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１．関西支部ESP研究会
活動紹介

研究会：年間３～４回の研究会開催（５，７，（１２），２月の土曜日）

会場：大阪医科大学（JR高槻駅・阪急高槻市駅）

広報：メーリングリストでの呼びかけ

ESPと専門分野との連携（各専門分野の先生方の講演など）

ESP実践力を高めるためのワークショップおよび授業報告（様々な分野
のESP授業実践を学び、問題点や新しいアイデアを議論）



昨年度(2019)の研究会実績
知的財産分野のESP―内容統合型ESPの実践―

◦井村 誠（大阪工業大学）
スマホで撮る楽しい自己紹介動画－様々な効果と可能性

◦桐村亮（立命館大学） 吉村征洋（摂南大学）
学会参加報告： 54th RELC International Conference & 5th Asia-Pacific LSP & Professional 

Communication Association Conference
◦野口ジュディー（神戸学院大学）

機械工学系大学院授業実践報告
◦上村バッケス尚美（近畿大学）

英語アブストラクト執筆支援ツール「あぶすと！」の開発とその可能性
◦山下美朋（立命館大学）

模擬国連参加学生の質的ニーズ分析 藤村敬次（神戸学院大学）
短期留学前後の英語でのスピーキングに対する抵抗感の変化についてー医療系学生の場合―

◦山本美津子、富高智成（京都医療科学大学）

シンポジウム： ことばの境界を越えて：コミュニティと言語実践を再検討する
「実践コミュニティ」概念をとおして見ることばの習得 ―コミュニティ・ことば・アイデンティティ―  

◦大平 幸（山梨学院大学）
芸術家のコミュニティの現況：日本の芸術家たちの言語実践から

◦野口ジュディー（神戸学院大学） 三崎敦子（近畿大学）渡辺紀子（立命館大学）

5月

7月

12月

2月



2. 自作コーパスを利用し
ジャンルを意識づける
少人数セミナー演習

大阪医科大学 藤枝美穂



セミナー１（文系）
英語コーパスを使った言語分析

対象： 医学部医学科１年生（必修選択，前期２単位・後期２単位）

受講者数： ８名（全15セミナーから選択，前後期で文系と理系２セミナーを履修）

＜シラバスより＞

【科目の概要】
コーパスとは、ある特定の目的のために収集された電子化されたテキストの集合であり、大規模なものは辞書の編纂
などに利用されている。本セミナーでは、将来の専門英語学習にも応用可能な、コーパスを用いた言語分析の手法を
学ぶ。前半は各自が持ち寄ったテキストを分析し、公開されている代表的な英語コーパスを使って用例検索の演習を
行う。
後半は、メンバーが協力して英語医学論文の小規模コーパスを作成し、コンコーダンサと呼ばれるソフトウェアを用
いて分析を行った結果をレポートにまとめて発表する。コンピュータを用いた演習が中心となるので、各自がラップ
トップコンピュータを持参することが望ましい。

【科目のゴール】
1 ）コーパスに関する基礎知識（定義、歴史、種類、分析単位、問題点）を習得する。
2 ）代表的な英語オンラインコーパスを利用して基本的な用例検索ができる。
3 ）自作コーパスの作成手順を理解し、新たなコーパスを作ったり、既存のものを拡充できる。
4 ）分析用ソフトの使用方法を理解し、基本的な分析の結果を正しく解釈できる。
5 ）自ら立てたテーマに沿って自作コーパスを分析し、その結果を論理的にレポートとしてまとめる。



１５週の授業の流れ
１ イントロダクション：コーパスとは何か

２ COCAを使ってみよう

３ AntConcを使ってみよう

４・５ オリジナルコーパスを作ってみよう

７・８ オリジナルコーパスを分析してみよう →プレゼンテーション

９・１０ 医学論文の抄録コーパスをみんなで作る！

１１・１２ NEJM日英対訳コーパスの言語分析 → ミニレポート

１３・１４・１５ セクションごとに分析しよう → プレゼンテーション

個人
プロジェクト

グループ
プロジェクト

参考文献： 野口ジュディー・松浦克美・春田伸『Judy先生の英語科学論文の書き方 増補改訂版』講談社（2015）



コーパスツール

http://www.laurenceanthony.net/software.htmlhttps://www.english-corpora.org/

COCA



個人プロジェクトの例
京都観光名所のTripadvisorのコメント

和菓子のレシピと洋菓子のレシピの比較

日本文学の英語翻訳

ラブソングの歌詞

将棋に関するウェブサイト

センター入試英語問題

注意点

量を集める

適切なウェブサイト

収集の基準

ファイル名の付け方

作業記録

コンピュータスキル



分析の例
頻出語（内容語・機能語）

AntWordProfilerを使った語彙レベル分析

COCAとの比較

コロケーション

N-gram

◦ 「将棋コーパス」から駒ごとの出現頻度，略記方法，将棋用語を分析

◦ ビルボードチャートの年間シングルランキング１～10位5年分50曲の中から
内容に恋愛要素が含まれる28曲のコーパスを作成し，頻出動詞のコロケー
ションを分析



グループプロジェクト
医学英語論文抄録の日英対照コーパス (NEJMを利用)

ひとり15本程度の論文を分担→100本以上の抄録を収集

対訳による医学特有の単語の確認とセクションごとのヒント表現抽出

セクション別（Background, Methods, Results, Conclusion)のペアワーク

エクセルのテンプレート

エクセル：フィルター機能

個別テキストファイル作成

POSタグの付与



医学英語論文抄録の日英対訳
コーパス

https://www.nejm.org/ https://www.nejm.jp/abstract/



ヒント表現の抽出



考察
英語に対する新しい視点

コンピュータスキルの向上

コーパスツールを利用した調べ学習のスキル

医学英語の入口

オンライン授業向き

数だけに着目する傾向→なぜそうなるかを考える

治験のしくみや統計に関する知識不足→基礎情報の提供

学習者間の英語力の差

客観的な授業評価



3. 医療職に特化した
海外研修前後でのモチベーションの変化

山本美津子（京都医療科学大学） 富高智成（京都医療科学大学）

Kyoto College of Medical Science



京都医療科学大学
（分析対象：2018/2019年度２つの短期留学プログラム）

特徴： 希望者参加型でカリキュラムとの関連性もない独立タイプ。
語学力や異文化体験、コミュニケーション能力だけでなく、学生の
専攻分野の医療教育へのメリットも意識した短期海外（語学）研
修であり、研修先はアジア。

１．台湾：（1,2年生対象/ 6日間）Yuanpei University（元培醫事科技
大学）の国際交流サマースクールに参加。Yuanpei大学生との交
流が中心となり、中国語や文化体験講座を受講。2つの大規模病
院も見学する。

２．ベトナム：（3,4年生対象/10日間）チョーライ病院（ホーチミン
市）での研修は4日間であるが現地診療放射線技師との交流は
ホーチミン滞在中の6日間続く。放射線技術学の国際学会にも2
日間参加する。



全体の目的と方法

英語を外国語として学ぶEFL環境であり、また医療の最先端
を行く国ではない台湾・ベトナムにおける短期（6～10日間）
研修は、医療学生にとってどのような有用性があるのか。

海外研修前後での積極的コミュニケーションに関わる事柄に
ついてのアンケートを行った。改善がみられるのであれば、
その要因は何か。補足的ではあるが自由記述内容も最後に
考察する。



調査1 短期留学前後の
Willingness to Communicate (WTC)の変化

調査

台湾・ベトナムのそれぞれの研修に参加する学生に対して、
研修前と研修後に八島(2009)による「WTC尺度」を用いて、英
語で自発的にコミュニケーションを図る意思(Willingness to 
Communicate；以下、WTC)の変化の調査を行った。

調査対象学生

台湾：８名（１年６名・２年２名、男性２名・女性６名）、ベトナム：
１４名（３年１２名・４年２名、男性１０名・女性４名） 合計２２名



質問紙:英語で自発的にコミュニケーションを図る
意思尺度



結果と考察

回答に不備があった3名を除いた19名のデータについて、留学
前後の評定値を比較するために対応のあるｔ検定を行った。

8項目中6項目において、留学後には有意に改善がみられた。

総じて、短期の留学でもWTCが改善することが分かった。磯田
（2008）によると、WTCはコミュニケーションを行う自信と関係し、
その自信はスピーキングに関する抵抗感（以下、抵抗感）と一
部関係しているとしている。



平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 ｔ値 有意確率
WTC Q1 4.68 0.95 ＞ 3.63 1.21 3.29 0.00

WTC Q2 3.84 1.42 ≒ 3.47 1.31 1.05 0.31

WTC Q3 3.58 1.26 ＞ 2.95 0.91 2.36 0.03

WTC Q4 4.21 0.98 ＞ 3.53 0.77 2.48 0.02

WTC Q5 4.21 1.03 ＞ 3.58 0.77 2.36 0.03

WTC Q6 3.26 1.28 ≒ 2.89 0.94 1.02 0.32

WTC Q7 4.21 1.13 ＞ 3.63 0.68 2.16 0.05

WTC Q8 3.53 1.31 ＞ 3.00 0.88 1.96 0.07

Table.1 各項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果
統計量留学後留学前

≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示し
ている


SPSS分析結果

		対応サンプルの統計量

																								対応サンプルの差										t		df		有意確率 (両側)

																								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						平均値		度数		標準偏差		平均値の標準誤差				度数		相関係数		有意確率										下限		上限								前後の結果 ゼンゴ ケッカ

		ペア 1		前能力1		2.4737		19		1.17229		0.26894		前能力1 & 後能力1		19		0.638		0.003		前能力1 - 後能力1		-0.31579		0.94591		0.21701		-0.7717		0.14012		-1.455		18		0.163

				後能力1		2.7895		19		1.03166		0.23668

		ペア 2		前能力2		1.8947		19		0.73747		0.16919		前能力2 & 後能力2		19		0.688		0.001		前能力2 - 後能力2		-0.63158		0.59726		0.13702		-0.91945		-0.34371		-4.609		18		0		up

				後能力2		2.5263		19		0.77233		0.17718

		ペア 3		前能力3		1.6316		19		0.8307		0.19058		前能力3 & 後能力3		19		0.639		0.003		前能力3 - 後能力3		-0.47368		0.69669		0.15983		-0.80948		-0.13789		-2.964		18		0.008		up

				後能力3		2.1053		19		0.8093		0.18567

		ペア 4		前能力4		1.7895		19		0.91766		0.21053		前能力4 & 後能力4		19		0.56		0.013		前能力4 - 後能力4		-0.26316		0.80568		0.18484		-0.65148		0.12517		-1.424		18		0.172

				後能力4		2.0526		19		0.77986		0.17891

		ペア 5		前能力5		2		19		0.94281		0.2163		前能力5 & 後能力5		19		0.505		0.027		前能力5 - 後能力5		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力5		2.2632		19		0.93346		0.21415

		ペア 6		前能力6		2.2105		19		1.03166		0.23668		前能力6 & 後能力6		19		0.312		0.194		前能力6 - 後能力6		-1.15789		1.16729		0.2678		-1.72051		-0.59528		-4.324		18		0		up

				後能力6		3.3684		19		0.95513		0.21912

		ペア 7		前能力7		2.3684		19		1.11607		0.25604		前能力7 & 後能力7		19		0.588		0.008		前能力7 - 後能力7		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力7		2.6316		19		0.89508		0.20535

		ペア 8		前能力8		2.0526		19		1.02598		0.23538		前能力8 & 後能力8		19		0.667		0.002		前能力8 - 後能力8		-0.21053		0.78733		0.18063		-0.59001		0.16895		-1.166		18		0.259

				後能力8		2.2632		19		0.87191		0.20003

		ペア 9		前英1		4.6842		19		0.94591		0.21701		前英1 & 後英1		19		0.184		0.452		前英1 - 後英1		1.05263		1.39338		0.31966		0.38104		1.72422		3.293		18		0.004		down

				後英1		3.6316		19		1.21154		0.27795

		ペア 10		前英2		3.8421		19		1.42451		0.32681		前英2 & 後英2		19		0.371		0.118		前英2 - 後英2		0.36842		1.53516		0.35219		-0.3715		1.10835		1.046		18		0.309

				後英2		3.4737		19		1.30675		0.29979

		ペア 11		前英3		3.5789		19		1.26121		0.28934		前英3 & 後英3		19		0.463		0.046		前英3 - 後英3		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03		down

				後英3		2.9474		19		0.91127		0.20906

		ペア 12		前英4		4.2105		19		0.97633		0.22399		前英4 & 後英4		19		0.066		0.789		前英4 - 後英4		0.68421		1.20428		0.27628		0.10377		1.26466		2.477		18		0.023		down

				後英4		3.5263		19		0.77233		0.17718

		ペア 13		前英5		4.2105		19		1.03166		0.23668		前英5 & 後英5		19		0.188		0.441		前英5 - 後英5		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03		down

				後英5		3.5789		19		0.76853		0.17631

		ペア 14		前英6		3.2632		19		1.28418		0.29461		前英6 & 後英6		19		0.024		0.921		前英6 - 後英6		0.36842		1.57093		0.3604		-0.38875		1.12559		1.022		18		0.32

				後英6		2.8947		19		0.93659		0.21487

		ペア 15		前英7		4.2105		19		1.13426		0.26022		前英7 & 後英7		19		0.249		0.304		前英7 - 後英7		0.57895		1.1698		0.26837		0.01512		1.14277		2.157		18		0.045		down

				後英7		3.6316		19		0.68399		0.15692

		ペア 16		前英8		3.5263		19		1.30675		0.29979		前英8 & 後英8		19		0.482		0.037		前英8 - 後英8		0.52632		1.17229		0.26894		-0.03871		1.09134		1.957		18		0.066		down

				後英8		3		19		0.88192		0.20233

		ペア 17		前日1		3.3684		19		1.25656		0.28828		前日1 & 後日1		19		0.564		0.012		前日1 - 後日1		0.21053		1.13426		0.26022		-0.33617		0.75722		0.809		18		0.429

				後日1		3.1579		19		1.16729		0.2678

		ペア 18		前日2		2.2632		19		0.93346		0.21415		前日2 & 後日2		19		0.588		0.008		前日2 - 後日2		-0.36842		1.06513		0.24436		-0.8818		0.14496		-1.508		18		0.149

				後日2		2.6316		19		1.30002		0.29825

		ペア 19		前日3		2.3684		19		0.8307		0.19058		前日3 & 後日3		19		0.207		0.396		前日3 - 後日3		-0.15789		1.21395		0.2785		-0.743		0.42721		-0.567		18		0.578

				後日3		2.5263		19		1.07333		0.24624

		ペア 20		前日4		2.8947		19		1.04853		0.24055		前日4 & 後日4		19		0.349		0.143		前日4 - 後日4		0.05263		1.17727		0.27008		-0.51479		0.62006		0.195		18		0.848

				後日4		2.8421		19		1.01451		0.23275

		ペア 21		前日5		2.9474		19		1.17727		0.27008		前日5 & 後日5		19		0.626		0.004		前日5 - 後日5		0.10526		0.99413		0.22807		-0.37389		0.58442		0.462		18		0.65

				後日5		2.8421		19		1.11869		0.25664

		ペア 22		前日6		1.8947		19		0.8093		0.18567		前日6 & 後日6		19		0.427		0.068		前日6 - 後日6		-0.26316		0.99119		0.22739		-0.7409		0.21458		-1.157		18		0.262

				後日6		2.1579		19		1.01451		0.23275

		ペア 23		前日7		3.2105		19		1.13426		0.26022		前日7 & 後日7		19		0.674		0.002		前日7 - 後日7		0.26316		0.93346		0.21415		-0.18675		0.71307		1.229		18		0.235

				後日7		2.9474		19		1.17727		0.27008

		ペア 24		前日8		2.1579		19		0.68825		0.15789		前日8 & 後日8		19		0.609		0.006		前日8 - 後日8		-0.05263		0.77986		0.17891		-0.42851		0.32325		-0.294		18		0.772

				後日8		2.2105		19		0.97633		0.22399

		ペア 25		前test		10.7895		19		2.37063		0.54386		前test & 後test		19		0.279		0.247		前test - 後test		-0.31579		2.90694		0.6669		-1.71689		1.08531		-0.474		18		0.642

				後test		11.1053		19		2.4697		0.56659





表(作業場)

		対応サンプルの統計量

																								対応サンプルの差										t		df		有意確率 (両側)

																								平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						平均値		度数		標準偏差		平均値の標準誤差				度数		相関係数		有意確率										下限		上限								前後の結果 ゼンゴ ケッカ

		ペア 1		前能力1		2.4737		19		1.17229		0.26894		前能力1 & 後能力1		19		0.638		0.003		前能力1 - 後能力1		-0.31579		0.94591		0.21701		-0.7717		0.14012		-1.455		18		0.163

				後能力1		2.7895		19		1.03166		0.23668

		ペア 2		前能力2		1.8947		19		0.73747		0.16919		前能力2 & 後能力2		19		0.688		0.001		前能力2 - 後能力2		-0.63158		0.59726		0.13702		-0.91945		-0.34371		-4.609		18		0		up

				後能力2		2.5263		19		0.77233		0.17718

		ペア 3		前能力3		1.6316		19		0.8307		0.19058		前能力3 & 後能力3		19		0.639		0.003		前能力3 - 後能力3		-0.47368		0.69669		0.15983		-0.80948		-0.13789		-2.964		18		0.008		up

				後能力3		2.1053		19		0.8093		0.18567

		ペア 4		前能力4		1.7895		19		0.91766		0.21053		前能力4 & 後能力4		19		0.56		0.013		前能力4 - 後能力4		-0.26316		0.80568		0.18484		-0.65148		0.12517		-1.424		18		0.172

				後能力4		2.0526		19		0.77986		0.17891

		ペア 5		前能力5		2		19		0.94281		0.2163		前能力5 & 後能力5		19		0.505		0.027		前能力5 - 後能力5		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力5		2.2632		19		0.93346		0.21415

		ペア 6		前能力6		2.2105		19		1.03166		0.23668		前能力6 & 後能力6		19		0.312		0.194		前能力6 - 後能力6		-1.15789		1.16729		0.2678		-1.72051		-0.59528		-4.324		18		0		up

				後能力6		3.3684		19		0.95513		0.21912

		ペア 7		前能力7		2.3684		19		1.11607		0.25604		前能力7 & 後能力7		19		0.588		0.008		前能力7 - 後能力7		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力7		2.6316		19		0.89508		0.20535

		ペア 8		前能力8		2.0526		19		1.02598		0.23538		前能力8 & 後能力8		19		0.667		0.002		前能力8 - 後能力8		-0.21053		0.78733		0.18063		-0.59001		0.16895		-1.166		18		0.259

				後能力8		2.2632		19		0.87191		0.20003

		ペア 9		前英1		4.6842		19		0.94591		0.21701		前英1 & 後英1		19		0.184		0.452		前英1 - 後英1		1.05263		1.39338		0.31966		0.38104		1.72422		3.293		18		0.004		down

				後英1		3.6316		19		1.21154		0.27795

		ペア 10		前英2		3.8421		19		1.42451		0.32681		前英2 & 後英2		19		0.371		0.118		前英2 - 後英2		0.36842		1.53516		0.35219		-0.3715		1.10835		1.046		18		0.309

				後英2		3.4737		19		1.30675		0.29979

		ペア 11		前英3		3.5789		19		1.26121		0.28934		前英3 & 後英3		19		0.463		0.046		前英3 - 後英3		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03		down

				後英3		2.9474		19		0.91127		0.20906

		ペア 12		前英4		4.2105		19		0.97633		0.22399		前英4 & 後英4		19		0.066		0.789		前英4 - 後英4		0.68421		1.20428		0.27628		0.10377		1.26466		2.477		18		0.023		down

				後英4		3.5263		19		0.77233		0.17718

		ペア 13		前英5		4.2105		19		1.03166		0.23668		前英5 & 後英5		19		0.188		0.441		前英5 - 後英5		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03		down

				後英5		3.5789		19		0.76853		0.17631

		ペア 14		前英6		3.2632		19		1.28418		0.29461		前英6 & 後英6		19		0.024		0.921		前英6 - 後英6		0.36842		1.57093		0.3604		-0.38875		1.12559		1.022		18		0.32

				後英6		2.8947		19		0.93659		0.21487

		ペア 15		前英7		4.2105		19		1.13426		0.26022		前英7 & 後英7		19		0.249		0.304		前英7 - 後英7		0.57895		1.1698		0.26837		0.01512		1.14277		2.157		18		0.045		down

				後英7		3.6316		19		0.68399		0.15692

		ペア 16		前英8		3.5263		19		1.30675		0.29979		前英8 & 後英8		19		0.482		0.037		前英8 - 後英8		0.52632		1.17229		0.26894		-0.03871		1.09134		1.957		18		0.066		down

				後英8		3		19		0.88192		0.20233

		ペア 17		前日1		3.3684		19		1.25656		0.28828		前日1 & 後日1		19		0.564		0.012		前日1 - 後日1		0.21053		1.13426		0.26022		-0.33617		0.75722		0.809		18		0.429

				後日1		3.1579		19		1.16729		0.2678

		ペア 18		前日2		2.2632		19		0.93346		0.21415		前日2 & 後日2		19		0.588		0.008		前日2 - 後日2		-0.36842		1.06513		0.24436		-0.8818		0.14496		-1.508		18		0.149

				後日2		2.6316		19		1.30002		0.29825

		ペア 19		前日3		2.3684		19		0.8307		0.19058		前日3 & 後日3		19		0.207		0.396		前日3 - 後日3		-0.15789		1.21395		0.2785		-0.743		0.42721		-0.567		18		0.578

				後日3		2.5263		19		1.07333		0.24624

		ペア 20		前日4		2.8947		19		1.04853		0.24055		前日4 & 後日4		19		0.349		0.143		前日4 - 後日4		0.05263		1.17727		0.27008		-0.51479		0.62006		0.195		18		0.848

				後日4		2.8421		19		1.01451		0.23275

		ペア 21		前日5		2.9474		19		1.17727		0.27008		前日5 & 後日5		19		0.626		0.004		前日5 - 後日5		0.10526		0.99413		0.22807		-0.37389		0.58442		0.462		18		0.65

				後日5		2.8421		19		1.11869		0.25664

		ペア 22		前日6		1.8947		19		0.8093		0.18567		前日6 & 後日6		19		0.427		0.068		前日6 - 後日6		-0.26316		0.99119		0.22739		-0.7409		0.21458		-1.157		18		0.262

				後日6		2.1579		19		1.01451		0.23275

		ペア 23		前日7		3.2105		19		1.13426		0.26022		前日7 & 後日7		19		0.674		0.002		前日7 - 後日7		0.26316		0.93346		0.21415		-0.18675		0.71307		1.229		18		0.235

				後日7		2.9474		19		1.17727		0.27008

		ペア 24		前日8		2.1579		19		0.68825		0.15789		前日8 & 後日8		19		0.609		0.006		前日8 - 後日8		-0.05263		0.77986		0.17891		-0.42851		0.32325		-0.294		18		0.772

				後日8		2.2105		19		0.97633		0.22399

		ペア 25		前test		10.7895		19		2.37063		0.54386		前test & 後test		19		0.279		0.247		前test - 後test		-0.31579		2.90694		0.6669		-1.71689		1.08531		-0.474		18		0.642

				後test		11.1053		19		2.4697		0.56659

						能力1 ノウリョク		能力2 ノウリョク		能力3 ノウリョク		能力4 ノウリョク		能力5 ノウリョク		能力6 ノウリョク		能力7 ノウリョク		能力8 ノウリョク		英語1 エイゴ		英語2 エイゴ		英語3 エイゴ		英語4 エイゴ		英語5 エイゴ		英語6 エイゴ		英語7 エイゴ		英語8 エイゴ		日本語1 ニホンゴ		日本語2 ニホンゴ		日本語3 ニホンゴ		日本語4 ニホンゴ		日本語5 ニホンゴ		日本語6 ニホンゴ		日本語7 ニホンゴ		日本語8 ニホンゴ		test

				前		2.4737		1.8947		1.6316		1.7895		2		2.2105		2.3684		2.0526		4.6842		3.8421		3.5789		4.2105		4.2105		3.2632		4.2105		3.5263		3.3684		2.2632		2.3684		2.8947		2.9474		1.8947		3.2105		2.1579		10.7895

				後		2.7895		2.5263		2.1053		2.0526		2.2632		3.3684		2.6316		2.2632		3.6316		3.4737		2.9474		3.5263		3.5789		2.8947		3.6316		3		3.1579		2.6316		2.5263		2.8421		2.8421		2.1579		2.9474		2.2105		11.1053

				前能力2

				後能力2

				前能力3								前Ave.		S.D.		後Ave.		S.D.		ｔ値 アタイ		自由度 ジユウド		有意確率 ユウイ カクリツ																		対応サンプルの検定

				後能力3						能力1 ノウリョク		2.47		1.17		2.79		1.03		-1.46		18.00		0.16																						対応サンプルの差										t		df		有意確率 (両側)

				前能力4						能力2 ノウリョク		1.89		0.74		2.53		0.77		-4.61		18.00		0.00		*																				平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

				後能力4						能力3 ノウリョク		1.63		0.83		2.11		0.81		-2.96		18.00		0.01		*																										下限		上限

				前能力5						能力4 ノウリョク		1.79		0.92		2.05		0.78		-1.42		18.00		0.17																		ペア 1		前能力1 - 後能力1		-0.31579		0.94591		0.21701		-0.7717		0.14012		-1.455		18		0.163

				後能力5						能力5 ノウリョク		2.00		0.94		2.26		0.93		-1.23		18.00		0.24																		ペア 2		前能力2 - 後能力2		-0.63158		0.59726		0.13702		-0.91945		-0.34371		-4.609		18		0

				前能力6						能力6 ノウリョク		2.21		1.03		3.37		0.96		-4.32		18.00		0.00		*																ペア 3		前能力3 - 後能力3		-0.47368		0.69669		0.15983		-0.80948		-0.13789		-2.964		18		0.008

				後能力6						能力7 ノウリョク		2.37		1.12		2.63		0.90		-1.23		18.00		0.24																		ペア 4		前能力4 - 後能力4		-0.26316		0.80568		0.18484		-0.65148		0.12517		-1.424		18		0.172

				前能力7						能力8 ノウリョク		2.05		1.03		2.26		0.87		-1.17		18.00		0.26																		ペア 5		前能力5 - 後能力5		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力7						英語1 エイゴ		4.68		0.95		3.63		1.21		3.29		18.00		0.00		*																ペア 6		前能力6 - 後能力6		-1.15789		1.16729		0.2678		-1.72051		-0.59528		-4.324		18		0

				前能力8						英語2 エイゴ		3.84		1.42		3.47		1.31		1.05		18.00		0.31																		ペア 7		前能力7 - 後能力7		-0.26316		0.93346		0.21415		-0.71307		0.18675		-1.229		18		0.235

				後能力8						英語3 エイゴ		3.58		1.26		2.95		0.91		2.36		18.00		0.03		*																ペア 8		前能力8 - 後能力8		-0.21053		0.78733		0.18063		-0.59001		0.16895		-1.166		18		0.259

				前英1						英語4 エイゴ		4.21		0.98		3.53		0.77		2.48		18.00		0.02		*																ペア 9		前英1 - 後英1		1.05263		1.39338		0.31966		0.38104		1.72422		3.293		18		0.004

				後英1						英語5 エイゴ		4.21		1.03		3.58		0.77		2.36		18.00		0.03		*																ペア 10		前英2 - 後英2		0.36842		1.53516		0.35219		-0.3715		1.10835		1.046		18		0.309

				前英2						英語6 エイゴ		3.26		1.28		2.89		0.94		1.02		18.00		0.32																		ペア 11		前英3 - 後英3		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03

				後英2						英語7 エイゴ		4.21		1.13		3.63		0.68		2.16		18.00		0.05		*																ペア 12		前英4 - 後英4		0.68421		1.20428		0.27628		0.10377		1.26466		2.477		18		0.023

				前英3						英語8 エイゴ		3.53		1.31		3.00		0.88		1.96		18.00		0.07		†																ペア 13		前英5 - 後英5		0.63158		1.16479		0.26722		0.07017		1.19299		2.364		18		0.03

				後英3						日本語1 ニホンゴ		3.37		1.26		3.16		1.17		0.81		18.00		0.43																		ペア 14		前英6 - 後英6		0.36842		1.57093		0.3604		-0.38875		1.12559		1.022		18		0.32

				前英4						日本語2 ニホンゴ		2.26		0.93		2.63		1.30		-1.51		18.00		0.15																		ペア 15		前英7 - 後英7		0.57895		1.1698		0.26837		0.01512		1.14277		2.157		18		0.045

