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P 
Phobia病的恐怖、恐怖症

Phobias are irrational， persistent and uncontrollable fear of something 恐怖症とは、何かに対する非

理性的で執劫な抑制できない恐怖のことである。

Common phobias includ巴 agoraphobia-f，巴arof口penspaces， claustrophobia -f，巴arof closed spaces， 

social phobia and fears of specific objects， such as spiders or snakes 一般的な恐怖症には、聞けた空

間に対する恐怖である広場恐怖症、閉鎖的空聞に対する恐怖である閉所恐怖症、社会恐怖、蜘妹や蛇

のような特定のものに対する恐怖などがある。

overcome phobias 恐怖症を克服する

Plague ペスト、疫病

Plague killed millions of people in Europ巴 inthe Middle Ages， when it was also known as the Black 

Death 中世ヨーロッパでは何百万人もの人々がペストによって命を奪われた。当時ペストは黒死病

としても知られた。

Plague is an inf，巴ctiousdisease caused by a bacterium named Yersinia pestis ペストはペスト菌とい

う名の細菌が原因の伝染病である。

The typical sign of the most common form of human plague is a swoll巴nand very t巴nderlymph gland 

in the neck 最も一般的な形態の人間ペストの典型的な徴候は、首のリンパ腺が腫れて、触ると大変

痛いことである。

Left untreat巴d，the plague bacteria invade the bloodstream and spread throughout the body， causing a 

severe and often fatal infection 治療しなければ、ペスト菌は血流に侵入し、休中に広がって、重篤で、

しばしば致命的な感染症を引き起こす。

Infection of the lungs with the plague bact巴riumcauses the pn巴umonicform of plague， a severe 

respiratory illness 肺のペスト菌感染が、重篤な呼吸器疾患である肺ペストの原因である。

People suspected of having the plague should be hospitalised and medically isolated ペストに擢って

いる疑いのある人たちは、入院して、診療上隔離されるべきである。

The World Health Organization reports 1，000 to 3，000 cases of plague world-wide巴veryy巴ar. 世界
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保健機関は世界中で毎年 1，000件から 3，000件のペストの症例があると報告している。

bubonic plague 腺ペスト

Plaque 歯垢

Plaque is made up of food d巴bris，saliva and the bacteria that訂 enormally present in the mouth， and 

convert food into acids 歯垢は食物のカス、唾液、および口内に常在し、食物を酸に変換する細菌か

ら成る。

If plaque is allow巴dto collect over time it will harden into a substance called tart訂 時間の経過とと

もに歯垢が溜まれば、固まって歯石と呼ばれる物質になる。

Both tartar and plaqu巴 containacids which， ov巴rtime， can dissolve away the protective， hard enamel 

coating of th巴tooth，and creat巴holes，or cavities 歯石も歯垢も酸を含んでいる。酸はやがて歯を保

護する硬いエナメル質を溶かし、穴、つまり虫歯をつくる可能性がある。

Plaque and tartar also irritate the gums， and lead to a gum disease called gingivitis 歯垢と歯石はまた、

歯茎を刺激し、歯肉炎と呼ばれる歯茎の病気の原因ともなる。

sticky d巴positscalled plaqu巴 歯垢と呼ばれる粘つく沈着物

to g巴trid of any plaque build up 歯垢の蓄積を除去する

Pleural disease胸膜疾患

Pleural disease includes calcification of the lungs and pleural effusion (fluid on the lungs) 胸膜疾患

には肺の石灰化および胸水が含まれる。

People with pleural diseas巴scan have their lungs drained at intervals to r巴liev巴thebuild-up of fluid. 

胸膜疾患患者は周期的に肺から液を排出して、液の貯留を減らしてもらえる。

Pneumoconiosis 塵肺

Coal dust can irritate the sensitive tissu巴sof the lung and 1巴adto th巴developmentof diseas巴ssuch as 

pneumoconiosis，巴mphysemaand chronic bronchitis. 炭塵は肺の敏感な組織を刺激して、塵師、気腫、

および慢性気管支炎のような疾患者E発症させる可能性がある。

Otherwise known as black lung disease， pneumoconiosis comes in two forms. 別に黒肺病としても知

られる塵肺は、二つの形態がある。

Pneumoconiosis is detected by chest X-rays and by testing the function of the lungs 塵肺は胸部X線

によって、また肺機能検査によって検知される。

the prevalence of pn巴umoconi口sis 塵肺の有病率

Polio ポリオ、灰白髄炎

Poliomyelitis (polio) is a highly infectious disease caus巴dby a virus ポリオはウイルスが原因の感染
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性の強い疾患である。

Polio onc巴crippledthousands of children every year in industrialised nations. ポリオはかつて工業国

で毎年何千もの子供たちの手足を不自由にした。

Polio can strike at any age， but more than half of all cases affect children under the age of thr巴巴 どの

年齢でもポリオに擢る可能性があるが、全症例のうち半数以上が 3歳以下の子供たちである。

In countries where polio is endemic， the virus is mainly passed through person-to-person contact ポ

リオが涜行している冨々では、ウイルスは主として対人接触によって伝播する。

Polio vaccine， given multiple times， almost always prot巴ctsa child for life ポリオワクチンは何回も投

与されると、ほぼ常に子供の生命を守る。

Physical therapy and drugs ar巴 usedto eas巴 muscularproblems， but there is no way to r巴vers巴

permanent polio paralysis 理学療法や薬品は筋肉の問題を緩和するために用いられるが、永続的な

ポリオの麻輝君E元に戻す方法はない。

Post-traumatic stress disorder 心的外傷後ストレス障害

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) follows a sever巴terrifyingemotional experienc巴 心的外傷後

ストレス障害は、ひどく恐ろしい感情的体験の後に起こる。

Events which may trigger PTSD incIud巴seriousaccidents， violent attacks， abuse and war 心的外傷

後ストレス障害の誘因となる可能性のある出来事には重大な事故、暴行、虐待、および戦争などがある。

Often巴mergencystaff suffer from PTSD as a result of dealing with trauma 外傷に対処する結果、救

急隊員が心的外傷後ストレス障害になることがよくある。

0丘enpeople with PTSD suffer from other related anxiety disord巴rs 心的外傷後ストレス障害になっ

た人たちは、往々にして他の関連する不安障害者E患っている。

The psychiatric journal Harvard 1、AentalHealth Letter outlines a typical treatm巴ntpatt巴rnfor post-

traumatic stress disord巴r 精神医学ジャーナル『ハーノ¥-ド・メンタルヘルス・レター』は、心的外

傷後ストレス障害のための代表的な治療パターンを概説している。

Most psychotherapists who treat PTSD try to provide an opportunity for the pati巴ntto feel safe in 

confronting出etraumatic event and understanding its connection with their symptoms 心的外傷後

