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aberrant ……………………… 356
ability …………………………… 293
ablate …………………………… 115
ablation ………………………… 248
abnormal ……………………… 356
abolish …………………………… 115
about ……………………………… 408
abrogate ……………………… 111
absence ………………………… 247
accelerate ……………………… 97
acceleration ………………… 238
accept ……………………………… 30
accompany ………………… 138
accomplish ……………………… 76
according to ………………… 460
accordingly ………………… 454
account for …………………… 50
accumulate ………………… 153
accumulation ……………… 278
achieve …………………………… 76
acquire …………………………… 85
act ………………………………… 173
action …………………………… 300
activate …………………………… 95
activation ……………………… 237
active …………………………… 352
actively ………………………… 414
actually ………………………… 407
add ………………………………… 201
addition ………………………… 312
additionally ………………… 457
address …………………………… 41
adequate ……………………… 325
adequately …………………… 415
adhere …………………………… 168
adhesion ……………………… 297
adjust …………………………… 175
adjustment ………………… 301
administer …………………… 128

admit …………………………… 128
advance …… 98, 239
adversely ……………………… 424
a few ……………………………… 335
affect …………………… 124, 126
aggregate …………………… 177
aggregation ………………… 302
agree ……………………………… 140
agreement …………………… 270
aid …………………………………… 74
aim ……………… 41, 215
albeit ……………………………… 446
alleviate ………………………… 107
allow ………………………………… 71
almost …………………………… 394
already ………………………… 432
alter ……………………………… 118
alteration ……………………… 252
alternatively ……………… 442
although ……………………… 446
ameliorate …………………… 128
amplify …………………………… 99
analogous …………………… 364
analysis ………………………… 218
analyze …………………………… 60
and ………………………………… 455
a number of ………………… 332
apparent ……………………… 327
apparently …………………… 388
appear ……………………… 33, 78
appearance ………………… 231
apply ……………………………… 182
appreciably ………………… 396
appreciate ……………………… 30
appropriate ………………… 325
appropriately ……………… 415
approve …………………………… 71
approximately …………… 408
architecture ………………… 280
area ………………………………… 284
arise ………………………… 79, 81
as …………………………………… 452
ascertain ………………………… 56
ascribe …………………………… 83
ask …………………………………… 60
as opposed to ……………… 442

assay ……… 194, 309
assemble …………… 177, 189
assembly ……………………… 302
assess ……………………………… 68
assessment ………………… 223
assist ………………………………… 74
associate …… 135, 138, 168
association ………… 268, 297
assume …………………………… 36
assumption ………………… 212
as well as ……………………… 421
at present …………………… 434
attach …………………………… 168
attachment ………………… 297
attempt …… 41, 215
attenuate ……………………… 107
attenuation ………………… 243
attribute ………………………… 83
augment ………………………… 95
augmentation ……………… 235
available ……………………… 350
avoid ……………………………… 161
awareness …………………… 208

barrier …………………………… 260
basis ……………………………… 304
because ………………………… 452
because of …………………… 452
before …………………………… 432
behave ………………………… 173
believe …………………………… 33
besides ………………………… 457
bind ……………………………… 168
binding ………………………… 297
block ……… 111, 247
blockade ……………………… 247
bond ………… 168, 297
bonding ………………………… 297
break …………………………… 186
briefly …………………………… 418
bring about …………………… 87
broad …………………………… 329
broadly ………………………… 390
build ……………………………… 189
but ………………………………… 440
by contrast ………………… 442
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ca. …………………………………… 408
capability ……………………… 293
capacity ………………………… 293
carry out ……………………… 184
causal …………………………… 362
causative ……………………… 362
cause ………… 87, 233
central …………………………… 348
challenge ……………………… 203
chance …………………………… 210
change …… 118, 252
character ……………………… 289
characteristic

…………… 289, 355
characterization ………… 221
characterize …………………… 69
choice …………………………… 306
choose …………………………… 181
circumvent ………………… 161
clarify ……………………………… 53
clear ……………………………… 327
clearly …………………………… 388
cleavage ……………………… 248
cleave …………………………… 186
closely …………………………… 417
cognition ……………………… 296
coincide ………………………… 140
coincident …………………… 359
coincident with ………… 460
collect …………………………… 196
collectively ………………… 465
come from ……………………… 81
common ……………………… 338
commonly …………………… 403
communicate ……………… 167
comparably ………………… 399
comparatively …………… 399
compare ………………………… 68
compared to ……………… 449
compared with …………… 449
comparison ………………… 223
competence ………………… 293
complete … 184, 323
completely …………………… 385
component …………………… 279
compose ……………………… 154

composition ………………… 279
comprise ……………………… 154
concentrate ………………… 198
concept ………………………… 212
concern ………………………… 135
conclude ………………………… 48
conclusion …………………… 227
conclusive …………………… 344
conclusively ………………… 388
concomitant ………………… 359
concomitantly …………… 419
concordance ………………… 270
concurrent …………………… 359
concurrently ……………… 419
condition ……………………… 287
conduct ………………………… 184
confer …………………………… 179
confine ………………………… 160
confirm …………………………… 56
conformation ……………… 280
connect ……………… 135, 168
connection ………… 268, 297
consequently ……………… 454
conservation ……………… 276
conserve ……………………… 151
consider ………………………… 33
considerable ………………… 333
considerably ……………… 396
consist …………………………… 154
consistent …………………… 364
constituent ………………… 279
constitute …………………… 154
constitutively ……………… 390
construct ……………………… 189
contain ………………………… 147
continue ……………………… 150
continuous …………………… 370
continuously ……………… 426
contrary to ………………… 446
contribute ……………………… 87
control …… 175, 301
conventional ……………… 338
conversely …………………… 442
conversion …………………… 252
convert ………………………… 118
correctly ……………………… 415
correlate ……………………… 135

correlation …………………… 268
correspond ………………… 140
correspondingly ………… 464
couple ………………… 135, 168
create …………………………… 189
critical …………………………… 344
crucial …………………………… 344
cultivate ……………………… 204
culture …… 204, 313
cure ……………………………… 128
current ………………………… 375
currently ……………………… 434

