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PREFACE

は じ め に

診療において正確な診断をくだすことは生命にかかわるもっとも重要なこ
とである。そして、それは医師と患者とのしっかりとした意志の疎通がなけ
れば不可能なことである。本書は、外国人患者を診る機会の多い医療関係者
を対象にした包括的で実用的使用に十分応える、本格的なハンドブックであ
る。本書は主として、それぞれの疾患や症状に的を絞り、医師と患者との対
話によって構成されている。また、それぞれの章は 〈初診〉 時の会話、いく
つかの検査を行なった後の 〈再診〉 時の会話で進行する。
本書にはさらにもう一つの重要な特徴がある。医療関係者にとって、正確
な専門用語と診断時の表現がただ調べられるというだけでは不十分のはずで、  
これらのことが実際に身につくようになること、つまり容易に学習できるこ
とが最重要であると考えた。したがって、できるかぎり会話は平易で、比較
的限られたパターンに沿って行なうこととした。
たとえば、X 線の検査結果の説明を例に取ると、“Your X-ray shows . . . ” と
か、“Examining the X-ray we can see . . . ” とか、“Your left lung has a hole 

according to the X-ray.” とか、“According to the X-ray . . . ” といったようにさま
ざまな表現が考えられる。しかし、それらの表現をすべて学ぶ必要はない。  

そういうことをすると、かえってくだらない間違いをおかしてしまうだろう。  

正しくて明解な表現を一つだけ学ぶことの方がはるかに実用的である。読者
の学習負担を軽く、容易にするために、本書では可能なかぎり同じような状
況では、同一の表現を用いることにした。さらに症状やその説明においては、  
いたずらに難解な医学用語を用いることなく、日常用いられる英語で行なう
ことにした。正確な診断と治療を行なうために、医者と患者とが効果的に会
話をすることを第一の目的とするならば、本書は十分に有効な書であると自