				後英4						日本語3 ニホンゴ		2.37		0.83		2.53		1.07		-0.57		18.00		0.58																		ペア 16		前英8 - 後英8		0.52632		1.17229		0.26894		-0.03871		1.09134		1.957		18		0.066

				前英5						日本語4 ニホンゴ		2.89		1.05		2.84		1.01		0.20		18.00		0.85																		ペア 17		前日1 - 後日1		0.21053		1.13426		0.26022		-0.33617		0.75722		0.809		18		0.429

				後英5						日本語5 ニホンゴ		2.95		1.18		2.84		1.12		0.46		18.00		0.65																		ペア 18		前日2 - 後日2		-0.36842		1.06513		0.24436		-0.8818		0.14496		-1.508		18		0.149

				前英6						日本語6 ニホンゴ		1.89		0.81		2.16		1.01		-1.16		18.00		0.26																		ペア 19		前日3 - 後日3		-0.15789		1.21395		0.2785		-0.743		0.42721		-0.567		18		0.578

				後英6						日本語7 ニホンゴ		3.21		1.13		2.95		1.18		1.23		18.00		0.24																		ペア 20		前日4 - 後日4		0.05263		1.17727		0.27008		-0.51479		0.62006		0.195		18		0.848

				前英7						日本語8 ニホンゴ		2.16		0.69		2.21		0.98		-0.29		18.00		0.77																		ペア 21		前日5 - 後日5		0.10526		0.99413		0.22807		-0.37389		0.58442		0.462		18		0.65

				後英7						test		10.79		2.37		11.11		2.47		-0.47		18.00		0.64																		ペア 22		前日6 - 後日6		-0.26316		0.99119		0.22739		-0.7409		0.21458		-1.157		18		0.262

				前英8																		（* <.05, † <.10)																				ペア 23		前日7 - 後日7		0.26316		0.93346		0.21415		-0.18675		0.71307		1.229		18		0.235

				後英8																																						ペア 24		前日8 - 後日8		-0.05263		0.77986		0.17891		-0.42851		0.32325		-0.294		18		0.772

				前日1																																						ペア 25		前test - 後test		-0.31579		2.90694		0.6669		-1.71689		1.08531		-0.474		18		0.642

				後日1

				前日2

				後日2																																						対応サンプルの検定

				前日3																																										対応サンプルの差										t		df		有意確率 (両側)

				後日3																																										平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

				前日4																																																下限		上限

				後日4																																						ペア 1		前能力1 - 後能力1		-.31579		.94591		.21701		-.77170		.14012		-1.455		18		.163

				前日5																																						ペア 2		前能力2 - 後能力2		-.63158		.59726		.13702		-.91945		-.34371		-4.609		18		.000

				後日5																																						ペア 3		前能力3 - 後能力3		-.47368		.69669		.15983		-.80948		-.13789		-2.964		18		.008

				前日6																																						ペア 4		前能力4 - 後能力4		-.26316		.80568		.18484		-.65148		.12517		-1.424		18		.172

				後日6																																						ペア 5		前能力5 - 後能力5		-.26316		.93346		.21415		-.71307		.18675		-1.229		18		.235

				前日7																																						ペア 6		前能力6 - 後能力6		-1.15789		1.16729		.26780		-1.72051		-.59528		-4.324		18		.000

				後日7																																						ペア 7		前能力7 - 後能力7		-.26316		.93346		.21415		-.71307		.18675		-1.229		18		.235

				前日8																																						ペア 8		前能力8 - 後能力8		-.21053		.78733		.18063		-.59001		.16895		-1.166		18		.259

				後日8																																						ペア 9		前英1 - 後英1		1.05263		1.39338		.31966		.38104		1.72422		3.293		18		.004

				前test																																						ペア 10		前英2 - 後英2		.36842		1.53516		.35219		-.37150		1.10835		1.046		18		.309

				後test																																						ペア 11		前英3 - 後英3		.63158		1.16479		.26722		.07017		1.19299		2.364		18		.030

																																										ペア 12		前英4 - 後英4		.68421		1.20428		.27628		.10377		1.26466		2.477		18		.023

																																										ペア 13		前英5 - 後英5		.63158		1.16479		.26722		.07017		1.19299		2.364		18		.030

																																										ペア 14		前英6 - 後英6		.36842		1.57093		.36040		-.38875		1.12559		1.022		18		.320

																																										ペア 15		前英7 - 後英7		.57895		1.16980		.26837		.01512		1.14277		2.157		18		.045

																																										ペア 16		前英8 - 後英8		.52632		1.17229		.26894		-.03871		1.09134		1.957		18		.066

																																										ペア 17		前日1 - 後日1		.21053		1.13426		.26022		-.33617		.75722		.809		18		.429

																																										ペア 18		前日2 - 後日2		-.36842		1.06513		.24436		-.88180		.14496		-1.508		18		.149

																																										ペア 19		前日3 - 後日3		-.15789		1.21395		.27850		-.74300		.42721		-.567		18		.578

																																										ペア 20		前日4 - 後日4		.05263		1.17727		.27008		-.51479		.62006		.195		18		.848

																																										ペア 21		前日5 - 後日5		.10526		.99413		.22807		-.37389		.58442		.462		18		.650

																																										ペア 22		前日6 - 後日6		-.26316		.99119		.22739		-.74090		.21458		-1.157		18		.262

																																										ペア 23		前日7 - 後日7		.26316		.93346		.21415		-.18675		.71307		1.229		18		.235

																																										ペア 24		前日8 - 後日8		-.05263		.77986		.17891		-.42851		.32325		-.294		18		.772

																																										ペア 25		前test - 後test		-.31579		2.90694		.66690		-1.71689		1.08531		-.474		18		.642





表(仮)

		Table.1 各項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果

				留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ

				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				ｔ値		有意確率 ユウイ カクリツ

		WTC Q1		4.68		0.95		＞		3.63		1.21				3.29		0.00

		WTC Q2		3.84		1.42		≒		3.47		1.31				1.05		0.31

		WTC Q3		3.58		1.26		＞		2.95		0.91				2.36		0.03

		WTC Q4		4.21		0.98		＞		3.53		0.77				2.48		0.02

		WTC Q5		4.21		1.03		＞		3.58		0.77				2.36		0.03

		WTC Q6		3.26		1.28		≒		2.89		0.94				1.02		0.32

		WTC Q7		4.21		1.13		＞		3.63		0.68				2.16		0.05

		WTC Q8		3.53		1.31		＞		3.00		0.88				1.96		0.07

		≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ













調査2 短期留学前後の英語での
スピーキングに対する抵抗感の変化

調査

調査1を受け、研修前と研修後に台湾・ベトナムの研修に参加
する学生に対して、抵抗感の変化に関する調査を行った。抵抗
感を測定するための質問紙には、磯田（2008）による「英語ス
ピーキング抵抗感尺度」を用いた。

調査対象学生

台湾：２６名（１年１６名・２年１０名、男性１４名・女性１２名）、ベ
トナム：１６名（３年１４名・４年２名、男性１４名・女性２名） 合
計４２名



質問紙：英語でのspeakingに対する抵抗感尺度
（1全く当てはまらない 2あまり当てはまらない 3やや当てはまらない 4どちらでもない
5やや当てはまる 6概ねあてはまる 7よく当てはまる）

※反転項目

抵抗感に関わる３つの因子：認知能力・不安・回避に関してそれぞれ３つの項目で、全9項目の質問



結果と考察

回答に不備があった10名を除いた32名のデータについて、
留学前後の評定値を比較するために対応のあるｔ検定を
行った。

その結果、能力因子のスコアに関しては留学による変化
はなかったが、 不安因子や回避欲求因子のスコアは減少
していた。つまり、短期海外医療研修は抵抗感の軽減に効
果があったことが明らかとなった。



平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 有意確率

質問1 4.88 1.45 ≒ 4.56 1.48 1.19 0.25

質問2 5.28 1.71 > 4.19 1.97 4.42 0.00

質問3 4.25 1.83 > 3.38 1.96 4.09 0.00

質問4 5.00 1.48 > 4.47 1.76 2.16 0.04

質問5 4.34 1.88 ≒ 3.97 1.91 1.29 0.21

質問6 3.69 2.02 ≒ 3.44 1.88 1.11 0.27

質問7 4.88 1.60 ≒ 4.59 1.58 0.91 0.37

質問8 2.63 1.43 > 3.28 1.44 -2.35 0.03

質問9 3.50 1.61 > 2.91 1.69 2.07 0.05

Table 2-1.　各項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果
留学前 留学後 統計量

≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを
示している


全参加者各項目

				Table 2-1.　各項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 カクコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ																								対応サンプルの差										t		有意確率 (両側)

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ										平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ														下限		上限

				質問1 シツモン		4.88		1.45		≒		4.56		1.48				1.19		0.25						四の1 - 六の1		0.3125		1.49056		0.2635		-0.2249		0.8499		1.186		0.245						0.213		効果量小

				質問2 シツモン		5.28		1.71		>		4.19		1.97				4.42		0.00						四の2 - 六の2		1.09375		1.39952		0.2474		0.58917		1.59833		4.421		0		有意差あり		pre>post		0.592		効果量中

				質問3 シツモン		4.25		1.83		>		3.38		1.96				4.09		0.00						四の3 - 六の3		0.875		1.2115		0.21417		0.43821		1.31179		4.086		0		有意差あり		pre>post		0.461		効果量小

				質問4 シツモン		5.00		1.48		>		4.47		1.76				2.16		0.04						四の4 - 六の4		0.53125		1.39085		0.24587		0.02979		1.03271		2.161		0.039		有意差あり		pre>post		0.327		効果量小

				質問5 シツモン		4.34		1.88		≒		3.97		1.91				1.29		0.21						四の5 - 六の5		0.375		1.6412		0.29013		-0.21672		0.96672		1.293		0.206						0.198		効果量ほとんどなし

				質問6 シツモン		3.69		2.02		≒		3.44		1.88				1.11		0.27						四の6 - 六の6		0.25		1.27		0.22451		-0.20788		0.70788		1.114		0.274						0.128		効果量ほとんどなし

				質問7 シツモン		4.88		1.60		≒		4.59		1.58				0.91		0.37						四の7 - 六の7		0.28125		1.74567		0.30859		-0.34813		0.91063		0.911		0.369						0.177		効果量ほとんどなし

				質問8 シツモン		2.63		1.43		>		3.28		1.44				-2.35		0.03						四の8 - 六の8		-0.65625		1.57827		0.279		-1.22528		-0.08722		-2.352		0.025		有意差あり		pre<post		0.457		効果量小

				質問9 シツモン		3.50		1.61		>		2.91		1.69				2.07		0.05						四の9 - 六の9		0.59375		1.6236		0.28702		0.00838		1.17912		2.069		0.047		有意差あり		pre>post		0.36		効果量小

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ













																																平均値		標準偏差

																														四の1		4.8750		1.45358				4.5625		1.47970

																														四の2		5.2813		1.70832				4.1875		1.97464

																														四の3		4.2500		1.83162				3.3750		1.96337

																														四の4		5.0000		1.48106				4.4688		1.75948

																														四の5		4.3438		1.87702				3.9688		1.90897

																														四の6		3.6875		2.02305				3.4375		1.88265

																														四の7		4.8750		1.60141				4.5938		1.58337

																														四の8		2.6250		1.43122				3.2813		1.44209

																														四の9		3.5000		1.60644				2.9063		1.69171

																														六の9





全参加者3因子と合計

						Table 2-2.　因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ

								留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ

								平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ

						能力因子 ノウリョク インシ		4.92		1.19		≒		4.54		1.39				1.86		0.07

						不安因子 フアン インシ		5.00		1.43		＞		4.29		1.48				3.47		0.00

						回避因子 カイヒ インシ		3.81		1.63		＞		3.24		1.70				3.21		0.00

						全項目 ゼンコウモク		4.58		1.17		＞		4.02		1.31				3.93		0.00

						≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ









台湾・ベトナム3因子と合計



				表3.　台湾の因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 ヒョウ タイワン インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ										平均値		標準偏差

				能力因子 ノウリョク インシ		4.90		1.06		≒		4.42		1.44				1.86		0.08						ペア 1		前ISO能力		4.9		1.06018				4.4167		1.44236

				不安因子 フアン インシ		3.97		0.99		≒		3.68		1.20				1.35		0.19						ペア 2		前ISO不安		3.9667		0.9906				3.6833		1.19685

				回避因子 カイヒ インシ		3.68		1.70		≒		3.33		1.81				1.94		0.07						ペア 3		前ISO回避		3.6833		1.70474				3.3333		1.80966

				全項目 ゼンコウモク		4.18		1.06		＞		3.81		1.32				2.23		0.04						ペア 4		前ISO合計		4.1833		1.06347				3.8111		1.3172

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ																								後ISO合計



				表4.　ベトナムの因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 ヒョウ インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ																										平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ																		下限		上限								効果量Cohen's d

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ						ペア 1		前ISO能力 - 後ISO能力		0.48333		1.16215		0.25986		-0.06057		1.02723		1.86		0.078		有意傾向		0.382		効果量小

				能力因子 ノウリョク インシ		4.94		1.44		≒		4.75		1.32				0.60		0.56						ペア 2		前ISO不安 - 後ISO不安		0.28333		0.9383		0.20981		-0.15581		0.72247		1.35		0.193				0.258		効果量小

				不安因子 フアン インシ		4.28		1.04		≒		4.03		1.07				1.01		0.33						ペア 3		前ISO回避 - 後ISO回避		0.35		0.8055		0.18012		-0.02699		0.72699		1.943		0.067		有意傾向		0.199		効果量ほとんどなし

				回避因子 カイヒ インシ		4.03		1.55		＞		3.08		1.55				2.66		0.02						ペア 4		前ISO合計 - 後ISO合計		0.37222		0.7469		0.16701		0.02266		0.72178		2.229		0.038		有意差あり		0.311		効果量小

				全項目 ゼンコウモク		4.42		1.15		≒		3.95		1.13				1.98		0.07

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ



																										前ISO能力		4.9444		1.44133				4.75		1.31905

																										前ISO不安		4.2778		1.04285				4.0278		1.06798

																										前ISO回避		4.0278		1.55348				3.0833		1.55131

																										前ISO合計		4.4167		1.15093				3.9537		1.12662

																										後ISO合計







平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 有意確率

能力因子 4.92 1.19 ≒ 4.54 1.39 1.86 0.07

不安因子 5.00 1.43 ＞ 4.29 1.48 3.47 0.00

回避因子 3.81 1.63 ＞ 3.24 1.70 3.21 0.00

全項目 4.58 1.17 ＞ 4.02 1.31 3.93 0.00

Table 2-2.　因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果

≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示し
ている

留学前 留学後 統計量


全参加者各項目

				Table 2-1.　各項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 カクコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ																								対応サンプルの差										t		有意確率 (両側)

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ										平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ														下限		上限

				質問1 シツモン		4.88		1.45		≒		4.56		1.48				1.19		0.25						四の1 - 六の1		0.3125		1.49056		0.2635		-0.2249		0.8499		1.186		0.245						0.213		効果量小

				質問2 シツモン		5.28		1.71		>		4.19		1.97				4.42		0.00						四の2 - 六の2		1.09375		1.39952		0.2474		0.58917		1.59833		4.421		0		有意差あり		pre>post		0.592		効果量中

				質問3 シツモン		4.25		1.83		>		3.38		1.96				4.09		0.00						四の3 - 六の3		0.875		1.2115		0.21417		0.43821		1.31179		4.086		0		有意差あり		pre>post		0.461		効果量小

				質問4 シツモン		5.00		1.48		>		4.47		1.76				2.16		0.04						四の4 - 六の4		0.53125		1.39085		0.24587		0.02979		1.03271		2.161		0.039		有意差あり		pre>post		0.327		効果量小

				質問5 シツモン		4.34		1.88		≒		3.97		1.91				1.29		0.21						四の5 - 六の5		0.375		1.6412		0.29013		-0.21672		0.96672		1.293		0.206						0.198		効果量ほとんどなし

				質問6 シツモン		3.69		2.02		≒		3.44		1.88				1.11		0.27						四の6 - 六の6		0.25		1.27		0.22451		-0.20788		0.70788		1.114		0.274						0.128		効果量ほとんどなし

				質問7 シツモン		4.88		1.60		≒		4.59		1.58				0.91		0.37						四の7 - 六の7		0.28125		1.74567		0.30859		-0.34813		0.91063		0.911		0.369						0.177		効果量ほとんどなし

				質問8 シツモン		2.63		1.43		>		3.28		1.44				-2.35		0.03						四の8 - 六の8		-0.65625		1.57827		0.279		-1.22528		-0.08722		-2.352		0.025		有意差あり		pre<post		0.457		効果量小

				質問9 シツモン		3.50		1.61		>		2.91		1.69				2.07		0.05						四の9 - 六の9		0.59375		1.6236		0.28702		0.00838		1.17912		2.069		0.047		有意差あり		pre>post		0.36		効果量小

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ













																																平均値		標準偏差

																														四の1		4.8750		1.45358				4.5625		1.47970

																														四の2		5.2813		1.70832				4.1875		1.97464

																														四の3		4.2500		1.83162				3.3750		1.96337

																														四の4		5.0000		1.48106				4.4688		1.75948

																														四の5		4.3438		1.87702				3.9688		1.90897

																														四の6		3.6875		2.02305				3.4375		1.88265

																														四の7		4.8750		1.60141				4.5938		1.58337

																														四の8		2.6250		1.43122				3.2813		1.44209

																														四の9		3.5000		1.60644				2.9063		1.69171

																														六の9





全参加者3因子と合計

						Table 2-2.　因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ

								留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ

								平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ

						能力因子 ノウリョク インシ		4.92		1.19		≒		4.54		1.39				1.86		0.07

						不安因子 フアン インシ		5.00		1.43		＞		4.29		1.48				3.47		0.00

						回避因子 カイヒ インシ		3.81		1.63		＞		3.24		1.70				3.21		0.00

						全項目 ゼンコウモク		4.58		1.17		＞		4.02		1.31				3.93		0.00

						≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ









台湾・ベトナム3因子と合計



				表3.　台湾の因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 ヒョウ タイワン インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ										平均値		標準偏差

				能力因子 ノウリョク インシ		4.90		1.06		≒		4.42		1.44				1.86		0.08						ペア 1		前ISO能力		4.9		1.06018				4.4167		1.44236

				不安因子 フアン インシ		3.97		0.99		≒		3.68		1.20				1.35		0.19						ペア 2		前ISO不安		3.9667		0.9906				3.6833		1.19685

				回避因子 カイヒ インシ		3.68		1.70		≒		3.33		1.81				1.94		0.07						ペア 3		前ISO回避		3.6833		1.70474				3.3333		1.80966

				全項目 ゼンコウモク		4.18		1.06		＞		3.81		1.32				2.23		0.04						ペア 4		前ISO合計		4.1833		1.06347				3.8111		1.3172

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ																								後ISO合計



				表4.　ベトナムの因子ごとと全項目の平均値と標準偏差、留学前後の変化の検定結果 ヒョウ インシ ゼンコウモク ヘイキンチ ヒョウジュン ヘンサ リュウガク ゼンゴ ヘンカ ケンテイ ケッカ																										平均値		標準偏差		平均値の標準誤差		差の 95% 信頼区間

						留学前 リュウガク マエ						留学後 リュウガク ゴ						統計量 トウケイリョウ																		下限		上限								効果量Cohen's d

						平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				平均値 ヘイキンチ		標準偏差 ヒョウジュン ヘンサ				t値 アタイ		有意確率 ユウイ カクリツ						ペア 1		前ISO能力 - 後ISO能力		0.48333		1.16215		0.25986		-0.06057		1.02723		1.86		0.078		有意傾向		0.382		効果量小

				能力因子 ノウリョク インシ		4.94		1.44		≒		4.75		1.32				0.60		0.56						ペア 2		前ISO不安 - 後ISO不安		0.28333		0.9383		0.20981		-0.15581		0.72247		1.35		0.193				0.258		効果量小

				不安因子 フアン インシ		4.28		1.04		≒		4.03		1.07				1.01		0.33						ペア 3		前ISO回避 - 後ISO回避		0.35		0.8055		0.18012		-0.02699		0.72699		1.943		0.067		有意傾向		0.199		効果量ほとんどなし

				回避因子 カイヒ インシ		4.03		1.55		＞		3.08		1.55				2.66		0.02						ペア 4		前ISO合計 - 後ISO合計		0.37222		0.7469		0.16701		0.02266		0.72178		2.229		0.038		有意差あり		0.311		効果量小

				全項目 ゼンコウモク		4.42		1.15		≒		3.95		1.13				1.98		0.07

				≒は有意差なし、＞は右辺が有意に大きい、＜は左辺が有意に大きいことを示している ユウイサ シメ



																										前ISO能力		4.9444		1.44133				4.75		1.31905

																										前ISO不安		4.2778		1.04285				4.0278		1.06798

																										前ISO回避		4.0278		1.55348				3.0833		1.55131

																										前ISO合計		4.4167		1.15093				3.9537		1.12662

																										後ISO合計







まとめ

本研究で明らかになったように、たとえ10日以内の短期間のEFL
環境への海外医療研修であっても、抵抗感が減少しWTCが改善
することが確認できた。

この要因としては,この研修プログラムが学生の専門分野である
医療職に特化した内容であること、また現地の関係者たちとの
濃密な交流の場が多くあったことに関係していることを、研修参
加者たちの自由記述（以下はその一部）より推察できる。



補足
自由記述例

「より自分が働く姿を想像しやすく、より勉学意欲が沸きました」(台湾）

「英語を学ぶ以上に、コミュニケーションにおいて相手を理解する気持ち
の大切さを教えられました」（ベトナム）

考察
参加者たちは専門医療分野の現場状況の違いを体験し,ま
た同じ専門医療分野の海外ディスコース・コミュニティ（専門
家集団）の人々と親しく交流することでglobal mindsetに目覚

めたように思われる。このことが学習意欲や自分の将来像
に対しての更なる強い動機づけに繋がり、抵抗感の緩和、ひ
いてはWTCの高まりにつながったのではないかと考えている。



引用文献：

Yashima, T. International Posture and the Ideal L2 Self in the Japanese EFL 
Context. (2009. 1) In Dörnyei, Z. and Ushioda, E. (eds.) Motivation, language 
identity and the L2 self. Clevedon, UK: Multilingual Matters. PP. 144-163.

磯田貴道(2008).「英語スピーキング抵抗感尺度の作成」「広島外国語教育研究」
11,41-49.



4. 医療語彙の接辞学習を
目指した教材開発とその効果

スミス朋子 （大阪薬科大学 薬学部）
天ヶ瀬葉子 （同志社女子大学 薬学部）
野口ジュディー （神戸学院大学

グローバルコミュニケーション学部）



基盤研究(C) 2014〜2016年度（26350206）

薬学系大学生のための専門語彙教材開発と
効果の検証

基盤研究(C) 2017〜2020年度（17K00990）

薬学系英語教育における授業モデルの構築：
専門語彙・読解教材の開発と効果の検証

31

薬学生対象の専門英語教育



Affix：ラテン語ギリシャ語由来の接頭・接尾辞
(prefix, suffixの総称）、語根も含む
例 1：hyperglycemia
hyper (高い) + glyc (糖) + emia (血液の状態) 

→ 高血糖
例 2： electrocardiogram
electro (電気の) + cardio (心臓の) + gram (図、
像)

→ 心電図

薬学生対象の専門英語教育
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複雑な専門用語は、語根や接頭•接尾辞に分けて理解すると
効率よく覚えられると考えられている（Nation 1990, 
2001, 野口2013他）。
Affix の知識が多いほど語彙量も増えることが示されている
（Schmitt & Meara 1997, Mochizuki & Aizawa 2000)。

1. Affixを覚えることで、多くの医学薬学専門用語を理解で
きるようになり、新出の単語でも意味を類推できるよう
になる。

2. 薬学専門科目において、生体内物質などの名前の由来が
わかる。

Affixを用いた専門英単語学習の必要性



2020前期での検証 -1-
対象：薬学部4年次生（305名）

〔学習方法〕
オンデマンド授業 8週間（2020/5/25-7/13配信）
プラットフォームとしてMicrosoft Teamsを利用

〔教材〕
印刷用リスト（Affix、単語、例文）をPDFで配布
スマートフォン用アプリ（ Affix、単語、例文、音声）



Affix List (PDF版） 抜粋
Af f i x 1 Af f i x 1 和訳 単語 単語和訳 Af f i x 2 Af f i x 2　 訳

physi(o)- 体 physiology 生理学 -logy ～学

somat(o)- 体
somatotropin [米],
somatotrophin [英] ソマトトロピン -tropin ～ホルモン

cervic(o)- 首、頚 cervicogenic 頚椎性 gen(o)- 原

brachi(o)- 上腕 brachial 上腕の -al 形容詞形

steth(o)- 胸部 stethoscope 聴診器 -scope 器

例文 例文　 和訳

Physiology is the study of the normal activity and functions of the
body. 生理学は、体の通常の活動や機能について研究する。

The growth hormones, somatotropins, play important roles in
controlling body growth.

