
MEDICAL1.XLS

Prefixes Meanings Examples
1 A- negative apnea

an- without a- / -pnea (breath)
amenorrhea

?
a- / meno- (menses) / r / -rhea
(flow)

anesthesia
an- / esthesia

akinesia
a- / kinesio-(movement) / -ia

aphasia
? a- / 独)phasis(speech)

2 ante- before antebrachium
ante- / brachium (arm)

anteflexiouteri
ante- / flexio (bend) / uteri

3 antero- position in front of anterolateral
antero- / lateral

anteromedian
antero- / median

anterior

4 anti- against antibody
ant- anti- / body

anticoagulant
anti- / coaglant

antigen
anti- / -gen

antifreeze
anti- / freeze

5 bi - twice bilateral
double bi- / lateral

biceps
bi- / L) caput (=head)

bilingual
bi- / lingual

bicycle
bi- / cycle

biaxial
bi- / axial

6 co- together collateral
com- ? co- / l / lateral
con- co-ordination

coworker
? co- / work / -er
coaction

co- / action
7 contra- against contraindication

contra- / indication
contrast

contra-lateral
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8 cyst- bag cystalgia

cysto- bladder
cyst- / -algia (= algos (pain) /-ia
(condition))

cysti- cystectomy
cystido- cyst- / -ectomy
-cyst cholecyst

chole- / -cyst
9 dermo- skin dermograph

dermato- dermo- / graph
derma- dermatome
dermat- derma- / -tome

dermatitis
dermato- / -itis

10 dia- through diathermy
dia- / Gr. therme (= heat)

diameter
dia- / -meter

diagnosis
dia- / gnosis (= knowledge )

diaphragm

11 dis- Gr. apart disarticulation
absence of ? dis- / articulatio / n

? dis- / articulate / -tion
( L. twice) discharge
( doubly) dis- / charge

discount
dis- / count

disappear
dis- / appear

12 dys- difficult dyspnea
dys- / -pnea

dysmetria
dys- / Gr. metron (=measure)

dystrophy
dys- / -trophy

dysmenorrhea

？
dys- / meno- (menses) / r / -rhea
(flow)

13 ecto- out side of ectoderm
ecto- / Gr. derma (=skin)

ectocondyle
ecto- / condyle

14 -emesis vomiting emesis gravidarum
to vomit (= vomiting of pregnancy)

15 -emia blood anemia
-em- (/ -ia ) an- / -em- / -ia

anoxemia
an- / oxy- / -em- /-ia
(= anoxia )

16 en- in encephalitis
into en- /cephal- / -itis

enceplo- / -itis
enjoy

en- / joy
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17 endo- inside endocardium
within ？ endo- / card- / -ium

endocrine
endo- / crinin (= to separate)

endogamy
endo- / Gr. gamos (= marriage)

？ endo- / gam- / -y
18 epi- upon epigastrium

ep- on epi- / gastr- / ium
epiphysis

epi- / physis
epilepsy

19 gastro- stomach gastrectomy
gastr- gastr- / -ectomy

20 hemato- relating to the blood hematology
hemo- hemato- / -logy
hemat- hematocyte
hem- hemato- / -cyte
haem- hematocrit

hema- ?
hemato - / Gr. krinein ( = to
separate)

haema-
21 hemi- half hemiplegia

hemi- / -plegia
hemiparesis

hemi- / paresis
hemianopsia
? hemi- / an- / op- / -sia

( =hemianopia )
hemi- / an- / op- / -ia

22 hydra- ? relating to water hydrotherapy
hydro- hydro- / therapy
hydr- hydroairplane

hydro- / airplane
hydrogen

hydro- / -gen
23 hyper- over hypertrophy

excessive hyper- / -trophy
above hypertension

hyper- / tension
hyperextension

hyper- / ex- / tension
24 hypo- under hypotonic

hypo- / tonic
hypothener ?

hypothalamus
hypo- / thalamus

hypotonia
hypo- / tone / - ia

25 infra- below infrared
beneath infra- / red

infraspinatus ?
infraspinous
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infra- / spinous

