・生理
vertebral colum 脊柱 せきちゅう 形態・生理
vertebral costae 椎肋骨 ついろっこつ 形態・生理



vertical infection 垂直感染 すいちょくかんせん 予防衛生
vestibulum 肺前庭 はいぜんてい 形態・生理
veterinarian 獣医師 じゅういし 予防衛生
viability index of sperm 精子生存指数 せいしせいぞんしすう 繁殖
viable count 生菌数 せいきんすう 予防衛生
vibrating screen 振動篩 しんどうぶるい 管理
viral arthritis/viral tenosynovitis ウイルス性関節炎・腱鞘炎 ういるすせいかんせつえん/けんしょうえ 予防衛生
viremia ウイルス血症 ういるすけっしょう 予防衛生
virilization 雄性化 ゆうせいか 繁殖
virology ウイルス学 ういるすがく 予防衛生
virulence 病原性 びょうげんせい pathogenicity 予防衛生
virus neutralization antibody ウイルス中和抗体 ういるすちゅうわこうたい 予防衛生
virus titer ウイルス力価 ういるすりきか 予防衛生
viscera 内臓 ないぞう  internal organ

形態・生理、製造・加
工

viscera, internal organ 内臓 ないぞう 臓器 製造・加工
visceral arch 内蔵弓 ないぞうきゅう 繁殖
visceral gout 内臓痛風 ないぞうつうふう 予防衛生
visceral peritoneum 臓側腹膜 ぞうそくふくまく 形態・生理
visceral pleura 臓側胸膜 ぞうそくきょうまく 形態・生理
visceral surface 臓側面 ぞうそくめん 形態・生理
vitamin ビタミン びたみん 飼養
vitamin A deficiency ビタミンA欠乏症 びたみんえーけつぼうしょう 予防衛生
vitamin D deficiency ビタミンD欠乏症 びたみんでぃーけつぼうしょう 予防衛生
vitamin E deficiency ビタミンE欠乏症 びたみんいーけつぼうしょう 予防衛生
vitamin K deficiency ビタミンK欠乏症 びたみんけいけつぼうしょう 予防衛生
vitelline diverticulum 卵黄憩室 らんおうけいしつ 形態・生理

vitelline membrane 卵黄膜 らんおうまく
形態・生理、繁殖、製
造・加工

vitelline sac 卵黄嚢 らんおうのう yolk sac
形態・生理、繁殖、管
理

vitellogenin ビテロジェニン びてろじぇにん 繁殖
vitrification ガラス化法 がらすかほう 繁殖
vivisection 生体解剖 せいたいかいぼう 予防衛生
volatile fatty acid 揮発性脂肪酸 きはつせいしぼうさん VFA 飼養
voluntary behavior 随意行動 ずいいこうどう 管理
voluntary muscle 随意筋 ずいいきん 製造・加工
Vorwerk フェルベルク ふぇるべるく 品種
Vorwerk Bantam フェルベルクバンタム ふぇるべるくばんたむ 品種
vulnerable 脆弱な ぜいじゃくな 攻撃されやすい、（病

気に）かかりやすい
管理

W chromosome W染色体 だぶりゅーせんしょくたい 育遺、繁殖繁殖



walnut comb クルミ冠 くるみかん 品種、育遺
warfarin ワルファリン わるふぁりん 予防衛生
water activity 水分活性 すいぶんかっせい 製造・加工
water cup ウォーターカップ うぉーたーかっぷ 管理
water holding capacity 保水力 ほすいりょく 製造・加工
water soluble carbohydrate 水溶性炭水化物 すいようせいたんすいかぶつ 飼養
water soluble vitamin 水溶性ビタミン すいようせいびたみん 飼養
water supply 給水 きゅうすい 飼養、管理
water vaccination 飲水ワクチン投与 いんすいわくちんとうよ 予防衛生
waterer 給水器（機） きゅうすいき 管理
watery diarrhea 水様下痢便 すいようげりべん 予防衛生
wattle 肉髯 にくぜん 形態・生理
wave of the seminiferous epithelium 精上皮波 せいじょうひは 繁殖
waxy skin, ceroma 蝋膜 ろうまく 形態・生理
web 蹼 みずかき 繁殖
weight 重み付け値 おもみづけち 育遺
weight loss 目減り めべり 製造・加工
weighting factor 重み付け係数 おもみづけけいすう 育遺
Welbar ウエルバー うえるばー 品種
Welbar Bantam ウエルバーバンタム うえるばーばんたむ 品種
Welsummer ウエルスマー うえるすまー 品種
Welsummer Bantam ウエルスマーバンタム うえるすまーばんたむ 品種
West Nile virus infection ウエストナイルウイルス感染症 うえすとないるういるすかんせんしょう 予防衛生
Western blot ウエスタンブロット うえすたんぶろっと 育遺
wet bulb temperature 湿球温度 しつきゅうおんど 管理
wet dropping 軟便 なんべん 予防衛生
wet mash ねり餌 ねりえ 管理
wheat 小麦 こむぎ 飼養
wheat bran ふすま ふすま 飼養
wheat gluten 小麦グルテン こむぎぐるてん 飼養
whey ホエー ほえー 飼養
white follicle 白色卵胞 はくしょくらんぽう 繁殖
white leg 白脚 しろあし 品種
white muscle 白色筋 はくしょくきん