ストレス障害を治療する大半の精神療法士は、患者がトラウマとなった出来事と対崎し、症状との関

連を理解して、安心する機会を与えようとする。

PTSD was often misdiagnosed as depression or anxi巴ty，or even ME 心的外傷後ストレス障害は、し

ばしばうつ病、不安、あるいは筋痛性脳脊髄炎であると誤診された。

to receive treatm巴ntfor PTSD 心的外傷後ストレス障害の治療を受ける

Premature babies 未熟児、早生児
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More than 90% of premature babies who weigh 800 grams (a little less than two pounds) or more 

survlve 体重800グラム (2ポンド弱)以上の未熟児の 90パーセント以上が生存している。

Jaundice is a common condition in premature babies， caus巴dby the build up of a compound called 

bilirubin 黄痘は未熟児によくある病態で、ピリルピンと呼ばれる化合物の蓄積が原因である。

Extr巴melypremature babies are likely to be on a ventilator to aid their br巴athingartificialIy 

sometimes for months 超未熟児は時として数ヶ月間、呼吸を人工的に助けるために人工呼吸器に頼

ることになりそうである。

Most premature babies will be placed in an incubator on a special n巴o-natalunit ほとんどの未熟児

は特別な新生児室で保育器に入れられる。

Breast milk is an excellent source of nutrition， but pr巴matur巴babiesare too immature to feed directly 

from the breast or bottle until at least 32 weeks after conceptio日 母乳は優れた栄養源であるが、妊

娠後少なくとも 32週までは早生児は未熟すぎて、乳房や口甫乳瓶から直接吸えない。

Most premature b幼児shav巴tobe fed slowly because of the risk of developing an intestinal inf，巴ction

called necrotizing enterocolitis (NEC) ほとんどの未熟児は壊死性腸炎と呼ばれる腸の感染症になる

リスクのため、ゆっくりミルクを与えなければならない。

Breast rnilk can be pumped by th巴 motherand fed to the premature baby through a tube that goes 

from the baby's nose or mouth into the stomach 母乳は母親が搾って、未熟児の鼻か口から胃へと

チューブで送られる。

Sp己cialfortifiers m旦.ybe added to the milk that a premature baby r巴ceives，because they often have 

higher vitamin needs than full-term infants 未熟児は往々にして満期出産乳児よりも多くのビタミン

が必要なので、未熟児が受け取るミルクには特別な補助栄養が付加されるかもしれない。

The eyes of pr巴matur巴babiesare especially vulnerable to injury after birth 未熟児の目は誕生後、特

に傷つきゃすい。

Extrem巴lypremature babies may also have problems growing 超未熟児はまた成長上の問題もある

かもしれない。

Prion diseases プリオン病

Prion diseases， all of them fatal， includ己BSE-mad cow diseas巴-and new variant Cr巴utzfeldt-Jakob

disease (nvCJD) -thought to be the human equivalent. プリオン病はすべて致死的であるが、牛海綿

状脳症、つまり狂牛病や、その人間版であると考えられる新種クロイツフェルト・ヤーコプ病などが

ある。

Sporadic fatal insomnia is unquestionably here to stay as a rare new member of the group of prion 

diseases 散発性致死的不眠症はプリオン病のグ、ループの稀な新種として紛れもなくここに存在して

L、る。
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Prion diseases damage the brain. プリオン病は脳を損傷する。

There ar巴自veprion diseas巳sknown to aff<巴cthumans -CJD， Gerstmann-Straussler- Scheinker diseas巴，

kuru， nvCJD， and fatal insomnia 人聞に影響を及ぼすことが知られているプリオン病は 5つある。即

ち、クロイツフェルト・ヤーコプ病、ゲルストマン・シュトロイスラー・シャインカー病、クール一、

新種クロイツフェルト・ヤーコプ病、および致死的不眠症である。

The outlook for treatments for genuin巴priondiseases is so far bleak. 真性プリオン病の治療法の見通

しは、これまでのところ暗い。

sci巴ntistslooking into the workings of prion diseas白 プリオン病の仕組みを研究する科学者たち

Progressive supranuclear palsy 進行性核上麻捧

Three Canadian sci巴ntistsfirst described progr巴ssivesupranuc1巴arpalsy (PSP) in 1963， and 1巴nt出巴ir

nam巴sto its alternative title -Steele-Richardson-Olszewski syndrome. 3人のカナダ人科学者が 1963

年に初めて進行性核上麻痔について記述し、自分たちの名前を付けて、スティール・リチヤードソン・

オルスゼフスキー症候群という別名にした。

Although in its early stages， PSP can mimic Parkinson's disease， it is less common， and has its own 

distinct diagnosis， prognosis and treatment 進行性核上麻棒は早期の段階で、はパーキンソン病に似た

症状を呈ずるけれども、それほど一般的ではなく、独自の診断、予後、および治療が行われる。

PSP is a degen巴rativedisease a民 ctingthe brain 進行性核上麻棒は脳に影響を及ぼす変性疾患であ

る。

Progressive means it starts slowly and continu巴sto g巴tworse， supranuc1ear r巴f巴rsto the affected part 

of the brain -pea-sized structures known as nuc1ei -and palsy d巴scribes出eoutcome -paralysis 進

行性というのは、ゆっくり発症して、悪化し続けるという意味であり、核上というのは、脳の患部、

つまり核として知られる豆粒大の構造物に言及している。そして、麻癖 (palsy)は、その結果麻薄が起

こることを表している。

Recent research has contradicted th巴viewthatm巴ndevelop PSP mor巴thanwomen， showing that it is 

巴quallycommon in both sexes 最近の研究は、男性の方が女性よりも多く進行性核上麻痔を発症す

るという見解に反論し、この疾患は男女両方に等しく一般的であるととを示している。

A surprisingly high propo抗ionof the residents ther巴inthe 1950's suffer巴dfrom a dis巴aseknown as 

L戸icoBodig， which has symptoms remarkably similar to PSP. 1950年代にその地域住民が、驚くほ

ど高い割合で LyticoBodigとして知られる病気を患った。それは進行性核上麻痔に著しく類似した症

状を呈する。

There is currently no e汀ectivetreatment or cure for PSP. 目下のと ζろ進行性核上麻簿の効果的治療

法はない。

Experimental procedures b巴ingtested in Parkinson's -such as the implantation of foetal brain tissueー



