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【A】

【B】

見出し語（外国語）
aberrant behavior checklist (Japanease version)
abuse
abused child
Act on Support of Persons with Developmental Disorders
Act on Welfare of People with Mental Retardation
actigraph
acting out
activation syndrome
acute stress disorder
ADHD rating scale-IV
adjustment disorder
adolescence
adolescent psychiatry
adverse childhood experience
alternative personality
anaclitic depression
anal phase
anorexia nervosa
antidepressant
antiepileptic drugs
anxiety disorders
Apgar score
art therapy
Asperger's disorder
Asperger's syndrome
at risk mental state
attachment
attachment disorder
attention-deficit disorder
attention-deficit/hyperactivity disorder
atypical psychosis
autism
autism diagnostic interview-revised
autism diagnostic observation schedule, second edition
autism spectrum disorder
autism spectrum screening questionnaire
autism-spectrum quotient
autistic disorder
autistic psychopathy
babbling
baby talk
basic trust
battered child syndrome
Baum test
Bayley Scale of Infant & Toddler Development-III
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日本語
異常行動チェックリスト日本語版
虐待
被虐待児
発達障害者支援法
知的障害者福祉法
アクチグラフ
行動化
賦活症候群/アクティベーション・シンドローム
急性ストレス障害
ADHD評価スケール-第4版
適応障害
青年期
青年期精神医学
逆境的小児期体験
交代人格
依存抑うつ
肛門期
神経性やせ症/神経性無食欲症
抗うつ薬
抗てんかん薬
不安症群/不安障害群
アプガー指数
芸術療法
アスペルガー障害
アスペルガー症候群
アットリスク精神状態
愛着/アタッチメント
愛着障害/アタッチメント障害
注意欠如障害→注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害
注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害
非定型精神病
自閉症
ADI-R
ADOS-2
自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害
自閉症スペクトラムスクリーニング質問紙
自閉症スペクトラム指数
自閉性障害
自閉性精神病質
喃語
幼児語
基本的信頼
被虐待児症候群
バウムテスト
Bayley 発達検査第3版

略語
ABC-J

注記

ASD
ADHD-RS-IV

ACE

AN

DSM-IV
ARMS

ADD
AD/HD

DSM-Ⅲ

ADI-R
ADOS-2
ASD
ASSQ
AQ
DSM-Ⅳ

Bayley-III
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【C】

behavioral therapy
binge eating
binge-eating disorder
bipolar and related disorders
bipolar disorder
bipolar I disorder
bipolar II disorder
birth injury
body dysmorphic disorder
borderline adolescent
borderline case
borderline child
borderline personality disorder
bulimia nervosa
bullying
calendar age
caregiver
case report
case series
case-control study
catatonia
center for epidemiologic studies depression scale
cerebral palsy
child abuse
child and adolescent psychiatry
child behavior checklist
child behavior checklist (teacher’s report form)
child behavior checklist (youth self report)
child guidance center
child psychiatrist
child psychiatry
child rearing allowance
child welfare facility
Child Welfare Law
child welfere
child welfere officer
child welfere worker
childhood
childhood autism rating scale
childhood autism rating scale-2
childhood disintegrative disorder
childhood onset stuttering disorder
children and family welfare center
children's self-reliance support facility
chronological age
circadian rhythm sleep-wake disorder
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行動療法
過食/むちゃ食い
過食性障害/むちゃ食い障害
双極性障害および関連障害群
双極性障害
双極Ⅰ型障害
双極Ⅱ型障害
出産時障害
身体醜形障害
青年期境界例
境界例
境界例児童
境界性パーソナリティ障害
神経性過食症/神経性大食症
いじめ
暦年齢
養育者
症例報告
症例シリーズ
症例対照研究
カタトニア/緊張病
うつ病自己評価尺度
脳性麻痺
子ども虐待/児童虐待
児童青年精神医学
子どもの行動チェックリスト（親用）
子どもの行動チェックリスト（教師用）
子どもの行動チェックリスト（学齢児版、本人記入用）
児童相談所
児童精神科医
児童精神医学
児童扶養手当
児童福祉施設
児童福祉法
児童福祉
児童福祉司
児童福祉司
児童期
小児自閉症評定尺度
小児自閉症評定尺度-第2版
小児期崩壊性障害
小児期発症流暢症/小児期発症流暢障害
子ども家庭相談センター
児童自立支援施設
生活年齢
概日リズム睡眠一覚醒障害

