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 ● 学生達へのメッセージ
いつかあなた方のお世話になる人々を代表してあなた方に心から”有難う”と言いたいと思います。大変な、危険を伴う仕事の中で
のあなた方の頑張りは本当に感謝に値するものです。言うまでもなく、多くの外国人患者はあなた方が英語を話してくれれば、一層
有難く感じることでしょう。

さてここで、少し嫌なお話です。残念ながら授業での英語学習だけでは優秀な英語の話し手にはなれません。上手になるには教室
の外でもかなりの時間を英語学習に充てる必要があるでしょう。

自分で勉強していけることとして、以下の事項があげられます。

a. 文法と医療用語補助欄を読む
b. 出来るだけ沢山の音声を聞く
c. 語彙のノートを作り定期的にそれを使用する
d. 声に出して何度も単語を発音する
e. 新出単語を覚えるための技を考える

あなた方の声、言葉を使わないコミュニケーション、どのようにコミュニケーションをとっていくか（これはあなた方の患者への接し
方ということです。）などについて考えてみて下さい。あなた方は生まれながらにして英語を話す人達ではありませんし、外国人患者
のほとんどもそうではないでしょう。ですから、あなた方の発音は完全なものである必要はありません。しかし、はっきりと発音する
必要があります。出来るだけ自然で流れるような発音になるように頑張って下さい。教室は現実社会ではありませんが練習するに
はもってこいの場所です。上達する為の私からのアドバイスです。”練習、練習、そして練習“です！

あなた方が看護の勉強でどんなに忙しいか知っています。しかし、看護英語の学習にどうか最善を尽くして下さい。英語を話すあな
た方の患者はあなた方に対して、感謝のきもちでいっぱいになることでしょう。

ご活躍を祈っています。

サイモン　キャパー
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 ● 看護英語: 成功への道
このコースは、基本的な看護英語を学習する際に役立つように考案されています。あなた方が仕事仲間や患者とのコミュニケーシ
ョンをとるのに必要となる基本的な語彙や表現を紹介しています。

ただ努力するだけでなく、より賢く勉強するための１０の提案をしましょう！

1. 必ず名詞、動詞、形容詞、副詞のそれぞれの働きを理解しましょう。これらは基本的な言語構成単位です。

2. 名詞、動詞、形容詞、副詞の共通語尾を理解しましょう。（例：動詞によく使われる語尾は、–ize, -ify, -en, and -ateなどです。)

3. 役立つ言葉や表現、特にcardi-, gastro-, hemo-, ur-　のような医学用語の語幹や -osis, -itis, -ia, -ologyで終わる
医学用語をノートに書き留めましょう。

4. 最も大切な接頭辞を覚えましょう。看護英語だけでなく一般的な英語学習にも役立ちます。 pre-, un-, anti-, の接頭辞
はすべて大切です。

5. 単語カードを作りましょう。カードはノートより便利ですし、変化をもたせたり、追加をしたりなど様々に利用できます。も
ちろん、作ったカードをしっかりと使いましょう！！　作っても使わなければ、上達しませんから。

6. 語と語のつながりについて考えてみましょう。コローケーションとは語と語の自然な結びつきのことです。

7. (人間と同じように、言葉には "仲間" があります。そして、その "仲間” と一緒にいることが多いのです）たとえ
ば、"chronic”　は "pain” や "illness”と一緒になっています。(chronic pain, chronic illness, chronic disease, など)
これらの表現を出来れば例文と一緒に覚えましょう。

8. 出来るだけ習った言葉を使ってみましょう。定期的に復習し相手を見つけて練習しましょう。一緒にゲームをしたり、クイズ
を出しあったり、テストをしたりしてみましょう。

9. 遊び心をもちましょう。言葉で遊ぶ、音で遊ぶということです。スペルでイメージを描いてみましょう。単語を覚える時に役
立つイメージを描くのです。

10. 定期的に単語の復習をしましょう。段階を追ってやってみましょう。少しでもサボると宿題は山のようになってしまいます。

自分の上達に対して責任をもちましょう。先生は教えてはくれますが、学習していくのはあなた自身です。

これは魔法の本ではありません！

また、あなたの代わりに勉強をしてくれるわけではありません。あなたを応援してくれるだけです。あなたの成功はどれだけ賢明に勉
強するか、そしてどれだけの時間を言語練習にかけるかにかかっています。
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 ● 文法手引書
品詞
看護に関する語彙を学習していく上で、基本的な品詞を識別し、それらがもつ役割を理解していくことはとても大切です。

名詞
名詞は人や物の名称を表す語です。名詞の語尾には、-ness, -tion, -sion, -ity, -ty, -ist　等がついています。

動詞
動詞は動作、状態を表す語です。動詞の語尾には、-ize, -ise, -ify, -ate, -en 等がついています。

形容詞
形容詞は名詞を修飾する語です。名詞（人や物など）についてより詳しい情報を与えてくれます。形容詞の語尾には、-al, -ous, 
-ose, -ic, -iac, -able, -less, -ful 等がついています。

副詞
副詞は　“方法”、“時”、“場所“などを説明する語や句です。副詞は物事がどのように起こるか、どのようになされるか（ゆっくりと、早
く、注意深くなど）；また、いつ行われるか（昨日、昨夜、二週間前など）；どこで（下方に、上方に、横に、近くに）；どのくらい頻繁に（毎
日、時々、一度もない）などを表します。副詞の語尾には-ly がついているのが多く見られます。 

　
語の要素
上で述べたように、語尾を理解することは語学学習能力を非常に高めてくれます。上記に記載されている語尾に加えて医療看護英
語で頻繁に使用されるものが他にあります。”接頭辞”（単語の最初に付くもの）“接尾辞“（単語の終りに付くもの）そして、“語幹”（語
の主要な意味を担っているもの）です。その一覧表はテキストの後ろにありますが、ここでは、特に役立つものをあげてみましょう。

接頭辞の例
• “an-”/“a-”,“…がない”,“…でない” という意味を表します。(anemic, anorexia, asexual)
• “pre-”, “以前”,“前”という意味を表します。（preview, predict, prepare, pre-operation）
• “sub-”, “下方”, “下”という意味を表します。（submarine, subterranean, subnormal）
• “hyper-” “上方”,“越えて”という意味を表します。（hyperactive, hypertension, hypermarket）
• “hypo-” “下に”, “低い”, “不足した”という意味を表します。（hypotension, hypothermia, hypodermic）

接尾辞の例
• “-ectomy”, “取り除く”という意味を表します。（hysterectomy, appendectomy, lumpectomy）
• “-ology”,“学問”, “…の科学技術”という意味を表します。（biology, psychology, physiology）
• “-ia”, “病気の”, “異常な様子”という意味を表します。（anemia, hypoglycemia, uremia）
• “-itis”, “炎症”という意味を表します。（hepatitis, dermatitis, appendicitis）
• “-ism”, “状態や様子"という意味を表します。（autism, hyperthyroidism, embolism）
• “-tomy”, “切り取る”という意味を表します。（episiotomy, lobotomy, tracheotomy）

語幹の例
• “gastr”, “胃”を意味します。（gastroenteritis, gastric ulcer, gastronomy）
• “cardi”, “心臓”を意味します。（cardiac unit, cardiologist, cardiovascular）
• “psych”, “精神”を意味します。（psychic, psychology, psychopath, psycho-therapy）
• “hem-/em-”, “血”を意味します。(hemorrhage, hemorrhoid, uremia, hemoglobin)
• “hydr”,“水”を意味します。（dehydration, hydrogen, hydraulic, hydrocephalus）
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 ● 文型
非常に難しい文法の勉強をする必要はありません。基本文型は様々な場面で何度も繰り返し出てきます。下記の事項は看護英語で
よく出てくる文型を理解する為に役立つ簡単な例をいくつかあげています。

動詞の形態 用法 例文

現在完了時制
すでに完了している動作について話す
時に使う。(過去のどの時点にでも完了

している)

• I’ve taken a sample.
• Have you taken your medication?
• Have you ever been pregnant?