6はじめに

負している。
近年、社会の国際化に伴い、多数の外国人が、日本に滞在するようになっ
た。このような状況で、日本人の医師は、日本語がほとんど駄目、あるいは
不十分にしか話せない患者との診療をスムーズに行なう必要が生じてきてい
る。
医療行為を有効に行なうためには、医師と患者とのあいだの適切なコミュ
ニケーションが必要である。両者の良好な関係をつくり、適切な医療行為を
行なうためには、患者それぞれの生活習慣や文化の違い、病気への理解や医
療への期待を十分に理解しなければならない。特にこれまで日本はどちらか
といえば閉鎖社会であり、日本人医師は日本人以外の患者を診療する機会が
あまりなかったために、この問題がにわかに浮上してきたといえる。しかし、  
日本社会の国際化とともに状況は変わり、これからいっそう多くの外国人が、  
日本で働き、生活するであろうことは明らかである。我々が経験した阪神大
震災、東日本大震災のような緊急災害時だけでなく、海外での医療支援など
でも日本人医療スタッフは、日本人以外の患者と意思の疎通をはかる能力が
要求されるであろう。
最低限必要な条件として、医師は患者の話す英語をある程度理解すること
ができ、そして患者が理解できる程度の英語を話すことができる、というこ
とがある。実際問題として、英語を母語としない外国人が多数いて、その中
には英語をほとんど、あるいはまったく理解することができない人もいるこ
とが、問題をいっそう複雑にしている。しかし、だからといって日本人医師
が何か国語をも習熟することは、現実的に不可能である。ある程度以上の規
模の病院では、少なくともひとりは、アジアとヨーロッパの主要な言語を話
せることが、妥当な解決策かもしれない。しかし、現実には国際共通語とし
ての英語の普及とともに、日本で生活する外国人も程度の差こそあれ、英語
を話すことができる人たちが大多数であり、本書は、そういった想定に基づ
いて企画された。
さらに文化・習慣という点になると、それぞれの民族、国家について個別
に対応して医療のスタイルを変えることは不可能である。最善の方法は、医
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師が日本の医療の場での暗黙の了解となっている事柄や医療のやり方につい
て十分認識し、そのことをはっきりと患者に伝えることである。適切な医療
を行なうためには、医師は医学的な要素だけでなく、人間的な、もしくは文
化的な要素も考慮しなければならない。たとえば、患者は何らかの問題を抱
えて病院を訪れるわけであるから、当然不安をいだいている。したがって、  
最初のステップは、医師が患者に十分な説明を行ない、安心させることに
よって、患者と医師との信頼関係を築くことである。これは、日本人同士で
も簡単なことではない。ましてや、日本人以外の患者とでは、実際には大変
にむずかしいことである。
患者はだれでも不安であり、外国で医療を受ける患者はなおさらそうであ
る。日本に長年住んでいて、日本語をうまく話せるにもかかわらず、母語を
話す外国人医師をわざわざ探して診てもらう外国人はめずらしくない。これ
は、理屈に合わないように思えるかもしれないが、不安から生じた当然の結
果である。このようなことをふまえて、日本人医師は患者の不安というもの
を特に考慮しなければならない。
文化の違いの一例として、プライバシーの問題をあげることができる。こ
れには少なくとも、「個人的」なものと、「公共」のものとの 2つがある。個
人的なものでは、たとえば、患者は病気の内容を家族のだれであっても話す
ことを望まないということがある。したがって、医師は本人の承諾がなけれ
ば、  患者の病気について、夫や妻、兄弟であっても話すことは許されない。
また公共のプライバシーの例として、西欧の一般的クリニックや病院を知っ
ている人には、日本の病院はプライバシーがまったく欠如している、という
ことがある。保険制度や医療行政の違いにも原因があるが、多くの日本の病
院でみられるように、数名の患者が、間仕切りを設けられただけの同じ部屋
にいて、その中から看護師が次々に患者に支度をさせ、医師の診療の手伝い
をするというやり方に、ひどく驚く外国人患者が多い。それでは医師と治療
中の患者とのやりとりは、診察を待っているほかの患者にも筒抜けになって
しまう。また診療所によっては、患者を長時間待たせる理由をきちんと説明
しなければならないだろう。
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患者が記載する問診票（Medical History Form）は、正しい診断をくだすため
に必須のものだが、外国人でこれをちゃんと記入できる人はほとんどいない。
実際の場面では、問診票はごくいいかげんに記入されるか、あるいはまった
く記入されないかのどちらかである。どちらの場合も、医師は正しい診察を
行なうために必要不可欠な情報を得られなくなってしまう。英語が話せる看
護師または医師が、問診票の項目を英語で話し、患者から聴きとってもよい
が、やはり英語で書かれた問診票を作ることが効率的であろう。参考になる
ように、本書巻末（p. 184）に英語で書いた「問診票」の一例を示した。
医師は患者の名前を正確に言えるようにすることも大切である。発音が正
しいかどうか、またどれが姓（family name）であり、どれが名（fi rst name）で
あるかをためらわずに聞いて確かめることも必要である。日本人医師にとっ
て外国人の姓と名は、混同してしまう場合がめずらしくない。同時に、医師
も患者に自分の名前を伝えることが重要である。ローマ字で名前を紙に書く
ことから始めるのは、よい関係を築くのに適切なやり方だと思われる。患者
に好感を持ってもらえれば、それだけ医師は患者の協力を得られやすくなり、  
より効果的に診察することができるだろう。
それから、日本人の中には、相手と目を合わせて話すことを嫌う人もいる
が、西欧人と話すときには、目と目を合わせて話すことが要求される。これ
も大切なポイントである。
もう一つの文化的な相違点は、患者の医師に対する態度の問題である。ど
の社会でも医師は権威ある存在であるが、必ずしも「絶対的存在」ではない。  

しばしば絶対君主のようにふるまう日本人医師を見かけることがあるが、ど
んな患者でも病気について十分な説明を受け、質問をする権利があるのは当
然のことである。これは、インフォームド ・ コンセント（告知に基づく同意）
の考え方に結びつくものである。コミュニケーションの問題が起こりうる外
国人患者とでは、このことを特に気をつけなければならない。たとえば、薬
を処方するときにも、それがいかなる薬であって、どんな作用があるのかを
医師は患者にきちんと説明しなければならない。これに類することは数多く
あると思われる。
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以上、これまで述べたいろいろな問題点を解決することを目的とした本書
が、みなさんのお役に立って、十分に機能してくれることを切に願うばかり
である。