46 津 i甫 博

have proved fruitless in PSP 胎児の脳組織移植といったようなパーキンソン病で験されている実験的

処置は、進行性核上麻痔では無益であることが分かつている。

Although PSP in its巴lfis not fatal， the dis巴呂5edo巴sg巴tprogressiv巴lyworse， and patients 0丘endie from 

complications such as pneumonia and choking on food 進行性核上麻揮はそれ自体が致死的ではない

けれども、次第に悪化し、患者はしばしば肺炎とか食物による窒息というような合併症で死亡する。

the PSP Europe Association ヨーロツノ~ I進行性核上麻痔」協会

the Society for Progressive Supranucl巴arPalsy I進行性核上麻痔」協会

Prozac プロザック

Until the advent of th巴impotencetre呂田entViagra，出eanti-depressant drug Prozac was probably the 

most high profile new treatment to be launched in a generation 性的不能治療薬バイアグラの登場ま

で、抗害警斉IJプロザ、ックは多分 lつの世代において発売された、最も注目を集める新しい治療薬であっ

ただろう。

More than 35 million people worldwide have been prescribed Prozac -including more出an500，000 

in UK alone -sinc巴1凶 launchin 1989. 1989年の発売以来、イギリスだけでも 50万人以上を含め、

世界中で 3，500万人以上もの人々がフ。ロザックを処方されてきた。

Prozac (fluoxetine) is on巴drugin a family of antidepressants call巴ds巴lectiv巴serotoninre-uptake 

inhibitors (SSRls) フ。ロザック(フルオキセチン)は、選択的セロトニン再取り込み阻害剤と呼ばれ

る抗穆剤の仲間の lつである。

All the drugs commonly prescribed for depr巴ssionare roughly equal in effectiv巴n巴ss.This often 

surprises people who assume that Prozac is best 欝病に対して一般に処方されるすべての薬品は、

効果においては大体等しい。プロザックが最高だと思い込んでいる人々は、 ζの乙とに驚く。

Many people combine Prozac with psychotherapy 多くの人々はプロザ、ツクと心理療法とを組み合わ

せている。

Th巴r巴isevidence to sugg巴stthat taking Prozac may trigg巴rsuicidal thoughts in some peopl巴 プロザツ

ク服用が一部の人々に自殺を考えさせる誘因となるかもしれないととを示唆する証拠がある。

In England， the D巴partmentof Health has recommended that Prozac should be the only drug of its 

type prescribedωpatients under 18 イギリスでは、保健省がプロザツクは 18歳未満の患者に処方

される、このタイプの唯一の薬品であると推奨してきた。

Eli Lilly， the makers of Prozac， argued that in no case studi巴dby the FDA did Prozac actual砂leadto 

a suicid巴， and that d巴pressedpeople were probably prone to suicidal thoughts r巴gardl巴ssof what 

medication they took. プロザックを製造するイーライ・リリ一社は、アメリカ食品医薬品局が調査し

たどのケースにおいてもプロザ、ツクが実際に自殺とつながってはいなかったこと、また管病患者はど

のような薬を服用したかということに関わらず、多分自殺の考えを抱く傾向にあったことを主張した。
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Does Prozac transform personality? プロザックは人格を変えるか?

However. there is sci巴ntificevidence to sugg巴stthat cl出msthat Prozac can transform personality are 

exaggerated しかしながら、プロザックが人格者E変えられるという主張は誇大であるととを示唆す

る科学的根拠がある。

the controversy surrounding Prozac プロザックを巡る論争

Pre-Menstrual Syndrome 月経前症候群

Pre-Menstrual Syndrome (PMS) is a cluster of up to 150 s戸nptomsthat many women expe口enceeach 

month preceding the st訂 tof menstruation 月経前症候群は多くの女性が毎月、生理開始前に経験す

る 150にも上る症状の集まりである。

PMS is believed to affect betwe巴non巴thirdand on巴halfof women betwe巴n20-50y巴arsof age. 月経

前症候群は 20歳から 50歳までの女性の 3人に 1人から 2人に 1人の割合で影響を及ぼすと信じら

れている。

Vitamin supplem巴nts訂巴 believedto control PMS symptoms ビタミンのサプリメントは、月経前症

候群を抑えると信じられている。

The discomfort felt as a result of PMS symptoms ranges from mild to so severe that it may interfere 

with everyday activities 月経前症候群の結果としての不快感は、軽度のものから白常活動に支障が

生じるほど重度のものまで様々である。

There a陀 severaltheories about why PMS occurs 月経前症候群が生じる理由については諸説ある。

Some researchers believe that PMS is triggered by fluctuations of the sex hormones during the 

menstrual cycle 研究者の中には、月経前症候群の誘因は月経周期中の性ホルモンの変動である、と

信じる者もいる。

Ad巴日ciencyof vitamin B6. for ex百npl巴.may be responsible for th巴depr巴ssionand mood fluctuations 

ofPMS. 例えば、ビタミンB6の欠乏が月経前症候群の欝と気分変動の原因であるかもしれない。

Another theory links PMS with sudden changes in the body's levels of c巴rtainmorphine-like 

substanc巴S. 31Jの説は月経前症候群をモルヒネのようなある種の物質の体内濃度の突然変化と結び付

けている。

Ther巴isno single cur巴forPMS. 月経前症候群に対する単一の治療法はない。

R 
Radiation sickness 放射線障害、放射線宿酔

Exposur巴toradiation can cause devastating damage to the immune syst巴mand to the tissues of the 

body. The巴ffectsar巴knownas radiation sickness or s戸ldrome 放射線被曝は免疫系および体の組織

への壊滅的損傷を引き起こす可能性がある。その影響は放射線障害または放射線症候群として知られ

る。



48 津浦 博

Amongth巴cellsthat are most sensitiv巴toradiation are thos巴thatlin巴theint巴stine(crypt cells)， white 

blood cells that fight infection and the cells that make red and white blood cells. The impact on these 

cells leads to th巴classicearly symptoms of radiation sickn巴ss 放射線に最も敏感な細胞には、腸の内

面を覆う細胞(陰嵩細胞)、感染症と闘う白血球、および赤血球と白血球をつくる細胞がある。乙れら

の細胞への衝撃は、放射線障害のよく知られた初期症状に至る。

There are many symptoms of radiation sickness， and their severity varies gr巴atlyd巴pendingon the 

dosage 放射線障害には多くの症状がある。その重度は被曝量によって実に様々である。

Anti-nausea drugs and painkillers can be used to r巴liev巴symptomsof radiation sickn巴ss 吐き気止め

や鎮痛剤が放射線障害の症状を緩和するのに用いられる。

Radonラドン

Most of your exposur巴toradiation comes from radon 放射線被曝の大部分は、ラドンによる。

But the single bigg巴stsource of radiation in our lives is radon gas， which seeps into p巴ople'shomes 

from radioactive rocks buried deep und巴rground しかし、我々の生活において単一で最大の放射線

源は、ラドンガスである。それは地下深く埋まっている放射性の岩から人々の家庭に漏れ出している。

For most UK residents， radon will account for a half of their total annual radiation dosage 大部分の

イギリス住民にとって、ラドンは年間放射線被曝量全体の半分の原因であろう。

lt has been estimated that 50，000 people in Cornwall， Northamptonshire， Derbyshire and Scotland 

have higher than av巴rageconcentrations of radon in their hom巴s. コーンウオール、ノーサンプトン

シャ一、ダービーシャ一、およびスコットランドの 5万人の家庭では、ラドンが平均濃度よりも高い

と推定されている。

A test will establish the concentration of radon in the home 家庭におけるラドン濃度は検査によって

確認されるだろう。

Radon is s巴enas a silent threat: you cannot s巴e，h巴ar，f，巴巴1or tast巴 it.It is formed when atoms of 

uranium-238 d巴cay.Radon will also decay， and， if it is inhaled， will emit alpha particles that can 

damage the internal lung surfaces ラドンは静かな脅威と見なされる。見えないし、聞こえないし、

感じることも味わうこともできない。ウラン 238の原子が崩壊する時に形成される。ラドンも崩壊す

る。もし、吸入されると、肺の内側表面を損傷する可能性のあるアルフア粒子を放出するだろう。

The radon concentration in the average UK home is about 20 becquerels per cubic metre. 平均的な