26 inter- between interarticular
inter- / articular

international
interface

27 intra- within intra - articular
intrincic

intramuscular
intra- / muscular

28 ileo- relating to the ileum ileus

29 in- in inability
into in- (not) / ability
not insomnia

in- (not) / somni- / -ia
injection

= L: injectio (in- (into) / L:
jaacere (=to throw) )

inflammation
in- (into) / flammation
flame

30 lact- milk lactose
lacto-

lacticacid
lactic / acid

31 laparo- the loin laparotomy
relating to the loin or laparo- / -tomy
flank

32 laryng- larynx laryngology
laryngo- laryngo- / -logy

larygoscopy
laryngo- / scopy ( to examine )

laryngoparalysis
laryngo- / paralysis

33 latero- side medio-lateral
medi/o- / lateral

lateroflexion
34 leuco- white leukemia

leuko- lauk- / -em- / -ia
leuk- leucocytosis
leuc- leuco- / cyt- / -osis

(leukocyste)
(leukocyte)

leuko- / -cyte
35 lite- a stone lithiasis

-lith a calculus lith- / -iasis
litho- urolith
lith- uro- / -lith

cystolith
cysto- / -lith

36 mal- bad malformation
poor ? mal- / form / a / tion
abnormal malabsorption

mal- / absorption
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37 macro- large macroglossia
makro- big maacro- / gloss- / -ia

long macroscopy
macro- / scopy

macrogastria
macro- / gastr- / -ia

38 medi- middle mesoderm
meso- meso- / derm ( Gr. Derma = skin )
mes- median

media --mesium ?
medium ?

39 mega- large megaHertz
megal great megalgia

big mega- / -algia
megaphone

40 micro- small microcephalia
micr- micro- / cephal- / -ia

microscopy
micro- / scopy

microwave
41 multi- many multipara.

multi- / para
mutiple choice
multichannel

42 myo- muscle myositis
my- ? myo- / s / -itis

myotome
myo- / -tome

myography
myo- / graphy

myotoma ??
43 nephro- kidney nephritis

nephr- nephr- / -itis
nephrosis

nephr- / -osis
44 path- disease pathology

-path suffering patho- / -logy
-pathy neuropathy
patho- neuro- / -pathy

myopathy
myo- / -pathy

45 peri- around periosteum
peri- / Gr. [ osteon = bone ]
peri- / osteum

periarthritis
peri- / arthr- / -itis

perimeter
peri- / meter

peril
46 pneu- relating to the air opneumatic tire ？

pneuma- pneumonia
pneumato- ? pneumo- / n / -ia
pneum pneumothorax
pneumo- pneumo- / thorax
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47 poly- many polyphagia
saveral poly- / -phagia

polyester
polyneulitis ?
polyneuritis

poly- / neur- / -itis
polyethylene

48 post- after post-surgical
postnatal

post- / natal
post-treatment

49 pre- before premature
pre- / mature

prenatal
pre- / natal

preposition
preface ?

50 pseudo- false pseudoarthrosis
pseud- pseudo- / arthro- / -sis

pseudohypertrophy (PMD)
pseudo- / hyper- / -trophy

51 psych- the soul psychology
psycho- the mind psycho- / -logy

psychiatry
? psych- / [ iatro- ]
psychosomatic

psycho- / somatic
52 pyo- pus pyothorax

pyo- / thorax
pyogenic

pyo- / -genic
pyohemia [= pyemia ]

pyo- / hem- / -ia
53 re- back rehabilitation

again ?
recover

re- / cover
recurvatum ?
?
recall

re-/ call
recital ?
?

54 retro- backward retroflexion
retro- / flexion

retrograde
retro- / grade

retroact
retro- / act

retrogression
?
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55 semi- half semitendinosus
semi- / tendinous

semiconscious
semi- / conscious

semicoma
semi- / coma

56 sub- under subdural
sub- / dural

subway
submarine
subthalamus

sub- / thalamus
57 supra- above supracondylar

super- supra- / condylar
superficial
? super- / ficial
supervise(or)
? super- / visor

58 syn- with syndactylia
together syn- / dactyl- / -ia

synergy
? syn- / ergo-
syndrome
?
synapse
?

59 trans- across transfer
trans- / [ L: ferre = to carry ]

transport
transformer

transistor

60 -uria relating to the urine hematuria
hemat- / -uria

pyuria
pyo- / -uria

calciuria
？ calcic / -uria

61 tri- three triceps
tri- / [ L) caput = head ]

trigeminal n.