ルーサー・リンク
カート・リンク

村 瀬　忠

改訂にあたって

今回の改訂版では、細部の見直しと共に、「下痢」と「頭痛」の章を新たに
加えた。本書の初版を刊行した時（2007年 7月）からすると、現在はさらに
医療の現場で外国人と英語でコミュニケーションをとる場面やその重要性が
増している。東日本大震災のような国際的な協力が必要な場合は言うまでも
なく、日本人が海外で医療活動に従事する機会も数段多くなっている。日本
国内だけでなく、国外での医療活動に際しても、本書が役立つことを切に願っ
ている。

著者一同
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システムレビュー

症状と質問

*注 :　これらの質問のほとんどが以下のように始めることができる。
　　a）　ときどき . . . がありますか？
　　b）　今までに . . . のようなことがありましたか？

▶一般的な健康状態―
全般的に健康状態はいかがですか？
朝起きたとき、疲労感がありますか？

活力
活力はありますか？（お元気ですか？）

睡眠
眠れなくて困ることはありませんか？

食欲、体重
食欲はいかがですか？
体重はいかがですか？
ご自分では今の体重はどのように思っていらっしゃいますか？
体重に変化はありますか？
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SYSTEMS REVIEW

◎Track 3
Symptom and Questions

* Note : For most of these questions, you may preface the question 

with

 a) Do you sometimes have . . . ?

 b) Have you had any . . . ?

▶General Health —

How is your general health?

Do you have a problem with feeling tired when you get up in the 

morning?

Energy

Do you seem to have enough energy?

Sleep

Do you seem to have diffi culty sleeping [trouble falling asleep / trouble 

staying asleep]?

Appetite, weight

How is your appetite?

How is your weight?

What would you like your weight to be?

Is your weight changing?
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検　査

血液検査をしましょう。
この検査では貧血や感染症やその他の血液の異常がないかどうかがわかりま
す。

尿検査をしましょう。
この検査では感染症や糖尿病や腎臓の異常がないかどうかを調べます。

CTスキャンをしましょう。
この検査では（コンピュータを使って）胴体の［脳の］断面図を見ることがで
きます。

MRI 検査をしましょう。
この検査では X線を使わずに頭部、胴体、脊椎の正確な断面図を見ることが
できます。この検査では磁力を使います。患者さんには大きな装置の中に入っ
ていただいて、検査が終わるまでじっとして動かないようにしていただきま
す。この検査はまったく痛くありません。

PETスキャンの検査をしましょう。
この検査は微量の放射性薬剤を使って炎症性の病変が体の中のどこにあるの
かを調べる検査です。患者さんは大きな装置の中に入っていただいて、検査
が終わるまでじっとして動かないようにしていただきます。少し時間はかか
りますが、この検査はまったく痛くありません。

＊
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TESTS

◎Track 26
Let’s do a blood test.

It will show us if you have anemia, infection or some problem with 

your blood.

Let’s do a urine test.

It will show us if there is an infection, sugar or some problem with the 

kidneys.

Let’s do a CT scan of your body.

A CT scan will show us a picture of a cross-section of your body 

[brain].

Let’s do an MRI.

An MRI will show us accurate pictures of your brain, body, spine and 

it does not use X-rays. It uses magnetism. You are put in a big machine 

and have to keep still until the scan is fi nished. There is no pain at all.

Let’s do a PET scan.

It uses a small amount of radioactive drug and shows us the location of 

the infl ammatory lesion. You are put in a big machine and have to keep 

still until the scan is fi nished. It will take a certain period of time, but 

there is no pain at all.