実際の使用方法:　あなた方が（次の交代勤務の看護師に手渡す前に）終えている仕事のチェックリストを記入していると想像して
みて下さい。

• “I’ve given the patient a bed bath, but I haven’t washed his hair.” 
患者にベッド入浴はしたが、まだ、髪は洗っていない。

実際の使用方法: この時制はまた、過去に経験したことを話す時にも使われる。
• “I’ve given a patient an injection, but I’ve never taken a blood sample.” 

患者に注射をしたことはあるが、採血は一度もしたことがない。

動詞の形態 用法 例文

現在完了進行形 過去に始まった動作が現在まで続いて
いるときに使います。

• I’ve been feeling really tired.
• Have you been taking your medication?
• Have you been following your diet?

動詞の形態 用法 例文

過去進行形 過去のある時点でまだ終わっていない
動作の進行を表す。

• I was taking a sample when the doctor arrived.
• Were you receiving treatment while you were 

working?
• Were you taking any medication at that time?

動詞の形態 用法 例文

過去形

過去のある特定の時点に終了した動作
について話す時に使う（時は必ずしも述
べられるわけではないが、内容から理解

出来る）

• I took a sample this morning.
• Did you take your medication?
• Did you follow your diet?

実際の使用方法: 昨日あるいは、過去のある時点にあなたがしたことを考えてみて下さい。（実際の時点は言われないかもしれません）
• (Yesterday) “I gave the patient a bed bath.” 

(昨日)　患者にベッド入浴をした。
• “I took his temperature this morning.” 

今朝、彼の熱を計った。

動詞の形態 用法 例文

現在形 繰り返し行われる動作、現在の習慣、不
変の真理

• I take a sample every six hours.
• I always follow my treatment plan.
• What time do you wake up?
• Does it hurt?

実際の使用方法: 友達に毎日習慣的に言っていることを想像してみてください。
• “I take the patient’s temperature, then I give them a bed bath.” 

患者の熱を計って、ベッド入浴をする。
• “I go to rehab, then help the patients with their exercises.” 

リハビリに行って、 患者が運動するのを手伝う。
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動詞の形態 用法 例文

現在進行形 現在進行中の動作を表す。
• I’m taking a sample for the test.
• Are you following your diet?
• How are you sleeping these days?

実際の使用方法: あなたが宿題をするのに忙しいと仮定してみて下さい。友達があなたをショッピングに行こうと電話をしてきます。
• “Sorry, I can’t go. I’m writing a report and I have to finish it by tomorrow.” 

ごめんなさい、いけません。レポートを書いていて、明日までに終えなければならないのです。

看護師があなたに患者をベッドから車いすに移動させる手伝いをしてほしいと頼んでいる光景を想像してみて下さい。
• “I’m giving my patient a bed bath. I’ll help you as soon as I’ve finished.” 

患者に今ベッド入浴をしています。終わったらすぐにお手伝いします。

動詞の形態 用法 例文

“Going to” 将来の計画、意図、予測 • I’m going to take a sample tomorrow 
morning.

“Will” 自発的動作/ 確実な計画 • I’ll take a sample, if you’re too busy.
• I’ll do it tomorrow.

現在進行形 将来の計画について話す時に使う • I’m taking a sample tomorrow morning.

実際の使用方法: 先輩の看護師にあなたの仕事の計画を説明している光景を想像してみて下さい。
•  “I’m going to give the patient a bed bath, then I’m going to check his temperature.” 

患者にベッド入浴をします。それから、熱を計ります。

実際の使用方法:　何かを自発的にしたりその場で何かをすると決めるのであれば、次のように言います。
• “Don’t worry. I’ll give him a bed bath. You can go home early.” 

心配しなくてもいいですよ。私が彼のベッド入浴をします。あなたは早く帰っていいですよ。
• “Sorry, I have to go now. I’ll give him a bed bath tomorrow.” 

ごめんなさい。帰らないといけないんです。明日、私が彼のベッド入浴をしますから。

実際の使用方法:　あなたがしなければいけない仕事があって他の動作の選択の余地がないことを想像してみて下さい。
• “I have to give the patient a bed bath.” (Before I can finish my shift). 

（勤務交代をするまえに）患者にベッド入浴をしなくてはなりません。

他の役立つ慣用表現
継続した、繰り返される動作

• “I keep coughing.” 
ずっと咳をしている。 

• “I keep forgetting to take my medicine.” 
薬を呑むのをいつも忘れてしまう。

形容詞と一緒に “feel” や “be” を用いる
• “Do you feel dizzy?”  “Are you tired?”  “Were you constipated?”

めまいがする？  疲れている？  便秘している？
• “I have a cold.”   “I’ve got a cold.”  “I’m suffering from a cold.”

病気について話をする (動詞と名詞のコロケーション) 風邪をひいている。

コロケーション
コロケーションとは連語のことです。新しい単語を覚えるときには、必ずその単語を文脈の中でそして、その単語の“仲間”と一緒に
覚えて下さい。

• “Have you taken your temperature?”　熱をはかりましたか？
• “Use the inhaler whenever you have difficulty breathing.”

　呼吸が困難な時はいつでも吸入器を使って下さい。
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動詞の形態 用法 例文

現在完了時制
すでに完了している動作について話す
時に使う。(過去のどの時点にでも完了

している)

• I’ve taken a sample.
• Have you taken your medication?
• Have you ever been pregnant?

動詞の形態 用法 例文

現在完了進行形 過去に始まった動作が現在まで続いて
いるときに使います。

• I’ve been feeling really tired.
• Have you been taking your medication?
• Have you been following your diet?

動詞の形態 用法 例文

過去進行形 過去のある時点でまだ終わっていない
動作の進行を表す。

• I was taking a sample when the doctor arrived.
• Were you receiving treatment while you were 

working?
• Were you taking any medication at that time?

動詞の形態 用法 例文

過去形

過去のある特定の時点に終了した動作
について話す時に使う（時は必ずしも述
べられるわけではないが、内容から理解

出来る）

• I took a sample this morning.
• Did you take your medication?
• Did you follow your diet?