イギリス家庭におけるラドン濃度は、 l立方メートルあたり約 20ベクレルである。

The most eff，巴ctiveway to deal with radon is to fit an air pump to a property to vent th巴gasinto the 

atmosphere ラドンを処理する最も効果的な方法は、ラドンガスを大気中に放出するために地所に空

気ポンプを取り付けることである。

Special v巴日tsc釦 bebuilt for radon ラドン用の特殊な通気孔をつくるととができる。
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The dang巴rsof radon became very apparent after World War Two when large uranium min巴swere 

opened around the world to feed the nuclear industry. 第2次世界大戦後、原子力産業に動力を供給

するために世界中で大きなウラン鉱山が開発された時、ウランの危険性が極めて明らかになった。

Miners b巴cameexposed to high lev巴Isof radon and suffered incr日asedrates of lung cancer 鉱山労働

者たちは高レベルのラドンに被曝し、日市ガ、ンを患う率が高まった。

In the big min巴sin th巴 USA， the lung complaints caused by radon wer己 referredto as "mountain 

sickness" アメリカの大鉱山では、ラドンが原因の肺疾患は「高山病」と呼ばれた。

Raynaud's Disease レイノー病

Raynaud's is caused by a restriction in th己bloodsupply to the extremiti巴s，usually the白ng巴rsand toes 

レイノー病は四肢、通常、手足の指への血液供給の制限が原因で、ある。

5巴condaryRaynaud's is 1巴sscommon and more s巴ver巴Itis linked to underlying diseases such as 

rheumatoid arthritis 続発性レイノー病はさほど一般的でなく、一層重篤である。関節リウマチのよ

うな基礎疾患と関連する。

What treatment is th巴r巴forRaynaud's disease? レイノー病にはどんな治療法があるか。

Replantation surgery再移植術

R巴plantationsurgery has been particularly successful on the thumb 親指の再移植術が特に成功を収

めてきた。

prior to replantation surgery 再移植術に先立つて

Rohypnol ロヒプノール

Rohypnol is a legitimate drug used in the short -term treatment of sl巴epdisorders， but has been abused 

for mor巴 sinisterpurposes ロヒプノールは睡眠障害の短期治療に用いられる合法的な薬であるが、

悪い目的のために乱用されてきた。

Street nam巴sfor Rohypnol includ巴rophies，ropi巴s，ru鉛es，roofies， roche， R-2， mexican valium， rib， and 

rope. ロヒプノールの俗称には、ロプヒーズ、ロピーズ、ラフィーズ、ルーフィーズ、ロツシュ、

R-2、メキシカン・バリウム、リブ、ロープ等がある。

When combined with a1cohol， Rohypnol can make users shed their inhibitions アルコールと組み合

わせると、ロヒプノールは服用者に抑制をなくさせる可能性がある。

There is an agent that revers巴sthe effects of Rohypnol ロヒプノールの効果を無効にする薬剤がある。

S 
Salt 塩

Salt is a commonly occuring rnineral， th巴technicalname of which is sodium chloride 塩は普通に存

在するミネラルであり、その専門的名称は塩化ナトリウムである。
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お1adult will be able to remove salt fぬm出ebody出TOugh出ek地leysinto the urin巴. 成人は腎臓か

ら尿中へと塩分を体外に排出できるだろう。

Meat and meat products. and bread can also be high in salt 精肉や肉製品、およびパンも塩分が多い

可能性がある。

monitor the salt content of proce岱巴dfood 加工された食品の塩類含有量を監視する

出eaverage in回keof salt 平均的な塩分摂取

the capacity to proc巴sslarge quantities of salt 多量の塩分を処理する能力

Schizophrenia 統合失調症

Schizophrenia is the most chronic and disabling of出巴 majormental出nesses 統合失調症は主要な精

神疾患のうち最も慢性的で無力にするものである。

Schizophrenia is not， as is commonly thought. split personality. 統合失調症は一般に考えられている

ような多重人格ではない。

Sch包ophreniais such a complex condition血atfew generalisations hold tru巴 forall people diagnosed 

as schizophrenic 統合失調症はそうであると診断されたすべての人々に当てはまる一般化がほとん

どない複雑な疾患である。

Schizophrenia can be confused with other mental disorders. such as manic-depression and with 

physical illnesses 統合失調症は操うつ病のような他の精神疾患や身体的疾患と混同される可能性が

ある。

Schizophrenia can cause a huge variety of symptoms. and a sufferer may exhibit very different 

beha吋ourat different也nes. 統合失調症は実に多様な症状を引き起こす可能性があり、患者は色々な

時に様々な振舞いを見せるかもしれない。

A person wi也 schizophreniamay f，巴巴1anxious and confused 統合失調症の人は不安と混乱を感じる

かもしれない。

Some people with schizophrenia experience hallucinations官官 mostcommon form of ha1lucination is 

出巴 hearingof voices. 統合失調症の一部の人たちは、幻覚を経験する。最も一般的な形態の幻覚は、

いろんな声が間とえるととである。

Peopl巴withschizophrenia also have delusions -false or廿rationalbeU巴fs 統合失調症の人たちはまた、

誤った信念や不合理な考えといった妄想も抱く。

Peopl巴 wi出 schizophreniaalso have trouble expressing their emotions 統合失調症の人たちはまた、

自分の感情を表現するのに難儀する。

Are people with sch包ophrenialikely to be violent? 統合失調症の人たちは暴力的になりそうだろうか。

There is no known single cause of schizophrenia. It appe訂百世latgenetic factors produce a vulnerability 
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to schizophrenia， with environmental factors contributing to differ巴ntdegrees in different individuals 

統合失調症の単一の原因は不明である。様々な個人に様々な程度助長する環境要因が遺伝因子に加

わると、統合失調症になりやすいようである。

No speci白cg巴nehas y巴tb巴enfound; no bioch巴micaldefect has been prov巴nresponsible; and no 

sp巴cificstressful event seems suffi.cient， by itself， to produce schizophrenia 特定の遺伝子はまだ見つ

かっていない。原因であると証明された生化学的異常もない。それ自体で統合失調症を生じるに足る

ようなストレスに満ちた特定の事象もない。

acute schizophrenia 急性統合失調症

chronic schizophr巴凶a 慢性統合失調症

paranoid schizophrenia 妄想型統合失調症

the psychotic symptoms of schizophrenia， such as hallucinations and delusions 幻覚や妄想のような