?
tri- / geminal ( nerve
)
geminous

tricuspid valve
tri- / cuspid ( valve )

triangle
tri- / angle

62 uni- one unilateral
uni- / lateral

uniform
uni- / form

unicellular
uni- / cellular
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63 vaso- a vessel vasodilatation
vaso- / dilatation

vasoconstriction
veso- / constriction

con- (together) +
stricture ( 狭窄）

vasal

64 ventro- abdomen ventrolateral
ventri- ventro- / lateral

ventral
解） = anterior

ventriculus

count
leuk/o leukocyte mono
melan/o melanin di
erythr/o erythema tri
cyan/o cyanosis tetra
chlor/o chloroma penta
xanth/o xanthoprotein hexa

hepta
oct
nona

-a ， - ae vertebra － vertebrae deca
- is， - es diagnosis － diagnoses
- on，- a phenomenon － phenomena
- ma，- mata carcinoma － cartinomata direction
- us， - i nucleus － nuclei dorsal
- um， - a atrium － atria ventral
- ix，- ices appendix － appendices anterior
- ex，- ices cortex － cortices posterior
- ax，- aces thorax － thoraces cephalic

caudal

Suffixes others
-itis ab. (abduction )
-itides ad. (adduction )
-ites ex. (exercise )
-osis
-sis
-otomy
-tomy cutting
-ectomy
-ia condition
-oma swelling
-gen to produce
-algia 独）algos (pain) + -ia

singular － plural

color
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英単語 和訳

absorption 吸収，熱中，夢中

acid 酸の，酸性の
akinesia 無動（症）、運動不能（症）
amenorrhea 無月経

anemia 貧血
anesthesia 感覚脱失
anoxemia 無（低）酸素血（症）
antebrachium 前腕

anteflexio 前屈

anteflexiouteri 子宮前屈

anterior 前方の、腹側の

anterior 前の、前方の、腹側の
anterolateral 前外側
anteromedian 前内側
antibody 抗体
anticoagulant 抗凝血薬、凝固阻止剤
antifreeze 不凍液
antigen 抗原
aphasia 失語症
apnea 無呼吸

appendices 付属物、付属体、虫垂

appendix 付属物、付属体、虫垂

articular 関節の

articulate 関節連結性の，構音の，咬合する

articulatio 関節（単数）：articulus

articulus 関節（複数）：articulatio
atria 房、前房

atrium 房、前房

axial 軸の,軸上〔辺〕の

beneath 下方に、劣って
biaxial 二軸の

bilateral 両側の、両側性

bile 胆汁
bilingual 二か国語を用いる(人)

brachia 上腕（複数）：brachium

brachium 上腕（単数）：brachia

calculus 結石，石
carcinoma 癌腫、癌

cartinomata 癌腫、癌

caudal 尾の、尾側の、尾方

cephalic 頭の、頭部の
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chloroma 緑色腫、緑色白血病

cholecyst 胆嚢

coaglant 凝固剤、凝血剤
collateral 平行する ※

coma 昏睡

condylar 顆（状）の，顆の，関節丘の

condyle 顆、顆状突起、関節丘

conscious 意識のある

constriction 狭窄、収縮、くびれ
contraindication 禁忌、配合禁忌
contra-lateral （反）対側の、対側（性）

contrast 対比、対照 ※
cortex 皮膚

cortices 皮膚

cover 保護，遮へい

crinin クリニン、腺、分泌促進物質
cyanosis チアノーゼ

cycle 循環，周期，サイクル，回路
cystalgia 膀胱痛

cystectomy 胞嚢切除、膀胱切除
cystolith 膀胱結石
dermatitis 皮膚炎
dermatograph 皮膚面標記器，皮膚描記図
dermatome 皮膚分節、皮膚採取器
dermograph 皮膚描記図
diagnosis 診断、鑑別

diameter 直径、径
diaphragm 横隔膜
diathermy ジアテルミー、近紫外線

dilatation 拡張
disapper 消滅 ※
disarticulation 関節分離（術）
discharge 放電、発射、分泌物、排泄、排泄物
discount 割引 ※
duct 管

dural 硬膜の
dysmenorrhea 月経困難
dysmetria 測定障害
dyspnea 呼吸困難
dystrophy 異栄養症
ectocondyle 外側顆
ectoderm 外胚葉
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emesis 嘔吐
emesis gravidarum つわり
encephalitis 脳炎
endocardium 心内膜
endocrine 内分泌の、ホルモン性の
endogamy 内接合、同族結婚
epigastrium 上腹部、心窩部
epilepsy てんかん
epiphysis 骨端

