
ドクターライフプロフェッショナルV3 
周波数治療の本 

日本語で 
バージョン2020 - 2022 

 
 

 
 



 
 . 
 
►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet 
· Flex Straps:   
· Velcro Straps: 
· Wires (Button Cables): 
 
 
 
►Dr Rife Treatment Mats 
· 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► 3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology 
    Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessories Available at:  ETDFL.COM 
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►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat 
- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT 
- For the treatment of every type of Sprain and Injury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat 
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment 
 
 
 
 
 
 
 
 
· ►Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital 
Waveform Light  Mat 
 
 
 

SMD Light Technology: Available at:  ETDFL.COM 
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明るい病、0.15、0.24、0.68、0.83、32.50、197.50、332.50、555.37、696.50、875.52、  
亜急性硬化性全脳炎、0.05、1.52、5.69、55.15、375.03、479.93、527.00、662.71、789.00、987.23  
悪性高熱、0.11、0.55、0.95、5.25、20.00、37.50、62.50、93.50、150.00、478.50  
悪性高熱、0.11、0.55、0.95、5.25、20.00、37.50、62.50、93.50、150.00、478.50  
悪性黒色腫、0.07、0.49、0.70、32.80、102.25、212.75、321.20、545.68、795.61、857.77  
悪性髄膜腫、0.10、0.41、0.87、5.50、130.00、255.61、362.00、492.68、597.50、654.37  
悪性線維性組織球腫、0.08、0.41、1.00、5.78、7.25、15.87、70.00、92.50、215.70、519.34  
悪性超高熱、0.11、0.55、0.95、5.25、20.00、37.50、62.50、93.50、150.00、478.50  
悪性黒子、0.06、0.37、0.87、7.50、8.00、62.50、95.56、325.87、473.00、742.06  
アクネ、0.05,0.33,0.83,2.50,3.00,73.30,383.75,387.00,389.00,393.00、 
アグリグリオーシス、大腸菌、0.13,0.52,0.75,5.52,8.22,47.50,72.51,126.33,275.56,475.22、 
アグレッシブ線維腫症、0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、315.91、472.50、612.50、930.0
0  
顎疾患、0.19、0.18、0.65、9.00、32.39、119.50、232.50、721.67、831.00、925.62  
脚潰瘍、0.08、0.35、0.60、31.80、191.50、228.50、321.00、523.69、691.00、797.50  
足底筋膜炎、0.23、0.60、12.00、55.00、96.50、375.11、512.33、655.20、750.00、927.10  
アジソン病、0.19,0.75,0.90,7.50,27.50,222.70,425.71,563.19,642.91,997.05 
アジソン貧血、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
足の奇形、0.92、32.75、150.01、293.70、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.90、  
アスカリアシス（Ascariasis）、0.06,1.33,5.27,10.89,90.00,379.93,425.00,571.00,829.00,932.00、 
アスコルビン酸欠乏症、0.05,0.73,2.95,47.50,222.53,452.59,517.50,683.00,712.00,993.41、 
アスベスト症、0.04,0.97,7.50,87.50,175.33,475.16,527.00,657.11,742.00,985.67 
アスペルガー症候群、0.04,0.40,2.50,10.53,47.50,210.25,518.92,688.29,712.23,916.00 
アスペルギルス症、0.12、0.83、5.00、7.25、37.50、357.30、434.25、563.19、709.83、978.05 
アスレティックフット、0.02,0.75,2.62,5.95,8.50,125.69,262.50,598.50,758.57,823.44 
汗疹、0.12、0.40、0.90、119.34、175.15、475.03、527.00、667.00、753.23、986.22  
アゾリアン病、0.14,0.25,0.87,7.50,8.00,13.93,85.68,225.23,475.68,527.00 
頭シラミ、0.03、0.41、0.62、0.93、7.50、13.93、85.54、96.50、327.81、405.23  
アッシャー症候群、0.04、0.24、10.53、20.00、124.37、342.06、527.00、667.00、742.00、987.23  
圧縮神経障害、手根管、0.03、0.65、12.33、30.00、182.23、225.17、534.50、667.00、742.00、986.
22  
アッパー気道消化管腫瘍、（癌、頭頸部新生物を参照してください）  
アディー症候群、0.17,0.46,10.85,55.16,96.50,350.00,567.00,692.33,810.20,982.11 
アデノウイルス感染、0.18,0.52,0.80,37.50,93.20,150.00,392.90,509.35,755.00,866.15 
アデノウイルス感染、0.18,0.52,0.80,37.50,93.20,150.00,392.90,509.35,755.00,866.15 
アデノヘイプ筋節過失、0.13,0.35,0.70,0.85,5.79,7.25,130.00,296.50,625.58,915.70 
アデノヘイプス性疾患、0.37,0.97,2.75,15.03,71.50,196.50,275.87,419.34,612.74,858.57 
アテローム性動脈硬化症、0.05,0.57,0.92,2.53,12.34,53.02,78.30,158.30,257.02,410.00 
アトピー性過敏症、0.04,0.24,0.57,1.92,30.72,57.50,152.01,321.26,669.71,823.01 
アナキログロシア、0.08,0.78,5.81,67.50,350.00,475.00,527.00,665.34,742.00,985.67 
アナフィラキシー、0.14,0.75,2.50,65.00,87.30,236.42,400.00,561.93,714.82,978.05 
アナフィラキシー反応、0.14,0.75,2.50,65.00,87.30,236.42,400.00,561.93,714.82,997.05 
アナフィラキシー様Purpura、0.13,0.23,0.65,18.20,57.50,108.02,305.31,606.30,719.94,822.53、 
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アナフィラプロプロテイン血症、0.14,0.41,8.00,17.50,87.50,95.75,225.00,476.50,527.00,662.71、 
アナプラズマ症、0.10,0.24,0.80,15.20,32.50,97.50,322.06,377.91,492.50,729.00 
アニサキア症、0.04,0.23,0.78,5.62,15.05,35.33,67.50,125.00,225.00,733.00 
アニソコーリア（Anisocoria）、0.12,0.57,0.83,2.50,5.33,65.00,93.50,325.16,515.05,888.81、 
あの、0.05、0.60、2.25、7.50、97.50、475.00、527.00、667.00、752.70、986.22に亀裂  
アパート症候群、0.14,1.22,2.62,12.72,125.78,158.33,351.30,532.41,613.32,709.80、 
アフテ、0.05,0.41,0.80,5.17,42.50,119.34,357.30,527.00,662.71,789.00 
アフリカ睡眠病、0.07,0.23,5.62,7.00,32.50,47.50,95.09,175.11,475.11,527.00、 
アフリカリンパ腫、0.05,0.57,0.85,52.50,119.34,375.03,425.71,434.50,642.91,985.90,110.0 
アフリノゲニン血症、0.15,0.18,2.50,232.06,458.50,515.05,684.81,712.42,995.38、 
アポトジア、0.18,1.07,4.83,15.25,58.21,109.42,237.21,387.02,434.27,611.05 
アマングロブリン血症、0.12,0.80,22.50,90.00,175.00,451.17,517.50,683.00,712.23,992.00、 
アミノアシドパシー、Congl、0.17,2.50,20.00,92.50,310.25,450.00,517.50,687.62,712.23,993.41、 
アミノ酸代謝、0.17,2.50,20.00,92.50,310.25,450.00,517.50,687.62,712.23,993.41、 
アミノ酸輸送障害、0.16,0.55,0.95,5.75,67.25,132.50,237.50,391.50,421.22,515.70 
アミロイドーシス、0.06,10.83,7.50,322.53,452.59,519.68,689.41,712.00,833.21,995.38、 
アメーバ症、0.52,2.50,40.00,95.00,376.29,476.50,527.00,665.34,752.70,987.23 
アメーバ症、0.52,2.50,40.00,95.00,376.29,476.50,527.00,665.34,752.70,987.23 
アメトロピア、0.03,0.24,0.70,15.83,29.75,187.50,345.95,598.50,820.11,923.53、 
アラジール症候群、0.08,0.80,0.95,22.50,57.50,175.00,419.34,563.19,813.96,983.17 
アラストリズム、0.08,0.35,5.50,35.17,62.50,93.50,225.00,496.01,682.45,753.07 
アリールスルファターゼA欠損、0.16,0.55,0.85,7.50,32.50,35.54,95.69,376.29,515.70,689.93 
アルカロシス、0.05,0.75,2.25,122.50,110.25,379.93,424.37,561.93,642.06,997.05 
アルカン尿症、0.07,0.40,7.50,55.00,96.50,376.29,4266.90,571.00,822.00,937.41、 
アルタンフィノーマ（Argentaffinoma）、0.05,0.52,0.60,0.93,12.69,125.00,269.71,434.03,571.00,839.0
0 
アルツハイマー病およびその他の認知症 
アルドステロン症、0.08,0.26,0.78,2.50,17.50,255.87,387.50,405.00,645.87,723.58 
アルドリッチ症候群、0.20,0.77,2.53,3.40,5.59,95.87,175.91,343.92,425.87,571.40 
アルパース症候群、0.25,0.78,0.93,10.89,7.50,95.90,322.53,415.70,56, 22.91, 
アルファ - マンノシドーシス、0.75,7.50,57.50,122.53,269.71,479.50,527.00,667.00,742.00,986.22 
アルファ1-アンチトリプシンデフ、0.04,0.12,7.50,40.00,132.41,342.06,419.34,560.00,622.91,930.12 
アルファウイルス感染、0.12,0.78,12.71,55.00,90.00,175.05,425.00,571.00,822.00,932.00、 
アルボウイルス感染、0.07,0.68,2.33,35.00,87.50,476.50,527.00,667.00,753.23,987.23 
アルポート症候群、0.03,0.37,0.78,0.90,7.50,10.72,40.00,157.50,392.50,575.56 
アレクサンダー病、0.14,0.78,2.50,97.50,357.77,475.05,527.00,665.11,749.00,987.23 
アレルギー、0.04,0.37,0.65,0.80,2.50,25.58,52.50,192.50,375.79,926.06、 
アレルギー性血管炎、0.19,0.52,0.65,1.00,13.93,110.53,380.00,447.50,728.98,825.27 
アレルギー性紫斑病、0.13,0.23,0.65,18.20,57.50,108.02,305.31,606.30,719.94,822.53、 
アレルギー性肉芽腫性血管炎、0.19,0.52,0.75,1.78,13.93,110.53,380.00,447.50,728.98,825.27 
アンスラックス、0.07,0.68,0.93,5.50,11.09,119.34,150.00,175.33,545.00,705.00 
アンダーソン - ファブリー病、0.07,0.22,0.73,2.50,5.25,5.0.00,275.36,536.42,665.20,755.49 
アンチトロンビンIII欠損、0.05,0.65,1.00,5.62,7.00,377.91,400.00,563.19,642.06,985.90、 
暗点、0.07、0.73、2.50、5.81、50.00、175.27、434.25、566.41、847.96、930.12  
暗点、Centrocecal、0.07、0.73、2.50、5.81、50.00、175.27、434.25、566.41、847.96、930.12  
暗点、弓形、0.07、0.73、2.50、5.81、50.00、175.27、434.25、566.41、847.96、930.12  
暗点、中央、0.07、0.73、2.50、5.81、50.00、175.27、434.25、566.41、847.96、930.12  
暗点、ビヨラム、0.07、0.73、2.50、5.81、50.00、175.27、434.25、566.41、847.96、930.12  
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アントファルモス（Anophthalmos）、0.12,0.97,5.05,7.00,40.00,222.70,425.16,571.00,824.00,932.00
、 
アンドロゲン・インシュランス。 
Syn、0.06,7.50,67.50,95.00,376.29,475.05,527.00,665.34,761.85,987.23 
イートン・ランバート症候群、0.13、0.32、0.93、2.44、81.27、131.61、334.25、415.70、568.43、8
13.96  
胃炎、0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.50、692.47、752.01、  
胃炎、肥大,, 0.10、0.50、0.68、10.09、14.28、17.50、237.50、517.50、696.50、816.50、  
異形成、Arteriohepatic、0.08、0.80、0.95、22.50、57.50、175.00、419.34、563.19、813.96、983.17  
異脂肪症、0.09,0.52,0.65,0.93,5.71,87.50,255.31,525.29,675.31,878.50 
胃十二指腸潰瘍、0.13、0.49、0.62、9.93、43.39、105.67、232.50、342.52、625.35、975.54、  
萎縮、0.05、0.66、1.32、7.50、17.50、15.91、151.20、231.20、341.00、525.29旋回します  
萎縮、筋肉、腓骨、0.19,1.22,4.33,17.25,63.21,119.42,287.21,403.03,435.00,711.17 
異常ヘモグロビン、0.08、0.41、1.89、145.56、297.25、315.29、407.50、562.53、735.68、854.38  
胃食道逆流、0.23、0.62、0.97、7.50、5.50、13.93、45.37、95.47、376.29、422.53  
痛み、一般的な、0.16、0.35、0.95、5.26、27.50、52.50、225.47、522.53、682.02、750.00  
痛み、背中の痛み、0.18、0.42、0.81、5.18、21.05、32.33、205.11、583.09、612.57、622.38  
イチゴ腫、0.57、5.00、32.50、50.00、90.00、319.34、522.53、689.93、752.63、910.25  
一日あたりの糖尿病関連の慢性疲労＆肥満<RUN>周波数347.51 1~2時間  
胃腸炎、0.10、0.50、0.68、0.95、5.75、17.50、237.50、517.50、696.50、816.50、  
胃腸疾患、0.02、0.52、0.70、0.90、2.50、5.25、15.47、142.50、292.50、821.06  
一過性脳虚血発作、0.17、0.40、0.62、0.85、2.50、25.00、109.32、362.57、621.68、775.67  
一般的な寄生虫、0.41、0.60、0.85、5.17、22.50、57.50、322.06、475.43、575.44、627.00  
一般的な線維症症候群、0.08、0.55、0.57、7.50、8.00、12.69、140.00、363.02、492.53、912.48、  
遺伝性感覚および自律神経障害、参照HSAN 1から5  
伊藤症候群、0.10、0.57、0.68、0.87、35.58、127.50、337.50、638.61、715.23、903.74、  
意図振戦、0.40、0.60、0.85、5.09、7.25、92.50、175.00、476.50、527.00、663.71、  
胃内容うっ滞、0.17、0.52、0.75、0.95、2.25、17.50、135.37、385.91、591.00、722.53、  
犬や猫、0.68、0.90、2.50、13.93、198.51、323.30、376.90、404.90、409.15、408.00の寄生虫共通

回虫  
胃不全麻痺、0.17、0.52、0.75、0.95、2.25、17.50、135.37、385.91、591.00、722.53、  
胃壁破裂、0.16、0.49、0.73、0.95、12.69、5.26、12.71、92.50、269.71、475.47  
いぼ、0.16、0.35、17.50、37.50、210.50、476.50、527.00、665.34、789.00、987.23  
いぼ、0.16、0.35、17.50、37.50、210.50、476.50、527.00、665.34、789.00、987.23  
異方性下眼瞼、0.05,0.70,2.50,67.50,125.05,322.06,536.42,665.20,752.63,924.37 
異骨症、鎖骨頭蓋、0.17、0.52、0.62、0.85、20.30、97.50、155.27、562.50、753.20、850.00  
異骨症、頭蓋顔面、0.09、3.50、12.68、51.89、110.30、292.50、452.50、695.75、825.29、953.72、  
色Anomia、0.52、0.80、7.50、37.50、175.33、275.00、379.93、450.00、519.68、883.00、  
陰茎硬結、0.04、0.57、0.62、0.95、7.50、295.54、487.50、605.72、723.82、935.42、  
陰茎疾患、0.04、0.52、83.62、105.95、179.50、295.54、487.50、605.72、723.82、935.42、  
インスリノーマ、0.04、0.32、0.70、0.87、5.25、32.50、60.00、125.68、225.65、275.68  
咽頭炎、0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.03、157.51、290.20、675.35、821.37  
咽頭憩室、0.23、7.50、22.50、35.05、95.00、375.33、424.37、563.19、714.82、978.05  
咽頭後膿瘍、0.12、0.25、0.62、2.50、3.00、315.75、425.28、697.50、869.71、925.28  
咽頭疾患、0.04、0.50、0.95、2.75、82.85、122.01、237.50、422.53、635.35、873.53  
咽頭食道憩室、0.23、7.50、22.50、35.05、95.00、375.33、424.37、563.19、714.82、978.05  
院内感染、0.06、0.23、0.73、0.83、2.75、17.50、62.50、195.95、491.00、769.71  
インフルエンザ（鳥）H5N1、0.08、0.25、0.57、7.50、10.53、12.50、40.00、173.30、329.37、675.
00、  
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インフルエンザ、一般的な、0.08、0.25、0.57、7.50、10.53、12.50、40.00、313.35、320.00、615.0
0、  
インフルエンザ、鳥、H5N1、0.08、0.25、0.57、7.50、10.53、12.50、40.00、173.30、329.37、675.
00、  
インフルエンザA、0.25、0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.28、77.50、327.11  
インフルエンザB、0.25、10.53、12.50、40.00、170.00、313.35、315.00 323.90、320.00、615.00、  
インフルエンザ菌（Haemophilus 
influenzae）、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、336.41  
インフルエンザ豚、H1N1、0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.28、77.50、327.11  
ヴァルデンストレームマクログロブリン血症、0.08、2.75、20.00、62.50、322.06、410.25、567.70、
642.91、805.00、930.12  
ヴァンBogaertの白質脳炎、0.05、1.52、5.69、55.15、375.03、479.93、527.00、662.71、789.00、98
7.23  
ウィスコット・アルドリッチ症候群、0.20、0.77、2.53、3.40、5.59、95.87、175.91、343.92、425.8
7、571.40  
ウィップル病、0.87、7.50、2.50、32.50、97.50、250.00、479.50、527.00、789.00、987.23  
ウィップル病、0.87、7.50、2.50、32.50、97.50、250.00、479.50、527.00、789.00、987.23  
ウィリアム・ビューレン症候群、0.14、0.41、8.00、30.00、57.50、125.00、357.77、689.93、750.00
、934.25  
ウィリアムズ症候群、0.14、0.41、8.00、30.00、57.50、125.00、357.77、689.93、750.00、934.25  
ウイルス（一般）、0.12、0.78、12.71、55.00、90.00、175.05、425.00、571.00、822.00、932.00  
ウイルス性髄膜炎、0.12、0.25、0.93、2.75、30.00、155.68、262.10、315.61、527.50、725.37  
ウイルス総合、H1N1、H5N1、エボラ、ライノウイルス、ロタウイルス、インフルエンザABが含まれ

ています  
ウィルソン病、0.16、0.55、0.95、7.50、22.50、42.50、125.22、275.56、533.63、652.43、  
ウィルムス腫瘍、0.02、0.49、0.78、7.50、2.50、20.00、62.50、322.06、425.71、568.43、  
ウェーバー・クリスチャン病、0.08、0.49、0.65、7.50、12.85、17.50、72.50、226.07、475.47、527
.00  
上気道感染症、0.10、0.55、0.73、0.87、67.20、172.85、230.00、533.20、675.95、875.29  
上強膜炎、0.08、0.35、5.19、55.00、72.50、92.50、322.06、475.27、827.00、967.00、  
ウェゲナー肉芽、0.09、0.33、5.49、37.00、203.83、381.41、481.93、614.82、763.00、797.23  
ウェット肺、0.75、0.41、0.82、0.97、7.50、19.89、37.53、125.31、375.93、519.34、  
ヴェルナー症候群、0.02、0.25、0.97、9.00、13.39、15.00、67.50、52.50、92.20、569.71、  
ウェルニッケ脳症、0.23、0.95、12.85、25.05、97.50、110.25、229.32、536.42、650.00、752.63、  
ウォーレンバーグ症候群、0.03、0.50、0.87、13.52、7.50、27.50、35.00、125.69、297.50、437.50  
ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群、0.08、0.55、7.50、8.00、12.33、96.50、175.16、410.25
、642.91、978.05  
ウォルフ・ヒルシュホーン症候群、0.16、0.57、0.78、12.33、22.50、40.00、96.50、224.37、825.96
、930.12  
ウォルフ定期病、0.16、0.57、0.95、5.25、37.25、132.50、237.50、522.53、675.43、819.34  
ウォルフラム症候群、0.20、0.46、2.50、7.50、37.50、96.50、222.70、527.00、749.00、985.67  
ウォルマン病、0.10、7.50、8.00、5.05、13.93、35.00、90.00、377.91、564.28、985.90  
牛病、0.12、0.55、0.85、72.50、125.75、375.19、477.50、527.00、667.00、752.70、  
右心室異形成、催不整脈、0.05、0.40、0.85、2.75、5.00、55.16、269.71、555.30、707.00、825.50  
右心室肥大、0.12、0.57、0.95、5.58、20.00、145.79、262.50、393.50、734.51、919.34  
内斜位、0.12、0.55、0.95、5.25、25.51、42.50、162.52、492.57、675.51、828.53  
うっ血性心筋症、0.12、0.25、20.00、125.16、377.91、414.17、515.17、683.00、712.00、993.41、  
うつ病、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
うつ病、産後、0.08、0.50、0.85、19.03、5.93、331.05、447.50、550.00、625.00、833.91、  
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うつ病、神経症、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
うつ病、双極性、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
うつ病、内因性、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
うつ病、ユニポーラ、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
うつ病性障害、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
腕の損傷、0.18,0.90,5.50,13.93,55.16,250.00,425.09,571.00,827.00,932.00、 
馬尾症候群、0.11、0.49、0.78、12.50、43.00、122.50、262.50、555.34、692.50、819.34、  
膿瘡、伝染、0.15、0.83、7.62、67.92、197.50、212.85、405.00、527.50、716.50、871.20  
運動失調、小脳、0.10、0.83、10.89、2.50、52.50、87.50、95.19、214.35、552.59、719.68、 
運動障害、0.02、0.24、0.95、2.50、25.78、172.50、296.50、475.58、576.29、772.20  
運動ニューロン疾患、0.17、0.32、0.95、5.51、32.45、47.51、162.21、215.70、397.50、475.87  
運動ニューロン疾患、アッパー、0.17、0.32、0.95、5.51、32.45、47.51、162.21、215.70、397.50、
475.87  
運動ニューロン疾患、低、0.17、0.32、0.95、5.51、32.45、47.51、162.21、215.70、397.50、475.87  
エアーシック、0.09,10.57,30.42,88.31,109.50,257.68,346.27,344.20,572.00,792.33 
会陰切開、0.12、0.25、51.62、72.25、105.17、237.32、421.51、602.50、725.00、822.35、  
エーラス・ダンロス症候群、0.15、0.18、0.93、2.75、125.34、246.20、405.00、731.50、826.50、92
1.34  
エールリヒア症、0.08、0.12、0.85、58.87、224.03、410.20、585.83、626.07、725.34、826.90、  
エキノコックス症、0.12、0.55、5.85、81.50、127.55、241.52、471.50、625.30、853.00、915.09  
壊死無血管、骨、0.13、0.22、0.93、5.50、17.50、32.50、72.50、127.00、356.50、624.37の  
壊疽、0.07、0.50、0.95、7.50、13.52、132.50、342.50、490.00、696.50、796.50、  
エバンス症候群、0.12、0.55、0.95、5.17、22.50、142.50、362.50、562.50、775.36、924.37  
エプスタイン - 
バーウイルス感染、0.07、0.52、0.70、0.93、372.50、375.00、380.00、382.85、519.34、791.28  
エプスタイン異常、0.26、0.65、11.09、5.71、42.50、65.83、92.50、234.25、452.59、815.87、  
エボラウイルス感染、0.03、0.12、0.95、2.50、22.50、51.33、193.50、356.72、426.16、567.70  
エリス・ヴァンCreveld症候群、0.18、0.62、0.93、9.50、17.51、162.81、292.10、317.30、433.95、
805.19  
エリテマトーデス、亜急性、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、905.0
7  
エリテマトーデス、全身、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、905.07  
エリテマトーデス、皮膚、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、905.07  
エリテマトーデス、皮膚亜急性、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、9
05.07  
エリテマトーデスDissem。、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、905.0
7  
エルシニア感染症、0.15、5.50、12.85、35.16、93.50、269.71、426.90、571.00、822.00、937.41、  
エルフィン堆積相症候群、0.14、0.41、8.00、30.00、57.50、125.00、357.77、689.93、750.00、934.
25  
遠位トリソミー、0.12、0.35、3.95、47.50、87.50、127.50、325.90、526.50、708.57、872.93  
嚥下障害、0.07、0.22、0.62、2.75、5.50、40.00、100.00、522.53、682.45、754.19  
嚥下障害、0.07、0.22、0.62、2.75、5.50、40.00、100.00、522.53、682.45、754.19  
嚥下障害、0.14、0.62、0.85、12.85、5.07、453.72、515.09、684.81、712.81、993.41、  
遠視、0.03、0.46、0.60、8.85、72.50、115.78、217.50、493.50、723.01、825.79  
遠視、0.03、0.46、0.60、8.85、72.50、115.78、217.50、493.50、723.01、825.79  
エンジェルマン症候群、0.20,7.50,27.50,95.33,375.16,419.34,567.70,642.06,980.00 
炎症、0.08、0.12、0.60、0.80、2.50、30.98、103.00、362.50、692.01、825.00  
炎症、脳、0.03、0.50、0.83、5.71、79.30、192.50、467.50、652.20、802.51、912.52、  
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炎症性腸疾患、0.04、0.32、0.70、0.85、5.61、32.50、60.00、125.23、225.68、375.61、  
炎症性ミオパチー、0.07、0.33、0.75、0.83、3.70、8.51、98.50、314.95、405.07、517.02  
炎症反応、0.13、0.43、7.00、13.98、132.41、275.75、512.33、650.00、753.07、926.70、  
遠心性瞳孔障害、0.02、0.24、1.57、9.85、201.75、364.00、423.01、697.30、875.93、979.53、  
円錐角膜、0.19、0.52、0.68、0.97、57.50、119.53、325.62、634.20、701.50、881.62  
延髄外側症候群、0.03、0.50、0.87、13.52、7.50、27.50、35.00、125.69、297.50、437.50  
延髄麻痺、進行性、0.07、0.22、0.62、2.50、5.50、40.00、475.03、527.00、667.00、742.00  
エントラップメント神経障害、0.02、0.24、0.85、2.50、5.25、72.50、196.50、375.91、456.72、880
.00  
エントラップメント神経障害、0.03、0.65、12.33、30.00、182.23、225.17、534.50、667.00、742.00
、986.22  
横隔膜ヘルニア、0.04、0.26、0.68、2.25、10.89、145.22、267.50、425.91、657.77、825.22、  
黄体形成ホルモン、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915.70不適切  
黄体嚢胞、0.06、0.40、0.83、5.25、85.47、132.20、247.50、530.20、618.20、880.30  
黄疸、0.13、0.23、0.62、0.97、7.50、12.05、152.50、293.50、315.62、496.01  
黄疸、0.13、0.23、0.62、0.97、7.50、12.05、152.50、293.50、315.62、496.01  
黄疸、慢性特発性、0.20、0.46、0.60、2.50、13.00、35.78、187.50、235.00、395.62、805.70  
黄疸、溶血、0.02、0.12、5.16、62.50、110.25、332.41、517.50、684.81、712.23、992.00  
嘔吐、0.19、4.21、68.50、97.50、202.77、478.00、592.58、604.13、712.23、892.00  
嘔吐、0.19、4.21、68.50、97.50、202.77、478.00、592.58、604.13、712.23、892.00  
嘔吐恐怖症、0.08、0.62、0.87、5.81、225.00。423.07、572.00、727.33、841.12、903.91 
黄熱病、0.05、7.50、17.50、47.50、96.50、475.05、527.00、657.11、753.23、987.23  
黄斑ジストロフィー、角膜、0.04、0.24、11.45、48.15、132.79、209.27、332.30、592.50、775.29、
819.34  
黄斑症、加齢、0.15、0.18、0.80、5.50、33.20、172.30、471.20、557.82、603.44、921.88、  
黄斑変性症、0.15、0.18、0.80、5.50、33.20、172.30、471.20、557.82、603.44、921.88、  
オウム病、0.04、0.23、1.97、25.71、132.50、332.50、415.02、675.23、858.59、915.38  
横紋筋肉腫、0.12、0.27、9.33、34.21、205.69、317.25、412.50、692.50、776.95、838.25、  
横紋筋融解症、0.07、0.18、0.73、34.21、205.69、317.25、412.50、692.50、776.95、838.25、  
オービタル蜂巣炎、0.03、0.50、0.85、5.25、77.25、112.78、407.50、511.88、725.37、825.00  
オーメン症候群、0.07、0.24、35.19、150.00、375.00、477.50、527.00、662.71、749.00、969.67  
オーモンド病、0.07、0.46、0.65、112.95、295.87、347.50、427.50、695.28、750.00、875.95、  
オーラ、0.07,0.18,0.73,0.87,5.71,7.25,22.50,97.50,375.35,600.00,65.20,751.87,932.41 
オーラル新生物、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
オーリコウ - 心室解離、0.07,0.22,0.70,2.75,7.25,5.0.00,67.50,115.70,356.72,475.52 
オスラー - 
ランデュ病、0.10、0.22、32.50、55.75、150.00、175.00、475.75、667.00、884.33、985.67  
オスラー-Vaquez病、0.14、0.22、0.73、13.02、55.37、121.20、271.01、694.00、715.70、824.37、  
オチョア症候群、0.19、0.37、0.91、3.20、52.57、45.20、177.32、281.19、398.62、408.20  
オッペンハイム病、0.04、0.35、6.79、52.25、115.78、234.25、342.12、472.50、551.22、657.71  
オリーブ橋小脳萎縮症、0.08、0.41、0.80、57.19、105.50、212.50、385.00、426.16、675.52、875.2
9  
オリーブ橋小脳萎縮症、特発性、0.08、0.41、0.80、57.19、105.50、212.50、385.00、426.16、675.5
2、875.29  
オルブライト症候群、0.20,0.46,0.60,2.25,12.85,144.90,323.72,602.53,918.28 
オンコセルカ症、0.15、0.25、0.85、7.50、8.00、125.91、465.52、622.06、875.29、927.00  
音声Disoirders、0.08、0.16、15.50、85.00、92.00、357.30、541.00、657.11、833.20、987.23  
オンディーヌ症候群、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07  
オンディーヌの呪い、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07  
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温熱療法、0.12、0.23、0.83、5.50、13.93、12.71、92.50、376.29、519.34、652.43  
ガードナー症候群、0.05、0.52、0.78、10.47、5.58、32.50、65.68、149.21、275.67、375.68、  
カーリングの潰瘍、0.17、0.18、0.93、2.50、15.00、20.00、45.31、670.00、725.90、825.83  
カーンズ・セイヤー症候群、0.15、0.35、0.62、0.93、7.50、13.52、52.50、72.50、93.50、96.50、  
カーンズ症候群、0.15、0.35、0.62、0.93、7.50、13.52、52.50、72.50、93.50、96.50、  
外陰癌、（がん、外陰の新生物を参照してください）  
外陰部苔Sclerosus、0.03、12.71、35.33、72.50、97.50、122.53、222.70、563.19、640.00、978.05  
外陰部の病気、0.03、5.81、13.98、35.00、72.50、97.50、134.25、250.00、410.25、564.28  
回結腸炎、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
開口障害、0.06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19、  
外骨腫、0.07、0.50、0.97、9.00、11.09、32.50、42.50、190.00、450.00、856.72  
外斜位、0.15、0.23、12.75、38.85、105.25、217.25、435.36、617.52、791.48、877.91  
外斜視、0.15、0.23、12.75、38.85、105.25、217.25、435.36、617.52、791.48、877.91  
疥癬、0.24、0.70、7.50、10.89、5.50、142.50、372.50、490.00、825.27、919.34  
回腸炎、ターミナル、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
回腸炎、地域、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
外胚葉異形成、0.13、0.52、0.83、8.50、12.53、145.83、262.50、397.50、633.91、825.17  
外胚葉欠陥、先天性、0.13、0.52、0.83、8.50、12.53、145.83、262.50、397.50、633.91、825.17  
外反、0.12、0.35、0.95、7.50、127.50、247.50、465.00、596.50、655.72、875.34  
外反母趾、0.07、0.24、0.65、5.75、72.25、123.00、502.50、622.88、713.23、807.73  
外部寄生虫外寄生、0.11、1.49、32.57、102.25、212.50、432.50、672.50、735.34、893.50、930.10  
海綿状脳症、0.09、0.23、1.95、8.85、44.11、72.41、125.21、433.50、541.50、621.61  
海綿状脳症、亜急性、0.07、0.12、0.75、0.93、15.09、24.40、417.50、505.00、791.50、995.15、  
海綿状病、0.02、0.97、5.69、32.50、175.03、451.17、517.50、683.00、712.42、995.38、  
海綿腎、0.03、0.50、0.93、10.72、38.10、47.50、155.65、297.50、334.25、757.77  
潰瘍（胃）、0.25、0.85、2.23、30.00、95.00、107.10、225.30、438.95、633.10、823.41  
潰瘍、0.02、0.24、2.75、17.50、35.19、97.50、269.71、314.37、563.19、875.96を頚動脈  
潰瘍、0.05、0.95、7.50、8.00、40.00、57.50、125.75、325.17、522.53、655.20スキン  
潰瘍、アフタ、0.05、0.41、0.80、5.17、42.50、119.34、357.30、527.00、662.71、789.00  
潰瘍、角膜、0.33、0.90、2.77、37.21、98.11、123.60、205.30、418.15、633.10、823.41  
潰瘍、齧歯類、0.08、0.12、0.85、5.16、20.00、40.00、85.00、97.50、355.72、434.50、515.00、  
解離、0.11、0.49、0.97、17.30、29.50、422.50、602.50、715.31、803.50、924.37、  
解離性障害、0.11、0.49、0.97、17.30、29.50、422.50、602.50、715.31、803.50、924.37、  
解離性同一性障害、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、132.50、337.50、524.37、758.57、955.72  
カウザルギー、0.11、0.57、0.80、62.50、96.50、210.50、475.00、667.00、742.00、988.90  
顔認識失認、0.24、0.73、0.87、7.50、30.00、67.50、95.90、92.50、524.37、650.00  
香り障害、0.11、0.49、0.57、13.39、5.25、20.00、60.00、35.52、93.50、315.70、  
踵拍車、0.23、0.60、12.00、55.00、96.50、375.11、512.33、655.20、750.00、927.10  
過換気、0.12、0.23、0.85、5.50、22.50、35.58、73.30、92.50、352.93、523.01、  
核黄疸、0.08、0.35、0.60、0.80、2.75、5.50、50.00、62.50、90.00、95.67  
角化症、化学線、0.16、0.49、0.62、0.85、13.39、71.50、142.21、392.50、677.91、715.70  
角化症、脂漏性、0.12、0.68、0.85、12.05、7.50、27.50、97.50、275.62、523.01、687.45  
顎関節症、0.16、0.35、47.50、269.71、453.72、515.15、684.81、723.00、841.20、997.87、  
顎関節症、0.16、0.55、0.85、5.12、15.03、47.50、275.75、458.50、712.23、992.00、  
顎関節症症候群、0.16、0.55、0.85、5.12、15.03、47.50、275.75、458.50、712.23、992.00、  
顎顔面プロシージャ、0.68、0.90、2.50、13.93、205.51、337.30、331.00、435.85、409.70、408.00  
覚醒性てんかん、0.07,0.18,0.73,0.87,5.71,7.25,22.50,97.50,375.35,500.00、 
拡張型心筋症、0.12、0.25、20.00、125.16、377.91、414.17、515.17、683.00、712.00、993.41、  
角膜Dyst。遺伝、0.04、0.24、11.45、48.15、132.79、209.27、332.30、592.50、775.29、819.34、 
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角膜炎、0.07、0.55、0.70、0.87、5.25、7.25、30.00、55.23、93.50、325.62  
角膜炎、潰瘍、0.33、0.90、2.77、37.21、98.11、123.60、205.30、418.15、633.10、823.41  
角膜潰瘍、0.04、0.24、9.68、42.85、172.50、203.00、412.50、592.50、775.29、819.34、  
角膜潰瘍、0.04、0.24、9.68、42.85、172.50、203.00、412.50、592.50、775.29、819.34、  
角膜疾患、0.04、0.24、9.68、42.85、172.50、203.00、412.50、592.50、775.29、819.34、  
角膜浮腫、0.03、0.24、6.68、30.85、95.69、292.50、412.50、692.50、773.02、925.95、  
過形成、巨大リンパ節、0.04、0.50、0.70、0.97、5.75、7.50、37.50、96.50、225.91、425.37  
過誤腫、0.07、0.22、0.73、2.50、5.52、50.00、93.50、423.01、568.43、642.91  
下垂体機能低下症、0.15、0.26、0.80、5.50、20.00、32.50、45.68、57.50、93.50、92.50、356.72、  
下垂体疾患、0.37、0.97、2.75、15.03、71.50、196.50、275.87、419.34、612.74、858.57  
下垂体疾患、0.37、0.97、2.75、15.03、71.50、196.50、275.87、419.34、612.74、858.57  
仮性弾性線維、0.16、0.35、0.95、5.50、27.50、47.50、350.00、425.31、571.00、859.00  
家族性運動ニューロン疾患、0.19、0.57、1.12、7.50、27.50、42.50、96.50、325.43、415.70、562.9
7  
家族性若年性パーキンソニズム、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、
825.00  
家族性振戦、0.11、0.57、81.30、105.71、221.50、337.50、570.51、691.51、775.48、971.55  
家族性地中海熱、0.16、0.57、0.95、5.25、37.25、132.50、237.50、522.53、675.43、819.34、  
家族性天疱瘡、0.19、0.57、1.12、7.50、27.50、42.50、96.50、325.43、415.70、562.91慢性  
肩ガードルニューロパシー、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、
930.12  
片側顔面麻痺、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
肩の負傷、0.12、5.50、32.50、125.71、229.32、479.50、527.00、667.00、789.00、918.20  
片麻痺、0.11、0.49、0.78、2.25、77.50、102.71、262.50、455.91、837.50、910.50  
滑液包炎、0.06、0.23、20.00、62.50、125.75、150.00、357.30、532.41、653.69、759.83、  
喀血、0.17、0.18、0.87、2.75、22.01、41.58、187.52、265.29、692.50、742.06、  
顎口腔疾患、0.17、0.37、0.90、2.75、5.12、52.50、90.00、234.25、842.00、937.41、  
ガッサー症候群、0.05、0.18、4.82、65.00、110.25、332.41、517.50、684.81、712.23、992.00  
褐色細胞腫、0.06、0.49、0.73、3.21、30.89、115.83、322.50、452.50、697.50、875.35  
褐色細胞腫、副腎、0.06、0.49、0.73、3.21、30.89、115.83、322.50、452.50、697.50、875.35  
滑膜炎、0.05、0.52、0.62、10.89、32.57、479.50、527.00、662.71、752.70、985.67  
カテーテル、0.11、0.57、0.80、5.17、15.00、229.32、512.33、653.69、753.07、919.34  
カテーテル、心臓、0.11、0.57、0.80、1.52、15.29、52.50、62.50、196.50、412.50、673.11  
カテーテル、心臓、0.11、0.57、0.80、1.52、15.29、52.50、62.50、196.50、412.50、673.11  
カナー症候群、0.03、0.25、0.65、0.93、13.52、7.50、95.00、322.53、454.37、517.50、  
金型の一般的な、77.00、126.00、133.00、177.00、181.00、188.00、232.00、242.00、277.00、288.
00、  
カナバンVBogaert-
のBertrand、0.02、0.97、5.69、32.50、175.03、451.17、517.50、683.00、712.42、995.38、  
カナバン病、0.02、0.97、5.69、32.50、175.03、451.17、517.50、683.00、712.42、995.38、  
カニュレーション、0.11、0.57、0.80、5.17、15.00、229.32、512.33、653.69、753.07、919.34  
蚊媒介脳炎、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、150.89、455.34、527.50、896.50、917.20  
過敏症、0.04、0.37、0.65、0.80、2.50、25.58、52.50、192.50、375.79、926.06、  
過敏症、アトピー、0.04、0.24、0.57、1.92、30.72、57.50、152.01、321.26、669.71、823.01  
過敏症、呼吸器、0.06、0.55、0.70、9.87、74.50、130.00、240.00、490.00、675.29、879.50、  
過敏症、即時、0.04、0.24、0.57、1.92、30.72、57.50、152.01、321.26、669.71、823.01  
過敏症、タイプI、0.04、0.24、0.57、1.92、30.72、57.50、152.01、321.26、669.71、823.01  
過敏症、タイプIII、0.02、0.30、0.85、7.50、32.50、240.28、346.00、628.00、833.70、925.68  
過敏症、ラテックス、0.15、0.23、0.65、0.93、7.50、11.09、52.50、172.51、383.50、516.52  
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過敏性腸症候群、0.23、0.85、7.50、32.50、22.50、151.68、312.50、432.50、705.67、869.34、  
カフェオレスポット、0.52、0.60、2.25、12.85、45.03、222.70、425.00、571.00、839.00、937.41、  
下部ネフロンネフローゼ、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、
752.05  
カポジ病、0.08、7.50、12.85、40.00、65.16、96.50、175.05、653.69、759.83、923.70、  
髪の病気、0.17、0.18、0.87、2.50、27.50、82.50、85.52、165.00、692.50、825.52、  
過眠症、定期、0.04、0.50、0.68、0.87、5.58、7.50、37.50、95.54、323.01、426.90、  
かゆみ、0.06、0.49、9.65、57.50、219.51、370.40、472.50、625.31、725.87、871.00、  
カラー失明、0.20、0.46、0.75、8.89、12.71、57.50、301.20、617.50、747.50、891.35、  
ガラクトース-1-
リン酸UTD、0.11、0.24、0.65、0.83、2.50、127.50、255.47、387.50、696.50、825.91  
ガラクトキナーゼ欠損症、0.11、0.24、0.65、0.83、2.50、127.50、255.47、387.50、696.50、825.91  
ガラクトシルセラミダーゼ欠乏、0.16、0.55、0.85、2.50、5.50、27.50、37.50、123.01、327.23、53
3.69  
ガラス質障害、0.14、0.52、2.50、12.85、35.16、97.50、200.00、476.50、665.34、986.22  
カリオン病、0.07、0.12、1.63、20.00、40.00、134.25、357.77、510.25、752.63、923.70、  
カリシウイルス感染症、0.06、0.49、0.57、7.50、2.50、30.00、72.50、225.75、419.34、561.93、  
過流涎、0.24、0.90、9.00、13.52、85.00、92.50、250.00、376.29、425.75、845.10  
カルタゲナー症候群、0.03、0.50、0.85、7.50、18.00、27.50、135.67,225.62、635.23、917.02  
カルタゲナートライアド、0.03、0.50、0.85、7.50、18.00、27.50、135.67,225.62、635.23、917.02  
カルチノイド、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00  
カルチノイド、0.12、0.73、13.39、7.50、5.50、125.00、375.15、434.90、571.00、842.00、  
カルチノイド、杯細胞、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00  
カルニチン障害、0.03、0.52、07.50、30.00、225.16、484.19、527.00、667.00、789.00、988.90  
カルマン症候群、0.12、0.50、0.85、5.50、32.50、35.00、75.85、92.50、125.62、519.34  
カロリ病、0.06、0.52、10.53、27.50、55.17、125.75、210.50、304.00、571.00、843.00、  
カロリ病、0.06、0.52、10.53、27.50、55.17、125.75、210.50、304.00、571.00、843.00、  
側頭動脈炎、0.13、0.23、0.75、0.80、5.25、7.25、35.00、95.47、226.32、422.53  
川崎病、0.04、0.24、0.95、2.75、5.87、178.50、326.50、571.52、705.87、827.23  
側頭部外傷、0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
癌、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
がん、0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19皮膚、  
がん、Lymphoplasmacyt。0.08、2.75、20.00、62.50、322.06、410.25、567.70、642.91、805.00、9
30.12 
がん、悪性中皮腫、0.49、0.78、7.50、8.00、15.43、62.50、325.00、434.00、515.70、655.20  
癌、胃癌（胃）、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00  
癌、胃癌、0.03、2.12、2.50、15.03、96.50、125.15、434.91、647.00、789.00、985.67  
がん、一般<RUN>プログラム、434.00 1日2 -3時間  
がん、一般<SWEEP>を設定し、421.39、422.81、424.00、424.25、427.00、428.00、429.55、434.00
、434.82、434.11  
癌、陰茎（ペニス）0.04、0.55、0.78、50.00、97.50、229.32、434.37、519.68、684.81、712.00  
癌、咽頭、0.10、0.83、10.89、2.50、52.50、87.50、95.19、204.35、434.59、709.68  
癌、ウィルムス腫瘍、0.05、0.53、14.33、31.23、56.72、63.44、231.27、434.82、622.18、653.50  
癌、栄養膜、0.13、7.50、35.16、67.50、96.50、275.16、434.16、527.00、663.71、752.70、  
癌、燕麦細胞、0.03、0.46、0.75、0.85、2.50、7.50、17.50、96.50、350.00、434.00  
がん、横紋筋肉腫、0.12、0.27、9.33、34.21、205.69、317.25、434.50、692.50、776.95、838.25、  
がん、外陰部、0.03、0.46、27.50、17.50、40.00、85.16、95.00、150.00、210.50、434.17、  
がん、下咽頭、0.11、1.49、32.57、102.25、212.50、434.50、672.50、735.34、893.50、930.10  
がん、下垂体、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
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癌、褐色細胞腫、0.06、0.49、0.73、3.21、30.89、115.83、322.50、434.50、697.50、875.35  
がん、肝外胆管、0.04、0.37、0.83、2.50、70.00、95.03、175.00、269.71、434.72、755.00  
がん、肝臓がん、0.11、0.52、81.30、135.71、221.50、434.50、570.51、691.51、775.48、971.55  
癌、基底細胞、0.08、0.12、0.85、5.16、20.00、40.00、85.00、97.50、355.72、434.50、  
癌、気道、0.10、0.55、0.73、0.87、67.20、172.85、230.00、43420、535.23、608.21  
癌、胸腺、0.17、0.52、42.50、72.50、97.50、379.93、512.33、682.02、759.83、927.10、  
癌、胸腺腫,, 0.02、0.22、25.00、55.75、105.00、229.32、434.00、515.16、782.81、993.41  
癌、胸部、0.04、0.40、0.60、7.25、55.00、92.50、175.75、434.16、527.00、667.00  
癌、菌状息肉腫、0.17、0.22、0.93、2.75、27.50、132.50、255.58、434.85、724.94、825.87  
がん、口、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
癌、形質細胞新生物、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、睾丸（精巣）、0.04、0.55、7.25、50.00、97.50、222.70、434.59、517.50、687.62、712.00  
癌、口腔癌、0.08、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
がん、甲状腺、0.13、0.57、32.50、97.50、322.53、434.16、527.00、662.71、749.00、988.90  
癌、口唇および口腔、0.08、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.37、682.02、753.07。  
がん、喉頭、0.03、0.87、2.50、17.50、35.15、97.50、434.61、560.00、840.96、985.90  
癌、骨髄異形成のSyn。、0.19、0.30、0.80、7.50、27.50、45.58、96.50、315.70、434.34、562.96  
がん、骨髄増殖性疾患、0.05、0.41、0.60、0.95、5.78、30.00、57.50、97.50、434.87、675.96  
がん、子宮、肉腫、0.04、0.40、0.78、5.29、7.50、37.00、95.50、434.00、792.00、985.67  
がん、子宮頸、0.40、0.78、5.29、7.50、37.00、95.50、185.00、434.00、792.00、985.67  
がん、子宮頸管、0.04、0.40、0.78、5.29、7.50、37.00、95.50、434.00、792.00、985.67  
がん、子宮内膜、0.07、2.12、5.69、20.00、93.50、175.75、434.50、527.00、667.00、873.29  
がん、耳鼻咽喉、0.05、0.41、0.90、7.50、108.20、217.50、387.50、434.23、595.47、701.99、  
がん、消化器、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00  
がん、消化器系、0.03、2.12、0.93、2.50、15.69、115.90、434.50、540.0、670.00、790.00  
癌、小細胞、0.03、0.46、0.75、0.85、2.50、7.50、17.50、96.50、350.00、434.00、  
がん、小腸、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00、  
がん、食道、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、260.71、434.03、301.00、812.20、  
がん、神経芽細胞腫、0.04、2.12、0.78、2.50、7.50、55.91、87.50、96.50、434.87、523.01  
癌、神経系腫瘍、0.04、0.25、0.65、0.93、2.50、7.50、96.50、334.25、434.87、527.00  
癌、腎細胞（腎臓）、0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42  
がん、腎臓がん、0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42  
がん、膵臓、外分泌および島細胞、0.06、0.50、47.50、150.00、219.34、225.15、210.50、434.50、5
15.16、688.29、  
癌、膵島細胞癌、0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、434.53、733.91、836.42  
癌、頭蓋外腫瘍、0.14、0.75、2.50、65.00、87.30、236.42、434.00、561.93、714.82、978.05  
癌、スピンドル・セル、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
がん、性器、女性、0.03、0.46、27.50、17.50、40.00、85.16、95.00、150.00、210.50、434.17  
がん、性器、男性、0.04、0.55、0.78、50.00、97.50、229.32、434.37、519.68、684.81、712.00  
がん、生殖細胞、0.16、0.55、0.85、7.50、20.00、47.50、95.31、210.50、434.95、527.00  
がん、セザリー症候群、2.12、0.30、2.33、17.50、45.75、375.17、434.00、527.00、662.71、723.01
、  
癌、前立腺、0.13、0.57、0.83、2.25、97.50、325.71、434.16、527.00、667.00、742.00、  
がん、大腸、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00、  
がん、唾液腺、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
がん、多発性骨髄腫、0.06、0.35、0.62、0.97、12.50、27.50、142.50、434.87、623.01、815.58  
癌、胆嚢、0.08、0.85、2.50、43.00、97.23、175.00、434.00、791.00、853.00、972.10  
がん、腸、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00、  
癌、直腸（直腸）、0.46、27.50、17.50、37.50、85.00、95.75、150.00、434.00、571.00、840.00、  
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がん、転移扁平上皮、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
がん、頭頸部、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
癌、内分泌腺、0.14、0.46、0.75、0.85、96.50、355.72、434.15、571.00、839.00、932.00、  
がん、軟部組織肉腫、0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19、  
がん、肉腫一般â€「共鳴光の代替セット、1.97、2.04、2.10、2.49。 3.17。 
5.00、5.57、10.24、13.72、15.61 
癌、乳癌、0.02、0.46、5.12、27.50、85.00、95.75、150.00、434.71、682.45、753.07  
がん、尿道（尿）、0.03、2.75、7.50、17.50、96.50、358.57、434.82、518.92、683.00、712.23  
癌、妊娠腫瘍、0.25、0.78、0.93、10.89、7.50、95.90、322.53、434.70、562.91、742.06、  
癌、脳腫瘍、0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、927.10  
癌、脳腫瘍、SPNおよび松果体腫瘍0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.
83、927.10  
癌、脳腫瘍、上衣腫0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、927.10  
癌、脳腫瘍、視覚路および視床下部グリオーマ0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、69
1.27、759.83、927.10  
癌、脳腫瘍、小脳Astrocytoma0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、9
27.10  
癌、脳腫瘍、髄芽腫0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、927.10  
癌、脳腫瘍、脳幹神経膠腫、0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、92
7.10  
癌、脳腫瘍、脳星細胞腫0.04、0.02、0.03、5.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、927.10  
癌、肺癌、小細胞、0.05、0.41、0.62、15.75、87.50、434.00、512.33、655.20、750.00、927.10  
癌、肺癌、非小細胞、0.05、0.41、0.62、15.75、87.50、434.00、512.33、655.20、750.00、927.10  
癌、白血病、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、白血病、急性骨髄、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、白血病、骨髄、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、白血病、ヘアリーセル、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、白血病、慢性リンパ、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、白血病、リンパ、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
癌、鼻咽頭、0.07、0.32、0.62、0.85、5.00、22.50、60.00、352.93、434.53、563.19  
癌、非小細胞肺癌、0.06、0.18、0.97、5.83、22.00、47.28、87.22、97.50、355.72、434.00  
癌、泌尿器新生物、0.03、0.46、0.75、0.85、2.50、7.50、17.50、96.50、434.93、451.17、  
癌、皮膚、0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19、  
癌、皮膚、カポジ肉腫0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19、  
癌、皮膚、メラノーマ0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19、  
癌、皮膚T細胞リンパ,, 
0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19、  
がん、副甲状腺、0.03、0.52、0.48、2.75、7.50、55.91、434.37、519.34、613.69、706.53  
がん、副腎皮質CNA、0.06、0.18、0.98、6.05、22.00、47.28、87.22、97.50、355.72、434.50、515.
00  
がん、副鼻腔および鼻腔、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、75
3.07  
がん、プッシー、0.03、0.46、27.50、17.50、40.00、85.16、95.00、150.00、210.50、434.17、  
癌、扁桃、0.08、0.12、40.00、85.00、136.42、357.30、434.75、571.00、840.00、937.41、  
癌、扁平上皮癌、0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19  
癌、膀胱、0.08、5.75、7.25、50.00、97.50、210.50、434.37、655.20、750.00、927.10  
癌、膀胱癌、0.08、5.75、7.25、50.00、97.50、210.50、434.37、655.20、750.00、927.10、  
がん、骨、0.57、0.83、2.85、32.50、97.50、322.53、434.42、566.41、835.96、978.85  
癌、未分化、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
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癌、未分化、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
癌、耳、0.08、0.12、0.85、85.03、119.34、350.00、434.33、691.27、759.83、927.10  
がん、眼がん、0.06、0.23、0.73、32.50、90.00、175.00、434.51、653.69、753.07、922.53  
がん、メラノーマ、0.49、0.70、32.80、102.25、212.75、321.20、434.00、545.68、795.61、857.77  
癌、メルケル細胞、0.08、0.12、0.85、5.16、22.40、43.10、87.22、97.50、355.72、434.50、  
癌、メルケル細胞、0.08、0.12、0.85、5.16、22.40、43.10、87.22、97.50、355.72、434.50、515.00  
癌、ユーイング（PNET）、0.24、0.70、2.75、17.50、57.50、92.50、434.06、567.70、640.00、980.
00  
癌、卵巣癌、0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
癌、卵巣上皮0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
癌、卵巣低悪性度腫瘍0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
癌、卵巣胚細胞、0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
癌、リンパ腫、0.35、0.93、7.50、17.50、52.50、70.00、93.50、215.70、434.00、523.01  
癌、リンパ腫、B細胞、0.41、0.93、2.75、17.50、35.67、87.50、93.50、236.42、434.00、519.34、  
癌、リンパ腫、T細胞,, 0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.50、93.50、233.63、434.00、519.34、  
癌、リンパ腫、悪性、0.35、0.93、7.50、17.50、52.50、70.00、93.50、215.70、434.00、523.01  
癌、リンパ腫、非ホジキン、0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.50、93.50、233.63、434.00、519
.34、  
肝炎、ウイルス性、ヒト、0.15、0.18、0.87、5.29、27.50、45.56、65.29、95.22、182.50、233.45、  
感覚失認、0.12、5.62、67.50、93.50、222.70、425.00、522.53、689.93、752.63、923.70  
眼球運動障害、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
眼球運動麻痺、0.35、0.75、1.75、15.29、113.25、245.91、372.50、452.00、525.52、779.50、  
眼球クローヌス、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
ガングリオシド、B変異体、0.20、0.12、27.50、47.50、96.50、275.03、534.25、691.27、753.07、9
27.10、  
ガングリオシドG（M2）、タイプI、0.20、0.12、27.50、47.50、96.50、275.03、534.25、691.27、75
3.07、927.10、  
ガングリオシドG（M2）、タイプII、0.17、0.55、0.95、5.15、13.98、137.50、362.50、697.50、775.
00、922.53、  
ガングリオシドシアリダーゼ欠損、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、6
52.43、  
間欠性跛行、0.08、0.24、0.57、7.50、12.05、2.50、42.50、271.50、415.70、675.68、  
眼瞼炎、0.10、0.83、5.00、45.11、93.50、475.16、527.00、667.00、752.70、987.23  
眼瞼下垂、0.07、0.25、22.50、42.50、125.00、377.91、524.37、650.00、759.83、926.70、  
眼瞼下垂、まぶた、0.07、0.25、22.50、42.50、125.00、377.91、524.37、650.00、759.83、926.70、  
眼瞼痙攣、0.12、0.23、0.73、0.83、5.62、7.25、32.50、42.50、90.00、175.11、  
眼瞼痙攣、Oromandibular 
D.0.06、0.41、0.70、0.83、2.50、32.50、305.05、431.20、632.59、723.01  
眼瞼内反症、0.15、0.18、0.87、5.71、27.50、223.54、245.54、262.02、692.33、892.50  
感光性障害、0.13、0.24、1.70、34.87、62.25、102.75、232.50、425.54、725.35、869.71  
肝硬変、0.08、0.55、0.57、7.50、8.00、12.69、140.00、363.02、492.53、912.48、  
肝硬変、0.11、0.55、0.95、5.50、17.50、37.50、162.50、383.50、421.00、645.25、  
肝硬変、0.11、0.55、0.95、5.50、17.50、37.50、162.50、383.50、421.00、645.25、  
肝硬変、肝臓、0.11、0.55、0.95、5.50、17.50、37.50、162.50、383.50、421.00、645.25、  
カンジダ、0.18、0.93、2.50、42.50、71.50、96.50、125.75、434.00、642.91、983.17  
カンジダ症、0.18、0.93、2.50、42.50、71.50、96.50、125.75、434.00、642.91、983.17  
カンジダ症、外陰膣、0.18、0.93、3.78、42.50、71.50、96.50、125.75、434.00、642.91、983.17  
肝疾患、0.11、0.55、0.97、12.33、17.50、30.00、160.10、383.50、421.00、645.25、  