動詞の形態 用法 例文

現在形 繰り返し行われる動作、現在の習慣、不
変の真理

• I take a sample every six hours.
• I always follow my treatment plan.
• What time do you wake up?
• Does it hurt?

動詞の形態 用法 例文

現在進行形 現在進行中の動作を表す。
• I’m taking a sample for the test.
• Are you following your diet?
• How are you sleeping these days?

動詞の形態 用法 例文
“Going to” 将来の計画、意図、予測 • I’m going to take a sample tomorrow morning.

“Will” 自発的動作/ 確実な計画 • I’ll take a sample, if you’re too busy.
• I’ll do it tomorrow.

現在進行形 将来の計画について話す時に使う • I’m taking a sample tomorrow morning.
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abdomen 腹部、腹、お腹
accident 事故
Accident & Emergency 
(A&E)

救急救命室

ache (to ~) 痛む
Achilles tendon アキレス腱
acne にきび
acute pain 急性の痛み
adjust (to ~) 調整する
AED (Automated External 
Defibrillator)

AED

affect (to ~) 影響を及ぼす、与える
affected area 影響を受けたところ、患部
AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome)

AIDS、エイズ （後天性免疫
不全症候群）

alcohol アルコール
allergy, allergic アレルギー
alright 大丈夫、では
amount 量
anemia 貧血
anesthetic, anesthetist 麻酔薬、麻酔科医
ankle 足関節、足首
anorexia (~ nervosa) 食欲不振（神経性無食欲

症）
antacid 制酸剤
anti-depressants 抗うつ剤
anti-histamine 抗ヒスタミン剤
anti-infection mask N９５マスク
anti-inflammatory 消炎剤
anti-pyretic (fever 
medicine)

解熱剤

anti-viral 抗ウイルス薬
antibiotics 抗生物質
antiseptic cream 殺菌クリーム、消毒クリーム
anus 肛門
anxious 心配な、不安な
apart from ~ ~ は別として
appendicitis 虫垂炎
appendix 虫垂
appetite (~ loss) 食欲（食欲がない、食欲が

減退 ）
arm rest アームレスト
armpit (underarm) 腋窩、腋の下
arrhythmia 不整脈
artery 動脈
arthritis 関節炎
aspirate 吸引する
aspirator (suction port) 吸引差し込みプラグ
aspirin アスピリン
assessment アセスメント、評価

asthma 喘息
athlete’s foot 水虫
atomizer アトマイザー、噴霧器
attach (to ~) 取り付ける
avoid (to ~) 避ける
awful ひどい
baby bottle 補乳びん
back (lower ~) 背中、腰
bacteria 細菌
band-aid ばんそうこう
bandage (elastic ~) 包帯　（弾性包帯）
bang (to ~) ぶつける
basin, bowl (wash basin) ベイスン、洗面器
bed bath 清拭
bedding 寝具
bedpan 便器
bedrail, bedside rail (foot / 
headrail)

ベッド柵(フット/ヘッドレール)

bedside table ベッドサイドテーブル
bee 蜂
belly 腹、お腹
belly button 臍
bend (to ~) 曲げる
bipolar disorder 躁うつ病
bird flu (avian influenza) 鳥インフルエンザ
bit, (a ~) ちょっと
bite (to ~ , insect ~) 噛む、(虫刺され)
black eye 目の周りのあざ
bladder 膀胱、嚢
blanket 毛布
bleeding (to bleed) 出血、出血する
blister 水疱、まめ、水ぶくれ
blocked (stuffy) nose 鼻詰まり
blood 血液
blood pressure 血圧
blood pressure gauge 
(sphygmomanometer, 
manometer)

血圧計

blood sample 血液検体
blood sugar level 血糖値
blood test 血液検査
blood transfusion 輸血
blood vessel 血管
bone 骨
bottom (buttocks, backside) 臀部、尻
bowel movement (loose 
stool)

便通、お通じ（軟便）

bowels 腸
brain 脳
breast 乳房、乳ぶさ
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breath, breathing 息、呼吸
breathe (to ~) 呼吸する
breathing tube 気管内チューブ
bronchitis 気管支炎
bruise, bruising (to ~) あざ、青あざ、あざする
bulimia 過食症
burn (to ~) 火傷
burning sensation 焼け付くような痛み
burp (to ~) ゲップする
calf, calves ふくらはぎ
caliper キャリパー
cancer 癌，がん
cancer 癌、がん
capsule カプセル
cardiac monitor 心臓のモニター
cardiology 循環器内科
cardiovascular 心臓血管の、循環器の
cardiovascular & blood 
related illnesses

循環疾患

cartilage 軟骨
cast ギプス、ギブス
casualty department 救急救命室
catheter カテーテル
cause (to ~) 原因、引き起こす
cell 細胞
centimeters センチ
cervix 子宮頸部
check (to ~) 確認する
cheek 頬部、頬
chemist 薬剤師
chest 胸部、胸
chest pain 胸痛
chicken pox 水痘、水疱瘡
chilblains 霜焼け、凍瘡
chills 寒気、悪感
chin 顎
chlamydia クラミジア
choke (to ~) 窒息　
cholera コレラ
cholesterol コレステロール
chronic illness 慢性疾患
chronic pain, chronic 
illness

慢性痛、慢性の痛み、慢性
疾患

cigarettes たばこ
cirrhosis (of the liver) 肝硬変
clinical (nursing) practise 看護実習
clip (to ~) クリップ、クリップで留める
cold かぜ、風邪
colleague, co-worker 同僚
colon (large intestine) 結腸、（大腸）

colostomy bag ストーマパウチ
coma 昏睡
comfortable 気楽、快適
completely 完全に
compress 湿布
compressed air outlet 圧縮空気出口
compression 圧縮
concussion 脳しんとう
condition 体調、病状、様子
conscious, consciousness 意識がある、意識
consent (informed ~ form) 同意、（同意書、コンセントフ

ォーム）
constipated, constipation 便秘
consultation, medical 
examination

診察

contraceptive 避妊薬
convulsions 引きつけ、痙攣
cotton buds, cotton balls 綿棒、綿球
cotton wool 綿、コットン
cough (to ~) 咳をする
cough drop のど飴
cough, a dry ~ せき、空咳、こんこん
cousin いとこ
cramp(s) (leg cramp) 痙攣、こむら返り
cream クリーム
crutch, crutches 松葉杖
crystal クリスタル
cystitis 膀胱炎
daily routine 日課、生活習慣
dairy products 乳製品
dangerous 危ない
date of birth 生年月日
deafness 難聴、耳が聞こえない
deep, deeply 深い、深く
dehydrated, dehydration 脱水症
dementia 認知症
dentistry 歯科
dentures 入歯
depression うつ病、抑うつ症
dermatitis 皮膚炎
dermatological (skin) 
disorders