erg エルグ： 仕事またはエネルギーの単位
erythema 紅班

esthesia 独）perception
excision 切除

flame 炎

flank 側腹部（肋骨より下，腸骨より上方の身体の部分
gastrectomy 胃切除
hematocrit ヘマトクリット
hematocyte 血球
hematology 血液学
hemianopsia 半盲，片側（半側）視野欠損
hemiparesis 不全片麻痺
hemiplegia 完全片麻痺
hydrogen 水素
hydrotherapy 水治療法
hyperextension 過伸張
hypertension 高血圧，緊張亢進
hypertrophy 肥大，栄養過度
hypothalamus 視床下部
hypothener 小指球
hypotonia 緊張低下，低血圧
hypotonic 低緊張性の，緊張低下の，低血圧の
ileus イレウス，腸閉塞
inability 無能，不能，無力

indication 指標，適用，指示，適応症
inflammation 炎症
infrared 赤外線
infraspinatus 棘下筋
infraspinous 肩甲棘下の
injection 注射，充血
insomnia 不眠，不眠症
interarticular 関節間の
interface 界面（異質2相間の界面または境界）
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intra - articular 関節内の
intramuscular 筋肉内の
intrincic 内因性の，内在性の

kidney 腎，腎臓

kinesia 運動病、動揺病

lactic 乳酸の，乳汁の
lacticacid 乳酸
lactose 乳糖
laparotomy 開腹（術）
larynx 喉頭

lateral 外側の、側面の
leucocytosis 白血球増多（症），白血球増加（症）
leukemia 白血病
leukocyte 白血球

lingual 言語の
lithiasis 結石症，痛風性素質

loin 腰部，側腹（胸郭と骨盤との間にある背部
macrogastria 胃拡張
macroglossia 大舌（症），巨舌症
macroscopy 肉眼（的）検査，肉眼（的）観察
malabsorption 吸収不良
malformation 奇形，形性異常

mature 成熟する，成熟した

media 1) median の複数 2) 中の

median 正中の，中央の，中央値 ：media

medium 手段，方法，媒質，媒体，中間の
megalgia 激痛
melanin メラニン

menorrhea 月経、過多月経

menses 月経
mesoderm 中胚葉
microcephalia 小頭（蓋）症
microscopy 顕微鏡検査（法），顕微鏡（観察）法
multipara. 経産婦
myography 筋運動描記法、ミオグラフィー，筋図表，筋肉Ｘ線写真
myopathy ミオパシー，筋障害，筋疾患，筋症
myositis   筋炎，筋肉炎
myotoma 筋支配領域
myotome 筋切断器，筋節，筋分節，筋群

natal 出生の，出産の
nephritis 腎炎
nephrosis ネフローゼ，腎症
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neu 神経鞘

neurilemma 神経線維鞘
neuropathy ニューロパシー，神経障害，神経疾患，神経病質
nuclei 核

nucleus 核

para 産婦

paresis 不全麻痺

path 路，経路
pathology    病理学
periarthritis 動脈周囲炎
peril 危険
perimeter 周界，視野計
periosteum  骨膜
phenomena 現象、徴候

phenomenon 現象、徴候

physis （管状骨の）成長節

pneumatic 空気の，呼吸の
pneumatic  tire  空気いりタイや
pneumonia 肺炎
pneumothorax 気胸
polyethylene ポリエチレン
polyneulitis 多発性神経炎

polyneuritis 多発神経炎
polyphagia  多食，多食症
postnatal 生後の
preface 序章
pregnancy 妊娠
pregnant 妊娠している
premature  未熟の，早熟の，早発の，熟前の
prenatal 出生前の
pseudoarthrosis 偽関節
pseudohypertrophy 仮性肥大
psychiatry 精神医学
psychology 心理学
psychosomatic 心身の，精神身体の

pus 膿

pyemia 膿血（症）
pyogenic 化膿（性）の
pyohemia 膿血症
pyothorax 膿胸
recall 思い出す，回収する，蘇生させる
recital リサイタル
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recover 回復する
recurvatum 反張膝
retoflexion 後屈，後屈（症）
retroact 逆作用

retroaction 逆作用
retrograde 逆行（性）の，退行（性）の，回帰性の，逆方向（性）の
retrogression 退行，退化，悪化
semicoma 半昏睡
semiconscious 意識朦朧
semitendinous 半腱様の