 15 



間質ジストロフィー、角膜、0.04、0.24、11.45、48.15、132.79、209.27、332.30、592.50、775.29、
819.34、  
間質性肺炎、0.05、0.24、0.60、0.97、7.50、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
間質性膀胱炎、0.04、0.46、0.80、2.25、113.95、232.50、335.69、587.50、821.00、975.31、  
癌腫、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
肝腫大、0.02、0.50、0.97、2.25、12.85、15.22、42.50、90.00、322.06、326.16、  
環状肉芽、0.50、0.70、0.97、7.50、88.00、370.50、547.50、656.50、725.37、825.52  
眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50振り子  
眼振、病理学、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
乾性角結膜炎症候群、0.13、0.40、57.50、92.50、175.19、479.93、527.00、667.00、742.00、988.90  
関節炎、若年性特発性、0.06,0.78,7.50,40.00,398.40,476.50,527.00,665.34,761.85,987.23 
関節炎、若年性慢性、0.06,0.78,7.50,40.00,398.40,476.50,527.00,665.34,761.85,987.23 
関節炎、若年性リウマ、0.06,0.78,7.50,40.00,398.40,476.50,527.00,665.34,761.85,987.23 
関節炎、反応性、0.06,0.65,0.80,5.81,42.50,398.40,410.00,571.00,828.00,937.41、 
関節炎、変性、0.06,0.41,0.87,7.50,8.00,77.50,187.50,358.81,721.00,986.22 
関節炎、ポスト感染症、0.06,0.65,0.80,5.81,42.50,398.40,410.00,571.00,828.00,937.41、 
関節炎、リウマチおよび骨粗鬆症、頭痛、関節痛および頸部痛が含まれる 
関節炎、リウマチ様、0.19,1.002,80,17.50,398.40,225.00,510.25,682.02,759.83,932.41 
関節炎、リウマチ性、急性、0.13,0.25,0.62,0.95,7.50,72.50,232.50,5.51,10,79.23,839.43、 
関節炎異形成、先天性、0.19,0.57,0.83,2.25,5.09,67.50,96.50,325.16,424.37,566.41、 
関節炎特異的、0.05,0.75,0.90,9.00,11.09,55.33,398.40,425.71,642.91,980.00 
関節疾患、0.11、0.24、0.57、38.83、222.72、317.50、431.20、572.50、695.67、905.62  
関節症、神経原性、0.11,5.33,7.00,15.00,125.00,350.00,425.00,571.00,828.00,932.00、 
関節包、接着剤、0.06、0.23、20.00、62.50、125.75、150.00、357.30、532.41、653.69、759.83、  
関節リウマチ、0.19、1.00、2.80、17.50、398.40、225.00、510.25、682.02、759.83、932.41  
乾癬、0.05、0.55、1.78、5.97、85.15、117.15、453.20、692.23、824.37、951.00  
肝線維症、0.11、0.55、0.95、5.50、17.50、37.50、162.50、383.50、421.00、645.25、  
汗腺炎化膿、0.15、9.23、66.73、185.64、215.25、537.11、632.22、781.50、893.00、952.00  
汗腺疾患、0.12、0.40、0.90、119.34、175.15、475.03、527.00、667.00、753.23、986.22  
がん総合は、白血病、リンパ腫、脳、肉腫、血液、骨がんに焦点を当てます  
桿体 - 
錐体ジストロフィー、0.07、0.50、1.00、7.50、17.50、127.50、335.29、525.15、705.22、813.67、  
肝蛭症、0.05、0.41、1.00、5.75、7.25、15.91、173.30、435.44、792.50、915.70、  
癌転移（臓器）包括的な、乳房、肺、前立腺、腸/結腸/直腸、肝臓、子宮内膜、0.13、0.46、0.83、12.6
9、93.50、221.50、434.71、512.33、667.00、753.07  
眼内炎、0.07、0.46、0.60、0.95、10.53、32.50、387.50、595.54、732.41、925.35、  
観念失行、0.60、1.00、5.00、247.88、365.80、454.37、515.16、689.41、712.00、997.87、  
肝斑、0.03、0.12、0.93、7.50、30.00、147.50、262.50、315.61、505.68、756.50、  
肝斑、0.03、0.12、0.93、7.50、30.00、147.50、262.50、315.61、505.68、756.50、  
乾皮症、0.03、0.18、0.65、0.80、33.52、72.50、270.96、321.80、505.67、715.28  
肝肥大、0.02、0.50、0.97、2.25、12.85、15.22、42.50、90.00、322.06、326.16、  
カンピロバクター感染症、0.13、0.35、47.50、159.30、352.93、475.15、527.00、662.71、742.00、9
88.90  
感冒、0.12、0.55、0.85、7.50、120.00、315.50、472.50、725.75、850.00、975.98  
顔面神経疾患、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
顔面神経障害、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
顔面神経痛、0.60、0.87、2.25、5.17、55.83、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
顔面神経麻痺、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
顔面神経麻痺、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
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顔面痛症候群、0.60、0.87、2.25、5.17、55.83、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
顔面ミオキミア、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
キアリ症候群、0.05、0.24、72.50、122.53、342.06、512.33、682.45、753.07、926.70、  
黄色腫、0.12、0.23、0.87、5.50、97.50、376.29、432.41、563.19、642.06、983.17  
黄色腫、0.12、0.23、0.87、5.50、97.50、376.29、432.41、563.19、642.06、983.17  
黄色腫、ウォルマンの、0.12、0.23、0.87、5.50、97.50、376.29、432.41、563.19、642.06、983.17  
黄色腫、家族、0.12、0.23、0.87、5.50、97.50、376.29、432.41、563.19、642.06、983.17  
黄色腫Disseminatum、0.14、0.41、0.97、7.50、10.72、20.00、57.50、175.87、415.70、568.43  
気管狭窄、0.07、0.37、8.00、13.98、47.50、96.50、150.00、519.34、689.93、923.70、  
気管支炎、0.04、0.37、0.83、2.50、70.00、95.03、175.00、269.71、355.72、755.00  
気管支拡張症、0.03、0.40、0.83、71.50、95.75、175.15、275.15、357.30、749.00、987.23  
気管支疾患、0.04、0.37、0.83、2.50、3.00、75.85、95.16、175.03、269.71、350.00  
気管支喘息、0.57、0.90、2.50、3.00、27.50、95.75、125.00、150.00、534.20、871.00  
気管支肺異形成症、0.04、0.23、0.95、7.50、10.89、55.15、376.29、534.25、655.20、904.10、  
気管食道瘻、0.13、0.40、0.73、5.62、7.25、42.50、90.00、479.50、527.00、986.22  
気管嚢胞、0.16、0.35、0.93、22.50、130.00、251.23、493.50、555.08、754.37、815.68、  
奇形、0.04、0.23、0.73、0.83、215.69、347.25、532.50、742.50、896.50、975.98  
奇形腫、0.12、0.90、5.25、27.50、57.50、222.53、425.11、571.00、838.00、937.41、  
奇形腫、成熟、0.12、0.90、5.25、27.50、57.50、222.53、425.11、571.00、838.00、937.41、  
奇形腫、嚢胞、0.12、0.90、5.25、27.50、57.50、222.53、425.11、571.00、838.00、937.41、  
奇形腫腫瘍、0.12、0.90、5.25、27.50、57.50、222.53、425.11、571.00、838.00、937.41、  
擬似ゴーシェ病、0.06、0.25、0.87、12.33、5.31、125.83、287.50、442.50、696.50、825.31  
擬似ハーラーPolydystrophy、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、652.43  
傷やけが、0.16、0.25、0.62、7.00、12.71、35.00、90.00、410.25、560.00、714.82  
寄生回虫megalocephala（男性）0.68、0.90、2.50、13.93、204.51、337.30、331.00、403.85、409.7
0、408.00  
寄生吸虫一般、0.11、0.32、0.90、2.53、17.50、47.43、78.10、90.00、157.00、425.41  
寄生吸虫肝臓、0.18、0.40、0.80、5.50、27.50、45.37、72.50、92.50、132.00、478.50  
寄生吸虫血液、0.14、0.32、0.87、2.58、17.50、44.43、72.50、92.50、151.00、453.72  
寄生吸虫膵臓、0.17、0.32、0.85、2.75、17.50、47.30、75.50、97.50、151.07、451.04  
寄生吸虫腸、0.07、0.32、0.97、2.38、15.33、46.37、73.20、87.52、153.00、415.70  
寄生吸虫ヒツジ肝臓、0.15、0.38、0.93、2.52、31.20、43.43、68.50、98.50、149.28、496.01  
寄生虫Besnoitia（肺派。）、原生動物0.68、0.90、2.50、13.93、204.51、337.30、331.00、352.80、3
61.40、358.00  
寄生虫Capillariaの肝（肝臓派。）、0.68、0.90、2.50、13.93、204.51、337.30、331.00、424.25、43
0.65、428.00  
寄生虫Chilomastix嚢胞（ラット）、2.50、13.93、204.51、337.30、388.95、390.70、389.00、426.00
、425.20、427.30  
寄生虫Chilomonas、ホールマウント、2.50、13.93、204.51、337.30、388.95、390.70、389.00、393.
75、400.00、398.00  
寄生虫Cryptocotyleのリンガ（成人）、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、122.50、322.60、409.95、41
6.00、414.00  
寄生虫Dientamoebaフラジリス、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、122.50、322.60、401.35、406.05
、404.00  
寄生虫Echinoporyphium 
recurvatum、2.50、13.93、204.51、337.30、388.95、390.70、389.00、418.55 423.90、421.00  
寄生虫Echinostoma 
revolutum、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、122.50、322.60、425.70、428.75、427.00  
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寄生虫Endamoebaジンジバリストロホゾイト、0.81、1.42、4.32、5.50、13.93、122.50、322.60、43
3.80 441.00 438.00  
寄生虫Endolimaxナナの栄養体及び嚢胞1.42、4.32、5.50、13.93、122.50、322.60、394.25、397.10、
396.00、432.00  
寄生虫Eurytrema pancreaticum 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40 
420.35、422.30、421.00  
寄生虫Fasciolopsis 
buskii大人0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、427.70、435.10、434.00、  
寄生虫Fasciolopsisのbuskiiの卵0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、427.35、435.45、43
4.00、  
寄生虫Fasciolopsisは0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、427.30、433.00、432.00、redi
ae  
寄生虫Fasciolopsisは0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、427.35、435.20、434.00、mir
acidia  
寄生虫fischoedrius elongatus、0.19、0.52、0.78、1.22、13.39、5.20、17.50、72.50、234.25、425.43  
寄生虫Gastrothylax elongatus 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、451.90、457.10、455.00、  
寄生虫Gyrodactylus 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、378.75、381.80、380.00、  
寄生虫gyrodactylus、0.16、0.30、0.57、0.85、12.33、2.75、20.00、150.00、326.07、479.50  
寄生虫Hasstile 
SIG。トリコロール（成人）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、448.05、455.10、453.0
0、 
寄生虫helminthsporium（ワームの卵）、0.04、0.32、0.65、0.90、5.75、7.50、37.50、150.00、375.4
1、496.01  
寄生虫Hypodereum conoideum 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、424.45、429.55、427.00  
寄生虫Iodamoeba butschlii 0.68、0.90、2.50、5.50、398.15、404.75 
437.85、448.50、445.00、402.00  
寄生虫Macracanthorhynchus 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、438.85、442.80、440.00、  
寄生虫Metagonimus Yokogawai 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、437.35、442.10、440.00、  
寄生虫Myxosoma 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、409.60、416.95、414.00、  
寄生虫Prosthogonimusのmacrorchis（卵）、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、396.85
、404.75、401.00、  
寄生虫Stephanurusのdentalus（OVA）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、457.35、463
.10、461.00、  
寄生虫Stigeoclonium 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、404.25、415.25、412.00、407.00、  
寄生虫Strongyloides（filariform幼虫）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、398.40、402.0
0、400.00、  
寄生虫Troglodytella abrassari 
0.68、0.90、2.50、5.50、93.50、416.90、422.20、385.20、383.00、419.00  
寄生虫turbatrix、0.02、0.23、0.73、2.50、5.25、7.00、32.50、95.91、175.41、475.43、  
寄生虫turbatrix、0.24、0.70、0.97、2.50、27.50、45.83、67.50、97.50、325.36、451.17  
寄生虫Urocleidus 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、442.35、450.00、447.00、  
寄生虫urocleidus、0.08、0.40、0.73、0.90、5.17、2.50、12.71、97.50、250.00、422.53、  
寄生虫urocleidus、0.13、0.23、0.75、0.85、5.25、7.25、45.00、87.50、95.36、150.00  
寄生虫媾疫トリパノソーマ、0.13、0.57、0.85、5.75、7.50、20.00、52.50、90.00、358.57、475.44  
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寄生虫アナプラズマmarginale、（第2範囲）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、383.00 400.00 
415.30、424.00  
寄生虫アメーバコリが1.42、4.32、5.50、13.93、122.50、322.60、394.25、397.10、396.00、432.00
を栄養体  
寄生虫糸状虫犬のフィラリア、2.50、13.93、204.51、337.30、388.95、390.70、389.00、408.15、41
1.15、409.00  
寄生虫オンコセルカの捻転（腫瘍）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、436.30、442.10
、440.00  
寄生虫化膿連鎖球菌（歯）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、360.50、375.30、373.00
、  
寄生虫肝吸虫、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、122.50、322.60、425.70、428.75、427.00  
寄生虫肝蛭0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40 421.35、427.30、425.00  
寄生虫肝蛭卵0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40 422.00、427.60、425.00  
寄生虫肝蛭のmiracidia 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、421.75、424.70、423.00、  
寄生虫肝蛭のセルカリア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40 423.80、430.60、427.00  
寄生虫吸虫のリンパ、0.18、0.37、0.80、5.25、13.98、45.43、72.50、92.50、351.00、519.34  
寄生虫蟯虫、0.07、0.52、0.75、0.97、2.50、12.33、22.50、65.43、322.06、475.43  
寄生虫クルーズトリパノソーマ（脳組織）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、460.20、
465.65、463.00、  
寄生虫鉤虫、0.16、0.30、0.57、0.95、2.50、5.50、20.00、150.00、319.34、478.50  
寄生虫鉤虫braziliense（成人）、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、122.50、322.60 
397.60、403.25、401.00  
寄生虫鉤虫カニナム0.68、0.90、2.50、13.93、123.53、383.10、402.90、400.00、393.00、386.00  
寄生虫サブターミナル胞子のBAC。スミア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.00 
385.15、385.95 
寄生虫サルコシスチス0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、450.55、454.95、452.00、  
寄生虫ジアルジア、0.05、0.12、0.90、5.50、27.50、15.41、45.00、421.40、426.30、424.00、  
寄生虫住血haematobium 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.00 387.00、473.00、  
寄生虫赤痢アメーバ栄養型1.42、4.32、5.50、13.93、122.50、322.60、394.25、381.10、387.00、385
.00  
寄生虫セルカリアFasciolopsis 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、429.50、436.25、434.00、  
寄生虫旋毛虫spiralisの（筋肉）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、403.85、405.57、40
4.50、  
寄生虫タバコモザイクウイルス0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、427.15、420.55、42
8.00  
寄生虫トキソプラズマ（ヒト株）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.00、395.00、
422.00  
寄生虫ドノバンリーシュマニア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、398.00、402.65、40
0.00、  
寄生虫トリパノソーマ・ローデシア、0.13、0.57、0.85、5.17、37.10、102.79、352.50、591.02、652
.93、952.59  
寄生虫トリパノソーマ0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、423.20、431.40、429.00、  
寄生虫トリパノソーマequiperdum 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、434.60、451.25、448.00、442.00、438.00、  
寄生虫トリパノソーマlewisi（血液塗抹標本）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、424.5
0、426.00、425.00、  
寄生虫トリパノソーマlewisi、0.15、0.12、0.62、0.83、10.53、2.75、15.91、96.50、225.41、524.37  
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寄生虫トリパノソーマガンビア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、393.75、398.70、39
6.00、  
寄生虫トリパノソーマローデシア、0.07、0.22、0.68、0.97、2.25、5.75、25.43、125.00、226.32、4
56.50  
寄生虫ニューモcarnii（肺）、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、405.75、409.15、407.
00、  
寄生虫のthreadworms、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、398.40、402.00、400.00、  
寄生虫の糸状虫、0.13、0.22、0.93、5.50、17.50、32.50、52.50、70.00、92.50、122.53  
寄生虫の疥癬、0.07、0.12、0.80、5.50、15.00、27.50、510.20、667.50、890.52、907.50、  
寄生虫の回虫、0.06、0.52、0.62、0.93、2.50、15.44、42.50、100.00、376.29、450.00、  
寄生虫のサナダムシ、0.10、0.25、0.68、5.75、2.75、7.50、96.50、226.07、475.44、527.00  
寄生虫のサナダムシのechinococcinum、（イヌおよびネコ）、0.10、0.25、0.68、5.87、2.50、7.50、
96.50、215.70、475.00、527.00  
寄生虫の扁形動物、0.03、0.24、0.70、1.29、12.33、27.50、35.41、142.00、357.77、475.91  
寄生虫肺炎連鎖球菌（Streptococcus 
pneumoniae）、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、366.85、370.20、368.00、  
寄生虫肺吸虫Westermanii大人0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、437.80、454.20、452.00、447
.00  
寄生虫梅毒トレポネーマは梅毒0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、346.85、347.40、34
7.00せる  
寄生虫バランチジウム・コリは0.68、0.90、2.50、13.93、204.51、337.30、331.00、458.80、462.90
、460.00の嚢胞  
寄生虫ビルハルツ住血吸虫、0.17、0.55、0.95、5.25、25.00、37.50、162.50、397.50、536.42、702.
53 
寄生虫フォーラーネグレリア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、356.90、364.35、362.
00、  
寄生虫プラスモジウムcynomolgi 
0.68、0.90、2.50、9.20、25.30、13.93、93.50、417.30、424.50、422.00、  
寄生虫ベイヨネラdispar 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、401.75、405.20、403.00、  
寄生虫ヘモンクスコントルタス0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、386.80、395.50、39
3.00  
寄生虫ヘモンクスコントルタス0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、386.80、395.50、39
3.00、  
寄生虫マンソン住血吸虫、0.37、0.95、2.75、3.00、72.50、96.50、375.43、175.44、375.91、598.22  
寄生虫マンソン住血吸虫0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.00 387.00、353.00、  
寄生虫鞭属。（男性）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.30、408.90、406.00、 
寄生虫ランブル鞭毛虫タイプ2、0.04、0.32、0.65、0.90、5.87、7.50、37.50、421.40、426.30、424.
00、  
寄生虫リーシュマニアbraziliensis 
0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、400.05、405.10、403.00、  
寄生虫リーシュマニアメキシカーナ0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、400.20、403.80
、402.00、  
寄生虫連鎖球菌属。グループG（歯）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、368.15、368.8
5、368.00、 
寄生虫ロアLOA 0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、388.00 360.55、361.00、  
寄生虫ロイコチトゾーン0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、397.45、402.55、400.00、  
寄生虫濾胞疥癬、0.52、0.68、0.97、2.50、27.50、35.91、95.43、375.37、533.63、653.69  
季節性情動障害、0.13、0.22、55.00、73.30、92.50、132.41、233.91、475.27、527.00、667.00、  
吃音、0.18、1.07、4.83、15.25、58.21、109.42、237.21、387.02、434.27、611.05  
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基底細胞母斑症候群、0.10,0.57,0.80,7.50,15.00,52.50,95.11,65.20,750.00,923.70、 
基底動脈動脈瘤、0.08,0.24,0.57,7.50,10.72,36.21,142.50,321.00,415.70,775.68 
気道感染症、0.10、0.55、0.73、0.87、67.20、172.85、230.00、533.20、675.95、875.29  
気道疾患、0.10、0.55、0.73、0.87、67.20、172.85、230.00、533.20、675.95、875.29  
ギニアワーム感染、0.10、0.57、0.80、54.71、195.31、352.50、595.90、619.34、797.61、891.27  
気分循環性格、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、18.30、155.03、517.50、696.50、893.00、  
気分循環性障害、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、18.30、155.03、517.50、696.50、893.00、  
気分変調性障害、0.16、0.55、1.85、8.50、27.30、57.50、72.50、207.50、412.34、607.00、  
気胸、0.24、0.70、7.50、12.33、5.50、42.50、172.50、493.02、622.53、819.34、  
木村病、0.10、1.00、12.33、5.50、45.00、234.51、475.16、527.00、752.70、987.23  
肝V.流出路閉塞、0.05、0.24、72.50、122.53、342.06、512.33、682.45、753.07、926.70、  
肝レンズ変性、0.16、0.55、0.95、7.50、22.50、42.50、125.22、275.56、533.63、652.43、  
逆流、胃、0.23、0.62、0.97、7.50、5.50、13.93、45.37、95.47、376.29、422.53  
キャッスルマン腫瘍、0.04、0.50、0.70、0.97、5.75、7.50、37.50、96.50、225.91、425.37  
キャッスルマン病、0.04、0.50、0.70、0.97、5.75、7.50、37.50、96.50、225.91、425.37  
キャットアイ症候群、0.05、0.41、0.62、7.50、17.50、87.50、479.50、662.71、749.00、988.90  
嗅覚障害、0.11、0.49、0.57、13.39、5.25、20.00、60.00、35.52、93.50、315.70、  
球状赤血球、遺伝性、0.19、0.30、0.87、137.94、322.53、477.50、527.00、667.00、749.00、988.90  
求心性瞳孔欠損、0.02、0.24、1.57、 
急性炎症性ニューロパシー、0.04,0.32,0.62,5.97,35.25,112.73,296.00,392.97,701.66,933.50 
ギュンター病、0.08、0.41、2.83、15.25、67.25、221.01、471.02、597.52、722.30、822.57、  
胸郭出口症候群、0.02、0.40、7.25、20.00、55.00、92.50、222.70、475.11、527.00、987.23  
胸郭出口神経圧迫症候群、0.02、0.40、7.25、20.00、55.00、92.50、222.70、475.11、527.00、987.2
3  
共感覚、0.40、0.95、72.50、112.33、97.50、275.15、477.50、667.00、742.00、987.23  
狂犬病、0.07、0.18、1.65、7.93、102.53、165.50、415.00、693.50、875.31、915.93  
狂犬病、0.07、0.18、1.65、7.93、102.53、165.50、415.00、693.50、875.31、915.93、  
狭窄、0.02、0.24、2.75、17.50、35.19、97.50、269.71、314.37、563.19、875.96を頚動脈  
狭心症、0.10,0.68,0.83,42.20,92.50,225.00,534.20,777.00,882.10,911.09 
狭心症、0.10、0.68、0.83、42.20、92.50、225.00、534.20、779.00、882.10、911.09  
狭心症、微小血管、0.07,0.23,0.85,35.23,63.02,125.03,235.68,396.50,575.61,751.77 
胸水、0.17、0.31、0.82、7.50、117.52、237.58、357.53、495.34、533.91、661.20、  
胸腺腫、0.17、0.52、42.50、72.50、97.50、379.93、512.33、682.02、759.83、927.10、  
胸腺嚢胞、0.16、0.35、0.93、22.50、130.00、251.23、493.50、555.08、754.37、815.68、  
強直性脊椎炎、0.19,0.18,8.00,55.75,232.06,477.50,527.00,662.71,742.00,988.90 
共通の変数免疫、0.15、5.58、22.00、30.00、47.50、360.59、365.00、388.90、434.00、456.11  
強迫性障害、0.19、0.75、1.42、5.25、25.51、42.57、162.21、492.83、671.51、808.53  
強皮症、全身、0.02、0.32、0.62、0.95、124.37、325.19、175.00、479.50、527.00、667.00、  
胸部外科手順、0.02、0.40、7.25、20.00、55.00、92.50、222.70、475.11、527.00、987.23  
恐怖症、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
恐怖症、学校、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
恐怖症、社会、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
恐怖障害、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
恐怖神経症、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
胸部嚢胞、0.16、0.35、0.93、22.50、130.00、251.23、493.50、555.08、754.37、815.68、  
胸膜炎、0.08、0.41、1.47、5.25、47.53、121.21、357.50、497.50、612.50、821.02、  
胸膜疾患、0.13、0.35、5.85、17.50、87.50、137.50、457.50、695.87、850.00、919.34  
虚血、心筋、0.08、0.35、0.62、0.97、12.50、117.50、345.23、567.50、625.87、775.58  
虚血性視神経障害、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
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虚血性心疾患、0.08、0.35、0.62、0.97、12.50、117.50、345.23、567.50、625.87、775.58  
虚血性脳症、0.04、0.02、0.65、85.75、90.00、375.11、496.00、682.00、750.00、911.20  
巨細胞神経膠芽腫、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.37、342.06、  
巨細胞性動脈炎、0.13、0.23、0.75、0.80、5.25、7.25、35.00、95.47、226.32、422.53  
巨舌、0.07、0.23、0.83、2.75、30.00、30.00、50.00、134.25、325.65、425.68  
巨大血小板症候群、0.07、0.50、0.97、9.00、12.33、32.50、142.50、320.00、425.87、525.56  
巨大結腸症、先天性、0.13、0.52、0.75、5.52、8.22、47.50、72.51、126.33、275.56、475.22、  
巨大頭蓋内動脈瘤、0.08、0.24、0.57、7.50、10.72、36.21、142.50、321.00、415.70、775.68  
巨大リンパ節過形成、0.04、0.50、0.70、0.97、5.75、7.50、37.50、96.50、225.91、425.37  
魚鱗癬、0.03、0.18、0.65、0.80、33.52、72.50、270.96、321.80、505.67、715.28  
ギラン・バレー症候群、0.04、0.32、0.62、5.97、35.25、112.73、296.00、392.97、701.66、933.50
、  
起立性低血圧、0.07、8.00、13.98、42.50、97.50、325.17、515.70、650.00、750.00、927.10、  
ギルバート病、0.07、0.32、0.62、0.85、5.00、22.50、60.00、352.93、422.53、563.19、  
筋萎縮症、Postpoliomyelitis、0.06、0.12、0.71、39.01、135.55、253.79、316.50、523.11、604.22、
625.79  
筋萎縮症、脊髄、0.19、1.22、3.72、17.25、63.21、119.42、293.24、403.03、435.00、711.17  
筋萎縮症、脊髄、乳児、0.18、0.32、25.00、52.50、134.25、175.75、426.90、571.00、843.00、937.
41、  
筋萎縮症、腓骨、0.19、1.22、4.33、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435.00、711.17  
筋萎縮性硬化症硬化症、0.02,2.50,60.00,95.00,225.33,479.50,527.00,667.00,742.00,985.67 
筋萎縮性側索、神経痛、0.15,0.57,15.16,52.50,119.34,357.30,424.37,561.93,642.91,930.12 
筋炎、0.07、0.33、0.75、0.83、3.70、8.51、98.50、314.95、405.07、517.02  
筋痙縮、0.13、0.40、0.62、0.90、5.58、117.25、442.52、657.51、722.59、865.87  
菌血症、0.35,0.87,2.50,11.09,40.00,90.00,275.16,425.71,564.28,640.00、 
筋ジストロフィー、0.13、0.40、0.60、0.83、5.87、47.25、142.50、357.52、702.51、882.11  
筋ジストロフィー、0.13、0.40、0.60、0.83、5.87、47.25、142.50、357.52、702.51、882.11  
筋ジストロフィーBrevicollis先天性、0.03、0.52、0.62、0.93、7.50、12.71、85.00、96.50、300.00、
225.54  
筋疾患、0.13、0.40、5.78、66.83、132.50、205.78、472.50、507.50、782.20、932.10  
筋膜炎、0.05、0.12、0.60、3.87、72.25、125.43、387.50、525.91、712.50、825.44、  
筋膜炎、壊死性、0.16、0.57、0.95、3.87、72.25、125.43、387.50、525.91、712.50、825.44  
クインケの浮腫、0.12、0.52、0.80、5.07、15.00、90.00、375.05、410.25、564.28、824.96、  
クーゲルベルク - 
ヴェランダー、0.18、0.32、25.00、52.50、134.25、175.75、426.90、571.00、843.00、937.41、  
クーデターMarbre、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
クーリーの貧血、0.05、0.29、0.65、6.21、7.87、45.00、56.52、135.21、302.16、409.22  
クールー、0.07、0.57、0.85、2.50、35.12、213.98、307.50、426.42、613.01、719.34  
クールー脳症、0.07、0.57、0.85、2.50、35.12、213.98、307.50、426.42、613.01、719.34  
口癌、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
口症候群、0.04、0.41、30.00、67.50、55.15、125.00、350.00、412.33、563.19、714.82バーニング  
口の乾燥、0.12、5.81、25.00、87.50、225.00、458.50、522.39、683.00、712.23、992.00、  
クッシング症候群、0.25、0.78、0.93、10.53、7.50、95.95、322.53、419.34、564.28、642.06、  
屈折異常、0.03、0.24、0.70、15.83、29.75、187.50、345.95、592.50、820.11、923.53、  
グッドパスチャー症候群、0.17、0.95、10.53、2.50、125.09、375.16、525.71、650.00、752.63、923
.70、  
首の痛み、0.08、0.49、0.73、0.80、7.50、142.53、285.02、412.03、528.23、775.56  
クモ、0.07、0.29、38.22、49.00、53.89、67.95、115.07、502.26、632.83、726.77 Contractural  
クモ静脈、0.16、2.10、55.03、150.00、229.32、476.50、527.00、667.00、742.00、987.23  
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くも膜炎、0.16,0.60,0.85,2.50,7.50,35.00,87.50,479.50,527.00,665.34、 
くも膜下憩室、0.16,0.60,0.90,2.50,3.00,125.09,225.33,344.50,490,56,807.22 
くも膜嚢胞、0.16,0.60,0.90,2.50,3.00,125.09,225.33,344.50,490,56,807.22 
くも膜ヘルペス肉腫、0.14,0.22,0.72,2.58,193.11,247.59,385.21,521.68,657.30,729.34 
クラーク博士Hulda、（7-20-7-20-7-
20）30,00、0.00、0.00、30.00、0.00、0.00、30.00、0.00、0.00、0.00  
クライン・レビン症候群、0.04、0.50、0.68、0.87、5.58、7.50、37.50、95.54、323.01、426.90、  
クライン・ワールデンブルグ、0.04、0.52、5.09、35.00、175.33、432.41、561.93、714.82、823.00
、987.23  
クラインフェルター症候群、0.16、0.55、0.85、2.50、5.50、27.50、37.50、150.00、125.69、515.70  
クラスプナイフ痙性、0.13、0.40、0.62、0.90、5.58、117.25、442.52、657.51、722.59、865.87  
クラッベ病、0.16、0.55、0.85、2.50、5.50、27.50、37.50、123.01、327.23、533.69  
クラミジア感染症、0.05、0.41、0.80、7.50、125.19、275.00、424.37、560.00、642.91、985.90  
クラミジア感染症、0.05、0.41、0.80、7.50、72.50、130.00、367.50、555.00、625.19、875.17、  
グラム陰性細菌感染、0.15、9.23、42.75、183.85、275.29、307.25、435.37、587.50、795.52、901.0
3  
グラム陽性細菌感染、0.15、0.92、2.75、13.22、163.00、275.29、307.25、435.37、587.50、795.52  
グランツマン血小板無力血小板無力症、0.10、0.52、0.78、5.25、22.50、47.50、100.00、342.06、47
5.16、527.00、  
グリア細胞腫瘍、0.05、0.49、9.73、88.00、105.75、237.25、413.93、651.20、732.59、973.52  
グリア芽細胞腫多形、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.37、342.06、  
グリオーマ、0.05、0.49、9.73、88.00、105.75、237.25、413.93、651.20、732.59、973.52  
グリオーマ、アストロサイト、0.02、0.57、9.00、12.85、45.00、92.50、175.75、450.00、515.16、6
89.41  
クリオグロブリン血症、0.15、0.24、0.65、0.97、12.71、27.30、212.50、435.29、695.75、875.95、  
クリスマス病、0.06、0.23、0.97、7.50、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
クリッペル - トレノーネイ - 
ウェーバー、0.06、0.12、0.60、0.90、2.75、17.50、72.50、375.69、357.77、425.23  
クリッペル - 
トレノーネイ病、0.06、0.12、0.60、0.90、2.75、17.50、72.50、375.69、357.77、425.23  
クリプトコッカス、0.97、1.12、17.75、51.20、131.02、217.50、517.50、653.00、772.29、956.03、  
クリプトスポリジウム、0.11、0.84、1.71、12.81、82.50、112.50、235.95、657.50、802.50、925.29
、  
クリペル-Feil症候群、0.03、0.52、0.62、0.93、7.50、12.71、85.00、96.50、300.00、225.54  
クルーケンベルク腫瘍、0.07、0.49、0.60、0.80、32.10、251.50、382.50、501.69、618.00、713.54
、  
クルーゾン病、0.09、3.50、12.68、51.89、110.30、292.50、452.50、695.75、825.29、953.72、  
クループ、0.04、0.49、0.82、9.80、67.50、215.50、332.50、441.12、625.29、810.50、  
グルコシルβ-
グルコシダーゼ欠損症、0.05、0.24、0.70、0.95、2.50、7.50、32.50、125.37、319.34、519.34  
グルコセレブロシダーゼ欠損症、0.05、0.24、0.70、0.95、2.50、7.50、32.50、125.37、319.34、519.
34  
苦しみ、物理、0.16、0.35、0.95、5.26、27.50、52.50、225.47、522.53、682.02、750.00  
グルタル酸血症、0.12、0.55、0.95、5.29、95.52、142.50、362.50、402.50、590.00、822.53  
グルテン性腸症、0.12、0.55、0.85、2.50、20.00、47.50、72.50、125.17、379.93、475.19、  
くる病、0.07、0.46、1.56、5.95、17.50、127.50、250.00、465.75、696.50、819.34  
くる病、0.07、0.46、1.56、5.95、17.50、127.50、250.00、465.75、696.50、819.34、  
くる病、腎臓、0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、592.50、602.59、953.72  
グレート痘、0.02、5.25、25.15、125.75、275.03、477.50、527.00、667.00、749.00、987.23  
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クレチン病、0.19、0.52、0.68、9.08、112.83、217.50、335.00、547.50、725.28、925.00  
クレブシエラ感染症、0.13、0.41、0.65、0.97、7.50、10.47、398.45、401.00、404.65、419.00  
クロイツフェルト・ヤコブ、新しい変種、0.07、0.12、0.75、0.93、17.50、29.00、412.00、515.00、
791.50、995.15、  
クロイツフェルト・ヤコブ症候群、0.07、0.12、0.75、0.93、15.09、24.40、417.50、505.00、791.50
、995.15、  
クロウ・深瀬症候群、0.04、0.22、0.62、13.52、5.50、40.00、175.83、432.41、565.36、709.83  
クローン病、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
クロストリジウム感染症、361.00、362.00、364.55、382.80、384.00、389.00、391.15、394.20、396
.00、398.10、  
クロストリジウム腸炎、0.28、0.75、0.81、0.98、107.41、128.31、176.21、517.10、609.42、717.21  
グロボイドボディ硬化症、0.16、0.55、0.85、2.50、5.50、27.50、37.50、123.01、327.23、533.69を
拡散  
計算力障害、0.15、0.23、0.62、0.95、7.50、212.85、455.98、557.50、796.50、891.50、  
憩室炎、0.19、0.23、0.85、2.25、20.00、17.50、41.02、662.50、834.00、913.70、  
