
ことばの意味

ことばの意味は､あいうえお順に戯せてある。

星印(＊)を付けたことはばはこの本ではあまり使われていないが､医師がよく使ったり､薬の説明閏

などに見られるものなので載せてある。

病気の名前は､このことばの意味には､ほとんど含まれていない。

索引(イエローページ)を調べて､この本の中のその病気の項を読んでほしい。

あ

悪性貧血PemiciousanemiaビタミンＢ１２不

足によって起こるまれな貧血｡悪性というのは

有害なという意味。

後産(あとざん)Afterbirth胎盤PIacentaを参照。

アメーバAmebas(Ampebasとも）水中または腸

内にすむ微小な動物｡顕微鎮でしか見えない｡下

痢､赤痢､肝臓の隠鶏をひき起こす可能性がある。

アルコール依存症AIcohCIismビール､ラム､ワ

インなどのアルコール飲料をやたらに飲みたが

り､その要求を捨てられずに持ち続ける｡アル

コール中雷。

アレルギーAIlergy特定のものを吸い込んだり、

食べたり､注射したり､触れたりしたときに､あ

る種の人々を襲う病気｡かゆい発疹､覇麻疹､く

しゃみなど｡ときに､呼吸困難やショックを起こ

す。

アレルギー反応A1lergicreactionアレルギーを

見よ。

暗示の力PowerofsuggestionorPDwerDfbelief

信念の力｡信念または観念の強い影露力｡たと

えば､ある治療法に医学的効果が照くても､その

治癒法を信頼しているなら､患者は効いたよう

な気がする､など。

胃stomach腹腔内にある袋のような器官｡食物

を消化する｡腹全体の意味で使うことも多い。

意騒消失Lossofccnsciousness病人または

けが人が眠っているように見え､目覚めさせる

ことのできない状態｡失神。

異常なAbn□ｒｍａＩ普通のもの､自然のもの､平均

的なものとは違う｡正常でない。

一般名Genericname薬の科学的な名前｡製薬会

社がつける商標名とは異なる。

遺伝性のHereditary親から子へ伝えられる。

インスリンInsuIinすい畷で作られる物質(酵素)。

血液中の糟の総孟を制御する｡糖尿病の患者に

はインスリンの注射が必要なことがある。

陰嚢Scrotum男性の脚の間にあって､鞘巣すな

わち塞丸を保持している袋。

インフルエンザFIuorlnfIuenza悪性の風邪｡発

熱と関節の痛みを伴うことが多く､ときに下痢

を起こす。

ウイルスVirusバクテリアより小さい病原体｡伝

染病(たやすく広がる)を起こすものがある。

魚(ウオ)の目Cornsサンダルや靴に押された皮

膚や､足指どうしが押し合ったところにできる、

固く分厚く痛い部分。

う高(うか)Cavityバクテリアが入り込んで歯の

一部が破壊されている歯の穴または箇所。

うっ血除去蕊Decongestant鼻または副鼻腔の

腫れまたは｢つまり｣を取り除くための薬。

腕前道Presentationofanarm出産時に子供

の腕が最初に出てくる異常な分娩位｡医者を必

要とする緊急弱態。

衛生Hygieneよい健康に導く個人の潤潔状態の

実行や習慣。

栄喪失卿MaInutrition子どもが体に必要な食物

を充分に食べないことによって起こる鯉服上の

問題。

栄饗のあるNutritiDus栄謹価の高い｡栄饗分のあ

る食物は､体の成長や､健頗や､病気とのたたか

いに必要である。

栄種食品Protectivefoodsビタミンとミネラル

に富む食物｡健康な体作りを助け､病気に抵抗し

たりたたかったりする力をつける。

遠視Farsighted手元のものよりも遠方のものの

ほうがよく見えること。

炎症Inflammatio、赤く､熱く､痛い部分｡感染に

よって起こりやすい。

応急処圏(初期治癒)Firstａｉｄ病気または怪我の

人に対して緊急に行われる処圃または手当て。

黄痘Jaundice眼および皮膚が黄色になること。

肝臓､胆のう､すい臓､血液の病気のサインであ

る。

おう吐VomitIng胃の中のものを口から体外にも
どすこと。

大さじTablespoon小さじ3杯分､または１５ｍI入

る計園さじ。

汚染するcontaminateよこす､しみをつける、

触って感染させる｡煮沸してない注射器は､きれ

いに見えていても汚染されていることがよくあ

り､感染を起こす可能性がある。
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おできＢＯｉｌ皮膚の下に股の袋のある､腫れて炎症