somatic 体（性）の，身体の，体壁の

spina 棘、脊椎

spinous 棘状の
subdural 硬膜下の
subthalamus 視床下部，視床腹側部
suffering 悩む，病気をする，苦しむ
superficial 表在性の，表面の
supervise(or) 監督者
supracondylar 顆上の
synapse シナプス，神経筋接合部
syndactylia 合指症
syndrome 症候群
synergy 共同運動

tendinous 腱の，腱様の

tension 張力，緊張，電圧

thalamus 視床
thoraces 胸郭

thorax 胸郭

tire 疲れる

tires 乳病 =[ trembles ]

tone 緊張，健康状態

tonic 緊張性の，持続性の，強直性の
transfer 移入，転写，伝達，移動，移植，運搬
transformer 変形
transistor トランジスタ
transport 輸送

trembles ふるえ病 =[ milk sickness ]

urine 尿
urolith 尿結石

uteri 子宮（複数）：uterus

uterus 子宮（単数）：uteri
vasal 脈管の
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vasoconstriction 血管収縮
vasodilatation 血管拡張
ventral 腹の、複側の
ventriculus 胃

ventrolateral 複側外側の
vertebra 椎骨(単数）

vertebrae 椎骨(複数）

vessel 血管
vomit 吐く，嘔吐物
vomiting 嘔吐
xanthoprotein キサントプロテイン

hematuria 血尿
pyuria 膿尿
calciuria カルシウム尿症

calcic カルシウムの
trigeminal 三倍の，三重の，三叉神経の
tricuspid valve 三尖弁
triangle 三角，三角架
unicellular 単細胞の
tricuspid 三尖，三尖弁の

valva 弁

valve 弁

geminous １対の

cuspid 尖頭の，犬歯，犬歯の

 cellular 細胞の
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接頭語，
接尾語 意味 ouplj

A- negative, without
無または欠乏を意味する非分離の接頭語。母音またはhで始まる
語の前では｢an-｣となる

abs- away, from
-algia 独）algos (pain) + -ia 痛む状態を示す接尾語

an- negative, without
無または欠乏を意味する非分離の接頭語。母音またはhで始まる
語の前では｢an-｣となる

ant- against 拮抗、反対を示す接頭語

ante- before （時または場所の）前

antero- position in front of 前、前方の意味を表す接頭語

anti- against 拮抗、反対を示す接頭語

arthr- joint 関節との関係を表す造語形

arthro- joint 関節との関係を表す造語形

-asis 状態または状況に用いられる接尾語
bi - twice,double 2または2倍を意味する接頭語

card- heart 心臓または胃の噴門との関係を示す

cardio- heart 心臓または胃の噴門との関係を示す

cephal- head 頭に関係することを意味する造語形

cephalo- head 頭に関係することを意味する造語形
chlor/o- yellow 緑を意味する造語形

chol- bile 胆汁との関係を表す造語形

chole- bile 胆汁との関係を表す造語形

cholo- bile 胆汁との関係を表す造語形
co- together ともに、または一緒にあることを示す接頭語

com- together ともに、または一緒にあることを示す接頭語

con- together ともに、または一緒にあることを示す接頭語

contra- against 反対の、逆の、などを示す造語形

cyan/o- 青を示す造語形

-cyst bag ,bladder 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる

cyst- bag ,bladder 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる

cysti- bag ,bladder 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる

cystido- bag ,bladder 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる

cysto- bag ,bladder 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる

cyt- 細胞を表す接尾語

-cyte 細胞を表す接尾語

cyte- 細胞を表す接尾語

dactyl- a finger 指との関係を表す造語形。通常は手指に用いる

dactylo- a finger 指との関係を表す造語形。通常は手指に用いる
derma- skin 皮膚との関係を表す造語形

dermat- skin 皮膚との関係を表す造語形

dermato- skin 皮膚との関係を表す造語形

dermo- skin 皮膚との関係を表す造語形

dia- through 通過、間、隔離、横断、完了
dis- apart, absence of 分離、（重複）を表す接頭語

dys- difficult 変質、異常、困難、悪化、不良の意味を表す造語形。｢eu-｣の反
対
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接頭語，
接尾語 意味 ouplj

ecto- out side of 外または外側に位置していることを意味する接頭語

-ectomy
器官またはその一部の切除を意味する接尾語。破壊や剥離の意味
にも用いる

-em- (/ -ia ) blood

-emesis vomiting,to vomit

en- in,into

encephalo- brain 脳との関係を表す造語形
end- inside,within 内、内部の意味を表す接頭語
endo- inside,within 内、内部の意味を表す接頭語