成長ホルモンであるソマトトロピンは、体の成長をつかさどる重要な
役割を担っている。

Cervicogenic headaches originate from problems of the neck. 頸椎性頭痛は首の問題から生じる。

Blood pressure can be measured by wrapping the cuff over the
brachial artery. 血圧は上腕動脈にカフ（腕帯）を巻くことで計測することができる。

The stethoscope is an instrument used by doctors to listen to
someone's heart sounds or breathing. 聴診器は医師が心音や呼吸を聞くために使う器具である。


2020薬学英語授業配布用

		Unit		Cat1		Cat2		Affix 1		Affix 1 和訳 ワヤク		単語		単語和訳 ワヤク		Affix 2		Affix 2　訳 ヤク		Affix 3		Affix 3　訳 ヤク		Affix 4		Affix 4　訳 ヤク		例文		例文　和訳 ワヤク

		1.1		人体 1		身体の部分 1		physi(o)-		体		physiology		生理学		-logy		～学										Physiology is the study of the normal activity and functions of the body.		生理学は、体の通常の活動や機能について研究する。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		somat(o)-		体		somatotropin [米], 
somatotrophin [英]		ソマトトロピン		-tropin		～ホルモン										The growth hormones, somatotropins, play important roles in controlling body growth.		成長ホルモンであるソマトトロピンは、体の成長をつかさどる重要な役割を担っている。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		cervic(o)-		首、頚		cervicogenic		頚椎性		gen(o)-		原		-ic		形容詞形						Cervicogenic headaches originate from problems of the neck.		頸椎性頭痛は首の問題から生じる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		brachi(o)-		上腕		brachial		上腕の		-al		形容詞形										Blood pressure can be measured by wrapping the cuff over the brachial artery.		血圧は上腕動脈にカフ（腕帯）を巻くことで計測することができる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		steth(o)-		胸部		stethoscope		聴診器		-scope		器										The stethoscope is an instrument used by doctors to listen to someone's heart sounds or breathing.		聴診器は医師が心音や呼吸を聞くために使う器具である。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		mamm(o)-		乳、乳房		mammography		マンモグラフィー、乳房X線撮影		-graphy		撮影（法）										Mammography screening is used to detect breast cancer.		マンモグラフィによる検診は、乳がんを見つけるのに用いられる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		derm(o)-, dermat(o)-; -derma		皮膚		dermatitis		皮膚炎		-itis		炎症										Dermatitis, also known as eczema, is an inflammation of the skin.		dermatitis（皮膚炎）は、eczemaと知られている皮膚の炎症である。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		kerat(o)-		角質		keratin		角質		-in		（化学）物質名										Nails and hair are primarily composed of keratin.		爪や髪は、主としてケラチン（角質）から作られる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		abdomin(o)-		腹部		abdominal		腹部の		-al		形容詞形										Stomachache is also called abdominal pain.		stomachache（胃痛または腹痛）は、abdominal pain（腹痛）ともいわれる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		ventr(o)-		腹		ventral		腹部		-al		形容詞形										Ventral in the human anatomy refers to the front of the body, while dorsal refers to the back.		人体構造において腹部は身体前面を指し、一方は背部は背中を指す。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		dors(o)-		背		dorsalgia		背痛		-algia		疼痛										Back pain or dorsalgia can be treated with exercise.		back pain（背中の痛み）言い換えるとdorsalgia（背痛）は、運動による治療が可能である。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		viscer(o)-		内臓		viscera		内臓		-a		複数形										The viscera are the internal organs of the body, including the heart, lungs, liver and kidneys.		内臓とは体の中にある臓器のことで、心臓、肺、肝臓、腎臓が含まれる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		splen(o)-		脾臓		splenoma		脾臓腫瘍		-oma		腫瘍										Splenoma is a benign tumor of the spleen.		脾臓腫瘍は脾臓にできる良性の腫瘍である。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		cortic(o)-		皮質		corticoadrenal		副腎皮質の		ad-		付加		ren(o)-		腎臓		-al		形容詞形		Aldosterone, one of the corticoadrenal hormones, regulates the balance of salt and water in the body.		アルドステロンは副腎皮質ホルモンの一つで、体内の塩分と水分のバランスを調節する。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		dactyl(o)-		指、足指		dactylogram		指紋		-gram		像										Another name for “fingerprint” is dactylogram.		fingerprint（指紋）はdactylogramとも言われる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		ped(i)-, ped(o)-		小児、足		pedicure		ペディキュア、足治療		cure		治療（単語）										Pedicure is a treatment of the toenails.		足療法は足指の爪の治療法の一つである。

		1.3		人体 1		神経系		cephal(o)-		頭部		cephalometer		頭部測定器		-meter		測定器										The size of the head can be measured with a cephalometer.		頭部の大きさは頭部測定器で測定することができる。

		1.3		人体 1		神経系		cerebr(o)-		大脳、脳		cerebral		大脳の、脳の		-al		形容詞形										The patient was suffering from cerebral ischemia due to a clot in the internal carotid artery.		その患者は、内頸動脈の凝血が原因の脳虚血を患っていた。

		1.3		人体 1		神経系		encephal(o)-		脳		encephalitis		脳炎		-itis		炎症										Japanese encephalitis is a viral infection of the brain that is spread through mosquito bites.		日本脳炎は蚊に刺されて広まる脳のウイルス感染である。

		1.3		人体 1		神経系		cerebell(o)-		小脳		cerebellum		小脳		-um		単数形										The cerebellum controls the balance and movement of the body.		小脳は体のバランスと動きを制御する。

		1.3		人体 1		神経系		mening(o)-		髄膜		meningoencephalitis		髄膜脳炎		encephal(o)-		脳		-itis		炎症						The brain and its meninges are inflamed in meningoencephalitis.		髄膜脳炎では、脳と髄膜が炎症を起こしている。

		1.3		人体 1		神経系		neur(o)-		神経		neuralgia		神経痛		-algia		疼痛										Neuralgia, which affects the nerves in the facial region, is very painful.		顔面神経を侵す神経痛はかなりの痛みを伴う。

		1.3		人体 1		神経系		narc(o)-		睡眠、麻薬		narcolepsy		ナルコレプシー、発作性睡眠		-lepsy		発作										Extreme sleepiness can occur due to a disorder called narcolepsy.		ナルコレプシーという疾患により、極度に眠気を催すことがある。 シッカン

		1.3		人体 1		神経系		esthes(o)-; -esthesia		感覚		anesthesia ［米］,
anaesthesia ［英］		麻酔		an-		無										The dentist applied local anesthesia before pulling out the bad tooth.		歯科医は虫歯を抜く前に局所麻酔を施した。

		1.3		人体 1		神経系		somni-		睡眠		somniloquence		寝言癖		eloquence		雄弁（単語）										Talking while one is asleep is called somniloquence.		睡眠中に話すことは寝言癖と呼ばれる。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		crani(o)-		頭蓋		craniofacial		頭蓋顔面		face		顔（単語）		-al		形容詞形						He specialized in craniofacial surgery and has treated many children suffering from various deformities.		彼は頭蓋顔面外科を専門としており、様々な奇形を持つ子供たちを治療してきた。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		oste(o)-		骨		osteoarthritis		骨関節炎		arthr(o)-		関節		-itis		炎症						Osteoarthritis refers to chronic inflammation of the bones and joints.		骨関節炎とは骨や関節の慢性的な炎症を指す。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		arthr(o)-		関節		arthritis		関節炎		-itis		炎症										Rheumatoid arthritis is a painful disease causing inflammtion of the joints.		リウマチ性関節炎は関節に炎症を引き起こし痛みを伴う疾患である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		muscul(o)-		筋肉		muscular		筋肉の		-ar		形容詞形										In spinal muscular atrophy, nerve signals from the spinal cord do not reach the muscles.		脊髄性筋萎縮症では、脊髄からの神経伝達が筋肉へ届かない。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		myo-		筋肉		cardiomyopathy		心筋症		cardi(o)-		心臓		-pathy		疾病						Cardiomyopathy is the name of a group of diseases affecting the heart muscle.		心筋症は心筋を脅かす病気群の名称である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		-sarc(o)		肉		osteosarcoma		骨肉腫		oste(o)-		骨		-oma		腫瘍						Osteosarcoma is an aggressive malignant bone disease.		骨肉腫は、侵襲性の高い悪性骨疾患である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		ten(o)-, tend(o)-, tendin(o)-		腱		tendonitis, tendinitis		腱（鞘）炎 ケン サヤ エン		-itis		炎症										He could not move his thumb due to tendonitis from excessive smartphone use.		スマートフォンの使い過ぎによる腱鞘炎で、彼は親指が動かせなくなった。

		1.5		人体 1		眼		ocul(o)-		眼		ocular		眼の		-ar		形容詞形										One of the side effects of this medicine is ocular discomfort with blurred vision.		この薬の副作用の一つにかすみ目という眼の不快感がある。

		1.5		人体 1		眼		ophthalm(o)-		眼		ophthalmic		眼（科）の、に関する		-ic		形容詞形										Ophthalmic solutions are known as eye drops.		点眼液は目薬として知られている。

		1.5		人体 1		眼		blephar(o)-		眼瞼（がんけん）		blepharoptosis		眼瞼下垂		ptosis		下垂（症）（単語）										She was suffering from blepharoptosis due to paralysis of the eyelid muscle.		瞼の筋肉の麻痺のために、彼女は眼瞼下垂を患っていた。

		1.5		人体 1		眼		lacrim(o)-		涙		lacrimal		涙の		-al		形容詞形										The lacrimal gland produces tears and is located just above the upper, outer corner of the eye.		涙腺は、目の外眼角のすぐ上の部分に位置していて涙を産生する。

		1.5		人体 1		眼		dacry(o)-		涙		dacryoadenitis		涙腺炎		adeno-		腺		-itis		炎症						Dacryoadenitis is the inflammation of the tear gland.		涙腺炎は涙腺の炎症だ。

		1.5		人体 1		眼		opt(o)-, optic(o)-		眼、視力		optometrist		検眼士		-metry		測定		-ist		専門家						The optometrist gave instructions for the prescription lenses.		検眼士は処方レンズの指示を出す。

		1.5		人体 1		眼		-opia, -opsia		視覚、視力		diplopia		二重視		diplo-		二										Diplopia is a vision disorder in which things are seen double.		二重視は物が二重に見える視力障害である。

		2.1		人体 2		耳鼻		aur(i)-, aur(o)-		耳		auricle		耳介（耳の外側の部分）														The outer part of the ear is called the auricle.		耳の外側の部分を耳介という。

		2.1		人体 2		耳鼻		ot(o)-		耳		otoscope		オトスコープ、耳鏡		-scope		鏡										An otoscope is used to examine the external canal of the ear.		オトスコープは耳の外耳道を調べるために使われる。

		2.1		人体 2		耳鼻		tympan(o)-		鼓膜		tympanostomy		鼓膜切開		-stomy		開口（術）										The doctor did a tympanostomy on the child to remove the fluid in the left ear.		医師は、その子供の左耳の滲出液を取り除くために鼓膜を切開した。

		2.1		人体 2		耳鼻		audi(o)-		聴覚、聴力		audiometer		聴力計		-meter		測定器										Hearing tests use an audiometer.		聴力検査では聴力計が使用される。

		2.1		人体 2		耳鼻		nas(o)-		鼻		nasal		鼻の		-al		形容詞形										Steroid nasal sprays are medicines that are commonly used to treat allergies of the nose.		ステロイド点鼻スプレーは鼻のアレルギーを治療するためによく使用される。

		2.1		人体 2		耳鼻		rhin(o)-		鼻		rhinitis		鼻炎		-itis		炎症										Every spring when the flowers start blooming, I suffer from rhinitis.		花が咲き始める春は、鼻炎に悩まされる。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		bucc(o)-		頬、口腔		buccal		バッカル錠		-al		形容詞形										A buccal tablet is placed between the cheek and the gum.		バッカル錠は頬と歯茎の間に挟む。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		o(r)-		口		oral		口腔の		-al		形容詞形										In oral administration, a substance is taken in through the mouth.		経口投与では物質は口を通って摂取される。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		lingu(o)-		舌、言語		sublingual		舌下		sub-		下		-al		形容詞形						Place a nitroglycerin sublingual tablet under your tongue in case of severe chest pain from an angina attack.		狭心症発作でひどく胸が痛むときは舌の下にニトログリセリンの舌下錠を入れてください。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		gloss(o)-		舌、言語		glossodynia		舌痛		-dynia		疼痛										The woman’s glossodynia was due to reduced salivary flow, which made the mouth very dry.		その女性の舌痛は、唾液の分泌が減って口の中が非常に乾いたためであった。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		dent(o)-		歯		dentist		歯科医		-ist		専門家										He went to the dentist because he had a decayed tooth.		彼は虫歯があったので歯科へ行った。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		odont(o)-		歯		odontogenesis		歯牙形成		-genesis		形成										The formation of teeth is called odontogenesis.		歯が作られることを歯牙形成と呼ぶ。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		tonsill(o)-		扁桃		tonsillectomy		へんとう摘出術		-ectomy		摘出［術］										The doctor performed a tonsillectomy on the child who often suffered from infection of the tonsils.		医師は、その子供が頻繁に扁桃腺の感染症にかかっていたので、扁桃腺を取り除いた。 ヘントウセン

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		pharyng(o)-		咽頭		nasopharyngeal		鼻咽頭の		nas(o)-		鼻		-al		形容詞形						The risk of nasopharyngeal cancer increases for those who eat a lot of salt-cured fish and meat.		鼻咽頭がんのリスクは、塩漬けの魚や肉をたくさん食べる人で高まる。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		laryng(o)-		喉頭		laryngitis		喉頭炎		-itis		炎症										She had a sore throat and could hardly speak today because of laryngitis.		彼女は喉頭炎のため、喉が痛み今日はほとんど声が出なかった。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		trache(o)-		気管		tracheotomy		気管切開（術		-tomy		切開［術］										The patient underwent a tracheotomy to insert a breathing tube to aid respiration.		その患者は呼吸を補助するために呼吸管を挿入する気管切開手術を受けた。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		bronch(o)-		気管支		bronchitis		気管支炎		-itis		炎症										The child caught a very bad cold with persistent coughing, which caused the bronchitis.		その子供は咳が続くひどい風邪をひき、そのせいで気管支炎になった。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pneum(o)-, pneumon(o)-		気、肺、呼吸		pneumonia		肺炎		-ia		病態										The inflammation or infection of the alveoli of the lungs is referred to as pneumonia.		肺の肺胞の炎症や感染は肺炎を指す。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pulmon(o)-		肺		pulmonary		肺の		-ary		形容詞形										Pulmonary tuberculosis is a contagious bacterial infection primarily affecting the lungs.		肺結核は主に肺が侵される感染性の細菌感染症だ。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		thorac(o)-; -thorax		胸		pneumothorax		気胸		pneumon(o)-		気、肺										Pneumothorax is a condition in which there is air between the lungs and the chest wall.		気胸は、肺と胸壁の間に空気がある状態である。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pleur(o)-		胸膜、胸腔		pleurodynia		胸膜痛		-dynia		疼痛										Pleurodynia is a pain in the chest wall muscles that worsens when the patient breathes deeply.		胸膜痛は患者が深く呼吸すると悪化する胸壁筋の痛みである。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		-pnea		呼吸		dyspnea		呼吸困難		dys-		困難										Dyspnea is a condition in which breathing is labored.		呼吸困難とは呼吸が苦しい状態のことだ。

		2.4		人体 2		消化器系 1		stomat(o)-		口、小孔		stomatitis		口内炎		-itis		炎症										Stomatitis, or inflammation of the mouth mucous membrane, can be caused by a lack of vitamin B.		口内炎、すなわち口の粘膜の炎症はビタミンBの欠乏により起こりうる。

		2.4		人体 2		消化器系 1		sial(o)-		唾液		sialolithiasis		唾石症		lith(o)-		石		-iasis		～症、病						Sialolithiasis is a condition in which there is abnormal solid material in the salivary gland.		唾石症は、異常な固体物質が唾液腺に存在する状態だ。

		2.4		人体 2		消化器系 1		-pepsia		消化		dyspepsia		ディスペプシア、消化管機能障害		dys-		障害										She was suffering from functional dyspepsia and could not eat much.		彼女は、機能性ディスペプシアにかかっていて、あまり食べられなかった。

		2.4		人体 2		消化器系 1		esophag(o)-		食道		esophagus［米］, 
oesophagus ［英］		食道														The esophagus is the tube through which food passes from the pharynx to the stomach.		食道は、咽頭から胃に食物が通過する管である。

		2.4		人体 2		消化器系 1		gastr(o)-		胃		gastroenterology		胃腸病学、消化器病学		enter(o)-		腸		-logy		～学						Gastroenterology is the branch of medicine dealing with the functions and disorders of the digestive system.		消化器病学は、消化器系の働きと疾患を扱う医学分野である。

		2.4		人体 2		消化器系 1		duoden(o)-		十二指腸		duodenitis		十二指腸炎		-itis		炎症										Inflammation of the first section of the small intestine is called duodenitis.		小腸の始まりの部分の炎症を十二指腸炎という。

		2.5		人体 2		消化器系 2		hepat(o)-		肝臓		hepatitis		肝炎		-itis		炎症										Hepatitis is a term used for inflammation of the liver.		肝炎とは肝臓の炎症を表すのに使われる用語だ。

		2.5		人体 2		消化器系 2		cholecyst(o)-		胆嚢		cholecystitis		胆嚢炎		-itis		炎症										Cholecystitis refers to inflammation of the gall bladder.		胆嚢炎とは胆嚢の炎症を指す。

		2.5		人体 2		消化器系 2		chol(e)-, chol(o)-		胆汁		cholagogue		胆汁分泌促進剤		-agogue		促進剤										A cholagogue increases the discharge of bile.		胆汁分泌促進剤は胆汁の分泌を増加させる。

		2.5		人体 2		消化器系 2		enter(o)-		腸		enterobacteria		腸内細菌		bacteri(o)-		細菌										Eating yogurt can increase the amount of beneficial enterobacteria.		ヨーグルトを食べることで有益な腸内細菌の量を増やすことができる。

		2.5		人体 2		消化器系 2		col(o)-, colon(o)-		結腸		colonoscopy		結腸内視鏡検査		-scopy		検査（法）										Colonoscopy is a visual examination of the inside lining of the large intestine.		結腸内視鏡検査は大腸の内壁を見る検査である。

		2.5		人体 2		消化器系 2		ano-		肛門		anoscope		直腸［肛門］鏡		-scope		鏡										An anoscope was used to check for cancerous polyps in the rectal tract.		直腸鏡を用いて直腸のがん性ポリープを検査する。

		3.1		人体 3		生殖器系		men(o)-		月経		amenorrhea［米］, 
amenorrhoea ［英］		無月経		a-, an-		無		-rrhea		漏						Her extremely severe diet caused amenorrhea, and she was afraid she would not be able to have children.		彼女の過度に厳しいダイエットは無月経を引き起こし、彼女は子供ができなくなるのではないかと心配した。

		3.1		人体 3		生殖器系		oo-		卵		oocyte		卵母細胞		-cyte		細胞										An egg before the maturation stage is called an oocyte.		成熟期前の卵は卵母細胞と呼ばれる。

		3.1		人体 3		生殖器系		ov(i)-, ov(o)-		卵		oviduct		卵管		duct		管（単語）										An oviduct is a tube that conducts an egg to the uterus.		卵管は子宮に卵を運ぶ管である。

		3.1		人体 3		生殖器系		cervic(o)-		首、頚		cervical		子宮頸部		-al		形容詞形										Most cervical cancers are caused by human papillomavirus.		子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルスにより起こる。

		3.1		人体 3		生殖器系		hystero-		子宮		hysterocarcinoma		子宮がん腫		carcin(o)-		がん		-oma		腫瘍						The medical term for cancer of the uterus is hysterocarcinoma.		子宮がんの医学用語は子宮がん腫である。

		3.1		人体 3		生殖器系		uter(o)-		子宮		uterus		子宮														The fetus develops in the uterus.		胎児は子宮内で発育する。

		3.1		人体 3		生殖器系		obstetr(i)-		産科、助産		obstetrics		産科		-ics		～学										Obstetrics is the branch of medicine that deals with pregnancy and childbirth.		産科は、妊娠と出産を扱う診療科である。 シンリョウカ

		3.1		人体 3		生殖器系		nat(o)-		出生		prenatal		出生前		pre-		前		-al		形容詞形						Prenatal diagnosis can be used to detect abnormalities of the fetus.		出生前診断は胎児の異常を見つけるために使われる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		ren(o)-		腎臓		renal		腎臓の		-al		形容詞形										Kidney damage was suspected because the renal function was not normal.		腎臓の機能が正常でないため、腎障害が疑われた。 ショウガイ

		3.2		人体 3		泌尿器系		nephr(o)-		腎臓		hydronephrosis		水腎（症）		hydr(o)-		水		-osis		病態						In hydronephrosis, one or both kidneys become swollen due to the build-up of urine inside them.		水腎症では、腎臓内に尿が蓄積するため、片方または両方の腎臓が腫れ上がる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		pyel(o)-		腎盂		pyelonephritis		腎盂腎炎		nephr(o)-		腎臓		-itis		炎症						Pyelonephritis is a common type of kidney disease caused by bacterial infection.		腎盂腎炎は細菌感染によって引き起こされる、一般的な腎臓病だ。

		3.2		人体 3		泌尿器系		glomerul(o)-		糸球体		glomerular		糸球体の		-ar		形容詞形										Check the glomerular filtration rate (GFR) when prescribing this medicine for elderly patients.		この薬を高齢の患者に処方する時は糸球体濾過率（GFR）を確認しなさい。

		3.2		人体 3		泌尿器系		cyst(o)-		膀胱、嚢胞		cystitis		膀胱炎		-itis		炎症										Cystitis, or inflammation of the bladder, is caused by bacterial infection of the urinary tract.		膀胱炎、すなわち膀胱の炎症は、尿路の細菌感染症によって起こる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		urin(o)-; -uria		尿		proteinuria		タンパク尿		protein		タンパク質（単語）										The condition in which an abnormal amount of protein is present in the urine is called proteinuria.		タンパク質が尿中に異常量ある状態をタンパク尿という。

		3.3		人体 3		循環器系		cardi(o)-		心臓		cardiovascular		心血管の		vascul(o)-		血管		-ar		形容詞形						Cardiovascular disease is a general term for a disease of the heart or blood vessels.		心血管疾患は心臓や血管の病気の総称だ。

		3.3		人体 3		循環器系		vas(o)-		血管、脈管		vasodilator		血管拡張剤		dilate		拡張する（単語）		-or		～剤						Calcium channel blockers act as vasodilators to increase blood flow.		カルシウムチャネル遮断薬は血流を増加させるための血管拡張剤として作用する。

		3.3		人体 3		循環器系		vascul(o)-		血管、脈管		avascular		無血管性の		a-		無		-ar		形容詞形						The cornea is a transparent avascular tissue, i.e., it has no blood vessels.		角膜は透明な無血管性の組織だ。すなわち角膜には血管がないということだ。

		3.3		人体 3		循環器系		angi(o)-		血管、リンパ管		angina		狭心症														Angina pectoris is the medical term for the chest discomfort from coronary artery disorders.		狭心症は冠動脈心疾患による胸部の不快感を指す医療用語である。

		3.3		人体 3		循環器系		arteri(o)-		動脈		arteriosclerosis		動脈硬化		scler(o)-		硬化		-osis		病態						Abnormal thickening and hardening of the arteries occurs in arteriosclerosis.		動脈硬化では、動脈の異常な肥厚及び硬化が起こる。

		3.3		人体 3		循環器系		aort(o)-		大動脈		aortitis		大動脈炎		-itis		炎症										Aortitis is the inflammation of the main vessel of systemic circulation arising from the heart.		大動脈炎は心臓を起点とした体循環の主要血管の炎症である。

		3.3		人体 3		循環器系		coron(o)-		冠		coronary		冠状の、心臓の		-ary		形容詞形										The coronary arteries surround the heart like a crown.		冠状動脈は冠のように心臓を囲んでいる。

		3.3		人体 3		循環器系		phleb(o)-		静脈		phlebitis		静脈炎		-itis		炎症										Inflammation of a vein is called phlebitis.		静脈の炎症は静脈炎と呼ばれる。

		3.3		人体 3		循環器系		ven(o)-		静脈		intravenous		静脈内		intra-		内、内部		-ous		形容詞形						Total parenteral nutrition (TPN) supplies all daily nutritional requirements through intravenous administration via central venous catheter.		中心静脈栄養法は1日に必要な栄養を中心静脈カテーテルを介した静脈内投与により供給する。

		3.3		人体 3		循環器系		sphygm(o)-		脈		sphygmomanometer		血圧計		manometer		圧力計（単語）										The nurse used a sphygmomanometer to measure my pulse and blood pressure.		看護師は私の脈拍と血圧を測るために血圧計を使った。

		3.4		人体 3		血液		hem(o)-		血液		hemoglobin ［米］,
haemoglobin ［英］		ヘモグロビン		globin		グロビン（単語）										Oxygen is carried by hemoglobin in erythrocytes.		酸素は赤血球のヘモグロビンによって運ばれる。

		3.4		人体 3		血液		hemat(o)-		血液		hematological ［米］, haematological ［英］		血液学の		-logy		～学		-al		形容詞形						The hematological department of the hospital specializes in the treatment of blood diseases.		病院の血液内科は血液疾患の治療を専門としている。

		3.4		人体 3		血液		ser(o)-		血清		serotherapy		血清療法		-therapy		療法										Serotherapy is a method for treating infectious diseases using injection of an immune serum.		血清療法は免疫血清の注入を利用する感染症を治療する方法の1つだ。

		3.4		人体 3		血液		thromb(o)-		血小板；血栓		thrombopoiesis		血小板産生		-poiesis		生成										A blood clot is formed in thrombopoiesis.		血栓は血小板産生で形成される。

		3.4		人体 3		血液		myel(o)-		骨髄		myeloblast		骨髄芽球		-blast		芽細胞										A myeloblast is an immature bone-marrow cell that develops into white blood cells.		骨髄芽球は未熟な骨髄細胞で白血球になる。

		3.5		人体 3		内分泌系		thyr(o)-, thyroid(o)-		甲状腺		thyroxin［米], 
thyroxine［英］		チロキシン、サイロキシン		oxy-		酸素		-in		（化学）物質名						Thyroxin is an amino acid produced by the thyroid gland that can increase metabolic rate.		チロキシンは、甲状腺で作られるアミノ酸で、代謝速度を増加させることができる。

		3.5		人体 3		内分泌系		lymph(o)-		リンパ		lymphadenopathy		リンパ節（腫脹）症		adeno-		腺		-pathy		疾病						Lymphadenopathy is a swelling of a lymph node due to an infection or tumor.		リンパ節症は、感染か腫瘍によるリンパ節の腫脹である。

		3.5		人体 3		内分泌系		aden(o)-		腺		adenoma		アデノーマ、腺腫		-oma		腫瘍										Adenomas are benign tumors, not cancerous ones.		アデノーマは良性腫瘍であり、がん性腫瘍ではない。

		3.5		人体 3		内分泌系		gonad(o)-		性腺		gonadotropin ［米］, 
gonadotrophin［英］		性腺刺激ホルモン		-tropin		～ホルモン										Gonadotropin is a hormone supporting and stimulating the function of an organ producing reproductive cells.		性腺刺激ホルモンは、生殖細胞を作る臓器の機能を支え、刺激するホルモンである。

		3.5		人体 3		内分泌系		andr(o)-		男性		androgen		アンドロゲン		-gen		原										Androgen is a hormone responsible for male sexual characteristics.		アンドロゲンは男性の性徴に関わるホルモンである。 セイチョウ カカ

		3.5		人体 3		内分泌系		adren(o)-		副腎		adrenergic		アドレナリン性		-ic		形容詞形										The adrenergic receptors are targets of the catecholamines, especially noradrenaline and adrenaline.		アドレナリン受容体はカテコラミン類特にノルアドレナリンやアドレナリンの標的だ。

		4.1		病態		症状・病名 1		morb-		病気		morbidity		罹患率、病的状態		-id		形容詞形		-ty		名詞形						Morbidity refers to the state of being diseased.		病的状態とは病気になっている状態を指す。

		4.1		病態		症状・病名 1		mort-		死		mortality		死亡		-al		形容詞形		-ty		名詞形						Maternal mortality is death occuring due to complicatons from pregnancy or childbirth.		母体死亡は、妊娠または出産に関わる合併症から起こる死亡のことである。

		4.1		病態		症状・病名 1		necr(o)		死		necrosis		壊死		-osis		状態、病態										Necrosis is the death of cells and tissues, which can occur due to cold, heat, poison or wounding.		壊死は細胞や組織の死のことで、冷熱刺激、毒物、傷によって生じうる。

		4.1		病態		症状・病名 1		spasm(o)-; -spasm		痙攣		spasmolytic		鎮痙薬、鎮痙（性）の		-lysis		溶解、分解		-ic		薬、形容詞形 ケイヨウシ カタチ						A spasmolytic is a medicine which can prevent sudden muscular contractions.		鎮痙薬とは急激な筋肉の収縮を防ぐ薬である。

		4.1		病態		症状・病名 1		py(o)-		化膿		pyorrhea		膿漏		-rrhea		漏										The patient had pyorrhea with much pus formation and loosening of the teeth.		患者は膿漏があり、膿がたくさん出てきて、歯もぐらついていた。

		4.1		病態		症状・病名 1		onc(o)-		腫瘍		oncogene		がん遺伝子、腫瘍遺伝子		gene		遺伝子（単語）										An oncogene can cause a normal cell to become cancerous when activated by radiation or a virus.		がん遺伝子が放射線またはウイルスにより活性化したとき、正常細胞をがん化しうる。

		4.1		病態		症状・病名 1		carcin(o)-		がん		carcinogen		発がん物質		-gen		原										Exposure to dioxin increases the risk of cancer as it is a carcinogen.		ダイオキシンは発がん物質であるため、さらされるとがんの危険性が高まる。

		4.1		病態		症状・病名 1		scler(o)-		硬化		scleroderma		硬皮症		-derma		皮膚										Scleroderma is a disease in which there is thickening and hardening of the skin.		硬皮症は皮膚の肥厚及び硬化がある疾患である。

		4.2		病態		症状・病名 2		-ia		状態、病態		galactosuria		ガラクトース尿		galacto-		乳		ur(o)-		尿						Galactosuria occurs when galactose cannot be converted to glucose and appears in excess in the urine.		ガラクトース尿症は、ガラクトースがグルコースに変換されず、尿中に過剰に出現する場合に起こる。

		4.2		病態		症状・病名 2		-emia		血液の状態		anemia ［米］, 
anaemia ［英］		貧血（症）		an-		欠乏										If you have anemia, your blood does not carry enough oxygen around your body.		貧血だと、血液は体中に十分な酸素を運ぶことができない。

		4.2		病態		症状・病名 2		-osis		状態、病態		ketoacidosis		ケトアシドーシス		keto-		ケトン		acid(o)-		酸						Ketoacidosis is one of the symptoms of diabetes in which there are too many ketone bodies in the blood.		ケトアシドーシスは血中に過剰のケトン体が存在する糖尿病の症状の一つである。

		4.2		病態		症状・病名 2		-itis		炎症		myocarditis		心筋炎		myo-		筋肉		cardi(o)-		心臓		-itis		炎症		Myocarditis is a condition in which there is an inflammation of the heart muscle.		心筋炎とは心臓の筋肉に炎症が起きている状態のことである。

		4.2		病態		症状・病名 2		path(o)-; -pathy		疾患、疾病		pathology		病理学		-logy		～学										Pathology is the branch of medicine that deals with the causes and effects of diseases.		病理学は疾患の原因や影響を扱う医学の一つである。

		4.2		病態		症状・病名 2		alge-; -algia		疼痛		analgesic		鎮痛剤、無痛覚の		an-		無		-ic		薬						Aspirin, one of the Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, or NSAIDs, can be used as an analgesic to kill pain.		非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の一つであるアスピリンは痛みを和らげる鎮痛剤として使える。