むちゃ食い障害：DSM-Ⅳ

歴史的用語
歴史的用語
BPD
BN

CES-D

CBCL
TRF
YSR

CARS
CARS-2
DSM-IV

CA
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【D】

clinical research
clinical trial
cluttering
cognitive behavioral therapy
cognitive therapy
cohort study
communication disorders
conduct disorder
Conners' adult ADHD diagnostic interview for DSM-IV
Conners' adult ADHD rating scales
Conners, third edition
consent
consolidation of individuality and beginnings of emotional object constancy
consultation-liaison
continuous performance test
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Convention on the Rights of the Child
coping
coprolagnia
coprophagy
copy number variation
correctional education
cortical-striatal-thalamic-cortical circuits
cortisol
cotherapist
court attendant
crisis intervention
crossover trial
cross-sectional study
custodian
custody
day nursery
default mode network
delayed speech
dementia praecocissima
depressive disorders
deprivation syndrome
detachment
detention home(英）
development
development test
developmental age
developmental aphasia
developmental coordination disorder
developmental diagnosis
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臨床研究
臨床試験
早口言語症
認知行動療法
認知療法
コホート研究
コミュニケーション症群/コミュニケーション障害群
素行症/素行障害
CAADID
CAARS
コナーズ３
同意
個体性の確立と情緒的対象恒常性の始まり
コンサルテーション・リエゾン
持続遂行検査
ハーグ条約/国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
障害者の権利に関する条約/障害者権利条約
子どもの権利条約/児童権利条約
コーピング
弄糞
食糞
コピー数多型
矯正教育
皮質-線条体-視床-皮質回路
コルチゾール
共同治療者
司法付添人
危機介入
クロスオーバー比較試験/交差試験/交互試験
横断研究
監護権者
監護権/親権
保育所
デフォルトモードネットワーク
言語遅滞
最早発痴呆
抑うつ障害群
愛情遮断症候群
脱愛着/デタッチメント、離隔
少年鑑別所
発達
発達検査
発達年齢
発達失語
発達性協調運動症/発達性協調運動障害
発達診断

CBT

CAADID
CARRS
Conners 3

CPT

CNV
CSTC circuits

DMN
歴史的用語

DA
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【E】

developmental disabilities
developmental disorder
developmental quotient
developmental support
developmental task
diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition
diagnostic interview for social and communication disorders
differentiation subphase
diffusion tensor imaging
disinhibited attachment disorder
disinhibited social engagement disorder
disorder of written expression
disruptive mood dysregulation disorders
disruptive, impulse-control, and conduct disorders
dissociation
dissociative disorder
dissociative identity disorder
domestic violence
dopamin
double blind
draw-a-family test
draw-a-man intelligence test
draw-a-person test
dysarthria
dyslexia
dysorexia
early adolescence
early childhood
early intervention
eating disorders
educational support
effect size
electroencephalography
embryonic stage
emotional disorder
emotional disturbance
encopresis
endophenotype
Enjoji Infantile Developmental Scale
enuresis
epidemiological study
epigenetics
epilepsy
ereuthophobia
erythrophobia
ethical guidelines

日本児童青年精神医学会

発達障害
発達障害
発達指数
発達支援
発達課題
精神疾患の診断・統計マニュアル改訂第5版
DISCO
分化期
拡散テンソル画像
脱抑制性愛着障害
脱抑制型対人交流障害
書字表出障害
重篤気分調節症
秩序破壊的・衝動制御・素行症群
解離
解離症/解離性障害
解離性同一症／解離性同一性障害
ドメスティック・バイオレンス
ドパミン
二重盲検
家族画テスト
DAMグッドイナフ人物画知能検査
人物画テスト
構音障害
ディスレクシア
食欲異常
青年期前期
幼児期
早期介入
摂食障害
教育支援
効果量
脳波
胎生期
情緒障害
情緒障害
遺糞症
エンドフェノタイプ/中間表現型
遠城寺式乳幼児分析的発達検査
遺尿症
疫学研究
エピジェネティクス
てんかん
赤面恐怖
赤面恐怖
倫理指針