damage … 113, 260
decision ………………………… 225
decline …… 104, 243
decrease … 104, 243
defect …………………………… 248
deficiency …………………… 248
deficient ……………………… 335
deficit …………………………… 260
define ……………………………… 69
definitive ……………………… 344
definitively ………………… 388
delete …………………………… 115
deletion ………………………… 248
demand ………………………… 281
demonstrate ………………… 52
demonstration …………… 226
deposit …… 153, 278
deposition …………………… 278
depress ………………………… 104
depression …………………… 245
derive ……………………………… 81
describe ………………………… 48
description …………………… 227
design ……… 40, 214
despite ………………………… 446
destroy ………………………… 113
destruction ………………… 248
detect ……………………………… 65
detection ……………………… 221
determination …………… 225
determine ……………………… 69
develop ………… 79, 126, 189
development ……………… 263
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differ ……………………………… 143
difference …………………… 272
different ……………………… 367
differentiate ………………… 144
differently …………………… 423
digest …………………………… 186
diminish ……………………… 104
directly ………………………… 417
disappear ……………………… 115
disclose …………………………… 53
discover ………………………… 65
discovery ……………………… 221
discrete ………………………… 367
discriminate ………………… 144
discrimination …………… 272
disease ………………………… 260
disorder ………………………… 260
display …………………………… 44
disrupt ………………………… 113
disruption …………………… 248
dissect ……………………………… 60
dissection …………………… 218
dissociate …………… 157, 199
distinct ………………………… 367
distinction …………………… 272
distinctly ……………………… 388
distinguish …………………… 144
disturbance ………………… 260
divide …………………………… 157
do …………………………………… 184
document ……………………… 52
dominant ……………………… 322
down–regulate/
downregulate ………… 104

down–regulation ……… 243
dramatic ……………………… 316
dramatically ………………… 378
drastic …………………………… 316
drastically …………………… 378
draw ………………………………… 81
drive ……………………………… 175
due to ……… 362, 452
dysfunction ………………… 260

early ……………………………… 429
easily ……………………………… 413

effect …………………… 258, 291
effective ……………………… 352
effectively …………………… 414
efficacious …………………… 352
efficacy ………………………… 291
efficiency ……………………… 291
efficient ………………………… 352
efficiently …………………… 414
effort ……………………………… 215
e.g. ………………………………… 462
elderly …………………………… 360
elevate …………………………… 93
elevation ……………………… 235
elicit ………………………………… 90
eliminate ……………………… 115
elimination …………………… 248
elucidate ………………………… 53
emerge …………………… 78, 81
emergence …………………… 231
employ ………………………… 182
enable ……………………………… 71
end ………………………………… 215
engage ………………… 132, 168
enhance …………………………… 95
enhancement ……………… 237
enlarge ………………………… 101
enough ………………………… 385
enrich …………………………… 198
entire …………………………… 330
entirely ………………………… 385
entry ……………………………… 254
equal ……………………………… 364
equally ………………………… 421
equivalently ………………… 421
escape …………………………… 161
especially ……………………… 405
esponsible for ……………… 362
essential ……………………… 349
establish ………………………… 52
estimate …………………… 36, 68
estimation …………………… 223
evaluate ………………………… 68
evaluation …………………… 223
even if …………………………… 467
even though ……………… 446
evenly …………………………… 416

evidence …… 52, 226
evident ………………………… 327
evidently ……………………… 388
evoke ……………………………… 90
examination ………………… 218
examine ………………………… 60
exchange ……………………… 308
exclusively …………………… 383
exhibit ……………………………… 44
exist ……………………………… 162
existence ……………………… 230
expand ………………………… 101
expansion …………………… 242
expect ……………………………… 36
expectation ………………… 209
explain …………………………… 50
explanation ………………… 227
exploit …………………………… 182
explore …………………………… 60
expose …………………………… 203
express …………………………… 78
expression …………………… 231
extend …………………………… 101
extension ……………………… 242
extensive ……………………… 329
extensively ………………… 390
extremely …………………… 378

facilitate ………………………… 97
facilitation …………………… 238
fact ………………………………… 221
fairly ……………………………… 396
fall …………………………………… 243
far …………………………………… 393
fast ………………………………… 357
favor ………………………………… 58
feasible ………………………… 342
feature ……… 69, 289
few ………………………………… 335
find …………………………………… 65
finding …………………………… 221
fit ……………… 140, 364
follow …………………………… 138
following ……………………… 371
for example ………………… 462
for instance ………………… 462
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form ……………………………… 177
formation ……………………… 302
formerly ……………………… 432
free ………………………………… 335
frequently …………………… 427
full ………………………………… 323
fully ……………………………… 385
function … 173, 300
fundamental ………………… 349
further ………………………… 457
furthermore ………………… 457

gain ………………………………… 85
gather …………………………… 196
general ………………………… 338
generally ……………………… 403
generate ………………… 91, 189
generation …………………… 234
get …………………………………… 85
give ……………………… 128, 179
Given …………………………… 467
give rise to …………………… 87
goal ………………………………… 215
great ……………………………… 320
greatly ………………………… 382
grow ………………………………… 99
growing ………………………… 354
growth ………………………… 240

hamper ………………………… 111
harvest ………………………… 196
have ……………………………… 146
help ………………………………… 74
hence …………………………… 454
hereafter ……………………… 436
highly …………………………… 378
hinder …………………………… 111
hold ………………………………… 148
homologous ………………… 364
homology ……………………… 270
however ……………………… 440
huge ……………………………… 320
hypothesis …………………… 212
hypothesize …………………… 39

idea ………………………………… 212
identical ………………………… 364
identically …………………… 421
identification ……………… 221
identify …………………………… 65
i.e. …………………………………… 462
if …………………………………… 467
if any ……………………………… 467
illness …………………………… 260
illustrate ………………………… 50
immediately ………………… 429
impact …… 124, 258
impair …………………………… 113
impairment ………………… 260
implicate ……………………… 132
implication …………………… 288
imply ……………………………… 44
importance ………………… 288
important …………………… 344
in accordance with …… 460
in accord with …………… 460
in addition …………………… 457
in addition to ……………… 457
in agreement with …… 460
include ………………………… 147
in comparison to ……… 449
in comparison with …… 449
in conclusion ……………… 465
in contrast …………………… 442
in contrast to ……………… 442
incorporate ………………… 121
incorporation ……………… 257
increase …… 93, 235
increasing …………………… 354
increasingly ………………… 396
incubate ……………………… 204
incubation …………………… 313
indeed …………………………… 461
independent ………………… 367
independently …………… 423
indicate …………………………… 44
indication ……………………… 264
individually ………………… 423
induce ……………………… 90, 93
inducible ……………………… 353

