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【注意】イートモの対訳は見直し中ですので（修正並びに差し替え）、次期バージョン（イートモ 6.1）では対訳が変わ

ります。 

◆「罹患」とくれば、まず思いつくのが” have“。そこで、［罹患 have］でイートモ検索した結果です。 

 

医学翻訳の友 検索語 [該当データ：17 件] 

イートモ ５.６ 罹患 have 

  
  英  文 和  文 

More than 23 million Americans have some form of 

arthritis. 

2300 万を超えるアメリカ人が何らかの形の関節炎に罹患

している 

Does the patient have a superficial skin and soft tissue 

infection? 

表在性の皮膚・軟部組織感染症に罹患している患者で

すか？ 

Current estimates suggest that 60 million people have the 

disease worldwide. 

現在の推計から、世界全体で 6000 万人が本疾患に罹

患していると考えられる 

Does the patient have pheochromocytoma, carcinoid 

syndrome, or untreated hyperthyroidism? 

褐色細胞腫またはカルチノイド症候群に罹患しているか、

甲状腺機能亢進症であってその治療が行われていない患

者ですか？ 

Does the patient have any infection due to or associated 

with infected prosthetic materials? 

感染した人工補綴材料《人工器官》に起因または関連す

る感染症に罹患している患者ですか？ 

At least 15 million others have non-fatal strokes annually, 

and about a third are disabled as a consequence. 

他に少なくとも 1500 万人が毎年非致死性の脳卒中に罹

患し、その結果、約 1/3 が障害者となっている 

The International Diabetes Federation (IDF) estimates 

that 285 million people around the world have diabetes. 

国際糖尿病連合（IDF）は全世界で２億 8500 万人が糖

尿病に罹患していると推定している 

Do not start Drug A if you have an infection of any type or 

if you have an allergy to Drug A or its components. 

何らかのタイプの感染症に罹患しているか、薬剤 A 又はそ

の成分にアレルギーがある場合には薬剤 Aを使用しないで

ください 

Genetically susceptible persons may continue to have 

arthritis for months or even several years after the 

eradication of spirochete. 

遺伝的に関節炎に罹患しやすい人では、スピロヘータの除

菌後《根絶後》も数ヵ月間、あるいは数年間にもわたって

関節炎が持続することがある 

Previous estimates of the number of people suffering from 

overactive bladder have been on the order of 17 million in 

the United States. 

過活動膀胱の罹患患者数は、過去の推計によると米国

で 1700 万人台とされている 

Before the identification of HCV, from 5 to 10 percent of 

patients may have contracted acute non-A, non-B 

hepatitis after receiving a transfusion. 

HCV が特定される以前に患者の 5～10％は輸血後に急

性の非 A 非 B 肝炎に罹患していた可能性がある 

Patients must have active RA at the time of screening and 

at baseline, as defined by eight or more swollen joints and 

eight or more tender joints. 

スクリーニング時及びベースライン時に、8 個以上の関節腫

脹及び 8個以上の疼痛関節と定義される活動性のRAに

罹患している患者であることとする 

Nearly 5 million Americans have heart failure today, with 

an incidence per year approaching 10 per 1000 population 

今日、500万人近くのアメリカ人が心不全に罹患しており、

65歳を超える人では年間発症率が 1000人あたり 10人に
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among persons older than 65 years of age. 近づいている 

Does the patient have any known pulmonary conditions 

that are likely to preclude evaluation of therapeutic 

response (i.e., lung cancer, active tuberculosis)? 

治療効果の評価の妨げになると思われる何らかの肺疾患

（すなわち、肺癌、活動性結核）に罹患している患者です

か？ 

You are being invited to join in a clinical study to find out if 

the drug is safe and has beneficial effects in people who 

have active, non-infectious panuveitis. 

活動性・非感染性汎ぶどう膜炎に罹患している人々に対

して本剤が安全で有益な効果があるかどうかを調べる臨

床試験を実施しますので、あなたにはこの臨床試験へのご

参加をお願いします 

Subjects who have had rheumatoid arthritis for at least six 

months and require a non-steroidal anti-inflammatory 

drug will be considered eligible for study participation. 

関節リウマチに少なくとも 6 ヵ月間罹患していた被験者で、

非ステロイド系抗炎症薬を必要とする被験者は試験参加

が適格であると判断する 

Genetic and twin studies have demonstrated that Class II 

Major Histocompatibility Complex (MHC) alleles play an 

important role in contributing to the susceptibility to 

rheumatoid arthritis. 