DQ

DSM-5
DISCO
DTI
DSM-IV
DSED
DSM-IV

DID
DA

EEG
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【F】

【Ｇ】

Ethical Guidelines for Medical and Health Research Involving Human
Subjects
event-related potentials
executive function
expert consensus
exposure response prevention
exposure therapy
expressive language disorder
extreme behavioral problems
eye movement desensitization and reprocessing
eye tracking
familial aggregation
family and children's guidance room
family court
family court investigator
family home
family reunification
family therapy
father-child interaction
father-child relationship
fathering
fear of emitting body odor
feeding and eating disorders
feeding disorder of infancy and childhood
fetal period
finger sucking
5-hydroxytryptamine
5-year-old checkup
forensic interview
foster child
foster family group home
foster home
foster parents
free walking
FSIQ→full scale intelligence quotient
full scale intelligence quotient
functional magnetic resonance imaging
gamma-aminobutyric acid
gang age
gender dysphoria
gender identity disorder → gender dysphoria
genetic counselling
genetic polymorphism
genital phase
genome wide association study
glutamate
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人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
事象関連電位
実行機能/遂行機能
エキスパート・コンセンサス
曝露反応妨害法
曝露療法
表出性言語障害
強度行動障害
眼球運動による脱感作と再処理法
視線追跡装置/アイトラッキング
家族集積性
家庭児童相談室
家庭裁判所
家庭裁判所調査官
小規模住居型児童養育施設/ファミリーホーム
家族再統合
家族療法
父子相互作用
父子関係
父性的養育
自己臭症
食行動障害および摂食障害群
幼児期小児期食行動障害
胎生期
指しゃぶり
セロトニン
５歳児健診
司法面接
養子/里子
小規模住居型児童養育施設/ファミリーホーム
児童養護施設
里親
一人歩き
全検査知能指数
全検査知能指数
機能的磁気共鳴画像法
ガンマ‐アミノ酪酸
ギャングエイジ
性別違和
性同一性障害 → 性別違和
遺伝カウンセリング
遺伝子多型
性器期
ゲノムワイド関連解析
グルタミン酸

ERP
EF

EMDR

歴史的用語

5-HT

FSIQ
fMRI
GABA

GWAS
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【Ｈ】

【Ｉ】

【J】

grief work
悲嘆の仕事
group home for independent living
自立援助ホーム
group therapy
集団療法
growth
成長
habilitation
ハビリテーション
Hague Convention
ハーグ条約/国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約
hand-over-hand gesture
クレーン現象
head banging
頭叩き/ヘッドバンギング
health checkup for infants
乳幼児健康診査
hikikomori
ひきこもり
hoarding disorder
ためこみ症
house-tree-person test
家屋‐樹木‐人物画テスト
hyperkinesis
多動
hyperkinetic disorder
多動性障害
hyperventilation syndrome
過換気症候群
identity
アイデンティティ/同一性
illigal conducts by juvenlies under 14 years old
触法行為
imaginary companion
想像上の仲間/イマジナリーコンパニオン
incest
近親姦
inclusive education
インクルーシブ教育
individual education program
個別の指導計画
individual education support plan
個別の教育支援計画
individual transition plan
個別の移行支援計画
infancy
乳児期
infant
乳幼児
infant care institution
乳児院
infant psychiatry
乳幼児精神医学
infant-parent psychotherapy
親-乳幼児精神療法/親-乳幼児心理療法
informed assent
インフォームド・アセント
informed consent
インフォームド・コンセント
insomnia disorder
不眠障害
integrated education
統合教育
intellectual disabilities
知的能力障害群
intelligence quotient
知能指数
intermittent explosive disorder
間欠爆発症/間欠性爆発性障害
international statistical classification of diseases and related health poblems,
国際疾病分類第10版
10th revision
intervention study
介入研究
jargon
ジャルゴン
juvenile classification home(米）
少年鑑別所
juvenile correction
少年矯正
juvenile correctional institution
少年院
juvenile crime
少年事件
juvenile delinquency
少年非行/非行
juvenile delinquent
非行少年
juvenile delinquent under the age of 14
触法少年
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HTP