induction ……………………… 238
in fact …………………………… 461
infect ……………………………… 126
infection ……………………… 263
influence … 124, 258
infrequent …………………… 372
infrequently ………………… 428
in general …………………… 403
inhibit …………………………… 107
inhibition ……………………… 245
initial ……………………………… 373
initially ………………………… 429
in particular ………………… 405
in summary ………………… 465
insignificant ………………… 335
in spite of …………………… 446
instead ………………………… 442
instead of ……………………… 442
intense ………………………… 316
interact ………………………… 168
interaction …………………… 297
interfere ……………………… 107
interference ………………… 245
interpretation ……………… 227
interrupt ……………………… 157
introduce ……………………… 192
in turn …………………………… 455
inverse ………………………… 369
inversely ……………………… 424
investigate ……………………… 60
investigation ……………… 218
involve ………………… 132, 147
involvement ………………… 267
isolate …………………………… 199
isolation ………………………… 311

join ………………………………… 168
keep ……………………………… 148
key ………………………………… 344
know ………………………………… 30
knowledge …………………… 208

large ……………………………… 320
largely …………………………… 383
large number of ………… 331
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last ………………………………… 150
latest ……………………………… 373
lead …………………………………… 71
lead to ……………………………… 87
learn ………………………………… 30
lesion ……………………………… 113
less ………………………………… 335
likelihood ……………………… 210
likely ……… 342, 410
likewise ………………………… 464
limit ……………………………… 160
limitation ……………………… 283
link ………… 135, 268
little ……………………………… 335
localization …………………… 284
localize ………………………… 163
locate …………………………… 163
location ………………………… 284
locus ……………………………… 284
look at ……………………………… 60
lose ………………………………… 115
loss ……………………… 243, 248
lower ……………………………… 104

machinery …………………… 304
main ……………………………… 322
mainly …………………………… 383
maintain ……………………… 148
maintenance ……………… 274
major …………………………… 322
make ………………………………… 76
make it possible …………… 71
manifest ………………………… 53
manifestation ……………… 264
many ……………………………… 331
map ………………………………… 163
marginally …………………… 401
mark ………………………………… 69
marked ………………………… 316
markedly ……………………… 378
massive ………………………… 320
match …………………………… 140
mean ………………………………… 44
meanwhile …………………… 442
measure ……………………… 194
measurement ……………… 309

mechanism ………………… 304
mediate ………………………… 175
mention …………………………… 48
migrate ………………………… 121
migration ……………………… 254
minimize ……………………… 104
mitigate ………………………… 107
mobilize ………………………… 121
mode ……………………………… 304
moderate ……………………… 334
moderately ………………… 398
modest ………………………… 334
modestly ……………………… 401
modification ………………… 252
modify …………………………… 118
modulate ……………………… 175
modulation …………………… 301
modulatory ………………… 353
morbidity …………………… 263
moreover ……………………… 457
mostly …………………………… 383
move ……………………………… 121
movement …………………… 254
much ……………………………… 393
multitude of ………………… 331

namely ………………………… 462
nearly …………………………… 394
necessary …………………… 349
necessitate …………………… 155
necessity ……………………… 281
need ………… 155, 281
nevertheless ……………… 440
new ………………………………… 373
newly …………………………… 429
next ……………………………… 371
nonetheless ………………… 440
normal …………………………… 338
not only～ but also …… 421
notable ………………………… 316
notably ………………………… 405
note …………………………… 48, 65
noteworthy ………………… 316
notion …………………………… 212
novel ……………………………… 373
now ………………………………… 434

numerous …………………… 331

objective ……………………… 215
observation ………………… 221
observe …………………………… 65
obtain ……………………………… 85
obvious ………………………… 327
obviously ……………………… 388
occlude ………………………… 111
occlusion ……………………… 260
occur ………………………………… 79
occurrence …………………… 231
often ……………………………… 427
old …………………………………… 360
on the contrary ………… 440
on the other hand …… 442
once ……………………………… 467
only ………………………………… 401
onset ……………………………… 263
operate ………………………… 173
operation ……………………… 300
opposite ………………………… 369
oppositely …………………… 424
option …………………………… 306
organize ……………………… 189
origin …………………………… 233
originally ……………………… 429
originate ………………………… 81
outbreak ……………………… 231
overall …………………………… 330
overt ……………………………… 327
owing to ……………………… 452

partially ………………………… 398
participate …………………… 132
participation ……………… 267
particular …………………… 340
particularly ………………… 405
perceive ……………………… 167
perception …………………… 296
perfect ………………………… 323
perform ………………………… 184
perhaps ………………………… 410
permit ……………………………… 71
persist …………………………… 150
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persistently ………………… 426
pivotal …………………………… 348
plan ………………………………… 40
play～ part in …………… 132
play～ role in ……………… 132
pool ………………………………… 277
poorly …………………………… 401
position … 163, 284
possess ………………………… 146
possibility …………………… 210
possible ………………………… 342
possibly ………………………… 410
postulate ………………………… 39
potency ………………………… 291
potent …………………………… 319
potential 

…… 210, 293, 342
potentially …………………… 410
potentiate ……………………… 95
potentiation ………………… 237
potently ………………………… 382
power …………………………… 293
powerful ……………………… 319
practically …………………… 407
predict …………………………… 36
prediction …………………… 209
predispose …………………… 126
predominant ……………… 322
predominantly …………… 383
prepare ………………………… 200
presence ……………………… 230
present ……… 47, 375
presently ……………………… 434
preservation ……………… 276
preserve ……………………… 151
presumably ………………… 410
presume ………………………… 36
prevent ………………………… 111
previous ……………………… 374
previously …………………… 432
primarily ……………………… 383
prime …………………………… 201
principally …………………… 383
probability …………………… 210
probable ……………………… 342
probably ……………………… 410
proceed …………………………… 98

process ………………………… 200
produce …………………… 87, 91
production …………………… 234
profile …………………………… 289
program ……………………… 214
progress …… 98, 239
progression ………………… 239
progressively ……………… 426
proliferate ……………………… 99
proliferation ………………… 240
prolong ………………………… 101
prominent …………………… 316
promote ………………………… 97
promotion …………………… 238
prompt ……… 71, 357
pronounced ………………… 327
proof ……………………………… 226
propagate ……………………… 99
proper …………………………… 325
properly ……………………… 415
propose …………………………… 39
prospectively ……………… 436
prove ……………………………… 52
provide …………………………… 47
provoke …………………………… 90
purification ………………… 311
purify …………………………… 199
purpose ………………………… 215

quantification ……………… 309
quantify ………………………… 194
quantitate …………………… 194
quantitation ………………… 309
quickly ………………………… 418
quite ……………………………… 385

raise …………………… 47, 91, 93
rapid ……………………………… 357
rapidly ………………………… 418
rare ………………………………… 372
rarely …………………………… 428
react ……………………………… 166
reaction ………………………… 295
readily ………………… 413, 429
reasonable …………………… 325

