脳の疾患
英名
Narcolepsy
Cataplexy
Cerebritis, Encephalitis
Viral cerebritis
Bacterial cerebritis
Supprative cerebritis
Brain abscess
Necrotizing encephalitis
Cerebromalacia
Cerebrosclerosis
Spongiform encephalopathy (young dogs and cats)
Feline spongiform encephalopathy (mature cats)
Cerebromeningitis
Granulomatous miningoenchephalomyelitis
Eosinophilic meningoencephalitis
Meningitis
Bacterial meningitis
Viral meningitis
Steroid-responsive meningitis
Cerebropathy, Encephalopathy
Dalmatian leukodystrophy
Epilepsy
Idiopathic epilepsy
Symptomatic epilepsy
Cryptogenic epilepsy
Lafora's disease
Hydrocephalus
Lissencephaly
Porencephaly
Hydranencephaly
Polymicrogyria

和名
ナルコレプシー，睡眠発作
カタプレクシー，脱力発作
脳炎
ウイルス性脳炎
細菌性脳炎
化膿性脳炎
脳膿瘍
壊死性脳炎
脳軟化症
脳硬化症
海綿状脳症
猫海綿状脳症
髄膜脳炎
肉芽腫性髄膜脳脊髄炎
好酸球性髄膜脳炎
髄膜炎
細菌性髄膜炎
ウイルス性髄膜炎
ステロイド反応性髄膜炎
脳症、脳障害
ダルメシアン白質萎縮症，ダルメシアン白質ジストロフィー
てんかん
特発性てんかん
症候性てんかん
潜在性てんかん
ラフォーラ病
ラフォーラ型進行性ミオクローヌスてんかん
水頭症
滑脳症
孔脳症
裂脳症
水無脳症
多小脳回

Intracranial arachinoid cyst
Multisystem neuronal degeneration in Cocker Spaniel
Brain tumors, Intracranial tumor
Intracranial infarction
Intracranial hemorrhage
Feline ischemic encephalopathy
Head trauma
Uremic encephalopathy
Syncope
Canine(Beagle) pain sysdrome
Chiali like malformation
Dandy-Walker like syndrome
Horner's syndrome
Cerebellar malformation
Cerebellar hypoplasia
Cerebellar degeneration
Cerebellitis
Kerry Blue Terrier abiotrophy
Gordon setter abiotrophy
Rough coated collie abiotrophy
Postnatal syndrome
Neonatal syndrome
脊髄の疾患
英名
Hereditary myelopathy
Atlantooccipital malformation
Atlantoaxial luxation
Caudal cervical spondylomyelopathy
Wobbler syndrome
Vertebral canal stenosis
Intervertebral disc disease (IVDD)
Intervertebral disc herniation
Intervertebral disc protrusion
Intervertebral disc extrusion

頭蓋内くも膜嚢胞
コッカースパニエルの多系統神経変性
脳腫瘍
脳梗塞
頭蓋内出血
猫の虚血性脳症
頭部外傷
尿毒症性脳症
失神
ビーグル疼痛症候群，ペインシンドローム
Chiari様奇形
Dandy-Walker様奇形
Horner症候群，ホルネル症候群
小脳奇形
小脳低形成
小脳変性
小脳炎
ケリー・ブルー・テリア アビオトロフィー
ゴードン・セッター アビオトロフィー
コリー アビオトロフィー
出生後症候群
新生子症候群

和名
遺伝性脊髄症
環軸後頭骨奇形
環軸脱臼
尾側頚椎変形性脊髄症，ウォブラー症候群
椎間孔狭窄
椎間板疾患，椎間板ヘルニア
椎間板突出
椎間板脱出

Discospondylitis
Progressive myelomalasia
Hound ataxia
Spinal arachnoid cyst
Spinal dysraphism
Degenerative myelopathy
Diabetic myelopathy
Fibrocartilaginous embolism (FCE)
Spinal cord infarction
Hydrosyringomyelia
Syringomyelia
Hydromyelia
Myelocele
Spinal tumor
Spinal trauma
Spinal cord injury
Spinal muscular atrophy
Occipital dysplasia
Spina bifida
Hemivertebra
Sacrococcygeal dysgenesis
Calcinosis deformans
Calcinosis circumscripta
Spondylosis deformans
中枢神経腫瘍
英名
Meningioma
Glioma
Astrocytoma
Oligodendroglioma
Giantocellular glioma
Glioneuroma
Gliomatosis
Glioblastoma

