
『アロマテラピー用語辞典 2014年10月改訂版』（3訂版）の主な変更点

3訂版で追加された用語 3訂版で追加された用語 3訂版で追加された用語 3訂版で追加された用語 3訂版で追加された用語

あ行 か行 さ行 た行 は行

圧覚 既往歴 耳下腺リンパ節 ダマスコン 貧血 温度覚

アデノウイルス 起始 糸球体 ダマセノン 不安障害 旧皮質

アデノウイルス感染症 基節骨 刺激性接触皮膚炎 遅延型アレルギー 風疹 くしゃみ

アトピー性皮膚炎 機能層 耳小骨 樹皮（抽出部位の階層） 風疹ウイルス 食事性便秘

α-サンタロール 気分障害 cis-ジャスモン 中枢 フェイストリートメント 咳

α-ピネン 球関節 脂性肌 聴覚 フェニルエチルアルコール 痰

アレルギー性接触性皮膚炎 吸気 シトラール 腸管出血性大腸菌 不乾性油 マルチプルリスクファクター

アロマテラピーアドバイザー 臼状関節 シトロネラール 腸管出血性大腸菌感染症 副腎皮質刺激ホルモン リズム障害

アロマテラピートリートメント 嗅腺 しみ 腸腺 副腎皮質ホルモン

鞍関節 教案 社会的要因 蝶番関節 不整脈 ◆用語変更◆

アンゲリカ酸エステル 共感 車軸関節 直接接触感染 普通肌

安息香酸エステル 狭窄 宿主 著作権 物質代謝

胃腺 胸鎖乳突筋 種子植物 抵抗期 物理的消化 アテローム硬化 アテローム性動脈硬化

１．８－シネオール 狭心症 主訴 停止 物理的要因 アナフィラキシー反応 アナフィラキシー

インターフェロン 虚血 受容 適応障害 分化 アポクリン腺 アポクリン汗腺

インターロイキン 禁忌 受容器 手作り化粧品 分子式 イソプレン骨格 イソプレン

咽頭結膜熱 筋弛緩 常温 頭蓋 平衡覚 エクリン腺 エクリン汗腺

インフルエンザ 筋頭 蒸気消毒法 頭蓋 平面関節 エチルアルコール処理 エタノール処理

インフルエンザウイルス 筋尾 除菌 頭頸部 β-サンタロール 応急処置 応急手当

腋窩リンパ節 筋腹 植物性油性基材 糖質コルチコイド ベチベロール 黄体形成ホルモン 黄体化ホルモン

エキストラクト くすみ 植物ロウ 動物ロウ ベルガプテン オプソニン効果 オプソニン作用

エステル 屈曲 自律神経失調症 特殊感覚 ヘルペス 血管系 血管

エステル結合 グリコーゲン しわ トリコモナス原虫 ヘルペスウイルス 高比重リポタンパク HDL

エネルギー代謝 グリセリド 真核細胞 トリコモナス膣炎 便 ゴマ油 セサミ油

MRSA感染症 警告反応期 心筋梗塞 な行 ベンゼン環 色素産生細胞 メラニン細胞

エラスチン 形質細胞 身体的要因 内旋 扁桃 試香紙 ムエット

ｌ－メントール 傾聴 伸展 内的なコミュニケーション 防カビ 習慣性便秘 直腸性便秘

炎症 ケイ皮酸エステル 心不全 内転 ホスピタリティ 主要成分 主成分

オイゲノール 頸部リンパ節 心理的要因 尿生成 補体 伝達経路 精油が心身に作用する経路の階層

横隔膜 結核 水痘 尿路 ボディトリートメント 代謝経路 精油が心身に作用する経路の階層

黄色ブドウ球菌 結核菌 水痘・帯状疱疹ウイルス ヌートカトン 本態性高血圧 体液性免疫 液性免疫

横紋筋 月経困難症 睡眠周期 ネロリドール ま行 注意する対象者 注意すべき対象者

オプソニン 結合組織 スキンタイプ 脳頭蓋 マイコプラズマ お年寄り（注意する対象者の階層） 高齢者（注意すべき対象者の階層）

温覚 血栓 スクラレオール ノロウイルス マイコプラズマ感染症 椎間円板 椎間板

か行 ゲラニオール ステロイドホルモン は行 マイコプラズマ肺炎 低比重リポタンパク LDL

外旋 原核細胞 ストレス学説 肺炎 麻疹 ドーパミン ドパミン

外的なコミュニケーション 言語的コミュニケーション ストレスケア 肺炎球菌 麻疹ウイルス 特異的免疫機構 特異的防御機構

外転 鉱質コルチコイド ストレス障害 白癬菌 末節骨 ボディトリートメントの生理的作用 トリートメントの生理的作用

化学的消化 甲状腺刺激ホルモン ストレス耐性 白癬菌症 マラリア バゾプレシン バソプレシン

化学的要因 構造式 ストレスホルモン パチュリアルコール マラリア原虫 パラソルモン パラトルモン

蝸牛 香料 精製油 パチュレン 未精製油 非特異的免疫機構 非特異的防御機構

顎下リンパ節 呼気 生物学的要因 白筋 ムンプスウイルス 皮膚免疫細胞 ランゲルハンス細胞

核小体 個人情報 脊椎 バニリン メラニン 品質変化 成分変化

化合物 骨格筋の働き 赤筋 半乾性油 メントン ボディトリートメントの身体の各部への作用 トリートメントの身体の各部への作用

過酸化脂質 骨吸収 接触皮膚炎 半関節 や行 メラノサイト刺激ホルモン メラニン細胞刺激ホルモン

ガス交換 骨形成 説明と同意 ハンス・セリエ 有機化学 有害微生物 病原微生物

芽胞 骨細胞 セルロース 汎適応症候群 油細胞 リボゾーム リボソーム

カマズレン 骨組織 腺細胞 ハンドトリートメント 裸子植物 老斑 老人性色素斑

カリニ原虫 骨の働き 前庭 PTSD ら行

カルボン酸類 コミュニケーション 即時型アレルギー 非言語的コミュニケーション ラバンジュロール

感作リンパ球 コミュニケーションスキル 鼠径リンパ節 皮脂 リナロール

カンジダ菌 コラーゲン 咀嚼筋 被子植物 リポタンパク

カンジダ症 混合肌 そばかす 皮脂分泌量 リモネン

間質液 さ行 た行 微生物 流行性耳下腺炎

間接接触感染 サイトメガロウイルス 体液 皮膚化学 緑膿菌

感染性胃腸炎 細胞壁 帯状疱疹 皮膚感作 冷覚

乾燥肌 酢酸ゲラニル 大静脈 皮膚トラブル レジオネラ菌

官能基による分類 酢酸ベンジル 体性感覚 皮膚の乾燥 レジュメ

カンファー 酢酸リナリル 大腸菌 疲弊期 ローズオキサイド

顔面蓙瘡 坐骨神経 大動脈 日焼け ローマの公衆大浴場

顔面神経 三叉神経 唾液腺 表情筋 ロタウイルス

顔面頭蓋 視覚 楕円関節 表皮細胞 肋間筋

肋間神経

2012年改訂（2訂版） 3訂版

3訂版で削除された用語