reasonably …………………… 396
receive ………………………… 128
recent …………………………… 374
recently ………………………… 432
recognition ………………… 296
recognize ……………………… 167
recover ………………………… 196
recruit …………………………… 121
reduce …………………………… 104
reduction ……………………… 243
regard ……………………………… 33
region …………………………… 284
regulate ………………………… 175
regulation …………………… 301
regulatory …………………… 353
reinforce ………………………… 58
relate …………………………… 135
related to ……………………… 363
relation ………………………… 268
relationship ………………… 268
relative to …………………… 449
relatively ……………………… 399
relevant ………………………… 363
relieve …………………………… 107
remain …………………………… 162
remarkable ………………… 316
remarkably ………………… 378
removal ………………………… 248
remove ………………………… 115
render …………………………… 179
replace ………………………… 188
replacement ……… 252, 308
replicate ………………………… 99
replication …………………… 240
report ……… 48, 227
represent ……………… 44, 140
repress ………………………… 107
repression …………………… 245
require ………………………… 155
required for ………………… 349
requirement ………………… 281
research ……………………… 218
resemble ……………………… 140
resistance …………………… 275
respond ………………………… 166
response ……………………… 295
responsible for …………… 362
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restrict ………………………… 160
restriction …………………… 283
result from …………………… 83
result in ………………………… 87
retain …………………………… 148
retention ……………………… 274
retrieve ………………………… 196
reveal ……………………………… 53
robust …………………………… 319
role ………………………………… 304
roughly ………………………… 408

same ……………………………… 364
schedule …… 40, 214
search ……… 60, 218
see …………………………………… 65
seek ………………………………… 41
seem ………………………………… 33
segregate …………………… 157
segregation ………………… 311
select ……………………………… 181
selection ……………………… 306
selectively …………………… 399
separate 

…… 157, 199, 367
separately …………………… 423
separation …………………… 311
serial ……………………………… 370
serially ………………………… 426
serious …………………………… 344
serve ……………………… 74, 173
several ………………………… 332
shift 118, 121, 254
shorten ………………………… 104
show ………………………………… 44
sign ………………………………… 264
significance ………………… 288
significant …………………… 316
significantly ………………… 378
silence …………………………… 111
similar …………………………… 364
similarity ……………………… 270
similarly … 421, 464
simply …………………………… 401
simultaneous ……………… 359
simultaneously …………… 419

since ……………………………… 452
site ………………………………… 284
situation ……………………… 287
slight ……………………………… 335
slightly ………………………… 401
small ……………………………… 335
so that …………………………… 455
solve ………………………………… 53
somewhat …………………… 398
soon ……………………………… 429
source …………………………… 233
special …………………………… 340
specific ………………………… 340
specifically …………………… 405
spread …………………………… 101
state …………… 48, 287
status …………………………… 287
stem ………………………………… 81
still ………………………………… 434
stimulate ……………………… 201
stimulation …………………… 312
storage ………………………… 277
store ……… 151, 277
strengthen ……………………… 58
striking ………………………… 316
strikingly ……………………… 378
strong …………………………… 319
strongly ………………………… 382
structure ……………………… 280
study ………… 60, 218
subsequent ………………… 371
subsequently ……………… 426
substantial …………………… 333
substantially ……………… 396
substitute …………………… 188
substitution ……… 252, 308
subtle …………………………… 335
successfully ………………… 413
suffer …………………………… 126
sufficient ……………………… 325
sufficiently …………………… 385
suggest …………………………… 44
suggestion …………………… 227
supply …………………………… 179
support …………………………… 58
suppress ……………………… 107
suppression ………………… 245

survey ……… 60, 218
survive ………………………… 162
suspect …………………………… 33
sustain …………………………… 148
symptom ……………………… 264
synchronous ……………… 359
synthesize …………………… 189

take ………………………………… 128
take advantage of …… 182
take into account ………… 33
taken together …………… 465
take part in ………………… 132
take place ……………………… 79
test …………… 60, 218
then ……………………………… 455
thereafter …………………… 436
thereby ………………………… 455
therefore ……………………… 454
think ………………………………… 33
though …………………………… 446
thus ……………………………… 454
tightly …………………………… 417
to date …………………………… 432
today ……………………………… 434
tolerance ……………………… 275
total ……………………………… 330
transduction ……………… 254
transfect ……………………… 192
transfer … 121, 254
transform …………… 118, 192
transition ……………………… 254
translocate …………………… 121
translocation ……………… 254
transmission ……………… 254
transport ……………………… 121
treat ……………………… 128, 201
treatment …………………… 312
truncate ……………………… 186
truncation …………………… 248
try …………………………………… 41

ubiquitously ………………… 390
unambiguously …………… 388
uncommon …………………… 372
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uncover …………………………… 53
undergo ………………………… 128
understand …………………… 30
understanding …………… 208
undertake ……………………… 41
uniformly ……………………… 416
unique …………………………… 355
universally …………………… 390
unless …………………………… 467
unlike …………………………… 446
unusual ………………………… 356
unusually ……………………… 378
up–regulate / upregulate

……………………………………… 93
up–regulation ……………… 235
uptake …………………………… 257
usage …………………………… 307
use …………… 182, 307
useful …………………………… 350
usually ………………………… 403
utilization …………………… 307
utilize …………………………… 182

vaccinate ……………………… 128
validate …………………………… 56
variation ……………………… 272
vary ……………………… 118, 143
verify ……………………………… 56
very ……………………………… 378
view ……………………………… 212
virtually ……………………… 394
vital ……………………………… 344

weak ……………………………… 335
weaken ………………………… 107
weakly ………………………… 401
whereas ………………………… 440
while …………………… 440, 446
whole …………………………… 330
wide ……………………………… 329
widely …………………………… 390
widespread ………………… 329
work ……… 173, 218
yield …………… 87, 234

明らかな ……………………… 327
明らかに ……………………… 388
明らかにする ………………… 53
上げる ……………………………… 94
与える ………………… 130, 179
新しい …………………………… 373
新しく移す …………………… 123
アッセイ ……………………… 309
アッセイする ……………… 194
集める …………………………… 196
あまり大きくない ……… 335
新たに …………………………… 429
表す ………………………………… 46
現れる ……………………… 78, 83
ありうる ……………………… 343
ありそうな …………………… 342
生き残る ……………………… 162
いくつかの …………………… 332
いくらか ……………………… 398
移行 ……………………………… 254
移行させる …………………… 122
維持 ……………………………… 274
維持する ……………………… 148
異常な …………………………… 356
異常に …………………………… 381
以前に …………………………… 432
以前の …………………………… 374
位置 ……………………………… 284
一因になる …………………… 87
一次的に ……………………… 384
著しい …………………………… 316
著しく …………………………… 378
位置する ……………………… 163
位置づける …………………… 164
一様に …………………………… 416
いったん～すると ……… 467
一致 ……………………………… 270
一致させる