を起こしている塊｡腰痛の一種。

おむつかぶれDiaperrashおむつ(おしめ)にしみ

た尿のために､乳児の脚の間にできた赤いひり

ひりする皮膚。

オンスOunce重量の単位｡１オンスは約２８グラ

ム｡１６オンスで１ポンドになる。

か

ガーゼGauzeやわらかく粗く織った布で､包帯と

して用いられる。

回虫Asca｢is(roundworm）ヒトの腸内にすみ、

不快感､消化不良､衰弱､ときに腸閉塞(腸が詰ま

ること)を起こす大型の寄生虫。

澗癌UIcer皮膚または粘膜が破れること｡皮膚､眼

の表面､胃､腸の慢性的な開放性のただれ。

角膜Cornea虹彩と随孔をおおっている眼の透明

な外層もしくはく窓＞・

＊角膜軟化KeratomaIaciaどんよりとして軟化

した眼｡失明にいたる｡ビタミンＡ不足によって

起こる。

過呼吸(過換気症候群）HyperventiIationびっ

くりした人の非常に速くて深い呼吸。

華氏(カ氏）FahrBnheit(F､）熱さ冷たさの尺度

または目盛り｡F･鯉康な人の体温(平熱)は９８．６

度F･水は３２度Fで凍り､２１２度Fで沸腿する。

家族計画FamilypIanning妊娠調節法によって

子供を持つ時期を調節しようとする計画。

＊合併症CDmpIicationsある病気の経過中に生

じることのある､第２の健康問題｡たとえば､髄膜

炎は､はしかの危険な合併症のことがある。

カテーテルCatheter跨脱から尿を排出するのに

用いられるゴム管。

花粉PoIlen種子植物の花で作られる細かい粉末。

花粉に対してアレルギーのある人は､植物が空

気中に大詞の花粉を放出する季節になると､ア

レルギー性鼻炎(枯草熱>にかかることが多い。

がんcancer成長する腫癌､または腫れ物｡死ぬま

で成長し続ける。

眼球乾燥症XemphthalmiaビタミンA不足のた

めに起こる眼の異常な乾燥。

綴下剤しaxauve便秘の治療に用いられる薬｡大便

をやわらかくして､より頻繁に出るようにする。

感染(症)lnfectionバクテリアまたは他の病原菌
によってひき起こされる病気｡感染は体の一部

だけ(手指の感染など)あるいは全身(はしかな

ど)に作用する。

感染症InfectiouSdisease人から人へ容易に広

がり伝染する病気｡伝染病。

肝置Liver肋骨の右下にある大きな器官｡血液を

きれいにし､毒物を除く。

涜賜Ｅｎｅｍａ排便を起こすために虹門に注入する

水溶液。

器官organ体の部分｡おおむねそれ自体で完結し

ていて､特定の働きをする｡たとえば肺は呼吸の

ための器官。

気管支Bronchi呼吸すると空気が通過して肺へ

導かれる管。

気管支炎Bronchitis気管支の感染。

危険性Ｒｌｓｋけが､損失､害などの起こる可能性｡危

険度。

寄牛生物Parasites動物や人間の中または表面に

すみついて害を与える虫または微小な動物｡ノ

ミ､腸管寄生虫､アメーバなどは寄生生物である。

気絶Unconsciousness意職消失Lossof

consciousnessを見よ。

ギブス包帯Ｃａｓｔガーゼと石膏でできた固い包帯。

折れた骨を治るまで動かないように保持する。

キャッサバCassava熱帯に成育し､根に澱粉が

多い｡マニオク｡ユッカ。

怠性のAcute突然で束の間の｡急性の病気は突然

始まり､短期間しか続かない｡＜慢性の＞の反対。

急性胴恭Ａｃｕｔｅａｂｄｏｍｅｎ腹部の緊急事態｡外科

手術を必要とすることが多い｡おう吐を伴うひ

どい痛みが腹にあって下痢ではない場合は､急

性胆症かもしれない。

吸虫類FIukes肝侭や体の他の部分に感染し､さま

ざまな病気を起こす寄生虫｡住血吸虫は血液中

にはいり､住血吸虫症を起こす。

狭域スペクトル抗生物質Ｎarrow･spectrum

antibiotic限られた数の梱類の異なるバクテ

リアに対して働く抗生物間。

凶眼､悪のまなざしEviIeye魔術を使ったり危害

を加えたりする力を持っていると信じられてい

る人によって向けられる呪いの目つき。

共同体Community同じ村または地域に住んでい

る人々の一群で､生活程度､関心事､抱えている

問題が似ている。

恐怖Ｆright突然の大きな恐れ。

＊局所的なTopicaI皮膚について言う｡局所薬は

皮膚に施さなければならない。

＊去癌蕊(きょたんやく）Expecto喝nｔ気過(肺、

気管支など)から粘液排出を促進する薬｡咳き出

し薬。

キログラムＫｉＩｏｇｒａｍｌＤＯＯグラム｡１キログラ
ムは２ポンドより少し里い。

＊禁忌のContraindicationある薬が使用されて

はならないような状況または条件｡(妊娠中は多

くの薬が禁忌となる｡）



緊急Emergency突然の病気または怪我で.早急

の手当てを必要とする願態。

筋肉注射IntramuscuIarinjectiOn(１Ｍ）通常腕

やお尻の筋肉内に投与される注射｡静脈注射

（1V)は直接卿脈に薬液を入れる。