皮膚疾患

dermatology 皮膚科
describe (to ~) 述べる
diabetes, diabetes mellitus 糖尿病
diagnosis 診断
dialysis 透析
diaper (nappy) おむつ、おしめ、紙パンツ
diarrhea 下痢
diet, dietary 減食、制限食、食事の
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digestion 消化
disease 病気、疾病
disinfectant 消毒液、消毒剤
divorced 離婚した
dizzy, dizziness めまい
dose, dosage 投与、投与量
dressing (pressure ~) 包帯、圧迫包帯
drip rate 点滴レート
drops, eye drops 目薬、点眼薬
drowsy, drowsiness 眠い、眠気
drug store 薬局
drug use 麻薬を使うこと
drugs 薬、麻薬
drunk (to get ~) 酔う
dull ache 鈍痛
duodenum 十二指腸
ear 耳
earache 耳の痛み、耳痛
earphones イヤホン
eating disorder 摂食障害
ECG, EKG (electrocardiogram) ECG、EKG（心電図）
eczema 湿疹、アトピー性皮膚炎
elbow 肘部、肘
electric shock 電気ショック
embarrassed, embarrassing 恥ずかしい
emergency room (ER) 救急救命室
emesis basin, kidney tray 膿盆
endoscope, endoscopy 内視鏡、内視鏡検査
enema 浣腸
epidemic 流行性、伝染病
esophagus (gullet) 食道
especially 特に
exactly ぴったり、正に、正確に
examination 診察
examination table 診察台
examine (to ~) 検査する
exhale (to ~) 息を吐き出す
exhaustion 疲労、だるさ
explain (to ~) 説明する
eye drops 目薬
eye, eyeball 目、目玉
eyebrow 眉毛
eyelash まつげ
eyelid まぶた
eyesight 視力
face (to ~ someone) 向く
faint (to ~, to feel ~) 気絶する、失神する、ふらふ

らする
fairly かなり
fallopian tube 卵管

fat 脂肪
fatigue 疲れ、倦怠感
fatty 油っぽい、脂っこい
feedback フィードバック
feel (to ~) 感じる
feel sick (to ~) 吐きそうな気分
feet & inches フィートとインチ
fever, feverish 熱、熱っぽい
fill in / fill out (to ~ a 
registration form)

書き入れる(記入用紙を書き
入れる)

finger 手指、指
fingernail, toenail 手の爪、足の爪
fingertip 指先
first aid kit 救急箱
fist 拳
flexible 柔軟、フレキシブル
flu (influenza) インフルエンザ
fluid 液体
food poisoning 食中毒
foot, feet 足
forceps 鉗子
forearm 前腕部
forehead ひたい、前額部
fracture (to ~) 骨折、骨折する
fridge 冷蔵庫
frostbite 凍傷
gallbladder 胆嚢
gargle うがい薬、うがいをする
gargling basin ガーグルベイスン
gastroenteritis (gastric flu) 胃腸炎、胃腸障害を起こす

流感
gastroenterology 消化器内科
gastrointestinal illnesses 消化器系の疾患
gastroscope, gastroscopy 胃カメラ、胃カメラ検査
gauze ガーゼ
gel ゼリー
genital herpes
(herpes genitalis) 性器ヘルペス
genitals (genital organs, 
private parts)

生殖器

geriatric (age related) 
illnesses

年齢関連の病気

gland 腺
glandular fever, mononucleosis 
(Epstein Barr virus)

腺熱、感染性単核症、（EBウ
イルス）

goniometer 角度計
gonorrhea 淋病
gown (disposable ~) 手術衣、ディスポガウン
grass 草
graze (to ~) 擦り剥く
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groin 鼠径部
gum 歯茎、歯周、歯肉
gurney ストレッチャー
hair 髪の毛
halitosis 口臭
hammer (to ~) ハンマーで打つ
hard of hearing 難聴、聞こえにくい
hay fever 花粉症
headache 頭痛
health insurance (card) 健康保険（証）
hearing aid 補聴器
heart (heartbeat) 心臓、（心臓の鼓動）
heart attack, myocardial 
infarction (MI)

心臓発作、心筋梗塞

heart disease 心臓病
heart failure 心不全
heartburn 胸やけ
heating pad 暖房　敷物
heatstroke 熱中症
heel 踵
height 身長
hematology 血液科
hemophilia 血友病
hemorrhage 大出血
hemorrhoids 痔、（痔核）
hepatitis A, B, C A、B、C 型肝炎
herniated disc, slipped disc 椎間板ヘルニア、ぎっくり腰
herpes (~ simplex) 疱疹、単純ヘルペス
high blood pressure 
(hypertension)

高血圧

hip (hip joint) ヒップ、腰回り、股関節部
hit (to ~) 打つ、叩く
hives 蕁麻疹、じん麻疹
hold out (to ~, ~ your hand) 出す，伸ばす、(手を伸ばして)
hospital 病院
house dust ハウスダスト、ほこり
hurt (to ~) 傷つける、痛める、痛む
hypertension (high blood 
pressure)

高血圧

hypodermic injection 皮下注射
hypotension (low blood 
pressure)

低血圧

hypothermia 低体温
ice pack 氷のう
ICU (Intensive Care Unit) ICU、集中治療室
ID (identity) tag, ID 
bracelet

身分証明証、アイデンティティ
（ID) ブレスレット

ileum, (small intestine) 回腸 （小腸）
illness 病、病気
image 画像、イメージ

imagine (to ~) 察する、想像する
immune system 免疫機構
in-patient 入院患者
incubator (NICU) 保育器(NICU)
infect (to ~) 感染させる、うつす
infection, cause of ~ 感染症、感染の原因、伝染病
infectious diseases 感染性疾患
infectious waste bin 感染廃棄物入れ
inflammation 炎症
influenza (flu) インフルエンザ
informed consent form インフォームドコンセント用紙
inhale (to ~) 吸い込む
inhaler 吸入器
injection, SHOT 注射
injury けが
inoculation 接種
insect 昆虫、虫
insert (to ~) 入れる、挿入する
insomnia (trouble sleeping) 不眠症
instructions 指示
insulin インシュリン、インスリン
internal medicine 内科
internal organs 内臓
interview 面接
intestine 腸
intramuscular (IM) 筋肉注射
irritable 過敏性
irritation (skin ~) 皮膚刺激
itch (to ~) むずむずする
itch, itchy, itching かゆみ、かゆい
IV bag, IV pack 点滴袋
IV drip (intravenous drip) 点滴（注射）
IV fluid 点滴液
IV nutrition 点滴栄養
IV pole, IV stand 点滴棒、点滴台、点滴スタンド
jacket ジャケット
jaundice 黄疸
jaw あご、顎
jewelry ジュエリー
jog (to ~) ジョギングする
joint 関節
joint pain, aching joints 関節痛
junk food ジャンクフード
kid 子供
kidney 腎臓
kidney disease 腎臓病
knee 膝
knuckle 指関節
lack (to ~) 事欠く、不足
large intestine (colon) 大腸
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laryngitis 咽頭炎
last (to ~) 続ける
latex gloves ゴム手袋
laxative 下剤
leg 足
lethargic 倦怠感、だるい、（反応が）

鈍い、遅い）
leukemia 白血病
lie down (to ~) 横になる
life threatening 生命を脅かす、命にかかわる
lifestyle 生活
lifestyle related illnesses 生活習慣病
ligament 靱帯
light-headed (to feel ~) 目まいがする
lights out 消灯
limb 手足
lip リップ、唇
live alone (to ~) 一人暮らし
liver 肝臓
local anesthetic 局所麻酔薬、部分麻酔
look after (to ~) 面倒をみる
low blood pressure 
(hypotension)