		4.2		病態		症状・病名 2		-dynia		疼痛		cardiodynia		心臓痛		cardi(o)-		心臓										The patient complained of cardiodynia, or localized pain in the region of the heart.		その患者は、胸の辺りの限局性の痛みである心臓痛を訴えた。

		4.2		病態		症状・病名 2		-lepsy		発作		epilepsy		てんかん		epi-		表層										Electroencephalography can be used to monitor the electrical activity of the brain to diagnose epilepsy.		脳波記録はてんかんを診断するため、脳の電気的活動を記録するのに使うことができる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-plegia		麻痺		paraplegia		対麻痺、下半身不随		para-		周辺										Paralysis of one side of the body is hemiplegia, while that of the lower part is paraplegia.		体の片側の麻痺は片麻痺といわれ、体の下部の麻痺は対麻痺（下半身不随）といわれる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-rrhage, -rrhagia		異常流出		hemorrhage ［米］, 
haemorrhage ［英］		（大）出血		hem(o)-		血液										The physician tried to stop the hemorrhage from the gunshot wound.		医師は銃創からの大出血を止めようとした。

		4.3		病態		症状・病名 3		-rrhea		流出、排出、漏		diarrhea ［米］, 
diarrhoea ［英］		下痢		dia-		通して、通過										She had nausea, vomiting, and diarrhea due to food poisoning.		彼女は食中毒のため、悪心、嘔吐、下痢の症状があった。

		4.3		病態		症状・病名 3		-oma		腫瘍		myoma		筋腫		myo-		筋肉										The myoma in the muscular tissue was a benign tumour.		筋肉組織中の筋腫は良性腫瘍だった。

		4.3		病態		症状・病名 3		-cele		腫瘤		gastrocele		胃ヘルニア		gastr(o)-		胃										A hernia, or a protrusion or tumor of a part of the stomach, is also known as a gastrocele.		胃の一部での突出や、腫瘍であるヘルニアは、胃ヘルニアとも呼ばれる。

		4.3		病態		症状・病名 3		lith(o)-; -lith		石		ureterolith		尿管結石症		ureter		尿管（単語）										A ureterolith, or a stone in the ureter, can cause extreme pain.		尿管結石、すなわち尿管の石は激痛を引き起こしうる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-phobia		恐、嫌		claustrophobic		閉所恐怖症の		claustro-		閉所		-ic		形容詞形						He does not use the elevator because he is clautrophobic.		彼は閉所恐怖症のため、エレベーターを使わない。

		5.1		状態		状態		norm(o)-		正、正常		normoglycemia		正常血糖		glyc(o)-		糖		-emia		血液の状態						When the blood sugar level is normal, this is referred to as normoglycemia.		血糖値が正常である時は、これと正常血糖と言う。

		5.1		状態		状態		eu-		良、正常		eupeptic		消化の正常な		pept-		消化		-ic		形容詞形						Eupeptic refers to a condition in which digestion is normal.		eupepticとは、消化が正常である状態を指す。

		5.1		状態		状態		ben(e)-		良		benefit		利益														The new drug can benefit many patients suffering from the disease.		その新薬はその疾患に苦しむ多くの患者の治療に役立つだろう。 シッカン

		5.1		状態		状態		mal-		悪、不良		malignant		悪性		-ant		形容詞形										Malignant is a medical term used to describe a severe and progressively worsening disease.		「悪性」とは、深刻で徐々に悪化していく疾患のことを説明するのに使う医学用語である。 シッカン

		5.1		状態		状態		neo-		新		neoplasia		新形成		-plasia		形成										Neoplasia refers to the abnormal growth of new tissue, often the formation of tumors.		新形成とは、新しい組織の異常な成長のことで、しばしば腫瘍の形成を指す。

		5.1		状態		状態		xer(o)-		乾燥		xeroderma		乾皮症		-derma		皮膚										Xeroderma is a condition in which the skin is very dry and scaly.		乾皮症とは、肌がひどく乾燥し、うろこのようにはげ落ちる状態をいう。

		5.1		状態		状態		sapr(o)-		腐		saprophyte		腐生菌		-phyte		植物										A saprophyte is a plant, fungus or microorganism that lives on dead or decaying organic matter.		腐生菌は、死んでいたり、腐敗が進んでいる生物に依存して生きている植物、菌類、または微生物である。

		5.1		状態		状態		-stasis		停止、停滞、鬱滞		homeostasis		恒常性		home(o)-		恒常										In human homeostasis, when the blood glucose levels become too low, glycogen is broken down to glucose in the liver.		人間の恒常性では、血糖値が低くなりすぎると肝臓でグリコーゲンがグルコースに分解される。 ブンカイ

		5.2		状態		性質		mut(a)-		変異		mutagen		突然変異誘発物質		-gen		原										A mutagen can cause sudden changes in genes and abnormality in a fetus.		突然変異誘発物質は遺伝子に突然変異を起こしたり、胎児に異常を引き起こしたりすることがある。 トツゼン ヘンイ

		5.2		状態		性質		terat(o)-		奇形		teratogen		催奇形物質（因子）		-gen		原										Teratogens are substances that can cause fetal abnormalities.		催奇形物質は胎児に異常を引き起こしうる物質である。

		5.2		状態		性質		schizo-		分裂		schizophrenia		統合失調症		-phrenia		精神障害										People with schizophrenia display breakdown between thought and behavior.		統合失調症を患っている人は、思考と行動が乖離している。

		5.2		状態		性質		phili(o)-; -phil, -philia		好		hydrophilic		親水性の		hydr(o)-		水		-ic		形容詞形						A soap molecule has both hydrophobic and hydrophilic ends.		セッケン分子は疎水性と親水性の両方の末端を持つ。

		5.2		状態		性質		bar(o)-		圧		barometer		気圧計		-meter		測定器										The barometer reading was very low for the area near the typhoon.		台風の近くの場所の気圧計の数値はとても低かった。

		5.2		状態		性質		pyr(o)-		熱、火		pyrogen		発熱物質		-gen		原										A pyrogen is a substance that causes fever.		発熱物質は熱を引き起こす物質である。

		5.2		状態		性質		therm(o)-		熱		endothermic		吸熱（性）の		endo-		内		-ic		形容詞形						Because the reaction is endothermic, we do not need to cool the apparatus.		反応は吸熱反応であるため、装置を冷却する必要はない。

		5.3		状態		動作・作用		kinesi(o)-, kinet(o)-; -kinesia		運動		hyperkinetic		多動の、運動過多の		hyper-		過、過剰		-ic		形容詞形						The hyperkinetic child was subjected to an examination because of his abnormally high level of movement.		その多動児は、異常に動き回るので検査の対象となった。

		5.3		状態		動作・作用		erg(o)-		作業、労働		synergistic		相乗作用の		syn-		共同		-istic		形容詞形						A synergistic effect, which is greater than the sum of the individual effects, is different from an additive effect.		相乗効果は、単独効果を合わせたものよりも強く現れ、相加効果と異なる。

		5.3		状態		動作・作用		plas(o)-; -plasia,		形成、増殖		metaplasia		化生		meta-		メタ（化）										Metaplasia is the transformation of one differentiated cell type into another.		化生とは、ある種の分化した細胞が別の細胞種に再分化することである。 ベツ サイボウ タネ サイ ブンカ

		5.3		状態		動作・作用		phag(o)-; -phage, -phagia		飲み込む、食べる		phagocytosis		（食細胞の）食作用		cyt(o)-		細胞		-osis		状態						Phagocytosis is a process of protecting the body by ingesting foreign substances.		食作用は、異物を取り込む（取り込み、分解する）ことで体を守る作用である。

		5.3		状態		動作・作用		-ation		行為、状態、結果を表す名詞形		generation		生成する、作製する		gen(o)-		発生										The genetic defect could be traced back through several generations.		その遺伝子異常はいくつかの世代をさかのぼる可能性があった。

		5.3		状態		動作・作用		-cide		殺		pesticide		殺虫剤、農薬		pest		害虫（単語）										A pesticide kills insects or plant pathogens.		殺虫剤は昆虫または植物病原体を殺す。 カラダ

		5.3		状態		動作・作用		-gnosis		認知		prognosis		予後		pro-		前										The prognosis of a benign tumor is better than that of a malignant one.		良性腫瘍の予後は、悪性腫瘍のよりも良い。

		5.3		状態		動作・作用		-proof		耐性		acidproof		耐酸性		acid(o)-		酸										Use acidproof gloves to handle corrosive reagents.		腐食性の試薬を扱うには、耐酸性の手袋を使いなさい。

		5.3		状態		動作・作用		-poiesis		生成、形成		erythropoiesis		赤血球生成		erythr(o)-		赤										Erythropoiesis is the process by which red blood cells are produced.		赤血球生成は赤血球が作り出される過程である。

		5.3		状態		動作・作用		-lysis		溶解、分解		hemolysis ［米］, haemolysis ［英］		溶血（反応）、血球破壊		hem(o)-		血液										Hemolysis is the destruction of red blood cells.		溶血とは赤血球が崩壊することである。

		6.1		生物学		生物 1		bio-		生命、生物		biochemistry		生化学		chem(o)-		化学		-ist		専門家		-ry		名詞形		Biochemistry deals with the chemistry of life processes in plants and animals.		生化学は植物や動物の生命過程の化学を扱う。

		6.1		生物学		生物 1		viv(i)-		生命、生体		vivisection		生体解剖		-section		解剖										Surgical operations and experiments performed on living animals are referred to as vivisection.		生体解剖とは、生きている動物の外科手術や実験を指す。

		6.1		生物学		生物 1		gen(o)-; -gen		発生、遺伝、原		genetic		発生、遺伝に関する		-ic		形容詞形										As many diseases have genetic origins, the doctor asked about the patient's family history.		多くの疾患には遺伝的原因があるため、医師は家族の病歴について尋ねた。 シッカン

		6.1		生物学		生物 1		-genesis		発生、形成		chromogenesis		色素形成		chrom(o)-		色素										Melanin synthesis, such as after sun exposure, is an example of chromogenesis.		日光を浴びた後などにメラニンが合成されるのは、色素形成の一つの例である。

		6.1		生物学		生物 1		cyt(o)-; -cyte		細胞		leukocyte［米］, leucocyte ［英］		白血球		leuk(o)-, leuc(o)-		白										Leucocytes, or white blood cells, circulate in the blood and body fluids to fight foreign substances and diseases.		Leucocytes（白血球）は、white blood cellsとも呼ばれ、異物や病気と戦うために血液や体液の中を循環する。

		6.1		生物学		生物 1		nucle(o)-		核		nucleoplasm		核質		plasm(o)-		原形質										Inside a cell nucleus is the nucleoplasm.		細胞の中にある核を核質という。

		6.1		生物学		生物 1		plasm(o)-; -plasm(a)		（原形）質		plasmolysis		原形質分離		-lysis		分解										Plasmolysis is the process of cytoplasm shrinking away from the cell wall due to water loss.		原形質分離は、水分を失うことにより、原形質が収縮し細胞壁から分離する過程である。

		6.2		生物学		生物 2		bacteri(o)-		細菌		antibacterial		抗菌（性）の		ant(i)-		抗		-al		形容詞形						This is an antibacterial ointment which can be used on minor cuts and scratches.		これは軽い切り傷やかすり傷に使える抗菌性の軟膏だ。

		6.2		生物学		生物 2		-coccus		球菌		streptococcus		連鎖球菌		strept(o)-		連鎖										Streptococcus is a spherical type of bacteria which generally occurs in chains.		連鎖球菌は、鎖状に連なる球状の細菌である。

		6.2		生物学		生物 2		fung(i)-		かび、真菌		fungal		真菌の		-al		形容詞形										Athlete's foot is a fungal infection that develops in the moist areas between your toes and sometimes on other parts of your foot.		水虫とは、足指の間の湿ったところや足の他の部分で発生する真菌の感染症である。 ショウ

		6.2		生物学		生物 2		myc(o)-		かび、真菌		mycotoxicosis		かび毒中毒症、真菌中毒症		toxic(o)-		毒		-osis		病態						Mycotoxicosis is caused by the poison from fungi.		真菌中毒症は真菌由来の毒によって引き起こされる。

		6.2		生物学		生物 2		blast(o)-; -blast		芽細胞		melanoblast		メラニン芽細胞		melan(o)-		黒										Cells containing dark pigments are formed from melanoblasts.		黒みがかった色素を含む細胞はメラニン芽細胞から産生される。 クロ

		6.2		生物学		生物 2		phyll(o)-; -phyll		葉		xanthophyll		葉黄素、キサントフィル		xanth(o)-		黄										Xanthophylls are yellow pigments found in plants and animal fats.		キサントフィルは植物や動物の脂肪に存在する黄色い色素である。

		6.2		生物学		生物 2		phyt(o)-; -phyte		植物、瘤		osteophyte		骨棘、骨増殖体		oste(o)-		骨										With aging, osteophyte formation may occur in the joints, causing pain.		歳をとると、骨棘形成が痛みを伴いながら関節に起こることがある。

		6.3		生物学		生物 3		hist(o)-, histi(o)-		組織		cytohistology		細胞組織学		cyt(o)-		細胞		-logy		学						The study of cells and tissues is called cytohistology.		細胞や組織の研究を細胞組織学という。

		6.3		生物学		生物 3		fibr(o)-		繊維		fibroma		線維腫		-oma		腫瘍										A fibroma is a benign tumor which is mainly composed of fibrous connective tissue.		繊維腫は主に繊維状の結合組織から成る良性の腫瘍である。

		6.3		生物学		生物 3		osmo-		浸透圧		osmoregulation		浸透圧調節		regulation		調節（単語）										Osmoregulation, the maintaining of body-fluid homeostasis, is very important to living organisms.		体液恒常性の維持をする浸透圧調節は、生物にとって非常に重要である。

		6.3		生物学		生物 3		blenn(o)-		粘膜		blennorrhea		膿漏		-rrhea		漏										Blennorrhea is a condition in which there is excessive discharge of mucus, especially from the urethra or vagina.		膿漏は、特に尿道や膣からなど粘液の過剰分泌が起きる状態である。

		6.3		生物学		生物 3		immun(o)-		免疫		immunodeficiency		免疫不全		deficiency		欠損（単語）										HIV stands for human immunodeficiency virus which weakens your ability to fight infections and diseases.		HIVはヒト免疫不全ウイルス（human immunodeficiency virus）の略で、感染や病気と闘う能力を弱める。

		6.3		生物学		生物 3		zoo-; -zoa		動物		zoonosis		動物原性感染症		-osis		病態										Zoonosis is a disease which can be transmitted from animals to humans.		動物原性感染症は、動物から人間へ感染しうる疾患である。 シッカン

		6.4		生物学		物質 1		aero-		空気、気体		aeroallergen		空気アレルゲン		allergy		アレルギー（単語）		-gen		原						Aeroallergens are substances such as pollen and spores floating in the air that can cause allergic diseases.		空気アレルゲンとは、アレルギー疾患を引き起こしうる、空気中に浮遊する花粉や胞子のような物質である。

		6.4		生物学		物質 1		aque(o)-		水		aqueous		水性の		-ous		形容詞形										The aqueous humor is the transparent watery fluid that fills most of the eyeball.		眼房水は眼球の大部分を満たしている透明な水状液だ。

		6.4		生物学		物質 1		hydr(o)-		水、水分		hydrocarbon		炭化水素		carbo-		炭、カーボン										Alkanes, alkenes, and alkynes are all examples of hydrocarbons.		アルカン、アルケン、アルキンは炭化水素の例である。

		6.4		生物学		物質 1		hal(o)-		塩		halobacteria		好塩菌		bacteri(o)-		細菌										Halobacteria are found in water saturated or nearly saturated with salt.		好塩菌は、飽和、もしくはほとんど飽和した塩水で見つけられる。

		6.4		生物学		物質 1		gluc(o)-		ブドウ糖		glucagon		グルカゴン														Glucagon is a hormone that increases the concentration of blood sugar.		グルカゴンは血糖濃度を上昇させるホルモンである。

		6.4		生物学		物質 1		glyc(o)-		糖		glycolipid		糖脂質		lip(o)-		脂肪										Glycolipids are composed of a carbohydrate chain and a lipid.		糖脂質は、糖鎖と脂質から成る。 トウサ

		6.4		生物学		物質 1		sacchar(i)-, sacchar(o)-		糖		saccharide		糖類		-ide		～化～										Saccharide is another term for sugar.		糖類は糖のもう一つの呼び方である。

		6.4		生物学		物質 1		-ose		糖		fructose		果糖		fruct-		果物										Fructose is a sugar found in fruits and honey.		果糖とは果物やはちみつに存在する糖である。

		6.5		生物学		物質 2		galact(o)-		乳		galactagogue		催乳薬		-agogue		促進剤										A galactagogue is an agent that stimulates or increases the secretion of milk.		催乳薬は母乳分泌を刺激したり増加させる作用物質である。

		6.5		生物学		物質 2		lact(o)-		乳		lactation		乳の分泌、授乳		-ation		名詞形										Lactation refers to the secretion of milk from a mammary gland.		乳分泌は、乳腺から母乳が分泌されることを指す。

		6.5		生物学		物質 2		ather(o)-		粥状の、脂肪のかす		atherosclerosis		アテローム性動脈硬化		scler(o)-		硬化		-osis		病態						Artery walls thicken and harden, blocking blood flow in atherosclerosis.		アテローム性動脈硬化では、動脈壁が厚く、硬くなり、血流を妨げる。

		6.5		生物学		物質 2		adip(o)-		脂肪		adipocyte		脂肪細胞		-cyte		細胞										Fat is stored in adipocytes.		脂肪は脂肪細胞に貯蔵される。

		6.5		生物学		物質 2		lip(i)-, lip(o)-		脂肪		dyslipidemia［米］, dyslipidaemia ［英］		脂質異常症		dys-		異常		lip(o)-		脂肪		-emia		血液の状態		Dyslipidemia refers to the condition in which there are unhealthy levels of lipids in the blood.		脂質異常症は、血液中に有害な量の脂肪がある状態のことを指す。

		6.5		生物学		物質 2		steat(o)-		脂肪		steatorrhea［米］, steatorrhoea ［英］		脂肪便（症）		-rrhea		漏										Steatorrhea is a condition in which there is an excessive amount of fat in the feces.		脂肪便は糞便中に過剰の脂肪が存在する状態である。

		6.5		生物学		物質 2		seb(o)-		皮脂		sebaceous		脂肪を分泌する		-ous		形容詞形										Sebaceous glands secrete oil-like substances.		脂肪分泌腺から油のような物質が分泌される。

		6.5		生物学		物質 2		muc(o)-		粘液、粘膜		mucositis		粘膜炎		-itis		炎症										In mucositis, there is pain and inflammation of a mucous membrane.		粘膜炎は、粘膜の痛みと炎症が見られる。

		6.6		生物学		物質3・その他		tox(i)-, toxic(o)-; -toxin		毒		nephrotoxic		腎毒性の		nephr(o)-		腎臓		-ic		形容詞形						Drugs, which may be nephrotoxic, must be avoided in patients with kidney problems.		腎臓障害の患者では、腎毒性があるかもしれない薬は避けなければならない。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ase		酵素		lactase		ラクターゼ		lact(o)-		乳										Lactase is an enzyme that catalyzes the breakdown of milk sugar into glucose and galactose.		ラクターゼは乳糖のグルコースとガラクトースへの分解を触媒する酵素である。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ic		薬		narcotic		麻薬		narc(o)-		睡眠、麻薬										Opioid painkillers known as narcotics also induce sleep.		麻薬として知られるオピオイド系鎮痛薬は、眠気も催す。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ate		～酸塩		sodium bicarbonate		重炭酸カルシウム、重曹		bi-		二		carbo-		炭						The chemical name for baking soda is sodium bicarbonate.		重曹の化学名は、重炭酸カルシウムという。

		6.6		生物学		物質3・その他		astr(o)-		宇宙、星		astrobiology		宇宙生物学		bio-		生物		-logy		学						Astrobiology investigates the possibility of existence of life forms on other planets.		宇宙生物学では他の惑星に生命体が存在する可能性を調査している。

		6.6		生物学		物質3・その他		phot(o)-		光		photosynthesis		光合成		synthesis		合成（単語）										In photosynthesis, a plant uses light to make sugar and oxygen.		光合成では、植物は糖と酸素を作るために光を利用する。

		6.6		生物学		物質3・その他		radi(o)-		放射線		radioactivity		放射能		activity		活性（単語）										The radioactivity in the area was twice the normal level after the nuclear accident.		核事故の後、その地域の放射能は正常値の2倍だった。 セイジョウチ

		7.1		色・形・位置		色		chrom(o)-		色素		chromosome		染色体		-some		体										Each chromosome has thousands of genes that determine hereditary characteristics.		それぞれの染色体は遺伝的な特徴を決定する何千もの遺伝子からなる。

		7.1		色・形・位置		色		chromat(o)-		色素		chromatography		クロマトグラフィー		-graphy		記録（法）										Chromatography was used to separate the different flower pigments.		クロマトグラフィーは異なる花の色素を分離するために使われた。

		7.1		色・形・位置		色		albin(o)-		白		albino		アルビノ														The child was an albino with pale hair and eyes.		その子供は薄い色の髪と目をしていているアルビノだった。

		7.1		色・形・位置		色		leuk(o)-, leuc(o)-		白		leukemia［米］, leukaemia ［英］		白血病		-emia		血液の状態										An effective treatment for acute myeloid leukemia is transplantation of stem cells derived from healthy bone marrow.		急性骨髄性白血病の効果的な治療法の一つに、健康な骨髄から抽出した幹細胞を移植する方法がある。

		7.1		色・形・位置		色		erythr(o)-		赤		erythrocyte		赤血球		-cyte		細胞										Hemoglobin is carried throughout the body by erythrocytes.		ヘモグロビンは赤血球によって身体全体に運ばれる。

		7.1		色・形・位置		色		cyan(o)-		青（藍色）、シアン		cyanosis		チアノーゼ		-osis		病態										Cyanosis is a condition in which the skin appears blue because of low oxygen levels in tissues near the skin surface.		チアノーゼとは、皮膚表面近くの組織の酸素レベルが低くなり、皮膚が青く見える状態である。

		7.1		色・形・位置		色		cirrh(o)-		黄		cirrhosis		肝硬変		-osis		病態										Drinking too much alcohol can cause cirrhosis.		アルコールを摂取しすぎると肝硬変を起こしうる。

		7.1		色・形・位置		色		xanth(o)-		黄		xanthoma		黄色腫		-oma		腫瘍										A xanthoma is a yellowish patch or nodule of lipid deposits in the skin.		黄色腫とは、黄みがかった斑もしくは結節で、皮膚の脂質沈着である。 ケッセツ

		7.1		色・形・位置		色		chlor(o)-		緑		chlorophyll		クロロフィル、葉緑素		-phyll		葉										Most plants have a green pigment called chlorophyll.		ほとんどの植物には、クロロフィルと呼ばれる緑の色素がある。

		7.1		色・形・位置		色		melan(o)-		黒		melanin		メラニン、黒色素		-in		（化学）物質名										The brownish-black pigment found in skin, hair, and other animal or plant tissues is called melanin.		（ヒトの）肌、毛髪、そして他の動物や植物の組織で見られる茶色がかった黒色の色素はメラニンと呼ばれる。

		7.2		色・形・位置		形		ax(o)-		軸		axon		軸索突起														An axon, or nerve fiber, conducts electrical impulses away from the nerve cell.		軸索突起、すなわち神経線維は、神経細胞から電気信号を伝導する。

		7.2		色・形・位置		形		circum-		周囲		circumference		円周														The equation for the circumference of a circle is 2πr.		円周の方程式は2πrである。

		7.2		色・形・位置		形		cycl(o)-		環状、円、回転、循環		cyclodextrin		シクロデキストリン		dextrin		デキストリン（単語）										Cyclodextrins are ring compounds formed from six to eight sugar molecules.		シクロデキストリンは6～8個の糖分子から形成される環化合物である。

		7.2		色・形・位置		形		heli-		螺旋		helix		らせん														DNA has a double helix structure.		DNAは二重らせん構造を持つ。

		7.2		色・形・位置		形		morph(o)-		形、形態		amorphous		不定形の、無定形の		a-		無、不		-ous		形容詞形						An amorphous organism is one that has no particular shape.		不定形の生物は特定の形を持たないものである。

		7.2		色・形・位置		形		por(o)-		孔		osteoporosis		骨粗鬆症		oste(o)-		骨		-osis		病態						In osteoporosis, the bones are weakened.		骨粗鬆症では骨が弱くなる。

		7.2		色・形・位置		形		rhabd(o)-		棒状、横紋		rhabdomyosarcoma		横紋筋肉腫		myo-		筋肉		-sarcoma		肉腫						Rhabdomyosarcoma is a cancer of the skeletal muscle.		横紋筋肉種は骨格筋のがんである。

		7.2		色・形・位置		形		stere(o)-		立体		stereognosis		立体認知		-gnosis		認知										Being able to recognize or identify objects by the sense of touch is called stereognosis.		触った感覚で物質を認識したり特定できることは立体認知と言われている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		en-		内、内部		endemic		風土病		dem(o)-		人々		-ic		形容詞形						An endemic disease is an illness which is commonly found in a certain region or among certain people.		風土病は、ある特定の地域または特定の人々の間によく見られる病気である。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		endo-		内、内部		endocrine		内分泌の														Endocrine glands secrete hormones into the body's circulatory system.		内分泌腺は体内の循環系内へホルモンを分泌する。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		intra-		内、内部		intrauterine		子宮内の		uter(o)-		子宮		-ine		形容詞形						The intrauterine fetus is protected from shock by the amniotic fluid.		子宮内の赤ちゃんは羊水によって衝撃から守られている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		ecto-		外		ectoderm		外胚葉		-derma		皮膚										The ectoderm is the outermost of the three layers of an embryo.		外胚葉は、胚の三つの層一番外側のものである。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		ex(o)-		外		expectorant		去痰薬		pector(o)-		胸		-ant		促進剤 ソクシンザイ						An expectorant is used to help a patient cough up phlegm in the windpipe.		去痰薬は、患者が気管から痰を出すのを助けるために用いられる。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		extra-		外、超えて		extraocular		眼球外の		ocul(o)-		眼		-ar		形容詞形						The movement of the eye is controlled by six extraocular muscles.		目の動きは6個の外眼筋により制御される。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		epi-		上、表面、後の		epidermis		表皮		derm(o)-		皮膚										The epidermis is the outermost layer of the skin.		表皮は肌の最も外側の層である。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		para-		周辺、副、異常、疑似		parasnasal sinus		副鼻腔		nas(o)-		鼻		-al		形容詞形						The spaces within the bones behind the nose and cheeks are called the paranasal sinuses.		鼻と頬の後ろの骨の間の空間は副鼻腔と呼ばれている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		peri-		周囲、近くの		perioperative		周術期の、手術前後の		operation		手術（単語）		-ive		形容詞形						The perioperative period is the time period before, during and after a patient's surgical procedure.		周術期とは、患者が手術を受ける前から後までの期間のことである。 マエ アト

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		juxta-		近くの		juxtaglomerular		腎糸球体に近い		glomerul(o)-		糸球体		-ar		形容詞形						Juxtaglomerular cells play a critical role in maintaining blood pressure by producing renin.		傍糸球体細胞は、レニンを生成して血圧を維持する重要な役割を担う。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		supra-, super-		上、超		suprarenal		腎臓の上の、副腎の		ren(o)-		腎臓		-al		形容詞形						The adrenal gland is a suprarenal one located immediately above the kidney.		副腎は、腎臓のすぐ上に位置する腺である。 フクジン