頚上腕神経痛、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12  
痙性四肢麻痺、0.15、0.46、0.95、5.85、62.50、107.50、217.50、496.50、855.72、915.31、  
痙性斜頸、0.18、0.30、5.50、22.50、40.00、96.50、332.41、475.11、667.00、752.70、  
痙性脊髄Monoplegia、0.50、0.68、87.50、95.03、234.51、452.59、518.92、684.81、712.23、997.8
7、  
痙性両側麻痺、0.06、0.32、20.00、85.75、150.00、225.00、222.70、454.50、515.17、687.62  
頚動脈狭く0.02、0.24、2.75、17.50、35.19、97.50、269.71、314.37、563.19、875.96  
珪肺、0.09、07.25、45.75、72.50、150.00、325.19、477.50、527.00、667.00、761.20、  
頸部癌、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
頸部ジストニア、0.18、0.30、5.50、22.50、40.00、96.50、332.41、475.11、667.00、752.70、  
頸部新生物、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
係留ひも症候群、0.03、0.24、0.85、2.50、5.87、85.00、96.50、175.87、357.77、452.59  
けいれん、0.06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19、  
けいれん、0.13、0.40、0.62、3.83、35.25、132.25、282.50、327.50、522.50、748.00  
痙攣、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
けいれん、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19うなずき,,  
痙攣発作、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
けが、0.16、0.25、0.62、7.00、12.71、35.00、90.00、410.25、560.00、714.82  
化粧品の再建（ポスト）0.06、0.23、0.73、0.87,105.72、237.25、432.50、526.07、669.71、819.34  
毛巣洞、0.13、0.57、6.75、71.25、101.15、347.50、579.50、690.00、775.87、816.90  
血圧、高、0.03、0.40、0.78、1.00、2.50、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
血圧、低、0.02、0.24、0.85、37.50、101.32、221.10、419.34、562.91、709.83、976.90  
血液学的疾患、0.07、0.25、0.57、0.87、2.25、72.50、96.50、226.32、526.16、682.02  
血液凝固、0.07、0.52、30.00、47.50、150.00、225.16、476.50、527.00、663.71、742.00、  
血液疾患、0.07、0.25、0.57、0.87、2.25、72.50、96.50、226.32、526.16、682.02  
血液透析、0.06、0.50、0.87、12.85、27.50、141.59、301.23、453.02、783.40、825.03  
結核、0.08、0.40、0.73、0.90、5.11、47.50、97.50、222.70、527.00、663.71、  
結核、脊髄、0.08、0.40、0.73、0.90、5.11、47.50、97.50、222.70、527.00、663.71  
血管炎、0.08、0.22、0.73、2.50、5.81、50.00、310.25、532.41、689.93、750.00、  
血管炎、出血、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
血管拡張性過形成、0.10,1.00,12.33,5.50,45.00,234.51,475.16,527.00,752.70,987.23 
血管痙攣、頭蓋内、0.19、0.26、0.57、7.50、12.69、35.33、322.06、425.71、564.28、930.12  
血管疾患、0.05、0.24、0.60、62.50、93.50、224.37、522.53、653.69、752.63、923.70、  
血管疾患、頭蓋内、0.08、0.25、0.70、0.85、7.50、17.50、185.75、350.00、425.17、510.50、  
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血管疾患、末梢、0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
血管腫、0.15,0.24,0.70,0.83,2.50,17.50,432.50,555.91,625.29,775.52 
血管腫、0.15、0.24、0.70、0.83、2.50、17.50、432.50、555.91、625.29、775.52  
血管腫、Histiocytoid、0.15、0.24、0.70、0.83、2.50、17.50、432.50、555.91、625.29、775.52  
血管腫、海綿、0.03、0.37、0.97、2.75、81.50、172.50、396.50、475.29、533.63、876.29  
血管腫、筋肉内、0.15、0.24、0.70、0.83、2.50、17.50、432.50、555.91、625.29、775.52  
血管腫、硬化、0.02、0.41、0.90、2.75、5.87、15.56、73.30、192.50、533.63、734.25  
血管障害、脳、0.09、0.12、0.62、15.17、96.50、225.00、425.16、571.00、841.00、937.41  
血管新生、0.02,0.25,7.50,67.50,50.00,95.00,275.05,475.09,667.00,985.67 
血管新生腫、 
血管新生リンパ様過形成、0.04,0.50,0.70,0.97,5.75,7.50,37.50,96.50,225.91,425.37 
血管性認知症、0.06、0.26、0.65、5.71、7.00、42.50、92.50、478.50、527.00、667.00  
血管線維腫、0.16,0.62,7.50,65.33,175.00,434.25,563.19,642.91,930.12 
血管浮腫、0.12,0.52,0.80,5.07,15.00,90.00,375.05,410.25,564.28,824.96、 
血管平滑筋、頭蓋内、0.19,0.26,0.57,7.50,12.69,35.33,322.06,425.71,564.28,930.12 
月経、逆行、0.06、0.53、49.93、172.50、287.50、313.98、455.23、607.50、811.52、903.54  
月経障害、0.06、0.53、49.93、172.50、287.50、313.98、455.23、607.50、811.52、903.54  
月経障害、0.06、0.53、49.93、172.50、287.50、313.98、455.23、607.50、811.52、903.54  
結合組織疾患、0.16、0.49、0.62、0.85、15.73、105.25、335.50、432.50、725.00、933.91  
血腫、硬膜下、0.21、0.25、4.57、42.69、112.25、412.50、596.50、643.74、825.52、971.00  
血腫、硬膜外、頭蓋、0.37、0.97、2.50、17.50、71.50、96.50、179.93、224.37、451.22、567.21  
血小板減少、0.13、0.40、7.25、42.50、92.50、322.53、479.50、527.00、667.00、987.23  
血小板減少症、0.13、0.40、7.25、42.50、92.50、322.53、479.50、527.00、667.00、987.23  
血小板障害、0.04、0.52、11.09、55.75、60.00、125.00、275.16、571.00、834.00、932.00、  
血小板ストレージプール欠乏、0.11、0.49、0.78、12.50、63.00、102.50、402.50、651.20、821.52、
924.37  
血小板無力症、0.10、0.52、0.78、5.25、22.50、47.50、100.00、342.06、475.16、527.00、  
齧歯類潰瘍、0.08、0.12、0.85、5.16、20.00、40.00、85.00、97.50、355.72、434.50、515.00、  
結節性硬化症、0.08、0.35、5.50、35.16、72.50、93.50、525.71、650.00、759.83、924.37  
血栓、0.14、0.49、0.73、0.95、7.50、2.50、20.00、112.33、376.29、534.25、  
血栓症、0.14、0.49、0.73、0.95、7.50、2.50、20.00、112.33、376.29、534.25、  
血栓症、網膜静脈、0.07、0.50、1.00、7.50、17.50、127.50、335.29、565.75、725.95、919.34、  
血栓性静脈炎、0.24、0.78、13.98、96.50、375.16、475.11、527.00、663.71、752.70、985.67  
血栓塞栓症、肺、0.35、0.41、0.92、0.97、7.50、13.42、71.50、205.41、476.29、515.70、  
結腸、過敏、0.23、0.85、7.50、32.50、22.50、151.68、312.50、432.50、705.67、869.34、  
血尿、0.04、0.26、0.68、2.28、12.85、45.23、167.50、396.50、425.52、625.29  
血便、0.05、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.47、402.53、592.50、7325.37  
結膜炎、0.17、0.52、0.60、0.85、225.53、327.50、455.95、760.00、850.00、969.71  
結膜疾患、0.17、0.52、0.60、0.85、118.20、227.50、455.95、560.00、750.00、975.75、  
血友病、0.05、0.46、3.80、18.89、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
血友病、血管、0.02、0.25、7.50、67.50、50.00、95.00、275.05、475.09、667.00、985.67  
血友病A、0.05、0.46、3.80、18.89、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
血友病B、0.06、0.23、0.97、7.50、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
血友病C、0.10、0.26、0.68、7.50、11.09、45.00、325.43、515.70、682.45、755.49  
ケトアシドーシス、糖尿病、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.
59、  
ケトーシス、糖尿病、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
ゲラン・スターン症候群、0.19、0.57、0.83、2.25、5.09、67.50、96.50、325.16、424.37、566.41、  
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ゲルストマン - シュトロイスラー - 
シャインカー、0.06、0.26、0.68、7.50、10.53、45.37、96.50、536.42、655.20、751.87  
ゲルストマン - 
シュトロイスラー症候群、0.06、0.26、0.68、7.50、10.53、45.37、96.50、536.42、655.20、751.87  
ケロイド、0.10、0.50、0.78、0.85、5.62、37.50、131.98、285.00、624.11、881.19  
腱、0.30、12.71、50.00、150.00、358.57、479.50、527.00、662.71、749.00、986.22  
腱、0.30、12.71、50.00、150.00、358.57、479.50、527.00、662.71、749.00、986.22  
腱、0.30、12.71、50.00、150.00、358.57、479.50、527.00、662.71、749.00、986.22  
限界潰瘍、0.13、0.49、0.62、9.93、43.39、105.67、232.50、342.52、625.35、975.54、  
幻覚、0.10、0.57、1.00、7.50、27.50、37.50、96.50、342.06、515.70、691.27、756.53、990.50、  
言語障害、0.18、1.07、4.83、15.25、58.21、109.42、237.21、387.02、434.27、611.05  
幻肢、0.16、0.55、0.95、17.50、93.98、137.50、396.50、575.83、824.37、963.19、  
腱鞘炎、0.11、0.40、12.71、42.50、95.00、210.50、425.75、571.00、837.00、932.00、  
原生動物感染、0.02、0.23、0.85、5.71、55.83、172.50、317.50、663.50、725.31、853.02  
腱付着部症、0.13、0.23、0.62、0.95、7.50、68.50、232.50、551.10、779.23、839.43、  
健忘症、0.07,2.25,87.50,92.50,275.00,432.41,564.28,640.00,978.05 
腱膜瘤、0.07、0.24、0.65、5.75、72.25、123.00、502.50、622.88、713.23、807.73  
高アルドステロン症、0.08、0.26、0.78、2.50、17.50、255.87、387.50、405.00、645.87、723.58  
高インスリン血症、0.14、0.25、0.85、7.50、8.00、13.93、185.79、325.23、741.34、960.41  
光学ディスクの障害、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
硬化症、全身、0.02、0.32、0.62、0.95、124.37、325.19、175.00、479.50、527.00、667.00、  
高カリウム血症、0.10、0.57、0.95、12.85、20.00、37.50、95.79、250.00、475.58、527.00  
高カルシウム血症、0.11、0.49、14.73、82.50、217.50、344.01、671.52、753.21、871.02、975.87  
交感神経系疾患、0.05、0.37、0.83、2.75、3.00、70.00、95.09、175.16、275.00、357.30  
咬筋けいれん、0.06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19、  
口腔癌、0.57、15.75、52.50、62.50、95.00、250.00、434.00、524.37、682.02、753.07。  
口腔乾燥症、0.12、5.81、25.00、87.50、225.00、458.50、522.39、683.00、712.23、992.00、  
口腔顔面ジスキネジア、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
口腔外科的処置、0.68、0.90、2.50、13.93、205.51、337.30、331.00、435.85、409.70、408.00  
高血圧、0.03、0.40、0.78、1.00、2.50、33.39、75.79、185.58、425.79、719.34  
高血圧、悪性、0.07、0.41、0.78、3.21、88.52、109.69、215.23、505.79、615.58、725.79  
高血圧、ポータル、0.04、0.40、0.78、1.21、52.78、122.85、315.00、487.50、725.79、915.70、  
高血圧症、肺、0.14、0.40、0.78、1.00、2.50、12.33、15.58、52.50、225.79、424.94  
高血糖HN昏睡、0.17、0.18、0.84、7.59、87.32、132.51、345.03、657.50、792.50、925.79、  
高コレステロール血症、0.08、0.41、0.95、2.50、5.50、15.58、187.50、292.50、619.34、815.70  
高コレステロール血症、0.08、0.41、0.95、2.50、5.50、15.58、187.50、292.50、619.34、815.70  
虹彩炎、0.04、0.25、0.87、11.09、7.50、12.71、85.68、132.50、353.50、855.08  
交差感染、0.06、0.23、0.73、0.83、2.75、17.50、62.50、195.95、491.00、769.71  
好酸球増加症 - 筋肉痛、0.02、0.12、0.95、12.33、82.50、152.00、362.02、604.00、713.34、823.58  
好酸球増加症、0.02、0.12、0.95、12.33、82.50、152.00、362.02、604.00、713.34、823.58  
好酸球増加症、熱帯、0.02、0.12、0.95、12.33、82.50、152.00、362.02、604.00、713.34、823.58  
高山病、0.09、10.57、30.42、88.31、109.50、257.68、346.27、344.20、572.00、792.33  
抗糸球体ベース。 M.、0.17,0.95,10.53,2.50,125.09,375.16,525.71,650.00,752.63,923.70、 
高脂血症、家族、0.07、0.23、0.83、12.33、30.00、131.00、253.02、350.00、425.79、826.90  
高脂血症、リポタンパク質、0.07、0.23、0.83、12.33、30.00、131.00、253.02、350.00、425.79、82
6.90  
口臭、0.03、0.12、0.95、2.50、22.50、50.00、126.16、325.29、519.34、682.45  
高シュウ酸尿症、0.03、0.32、0.62、0.80、7.50、2.50、32.50、90.00、322.06、524.94  
甲状腺、リンパ、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
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甲状腺炎（自己免疫）0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
甲状腺炎、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
甲状腺炎、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
甲状腺炎、亜急性、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
甲状腺炎、リンパ腫、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
甲状腺がん、0.13、0.57、32.50、97.50、322.53、434.16、527.00、662.71、749.00、988.90  
甲状腺機能亢進症、0.07、0.46、0.83、7.50、20.00、85.23、313.63、429.70、405.79、535.59、  
甲状腺機能低下症、0.07、0.46、0.83、7.50、20.00、85.23、313.63、405.79、429.70、539.00、  
甲状腺結節、0.14、0.12、0.65、2.50、32.50、97.50、225.11、422.53、707.26、985.90  
甲状腺刺激ホルモン、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915.70  
甲状腺刺激ホルモン分泌、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915.70
不適切  
甲状腺疾患、0.14、13.93、32.50、97.50、157.80、332.41、426.90、571.00、836.00、932.00、  
甲状腺腫、Exophthalmic、0.08、0.35、55.61、119.87,232.25、308.29、455.52、585.37、697.50、82
5.91  
甲状腺ホルモン抵抗性症候群、0.19、15.00、33.00、97.50、157.80、332.41、426.90、571.00、836.0
0、932.00、  
工場中毒、0.13、0.52、1.73、7.25、15.71、35.34、272.51、512.91、775.83、815.38  
口唇炎、0.85、7.50、2.75、12.71、52.50、97.50、419.34、566.41、642.91、930.12  
口唇炎Granulomatosa、神経障害、0.14、0.22、0.70、6.21、102.50、247.50、372.50、505.61、625.
68、956.16フェイシャル  
口唇ヘルペス、0.11、0.55、1.23、5.58、27.50、291.25、293.05、292.00、345.50、824.37  
拘束型心筋症、0.12、0.26、20.00、125.75、375.17、464.93、527.00、662.71、742.00、985.67  
高炭酸ガス血症、0.12、0.35、0.93、7.50、25.00、35.87、87.50、93.50、234.51、523.01  
鉤虫感染、0.11、0.55、1.20、7.50、30.00、57.50、72.50、95.56、133.63、419.31  
好中球減少症、0.06、0.46、0.62、0.97、2.50、22.68、167.51、436.42、558.57、726.16  
好中球性皮膚症、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
交通障害、アミノ酸、0.16、0.55、0.95、5.75、67.25、132.50、237.50、391.50、421.22、515.70  
口蹄疫、0.12、0.55、0.85、72.50、125.75、375.19、477.50、527.00、667.00、752.70、  
後天性免疫症候群、0.15,5.58,22.00,30.00,47.50,360.59,365.00,388.90,434.00,456.11 
喉頭Perichondritis、0.03、0.24、0.62、0.83、183.39、315.62、432.39、691.50、822.54、923.01  
喉頭炎、0.03、0.24、0.60、0.80、11.95、52.71、50.00、197.50、305.61、432.41  
喉頭蓋炎、0.07、0.46、0.60、0.95、11.09、32.50、127.50、395.83、619.34、725.54、  
喉頭がん、0.03、0.87、2.50、17.50、35.15、97.50、434.61、560.00、840.96、985.90  
喉頭狭窄、0.20、0.25、0.75、2.50、3.00、5.58、95.23、175.54、425.69、571.00  
喉頭疾患、0.03、0.24、0.62、0.83、183.39、315.62、432.39、691.50、822.54、923.01  
喉頭腫瘍、0.03、0.87、2.50、17.50、35.15、97.50、434.61、560.00、840.96、985.90  
喉頭神経麻痺、0.08、0.12、15.33、85.00、90.00、357.30、527.00、657.11、833.20、987.23  
喉頭軟化症、0.19、0.52、0.78、0.97、7.50、116.72、205.54、325.00、422.50、925.69  
後頭部トラウマ、0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
後頭部脳ヘルニア、0.13、0.57、0.78、0.97、2.50、87.50、323.98、665.70、822.70、906.07  
喉頭麻痺、0.08、0.12、15.33、85.00、90.00、357.30、527.00、657.11、833.20、987.23  
高度病気、0.09,10.57,30.42,88.31,109.50,257.68,346.27,344.20,572.00,792.33 
口内炎、0.05、0.41、0.80、5.17、42.50、119.34、357.30、527.00、662.71、789.00  
口内炎、アフタ、0.05、0.41、0.80、5.17、42.50、119.34、357.30、527.00、662.71、789.00、  
紅斑、0.03,0.55,0.87,10.72,27.50,127.50,335.58,525.61,826.32,919.55 
紅斑、0.07、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、55.54、124.37、475.36、778.50、  
紅皮症、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、125.31、387.50、682.10、822.06、925.93、  
紅皮症、セザリー、0.18、0.30、2.33、17.50、45.75、375.17、475.00、527.00、662.71、723.01、  
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紅皮症、斑丘疹、0.08、0.37、0.78、0.90、7.52、10.32、140.00、232.50、725.47、925.37  
高ビリルビン血症、遺伝性、0.13、0.52、0.62、9.00、13.61、155.87、362.52、453.02、775.91、925
.58  
高フェニルアラニン血症、非Phenylketonuric、0.07、0.41、0.73、5.85、72.50、135.00、367.50、550
.30、725.34、920.32、  
後腹膜線維症、0.07、0.46、0.65、112.95、295.87、347.50、427.50、695.28、750.00、875.95、  
高プロラクチン血症、0.03、0.52、0.68、0.90、7.50、88.50、151.79、285.00、325.79、819.34  
硬膜下血腫、0.21、0.25、4.57、42.69、112.25、412.50、596.50、643.74、825.52、971.00  
高免疫グロブリンE-
再発性感染症、0.13、0.23、0.70、33.47、288.75、351.00、432.50、601.23、719.01、851.91  
抗リン脂質症候群、0.05,0.73,1.55,13.39,22.50,247.00,391.00,571.00,827.00,937.41、 
声門下狭窄、0.20、0.25、0.75、2.50、3.00、5.58、95.23、175.54、425.69、571.00  
ゴーシェ病、0.05、0.24、0.70、0.95、2.50、7.50、32.50、125.37、319.34、519.34  
コーデン病、0.06、0.26、0.68、9.00、10.89、45.91、125.29、526.16、652.43、750.00  
ゴーリン症候群、0.10、0.57、0.80、7.50、15.00、52.50、95.11、655.20、750.00、923.70、  
コールド、â€œColdとFluâ€0.12、0.55、0.85、7.50、12.50、40.00、120.00、313.35、320.00、615.0
0、 
コールド、コモン、0.12、0.55、0.85、7.50、120.00、315.50、472.50、725.75、850.00、975.98  
股関節プラナ、0.04、0.32、0.70、0.87、5.78、32.50、181.93、621.69、705.54、815.70  
呼吸器過敏症、0.06、0.55、0.70、9.87、74.50、130.00、240.00、490.00、675.29、879.50、  
呼吸器合胞体ウイルス感染、0.04、0.55、0.57、0.87、7.50、50.19、140.00、390.00、624.37、819.3
4、  
呼吸器症候群、重症急性、0.06、0.52、15.17、42.50、125.71、376.29、514.35、682.45、759.83、91
8.50、 
呼吸窮迫症候群、新生児、0.07、0.55、0.65、0.87、7.50、16.02、42.01、190.00、675.29、826.90  
呼吸鎖欠乏、ミトコンドリア、0.16、0.35、0.93、2.50、215.61、355.68、419.34、651.10、723.03、
868.43  
コクサッキーウィルス感染、0.07、0.22、0.62、2.50、360.50、366.10、364.00、475.29、527.00、66
7.00、  
コクシジオイデス症、0.04、0.24、0.65、0.85、2.50、13.06、119.50、695.00、722.70、932.41、  
黒色腫、0.07、0.49、0.70、32.80、102.25、212.75、321.20、545.68、795.61、857.77  
黒色腫、メラニン欠乏、0.15、0.18、1.32、2.51、25.68、212.75、321.20、545.68、795.61、857.77  
苔紅色プラニュス、0.05、0.49、0.62、0.95、10.47,32.71、330.22、402.80、692.10、775.09  
心炎、0.08、0.32、1.73、32.90、67.50、125.23、322.50、539.00、832.59、915.58  
コステロ症候群、0.06、0.32、0.73、0.85、10.89、66.30、185.29、253.04、735.30、957.50、  
骨壊死、0.13、0.22、0.93、5.50、17.50、32.50、72.50、127.00、356.50、624.37  
骨炎Deformans、0.30、0.83、7.50、8.00、22.50、40.00、225.37、475.52、527.00、667.00  
骨炎線維Disseminata、0.13、0.57、0.78、0.90、2.25、144.90、323.72、602.53、918.28  
骨化過剰症、0.12、0.25、0.70、2.50、2.75、10.53、32.50、92.50、356.72、425.58、  
骨化過剰症、皮質、先天0.12、0.25、0.70、1.07、2.75、14.53、32.50、92.50、356.72、425.58、  
骨関節Onychodysplasia、0.07、0.35、0.70、45.00、78.25、114.69、323.00、637.08、845.87、973.5
0  
骨棘（骨スパーズ）、0.10、0.32、52.50、112.33、175.17、475.00、527.00、662.71、742.00、986.2
2  
骨形成不全、0.20、0.12、0.62、112.50、230.89、412.50、615.00、752.50、802.50、925.52  
骨減少症、0.23、0.60、12.00、55.00、96.50、375.11、512.33、655.20、750.00、927.10、  
骨硬化フラジリス、0.05、0.46、0.95、7.50、32.50、50.00、67.50、125.91、319.34、855.82、  
骨疾患、0.23、0.60、12.00、55.00、96.50、375.11、512.33、655.20、750.00、927.10、  
骨疾患、代謝、0.23、0.60、12.00、55.00、96.50、375.11、512.33、655.20、750.00、927.10、  
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骨髄異形成症候群、0.19、0.30、0.80、7.50、27.50、45.58、96.50、315.70、419.34、562.96  
骨髄腫、プラズマセル、0.06、0.35、0.62、0.97、12.50、27.50、142.50、325.87、623.01、815.58  
骨髄増殖性疾患、0.05、0.41、0.60、0.95、5.78、30.00、57.50、97.50、325.87、675.96  
骨髄炎、0.16、0.23、7.73、72.25、105.29、207.00、332.50、547.50、750.00、875.00  
骨折、0.13、0.57、0.78、0.93、32.50、217.50、552.71、743.01、815.91、913.52） 
骨増殖症、脊髄、0.10、0.32、52.50、112.33、175.17、475.00、527.00、662.71、742.00、986.22  
骨粗鬆症、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00、  
骨粗しょう症、外傷後、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00 ,,  
骨粗しょう症、加齢、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00 ,,  
骨粗鬆症、老人、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00 ,,  
骨損失、加齢による、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00、  
骨軟化症、0.10、0.22、0.68、7.25、39.25、125.37、220.91、405.37、593.50、875.52、  
骨盤内炎症性疾患、0.04、0.46、33.01、72.50、117.59、231.90、509.02、645.44、819.34、915.00  
骨盤ホーン症候群、0.07、0.35、0.70、45.00、78.25、114.69、323.00、637.08、845.87、973.50  
骨肥大、0.12、0.25、0.70、2.50、10.53、2.75、32.50、92.50、356.72、425.58、  
鼓膜穿孔、0.06、0.18、0.78、7.50、8.00、55.75、96.50、657.11、749.00、987.23  
鼓膜穿孔、0.06、0.18、0.78、7.50、8.00、55.75、96.50、657.11、749.00、987.23  
鼓膜破裂、0.06、0.18、0.78、7.50、8.00、55.75、96.50、657.11、749.00、987.23  
コミュニケーション障害、0.15、0.23、0.62、0.95、7.50、212.85、455.98、557.50、796.50、891.50
、  
ゴムアレルギー、0.15、0.23、0.65、0.93、7.50、11.09、52.50、172.51、383.50、516.52  
コルネリア・デ・ランゲ症候群、0.07、0.24、0.70、7.50、13.52、45.53、137.50、572.50、715.70、
903.50  
コレステロール塞栓症、0.05、0.57、0.92、2.53、12.34、53.02、78.30、158.30、257.02、410.00  
コレラ、0.13、0.35、0.95、159.22、243.05、451.17、515.19、688.29、712.23、993.41、  
コレラ幼児、0.02、0.52、0.70、0.90、2.50、5.25、15.47、142.50、292.50、821.06  
コロイデレミア、0.20、0.46、17.50、47.50、95.19、357.30、452.59、515.27、683.00、995.38、  
コロナウイルス感染、0.08、0.35、5.75、12.93、63.47、182.50、435.29、562.50、793.50、995.75、  
コロボーマ、0.19、0.18、0.60、12.19、25.15、117.00、395.50、620.00、745.98、997.50、  
混合結合組織、0.08、0.26、57.71、141.45、201.31、331.51、425.88、583.12、674.92、739.61、  
コンジローム尖圭、0.16、0.35、17.50、37.50、210.50、476.50、527.00、665.34、789.00、987.23  
昏睡、0.17、0.18、0.84、8.12、87.32、132.51、345.03、657.50、792.50、925.79  
昏睡、高血糖/モル非ケトン性、0.17、0.18、0.84、7.59、87.32、132.51、345.03、657.50、792.50、
925.79、  
コンゾ、0.13、0.52、1.73、7.25、15.71、35.34、272.51、512.91、775.83、815.38  
コンバージェンス眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
サード神経麻痺、0.13、0.40、0.73、0.83、5.75、7.25、142.50、557.50、792.50、891.00  
細気管支炎、0.05、0.40、0.83、2.50、3.00、73.30、95.03、175.00、275.75、358.57  
細菌感染、グラム（ - ）、0.15,9.23,42.75,183.85,275.29,307.25,435.37,587.50,795.52,901.03 
細菌感染、グラム（+）、0.15,0.92,2.75,13.22,163.00,275.29,307.25,435.37,587.50,795.52 
細菌感染および真菌症、0.05,0.37,0.83,2.50,3.00,73.30,95.75,175.00,269.71,355.08 
細菌性グラム（+）および（ - ）細菌感染Cold＆flu inc。 肺炎 
細菌性髄膜炎、0.12,0.23,0.93,2.50,30.00,155.68,262.10,315.61,527.50,725.37 
再建外科的処置、0.06、0.23、0.73、0.87、105.72、237.25、432.50、526.07、669.71、819.34  
再建外科的処置、化粧品、0.06、0.23、0.73、0.87,105.72、237.25、432.50、526.07、669.71、819.3
4  
最小限の変更病、0.13、0.24、0.75、0.90、213.52、335.58、413.98、635.00、795.22、826.32  
最小の脳機能障害、0.04、0.25、0.46、0.32、0.52、0.75、42.50、87.50、132.41、376.29  
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サイトメガロウイルス感染症、0.07、0.12、0.85、9.50、88.00、141.20、297.50、425.95、675.31、8
27.00  
サイトメガロ封入病、0.07、0.12、0.85、9.50、88.00、141.20、297.50、425.95、675.31、827.00  
細胞腫瘍、0.04,0.32,0.70,0.87,5.25,32.50,60.00,125.68,225.65,275.68 
最良の病気、0.15,0.18,0.80,5.50,33.20,172.30,471.20,557.82,603.44,921.88、 
酒、0.02、0.52、0.73、0.83、2.50、217.50、545.28、697.50、775.75、875.28、  
坐骨神経痛、0.19、0.50、0.70、0.97、14.63、42.50、67.50、196.50、452.93、777.50、  
坐骨神経痛、0.19、0.50、0.70、0.97、14.63、42.50、67.50、196.50、452.93、777.50、  
鎖骨頭蓋異骨症、0.17、0.52、0.62、0.85、20.30、97.50、155.27、562.50、753.20、850.00、  
刺され、0.03、0.55、0.78、7.25、50.00、85.16、97.50、210.50、752.63、925.71  
サシチョウバエフィーバー、0.03、0.25、2.78、35.93、115.71、237.50、495.00、734.25、852.59、9
15.35、  
左室肥大、0.11、0.57、0.95、5.25、20.00、37.50、262.50、593.50、775.79、808.50  
左心症候群、形成不全、0.07、0.18、0.75、0.83、2.50、7.50、150.00、379.93、425.68、932.00  
左心低形成症候群、0.07、0.18、0.75、0.83、2.50、7.50、150.00、379.93、425.68、932.00、  
サラーム発作、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
サラセミア、0.05、0.29、0.65、6.21、7.87、45.00、56.52、135.21、302.16、409.22  
サル、0.12、0.35、0.93、22.50、77.50、150.61、260.00、395.00、597.50、975.68、  
サルコイドーシス、0.07、0.50、37.50、75.56、325.27、475.27、527.00、661.71、742.00、988.90  
サルコイドーシス、肺、0.08、0.35、37.50、115.70、322.06、325.27、175.00、475.19、527.00、83
4.50  
サルモネラ・パラチフス、0.18、0.57、1.85、7.50、329.00、365.05、370.10、368.00、385.00、724.
37  
サルモネラ感染症、0.18、0.57、1.85、7.50、329.00、382.30、386.55。355.00、386.00、390.00 
サルモネラ症、0.18、0.57、1.85、7.50、329.00、382.30、386.55。355.00、386.00、390.00 
サルモネラ腸enteriditis、0.18、0.57、1.85、7.50、329.00、354.00、386.00、380.00、575.28、724.3
7  
サンAnthonys火災、0.07、0.52、0.68、0.90、2.75、5.00、15.36、0.04、325.54、533.63  
酸化的リン酸化欠損、0.16、0.35、0.93、2.50、215.61、355.68、419.34、651.10、723.03、868.43  
三叉神経痛、0.02、0.37、22.50、52.50、90.00、275.00、275.16、310.25、425.11、838.00、  
産褥感染、0.14、0.89、1.92、5.85、52.20、135.50、434.50、525.31、734.25、878.50、  
産褥障害、0.14、0.89、1.92、5.85、67.10、135.50、432.50、525.31、734.25、878.50、  
三尖弁閉鎖症、0.17、32.50、52.50、72.50、95.11、175.75、455.82、518.92、684.81、962.00、  
三尖弁閉鎖症、0.17、32.50、52.50、72.50、95.11、175.75、455.82、518.92、684.81、962.00、  
残存癌、0.61、15.90、52.81、62.71、97.53、248.00、434.50、524.37、601.27、781.09  
残存癌、0.61、15.90、52.81、62.71、97.53、248.00、434.50、524.37、601.27、781.09  
残存腫瘍、0.61、15.90、52.81、62.71、97.53、248.00、434.50、524.37、601.27、781.09  
サンドホフ病、0.17、0.55、0.95、5.15、13.98、137.50、362.50、697.50、775.00、922.53、  
サンパウロ発疹チフス、0.07、0.52、7.57、33.80、282.75、405.75、523.88、667.50、825.28、915.7
0  
サンフィリッポ症候群、0.07、0.35、0.70、5.58、17.25、22.50、150.00、413.02、550.00、719.34  
霰粒腫、0.06、0.32、0.83、12.33、225.17、452.59、518.92、683.00、712.23、993.41、  
痔、0.10、0.57、2.83、12.33、30.00、87.53、196.50、551.03、777.30、866.41  
シアリドーシス、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、652.43、  
ジアルジア症、0.05、0.35、0.60、0.87、2.25、5.29、55.47、97.50、324.37、425.52  
シーソー眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
シーバー病/ Calceneal 
Apophysitis、0.04、0.41、0.73、0.90、65.17、234.25、300.00、479.50、527.00、838.90  
シーハン症候群、0.15、0.26、0.80、5.50、20.00、32.50、45.68、57.50、93.50、92.50、356.72、  
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シェーグレン症候群、0.13、0.40、57.50、92.50、175.19、479.93、527.00、667.00、742.00、988.90  
シェーン・ヘノッホ紫斑病、0.06、0.50、0.60、3.87、212.50、323.00、502.10、690.09、722.92、95
1.00  
歯科/ジョーキャビテーション、0.17、0.37、0.90、2.75、5.12、52.50、90.00、234.25、842.00、937.
41、  
耳介癌、0.08,0.12,0.85,85.03,119.34,350.00,434.33,691.27,759.83,927.10 
耳介細動、0.08,0.73,0.97,5.75,37.50,85.09,96.50,125.16,325.00,377.91 
視覚失認、0.12、5.62、67.50、93.50、222.70、425.00、522.53、689.93、752.63、923.70  
歯科細菌、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、355.08  
歯科疾患、0.17、0.37、0.90、2.75、5.12、52.50、90.00、234.25、842.00、937.41、  
耳下腺炎、流行、0.13、0.30、0.83、2.50、7.50、22.50、142.02、251.02、325.58、471.87  
歯科総合、口腔の健康は、歯周病を含み  
子癇、0.03、0.50、0.85、5.71、7.25、13.98、247.50、450.00、695.83、895.87、  
色覚欠損、0.20、0.46、0.75、8.89、12.71、57.50、301.20、617.50、747.50、891.35、  
色素性乾皮症、0.08、7.50、12.85、40.00、65.16、96.50、175.05、653.69、759.83、923.70、  
子宮筋腫、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
子宮筋腫、子宮、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
子宮筋腫子宮、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
子宮筋腫腫瘍、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
子宮頸部、0.15、0.23、7.50、13.61、96.50、175.00、500.00、682.45、753.07、927.10、の締結  
子宮頸部異形成、0.02、0.24、0.85、37.50、101.32、221.10、419.34、562.91、709.83、976.90  
子宮頸部異形成、0.04、0.40、0.68、5.09、7.50、35.00、96.50、177.16、753.23、985.67  
子宮頸部の痛み、0.08、0.49、0.73、0.80、7.50、142.53、285.02、412.03、528.23、775.56  
子宮頸部の締結、0.15、0.23、7.50、13.61、96.50、175.00、500.00、682.45、753.07、927.10、  
子宮頚無能力、0.04、0.40、0.68、5.09、7.50、37.00、96.50、180.00、792.00、985.67  
糸球体腎炎、0.15、0.24、0.68、0.83、32.50、197.50、332.50、555.37、696.50、875.52、  
子宮脱、0.10、0.42、0.93、5.25、35.00、83.00、178.00、519.34、689.93、931.00  
子宮内膜、0.03、0.25、0.73、12.85、7.50、35.51、62.58、434.35、672.91、924.37、  
子宮内膜がん、0.07、0.18、0.60、14.97、135.71、255.50、421.02、693.50、775.54、878.50、  
子宮内膜症、0.03、0.25、0.73、12.85、7.50、35.51、62.58、125.35、672.91、924.37、  
子宮反転、0.40、0.68、0.83、5.25、7.50、35.09、96.50、175.00、519.34、689.93、  
歯原性腫瘍、0.13、0.52、0.62、13.52、5.87、52.50、72.50、153.67、375.29、453.72  
自己染色体染色体、0.19,0.23,0.97,15.19,63.77,258.23,302.30,452.50,833.00,975.75、 
仕事症候群、0.13、0.23、0.70、33.47、288.75、351.00、432.50、601.23、719.01、851.91  
自己免疫I、多細胞性、 
自己免疫II、多細胞性、 
自己免疫甲状腺炎、0.14,0.25,0.60,2.50,32.50,112.33,319.34,525.71,753.07,900.00 
自己免疫疾患、0.24,5.09,32.50,75.85,95.75,175.00,250.00,456.00,784.00,927.00 
自己免疫性ポリCED、0.05,0.26,0.57,2.50,13.39,85.34,157.50,525.83,757.77,975.34,100.0,100.0、 
脂質異常症、0.07、0.23、0.97、14.03、32.50、72.91、135.34、497.50、675.00、954.37  
四肢麻痺、0.15、0.46、0.95、5.85、62.50、107.50、217.50、496.50、855.72、915.31、  
四肢麻痺、0.15、0.46、0.95、5.85、62.50、107.50、217.50、496.50、855.72、915.31、  
四肢麻痺小児脳性麻痺、0.06、0.32、20.00、85.75、150.00、225.00、222.70、454.50、515.17、687.
62  
歯周病、0.06、0.32、0.73、0.87、12.33、15.00、85.54、150.00、225.36、575.83  
視床疾患、0.02、0.22、25.00、55.75、125.00、229.32、450.00、515.16、712.81、993.41、  
視神経、0.05、0.57、0.60、2.25、5.29、37.50、375.56、475.29、527.00、831.90、  
視神経萎縮症、遺伝性、0.07、0.57、0.60、11.09、75.29、137.50、375.52、456.50、517.50、687.62  
視神経炎、0.07、0.46、0.62、0.97、2.75、132.28、265.00、533.63、657.77、834.25、  
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視神経虚血、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
視神経症、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
視神経症、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
視神経症、虚血、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
視神経乳頭浮腫、0.05、0.40、0.85、2.50、13.98、12.71、95.47、233.91、426.90、571.00、  
視神経乳頭浮腫、0.05、0.40、0.85、2.50、13.98、12.71、95.47、233.91、426.90、571.00、  
ジスキネジア、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93、頬舌、フ