統合失調症の精神病的症状

Self-harm 白傷行為

People with a history of s巴lf-h訂 mdeliberat巴lyinflict injury upon thems巴lves，for巴xample，by cutting 

or burning th巴mselvesor taking an overdose 自傷行為の病歴のある人たちは、例えば、自分自身に

切り傷や火傷を負わせたり、薬剤を過量摂取したりして、故意に自身に危害者E加える。

Women are more likely to self-harm than men 女性の方が男性よりも白傷行為をしそうである。

Contrary to popular myth， people who harm themselves are not trying to commit suicid巴 Theyuse 

self-harm as a way of coping with diffi.cult emotions 俗説に反して、自傷行為をする人たちは、自殺

しようとしているのではない。厄介な感情に対処する lつの方法として自傷行為を行うのである。

Triggers for self-harm can include bullying， bereavement， pressure at work， abuse， financial problems， 

pressure to fit in and relationship problems. 自傷行為の誘因としては、いじめ、死別、職場のストレ

ス、虐待、金融問題、適応するためのストレス、および人間関係の問題等がある。

Self-harm can become a way of expressing their feelings. 自傷行為は感情表現の Iつの方法となり得

る。

Septicaemia 敗血症

Septica巴miais a form of blood poisoning which may be caus巴dby the same bugs that cause meningitis 

敗血症は血液中毒の I形態であり、髄膜炎を引き起とすのと同じ微生物が原因であるかもしれない。

Septicaemia is very s巴riousand must b巴treatedstraight away. 敗血症は重篤であり、すぐに治療しな

ければならない。

a sign of septicaemia 敗血症の徴候

Sexual dysfunction 性機能障害
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It is estim旦ted出atup to 40% of women suffer from sexual dysfunction 女性の 40パーセントまでも

が性機能障害であると推定されている。

The symptoms of sexual dysfunction can include lack of sexual desire， an inability to enjoy sex， 

insuffici巴ntvaginallubrication， or， even if sexually訂 oused，a fa日ureto achieve an orgasm 性機能障

害の症状には性欲の欠如、セックスを楽しめないこと、目窒液不足、あるいは性欲を催してもオルガス

ム不能であること等が含まれる。

Sexually transmitted diseases 性感染症

Sexually transmitted diseases ar巴onth巴mcrease 性感染症は増加傾向であるo

a big increase in sexually transmitted diseases 性感染症の大増加

Single Sided Deafness 片側聾

Single Sided Deafness (SSD) is the complete hearing loss in one ear 片側聾というのは、一方の耳の

完全な難聴である。

Th巴symptomsof SSD are dependent on each case 片側聾の症状は、症例によって様々である。

SSD， or unilateral hearing loss SSDすなわち片側聾

Smoke inhalation 気道熱傷

About 4% of burn victims die from their injuries -and in many of these cases the crucial factor is 

smoke inhalation， 火傷を負った人たちの約 4パーセントが損傷のため死亡する。これらの症例の多

くにおいて、重大な要因は気道熱傷である。

Serious smoke inhalation can lead to damage to the smaller airways deeper down in the respiratory 

system 重篤な気道熱傷は、呼吸器系深部の末梢気道の損傷に至る可能性がある。

As well as direct tissue damage， smoke inhalation m昌yprovoke dangerous chemical r巴actionswithin 

the body. 気道熱傷は直接的な組織の損傷だけでなく、体内における危険な化学反応を誘発するかも

しれない。

m吋orproblems associated with smoke inhalation 気道熱傷に伴う大きな問題

Smoking 喫煙

Smoking increases the risk of a range of dis巴お巴5 喫煙は一連の疾患のリスクを増す。

Smoking is a greater cause of death and disability than any single diseas巴， says the World Health 

Organisation 喫煙はどの lつの疾患よりも大きな死因であり、障害の原因である、と世界保健機関

は述べている。

Tobacco smoking is a known or probabl巴causeof approximat巴ly25 diseases， and even the WHO says 

that its impact on world health is not fully assessed. 喫煙はおよそ 25の疾患の既知の原因であるか、



BBC NEWS ONLINE Medical notesに見る医学英語の活用例 (4) 53 

推定原因であり、世界保健機関でさえ、世界の健康に及ぼす喫煙の影響は十分見極められていない、

と述べている。

Smoking also increases也erisk of having a stroke 喫煙はまた卒中を起とすリスクも増す。

Smoking also increases the risk of oral. uterine. liver. ki也ley.bladder. stomach. and cervical cancers. 

and le怯 aemia. 喫煙はまた口腔ガン、子宮ガン、肝臓ガン、腎臓ガン、勝脱ガン、胃ガン、子宮頚ガン、

および白血病のリスクも増す。

Smoking by P紅巳ntsfollow加g也ebirth is linked to sudden infant death syndrome. or cot death. and 

lugher rates of inf釦 trespiratory illness. such as bronchitis. colds. and pne凶 nonia 出生後の親の喫煙

は、乳児突然死症候群あるいは寝台死、および気管支炎や風邪や肺炎のような乳児呼吸器疾患の比率

の上昇と関連づけられている。

Although血巴 heal出 risksof smoking are culmulative. gl吋ngup can yield health benefits regardless of 

由巳 ageof白epatient. or出elength of世me出eyhave been smoking目 喫煙の健康リスクは蓄積するけ

れども、禁煙は患者の年齢あるいは喫煙歴にかかわらず、健康上の利益をもたらすことができる。

釦 0白erpr加出yheal出riskassociated wi出 smoking 喫煙に伴うもう 1つの主要な健康へのリスク

smoking in pregnancy 妊娠中の喫煙

SRSV = small round s回 cturedvirus 小型球形ウイルス

The SRSV fa凶 lyof viruses. also referred to as Norwalk or Norwalk-like viruses. produces a gastro-

巴nteritisillness. ノーウオーク・ウイルスまたはノーウオーク様ウイルスとも呼ばれる小型球形ウイ

ルス科のウイルスは、胃腸炎を引き起こす。

Professor Hugh Pennington. an expert泊 diseぉ eat Aberdeen University. described SRSV as the "Mike 

tうrson"of viruses目 アバディーン大学の疾病専門家であるヒュー・ペニントン教授は、小型球形ウイ

ルスをウイルスの「マイク・タイソン」であると表現した。

a potent source of SRSV 小型球形ウイルスの有力な発生源

approximately 2.000 cases of SRSV 小型球形ウイルスのおよそ 2.000の症例

Stern cells 幹細胞

Stem cells are thought to hold huge potential for treating a wide range of dis巴aseand disab出.ty. 幹細

胞は広範囲の疾患や障害を治療する膨大な可能性があると考えられている。

Scientists紅白undthe world are working on tech凶questo refine stem cellせlerapy. 世界中の科学者た

ちは、幹細胞療法を精紋化するための技術を研究している。

When a stem cell di叫des.each new cell has the potential to either remain a stem cell or become 

an口出巴rtype of cell with a more specialised function 幹細胞が分裂する時、個々の新しい細胞は幹細

胞のままであるか、あるいはもっと分化した機能をもっ別のタイプの細胞になる可能性がある。
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Scientists believe it should be possible to harness出ぉ ab出tyto turn stem cells into a super "repair kit" 

for the body. 科学者たちは幹細胞を体のための超「修理用キット」に変えるこの能力を生かすこと

は可能であろうと信じている。

Theoretically. it shouid be possible to use stem cells to generate healthy tissue to replace廿lat創出er

damaged by trauma. or compromised by disease 理論的には、外傷によって損なわれたか、病気によっ

て危うくなった組織に取って代わる健康な組織を生じるために幹細胞を利用するととは可能であろう。

Stem cells may also provide a usefui way to test由eeffects of exper凶凹taldrugs. 幹細胞はまた、治