ep- on 上の又は上方のを意味する接頭語

epi- on 上の又は上方のを意味する接頭語

ergo- work 仕事との関係を表す造語形
erythr/o- 赤を意味する、または赤と関係あることを表す造語形

-esis 状態または症状を表す接尾語
eu- dys- の反対

ex- out, away from
～から離れた，～なしの，外へ，を意味する接頭語。時として、
｢exacerbation｣のように、｢完全に｣の意味となることがある

gam- marriage 結婚あるいは性的結合を意味する

gamo- marriage 結婚あるいは性的結合を意味する
gastr- stomach 胃に関係ある語をつくる造形語
gastro- stomach 胃に関係ある語をつくる造形語

-gen to produce
語幹の意味するもの、あるいは状態を生成する動因を示す語をつ
くる接尾語

-genic to produce 生成を意味する接尾語

gloss- tongue 舌との関係を示す造語形

glosso- tongue 舌との関係を示す造語形

-graphy to write, record
書く，あるいは記録する運動，または記録方法，を意味する接尾
語

haem-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

haema-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

hem-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

hema-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

hemat-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

hemato-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形

hemi- half 2分の1を意味する接頭語

hemo-
relating to the

blood 血液に関係することを表す造語形
hydr- relating to water 水または水素に関係することを示す造語形
hydra- relating to water 水または水素に関係することを示す造語形
hydro- relating to water 水または水素に関係することを示す造語形
hyper- above 上方，超，過剰を意味する接頭語
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接頭語，
接尾語 意味 ouplj

hypo- under 下，以下，欠損などを表す接頭語
-ia condition 状態または条件を指示する接尾語

-iasis 病、症の意味の接尾語

iatro- physician 医師または医薬の意味の造語形
ileo- relating to the ileum 回腸の意味を表す造語形

in- in,into,not
1) 内，内に，内へ，の意味を表す接頭語。2) 非または無の意味
を表す接頭語

infra-
bebeath

語幹が示す要素の下方または下部に存在し、形成し、起こること
を意味する接頭語

inter-
between

語幹で示される要素の中間での、存在，形成，発生を意味する接
頭語

intra- within
語幹に，その中にある，その中で形成された，その中で起こった
ことを意味する接頭語

intro- within 内へまたは内の，を意味する接頭語
-ites 語幹の示す組織部位の炎症を示す接尾語

-itides - itis の複数

-itis 語幹の示す部位の炎症を示す接尾語

kine- movement 運動に関係のあることを示す造語形

kinesio- movement 運動に関係のあることを示す造語形

lact- milk 乳との関係を示す造語形

lacto- milk 乳との関係を示す造語形
laryng- larynx 喉頭に関係のあることを示す造語形
laryngo- larynx 喉頭に関係のあることを示す造語形
latero- side 側の意味の造語形
leuco- white 白いを意味する造語形
leuk/o- white 白または白体、白血球を示す造語形

lip fat 脂肪または脂質との関係を表す造語形

lipo fat 脂肪または脂質との関係を表す造語形
lite-

-lith stone 石，結石，の意味を表す造語形

lith- stone 石，結石，の意味を表す造語形

litho- stone 石，結石，の意味を表す造語形

-logy word, reason 語幹が示す主題に関する学問、研究、論文などを意味する接尾語

macro- large, big, long 巨大なこと，または異常な大きさあるいは長さを意味する造語形
makro- large, big, long 巨大なこと，または異常な大きさあるいは長さを意味する造語形
mal- bad, abnormal, poor
medi- middle 中心部または中間部を意味する接頭語

medio- middle 中心部または中間部を意味する接頭語

mega-
big, great, large

巨大な量を表す造語形。その語幹によって表示される単位の百万
倍の量を表す測定単位として使われる

megal big, great, large 巨大を意味する造語形

-megaly great 語幹により示される構造の巨大化を表す接尾語
melan/o- 黒を示す造語形

meno- menses 月経との関係を表す造語形

-mere part 分離，切片あるいは一部を表す接尾語
mes- middle 中心部または中間部を意味する接頭語
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接頭語，
接尾語 意味 ouplj