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		infra-		下		infraorbital		眼窩下		orbit(o)-		眼窩（がんか）		-al		形容詞形						Infraorbital refers to the area below the orbit, or the spherical cavity housing the eyeball.		眼窩下とは、眼球がおさまっている球形のくぼみ、つまり眼窩の下の部分のことである。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		sub-		下、下方		subclinical		無症状の		clin-		臨床		-al		形容詞形						AIDS can remain subclinical for about 10 years.		エイズはおよそ10年間無症状状態が続くことがある。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		retro-		後方へ、逆に、レトロ		retrospective		さかのぼって		spect-		見る		-ive		形容詞形						A retrospective cohort study was conducted to determine the effects of the treatment.		後ろ向きコホート研究は、その治療の効果を明らかにするために行われた。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		inter-		間、中間、相互		interaction		相互作用		action		作用（単語）										The interactions between a drug and ingested food are studied in pharmacology.		薬物と摂取した食べ物との相互作用は薬理学で研究される。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		meso-		中央、中間		mesoderm		中胚葉		-derma		皮膚										The mesoderm is the middle layer of cells in an embryo.		中胚葉は胚の細胞の中間層である。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		later(o)-		側		equilateral		等辺の		equi-		等		-al		形容詞形						All sides of an equilateral triangle are of the same length.		正三角形の全ての辺は同じ長さだ。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		dextr(o)-		右		dextrose		D－グルコース		-ose		糖										Dextrose is a right-handed form of glucose.		デキストロースは、グルコースの右旋性型である。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		lev(o)-		左		levorotation		左旋		rotation		回旋（単語）										A movement in the counterclockwise direction, or to the left, is called levorotation.		反時計回りの方向、つまり左側への運動を左旋性という。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		acr(o)-		先端、肢端、高さ		acromegaly		末端肥大症		megal(o)-		巨、巨大										The disorder which causes the bones of the head, hands and feet to become abnormally large is called acromegaly.		頭部、手足の骨が異常に大きくなる障害は末端肥大症である。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		ab-		～から離れる		abnormal		異常な		norm		正常		-al		形容詞形						Abnormal heart rhythms are detected in arrhythmia.		不整脈では、心拍に異常が検知される。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		orth(o)-		真っすぐな、正常な、オルト（化）		orthodontist		矯正歯科医		odont(o)-		歯		-ist		専門家						She went to the orthodontist to straighten the crooked alignment of her teeth.		彼女は歯並びが悪いのを直すために矯正歯科医へ行った。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		ad-		～の方へ、付加		administration		投与		minister		与える		-ation		名詞形						Oral administration is the simplest way to deliver a drug.		経口投与は最も簡単な投薬方法である。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		dia-		通って、超えて		diagnose		診断する		-gnose		認知する										Based on the symptoms, the doctor diagnosed the disease as malaria.		諸症状に基づき、医師はマラリアだと診断した。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		trans-		超えて、別の状態へ		transporter		輸送体		-port		運ぶ		-er		～する物（人）						An ion transporter moves ions across a plasma membrane against their concentration gradient.		イオントランスポーターは、イオンを濃度勾配に逆らって細胞膜を通過させる。
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		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		tel(e)-		遠方		telemedicine		遠隔医療		medicine		医療（単語）										Patients living in rural areas can benefit greatly from telemedicine.		地方に住んでいる患者は、遠隔医療の恩恵を受けることができる。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		chem(o)-		化学		chemotherapy		化学療法		-therapy		療法										The patient was given chemotherapy treatment after the operation which removed the cancerous tumor.		その患者は、がん腫瘍を取り除く手術の後、化学療法を受けた。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		dynam(o)-		力		pharmacodynamics		薬力学		pharmac(o)-		薬		-ics		～学						Pharmacodynamics deals with the effects of and the reactions to drugs in the body.		薬力学では体内における薬物の効果と薬物に対する反応を扱う。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		etio-		原因		etiology		病因（学）		-logy		～学										Knowing the etiology of a disease can help find a way to prevent it.		ある疾患の病因がわかれば、それを予防する方法を見つけるのに役立つかもしれない。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		geri-, gero-, geront(o)-		老人、老年		geriatrics		老人医学		-iatric		医療（科）の、治療の イリョウ カ チリョウ		-ics		～学						Geriatrics is the branch of medicine that deals with the diseases and care of older people.		老人医学は高齢者の疾患とケアを扱う医学の一分野だ。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		gyn(o)-, gynec(o)-		女性、婦人		gynecologist ［米］, gynaecologist ［英］		婦人科医		-logist		～学者										A gynecologist specializes in medicine dealing with women’s diseases.		婦人科医は女性の疾患を扱う医学を専門としている。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		ped(i)-, ped(o)-		小児、足		pediatrician ［米］, paediatrician ［英］		小児科医		-iatric		医療（科）の、治療の イリョウ カ チリョウ		-cian		専門家						The pediatrician checked the baby’s pulse and temperature before trying to diagnose her illness.		その小児科医は病気を診断しようとする前に、赤ちゃんの脈拍と体温を確認した。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		psych(o)-		精神、心理		psychiatrist		精神科医		-iatry		医療（科）、治療 イリョウ カ チリョウ		-ist		専門家						Psychiatrists are medical doctors but psychologists are not.		精神科医は医師であるが（臨床）心理士は医師ではない。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		pharmac(o)-		薬		pharmacology		薬理学、薬効薬理		-logy		～学										Pharmacology is the science that deals with the origin, nature, chemistry, effects, and uses of drugs.		薬理学は、薬の起源、作用、化学（構造）、効果と使用についてを取り扱う科学である。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		sit(o)-		食、食物、穀物		sitotoxism		食中毒		tox(i)-		毒		-ism		名詞形						Sitotoxism is also known as food poisoning.		sitotoxism（食中毒）は、別名、food poisoningという。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		troph(o)-; -trophy		栄養		trophopathy		栄養不良		-pathy		疾病										Trophopathy refers to problems with nutrition.		栄養不良とは栄養に関する問題のことである。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-ics		～学		pharmacotherapeutics		薬物治療学		pharmac(o)-		薬		theraput(o)-		療法						Pharmacotherapeutics is the study of the effects of drugs and their use.		薬物治療学は薬の作用と薬物使用の学問である。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-ist		～する人、専門家		pharmacist		薬剤師		pharmac(o)-		薬										She wanted to become a pharmacist because her family operated a drugstore.		家族が薬局を経営していたので、彼女は薬剤師になりたかった。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-logist		～学者、研究者		oncologist		がん専門医、がん研究者		onc(o)-		腫瘍										The oncologist tested a new method to remove the tumor.		がん専門医は、その腫瘍を取り除くために新しい方法を試した。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-logy		～学		kinesiology		運動（生理）学		kinesi(o)-		運動										Human muscular movements are studied in kinesiology.		ヒトの筋肉の動きは、運動学において研究される。

		8.3		専門・技術		医療技術		electr(o)-		電気、電子		electrophoresis		電気泳動		phoresis		泳動（単語）										We studied how large molecules such as proteins can be separated using electrophoresis.		我々は、タンパク質のような大きな分子がどのように分離するのかを電気泳動を用いて調べた。

		8.3		専門・技術		医療技術		therap-; -therapy		療法		radiotherapy		放射線治療		radi(o)-		放射線										Radiotherapy uses high energy X-rays to treat many different types of cancer.		放射線治療はあらゆる種類のがんを治療するため高エネルギーX線を用いる。

		8.3		専門・技術		医療技術		-gram; -graphy		図、像；記録（法）、撮影（法）		angiography		血管造影（法）		angi(o)-		血管										The obstructed blood vessel was located using angiography.		血管造影を行うと閉塞した血管の場所が特定された。

		8.3		専門・技術		医療技術		-meter; -metry		測定器；測定法		spectrometry		分光分析		spectro-		分光										Mass spectrometry imaging can be used to visualize the spatial arrangements of biomarkers and peptides.		質量分析イメージングはバイオマーカーとペプチドの空間配置の可視化に用いることができる。

		8.3		専門・技術		医療技術		-scope; -scopy		鏡、計、器；検査（法）		microscope		顕微鏡		micro-		微小										The soil samples were examined carefully under a microscope.		その土壌試料は、顕微鏡で注意深く検査された。

		8.3		専門・技術		医療技術		-cision		切開（術）		incision		切開		in-		中へ										The surgeon made an incision into the abdomen to start the operation.		外科医は腹部を切開し手術を開始した。

		8.3		専門・技術		医療技術		-tomy		切開（術）、切離（術）		thoracotomy		開胸（術）		thorac(o)-		胸										Surgery to gain access to the pleural space of the chest is called thoracotomy.		胸膜腔に達するようにする手術を開胸術という。

		8.3		専門・技術		医療技術		-ectomy		切除（術）、摘出（術）		gastrectomy		胃切除術		gastr(o)-		胃										Surgery to remove all or part of the stomach is called gastrectomy.		胃の全部または一部を外科的に除去することを胃切除術と呼ぶ。

		8.3		専門・技術		医療技術		-stomy		開口（術）、吻合（術）、造設（術）		colostomy		結腸人工肛門造設術		col(o)-		結腸										In colostomy, an artificial anal opening is surgically formed from the colon.		人工肛門造設術では人工的肛門開口部は結腸から外科的に作られる。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		co-		共		coadminister		薬を併用する		ad-		～の方へ		minister		与える						Several drugs had to be coadministered to treat the condition.		その病気を治療するために、いくつかの薬を併用しなければならなかった。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		com-, con-		共		concomitant		併用														Concomitant drugs are two or more medicines administered at almost the same time.		薬物の併用とは、ほぼ同時に2つ以上の薬物を投与することである。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		syn-, sym-		合、癒着、共同		symbiosis		共生		bio-		生命		-sis		名詞形						Symbiosis is a relationship in which two kinds of organisms live together.		共生とは二種の生体が一緒に生きる関係だ。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		auto-		自己、自動		autoimmune		自己免疫		immuno-		免疫										Rheumatoid arthritis is one of the autoimmune diseases in which an organism turns against itself.		関節リウマチとは、生体が自己を攻撃する自己免疫疾患の一つである。 ジコ シッカン

		9.1		関係性・否定		関係性 1		idio-		特発の、個人の		idiosyncrasy		特異体質		syn-		共同										Idiosyncrasy is a condition in which a person reacts differently to a drug or treatment from most people.		特異体質（イディオシンクラシー）とは、ある人が薬物や治療へ多くの人と異なる反応を持つことである。 タイシツ

		9.1		関係性・否定		関係性 1		allo-		同種で異なる		allograft		同種間他家移植		graft		移植（単語）										The patient with severe cirrhosis had an allograft liver transplant from his son.		その重症の肝硬変の患者は、息子から肝臓の同種間他家移植（生体肝移植）を受けた。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		xen(o)-		異種、外来		xenograft		異種間他家移植		graft		移植（単語）										Human tumor xenografts in mice were used in cancer studies.		ヒトの腫瘍をマウスに異種移植することが、がん研究において利用された。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		equi-		等		equilibrium		平衡		librate		釣り合う（単語）		-um		単数形						In chemistry, an equilibrium is reached when a reversible reaction is balanced so that there is no observable change.		化学では、可逆反応で見かけ上（物質の）変化がない時、平衡に達したという。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		homo-		相同、同種		homogeneous		同種の、均質の		gen(o)-		遺伝		-ous		形容詞形						Stirring well produced a homogeneous mixture.		よく混ぜることで、均一な混合物ができた。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		heter(o)-		異		heterogeneous		異種の、異質の		gen(o)-		遺伝		-ous		形容詞形						The cells were heterogeneous because they were from two different people.		その複数の細胞は2人の異なる人から取られたものなので異種であった。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		ant(i)-		反、対、抗		anticoagulant		抗凝血剤、抗凝固剤		coagulant		凝固剤（単語）										Anticoagulants slow blood clotting and are known as blood thinners.		抗凝固剤は血液凝固を遅くし、「血をサラサラにする薬」と呼ばれている。 ギョウコ

		9.2		関係性・否定		関係性 2		contra-		反、逆		contraindicate		薬剤に禁忌を示す		indicate		薬剤の適応がある（単語）										This drug is contraindicated if the patient is allergic to any of its components.		この薬は、その患者が成分のいずれかに対してアレルギーがある場合、禁忌である。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		pseud(o)-		偽		pseudoscience		疑似科学		science		科学（単語）										Pseudoscience is not based on actual evidence.		疑似科学は、本物の証拠に基づくものではない。

		9.3		関係性・否定		否定		a(n)-		無、不、非、欠乏		asymmetrical		非相称、非対称		sym-		共同		-metry		測定法		-al		形容詞形		The right and left sides of human body are asymmetrical.		人間の体は、左右非対称である。
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		9.3		関係性・否定		否定		de-		脱、除、止		dehydrate		脱水状態になる ジョウタイ		hydr(o)-		水		-ate		動詞形 ドウシ ケイ						If you participate in sports without taking fluids, you can become dehydrated.		水分をとらずにスポーツをすると、脱水状態になりうる。

		9.3		関係性・否定		否定		dis-		不、失、反		disabled		身体障害のある		able		能力のある（単語）		-ed		過去分詞						A sprained ankle disabled him from walking for a month.		捻挫のせいで彼は1ヶ月歩けなかった。

		9.3		関係性・否定		否定		dys-		異常、障害、不全、困難		dysmenorrhea ［米］, dysmenorrhoea ［英］		月経困難症		men(o)-		月経		-rrhea		漏						Dysmenorrhea refers to difficult or painful menstruation.		月経困難症は月経が困難であったり、痛みを伴ったりすることである。

		9.3		関係性・否定		否定		im-, in-		非、不		inactivate		不活性化する		activate		活性化する（単語）										Inactivated virus was used to make the vaccine.		不活性化されたウイルスはワクチンを作ることに使われた。

		9.3		関係性・否定		否定		un-		未、非、無		unconsciousness		意識消失		conscious		意識のある（単語）		-ness		名詞形						Unconsciousness is the condition that involves complete lack of responsiveness to environmental stimuli.		意識消失とは、環境刺激に対して全く反応しない状態である。

		10.1		数量・時間		数		mono-		単、一		monomer		単量体		-mer		部分										Monomers can combine with other monomers to form polymers.		単量体（モノマー）はほかの単量体と結合して重合体（ポリマー）を形成する。

		10.1		数量・時間		数		uni-		単、一		unicellular		単細胞（性）の		cellular		細胞の（単語）										Unicellular prokaryotes, which are made of a single cell, are usually about 1 to 10 µm in size.		単一の細胞からなる単細胞性の原核生物は、通常約1～10㎛の大きさだ。

		10.1		数量・時間		数		bi-		二、両		bilateral		両側のある、両側性の		later(o)-		側		-al		形容詞形						The hearing loss was bilateral, affecting both ears suddenly and at the same time.		その難聴は両側性のもので、突然、両耳に同時に起こった。

		10.1		数量・時間		数		di-		二、両		diplegia		両麻痺		-plegia		麻痺										Diplegia is the paralysis of similar parts on both sides of the body, such as arms or legs.		両麻痺は腕や脚のような、身体の両側の同じような部位でおこる麻痺である。

		10.1		数量・時間		数		dipl(o)-		二、両		diploid		二倍体		-oid		のようなもの										Humans have diploid cells containing 46 chromosomes.		人間は46の染色体を含む、二倍体細胞を持つ。

		10.1		数量・時間		数		tri-		三		triglyceride		トリグリセリド		glyceride		グリセリド（単語）										A high triglyceride level in the blood can increase of the risk of heart disease.		血中のトリグリセリド値が高いと、心臓病のリスクが高くなりうる。

		10.1		数量・時間		数		tetr(a)-		四		tetrahedron		四面体		-hedron		～面体										A tetrahedron is a solid figure with four triangular faces.		四面体は4つの三角形の面をもつ立体図形である。

		10.1		数量・時間		数		pent(a)-		五		pentanol		ペンタノール		-ol		化合物名										Pentanol is a kind of alcohol with five carbon atoms.		ペンタノールは5つの炭素原子を持つアルコールの一種である。

		10.1		数量・時間		数		quint-		五		quintuplets		五つ子														The woman gave birth to quintuplets.		その女性は五つ子を出産した。

		10.1		数量・時間		数		hex(a)-		六		hexagon		六角形		-gon		～角形										A hexagon is a two-dimensional six-sided polygon.		六角形は平面で6角を持つ多角形である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		multi-		多		multicomponent		多成分の		component		構成要素（単語）										Cold medicines are usually multicomponent ones because different symptoms need to be treated.		風邪薬は、異なる症状の治療が必要とされるので、通常多成分となっている。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		poly-		多		polysaccharide		多糖		sacchar(i)-		糖		-ide		～化～						Polysaccharides are complex carbohydrates composed of many monosaccharides.		多糖はたくさんの単糖で構成される複合糖質である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		megal(o)-, meg(a)-		大、巨大		splenomegaly		脾腫		splen(o)-		脾臓										Splenomegaly is a condition in which the spleen is abnormally enlarged.		脾腫は脾臓が異常に肥大している状態だ。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		macro-		大、巨大		macrophage		マクロファージ		-phage		食べる										Macrophages in the connective tissue help protect the body against infection.		結合組織のマクロファージは、体の感染予防に役立つ。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		micr(o)-		小、微小		microanalysis		微量分析		analysis		分析（単語）										Only small amounts of samples are needed in microanalysis.		微量分析にはわずかな量の試料が必要である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		olig(o)-		乏、過少		oligosaccharide		オリゴ糖		sacchar(i)-		糖		-ide		～化～						An oligosaccharide is a simple sugar molecule.		オリゴ糖は単糖分子である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		-penia		少ない、減少		leukocytopenia ［米］, leucocytopenia ［英］		白血球減少症		leuc(o)-, leuk(o)-		白		-cyte		細胞						Leukocytopenia, a state of abnormally few white blood cells, can raise the risk of infection.		白血球減少症は、白血球が異常に少ない状態のことで、感染症にかかるリスクが高くなりうる。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		ultra-		超		ultrasound		超音波		sound		音波（単語）										Ultrasound, using sound waves which cannot be detected by the human ear, is used in medical diagnosis and therapy.		超音波は、人間の耳では検出できない音波を使っていて、医療における診断や治療に用いられている。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hyper-		過、過剰		hypertrophy		肥大		-trophy		栄養										Hypertrophy refers to a considerable increase in the size of an organ or tissue.		肥大とは器官や組織が顕著に大きくなることを表す。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hyp(o)-		下、低		hypoxemia ［米］, hypoxaemia ［英］		低酸素血（症）		oxy-		酸素		-emia		血液の状態						Hypoxemia is an abnormally low level of oxygen in the blood.		低酸素血症は血中酸素濃度が異常に低いことだ。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		amph(i)-, amph(o)-		両、両側		amphibian		両生類		bio-		生物										Amphibians are cold-blooded animals that usually split their time between land and water.		両生類は冷血（変温）動物で、通常は水中と陸上の2か所で生活する。 ショ

		10.3		数量・時間		量・程度 2		ambi-		両、両側		ambidextrous		両利き		dextro-		右		-ous		形容詞形						He is ambidextrous and can write with either hand.		彼は両利きで、どちらの手でも書くことができる。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hemi-		半		hemiplegia		片麻痺		-plegia		麻痺										Hemiplegia is paralysis on one side of the body.		片麻痺は身体の片側の麻痺である。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		semi-		半		semicircular		半円		circle		円（単語）		-ar		形容詞形						The three semicircular canals form a part of the inner ear or labyrinth.		三半規管は、内耳（labyrinthともいう）の一部を成す。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		medi(o)-		中央		median		中央値														The median value of the test group was compared with that of the control group.		試験群の中央値を対象群と比較した。

		10.4		数量・時間		時間・速度		chron(o)-		時間、時		chronic		慢性の、常習的な		-ic		形容詞形										Diabetes is a chronic disease which requires treatment over a long period.		糖尿病は長期にわたる治療が必要な慢性病だ。 チョウキ

		10.4		数量・時間		時間・速度		pre-		前		prescription		処方、処方せん		script		書く（単語）		-ion		名詞形						Pharmacists dispense medicines according to prescriptions from doctors.		薬剤師は医師からの処方箋により薬を調剤する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		pro-		前		prodrug		プロドラッグ		drug		薬（単語）										Prodrugs become active after being metabolized.		プロドラッグは、代謝された後に作用を発揮する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		post-		後		postnatal		出産後の		nat(o)-		出生		-al		形容詞形						That hospital offers good postnatal care after childbirth.		その病院は、出産後に優れた産後ケアを提供する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		re-		再		recombinant		組換え型（体）		combine		交ぜる（単語）		-ant		形容詞形						Recombinant DNA is created by taking a gene from one organism and inserting it into that from another organism.		組み替えDNAは、ある生物から遺伝子を取り出し、それを他の生物の遺伝子に挿入することにより作られる。

		10.4		数量・時間		時間・速度		brady-		緩、ゆっくりとした		bradycardia		徐脈		cardi(o)-		心臓		-ia		病態						Bradycardia refers to a very slow heartbeat of less than 60 beats per minute.		徐脈とは、心拍数が1分間あたり60回未満ととても遅いことである。

		10.4		数量・時間		時間・速度		tachy-		速い、頻		tachycardia		頻脈		cardi(o)-		心臓		-ia		病態						Tachycardia is the technical term referring to a very fast heartbeat.		頻脈は非常に速い心拍を指す専門用語である。

		10.4		数量・時間		時間・速度		meta-		後、変化、超、メタ（化）		metabolism		代謝														Increasing metabolism is the key to successful dieting.		代謝を高めることはダイエット成功のカギだ。
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Categories

				Part #		Cat1（EN）		Cat 1		Cat2（EN）		Cat2（JP）		Unit		Affix数 カズ		各ユニットのaffix数 カク スウ

		1		1.0		The Human Body 1		人体 1 ジンタイ		Parts of the Body 1		身体の部分 1		1.1		8

		2								Parts of the Body 2		身体の部分 2		1.2		8

		3								Nervous System		神経系		1.3		9

		4								Musculoskeletal System		骨・筋肉		1.4		7

		5								Eyes		眼		1.5		7		39

		6		2.0		The Human Body 2		人体 2 ジンタイ		Ears, Nose (Aurinasal)		耳鼻		2.1		6

		7								Mouth, Throat		口腔・咽喉		2.2		9

		8								Respiratory System		呼吸器系 		2.3		7

		9								Digestive System 1		消化器系 1		2.4		6

		10								Digestive System 2		消化器系 2		2.5		6		34

		11		3.0		The Human Body 3		人体３ ジンタイ		Reproductive System		生殖器系		3.1		8

		12				The Human Body 3				Urinary System		泌尿器系		3.2		6

		13				The Human Body 3				Cardiovascular System		循環器系		3.3		10

		14				The Human Body 3				Blood		血液		3.4		5

		15				The Human Body 3				Endocrine System		内分泌系		3.5		6		35

		16		4.0		Diseased State		病態 ビョウタイ		Symptoms 1		症状・病名 1		4.1		8

		17								Symptoms 2		症状・病名 2		4.2		8

		18								Symptoms 3		症状・病名 3		4.3		7		23

		19		5.0		State		状態 ジョウタイ		Condition		状態		5.1		8

		20								Property		性質		5.2		7

		21								Action		動作・作用		5.3		10		25

		22		6.0		Biology		生物学 セイブツガク		Life Forms 1		生物 1		6.1		7

		23								Life Forms 2		生物 2		6.2		7

		24								Life Forms 3		生物 3		6.3		6

		25								Materials 1		物質 1		6.4		8

		26								Materials 2		物質 2		6.5		8

		27								Materials 3, Miscellaneous		物質3・その他		6.6		7		43

		28		7.0		Colors, Shapes, Position		色・形・位置 イロ カタチ イチ		Colors		色		7.1		10

		29								Shapes		形		7.2		8

		30								Position, Direction 1		位置・方向 1		7.3		10

		31								Position, Direction 2		位置・方向 2		7.4		9

		32								Position, Direction 3		位置・方向 3		7.5		7		44

		33		8.0		Specialties, Techniques		専門・技術 センモン ギジュツ		Specialty Areas 1		専門分野 1		8.1		8

		34								Specialty Areas 2		専門分野 2		8.2		6

		35								Medical Techniques		医療技術		8.3		9		23

		36		9.0		Relationships, Negation		関係性・否定 カンケイセイ ヒテイ		Relationship 1		関係性 1		9.1		7

		37								Relationship 2		関係性 2		9.2		6

		38								Negation		否定		9.3		6		19

		39		10.0		Numbers, Time		数量・時間 スウリョウ		Numbers		数		10.1		10

		40								Quantities 1		量・程度 1		10.2		7

		41								Quantities 2		量・程度 2		10.3		8

		42								Time, Speed		時間・速度		10.4		8		33

														合計 ゴウケイ		318






2020薬学英語授業配布用

		Unit		Cat1		Cat2		Affix 1		Affix 1 和訳 ワヤク		単語		単語和訳 ワヤク		Affix 2		Affix 2　訳 ヤク		Affix 3		Affix 3　訳 ヤク		Affix 4		Affix 4　訳 ヤク		例文		例文　和訳 ワヤク

		1.1		人体 1		身体の部分 1		physi(o)-		体		physiology		生理学		-logy		～学										Physiology is the study of the normal activity and functions of the body.		生理学は、体の通常の活動や機能について研究する。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		somat(o)-		体		somatotropin [米], 
somatotrophin [英]		ソマトトロピン		-tropin		～ホルモン										The growth hormones, somatotropins, play important roles in controlling body growth.		成長ホルモンであるソマトトロピンは、体の成長をつかさどる重要な役割を担っている。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		cervic(o)-		首、頚		cervicogenic		頚椎性		gen(o)-		原		-ic		形容詞形						Cervicogenic headaches originate from problems of the neck.		頸椎性頭痛は首の問題から生じる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		brachi(o)-		上腕		brachial		上腕の		-al		形容詞形										Blood pressure can be measured by wrapping the cuff over the brachial artery.		血圧は上腕動脈にカフ（腕帯）を巻くことで計測することができる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		steth(o)-		胸部		stethoscope		聴診器		-scope		器										The stethoscope is an instrument used by doctors to listen to someone's heart sounds or breathing.		聴診器は医師が心音や呼吸を聞くために使う器具である。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		mamm(o)-		乳、乳房		mammography		マンモグラフィー、乳房X線撮影		-graphy		撮影（法）										Mammography screening is used to detect breast cancer.		マンモグラフィによる検診は、乳がんを見つけるのに用いられる。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		derm(o)-, dermat(o)-; -derma		皮膚		dermatitis		皮膚炎		-itis		炎症										Dermatitis, also known as eczema, is an inflammation of the skin.		dermatitis（皮膚炎）は、eczemaと知られている皮膚の炎症である。

		1.1		人体 1		身体の部分 1		kerat(o)-		角質		keratin		角質		-in		（化学）物質名										Nails and hair are primarily composed of keratin.		爪や髪は、主としてケラチン（角質）から作られる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		abdomin(o)-		腹部		abdominal		腹部の		-al		形容詞形										Stomachache is also called abdominal pain.		stomachache（胃痛または腹痛）は、abdominal pain（腹痛）ともいわれる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		ventr(o)-		腹		ventral		腹部		-al		形容詞形										Ventral in the human anatomy refers to the front of the body, while dorsal refers to the back.		人体構造において腹部は身体前面を指し、一方は背部は背中を指す。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		dors(o)-		背		dorsalgia		背痛		-algia		疼痛										Back pain or dorsalgia can be treated with exercise.		back pain（背中の痛み）言い換えるとdorsalgia（背痛）は、運動による治療が可能である。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		viscer(o)-		内臓		viscera		内臓		-a		複数形										The viscera are the internal organs of the body, including the heart, lungs, liver and kidneys.		内臓とは体の中にある臓器のことで、心臓、肺、肝臓、腎臓が含まれる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		splen(o)-		脾臓		splenoma		脾臓腫瘍		-oma		腫瘍										Splenoma is a benign tumor of the spleen.		脾臓腫瘍は脾臓にできる良性の腫瘍である。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		cortic(o)-		皮質		corticoadrenal		副腎皮質の		ad-		付加		ren(o)-		腎臓		-al		形容詞形		Aldosterone, one of the corticoadrenal hormones, regulates the balance of salt and water in the body.		アルドステロンは副腎皮質ホルモンの一つで、体内の塩分と水分のバランスを調節する。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		dactyl(o)-		指、足指		dactylogram		指紋		-gram		像										Another name for “fingerprint” is dactylogram.		fingerprint（指紋）はdactylogramとも言われる。

		1.2		人体 1		身体の部分 2		ped(i)-, ped(o)-		小児、足		pedicure		ペディキュア、足治療		cure		治療（単語）										Pedicure is a treatment of the toenails.		足療法は足指の爪の治療法の一つである。

		1.3		人体 1		神経系		cephal(o)-		頭部		cephalometer		頭部測定器		-meter		測定器										The size of the head can be measured with a cephalometer.		頭部の大きさは頭部測定器で測定することができる。

		1.3		人体 1		神経系		cerebr(o)-		大脳、脳		cerebral		大脳の、脳の		-al		形容詞形										The patient was suffering from cerebral ischemia due to a clot in the internal carotid artery.		その患者は、内頸動脈の凝血が原因の脳虚血を患っていた。