ェイシャル  
ジスキネジア症候群、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
シスタチオニン欠乏病、0.24、0.73、0.83、7.50、30.00、57.50、95.87、97.50、424.94、562.91  
シスチン、0.06、0.32、0.73、0.83、12.33、20.00、85.00、150.00、95.31、122.53  
シスチン、0.23、0.85、10.53、28.21、17.50、41.90、62.50、150.00、326.07、975.31  
ジストニア、0.08、0.50、0.83、11.70、58.87、330.21、417.32、653.02、822.01、971.32  
歯槽膿漏Alveolaris、0.06、0.32、0.73、0.87、12.33、15.00、85.54、150.00、225.36、575.83  
舌、地理、0.03、0.12、0.60、0.93、2.25、217.50、387.50、475.00、575.52、726.90  
舌円形脱毛症Exfoliativa、0.03、0.12、0.60、0.93、2.25、217.50、387.50、475.00、575.52、726.90  
下顎顔面異骨症、0.12、0.55、0.85、5.50、22.50、35.68、70.00、261.11、385.65、705.70  
弛張熱、0.04、0.24、0.57、1.00、12.05、177.71、234.00、591.00、683.16、849.34、  
膝窩嚢胞、0.17、0.35、8.85、57.50、117.50、237.52、357.50、691.02、810.50、915.70、  
シックハウス症候群、0.02、0.77、2.50、3.00、92.50、357.30、425.17、571.00、845.00、937.41、  
実験的肺の炎症、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
失語、失われた、0.14,0.62,0.85,12.85,5.07,453.72,515.09,684.81,712.81,993.41、 
失語、失語、失語、失語、失語、失語、失語、 
失行、0.60、1.00、5.00、247.88、365.80、454.37、515.16、689.41、712.00、997.87ドレッシング、  
失語症、後天性てんかん、0.12,0.23,0.83,5.25,117.00,128.21,162.50,338.06,511.94,631.41 
失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語症、失語

症、 
失語症、名詞、0.52,0.80,7.50,37.50,175.33,275.00,379.93,450.00,519.68,883.00、 
湿疹、0.08、0.41、9.80、87.50、202.50、345.00、607.50、725.83、850.00、924.37  
失調症、健忘症、0.52,0.80,7.50,37.50,175.33,275.00,379.93,450.00,519.68,883.00、 
失認、0.12、5.62、67.50、93.50、222.70、425.00、522.53、689.93、752.63、923.70指  
歯内治療、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、51.30、261.02、491.51、619.34、875.35、  
歯肉炎、0.07、0.12、0.60、0.87、2.25、22.50、187.50、396.50、587.50、696.50  
紫斑Hemorrhagica、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
紫斑病、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
紫斑病、Nonthrombocytopenic、0.06、0.50、0.60、3.87、212.50、323.00、502.10、690.09、722.92
、951.00  
紫斑病、Thrombopenic、0.04、0.50、0.60、9.07、73.50、283.50、502.50、635.00、805.31、975.90  
紫斑病、血小板、0.04、0.50、0.60、9.07、73.50、283.50、502.50、635.00、805.31、975.90  
紫斑病、血栓Thrombopenic、0.05、0.50、1.90、112.87、312.50、405.50、652.50、726.07、802.06
、923.20  
紫斑病、血栓性血小板減少、0.05、0.50、1.90、112.87、312.50、405.50、652.50、726.07、802.06、
923.20  
紫斑病、シェーン・ヘノッホ、0.06、0.50、0.60、3.87、212.50、323.00、502.10、690.09、722.92、
951.00  
耳鼻咽喉疾患、0.17、0.52、0.68、0.83、2.50、127.50、235.37、567.50、792.20、875.47  
ジヒドロプテリジン還元酵素、0.07、0.41、0.73、5.85、72.50、135.00、367.50、550.30、725.34、9
20.32、  
ジフテリア、0.09、0.25、0.78、2.75、12.69、7.50、95.83、334.25、453.72、515.31、  
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自閉症 - 痴呆、0.13,0.23,0.62,9.97,167.50,325.50,422.50,650.00,875.95,919.34、 
自閉症、幼児、0.03,0.25,0.65,0.93,13.52,7.50,95.00,322.53,454.37,517.50、 
自閉症障害、0.03,0.25,0.65,0.93,13.52,7.50,95.00,322.53,454.37,517.50、 
脂肪肝、0.04、0.49、0.78、7.50、8.00、15.43、62.50、325.00、515.70、655.20  
脂肪酸酸化障害、0.02、0.52、0.73、2.25、5.43、45.44、269.71、534.25、682.45、751.87、  
脂肪腫、0.16、0.55、0.85、7.50、32.50、35.67、97.50、375.54、515.70、660.41  
脂肪腫、多形、0.02、0.50、0.87、172.50、207.50、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07、  
脂肪腫症、0.02、0.50、0.87、172.50、207.50、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07、  
脂肪腫瘍、0.02、0.50、0.87、172.50、207.50、315.23、425.62、691.22、735.54、962.07、  
脂肪軟膏、0.16,0.97,27.50,110.25,325.00,476.50,527.00,665.34,749.00,985.67 
シミター症候群、0.08、0.35、5.15、55.75、85.27、92.50、355.72、477.50、527.00、661.71、  
しもやけ、0.16、0.57、0.85、7.50、52.50、122.53、375.19、400.00、564.28、846.96、  
シモンズ病、0.15、0.26、0.80、5.50、20.00、32.50、45.68、57.50、93.50、92.50、356.72、  
シャーガス病、0.03、0.22、2.92、40.00、222.70、477.50、527.00、667.00、721.00、988.90  
ジャーク眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
シャープ症候群、0.08、0.26、57.71、141.45、201.31、331.51、425.88、583.12、674.92、739.61、  
シャイ・ドレーガー症候群、0.07、8.00、13.98、42.50、97.50、325.17、515.70、650.00、750.00、9
27.10、  
シャイエ症候群、0.07、0.35、0.70、5.58、17.25、22.50、150.00、413.02、550.00、719.34  
斜角Anticus症候群、0.02、0.40、7.25、20.00、55.00、92.50、222.70、475.11、527.00、987.23  
弱視、0.05,0.70,2.50,67.50,125.05,322.06,536.42,665.20,752.63,924.37 
ジャクソン発作、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
若年ハンチントン病、0.15、0.23、0.75、3.85、52.25、177.25、400.00、563.19、642.91、976.90  
斜頸、0.18、0.30、5.50、22.50、40.00、96.50、332.41、475.11、667.00、752.70、  
斜視、0.17、0.57、37.50、87.50、90.00、452.59、519.68、684.81、712.23、997.87、  
斜視、Noncomitant、0.12、0.55、0.95、5.25、25.51、42.50、162.52、492.57、675.51、828.53  
斜視、収束、0.12、0.55、0.95、5.25、25.51、42.50、162.52、492.57、675.51、828.53  
斜視、内部、0.12、0.55、0.95、5.25、25.51、42.50、162.52、492.57、675.51、828.53  
斜視、発散、0.15、0.23、12.75、38.85、105.25、217.25、435.36、617.52、791.48、877.91  
ジャックナイフ発作、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
尺骨神経圧迫、0.07、0.32、0.60、0.83、2.25、225.00、476.50、527.00、742.00、987.23  
シャルコー・マリー・ツース病、0.19、1.22、4.33、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435.00
、711.17  
シャルコー関節、0.11、5.33、7.00、15.00、125.00、350.00、425.00、571.00、828.00、932.00、  
シャルル・ボネS、0.10、0.57、1.00、7.50、27.50、37.50、96.50、342.06、515.70、691.27、756.53
、990.50、  
ジャンスキー - 
たBielschowsky病、0.19、0.18、0.70、2.25、5.78、47.50、269.71、450.00、515.56、686.21  
縦隔嚢胞、0.16、0.35、0.93、22.50、130.00、251.23、493.50、555.08、754.37、815.68、  
周期性四肢麻痺、家族、0.05、0.12、0.87、3.21、27.50、62.71、145.47、262.50、392.50、591.00  
充血、0.46、0.95、11.09、65.23、115.79、342.50、431.22、535.58、603.16、805.79  
住血吸虫症、0.13、0.23、0.73、0.85、5.25、137.25、545.75、687.50、895.27、976.29、  
収縮期クリック-
つぶやき症候群、0.04、0.24、49.71、132.85、235.51、321.51、405.62、592.52、654.32、779.50、  
重症急性呼吸器症候群、0.06、0.52、15.17、42.50、125.71、376.29、514.35、682.45、759.83、918.
50、  
重症複合免疫不全、0.07、0.24、35.19、150.00、375.00、477.50、527.00、662.71、749.00、969.67  
収束不全、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
シュードモナス感染、0.06、0.23、8.85、45.25、115.30、215.31、437.50、662.50、825.34、917.03  
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十二指腸潰瘍、0.17、0.18、0.93、2.50、15.00、20.00、45.31、670.00、725.90、825.83  
羞明、0.50、0.57、0.87、12.33、42.50、152.50、287.50、392.31、810.50、901.04、  
絨毛がん、0.13、7.50、35.16、67.50、96.50、275.16、434.16、527.00、663.71、752.70、  
絨毛性腫瘍、0.13、7.50、35.16、67.50、96.50、275.16、434.16、527.00、663.71、752.70、  
宿主病、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、32.50、42.50、190.00、325.37、425.52、移植片対  
縮瞳、Innervational欠陥、0.07、0.50、0.97、9.00、12.33、32.50、142.50、320.00、425.87、525.56  
手根管症候群、0.03、0.65、12.33、30.00、182.23、225.17、534.50、667.00、742.00、986.22  
シュタルガルト病、0.15、0.18、0.80、5.50、33.20、172.30、471.20、557.82、603.44、921.88、  
出血、硬膜下、0.21、0.25、4.57、42.69、112.25、412.50、596.50、643.74、825.52、971.00  
出血、消化管、0.05、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.47、402.53、592.50、7325.37  
出血、頭蓋硬膜外、0.37、0.97、2.50、17.50、71.50、96.50、179.93、224.37、451.22、567.21  
出血、脳、0.04、0.55、0.78、93.50、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
出血、分娩後、0.04、0.55、0.78、162.12、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
出血、眼、0.03、0.23、0.73、0.80、12.69、5.17、32.50、93.50、175.00、526.07  
出血性ショック、0.17、0.35、55.75、60.00、115.70、250.00、524.37、655.20、754.19、919.34  
出血熱、ウイルス、0.03、0.12、0.95、2.50、22.50、51.33、193.50、356.72、426.16、567.70  
シュニッツラー症候群、0.13、0.23、0.75、0.85、5.69、117.25、345.75、587.50、695.27、875.98、  
授乳障害、0.19、0.30、0.62、7.50、8.00、2.50、32.50、55.23、150.00、325.54  
シュプレンゲルの奇形、0.14、0.30、0.95,178.72、375.17、477.50、527.00、667.00、761.85、988.9
0  
シュミット症候群、0.05、0.26、0.57、2.50、13.39、85.34、157.50、525.83、757.77、975.34、  
腫瘍、悪性、（正確な識別のために、がんの下見出しを参照）  
腫瘍、一般的な非悪性、0.10、0.31,0.44、58.00、77.90、126.00、471.68、487.52、507.12、622.31  
腫瘍、乳房、非悪性、0.05、0.37、0.40、57.22、71.10、120.22、471.68、487.52、507.12、622.31  
腫瘍ウイルス感染症、0.07、0.35、25.40、50.00、60.00、150.00、475.11、527.00、667.00、987.23  
腫瘍随伴自律Dysfcn。、0.14、0.49、0.60、0.83、2.25、17.75、81.08、95.47、319.34、533.63  
腫瘍随伴性脳脊髄炎、0.14、0.49、0.60、0.83、2.25、17.75、81.08、95.47、319.34、533.63  
循環虚脱、0.17、0.32、0.95、115.50、210.50、475.19、527.00、667.00、742.00、985.67  
循環血液量減少性ショック、0.17、0.32、0.95、115.50、210.50、475.19、527.00、667.00、742.00、
985.67  
ショイエルマン病、0.05、0.46、0.90、2.50、27.50、132.50、342.50、485.19、550.00、825.71、  
常圧水頭症、0.05、0.37、0.90、12.85、67.50、267.50、555.56、695.87、875.58、943.20  
上衣、0.07、0.18、6.75、40.87、172.69、201.25、421.50、597.50、835.35、923.07、  
上衣、Myxopapillary、0.07、0.18、6.75、40.87、172.69、201.25、421.50、597.50、835.35、923.07
、  
上衣細胞腫、乳頭、0.07、0.18、6.75、40.87、172.69、201.25、421.50、597.50、835.35、923.07、  
障害、0.04、0.50、0.93、2.25、5.29、30.00、142.50、350.00、422.06、775.29を聞いて 
障害、0.07、0.22、0.62、2.75、5.50、40.00、100.00、522.53、682.45、754.19を飲み込みます  
障害、0.18、0.25、5.61、18.50、41.50、126.51、325.81、472.00、538.10、614.01を読みます  
上顆炎、横H.、0.08、7.25、50.00、62.50、93.50、322.53、475.03、527.00、667.00、987.23  
消化管間質腫瘍、0.07、0.52、0.70、0.95、2.50、3.00、125.91、347.50、492.50、675.47  
消化管出血、0.05、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.47、402.53、592.50、7325.37  
消化器癌、0.03、2.12、0.93、2.50、15.69、115.90、434.50、540.0、670.00、790.00  
消化器系疾患、0.73、3.23、55.93、92.50、115.90、417.50、545.31、673.30、796.50、825.00  
消化器手術後、0.03、0.50、0.93、2.50、119.00、417.50、545.31、673.30、796.50、825.00  
消化性潰瘍、0.13、0.49、0.62、9.93、43.39、105.67、232.50、342.52、625.35、975.54、  
消化不良、0.08、0.12、17.85、57.71、122.02、241.40、485.83、597.54、725.38、851.17  
症候群X、狭心症、0.07、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.50、575.61、751.77  
症候群X、心臓、0.07、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.50、575.61、751.77  
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症候乳児痙攣、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
猩紅熱、0.11、0.23、0.85、5.15、15.00、115.27、240.00、462.50、750.00、957.30、  
掌蹠膿疱症、0.05、0.55、1.78、5.97、85.15、117.15、453.20、692.23、824.37、951.00  
条虫感染症、0.10、0.25、0.68、5.75、2.75、7.50、96.50、226.07、475.44、527.00  
条虫感染症、0.24、0.70、40.00、72.50、97.50、336.42、475.19、527.00、662.71、752.70  
小頭、0.08、0.41、0.80、5.25、42.50、117.50、272.50、395.68、725.00、956.50  
情動精神病、バイポーラ、0.16,0.80,7.50,30.00,67.50,125.00,352.93,563.19,642.91,930.12 
小痘瘡、0.08、0.35、5.50、35.17、62.50、93.50、225.00、496.01、682.45、753.07  
小児の脊髄性筋萎縮症、0.18、0.32、25.00、52.50、134.25、175.75、426.90、571.00、843.00、937.
41、  
小脳性運動失調、0.10、0.83、10.89、2.50、52.50、87.50、95.19、214.35、552.59、719.68、  
小脳ディスメトリア、0.10、0.83、10.89、2.50、52.50、87.50、95.19、214.35、552.59、719.68、  
上皮、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
上皮、基底細胞、0.08、0.12、0.85、5.16、20.00、40.00、85.00、97.50、355.72、434.50、515.00、  
消費凝固障害、0.13、0.72、0.92、9.50、128.00、302.50、432.50、597.50、773.91、901.17、  
上皮新生物、悪性、0.13、0.23、0.73、0.83、5.12、7.25、32.50、90.00、175.75、434.53、  
静脈炎、0.05、0.37、0.87、2.25、33.50、75.85、105.83、275.54、475.35、857.77  
静脈不全、0.12、0.65、13.98、87.50、96.50、222.53、325.00、475.16、749.00、986.22  
静脈瘤、0.14、0.25、0.85、5.25、7.25、325.00、587.50、745.31、815.90、927.00、  
静脈瘤、0.18、0.55、0.85、12.85、15.00、47.50、97.50、376.29、425.09、571.00、  
上腕神経叢障害、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12  
褥瘡、0.18、0.62、0.93、12.76、47.23、187.50、271.50、571.34、622.53、864.00、  
褥瘡潰瘍、0.18、0.62、0.93、12.76、47.23、187.50、271.50、571.34、622.53、864.00、  
食中毒、0.12、0.23、0.83、5.50、12.71、83.93、192.50、475.44、624.37、882.45  
食道、バレット、0.13、0.23、0.62、9.97、167.50、325.50、422.50、650.00、875.95、919.34、  
食道アカラシア、0.22、0.65、0.83、7.50、120.00、357.50、425.36、651.00、754.37、819.68  
食道炎、0.11、0.57、1.09、7.50、30.00、37.50、225.54、410.50、719.34、865.36、  
食道逆流、0.23、0.62、0.97、7.50、5.50、13.93、45.37、95.47、376.29、422.53  
食道疾患、0.22、0.65、0.83、7.50、30.00、57.50、225.54、410.50、719.34、865.36、  
食道閉鎖症、0.22、0.75、0.85、10.89、32.50、62.03、225.54、410.50、719.34、865.36、  
食道裂孔ヘルニア、0.04、0.30、0.62、51.25、117.25、245.56、367.50、625.22、816.72、905.00  
女性化乳房、0.19、0.23、0.95、2.25、112.50、227.50、252.20、322.50、421.00、826.32、  
ジョセフ病、0.14、0.25、0.87、7.50、8.00、13.93、85.68、225.23、475.68、527.00  
触覚失認、0.12、5.62、67.50、93.50、222.70、425.00、522.53、689.93、752.63、923.70  
ショック、0.17、0.32、0.95、115.50、210.50、475.19、527.00、667.00、742.00、985.67  
ショック、アナフィラキシー、0.14、0.75、2.50、65.00、87.30、236.42、400.00、561.93、714.82、
978.05  
ショック、内毒素、0.18、0.22、55.00、62.50、132.41、210.50、475.17、527.00、667.00、749.00、  
ショック、出血性、0.17、0.35、55.75、60.00、115.70、250.00、524.37、655.20、754.19、919.34  
ショック、敗血症、0.18、0.22、55.00、62.50、132.41、210.50、475.17、527.00、667.00、749.00、  
ジョックかゆみ、0.02、0.75、2.62、5.95、8.50、125.69、262.50、592.50、758.57、823.44  
徐脈、0.24、0.70、2.75、17.50、57.50、92.50、322.06、567.70、640.00、980.00  
徐脈性不整脈、0.24、0.70、2.75、17.50、57.50、92.50、322.06、567.70、640.00、980.00  
ショルダーハンド症候群、0.09、0.52、0.65、0.93、5.71、87.50、255.31、525.29、675.31、878.50  
シラミ、0.03、0.41、0.62、0.93、7.50、13.93、85.54、96.50、327.81、405.23  
シラミの蔓延、0.03、0.41、0.62、0.93、7.50、13.93、85.54、96.50、327.81、405.23  
自律神経系、0.05,0.37,0.83,2.75,3.00,70.00,95.09,175.16,275.00,357.30 
自律神経障害、家族、0.14、0.25、0.85、5.25、7.25、325.00、587.50、745.31、815.90、927.00、  
自律神経不全、0.07,8.00,13.98,42.50,97.50,325.17,515.70,650.00,750.00,927.10、 
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ジル・ド・ラ・トゥレット、0.16、0.23、12.85、55.75、125.00、210.50、479.93、593.20、761.85、
987.23  
シルクロード病、0.11、0.55、0.85、16.20、47.50、376.29、476.50、527.00、667.00、742.00  
シルダーアディソンコンプレックス、0.19、0.75、0.90、5.16、30.00、229.32、434.25、564.28、714
.82、978.05  
シルダー病、0.25、0.78、0.93、10.89、7.50、95.90、322.53、415.70、562.91、742.06、  
腎盂腎炎、0.05、0.35、0.75、0.93、5.25、7.50、442.50、793.50、875.69、951.17、  
腎盂腎炎、急性壊死、0.05、0.35、0.75、0.93、5.25、7.50、442.50、793.50、875.69、951.17、  
腎炎、遺伝性、0.03、0.37、0.78、0.90、7.50、10.72、40.00、157.50、392.50、575.56  
腎炎、家族、0.03、0.37、0.78、0.90、7.50、10.72、40.00、157.50、392.50、575.56  
人格障害、依存、0.17、0.22、0.72、125.88、236.71、336.00、421.04、571.67、681.51、702.03、  
人格障害、境界、0.17、0.22、0.72、125.88、236.71、336.00、421.04、571.67、681.51、702.03、  
心気症、0.03、0.50、0.85、7.50、8.00、127.50、235.58、525.79、725.00、825.79  
心筋炎、0.08、0.32、1.73、32.90、67.50、125.23、322.50、539.00、832.59、915.58  
心筋虚血、0.08、0.35、0.62、0.97、12.50、117.50、345.23、567.50、625.87、775.58  
心筋梗塞、0.19、0.37、0.78、0.90、7.50、121.72、340.00、457.50、592.50、775.58  
真菌疾患、0.17、0.22、0.93、2.75、27.50、132.50、255.58、475.85、724.94、825.87  
心筋症、拡張型心筋、0.12、0.25、20.00、125.16、377.91、414.17、515.17、683.00、712.00、993.4
1、  
心筋症、肥大、0.13、0.26、20.00、125.00、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、992.00、  
心筋症、肥大閉塞性、0.13、0.26、20.00、125.00、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、992.0
0、  
心筋症うっ血、0.12、0.25、20.00、125.16、377.91、414.17、515.17、683.00、712.00、993.41、  
神経Entrapments、0.02、0.24、0.85、2.50、5.25、72.50、196.50、375.91、456.72、880.00  
神経圧迫症候群、0.02、0.24、0.85、2.50、5.25、72.50、196.50、375.91、456.72、880.00  
神経炎、前庭、0.03、0.18、0.65、0.93、10.89、5.50、93.50、210.50、424.37、978.05  
神経炎、腕神経叢、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12  
神経芽細胞腫、0.04、0.18、0.78、2.50、7.50、55.91、87.50、96.50、325.87、523.01  
神経芽細胞腫、網膜、0.55、0.68、0.87、7.50、13.61、40.00、90.00、375.95、575.31、827.00、  
神経下垂症、0.37、0.97、2.75、15.03、71.50、196.50、275.87、419.34、612.74、858.57  
神経管欠損、0.03、0.24、0.85、2.50、5.87、85.00、96.50、175.87、357.77、452.59  
神経系疾患、0.04、0.25、0.65、0.93、2.75、7.50、96.50、326.16、475.56、527.00  
神経系疾患、0.05、0.37、0.83、2.75、3.00、70.00、95.09、175.16、275.00、357.30  
神経血管症候群、胸郭出口、0.02、0.40、7.25、20.00、55.00、92.50、222.70、475.11、527.00、987
.23  
神経膠芽腫、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.37、342.06、  
神経膠腫、網膜、0.55、0.68、0.87、7.50、13.61、40.00、90.00、375.95、575.31、827.00、  
神経細胞障害ゴーシェ病、0.05、0.24、0.70、0.95、2.50、7.50、32.50、125.37、319.34、519.34  
神経弛緩薬悪性症候群、0.08、0.41、0.80、5.75、5.50、122.50、287.50、319.34、472.29、678.51  
神経弛緩薬悪性症候群、神経遮断薬誘発、0.08、0.41、0.80、5.75、5.50、122.50、287.50、319.34、
472.29、678.51  
神経遮断薬誘発神経弛緩薬悪性症候群、0.08、0.41、0.80、5.75、5.50、122.50、287.50、319.34、47
2.29、678.51  
神経腫、アコースティック、0.05、0.35、0.62、0.97、2.50、7.50、122.50、307.50、425.52、624.37  
神経症、うつ病、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
神経症、強迫-
Compulsve、0.19、0.75、1.42、5.25、25.51、42.57、162.21、492.83、671.51、808.53  
神経症、恐怖、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
神経症、心気、0.03、0.50、0.85、7.50、8.00、127.50、235.58、525.79、725.00、825.79  
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神経症、心的外傷後、0.14、0.68、2.50、60.00、122.53、300.00、496.01、655.20、750.00、912.33  
神経症、戦争、0.11、0.24、0.70、0.97、112.75、217.50、435.27、657.50、895.00、925.27、  
神経症、不安、0.08、0.62、0.87、5.81、225.00。423.07、572.00、727.33、841.12、903.91 
神経障害、0.04、0.25、0.65、0.93、2.75、7.50、96.50、326.16、475.56、527.00  
神経障害、遺伝性運動感覚、0.04、0.41、0.62、0.97、7.50、20.00、87.50、342.06、635.31、834.45
、  
神経障害、遺伝性運動感覚、タイプIV、0.04、0.41、0.62、0.97、7.50、20.00、87.50、342.06、635.3
1、834.45、  
神経障害、頭蓋、0.06、0.26、0.95、5.15、27.25、42.50、95.95、427.50、607.00、862.02、  
神経鞘腫、0.03、0.35、0.70、2.78、7.25、12.50、42.02、175.87、434.00、658.81  
神経鞘腫、0.03、0.35、0.70、2.78、7.25、12.50、42.02、175.87、434.00、658.81  
神経鞘腫、0.03、0.35、0.70、2.78、7.25、12.50、42.02、175.87、434.00、658.81  
神経鞘腫、アコースティック、0.05、0.35、0.62、0.97、2.50、7.50、122.50、307.50、425.52、624.
37  
神経鞘腫、前庭、0.05、0.35、0.62、0.97、2.50、7.50、122.50、307.50、425.52、624.37  
神経筋疾患、0.04、0.35、6.79、52.25、115.78、234.25、342.12、472.50、551.22、657.71  
神経セロイド-
Lipofuscinoses、0.19、0.18、0.70、2.25、5.78、47.50、269.71、450.00、515.56、686.21  
神経線維腫症、0.17、0.35、0.83、7.50、115.29、347.50、487.50、592.50、675.91、775.56  
神経痛、0.08、0.25、0.65、2.50、8.00、77.50、196.50、315.70、524.94、660.41、  
神経痛、筋萎縮性側索、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.
12  
神経痛、坐骨、0.19、0.50、0.70、0.97、14.63、42.50、67.50、196.50、452.93、777.50、  
神経痛、糖尿病、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
神経痛、膝状、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
神経痛性筋萎縮症、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12  
神経内分泌腫瘍、0.11、0.49、5.57、62.75、145.18、246.71、361.03、435.29、693.50、787.00  
神経膠芽細胞腫、網膜、0.55、0.68、0.87、7.50、13.61、40.00、90.00、375.95、575.31、827.00、  
神経の痛み、0.08、0.25、0.65、2.50、8.00、77.50、196.50、315.70、524.94、660.41、  
神経嚢虫、0.13、0.52、0.73、13.61、125.29、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
心血管疾患、0.13、5.69、7.25、32.50、90.00、175.00、414.33、561.93、642.91、978.85  
腎結石、0.04、0.18、0.70、0.85、5.78、32.50、60.00、125.23、95.67、150.00、  
進行性核上性眼筋麻痺、0.18、0.22、3.52、17.81、57.63、291.11、522.80、608.11、771.42、795.02  
進行性筋萎縮症、0.19、1.22、3.72、17.25、63.21、119.42、293.24、403.03、435.00、711.17  
進行性頭蓋内閉塞Arteropathy、0.04、0.25、0.65、0.93、2.50、7.50、96.50、324.94、475.87、527.0
0  
心室異形成、右、催不整脈、0.05、0.40、0.85、2.75、5.00、55.16、269.71、555.30、707.00、825.5
0  
腎疾患、0.07、0.18、0.57、7.50、13.61、122.50、211.00、305.85、452.20、591.43  
腎疾患、末期、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
心室細動、0.14、0.57、7.25、32.50、42.50、90.00、275.09、410.25、642.06、978.05  
人獣共通感染症、0.17、0.52、2.75、17.50、45.16、72.50、122.53、175.00、475.05、527.00、  
真珠腫、中耳、0.12、0.23、0.97、5.25、32.50、475.19、527.00、661.71、742.00、988.90  
腎性くる病、0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、592.50、602.59、953.72  
新生物（新生物のためのすべての個々のリストがCANCERの下に表示されます）  
腎性骨ジストロフィー、0.04、0.55、0.78、0.97、5.87、57.05、152.03、592.50、602.59、953.72、  
振戦、0.40、0.60、0.85、5.09、7.25、92.50、175.00、476.50、527.00、663.71、  
振戦、0.40、0.60、0.85、5.09、7.25、92.50、175.00、476.50、527.00、663.71を、休止  
心臓カテーテル、0.11、0.57、0.80、1.52、15.29、52.50、62.50、196.50、412.50、673.11  
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腎臓結石、0.04、0.18、0.70、0.85、5.78、32.50、60.00、125.23、95.67、150.00、  
腎臓結石、0.04、0.18、0.70、0.85、5.78、32.50、60.00、125.23、95.67、150.00、  
心臓疾患、虚血性、0.08、0.35、0.62、0.97、12.50、117.50、345.23、567.50、625.87、775.58  
心臓シンドロームX、0.07、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.50、575.61、751.77  
心臓中隔欠損、0.14、0.22、0.65、5.29、7.85、51.02、167.50、324.37、551.03、725.52  
腎臓透析、0.06、0.50、0.87、12.85、27.50、141.59、301.23、453.02、783.40、825.03  
腎臓尿細管壊死、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
心臓の欠陥、先天性、0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.51、167.53、326.16、569.71、719.34、  
心臓病＆COPD総合  
腎臓病、嚢胞、0.07、0.18、0.62、7.50、12.11、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
心臓ブロック、0.07、0.22、0.70、2.75、7.25、50.00、67.50、115.70、356.72、475.52  
心臓弁疾患、0.11、0.22、0.73、3.75、7.05、51.27、137.50、236.42、472.29、851.17  
身体化障害、0.07、0.57、23.10、50.00、375.19、477.50、527.00、667.00、753.23、986.22  
身体障害、0.18、0.25、5.61、18.50、41.50、126.51、325.81、472.00、538.10、614.01を読みます  
身体表現性障害、0.07、0.57、23.10、50.00、375.19、477.50、527.00、667.00、753.23、986.22  
心タンポナーデ、0.03、0.18、5.50、20.00、93.50、175.75、394.50、527.00、667.00、749.00  
腎動脈狭窄、0.07、0.55、0.85、7.58、132.60、347.50、472.50、597.50、775.95、925.31  
腎動脈閉塞、0.07、0.55、0.85、7.58、132.60、347.50、472.50、597.50、775.95、925.31、  
心内膜炎、細菌、0.13、0.57、0.78、12.27、68.29、135.25、272.72、425.53、733.91、836.42、  
心嚢液貯留、0.19、0.50、0.57、1.47、19.52、122.50、352.50、487.50、695.35、833.91  
真皮エラスティカ、0.15、0.18、0.93、2.75、125.34、246.20、405.00、731.50、826.50、921.34  
心肥大、0.13、0.26、23.80、135.60、390.00、404.37、515.16、687.62、712.81、992.00、  
心肥大、0.13、0.26、23.80、135.60、390.00、404.37、515.16、687.62、712.81、992.00、  
深部静脈血栓症、0.14、0.49、0.73、0.95、7.50、2.50、20.00、112.33、376.29、534.25、  
心不全、0.14、0.22、0.75、5.29、7.25、50.00、167.50、334.25、425.00、805.29、  
心不全、0.14、0.22、0.75、5.29、7.25、50.00、167.50、334.25、425.00、805.29、  
腎不全、急性、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
腎不全、急性、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
腎不全、末期、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
腎不全、慢性、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
腎不全、慢性、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93、752.05  
心房細動、0.08,0.73,0.97,5.75,37.50,85.09,96.50,125.16,325.00,377.91 
心膜炎、0.08、0.35、0.75、12.93、50.59、197.50、482.21、762.20、891.51、923.79  
心膜タンポナーデ、0.03、0.18、5.50、20.00、93.50、175.75、394.50、527.00、667.00、749.00  
心膜嚢胞、0.16、0.35、0.93、22.50、130.00、251.23、493.50、555.08、754.37、815.68、  
蕁麻疹、0.07、0.49、0.60、0.93、2.25、5.81、13.93、95.09、375.00、525.71  
蕁麻疹、0.07、0.49、0.60、0.93、2.25、5.81、13.93、95.09、375.00、525.71  
腎芽、0.02、0.49、0.78、7.50、2.50、20.00、62.50、322.06、425.71、568.43、  
膵炎、0.03、0.52、0.68、2.75、7.50、55.91、324.37、519.34、653.69、756.53  
膵外分泌不全、0.10、0.50、0.68、5.95、35.71、87.50、137.50、357.50、596.50、742.06  
髄芽腫、0.14、0.22、0.72、2.58、193.11、247.59、385.21、521.68、657.30、729.34  
髄芽腫、線維形成、0.14、0.22、0.72、2.58、193.11、247.59、385.21、521.68、657.30、729.34  
膵機能不全、0.10、0.50、0.68、5.95、35.71、87.50、137.50、357.50、596.50、742.06  
水腫、0.07、0.23、8.97、77.50、132.50、232.50、431.87、602.53、775.30、852.72  
水晶体後線維増殖、0.16、0.57、0.78、0.95、8.50、95.69、217.52、491.00、524.37、892.41  
水腎症、0.20、0.25、0.75、2.53、3.40、5.58、95.87、175.91、425.87、571.40  
膵臓癌、0.06、0.50、47.50、150.00、219.34、225.15、210.50、434.50、515.16、688.29、  
膵臓疾患、0.08、0.40、0.83、5.47、105.00、215.47、417.50、631.00、801.91、931.22  
垂直方向の眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
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水痘、0.04、0.12、57.50、92.50、332.41、225.17、454.50、517.50、689.41、712.81  
水痘、0.04、0.12、57.50、92.50、332.41、225.17、454.50、517.50、689.41、712.81  
水頭症、0.07、0.37、0.87、7.50、8.00、67.50、195.87、427.02、573.82、854.00  
水頭症、0.07、0.37、0.87、7.50、8.00、67.50、195.87、427.02、573.82、854.00通信  
水頭症、通常、0.05、0.37、0.90、12.85、67.50、267.50、555.56、695.87、875.58、943.20  
随伴症候群、0.14、0.49、0.60、0.83、2.25、17.75、81.08、95.47、319.34、533.63  
水平方向の眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
水疱、0.11、0.55、1.23、5.58、27.50、291.25、293.05、292.00、345.50、824.37  
スイマーのかゆみ、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、125.31、387.50、682.10、822.06、925.93、  
髄膜炎、ウイルス、0.12、0.25、0.93、2.75、30.00、155.68、262.10、315.61、527.50、725.37  
髄膜炎、細菌、0.12、0.23、0.93、2.50、30.00、155.68、262.10、315.61、527.50、725.37  
髄膜腫、0.10、0.41、0.87、5.50、130.00、255.61、362.00、492.68、597.50、654.37  
髄膜脳炎、ヘルペス、0.05、0.97、5.83、7.50、12.33、113.23、425.00、571.00、865.83、937.41、  
髄膜ペスト、0.05、0.26、0.57、2.50、12.85、35.34、57.50、96.50、322.06、475.87  
睡眠時無呼吸、中央、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07
、  
睡眠障害、0.13、0.40、0.62、42.50、57.50、92.50、175.00、475.17、527.00、667.00、  
睡眠障害呼吸,, 0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07  
スウィート症候群、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
頭蓋咽頭腫、0.15、1.35、16.75、81.93、118.85、282.50、315.95、523.50、775.29、954.50、  
頭蓋咽頭腫、Adamantinous、0.15、1.35、16.75、81.93、118.85、282.50、315.95、523.50、775.29
、954.50、  
頭蓋咽頭腫、乳頭、0.15、1.35、16.75、81.93、118.85、282.50、315.95、523.50、775.29、954.50、  
頭蓋顔面異骨症、0.09、3.50、12.68、51.89、110.30、292.50、452.50、695.75、825.29、953.72、  
頭蓋硬膜外血腫、0.37、0.97、2.50、17.50、71.50、96.50、179.93、224.37、451.22、567.21  
頭蓋神経障害、0.06、0.26、0.95、5.15、27.25、42.50、95.95、427.50、607.00、862.02、  
頭蓋動脈炎、0.13、0.23、0.75、0.80、5.25、7.25、35.00、95.47、226.32、422.53  
頭蓋内血管障害、0.08、0.25、0.70、0.85、7.50、17.50、185.75、350.00、425.17、510.50、  
頭蓋内血管攣縮、0.19、0.26、0.57、7.50、12.69、35.33、322.06、425.71、564.28、930.12  
頭蓋内動脈瘤、0.08、0.24、0.57、7.50、10.72、36.21、142.50、321.00、415.70、775.68  
頭蓋内の中枢神経系障害、0.04、0.20、0.65、85.75、90.00、375.11、497.61、689.93、753.07、983.
22  
スキンâ€「コラーゲンビル、0.19、0.37、7.25、45.75、120.50、424.00、467.00、493.10、750.00、9
22.53 
スキンâ€「瘢痕組織の治癒、0.19、0.37、7.25、45.75、120.50、401.00、409.31、552.20、750.00、9
22.53 
スクラブ発疹チフス、0.02、0.32、0.62、0.97、12.69、112.50、265.75、425.71、745.19、935.70、  
筋けいれん、0.06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19、  
筋ジストニア、0.08、0.50、0.83、11.70、58.87、330.21、417.32、653.02、822.01、971.32  
スタージ・ウェーバー症候群、0.40、0.95、72.50、124.37、97.50、269.71、476.50、527.00、667.00
、729.06、  
スタイン・レーベンタール症候群、0.04、0.50、0.97、2.75、12.85、20.00、37.50、122.53、325.87
、840.02  
頭痛、0.16、0.55、0.95、7.50、22.50、42.50、96.50、275.52、515.70、650.00  
頭痛、片頭痛、0.15、0.18、2.32、63.75、72.30、132.20、220.30、587.30、722.52、915.20  
スティーブンス・ジョンソン症候群、0.19、7.50、8.00、55.75、225.00、477.50、527.00、662.71、7
42.00、985.67  
スティーリー・髪症候群、0.17、0.42、18.81、89.10、115.18、220.05、375.00、532.51、615.20、71
3.87  
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スティール - リチャードソン - 
オルゼウスキー、0.18、0.22、3.52、17.81、57.63、291.11、522.80、608.11、771.42、795.02  
スティックラー症候群、0.46、2.50、30.00、57.50、95.17、325.71、524.37、691.27、753.07、927.1
0、  
スティッフ・パーソン症候群、0.14、0.95、5.75、12.71、45.00、125.17、250.00、479.93、749.00、
986.22  
スティッフマン症候群、0.14、0.95、5.75、12.71、45.00、125.17、250.00、479.93、749.00、986.22  
ステータスDysraphicus、0.32、0.80、7.50、25.16、52.50、255.93、522.53、691.27、753.07、912.3
3  
ステータスLymphaticus、0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、35.67、87.50、93.50、234.25、527.81  
ステータスMarmoratus、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
ステータスMigrainosus、0.15、0.18、2.32、63.75、72.30、132.20、220.30、587.30、722.52、915.2
0  
ストーマ、0.05、0.40、0.73、0.90、5.91、27.00、210.71、341.50、546.50、875.47、  
ストリー症候群、0.07、0.18、5.62、37.50、100.00、275.16、525.71、655.20、750.00、926.70、  
ストレージプール欠乏、0.11、0.49、0.78、12.50、63.00、102.50、402.50、651.20、821.52、924.37  
ストレス（一般）、0.14、0.68、2.50、62.42、122.53、300.00、496.01、655.20、755.00、805.12  
ストレス障害、心的外傷後、0.14、0.68、2.50、60.00、122.53、300.00、496.01、655.20、750.00、9
12.33  
スネドン症候群、0.04、0.35、0.70、60.00、150.00、322.53、479.50、527.00、662.71、749.00、  
スネドン-
チャンピオンシン。、0.04、0.35、0.70、60.00、150.00、322.53、479.50、527.00、662.71、749.00
、  
スプルー、セリアック、0.12、0.55、0.85、2.50、20.00、47.50、72.50、125.17、379.93、475.19、  
すべての糖尿病総合、タイプ1＆2、+発症  
スミス・マゲニス症候群、0.95、2.25、32.50、67.50、97.50、322.06、375.17、497.61、653.69、750
.00  
スミス・レムリ・オピッツ症候群、0.08、0.35、5.50、35.19、72.50、93.50、342.06、524.37、655.2
0、754.19  
スローウイルス疾患、0.19、0.37、0.75、45.19、65.00、96.50、225.75、514.35、652.43、759.83、  
性核上麻痺、プログレッシブ、0.18、0.22、3.52、17.81、57.63、291.11、522.80、608.11、771.42、
795.02  
性感染症、細菌、0.04、0.41、17.50、65.19、222.53、315.50、477.50、527.00、667.00、752.70、  
性交疼痛症、0.15、0.18、0.93、2.75、137.53、263.02、402.50、571.15、796.53、825.34、  
精索静脈瘤、0.19、0.57、5.91、52.50、95.00、210.25、400.00、568.43、642.91、978.05  
精索捻転、0.07、0.46、0.83、2.50、150.00、225.75、475.16、667.00、742.00、985.67  
脆弱X症候群、0.23、0.62、0.95、7.50、5.50、33.98、145.43、295.30、375.43、522.53  
成熟発症糖尿病、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
生殖器疾患、女性、0.08、0.35、0.60、0.87、2.25、5.00、55.47、172.50、397.50、796.50  
生殖器疾患、男性、0.08、0.35、0.60、0.87、2.25、5.00、55.47、329.88、401.22、721.50  
精神病、0.57、0.68、0.87、2.50、5.71、32.50、92.50、322.53、519.34、653.69  
精神病、躁鬱病、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
精神病、短期反応、0.57、0.68、0.87、2.50、5.71、32.50、92.50、322.53、519.34、653.69  
精神病性障害、0.57、0.68、0.87、2.50、5.71、32.50、92.50、322.53、519.34、653.69  
性腺機能低下症、0.10、0.50、0.78、0.85、5.58、67.50、137.50、285.79、495.80、726.00  
性腺疾患、0.37、0.95、2.50、7.50、67.50、96.50、375.52、475.91、525.91、801.29  
性腺発育不全、45、X、0.07、0.57、0.73、2.50、50.00、150.00、475.00、527.00、663.71、776.50  
性腺発育不全、XO、0.07、0.57、0.73、2.50、50.00、150.00、475.00、527.00、663.71、776.50  
精巣がん、0.04、0.55、7.25、50.00、97.50、222.70、434.59、517.50、687.62、712.00  
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精巣がん、0.04、0.55、7.25、50.00、97.50、222.70、434.59、517.50、687.62、712.00  
精巣疾患、0.12、0.40、0.90、5.12、20.00、119.34、175.00、475.75、527.00、987.23  
精巣上体炎、0.02、0.12、0.95、13.61、52.50、150.00、463.04、633.25、723.53、855.35  
精巣女性化、0.06、7.50、67.50、95.00、376.29、475.05、527.00、665.34、761.85、987.23  
精巣捻転症、0.07、0.46、0.83、2.50、150.00、225.75、475.16、667.00、742.00、985.67  
性側索硬化症、0.19、0.57、1.12、7.50、27.50、42.50、96.50、325.43、415.70、562.91  
声帯麻痺、0.08、0.12、15.33、85.00、90.00、357.30、527.00、657.11、833.20、987.23  
性的（男性）勃起不全、0.12、0.56、1.76、8.32、40.31、43.89、291.24、581.26、638.19、708.92、  
性的機能不全、心理、0.12、0.58、38.00、53.77、202.00、390.61、502.36、581.26、638.19、708.92
、  
性的障害（一般設定）、0.12、0.56、34.21、53.77、291.24、381.61、502.36、581.26、638.19、708.
92、  
性脳虚血発作、一過、0.17、0.40、0.62、0.85、2.50、25.00、109.32、362.57、621.68、775.67  
性病、細菌、0.04、0.41、17.50、65.19、222.53、315.50、477.50、527.00、667.00、752.70、  
性欲ブースト、0.27、0.56、1.76、9.26、27.05、39.15、93.15、120.07、291.24、708.92、  
生理的ストレス、0.14、0.68、2.50、62.42、122.53、300.00、496.01、655.20、755.00、805.12  
咳、0.07、0.24、0.91、7.50、12.08、145.50、442.00、574.50、797.50、983.50  
赤外線、RD 
V2脳トリートメント、0.05、0.25、0.46、0.32、0.52、0.75、42.00、87.00、132.40、376.00  
赤外線、抗-
Ageing（顔）、0.19、0.38、7.20、45.71、96.00、325.00、519.00、655.00、750.00、922.00  
赤外線RD V2髪の成長、0.17、0.18、0.83、3.33、21.26、76.32、85.52、168.38、627.08、815.03、  
赤外線RD V2傷害、0.16、0.25、0.62、7.32、13.05、35.00、90.00、422.25、515.00、714.82  
脊索腫、0.06、0.49、0.57、12.00、72.50、225.00、475.19、527.00、667.00、752.70  
脊髄炎、0.02、0.46、0.95、2.50、32.50、50.00、150.00、350.00、475.87、527.00 
脊髄炎症、0.02、0.46、0.95、2.50、32.50、50.00、150.00、350.00、475.87、527.00  
脊髄空洞症、0.12、5.12、7.00、32.50、95.75、175.00、522.53、682.02、759.83、900.00  
脊髄骨髄異形成、0.03、0.24、0.85、2.50、5.87、85.00、96.50、175.87、357.77、452.59  
脊髄疾患、0.18、0.32、0.95、7.50、25.75、52.50、425.16、571.00、841.00、932.00、  
脊髄症、0.18、0.32、0.95、7.50、25.75、52.50、425.16、571.00、841.00、932.00、  
脊髄症、炎症、0.02、0.46、0.95、2.50、32.50、50.00、150.00、350.00、475.87、527.00  
脊髄症、外傷性、0.18、0.32、0.95、7.50、25.75、52.50、425.16、571.00、841.00、932.00、  
脊髄小脳失調タイプ3、0.14、0.25、0.87、7.50、8.00、13.93、85.68、225.23、475.68、527.00  
脊髄性筋萎縮症、0.19、1.22、3.72、17.25、63.21、119.42、293.24、403.03、435.00、711.17  
脊髄性筋萎縮症、小児、0.18、0.32、25.00、52.50、134.25、175.75、426.90、571.00、843.00、937.
41、  
脊髄性筋萎縮症、少年、0.18、0.32、25.00、52.50、134.25、175.75、426.90、571.00、843.00、937.
41、  
脊髄損傷、0.18、0.32、0.95、7.50、25.75、52.50、425.16、571.00、841.00、932.00、  
脊柱管狭窄症、0.14、0.32、0.97、7.50、125.71、175.75、512.33、682.02、759.83、927.10、  
脊柱前弯症、0.15、0.23、0.62、0.93、7.50、12.69、52.50、72.50、93.50、96.50  
脊柱側弯症、0.05、0.24、0.60、5.25、62.50、90.00、219.34、422.53、561.93、987.23  
脊椎Ankylopoietica、0.19、0.18、8.00、55.75、322.06、477.50、527.00、662.71、742.00、988.90  
脊椎Dysraphism、0.32、0.80、7.50、25.16、52.50、255.93、522.53、691.27、753.07、912.33  
脊椎炎、強直、0.19、0.18、8.00、55.75、322.06、477.50、527.00、662.71、742.00、988.90  
脊椎疾患、0.18、0.32、0.95、7.50、25.75、52.50、425.16、571.00、841.00、932.00、  
脊椎すべり症、0.46、0.68、32.71、96.50、319.34、428.17、512.33、682.45、753.07、922.53  
脊椎披裂、クローズ、0.18、7.50、25.17、52.50、112.33、175.00、524.37、682.45、753.07、927.10
、  
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脊椎骨増殖症、0.10、0.32、52.50、112.33、175.17、475.00、527.00、662.71、742.00、986.22  
赤痢、0.23、0.97、5.83、7.25、17.50、67.50、234.25、522.53、655.20、751.87、  
赤痢菌・ソンネは、腫瘍、特定の単一周波数の利用<RUN>モード、318.00に侵入します  
赤痢菌うつ病、特定の単一周波数の利用<RUN>モード、394.00  
赤痢菌感染症（GEN）、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、318.00、390.09、394.00、426.22、5
12.81  
セザリー症候群、0.18、0.30、2.33、17.50、45.75、375.17、475.00、527.00、662.71、723.01、  
舌咽神経、0.07、0.57、0.95、2.25、125.25、320.00、437.50、593.50、615.70、824.37  
舌咽神経痛、0.07、0.57、0.95、2.25、125.25、320.00、437.50、593.50、615.70、824.37  
舌炎、良性移動性、0.03、0.12、0.60、0.93、2.25、217.50、387.50、475.00、575.52、726.90  
赤血球ヴェラ、0.14、0.22、0.73、13.02、55.37、121.20、271.01、694.00、715.70、824.37、  
赤血球ポルフィリン症、0.08、0.41、2.83、15.25、67.25、221.01、471.02、597.52、722.30、822.57
、  
接種Lymphoreticulosis、0.03、0.24、0.70、17.50、35.17、97.50、222.70、314.33、560.00、707.26
、  
摂食障害、0.14、0.22、0.62、58.25、215.50、442.01、537.50、617.50、869.71、975.34、  
節足動物 - 保有脳炎、0.15,0.23,0.60,0.95,7.50,150.89,455.34,527.50,896.50,917.20 
節足動物病、0.06,0.85,7.80,25.00,52.50,275.09,4266.90,571.00,829.00,937.41、 
切断、子宮内、0.07,0.18,5.62,37.50,100.00,275.16,525.71,665.20,750.00,9266.70、 
接着、骨盤、0.02,2.50,35.16,67.50,90.00,355.08,419.34,567.70,707.26,930.12 
接着性莢膜炎、0.06,0.23,20.00,68.25,125.75,158.30,357.30,532.41,653.69,759.83、 
セッラ症候群、0.12、9.55、55.85、102.50、192.50、247.50、472.50、525.37、650.00、974.50、空  
セッラ二、0.12、9.55、55.85、102.50、192.50、247.50、472.50、525.37、650.00、974.50、空  
セッラプライマリ、0.12、9.55、55.85、102.50、192.50、247.50、472.50、525.37、650.00、974.50
、空  
背中の痛み、0.14,0.40,7.50,55.00,96.50,376.29,425.09,571.00,833.00,932.00、 
瘻、0.13、0.25、0.62、5.75、17.25、37.30、129.56、345.43、415.70、682.02  
セリアック病、0.12、0.55、0.85、2.50、20.00、47.50、72.50、125.17、379.93、475.19、  
ゼルウィガー様症候群、0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.50、22.50、40.00、125.00、225.71、434.2
5、566.41、709.83、985.90  
ゼルウィガー症候群、0.16、0.57、0.78、0.93、2.75、7.50、22.50、40.00、125.00、225.71、434.25
、566.41、709.83、985.90  
セルクラージュ、頸部、0.15、0.23、7.50、13.61、96.50、175.00、500.00、682.45、753.07、927.10
、  
セレブロシドスルファターゼ欠損症、0.16、0.55、0.85、7.50、32.50、35.54、95.69、376.29、515.7
0、689.93  
セレブロシドリピドーシス症候群、0.05、0.24、0.70、0.95、2.50、7.50、32.50、125.37、319.34、5
19.34  
セロイド・リポフスチン、神経、0.19、0.18、0.70、2.25、5.78、47.50、269.71、450.00、515.56、6
86.21  
セロトニン症候群、0.07、0.78、1.30、21.90、65.19、322.06、479.93、527.00、667.00、742.00、  
線維筋痛症、0.04、0.49、0.78、7.50、118.00、215.43、362.51、422.06、608.41、751.20  
線維腫、Shope、0.07、0.35、25.40、50.00、60.00、150.00、475.11、527.00、667.00、987.23  
線維腫、子宮、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
線維腫症、若年性硝子、0.05、0.23、0.95、10.53、32.51、62.48、145.44、372.50、522.50、792.30  
線維症、0.08、0.55、0.57、7.50、8.00、12.69、140.00、363.02、492.53、912.48、  
線維症、肝、0.11、0.55、0.95、5.50、17.50、37.50、162.50、383.50、421.00、645.25、  
線維筋形成異常、0.02、0.52、0.75、2.75、5.25、47.50、275.00、424.37、560.00、815.96  
繊維性異形成、Polyostotic、0.20、0.46、0.60、2.25、12.85、144.90、323.72、602.53、918.28  
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線維性骨異形成症、0.13、0.57、0.78、0.90、2.25、144.90、323.72、602.53、918.28  
線維嚢胞性乳腺疾患、0.04、0.25、0.97、9.00、73.89、123.20、257.51、302.58、592.49、875.43  
線維嚢胞性乳腺症、0.04、0.25、0.97、9.00、73.89、123.20、257.51、302.58、592.49、875.43  
腺筋症、0.03,0.25,0.73,7.72,7.50,35.51,62.58,125.35,6672.91,924.37、 
腺腫、0.04,5.81,22.50,52.50,224.37,434.00,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,434.00,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、0.12,0.24,0.93,7.50,25.54,35.67,87.50,93.50,215.70,533.69、 
腺腫、一形態、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,436.00,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、基底細胞、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,434.00,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、乳頭状、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,434.00,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、微小嚢胞晶、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,432.50,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫、β細胞、0.04,0.32,0.70,0.87,5.25,32.50,60.00,125.68,225.65,275.68 
腺腫、濾胞性、0.04,5.81,22.50,52.50,92.50,224.37,527.00,667.00,721.00,987.23 
腺腫性ポリープ症コリ、0.04,0.25,0.50,2.50,232.06,422.53,561.93,709.83,842.50,985.90 
線条体黒質変性症、AD、0.14、0.25、0.87、7.50、8.00、13.93、85.68、225.23、475.68、527.00  
染色体5p-症候群、0.16、0.55、9.85、87.50、162.50、212.50、452.50、597.50、650.00、726.07  
染色体異常、0.19、0.23、0.97、15.19、63.77、258.23、302.30、452.50、833.00、975.75、  
染色体異常18、0.13、0.35、0.95、5.50、27.50、47.50、352.93、426.90、571.00、846.00  
染色体障害、0.19、0.23、0.97、15.19、63.77、258.23、302.30、452.50、833.00、975.75、  
全身性エリテマトーデス、0.11、0.49、0.73、2.25、7.50、30.00、270.28、333.91、791.03、905.07  
全身性炎症反応症候群、0.13、0.43、7.00、13.98、132.41、275.75、512.33、650.00、753.07、926.7
0、  
全身発作、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
戦争神経症、0.11、0.24、0.70、0.97、112.75、217.50、435.27、657.50、895.00、925.27、  
喘息、気管支、0.57,0.90,2.50,3.00,27.50,95.75,125.00,150.00,534.20,871.00 
喘息およびアレルギー総合 
喘息特異的、0.57,0.90,2.50,3.00,27.50,95.75,125.00,150.00,534.20,871.00 
蠕虫、0.06、0.49、0.73、1.27、12.33、5.87、112.71、252.50、492.50、675.29  
仙腸関節機能不全、0.11、0.24、0.57、38.83、222.72、317.50、431.20、572.50、695.67、905.62  
疝痛、0.13、0.23、0.62、1.00、7.50、155.98、396.50、415.70、575.27、927.00、  
前庭ニューロン、0.03、0.18、0.65、0.93、10.89、5.50、93.50、210.50、424.37、978.05  
先天性異常、0.04、0.23、0.73、0.83、215.69、347.25、532.50、742.50、896.50、975.98  
先天性欠陥、0.04、0.23、0.73、0.83、215.69、347.25、532.50、742.50、896.50、975.98  
先天性甲状腺機能低下症、0.19、0.52、0.68、9.08、112.83、217.50、335.00、547.50、725.28、925.
00  
先天性疾患、0.04、0.23、0.73、0.83、215.69、347.25、532.50、742.50、896.50、975.98  
先天性水頭症、0.07、0.37、0.87、7.50、8.00、67.50、195.87、427.02、573.82、854.00  
先天性低換気症候群、中央、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、7
53.07  
先天性ファイバタイプ不均衡、0.05、0.41、0.83、105.21、220.50、347.25、532.50、742.50、896.50
、975.98  
セントAnthonys火災、0.07、0.52、0.68、0.90、2.75、5.00、15.36、0.04、325.54、533.63  
戦闘障害、0.11、0.24、0.70、0.97、112.75、217.50、435.27、657.50、895.00、925.27、  
前頭側頭葉デゲン、0.06、0.26、0.65、5.15、7.00、42.50、92.50、475.95、527.00、661.71、  
前頭部外傷、0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
前頭葉脳ヘルニア、0.13、0.57、0.78、0.97、2.50、87.50、323.98、665.70、822.70、906.07  
前突症、0.08、0.24、0.92、1.80、2.25、127.50、255.31、693.20、893.50、926.07、  
腺熱、0.08、0.35、0.60、0.80、212.03、305.21、451.27、565.61、690.00、826.32  
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全脳炎、亜急性硬化性、0.05、1.52、5.69、55.15、375.03、479.93、527.00、662.71、789.00、987.2
3  
全前脳症、0.08、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、55.91、119.34、393.50、536.42  
喘鳴、0.03、0.46、0.83、37.50、62.50、150.00、225.75、519.34、652.43、927.10、  
旋毛虫症、0.10、0.52、0.87、2.50、13.39、325.16、475.00、527.00、759.00、985.67  
前立腺â€「拡大、0.83、1.87、5.63、152.30、328.92、424.21、482.13、502.93、553.70、591.42、 
前立腺がん、0.13、0.57、0.83、2.25、97.50、325.71、434.16、527.00、667.00、742.00、  
前立腺疾患、0.13、0.57、0.83、2.25、5.71、32.50、97.50、332.41、372.00、520.00、  
腺リンパ腫、0.41、0.73、0.87、7.50、230.00、367.50、525.75、619.34、896.01、982.45、  
爪囲炎、0.02、0.32、0.62、0.97、112.85、213.93、325.28、516.07、616.52、773.50  
躁うつ病、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
双極性障害、0.16,0.80,7.50,30.00,67.50,125.00,352.93,563.19,642.91,930.12 
爪甲真菌症、0.07、0.40、0.90、12.85、20.14、67.11、135.52、325.00、475.52、612.53  
総胆管嚢胞、0.04、0.23、0.85、5.75、20.00、125.19、350.00、450.00、775.17、927.00、  
総胆管嚢胞、0.04、0.23、0.85、5.75、20.00、125.19、350.00、450.00、775.17、927.00、  
総胆管嚢胞、タイプI、0.04、0.23、0.85、5.75、20.00、125.19、350.00、450.00、775.17、927.00、  
相同は、病、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、32.50、42.50、190.00、325.37、425.52を無駄に  
僧帽クリックつぶやき、0.04、0.24、49.71、132.85、235.51、321.51、405.62、592.52、654.32、77
9.50、  
相貌失認、0.24、0.73、0.87、7.50、30.00、67.50、95.90、92.50、524.37、650.00  
僧帽弁狭窄症、0.04、0.24、62.23、135.00、235.51、340.04、405.62、592.52、654.32、779.50、  
僧帽弁狭窄症、0.04、0.24、62.23、135.00、235.51、340.04、405.62、592.52、654.32、779.50、  
僧帽弁脱出、0.04、0.24、49.71、132.85、235.51、321.51、405.62、592.52、654.32、779.50、  
そう痒症、0.06、0.49、9.65、57.50、219.51、370.40、472.50、625.31、725.87、871.00、  
そう痒症陰門、0.16、0.35、0.95、5.50、27.50、47.50、357.30、478.50、527.00、717.00  
早老症、0.04、0.12、0.95、12.85、32.50、50.00、235.31、603.50、747.50、823.30、  
早老症、大人、0.02、0.25、0.97、9.00、13.39、15.00、67.50、52.50、92.20、569.71、  
塞栓症、コレステロール、0.05、0.57、0.92、2.53、12.34、53.02、78.30、158.30、257.02、410.00  
組織炎、0.04、0.49、0.78、7.50、118.00、215.43、362.51、422.06、608.41、751.20  
組織球腫、悪性線維、0.08、0.41、1.00、5.78、7.25、15.87、70.00、92.50、215.70、519.34  
組織球腫、線維、0.02、0.41、0.90、2.75、5.87、15.56、73.30、192.50、533.63、734.25  
組織球腫、皮膚、0.02、0.41、0.90、2.75、5.87、15.56、73.30、192.50、533.63、734.25  
組織球腫、良性線維、0.02、0.41、0.90、2.75、5.87、15.56、73.30、192.50、533.63、734.25  
組織球症、0.14、0.12、0.97、7.50、12.69、20.00、57.50、224.94、426.16、563.19  
組織球症、非Langerhansl、0.14、0.41、0.97、7.50、10.72、20.00、57.50、175.87、415.70、568.43  
組織球増殖症、ランゲルハンス細胞、0.14、0.32、0.97、2.50、11.09、20.00、57.50、225.00、423.0
1、565.36  
ゾナ、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
そばかす、0.03、0.12、0.93、7.50、30.00、147.50、262.50、315.61、505.68、756.50、  
そばかす、メラニン、0.06、0.37、0.87、7.50、8.00、62.50、95.56、325.87、473.00、742.06  
ソマトトロピン過剰分泌、0.08、0.42、0.77、7.91、31.21、122.74、255.61、371.33、742.80、955.2
0  
染性白質萎縮症、異染、0.16、0.55、0.85、7.50、32.50、35.54、95.69、376.29、515.70、689.93  
染性白質萎縮症、海綿状、0.02、0.97、5.69、32.50、175.03、451.17、517.50、683.00、712.42、995
.38、  
染性白質萎縮症、グロボイド細胞、0.16、0.55、0.85、2.50、5.50、27.50、37.50、123.01、327.23、
533.69  
ゾリンジャー - 
エリソン症候群、0.10、0.90、2.50、20.00、37.50、97.50、325.00、419.34、561.93、823.96  