験薬の効果を試す有用な方法を提供してくれるかもしれない。

It is also hoped that studying stem cells will provide vital clu巴sabout how the tissues of the body 

develop. and how disease takes hold 幹細胞の研究はどのように体の組織が形成されるかについて、

またどのように病気がとりつくかについて重要な手掛かりを与えてくれるだろうという希望もある。

Scientists believe the most useful stem cells come合om由etissue of embryos 最も有用な幹細胞は匪

組織から得られる、と科学者たちは信じている。

Large numbers of embryo凶cstem cells can be r巴latively出 i取grownin cuitur巴 多数の匪幹細胞は、

培養で比較的容易に育成される。

Adult stem cells do have one big advantage. It should theoretically be possible to take st巴mc巴lls仕um

a patient. grow them in cuiture. and出en甘ansplantthem back into出epatient wi由outfear血at吐ley

wouid be attacked by the body's immune system 成熟幹細胞は lつ大きな長所がある。患者から幹

細胞を採取して婿養し、その後、体の免疫系によって攻撃されるだろうという恐れもなく、患者に戻

して移植するととは、理論的には可能であろう。

Some research has also raised the possibility that st巴mcells may turn cancerous ある研究では幹細

胞がガン化するかもしれない可能性を提起している。

adult stem cel1s 成熟幹細胞

different types of st巴mcel1 様々なタイプの幹細胞

stem cell replacement therapies 幹細胞置換療法

出euse of embryonic stem cells 匪幹細胞の利用

Stroke (脳)卒中

Blood clots on the brain cause a stroke. 脳の血栓が卒中を引き起とす。

Minor strokes can caus巴temporaryweakness or numbness in an arm or leg. or may be warning signs 

preceding a major stroke 小発作は腕や脚に一時的衰弱またはしびれ感を引き起こす可能性がある。

あるいはそれは大発作に先行する警告徴候であるかもしれない。

A stroke occurs when p訂 tof the brain is suddenly damaged or destroyed. and can be caused by 

a blood clot forming in a damaged vessel -cu仕ingoff the flow of blood to part of the brain -or a 
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damaged v巴ss巴1in th巴 brainbursting 卒中は脳の一部が突然、損傷または破壊を受けた時に起こる。

損傷した血管における血栓形成 つまり脳の一部への血流停止 か、あるいは脳の破裂における血管

の損傷が原因である可能性がある。

Transient ischemic attacks (TIA) -sometimes known as mini strok巴s-are exactly what th巴ysay 

transient 時として小発作として知られる一過性脳虚血発作は、人々が言うようにまさに一過性であ

る。

suffer a series of strokes 一連の卒中を起こす

the巴ffectsof a stroke 卒中の影響

th巴5巴verityof the stroke 卒中の重症度

Sudden arrhythmia death syndrome 不整脈突然死症候群

Sudden Arrhythmia Death Syndrome (SADS). otherwise known as Long QT Syndrome. is a disord巴rof 

the electrical system of the h巴art. QT延長症候群としても知られる不整脈突然死症候群は、心臓の電

気系統の疾患である。

Sudden Arrhythmia Death Syndrome is a disorder of th巴巴l巴ctricalsystem of the heart that can lead to 

the death of apparently healthy people without any warning 不整脈突然死症候群は心臓の電気系統

の疾患であり、一見健康そうな人たちが何の警告もなく死に至る可能性がある。

SADS is a malfunction of electrical activity in the heart 不整脈突然死症候群は心臓の電気的活動の異

常である。

Sunburn 日焼け

Not only is sunburn painful. it can accelerate the平 ingprocess. and increase the risk of s凶 cancer.

including the potentially fatal form. melanoma. 日焼けは痛いだけでなく、加齢のプロセスを速め、

場合によっては致死的な形態のメラノーマを含め皮膚ガンのリスクを増す可能性がある。

Sunstroke 日射病

Sunstroke.口rheatstroke. is an illness caused by prolonged exposure to very hot temperatur巴sor

d巴hydration 日射病あるいは熱射病は、大変な高温に長く曝されることや脱水が原因の疾患である。

the potentially fatal sunstroke 致命的である可能性のある日射病

Syphilis 梅毒

Syphilis is caused by the bact巴riaT pallidum 梅毒は梅毒トレポネーマ菌により起乙る。

The symptoms of syphilis ar巴lessspecific 梅毒の症状はさほど特有ではない。

T 
Tamoxifen タモキシフェン

Tamoxif，巴nblocks the female sex hormone oestrogen タモキシフェンは女性ホルモンのエストロゲン
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をブロックする。

Tamoxifen. known in the tradeぉ Nolvadex.is usually prescribed by specialists in breast cancer and is 

taken in P剖 form ノルヴァデクスという商標名で知られるタモキシフェンは、通常乳ガンの専門医

が処方し、錠剤で服用される。

A US study of 13.000 patien也 show巴dTamoxifen reduced the rate of expected cancers仕omone加

130 to one in 236 -a cut of about 45%. 万3千人の患者を対象にしたアメリカの研究では、タモキ

シフェンは予想されるガンの割合を 130分の lから 236分の lに減少させた。これは約 45パーセ

ントの縮小である。

Women who take Tamoxifen run an increased risk of getting uterine cancer -about two to three tim巴S

the norma1 incidenc巴 of出ediseぉe. タモキシフェンを服用する女性は、子宮ガンになるリスクが通

常の発症率の約二、三倍に増える。

m位-cancerdrug tamoxifen 抗ガン剤タモキシフェン

Tamoxifen studies タモキシフェン研究

the long-term effe出口ftaking Tamoxifen タモキシフェン服用の長期的効果

Ti凶チック

Tics. which can be v，巴rba1or physica1. come in a broad range ofザpes. チックは言葉によるものであっ

たり、身体的なものであったりするが、多様なタイプがある。

Simple tics: including shoulder shrugging. eye blinking. tongue clicking. and sni伍ng. 単純チック:肩

をすくめること、まばたき、舌打ち、においを嘆ぐこと等。

Complex tics: including jumping. twirling about. uttering words out of context. inappropriate swearing. 