＊
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処　置

バイタルサイン（血圧・脈拍・体温）

血圧を測る
―袖をまくり上げて［上着とシャツを脱いで /ブラウスを脱いで］くださ
い。
―それでは血圧計のカフ（加圧帯）を上腕部にこのようにぴったりと巻き
ます。はい、結構です。
―それでは空気を入れてカフを膨らませます。ほんの少しのあいだだけ
腕が締めつけられる感じがすると思います。
―血圧を測るあいだ動かないようにお願いします。

脈拍を測る
手首で（患者の手首を触診する）脈拍を測ります。はい、結構です。

体温を測る
―鼓膜電子体温計： これから体温を測ります。では、この電子体温計を

耳に入れて体温を測ります。まったく痛くありませんし、数秒間で終わりま
す。（信号音があるまで鼓膜電子体温計を患者の耳に入れておく）
―口腔内電子体温計： この電子体温計を舌の裏側に入れてください。体
温を測り終えると音が鳴ります。（信号音が鳴るまで待つ） はい、結構です。
（体温計を患者の口から取り出す）
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PROCEDURES

◎Track 41
Taking vital signs (blood pressure, pulse, temperature)

Let’s check your blood pressure.

— Please roll up your sleeve [take off your jacket and shirt/take off 

your blouse].

— Now I am going to put the blood pressure cuff snugly around your 

upper arm, like this. Good.

— Now I am going to pump up the cuff with air. It will feel very tight 

on your upper arm but just for a few moments.

— Please try not to move while I check your blood pressure.

Let’s check your pulse. ◎Track 42
Let me hold your wrist like this (Doctor takes patient’s wrist.) and 

take your pulse. Good.

Let’s check your temperature. ◎Track 43
— Tympanic electronic: Now we want to check your temperature. 

I will use this electronic thermometer which is inserted in your ear. It 

doesn’t hurt and will take only a few seconds. (Doctor inserts tympan-

ic thermometer in patient’s ear until it beeps.)

— Oral electronic: Hold the electronic thermometer under your 

tongue. It will beep when it has registered. (Doctor waits until ther-

mometer beeps.) Very good. (Doctor takes thermometer out of patient’s 

mouth.)
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腹　痛

〈初 診〉

患者への挨拶
 D  : こんにちは、ジョーンズさん。どうぞおかけください。私は内科の渡辺
といいます。（紙に名前を書いて患者に渡す）

 D  : 今日はどうされましたか？
 P  : おなかがひどく痛いんです。

病気の発症と経過を尋ねる
* 「システムレビュー」（p. 24）参照

発症
 D  : それはいつからですか？
 P  : 5日くらい前からだと思います。
 D  : 最初はどんな感じでしたか？
 P  : 最初気分が悪くなって、それからひどくおなかが痛くなりました。

経過
 D  : 突然ですか、それとも徐々に痛くなりましたか？
 P  : かなり突然でした。
 D  : その後、徐々によくなってきていますか、悪くなってきていますか、そ
れともあまり変わりませんか？

 P  : ほとんど同じくらいです。
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ABDOMINAL PAIN

◎Track 48
〈FIRST CONVERSATION〉

Greeting the patient

 D : Hello, Ms. [Mr. / Mrs.] Jones. Please sit down. I am Dr. Watanabe 

of internal medicine. (Doctor writes his/her name on slip of paper 

and gives it to the patient.)

 D : What brings you here today?

 P : I have strong stomach pains.

Asking onset and course of the illness

* [see SYSTEMS REVIEW]

Initiation

 D : When did it start?

 P : It started about 5 days ago.

 D : How did it start?

 P : At fi rst I felt sick and then I had severe stomach pains.

Progression

 D : Did it happen suddenly or gradually?

 P : It happened rather suddenly.

 D : Has it been getting better, worse or staying the same?

 P : Almost staying the same.
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〈再 診〉

導入
 D  : ジョーンズさん、どうやら . . .

    a） 特にご心配になるようなことはないと思います。
    b） 少し問題がありそうです。
    c） 入院していただく必要がありそうです。

外来で患者を診る
検査結果の説明
 D  : 検査の結果をご説明します。

尿検査
 D  : 尿検査は正常でした。

血液検査
 D  : 血液検査では白血球の値が 1マイクロリットルあたり 1万 5,000で、正
常より高くなっています。

 P  : それはどういうことですか？
 D  : この結果からは、体のどこかに炎症があることが考えられます。

レントゲン
 D  : ジョーンズさん、おなかの右上の方に少しガスがたまっているようです。
 P  : それはどういうことですか？
 D  : つまり、そのあたりに炎症があるということです。
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〈SECOND CONVERSATION〉 ◎Track 49

Introduction

 D : Ms. Jones, it looks like . . .

   a)  you don’t have anything to worry about.

   b)  we have a small problem.

   c)  I might suggest you be hospitalized.