くそShitoFeces大便StooIso便｡腸管の嬬勤に

より腸管より体外へ排池されるもの。

口対口人工呼吸Mouthつto･mouthbreathing呼

吸が停止している人に､口移しで呼吸を再開さ

せる方法。

グラムＧｒａｍ(9ｍ.）メートル法の霊屋の単位｡１オ

ンスは約２８グラム｡1.000グラムを1キログラ

ムという。

グレーンＧrain(gr.）亜扇の単位｡コムギ1粒の亜

さを基準｡１グレーンは６５ミリグラム。

クレチン病CretInlsm子供が知恵遅れやしばし

ば聴覚消失を伴って生まれる状態｡通常､母親の

ヨウ索不足のためとされる。

クワシオルコルKwashlorkor(wetmaInutrition）

充分なたんぱく質を食べないために起こる亜

い栄錠失捌｡クワシオルコルの子供は､足､手､顔

が腫れ皮のむけた澗癌がある｡湿潤栄養失調。

系Ｔｒａｃｔ共同して特定の仕事をする体の器官や部

分の系統｡たとえば､泌尿器系は血液をきれいに

して尿を排出する。

＊経口Ｏｒａｌ□による｡経口薬は口から飲む薬。

経口補水液RehydratlonDrink,ORS･脱水をな

おすための飲み物｡煮沸した水､食塩､砂糖､穀物

の粉末を用いて自分で作ることができる。

厘箪(けいれん)Spasm人が制することのできな

い突然の筋肉の緊張または短縮(収縮)で非常に

痛い｡腸の痩怨は獲揃性極駁や仙痛を､気管支の

握駁は端息を起こす｡破傷風のときは､あごその

他の筋肉が痩騒を起こす。

極性(けいせい)のSpastic脳の損傷による慢性的

な筋肉の異常収縮｡極翠性の子供の脚は､はさみ

のように交差していることがよくある。

下剤､澗剤(しやざい)Purge下痢を起こす非常に

強い下し薬。

血圧BIoodpressure血液が血管(動脈と静脈）

の壁を押す力すなわち圧力｡年齢と健康状態に

よって変化する。

血液循環Circulation心臓のポンプ作用によって

動脈と静脈を血液が流れること。

月経MenstruaIperlod･menstruation女性の

毎月の出血｡メンストレーション。

月経閉止期（閉経期)Menopause(cIimacteric）

更年期｡女性の毎月の出血が自然に止まる時

期｡通常､４０歳から50歳の間。

欠損Defects何かが必要なだけ備わっていない

こと｡不足｡出生時欠損は､子供が兎唇､湾曲足、

過剰指などの身体的問題または知的問題を負っ

て生まれること。

下痢Diarrheａ柔らかい､もしくは水様の頻回の便。

結膜Conjunctiva白目とまぶたの内側をおおっ

ている薄い保護脳。

瞳Tendons筋肉と骨をつなぐ丈夫な紐｡(関節の

ところで骨と骨をつなぐじん帯と区別される｡）

憩濁液Suspension液体に混ぜられている粉末。

顧微鏡Mic｢oscopeレンズのついた機械で､非常

に微細なものを拡大して見せる。

広域スペクトル抗生物質Broad-spectrum

antibiotic広範囲の多種にわたる微生物に対

して働く医薬｡これに比べて狭域スペクトル抗

生物質の作用は限られている。

口圏PaIate□の屋根または頂上の部分。

口蓋裂(兎口）Ｃｌｅｆｔ口蓋が裂けて生まれた子供は、

口の中の上側の部分が裂けたり異常に開いたり

している。

＊高血圧Hypertension血圧が高いこと。

虹彩Iris眼の随孔をとりまく色のついた､あるい

は黒っぽい部分。

公衆衛生Sanitation住民による地域社会の渦潔

を目指した共同活動｡病気の予防､衛生促進､公

共の場所からのごみの除去などを含む。

抗淘素Anti,vencm(anti-venin）蛇溶のような毒

液による中毒を手当てするために用いる薬。

拘縮Contractures筋肉の短縮または緊張で､関

節の動きが制限されていること。

甲状腺lmGoiter首の前下部の腫れ(甲状腺の肥

大)｡食物にヨウ素が不足していると起こる。

硬性下宿Chancre梅閏の般初のサインのひとつ

で､生殖器､指､唇の､痛まないただれまたは潤癌。

抗生物質Antibioticバクテリアによって起こる

病気とたたかう薬。

抗湾素Antitoxin毒物または麗素に対抗したり照

効にしたりする働きのある薬｡ウマの血潤から

作られることが多い。

更年期Climacteric月経閉止期。

抗ヒスタミン薬Antihistamin巳枯草熱やかゆみ

のようなアレルギーを手当てするのに用いる

薬｡おう吐を抑えたり､眠気を起こしたりする作

用もある。

虹門Ａｎｕｓ両脚の間にある､腸の末端の開口部｡尻

の穴。

呼吸Respirati□ｎ息をすること。呼吸器系

Respirato｢ｙsystemは､気管支､肺､その他の

呼吸に使われる器官を含む。

呼吸数Respirationrate１分間の呼吸の回数。
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黒色面ぼうBIackhead顔､胸､背中の皮膚の毛穴