組 decho凶ia(repeating a sound. word. or phras巴justheard). 複合チック:跳躍、グルグル回るとと、

文脈を離れた言葉を発すること、不適切な罵り、反響言語(聞こえたばかりの音声、単語、あるいは

語句を繰り返すとと)等。

TouretteS刊 drome トゥレット症候群

Toぽ etteS戸ldrome(TS) is widely associated with inappropriate swearing in public トウレット症候

群は人前での不適切な罵りと幅広く関連している。

Tourette Syndrome is a neurological disorder トウレット症候群は神経疾患である。

In relatively rare instances. people with TS may bite or hit themselves 比較的まれな例では、トウレッ

ト症候群の人たちは自分を唆んだり、叩いたりする。

People with TS may also show symptoms of other psychological disorders. such as obsessive-

compulsive and ritua1istic behaviour. attention deficit hyperactivity disorder. トウレット症候群の人

たちはまた、強迫神経症的・儀式的振舞いや注意欠陥過活動性障害のような他の心理的障害の症状を

呈しもするかもしれない。
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Boyswho hav巴th巴generesponsible for T5 are mor巴lik巴lyto develop symptoms than girIs トウレッ

ト症候群の原因である遺伝子を有する男子は女子よりも症状が出やすい。

There is no cure for T5， but it can be eff，巴ctiv巴lytreat巴dthrough the us巴 ofth巴rapy，or in a limit巴d

number of cases， drugs， トウレット症候群の根本的治療法はないが、セラピーの利用によって、また

は限られた数の症例においては薬剤の使用によって効果的に治療できる。

Becaus巴 ofthe apparently bizarre natur巴 ofthe symptoms， people with T5 can find it difficuIt to 

integrate e長 ctivelyinto soci巴与 一見異様な性質の症状のため、トウレット症候群の人たちは効果的

に社会に溶け込むととが困難であると分かる。

sporadic T5 散発性トウレット症候群

Tootb decay 虫歯

Tooth decay， known t巴chnicaIlyas dentaI caries， is one of出巴 mostcommon health complaints in the 

world 専門的には揺蝕として知られる虫歯は、世界で最も一般的な健康問題の 1つである。

The most obvious sign of tooth d巴cayis toothache， particularIy after hot or cold foods or drinks 虫歯

の最も明らかな徴候は、歯痛であり、特に熱いか冷たい飲食物を摂った後の歯痛である。

Most tooth decay is discovered at an early stag巴duringa routine check up ほとんどの虫歯は定期健

診中に初期段階で発見される。

Tuberculosis 結核(症)

Th巴rehas been a resurgenc巴oftuberculosis around th巴worId 世界中で結核の再流行がある。

TB， which is a disease of the r巴splr且torysystem， is now the biggest kilIer of wom巴n，且ccordingto new 

res巴archfrom the WorId Health Organisation 世界保健機関の新しい研究によれば、呼吸器系疾患で

ある結核は、今や女性の最大の死因である。

TB or Mycobacterium tuberculosis has been kilIing p巴oplefor thousands of years 結核つまりヒト型

結核菌は、何千年間も人々の命を奪っている。

TB is a disease which usuaIly attacks th巴lungs，but it can a官巴ctalmost any pa抗 ofthe body 結核は

通常、肺を攻撃する疾患であるが、体のほぼどの部位にも影響を及ぼす可能性がある。

A person with TB does not n巴cessarilyfeeI iII but th巴symptomscan incIude a cough that wiII not go 

away， f，巴elingtired， weight loss， Ioss of appetite， fev巴r，night sweats and coughing up blood 結核に擢っ

た人は必ずしも体調がすぐれない訳ではないが、症状には、治まらない咳、疲労感、体重の減少、食

欲低下、発熱、寝汗、および略血が含まれる。

Like the common cold， TB is spread through the air after infected people cough or sneez巴 風邪と同

様に、結核菌は感染した人々が咳をするかくしゃみをした後、空気中に広がる。

Ther巴 isa di百'erenceb巴tweenb巴inginfect巴dwith TB and having the disease， Many people inf，巴cted
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with the TB bacteria do not develop the disease， as their body's defences protect them. But TB can lie 

dormant in th巴bodyfor many years and strike when the immune system is weak. 結核に感染してい

ることと結核を患っていることとの聞には相違がある。結核菌に感染している多くの人々は、体の防

衛機構が守るので発病する訳ではない。しかし、結核は長年体内に潜んでいて、免疫系が弱くなると、

攻撃する可能性がある。

Why is TB making a resurgenc巴now? 何故今、結核は再流行しているのか。

One factor in the rising TB trend in both th巴develop巴dand the d巴V巴lopingworld is HIV inf，巴ction.

which weakens the immune system 先進国と発展途上国の両方で結核の流行傾向がある一因は、免

疫系を弱める HIV感染である。

One third of deaths of those who are HIV-positiv巴areTB related. HIV陽性の人々の死因の3分の l

は結核に関連している。

Those with HIV are 100 times more likely to dev巴lopTB than other members of the population. HIV 

に感染している人たちは、他の人々よりも結核を発症しやすい。

Visitors arriving from less develop巴dcountries wher巴 TBis more prevalent may get little medical 

attention even if they admit to having th巴 dis巴ase.Among black Africans in Britain TB rose by over 

100% betw巴巴nth巴endof th巴 1980sand early 1990s. 結核がもっと広がっている発展途上国から来

た人々は、たとえ結核に擢っていると認めても、ほとんど医療を受けられないかもしれない。イギリ

スのアフリカ系黒人の間では、結核は 1980年代末から 1990年代初頭の聞に 100パーセント以上増

加した。

ln 1993 the WHO decl訂 edTB "a global health emergency". 1993年に世界保健機関は結核は「地球

規模の健康緊急事態」であると宣言した。

The WHO predicts that by 2020 n巴arIyone billion people will be newly infect巴dwith TB， of them 70m 

will die 世界保健機関は 2020年までに 10億近くの人々が新に結核に感染し、そのうち 7千万人が

死亡すると予言している。

drug resistant TB 薬物耐性結核菌

multi-drug resistant TB 多剤耐性結核菌

non-resistant TB 非耐性結核菌

susceptible to TB結核に感染しやすい

TB infection 結核感染

theem巴rgenc巴口fTB strains resistant to antibiotics 抗体に耐性を示す結核菌株の出現

th巴numberof people around the world infected wi出 TB 結核に感染した世界中の人々の数

the rise in TB in dev巴lop巴dcountries 先進冨における結核の増加
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Typhoid fever 腸チフス

Typhoid fever is a Iife-threatening illn巴sswhich is caused by bacteria. 腸チフスはバクテリアによっ

て引き起こされる命にかかわる病気である。

Typhoidfl巴V巴ris caused by the bacterium Salmon巴llatyphi 腸チフスはチフス菌が原因である。

People catch typhoid fever by eating food or drinking beverages that hav巴beenhandl巴dbya p巴rson

carrying th巴 bacteria 人々は保菌者が手を触れた飲食物を口』こすることによって腸チフスに感染す

る。

Antibiotics are used to廿巴attyphoid fever and a person usually begins to r巴coverafter two or three 

days 腸チフスの治療には抗生物質が用いられ、通常二、三日後に回復が始まる。

Typhoid can lead to dehydration， which can be deadly， as the body's major organs cannot function 

without adequate fluid and salt 1巴vels 腸チフスは脱水症に至る可能性がある。体の主要な臓器は十

分な水分と塩分がなければ機能できないので、脱水症は致死的となる可能性がある。

vaccinations to protect people against typhoid fever 腸チフスから人々を守るワクチン接種

U 
Ulcers 潰揚

Bleeding ulcers can be a sign of general poor heaith 出血性潰蕩は全般的不健康の徴候である可能性

がある。

An ulcer is a sore or a hol巴thatforms in the lining of the stomach or small intestine (duod巴num) 潰