Treating the patient on an outpatient basis

Explanation of test results

 D : Here’s what we found out.

Urine test

 D : Your urine test is normal.

Blood test

 D : Your blood test shows that the white blood cell count is 15,000 

per microliter which is higher than normal.

 P : What does it mean?

 D : It means that there may possibly be an infl ammation somewhere 

in your body.

X-ray

 D : Well, Ms. Jones, I see a mild gas accumulation in the right upper 

part of your abdomen.

 P : What does it mean?

 D : It means that there is some infl ammation around that area.
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発　熱

〈初 診〉

患者への挨拶
 D  : こんにちは、ジョーンズさん。どうぞおかけください。私は内科の渡辺
といいます。（紙に名前を書いて患者に渡す）

 D  : 今日はどうされましたか？
 P  : すごく熱があるんです。

病気の発症と経過を尋ねる
発症
 D  : それはいつからですか？
 P  : そうですね、1か月くらい前からだと思います。
 D  : 最初はどんな感じでしたか？
 P  : 最初寒気がしたんですが、1週間くらいでおさまりました。それからま
た熱が出て、その後はずっと熱が出たままです。

経過
 D  : 突然ですか、それとも徐々に起こりましたか？
 P  : かなり突然でした。

症状
 D  : 体温は測っていましたか？
 P  : はい。ときどき 39度くらいになりました。つらくて仕事にならないと
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FEVER

◎Track 52
〈FIRST CONVERSATION〉

Greeting the patient

 D : Hello, Ms. [Mr. / Mrs.] Jones. Please sit down. I am Dr. Watanabe 

of internal medicine. (Doctor writes his/her name on slip of paper 

and gives it to the patient.)

 D : What brings you here today?

 P : Hello, Doctor. I have a bad fever.

Asking onset and course of the illness

Initiation

 D : When did it start?

 P : Well, about one month ago.

 D : How did it happen?

 P : Well, fi rst I had chills which disappeared in about one week. Then 

I had fever again and it’s still with me.

Progression

 D : Did it happen suddenly or gradually?

 P : It happened rather suddenly.

Quality

 D : Have you checked your body temperature?

 P : Yes, sometimes I had 39 degrees. It is so bad that I can’t work at 
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MEDICAL HISTORY FORM

［問 診 票］

To help us give you the most appropriate diagnosis and treatment, please 

fi ll out this form. If you are not sure of any item, simply answer as best 

you can.

Name : (surname) : (family name :)

Date of birth : year : month : date :

Age : Blood type : Rh ( )

Sex : (male / female)

If you know the medical area that would be suitable for your ailment, 

please circle from the items below :

general internal medicine, surgery, ophthalmology, otolaryngology, 

urology, dermatology, gynecology, pediatrics, orthopedics, plastic          

surgery, psychiatrics, neurology, cardiology, respiratory, gastro-enter-

ology.

Are you covered by health insurance? (yes / no)

If yes, please write the name of your health insurance provider :

Please briefl y describe the physical problem(s) which bring you here 

today :

1.

2. 

3. 
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When did your problem(s) start? 

Have you had any health problems in the past? (yes / no)

If yes, please indicate what the problems were and when you had them:

Is there anyone in your family who has had health problems?

Please explain (and give the dates) :

Has anyone in your family died from any disease?

Please explain (and give the dates) :

If you have any drug allergies, please indicate the kind of drugs or 

medications :

How often do you usually drink alcohol? (never / occasionally /          

every day)

How much do you usually drink?

(hard liquor [whisky, etc.] : shots per day)

(wine / beer : glasses per day) 

Do you smoke? (yes / no)

If you do, how long have you been smoking?

Usually, how many cigarettes a day?

Is your appetite usually (very good / good / fair / poor)?
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How often do you usually move your bowels?

(   times / day,   once /    days)

How often do you usually urinate?