 44 



それでも病、若年性、0.06、0.78、7.50、40.00、398.40、476.50、527.00、665.34、761.85、987.23  
損失、突然、0.04、0.50、0.95、2.25、10.53、105.91、242.50、391.28、425.52、815.29を聞いて  
ターナー症候群、0.07、0.57、0.73、2.50、50.00、150.00、475.00、527.00、663.71、776.50  
ターナー症候群、男性、0.04、0.18、0.78、2.50、7.50、55.29、87.50、95.52、225.29、519.34、  
ターナー症候群Kieser、0.07、0.35、0.70、45.00、78.25、114.69、323.00、637.08、845.87、973.50  
第16染色体異常、0.19、0.18、0.62、42.50、97.50、175.00、475.19、527.00、661.71、742.00、  
第20染色体異常、0.12、0.23、0.97、15.19、63.77、132.80、302.30、452.50、825.00、975.75、  
第22染色体異常、0.12、0.23、0.97、15.19、63.77、86.44、132.80、302.30、452.50、825.00、  
第IX因子欠乏症、0.06、0.23、0.97、7.50、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
第VIII因子欠乏症、0.05、0.46、3.80、18.89、175.20、212.97、321.51、471.21、647.07、815.56、  
第VII因子欠乏症、0.08、0.22、0.73、2.50、5.71、50.00、322.53、415.70、566.41、707.26、  
第V因子欠乏症、0.04、0.32、0.62、0.97、5.00、22.50、60.00、90.00、325.36、863.65、  
第V因子ライデン、0.07、0.52、30.00、47.50、150.00、225.16、476.50、527.00、663.71、742.00、  
第XII因子欠乏症、0.05、0.12、0.60、0.87、2.25、45.00、325.43、515.70、682.45、755.49  
第XI因子欠乏症、0.10、0.26、0.68、7.50、11.09、45.00、325.43、515.70、682.45、755.49  
第X因子欠乏症、0.04、0.24、0.65、5.48、67.25、177.20、252.50、562.50、793.50、814.50  
体外透析、0.06、0.50、0.87、12.85、27.50、141.59、301.23、453.02、783.40、825.03  
第九脳神経疾患、0.07、0.57、0.95、2.25、125.25、320.00、437.50、593.50、615.70、824.37  
胎児疾患（一般）、0.09、0.37、0.91、128.50、236.50、302.27、491.61、651.02、708.57、879.21、  
代謝ストレス、0.14、0.68、2.50、62.42、122.53、300.00、496.01、655.20、755.00、805.12  
代謝性疾患、0.13、0.52、2.61、110.39、211.11、351.02、405.85、622.28、753.08、832.63  
帯状疱疹、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
帯状疱疹、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
帯状疱疹、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
帯状疱疹Oticus、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
帯状疱疹â€œshinglesâ€、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.
37 
苔癬SclerosusらAtrophicus、0.15、0.18、0.80、5.50、107.50、372.50、515.54、631.85、711.12、90
7.50  
大腸Aganglionosis、0.13、0.52、0.75、5.52、8.22、47.50、72.51、126.33、275.56、475.22、  
大腸炎、潰瘍、0.13、0.25、0.73、5.75、7.50、55.50、122.50、442.50、625.71、875.27、  
大腸炎、偽膜、0.28、0.75、0.81、0.98、107.41、128.31、176.21、517.10、609.42、717.21  
大腸炎、肉芽腫、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
大腸炎、粘液、0.23、0.85、7.50、32.50、22.50、151.68、312.50、432.50、705.67、869.34、  
大腸菌感染症、0.16、0.41、0.73、0.83、7.50、356.00、393.00、425.00、610.50、826.07  
大動脈炎、巨細胞、0.13,0.23,0.75,0.80,5.25,5.25,5.00,95.47,226.32,422.53 
大動脈炎症候群、0.10、0.35、52.50、70.00、97.50、225.15、450.00、689.41、712.00、993.41、 
大動脈動脈炎、ジャイアントセル、0.13,0.23,0.75,0.80,5.25,5.25,5.00,95.47,226.32,422.53 
大動脈弁狭窄症、0.03,0.25,0.90,13.52,150.00,275.33,510.25,665.20,759.83,9266.70、 
第脳神経疾患、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
大脳皮質（CBGD）、0.12、0.27、7.61、32.85、98.09、222.55、462.52、602.51、743.12、905.15、  
大脳無酸素症、0.15、0.18、0.80、5.50、17.50、32.50、151.27、257.46、413.91、692.27  
タイプI過敏症、0.04、0.24、0.57、1.92、30.72、57.50、152.01、321.26、669.71、823.01  
胎便吸引、0.16、0.35、0.93、35.78、112.50、212.71、331.79、396.50、597.50、751.17、  
大理石骨病、0.05、0.46、0.95、7.50、32.50、50.00、67.50、125.91、319.34、855.82、  
大理石骨病、0.05、0.46、0.95、7.50、32.50、50.00、67.50、125.91、319.34、855.82、  
ダウン症候群（症状のみ）0.24、0.32、0.41、2.08、26.01、18.11、41.50、62.21、131.20、218.31、  
唾液腺ウイルス病、0.07、0.12、0.85、9.50、88.00、141.20、297.50、425.95、675.31、827.00  
唾液腺疾患、0.41、0.73、0.87、7.50、230.00、367.50、525.75、619.34、896.01、982.45、  
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唾液分泌減退、0.12、5.81、25.00、87.50、225.00、458.50、522.39、683.00、712.23、992.00、  
高槻症候群、0.04、0.22、0.62、13.52、5.50、40.00、175.83、432.41、565.36、709.83  
高安動脈炎、0.10、0.35、52.50、70.00、97.50、225.15、450.00、689.41、712.00、993.41、  
多汗症、0.06、0.12、0.85、7.50、32.50、40.00、133.63、226.32、475.58、527.00  
多系統萎縮症、0.04、0.46、0.62、1.00、2.75、15.87、65.00、324.94、219.34、425.87  
多重人格障害、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、132.50、337.50、524.37、758.57、955.72  
多腺タイプII自己免疫症候群、0.05、0.26、0.57、2.50、13.39、85.34、157.50、525.83、757.77、975
.34、  
多腺タイプI自己免疫症候群、0.05、0.26、0.57、2.50、13.39、85.34、157.50、525.83、757.77、975.
34、  
立ちくらみ、0.05、0.41、7.85、27.00、57.50、97.50、175.00、424.37、567.70、985.90  
脱髄疾患、0.07、0.12、0.75、0.93、12.85、22.50、57.50、672.50、803.50、935.31、  
脱毛症、0.06、5.07、95.00、127.63、275.05、455.82、515.16、684.81、712.23、993.41、 
多動症候群、0.04、0.25、0.46、0.32、0.52、0.75、42.50、87.50、132.41、376.29  
多動を伴うADD、0.04,0.25,0.46,0.32,0.52,0.75,42.50,87.50,132.41,376.29 
ダニの蔓延、0.05、6.24、30.78、129.97、321.53、565.68、615.22、705.68、892.50、952.17  
ダニ媒介疾患、0.08、0.52、0.68、0.97、2.50、324.37、522.53、655.20、750.00、926.70、  
ダニ麻痺、0.08、0.52、0.68、0.97、2.50、324.37、522.53、655.20、750.00、926.70、  
多嚢胞性卵巣症候群、0.04、0.50、0.97、2.75、12.85、20.00、37.50、122.53、325.87、840.02  
束形成、0.10、0.26、0.68、9.70、13.52、45.00、352.93、496.01、682.45、755.49、  
多発、0.08、0.32、0.73、3.87、19.12、159.32、285.00、654.03、724.34、933.91不可欠  
多発結節性多発動脈炎、0.08、0.32、0.73、3.87、19.12、159.32、285.00、654.03、724.34、933.91  
多発神経根、0.11、0.49、0.78、12.50、43.00、122.50、262.50、555.34、692.50、819.34、  
多発神経根、腹部、0.11、0.49、0.78、12.50、43.00、122.50、262.50、555.34、692.50、819.34、  
多発神経根筋障害、急性炎症、0.04、0.32、0.62、5.97、35.25、112.73、296.00、392.97、701.66、9
33.50、  
多発性関節炎、0.05、0.75、0.90、9.00、11.09、55.33、398.40、425.71、642.91、980.00  
多発性筋炎、0.07、0.93、2.95、17.50、78.89、182.39、332.50、537.50、732.01、896.52、  
多発性筋炎、皮膚筋炎、0.02、0.75、2.42、5.35、8.52、125.69、262.50、561.50、728.57、802.44  
多発性硬化症、0.05、0.32、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、275.87、523.52、671.22、  
多発性硬化症、遺伝性脊髄、0.16、0.49、0.73、0.95、5.26、7.25、12.71、92.50、275.00、425.43、  
多発性硬化症、急性、0.05、0.32、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、275.87、523.52、671.22、  
多発性硬化症、播種性、0.05、0.32、0.73、3.95、17.51、125.21、162.52、275.87、523.52、671.22
、  
多発性骨髄腫、0.06、0.35、0.62、0.97、12.50、27.50、142.50、325.87、623.01、815.58  
多発性神経障害、0.13、0.83、3.73、17.85、105.34、217.25、445.00、587.50、795.34、953.00、  
多発性神経障害、後天性、0.13、0.83、3.73、17.85、105.34、217.25、445.00、587.50、795.34、953
.00、  
多発性神経根炎、0.11、0.49、0.78、12.50、43.00、122.50、262.50、555.34、692.50、819.34、  
多発性嚢胞腎疾患、0.16、0.55、0.95、7.50、12.71、37.50、125.00、175.34、434.25、567.70  
球後神経炎、0.07、0.46、0.62、0.97、2.75、132.28、265.00、533.63、657.77、834.25、  
多毛症、0.11、0.49、0.78、2.52、7.53、123.42、263.02、515.78、682.02、752.05  
ダリエ - ホワイト病、0.16、0.49、0.62、0.85、13.39、71.50、142.21、392.50、677.91、715.70  
胆管炎、0.06、0.24、5.69、7.25、25.19、87.50、73.00、196.50、475.17、853.72、  
単眼失明、一時、0.18、0.78、2.50、85.00、37.50、110.25、175.00、352.93、495.00  
ダンカン症候群、0.12、0.35、0.87、7.50、25.00、35.68、87.50、93.50、234.51、519.34  
単極性うつ病、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
タンジール病、0.14、0.41、8.00、17.50、87.50、95.75、225.00、476.50、527.00、662.71、  
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タンジール病性神経障害、0.14、0.41、8.00、17.50、87.50、95.75、225.00、476.50、527.00、662.7
1、  
単純ヘルペス、口唇、0.11、0.55、1.23、5.58、27.50、291.25、293.05、292.00、345.50、824.37  
単純ヘルペス1、0.12、0.55、0.95、291.25、293.05、292.00、345.50、495.22、734.25、824.37  
単純ヘルペス2 0.12、0.55、0.95、291.25 293.05 292.00、353.90、362.90、360.00、355.00  
単純ヘルペス脳炎、0.05、0.97、5.83、7.50、12.33、113.23、425.00、571.00、865.83、937.41、  
炭水化物欠損糖タンパク質症候群、0.18、0.60、20.00、93.50、175.16、434.00、519.34、682.45、75
9.83、900.00  
男性泌尿生殖器疾患、0.19、0.22、0.62、0.83、7.50、32.50、85.65、143.50、304.42、581.28、  
胆石症、0.06、0.49、0.57、72.50、225.00、477.50、527.00、667.00、749.00、986.22  
短腸症候群、0.18、0.30、45.75、72.50、92.50、375.19、477.50、527.00、662.71、727.05  
ダンディ - 
ウォーカー奇形、0.10、0.57、0.80、7.50、17.50、52.50、199.30、445.21、675.62、821.43  
ダンディ - 
ウォーカー症候群、0.10、0.57、0.80、7.50、17.50、52.50、199.30、445.21、675.62、821.43  
胆道疾患、0.17,0.49,2.50,32.50,72.50,312.33,400.00,560.00,709.83,985.90 
胆道閉鎖、0.16,2.50,10.53,45.16,62.50,293.81,425.00,571.00,833.00,932.00、 
丹毒、0.04、0.52、0.73、0.87、2.25、17.50、35.83、192.50、675.36、826.90、  
胆嚢炎、0.08、0.52、0.62、9.00、13.39、42.50、210.50、475.19、527.00、661.71、  
胆嚢炎症、0.08、0.52、0.62、9.00、13.39、42.50、210.50、475.19、527.00、661.71、  
胆嚢疾患、0.12、0.55、0.95、5.37、22.50、42.50、162.50、292.50、442.20、524.37  
蛋白尿、0.05、0.41、0.87、57.50、78.00、132.30、351.50、652.31、825.87、915.83  
チアノーゼ、0.20、0.25、0.78、2.50、12.85、117.50、295.29、432.41、751.17、917.50、  
チアミン応答メープルシロップ尿症、0.03、0.50、0.87、10.47、37.11、87.50、135.23、225.68、397
.50、597.50  
チェディアック - 
東症候群、0.04、0.12、20.00、57.50、95.19、325.71、225.75、450.00、515.19、687.62、  
チェリー赤斑ミオクローヌスS、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、652.
43、  
蓄膿、胸膜、0.11、0.55、0.80、5.15、151.34、252.50、562.50、696.50、797.50、822.53、  
蓄膿症、胸部、0.11、0.55、0.80、5.15、151.34、252.50、562.50、696.50、797.50、822.53、  
蓄膿症、胆嚢、0.08、0.52、0.62、9.00、13.39、42.50、210.50、475.19、527.00、661.71、  
致死異形成、0.16、0.30、0.57、20.00、37.50、95.11、312.33、476.50、527.00、753.23、  
致死性家族性不眠症、0.26、0.38、0.89、6.31、11.59、48.90、181.28、327.18、433.83、509.21  
血精液症、0.08、0.24、0.65、5.25、73.25、147.18、351.52、412.58、539.21、725.29  
遅滞、精神、（症状のみ）0.14、0.23、0.41、2.37、4.05、19.50、175.00、376.30、407.60、513.06  
地中海熱、家族、0.16、0.57、0.95、5.25、37.25、132.50、237.50、522.53、675.43、819.34、  
膣炎、モニリア、0.18、0.93、3.78、42.50、71.50、96.50、125.75、434.00、642.91、983.17  
膣疾患、0.07、0.12、0.85、5.62、15.16、40.00、419.34、561.93、640.00、985.90  
窒息、0.03,0.70,2.50,5.07,40.00,72.50,125.00,275.16,829.00,937.41、 
膣脱、0.10、0.42、0.93、5.25、35.00、83.00、178.00、519.34、689.93、931.00  
遅発性ジスキネジー、0.06、7.00、22.50、479.50、527.00、667.00、752.70、987.23  
チフス、スクラブ、0.02、0.32、0.62、0.97、12.69、112.50、265.75、425.71、745.19、935.70、  
痴呆、0.06、0.26、0.65、5.15、7.00、42.50、92.50、475.95、527.00、661.71、  
痴呆、血管、0.06、0.26、0.65、5.71、7.00、42.50、92.50、478.50、527.00、667.00、  
チャーグ - 
ストラウス症候群、0.19、0.52、0.65、1.00、13.93、110.53、380.00、447.50、728.98、825.27  
チャクラバランス（ファビアンママンセット）、0.39、0.40、0.43、0.65、6.87、7.93、8.33、8.48、8
.63、8.82  
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注意欠陥障害、0.04,0.25,0.46,0.32,0.52,0.75,42.50,87.50,132.41,376.29 
中央コード症候群、0.10、0.50、87.50、95.00、225.17、450.00、522.39、688.29、712.23、993.41、  
中央睡眠時無呼吸、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07  
中耳炎、0.10、0.52、0.78、0.80、2.25、5.26、167.50、352.52、845.47、922.53  
中耳炎インターナルカムシ、0.03、0.18、0.65、0.93、10.89、5.50、93.50、210.50、424.37、978.05
、  
中耳真珠腫、0.12、0.23、0.97、5.25、32.50、475.19、527.00、661.71、742.00、988.90  
中心核ミオパシー、0.18、0.54、2.63、6.82、29.83、58.71、453.28、589.48、701.20、812.00、  
中心核ミオパシー、0.18、0.54、2.63、6.82、29.83、58.71、453.28、589.48、701.20、812.00、  
中心コア病、0.18、0.54、2.63、6.82、29.83、58.71、453.28、589.48、701.20、812.00、  
虫垂炎、0.14,0.46,7.50,50.00,93.50,376.29,524.37,652.43,752.63,922.53 
虫垂炎、ETDFL治療（水のみ、食べ物なし）で48時間速く含む 
中枢自律神経系疾患、0.05、0.37、0.83、2.75、3.00、70.00、95.09、175.16、275.00、357.30  
中枢神経系疾患、0.03、0.50、47.50、150.00、214.35、325.19、451.17、517.50、687.62、992.00、  
中枢神経系の感染症、0.03、0.50、47.50、150.00、214.35、325.19、451.17、517.50、687.62、862.0
0、  
中枢神経系嚢虫症、0.13、0.52、0.73、13.61、125.29、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
中枢性疼痛症候群、0.02、0.22、25.00、55.75、125.00、229.32、450.00、515.16、712.81、993.41、  
中性アミノ酸輸送、0.16、0.55、0.95、5.75、67.25、132.50、237.50、391.50、421.22、515.70  
中足骨プリムス内反、0.07、0.24、0.65、5.75、72.25、123.00、502.50、622.88、713.23、807.73  
中足骨変形、0.92、32.75、150.01、293.70、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.90  
中毒、アルコール、一般、0.23,0.29,0.44,1.50,2.30,3.30,83.35,184.00,283.00,303.40 
中毒、薬物、一般、0.28,0.35,0.47,1.88,4.34,5.20,43.42,143.04,234.04,343.45 
腸、地域、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
腸炎、0.28、0.75、0.81、0.98、107.41、128.31、176.21、517.10、609.42、717.21  
腸炎、偽膜、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
腸炎、肉芽腫、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、25.75、87.50、480.00、525.29、825.00  
聴覚過敏、0.04、0.24、0.57、17.50、86.53、132.75、342.51、721.20、823.10、919.34  
聴覚過敏症、0.04,0.24,0.57,17.50,86.53,132.75,342.51,721.20,823.10,919.34 
聴覚不安症、0.12,5.62,67.50,93.50,222.70,425.00,522.53,689.93,752.63,923.70 
腸がん、0.05、0.52、0.60、0.93、12.69、125.00、269.71、434.03、571.00、839.00、  
腸管神経異形成、0.05、0.52、0.78、7.50、8.00、32.50、62.50、125.68、250.00、376.29  
超高熱、0.11、0.55、0.95、5.25、20.00、37.50、62.50、93.50、150.00、478.50悪性  
腸瘤、0.14、0.22、0.73、13.39、5.58、150.00、475.85、736.42、819.34、915.70  
腸疾患、0.05、0.52、0.78、7.50、8.00、55.68、225.23、533.63、652.43、781.00、  
腸チフス、0.13、0.40、0.87、43.20、92.50、310.25、479.50、527.00、789.00、985.67  
腸チフス、0.13、0.40、0.87、43.20、92.50、310.25、479.50、527.00、789.00、985.67  
腸の問題、特定の単一周波数の使用<RUN>モード、390.09志賀赤痢菌赤痢菌  
腸閉塞、0.05、0.52、0.78、7.50、8.00、30.00、62.50、125.65、210.50、575.68、  
腸ポリープ、0.05、0.52、0.78、10.47、5.58、32.50、65.68、149.21、275.67、375.68、  
鳥類病、0.17,0.83,25.75,87.50,225.11,450.00,519.68,687.62,712.81,992.00、 
直腸癌、0.46、27.50、17.50、37.50、85.00、95.75、150.00、434.00、571.00、840.00、  
直腸疾患、0.19、0.52、0.57、0.80、2.25、17.50、30.00、573.20、665.31、822.30、  
直腸腫瘍、0.46、27.50、17.50、37.50、85.00、95.75、150.00、434.00、571.00、840.00、  
直腸脱、0.13、0.23、0.75、0.85、51.31、327.25、495.00、681.50、791.95、953.00、  
地理舌、0.03、0.12、0.60、0.93、2.25、217.50、387.50、475.00、575.52、726.90  
チロシントランスアミナーゼ欠損、0.05、0.35、0.68、2.50、5.50、35.16、93.50、682.45、752.63、
910.25  
鎮痛剤、0.04,0.57,10.53,95.05,210.25,424.37,563.19,707.26,985.90、 
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椎間板変位、0.04、0.41、0.62、7.50、2.75、40.00、275.65、475.68、527.00、667.00  
追求欠乏症、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93平滑  
対麻痺、0.02、0.22、0.97、7.50、22.50、85.37、155.47、285.00、416.50、605.41  
痛風、0.07、0.24、30.65、78.52、197.25、267.00、512.35、602.21、733.63、925.00、  
ツェンカー憩室、0.23、7.50、22.50、35.05、95.00、375.33、424.37、563.19、714.82、978.05  
ツェンカー憩室、0.23、7.50、22.50、35.05、95.00、375.33、424.37、563.19、714.82、978.05  
ツグミ、0.18、0.93、2.50、42.50、71.50、96.50、125.75、434.00、642.91、983.17  
槌、0.92、32.75、150.01、293.70、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.90  
ツツガムシ病、0.02、0.32、0.62、0.97、12.69、112.50、265.75、425.71、745.19、935.70、  
包虫嚢胞、0.12、0.55、5.85、81.50、127.55、241.52、471.50、625.30、853.00、915.09  
翼口蓋神経痛、0.60、0.87、2.25、5.17、55.83、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
爪膝蓋骨症候群、0.07、0.35、0.70、45.00、78.25、114.69、323.00、637.08、845.87、973.50  
爪真菌、0.07、0.40、0.90、12.85、20.14、67.11、135.52、325.00、475.52、612.53  
強膜炎、0.08、0.35、5.19、55.00、72.50、92.50、322.06、475.27、827.00、967.00、  
デ・ランゲ症候群、0.07、0.24、0.70、7.50、13.52、45.53、137.50、572.50、715.70、903.50  
デQuervain甲状腺炎、0.14、0.25、0.60、2.50、32.50、112.33、319.34、525.71、753.07、900.00  
デQuervainの腱炎、0.11、0.40、12.71、42.50、95.00、210.50、425.75、571.00、837.00、932.00、  
手足けいれん、0.13、0.40、0.62、3.83、35.25、132.25、282.50、327.50、522.50、748.00  
テイ・サックス病、0.20、0.12、27.50、47.50、96.50、275.03、534.25、691.27、753.07、927.10、  
テイ・サックス病、B変異体、0.20、0.12、27.50、47.50、96.50、275.03、534.25、691.27、753.07、
927.10、  
ティーツェ症候群、0.05、0.24、15.75、45.00、93.50、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
低カリウム血症、0.07、0.12、0.75、0.83、32.75、107.50、247.50、350.00、476.29、605.68  
低カルシウム血症、0.12、0.50、0.85、5.50、32.50、125.79、270.00、492.50、658.57、824.94  
低換気、C.肺胞、0.07、0.37、12.71、47.50、97.50、225.75、377.91、519.34、691.27、753.07  
低ガンマグロブリン血症、0.12、0.80、22.50、90.00、175.00、451.17、517.50、683.00、712.23、99
2.00、  
定期的な交流眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
定期的な病、0.16、0.57、0.95、5.25、37.25、132.50、237.50、522.53、675.43、819.34、  
低血圧、0.02、0.24、0.85、37.50、101.32、221.10、419.34、562.91、709.83、976.90  
低血糖症、0.15、0.35、0.62、0.93、7.50、115.09、252.50、472.50、693.510、825.79  
低酸素症、0.08、0.85、2.50、43.00、97.23、175.00、388.00、791.00、853.00、972.10  
低酸素症、脳、0.15、0.18、0.80、5.50、17.50、32.50、151.27、257.46、413.91、692.27  
低酸素脳症、0.15、0.18、0.80、5.50、17.50、32.50、151.27、257.46、413.91、692.27  
ディジョージ症候群、0.04、0.37、0.83、2.50、30.00、67.52、192.20、475.31、675.69、819.34  
ディスク、0.04、0.41、0.62、7.50、2.75、40.00、275.65、475.68、527.00、667.00脱出  
ディスク、0.04、0.41、0.62、7.50、2.75、40.00、275.65、475.68、527.00、667.00転落  
ディスク、0.05、0.40、0.85、2.50、13.98、12.71、95.47、233.91、426.90、571.00窒息、  
ディスク、ヘルニア、0.04、0.41、0.62、7.50、2.75、40.00、275.65、475.68、527.00、667.00  
ディスノミア、0.52、0.80、7.50、37.50、175.33、275.00、379.93、450.00、519.68、883.00、  
ディスメトリア、0.10、0.83、10.89、2.50、52.50、87.50、95.19、214.35、552.59、719.68、  
ディスレクシアの症状、0.18、0.25、5.61、18.50、41.50、126.51、325.81、472.00、538.10、614.01  
低体温、0.03、0.46、0.60、0.85、2.50、5.25、17.50、93.50、224.94、425.61、  
低ナトリウム血症、0.13、0.24、0.73、0.87、2.25、5.78、30.00、150.00、175.61、534.25、  
低フォスファターゼ症、0.04、0.22、0.95、5.58、25.68、17.50、42.50、60.00、95.23、125.68、  
停留精巣、0.07、0.57、0.85、10.89、2.50、25.29、152.50、324.37、455.72、879.93、  
デジェリーヌ - 
トーマス症候群、0.08、0.41、0.80、57.19、105.50、212.50、385.00、426.16、675.52、875.29  
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デジェリン-
Roussy症候群、0.02、0.22、25.00、55.75、125.00、229.32、450.00、515.16、712.81、993.41、  
デジュリーヌ・ソッタ病、（0.04、0.41、0.62、0.97、7.50、20.00、87.50、342.06、635.31、834.45
、  
デスモイド、0.05、0.23、0.95、13.39、121.59、285.43、315.91、472.50、612.50、930.00  
鉄欠乏性貧血、0.10、0.32、2.50、57.20、125.00、175.00、525.71、682.02、759.83、932.41  
デトックス（肝臓、腎臓、リンパ節、腸、肺）、0.03、0.54、0.75、0.02、0.24、0.15、0.52、0.44、0
.64、0.18  
デトックス（毒素抽出）0.20、0.14、0.33、0.42、0.44、0.55、0.52、0.76、0.78、1.86、  
デトックス、[Baklayan - ドイツのセット、下に2セット]  
テトラヒドロビオプテリン欠乏症、0.12、2.50、15.75、52.50、96.50、225.16、524.37、650.00、753
.07、927.10、  
テニア感染、0.12、0.65、2.50、10.53、92.50、355.72、479.93、527.00、761.85、987.23  
テニス肘、0.08、7.25、50.00、62.50、93.50、322.53、475.03、527.00、667.00、987.23  
デビック病、0.05、0.57、0.60、2.25、5.29、37.50、375.56、475.29、527.00、831.90、  
デュアン後退、0.04、9.46、44.30、194.71、207.50、330.00、537.50、605.83、754.03、825.31  
デュアン症候群、0.04、9.46、44.30、194.71、207.50、330.00、537.50、605.83、754.03、825.31  
デュービン - 
ジョンソン症候群、0.20、0.46、0.60、2.50、13.00、35.78、187.50、235.00、395.62、805.70  
デューリング病、0.03、0.41、0.62、9.35、27.50、229.31、487.50、590.00、725.00、925.31  
デュピュイトラン拘縮、0.07、0.82、5.85、12.71、25.40、341.00、415.70、734.51、819.34、982.02  
転移（一般的なボディ）0.10、0.61、7.67、32.00、225.03、434.15、527.00、662.71、712.00、750.0
0  
てんかん、0.07、0.18、0.73、0.87、5.71、7.25、22.50、97.50、375.35、500.00  
てんかん発作、0.07、0.18、0.73、0.87、5.71、7.25、22.50、97.50、375.35、500.00、  
デング熱、0.16、0.55、1.85、17.50、82.50、192.50、352.50、519.34、750.00、824.37、  
デング熱、0.16、0.55、1.85、17.50、82.50、192.50、352.50、519.34、750.00、824.37、  
電子伝達鎖デフ、0.16、0.35、0.93、2.50、215.61、355.68、419.34、651.10、723.03、868.43  
点状出血、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
伝染性紅斑、0.07、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、155.36、215.70、375.54、522.53、  
伝染性紅斑、0.07、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、155.36、215.70、375.54、522.53、  
伝染性単核球症、0.08、0.35、0.60、0.80、212.03、305.21、451.27、565.61、690.00、826.32  
伝染性軟属腫、0.11、0.35、0.80、35.25、72.50、142.37、271.50、592.50、725.68、836.42、  
伝染性膿疱性皮膚炎、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、125.31、387.50、682.10、822.06、925.93、  
天然痘、0.08、0.35、5.50、35.17、62.50、93.50、225.00、496.01、682.45、753.07  
天疱瘡、0.03、0.12、0.95、2.75、12.71、50.00、90.00、325.44、433.63、560.00  
天疱瘡、0.17、0.18、0.83、2.50、27.50、73.98、135.43、367.02、497.50、625.83、  
天疱瘡、水疱、0.17、0.18、0.83、2.50、27.50、73.98、135.43、367.02、497.50、625.83、  
天疱瘡、良性家族、0.19、0.57、1.12、7.50、27.50、42.50、96.50、325.43、415.70、562.91  
天疱瘡尋常性、0.03、0.12、0.95、2.75、12.71、50.00、90.00、325.44、433.63、560.00  
ドイツ麻疹、0.07、0.24、0.60、7.22、132.25、427.50、555.95、690.00、875.00、936.42、  
動員、ラウドネス、0.04、0.24、0.57、17.50、86.53、132.75、342.51、721.20、823.10、919.34  
透過性痴呆、0.09、0.23、1.95、8.85、44.11、72.41、125.21、433.50、541.50、621.61、  
動眼神経疾患、0.13、0.40、0.73、0.83、5.75、7.25、142.50、557.50、792.50、891.00  
頭頸部がん、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
統合運動障害、0.60、1.00、5.00、247.88、365.80、454.37、515.16、689.41、712.00、997.87、  
統合失調症、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、132.50、337.50、524.37、758.57、955.72、  
統合失調症、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、132.50、337.50、524.37、758.57、955.72、  
統合失調症様障害、0.57、0.68、0.87、2.50、5.71、32.50、92.50、322.53、519.34、653.69  
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統合失調性感情障害、0.57、0.68、0.87、2.50、5.71、32.50、92.50、322.53、519.34、653.69  
瞳孔障害、0.02、0.24、1.57、9.85、201.75、364.00、423.01、697.30、875.93、979.53、  
瞳孔の機能、異常、0.02、0.24、1.57、9.85、201.75、364.00、423.01、697.30、875.93、979.53、  
瞳孔反応不在、0.02、0.24、1.57、9.85、201.75、364.00、423.01、697.30、875.93、979.53、  
倒錯、0.06、0.24、0.78、0.83、2.50、10.89、22.50、124.37、375.00、515.70  
動静脈奇形、0.10、0.83、12.33、5.07、12.71、225.00、519.34、655.20、752.63、923.70、 
透析、腎、0.06、0.50、0.87、12.85、27.50、141.59、301.23、453.02、783.40、825.03  
透析、体外、0.06、0.50、0.87、12.85、27.50、141.59、301.23、453.02、783.40、825.03  
痘瘡、0.08、0.35、5.50、35.17、62.50、93.50、225.00、496.01、682.45、753.07  
糖タンパク質症候群,, 0.18、0.60、20.00、93.50、175.16、434.00、519.34、682.45、759.83、900.00  
頭頂外傷、0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
疼痛、片頭痛、0.15、0.18、2.32、63.75、72.30、132.20、220.30、587.30、722.52、915.20  
疼痛性障害、0.07、0.57、23.10、50.00、375.19、477.50、527.00、667.00、753.23、986.22  
糖尿病、安定、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
糖尿病、自己免疫、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.30  
糖尿病、遅発性、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
糖尿病、突然発症、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.30  
糖尿病、非インスリン依存、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.
30  
糖尿病、ブロンズ、0.12、0.35、0.85、189.59、287.58、342.52、467.50、591.29、619.34、897.01  
糖尿病2型、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
糖尿病ケトーシス耐性、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
糖尿病ケトーシスプローン、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.
30  
糖尿病高血糖症状、症状（1時間）を低減するために、<RUN>周波数657.50  
糖尿病若年発症、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.30  
糖尿病性アシドーシス、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
糖尿病性筋萎縮症、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
糖尿病性ケトアシドーシス、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、112.52、212.50、421.35、422.30、921
.62、  
糖尿病性自律神経障害、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
糖尿病性神経障害、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
糖尿病性神経痛、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59、  
糖尿病成人発症、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、421.00、465.00、895.00、951.30  
糖尿病性多発性神経障害、0.16、0.41、0.77、8.93、32.25、43.01、112.52、421.35、422.30、802.59
、  
糖尿病性網膜症、0.15、0.24、0.68、0.97、32.25、43.01、112.52、212.50、465.35、422.30、  
糖尿病タイプ1、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.30  
糖尿病尿崩症、0.16、0.24、0.68、110.97、202.50、367.00、420.35、422.30、792.90、935.31、  
糖尿病妊娠、0.15、0.89、12.70、77.00、134.20、235.87、312.50、420.35、465.30、872.90、  
糖尿病のインスリン依存、0.15、0.89、1.70、6.97、12.89、62.30、429.70、478.23、895.00、951.30  
糖尿病のタイプ1日あたり1〜2時間<RUN>周波数429.70  
糖尿病のタイプ3 <RUN>一日あたり1~2時間のための周波数787.00  
糖原病、0.03、0.37、0.95、2.50、7.50、72.50、96.50、375.37、269.71、377.91  
糖原病、0.03、0.37、0.95、2.50、7.50、72.50、96.50、375.37、269.71、377.91  
頭部外傷、（0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
頭部外傷、0.13、0.23、1.60、8.53、17.50、72.53、155.29、396.50、437.48、828.57、  
頭部がん、0.10、0.52、7.50、30.00、225.03、434.15、527.00、662.71、749.00、986.22  
動物疾患、0.05,0.57,0.87,2.50,5.81,92.50,424.37,561.93,709.83,985.90 
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動脈炎、0.08、0.32、0.73、3.87、19.12、159.32、285.00、654.03、724.34、933.91壊死  
動脈炎、Takayasu's、0.10,0.35,52.50,70.00,97.50,225.15,450.00,689.41,712.00,993.41、 
動脈炎、時効、0.13,0.23,0.75,0.80,5.25,5.25,5.00,95.47,226.32,422.53 
動脈硬化症、0.07,0.73,5.00,7.25,92.50,352.93,451.17,519.68,684.81,712.81、 
動脈硬化性異形成、0.08,0.80,0.95,22.50,57.50,175.00,419.34,563.19,813.96,983.17 
動脈硬化性痴呆、0.06,0.26,0.65,5.71,7.00,42.50,92.50,478.50,527.00,667.00 
動脈周囲結節性多発動脈炎、0.08、0.32、0.73、3.87、19.12、159.32、285.00、654.03、724.34、933
.91  
動脈瘤、0.15,0.78,2.50,67.50,222.53,458.50,518.92,688.29,712.81,997.87、 
動脈瘤、Cerebal、0.08,0.24,0.57,7.50,10.72,36.21,142.50,321.00,415.70,775.68 
動脈瘤、頭蓋内、0.08,0.24,0.57,7.50,10.72,36.21,142.50,321.00,415.70,775.68 
トゥレット障害、0.16、0.23、12.85、55.75、125.00、210.50、479.93、593.20、761.85、987.23  
トキソカラ症、0.18、0.24、10.53、27.50、35.00、57.50、96.50、325.11、475.16、527.00、  
トキソプラズマ感染、0.17、0.32、32.50、47.50、60.00、125.71、476.50、527.00、749.00、987.23  
トキソプラズマ症、0.17、0.32、32.50、47.50、60.00、125.71、476.50、527.00、749.00、987.23  
毒素性ショック、0.18、0.22、55.00、62.50、132.41、210.50、475.17、527.00、667.00、749.00、  
毒素性ショック症候群、0.18、0.22、55.00、62.50、132.41、210.50、475.17、527.00、667.00、749.
00、  
禿頭症、0.06,5.07,95.00,127.63,275.05,455.82,515.16,684.81,712.23,993.41、 
閉じ込め症候群、0.15、0.46、0.95、5.85、62.50、107.50、217.50、496.50、855.72、915.31、  
特発性陰嚢石灰沈着、0.12、0.26、0.70、2.50、31.00、72.75、122.50、282.81、357.77、426.16  
特発性環境アレルギー0.08、0.37、0.78、8.85、45.50、113.52、241.01、392.50、675.87、812.02  
特発性起立性低血圧,, 
0.07、8.00、13.98、42.50、97.50、325.17、515.70、650.00、750.00、927.10、  
特発性口腔顔面ジスキネジア、0.06、0.41、0.70、0.83、2.50、32.50、305.05、431.20、632.59、723
.01  
特発性頭蓋内圧亢進、0.06、0.49、0.68、7.50、102.50、231.70、472.50、625.69、705.70、857.20  
特発性パーキンソン病、0.08、0.35、0.65、0.83、9.50、115.71、354.95。355.35、368.00、398.40 
特発性肺炎、0.03、0.25、10.53、7.50、95.15、312.33、455.82、517.50、688.29、843.50  
特発性肥厚性大動脈弁下狭窄症、0.13、0.26、20.00、125.00、376.29、404.37、515.16、687.62、71
2.81、992.00、  
特発性肥厚性弁下狭窄症、0.13、0.26、20.00、125.00、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、9
92.00、  
特発乳児痙攣、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
トラコーマ、0.19、0.37、0.78、0.95、2.25、5.25、45.00、65.75、752.63、924.37  
鳥インフルエンザ、0.17,0.24,0.75,0.97,5.62,30.00,62.50,93.50,150.00,872.00 
トリオースリン酸イソメラーゼ欠乏症、0.02、0.12、5.16、62.50、110.25、332.41、517.50、684.81
、712.23、992.00  
トリコモナス感染症、0.17、0.62、2.75、15.75、42.50、62.50、97.50、357.30、712.23、997.87、  
トリパノソーマlewisi、（血液塗抹標本）0.06、0.57、0.85、5.25、7.00、20.00、52.50、90.00、356.7
2、425.43の寄生虫  
トリパノソーマガンビア、0.13、0.57、0.85、13.61、7.50、15.91、52.50、90.00、357.77、534.25を
寄生虫、  
トリパノソーマ症、0.07、0.23、5.62、7.00、32.50、47.50、95.09、175.11、475.11、527.00、  
トリパノソーマ症、アフリカ、0.07、0.23、5.62、7.00、32.50、47.50、95.09、175.11、475.11、527
.00、  
トリパノソーマ症、南米、0.03、0.22、2.92、40.00、222.70、477.50、527.00、667.00、721.00、988
.90  
トリプル症状複合体、0.11、0.55、0.85、16.20、47.50、376.29、476.50、527.00、667.00、742.00  
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トリメチルアミン尿症、（魚臭症候群;ないメッシュ上）  
トレンチの足、0.12、0.55、0.85、72.50、125.75、375.19、477.50、527.00、667.00、752.70、  
トロサ - 
ハント症候群、0.35、0.75、1.75、15.29、113.25、245.91、372.50、452.00、525.52、779.50、  
内視鏡検査、0.07、0.46、3.21、5.17、17.50、127.50、351.21、611.00、706.50、921.20、  
内耳疾患、0.11、0.24、0.57、281.83、301.09、392.41、431.19、672.53、703.54、821.69  
内斜視、0.12、0.55、0.95、5.25、25.51、42.50、162.52、492.57、675.51、828.53  
内分泌疾患、0.28、0.62、0.81、2.10、33.00、47.50、117.50、396.50、655.72、825.54  
内分泌癌、0.14、0.46、0.75、0.85、96.50、355.72、434.15、571.00、839.00、932.00、  
中皮腫、0.15、0.23、0.72、1.83、82.53、137.51、242.10、407.50、592.52、693.20、  
涙管閉塞、0.20、0.46、0.60、2.75、122.00、275.69、327.50、649.54、735.00、833.69  
涙装置疾患、0.12、0.55、0.85、5.50、22.50、35.69、73.30、92.50、125.23、527.81  
ナルコレプシー、0.14、0.57、0.73、7.50、2.50、50.00、187.50、455.30、672.23、775.87、  
ナルコレプシー、脱力発作症候群、0.14、0.57、0.73、7.50、2.50、50.00、187.50、455.30、672.23
、775.87、  
軟骨炎、再発、0.04、0.12、0.95、19.30、121.44、201.33、485.83、653.02、807.50、973.34  
軟骨炎、慢性萎縮、0.04、0.12、0.95、19.30、121.44、201.33、485.83、653.02、807.50、973.34  
軟骨炎、肋、0.05、0.24、15.75、45.00、93.50、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
軟骨疾患、0.06、0.52、27.50、55.75、125.19、250.00、354.72、517.50、683.00、712.42、  
軟骨腫、0.06、0.25、0.83、96.50、375.19、450.00、517.50、687.62、712.00、992.00、  
軟骨軟化膝蓋骨、0.04、0.23、22.50、42.50、62.50、125.19、150.00、358.57、525.71、655.20  
軟骨軟化症、0.06、0.52、27.50、55.75、125.19、250.00、354.72、517.50、683.00、712.42、  
軟骨肉腫、0.08、0.52、0.60、2.25、11.09、45.75、222.70、522.53、691.27、750.00  
軟性下疳、0.24、0.70、7.50、72.50、119.34、324.37、515.70、682.02、754.19、941.00  
ニーマン・ピック病、0.05、0.46、0.95、7.50、32.50、154.31、267.50、352.57、411.12、634.25  
ニーマン・ピック病、0.05、0.46、0.95、7.50、32.50、154.31、267.50、352.57、411.12、634.25  
肉芽Inguinale、0.03、0.50、0.70、0.97、88.00、370.50、547.50、656.50、725.37、825.52  
肉芽腫、0.10、0.50、0.70、0.97、5.75、39.50、132.81、387.21、506.53、925.37、  
肉芽腫、Pseudopyogenic、0.10、1.00、12.33、5.50、45.00、234.51、475.16、527.00、752.70、987
.23  
肉芽腫、悪性、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、475.87  
肉芽腫、ウェゲナー、0.09、0.33、5.49、37.00、203.83、381.41、481.93、614.82、763.00、797.23  
肉芽腫、脂質、0.04、1.52、14.75、71.87、152.25、217.50、335.00、492.50、675.54、775.35  
肉芽腫、ホジキン、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、475.87  
肉芽腫、慢性、0.14、0.22、0.70、6.21、102.50、247.50、372.50、505.61、625.68、956.16  
肉芽腫性口唇炎、0.14、0.22、0.70、6.21、102.50、247.50、372.50、505.61、625.68、956.16  
肉芽腫性病、0.03、0.50、0.70、0.97、88.00、370.50、547.50、656.50、725.37、825.52  
肉芽スラックスキン、0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.50、93.50、233.63、434.00、519.34、  
肉腫、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
肉腫、ECOLI、髄膜炎、連鎖球菌＆ブドウ球菌BY BXウイルス癌を含み、  
肉腫、Germinoblastic、（癌、リンパ腫を参照してください）  
肉腫、小脳、CA、0.14、0.22、0.72、2.58、193.11、247.59、385.21、521.68、657.30、729.34  
肉腫、軟組織、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
肉腫、紡錘細胞、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
肉腫、骨原性、（0.04、0.24、0.73、7.90、67.22、127.50、317.50、665.52、831.33、913.50を参照