椎間板脊椎炎
進行性脊髄軟化症
ハウンド犬運動失調
脊髄くも膜嚢胞
脊髄癒合不全
変性性脊髄症
糖尿病性脊髄症
線維軟骨塞栓症
脊髄梗塞
水脊髄空洞症
脊髄空洞症
水脊髄症
脊髄瘤
脊髄腫瘍
脊椎外傷
脊髄損傷
脊髄筋萎縮症
後頭骨形成不全
二分脊椎症、脊椎披裂
半側椎骨
仙尾骨形成不全
石灰沈着症変形
限局性石灰沈着症
変形性脊椎症

和名
髄膜腫
神経膠腫
星細胞腫
乏突起膠細胞腫
巨細胞神経膠腫
神経膠神経腫
神経膠腫症
膠芽腫

Medulloblastoma
Neuroblastoma
Ependymoma
Chiroid plexus papilloma
Intracranial lymphoma
Spinal cord hamartoma
Pituitary tumor
Metastatic tumor
Craniopharingioma

髄芽腫
神経芽腫
上衣腫
脈絡叢乳頭腫
頭蓋内リンパ腫
脊髄過誤腫
下垂体腫瘍
転移性腫瘍
頭蓋咽頭腫

＊人の基準に合わせる，獣医療で報告のあるもの
末梢神経の疾患
英名
Laryngeal paralysis
Trigeminal neuritis (Idiopathic trigeminal neuropathy)
Sensory trigeminal neuropathy
Facial nerve paralysis
Hemifacial spasm
Hypoglossal paralysis
Optic nerve hypoplasia
Sensory ganglioradiculitis
Dysautonomia
Horner's syndrome
L-S disease (lumbosacral stenosis)
Cauda equina syndrome
Polyradiculoneuritis
Traumatic neuropathy
Brachial plexus avulsion
Peripheral nerve sheath tumors
Schwannoma
Neurofibroma
Polyneuropathy
Distal polyneuropathy (axonopathy)
Sensory neuropathy (inherited or possibly inherited)

和名
喉頭麻痺
三叉神経炎(特発性三叉神経症)
知覚三叉神経症
顔面神経麻痺
片側顔面痙攣
舌下神経麻痺
視神経低形成
知覚神経節神経根炎
自律神経障害
Horner症候群，ホルネル症候群
腰仙椎狭窄
馬尾症候群
多発性神経根炎
外傷性神経症
腕神経叢裂離
末梢神経鞘腫瘍
神経症細胞腫，シュワノーマ
神経線維腫
多発性ニューロパチー
遠位多発性ニューロパチー（軸索障害)
知覚神経症（先天性，先天性疑い）

前庭疾患
英名
Idiopahtic vestibular disease (peripharal ventibular disease)
Central vestibular disease
Congenital vestibular disease

和名
特発性前庭疾患（末梢性前庭疾患)
中枢性前庭疾患
先天性前庭疾患

±Deafness

難聴を伴う，伴わない

神経筋接合部もしくは筋の疾患
英名
Myasthenia gravis
Congenital megaesophagus
Acquired megaesophagus
Muscle cramps
Tick paralysis
Botulism
Myotonia
Mitochondrial myopathy
Dermatomyositis
Masticatory myositis
Polymyositis
Paraneoplastic myositis
Extraocular myositis
Muscular dystrophy
Fibrotic myopathy
Corelike myopathy
Exertional myopathy (Exertional rhabdomyolysis)
Steroid myopathy
Labrador retriever myopathy

和名
重症筋無力症
先天性巨大食道症
後天的巨大食道症
筋痙攣
ダニ麻痺
ボツリヌス症
筋強直症，ミオトニア
ミトコンドリア筋症，ミトコンドリアミオパチー
皮膚筋炎
咀嚼筋筋炎
多発性筋炎
腫瘍随伴性筋炎
外眼筋筋炎
筋ジストロフィ
線維性ミオパチー
芯状ミオパチー
労作性ミオパチー
ステロイド性ミオパチー
ラブラドル・レトリーバーミオパチー