IQ
ICD-10
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【K】
【L】

【M】

【N】

Juvenile Law, the Juvenile Act
juvenile medical correctional institution
knick
Kyoto Scale of Psychological Development 2001
landscape montage technique
language disorder
latency phase
learning disorders
learning disorder
Liebowitz Social Anxiety Scale (Japanease version)
life event
limbic system
longitudinal study
magnetic resonance imaging
magnetic resonance spectroscopy
magnetoencephalography
major depressive disorder
major depressive episode
make-believe play
malformation
maltreatment
masturbation
maternal deprivation
mathematics disorder
melatonin
menarche
mental retardation
meta-analysis
minimal brain damage
minimal brain dysfunction
Minnesota multiphasic personality inventory
mixed receptive-expressive language disorder
modified checklist for autism in toddlers
mood disorder
mother-child interaction
mother-child relationship
mothering
mourning work
Multi-dimensional Scale for PDD and ADHD
multiple complex developmental disorder
multiple personality
nail biting
narcissism
narcissistic personality disorder
near-infrared spectroscopy
neglect
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少年法
医療少年院
折れ線現象
新版K式発達検査
風景構成法
言語症/言語障害
潜伏期
学習障害
知的障害
日本語版LSAS
ライフイベント
辺縁系
縦断研究
磁気共鳴画像
磁気共鳴スペクトロスコピー
脳磁図
うつ病/大うつ病性障害
抑うつエピソード
ごっこ遊び
形成異常
マルトリートメント/不適切な養育
マスターベーション
母性剥奪
算数障害
メラトニン
初経
精神遅滞
メタ解析/メタ分析
微細脳機能損傷/微細脳機能障害
微細脳機能損傷/微細脳機能障害
ミネソタ多面人格目録
受容・表出混合性言語障害
乳幼児期自閉症チェックリスト修正版
気分障害
母子相互作用
母子関係
母性的養育
喪の仕事/悲哀の仕事
発達障害の特性別評価法
多元複雑性発達障害
多重人格
爪かみ
自己愛
自己愛性パーソナリティ障害
近赤外線スペクトロスコピィ
ネグレクト

LD

DSM-IV
英国での用法

LSAS-J

MRI
MRS
MEG

DSM-IV
MT
DSM-Ⅳ
MBD
MBD
MMPI

歴史的用語
歴史的用語
DSM-Ⅳ

M-CHAT
DSM-Ⅳ

MSPA
MCDD

NIRS

歴史的用語
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【O】

【P】

neonate
neurodevelopmental disorders
neuropsychological test
nightmare disorder
nocturnal enuresis
non-rapid eye movement sleep arousal disorders
non-suicidal self-injury
noradrenaline
normalization
nursery center
nursery school
nursery teacher
nurturing
object-loss
observational study
obsession
obsessive-compulsive and related disorders
obsessive-compulsive disorder
obsessive-compulsive personality disorder
obsessive-compulsive symptoms
obstructive sleep apnea hypopne
oedipal phase
Oedipus complex
offenders rehabilitation
off-label use
1.5-year-old checkup
oppositional defiant disorder
oral phase
ordinary class
oxytocin
parent training
parent-child interaction therapy
parenting
parole, probation
Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with
Streptococcal Infection
pediatrics
pedophilic disorder
performance intelligence quotient
periodic psychosis
peripartum depression
personality disorder
pervasive developmental disorders
pervasive developmental disorders autism society Japan rating scale
phallic phase
pharmacotherapy
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新生児期
神経発達症群/神経発達障害群
神経心理学的検査
悪夢障害
夜尿症
ノンレム睡眠からの覚醒障害
非自殺的な自傷行為 /自殺を目的としない自傷行為
ノルアドレナリン
ノーマライゼイション
保育所
保育所
保育士
養育
対象喪失
観察研究
強迫観念
強迫症および関連症/ 強迫性障害および関連障害群
強迫症/強迫性障害
強迫性パーソナリティ障害
強迫症状
閉塞性睡眠時無呼吸低呼吸
エディプス期
エディプス・コンプレックス
更生保護
適応外使用
1歳半健診、1歳6か月健診
反抗挑発症/反抗挑戦性障害
口唇期
通常学級
オキシトシン
ペアレントトレーニング
親子相互交流療法
親による養育
保護観察
小児自己免疫性溶連菌感染関連神経精神症群/小児自己免疫性溶連菌感
染関連神経精神障害群
小児科
小児性愛障害
動作性知能指数
周期性精神病
周産期うつ病
パーソナリティ障害
広汎性発達障害
広汎性発達障害日本自閉症協会評定尺度
男根期
薬物療法