……………… 140, 366
（～に）一致して ………… 460
一致する … 140, 364
一般的な ……………………… 338
一般に …………………………… 403
一方では ……………………… 442

移動 ……………………………… 254
移動させる …………………… 121
移動する ……………………… 121
移入する ……………………… 193
今 …………………………………… 434
今まで …………………………… 432
意味 ……………………………… 288
意味する ………………………… 44
威力 ……………………………… 293
インキュベーション … 313
インキュベートする … 204
受け入れる …………………… 32
受ける …………………………… 130
失う ……………………………… 115
移す ……………………………… 121
促す ………………………………… 71
うまく …………………………… 413
影響 ……………………………… 258
影響する ……………………… 124
得られる ………………………… 85
得る ………………………………… 85
延長させる …………………… 101
応答 ……………………………… 295
応答する ……………………… 166
大きく …………………………… 382
大きくない …………………… 334
大きな …………………………… 320
多くの …………………………… 332
おおよそ ……………………… 408
冒す ……………………………… 127
行う ……………………………… 184
起こる ……………………………… 79
おそらく ……………………… 410
同じ ……………………………… 364
同じぐらい …………………… 422
思う ………………………………… 33
主な ……………………………… 322
主に ……………………………… 383
思われる ………………………… 33
およそ …………………………… 408

解決する ………………………… 56
開示する ………………………… 55
概して …………………………… 404
解釈 ……………………………… 228
回収する ……………………… 196

【か】

形 動 

形 動 

【あ】

和　文

名 動 

名 動 

【W】【Y】

【V】

名 動 
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概念 ……………………………… 212
開発する ……………………… 189
回避する ……………………… 162
回復させる …………………… 128
解明する ………………………… 55
解離する ……………………… 157
かかりやすくする ……… 127
かかわる ……………………… 133
鍵となる ……………………… 346
限られる ……………………… 160
拡大 ……………………………… 242
拡大する ……………………… 101
獲得する ………………………… 85
確認する ………………………… 56
確率 ……………………………… 210
確立する ………………………… 52
加工する ……………………… 201
仮説 ……………………………… 212
仮説を立てる ………………… 39
加速させる …………………… 97
活性化 …………………………… 237
活性化する …………………… 95
活性のある …………………… 353
活発な …………………………… 352
活発に …………………………… 414
活用する ……………………… 183
仮定 ……………………………… 212
仮定する ………………………… 39
かなり …………………………… 396
かなりの ……………………… 333
可能性 …………………………… 210
可能な …………………………… 342
可能にする …………………… 71
下方制御 ……………………… 243
下方制御する ……………… 106
かろうじて …………………… 402
代わりに ……………………… 442
含意 ……………………………… 288
考え ……………………………… 212
考えられる …………………… 33
考える ……………………………… 33
（～を）考えれば ………… 467
関係 ……………………………… 269
観察 ……………………………… 221
観察する ………………………… 65
干渉 ……………………………… 245
干渉する ……………………… 107

感染 ……………………………… 263
感染させる …………………… 128
完全な …………………………… 323
完全に …………………………… 385
完璧な …………………………… 324
関与 ……………………………… 267
寛容 ……………………………… 275
関与させる …………………… 132
関与する ……………………… 132
完了する ……………………… 184
関連 ……………………… 268, 297
関連する … 135, 363
関連性 …………………………… 269
関連づける …………………… 135
起因する ………………………… 83
機会 ……………………………… 211
起源 ……………………………… 233
機構 ……………………………… 304
記述 ……………………………… 227
記述する ………………………… 53
機序 ……………………………… 304
帰する ……………………………… 83
基礎 ……………………………… 305
基礎的な ……………………… 350
期待 ……………………………… 209
規定する ………………………… 70
機能 ……………………………… 300
機能障害 ……………………… 262
機能する ……………………… 173
基盤 ……………………………… 304
逆に ………… 424, 442
逆の ……………………………… 369
急速な …………………………… 357
急速に …………………………… 419
強化する ………………… 58, 95
供給する ……………………… 179
強固な …………………………… 320
凝集 ……………………………… 302
凝集する ……………………… 177
共通の …………………………… 338
共役させる ………… 137, 170
共役する ……………………… 170
強力な …………………………… 319
強力に …………………………… 383
局在 ……………………………… 286
局在化 …………………………… 284
局在させる …………………… 164

局在する ……………………… 163
極度に …………………………… 381
寄与する ………………………… 89
巨大な …………………………… 321
きわめて重要な ………… 348
緊密に …………………………… 417
駆動する ……………………… 175
区別 ……………………………… 272
区別する ……………………… 144
（～と）比べて ……………… 449
加えて …… 421, 459
加える …………………………… 203
企てる ……………………………… 43
計画 ……………………………… 214
計画する ………………………… 40
軽減する ……………………… 107
形質 ……………………………… 289
形質転換する …… 118, 194
形成 ……………………………… 302
形成する ……………………… 177
劇的な …………………………… 316
劇的に …………………………… 378
激烈な …………………………… 318
激烈に …………………………… 380
結果的に ……………………… 455
結果になる …………………… 88
結果を導く …………………… 88
結果をもたらす …………… 88
結合 ……………………………… 297
結合させる …………………… 169
結合する ……………………… 168
欠失 ……………………………… 250
欠失させる …………………… 115
欠失している ……………… 115
欠損 ……………………………… 248
欠損した ……………………… 338
決断 ……………………………… 225
決定 ……………………………… 225
決定する ………………………… 69
決定的な ……………………… 344
決定的に ……………………… 388
決定的に重要な ………… 346
結論 ……………………………… 227
結論する ………………………… 48
結論として …………………… 466
原因 ……………………………… 233
（～の）原因で ……………… 453