蕩というのは、胃あるいは小腸(十二指腸)の内面に形成されるただれ、または穴である。

Approximately one in ten p巴oplewill suffer from an ulcer 大体 10人に 1人は、潰蕩になる。

Ulcers can d巴velopat any ag巴， but they are rare among te巴nagersand even more uncommon in 

children. 潰療はどの年齢でも生じる可能性があるが、十代の人たちにはまれで、子供たちの場合は

一層まれである。

The most common ulcer symptom is a gnawing or burning pain in the abdom巴nbetween th巴

breastbone and the navel 潰蕩の最も一般的な症状は、胸骨と臓の聞の腹部のしつこく続く痛み、あ

るいは灼熱痛である。

Bleeding from ulcers may occur in出巴 stomachand duodenum 胃と十二指腸で潰蕩からの出血が起

こるかもしれない。

Until recent times doctors believed lif<巴stylefactors such as stress and diet caused ulcers 最近まで医

師たちはストレスや食事のような生活要因が潰蕩の原因であると信じていた。

Scientists now believ巴， however， that the primary caus巴ofmost ulcers is infection with the bacterium 

Helicobacter pylori (H. pylori) しかしながら、現在では科学者たちは、ほとんどの潰蕩の根本原因は

ピロリ菌感染である、と信じている。
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Doctors treat stomach and duodenal ulcers wi仕lS巴veraltyp巴sof medicines including H2-blockers， acid 

pump inhibitors， and mucosal protective agents 医師たちは胃潰擦と十二指腸潰療を H2遮断薬、ア

シッド・ポンプ抑制剤、および粘膜保護剤を含むいくつかのタイプの薬剤で治療する。

While surgery is usually successful in healing ulcers and preventing their r巴currenceand future 

complications， problems can sometim巴sr巴sult 手術は通常、潰1募者E治療し、再発と今後の合併症を

防ぐのに成功するが、時折、問題が起こる可能性がある。

As an ulcer eats into the muscles of the stomach or duodenal wall， blood vessels may also b巴damaged，

which causes bleeding. 潰蕩が胃壁あるいは十二指腸壁の筋肉を侵食するにつれて、血管もまた損傷

するかもしれなし、。それが出血の原因である。

Sometimes an ulcer eats a hol巴inthe wall of th巴stomachor duodenum 蒋として潰療は胃または

十二指腸の壁を穿孔する。

Ulc巴rslocat巴dat the end of the stom旦chwh巴reth巴 duodenumis attached， can cause swelling and 

scarring， which can narrow or clos巴theintestinal opening. 十二指腸が付着している胃の端にある漂

蕩は、腫れと癒痕化を引き起こす可能性がある。それは腸の関口部を狭めるか閉じる可能性がある。

a bleeding stomach ulcer 出血性胃潰蕩

a perforated ulcer 穿孔性潰蕩

die of ulcer -related complications 漬療に関連した合併症で死亡する

duodenal ulcers 十二指腸漬蕩

guard against the dev巴lopm巴ntofulcers 潰蕩の発生を防ぐ

most ulcer patie凶s 大部分の漬湯患者

require Iigorous treatment to pr巴ventulcers and ulcer complications 潰療や漬蕩の合併症を防ぐ徹底

的な治療法を必要とする

thre巴commontypes of surgery for ulcers 3つの一般的タイプの潰蕩手術

ulcer symptoms 潰蕩の症状

V 
Vehicle emissions 自動車排ガス

It is estimated that air pollution -of which vehicle巴missionsare the m句。rcontIibutor -is responsible 

for 24，000 premature deaths i日出巴 UKevery year 自動車排ガスが大きな要因である大気汚染は、毎

年イギリスにおける 2万4千人の時期尚早の死の原因であると推定されている。

potentially dangerous vehicle emissions 潜在的に危険な自動車排ガス

Vibration White Finger 白ろう病
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Vibration WWt巴Finger(VWF) causes the fingers to b巴com巴numband begin turning white. 自ろう病

は手の指が感覚を失い、白くなり始める原因である。

VWF is trigger巴dby continuous use of vibrating hand machin巴ry，but some forms of primary 

Raynaud's hav巴 notrigg巴r 白ろう病は振動する手動機械の連続使用がきっかけとなるが、いくつか

の形態の原発性レーノー病にはきっかけがない。

People who work with vibrati昭 machineryare more likely to dev巴lopVWF， which can becom巴

irreversibl巴 振動する機械を使って働く人々は、白ろう病になりやすい。白ろう病は元へ戻せない。

VitaminB6 ビタミン B6

Vitamin B6， also known as pyridoxin巴hydrochloride，is essential for the metabolism of prot巴inby the 

body， and the proper functioning of th巴nervoussystem and the immune syst巴m 塩酸ピリドキシン

としても知られるビタミン B6は、体によるタンパク質代謝、および神経系と免疫系の正常な機能に

不可欠である。

Vitamin B6 occurs naturally in poultry，白sh，pork， cereals， eggs， vegetables and fruit ビタミン B6は

家禽、魚、豚肉、穀物、卵、野菜、および果物に自然に含まれている。

People on a high protein diet， and those who drink heavily need more B6 高タンパク金者E摂る人々や

大沼を飲む人々は、もっとビタミン B6~必要とする。

Scientific studies have shown that B6 can be dangerous in very high doses 科学的研究によると、ビ

タミン B6は極めて高用量だと危険になる可能性があることが示されている。

W 
Warfarin ワルファリン

Warfarin is an anti-coagulant taken in tablet formワルファリンは錠剤で服用される抗凝血剤である。

One relatively rare warfarin side-巴ffectis skin necrosis， which usually becomes apparent within a week 

of starting treatmentワルフアリンの比較的まれな副作用は、皮膚の壊死で、それは通常治療を始め

て一週間以内に現れる。

combined treatment with warfarin and aspirin ワルファリンとアスピリンとを組み合わせた療法

the individual respons巴towarfarin ワルファリンに対する個人的反応

West Nile Disease 酋ナイル病

West Nile Diseas巴isa virus which is spread through th巴biteof an infected mosquito 西ナイル病は

感染した蚊に刺されることによって広がるウイルス性疾患である。

W巴stNile virus was first discovered in the West Nil巴areaof Uganda in 1937. 西ナイルウイルスは

1937年にウガンダの西ナイル地域で初めて発見された。

West Nile antibodies 西ナイルウイルスの抗体
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Winter vomiting virus 冬季曜吐症ウイルス

The winter vomiting virus caus巴sunpleasant but non-fatal infections that last only a few days 冬季唱

吐症ウイルスはわずか数日続くだけの不快だが、生命にかかわることのない感染症を引き起とす。

It is dubbed the "wint巴rvomiting virus" becaus巴itis more likely to develop as an illness during the 

winter months 冬の数ヶ月間に病気として発症しそうなので、「冬季唱吐症ウイルスJと呼ばれる。