(     times / day)

Do you have to urinate after going to bed? (yes / no)

If yes, how many times do you do this?

(     times / day)

Do you usually sleep (very well / fairly well / average / poorly)?

Past Immunization :

Have you received immunizations [vaccines] for any of the following?

1. measles (yes / no)

2. mumps (yes / no)

3. rubella (yes / no)

4. diphtheria (yes / no)

5. pertussis (yes / no)

6. tetanus (yes / no)

7. polio (yes / no)

8. pneumonia (yes / no)

9. hepatitis (yes / no)

For women :

Is your menstruation regular? (yes / no)

How old were you when you fi rst began menstruating?

Have you ever been pregnant? (yes / no)

If yes, how many times? (   times)

Do you have any children? (yes / no)

If yes, how many children do you have? (  )
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医療関連用語小辞典

〈あ〉
あかぎれ　chap, crack
アキレス腱　Achilles’ tendon
悪性の　malignant
あくび　yawn
顎　jaw
あざ　bruise
足の裏　sole
足の甲　instep
アスピリン　aspirin
あせも　miliaria, prickly heat
アトピー性皮膚炎　atopic dermatitis
アルコール中毒の　alcoholic
アルツハイマー病　Alzheimer’s disease
アレルギー　allergy
アレルギー性鼻炎　allergic rhinitis
安楽死　euthanasia, physician-assisted suicide

〈い〉
胃　stomach
胃炎　gastritis
胃潰瘍　gastric ulcer
胃カメラ　gastrocamera
異常　abnormality
痛む　painful, sore, aching
胃腸の　gastro-intestinal （GI）
一卵性双生児　monozygotic twins, identical 

twins
胃痛　gastralgia, stomachache
遺伝　heredity
遺伝因子　genetic factor
遺伝子　gene
遺伝子療法　gene therapy
遺伝性の　inherited
いぼ　verruca, wart
陰核（クリトリス）　clitoris
いんきん（たむし）　ringworm of the groin, 

jock itch
陰茎（ペニス）　penis
陰唇　labia

インスリン　insulin
陰性の　negative
咽頭　pharynx
院内感染　nosocomial infection
陰嚢　scrotum
陰部ヘルペス　genital herpes
インフルエンザ　infl uenza, fl u
インポテンツ　impotence
陰毛　pubic hair

〈う〉
ウイルス　virus
うおのめ（鶏眼）　clavus, corn
うがい薬　mouthwash, gargle
うつ　depression
うつ病　melancholia, depressive disorder
膿　pus
運動　exercise

〈え〉
エイズ　AIDS （acquired immunodefi ciency 

syndrome）
HIV （ヒト免疫不全ウイルス）　human 
 immunodefi  ciency virus
栄養失調　malnutrition
会陰　perineum
腋窩（わきの下）　axilla, armpit
腋臭（わきが）　hircismus, body odor （BO）
壊死　necrosis, local death
X 線撮影　X-ray
エボラ出血熱　Ebola hemorrhagic fever
MRI （磁気共鳴映像法）　magnetic reso-

nance imaging
嚥下障害　dysphagia
遠視の　far-sighted
炎症　infl ammation
炎症箇所（刺激）　irritation

〈お〉
横隔膜　diaphragm, midriff
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応急処置　fi rst aid
往診　house call
黄疸　jaundice, icterus
嘔吐　emesis, vomiting, throwing up
悪寒　chill
お小水（小便）　urine, pee
おたふくかぜ（耳下腺炎）　mumps
お通じ（大便）　stool, movement
おとがい、あご先　chin
親知らず　wisdom tooth
おりもの　（vaginal） discharge
温度計　thermometer

〈か〉
ガーゼ　gauze
外耳　external ear
外耳炎　external otitis
解剖学　anatomy
潰瘍　ulcer
外来（患者）　outpatient
化学療法　chemotherapy
角結膜炎　keratoconjunctivitis
喀痰　sputum
かさぶた　crust
過食症　hyperphagia, bulimia
下垂体　hypophysis, pituitary gland
風邪　cold
カタル性胃炎　catarrhal gastralgia
かっけ　beriberi
カテーテル　catheter
過敏性　irritable
カプセル剤　capsule
花粉症　pollinosis, hay fever
かゆい　itchy
かゆみ（搔痒感）　pruritus, itching
かゆみ止め　anti-pruritic
空咳　dry cough
カルテ　medical records
癌　cancer
眼圧　intraocular pressure
肝炎　hepatitis
眼科　ophthalmology
眼球　eyeball
肝硬変　liver cirrhosis
幹細胞　stem cell
丸剤　pill