接 副 

接 副 

形 動 
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原因である …………………… 362
原因となる 87, 362
見解 ……………………………… 212
限界 ……………………………… 283
研究 ……………………………… 218
研究する ………………………… 60
検査 ……………………………… 218
現在 ……………………………… 434
現在では ……………………… 435
現在の …………………………… 375
検査する ………………………… 63
減弱させる …………………… 109
検出 ……………………………… 221
検出する ………………………… 66
減少 ……………………………… 243
減少させる …………………… 104
検証する ………………………… 56
減衰 ……………………………… 244
顕著な ………………… 317, 328
顕著に …………………………… 379
検定する ………………………… 63
検討 ……………………………… 220
効果 ……………………………… 291
効果的な ……………………… 352
効果的に ……………………… 414
交換 ……………………………… 308
高次構造 ……………………… 281
恒常的に ……………………… 390
構成する ……………………… 154
合成する ……………………… 191
構成成分 ……………………… 279
構成的に ……………………… 390
構造 ……………………………… 280
構築 ……………………… 280, 302
構築する ……………………… 189
高度に …………………………… 378
広範に …………………………… 390
広範の …………………………… 329
効率 ……………………………… 291
効率的な ……………………… 352
効率的に ……………………… 414
合理的な ……………………… 325
効力 ……………………………… 291
効力のある …………………… 320
（～を）考慮に入れて … 467
考慮に入れる ………………… 33
高齢の …………………………… 360

個々に …………………………… 423
試み ……………………………… 215
試みる ……………………………… 41
異なって ……………………… 423
異なる …… 143, 367
このように …………………… 454
これから先 …………………… 437
壊す ……………………………… 114
今後は …………………………… 436
コントロール ……………… 302
今日 ……………………………… 434

差異 ……………………………… 273
座位 ……………………………… 286
最近 ……………………………… 432
最近の …………………………… 374
最終的な ……………………… 347
採取する ……………………… 197
最小化する …………………… 104
最初に …………………………… 429
最初の …………………………… 373
最新の …………………………… 373
～歳の …………………………… 360
作製する ……………………… 189
避ける …………………………… 161
作動 ……………………………… 300
妨げる …………………………… 111
作用 ……………………………… 300
作用する ……………………… 174
さらに …………………………… 457
参加 ……………………………… 267
参加する ……………………… 133
産生 ……………………………… 234
産生する ………………………… 91
自覚 ……………………………… 209
しかし …………………………… 440
識別 ……………………………… 272
識別する ……………………… 144
刺激 ……………………………… 312
刺激する ……………………… 201
示唆 ……………………………… 227
示唆する ………………………… 44
支持する ………………………… 58
事実 ……………………………… 221
持続する ……………………… 150
持続的に ……………………… 426

従って …………………………… 454
（～に）従って ……………… 460
しっかりと …………………… 418
疾患 ……………………………… 260
実行する ……………………… 185
実際に …… 407, 461
実質的な ……………………… 334
実質的に ……………… 394, 396
実証 ……………………………… 226
実証する ………………………… 52
実存 ……………………………… 230
疾病 ……………………………… 260
支配的な ……………………… 323
しばしば ……………………… 427
指標 ……………………………… 264
仕向ける ………………………… 72
示す ………………………………… 44
遮断 ……………………………… 247
集合 ……………………………… 302
集合する ……………………… 177
修飾 ……………………………… 252
修飾する ……………………… 118
重大な …………………………… 347
十分な …………………………… 325
十分に …………………………… 385
重要性 …………………………… 288
重要でない …………………… 337
重要な …………………………… 344
従来の …………………………… 339
収率 ……………………………… 234
収量 ……………………………… 234
出現 ……………………………… 231
出現する ………………… 78, 83
需要 ……………………………… 282
主要な ………………… 322, 348
使用 ……………………………… 307
使用する ……………………… 182
障害 ……………………………… 260
傷害を起こさせる ……… 114
消化する ……………………… 187
状況 ……………………………… 287
消去する ……………………… 115
衝撃 ……………………………… 259
条件 ……………………………… 287
証拠 ……………………………… 226
証拠を提供する …………… 53
消失させる …………………… 115

接 副 

【さ】

形 動 

形 動 
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消失する ……………………… 115
症状 ……………………………… 264
上昇 ……………………………… 235
上昇させる …………………… 93
上昇する ………………………… 93
（～が）生じる ………………… 79
（～から）生じる …………… 81
（～を）生じる ………………… 87
状態 ……………………………… 287
しようとする ………………… 41
承認する ………………………… 71
情報交換する ……………… 167
上方制御 ……………………… 235
上方制御する ………………… 94
証明 ……………………………… 226
証明する ………………………… 52
消滅させる …………………… 115
将来 ……………………………… 436
初期に …………………………… 430
初期の …… 374, 430
除去 ……………………………… 248
除去する ……………………… 115
処置する ……………………… 129
処理 ……………………………… 312
処理する ……………… 200, 201
調べる ……………………………… 60
知られている ………………… 30
知る ………………………………… 30
真価を認める ………………… 32
新規の …………………………… 374
進行 ……………………………… 239
進行させる …………………… 98
進行する ………………………… 98
進行性に ……………………… 426
深刻な …………………………… 344
信じる ……………………………… 35
迅速な …………………………… 358
伸展 ……………………………… 242
侵入 ……………………………… 254
進歩 ……………………………… 239
進歩させる …………………… 98
推測する ………………………… 35
推定 ……………………………… 223
推定する ………………………… 36
随伴性の ……………………… 359
図解する ………………………… 51
少ない …………………………… 335

すぐに …………………………… 429
スケジュール ……………… 214
すでに …………………………… 432
すなわち ……………………… 462
（～に）する ………………… 180
生育する ……………………… 100
正確に …………………………… 415
制御する ……………………… 176
制限 ……………………………… 283
制限する ……………………… 160
精査 ……………………………… 220
精査する ………………… 61, 64
正常な …………………………… 338
精製 ……………………………… 311
精製する ……………………… 199
生存する ……………………… 163
成長 ……………………………… 241
成長する ……………………… 100
（～の）せいで ……………… 452
せいである …………………… 363
責任ある ……………………… 362
設計 ……………………………… 214
設計する ………………………… 40
切断 ……………………………… 248
切断する ……………………… 186
接着 ……………………………… 297
接着する ……………………… 168
説明 ……………………………… 227
説明する ………………………… 50
遷移 ……………………………… 256
潜在的に ……………………… 410
潜在的な ……………………… 342
潜在力 …………………………… 293
全体的に ……………………… 386
全体の …………………………… 330
選択 ……………………………… 306
選択肢 …………………………… 306
選択する ……………………… 181
選択的に ……………………… 399
ソース …………………………… 233
増加 ……………………………… 235
増加させる …………………… 93
増加する ……………………… 354
相関 ……………………………… 268
相関させる …………………… 135
相関する ……………………… 138
早期に …………………………… 429