に詰まった小さな栓｡にきびの一種。

5窟未満児プログラムUndeFFivesP｢ogram母

親が子供の鯉唐上必要なことを学んだり､検診

のために定期的に病院に行ったり､５雄未満の子

供の成長記録(子供の健康チャート:母子手帳)を

つけたりするのを支援する計画。

小さじTeaspocn5mIが入る計園さじ｡小さじ３

杯は大さじ1杯に等しい。

骨折Fracture骨の破損。

骨盤ＰｅＭｓ腰の骨。

骨盤位分娩BreechdeIivery赤ちゃんがお尻ま

たは足から先に生まれてくること｡さかご。

子どもの健康チャートChiIdHeaIthChart子供

の体堕の毎月の記録｡その子供が正常な体盟増

加をしているかどうか分かる。

昏睡Ｃｏｍａ目覚めることのできない無意譲の状

態｡病気､けが､中毒によって起こり､死ぬことが

多い。

さ

＊催吐薬ＥｍＢｔｉｃ吐かせるための蕊または飲料。

毒物を飲み込んだときに用いる。

殺虫剤1nsecticide昆虫を殺す毒物｡ＤＤＴやリン

デンは殺虫剤である。

座薬Suppository紅門または腫内に挿入する弾

丸の形をした錠剤。

産褐熱ChiIdbirthfeve「これは産床熱､分娩後感

染もしくは産樗期感染とも言われる｡出産後の

母親が時々かかる発熱と感染。

痔Hemorrhoids､PiIes虹門の緑､またはその内

側の小さくて痛い腫掴または肥郷｡実際は静脈

の腫れまたは拡張である。

ジアルジアGiardia顕微鏡でしか見えない微小

な寄生虫｡腸に感染し､泡の多い､黄色の下痢を

起こす｡鞭毛虫。

＊子澗EcIampsia特に妊娠中または出産時に起

こる突然の痩駁発作｡妊娠中竃症による。

子宮Ｗｏｍｂ,Uterus女性の腹腔内にある袋｡子供

ができる場所。

子宮頚部Cervix鰹の後部にある子宮の通路､す

なわち首の部分。

子宮収縮剤Oxytocics子宮とその中の血管を収

縮させる危険な薬｡出産後の母親の亜い出血を

止めるためにしか用いてはならない。

資源Ｒｅｓ□u｢Ｃｅ何かを行ったり､作ったりするた

めに必要なもの､手に入るもの｡人間､土地､動

物､資金､技術､植物などは､健服増進のために使

うことのできる資源である。

自然流産Spontaneousabortion流産Miscarriage

を見よ。

＊舌のLingual舌の､または舌に関係する。

湿布Compress体の局所に当てるための､たたん

だ布またはパッド｡湯または冷水にひたして用

いる｡圧迫包帯。

収縮Ｃ□ntracturBs筋肉の張りが増す､または短

くなること｡分娩時の子宮の強い収縮は､胎児を

子宮から押し出す働きをする。

陽画調lntussusceptlon脇のある部分が近接の

他の部分に陥入すること｡通常､危険な便秘や腸

閉塞を起こす。

出血Hemorrhage堕症で危険な血液の流出

BIeedingo

囲癌Ｔｕｍｏｒ組騒の異常な塊｡炎症は伴わない｡が

んのためにできる腫鰯もある。

＊潤滑剤Lubricant表面を滑りやすくするために

用いる油またはクリーム。

症状(徴候･サイン)signs病人が何の病気なのか

を知るために診察するときに認められることが

らおよび状態｡英昭の原著では患者が感じてい

る問題点もサインに含めている。

症状Ｓｙｍｐｔｏｍｓ人が自分の病気についてもつ訴

え(感覚)や状態｡(訳註:この日本語訳では分か

りやすさを考慮して客観的な徴候､サインsign

も症状に含めた）

消函剤Antisepticバクテリアの成長を防ぐせっ

けんまたは洗浄用の液体。

商標名Ｂｒａｎｄｎａｍｅ商品名｡会社がその製品につ

ける名前｡商標名医薬は特別な名称のもとに売

られ､同一の後発医薬品より高価なことが多い。

小胞FoIlicIes小さな塊。

静脈癌椴静脈VaricousveIns拡張蛇行醇脈｡塊

やゆがみのある異常に腫れた静脈｡老人､妊婦、

子供の多い女性の脚に起こることが多い。

所見Signs患者が自分の病気について報告する感

じや状態｡この本では症状の中に含めている。

ショックShock田い衰弱､恵識の消失､冷や汗､速

くて弱い脈拍を伴った危険な状態｡脱水､出血、

けが､火傷､あるいは亜病によって起こる。

薩糖(ショトウ）Sucroseサトウキビまたはサト
ウダイコンから取れる普通の砂稲｡グルコース

より複雑で､体にとってはグルコースより使い

にくい。

初乳CoIDstrum母乳のうち最初に分泌される乳

汁｡水のように見えるがたんぱく質に富み､新生

児を感染から守る働きがある。



尻Buttocks人体の部分｡その上に座る｡けつ｡閏

部。

＊心気症Hypochcnd｢ｉａ自分の想像上の病気に

対する過大な心配または関心｡ヒポコンデリー。

神経Nerves細い糸または紐で､脳から体のあら

ゆる部分に達している｡感覚および運動の指令

を運ぶ。

腎結石Kidneystones腎臓内にできる小さな石

で尿管へ降りていく｡背中の下部､横､尿管.下腹

部に鋭い痛みを起こす｡勝耽の中では尿路を塞

ぐことがあり､排尿時に痛みを生じたり排尿困

難を起こす。

腎圃Kidneys背中の下部にある大きな豆型の器
官｡血液から廃棄物をろ過して尿にする。

じん帯Ligamentsヒトの関節にある丈夫な紐

で､関節を正しい位固に支持する役目をする。

陣痛Labor子宮が急に固く収縮して､まもなく子

供が生まれることを意味する。

範麻疹Hives皮膚上の固くて厚く盛り上がった

点｡非常にかゆい｡突然出たり消えたりする｡あ

るいはある部位から他の部位へ突然うつる｡ア

レルギー反応のひとつ｡みみずばれ(Welts）

すい瞳Pancreas胃の下､左側にある器官｡イン

スリンを生産する。

吸い玉放血法Cupping体の表面に血液を吸い寄

せる家庭療法｡グラスまたはカップを伏せ､その

下に炎を画いて行う。

性感染症SexualIytransmittedlnfection(STI）
性的接触によって広がる病気。

制酸剤Antacid過剰の胃酸を抑えたり､岡の不調

をしずめたりするために用いる薬。

正常のＮｏｒｍａＩ通常の､自然の､平均的の､憩いと

ころが無い。

生輔器GenitaIs生殖系の器官｡特に性器。

箱神のMental心(考え､脳)の｡心に関係した。

鯛神発逮遅滞Retardation思考､行動､綱神､感個

の発達が異常にゆっくりしていること。

＊制吐剤Ａｎｔｉｅｍ巳ticおう吐を抑える薬｡おう吐

または吐き気を催さないように働く薬。

筒年期Adolescent子供が大人になっていく時

期｡十代｡１３歳から１９歳。

性病VenereaIdlsease性的接触によって広が

る病気｡現在は性感染症またはくＳＴＩ＞と呼ばれ

る。

生物Organisms生きているもの｡動物または植

物。

石油ゼリーＰｅ廿D1eumjeIly(PetroIatum‘

Vaseline）軟パラフィン､ワセリン｡皮膚用の

軟膏を作るのに用いる脂肪に似たゼリー状のも

の。

赤痢Dysentery粘液および血液を含む下痢｡通

常､感染によって起こる。

摂氏(セ氏)Centig｢ade(C・）熱さ冷たさの尺度ま

たは目盛り｡℃･健願な人の体温(平熱)は３７度

Ｃ･水は0度Ｃで凍り、１００度Ｃで沸臆する。

接触Contact触ること｡伝染性の病気は､患者が

他の人に接触する(触れたり近づいたりする)こ

とによって広がる可能性がある。

切断Amputation体の部分を失うこと。

(全身)浬掌Convulsicns抑えられないひきつけ

発作｡髄膜炎またはてんかんなどのときの､患者

の体の一部やあらゆる部分の突然の煙駁。

前圏胎醸Placentaprevia子宮内の胎盤が下す

ぎて子宮ロをふさいでいる状態｡亜い出血の危

険性が高い｡妊娠後期に出血のある女性は､前固

胎盤のサインである可能性があるので､直ちに

病院に行かなければならない。

仙痛CoIic腸の握騒または痩縮によって起こる鋭

い腹痛。

せん妄Delirium知的混乱状態で､奇妙な邑助を伴

う｡高熱または亜い病気からくることもある。

泉門FontaneI乳児の頭の頂上にあるく軟らかい

点＞・

前立腺Prostategland男性の尿の管すなわち

尿道の基部にある固い筋肉の腺｡老人では前立

腺が肥大して排尿が困難になることが多い。
●けい

鼠径部､股間Groin体の前面の脚と胴体がつな

がっている部分｡生殖器のある域。

ソフトドリンクSoftdrinksコカコーラのような

泡の出る炭酸飲料。

た

体温Temperature人間の体の温度。

体温計nlermometer人間の体の温度がどのく

らい熱いかを測定するための道具。

胎児Fetus(fcetus）子宮内で発達中の子供。

胎児用聴診器Fetoscope子宮内のまだ生まれて

いない子供(胎児)が発する音を聴くための機械

または道具。

大動脈Aorta主幹となる動脈｡すなわち心臓から

体に血液を送り出す管。

胎盤Piacenta(afterbirth）後産｡胎児が母親とつ

ながっている子宮の内部の黒っぽいスポンジ状

の暦｡胎盤は通常新生児誕生後１５分から３０分

で外に出てくる。
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堆肥CompDst動物の排池物と植物を混合して、