		1.3		人体 1		神経系		encephal(o)-		脳		encephalitis		脳炎		-itis		炎症										Japanese encephalitis is a viral infection of the brain that is spread through mosquito bites.		日本脳炎は蚊に刺されて広まる脳のウイルス感染である。

		1.3		人体 1		神経系		cerebell(o)-		小脳		cerebellum		小脳		-um		単数形										The cerebellum controls the balance and movement of the body.		小脳は体のバランスと動きを制御する。

		1.3		人体 1		神経系		mening(o)-		髄膜		meningoencephalitis		髄膜脳炎		encephal(o)-		脳		-itis		炎症						The brain and its meninges are inflamed in meningoencephalitis.		髄膜脳炎では、脳と髄膜が炎症を起こしている。

		1.3		人体 1		神経系		neur(o)-		神経		neuralgia		神経痛		-algia		疼痛										Neuralgia, which affects the nerves in the facial region, is very painful.		顔面神経を侵す神経痛はかなりの痛みを伴う。

		1.3		人体 1		神経系		narc(o)-		睡眠、麻薬		narcolepsy		ナルコレプシー、発作性睡眠		-lepsy		発作										Extreme sleepiness can occur due to a disorder called narcolepsy.		ナルコレプシーという疾患により、極度に眠気を催すことがある。 シッカン

		1.3		人体 1		神経系		esthes(o)-; -esthesia		感覚		anesthesia ［米］,
anaesthesia ［英］		麻酔		an-		無										The dentist applied local anesthesia before pulling out the bad tooth.		歯科医は虫歯を抜く前に局所麻酔を施した。

		1.3		人体 1		神経系		somni-		睡眠		somniloquence		寝言癖		eloquence		雄弁（単語）										Talking while one is asleep is called somniloquence.		睡眠中に話すことは寝言癖と呼ばれる。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		crani(o)-		頭蓋		craniofacial		頭蓋顔面		face		顔（単語）		-al		形容詞形						He specialized in craniofacial surgery and has treated many children suffering from various deformities.		彼は頭蓋顔面外科を専門としており、様々な奇形を持つ子供たちを治療してきた。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		oste(o)-		骨		osteoarthritis		骨関節炎		arthr(o)-		関節		-itis		炎症						Osteoarthritis refers to chronic inflammation of the bones and joints.		骨関節炎とは骨や関節の慢性的な炎症を指す。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		arthr(o)-		関節		arthritis		関節炎		-itis		炎症										Rheumatoid arthritis is a painful disease causing inflammtion of the joints.		リウマチ性関節炎は関節に炎症を引き起こし痛みを伴う疾患である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		muscul(o)-		筋肉		muscular		筋肉の		-ar		形容詞形										In spinal muscular atrophy, nerve signals from the spinal cord do not reach the muscles.		脊髄性筋萎縮症では、脊髄からの神経伝達が筋肉へ届かない。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		myo-		筋肉		cardiomyopathy		心筋症		cardi(o)-		心臓		-pathy		疾病						Cardiomyopathy is the name of a group of diseases affecting the heart muscle.		心筋症は心筋を脅かす病気群の名称である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		-sarc(o)		肉		osteosarcoma		骨肉腫		oste(o)-		骨		-oma		腫瘍						Osteosarcoma is an aggressive malignant bone disease.		骨肉腫は、侵襲性の高い悪性骨疾患である。

		1.4		人体 1		骨・筋肉		ten(o)-, tend(o)-, tendin(o)-		腱		tendonitis, tendinitis		腱（鞘）炎 ケン サヤ エン		-itis		炎症										He could not move his thumb due to tendonitis from excessive smartphone use.		スマートフォンの使い過ぎによる腱鞘炎で、彼は親指が動かせなくなった。

		1.5		人体 1		眼		ocul(o)-		眼		ocular		眼の		-ar		形容詞形										One of the side effects of this medicine is ocular discomfort with blurred vision.		この薬の副作用の一つにかすみ目という眼の不快感がある。

		1.5		人体 1		眼		ophthalm(o)-		眼		ophthalmic		眼（科）の、に関する		-ic		形容詞形										Ophthalmic solutions are known as eye drops.		点眼液は目薬として知られている。

		1.5		人体 1		眼		blephar(o)-		眼瞼（がんけん）		blepharoptosis		眼瞼下垂		ptosis		下垂（症）（単語）										She was suffering from blepharoptosis due to paralysis of the eyelid muscle.		瞼の筋肉の麻痺のために、彼女は眼瞼下垂を患っていた。

		1.5		人体 1		眼		lacrim(o)-		涙		lacrimal		涙の		-al		形容詞形										The lacrimal gland produces tears and is located just above the upper, outer corner of the eye.		涙腺は、目の外眼角のすぐ上の部分に位置していて涙を産生する。

		1.5		人体 1		眼		dacry(o)-		涙		dacryoadenitis		涙腺炎		adeno-		腺		-itis		炎症						Dacryoadenitis is the inflammation of the tear gland.		涙腺炎は涙腺の炎症だ。

		1.5		人体 1		眼		opt(o)-, optic(o)-		眼、視力		optometrist		検眼士		-metry		測定		-ist		専門家						The optometrist gave instructions for the prescription lenses.		検眼士は処方レンズの指示を出す。

		1.5		人体 1		眼		-opia, -opsia		視覚、視力		diplopia		二重視		diplo-		二										Diplopia is a vision disorder in which things are seen double.		二重視は物が二重に見える視力障害である。

		2.1		人体 2		耳鼻		aur(i)-, aur(o)-		耳		auricle		耳介（耳の外側の部分）														The outer part of the ear is called the auricle.		耳の外側の部分を耳介という。

		2.1		人体 2		耳鼻		ot(o)-		耳		otoscope		オトスコープ、耳鏡		-scope		鏡										An otoscope is used to examine the external canal of the ear.		オトスコープは耳の外耳道を調べるために使われる。

		2.1		人体 2		耳鼻		tympan(o)-		鼓膜		tympanostomy		鼓膜切開		-stomy		開口（術）										The doctor did a tympanostomy on the child to remove the fluid in the left ear.		医師は、その子供の左耳の滲出液を取り除くために鼓膜を切開した。

		2.1		人体 2		耳鼻		audi(o)-		聴覚、聴力		audiometer		聴力計		-meter		測定器										Hearing tests use an audiometer.		聴力検査では聴力計が使用される。

		2.1		人体 2		耳鼻		nas(o)-		鼻		nasal		鼻の		-al		形容詞形										Steroid nasal sprays are medicines that are commonly used to treat allergies of the nose.		ステロイド点鼻スプレーは鼻のアレルギーを治療するためによく使用される。

		2.1		人体 2		耳鼻		rhin(o)-		鼻		rhinitis		鼻炎		-itis		炎症										Every spring when the flowers start blooming, I suffer from rhinitis.		花が咲き始める春は、鼻炎に悩まされる。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		bucc(o)-		頬、口腔		buccal		バッカル錠		-al		形容詞形										A buccal tablet is placed between the cheek and the gum.		バッカル錠は頬と歯茎の間に挟む。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		o(r)-		口		oral		口腔の		-al		形容詞形										In oral administration, a substance is taken in through the mouth.		経口投与では物質は口を通って摂取される。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		lingu(o)-		舌、言語		sublingual		舌下		sub-		下		-al		形容詞形						Place a nitroglycerin sublingual tablet under your tongue in case of severe chest pain from an angina attack.		狭心症発作でひどく胸が痛むときは舌の下にニトログリセリンの舌下錠を入れてください。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		gloss(o)-		舌、言語		glossodynia		舌痛		-dynia		疼痛										The woman’s glossodynia was due to reduced salivary flow, which made the mouth very dry.		その女性の舌痛は、唾液の分泌が減って口の中が非常に乾いたためであった。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		dent(o)-		歯		dentist		歯科医		-ist		専門家										He went to the dentist because he had a decayed tooth.		彼は虫歯があったので歯科へ行った。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		odont(o)-		歯		odontogenesis		歯牙形成		-genesis		形成										The formation of teeth is called odontogenesis.		歯が作られることを歯牙形成と呼ぶ。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		tonsill(o)-		扁桃		tonsillectomy		へんとう摘出術		-ectomy		摘出［術］										The doctor performed a tonsillectomy on the child who often suffered from infection of the tonsils.		医師は、その子供が頻繁に扁桃腺の感染症にかかっていたので、扁桃腺を取り除いた。 ヘントウセン

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		pharyng(o)-		咽頭		nasopharyngeal		鼻咽頭の		nas(o)-		鼻		-al		形容詞形						The risk of nasopharyngeal cancer increases for those who eat a lot of salt-cured fish and meat.		鼻咽頭がんのリスクは、塩漬けの魚や肉をたくさん食べる人で高まる。

		2.2		人体 2		口腔・咽喉		laryng(o)-		喉頭		laryngitis		喉頭炎		-itis		炎症										She had a sore throat and could hardly speak today because of laryngitis.		彼女は喉頭炎のため、喉が痛み今日はほとんど声が出なかった。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		trache(o)-		気管		tracheotomy		気管切開（術		-tomy		切開［術］										The patient underwent a tracheotomy to insert a breathing tube to aid respiration.		その患者は呼吸を補助するために呼吸管を挿入する気管切開手術を受けた。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		bronch(o)-		気管支		bronchitis		気管支炎		-itis		炎症										The child caught a very bad cold with persistent coughing, which caused the bronchitis.		その子供は咳が続くひどい風邪をひき、そのせいで気管支炎になった。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pneum(o)-, pneumon(o)-		気、肺、呼吸		pneumonia		肺炎		-ia		病態										The inflammation or infection of the alveoli of the lungs is referred to as pneumonia.		肺の肺胞の炎症や感染は肺炎を指す。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pulmon(o)-		肺		pulmonary		肺の		-ary		形容詞形										Pulmonary tuberculosis is a contagious bacterial infection primarily affecting the lungs.		肺結核は主に肺が侵される感染性の細菌感染症だ。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		thorac(o)-; -thorax		胸		pneumothorax		気胸		pneumon(o)-		気、肺										Pneumothorax is a condition in which there is air between the lungs and the chest wall.		気胸は、肺と胸壁の間に空気がある状態である。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		pleur(o)-		胸膜、胸腔		pleurodynia		胸膜痛		-dynia		疼痛										Pleurodynia is a pain in the chest wall muscles that worsens when the patient breathes deeply.		胸膜痛は患者が深く呼吸すると悪化する胸壁筋の痛みである。

		2.3		人体 2		呼吸器系 		-pnea		呼吸		dyspnea		呼吸困難		dys-		困難										Dyspnea is a condition in which breathing is labored.		呼吸困難とは呼吸が苦しい状態のことだ。

		2.4		人体 2		消化器系 1		stomat(o)-		口、小孔		stomatitis		口内炎		-itis		炎症										Stomatitis, or inflammation of the mouth mucous membrane, can be caused by a lack of vitamin B.		口内炎、すなわち口の粘膜の炎症はビタミンBの欠乏により起こりうる。

		2.4		人体 2		消化器系 1		sial(o)-		唾液		sialolithiasis		唾石症		lith(o)-		石		-iasis		～症、病						Sialolithiasis is a condition in which there is abnormal solid material in the salivary gland.		唾石症は、異常な固体物質が唾液腺に存在する状態だ。

		2.4		人体 2		消化器系 1		-pepsia		消化		dyspepsia		ディスペプシア、消化管機能障害		dys-		障害										She was suffering from functional dyspepsia and could not eat much.		彼女は、機能性ディスペプシアにかかっていて、あまり食べられなかった。

		2.4		人体 2		消化器系 1		esophag(o)-		食道		esophagus［米］, 
oesophagus ［英］		食道														The esophagus is the tube through which food passes from the pharynx to the stomach.		食道は、咽頭から胃に食物が通過する管である。

		2.4		人体 2		消化器系 1		gastr(o)-		胃		gastroenterology		胃腸病学、消化器病学		enter(o)-		腸		-logy		～学						Gastroenterology is the branch of medicine dealing with the functions and disorders of the digestive system.		消化器病学は、消化器系の働きと疾患を扱う医学分野である。

		2.4		人体 2		消化器系 1		duoden(o)-		十二指腸		duodenitis		十二指腸炎		-itis		炎症										Inflammation of the first section of the small intestine is called duodenitis.		小腸の始まりの部分の炎症を十二指腸炎という。

		2.5		人体 2		消化器系 2		hepat(o)-		肝臓		hepatitis		肝炎		-itis		炎症										Hepatitis is a term used for inflammation of the liver.		肝炎とは肝臓の炎症を表すのに使われる用語だ。

		2.5		人体 2		消化器系 2		cholecyst(o)-		胆嚢		cholecystitis		胆嚢炎		-itis		炎症										Cholecystitis refers to inflammation of the gall bladder.		胆嚢炎とは胆嚢の炎症を指す。

		2.5		人体 2		消化器系 2		chol(e)-, chol(o)-		胆汁		cholagogue		胆汁分泌促進剤		-agogue		促進剤										A cholagogue increases the discharge of bile.		胆汁分泌促進剤は胆汁の分泌を増加させる。

		2.5		人体 2		消化器系 2		enter(o)-		腸		enterobacteria		腸内細菌		bacteri(o)-		細菌										Eating yogurt can increase the amount of beneficial enterobacteria.		ヨーグルトを食べることで有益な腸内細菌の量を増やすことができる。

		2.5		人体 2		消化器系 2		col(o)-, colon(o)-		結腸		colonoscopy		結腸内視鏡検査		-scopy		検査（法）										Colonoscopy is a visual examination of the inside lining of the large intestine.		結腸内視鏡検査は大腸の内壁を見る検査である。

		2.5		人体 2		消化器系 2		ano-		肛門		anoscope		直腸［肛門］鏡		-scope		鏡										An anoscope was used to check for cancerous polyps in the rectal tract.		直腸鏡を用いて直腸のがん性ポリープを検査する。

		3.1		人体 3		生殖器系		men(o)-		月経		amenorrhea［米］, 
amenorrhoea ［英］		無月経		a-, an-		無		-rrhea		漏						Her extremely severe diet caused amenorrhea, and she was afraid she would not be able to have children.		彼女の過度に厳しいダイエットは無月経を引き起こし、彼女は子供ができなくなるのではないかと心配した。

		3.1		人体 3		生殖器系		oo-		卵		oocyte		卵母細胞		-cyte		細胞										An egg before the maturation stage is called an oocyte.		成熟期前の卵は卵母細胞と呼ばれる。

		3.1		人体 3		生殖器系		ov(i)-, ov(o)-		卵		oviduct		卵管		duct		管（単語）										An oviduct is a tube that conducts an egg to the uterus.		卵管は子宮に卵を運ぶ管である。

		3.1		人体 3		生殖器系		cervic(o)-		首、頚		cervical		子宮頸部		-al		形容詞形										Most cervical cancers are caused by human papillomavirus.		子宮頸がんのほとんどはヒトパピローマウイルスにより起こる。

		3.1		人体 3		生殖器系		hystero-		子宮		hysterocarcinoma		子宮がん腫		carcin(o)-		がん		-oma		腫瘍						The medical term for cancer of the uterus is hysterocarcinoma.		子宮がんの医学用語は子宮がん腫である。

		3.1		人体 3		生殖器系		uter(o)-		子宮		uterus		子宮														The fetus develops in the uterus.		胎児は子宮内で発育する。

		3.1		人体 3		生殖器系		obstetr(i)-		産科、助産		obstetrics		産科		-ics		～学										Obstetrics is the branch of medicine that deals with pregnancy and childbirth.		産科は、妊娠と出産を扱う診療科である。 シンリョウカ

		3.1		人体 3		生殖器系		nat(o)-		出生		prenatal		出生前		pre-		前		-al		形容詞形						Prenatal diagnosis can be used to detect abnormalities of the fetus.		出生前診断は胎児の異常を見つけるために使われる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		ren(o)-		腎臓		renal		腎臓の		-al		形容詞形										Kidney damage was suspected because the renal function was not normal.		腎臓の機能が正常でないため、腎障害が疑われた。 ショウガイ

		3.2		人体 3		泌尿器系		nephr(o)-		腎臓		hydronephrosis		水腎（症）		hydr(o)-		水		-osis		病態						In hydronephrosis, one or both kidneys become swollen due to the build-up of urine inside them.		水腎症では、腎臓内に尿が蓄積するため、片方または両方の腎臓が腫れ上がる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		pyel(o)-		腎盂		pyelonephritis		腎盂腎炎		nephr(o)-		腎臓		-itis		炎症						Pyelonephritis is a common type of kidney disease caused by bacterial infection.		腎盂腎炎は細菌感染によって引き起こされる、一般的な腎臓病だ。

		3.2		人体 3		泌尿器系		glomerul(o)-		糸球体		glomerular		糸球体の		-ar		形容詞形										Check the glomerular filtration rate (GFR) when prescribing this medicine for elderly patients.		この薬を高齢の患者に処方する時は糸球体濾過率（GFR）を確認しなさい。

		3.2		人体 3		泌尿器系		cyst(o)-		膀胱、嚢胞		cystitis		膀胱炎		-itis		炎症										Cystitis, or inflammation of the bladder, is caused by bacterial infection of the urinary tract.		膀胱炎、すなわち膀胱の炎症は、尿路の細菌感染症によって起こる。

		3.2		人体 3		泌尿器系		urin(o)-; -uria		尿		proteinuria		タンパク尿		protein		タンパク質（単語）										The condition in which an abnormal amount of protein is present in the urine is called proteinuria.		タンパク質が尿中に異常量ある状態をタンパク尿という。

		3.3		人体 3		循環器系		cardi(o)-		心臓		cardiovascular		心血管の		vascul(o)-		血管		-ar		形容詞形						Cardiovascular disease is a general term for a disease of the heart or blood vessels.		心血管疾患は心臓や血管の病気の総称だ。

		3.3		人体 3		循環器系		vas(o)-		血管、脈管		vasodilator		血管拡張剤		dilate		拡張する（単語）		-or		～剤						Calcium channel blockers act as vasodilators to increase blood flow.		カルシウムチャネル遮断薬は血流を増加させるための血管拡張剤として作用する。

		3.3		人体 3		循環器系		vascul(o)-		血管、脈管		avascular		無血管性の		a-		無		-ar		形容詞形						The cornea is a transparent avascular tissue, i.e., it has no blood vessels.		角膜は透明な無血管性の組織だ。すなわち角膜には血管がないということだ。

		3.3		人体 3		循環器系		angi(o)-		血管、リンパ管		angina		狭心症														Angina pectoris is the medical term for the chest discomfort from coronary artery disorders.		狭心症は冠動脈心疾患による胸部の不快感を指す医療用語である。

		3.3		人体 3		循環器系		arteri(o)-		動脈		arteriosclerosis		動脈硬化		scler(o)-		硬化		-osis		病態						Abnormal thickening and hardening of the arteries occurs in arteriosclerosis.		動脈硬化では、動脈の異常な肥厚及び硬化が起こる。

		3.3		人体 3		循環器系		aort(o)-		大動脈		aortitis		大動脈炎		-itis		炎症										Aortitis is the inflammation of the main vessel of systemic circulation arising from the heart.		大動脈炎は心臓を起点とした体循環の主要血管の炎症である。

		3.3		人体 3		循環器系		coron(o)-		冠		coronary		冠状の、心臓の		-ary		形容詞形										The coronary arteries surround the heart like a crown.		冠状動脈は冠のように心臓を囲んでいる。

		3.3		人体 3		循環器系		phleb(o)-		静脈		phlebitis		静脈炎		-itis		炎症										Inflammation of a vein is called phlebitis.		静脈の炎症は静脈炎と呼ばれる。

		3.3		人体 3		循環器系		ven(o)-		静脈		intravenous		静脈内		intra-		内、内部		-ous		形容詞形						Total parenteral nutrition (TPN) supplies all daily nutritional requirements through intravenous administration via central venous catheter.		中心静脈栄養法は1日に必要な栄養を中心静脈カテーテルを介した静脈内投与により供給する。

		3.3		人体 3		循環器系		sphygm(o)-		脈		sphygmomanometer		血圧計		manometer		圧力計（単語）										The nurse used a sphygmomanometer to measure my pulse and blood pressure.		看護師は私の脈拍と血圧を測るために血圧計を使った。

		3.4		人体 3		血液		hem(o)-		血液		hemoglobin ［米］,
haemoglobin ［英］		ヘモグロビン		globin		グロビン（単語）										Oxygen is carried by hemoglobin in erythrocytes.		酸素は赤血球のヘモグロビンによって運ばれる。

		3.4		人体 3		血液		hemat(o)-		血液		hematological ［米］, haematological ［英］		血液学の		-logy		～学		-al		形容詞形						The hematological department of the hospital specializes in the treatment of blood diseases.		病院の血液内科は血液疾患の治療を専門としている。

		3.4		人体 3		血液		ser(o)-		血清		serotherapy		血清療法		-therapy		療法										Serotherapy is a method for treating infectious diseases using injection of an immune serum.		血清療法は免疫血清の注入を利用する感染症を治療する方法の1つだ。

		3.4		人体 3		血液		thromb(o)-		血小板；血栓		thrombopoiesis		血小板産生		-poiesis		生成										A blood clot is formed in thrombopoiesis.		血栓は血小板産生で形成される。

		3.4		人体 3		血液		myel(o)-		骨髄		myeloblast		骨髄芽球		-blast		芽細胞										A myeloblast is an immature bone-marrow cell that develops into white blood cells.		骨髄芽球は未熟な骨髄細胞で白血球になる。

		3.5		人体 3		内分泌系		thyr(o)-, thyroid(o)-		甲状腺		thyroxin［米], 
thyroxine［英］		チロキシン、サイロキシン		oxy-		酸素		-in		（化学）物質名						Thyroxin is an amino acid produced by the thyroid gland that can increase metabolic rate.		チロキシンは、甲状腺で作られるアミノ酸で、代謝速度を増加させることができる。

		3.5		人体 3		内分泌系		lymph(o)-		リンパ		lymphadenopathy		リンパ節（腫脹）症		adeno-		腺		-pathy		疾病						Lymphadenopathy is a swelling of a lymph node due to an infection or tumor.		リンパ節症は、感染か腫瘍によるリンパ節の腫脹である。

		3.5		人体 3		内分泌系		aden(o)-		腺		adenoma		アデノーマ、腺腫		-oma		腫瘍										Adenomas are benign tumors, not cancerous ones.		アデノーマは良性腫瘍であり、がん性腫瘍ではない。

		3.5		人体 3		内分泌系		gonad(o)-		性腺		gonadotropin ［米］, 
gonadotrophin［英］		性腺刺激ホルモン		-tropin		～ホルモン										Gonadotropin is a hormone supporting and stimulating the function of an organ producing reproductive cells.		性腺刺激ホルモンは、生殖細胞を作る臓器の機能を支え、刺激するホルモンである。

		3.5		人体 3		内分泌系		andr(o)-		男性		androgen		アンドロゲン		-gen		原										Androgen is a hormone responsible for male sexual characteristics.		アンドロゲンは男性の性徴に関わるホルモンである。 セイチョウ カカ

		3.5		人体 3		内分泌系		adren(o)-		副腎		adrenergic		アドレナリン性		-ic		形容詞形										The adrenergic receptors are targets of the catecholamines, especially noradrenaline and adrenaline.		アドレナリン受容体はカテコラミン類特にノルアドレナリンやアドレナリンの標的だ。

		4.1		病態		症状・病名 1		morb-		病気		morbidity		罹患率、病的状態		-id		形容詞形		-ty		名詞形						Morbidity refers to the state of being diseased.		病的状態とは病気になっている状態を指す。

		4.1		病態		症状・病名 1		mort-		死		mortality		死亡		-al		形容詞形		-ty		名詞形						Maternal mortality is death occuring due to complicatons from pregnancy or childbirth.		母体死亡は、妊娠または出産に関わる合併症から起こる死亡のことである。

		4.1		病態		症状・病名 1		necr(o)		死		necrosis		壊死		-osis		状態、病態										Necrosis is the death of cells and tissues, which can occur due to cold, heat, poison or wounding.		壊死は細胞や組織の死のことで、冷熱刺激、毒物、傷によって生じうる。

		4.1		病態		症状・病名 1		spasm(o)-; -spasm		痙攣		spasmolytic		鎮痙薬、鎮痙（性）の		-lysis		溶解、分解		-ic		薬、形容詞形 ケイヨウシ カタチ						A spasmolytic is a medicine which can prevent sudden muscular contractions.		鎮痙薬とは急激な筋肉の収縮を防ぐ薬である。

		4.1		病態		症状・病名 1		py(o)-		化膿		pyorrhea		膿漏		-rrhea		漏										The patient had pyorrhea with much pus formation and loosening of the teeth.		患者は膿漏があり、膿がたくさん出てきて、歯もぐらついていた。

		4.1		病態		症状・病名 1		onc(o)-		腫瘍		oncogene		がん遺伝子、腫瘍遺伝子		gene		遺伝子（単語）										An oncogene can cause a normal cell to become cancerous when activated by radiation or a virus.		がん遺伝子が放射線またはウイルスにより活性化したとき、正常細胞をがん化しうる。

		4.1		病態		症状・病名 1		carcin(o)-		がん		carcinogen		発がん物質		-gen		原										Exposure to dioxin increases the risk of cancer as it is a carcinogen.		ダイオキシンは発がん物質であるため、さらされるとがんの危険性が高まる。

		4.1		病態		症状・病名 1		scler(o)-		硬化		scleroderma		硬皮症		-derma		皮膚										Scleroderma is a disease in which there is thickening and hardening of the skin.		硬皮症は皮膚の肥厚及び硬化がある疾患である。

		4.2		病態		症状・病名 2		-ia		状態、病態		galactosuria		ガラクトース尿		galacto-		乳		ur(o)-		尿						Galactosuria occurs when galactose cannot be converted to glucose and appears in excess in the urine.		ガラクトース尿症は、ガラクトースがグルコースに変換されず、尿中に過剰に出現する場合に起こる。

		4.2		病態		症状・病名 2		-emia		血液の状態		anemia ［米］, 
anaemia ［英］		貧血（症）		an-		欠乏										If you have anemia, your blood does not carry enough oxygen around your body.		貧血だと、血液は体中に十分な酸素を運ぶことができない。

		4.2		病態		症状・病名 2		-osis		状態、病態		ketoacidosis		ケトアシドーシス		keto-		ケトン		acid(o)-		酸						Ketoacidosis is one of the symptoms of diabetes in which there are too many ketone bodies in the blood.		ケトアシドーシスは血中に過剰のケトン体が存在する糖尿病の症状の一つである。

		4.2		病態		症状・病名 2		-itis		炎症		myocarditis		心筋炎		myo-		筋肉		cardi(o)-		心臓		-itis		炎症		Myocarditis is a condition in which there is an inflammation of the heart muscle.		心筋炎とは心臓の筋肉に炎症が起きている状態のことである。

		4.2		病態		症状・病名 2		path(o)-; -pathy		疾患、疾病		pathology		病理学		-logy		～学										Pathology is the branch of medicine that deals with the causes and effects of diseases.		病理学は疾患の原因や影響を扱う医学の一つである。

		4.2		病態		症状・病名 2		alge-; -algia		疼痛		analgesic		鎮痛剤、無痛覚の		an-		無		-ic		薬						Aspirin, one of the Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, or NSAIDs, can be used as an analgesic to kill pain.		非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）の一つであるアスピリンは痛みを和らげる鎮痛剤として使える。

		4.2		病態		症状・病名 2		-dynia		疼痛		cardiodynia		心臓痛		cardi(o)-		心臓										The patient complained of cardiodynia, or localized pain in the region of the heart.		その患者は、胸の辺りの限局性の痛みである心臓痛を訴えた。

		4.2		病態		症状・病名 2		-lepsy		発作		epilepsy		てんかん		epi-		表層										Electroencephalography can be used to monitor the electrical activity of the brain to diagnose epilepsy.		脳波記録はてんかんを診断するため、脳の電気的活動を記録するのに使うことができる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-plegia		麻痺		paraplegia		対麻痺、下半身不随		para-		周辺										Paralysis of one side of the body is hemiplegia, while that of the lower part is paraplegia.		体の片側の麻痺は片麻痺といわれ、体の下部の麻痺は対麻痺（下半身不随）といわれる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-rrhage, -rrhagia		異常流出		hemorrhage ［米］, 
haemorrhage ［英］		（大）出血		hem(o)-		血液										The physician tried to stop the hemorrhage from the gunshot wound.		医師は銃創からの大出血を止めようとした。

		4.3		病態		症状・病名 3		-rrhea		流出、排出、漏		diarrhea ［米］, 
diarrhoea ［英］		下痢		dia-		通して、通過										She had nausea, vomiting, and diarrhea due to food poisoning.		彼女は食中毒のため、悪心、嘔吐、下痢の症状があった。