増強 ……………………………… 237
増強する ………………………… 95
相互作用 ……………………… 297
相互作用する ……………… 168
喪失 ……………………………… 248
増殖 ……………………………… 240
増殖させる …………………… 99
増殖する …… 99, 355
増大 ……………………… 236, 242
装置 ……………………………… 305
相当する ……………………… 141
相同性 …………………………… 270
相同的な ……………………… 366
相当に …………………………… 397
相同の …………………………… 364
増幅する ………………………… 99
阻害する ……………………… 108
促進 ……………………………… 238
促進する ………………………… 97
測定 ……………………………… 309
測定する ……………………… 194
阻止 ……………………………… 247
組織化する …………………… 192
阻止する ……………………… 111
そして …………………………… 455
組成 ……………………………… 279
そのうえ ……………………… 457
その結果 ……………………… 455
その後 …………………………… 436
それから ……………………… 455
それぞれ ……………………… 423
それで …………………………… 457
それどころか ……………… 440
それに比べて ……………… 442
それによって ……………… 455
それゆえ ……………………… 454
存在 ……………………………… 230
存在しないこと ………… 248
存在する ……………………… 162
損失 ……………………………… 250
損傷 ……………………………… 260
損傷する ……………………… 113

第一に …………………………… 383
対照的に ……………………… 442
耐性 ……………………………… 275

【た】

形 動 

副 形 
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大部分は ……………………… 383
大量の …………………………… 320
だが一方 ……………………… 440
～だけでなく…も ……… 422
～だけれども ……………… 446
多数の …………………………… 331
助ける ……………………………… 74
正しく …………………………… 415
断ち切る ……………………… 187
達成する ………………………… 76
たとえあったとしても 468
たとえ～だとしても … 467
たとえば ……………………… 462
たぶん …………………………… 410
他方では ……………………… 444
探索 ……………………………… 220
探索する ………………………… 62
短時間に ……………………… 419
短縮させる …………………… 104
短縮する ……………………… 104
単純に …………………………… 402
単に ……………………………… 401
単離 ……………………………… 311
単離する ……………………… 199
小さい …………………………… 335
違い ……………………………… 272
知覚 ……………………………… 296
知覚する ……………………… 167
（～に）違って ……………… 446
力強い …………………………… 319
置換 ……………………… 252, 308
置換する ……………………… 188
蓄積 ……………………………… 278
蓄積する ……………………… 153
知見 ……………………………… 221
知識 ……………………………… 208
着手する ………………………… 41
仲介する ……………………… 175
中心的な ……………………… 348
中枢の …………………………… 348
中程度に ……………… 398, 402
中程度の ……………………… 334
注目すべき …………………… 316
注目する ………………… 50, 65
直接 ……………………………… 417
徴候 ……………………………… 264
調査 ……………………………… 218

調査する ………………………… 60
調整 ……………………………… 302
調整する ……………………… 175
調製する ……………………… 200
調節 ……………………………… 301
調節する ……………………… 175
調節性の ……………………… 353
貯蔵 ……………………………… 277
貯蔵する ……………………… 151
治療 ……………………………… 313
治療する ……………………… 128
治療を受ける ……………… 128
沈着 ……………………………… 278
沈着させる …………………… 153
沈着する ……………………… 153
沈着物 …………………………… 278
沈黙化する …………………… 112
通常 ……………………………… 403
通常の …………………………… 338
通常は …………………………… 404
使う ……………………………… 182
次には …………………………… 455
次の ……………………………… 371
つくる ……………………………… 76
続く ……………………………… 139
続ける …………………………… 150
努める ……………………………… 41
つながる ……………… 88, 172
強く ……………………………… 382
～である ………………………… 46
提案する ………………………… 40
低下 ……………………………… 243
低下させる …………………… 104
低下する ……………………… 104
提起する ………………………… 47
定義する ………………………… 70
提供する ………………………… 47
抵抗 ……………………………… 275
提示する ………………………… 47
提唱する ………………………… 39
定量 ……………………………… 309
定量化 …………………………… 310
定量する ……………………… 194
適合させる …………………… 141
適した …………………………… 326
適正な …………………………… 325
適切な …………………………… 326

適切に …………………………… 415
適当な …………………………… 325
適当に …………………………… 416
適度に …………………………… 397
適用する ……………………… 182
テスト …………………………… 220
テストする …………………… 63
～でない限りは ………… 467
～ではあるが ……………… 448
手短に …………………………… 418
添加 ……………………………… 312
添加する ……………………… 201
伝染 ……………………………… 256
伝達 ……………………………… 254
問う ………………………………… 60
同意した ……………………… 140
同一の …………………………… 366
動員する ……………………… 121
同期の …………………………… 359
同時に …………………………… 419
同時に起こる ……………… 359
同時の …………………………… 359
同時発生的な ……………… 360
同定 ……………………………… 221
同定する ………………………… 66
同等に …………………………… 421
導入する ……………………… 192
投薬する ……………………… 128
同様に …… 421, 464
投与する ……………………… 129
解く ………………………………… 53
特異的な ……………………… 340
特異的に ……………………… 405
特性 ……………………………… 289
特徴 ……………………………… 289
特徴づけ ……………………… 221
特徴づける …………………… 69
特徴的な ……………………… 356
特徴とする …………………… 71
独特な …………………………… 355
特に ………… 340, 405
特別の …………………………… 340
特有の …………………………… 355
独立した ……………………… 367
独立的に ……………………… 424
独立に …………………………… 423
伴う ……………………………… 138

副 形 

接 副 
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取り組む ………………………… 41
取り込み ……………………… 257
取り込む ……………………… 121
努力 ……………………………… 215

ない ……………………………… 335
治す ……………………………… 129
成し遂げる …………………… 76
成す ………………………………… 76
～なので ……………………… 452
成る ……………………………… 154
似ている … 140, 364
にもかかわらず … 440, 446
入院させる …………………… 128
認可する ………………………… 74
認識 ……………………… 208, 296
認識する ……………………… 167
認知 ……………………………… 296
認知する ……………………… 167
濃縮する ……………………… 198
能力 ……………………………… 293
逃れる …………………………… 162
のせいで ……………………… 453
除く ……………………………… 117
伸ばす …………………………… 102
伸びる …………………………… 102
述べる ……………………………… 48
～のみ …………………………… 403

媒介する ……………………… 177
排他的に ……………………… 385
培養 ……………………………… 313
培養する ……………………… 204
破壊 ……………………………… 248
破壊する ……………………… 113
暴露する ……………………… 203
始まり …………………………… 233
働く ………………………… 75, 173
はっきりと ………… 389, 390
はっきりと異なる ……… 368
発見 ……………………………… 221
発現 ……………………………… 231
発見する ………………………… 67
発現する ………………………… 78
発症 ……………………………… 263