遺伝学的検討、さらに双生児《双子》を用いた試験によっ

て、クラス II 主要組織適合性複合体（MHC）の対立遺伝

子が関節リウマチに対する罹患のしやすさに重要な役割を

果たしていることが明らかなった 

 

◆”affect“も思いつくので、［罹患 affect］でイートモ検索した結果です。 

 

医学翻訳の友 検索語 [該当データ：37 件] 

イートモ ５.６ 罹患 affect 

  
  英  文 和  文 

The disease affects 3000 to 4000 patients worldwide. 本疾患の患者は世界全体で 3000～4000 例である《罹

患している》 

a mitral valve leaflet affected by acute rheumatic 

endocarditis 

急性リウマチ性心内膜炎に罹患した僧帽弁膜 

Disease A tends to affect a fairly young population of 

patients. 

非常に若い患者が疾患 A に罹患する傾向にある 

Disease A affects up to three per 100,000 people globally 

each year. 

疾患 A には、世界的に毎年 10万人あたり最大で 3人が

罹患している 

Osteoporosis affects as many as 2 million American, 80% 

of them women. 

米国では 200 万もの人が骨粗鬆症に罹患しており、その

80％が女性である 

For each affected individual, the age of onset of dementia 

should be noted. 

罹患した個々の人について認知症の発症年齢を記録す

ることとする 

The disease affects both men and women most commonly 

between the ages 30 and 50. 

本疾患には男女とも罹患し、罹患率は 30～50 歳に最も

高い 

Schizophrenia is a debilitating mental illness that affects 

1% of the population. 

統合失調症は衰弱性の精神疾患で、人口の 1％が罹患

している 

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria affects only 1-2 

persons per million of the population. 

発作性夜間ヘモグロビン尿症に罹患するのは人口 100万

人あたり 1～2 名のみである 
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Diabetes mellitus affects 15 million people (about 8% of the 

population) in the United States. 

米国では1500万人（人口の約8％）が糖尿病に罹患して

いる 

End-stage renal disease requiring long-term hemodialysis 

affects approximately 350,000 patients. 

長期血液透析を必要とする末期腎疾患には約 35 万人

が罹患している 

With this disease affecting 10% of women in the US, it is 

important to live a healthy lifestyle. 

米国では女性の 10％が本疾患に罹患しており、健康的

な生活をおくることが大切である 

Among the various forms of arthritis, osteoarthritis is the 

most prevalent, affecting 21 million Americans. 

各種関節炎の中でも変形性関節症の有病率が最も高

く、2100 万のアメリカ人が罹患している 

In general, affected individuals eventually require assisted 

living arrangements or care in a nursing home. 

一般的に、罹患した人は最終的に日常生活上の支援あ

るいは介護施設でのケアを必要とする 

The resulting four percentages will be added up to 

estimate the total BSA affected by plaque-type psoriasis. 

その結果得られた 4つの割合値を合計し、プラーク型乾癬

に罹患した総体表面積を推定する 

Endometriosis affects approximately 10% of 

reproductive-age women and can cause pelvic pain and 

infertility. 

子宮内膜症には生殖年齢女性の約 10％が罹患してお

り、骨盤痛及び不妊症を引き起こす 

NIDDM, the commonest form of diabetes, affects 

approximately 5 percent of the population of the United 

States. 

非インスリン依存性糖尿病は糖尿病の中で最も多い病

型であり、アメリカ人の約 5％が罹患している《罹病率は約

5％である》 

COPD affects an estimated 210 million people worldwide 

and is predicted to be the third leading cause of death by 

2020. 

COPD には世界全体で推定 2 億 1 千万人が罹患してお

り、2020年までに死亡原因として第 3位になると予想され

ている 

Rheumatoid arthritis is the most common inflammatory 

arthritis, affecting approximately 1% of the population 

world-wide. 

関節リウマチは炎症性関節炎の中でも最も多く、世界の

人口の約 1％が罹患している 

SARS is a rapidly progressive infectious disease that can 

affect healthy persons, sometimes after even trivial 

contacts. 

SARSは急速に進行する感染性疾患であり、些細な《ちょ

っとした》接触でも健康な人々が罹患することがある 

Medical records of affected family members, including 

reports of neuroimaging studies and autopsy examinations, 

should be obtained. 