NSSI
NA

ODD

OXY/OT
PCIT

PANDAS

PIQ

PDD
PARS

DSM-Ⅳ
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【R】

phonological disorder
pica
picture exchange communication system
picture vocabulary test-revised
picture-frustration study
pilot trial
play therapy
polysomnography
positron emission tomography
postpartum depression
post-traumatic stress disorder
practice effect
practicing subphase
preadolescence
preschooler
pretend play
primitive reflex
probation and parole
probation officer
prospective study
ｐｓｙchiatric evaluation
psychiatric social worker
psychic trauma
psychoanalytic psychotherapy
psychodynamic therapy
psycho-education
Psychoeducational Profile-3rd edition.
psychological abuse
psychological assessment
psychological test
psychologist
psychosocial treatment
psychotherapy
psychotic disorder
psycological evaluation
puberty
randomized controlled trial
rapid eye movement sleep behavior disorder
rapid-cycling
rapproachement subphase
reactive attachment disorder
reactive psychosis
reading disorder
rearing
recovery
referral to a public procecutor
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音韻障害
異食(症)
絵カード交換式コミュニケーションシステム
絵画語い発達検査
P-Fスタデイ/絵画欲求不満テスト
パイロット試験
遊戯療法
睡眠ポリソムノグラフィー検査
ポジトロン断層法
産後うつ病
心的外傷後ストレス障害
練習効果
練習期
前青年期
前就学期/前学童期
ごっこ遊び
原始反射
保護観察
保護観察官
前向き研究
精神鑑定
精神保健福祉士
心的外傷
精神分析的精神療法
精神力動的療法
心理教育
自閉症・発達障害児教育診断検査心理教育プロフィール [三訂版]
心理的虐待
心理アセスメント
心理検査
心理職
心理社会的治療
精神療法/心理療法
精神病性障害
精神鑑定
思春期
ランダム化比較試験
レム睡眠行動障害
急速交代
再接近期
反応性アタッチメント障害/反応性愛着障害
反応性精神病
読字障害
養育
回復/リカバリー
逆送による検察官送致

PECS
PVT-R

PSG
PET
DSM-Ⅳ
PTSD

PSW

PEP-3

RCT

RAD
DSM-IV
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【S】

regression
regular school class
rehabilitation
rehabilitation consultation offices for persons with intellectual disabilities
remission
resilience
resource room
restless legs syndrom
restricted and repetitive behavior
retest interval
retrospective study
rocking
Rorschach inkblot test
sandplay therapy
schizophrenia
schizophrenia spectrum disorders
school age
school counselor
school for special needs education
School Health and Safety Act
school mental health
school non-attendance
school nurse
school phobia
school physician
school refusal
school social worker
second individuation
selective mutism
selective serotonin reuptake inhibitor
self-efficacy
self-harm behavior
self-injurous behavior
self-mutilative behavior
sensitivity
sentence completion test
separation anxiety
separation anxiety disorder
separation-individuation
serotonin
serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
set back
severe motor and intellectual disabilities
sexual abuse
sexual delinquency
sexual related problems, sexual deviant behaviors
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退行
通常学級
リハビリテーション
知的障害者更生相談所
寛解
復元力/レジリエンス
通級指導学級
レストレスレッグス症候群/むずむず脚症候群
限局的で反復的な行動
再検査間隔
後ろ向き研究
ロッキング
ロールシャッハ・テスト
箱庭療法
統合失調症
統合失調症スペクトラム障害
学童期
スクールカウンセラー
特別支援学校/養護学校
学校保健安全法
学校精神保健
不登校
養護教諭
学校恐怖症
学校医
登校拒否
スクールソーシャルワーカー
第二の個体化
選択性緘黙
選択的セロトニン再取り込み阻害薬
自己効力感
自傷行為
自傷行為
自傷行為
感度
文章完成法テスト
分離不安
分離不安症/分離不安障害
分離-個体化
セロトニン
セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬
折れ線現象
重症心身障害
性的虐待
性非行
性問題行動