低血圧

lower 下げる
lower back pain 腰痛
lower leg 膝下、下肢
lozenge (throat ~) のど飴
lubricate (to ~) 注油
lump たん瘤、しこり
lung 肺
lung function 肺機能
lymph node リンパ節
malnutrition 栄養失調
mammogram マンモグラム
manometer 血圧計
marital status 結婚状況
married 結婚した、結婚している
massage マッサージ
mattress マットレス
meal 食事
measles 麻疹
measuring jug / spoon 計量水差し、計量スプーン
medical chart カルテ
medical history 病歴
medical instruments 医療器具
medication, medicine 薬
membrane 粘膜、皮膜
menopause 更年期障害、閉経
mental illness / disorder 精神疾患、精神障害
metal 金属

microscope 顕微鏡
migraine 片頭痛
mobility 機動力、可動性
morning rounds 朝の回診，病棟を回る
mosquito 蚊
mouth (oral cavity) 口　(口腔)
mouth & throat related 
illnesses

口腔疾患

mouth ulcer 口内炎
mumps 流行性耳下腺炎、おたふく

風邪
muscle 筋肉
muscle relaxant 筋弛緩薬
muscular aches, aching 
muscles

筋肉痛

narcotic 麻薬
nasal spray 鼻腔用スプレー
naso-gastric (NG) feeding 
tube

鼻腔栄養チューブ

nauseous, nausea (feeling 
sick)

吐き気

navel 臍
nebulizer 噴霧器
neck 頚部、首
neck brace 頸椎用具
needle 針
nerve 神経
neurology 神経内科
neurosis 神経症、ノイローゼ
next of kin 最近親者、相続人
nipple 乳頭、乳首
normal 普通
normally 普通は
nose 鼻
nosebleed 鼻血
nostril 鼻の穴
numb, numbness しびれ
nurse 看護師
nurse call button ナースコールボタン
nuts ナッツ
obese, obesity 肥満の、肥満
obstetrics / gynecology 
(OB-GYN)

産科、産婦人科

occupation 職業
ointment 軟膏
once 一度、一回
oncology 腫瘍内科
operating room (OR) 手術室
operation 手術
ophthalmic measure 瞳孔スケール
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ophthalmology 眼科
ophthalmoscope 眼底鏡 
organ 器官
orthopedics 整形外科
osteoporosis 骨粗鬆症
otorhinolaryngology, ENT 
(Ear, Nose, & Throat)

耳鼻咽喉科

otoscope 耳鏡
out-patient 外来患者
ovary 卵巣
oven オーブン
over the counter medicine 市販薬
overbed table オーバーテブル
overeat (to ~) 食べ過ぎ
oxygen (~ outlet) 酸素（酸素差し込みプラグ）
oxygen mask & cannula 
(nasal breathing tube)

酸素マスクと経鼻カニュレ

oyster カキ
pacemaker ペースメーカー、脈拍調整器
pain 痛み
painful 痛い
painkiller 痛み止め
painkilling gel 痛み止めゼリー
palm (the ~ of your hand) 手のひら
palpate 触診する
palpitations 動悸、（心悸亢進）
pancreas 膵臓
paperwork 書類
paralysis 麻痺
partnered 同居者
patch (nicotine ~) パッチ、ニコチンパッチ
patient 患者
pediatric (children’s) illnesses 小児疾患
pediatrics 小児科
penicillin ペニシリン
penis 陰茎、ペニス
perfect 良い
perform 実行する
period, period pains 生理、生理痛
permission 同意、許可
pet hair 動物の毛
pharmacist 薬剤師
pharmacy (drug store) 薬局
phlegm 痰
physical 身体的、フィジカル
pill (tablet) ピル、錠剤
pillow 枕
pneumonia 肺炎
polio ポリオ、脊髄性小児麻痺
pollen (cedar pollen) 花粉、（杉の花粉）

pound ポンド
powdered medicine 粉薬、散剤
pregnant 妊娠している
prepare (to ~) 準備する
prescription 処方箋
pressure ulcer (bedsore) 床擦れ、褥瘡
prevent (to prevent) 防ぐ、止める、予防する
procedure 手順
prostate (gland) 前立腺
psychiatric, ~ disorders 精神科、精神障害
psychosis 精神病
pulse パルス、脈、脈拍
pulse oximeter パルスオキシメーター
put on (to put on) 履く、掛ける、着る
put out (to ~ your tongue) 舌を出す
pyjamas, pajamas パジャマ
quit (to quit) やめる
radiology (X-ray) 放射線科
raise, elevate 上げる
rash (heat ~) 発疹、（汗疹）
raw 生
recover (to ~), recovery 癒える、癒える、立ち直る、

治癒
rectal thermometer 直腸体温計
rectum 直腸
reflex hammer 打腱器
registration (to register) 登記、登録、登録する
registration form 登録用紙
regular 日常
regularly 定期的に
rehabilitation, rehab リハビリ科
relax (to ~) 気楽にする、リラックスする
rent (to ~) 借りる
rescue breathing 人工呼吸
respiratology 呼吸器内科
respirator 呼吸器
respiratory illnesses 呼吸疾患
retired 引退した、退職した
rheumatic fever リューマチ熱
rheumatism リューマチ
rib, rib cage 肋骨、胸郭
ringing in the ears 耳鳴り
robe (gown) 手術衣
room thermometer / 
hygrometer

湿度計付温度計

rounds, do the rounds 回診、病棟を回る
routine ルーチン、規則的
rub (to rub) 揉む、ぬる、塗る
rubber sheet ゴムシーツ
rubber tube ゴムチューブ
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rubella (German measles) 風疹、三日ばしか
runny nose 鼻水
sachet 小袋
sadness 悲しみ
safe (n) 金庫
safety pin 安全ピン
saline drip 生理食塩水点滴
SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome)

SARS（重症急性呼吸器症
候群）

scale (pain ~) 痛みのスケール
scale(s) (weight ~ / height ~) 体重計、身長計
scalp 頭皮
scalpel 外科用メス
scar 傷跡
schizophrenia 統合失調症
scissors はさみ
scratch (to ~) 擦り傷
screen スクリーン
scrotum 陰嚢
sedative 鎮静剤
seem (to ~) ように見える
seizure 発作、引きつけ、痙攣
self-employed 自営業
separated 別居した
serious illness 重病
severe pain 厳しい痛み
sexually transmitted 
diseases (STDs)

性感染症

shampoo cart 洗髪車
share (to ~) 分け合う
sharp pain 鋭い痛み
sheet シーツ
shellfish 貝
shift (late ~) 勤務、シフト（遅番）
shin すね
shiver (to ~) 震える
shiver(s) 寒気、寒さで震える
short(ness) of breath 息切れ
shoulder 肩
sick, (to be ~) 病気 (嘔吐する)
side effect 副作用
SIDS (Sudden Infant Death 
Syndrome)