癌腫　carcinoma
眼精疲労　asthenopia, eyestrain
関節　joint
関節炎　arthritis
汗腺　sweat gland
感染　infection
感染症　infectious disease
浣腸　clysma, enema
漢方医　herb doctor
顔面神経痛　facial neuralgia

〈き〉
既往症　anamnesis, medical history
気管　trachea, windpipe
気管支　bronchus
気管支炎　bronchitis
気管支撮影　bronchography
気管支肺炎　bronchopneumonia
起坐呼吸　orthopnea
義歯　denture
傷あと　scar
寄生虫　parasite
気絶する　faint
亀頭　glans
気道　airway
キニーネ　quinine
機能不全　dysfunction
ギプス　（plaster） cast
救急車　ambulance
吸収　absorption
急性の　acute
休養（安静）　rest
胸郭　rib cage
頰骨　malar
狭心症　angina pectoris, angina
胸部外科　thoracic surgery
胸部撮影　chest X-ray
拒食症　anorexia, cibophobia
起立性の　orthostatic
近視の　shortsighted, nearsighted

〈く〉
空腹の　hungry
くも膜下出血（脳動脈瘤）　subarach-noid 

hemorrhage
くらくらする　light-headed
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グリコーゲン　glycogen
くるぶし　ankle
群発性頭痛　cluster headache

〈け〉
経口感染　oral infection
形成外科　plastic surgery
頸椎　spine
痙攣　cramp, convulsion, spasm, seizure
外科　surgery
下剤　laxative
血圧　blood pressure （BP）
血圧計　sphygmomanometer
血液学　hematology
血液検査　blood test
月経（生理）　menses, period
月経過多　menorrhagia
月経困難症　dysmenorrhea
月経痛　menstrual pain
月経不順　menstrual disorder
月経前の　premenstrual
血腫　hematoma
血漿　plasma
血小板　platelet
結腸　colon
結腸鏡検査　rectoscopy
血糖　blood sugar
血尿（症）　hematuria
げっぷ　belching
血便　melena, bloody stool
結膜炎　conjunctivitis
血友病　hemophilia
ゲノム創薬　genome drug development
下痢　diarrhea
肩甲骨　shoulder
健康保険　health insurance
倦怠　fatigue
原発性　primary
健忘症（記憶喪失）　amnesia
検便　stool examination

〈こ〉
抗癌剤　anticancer drug
睾丸炎　orchitis
睾丸瘤　hydrocele
高血圧　hypertension

膠原病　collagen disease
虹彩　iris
口臭　halitosis, bad breath
甲状腺　thyroid
甲状腺亢進症　hyperthyroidism
抗生物質　antibiotic
後天性の　acquired
喉頭　larynx
後頭葉　occipital lobe
口内炎　stomatitis
更年期障害　climacteric disturbance, meno-

pausal disorder
抗ヒスタミン剤　antihistamine
高分化の　well-differentiated
興奮した　excited
肛門　anus
肛門科　proctology
膏薬　salve
呼吸器系　respiratory system
骨髄　bone marrow
骨髄移植　a bone-marrow transplant
骨折　fracture
こむらがえり　cramp
こめかみ　temple
コレステロール　cholesterol
コレラ　cholera
昏睡　coma

〈さ〉
細菌　bacteria
採血　drawing blood
在宅ケア　home care
採尿　urine sampling
細胞診断学　cytodiagnosis
鎖骨　collarbone, clavicle
座骨神経痛　sciatica
嗄声　hoarseness
殺菌した　sterile, antiseptic
坐薬　suppository
産科　obstetrics

〈し〉
痔　hemorrhoids, piles
CT スキャン　computed tomography （CT 

scan）
ジェネリック医薬品　generic drug