		4.3		病態		症状・病名 3		-oma		腫瘍		myoma		筋腫		myo-		筋肉										The myoma in the muscular tissue was a benign tumour.		筋肉組織中の筋腫は良性腫瘍だった。

		4.3		病態		症状・病名 3		-cele		腫瘤		gastrocele		胃ヘルニア		gastr(o)-		胃										A hernia, or a protrusion or tumor of a part of the stomach, is also known as a gastrocele.		胃の一部での突出や、腫瘍であるヘルニアは、胃ヘルニアとも呼ばれる。

		4.3		病態		症状・病名 3		lith(o)-; -lith		石		ureterolith		尿管結石症		ureter		尿管（単語）										A ureterolith, or a stone in the ureter, can cause extreme pain.		尿管結石、すなわち尿管の石は激痛を引き起こしうる。

		4.3		病態		症状・病名 3		-phobia		恐、嫌		claustrophobic		閉所恐怖症の		claustro-		閉所		-ic		形容詞形						He does not use the elevator because he is clautrophobic.		彼は閉所恐怖症のため、エレベーターを使わない。

		5.1		状態		状態		norm(o)-		正、正常		normoglycemia		正常血糖		glyc(o)-		糖		-emia		血液の状態						When the blood sugar level is normal, this is referred to as normoglycemia.		血糖値が正常である時は、これと正常血糖と言う。

		5.1		状態		状態		eu-		良、正常		eupeptic		消化の正常な		pept-		消化		-ic		形容詞形						Eupeptic refers to a condition in which digestion is normal.		eupepticとは、消化が正常である状態を指す。

		5.1		状態		状態		ben(e)-		良		benefit		利益														The new drug can benefit many patients suffering from the disease.		その新薬はその疾患に苦しむ多くの患者の治療に役立つだろう。 シッカン

		5.1		状態		状態		mal-		悪、不良		malignant		悪性		-ant		形容詞形										Malignant is a medical term used to describe a severe and progressively worsening disease.		「悪性」とは、深刻で徐々に悪化していく疾患のことを説明するのに使う医学用語である。 シッカン

		5.1		状態		状態		neo-		新		neoplasia		新形成		-plasia		形成										Neoplasia refers to the abnormal growth of new tissue, often the formation of tumors.		新形成とは、新しい組織の異常な成長のことで、しばしば腫瘍の形成を指す。

		5.1		状態		状態		xer(o)-		乾燥		xeroderma		乾皮症		-derma		皮膚										Xeroderma is a condition in which the skin is very dry and scaly.		乾皮症とは、肌がひどく乾燥し、うろこのようにはげ落ちる状態をいう。

		5.1		状態		状態		sapr(o)-		腐		saprophyte		腐生菌		-phyte		植物										A saprophyte is a plant, fungus or microorganism that lives on dead or decaying organic matter.		腐生菌は、死んでいたり、腐敗が進んでいる生物に依存して生きている植物、菌類、または微生物である。

		5.1		状態		状態		-stasis		停止、停滞、鬱滞		homeostasis		恒常性		home(o)-		恒常										In human homeostasis, when the blood glucose levels become too low, glycogen is broken down to glucose in the liver.		人間の恒常性では、血糖値が低くなりすぎると肝臓でグリコーゲンがグルコースに分解される。 ブンカイ

		5.2		状態		性質		mut(a)-		変異		mutagen		突然変異誘発物質		-gen		原										A mutagen can cause sudden changes in genes and abnormality in a fetus.		突然変異誘発物質は遺伝子に突然変異を起こしたり、胎児に異常を引き起こしたりすることがある。 トツゼン ヘンイ

		5.2		状態		性質		terat(o)-		奇形		teratogen		催奇形物質（因子）		-gen		原										Teratogens are substances that can cause fetal abnormalities.		催奇形物質は胎児に異常を引き起こしうる物質である。

		5.2		状態		性質		schizo-		分裂		schizophrenia		統合失調症		-phrenia		精神障害										People with schizophrenia display breakdown between thought and behavior.		統合失調症を患っている人は、思考と行動が乖離している。

		5.2		状態		性質		phili(o)-; -phil, -philia		好		hydrophilic		親水性の		hydr(o)-		水		-ic		形容詞形						A soap molecule has both hydrophobic and hydrophilic ends.		セッケン分子は疎水性と親水性の両方の末端を持つ。

		5.2		状態		性質		bar(o)-		圧		barometer		気圧計		-meter		測定器										The barometer reading was very low for the area near the typhoon.		台風の近くの場所の気圧計の数値はとても低かった。

		5.2		状態		性質		pyr(o)-		熱、火		pyrogen		発熱物質		-gen		原										A pyrogen is a substance that causes fever.		発熱物質は熱を引き起こす物質である。

		5.2		状態		性質		therm(o)-		熱		endothermic		吸熱（性）の		endo-		内		-ic		形容詞形						Because the reaction is endothermic, we do not need to cool the apparatus.		反応は吸熱反応であるため、装置を冷却する必要はない。

		5.3		状態		動作・作用		kinesi(o)-, kinet(o)-; -kinesia		運動		hyperkinetic		多動の、運動過多の		hyper-		過、過剰		-ic		形容詞形						The hyperkinetic child was subjected to an examination because of his abnormally high level of movement.		その多動児は、異常に動き回るので検査の対象となった。

		5.3		状態		動作・作用		erg(o)-		作業、労働		synergistic		相乗作用の		syn-		共同		-istic		形容詞形						A synergistic effect, which is greater than the sum of the individual effects, is different from an additive effect.		相乗効果は、単独効果を合わせたものよりも強く現れ、相加効果と異なる。

		5.3		状態		動作・作用		plas(o)-; -plasia,		形成、増殖		metaplasia		化生		meta-		メタ（化）										Metaplasia is the transformation of one differentiated cell type into another.		化生とは、ある種の分化した細胞が別の細胞種に再分化することである。 ベツ サイボウ タネ サイ ブンカ

		5.3		状態		動作・作用		phag(o)-; -phage, -phagia		飲み込む、食べる		phagocytosis		（食細胞の）食作用		cyt(o)-		細胞		-osis		状態						Phagocytosis is a process of protecting the body by ingesting foreign substances.		食作用は、異物を取り込む（取り込み、分解する）ことで体を守る作用である。

		5.3		状態		動作・作用		-ation		行為、状態、結果を表す名詞形		generation		生成する、作製する		gen(o)-		発生										The genetic defect could be traced back through several generations.		その遺伝子異常はいくつかの世代をさかのぼる可能性があった。

		5.3		状態		動作・作用		-cide		殺		pesticide		殺虫剤、農薬		pest		害虫（単語）										A pesticide kills insects or plant pathogens.		殺虫剤は昆虫または植物病原体を殺す。 カラダ

		5.3		状態		動作・作用		-gnosis		認知		prognosis		予後		pro-		前										The prognosis of a benign tumor is better than that of a malignant one.		良性腫瘍の予後は、悪性腫瘍のよりも良い。

		5.3		状態		動作・作用		-proof		耐性		acidproof		耐酸性		acid(o)-		酸										Use acidproof gloves to handle corrosive reagents.		腐食性の試薬を扱うには、耐酸性の手袋を使いなさい。

		5.3		状態		動作・作用		-poiesis		生成、形成		erythropoiesis		赤血球生成		erythr(o)-		赤										Erythropoiesis is the process by which red blood cells are produced.		赤血球生成は赤血球が作り出される過程である。

		5.3		状態		動作・作用		-lysis		溶解、分解		hemolysis ［米］, haemolysis ［英］		溶血（反応）、血球破壊		hem(o)-		血液										Hemolysis is the destruction of red blood cells.		溶血とは赤血球が崩壊することである。

		6.1		生物学		生物 1		bio-		生命、生物		biochemistry		生化学		chem(o)-		化学		-ist		専門家		-ry		名詞形		Biochemistry deals with the chemistry of life processes in plants and animals.		生化学は植物や動物の生命過程の化学を扱う。

		6.1		生物学		生物 1		viv(i)-		生命、生体		vivisection		生体解剖		-section		解剖										Surgical operations and experiments performed on living animals are referred to as vivisection.		生体解剖とは、生きている動物の外科手術や実験を指す。

		6.1		生物学		生物 1		gen(o)-; -gen		発生、遺伝、原		genetic		発生、遺伝に関する		-ic		形容詞形										As many diseases have genetic origins, the doctor asked about the patient's family history.		多くの疾患には遺伝的原因があるため、医師は家族の病歴について尋ねた。 シッカン

		6.1		生物学		生物 1		-genesis		発生、形成		chromogenesis		色素形成		chrom(o)-		色素										Melanin synthesis, such as after sun exposure, is an example of chromogenesis.		日光を浴びた後などにメラニンが合成されるのは、色素形成の一つの例である。

		6.1		生物学		生物 1		cyt(o)-; -cyte		細胞		leukocyte［米］, leucocyte ［英］		白血球		leuk(o)-, leuc(o)-		白										Leucocytes, or white blood cells, circulate in the blood and body fluids to fight foreign substances and diseases.		Leucocytes（白血球）は、white blood cellsとも呼ばれ、異物や病気と戦うために血液や体液の中を循環する。

		6.1		生物学		生物 1		nucle(o)-		核		nucleoplasm		核質		plasm(o)-		原形質										Inside a cell nucleus is the nucleoplasm.		細胞の中にある核を核質という。

		6.1		生物学		生物 1		plasm(o)-; -plasm(a)		（原形）質		plasmolysis		原形質分離		-lysis		分解										Plasmolysis is the process of cytoplasm shrinking away from the cell wall due to water loss.		原形質分離は、水分を失うことにより、原形質が収縮し細胞壁から分離する過程である。

		6.2		生物学		生物 2		bacteri(o)-		細菌		antibacterial		抗菌（性）の		ant(i)-		抗		-al		形容詞形						This is an antibacterial ointment which can be used on minor cuts and scratches.		これは軽い切り傷やかすり傷に使える抗菌性の軟膏だ。

		6.2		生物学		生物 2		-coccus		球菌		streptococcus		連鎖球菌		strept(o)-		連鎖										Streptococcus is a spherical type of bacteria which generally occurs in chains.		連鎖球菌は、鎖状に連なる球状の細菌である。

		6.2		生物学		生物 2		fung(i)-		かび、真菌		fungal		真菌の		-al		形容詞形										Athlete's foot is a fungal infection that develops in the moist areas between your toes and sometimes on other parts of your foot.		水虫とは、足指の間の湿ったところや足の他の部分で発生する真菌の感染症である。 ショウ

		6.2		生物学		生物 2		myc(o)-		かび、真菌		mycotoxicosis		かび毒中毒症、真菌中毒症		toxic(o)-		毒		-osis		病態						Mycotoxicosis is caused by the poison from fungi.		真菌中毒症は真菌由来の毒によって引き起こされる。

		6.2		生物学		生物 2		blast(o)-; -blast		芽細胞		melanoblast		メラニン芽細胞		melan(o)-		黒										Cells containing dark pigments are formed from melanoblasts.		黒みがかった色素を含む細胞はメラニン芽細胞から産生される。 クロ

		6.2		生物学		生物 2		phyll(o)-; -phyll		葉		xanthophyll		葉黄素、キサントフィル		xanth(o)-		黄										Xanthophylls are yellow pigments found in plants and animal fats.		キサントフィルは植物や動物の脂肪に存在する黄色い色素である。

		6.2		生物学		生物 2		phyt(o)-; -phyte		植物、瘤		osteophyte		骨棘、骨増殖体		oste(o)-		骨										With aging, osteophyte formation may occur in the joints, causing pain.		歳をとると、骨棘形成が痛みを伴いながら関節に起こることがある。

		6.3		生物学		生物 3		hist(o)-, histi(o)-		組織		cytohistology		細胞組織学		cyt(o)-		細胞		-logy		学						The study of cells and tissues is called cytohistology.		細胞や組織の研究を細胞組織学という。

		6.3		生物学		生物 3		fibr(o)-		繊維		fibroma		線維腫		-oma		腫瘍										A fibroma is a benign tumor which is mainly composed of fibrous connective tissue.		繊維腫は主に繊維状の結合組織から成る良性の腫瘍である。

		6.3		生物学		生物 3		osmo-		浸透圧		osmoregulation		浸透圧調節		regulation		調節（単語）										Osmoregulation, the maintaining of body-fluid homeostasis, is very important to living organisms.		体液恒常性の維持をする浸透圧調節は、生物にとって非常に重要である。

		6.3		生物学		生物 3		blenn(o)-		粘膜		blennorrhea		膿漏		-rrhea		漏										Blennorrhea is a condition in which there is excessive discharge of mucus, especially from the urethra or vagina.		膿漏は、特に尿道や膣からなど粘液の過剰分泌が起きる状態である。

		6.3		生物学		生物 3		immun(o)-		免疫		immunodeficiency		免疫不全		deficiency		欠損（単語）										HIV stands for human immunodeficiency virus which weakens your ability to fight infections and diseases.		HIVはヒト免疫不全ウイルス（human immunodeficiency virus）の略で、感染や病気と闘う能力を弱める。

		6.3		生物学		生物 3		zoo-; -zoa		動物		zoonosis		動物原性感染症		-osis		病態										Zoonosis is a disease which can be transmitted from animals to humans.		動物原性感染症は、動物から人間へ感染しうる疾患である。 シッカン

		6.4		生物学		物質 1		aero-		空気、気体		aeroallergen		空気アレルゲン		allergy		アレルギー（単語）		-gen		原						Aeroallergens are substances such as pollen and spores floating in the air that can cause allergic diseases.		空気アレルゲンとは、アレルギー疾患を引き起こしうる、空気中に浮遊する花粉や胞子のような物質である。

		6.4		生物学		物質 1		aque(o)-		水		aqueous		水性の		-ous		形容詞形										The aqueous humor is the transparent watery fluid that fills most of the eyeball.		眼房水は眼球の大部分を満たしている透明な水状液だ。

		6.4		生物学		物質 1		hydr(o)-		水、水分		hydrocarbon		炭化水素		carbo-		炭、カーボン										Alkanes, alkenes, and alkynes are all examples of hydrocarbons.		アルカン、アルケン、アルキンは炭化水素の例である。

		6.4		生物学		物質 1		hal(o)-		塩		halobacteria		好塩菌		bacteri(o)-		細菌										Halobacteria are found in water saturated or nearly saturated with salt.		好塩菌は、飽和、もしくはほとんど飽和した塩水で見つけられる。

		6.4		生物学		物質 1		gluc(o)-		ブドウ糖		glucagon		グルカゴン														Glucagon is a hormone that increases the concentration of blood sugar.		グルカゴンは血糖濃度を上昇させるホルモンである。

		6.4		生物学		物質 1		glyc(o)-		糖		glycolipid		糖脂質		lip(o)-		脂肪										Glycolipids are composed of a carbohydrate chain and a lipid.		糖脂質は、糖鎖と脂質から成る。 トウサ

		6.4		生物学		物質 1		sacchar(i)-, sacchar(o)-		糖		saccharide		糖類		-ide		～化～										Saccharide is another term for sugar.		糖類は糖のもう一つの呼び方である。

		6.4		生物学		物質 1		-ose		糖		fructose		果糖		fruct-		果物										Fructose is a sugar found in fruits and honey.		果糖とは果物やはちみつに存在する糖である。

		6.5		生物学		物質 2		galact(o)-		乳		galactagogue		催乳薬		-agogue		促進剤										A galactagogue is an agent that stimulates or increases the secretion of milk.		催乳薬は母乳分泌を刺激したり増加させる作用物質である。

		6.5		生物学		物質 2		lact(o)-		乳		lactation		乳の分泌、授乳		-ation		名詞形										Lactation refers to the secretion of milk from a mammary gland.		乳分泌は、乳腺から母乳が分泌されることを指す。

		6.5		生物学		物質 2		ather(o)-		粥状の、脂肪のかす		atherosclerosis		アテローム性動脈硬化		scler(o)-		硬化		-osis		病態						Artery walls thicken and harden, blocking blood flow in atherosclerosis.		アテローム性動脈硬化では、動脈壁が厚く、硬くなり、血流を妨げる。

		6.5		生物学		物質 2		adip(o)-		脂肪		adipocyte		脂肪細胞		-cyte		細胞										Fat is stored in adipocytes.		脂肪は脂肪細胞に貯蔵される。

		6.5		生物学		物質 2		lip(i)-, lip(o)-		脂肪		dyslipidemia［米］, dyslipidaemia ［英］		脂質異常症		dys-		異常		lip(o)-		脂肪		-emia		血液の状態		Dyslipidemia refers to the condition in which there are unhealthy levels of lipids in the blood.		脂質異常症は、血液中に有害な量の脂肪がある状態のことを指す。

		6.5		生物学		物質 2		steat(o)-		脂肪		steatorrhea［米］, steatorrhoea ［英］		脂肪便（症）		-rrhea		漏										Steatorrhea is a condition in which there is an excessive amount of fat in the feces.		脂肪便は糞便中に過剰の脂肪が存在する状態である。

		6.5		生物学		物質 2		seb(o)-		皮脂		sebaceous		脂肪を分泌する		-ous		形容詞形										Sebaceous glands secrete oil-like substances.		脂肪分泌腺から油のような物質が分泌される。

		6.5		生物学		物質 2		muc(o)-		粘液、粘膜		mucositis		粘膜炎		-itis		炎症										In mucositis, there is pain and inflammation of a mucous membrane.		粘膜炎は、粘膜の痛みと炎症が見られる。

		6.6		生物学		物質3・その他		tox(i)-, toxic(o)-; -toxin		毒		nephrotoxic		腎毒性の		nephr(o)-		腎臓		-ic		形容詞形						Drugs, which may be nephrotoxic, must be avoided in patients with kidney problems.		腎臓障害の患者では、腎毒性があるかもしれない薬は避けなければならない。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ase		酵素		lactase		ラクターゼ		lact(o)-		乳										Lactase is an enzyme that catalyzes the breakdown of milk sugar into glucose and galactose.		ラクターゼは乳糖のグルコースとガラクトースへの分解を触媒する酵素である。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ic		薬		narcotic		麻薬		narc(o)-		睡眠、麻薬										Opioid painkillers known as narcotics also induce sleep.		麻薬として知られるオピオイド系鎮痛薬は、眠気も催す。

		6.6		生物学		物質3・その他		-ate		～酸塩		sodium bicarbonate		重炭酸カルシウム、重曹		bi-		二		carbo-		炭						The chemical name for baking soda is sodium bicarbonate.		重曹の化学名は、重炭酸カルシウムという。

		6.6		生物学		物質3・その他		astr(o)-		宇宙、星		astrobiology		宇宙生物学		bio-		生物		-logy		学						Astrobiology investigates the possibility of existence of life forms on other planets.		宇宙生物学では他の惑星に生命体が存在する可能性を調査している。

		6.6		生物学		物質3・その他		phot(o)-		光		photosynthesis		光合成		synthesis		合成（単語）										In photosynthesis, a plant uses light to make sugar and oxygen.		光合成では、植物は糖と酸素を作るために光を利用する。

		6.6		生物学		物質3・その他		radi(o)-		放射線		radioactivity		放射能		activity		活性（単語）										The radioactivity in the area was twice the normal level after the nuclear accident.		核事故の後、その地域の放射能は正常値の2倍だった。 セイジョウチ

		7.1		色・形・位置		色		chrom(o)-		色素		chromosome		染色体		-some		体										Each chromosome has thousands of genes that determine hereditary characteristics.		それぞれの染色体は遺伝的な特徴を決定する何千もの遺伝子からなる。

		7.1		色・形・位置		色		chromat(o)-		色素		chromatography		クロマトグラフィー		-graphy		記録（法）										Chromatography was used to separate the different flower pigments.		クロマトグラフィーは異なる花の色素を分離するために使われた。

		7.1		色・形・位置		色		albin(o)-		白		albino		アルビノ														The child was an albino with pale hair and eyes.		その子供は薄い色の髪と目をしていているアルビノだった。

		7.1		色・形・位置		色		leuk(o)-, leuc(o)-		白		leukemia［米］, leukaemia ［英］		白血病		-emia		血液の状態										An effective treatment for acute myeloid leukemia is transplantation of stem cells derived from healthy bone marrow.		急性骨髄性白血病の効果的な治療法の一つに、健康な骨髄から抽出した幹細胞を移植する方法がある。

		7.1		色・形・位置		色		erythr(o)-		赤		erythrocyte		赤血球		-cyte		細胞										Hemoglobin is carried throughout the body by erythrocytes.		ヘモグロビンは赤血球によって身体全体に運ばれる。

		7.1		色・形・位置		色		cyan(o)-		青（藍色）、シアン		cyanosis		チアノーゼ		-osis		病態										Cyanosis is a condition in which the skin appears blue because of low oxygen levels in tissues near the skin surface.		チアノーゼとは、皮膚表面近くの組織の酸素レベルが低くなり、皮膚が青く見える状態である。

		7.1		色・形・位置		色		cirrh(o)-		黄		cirrhosis		肝硬変		-osis		病態										Drinking too much alcohol can cause cirrhosis.		アルコールを摂取しすぎると肝硬変を起こしうる。

		7.1		色・形・位置		色		xanth(o)-		黄		xanthoma		黄色腫		-oma		腫瘍										A xanthoma is a yellowish patch or nodule of lipid deposits in the skin.		黄色腫とは、黄みがかった斑もしくは結節で、皮膚の脂質沈着である。 ケッセツ

		7.1		色・形・位置		色		chlor(o)-		緑		chlorophyll		クロロフィル、葉緑素		-phyll		葉										Most plants have a green pigment called chlorophyll.		ほとんどの植物には、クロロフィルと呼ばれる緑の色素がある。

		7.1		色・形・位置		色		melan(o)-		黒		melanin		メラニン、黒色素		-in		（化学）物質名										The brownish-black pigment found in skin, hair, and other animal or plant tissues is called melanin.		（ヒトの）肌、毛髪、そして他の動物や植物の組織で見られる茶色がかった黒色の色素はメラニンと呼ばれる。

		7.2		色・形・位置		形		ax(o)-		軸		axon		軸索突起														An axon, or nerve fiber, conducts electrical impulses away from the nerve cell.		軸索突起、すなわち神経線維は、神経細胞から電気信号を伝導する。

		7.2		色・形・位置		形		circum-		周囲		circumference		円周														The equation for the circumference of a circle is 2πr.		円周の方程式は2πrである。

		7.2		色・形・位置		形		cycl(o)-		環状、円、回転、循環		cyclodextrin		シクロデキストリン		dextrin		デキストリン（単語）										Cyclodextrins are ring compounds formed from six to eight sugar molecules.		シクロデキストリンは6～8個の糖分子から形成される環化合物である。

		7.2		色・形・位置		形		heli-		螺旋		helix		らせん														DNA has a double helix structure.		DNAは二重らせん構造を持つ。

		7.2		色・形・位置		形		morph(o)-		形、形態		amorphous		不定形の、無定形の		a-		無、不		-ous		形容詞形						An amorphous organism is one that has no particular shape.		不定形の生物は特定の形を持たないものである。

		7.2		色・形・位置		形		por(o)-		孔		osteoporosis		骨粗鬆症		oste(o)-		骨		-osis		病態						In osteoporosis, the bones are weakened.		骨粗鬆症では骨が弱くなる。

		7.2		色・形・位置		形		rhabd(o)-		棒状、横紋		rhabdomyosarcoma		横紋筋肉腫		myo-		筋肉		-sarcoma		肉腫						Rhabdomyosarcoma is a cancer of the skeletal muscle.		横紋筋肉種は骨格筋のがんである。

		7.2		色・形・位置		形		stere(o)-		立体		stereognosis		立体認知		-gnosis		認知										Being able to recognize or identify objects by the sense of touch is called stereognosis.		触った感覚で物質を認識したり特定できることは立体認知と言われている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		en-		内、内部		endemic		風土病		dem(o)-		人々		-ic		形容詞形						An endemic disease is an illness which is commonly found in a certain region or among certain people.		風土病は、ある特定の地域または特定の人々の間によく見られる病気である。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		endo-		内、内部		endocrine		内分泌の														Endocrine glands secrete hormones into the body's circulatory system.		内分泌腺は体内の循環系内へホルモンを分泌する。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		intra-		内、内部		intrauterine		子宮内の		uter(o)-		子宮		-ine		形容詞形						The intrauterine fetus is protected from shock by the amniotic fluid.		子宮内の赤ちゃんは羊水によって衝撃から守られている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		ecto-		外		ectoderm		外胚葉		-derma		皮膚										The ectoderm is the outermost of the three layers of an embryo.		外胚葉は、胚の三つの層一番外側のものである。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		ex(o)-		外		expectorant		去痰薬		pector(o)-		胸		-ant		促進剤 ソクシンザイ						An expectorant is used to help a patient cough up phlegm in the windpipe.		去痰薬は、患者が気管から痰を出すのを助けるために用いられる。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		extra-		外、超えて		extraocular		眼球外の		ocul(o)-		眼		-ar		形容詞形						The movement of the eye is controlled by six extraocular muscles.		目の動きは6個の外眼筋により制御される。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		epi-		上、表面、後の		epidermis		表皮		derm(o)-		皮膚										The epidermis is the outermost layer of the skin.		表皮は肌の最も外側の層である。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		para-		周辺、副、異常、疑似		parasnasal sinus		副鼻腔		nas(o)-		鼻		-al		形容詞形						The spaces within the bones behind the nose and cheeks are called the paranasal sinuses.		鼻と頬の後ろの骨の間の空間は副鼻腔と呼ばれている。

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		peri-		周囲、近くの		perioperative		周術期の、手術前後の		operation		手術（単語）		-ive		形容詞形						The perioperative period is the time period before, during and after a patient's surgical procedure.		周術期とは、患者が手術を受ける前から後までの期間のことである。 マエ アト

		7.3		色・形・位置		位置・方向 1		juxta-		近くの		juxtaglomerular		腎糸球体に近い		glomerul(o)-		糸球体		-ar		形容詞形						Juxtaglomerular cells play a critical role in maintaining blood pressure by producing renin.		傍糸球体細胞は、レニンを生成して血圧を維持する重要な役割を担う。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		supra-, super-		上、超		suprarenal		腎臓の上の、副腎の		ren(o)-		腎臓		-al		形容詞形						The adrenal gland is a suprarenal one located immediately above the kidney.		副腎は、腎臓のすぐ上に位置する腺である。 フクジン

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		infra-		下		infraorbital		眼窩下		orbit(o)-		眼窩（がんか）		-al		形容詞形						Infraorbital refers to the area below the orbit, or the spherical cavity housing the eyeball.		眼窩下とは、眼球がおさまっている球形のくぼみ、つまり眼窩の下の部分のことである。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		sub-		下、下方		subclinical		無症状の		clin-		臨床		-al		形容詞形						AIDS can remain subclinical for about 10 years.		エイズはおよそ10年間無症状状態が続くことがある。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		retro-		後方へ、逆に、レトロ		retrospective		さかのぼって		spect-		見る		-ive		形容詞形						A retrospective cohort study was conducted to determine the effects of the treatment.		後ろ向きコホート研究は、その治療の効果を明らかにするために行われた。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		inter-		間、中間、相互		interaction		相互作用		action		作用（単語）										The interactions between a drug and ingested food are studied in pharmacology.		薬物と摂取した食べ物との相互作用は薬理学で研究される。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		meso-		中央、中間		mesoderm		中胚葉		-derma		皮膚										The mesoderm is the middle layer of cells in an embryo.		中胚葉は胚の細胞の中間層である。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		later(o)-		側		equilateral		等辺の		equi-		等		-al		形容詞形						All sides of an equilateral triangle are of the same length.		正三角形の全ての辺は同じ長さだ。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		dextr(o)-		右		dextrose		D－グルコース		-ose		糖										Dextrose is a right-handed form of glucose.		デキストロースは、グルコースの右旋性型である。