のこと）  
肉腫、ユーイング、0.03、0.25、0.78、0.93、7.50、95.75、300.00、454.37、615.19、784.81、  
肉腫、類上皮、0.04、0.37、0.87、2.25、2.50、70.00、95.27、269.71、175.27、350.00  
西症候群、06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
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西ナイル熱、0.04、0.52、0.75、2.50、5.07、47.50、175.16、525.71、759.83、932.41  
偽脳腫瘍、0.06、0.49、0.68、7.50、102.50、231.70、472.50、625.69、705.70、857.20  
偽落屑症候群、0.15、0.23、0.73、0.85、5.36、147.25、335.48、487.50、695.83、875.36  
ニパウイルス脳炎、0.07、0.33、1.06、5.20、27.53、102.37、145.47、203.00、486.10、535.91  
二分脊椎、0.32、0.80、7.50、25.16、52.50、255.93、522.53、691.27、753.07、912.33  
二分脊椎Occulta、0.18、7.50、25.17、52.50、112.33、175.00、524.37、682.45、753.07、927.10、  
乳異形成、0.04、0.25、0.97、9.00、73.89、123.20、257.51、302.58、592.49、875.43  
乳癌、0.02、0.46、5.12、27.50、85.00、95.75、150.00、434.71、682.45、753.07  
乳児痙攣、0.06、0.32、0.60、32.50、67.50、97.50、325.75、519.34、691.27、754.19 ,,  
乳汁、0.19、0.30、0.62、7.50、8.00、2.50、32.50、55.23、150.00、325.54  
乳腺異形成、0.04、0.25、0.97、9.00、73.89、123.20、257.51、302.58、592.49、875.43  
乳頭、視神経、0.05、0.40、0.85、2.50、13.98、12.71、95.47、233.91、426.90、571.00、  
乳糖吸収不良、0.13、0.25、0.70、7.50、12.33、32.13、232.50、355.69、430.00、855.08、  
乳頭腫、0.04、0.32、0.57、0.85、30.25、173.21、301.80、402.85、410.70、475.47  
乳頭腫、0.04、0.32、0.57、0.85、30.25、173.21、301.80、402.85、410.70、475.47  
乳頭腫、扁平上皮、0.04、0.32、0.57、0.85、30.25、173.21、301.80、402.85、410.70、475.47  
乳頭浮腫、0.05、0.40、0.85、2.50、13.98、12.71、95.47、233.91、426.90、571.00、  
乳糖不耐症、0.13、0.25、0.70、7.50、12.33、32.13、232.50、355.69、430.00、855.08、  
乳のパジェット病、0.08、0.49、0.68、7.50、11.09、17.50、72.50、215.70、456.50、517.50  
乳房疾患、0.08、0.24、13.93、35.16、92.50、355.72、412.33、563.19、709.83、978.85  
乳房腫瘍、0.02、0.46、5.12、27.50、85.00、95.75、150.00、434.71、682.45、753.07  
乳房痛、0.08、0.24、13.93、35.16、92.50、355.72、412.33、563.19、709.83、978.85  
乳房嚢胞、0.08、0.24、12.71、35.16、92.50、355.72、412.33、563.19、709.83、978.85  
乳房嚢胞、0.08、0.24、12.71、35.16、92.50、355.72、412.33、563.19、709.83、978.85  
乳様突起炎、0.07、0.22、0.70、2.50、39.00、300.50、411.51、605.65、747.00、907.11、  
ニューロパシー、遺伝性自律、タイプIII、0.14、0.25、0.85、5.25、7.25、325.00、587.50、745.31、8
15.90、927.00、  
ニューロン、前庭、0.03、0.18、0.65、0.93、10.89、5.50、93.50、210.50、424.37、978.05  
尿失禁Pigmenti、0.10、0.57、0.68、0.87、35.58、127.50、337.50、638.61、715.23、903.74、  
尿失禁PigmentiのAch、0.10、0.57、0.68、0.87、35.58、127.50、337.50、638.61、715.23、903.74、  
尿素サイクル疾患、0.07、0.46、0.68、0.93、57.50、96.50、510.25、655.20、752.63、926.70、  
尿道炎、0.07、0.41、0.73、25.00、65.75、90.00、236.42、322.06、479.50、752.70、  
尿道狭窄、0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45.00、150.00、97.50、475.09、985.67  
尿道狭窄、0.14、0.32、0.95、5.25、12.71、45.00、150.00、97.50、475.09、985.67  
尿道下裂、0.13、0.57、0.73、0.85、13.93、45.52、132.02、255.10、775.61、813.63  
尿閉、0.49、0.73、0.80、7.50、2.50、20.00、50.00、125.71、377.91、519.34、  
尿路がん（癌、尿中の新生物を参照してください）  
尿路感染症、0.49、0.73、0.80、7.50、20.00、50.00、124.37、376.29、496.01、689.93  
尿路疾患、0.04、0.52、0.68、0.83、2.50、27.50、35.00、67.50、95.75、375.16、  
人形子供、0.20、7.50、27.50、95.33、375.16、419.34、567.70、642.06、980.00  
妊娠悪阻、0.19、0.23、0.85、2.25、74.33、147.91、339.04、562.51、725.87、875.58  
妊娠糖尿病、0.15、0.89、12.70、77.00、134.20、235.87、312.50、420.35、465.30、872.90、  
認知症、アルツハイマー型、0.11、7.50、67.50、92.50、377.91、453.72、515.16、688.29、712.00、
995.38、  
認知症、伝染、0.09、0.23、1.95、8.85、44.11、72.41、125.21、433.50、541.50、621.61  
認知症、レビー小体、0.14、0.22、0.62、7.50、2.50、40.00、87.50、150.00、375.69、519.34  
認知症、老人、0.11、7.50、67.50、92.50、377.91、453.72、515.16、688.29、712.00、995.38、  
認知症早発、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、132.50、337.50、524.37、758.57、955.72、  
ヌーナン症候群、0.04、0.18、0.78、2.50、7.50、55.29、87.50、95.52、225.29、519.34、  
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抜毛癖、0.24、0.75、0.95、95.00、358.57、475.16、527.00、667.00、742.00、987.23  
滑脳症、0.14、0.22、0.62、10.72、2.50、124.00、327.50、421.20、505.52、632.01、  
ネイル病、0.05、0.37、0.95、2.75、7.50、22.50、47.50、607.50、834.56、911.87  
根管（バクテリア処理）、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、355.08  
猫の病気、0.03、0.24、0.70、17.50、35.17、97.50、222.70、314.33、560.00、707.26、  
ネザートン症候群、0.03、0.18、0.65、0.80、33.52、72.50、270.96、321.80、505.67、715.28  
ネズミチフス菌食中毒、0.18、0.57、1.85、7.50、329.00、382.30、386.55。355.00、386.00、390.00 
熱痙攣、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.52、322.06  
熱ストレス障害、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.52、322.06  
熱ストレス症候群、0.07、0.41、0.73、0.85、7.50、20.00、57.50、150.00、225.52、322.06  
ネフローゼ、0.13、0.24、0.75、0.90、213.52、335.58、413.98、635.00、795.22、826.32  
ネフローゼ症候群、0.13、0.24、0.78、0.93、2.25、112.33、217.50、335.56、595.87、813.50  
ネルソン症候群、0.03、0.24、2.78、78.85、233.56、475.87、527.00、667.00、752.70、990.62  
粘液腫、0.05、0.31、1.59、5.03、7.29、125.44、462.52、625.91、732.50、815.03、  
脳Pseudosclerosis、0.16、0.55、0.95、7.50、22.50、42.50、125.22、275.56、533.63、652.43、  
脳炎、0.03、0.50、0.83、5.71、79.30、192.50、467.50、652.20、802.51、912.52、  
脳炎、アルボウイルス、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、150.89、455.34、527.50、896.50、917.20  
脳炎、セントルイス、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、150.89、455.34、527.50、896.50、917.20  
脳炎、単純ヘルペス、0.05、0.97、5.83、7.50、12.33、113.23、425.00、571.00、865.83、937.41、 
脳炎、日本語、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、150.89、455.34、527.50、896.50、917.20  
脳炎、流行、0.15、0.23、0.60、0.95、7.50、150.89、455.34、527.50、896.50、917.20  
脳炎Periaxialis、0.25、0.78、0.93、10.89、7.50、95.90、322.53、415.70、562.91、742.06、  
膿痂疹、0.15、0.23、0.65、0.93、37.50、130.72、352.50、712.50、693.50  
膿痂疹伝染性、0.15、0.23、0.65、0.93、37.50、130.72、352.50、712.50、693.50  
脳幹の虚血、一過、0.17、0.40、0.62、0.85、2.50、25.00、109.32、362.57、621.68、775.67  
脳機能障害、376.29 132.41、87.50、42.50、0.75、0.52、0.32、0.46、0.25、0.04、最小  
膿胸、0.11、0.55、0.80、5.15、151.34、252.50、562.50、696.50、797.50、822.53、  
脳虚血、0.04、0.02、0.65、85.75、90.00、375.11、496.00、682.00、750.00、911.20  
脳虚血、0.04、0.02、0.65、85.75、90.00、375.11、496.00、682.00、750.00、911.20  
脳虚血、一過、0.17、0.40、0.62、0.85、2.50、25.00、109.32、362.57、621.68、775.67  
脳血管障害、0.08、0.25、0.70、0.85、7.50、17.50、185.75、350.00、425.17、510.50、  
脳血管障害、0.08、0.25、0.70、0.85、7.50、17.50、185.75、350.00、425.17、510.50、  
脳血管障害、0.09、0.12、0.62、15.17、96.50、225.00、425.16、571.00、841.00、937.41  
脳血管脳卒中、0.09、0.12、0.62、15.17、96.50、225.00、425.16、571.00、841.00、937.41  
脳血管もやもや、0.04、0.25、0.65、0.93、2.50、7.50、96.50、324.94、475.87、527.00  
脳血管攣縮、0.19、0.26、0.57、7.50、12.69、35.33、322.06、425.71、564.28、930.12  
脳硬化症、びまん性、0.25、0.78、0.93、10.89、7.50、95.90、322.53、415.70、562.91、742.06、  
脳疾患、0.04、0.20、0.65、85.75、90.00、375.11、497.61、689.93、753.07、983.22  
脳実質H.、0.04、0.55、0.78、93.50、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
脳出血、0.04、0.55、0.78、93.50、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
脳出血、脳、0.04、0.55、0.78、93.50、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
脳症、0.46、0.95、7.50、25.54、15.69、40.00、60.00、125.00、300.00、527.81  
脳症、ウェルニッケ、0.23、0.95、12.85、25.05、97.50、110.25、229.32、536.42、650.00、752.63
、  
脳症、低酸素、0.15、0.18、0.80、5.50、17.50、32.50、151.27、257.46、413.91、692.27  
脳症、ビンスワンガー、0.06、0.26、0.65、5.71、7.00、42.50、92.50、478.50、527.00、667.00  
脳障害（一般）0.04、0.25、0.46、0.32、0.52、0.75、42.50、87.50、132.41、376.29  
嚢状動脈瘤、0.08、0.24、0.57、7.50、10.72、36.21、142.50、321.00、415.70、775.68  
脳神経III疾患、0.13、0.40、0.73、0.83、5.75、7.25、142.50、557.50、792.50、891.00  
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脳神経IX疾患、0.07、0.57、0.95、2.25、125.25、320.00、437.50、593.50、615.70、824.37  
脳神経VII疾患、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
脳神経疾患、0.06、0.26、0.95、5.15、27.25、42.50、95.95、427.50、607.00、862.02、  
脳神経疾患II、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813.00  
脳性巨人症、0.08、0.35、2.50、93.50、234.25、455.82、515.17、684.81、712.81、997.87、  
脳性麻痺、0.06、0.32、20.00、85.75、150.00、225.00、222.70、454.50、515.17、687.62  
脳脊髄炎、0.08、0.46、3.29、7.50、117.50、327.50、452.50、662.02、896.50、981.00、  
脳脊髄炎、亜急性N.、0.46、0.95、7.50、25.54、15.69、40.00、60.00、125.00、300.00、527.81  
脳脊髄炎、筋痛、0.05、0.23、0.95、12.33、22.50、45.91、72.50、92.50、347.51、821.00、  
脳卒中、0.09、0.12、0.62、15.17、96.50、225.00、425.16、571.00、841.00、937.41  
脳卒中、0.09、0.12、0.62、15.17、96.50、225.00、425.16、571.00、841.00、937.41、  
嚢虫症、0.08、0.35、0.75、17.93、119.00、217.50、385.95、620.00、781.33、903.50、  
嚢虫症、神経、0.13、0.52、0.73、13.61、125.29、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
嚢虫症、脳、0.13、0.52、0.73、13.61、125.29、255.56、372.58、551.23、673.29、713.72  
脳低酸素症、0.15、0.18、0.80、5.50、17.50、32.50、151.27、257.46、413.91、692.27  
脳動脈瘤、0.08、0.24、0.57、7.50、10.72、36.21、142.50、321.00、415.70、775.68  
脳動脈瘤、0.08、0.24、0.57、7.50、10.72、36.21、142.50、321.00、415.70、775.68  
脳内出血、0.04、0.55、0.78、93.50、210.50、453.72、515.19、683.00、712.23、993.41、  
脳脳震盪、0.04、0.20、0.65、85.75、90.00、325.00、375.11、497.61、689.93、753.07  
脳脳震盪、0.04、0.20、0.65、85.75、90.00、325.00、375.11、497.61、689.93、753.07  
脳膿瘍、0.04、0.05、7.50、25.75、87.50、325.11、375.00、519.34、682.02、759.83、  
膿皮症壊疽、0.03、0.32、0.73、0.95、14.00、75.31、185.00、310.50、625.31、971.00  
脳ヘルニア、0.13、0.57、0.78、0.97、2.50、87.50、323.98、665.70、822.70、906.07  
嚢胞、0.17、0.18、0.93、9.50、157.50、281.02、342.50、571.08、725.00、825.31、  
嚢胞、包虫、0.12、0.55、5.85、81.50、127.55、241.52、471.50、625.30、853.00、915.09  
嚢胞性線維症、0.10、0.50、0.68、0.83、190.89、312.50、452.50、687.50、795.69、892.50、  
嚢胞性線維症、0.10、0.50、0.68、0.83、190.89、312.50、452.50、687.50、795.69、892.50、  
ノカルジア感染、0.16、0.32、0.95、7.50、32.50、47.50、95.29、376.29、675.29、727.00  
のどの痛み、0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.03、157.51、290.20、675.35、821.37  
乗り物酔い、0.15、0.23、0.68、0.83、72.52、137.57、292.61、537.30、822.59、921.05  
ノンバーバル学習障害、0.14、0.57、0.73、7.50、14.50、327.03、555.91、665.02、756.72、875.29  
バーガー病、0.15,0.24,0.68,0.83,32.50,197.50,332.50,555.37,696.50,875.52、 
バーキット細胞白血病、0.05、0.57、0.85、52.50、119.34、375.03、425.71、568.43、642.91、985.9
0、  
バーキット腫瘍、0.05、0.57、0.85、52.50、119.34、375.03、425.71、568.43、642.91、985.90、  
バーキットリンパ腫、0.05、0.57、0.85、52.50、119.34、375.03、425.71、568.43、642.91、985.90
、  
パーキンソニズム、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
パーキンソン、実験、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
パーキンソン障害、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
パーキンソン症候群、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
パーキンソン病、0.08、0.35、0.65、0.83、9.50、115.71、354.95。355.35、368.00、398.40 
パーキンソン病、若年、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
バークホルデリア感染、0.07、0.12、0.75、0.93、12.33、22.50、57.50、92.50、324.37、225.00、  
ハーゲマン形質、0.08、0.22、0.73、2.50、5.71、50.00、322.53、415.70、566.41、707.26、  
バージャー病、0.10、0.58、0.78、5.25、21.80、49.50、158.00、342.06、475.16、533.00、762.11  
バース症候群、0.05,0.18,17.50,45.00,70.00,125.75,377.91,475.16,527.00,753.23 
ハート異常、0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.51、167.53、326.16、569.71、719.34、  
ハート代償不全、0.14、0.22、0.75、5.29、7.25、50.00、167.50、334.25、425.00、805.29、  
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ハートナップ病、0.16、0.55、0.95、5.75、67.25、132.50、237.50、391.50、421.22、515.70  
バートネラ症、0.07,0.12,1.63,20.00,40.00,134.25,357.77,510.25,752.63,923.70,150.0,100.0,100.0,100.
0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0, 
ハート肥大、0.13、0.26、23.80、135.60、390.00、404.37、515.16、687.62、712.81、992.00、  
バーナード症候群、0.07,0.50,0.97,9.00,12.33,32.50,142.50,320.00,425.87,525.56 
パームと靴底の膿疱症、0.05、0.55、1.78、5.97、85.15、117.15、453.20、692.23、824.37、951.00  
パームと靴底の膿疱性乾癬、0.05、0.55、1.78、5.97、85.15、117.15、453.20、692.23、824.37、951
.00  
ハーラー症候群、0.07、0.35、0.70、5.58、17.25、22.50、150.00、413.02、550.00、719.34  
バーンズ、0.06、0.25、5.00、7.00、25.75、87.50、225.00、450.00、515.15、687.62、  
肺炎、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
肺炎、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
肺炎、間質、0.05、0.24、0.60、0.97、7.50、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
肺炎、間質、0.05、0.24、0.60、0.97、7.50、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
肺炎、ローバー、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
肺炎球菌（Streptococcus 
pneumoniae）、0.05、0.35、2.75、30.93、75.81、187.50、405.32、715.00、803.51、905.32、  
肺炎球菌感染症、0.05、0.35、2.75、30.93、75.81、187.50、405.32、715.00、803.51、905.32、  
肺ガン、0.23、0.41、0.72、0.87、5.50、13.01、81.53、410.41、527.21、915.91  
肺気腫、0.55、0.41、0.62、1.97、7.50、15.93、67.50、209.31、345.69、502.51、  
肺気腫、肺、0.55、0.41、0.62、1.97、7.50、15.93、67.50、209.31、345.69、502.51、  
敗血症、0.07、0.22、32.50、93.50、175.75、479.93、527.00、667.00、721.00、986.22  
敗血症症候群、0.13、0.43、7.00、13.98、132.41、275.75、512.33、650.00、753.07、926.70、  
敗血症性ショック、0.18、0.22、55.00、62.50、132.41、210.50、475.17、527.00、667.00、749.00、  
肺血栓塞栓症、0.35、0.41、0.92、0.97、7.50、13.42、71.50、205.41、476.29、515.70、  
肺高血圧症、0.14、0.40、0.78、1.00、2.50、12.33、15.58、52.50、225.79、424.94  
肺サルコイドーシス、0.08、0.35、37.50、115.70、322.06、325.27、175.00、475.19、527.00、834.5
0  
肺疾患、0.03、0.41、0.62、0.93、7.50、12.71、85.00、206.50、324.94、735.62、  
肺疾患、0.16、0.21、0.42、0.97、7.54、11.81、67.58、415.43、671.98、905.70、  
肺疾患、間質、0.05、0.24、0.60、0.97、7.50、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
肺疾患、慢性閉塞性、0.37、0.41、0.62、0.97、7.50、15.31、87.50、  
肺腫瘍、（癌、肺癌を参照）（2種類が記載されています）  
肺水腫、0.75、0.41、0.82、0.97、7.50、19.89、37.53、125.31、375.93、519.34、  
肺線維症、0.65、0.41、0.62、4.97、7.50、15.31、87.50、325.93、385.90、504.37、  
肺塞栓症、0.35、0.41、0.92、0.97、7.50、13.42、71.50、205.41、476.29、515.70、  
肺動脈閉鎖症、0.15、0.41、0.68、0.98、7.52、11.81、89.51、417.43、671.98、905.70  
肺動脈弁閉鎖症、0.15、0.41、0.68、0.98、7.52、11.81、89.51、417.43、671.98、905.70  
バイトおよびスティング、0.03,0.55,0.78,7.25,5.0.00,85.16,97.50,210.50,752.63,925.71 
梅毒、0.02、5.25、25.15、125.75、275.03、477.50、527.00、667.00、749.00、987.23  
梅毒、先天性、0.02、0.18、25.00、125.15、269.71、475.03、527.00、667.00、761.85、986.22  
排尿障害、0.13、0.24、0.78、0.90、13.39、39.00、96.50、250.00、476.50、527.00、  
肺膿瘍、0.04、0.24、0.60、0.83、2.50、39.98、203.50、741.67、835.62、917.81、  
肺の炎症、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
肺の炎症、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
胚盤胞ホミニス感染、0.04,0.46,0.75,2.75,7.50,47.50,96.50,357.30,834.00,937.41,100.0,100.0,100.0,10
0.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0, 
肺ペスト、0.05、0.26、0.57、2.50、12.85、35.34、57.50、96.50、322.06、475.87  
肺ペスト、0.05、0.26、0.57、2.50、12.85、35.34、57.50、96.50、322.06、475.87  
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肺胞炎、ファイブロッシング、0.65,0.41,0.62,4.97,7.50,15.31,87.50,325.93,385.90,504.37、 
肺崩壊、0.05、0.73、0.95、5.00、17.50、37.50、322.06、563.19、714.82、930.12  
肺胞蛋白症、0.05、0.41、0.92、1.97、207.50、315.93、587.50、625.31、776.29、826.07  
肺葉全前脳症、0.08、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、55.91、119.34、393.50、536.42  
ハエ症、0.13、0.49、0.60、0.87、2.25、5.25、113.98、545.87、735.00、805.07  
博士Rifes 3.30 MHzのMORサイドバンドを使用しています。がんと特定のウイルス 
博士RIFEの専門的なMOR搬送波周波数設定、  
博士フルダ・クラークパラサイト一般的、包括的  
吐き気、0.07、0.41、0.73、4.83、67.51、220.53、325.87、451.23、704.94、815.08  
歯ぎしり、0.08、0.32、20.00、85.03、150.00、225.00、219.34、453.72、515.15、683.00、  
ハキム症候群、0.05、0.37、0.90、12.85、67.50、267.50、555.56、695.87、875.58、943.20  
白質脳炎、亜急性硬化性、0.05、1.52、5.69、55.15、375.03、479.93、527.00、662.71、789.00、987
.23  
白質脳症、皮質下、0.06、0.26、0.65、5.71、7.00、42.50、92.50、478.50、527.00、667.00  
白癬、0.05、0.41、22.50、57.50、325.16、476.50、527.00、667.00、749.00、986.22  
白癬、0.05、0.41、22.50、57.50、325.16、476.50、527.00、667.00、749.00、986.22  
白癬、0.05、0.41、22.50、57.50、325.16、476.50、527.00、667.00、749.00、986.22  
白癬Unguium、0.07、0.40、0.90、12.85、20.14、67.11、135.52、325.00、475.52、612.53  
白癬足白癬、0.02、0.75、2.62、5.95、8.50、125.69、262.50、592.50、758.57、823.44  
白癬ベルシカラー、0.05、0.41、0.60、0.85、350.00、479.50、527.00、663.71、752.70、987.23  
拍動性耳鳴り、0.07、0.24、0.57、87.50、175.16、322.06、476.50、667.00、742.00、985.67  
白内障、0.03、0.41、15.19、87.50、122.06、312.33、532.41、655.20、750.00、927.10、  
白内障、膜状、0.03、0.41、15.19、87.50、122.06、312.33、532.41、655.20、750.00、927.10、  
白斑、0.15、0.26、5.25、7.00、37.50、60.00、119.34、210.50、458.50、684.81、  
剥離症候群、0.15、0.23、0.73、0.85、5.36、147.25、335.48、487.50、695.83、875.36  
麦粒腫、0.12、0.55、0.95、5.87、25.00、42.50、62.50、92.50、90.00、515.70  
麦粒腫、0.12、0.55、0.95、5.87、25.00、42.50、62.50、92.50、90.00、515.70  
パジェット病、0.08、0.49、0.68、7.50、11.09、17.50、72.50、215.70、456.50、517.50  
パジェット病、乳腺、0.08、0.49、0.68、7.50、11.09、17.50、72.50、215.70、456.50、517.50  
麻疹、0.06、0.26、0.75、2.25、7.50、52.50、369.50、373.01、371.05、687.62  
麻疹、0.06、0.26、0.75、2.25、7.50、52.50、369.50、373.01、371.05、687.62  
麻疹、ドイツ語、0.07、0.24、0.60、7.22、132.25、427.50、555.95、690.00、875.00、936.42、  
麻疹ボディ脳炎、0.05、1.52、5.69、55.15、375.03、479.93、527.00、662.71、789.00、987.23  
播種性血管内凝固、0.13、0.72、0.92、9.50、128.00、302.50、432.50、597.50、773.91、901.17、  
波状熱、0.05、35.75、60.00、93.50、225.15、454.37、517.50、687.62、712.00、992.00、  
破傷風、0.08、0.32、0.65、7.50、37.50、67.50、96.50、527.00、663.71、986.22  
バセドウ病、0.08、0.35、55.61、119.87,232.25、308.29、455.52、585.37、697.50、825.91  
裸のリンパ球S.、0.07,0.24,35.19,150.00,375.00,477.50,527.00,662.71,749.00,969.67 
バタン病、0.19,0.18,0.70,2.25,1.578,47.50,269.71,450.00,515.56,686.21 
蜂巣、0.03、0.50、0.85、5.12、7.25、13.93、147.50、250.00、425.75、625.00、  
蜂巣炎、0.03、0.50、0.85、5.12、7.25、13.93、147.50、250.00、425.75、625.00、  
蜂巣炎、オービタル、0.03、0.50、0.85、5.25、77.25、112.78、407.50、511.88、725.37、825.00  
爬虫類疾患、0.16、0.57、0.65、0.87、2.50、15.75、232.50、492.50、826.07、925.95、  
バツ 
麦角中毒、0.07、0.52、0.68、0.90、2.75、5.00、15.36、0.04、325.54、533.63  
麦角中毒、0.07、0.52、0.68、0.90、2.75、5.00、15.36、0.04、325.54、533.63  
発汗異常、0.08、0.41、9.80、87.50、202.50、345.00、607.50、725.83、850.00、924.37  
白血球減少、0.02、0.50、0.85、2.50、7.50、15.69、35.54、125.00、225.69、377.91  
白血球減少、0.02、0.50、0.85、2.50、7.50、15.69、35.54、125.00、225.69、377.91  
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白血病、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、421.39、739.10、905.31  
発疹チフス、0.37、0.75、23.90、45.00、96.50、202.59、522.53、655.20、750.00、923.70、  
発疹チフス、サンパウロ、0.07、0.52、7.57、33.80、282.75、405.75、523.88、667.50、825.28、915
.70  
発疹チフス、腹部、0.13、0.40、0.87、43.20、92.50、310.25、479.50、527.00、789.00、985.67  
発疹チフス、流行性シラミ媒介性、0.37、0.75、23.90、45.00、96.50、202.59、522.53、655.20、750
.00、923.70、  
発疹突発性発疹、0.07、0.50、0.95、7.50、10.53、132.50、242.50、392.01、629.26、915.48  
発達障害、神経（DCD）、0.03、0.24、0.85、2.50、5.87、85.00、96.50、175.87、357.77、452.59  
ハッチンソン・ギルフォード症候群、0.04、0.12、0.95、12.85、32.50、50.00、235.31、603.50、747
.50、823.30、  
ハッチンソンのメラニンそばかす、0.06、0.37、0.87、7.50、8.00、62.50、95.56、325.87、473.00、
742.06  
ハッチンソン歯、0.02、0.18、25.00、125.15、269.71、475.03、527.00、667.00、761.85、986.22  
バッド・キアリ症候群、0.05、0.24、72.50、122.53、342.06、512.33、682.45、753.07、926.70、  
発熱、0.12、0.23、0.83、5.50、13.93、12.71、92.50、376.29、519.34、652.43  
発熱、0.12、0.23、0.83、5.50、13.93、12.71、92.50、376.29、519.34、652.43  
発毛、利用IR-RD-V2、0.17、0.18、0.83、3.33、21.26、76.32、85.52、168.38、627.08、815.03、  
鼻カタル、0.02、0.52、0.75、0.83、112.50、217.50、345.75、497.50、775.28、825.00、  
鼻疾患、0.18、0.32、0.80、5.50、27.50、45.56、172.50、392.50、553.20、675.29、  
鼻疾患、0.18、0.32、0.80、5.50、27.50、45.56、172.50、392.50、553.20、675.29、  
鼻出血、0.13、0.23、0.62、6.95、27.50、85.54、122.71、453.02、743.54、836.42、  
鼻血、0.13、0.23、0.62、6.95、27.50、85.54、122.71、453.02、743.54、836.42、  
バナヤン - ゾナナ症候群、0.24,0.70,7.50,12.33,37.50,72.50,124.37,325.16,496.01,888.60 
歯は、障害、0.08、0.32、20.00、85.03、150.00、225.00、219.34、453.72、515.15、683.00研削  
パピローマ、Shope、0.07、0.35、25.40、50.00、60.00、150.00、475.11、527.00、667.00、987.23  
パピローマウイルス感染症、0.05、0.32、0.60、0.85、12.33、57.26、152.00、93.50、315.70、425.3
7  
バベシア症、0.04,0.18,0.70,0.90,7.50,45.75,71.50,95.00,219.34,379.93 
ハマンリッチ症候群、0.65、0.41、0.62、4.97、7.50、15.31、87.50、325.93、385.90、504.37  
原位置逆位、0.05、0.12、0.87、5.00、27.50、62.50、193.00、322.53、475.17、527.00、  
パラインフルエンザ、0.07、0.33、1.06、5.20、27.53、102.37、145.47、203.00、486.10、535.91  
パラインフルエンザウイルス感染、0.07、0.33、1.06、5.20、27.53、102.37、145.47、203.00、486.1
0、535.91  
バラ疹幼児、0.07、0.50、0.95、7.50、10.53、132.50、242.50、392.01、629.26、915.48  
パラプロテイン血症、0.13、0.40、0.68、0.80、5.26、72.50、135.47、296.50、556.72、879.93、  
パラミクソウイルス感染症、0.07、0.33、1.06、5.20、27.53、102.37、145.47、203.00、486.10、535
.91  
バルトネラ感染症、0.07,0.12,1.63,20.00,40.00,134.25,357.77,510.25,752.63,923.70,100.0,100.0,100.0,
100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100 
バレット症候群、0.13,0.23,0.62,9.97,167.50,325.50,422.50,650.00,875.95,919.34、 
バロトゥラ、0.18,0.23,0.85,5.81,20.00,62.50,150.00,350.00,510.25,653.69、 
汎下垂体機能低下症、0.15、0.26、0.80、5.50、20.00、32.50、45.68、57.50、93.50、92.50、356.72
、  
反射性交感神経性ジストロフィー、0.09、0.52、0.65、0.93、5.71、87.50、255.31、525.29、675.31
、878.50  
斑状出血、0.11、0.55、0.80、23.50、117.50、252.50、462.50、596.50、797.50、975.34  
ハンセン病、0.17、0.24、0.79、3.50、5.82、48.00、97.50、123.01、468.43、592.26  
ハンセン病、0.17、0.24、0.79、3.50、5.82、48.00、97.50、123.01、468.43、592.26  
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ハンタウイルス感染症、0.07、0.12、0.60、0.87、2.25、125.52、387.50、525.00、707.50、816.50、  
ハンチントン病、0.15、0.23、0.75、3.85、52.25、177.25、400.00、563.19、642.91、976.90  
ハンチントン舞踏病、0.15、0.23、0.75、3.85、52.25、177.25、400.00、563.19、642.91、976.90  
ハンド・シュラー・クリスチャンS.、0.14、0.32、0.97、2.50、11.09、20.00、57.50、225.00、423.0
1、565.36  
パントテン酸キナーゼ神経変性、0.16、0.35、0.95、5.87、27.50、52.50、225.37、451.17、517.50、
687.62  
半盲、0.13、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
半盲、Binasal、0.13、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
半盲、Bitemporal、0.13、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
半盲、同名、0.13、0.58、0.73、2.58、5.78、145.91、372.52、428.01、511.19、605.59  
ピアソン症候群、0.08、0.40、0.83、5.47、105.00、215.47、417.50、631.00、801.91、931.22  
ピーターの異常、0.07、0.12、0.65、118.83、202.50、315.32、481.51、525.83、622.50、791.52、  
ビーバーフィーバー、0.05,0.35,0.60,0.87,2.25,2,59,55.47,97.50,324.37,425.52 
ビールス症候群、0.07,0.29,38.22,49.00,53.89,67.95,115.07,502.26,632.83,726.77 
鼻炎、0.02、0.52、0.75、0.83、112.50、217.50、345.75、497.50、775.28、825.00、  
鼻炎、急性、0.12、0.55、0.85、7.50、120.00、315.50、472.50、725.75、850.00、975.98  
ビオチニダーゼ欠損、0.19,0.35,13.52,90.00,355.08,475.16,527.00,667.00,789.00,986.22 
皮下脂肪組織炎、0.08、0.49、0.65、7.50、12.85、17.50、72.50、226.07、475.47、527.00  
皮下脂肪組織炎、亜急性結節、0.08、0.49、0.65、7.50、12.85、17.50、72.50、226.07、475.47、527
.00  
ピカ症候群、0.14、0.22、0.62、58.25、215.50、442.01、537.50、617.50、869.71、975.34、  
光感度、0.50、0.57、0.87、12.33、42.50、152.50、287.50、392.31、810.50、901.04、  
粃糠疹、0.20、0.32、2.88、5.25、132.50、237.50、496.50、626.07、875.34、927.00  
粃糠疹versicolorの、0.05、0.41、0.60、0.85、350.00、479.50、527.00、663.71、752.70、987.23  
腓骨筋萎縮症、0.19、1.22、4.33、17.25、63.21、119.42、287.21、403.03、435.00、711.17  
膝状神経節、0.08、0.32、0.610、2.27、44.25、115.71、255.48、485.00、697.50、856.72  
膝状帯状疱疹、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
膝負傷、0.19、0.68、10.02、31.23、127.76、309.60、436.09、463.97、502.93、651.82  
皮質下動脈硬化脳症、0.06、0.26、0.65、5.71、7.00、42.50、92.50、478.50、527.00、667.00  
皮質過骨症、先天性、0.12、0.25、0.70、1.07、2.75、14.53、32.50、92.50、356.72、425.58、  
肘トンネル症候群、0.12、0.55、0.85、2.50、22.50、147.50、472.50、725.00、851.03、975.29、  
皮脂嚢胞、0.12、0.25、8.62、17.25、82.50、115.87、325.00、491.51、673.35、874.54、  
微小血管狭心症、0.07、0.23、0.85、35.23、63.02、125.03、235.68、396.50、575.61、751.77  
非小細胞肺癌、0.06、0.18、0.97、5.83、22.00、47.28、87.22、97.50、355.72、434.50、515.00  
ビジョン障害、0.12、0.65、25.05、87.50、125.33、222.53、479.93、527.00、667.00、987.23  
ヒスチオサイトーシスX、0.14、0.32、0.97、2.50、11.09、20.00、57.50、225.00、423.01、565.36  
ヒステリー、解離、0.11、0.49、0.97、17.30、29.50、422.50、602.50、715.31、803.50、924.37、  
ヒストプラスマ症、0.07、0.23、0.83、2.50、13.93、12.71、55.56、93.50、375.87、426.90  
ヒストモナス症、0.02、0.23、0.85、5.71、55.83、172.50、317.50、663.50、725.31、853.02  
鼻疽、0.07、0.12、0.75、0.93、12.33、22.50、57.50、92.50、324.37、225.00、  
脾臓疾患、0.04、0.35、7.25、2.50、60.00、125.00、300.00、475.17、527.00、752.70、  
脾臓破裂、0.03、0.57、50.00、205.83、358.57、475.16、527.00、667.00、749.00、985.67  
ヒ素中毒、0.10、0.83、5.50、52.50、342.06、458.50、515.09、687.62、712.23、995.38、 
肥大、左心室、0.11、0.57、0.95、5.25、20.00、37.50、262.50、593.50、775.79、808.50  
肥大、右室、0.12、0.57、0.95、5.58、20.00、145.79、262.50、393.50、734.51、919.34  
肥大した心臓、0.13、0.26、23.80、135.60、390.00、404.37、515.16、687.62、712.81、992.00、  
非対称セプタルハイパー。 0.13,0.26,20.00,125.00,376.29,404.37,515.16,687.62,712.81,992.00、 
ビタミンA過剰A、0.11、0.57、0.95、5.50、17.50、137.50、262.50、393.50、775.79、815.70  
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ビタミンA欠乏症、0.04、0.26、0.46、7.50、37.50、57.50、100.00、210.25、436.42、561.93、  
ビタミンA欠乏症、0.14、0.57、0.95、23.50、269.71、57.50、175.16、436.42、642.91、978.05  
ビタミンB 12欠乏、0.05、0.41、1.00、45.00、97.50、324.37、410.25、566.41、709.83、930.12  
ビタミンB欠乏症、0.05、0.41、1.00、45.00、97.50、324.37、410.25、566.41、709.83、930.12  
ビタミンC欠乏症、0.05、0.73、2.95、47.50、222.53、452.59、517.50、683.00、712.00、993.41、  
ビタミンD欠乏症、0.17、0.22、0.62、11.09、40.00、57.50、150.00、175.00、426.90、826.00  
ピック病、0.06、0.26、0.65、5.15、7.00、42.50、92.50、475.95、527.00、661.71、  
非点収差、0.60,0.90,12.33,7.50,12.71,55.00,234.51,325.71,491.00,667.90 
ヒトインフルエンザ、0.08、0.25、0.57、7.50、10.53、12.50、40.00、313.35、320.00、615.00、  
ヒトインフルエンザ、0.12、0.55、0.85、7.50、12.50、40.00、120.00、313.35、320.00、615.00、  
ヒトパピローマウイルス（HPV）、0.04、0.32、0.57、0.85、30.25、173.21、301.80、402.85、410.7
0、475.47  
ヒトレトロウイルス、0.07、0.88、9.71、68.83、102.85、205.28、312.50、492.50、675.95、823.37
、  
泌尿器癌、0.03、0.46、0.75、0.85、2.50、7.50、17.50、96.50、434.93、451.17、  
泌尿器疾患、0.04、0.52、0.68、0.83、2.50、27.50、35.00、67.50、95.75、375.16、  
泌尿生殖器、0.02、0.46、0.68、0.97、2.50、210.50、500.00、652.43、759.83、923.70、  
泌尿生殖器の手術手順、0.07、0.52、0.78、0.80、10.89、17.50、52.50、90.00、222.53、453.72  
皮膚糸状菌症、0.02、0.75、2.62、5.95、8.50、125.69、262.50、592.50、758.57、823.44  
皮膚炎、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、125.31、387.50、682.10、822.06、925.93、  
皮膚炎、化学線、0.13、0.24、1.70、34.87、62.25、102.75、232.50、425.54、725.35、869.71  
皮膚炎、湿疹、0.08、0.41、9.80、87.50、202.50、345.00、607.50、725.83、850.00、924.37  
皮膚炎、伝染性膿疱、0.03、0.41、0.62、0.95、7.50、125.31、387.50、682.10、822.06、925.93、  
皮膚炎、表皮剥脱、0.03、0.41、1.62、8.95、109.50、252.93、387.50、691.02、822.06、928.33  
皮膚及び結合組織疾患、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
皮膚筋炎、0.02、0.75、2.42、5.35、8.52、125.69、262.50、561.50、728.57、802.44  
皮膚弛緩症、0.04、0.37、0.85、2.75、3.00、65.75、95.29、475.00、650.00、825.75  
皮膚疾患、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
皮膚疾患、感染症、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
皮膚疾患、寄生、（â€œparasitesâ€を参照して、特定の寄生虫種を選択） 
皮膚疾患、細菌、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
皮膚疾患、真菌、0.02、0.75、2.62、5.95、8.50、125.69、262.50、592.50、758.57、823.44  
皮膚真菌症、0.02、0.75、2.62、5.95、8.50、125.69、262.50、592.50、758.57、823.44  
皮膚線維、0.02、0.41、0.90、2.75、5.87、15.56、73.30、192.50、533.63、734.25  
皮膚洞、0.18、7.50、25.17、52.50、112.33、175.00、524.37、682.45、753.07、927.10、  
皮膚粘膜リンパ節、0.04、0.24、0.95、2.75、5.87、178.50、326.50、571.52、705.87、827.23  
皮膚病、0.19、0.37、7.25、45.75、96.50、325.00、519.34、655.20、750.00、922.53  
皮膚ほくろ、0.19、0.37、7.25、45.75、120.50、401.00、409.31、552.20、750.00、922.53  
皮膚幼虫Migrans、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、  
ヒポキサンチン - 
ホスホトランスフェラーゼ欠損症、0.07、0.22、0.62、7.50、2.50、41.01、119.34、475.69、527.00
、667.00  
非ホジキンリンパ腫、0.35、0.93、12.33、25.23、35.68、87.50、93.50、233.63、434.00、519.34、  
肥満、および摂食障害、0.14、0.22、0.62、58.25、215.50、442.01、537.50、617.50、869.71、975.3
4、  
肥満細胞症、0.07、0.24、0.78、12.50、57.50、112.05、241.21、361.28、596.50、888.20  
びまん性実質性肺、0.05、0.24、0.60、0.97、7.50、35.62、117.52、402.06、675.62、823.01  
びまん性筋筋膜疼痛S.、0.04、0.49、0.78、7.50、118.00、215.43、362.51、422.06、608.41、751.20  
びまん性脳硬化症、0.25、0.78、0.93、10.89、7.50、95.90、322.53、415.70、562.91、742.06、  
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百日咳、0.10、0.35、0.95、13.61、27.50、47.50、60.00、110.25、425.05、932.00、  
百日咳、0.10、0.35、0.95、13.61、27.50、47.50、60.00、110.25、425.05、932.00、  
表皮水疱症、0.13、0.23、0.62、48.91、137.50、295.50、413.93、653.02、876.29、924.37  
表皮嚢胞、0.12、0.25、8.62、17.25、82.50、115.87、325.00、491.51、673.35、874.54、  
ビリルビン脳症、0.08,0.35,0.60,0.80,2.75,5.50,50.00,62.50,90.00,95.67 
ヒルシュスプルング病、0.13、0.52、0.75、5.52、8.22、47.50、72.51、126.33、275.56、475.22、  
ビルハルジア症、0.13,0.23,0.73,0.85,5.25,137.25,545.75,687.50,895.27,976.29、 
ビルハルツ住血吸虫は、（血液吸虫）、0.18、0.24、0.60、0.87、2.25、27.50、55.44、181.21、325.8
3、625.43、寄生虫  
疲労、0.04、0.25、0.95、7.50、12.85、29.03、157.50、381.02、595.42、875.00、  
疲労症候群、慢性、0.05、0.23、0.95、12.33、22.50、45.91、72.50、92.50、347.51、821.00、  
ピロプラズマ病、0.04、0.18、0.70、0.90、7.50、45.75、71.50、95.00、219.34、379.93  
貧血、0.08,0.55,5.97,23.00,50.50,80.50,97.53,210.50,533.21,909.26 
貧血、Fanconi、0.05,0.41,1.29,5.43,7.25,125.44,467.50,605.91,702.50,815.43、 
貧血、Pernicious、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、アジソンの0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、鎌状赤血球、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、再生不良、0.65、7.50、2.50、62.50、150.00、319.34、425.33、571.00、823.00、937.41、 
貧血、鉄欠乏、0.10,0.32,2.50,57.20,125.00,175.00,525.71,62.02,759.83,932.41 
貧血、ハイポプラスチックス、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、微小血管新生、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、メガロブラスティック、0.11,0.30,0.33,93.50,224.37,376.29,475.05,527.00,657.71,753.23 
貧血、溶血、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
貧血、溶血性、後天性、0.02,0.12,5.16,62.50,110.25,332.41,517.50,684.81,712.23,992.00 
ビンスワンガー病、0.06,0.26,0.65,5.71,7.00,42.50,92.50,478.50,527.00,667.00 
頻拍、0.02、0.52、1.20、2.25、17.50、72.50、219.34、688.29、712.00、995.38、  
頻脈性不整脈、0.02、0.52、1.20、2.25、17.50、72.50、219.34、688.29、712.00、995.38、  
ピンワーム、0.07、0.52、0.75、3.97、8.50、13.61、22.50、265.83、425.34、879.50、  
ファイファー症候群、0.14、1.22、2.62、12.72、125.78、158.33、351.30、532.41、613.32、709.80
、  
ファジオ - ロンド症候群、0.07、0.22、0.62、2.50、5.50、40.00、475.03、527.00、667.00、742.00  
ファブリー病、0.07、0.22、0.73、2.50、5.25、50.00、275.36、536.42、655.20、755.49  
ファンコニ貧血、0.05、0.41、1.29、5.43、7.25、125.44、467.50、605.91、702.50、815.43、  
不安障害、0.08,0.62,0.87,5.81,225.00。 423.07,572.00,727.33,841.12,903.91 
フィーバー、0.08、0.57、0.90、5.71、45.20、152.59、262.50、695.02、715.73、819.34再発  
フィーバーブリスター、0.11、0.55、1.23、5.58、27.50、291.25、293.05、292.00、345.50、824.37  
フィタン酸蓄積症、0.04、0.41、0.62、0.97、7.50、20.00、87.50、342.06、635.31、834.45、  
フィッシャー症候群、0.03、0.12、0.93、7.50、132.31、247.52、362.54、596.52、695.61、819.34  
フィブリノゲン欠損症、0.15、0.18、2.50、322.06、458.50、515.05、684.81、712.42、995.38、  
フィラリア症、0.19、0.18、0.73、7.50、68.00、115.44、322.50、545.43、612.37、779.93、  
フーガ、0.11、0.49、0.97、17.30、29.50、422.50、602.50、715.31、803.50、924.37、  
風疹、0.07、0.24、0.60、7.22、132.25、427.50、555.95、690.00、875.00、936.42、  
封入病、0.07、0.12、0.85、9.50、88.00、141.20、297.50、425.95、675.31、827.00  
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ欠損症、0.07、0.41、0.73、5.85、72.50、135.00、367.50、550.3
0、725.34、920.32  
フェルティ症候群、0.19、1.00、2.80、17.50、398.40、225.00、510.25、682.02、759.83、932.41  
フォークト - 小柳 - 
原田、0.15、0.93、5.09、17.50、35.75、73.30、125.00、375.09、830.00、932.00、  
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フォスター・ケネディ症候群、0.04、0.18、0.70、2.25、5.29、47.50、275.52、425.29、571.00、813
.00  
フォレス-
Certonciny症候群、0.17、0.55、0.95、5.71、13.93、137.50、262.50、497.50、626.07、822.53、  
フォン・ヴィレブランド病、0.02、0.25、7.50、67.50、50.00、95.00、275.05、475.09、667.00、985
.67  
フォン・ヒッペル - 
リンダウ病、0.03、0.46、2.50、7.50、17.50、96.50、355.08、517.50、687.62、712.42、  
フォン・レックリングハウゼン病、0.17、0.35、0.83、7.50、115.29、347.50、487.50、592.50、675.
91、775.56  
不感症、0.12、0.58、38.00、53.77、202.00、390.61、502.36、581.26、638.19、708.92、  
副交感神経系の病気、0.05、0.37、0.83、2.75、3.00、70.00、95.09、175.16、275.00、357.30  
副甲状腺疾患、0.19、0.50、0.70、0.97、13.39、102.75、342.50、467.50、696.50、825.43、  
複合性局所疼痛症候群、タイプI、0.11、4.14、33.15、72.33、121.50、280.10、525.00、617.00、712
.00、988.90  
複合性局所疼痛症候群タイプII、0.11、0.57、0.80、62.50、96.50、210.50、475.00、667.00、742.00
、988.90  
複視、0.26、0.65、10.53、5.15、42.50、65.31、95.90、225.83、455.82、805.31、  
副腎髄膜炎、0.19,0.75,0.90,5.16,30.00,229.32,435.00,564.28,714.82,978.05 
副腎腺疾患、0.07,5.50,73.30,134.25,357.30,454.37,519.68,689.41,712.23,993.41、 
副腎白質ジストロフィー、0.19,0.75,0.90,5.16,30.00,229.32,434.25,564.28,714.82,978.05 
腹水、0.07,0.52,6.23,37.50,355.08,475.09,527.00,667.00,789.00,987.23 
腹水、ゼラチン、0.08,0.52,0.65,2.50,10.53,35.83,224.37,675.87,727.00,867.00、 
複数Enchondroma、0.15、0.18、0.87、15.83、23.21、212.53、247.58、465.34、695.02、792.51  
複数Enchondrosis、0.15、0.18、0.87、15.83、23.21、212.53、247.58、465.34、695.02、792.51  
複数カルボキシラーゼ欠損症、遅発性、0.19、0.35、13.52、90.00、355.08、475.16、527.00、667.00
、789.00、986.22  
複数カルボキシラーゼ欠損症、遅発性、0.19、0.35、13.52、90.00、355.08、475.16、527.00、667.00
、789.00、986.22  
複数の化学物質過敏症、0.08、0.37、0.78、8.85、45.50、113.52、241.01、392.50、675.87、812.02  
複数の過誤腫症候群、0.06、0.26、0.68、9.00、10.89、45.91、125.29、526.16、652.43、750.00  
複数の過誤腫症候群、0.06、0.26、0.68、9.00、10.89、45.91、125.29、526.16、652.43、750.00  
複数の髄膜腫、0.10、0.41、0.87、5.50、130.00、255.61、362.00、492.68、597.50、654.37  
複数の頭蓋神経障害、0.06、0.26、0.95、5.15、27.25、42.50、95.95、427.50、607.00、862.02、  
副鼻腔炎、0.04,0.46,33.01,72.50,117.59,231.90,509.02,645.44,798.72,915.00 
副鼻腔炎、0.11、0.40、0.83、5.50、25.00、125.17、225.75、475.19、527.00、662.71、  
フコシダーゼ欠損症、0.05、0.24、0.68、0.95、2.50、7.50、32.50、96.50、275.47、522.53  
フコシドーシス、0.05、0.24、0.68、0.95、2.50、7.50、32.50、96.50、275.47、522.53  
ブシャールのノード、0.06、0.41、0.87、7.50、8.00、77.50、187.50、358.81、721.00、986.22  
浮腫、0.07、0.23、8.97、77.50、132.50、232.50、431.87、602.53、775.30、852.72  
婦人科疾患、0.08、0.35、0.60、0.87、2.25、5.00、55.47、172.50、397.50、796.50  
婦人科腫瘍、0.03、0.46、27.50、17.50、40.00、85.16、95.00、150.00、210.50、434.17  
不整脈、心臓、0.09,0.78,0.83,7.50,8.00,225.33,510.25,689.93,750.00,936.42 
不整脈性RV異形成、0.05,0.40,0.85,2.75,5.00,55.16,269.71,555.30,707.00,825.50 
不整脈性心筋症、0.05,0.40,0.85,2.75,5.00,55.16,269.71,555.30,707.00,825.50 
不全角化Variegata、0.08、0.37、0.78、0.90、7.52、10.32、140.00、232.50、725.47、925.37  
フソバクテリウム感染、0.19、0.18、0.75、9.00、11.09、22.50、47.50、115.70、377.91、470.12  
豚インフルエンザ、0.02、0.45、0.65、2.21、6.15、10.23、15.91、30.28、77.50、327.11  
不適切な成長ホルモン、0.08、0.42、0.77、7.91、31.21、122.74、255.61、371.33、742.80、955.20  
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不適切卵胞刺激ホルモン分泌、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915
.70  
舞踏、0.07、0.22、0.62、7.50、2.50、41.01、119.34、475.69、527.00、667.00  
ブドウ球菌感染症、0.05、0.41、0.80、5.25、87.50、42.50、376.27、378.00、380.85、381.00、  
舞踏病、0.08、0.55、50.00、85.75、95.00、229.32、475.75、527.00、667.00、721.00、  
舞踏病様運動、0.08、0.55、50.00、85.75、95.00、229.32、475.75、527.00、667.00、721.00、  
舞踏病疾患、0.08、0.55、50.00、85.75、95.00、229.32、475.75、527.00、667.00、721.00、  