肥料として利用できるように腐らせたもの｡干

草､枯葉､野菜くず､動物の糞､下肥などは､みな

よい堆肥になる。

大便Stoolsくそ｡便通。

ダウン症候群Ｄｏｗｎ,ｓｓｙｎｄｒｏｍｅｏ知恵遅れで

生まれる子供の病気｡目じりの上がった目､丸

くてふっくらした顔､指の短い広い手などを伴

う｡モンゴリズムMongoIism

脱臼DisIocations骨が関節のところではずれる

こと。

脱出ProIapse体の一部が本来の正常な位凹から

滑り出たり､下垂したりすること｡たとえば直腸

や子宮の脱出症。

脱水Dehydration体が､取り入れるより多くの水

分を失う状態｡この水分の不足は乳児の場合こ

とに危険である。

脱腸Ｈｅｍｉａヘルニアを見よ。

ダニＴｉｃｋ皮膚の下に頭を突っ込んで血液を吸う

昆虫に似た這う動物。

タブーTaboo文化的な信念の理由によって､避け

られたり､禁止されたり､認められなかったりす

るもの。

癌Sputum,PhIegm肺で異常に多く形成される

服を含んだ粘液｡咳をして吐き出さなければな

らない。

胆汁ＢｉＩｅ肝臓で作られ､胆のうに苗えられている

苦くて緑色の液体｡脂肪の消化を助ける。

炭水化物Carbohydrates澱粉と砂糖｡エネル

ギーを供給する食物。

胆のうGalIbIadder肝臓についている小さな筋肉

の袋｡脂っこい食物の消化を助ける胆汁が貯蔵

される。

たんぱく質Ｐ『Dteins適切な成長と力強さのため

に必要な体作り食物。

＊地中海性貧mThaIassemiaある国々だけに見

られる遺伝性の貧血｡子供は2歳までに肝臓と牌

臓が肥大した重い貧血になる。

瞳Vagina女性の生殖器官の開口部から子宮の入

り口に通じている管または通路。

瞳洗浄(澗水)Douche水流を噴出させて腫内を洗

浄する方法。

題のVaginaI鰹に関係した。

虫垂Appendix大腸についている指状の袋。

鴎Intestines､Ｇｕｔ食物を､最後のかすになるま

で､胃から紅門へ運ぶ食物通路の管状部分。

咽皿、(姻動)Bowelmovement便を排出するた

めに鵬を動かすこと｡大便をすること｡固体の排

池物を体外に出すこと｡排便｡便通。

盟笹寄牛牛物IntestinaIparasitesヒトの腸管内

に入り込み､病気を起こす虫または微小な動物。

聴診器Stethoscope心拍音のような体の中の音

を聴くための道具。

闘線､組合糸GutmreadorgutsuturematerlaI

傷､特に分娩時の裂傷を縫うための特別な糸。

この糸は徐々に吸収される(消える)ので抜糸の

必要はない。

直賜Rectum大腸の末端で虹門に近い部分。

治癒食Ｄｉｅｔ患者が食べるべき､あるいは避けるべ

き食物の種類と分量。

鎮璽薬(ちんけいやく）Antispasmodic腸の厘唆

や痩縮を取り除くために用いる薬。

銅静薬Sedative眠気または眠りを起こす薬。

釧捕蕊AnaIgesic摘みを鋼める薬。

追加抗原投与Boosterワクチン接棚の初期シ

リーズの効果を更新するために繰り返される接

種｡ブースター。

伝えるTransmit-人からもう一人へ手渡す､移

す､広がること。

ツツガムシChiggerクモまたはダニに似た追う微小

な動物｡皮膚の下に頭を突っ込んで血液を吸う。

つわりMomingsickness妊娠初期に､特に朝方

起こる吐き気およびおう吐。

低温殺瞳Pasteurizationミルクその他の液体を

ある温度(60℃)で約30分間熱して､有害なバク

テリアを殺す方法。

抵抗力Resistance害を加えたり殺したりするも

のに対して自らを守る能力｡多くのバクテリア

はある種の抗生物質に対して､抵抗力を持つよ

うになる(耐性になる)。

溺死Drowning水中に浸かって呼吸が止まる(窒

息する)こと。

適切なＡｐｐｍｐｒｉａｂｅある特別な状況や条件におい

て最もたやすく､最も安全で､最も役立ちそうな。

伝染病Contagiousdiseaseある人から他の人

へ容易に拡がり得る病気。

伝統Traditions習佃､信仰､慣例などがある世代

からもうひとつの世代へ実例または口承によっ

て受け継がれること。

澱粉Starchesトウモロコシ､コメ､コムギ､カッサ

バ､ジャガイモ､カボチャなどのエネルギー食品。

稲類Sugars蜂函､砂糖､くだもののような甘い食

品｡エネルギーを与える。

凍結乾燥LyophiIized粉末にして､注射用の薬を冷

蔵しなくてもよいようにする方法。

晒孔Pu.iＩ眼の虹彩にある丸い開口もしくは黒い中心

部｡明るい光の下では小さく､暗いと大きくなる。

動脈Artery血液を心職から全身に運んでいる管。

動脈には脈拍がある｡血液を心臓に戻す静脈に

は脈拍はない。



毒血症Ｔｏｘｅｍｉａ体内のある種の毒物によって起

こる病気｡たとえば妊娠中毒症や尿の毒血症(尿

毒症)。

毒性のToxic有麗な。

床ずれ(褐創)Ｂｅｄｓｏｒｅｓ重病のため寝返ったり
ベッドの上で体位を変えたりすることのできな

い人にできる､慢性の開放性のただれ。

兎唇Harelip上唇の裂けている状態｡口から鼻に

いたる(飼いウサギまたは野ウサギに似る)｡生ま

れつき兎唇の子供もいる。

な

軟膏Ointment皮膚につけて用いる膏薬または外

用水薬。

にきびAcne(pImpIes）顔､胸､背中に突起を作る

皮膚の病気｡小さくて白い胆の面ぼう､ときには

垢の黒色面ぽうができる｡若い人(青年期)に最も

多く見られる。

乳腺炎Mastitis(breastabscess）乳房瞳癌｡乳

房の感染｡通常､授乳の最初の数週間または数ヶ

月に起こる｡乳房の一部が熱く､赤くなって腿れ

る。

乳房腫癌Breasabscess乳腺炎を見よ。

尿Urine体から出る液体状のかす｡おしっこ｡小

便。

尿道Urethra尿の管つまり通路｡跨耽から尿の排

出口へ通じている管。

妊娠Pregnancy女性が子供を宿している期間

（通常９ヶ月)。

妊娠顔貌MaskofPregnancy妊娠性黒皮症。

顔､胸､腹の中央部の黒ずんだオリーブ色の部

分｡妊娠中の正常なもの。

熱fever正常より高い体温。

熱帯のTropical熱帯地方すなわち世界の暑い地

方に関する。

粘液Mucus澱くてずるずるした液｡鼻､のど､閏、

脇､鯉の内面に湿り気を与えたり保甑したりす

る。

ねんざSprain(strain）関節がねじれたときに､じ

ん帯または腿が､打撲や伸びや裂傷を負うこと。

ねんざのほうが､くじきより重い。

脳溢血Apoplexy脳卒中をあらわす古い語｡脳卒

中をも見よ。

脳血管障害Cerebro･vascularaccident<CVA）

脳卒中を見よ。

嚢(のう)皿Ｃｙｓｔ体の中にできて大きくなる異常

な袋状のもので､液体を含む。

脳卒中Strokes意職､感覚､運動能力などを突然

失うこと｡脳内の出血または血液の塊がひき起

こす。

熱射病Heatst｢okes(pB1)をもみよ。

圏潟Abscessバクテリアまたは他の感染によっ

てできる腰の袋｡おできなど。

Ｉま

庇〈胎芽)ＥｍｂｒｙＤまだ非常に小さい初期の胎児。

敗血症Septicemia血液の感染｡血液中毒と呼ば

れることもある。

排出Discharge液､粘液､眼などが放出されたり

流れ出たりすること。

排池物ＦＢｃｅｓ大便Stoolso麓｡うんこ｡排便作用

によって腸から体外に放出されるかす。

肺病(労咳)Consumption肺結核の古い呼称。

吐き気Nausea閏の苦痛または障害｡どうしても

吐きたい気がする。

バクテリア(細菌)Bacteria顕微鏡でしか見えな

い微小な病原菌｡たくさんの異なる感染症をひ

き起こす。

白内障Cataract眼の水晶体がくもり､だんだん

に見ることが困鎧になる眼の病気｡師孔に光を

あてると灰色または白色に見える。

＊鼻のNasal鼻に関係した。

反射RefIex人がそうしようとしてなるのではな

い自動的な反応または動き。

反跳痛ReboundpaIn腹部をぎゅっとゆっくり

押して､急に手を放したときに生じる鋭い腹痛。

この痛みは急性胸症のサインである。

バンヌスPannusトラコーマなどの眼の病気の時

に角膜の縁に現れる細い血管。

鼻炎Rhinitisアレルギーによって起こることの多

い風の粘膜の炎症。

鼻炎蕊Deccngestant風や副鼻腔の腫れと閉塞

を緩和させる薬。

ひきつけＦｉｔ自分で制御できないけいれんによる

突然で危険な発作｡時々憩織を失う。

＊非経口のPareteral口からではなく注射によっ

て。

微細なMicroscopic顕微鋼を使わなければ見え

ないほど小さい。

ヒステリーHysteria（１）俗に極めて神経質､怖

がり､個緒的苦痛の状態についていうことば。

（２）医学用膳としては､恐怖または侭念の力が

起こす病気の症状。

微生物Micro.o喝anism顕微鋼の助けがなけれ

ば見ることのできないほど微小な植物または動

物。

牌臓Spleen正常なものは掘りこぶしほどの大き

さ｡左の肋骨の下端にある器官｡血液を造ったり

ろ過したりする働きがある。
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ビタミンVitamins体が正しく機能するために必