発症する ……………………… 126
発生 ……………………………… 231
発生する ………………………… 79
発病 ……………………………… 263
速い ……………………………… 358
速く ……………………………… 418
はるかに ……………………… 393
（～に）反して ……………… 446
反応 ……………………………… 295
反応する ……………………… 166
～番目 …………………………… 286
判明する ………………………… 53
非依存性の …………………… 368
比較 ……………………………… 223
（～と）比較して ………… 449
比較する ………………………… 68
比較的 …………………………… 399
比較できるほど ………… 399
引き起こす …………………… 87
引き出す ………………………… 81
引き続いた …………………… 371
引き続いて …………………… 426
非常な …………………………… 321
非常に …………………………… 378
非常に重要な ……………… 346
非存在 …………………………… 247
必須な …………………………… 349
匹敵する ……………………… 366
匹敵するほど ……………… 400
必要 ……………………………… 281
必要性 …………………………… 283
必要とされる ……………… 350
必要とする …………………… 155
必要な …………………………… 349
等しい …………………………… 366
等しく …………………………… 422
評価 ……………………………… 223
評価する ………………………… 68
病気にかかる ……………… 126
病的状態 ……………………… 264
広い ……………………………… 329
広がる …………………………… 101
広く ……………………………… 390
広げる …………………………… 101
頻繁に …………………………… 428
部位 ……………………………… 284
プール …………………………… 277

増えている …………………… 355
複製 ……………………………… 240
含まない ……………………… 338
含む ……………………………… 147
服用する ……………………… 130
不十分に ……………………… 401
付随させる …………………… 139
付随する ……………………… 138
付着 ……………………………… 297
付着する ……………………… 171
普通 ……………………………… 403
普通でない …………………… 357
普通の …………………………… 338
部分的に ……………………… 398
普遍的に ……………………… 390
不利に …………………………… 424
振る舞う ……………………… 174
プログラム …………………… 214
プロセシングする ……… 201
ブロックする ……………… 111
プロファイル ……………… 289
分析 ……………………………… 218
分析する ………………………… 60
分断する ……………………… 158
分離 ……………………………… 311
分離する ……………… 157, 199
分裂させる …………………… 114
閉塞 ……………………………… 260
隔てる …………………………… 157
別々に …………………………… 423
別々の …………………………… 367
別に ……………………………… 423
別の ……………………………… 367
変異 ……………………………… 272
変化 ……………………………… 252
変化させる …………………… 118
変化する ……………………… 118
変換 ……………………………… 252
変換する ……………………… 118
遍在性に ……………………… 390
変動する ……………………… 118
妨害する ……………………… 110
報告 ……………………………… 227
報告する ………………………… 48
保温する ……………………… 205
保持 ……………………………… 274
保持する ……………………… 148

【は】

形 動 

【な】



509

補正 ……………………………… 301
保存 ……………………………… 276
保存する ……………………… 151
ほとんど ……………… 385, 394
ほとんど確実な ………… 342
ほとんど～でない ……… 402
ほとんどない ……………… 335
ホモロジー …………………… 271

前に ……………………………… 433
ますます ……………………… 396
まだ ……………………………… 434
全く ……………………………… 385
マップする …………………… 165
まとめると …………………… 465
ままである …………………… 162
まれな …………………………… 372
まれに …………………………… 428
蔓延する ……………………… 103
見かけ上 ……………………… 389
見込み …………………………… 210
見つける ………………………… 65
見積もる ………………………… 38
認められている …………… 30
認める ……………………… 30, 67
みなす ……………………………… 34
源 …………………………………… 233
見る ………………………………… 67
無関係の ……………………… 368
明確な …………………………… 327
明確に …………………………… 388
明白な …………………………… 328
目的 ……………………………… 215
目的とする …………………… 41
もしかしたら ……………… 410
もしかすると ……………… 412
もし～なら …………………… 467
もたらす ………………………… 87
用いる …………………………… 183
持つ ……………………………… 146
もっと …………………………… 393
もっぱら ……………………… 383

約 …………………………………… 408
役立つ …………………… 74, 174

役に立つ ……………………… 351
役目をする …………… 75, 174
役割 ……………………………… 304
役割を果たす ……………… 132
唯一の …………………………… 401
有意性 …………………………… 289
有意な …………………………… 316
有意に …………………………… 378
誘起する ………………………… 91
有効性 …………………………… 292
有効な …………………………… 352
優性の …………………………… 323
遊走 ……………………………… 254
遊走する ……………………… 122
尤度 ……………………………… 211
誘導 ……………………………… 238
誘導する ………………… 90, 93
誘導性の ……………………… 353
誘発する ………………………… 90
有用な …………………………… 350
輸送される …………………… 122
輸送する ……………………… 121
由来 ……………………………… 233
由来する ………………………… 81
許す ………………………………… 71
容易に …………………………… 413
要求 ……………………………… 281
様式 ……………………………… 305
要約すると …………………… 466
予期する ………………………… 37
抑止する ……………………… 111
抑制 ……………………………… 245
抑制する ……………………… 107
予見的に ……………………… 436
予想 ……………………………… 209
予想する ………………………… 36
予測する ………………………… 37
予定 ……………………………… 214
予定する ………………………… 40
予防接種する ……………… 128
より少ない …………………… 337
弱い ……………………………… 335
弱く ……………………………… 401
弱める …………………………… 107

らしい ……………………………… 35

理解 ……………………………… 208
理解する ………………………… 30
罹患させる …………………… 126
罹患する ……………………… 126
罹患率 …………………………… 264
立証する ………………………… 57
利用 ……………………………… 307
領域 ……………………………… 284
利用する ……………………… 182
利用できる …………………… 351
リンク …………………………… 270
類似 ……………………………… 270
類似性 …………………………… 270
類似する ……………………… 364
類似の …………………………… 365
例証する ………………………… 50
連結 ……………………………… 270
連結する ……………… 136, 168
連続的に ……………………… 426
連続の …………………………… 370
連絡する ……………………… 167

ワクチン接種する ……… 131
分ける …………………………… 157
わずかな ……………………… 335
わずかに ……………………… 401
患う ……………………………… 127

【わ】

【ら】

【や】

【ま】

INDEX品詞が２つに分かれる場合は以下の略号で示した
（動詞） （名詞） （形容詞） （副詞） （接続詞/語）接 副 形 名 動 