ブドウ膜炎、0.07、2.50、5.50、25.16、45.00、125.09、269.71、479.93、527.00、667.00、  
船酔い、0.15、0.23、0.68、0.83、72.52、137.57、292.61、537.30、822.59、921.05  
不妊症、0.17、0.12、0.30、0.89、6.91、79.71、132.81、206.11、434.58、513.79  
フマリルアセトアセターゼ欠損、0.05、0.35、0.68、2.50、5.50、35.16、93.50、682.45、752.63、91
0.25  
不眠症、0.13、0.40、0.62、42.50、57.50、92.50、175.00、475.17、527.00、667.00、  
冬の嘔吐（コールド/インフルエンザ）0.06、0.49、0.57、7.50、2.50、30.00、72.50、225.75、419.34
、561.93  
フライベルク病、0.17、0.52、0.73、0.95、2.25、17.50、35.91、72.50、90.00、275.37、  
ブラウン腱鞘症候群、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
ブラウンセカール症候群、0.50、0.68、87.50、95.03、234.51、452.59、518.92、684.81、712.23、99
7.87、  
ブラウント病、（se.14、0.30、0.83、7.50、128.00、202.43、340.00、450.00、575.37、719.34  
プラズマ細胞疾患、0.13、0.40、0.68、0.80、5.26、72.50、135.47、296.50、556.72、879.93  
ブラックウォーターフィーバー、0.04,0.24,0.57,1.00,12.05,177.71,234.00,591.00,683.16,849.34、 
フリード病、0.16、0.49、0.73、0.95、5.26、7.25、12.71、92.50、275.00、425.43、  
フリードライヒ失調症、0.16、0.49、0.73、0.95、5.26、7.25、12.71、92.50、275.00、425.43、  
フリーマン - 
シェルドン症候群、0.19、0.52、0.68、0.80、2.50、5.17、15.00、42.50、92.50、325.43、  
プリオン病、0.09、0.23、1.95、8.85、44.11、72.41、125.21、433.50、541.50、621.61、  
ブリベリ、0.12,0.22,5.81,5.50,40.00,67.50,150.00,269.71,749.00,987.23 
ブリューゲル症候群、0.06、0.41、0.70、0.83、2.50、32.50、305.05、431.20、632.59、723.01  
ブリル-Zinsser病、0.37、0.75、23.90、45.00、96.50、202.59、522.53、655.20、750.00、923.70、  
ブリル病、0.37、0.75、23.90、45.00、96.50、202.59、522.53、655.20、750.00、923.70、  
ブルーム症候群、0.07、0.49、32.50、125.75、275.00、425.00、571.00、721,00、835.75、937.41、  
ブルームトレMachacek 
S.、0.07、0.49、32.50、125.75、275.00、425.00、571.00、721,00、835.75、937.41、  
ブルーラバーブレブ母斑S.、0.08、0.24、4.22、12.71、92.50、325.16、400.00、560.00、642.06、98
7.23  
ブルーリ潰瘍、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、355.08  
プルーンベリー症候群、0.08、0.52、30.65、24.50、117.30、335.00、536.42、611.00、804.28、941.
02、  
ブルセラ症、0.05、35.75、60.00、93.50、225.15、454.37、517.50、687.62、712.00、992.00、  
フルニエ壊疽、0.08、0.55、0.57、7.50、18.00、121.09、242.90、360.00、596.50、975.43  
フルニエ病、0.08、0.55、0.57、7.50、18.00、121.09、242.90、360.00、596.50、975.43  
フルンケル症、0.20、0.46、0.60、2.25、12.85、27.50、42.50、96.50、236.42、455.21  
フローター、0.13、0.35、0.85、5.43、17.50、42.50、236.42、478.50、527.00、667.00  
フロッピー僧帽弁、0.04、0.24、49.71、132.85、235.51、321.51、405.62、592.52、654.32、779.50
、  
ブロッホ-
サルズバーガー症候群、0.10、0.57、0.68、0.87、35.58、127.50、337.50、638.61、715.23、903.74
、  
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プロテウス症候群、0.06、0.25、0.87、12.30、55.71、85.00、187.50、442.50、696.50、875.31  
プロラクチン、不適切な分泌、0.03、0.52、0.68、0.90、7.50、88.50、151.79、285.00、325.79、819
.34  
プロラクチン過剰分泌症候群、0.03、0.52、0.68、0.90、7.50、88.50、151.79、285.00、325.79、819
.34  
噴火、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、 
分岐鎖状Ketoaciduria、0.03、0.50、0.87、10.47、37.11、87.50、135.23、225.68、397.50、597.50  
ブンヤウイルス感染、0.26、0.65、5.12、7.00、42.50、200.00、458.50、515.15、683.00、712.42  
粉瘤腫、0.12、0.25、8.62、17.25、82.50、115.87、325.00、491.51、673.35、874.54、  
平滑筋腫、0.85、0.98、1.80、17.53、213.23、321.29、423.69、597.50、862.50、915.54  
平滑筋肉腫、0.17、0.18、0.80、7.50、47.21、132.580、355.23、486.90、530.22、841.69  
平滑筋肉腫、粘液、0.17、0.18、0.80、7.50、47.21、132.580、355.23、486.90、530.22、841.69  
平滑筋肉腫、類上皮、0.17、0.18、0.80、7.50、47.21、132.580、355.23、486.90、530.22、841.69  
閉経、食道、0.22,0.75,0.85,10.89,32.50,62.03,225.54,410.50,719.34,865.36、 
閉鎖、三尖弁、0.17,32.50,52.50,72.50,95.11,175.75,455.82,518.92,684.81,962.00、 
閉鎖、胆管、0.16,2.50,10.53,45.16,62.50,293.81,425.00,571.00,833.00,932.00、 
閉鎖、肺、0.15,0.41,0.68,0.98,7.52,11.81,89.51,417.43,671.98,905.70 
閉所恐怖症、0.02、0.23、0.65、16.95、73.50、120.53、355.54、607.59、816.51、979.93  
閉塞性血栓血管炎、0.10、0.58、0.78、5.25、21.80、49.50、158.00、342.06、475.16、533.00、762.
11  
閉塞性水頭症、0.07、0.37、0.87、7.50、8.00、67.50、195.87、427.02、573.82、854.00  
ヘイリー・ヘイリー病、0.19、0.57、1.12、7.50、27.50、42.50、96.50、325.43、415.70、562.91  
ペイロニー病、0.04、0.57、0.62、0.95、7.50、295.54、487.50、605.72、723.82、935.42  
ベーチェット症候群、0.11,0.55,0.85,16.20,47.50,376.29,476.50,527.00,667.00,742.00 
ベーチェット病、0.11,0.55,0.85,16.20,47.50,376.29,476.50,527.00,667.00,742.00 
ヘキソサミニダーゼA欠損症、0.20、0.12、27.50、47.50、96.50、275.03、534.25、691.27、753.07、
927.10、  
ヘキソサミニダーゼB欠乏症、0.17、0.55、0.95、5.15、13.98、137.50、362.50、697.50、775.00、92
2.53、  
ペスCavus、0.92、32.75、150.01、293.70、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.90  
ペスト、0.05、0.26、0.57、2.50、12.85、35.34、57.50、96.50、322.06、475.87  
ペスト、0.05、0.26、0.57、2.50、12.85、35.34、57.50、96.50、322.06、475.87  
臍ヘルニア、0.14、0.22、0.73、13.39、5.58、150.00、475.85、736.42、819.34、915.70）  
ベック周波数1、0.01低デルタ脳波 
ベック周波数2、0.04最初ボブベックBTマシン固定周波数 
ベック周波数4、0.11オリジナルBT-5ブレインチューナー1983年 
ベック周波数5、10.00ボブベックブラッドクレンザー 
ベックのサルコイド、0.07、0.50、37.50、75.56、325.27、475.27、527.00、661.71、742.00、988.90  
ヘノッホ - 
シェーン紫斑病、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
ヘノッホ紫斑病、0.13、0.23、0.65、18.20、57.50、108.02、305.31、606.30、719.94、822.53、  
ヘバーデン結節、0.06、0.41、0.87、7.50、8.00、77.50、187.50、358.81、721.00、986.22  
ベフテレ病、0.19,0.18,8.00,55.75,322.60,6.77.50,527.00,62.71,742.00,988.90 
ヘモグロビンS病、0.02、0.12、5.16、62.50、110.25、332.41、517.50、684.81、712.23、992.00  
ヘモグロビン尿、発作性、0.19、0.23、3.95、62.50、162.50、219.11、320.10、472.53、888.03、937
.39、  
ヘモクロマトーシス、0.12、0.35、0.85、189.59、287.58、342.52、467.50、591.29、619.34、897.01  
ヘモジデローシス、0.14、0.25、0.95、7.50、10.53、20.00、57.50、325.56、497.61、660.41  
ペラグラ、0.19、0.23、0.95、82.50、192.71、227.50、452.02、592.50、731.31、815.72、  
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ベリー動脈瘤、0.08,0.24,0.57,7.50,10.72,36.21,142.50,321.00,415.70,775.68 
ヘリコバクター・ピロリ（Helicobacter 
pylori）、0.25、0.85、2.23、30.00、95.00、107.10、225.30、438.95、633.10、823.41  
ベリリウム疾患、0.14,0.26,5.62,42.50,65.11,90.00,517.50,688.29,712.23,997.87、 
ベリリウム症は、0.14,0.26,5.62,42.50,65.11,90.00,517.50,688.29,712.23,997.87、 
ペルオキシソーム障害、0.06、0.26、0.57、9.00、12.85、35.54、125.00、424.37、760.00、812.91  
ヘルクスハイマー反応、（2-3日間電気療法治療セッションからレストおよび肝臓を浄化）  
ベルティエリア症、0.24,0.70,40.00,72.50,97.50,336.42,475.19,527.00,662.71,752.70 
ペルテス病、0.04、0.32、0.70、0.87、5.78、32.50、181.93、621.69、705.54、815.70  
ヘルニア、0.14、0.22、0.73、13.39、5.58、150.00、475.85、736.42、819.34、915.70  
ヘルニア、横隔膜、0.04、0.26、0.68、2.25、10.89、145.22、267.50、425.91、657.77、825.22、  
ヘルニア、食道、0.04、0.30、0.62、51.25、117.25、245.56、367.50、625.22、816.72、905.00  
ヘルニア、傍食道、0.04、0.30、0.62、51.25、117.25、245.56、367.50、625.22、816.72、905.00  
ヘルニア、脳、0.13、0.57、0.78、0.97、2.50、87.50、323.98、665.70、822.70、906.07  
ヘルニア、臍、0.04、0.30、0.60、2.50、117.25、245.56、367.50、625.22、816.72、905.00  
ヘルニア、裂孔、0.04、0.30、0.62、51.25、117.25、245.56、367.50、625.22、816.72、905.00  
ベルの麻痺、0.12,17.85,27.50,47.50,150.00,225.00,452.59,683.00,712.00,993.41、 
ヘルペス、0.11、0.55、1.23、5.58、27.50、291.25、293.05、292.00、345.50、824.37  
ヘルペス陰部、0.12、0.55、0.95、291.25、293.05、292.00、345.50、495.22、734.25、824.37  
ヘルペスウイルス感染症、0.55、0.95、291.25 
293.05、292.00、345.50、434.00、495.22、734.25、824.37  
ヘルペスウイルス感染症、0.55、0.95、291.25 
293.05、292.00、345.50、434.00、495.22、734.25、824.37  
ヘルペス性顔面神経麻痺、0.12、17.85、27.50、47.50、150.00、225.00、452.59、683.00、712.00、9
93.41、  
ヘルペス性急性脳炎N.、0.05、0.97、5.83、7.50、12.33、113.23、425.00、571.00、865.83、937.41
、  
変形性関節症、0.06、0.41、0.87、7.50、8.00、77.50、187.50、358.81、721.00、986.22  
変形性関節症、0.06、0.41、0.87、7.50、8.00、77.50、187.50、358.81、721.00、986.22  
変形性関節症Deformans、0.06、0.41、0.87、7.50、8.00、77.50、187.50、358.81、721.00、986.22  
偏差、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93スキュー  
弁下狭窄症、特発性肥大、0.13、0.26、20.00、125.00、376.29、404.37、515.16、687.62、712.81、9
92.00、  
便失禁、0.13、0.35、0.85、5.75、17.50、42.50、221.02、425.43、771.00、815.91  
片頭痛、0.16、0.55、0.95、7.50、22.50、42.50、96.50、275.52、515.70、650.00  
片頭痛障害、0.15、0.18、2.32、63.75、72.30、132.20、220.30、587.30、722.52、915.20  
扁桃炎、0.25、0.87、5.12、85.00、100.00、355.72、425.16、571.00、837.00、937.41、  
扁桃癌、0.08、0.12、40.00、85.00、136.42、357.30、434.75、571.00、840.00、937.41、  
ヘンドラウイルス病、0.07、0.33、1.06、5.20、27.53、102.37、145.47、203.00、486.10、535.91  
変な髪症候群、0.17、0.42、18.81、89.10、115.18、220.05、375.00、532.51、615.20、713.87  
扁平上皮細胞癌、0.15、2.12、20.00、45.15、73.30、96.50、125.00、375.75、434.33、563.19  
扁平苔癬、0.05、0.49、0.62、0.95、10.47,32.71、330.22、402.80、692.10、775.09  
弁膜心疾患、0.11、0.22、0.73、3.75、7.05、51.27、137.50、236.42、472.29、851.17  
ポイツ・イエーガー症候群、0.14、0.55、0.95、35.71、71.25、82.50、142.50、393.50、632.41、719
.34  
ホイットモア病、0.03、0.50、0.90、13.61、37.50、117.50、255.61、497.50、715.70、842.06  
乏、ミックス、0.02、0.57、9.00、12.85、45.00、92.50、175.75、450.00、515.16、689.41  
包括的な一般的な寄生虫、0.16、0.30、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、356.72、451.17  
包茎、0.08、0.24、0.57、0.97、2.50、103.00、222.50、345.00、497.50、725.35  
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膀胱炎、間質、0.04、0.46、0.80、2.25、113.95、232.50、335.69、587.50、821.00、975.31、  
膀胱炎、慢性間、0.04、0.46、0.80、2.25、113.95、232.50、335.69、587.50、821.00、975.31、  
膀胱外骨格、0.02,0.92,2.25,5.00,132.41,322.53,412.33,561.93,714.82,978.05 
膀胱疾患、0.04,0.55,0.78,0.97,5.09,7.25,5.0.00,97.50,229.32,532.41、 
膀胱疾患、0.04、0.55、0.78、0.97、5.09、7.25、50.00、97.50、229.32、532.41  
縫合テクニック、0.16、0.35、2.50、15.75、47.50、275.00、512.33、655.20、750.00、925.71  
放射線デトックス、0.25、0.50、2.75、65.35、105.31、328.21、357.00、405.15、424.65、575.20  
胞状奇胎、0.08、0.25、0.75、0.80、2.50、5.78、95.87、175.56、524.94、691.27  
傍神経節腫、0.04、0.30、0.65、0.90、2.50、57.22、113.93、293.50、358.57、479.50、  
傍神経節腫、Gangliocytic、0.04、0.30、0.65、0.90、2.50、57.22、113.93、293.50、358.57、479.50
、  
疱疹状皮膚炎、0.03、0.41、0.62、9.35、27.50、229.31、487.50、590.00、725.00、925.31  
乏尿、0.17、0.35、0.83、7.50、15.91、47.50、87.50、392.50、475.52、575.29、  
ボーエン病、0.04、0.12、17.33、57.50、250.00、451.17、515.11、689.41、712.00、995.38、  
ポートワインステイン、0.23、0.41、9.21、24.82、141.63、277.31、382.11、625.71、856.00、901.2
8、  
ホートン巨大細胞動脈炎、0.13、0.23、0.75、0.80、5.25、7.25、35.00、95.47、226.32、422.53  
ホートン病、0.13、0.23、0.75、0.80、5.25、7.25、35.00、95.47、226.32、422.53  
ホーナー症候群、0.07、0.50、0.97、9.00、12.33、32.50、142.50、320.00、425.87、525.56  
ホーナー症候群、0.07、0.50、0.97、9.00、12.33、32.50、142.50、320.00、425.87、525.56  
ホームズ - 
アディー症候群、0.17、0.46、10.85、55.16、96.50、350.00、567.00、692.33、810.20、982.11  
ポーランド症候群、0.19、0.26、0.60、11.09、37.50、250.00、425.34、571.00、868.00、938.00、  
牧師ターナー症候群、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12  
黒子、0.10、0.57、0.95、7.50、17.50、37.50、95.54、225.69、536.42、689.93  
歩行障害、神経、0.13、0.25、0.62、10.89、2.75、25.26、125.37、245.47、393.50、505.10、  
母趾Abductovalgus、0.07、0.24、0.65、5.75、72.25、123.00、502.50、622.88、713.23、807.73  
ホジキン病、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、475.87  
ホジキンリンパ腫、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、475.87  
星細胞腫、巨細胞、0.02,0.57,9.00,12.85,45.00,92.50,175.75,450.00,515.16,689.41 
星状細胞腫、0.02,0.57,9.00,12.85,45.00,92.50,175.75,450.00,515.16,689.41 
星状細胞腫、グレードIV、0.07,0.41,0.73,0.85,7.50,20.00,57.50,150.00,225.37,342.06、 
ポストポリオ症候群、0.06、0.12、0.71、39.01、135.55、253.79、316.50、523.11、604.22、625.79  
勃起不全、0.08、0.24、0.65、0.90、2.50、27.50、55.36、115.70、326.07、534.25、  
勃起不全、0.11,0.49,1.00,2.25,30.00,97.50,325.71,342.06,750.00,934.25 
発作、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
発作、感覚、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
発作、痙攣、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
発作、焦点、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
発作、モーター、0.46、0.95、67.50、150.00、275.19、519.34、682.45、711.21、859.83、922.53  
発作性寒冷血色素、0.19、0.23、3.95、62.50、162.50、219.11、320.10、472.53、888.03、937.39、  
発作性障害、0.07、0.18、0.73、0.87、5.71、7.25、22.50、97.50、375.35、500.00、655.20、751.87
、932.41  
発作性神経の痛み、0.08、0.25、0.65、2.50、8.00、77.50、196.50、315.70、524.94、660.41、  
発作性睡眠、0.14、0.57、0.73、7.50、2.50、50.00、187.50、455.30、672.23、775.87、  
発作性夜間血色素尿症、0.19、0.23、3.95、62.50、162.50、219.11、320.10、472.53、888.03、937.3
9、  
ボツリヌス中毒、0.02、0.32、16.55、85.00、232.41、458.50、519.68、687.62、712.42、992.00、  
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ボツリヌス中毒、乳児、0.02、0.32、16.55、85.00、232.41、458.50、519.68、687.62、712.42、992.
00、  
補綴、0.17、0.72、1.65、16.85、55.25、127.50、455.87、565.00、752.00、975.31  
補綴移植、0.10、0.52、0.87、3.20、15.89、32.75、132.00、437.50、525.83、725.31  
ほてり、（ほてり）、0.19、0.27、3.45、69.50、462.50、499.11、520.10、672.53、888.03、937.39
、  
骨、0.13、0.22、0.93、5.50、17.50、32.50、72.50、127.00、356.50、624.37の壊死、無菌、  
骨軟骨、0.14、0.30、0.83、7.50、128.00、202.43、340.00、450.00、575.37、719.34  
骨の無菌壊死、0.13,0.22,0.93,5.50,17.50,32.50,72.50,127.00,356.50,624.37 
骨の無血管壊死、0.13,0.22,0.93,5.50,17.50,32.50,72.50,127.00,356.50,624.37 
骨ページェット病、0.08、0.49、0.68、9.72、14.50、17.50、72.50、215.70、456.50、517.50  
母斑、0.03、0.32、0.73、0.91、7.52、25.67、162.58、392.11、612.34、815.29  
母斑Flammeus、0.23、0.41、9.21、24.82、141.63、277.31、382.11、625.71、856.00、901.28、  
母斑症候群、基底細胞、0.10、0.57、0.80、7.50、15.00、52.50、95.11、655.20、750.00、923.70、  
ホモシスチン尿症、0.24、0.73、0.83、7.50、30.00、57.50、95.87、97.50、424.94、562.91  
ポリオ、0.02、0.12、0.75、37.93、105.17、213.71、465.00、597.50、724.37、825.34  
ポリオ、0.02、0.12、0.75、37.93、105.17、213.71、465.00、597.50、724.37、825.34  
ポリオ、0.06、0.12、0.71、39.01、135.55、253.79、316.50、523.11、604.22、625.79  
ポリオ、Nonpoliovirus、0.02、0.12、0.75、37.93、105.17、213.71、465.00、597.50、724.37、825.3
4  
ポリオ、Preparalytic、0.02、0.12、0.75、37.93、105.17、213.71、465.00、597.50、724.37、825.34  
ポリオーマウイルス感染症、0.13、0.52、6.75、71.25、105.15、347.50、572.50、690.00、775.87、8
26.90  
ポリポーシス、家族、0.04、0.25、0.50、2.50、322.06、422.53、561.93、709.83、842.50、985.90  
ポリポーシス症候群、家族、0.04、0.25、0.50、2.50、322.06、422.53、561.93、709.83、842.50、98
5.90  
ホルト・オーラム症候群、0.14、0.22、0.73、5.25、7.25、52.51、167.53、326.16、569.71、719.34
、  
ボルナ病、0.04、0.35、2.50、35.16、93.50、458.50、517.50、689.41、712.00、993.41、  
ポルフィリン、0.15、0.25、3.97、27.50、110.53、215.87,467.50、715.34、802.41、952.20  
ポルフィリン症、エリスロポエチン、0.08、0.41、2.83、15.25、67.25、221.01、471.02、597.52、72
2.30、822.57、  
ポルフィリン症、エリスロポエチン、先天、0.08、0.41、2.83、15.25、67.25、221.01、471.02、597.
52、722.30、822.57、  
ホルモン、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915.70黄体  
ホワイトドット症候群、0.12、0.49、0.68、2.75、32.50、72.50、45.00、95.00、497.61、923.70、  
本態性振戦、0.11、0.57、81.30、105.71、221.50、337.50、570.51、691.51、775.48、971.55  
ポンペ病、0.03、0.37、0.95、2.50、7.50、72.50、96.50、375.37、269.71、377.91  
マーカス - ガン瞳孔、0.02、0.24、1.57、9.85、201.75、364.00、423.01、697.30、875.93、979.53、  
マーシュフィーバー、0.04、0.24、0.57、1.00、12.05、177.71、234.00、591.00、683.16、849.34、  
マーティン・ベル症候群、0.23、0.62、0.95、7.50、5.50、33.98、145.43、295.30、375.43、522.53  
マイボーム嚢胞、0.06、0.32、0.83、12.33、225.17、452.59、518.92、683.00、712.23、993.41、  
前角細胞病、0.17,0.32,0.95,5.51,32.45,47.51,162.21,215.70,397.50,475.87 
前歯下垂体H.secretion、0.15,0.26,0.80,5.50,20.00,32.50,45.68,57.50,93.50,92.50,356.72 
前房出血、0.11、0.57、0.95、5.50、217.50、117.50、162.50、393.50、677.91、797.61  
マクログロブリン血症、0.08、2.75、20.00、62.50、322.06、410.25、567.70、642.91、805.00、930.
12  
マゴットの蔓延、0.13、0.49、0.60、0.87、2.25、5.25、113.98、545.87、735.00、805.07  
マシャド・ジョセフ病、0.14、0.25、0.87、7.50、8.00、13.93、85.68、225.23、475.68、527.00  
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マスト細胞病、0.07、0.24、0.78、12.50、57.50、112.05、241.21、361.28、596.50、888.20  
マッカードル病、0.03、0.37、0.95、2.50、7.50、72.50、96.50、375.37、269.71、377.91  
末期腎疾患、0.13、0.18、0.65、0.97、7.50、11.95、40.00、150.00、524.94、689.93  
末梢血管疾患、0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
末梢血管障害、0.07、0.22、0.73、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
末梢自律神経系疾患、0.05、0.37、0.83、2.75、3.00、70.00、95.09、175.16、275.00、357.30  
末梢神経系疾患、0.07、0.24、8.60、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
末梢神経疾患、0.07、0.24、8.60、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
末梢神経障害、0.07、0.24、8.60、75.25、117.22、237.02、451.90、561.51、698.10、812.77  
末端肥大、0.08,0.42,0.77,7.91,31.21,122.74,255.61,371.33,7422.80,955.20 
マドゥラ足、0.18、0.37、0.71、0.92、36.51、182.51、392.11、507.38、672.13、721.22  
麻痺、0.02、0.22、0.97、7.50、22.50、85.37、155.47、285.00、416.50、605.41  
麻痺、0.02、0.22、0.97、7.50、22.50、85.37、155.47、285.00、416.50、605.41  
麻痺、延髄、0.07、0.22、0.62、2.50、5.50、40.00、475.03、527.00、667.00、742.00  
麻痺、家族定期、0.05、0.12、0.87、3.21、27.50、62.71、145.47、262.50、392.50、591.00  
麻痺振戦、0.08、0.35、0.65、0.83、9.50、115.71、354.95。355.35、368.00、398.40 
マラリア、0.04、0.24、0.57、1.00、12.05、177.71、234.00、591.00、683.16、849.34、  
マラリア原虫感染、0.04、0.24、0.57、1.00、12.05、177.71、234.00、591.00、683.16、849.34、  
マリーStruempell病、0.19、0.18、8.00、55.75、322.06、477.50、527.00、662.71、742.00、988.90  
マルタフィーバー、0.05、35.75、60.00、93.50、225.15、454.37、517.50、687.62、712.00、992.00
、  
マルファン症候群、0.15、0.23、0.65、0.93、36.29、211.09、475.68、527.00、665.34、749.00  
慢性肝炎、0.87、27.50、45.56、65.29、95.22、182.50、233.45、414.55、420.80、418.00  
慢性肝炎、0.87、27.50、45.56、65.29、95.22、182.50、233.45、414.55、420.80、418.00  
慢性肝炎、特発、0.87、27.50、45.56、65.29、95.22、182.50、233.45、414.55、420.80、418.00  
慢性気流閉塞、0.37、0.41、0.62、0.97、7.50、15.31、87.50、  
慢性疾患、0.04、0.23、0.73、0.85、5.87、73.25、132.50、342.50、596.50、875.27  
慢性疾患、0.04、0.23、0.73、0.85、5.87、73.25、132.50、342.50、596.50、875.27  
慢性疲労症候群、0.05、0.23、0.95、12.33、22.50、45.91、72.50、92.50、347.51、821.00、  
慢性閉塞性気道疾患、0.37、0.41、0.62、0.97、7.50、15.31、87.50、  
慢性閉塞性肺疾患、0.37、0.41、0.62、0.97、7.50、15.31、87.50、  
慢性閉塞性肺疾患、0.37、0.41、0.62、0.97、7.50、15.31、87.50、  
慢性リンパ球性白血病、0.07、0.12、0.60、0.80、2.50、22.50、72.50、434.39、739.10、905.31  
マンノシドーシス、アルファB、リソソーム、0.75、7.50、57.50、122.53、269.71、479.50、527.00、
667.00、742.00、986.22  
ミオクローヌス、0.07、0.35、0.70、45.00、77.25、114.69、320.00、637.08、805.87、973.50  
ミオクローヌス、アクション、0.07、0.35、0.70、45.00、77.25、114.69、320.00、637.08、805.87、
973.50  
ミオクローヌス、夜間、0.07、0.35、0.70、45.00、77.25、114.69、320.00、637.08、805.87、973.50  
ミオクローヌスチェリーレッドスポット、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.
25、652.43、  
ミオパシー、構造、0.18、0.54、2.63、6.82、29.83、58.71、453.28、589.48、701.20、812.00、  
味覚障害、0.16、5.50、20.00、37.50、96.50、312.33、475.15、527.00、662.71、789.00、  
未熟児網膜症、0.16、0.57、0.78、0.95、8.50、95.69、217.52、491.00、524.37、892.41  
三日熱マラリア原虫寄生虫スミア0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、438.15、445.10、
442.00、  
ミトコンドリア病、0.16、0.35、0.93、2.50、215.61、355.68、419.34、651.10、723.03、868.43  
ミトコンドリアミオパチー、0.16、0.35、0.93、2.50、130.00、355.68、419.34、651.10、723.03、86
8.43  
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耳科疾患、0.55、0.90、5.15、55.34、151.09、387.50、452.50、621.81、870.53、921.02  
耳管機能不全、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、355.08  
耳感染、0.05、0.37、0.83、2.50、3.00、73.30、95.75、175.00、269.71、355.08  
耳硬化症、0.08、0.25、0.90、2.25、5.75、30.00、157.50、305.47、553.50、850.32  
耳鳴り、0.07、0.24、0.57、87.50、175.16、322.06、476.50、667.00、742.00、985.67  
耳の病気、0.55、0.90、5.15、55.34、151.09、387.50、452.50、621.81、870.53、921.02、  
脈疾患、0.10、0.35、52.50、70.00、97.50、225.15、450.00、689.41、712.00、993.41、  
脈絡網膜炎、0.13、0.57、0.87、10.89、95.19、300.00、436.42、563.19、707.26、978.85  
ミラーフィッシャー症候群、0.03、0.12、0.93、7.50、132.31、247.52、362.54、596.52、695.61、81
9.34  
ミルク - 
アルカリ症候群、0.11、0.49、14.73、82.50、217.50、344.01、671.52、753.21、871.02、975.87  
ミルロイ病、0.12、0.35、0.93、7.50、17.50、35.00、87.50、93.50、224.94、497.61、  
無菌、0.17、0.12、0.30、0.89、6.91、79.71、132.81、206.11、434.58、513.79  
無呼吸、0.06,0.83,0.97,5.16,20.00,65.00,476.50,527.00,742.00,987.23 
無呼吸、睡眠、中枢神経系、0.07,0.37,12.71,47.50,97.50,225.75,377.91,519.34,691.27,753.07 
ムコ多糖症、0.07、0.35、0.70、5.58、17.25、22.50、150.00、413.02、550.00、719.34  
ムコリピドーシス、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、652.43、  
ムコリピドーシス、0.20、0.25、0.65、2.50、3.00、7.50、96.50、326.16、534.25、652.43、  
無言症、0.19、0.37、0.75、0.85、2.25、58.58、129.58、448.87、553.50、695.91  
無酸素症、脳、0.15,0.18,0.80,5.50,17.50,32.50,151.27,257.46,413.91,692.27 
無酸素性脳症、0.15,0.18,0.80,5.50,17.50,32.50,151.27,257.46,413.91,692.27 
無症候性、0.11,0.49,1.00,2.25,30.00,97.50,325.71,342.06,750.00,934.25 
むち打ち症、0.12、0.25、0.73、5.62、2.50、57.43 125.00、376.29、475.05、727.00、  
鞭虫感染症、0.03、0.52、0.57、0.80、10.53、30.00、72.50、225.33、425.16、571.00  
胸、0.13、0.23、0.73、0.80、5.25、7.25、35.37、95.91、215.50、510.00漏斗  
胸の痛み、0.10、0.26、0.65、5.81、7.00、42.50、234.25、475.19、627.00、762.71  
無能力、0.04、0.40、0.68、5.09、7.50、37.00、96.50、180.00、792.00、985.67頚部  
眼、0.07、0.46、0.60、0.95、10.53、32.50、387.50、595.54、732.41、925.35、  
眼異常、0.10、0.50、0.70、2.97、15.87、37.50、77.50、157.50、326.50、722.01  
迷路、0.11、0.24、0.62、0.85、118.33、209.18、321.00、544.10、631.17、705.00  
眼咽頭脊髄MA、0.19、1.22、3.72、17.25、63.21、119.42、293.24、403.03、435.00、711.17  
メープルシロップ尿症、0.03、0.50、0.87、10.47、37.11、87.50、135.23、225.68、397.50、597.50  
眼炎、0.19、0.37、0.78、0.95、2.25、5.25、45.00、65.75、752.63、924.37エジプト  
眼がん、0.06、0.23、0.73、32.50、90.00、175.00、434.51、653.69、753.07、922.53  
眼感染症、0.11、0.35、0.70、0.95、7.50、8.00、30.00、90.00、322.53、534.25  
眼感染症、0.11、0.35、0.70、0.95、7.50、8.00、30.00、90.00、322.53、534.25、  
メグズ症候群、0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
眼後退SYND。、0.04、9.46、44.30、194.71、207.50、330.00、537.50、605.83、754.03、825.31  
眼斜頸、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
眼出血、0.03、0.23、0.73、0.80、12.69、5.17、32.50、93.50、175.00、526.07  
眼筋麻痺、0.35、0.75、1.75、15.29、113.25、245.91、372.50、452.00、525.52、779.50、  
眼筋麻痺、運動失調および反射消失症候群、0.03、0.12、0.93、7.50、132.31、247.52、362.54、596.
52、695.61、819.34  
眼筋麻痺、進行性核上、0.18、0.22、3.52、17.81、57.63、291.11、522.80、608.11、771.42、795.02  
メタボリックシンドロームX、0.11、0.49、0.57、7.50、12.33、190.81、431.33、501.20、653.80、82
5.61  
メッケル憩室、0.07、0.12、0.62、3.78、12.69、27.50、57.50、126.16、150.00、403.86、  
メトヘモグロビン血症、0.12、0.35、0.83、2.50、15.23、55.68、85.61、92.50、225.68、451.17  
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メニエール症候群、0.11、0.35、12.80、88.50、125.68、240.00、470.00、592.50、625.23、723.01  
メニエール病、0.11、0.35、12.80、88.50、125.68、240.00、470.00、592.50、625.23、723.01  
メニエール病、0.11、0.35、12.80、88.50、125.68、240.00、470.00、592.50、625.23、723.01  
メニスカス涙（膝）、0.19、0.68、10.02、31.23、127.76、309.60、436.09、463.97、502.93、651.82  
メネトリエ病、0.15、0.23、0.73、0.85、5.26、127.25、335.91、487.50、692.47、752.01  
眼の運動障害、0.17、0.32、0.95、5.50、32.50、47.50、162.12、232.03、397.50、679.93  
メビウス症候群、0.02、0.22、0.97、7.50、22.50、85.37、155.47、285.00、416.50、605.41  
めまい、0.05、0.41、7.85、27.00、57.50、97.50、175.00、424.37、567.70、985.90  
めまい、聴覚、0.11、0.35、12.80、88.50、125.68、240.00、470.00、592.50、625.23、723.01  
眼幼虫Migrans、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、  
メラニン、0.03、0.12、0.93、7.50、30.00、147.50、262.50、315.61、505.68、756.50、  
メラニンそばかす、0.06、0.37、0.87、7.50、8.00、62.50、95.56、325.87、473.00、742.06  
メルカーソン・ローゼンタール、0.14、0.22、0.70、6.21、102.50、247.50、372.50、505.61、625.68
、956.16  
メルケル細胞腫瘍、0.08、0.12、0.85、5.16、22.40、43.10、87.22、97.50、355.72、434.50、515.00  
メレナ、0.05、0.52、0.71、0.93、2.56、33.18、215.47、402.53、592.50、7325.37  
免疫AIS、0.15、5.58、22.00、30.00、47.50、360.59、365.00、388.90、434.00、456.11  
免疫グロブリン血症、モノクローナル、0.13、0.40、0.68、0.80、5.26、72.50、135.47、296.50、556.
72、879.93  
免疫系疾患、0.02、0.30、0.85、7.50、12.50、40.00、162.90、350.00、433.63、909.21  
免疫複合体疾患、0.02、0.30、0.85、7.50、32.50、240.28、346.00、628.00、833.70、925.68  
免疫不全、重度、0.07、0.24、35.19、150.00、375.00、477.50、527.00、662.71、749.00、969.67  
免疫不全症候群、0.02、0.30、0.85、32.88、234.51、425.68、571.00、879.00、938.00、  
メンケス症候群、0.17、0.42、18.81、89.10、115.18、220.05、375.00、532.51、615.20、713.87  
毛細血管拡張、0.16、2.10、55.03、150.00、229.32、476.50、527.00、667.00、742.00、987.23  
毛細血管拡張症、遺伝性出血、0.10、0.22、32.50、55.75、150.00、175.00、475.75、667.00、884.33
、985.67  
毛細血管拡張性運動失調症、0.13,0.665,19.90,42.50,376.29,452.59,522.39,687.62,712.42,995.38、 
網膜色素上皮剥離、0.08、0.46、1.00、7.50、217.50、327.50、452.50、665.75、796.50、834.25、  
網膜色素変性症、0.07、0.50、1.00、7.50、17.50、127.50、335.29、525.15、705.22、813.67、  
網膜疾患、0.07、0.50、1.00、7.50、17.50、127.50、335.29、565.75、725.95、919.34、  
網膜静脈閉塞、0.07、0.50、1.00、7.50、17.50、127.50、335.29、565.75、725.95、919.34、  
網膜剥離、0.08、0.46、1.00、7.50、217.50、327.50、452.50、665.75、796.50、834.25、  
網膜分離症、0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50.00、165.80、493.20、722.70、905.31、  
網膜分離症、若年、X連鎖、0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50.00、165.80、493.20、722.70、905.
31、  
網膜分離症、変性、0.04、0.12、0.95、13.39、13.93、50.00、165.80、493.20、722.70、905.31、  
網膜芽細胞腫、0.55、0.68、0.87、7.50、13.61、40.00、90.00、375.95、575.31、827.00、  
毛様体ジスキネジア、プライマリ、0.03、0.50、0.85、7.50、18.00、27.50、135.67,225.62、635.23、
917.02  
モートンの神経腫、0.92、32.75、150.01、293
.70、329.05、415.84、423.47、472.12、512.14、629.90  
モノクローナル免疫グロブリン増多症、0.13、0.40、0.68、0.80、5.26、72.50、135.47、296.50、556.
72、879.93  
モノソミー、0.06、0.50、0.90、2.25、7.50、32.71、155.61、397.50、624.94、815.70  
もやもや病、0.04、0.25、0.65、0.93、2.50、7.50、96.50、324.94、475.87、527.00  
モルヴァン病、0.12、5.12、7.00、32.50、95.75、175.00、522.53、682.02、759.83、900.00  
モルジェロン（内部＆外部スキン寄生虫）、0.16、0.30、2.50、5.50、13.93、93.50、356.72、451.17
、483.52、680.00、  
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モルジェロン（内部寄生虫）、0.16、0.30、0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、356.72、451.17、483.5
2、  
モルジェロン外部スキン寄生虫（症状、表面スクラッチ、皮膚のかゆみ）<RUN> 680.00 1時間  
モルジェロン慢性（破裂および繊維増殖）、0.30、0.68、0.90、13.93、93.50、380.67、412.12、424.
40、483.52、680.00、  
モンゴリズム、（症状のみ）0.24、0.32、0.41、2.08、26.01、18.11、41.50、62.21、131.20、218.31
、  
夜間頻尿、0.05、0.37、0.85、2.50、7.50、122.53、441.15、611.21、715.22、852.93  
ヤコブセン症候群、0.18、0.78、0.85、13.61、7.50、27.50、95.62、375.67、523.01、682.02  
野兎病、0.06、0.32、2.25、32.50、67.50、97.50、96.50、150.00、682.02、752.63、  
夜尿症、0.13、0.24、0.78、0.90、13.39、39.00、96.50、250.00、476.50、527.00、  
病、0.08、0.35、0.60、0.80、212.03、305.21、451.27、565.61、690.00、826.32キス  
軟髄膜嚢胞、0.16、0.60、0.90、2.50、3.00、125.09、225.33、344.50、490,56、807.22  
ユーイング腫瘍、0.03、0.25、0.78、0.93、7.50、95.75、300.00、454.37、615.19、784.81、  
有害な薬物反応、0.20,0.14,0.33,0.42,0.44,0.55,0.52,0.76,0.78,1.86, 
溶血性尿毒症症候群、0.05、0.18、4.82、65.00、110.25、332.41、517.50、684.81、712.23、992.00  
溶血性貧血、0.02、0.12、5.16、62.50、110.25、332.41、517.50、684.81、712.23、992.00  
羊水過多、0.18、0.55、1.00、5.25、27.50、42.50、72.50、195.87、420.02、719.34  
羊水バンド症候群、0.07,0.18,5.62,37.50,100.00,275.16,525.71,65.20,750.00,926.70、 
幼虫Migrans、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、  
幼虫Migrans、皮膚、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、  
幼虫Migrans、眼、0.07、0.37、0.70、0.85、5.69、7.25、30.00、55.54、93.50、322.06、  
腰痛、0.14,0.40,7.50,55.00,96.50,376.29,425.09,571.00,833.00,932.00、 
抑うつ症候群、0.14、0.22、0.62、7.50、15.50、41.09、465.69、597.50、722.70、875.93  
翼状片、0.08、2.18、17.93、71.50、121.80、217.50、431.69、615.85、791.52、923.31、  
横延髄症候群、0.03、0.50、0.87、13.52、7.50、27.50、35.00、125.69、297.50、437.50  
夜の恐怖、0.13、0.40、0.62、42.50、57.50、92.50、175.00、475.17、527.00、667.00、  
ラーセン症候群、0.13、0.57、0.73、0.90、2.25、35.78、137.09、490.21、822.50、935.22、  
ライ症候群、0.04、0.12、0.95、13.02、172.50、259.00、365.08、591.00、710.50、835.28、  
ライソゾーム酵素障害、0.08、0.41、0.95、2.75、5.50、15.65、67.50、192.93、236.42、585.70  
ライム病、0.65、2.50、7.50、25.23、70.00、42.50、95.67、378.95、523.01、682.02  
ライム病ボレリア症、0.65、2.50、7.50、25.23、70.00、42.50、95.67、378.95、523.01、682.02  
ライリー - デイ症候群、0.14、0.25、0.85、5.25、7.25、325.00、587.50、745.31、815.90、927.00、  
ラインケの浮腫、0.08、0.16、15.50、85.00、92.00、357.30、541.00、657.11、833.20、987.23  
ラウドネス募集、0.04、0.24、0.57、17.50、86.53、132.75、342.51、721.20、823.10、919.34  
ラクトバチルス・アシドフィルス（Lactobacillus 
acidophilus）、346.05、347.00、348.00、349.00、350.00、351.65、352.00、353.00、354.00、355.0
0  
ラスムッセン症候群、0.03、0.50、0.83、5.71、79.30、192.50、467.50、652.20、802.51、912.52、  
ラッサ熱、0.03、0.24、4.57、57.50、110.47、321.82、491.31、681.28、721.66、839.34倦怠  
ラッセル・シルバー症候群、0.41、0.73、7.87、27.50、227.50、367.50、525.28、615.70、745.01、9
33,27  
ラット咬傷フィーバー、0.17、0.55、0.95、35.12、85.31、137.50、562.50、697.50、722.53、920.00  
ラテックスアレルギー、0.15、0.23、0.65、0.93、7.50、11.09、52.50、172.51、383.50、516.52  
ラテックス過敏症、0.15、0.23、0.65、0.93、7.50、11.09、52.50、172.51、383.50、516.52  
ラトケポーチ腫瘍、0.15、1.35、16.75、81.93、118.85、282.50、315.95、523.50、775.29、954.50、  
ラビリンス疾患、0.11、0.24、0.57、281.83、301.09、392.41、431.19、672.53、703.54、821.69  
ラブドイド腫瘍、0.07、0.46、0.65、0.95、51.25、147.50、277.50、395.75、633.91、845.28、  
ラムゼイハント耳介、0.12、0.45、0.90、5.91、137.50、372.50、416.60、420.20、418.00、824.37  
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ラムゼイハント麻痺、0.57、0.78、0.90、5.25、7.00、115.71、255.83、485.43、692.50、825.00  
ランガー-
Giedion症候群、0.08、0.35、0.75、7.50、32.58、174.50、407.50、632.00、723.54、885.54  
卵管炎、0.17、0.55、0.95、75.00、125.28、237.50、362.50、597.50、775.95、915.70、  
ランゲルハンス細胞組織球症、0.14、0.32、0.97、2.50、11.09、20.00、57.50、225.00、423.01、565
.36  
ランゲルハンス細胞肉芽腫0.14、0.32、0.97、2.50、11.09、20.00、57.50、225.00、423.01、565.36  
卵巣癌、0.07、0.55、0.85、22.50、47.50、434.03、527.00、667.00、752.70、988.90  
卵巣嚢腫、0.06、0.40、0.83、5.25、85.47、132.20、247.50、530.20、618.20、880.30  
ランダウ・Kleffner症候群、0.12、0.23、0.83、5.25、97.00、128.21、162.50、338.06、511.94、631.
41  
ラント病、0.07、0.50、0.97、9.00、12.85、32.50、42.50、190.00、325.37、425.52、  
ランドリー - 
ギラン・バレー、0.04、0.32、0.62、5.97、35.25、112.73、296.00、392.97、701.66、933.50、  
ランバート・イートン筋無力、0.13、0.32、0.93、2.44、81.27、131.61、334.25、415.70、568.43、8
13.96  
ランブル鞭毛虫（栄養）0.68、0.90、2.50、5.50、13.93、93.50、386.40、421.40、426.30、424.00を
、寄生虫  
卵胞刺激ホルモン、0.13、0.35、0.70、0.85、5.79、77.25、130.00、296.50、625.58、915.70  
リーシュマニア症、0.06、0.12、0.85、7.51、32.52、43.06、151.18、225.53、515.76、659.02、  
リー病、0.46、0.95、7.50、25.54、15.69、40.00、60.00、125.00、300.00、527.81  
リーベンシンドロームX、0.11、0.49、0.57、7.50、12.33、190.81、431.33、501.20、653.80、825.61  
リウマチ、0.13、0.23、0.62、0.95、7.50、68.50、232.50、551.10、779.23、839.43、  
リウマチ、関節、急性、0.13、0.25、0.62、0.95、7.50、72.50、232.50、551.10、779.23、839.43、  
リウマチ、関節周囲、0.17、0.55、0.95、5.71、13.93、137.50、262.50、497.50、626.07、822.53、  
リウマチ、筋肉、0.04、0.49、0.78、7.50、118.00、215.43、362.51、422.06、608.41、751.20  
リウマチ様脊椎炎、0.19、0.18、8.00、55.75、322.06、477.50、527.00、662.71、742.00、988.90  
リウマチ性疾患、0.13、0.23、0.62、0.95、7.50、68.50、232.50、551.10、779.23、839.43、  
リウマチ性紫斑病、0.06、0.50、0.60、3.87、212.50、323.00、502.10、690.09、722.92、951.00  
リウマチ性多発筋痛、0.17、0.55、0.95、5.71、13.93、137.50、262.50、497.50、626.07、822.53、  
リウマチ熱、0.13、0.25、0.62、0.95、7.50、72.50、232.50、551.10、779.23、839.43、  
リケッチア感染症、0.13、0.18、0.83、5.25、127.50、212.50、335.28、560.00、695.95、997.50、  
リステリア感染、0.08、0.26、0.78、2.50、7.50、55.67、87.50、123.52、543.32、662.54、  
リソソーム蓄積症、0.08、0.41、0.95、2.75、5.50、15.65、67.50、192.93、236.42、585.70  
リトル病、0.06、0.32、20.00、85.75、150.00、225.00、222.70、454.50、515.17、687.62  
リフトバレー熱、0.04、0.12、0.95、14.030、118.52、251.29、365.28、590.00、722.70、977.50、  
リポジストロフィー、0.02、0.12、0.85、7.50、32.50、40.00、60.00、150.00、92.50、426.90、  
リポジストロフィー、腸、0.87、7.50、2.50、32.50、97.50、250.00、479.50、527.00、789.00、987.
23  
流涎症、0.24、0.90、9.00、13.52、85.00、92.50、250.00、376.29、425.75、845.10  
流行Neurolabyrinthitis、0.03、0.18、0.65、0.93、10.89、5.50、93.50、210.50、424.37、978.05  
流行性耳下腺炎、0.13、0.30、0.83、2.50、7.50、22.50、142.02、251.02、325.58、471.87  
粒状D.（角膜）、0.04、0.24、11.45、48.15、132.79、209.27、332.30、592.50、775.29、819.34、  
流涙、0.12、0.55、0.85、5.50、22.50、35.69、73.30、92.50、125.23、527.81  
良性頭内高血圧、0.06,0.49,0.68,7.50,102.50,231.72,472.50,625.69,705.70,857.20 
良性髄膜腫、0.10,0.41,0.87,5.50,130.00,255.61,362.00,492.68,597.50,654.37 
良性必須振戦、0.11,0.57,81.30,105.71,221.50,337.50,570.51,691.51,775.48,971.55 
両生類疾患、0.07,10.83,5.81,57.50,125.05,376.29,419.34,560.00,622.91,930.12 
緑内障、0.16、0.55、0.95、5.29、7.25、32.50、137.50、326.07、490.00、515.70  
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緑内障Capsulare、0.15、0.23、0.73、0.85、5.36、147.25、335.48、487.50、695.83、875.36  
リング狭窄部、子宮内、0.07、0.18、5.62、37.50、100.00、275.16、525.71、655.20、750.00、926.7
0、  
リンダウ病、0.03、0.46、2.50、7.50、17.50、96.50、355.08、517.50、687.62、712.42、  
リンパInguinale、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、470.21  
リンパ管腫、0.12、0.35、0.93、7.50、27.50、35.67、87.50、93.50、223.01、515.70  
リンパ管腫、海綿、0.12、0.35、0.93、7.50、27.50、35.67、87.50、93.50、223.01、515.70  
リンパ疾患、0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、35.67、87.50、93.50、234.25、527.81  
リンパ腫、（複数の癌、リンパ腫、および特定の選択を参照してください）  
リンパ節炎、0.12、0.24、0.93、7.50、25.54、35.67、87.50、93.50、215.70、533.69、  
リンパ節腫脹、0.14、0.35、0.93、11.95、25.54、35.67、87.50、93.50、234.25、527.81  
リンパ節症候群、Mucoc。、0.04、0.24、0.95、2.75、5.87、178.50、326.50、571.52、705.87、827.
23  
リンパ節肥大症、巨人、0.04、0.50、0.70、0.97、5.75、7.50、37.50、96.50、225.91、425.37  
リンパ増殖性疾患、0.12、0.35、0.87、7.50、25.00、35.68、87.50、93.50、234.51、519.34  
リンパ肉芽腫、悪性、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、434.87  
リンパ肉芽腫性病、0.02、0.12、0.95、13.39、22.50、50.00、60.00、93.50、234.11、470.21  
リンパ浮腫、0.12、0.35、0.93、7.50、17.50、35.00、87.50、93.50、224.94、497.61、  
リンパ脈管筋腫症、0.12、0.18、0.93、7.50、30.00、35.23、87.50、93.50、219.34、496.01  
淋病、0.20、0.25、0.57、13.61、23.25、221.75、333.85、336.50、334.00、971.00  
ルイ・バー症候群、0.13、0.65、19.90、42.50、376.29、452.59、522.39、687.62、712.42、995.38、  
類皮、0.05、0.49、1.52、9.85、85.25、405.50、532.50、637.50、721.62、852.09、  
類皮嚢胞、0.05、0.49、1.52、9.85、85.25、405.50、532.50、637.50、721.62、852.09、  
類乾癬、0.08、0.37、0.78、0.90、7.52、10.32、140.00、232.50、725.47、925.37  
類乾癬ENプラーク、0.08、0.37、0.78、0.90、7.52、10.32、140.00、232.50、725.47、925.37  
類線形動物感染症、（0.06、0.49、0.73、1.27、12.33、5.87、112.71、252.50、492.50、675.29  
類鼻疽、0.03、0.50、0.90、13.61、37.50、117.50、255.61、497.50、715.70、842.06  
ルー・ゲーリック病、0.02、2.50、60.00、95.00、225.33、479.50、527.00、667.00、742.00、985.67  
ルートヴィヒの狭心症、0.13、0.52、0.65、9.00、11.09、45.00、62.50、168.30、335.62、443.16、  
ルービンスタイン - 
テービ症候群、0.07、0.15、3.50、67.11、81.50、109.50、112.02、384.07、471.00、551.00  
レイノー病、0.07、0.50、0.97、9.00、11.09、131.50、237.50、415.70、725.00、825.95、  
レーバー先天性黒内障、0.20、0.46、0.75、8.89、12.71、57.50、301.20、617.50、747.50、891.35、  
レービー小体、パーキンソン病、0.08、0.35、0.65、0.83、9.50、115.71、354.95。355.35、368.00、
398.40 
レジオネラ症、0.19、0.23、0.85、2.50、32.50、192.28、391.28、562.50、725.69、975.23  
レストレスレッグス症候群、0.16、0.57、7.78、23.97、125.95、327.50、422.50、590.00、715.70、8
36.42、  
レッグ・ペルテス病、0.04、0.32、0.70、0.87、5.78、32.50、181.93、621.69、705.54、815.70  
レッシュ・ナイハン症候群、0.07、0.22、0.62、7.50、2.50、41.01、119.34、475.69、527.00、667.0
0  
裂頭条虫症、0.02、0.24、0.70、7.50、18.21、145.50、407.50、712.50、827.50、921.06  
レット症候群、0.13、0.23、0.62、9.97、167.50、325.50、422.50、650.00、875.95、919.34、  
レノックス・ガストー症候群、0.07、0.18、0.73、0.87、5.71、7.25、22.50、97.50、375.35、500.00
、  
レビー小体病、0.14、0.22、0.62、7.50、2.50、40.00、87.50、150.00、375.69、519.34、  
レビー小体病、0.14、0.22、0.62、7.50、2.50、40.00、87.50、150.00、375.69、519.34を拡散  
レフサム病、0.04、0.41、0.62、0.97、7.50、20.00、87.50、342.06、635.31、834.45、  
レプトスピラ症、0.07、0.24、10.57、37.29、132.81、313.75、437.50、520.50、631.94、771.00  