要な保護食品。

非感染症Non-infectiousdisease人から人へ広

がらない病気。

泌尿器系Urinarytract尿を作り排出することに

かかわる器官｡すなわち腎臓､勝耽､尿管の系統。

避妊法Ccntraceptive妊娠を防ぐためのさまざ

まな方法。

皮膚炎Dermatitis皮膚の感染または過敏症。

＊皮膚のＤｅｒｍａｌ皮膚の上の。

評価EvaluatiDnあることの真価や価値を見出し

たり､達成度を調べたりすること｡通常､ある計

画や活動が実施される前と後について､異なる

要因または条件で比較する。

病原菌Ｇｅ｢ｍｓ体の中で成長し､いくつかの感染を

起こす非常に微小な生物｡微生物。

病歴HistDry(medicaIhistory）患者の病気につ
いて､いつ始まったか､いつよくなってきたか、

いつ悪化したか､何が効きそうか､家族または村

に同じ病気の人がいるか､などを質問してわか

ることがら。

ひよめきSoftspot泉門FontaneIを見よ。

疲労困愈Exhaustion極度の疲労と倦怠。

貧血Ａｎｅｍｉａ赤血球の不足のために血液が薄くな

る病気｡疲れ､間白い皮膚､力のなさなどがその

徴候｡悪性貧血をも見よ。

ブースターBoDster追加抗原投与を見よ。

副作用Ｓｉｄｅeffects薬を使ったために起こる問

題。

副鼻腔炎Sinustrouble(sinusitis）副鼻腔は鼻

の中に開いている骨のくぼみ｡副尻腔炎は眼の

上と下に痛みを起こす炎症。

腹部Abd□ｍｅｎ胃､肝臓､腸を含む体幹の一部｡腹。

腹膜Ｐ巳｢it□neu、腸と体壁の間の薄い層｡腸を保

持している袋。

眼膜炎Peritonitis腹膜の非常に危険な炎症｡腹が

板のように固くなり､悪者は特に脚を伸ばして

横になろうとするときに大きな痛みを感じる。

ふけDandIUff頭髪に現れる油っぽい白色または

灰色の薄片または鱗片｡頭皮の脂漏。

ぶどう糖GIucose体がすばやく用いることので

きる単純な柵造をした籾類｡くだものと蜂霊に

含まれ､経口補水液を作るときに､白い粉状のも

のとして隅入する。

不妊手術Sterilization男性または女性の生殖

能力(子供を持つこと)をなくす方法｡(滅菌

Ste｢ilization参照｡）

不妊のSteriIe終生子供を持つことができないこ

と。

＊不眠Insomnia眠りたい､眠らなければならな

いというのに眠ることのできない状態。

プランタンPlantain多くのデンブンと繊維を含

んだバナナの一棚｡胃いうちに料理され食べら

れることが多い。

分娩後出血PDstpartumhemorrhaglng分娩後

の母親の重い出血。

分娩後のPostpartum出産後の。

閉塞Obstruction塞がれたり妨害されたりして

いる状態｡腸の閉塞は医学的緊急申態である。

へそNave1.Umbilicus腹のボタン｡腹部の中央

の部位で､へその緒がついていた。

へその緒(蹟帯)Umbilicalcord胎児のへそから

母親の子宮内部の胎盤へつながっている紐。

へそヘルニアUmbIIicaIhBmIa大きく外に向く

へその突出｡内臓を保持している袋を通って､腸

のループが押していることによる。

ヘルニアHernia(rupture）脱腸｡腹腔を包んでい

る筋肉が開口したり裂けたりして､腸のループ

がその中に入り込み､皮膚の下に球または塊が

できる。

変形したDefomled異常な形をしている｡正しい

形をしていない。

便所Latrine屋外便所。トイレとして使用するた

めに地面に掘った穴またはくぼみ。

隠頭痛Ｍ１grainｅ激しいずきずきする頭痛｡頭の

片側だけの場合がある｡おう吐を起こすことが

よくある。

便から口へFecesごtcmouth便から口を通して

自分または他人に病気が広がる､つまりうつる

こと｡通常､食物､飲料､手指による。

便秘Constipaticn便が乾いて固く､排便が困離

な(なかなか出ない)状態。

縫合Suture穴や傷口を針と糸を使って縫い合わ

せたときにできる縫い目。

厨8Hf結石Bladderstones閏結石を見よ。

保鯉ワーカーHeaIthworker自分の地域共同体

をもっと健康的に暮らせる場所にするために働

く人。

発作Seizure突然激しく襲う病気｡全身痩皇や痩

縮(患者が制御できない体の急激な引きつり)､と

きには意識の消失を起こす。

ホルモンHormones体で作られる化学物質で、

特別な働きをする｡たとえばエストロゲンとプ

ロゲステロンは女性の月経期と妊娠の機会を調

節するホルモンである。

ま

膜Membran日薄くて柔らかいシートまたは屈。

動物や植物のある部分を狸打ちしたり保護した

りする。

まじないBewitchment魔法をかける､つまり魔



法によって人を動かす行為｡魔術｡また魔女が

行ったとされる魔法の呪文｡病気になるのは魔

女が魔法をかけたから､つまり凶眼を与えたか

らだと侶じている人々もいる。

麻痩Paralysis身体の一部もしくは全ての部分を
動かす能力を失うこと。

マラスムスMarasmus(Drymalnutrition）充分

な食顎をしないために生じる状態｡飢餓｡結果と

して痩せて体亜不足となる｡しばしばお腹は膨

れる｡乾燥栄聾失調。

慢性のChronic長期にわたり頻繁に繰り返す(急

性と比べよ)｡慢性病は長期間続く病気。

未熟児Prematurebaby9ヶ月に達する前に生

まれ､２キログラムに満たない子供。

ミネラルMineraIs体に必要な金閥の単体その他

の物質｡鉄､カルシウム､ヨウ素など。

みみずばれWeIts体の上に出る腫れ物または畝状

のもの｡通常､殴打またはアレルギーによってで

きる｡尋麻疹(hives）

＊耳のＯｔｉｃ耳に関係した。

脈管VBBsels管｡血管には静脈と動脈があり､血

液を体中に運んでいる。

脈拍Pulse１分間の心臓の鼓動の回数。

ミリグラムMiIIig『a、(ｍg､）１グラムの1.000

分の１．

ミリリットルMiIIiIiter(ｍI.）１リットルの１．０００

分の1．

胸焼けHea『tbum胸の下部または閏の上部の灼

熱感。

滅菌SterIIIzatlon器具､びん､その他のものを煮

沸したりオーブンで加熱したりして殺菌するこ

と。