RLS
RRB

歴史的用語

SSRI

SCT

5-HT
SNRI
SMID
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short-term therapeutic institution for emotionally disturbed children
sibling rivalry
single nucleotide polymorphism
single photon emission computed tomography
sleep-wake disorders
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social anxiety disorder
social communication questionnaire
social responsiveness scale
social skills
social support
social welfare
special child rearing alloance
special education
special education for handicapped children
special educational needs
special needs class
special needs education
special needs education coodinator
specially designated guidance classroom

情緒障害児短期治療施設
同胞葛藤
一塩基多型
単一光子放射断層撮影
睡眠-覚醒障害
社会的（語用論的）コミュニケーション症/社会的（語用論的）コミュニケーショ
ン障害
社交不安症/社交不安障害
SCQ
対人応答性尺度
ソーシャルスキル
ソーシャルサポート
社会福祉
特別児童扶養手当
特殊教育 →特別支援教育
障害児教育 → 特別支援教育
特別な教育的ニーズ
特別支援学級
特別支援教育
特別支援教育コーディネーター
適応指導教室

specific learning disorder

限局性学習症/限局性学習障害

specific speech articulation disorder
specificity
speech sound disorder
states offense
state-trait anxiety inventory
stereotypic movement
stranger anxiety
strength and dfficulties questionnaire
stress
stressor
structurization
student apathy
stuttering
suicide
suicide attempt
suicide related events
support center for persons with developmental disabilities
supportive psychotherapy
suttering
symbiotic infantile psychosis
symbiotic phase
symbolic play

特異的会話構音障害
特異度
語音症/語音障害
虞犯
STAI 状態-特性不安検査
常同運動
人見知り
子どもの強さと困難さアンケート
ストレス
ストレッサー
構造化
スチューデントアパシー
吃音
自殺
自殺企図
自殺関連事象
発達障害者支援センター
支持的精神療法
吃音→小児期発症流暢症（吃音)/小児期発症流暢障害（吃音）
共生幼児精神病
共生段階
象徴遊び

social （pragmatic） communication disorder

SNP
SPECT
SCD
SAD
SCQ
SRS

歴史的用語

SLD

STAI

SDQ

読字、書字表出、算数の障
害を伴うものがそれぞれ特定
される
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【T】

【U】
【V】

【W】

【Y】

【Z】

systematic review
teacher
temper tantrum
temperament
thematic apperception test
therapeutic alliance
3-year-old checkup
thumb sucking
tic disorder
toddlerhood
Tourette syndrome
transitional object
translational research
trauma
trauma
trauma- and stressor-related disorders
trauma focused cognitive behavioral therapy
traumatic experience
traumatic stress
treatment and education of autistic and related communication handicapped
children
trichotilomania
truancy
two-word sentence
unaided walking
verbal intelligence quotient
Vineland adaptive behavior scales, second edition
VIQ→verbal intelligence quotient
vocal tic
voluntary probation staff
voxel-based morphometry
weaning
Wechsler adult intelligence scale－third edition
Wechsler intelligence scale for children, forth edition
Wechsler preschool and primary scale of intelligence
WISC→Wechsler intelligence scale for chidren
World Medical Association Declaration of Helsinki-Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects
Yatabe-Guilford personality inventory
Yogo teacher
young adult
Zung self-rating depression scale
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系統的文献レビュー
教諭
かんしゃく
気質
絵画統覚検査
治療同盟
3歳児健診
指しゃぶり
チック症/チック障害
幼児期
トゥレット症/トゥレット障害
移行対象
橋渡し研究/トランスレーショナルリサーチ
心的外傷
トラウマ
心的外傷およびストレス因関連障害群
トラウマフォーカスト認知行動療法
外傷体験
トラウマティック・ストレス/心的外傷性ストレス
TEACCH
抜毛症
怠学
二語文
一人歩き
言語性知能指数
Vineland-II 適応行動尺度
言語性知能指数
音声チック
保護司
ボクセル単位形態計測
離乳
ウェクスラー成人知能検査
ウェクスラー児童用知能検査
ウェクスラー就学前幼児用知能検査
ウェクスラー児童用知能検査

TAT

TF-CBT

TEACCH

VIQ
VABS-II

VBM
WAIS-III
WISC-IV
WPPSI

ヘルシンキ宣言 人間を対象とする医学研究の倫理的原則
矢田部・ギルフォード性格検査
養護教諭
ヤングアダルト
ツァン自己評価式抑うつ尺度

Y-G検査

Zung-SDS