乳児突然死症候群

sign (to ~) 署名する
single 独身
sinus pain, sinusitis 蓄膿症、副鼻腔炎
skin 皮膚
skull 頭蓋骨
sleeping pill 睡眠薬
sleeve 袖

sling 三角巾
slip (to ~) 滑る
slow / slowly ゆっくり、～と
sluggish 倦怠感、だるい、（反応が）

鈍い、遅い）
small intestine (ileum) 小腸、（回腸）
smoke (to ~) 吸う
sneeze (to ~) くしゃみをする
sneeze, sneezing くしゃみ
sole (the ~ of your foot) 足の裏
solution 溶液
sore throat, soreness のどの痛み
space (thermal) blanket 熱ブランケット
spicy からい
spine (backbone) 脊椎
spirometer 肺活量計
spleen 脾臓
splint 当て木、そえ木
splitting headache 激しい頭痛
spots 発疹、斑点
spouse 配偶者
spouted water cup 吸い口、吸い飲み
spray (nasal ~) 鼻腔用スプレー
stab (to stab) 刺す
stabbing pain 刺痛
stairs 階段
sterile dressing 滅菌包帯
sterilizer 滅菌器
stethoscope 聴診器
stiff, stiffness, (stiff neck) 固い、凝り、寝違え
sting (to ~ , bee ~) 刺す、(ハチ刺され)
stitches, sutures 縫合
stomach (abdomen) 胃（腹部）
stomach ulcer (gastric ulcer) 胃潰瘍
stomachache 胃痛
stool, stool sample 便、糞便サンプル
straighten (to ~ your arm) 矯める、（手を伸ばす）
strep throat 喉頭炎
stressed, stressful ストレスがたまる、悩む
stretcher ストレチャー、担架
stroke 脳卒中
subcutaneous injection 
SQ, SC

皮下注射

suction port (aspirator) 吸引差し込みプラグ
sudden death 突然死、急死
suddenly 突然
suffer (to ~ from) 苦しむ
suffocate (to ~) 窒息させる
suicide (to commit ~) 自殺する
sunburn 日焼け
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sunstroke 日射病、熱中症
suppository 座薬
surgery 外科医の診察室
surgical cap / gown / mask 手術帽、手術衣、手術マスク
swab スワブ、綿棒
swallow (to ~) 飲み込む
sweat (perspiration) 汗
sweat (to ~) 汗をかく
swell (to ~) 膨らむ、むくむ、腫れる
swelling むくみ、腫れ
swine flu 豚インフルエンザ
swollen 腫れた
symptom 症状
syphilis 梅毒
syringe 注射器
syrup (cough syrup) シロップ、咳止めシロップ
tablet (pill) タブレット、錠剤
tachycardia 頻脈
take off (to ~) 脱ぐ
tap (to ~) こつこつとたたく
tape (adhesive ~) 接着テープ
teenager １０代、ティーンエイジャー
temperature 体温、気温、温度、(英：熱)
temple 側頭、こめかみ
tendon 腱
tense 緊張する、ぴりぴりする
testicle / testis 睾丸
the pill 経口避妊薬
thermometer 体温計
thigh 大腿部、もも
throat 咽喉、のど
throw up (to ~ , to be sick) 吐く、嘔吐する
thumb 親指
thyroid gland 甲状腺
tingling びりびりする
tiny 小さい
tired 疲れた、だるい
tiredness 疲れ
toe つま先
tongue 舌、べろ
tongue depressor 舌圧子
tonsillitis 扁桃腺炎
tonsils 扁桃腺
tooth, teeth 歯
toothache 歯痛
tourniquet 駆血帯
towel タオル
trachea 気管
traffic 交通
tranquilizer 精神安定剤

tray トレイ
treat (to ~) 治療する
treatment 治療
trembling ぶるぶる
trolley, cart (medicine cart) カート、（薬カート）
tube チューブ
tuberculosis (TB) 結核
tuning fork 音叉
tweezers ピンセット
twist (to ~) 捻る
typhoid fever 腸チフス
typical 典型的な
ulcer 潰瘍
ultrasound 超音波
unable することができない
unbutton (to ~) ボタンを外す
uncomfortable 居心地の悪い
unconscious, 
unconsciousness

無意識の、意識不明

undressed (to get ~) 衣服を脱ぐ
unemployed 失業者
upper arm 上腕
uremia 尿毒症
ureter 尿管
urethra 尿道
urinal 尿器
urinalysis 尿検査
urinary catheter 尿道カテーテル
urine sample 尿サンプル
urine test 尿検査、検尿、尿サンプル
urology 泌尿器科
uterus (womb) 子宮
uvula 口蓋垂、喉仏
vaccinate, to ~ (vaccination) 予防接種をする、（予防接種）
vaccine, vaccination ワクチン、ワクチン接種、予

防接種
vagina 膣、女性器
valuables 貴重品
vegetarian ベジタリアン
vein 静脈
vending machine 自動販売機
vertigo めまい
virus ウイルス
visitor 見舞い客
vital signs 生命反応、バイタルサイン
vital signs monitor 生命反応監視装置、バイタル

サインモニター
vitamin ビタミン
vomit (to ~) 吐く、嘔吐する
waist 腰部、ウエスト
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wake up (to ~) 起きる，起こす
walking frame, walker 歩行器
walking stick (cane) 杖
ward 病棟、病室
wash cloth タオル
waste bin, infectious 
waste bin, waste basket

ゴミ入れ、感染廃棄物入れ、
ゴミ箱

weak 弱い
weight, (to ~) 体重、体重を量る
wheelchair 車いす
wheezing, (to wheeze) ゼイゼイ、ゼイゼイする
whenever 何時でも、たびに
whooping cough (pertussis) 百日咳
widow, widowed 未亡人、やもめの
wisdom tooth 親知らず
worries (concerns) 心配、悩み
worry (to ~) 心配する、悩む
worse (adj), (to get ~) もっと悪い、悪くなる
wound 傷、傷口
wrist 手関節、手首
x-ray X線、放射線
X-ray technician X線技師
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 ● building medical vocabulary worksheet 1: areas of medicine
➤➤ Match the area of medicine to its root. Add two more examples, 

e.g.,

 osteo- (bone) osteopath osteoporosis osteoma

women, pregnancy brain radioactivity ear correct, right

urine mind, soul nose children eye

stomach foot, feet elderly, age heart kidney

1. cardi-  (…………………………)                                                              

2. cerebr-  (…………………………)                                                              

3. gastr-  (…………………………)                                                              

4. ger-  (…………………………)                                                              

5. gyn- / obst- (…………………………)                                                              

6. nephr-  (…………………………)                                                              

7. opt-  (…………………………)                                                              

8. ortho-  (…………………………)                                                              

9. oto-  (…………………………)                                                              

10. ped-  (…………………………)                                                              

11. ped- / pod- (…………………………)                                                              

12. psych-  (…………………………)                                                              

13. radi-  (…………………………)                                                              

14. rhin-   (…………………………)                                                              