meso- middle 中心部または中間部を意味する接頭語

-meter measure 測定または測定器を示す接尾語

-metry to measure
前に位置する語幹に示される測定対象物を計測する行為またはそ
の計測を意味する接尾語

micr- small 微小を表す造語形。単位の百万分の一を示す
micro- small 微小を表す造語形。単位の百万分の一を示す
multi- many, much 多数または多量を意味する造語形
my- muscle 筋との関係を表す造語形
myo- muscle 筋との関係を表す造語形
nephr- kidney 腎との関連を示す造語形
nephro- kidney 腎との関連を示す造語形

neur- 神経または神経系との関係を表す造語形

neuro- 神経または神経系との関係を表す造語形
-oma swelling 腫瘍または新生物を意味する接尾語

op- see

opto- seen 視力，視覚，光学との関係を表す造語形

oro- mouth 口との関係を表す造語形

orrho- serum 結成との関係を表す造語形

ortho- straight 真っ直ぐな，正常な，正しい，などを意味する造語形

-osis
経過、ことに疾患あるいは病的経過を示す語尾で、時に異常増加
を意味する

osteo- bone 骨との関係を表す造語形
-otomy

oxy-
1) 鋭い、すばやい、酸っぱいを意味する造語形。2) 化合物中に
酸素が存在することを表す造語形

-path

path-

patho- disease 疾患との関係を表す造語形
-pathy disease 病的状態及び疾病の意を示す接尾語
peri- around 周囲を現す接頭語

-phagia eat 食べること，または嚥下に関係することを示す接尾語

-phagy eat 食べること，または嚥下に関係することを示す接尾語

-plegia a blow, stroke

pne- breathing

-pnea breath 呼吸との関係を表す接尾語

pneo- to breathe 呼吸または息との関係を表す接尾語
pneu-

pneum breath 呼吸，肺，空気，肺炎，との関係を表す造語形

pneuma- air 空気，ガスまたは呼吸とんを関係を示す造語形

pneumato- air 空気，ガスまたは呼吸とんを関係を示す造語形

pneumo- breath 呼吸，肺，空気，肺炎，との関係を表す造語形
poly- many 多数または多量を意味する造語形

post- after 後，うしろなどを表す接頭語

pre- before 前を表す接頭語
pseud- false 偽，の意味を表す造語形
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接頭語，
接尾語 意味 ouplj

pseudo- false 偽，の意味を表す造語形
psych-                                  soul, mind 精神，心との関係を意味する造語形
psycho- soul, mind 精神，心との関係を意味する造語形
pyo-                                                           pus 膿に関係あることを表す造語形

re- 再度，後方，反対等を表す接頭語
retro-                                                  backward 後方，逆方または後方にあることを示す接頭語

-rhea flow 流れを意味する接尾語
semi-                                                        half 半，準の意味を表す接頭語

-sis
ギリシャ語起源の接尾語で、状態や条件を意味する。母音と結合
して、-asis，-esis，-iasis，-osis

somni- sleep 睡眠との関係を表す造語形
sub-                                                        under 下，近位，ほとんど，あるいは適度な，を表す接頭語
super- above 上または過剰を意味する接頭語
supra- above 上方に，あるいは上位に，の意味を表す接頭語

-tome a cutting 分節，または切断の器械を意味する接尾語
-tomy cutting 切断または切開の手術を意味する接尾語

tono- tension 緊張または張力との関係を示す造語形

trans- through ～を通して，～を横切って，～を越えてという意味を表す接頭語

troph- nutrition 食物または栄養との関係を示す造語形

-trophic nourishing 栄養との関係を示す接尾語

-trophin nourishing 栄養との関係を示す接尾語

tropho- nutrition 食物または栄養との関係を示す造語形

-trophy nutriyion 食品，栄養の意味を表す接尾語

ur- 尿，尿路または排尿に関する意味を示す造語形

-uria urine + -ia
例えば水の特性，または尿の成分を表す接尾語で、この語を伴う
語幹で示される

uro- urine 尿，尿路または排尿に関する意味を示す造語形

urono- 尿，尿路または排尿に関する意味を示す造語形
vaso-  a  vessel vessel (血管)または duct (管)との関係を示す造語形

ventri-  abdomen 腹または身体の前面を表す造語形

ventro-  abdomen 腹または身体の前面を表す造語形

xanth/o- 黄色を意味する造語形

tri- three ３あるいは３倍を意味する接頭語

uni- one １を表す接頭語
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