代謝性疾患
英名

和名

Lysosomal storage disease
ライソゾーム病
Glycogenesis
糖原病
Mannosidosis
マンノース症、マンノシドーシス
Mucopolysaccharidosis
ムコ多糖症
Fucosidosis
フコース蓄積症、フコシドーシス
Sphingolipidosis (Gausher's disease)
スフィンゴリピドーシス（Gausher病）
Sphingomyelin lipidosis (Nieman-Pick disease)
スフィンゴミエリンリピドーシス（Nieman-Pick病）
Globoid leukodystrophy (Krabbe's disease, galactocerebrosido s球様細胞白質ジストロフィｰ（Krabbe病）
Gangliosidosis
ガングリオシドーシス
Ceroid lipofuscinosis
セロイドリポフスチン（沈着）症
Thiamine deficiency
チアミン欠乏症
Hepatic encephalopathy
肝性脳症
Diabetic neuropathy
糖尿病性ニューロパチー
Hypoglycemic neuropathy
低血糖性ニューロパチー
Hypothyroid myopahty
甲状腺機能低下症性ミオパチー
Hypothyroid neuropathy
甲状腺機能低下症性ニューロパチー
Hyperadrenocorticoid myopathy
副腎皮質機能亢進症ミオパチー
Hyperadrenocorticoid neuropathy
副腎皮質機能亢進症ニューロパチー
Hypernatremia
高ナトリウム血症
Hypernatremic myopathy
高ナトリウム血症性ミオパチー
Hyponatremia
低ナトリウム血症
Hypocalcemia
低カルシウム血症
Hypokalemia
低カリウム血症
Hyperoxaluria
高シュウ酸尿症
Hyperlipoproteinemia
高リポタンパク血症
感染性神経疾患
英名
Bacterial infections
Rabies
Pseudorabies
Canine distemper virus
Herpes virus
Feline leukemia virus (FeLV)
Feline infectious peritonitis virus (FIP)

和名
細菌性感染
狂犬病
偽狂犬病、仮性狂犬病
犬ジステンパーウイルス
ヘルペスウイルス
猫白血病ウイルス
猫伝染性腹膜炎ウイルス

Feline immunodeficiency virus
Borna virus
Tetanus
Neosporosis
Toxoplasmosis
Babesiosis
Borreliosis (Lyme disease)
Richettsial meningoencephalitis
Encephalitozoonosis
Hepatozoonosis
Parasitic migration
Postvaccinal encephalomyelitis
その他の神経疾患
英名
Hypomyelination
Giant axonal neuropathy
Hereditary ataxia
Idiopathic self-mutilation
Dermoid sinus
Multiple cartilaginous exostosis
Fibroid leukodystrophy
Neuroaxonal dystrophy (NAD)
Malignant hyperthermia
Exercise-induced hyperthermia
Canine stress syndrome
Hyperkinesis
Scotty cramp
Familial reflex myoclonus
Dancing Doberman disease
Drug toxities
Paraneoplastic syndromes
Shaker dog disease (White shaker's syndrome)
White dog shaker syndrome

猫免疫不全ウイルス
ボルナウイルス
破傷風
ネオスポラ症
トキソプラズマ症
バベシア症
ボレリア症（ライム病）
リケッチア髄膜脳炎
エンセファリトゾーン症
ヘパトゾーン症
異所性寄生、寄生虫の迷入
ワクチン反応性脳脊髄炎

和名
ミエリン形成不全
巨大軸索神経障害、巨大軸索ニューロパチー
遺伝性歩様不全、運動失調
特発性自傷
類皮洞
多発性軟骨外骨症
線維性白質ジストロフィー，線維性白質萎縮症
神経軸索性（白質）ジストロフィー，神経軸索性萎縮症
悪性高熱
運動誘発性高体温
犬ストレス症候群
運動過剰症
スコッティクランプ
家族性反射性ミオクローヌス
踊るドーベルマン病
薬物中毒
腫瘍随伴症候群
シェイカードックシンドローム，ホワイトシェイカーズ