		7.4		色・形・位置		位置・方向 2		lev(o)-		左		levorotation		左旋		rotation		回旋（単語）										A movement in the counterclockwise direction, or to the left, is called levorotation.		反時計回りの方向、つまり左側への運動を左旋性という。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		acr(o)-		先端、肢端、高さ		acromegaly		末端肥大症		megal(o)-		巨、巨大										The disorder which causes the bones of the head, hands and feet to become abnormally large is called acromegaly.		頭部、手足の骨が異常に大きくなる障害は末端肥大症である。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		ab-		～から離れる		abnormal		異常な		norm		正常		-al		形容詞形						Abnormal heart rhythms are detected in arrhythmia.		不整脈では、心拍に異常が検知される。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		orth(o)-		真っすぐな、正常な、オルト（化）		orthodontist		矯正歯科医		odont(o)-		歯		-ist		専門家						She went to the orthodontist to straighten the crooked alignment of her teeth.		彼女は歯並びが悪いのを直すために矯正歯科医へ行った。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		ad-		～の方へ、付加		administration		投与		minister		与える		-ation		名詞形						Oral administration is the simplest way to deliver a drug.		経口投与は最も簡単な投薬方法である。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		dia-		通って、超えて		diagnose		診断する		-gnose		認知する										Based on the symptoms, the doctor diagnosed the disease as malaria.		諸症状に基づき、医師はマラリアだと診断した。

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		trans-		超えて、別の状態へ		transporter		輸送体		-port		運ぶ		-er		～する物（人）						An ion transporter moves ions across a plasma membrane against their concentration gradient.		イオントランスポーターは、イオンを濃度勾配に逆らって細胞膜を通過させる。

tysmith: tysmith:
修正

		7.5		色・形・位置		位置・方向 3		tel(e)-		遠方		telemedicine		遠隔医療		medicine		医療（単語）										Patients living in rural areas can benefit greatly from telemedicine.		地方に住んでいる患者は、遠隔医療の恩恵を受けることができる。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		chem(o)-		化学		chemotherapy		化学療法		-therapy		療法										The patient was given chemotherapy treatment after the operation which removed the cancerous tumor.		その患者は、がん腫瘍を取り除く手術の後、化学療法を受けた。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		dynam(o)-		力		pharmacodynamics		薬力学		pharmac(o)-		薬		-ics		～学						Pharmacodynamics deals with the effects of and the reactions to drugs in the body.		薬力学では体内における薬物の効果と薬物に対する反応を扱う。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		etio-		原因		etiology		病因（学）		-logy		～学										Knowing the etiology of a disease can help find a way to prevent it.		ある疾患の病因がわかれば、それを予防する方法を見つけるのに役立つかもしれない。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		geri-, gero-, geront(o)-		老人、老年		geriatrics		老人医学		-iatric		医療（科）の、治療の イリョウ カ チリョウ		-ics		～学						Geriatrics is the branch of medicine that deals with the diseases and care of older people.		老人医学は高齢者の疾患とケアを扱う医学の一分野だ。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		gyn(o)-, gynec(o)-		女性、婦人		gynecologist ［米］, gynaecologist ［英］		婦人科医		-logist		～学者										A gynecologist specializes in medicine dealing with women’s diseases.		婦人科医は女性の疾患を扱う医学を専門としている。 シッカン

		8.1		専門・技術		専門分野 1		ped(i)-, ped(o)-		小児、足		pediatrician ［米］, paediatrician ［英］		小児科医		-iatric		医療（科）の、治療の イリョウ カ チリョウ		-cian		専門家						The pediatrician checked the baby’s pulse and temperature before trying to diagnose her illness.		その小児科医は病気を診断しようとする前に、赤ちゃんの脈拍と体温を確認した。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		psych(o)-		精神、心理		psychiatrist		精神科医		-iatry		医療（科）、治療 イリョウ カ チリョウ		-ist		専門家						Psychiatrists are medical doctors but psychologists are not.		精神科医は医師であるが（臨床）心理士は医師ではない。

		8.1		専門・技術		専門分野 1		pharmac(o)-		薬		pharmacology		薬理学、薬効薬理		-logy		～学										Pharmacology is the science that deals with the origin, nature, chemistry, effects, and uses of drugs.		薬理学は、薬の起源、作用、化学（構造）、効果と使用についてを取り扱う科学である。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		sit(o)-		食、食物、穀物		sitotoxism		食中毒		tox(i)-		毒		-ism		名詞形						Sitotoxism is also known as food poisoning.		sitotoxism（食中毒）は、別名、food poisoningという。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		troph(o)-; -trophy		栄養		trophopathy		栄養不良		-pathy		疾病										Trophopathy refers to problems with nutrition.		栄養不良とは栄養に関する問題のことである。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-ics		～学		pharmacotherapeutics		薬物治療学		pharmac(o)-		薬		theraput(o)-		療法						Pharmacotherapeutics is the study of the effects of drugs and their use.		薬物治療学は薬の作用と薬物使用の学問である。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-ist		～する人、専門家		pharmacist		薬剤師		pharmac(o)-		薬										She wanted to become a pharmacist because her family operated a drugstore.		家族が薬局を経営していたので、彼女は薬剤師になりたかった。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-logist		～学者、研究者		oncologist		がん専門医、がん研究者		onc(o)-		腫瘍										The oncologist tested a new method to remove the tumor.		がん専門医は、その腫瘍を取り除くために新しい方法を試した。

		8.2		専門・技術		専門分野 2		-logy		～学		kinesiology		運動（生理）学		kinesi(o)-		運動										Human muscular movements are studied in kinesiology.		ヒトの筋肉の動きは、運動学において研究される。

		8.3		専門・技術		医療技術		electr(o)-		電気、電子		electrophoresis		電気泳動		phoresis		泳動（単語）										We studied how large molecules such as proteins can be separated using electrophoresis.		我々は、タンパク質のような大きな分子がどのように分離するのかを電気泳動を用いて調べた。

		8.3		専門・技術		医療技術		therap-; -therapy		療法		radiotherapy		放射線治療		radi(o)-		放射線										Radiotherapy uses high energy X-rays to treat many different types of cancer.		放射線治療はあらゆる種類のがんを治療するため高エネルギーX線を用いる。

		8.3		専門・技術		医療技術		-gram; -graphy		図、像；記録（法）、撮影（法）		angiography		血管造影（法）		angi(o)-		血管										The obstructed blood vessel was located using angiography.		血管造影を行うと閉塞した血管の場所が特定された。

		8.3		専門・技術		医療技術		-meter; -metry		測定器；測定法		spectrometry		分光分析		spectro-		分光										Mass spectrometry imaging can be used to visualize the spatial arrangements of biomarkers and peptides.		質量分析イメージングはバイオマーカーとペプチドの空間配置の可視化に用いることができる。

		8.3		専門・技術		医療技術		-scope; -scopy		鏡、計、器；検査（法）		microscope		顕微鏡		micro-		微小										The soil samples were examined carefully under a microscope.		その土壌試料は、顕微鏡で注意深く検査された。

		8.3		専門・技術		医療技術		-cision		切開（術）		incision		切開		in-		中へ										The surgeon made an incision into the abdomen to start the operation.		外科医は腹部を切開し手術を開始した。

		8.3		専門・技術		医療技術		-tomy		切開（術）、切離（術）		thoracotomy		開胸（術）		thorac(o)-		胸										Surgery to gain access to the pleural space of the chest is called thoracotomy.		胸膜腔に達するようにする手術を開胸術という。

		8.3		専門・技術		医療技術		-ectomy		切除（術）、摘出（術）		gastrectomy		胃切除術		gastr(o)-		胃										Surgery to remove all or part of the stomach is called gastrectomy.		胃の全部または一部を外科的に除去することを胃切除術と呼ぶ。

		8.3		専門・技術		医療技術		-stomy		開口（術）、吻合（術）、造設（術）		colostomy		結腸人工肛門造設術		col(o)-		結腸										In colostomy, an artificial anal opening is surgically formed from the colon.		人工肛門造設術では人工的肛門開口部は結腸から外科的に作られる。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		co-		共		coadminister		薬を併用する		ad-		～の方へ		minister		与える						Several drugs had to be coadministered to treat the condition.		その病気を治療するために、いくつかの薬を併用しなければならなかった。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		com-, con-		共		concomitant		併用														Concomitant drugs are two or more medicines administered at almost the same time.		薬物の併用とは、ほぼ同時に2つ以上の薬物を投与することである。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		syn-, sym-		合、癒着、共同		symbiosis		共生		bio-		生命		-sis		名詞形						Symbiosis is a relationship in which two kinds of organisms live together.		共生とは二種の生体が一緒に生きる関係だ。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		auto-		自己、自動		autoimmune		自己免疫		immuno-		免疫										Rheumatoid arthritis is one of the autoimmune diseases in which an organism turns against itself.		関節リウマチとは、生体が自己を攻撃する自己免疫疾患の一つである。 ジコ シッカン

		9.1		関係性・否定		関係性 1		idio-		特発の、個人の		idiosyncrasy		特異体質		syn-		共同										Idiosyncrasy is a condition in which a person reacts differently to a drug or treatment from most people.		特異体質（イディオシンクラシー）とは、ある人が薬物や治療へ多くの人と異なる反応を持つことである。 タイシツ

		9.1		関係性・否定		関係性 1		allo-		同種で異なる		allograft		同種間他家移植		graft		移植（単語）										The patient with severe cirrhosis had an allograft liver transplant from his son.		その重症の肝硬変の患者は、息子から肝臓の同種間他家移植（生体肝移植）を受けた。

		9.1		関係性・否定		関係性 1		xen(o)-		異種、外来		xenograft		異種間他家移植		graft		移植（単語）										Human tumor xenografts in mice were used in cancer studies.		ヒトの腫瘍をマウスに異種移植することが、がん研究において利用された。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		equi-		等		equilibrium		平衡		librate		釣り合う（単語）		-um		単数形						In chemistry, an equilibrium is reached when a reversible reaction is balanced so that there is no observable change.		化学では、可逆反応で見かけ上（物質の）変化がない時、平衡に達したという。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		homo-		相同、同種		homogeneous		同種の、均質の		gen(o)-		遺伝		-ous		形容詞形						Stirring well produced a homogeneous mixture.		よく混ぜることで、均一な混合物ができた。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		heter(o)-		異		heterogeneous		異種の、異質の		gen(o)-		遺伝		-ous		形容詞形						The cells were heterogeneous because they were from two different people.		その複数の細胞は2人の異なる人から取られたものなので異種であった。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		ant(i)-		反、対、抗		anticoagulant		抗凝血剤、抗凝固剤		coagulant		凝固剤（単語）										Anticoagulants slow blood clotting and are known as blood thinners.		抗凝固剤は血液凝固を遅くし、「血をサラサラにする薬」と呼ばれている。 ギョウコ

		9.2		関係性・否定		関係性 2		contra-		反、逆		contraindicate		薬剤に禁忌を示す		indicate		薬剤の適応がある（単語）										This drug is contraindicated if the patient is allergic to any of its components.		この薬は、その患者が成分のいずれかに対してアレルギーがある場合、禁忌である。

		9.2		関係性・否定		関係性 2		pseud(o)-		偽		pseudoscience		疑似科学		science		科学（単語）										Pseudoscience is not based on actual evidence.		疑似科学は、本物の証拠に基づくものではない。

		9.3		関係性・否定		否定		a(n)-		無、不、非、欠乏		asymmetrical		非相称、非対称		sym-		共同		-metry		測定法		-al		形容詞形		The right and left sides of human body are asymmetrical.		人間の体は、左右非対称である。
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		9.3		関係性・否定		否定		de-		脱、除、止		dehydrate		脱水状態になる ジョウタイ		hydr(o)-		水		-ate		動詞形 ドウシ ケイ						If you participate in sports without taking fluids, you can become dehydrated.		水分をとらずにスポーツをすると、脱水状態になりうる。

		9.3		関係性・否定		否定		dis-		不、失、反		disabled		身体障害のある		able		能力のある（単語）		-ed		過去分詞						A sprained ankle disabled him from walking for a month.		捻挫のせいで彼は1ヶ月歩けなかった。

		9.3		関係性・否定		否定		dys-		異常、障害、不全、困難		dysmenorrhea ［米］, dysmenorrhoea ［英］		月経困難症		men(o)-		月経		-rrhea		漏						Dysmenorrhea refers to difficult or painful menstruation.		月経困難症は月経が困難であったり、痛みを伴ったりすることである。

		9.3		関係性・否定		否定		im-, in-		非、不		inactivate		不活性化する		activate		活性化する（単語）										Inactivated virus was used to make the vaccine.		不活性化されたウイルスはワクチンを作ることに使われた。

		9.3		関係性・否定		否定		un-		未、非、無		unconsciousness		意識消失		conscious		意識のある（単語）		-ness		名詞形						Unconsciousness is the condition that involves complete lack of responsiveness to environmental stimuli.		意識消失とは、環境刺激に対して全く反応しない状態である。

		10.1		数量・時間		数		mono-		単、一		monomer		単量体		-mer		部分										Monomers can combine with other monomers to form polymers.		単量体（モノマー）はほかの単量体と結合して重合体（ポリマー）を形成する。

		10.1		数量・時間		数		uni-		単、一		unicellular		単細胞（性）の		cellular		細胞の（単語）										Unicellular prokaryotes, which are made of a single cell, are usually about 1 to 10 µm in size.		単一の細胞からなる単細胞性の原核生物は、通常約1～10㎛の大きさだ。

		10.1		数量・時間		数		bi-		二、両		bilateral		両側のある、両側性の		later(o)-		側		-al		形容詞形						The hearing loss was bilateral, affecting both ears suddenly and at the same time.		その難聴は両側性のもので、突然、両耳に同時に起こった。

		10.1		数量・時間		数		di-		二、両		diplegia		両麻痺		-plegia		麻痺										Diplegia is the paralysis of similar parts on both sides of the body, such as arms or legs.		両麻痺は腕や脚のような、身体の両側の同じような部位でおこる麻痺である。

		10.1		数量・時間		数		dipl(o)-		二、両		diploid		二倍体		-oid		のようなもの										Humans have diploid cells containing 46 chromosomes.		人間は46の染色体を含む、二倍体細胞を持つ。

		10.1		数量・時間		数		tri-		三		triglyceride		トリグリセリド		glyceride		グリセリド（単語）										A high triglyceride level in the blood can increase of the risk of heart disease.		血中のトリグリセリド値が高いと、心臓病のリスクが高くなりうる。

		10.1		数量・時間		数		tetr(a)-		四		tetrahedron		四面体		-hedron		～面体										A tetrahedron is a solid figure with four triangular faces.		四面体は4つの三角形の面をもつ立体図形である。

		10.1		数量・時間		数		pent(a)-		五		pentanol		ペンタノール		-ol		化合物名										Pentanol is a kind of alcohol with five carbon atoms.		ペンタノールは5つの炭素原子を持つアルコールの一種である。

		10.1		数量・時間		数		quint-		五		quintuplets		五つ子														The woman gave birth to quintuplets.		その女性は五つ子を出産した。

		10.1		数量・時間		数		hex(a)-		六		hexagon		六角形		-gon		～角形										A hexagon is a two-dimensional six-sided polygon.		六角形は平面で6角を持つ多角形である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		multi-		多		multicomponent		多成分の		component		構成要素（単語）										Cold medicines are usually multicomponent ones because different symptoms need to be treated.		風邪薬は、異なる症状の治療が必要とされるので、通常多成分となっている。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		poly-		多		polysaccharide		多糖		sacchar(i)-		糖		-ide		～化～						Polysaccharides are complex carbohydrates composed of many monosaccharides.		多糖はたくさんの単糖で構成される複合糖質である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		megal(o)-, meg(a)-		大、巨大		splenomegaly		脾腫		splen(o)-		脾臓										Splenomegaly is a condition in which the spleen is abnormally enlarged.		脾腫は脾臓が異常に肥大している状態だ。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		macro-		大、巨大		macrophage		マクロファージ		-phage		食べる										Macrophages in the connective tissue help protect the body against infection.		結合組織のマクロファージは、体の感染予防に役立つ。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		micr(o)-		小、微小		microanalysis		微量分析		analysis		分析（単語）										Only small amounts of samples are needed in microanalysis.		微量分析にはわずかな量の試料が必要である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		olig(o)-		乏、過少		oligosaccharide		オリゴ糖		sacchar(i)-		糖		-ide		～化～						An oligosaccharide is a simple sugar molecule.		オリゴ糖は単糖分子である。

		10.2		数量・時間		量・程度 1		-penia		少ない、減少		leukocytopenia ［米］, leucocytopenia ［英］		白血球減少症		leuc(o)-, leuk(o)-		白		-cyte		細胞						Leukocytopenia, a state of abnormally few white blood cells, can raise the risk of infection.		白血球減少症は、白血球が異常に少ない状態のことで、感染症にかかるリスクが高くなりうる。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		ultra-		超		ultrasound		超音波		sound		音波（単語）										Ultrasound, using sound waves which cannot be detected by the human ear, is used in medical diagnosis and therapy.		超音波は、人間の耳では検出できない音波を使っていて、医療における診断や治療に用いられている。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hyper-		過、過剰		hypertrophy		肥大		-trophy		栄養										Hypertrophy refers to a considerable increase in the size of an organ or tissue.		肥大とは器官や組織が顕著に大きくなることを表す。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hyp(o)-		下、低		hypoxemia ［米］, hypoxaemia ［英］		低酸素血（症）		oxy-		酸素		-emia		血液の状態						Hypoxemia is an abnormally low level of oxygen in the blood.		低酸素血症は血中酸素濃度が異常に低いことだ。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		amph(i)-, amph(o)-		両、両側		amphibian		両生類		bio-		生物										Amphibians are cold-blooded animals that usually split their time between land and water.		両生類は冷血（変温）動物で、通常は水中と陸上の2か所で生活する。 ショ

		10.3		数量・時間		量・程度 2		ambi-		両、両側		ambidextrous		両利き		dextro-		右		-ous		形容詞形						He is ambidextrous and can write with either hand.		彼は両利きで、どちらの手でも書くことができる。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		hemi-		半		hemiplegia		片麻痺		-plegia		麻痺										Hemiplegia is paralysis on one side of the body.		片麻痺は身体の片側の麻痺である。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		semi-		半		semicircular		半円		circle		円（単語）		-ar		形容詞形						The three semicircular canals form a part of the inner ear or labyrinth.		三半規管は、内耳（labyrinthともいう）の一部を成す。

		10.3		数量・時間		量・程度 2		medi(o)-		中央		median		中央値														The median value of the test group was compared with that of the control group.		試験群の中央値を対象群と比較した。

		10.4		数量・時間		時間・速度		chron(o)-		時間、時		chronic		慢性の、常習的な		-ic		形容詞形										Diabetes is a chronic disease which requires treatment over a long period.		糖尿病は長期にわたる治療が必要な慢性病だ。 チョウキ

		10.4		数量・時間		時間・速度		pre-		前		prescription		処方、処方せん		script		書く（単語）		-ion		名詞形						Pharmacists dispense medicines according to prescriptions from doctors.		薬剤師は医師からの処方箋により薬を調剤する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		pro-		前		prodrug		プロドラッグ		drug		薬（単語）										Prodrugs become active after being metabolized.		プロドラッグは、代謝された後に作用を発揮する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		post-		後		postnatal		出産後の		nat(o)-		出生		-al		形容詞形						That hospital offers good postnatal care after childbirth.		その病院は、出産後に優れた産後ケアを提供する。

		10.4		数量・時間		時間・速度		re-		再		recombinant		組換え型（体）		combine		交ぜる（単語）		-ant		形容詞形						Recombinant DNA is created by taking a gene from one organism and inserting it into that from another organism.		組み替えDNAは、ある生物から遺伝子を取り出し、それを他の生物の遺伝子に挿入することにより作られる。

		10.4		数量・時間		時間・速度		brady-		緩、ゆっくりとした		bradycardia		徐脈		cardi(o)-		心臓		-ia		病態						Bradycardia refers to a very slow heartbeat of less than 60 beats per minute.		徐脈とは、心拍数が1分間あたり60回未満ととても遅いことである。

		10.4		数量・時間		時間・速度		tachy-		速い、頻		tachycardia		頻脈		cardi(o)-		心臓		-ia		病態						Tachycardia is the technical term referring to a very fast heartbeat.		頻脈は非常に速い心拍を指す専門用語である。

		10.4		数量・時間		時間・速度		meta-		後、変化、超、メタ（化）		metabolism		代謝														Increasing metabolism is the key to successful dieting.		代謝を高めることはダイエット成功のカギだ。
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Categories

				Part #		Cat1（EN）		Cat 1		Cat2（EN）		Cat2（JP）		Unit		Affix数 カズ		各ユニットのaffix数 カク スウ

		1		1.0		The Human Body 1		人体 1 ジンタイ		Parts of the Body 1		身体の部分 1		1.1		8

		2								Parts of the Body 2		身体の部分 2		1.2		8

		3								Nervous System		神経系		1.3		9

		4								Musculoskeletal System		骨・筋肉		1.4		7

		5								Eyes		眼		1.5		7		39

		6		2.0		The Human Body 2		人体 2 ジンタイ		Ears, Nose (Aurinasal)		耳鼻		2.1		6

		7								Mouth, Throat		口腔・咽喉		2.2		9

		8								Respiratory System		呼吸器系 		2.3		7

		9								Digestive System 1		消化器系 1		2.4		6

		10								Digestive System 2		消化器系 2		2.5		6		34

		11		3.0		The Human Body 3		人体３ ジンタイ		Reproductive System		生殖器系		3.1		8

		12				The Human Body 3				Urinary System		泌尿器系		3.2		6

		13				The Human Body 3				Cardiovascular System		循環器系		3.3		10

		14				The Human Body 3				Blood		血液		3.4		5

		15				The Human Body 3				Endocrine System		内分泌系		3.5		6		35

		16		4.0		Diseased State		病態 ビョウタイ		Symptoms 1		症状・病名 1		4.1		8

		17								Symptoms 2		症状・病名 2		4.2		8

		18								Symptoms 3		症状・病名 3		4.3		7		23

		19		5.0		State		状態 ジョウタイ		Condition		状態		5.1		8

		20								Property		性質		5.2		7

		21								Action		動作・作用		5.3		10		25

		22		6.0		Biology		生物学 セイブツガク		Life Forms 1		生物 1		6.1		7

		23								Life Forms 2		生物 2		6.2		7

		24								Life Forms 3		生物 3		6.3		6

		25								Materials 1		物質 1		6.4		8

		26								Materials 2		物質 2		6.5		8

		27								Materials 3, Miscellaneous		物質3・その他		6.6		7		43

		28		7.0		Colors, Shapes, Position		色・形・位置 イロ カタチ イチ		Colors		色		7.1		10

		29								Shapes		形		7.2		8

		30								Position, Direction 1		位置・方向 1		7.3		10

		31								Position, Direction 2		位置・方向 2		7.4		9

		32								Position, Direction 3		位置・方向 3		7.5		7		44

		33		8.0		Specialties, Techniques		専門・技術 センモン ギジュツ		Specialty Areas 1		専門分野 1		8.1		8

		34								Specialty Areas 2		専門分野 2		8.2		6

		35								Medical Techniques		医療技術		8.3		9		23

		36		9.0		Relationships, Negation		関係性・否定 カンケイセイ ヒテイ		Relationship 1		関係性 1		9.1		7

		37								Relationship 2		関係性 2		9.2		6

		38								Negation		否定		9.3		6		19

		39		10.0		Numbers, Time		数量・時間 スウリョウ		Numbers		数		10.1		10

		40								Quantities 1		量・程度 1		10.2		7

		41								Quantities 2		量・程度 2		10.3		8

		42								Time, Speed		時間・速度		10.4		8		33

														合計 ゴウケイ		318







スマートフォンアプリ

Unit 1 The 
Human Body (1)
1.1をクリックす

ると



それぞれの頭にある+マーク
をクリックすると…



それぞれの日本語
訳が見えます。

単語の例と例文の横の
音声マークをクリック
すると、ネイティブス
ピーカーの音声が聞こ

える。



2020前期での検証 -2-
〔学習方法〕

1. PDFを利用して学習

2. アプリをダウンロードして学習

〔検証方法〕

1. 事前と事後にpre/post-testの実施

2. 学期末アンケートの実施



事前・事後テスト
（抜粋）

Microsoft Formsを利用

4択の選択肢問題

既習単語10問、未習
の単語10問で計20問
出題

辞書などを使わず、実
力で答えるように指示



事前・事後テストの結果
表１ 事前・事後テストの平均値とSD

設 問
pre (n=124) post (n=124)

M SD M SD

全体（20問） 10.37 3.61 13.22 4.53

既習（10問） 5.48 2.02 7.14 2.52 

未習（10問） 4.90 2.05 6.08 2.29 

全て対応のある t-検定
両側検定でp < 0.01
有意差あり



学期末アンケート
1. Affixの学習の評価はどうですか？
2. Affixの難易度はどうですか？
3. Affixの学習では、アプリを紹介しPDFのリストを配布しました。

どのように利用しましたか？
4. Affixのアプリは、週にどの位利用しましたか？
5. Affixのアプリは、１回あたり平均でどの位利用しましたか？
6. Affixのアプリの評価はどうですか？
7. Affixのアプリに関して良かった点を自由に記述してください。
8. Affixのアプリに関して改善点を自由に記述してください。



学期末アンケート結果 -1-

図１ Affix学習の評価（n=138） 図２ Affixの難易度（n=138）

図3 アプリとPDFのリストの利用状況（n=138）



学期末アンケート結果 -2-

図4 アプリの利用頻度（n=123）
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図5 アプリの１回あたり平均利用時間（n=123）

図5 アプリの評価 （n=123）



Affixの良かった点（自由記述）
1. 検索機能が便利、検索しやすい・調べやすい、関連用語

などがわかった（17名）
2. 音声がある、発音が確認できる（16名）
3. 暇な時・電車など、いつでもどこでも気軽・手軽に使え

る（10名）
4. 日本語と英語の切り替え表示が簡単にできた点、双方向

で訳せるかどうかが確認できた（10名）

Affixの改善点（自由記述）
1. 単語、熟語、例文を増やしてほしい（16名）
2. クイズ形式、確認テストのような機能があれば良い。

（9名）
3. 検索が難しかったので機能を向上させてほしい（6名）



まとめ・今後の課題
専門語彙学習において、オンデマンド授業形式で
アプリの利用は一定の効果があったと考えられる。

１．対面授業での利用の検証
⇒ 2021年度

２．アプリの利用頻度・時間が少なかった
⇒ 授業内での利用

３．習熟度を高める
⇒ 3年次生から導入



アプリMed-Affix
（試用期間：2021年7月末まで）

・iOS版アプリ（App Store）
https://apps.apple.com/jp/app/med-
affix/id1502054585

・Android版アプリ（Google Play）
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=jp.co.maruzen.medtermaffixt

※ アプリの利用にはユーザー名とIDが必要です。
smith@gly.oups.ac.jpまでご連絡ください。

Medical Terminology: Affixes (Med-Affix)、野口ジュディー・天ヶ瀬葉子・スミス朋子、丸善雄松堂・デンショク (2020)

https://apps.apple.com/jp/app/med-affix/id1502054585
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.maruzen.medtermaffixt
mailto:smith@gly.oups.ac.jp


アプリMed-Basic
基礎用語編（試用期間：2021年7月末まで）

・iOS版アプリ（App Store）
https://apps.apple.com/jp/app/id15281264
66

・Android版アプリ（Google Play）
https://play.google.com/store/apps/details?i
d=jp.co.maruzen.medtermbasic

※ アプリの利用にはユーザー名とIDが必要です。
smith@gly.oups.ac.jpまでご連絡ください。

Medical Terminology: Basic Terms (Med-Basic) 、天ヶ瀬葉子・スミス朋子・野口ジュディー、丸善雄松堂・デンショク (2020)

https://apps.apple.com/jp/app/id1528126466
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.maruzen.medtermbasic
mailto:smith@gly.oups.ac.jp


天ヶ瀬葉子・スミス朋子・野口ジュディー (2017) 「薬学生を対象とした医学薬学専門英語の指導
と学習効果の検証」、日本薬学会第137年会，仙台国際センター

--------------- (2020)「薬学生を対象とした医学薬学専門英語の指導と習得度および定着度の検
証」、第５回日本薬学教育学会大会ポスター発表、Web開催
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５．まとめ

会員の専門は幅広く、文理の領域を超えたさまざまな観点か

ら、率直に意見が飛び交う研究会です。 ESPの理論・実践に関

わる最新情報が得られる場となっております。

今後の予定：

2021年2月6日（土）14時～17時（Zoomを用いて開催）

2021年度の予定：（5月、7月、2月）

オンラインもしくは大阪医科薬科大学高槻キャンパスにて開催

最寄り駅：阪急「高槻市」（徒歩3分）またはJR「高槻」（徒歩8分）



「ESPって何？」という方も大歓迎！

まずは一度ご連絡下さい。

代表 藤枝美穂（大阪医科大学）
mfujeda@osaka-med.ac.jp

副代表 スミス朋子（大阪薬科大学）
smith@gly.oups.ac.jp
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