形態・生理、製造・加
工

white year lobe 白耳朶 しろじだ 品種

white yolk 白色卵黄 はくしょくらんおう
形態・生理、繁殖、製
造・加工

whitish diarrhea 白色下痢便 はくしょくげりべん white scours 予防衛生
whole blood plate agglutination test 全血平板凝集試験 ぜんけつへいばんぎょうしゅうしけん 予防衛生



whole egg 全卵 ぜんらん 製造・加工
whole egg liquid, egg pulp 全卵液 ぜんらんえき 製造・加工
wholesomeness 完全性 かんぜんせい 予防衛生
willow-colored leg 柳脚 やなぎあし 品種
windowless poultry house ウィンドレス鶏舎 うぃんどれすけいしゃ 管理
wing 翼 つばさ 繁殖
wing band 翼帯 よくたい 管理、製造・加工
wing covert 覆翼羽 ふくよくう 形態・生理
wing feather 翼羽 よくう 形態・生理
wing portion ウィングポーション うぃんぐぽーしょん 製造・加工
wing slap ウィングスラップ うぃんぐすらっぷ 製造・加工
wing stick 手羽元 てばもと 製造・加工
wing tip ウィングチップ うぃんぐちっぷ 製造・加工
wing web inoculation 翼膜接種 よくまくせっしゅ 予防衛生
wing web vaccination 翼膜ワクチン接種 よくまくわくちんせっしゅ 予防衛生
wing, whole wing, three joint wing ウィング うぃんぐ 製造・加工
wing-pud 前肢芽 ぜんしが 繁殖
withdrawal period 休薬期間 きゅうやくきかん 管理
within family selection 家系内選抜 かけいないせんばつ 育遺
Wolffian duct ウォルフ管 うぉるふかん 繁殖
wood shavings 鉋屑 かんなくず 管理
Wool chick 羊毛鶏 やんも 品種
Wuding 武定鶏 うーでぃん 品種
Wyandotte ワイアンドット わいあんどっと 品種
Wyandotte Bantam ワイアンドットバンタム わいあんどっとばんたむ 品種
Wybar ワイバー わいばー 品種
Wybar Bantam ワイバーバンタム わいばーばんたむ 品種
Xianju 仙居鶏 しぇんちゅ 品種
Xiaoshan シャオシャン しゃおしゃん 品種
Xiayan シャアン しゃあん 品種
Xinghua 杏花鶏 しんふぁ 品種
X-line Z線 ぜっとせん 製造・加工
YAC library 酵母人工染色体ライブラリー こうぼじんこうせんしょくたいらいぶらりー YACライブラリー 育遺
Yakido 八木戸鶏 やきど 品種
Yamato Gunkei 大和軍鶏 やまとぐんけい 品種
yeast artificial chromosome, YAC 酵母人工染色体 こうぼじんこうせんしょくたい YAC 育遺
yellow (bone) marrow 黄色骨髄 おうしょくこつずい 形態・生理
yellow follicle 黄色卵胞 おうしょくらんぽう 繁殖
yellow leg 黄脚 きあし 品種



yellow yolk 黄色卵黄 おうしょくらんおう
形態・生理、繁殖。製
造・加工

yield 歩留まり ぶどまり 管理
Yokohama ヨコハマ よこはま 品種
Yokohama Bantam ヨコハマバンタム よこはまばんたむ 品種

yolk 卵黄 らんおう egg yolk
形態・生理、繁殖、製
造・加工

yolk granule 卵黄顆粒 らんおうかりゅう 繁殖
yolk index 卵黄係数 らんおうけいすう 製造・加工
yolk membrane 卵黄膜 らんおうまく 製造・加工
yolk precursor 卵黄前駆物質 らんおうぜんくぶっしつ 繁殖
yolk riboflavin binding protein 卵黄リボフラビン結合蛋白質

らんおうりぼふらびんけつごうたんぱくし
つ

製造・加工
yolk sac infection 卵黄嚢感染 らんおうのうかんせん 予防衛生
yolk sac inoculation 卵黄嚢(内)接種 らんおうのう（ない）せっしゅ 予防衛生
yolk sac umbilicus 卵黄臍 らんおうさい 繁殖
yolk-laden cell 卵黄含有細胞 らんおうがんゆうさいぼう 繁殖
Yunyangbai silky ユンヤンシルキー ゆんやんしるきー 品種
Z chromosome Z染色体 ぜっとせんしょくたい 育遺、繁殖
zeazyanthin ゼアキサンチン ぜあきさんちん 製造・加工
zeitgeber 同調因子 どうちょういんし 管理
zinc 亜鉛 あえん 飼養
zinc deficiency 亜鉛欠乏症 あえんけつぼうしょう 予防衛生
zoonosis 人獣伝染病 じんじゅうでんせんびょう 予防衛生
ZP protein ZP蛋白 ぜっとぴーたんぱく 繁殖
ZW type ZW型 ぜっとだぶりゅーがた 育遺
zygotene stage 合糸期 ごうしき 繁殖
zygotic genome activation, ZGA 胚ゲノム活性化 はいげのむかっせいか 繁殖
α tubulin αチューブリン あるふぁちゅーぶりん 繁殖
α-lipovitellin α-リポビリテン あるふぁ-りぽびりてん 製造・加工
α-tocopherol α-トコフェロール あるふぁ－とこふぇろーる 飼養
β tubulin βチューブリン べーたちゅーぶりん 繁殖
β-glucan β-グルカン べーた-ぐるかん 飼養
β-glucanase β-グルカナーゼ べーた-ぐるかなーぜ 飼養
β-lactam antibiotics βラクタム系抗生物質 べーたらくたむけいこうせいぶっしつ 予防衛生
β-lipovitellin β-リボビリテン べーた-りぽびりてん 製造・加工
γ tubulin γチューブリン がんまちゅーぶりん 繁殖
λphage λファージ らむだふぁーじ 育遺
λphage library λファージライブラリー らむだふぁーじらいぶらりー 育遺