(不妊Ste｢iIization参照）

滅菌済みのSteriIe完全に消潔で生きている微生

物がいないこと｡通常､煮沸や加熱で物品は滅菌

される。

＊眼の(眼科の)OphtahalmIc眼に関係する。

面ぽうPlmplesにきびAcneを見よ。

ものもらいｓｔｙ通常､まぶたの縁近くにできる赤

色の腫れた塊｡感染によってできる。

モンゴリスムMongcIismダウン症候群Ｄｏｗｎ.ｓ

syndromeを見よ

や

薬草Herｂ薬効すなわち治療効果があると評価さ

れている植物。

蕊局Pharmacy薬や保健用品を売る店。

有効期限Expirationdateその時期までしか効力

がないとして薬に表示されている年月｡ほとん

どの薬はその日を過ぎれば､廃棄しなければな

らない。

葉酸Follcacid緑色葉菜でみつかった栄餐物質。

幼虫Larva多くの昆虫または寄生虫の卵から出て

くるうじ虫状の若虫｡成虫になると姿がかわる。

羊膜Ｂａｇｏｆｗａｔｅｒｓ子宮内で胎児を包んでいる
袋｡これが破れて羊水が出ると､通常､分娩の始

まりを意味する。

＊抑止蕊Suppressant何かをくいとめたり抑え
たり止めたりする働きのある薬｡たとえば咳を

止めるための薬(咳止め薬)。

固状片Pterygium眼のふちから角膜上にゆっく

り広がる肉状の成長物。

よこね(横根)Ｂｕｂｏ非常に腫れたリンパ節｡よこ

ねは性病性リンパ肉芽腫の一般名。

予防Prevention病気が起こらないように前もっ

て防ぐこと。

予防接mlmmunizatiOn(vaccinaticn）ジフテリ

ア､百日咳､破傷風､ポリオ､結核､はしか､などの

特定の病気から守る力を与えるために用いられ

る薬。

予防措圃PrecautIon害や緊急頭態が起こる前

に､あらかじめ注意して備えること。

予防のPrcphylacticこの言葉は予防的

preventiveという意味で使われるが､ときにコ

ンドームのことを指す。

ら

卵巣Ovaries女性の腹腔の子宮の隣にある小さ

な袋｡男性の精子と結合して子供を作る卵を生

産する。

リットルLlter(I.）メートル法による容稿園｡１

クォートにほぼ等しい｡１リットルの水の霞さは

１キログラム。

流行(病）Epidemic同一時期にひとつの共同体ま

たは地域の多数の人々に感染する病気が発生す

ること。

流産MIscarriage(spontaneousabortIon）自

然流産｡子宮内の成長中の子供すなわち胎児が

死ぬこと｡ときに凝塊を含んだ里い出血が続く。

輪作RotationofcrDps同一の土地に､違う種類

の作物を次々に栽培すること｡土壌は年々やせ

ないで､むしろ肥えていく。

リンパ節Ｌｙｍｐｈｎｏｄｅｓ体のさまざまな場所の

皮膚の下にある小さな塊で､病原菌を捕らえる。

感染すると痛くなり､腫れる｡結核とがんの場合

は､腫れても痛くないことがよくある。

わ

ワクチン接稲Vaccina廿ons予防接佃Immunizations

を見よ。
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ワセリンVasseIine石油ゼリーPetroIeumjelly
を見よ。

割合Ｒａｔｅ－定時間内に何かが起こる回数｡脈拍
Pulserateなど。



教材が入手できる団体の住所録

Hesperian

lgl9AddisonSt｢eet,Suite304

Berkeley･Ｃａｌｉｆｏｍｉａｇ４７０４､ＵＳＡ

電話：１５１０８４５１４４７

ファックス：１５１０８４５９１４１

Ｅメール：hesperian＠hesperian.o｢ｇ

ウェブサイト:ｗｗｗ,hesperian.o｢９

英語とスペイン語による地域健康ガイドブッ

ク：医者のいないところで､女性のための医者の

いないところで､助産師のための本､盲目の子ど

もの助け､聾の子どもの助け､保健ワーカーの学

習を助ける､歯医者のいないところで､ＨｌＶ､健康

とあなたのコミュニティ､障害のある女性のた

めの健康マニュアル､障害のある村の子どもた

ち。

AfricanMedicalandResearch

Foundａｔｉｏｎ

ＡＭＲＥＦＢｏｏｋＤｉｓｔ｢ibutionUnit

P.O､Box3012aNai｢obi､Kenya

電話:２５４２５０１３０１／５００９５０

ファックス：２５４２５０６１１２

Ｅメール:ianei＠amrefhqo｢ｇ

ウエブサイトｗhttp://www､ａｍ｢ef.o｢９

低廉で実用的な広範囲の手引書とプライマ

リ・ヘルス･ケアに関する本。

AlcoholicsAnonymous

AAWorldServicelncorporated

PD,Ｂｏｘ４５９．ＮｅｗＹｏ｢k,ＮＹ１０１６３．

ＵＳＡ

Ｅメール：intemationa＠ａａｏｒｇ

ウエブサイト:ｗｗｗ､aao｢９

アルコール中毒症に関する悩報および薬物また

はアルコール問題を抱える人のための社会的支

援団体を創設する方法に関する資料｡各地域の

グループに関する情報はここに問い合わせる。

ArabResourceCoIlective

P.Ｏ・Ｂｏｘ１３－５ｇｌ６Ｂｅｉ『ut,Lebanon

電話：ＯＯｇ６１１７４２０７５

ファックス：ＯＯｇ６１１７４２０７７

Ｅメール:ａ｢cleb＠ｍａｗａ｢edorg

ウェブサイト:ｗｗｗ,ｍａｗａ｢ed.o｢９

健康､教育､開発ブロジエクトに撹わる人が､ア

ラブ世界の同業者や各団体と連絡を取りネット

ワーク作りを進めていくための本､教材など。

ChristianMedicaIAssociationofIndia

aa-3LocalShoppingCente｢､Janakpu｢i，

ＮｅｗＤｅＩｈｉｌｌＯＯ５８,lndia

電話:ｇｌｌｌ５５ｇ９９１／2/３

ファックス：ｇ１１１５５ｇＢ１５０

Ｅメール：ｃｍａｉ＠ｃｍａｉｏｒｇ

ｃｍａｉｄｅＩ＠usnI.o｢ｇ

ウエブサイト:ｗｗｗ・cmaiD｢９

保健および地域開発のための資料｡WorId

CouncilofChurches発行のニュースレター

Contactを含む。
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DEMOTECH-DesignsfbrSeIfReliance