15. uro- / ur- (…………………………)                                                              
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 ● building medical vocabulary worksheet 2: prefixes & roots
➤➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples, 

e.g.,

 peri- (around, about) perinatal periodontics peritonitis periscope

out, outside heart on, over, above bad, painful windpipe

life not, without through away from in, on

1. a-/an-  (…………………………)                                                              

2. ab-  (…………………………)                                                              

3. bio-  (…………………………)                                                              

4. bronch- (…………………………)                                                              

5. cardi-  (…………………………)                                                              

6. dia-  (…………………………)                                                              

7. dys-  (…………………………)                                                              

8. epi-  (…………………………)                                                              

9. ex(o)-  (…………………………)                                                              

10. in-  (…………………………)                                                              
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 ● building medical vocabulary worksheet 3: prefixes & roots
➤➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples, 

e.g.,

 hyper- (above, beyond) hypertension hyperactive hypermarket

stomach bad new after, behind deficient, below

within small between before, in front of large

1. gastr-  (…………………………)                                                              

2. hypo-  (…………………………)                                                              

3. inter-  (…………………………)                                                              

4. intra-  (…………………………)                                                              

5. macro-  (…………………………)                                                              

6. mal-  (…………………………)                                                              

7. micro-  (…………………………)                                                              

8. neo-  (…………………………)                                                              

9. post-  (…………………………)                                                              

10. pre-  (…………………………)                                                              
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 ● building medical vocabulary worksheet 4: prefixes & roots
➤➤ Match the meanings to the prefixes and roots. Add two more examples.

with, together
from, remove, 

reverse
dead, death below, under against, counter

again poison not, lack of across
before, at the 

front

1. ante-  (…………………………)                                                              

2. anti-  (…………………………)                                                              

3. de-  (…………………………)                                                              

4. in-  (…………………………)                                                              

5. mort-  (…………………………)                                                              

6. re-  (…………………………)                                                              

7. sub-  (…………………………)                                                              

8. syn- / sym-  (…………………………)                                                              

9. tox-  (…………………………)                                                              

10. trans-  (…………………………)                                                              



23

 ● building medical vocabulary 5: noun endings
➤➤ match the meanings to these medical noun endings. Add two examples.

to cut out, to remove to cut
feeling, 

suffering
kill

examine, 
observe

inflammation
discharge, flow 

of ~
fear of ~

study, science 
of ~

something 
written

1. -cide   (…………………………)                                                              

2. -ectomy  (…………………………)                                                              

3. -gram   (…………………………)                                                              

4. -itis   (…………………………)                                                              

5. -logy / -ology  (…………………………)                                                              

6. -pathy / -path  (…………………………)                                                              

7. -phobe / -phobia (…………………………)                                                              

8. -rrhea   (…………………………)                                                              

9. -scope / -scopy (…………………………)                                                              

10. -tomy   (…………………………)                                                              
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 ● unit 1 notes
1. certainly sir という表現は of course を丁寧に

した言い方です。女性患者の場合陂 sirではなくて、 
madamを遣って下さい。

2. 普通にものを頼むときには For me を後につけます。
これはよい関係を築き、あるいは会話者どうしを結び
つけるのに役立ちます。

3. I’m afraid という表現は悪い知らせが次にくることが
多いです。例をあげると、 I’m afraid you’ll have to 
have an operation. （手術をする必要があるでしょ
う）などです。

4. Would you like me to (+ 原形不定詞）は何かを申
し出るときに役に立つ表現です。 例えば、Would you 
like me to talk to your mother? （お母さんに私か
ら話しましょうか？）などです。

5. Just は和らげる言葉で、話し手の威圧感を軽減し
ます。例えば、 I just need to check your blood 
pressure. （ちょっと血圧を測らせてください）または 
I’m just going to take a look at your chest. （ち
ょっと胸を診察しますね）などです。

6. Could you tell me your... は身長、体重、仕事、年齢
など, 患者の情報を尋ねるのに役に立つ冒頭文です。

7. 英語を書くと“And ...”で始まる文章はほとんどありま
せん。しかし、口語ではより一般的で、特に繋がってい
る質問がつづくインタビューをする場合です。

8. とりわけリストのように質問する場合、質問形式やイン
トネーションに変化を付けた方が良いです。

9. I’ve been getting really bad headaches（頭痛が
続いています）では、しばらく症状が続いていて、まだ
継続することがうかがえます。

 ● unit 2 notes
1. これはやや間接的な尋ね方です。もちろん、患者がい

つでも自分で診断できるわけではありません。 病状を
知らず、病状らしきものに気づいているだけかもしれ
ません。

2. “really”は非常に便利な強意語です。たとえば、really 
old, really tiredです。

3. “I can’t stop ...ing” も“I keep ...ing”も繰り返し
続く動作について言及しています。 “I can’t stop 
scratching”（かくのが止められない）, “I keep 
feeling angry about...”（‥に腹が立ってしょうがな
い), “I keep having really bad dreams”(悪い夢を
立続けにみる）などです。

4. 過去のできごとを語るHave you + 過去分詞の形式
のもう一つの例です。

5. ℃のシンボルは[digri:s]と発音しますが、体温を伝え
る時は普通そう言いません。 たいていは、38.7(thirty 
eight point seven)とだけいいます。

6. “When did the ____ start?” の空欄は名詞や
動名詞で埋められます。 例えば、“When did the 

headaches start?”（いつ頭痛が始まりましたか？）で
す。 お互いに主語がわかっている場合は、 “When did 
it / they start?”と、しばしば代名詞が使われます。

7. “Bless you” の表現は、くしゃみをしたとき英語圏で
はよく使われます。 キリスト教の慣習によることから、
他宗教の人々に対して使うのが適切かどうかは賛否
がわかれます。 ほとんどの場合、相手を気づかう心配
りの表現としてとらえられるでしょう。 普通 “Bless 
you” と言われたら “Thank you” と返します。

8. 看護師は患者が言ったことを要約します。 これは患者
から情報を得るときによく使う手法です。

9. 患者は多分鼻づまりか副鼻腔炎を患っています。
10. スーパーや医者の処方箋なしに購入したくすりは 

“over-the-counter medication” 一般用医薬品とい
われます。

 ● unit 3 notes
1. I’m afraid... は悪い知らせの前にくる一般的表現で

す。 I’m afraid of spiders 蜘蛛が怖いなどの他の意
味とは関係ありません。

2. just down the hall は娯楽室はすぐそこであることを
示唆しています。 Just により短い距離であることがわ
かります。

 ● unit 4 notes
1. イントネーションさえよければ、Good morningと言わ

なくても、Morning というだけで十分に友好的です。
2. 患者はsame as yesterdayと答えています。 全文

ならI feel the same as yesterdayとなりますが、
ネイティブスピーカーはよく反復をさけ不必要と思
われる箇所を省きます。例えば Are you going out 
tonight?が Going out tonight? となります。