 74 



レルミット・デュクロ病、0.06、0.26、0.68、9.00、10.89、45.91、125.29、526.16、652.43、750.00  
連鎖球菌感染症、0.15、0.70、2.50、5.25、47.50、70.00、369.75、385.40、842.00、932.00、  
レンズ混濁、0.03、0.41、15.19、87.50、122.06、312.33、532.41、655.20、750.00、927.10、  
連続した遺伝子症候群、ウィリアムズ、0.14、0.41、8.00、30.00、57.50、125.00、357.77、689.93、
750.00、934.25  
練炭症候群、0.07、0.57、23.10、50.00、375.19、477.50、527.00、667.00、753.23、986.22  
ロイシンの代謝障害、0.03、0.26、0.78、11.95、7.50、55.54、97.50、515.70、652.43、758.78、  
ロイヤー症候群、0.18、0.41、5.67、10.09、22.12、98.18、122.31、224.07、355.90、451.11  
労災・ドーフマン病、0.14、0.41、0.97、7.50、10.72、20.00、57.50、175.87、415.70、568.43  
漏出性腸症候群、0.17、0.22、0.47、0.61、109.33、117.88、211.00、360.00、525.71、683.47  
ロウ症候群、0.07、0.37、0.95、7.52、28.10、123.98、407.91、627.28、736.22、816.61  
老人性角化腫、0.12、0.68、0.85、12.05、7.50、27.50、97.50、275.62、523.01、687.45  
老人性骨粗鬆症、0.03、0.24、0.70、1.77、12.33、27.50、135.52、550.00、725.29、875.00、  
老人性痴呆妄想、0.06、0.26、0.65、5.15、7.00、42.50、92.50、475.95、527.00、661.71、  
老人性認知症アルツハイマー病、0.11、7.50、67.50、92.50、377.91、453.72、515.16、688.29、712.
00、995.38、  
ローゼンタール症候群、0.10、0.26、0.68、7.50、11.09、45.00、325.43、515.70、682.45、755.49  
ローター症候群、0.13、0.52、0.62、9.00、13.61、155.87、362.52、453.02、775.91、925.58  
ロータリー眼振、0.07、0.37、0.95、7.50、82.00、193.93、237.50、487.50、706.21、946.50  
ローバー肺炎、0.05、0.35、0.75、0.93、5.71、7.50、345.83、465.34、593.50、725.00、  
ロープワーム、0.04、0.07、0.15、0.55、2.23、4.21、13.98、90.51、350.00、432.14  
ローレンス・ムーン症候群、0.10、0.50、0.68、0.87、35.25、164.27、204.19、325.69、521.29、662
.52  
ローレンス・ムーンビードル、0.10、0.50、0.68、0.87、35.25、164.27、204.19、325.69、521.29、6
62.52  
肋軟骨炎、0.05、0.24、15.75、45.00、93.50、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
ロスリバーウイルス感染、0.12、0.78、12.71、55.00、90.00、175.05、425.00、571.00、822.00、932
.00、  
ロッキーマウンテンはフィーバー、0.07、0.52、7.57、33.80、282.75、405.75、523.88、667.50、825
.28、915.70斑点  
肋骨軟骨炎、0.05、0.24、15.75、45.00、93.50、376.29、512.33、689.93、759.83、925.71  
ロブスタ病、0.20、0.12、0.62、112.50、230.89、412.50、615.00、752.50、802.50、925.52  
濾胞性歯嚢胞、0.16、0.55、0.85、7.50、20.00、47.50、95.31、210.50、475.95、527.00、  
ロマノ - ウォード症候群、0.03、0.50、0.85、7.50、8.00、27.50、35.54、125.69、95.69、95.00  
ロンバーグ病、0.09、0.32、0.95、3.11、25.00、45.00、95.00、100.50、215.79、414.00、536.50、  
ワールデンブルグ症候群、0.04、0.52、5.09、35.00、175.33、432.41、561.93、714.82、823.00、987
.23  
私 
腕神経叢Neurop。、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12 
腕神経叢神経炎、0.15、0.57、15.16、52.50、119.34、357.30、424.37、561.93、642.91、930.12 
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国際的な販売と問い合わせ 
  
アメリカ/カナダ/オーストラリア/世界 
販売とサービス 
healthproducts2@gmail.com 
www.rifedigital.com 
USA 206-708-6408 
インターナショナル0011-1-206-708-6408 
 
イギリスと欧州連合 
ロンドンストア、セールスサービス、英国およびEUへの部品 
マネージャー：Rosalie 
メールアドレス：rifedigitaluk@gmail.com 
電話番号：（UK）07376056374 
 
JAPAN：この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引 

ウエブサイトrifedigital.jp 
マネジャーピーター・ウィリアムズ博士 
メールrifedigital@gmail.com 
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