BiesenwaI36211ADMaast｢ichtThe

Nethe｢landｓ

電話：３１６１７４７７１７７

Ｅメール：info＠demotech・org

ウエブサイト:ｗｗｗ､demotechDrg

衛生や上下水道設備､革新的な教育方法のため

の教材。

ENDA-EnvimnmentalDeveIopment

ActioninmeThirdWorId

Enda-diffusion

B､Ｐ,３３７０，Dakar,SenegaI

電話:２２１８２３６３９１

ファックス：２２１８２３５１５７‘Ｂ２２２６９５

Ｅメール:dif-enda＠endasn

ウエブサイト:http://www･endasn

草の根開発のためのフランス語の情報と資料。

健康問題と適切な技術を含む。

HealthActionlnformationNetｗｏｒｋ

(HＡＩＮ）

#２６SampaguitaAve・MapayapaVilIage

ⅡＢａ｢angayHdySpintQuezonCity･

Philippineｓ

電話:６３２９５２６３１２

ファックス：６３２９５２６４０９

Ｅメール：hain＠hain.ｏ｢g,ｈａｉｎｌ９Ｂ５＠

ｇｍａｉｌｃｏｍ

ウエブサイト:ｗｗｗｈａｉｎＤ｢９

さまざまな健康に関する話題の本およびニュー

スレター。

HealthIinkWorIdwide

(f℃rmerIyAHRTAG）

５６－６４Leona｢ｄＳｔＬｏｎｄｏｎＥＣ２１４ＬＴ

ＵｎｉｔｅｄＫｉｎｇｄｏｍ

電話:４４２０７５４９０２４０

ファックス:４４２０７５４９０２４１

Ｅメール：info＠heaIthIink.o｢9.ｕｋ

ウエブサイト:wwwhealthlink.o｢ｇｕｋ

セクシャル・ヘルス､ＨＩＶ､結核､子どもの健

康､障害､および呼吸器感染に関する小冊子と

ニュースレター。

HelenKeIlerWorIdwide

３５２Ｐａ｢kAvenueSouthl2thFloo｢‘

NewYork･ＮＹ１００１１．ＵＳＡ

電話:ＵＳから(無料）：１８７７５３５５３７４

電話：１２１２５３２０５４４

Ｅメール：Iuucat＠hotmailcom

ウエブサイト：ｗｗｗ,hkiDrg

ビタミンＡ不足による視覚障害に関する資料。

失明の予防に関する知識と視力表。

InternationalDeveIopmentResearch

Centre（IＤＲＣ）

Ｐ.Ｏ・Ｂｏｘ８５００，OttawaOnta｢ｉＱ

ＣａｎａｄａＫ１Ｇ３Ｈ９

電話：１６１３２３６６１６３

ファックス：１６１３２３８７２３０

Ｅメール：info＠id｢c・Ｃａ

ウェブサイト:wwwjd｢c・Cａ

健康､股業､開発に関する出版物､雑誌､パンフ

レット､ビデオその他の資料｡英語､スペイン語、

フランス語､アラビア語｡無料のものもある｡世

界中にある地域支部へのリンクに関しては､こ

こに問い合わせる。



lntemationaIPIannedParenthood

Federation(IPPF）

４ＮｅｗｈａｍｓＲｏｗＬｏｎｄｏｎＳＥＩ３ＵＺ

ＵｎｉｔｅｄＫｉngdom

電話:４４２０７９３９８２００

ファックス：４４２０７９３９８３００

Ｅメール：info＠ippforg

ウェブサイト:ｗｗｗ・ippforg

家族計画に関するあらゆる見地からの情

報｡１８０カ国以上のFamilyPIanning

Associations支部へのリンクについては､こ

こに問い合わせる。

Media/MateriaIsClearinghouse

lllMarkｅｔＰＩａｃａＳｕｉｔｅ３１０・BaItimore，

Maryland２１２０２，ＵＳＡ

電話：１４１０６５９６３００

ファックス：１４１０６５９６２６６

Ｅメール:ｍｍｃ＠jhuccporg

ウエブサイト：ｗｗｗ,ｍ－ｍＣｏｒｇ

健康に関する広範な悩報と健康教育のための資

料。

NutritionCenterofthePhilippines

VaIIamorlnterchangeSouth

SuperhighwayWesternBicutanTaguig

City3116

Philippines

電話:６３２８１８７３９７

ファックス：６３２８１８７４０３

Ｅメール：info＠ncp.o｢ｇｐｈ

ウエブサイト:ｗｗｗ.､cp.o｢ｇｐｈ

健康および栄養に関する資料｡本､ポスター､手

引書､フリップチャート､パンフレット､カレン

ダーを含む。

PracticalAction

TheSchumache「Centrefor

Technology＆Development

BourtonHaII

Bou｢ton-on-Dunsmo｢ｅ

ＲｕｇｂｙＣＶ２３９ＱＺ

ＵｎｉｔｅｄＫｉｎｇｄｏｍ

蝿昭:４４１９２６６３４４００

ファックス：４４１９２６６３４４０１

Ｅメール:p｢acticalaIaction@practicalacitiono｢9.ｕｋ

ウェブサイト：ｗｗｗ.p｢acticalactionorg

草の根開発に関する技術憎報｡印刷教材やマル

チメディア｡他国のリソースセンターへのリン

クについてはこちらに問い合わせる。

ＴＡＰＳ－ＴｅｍａｓＡｔｕａｉｓｎａＰｒｏｍｏｃａｏｄａ

ｇａｑｌｄｅ

ＲｕａＪｏ色oArtoniodasilveria384

LagoadaconceisaoFlonan6poIis/ｓｃ

Ｂ８０６１‐１５０.BraziII

電話:５５１９３８２６３８６０

Ｅメール：info＠tapso｢ｇｂｒ

ウエブサイト：http://www,taps.o｢g､b「

ポルトガル語の健康に関する悩報と教材。

TeachingAidsatLowCost(TALC）

Ｐ.Ｏ､Ｂｏｘ４９.Ｓｔ､Albans･Ｈｅ｢ｔｓＡＬ１５ＴＸ

ＵｎｉｔｅｄＫｉｎｇｄｏｍ

電話:４４１７２７８５３８６９

ファックス：４４１７２７８４６８５２

Ｅメール：talc＠talcukD｢ｇ

ウエブサイト:ｗｗｗ・taIcuk.o｢９

貧しい社会で使用するための､健康管理や開発

に関する低価格の本､スライド､および付属品。

英語､フランス語､スペイン語およびポルトガル

語｡本のリストは無料。
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ＶｏｌuntaryHeaIthAssociationof

India(VHAl）

４０，lnstitutionalAreaSouthoflIT，

ＮｅｗＤｅｌｈｉｌｌＯＯ１６･India

霞話：９１１１６５１８０７２

ファックス：９１１１６８５３７０８

Ｅメール:vhai＠vsnlcom､vhai＠sify・org

ウエブサイト:ｗｗｗ､vhai.o｢９

英語およびインドの地方語で書かれた健康教育

に関する資料｡費用のかからない保健について

の論文集であるHeaIthfortheMillionsも刊

行。

WorIdNeighborslntemationaI

Headquarters

４１２７ＮＷ１２２Ｓｔ｢eet･OklahomaCity，

ＯＫ７３１２０.ＵＳＡ

電話：１８００２４２６３８７または１４０５

７５２９７００

ファックス：１４０５７５２９３９３

Ｅメール：info＠Ｗｎｏ｢ｇ

ウエブサイト:ｗｗｗ・ｗｎＤｒｇ

特定の国や地域向けの､実際の経験にもとづい

た教材｡内容は健願と栄餐､家族計画､地域開発、

膜業など｡英語フランス語､スペイン語。
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