3. 反復行為のもうひとつのよい例です。 今回は過去にあ
ったものです。

4. “And what about...” や “And how about...”（～ど
うですか）は新しい話題を始める便利な表現です。

5. Good, good. フィードバックの表現は、考えを強調す
るのによく反復されます。

6. 看護師はパルス•オキシメーターをとりつけています。

 ● unit 5 notes
1. 治療を説明するのに通常使われる２つの表現：That’s 

for your …そしてThat’s to stop your…
2. blue pill... white pillsと繰り返す代わりに代名詞を使

うほうが普通です。

 ● unit 6 notes
1. “I keep having...” or “I keep getting...” では患
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者は繰り返し症状をわずらっています。“I’m having 
trouble ...ing” or “I’m having difficulty ...ing”は
よく使われる便利な表現です。“I’m having trouble 
remembering all this vocabulary!”（この言葉をす
べて覚えるのによく困難をおぼえます）では、問題が繰
り返していることもわかります。

2. どのくらいの期間、繰り返しているのですか？という意
味です。

3. 突然問題があることに気づいたときは、「Uh-oh」が使
われます。この場合、患者が緊急にトイレに行く必要が
ある。

 ● unit 8 notes
1. 患者は患っている箇所のことを言ってそのけがのこと

を伝えます。トピックを紹介することにより主眼点と明
快さがでます。

2. これは過去進行形の良い例です。 “I was taking a 
shower” は背景として続いている行為を短く区切るこ
とに過去進行形が使われています。多分、もっと突発的
な行為は単純過去形 “and I slipped and fell.” など
で表されます。おそらく、この事故でお酒が関わってい
る手がかり。

3. “Erm” はためらいを表しています。 ためらいのは多分
は話し手のはじらいを示しています。

4. 患者は少し二日酔いでもあるようです。
5. “I’d rather...” (I would rather...) は～のほうを

好むなどの優先を表しています。 “I’d rather have 
coffee than tea.”（私は紅茶よりコーヒーの方が好き
です）“I’d rather stay at home.”（家にいる方がい
いです）

6. この場合、“bike” は自転車のことをいっています。
7. “Grazed” はイギリス英語ですが、アメリカでは普通 

“skinned” といいます。 “I skinned my knee.” ひざ
をすりむいた。

 ● unit 9 notes
1. “... for me?”のもうひとつの例。これは有効な個人的

関係を築くのに便利な表現です。
2. 前回と今回のリクエストを見てください。看護師

は“please”と言っていませんが、イントネーションが適
切に友好的で丁寧ならば、そう言わなくてもかまわな
いのです。 また、“please”と言っても、イントネーショ
ンや声が合っていなければ、丁寧にも友好的にも聞こ
えないのです。

3. “breath” (名詞)、 “breathe” (動詞)、 “breathing” 
(名詞)の違いを復習するのにいい機会です。 ま
た、“Breathe deeply” （深く呼吸する）のように副詞
がどのように働くか（人がどのように何かをするのか）
、そして “Take a deep breath.”（深く息をを吸う）な
ど形容詞（名詞に情報を付け加える）がどう作用するか
を理解しているかどうかを確かめる機会でもあります。

4. inhaleとはbreathe inー息を吸うという意味です。 

“exhale” は“breathe out”ー息を吐くという意味で
す。 （“interior” や “internal”のように接頭語 “in-” 
は 中にという意味です。また、接頭語 “ex-” とは外へ
という意味で、 “exit” or “external”にも使われてい
ます）

5. 再度、副詞+ 動詞の組み合わせです。 “breathe 
normally”普通に呼吸する。

6. “Well done”（よくやった！）は子供に使う方がよく、大
人に対してはややばかにしたように聞こえるかもしれ
ません。

7. “Straighten” とはものを真っすぐにするという意味
です。 loosen, tighten, widen, soften, shorten, 
lengthen など良く似た表現も多いです。

 ● unit 10 notes
1. “If there’s anything you don’t understand, 

please stop me”（わからないことがあったら、止めて
ください）のようにこれも表現されるでしょう。

2. “And ...”で始まる文章はほとんどありまん。しかし、口
語ではより一般的で、特に長 と々質問がつづくインタ
ビューをする場合です。 看護師はこの会話で3回おこ
ないます。

3. ほとんどのネイティブスピーカーは、重量や長さ測定基
準について基本的な認識を持っていますが、イギリスや
アメリカでは、高さはフィートとインチ、重量はポンド（
イギリスはストーン）で表します。簡単な会話には、巻末
の表を見てください。

4. “And what about...” や “And how about...”（～ど
うですか）は新しい話題を始める便利な表現です。

5. “apart from...” は便利な表現で、“other than...”（～
よりも）の意味です。

6. “-itis”は医学用語では重要かつ一般的な接尾辞です。
炎症を意味し、例をあげれば、hepatitis, laryngitis, 
dermatitis, cystitis(肝炎／喉頭炎／皮膚炎／膀胱
炎）などです。

7. “Nope”はとてもくだけた“no”の変形です。
8. “a full recovery” は医療用語のコロケーション

の優れた用例です。“recovery”は“full,” “quick” 
“complete”などと一緒によく使われます。 “He made 
a full recovery / 彼は完全に回復した。 “He made 
a quick recovery” / 彼は早急に回復した。 “He 
made a complete recovery” / 彼は完全に回復
した。ーこれらのコンビネーションはコロケーショ
ンといわれます。 もうひとつの例では、”Heavy” と 
“smoker” は結びついています。smokerについて話す
とき、“strong smokers, or hard smokers”とはい
わず、heavy smokerと言います。 もっとも一般 的な
コロケーションとともに新しい言葉を覚えることによ
り、あなたの英語はもっと自然に聞こえるでしょう。

9. 前文の疑問文“Any heart problems?”（心臓に問
題はありますか？）は省略の例です。”(Is there) any 
history of mental illness in your family?” または 
“(Do you have) any history of mental illness in 
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your family?” の冒頭は必要ありません。患者も看護
師も既に知っているからです。

10. “There, ...”は文字どおり指標をさして患者に診察が
ほぼ終わることを伝えています。

 ● unit 11 notes
1. Msは概婚か未婚か明らかにする必要のないときに女

性に使われる敬称です。
2. 患者の詳細を正確に把握しているのを確認するのに、

看護師が患者の情報をどう繰り返すかに気をつけてく
ださい。

3. “I used to swim and jog”の“used to” は便利な表
現で、以前はしたことであったけど今はしませんと言う
こと。例え ”I used to play golf, but now I don’t.”

4. “I can’t take much more of this” から患者の痛み
は我慢の限界にきていることが分かります。

5. 看護師がどのように患者を落ち着かせ、元気づけてい
るかに注意してください。

 ● unit 12 notes
1. “Umm” と “Let me see” は考える時間が必要な時

に使える便利な表現です。この場合では、看護師は男
性の検査リストを見ているのかもしれません。

2. “Is that right?” 又は、”Right?” (語尾が上がる) は、
人に何かを確かめる時に便利な表現です。

3. “you may feel a little uncomfortable” は形容
詞の”uncomfortable”を使っています。名詞を使っ
たもうひとつ便利な表現は “you may feel a little 
discomfort”があります。

4. 患者を安心をさせるため “Don’t worry, it’s a 
routine test” が便利です。この場合 ‘routine’ は形
容詞です。ユーニット４にあった’routine’ は名詞でし
た (a daily routine).