罹患した家族に関する画像診断報告や剖検報告書など

の医療記録を入手する 

The affected segments of small intestine show gross 

thickening of the wall mainly due to marked edema and 

inflammation of the submucosa. 

小腸の罹患部位には、粘膜下組織の著しい浮腫と炎症

を主な原因とする明らかな壁の肥厚がみられる 

Atrial fibrillation, which affects millions of older Americans, 

is an irregular heartbeat that greatly raises odds for blood 

clotting and stroke. 

心房細動は数百万人の高齢米国人が罹患している不

規則な心拍で、血栓形成や脳卒中になる確率を大幅に

高める 

Alzheimer disease is the most common cause of dementia 

in North America and Europe with an estimate of four 

million affected individuals in the US. 

アルツハイマー病は北米・ヨーロッパで認知症の原因として

最も多く、米国では 400 万人が罹患していると推定されて

いる 

Asthma is a chronic inflammatory disorder affecting an 喘息は慢性の炎症性疾患で、世界中では 3億人が罹患
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estimated 300 million people worldwide with a prevalence 

of asthma in Japan estimated at 6.7%. 

していると推定され、日本における喘息の有病率は 6.7％

である 

In the United States and Europe, up to 1.5 million 

individuals may be affected and the incidence is on the 

rise in parts of Asia and the Middle East. 

米国及びヨーロッパ《欧米》では 150万人が罹患していると

推定され、アジア及び中東の一部では発現率が上昇して

いる 

The FDA is expected to make its decision about approving 

the drug for multiple myeloma, a bone marrow cancer that 

currently affects about 40,000 Americans. 

FDA は、現在約 4 万人のアメリカ人が罹患している骨髄

の癌である多発性骨髄腫に対して本剤を承認するかどう

かについて決定すると予想されている 

Asthma is the most common pediatric chronic disease, 

affecting nearly 5 million children and adolescents, 1.5 

million of whom are less than 5 years of age. 

喘息は小児の中で最も多い慢性疾患で、500万人近くの

小児及び青年が罹患しており、そのうち 150 万人は 5 歳

未満である 

Rheumatoid arthritis is a chronic progressive inflammatory 

disease affecting more than 2 million Americans in which 

the lining of the joints becomes inflamed. 

関節リウマチは関節の膜に炎症が起こる慢性の進行性炎

症性疾患で、200 万人超のアメリカ人が罹患している 

Maturity-onset diabetes of the young is a form of type 2 

diabetes that affects many generations in the same family 

with onset in individuals younger than 25 years. 

若年者に起こる成人発症型糖尿病《若年発症型成人

型糖尿病》は 2 型糖尿病の一種であり、1 家族の様々な

世代が罹患し、発症年齢は 25 歳未満である 

While the syndrome is reported to be reversible, some 

cases progress to gangrene or necrosis which may require 

debridement of the affected area, or may lead to 

amputation. 

この症候群は回復可能と報告されているが、罹患部位の

壊死組織切除を要するか、あるいは切断に至るような壊

疽や壊死に進行する症例もある 

Progressive multifocal leukoencephalopathy affects about 

4% of patients with AIDS, and survival after the diagnosis 

of leukoencephalopathy averages only about three 

months. 

エイズ患者の約 4％が進行性多巣性白質脳症に罹患し

ており、白質脳症診断後の生存期間は平均約 3 ヵ月間

にすぎない 

According to the World Health Organization (WHO), 

diabetes affects more than 180 million people worldwide, 

and this number is predicted to rise to more than 360 

million by 2030. 

世界保健機関（WHO）によると、糖尿病には全世界で 1

億 8000 万人を超える人が罹患しており、この数は 2030

年までに 3 億 6000 万人超に増加すると予想されている 

A humanitarian use device (HUD) is a device that is 

intended to benefit patients by treating or diagnosing a 

disease that affects fewer than 4000 individuals in the U.S. 

per year. 

人道的使用医療機器（HUD）とは、米国で毎年 4000 例

未満の人が罹患している疾患を治療又は診断することに

より、患者にベネフィットをもたらすことを意図したデバイスで

ある 

The FDA today granted Drug A regular approval as a 

second-line drug for refractory chronic myeloid leukemia, 

a rare life-threatening form of cancer affecting about 

40,000 people in the United States. 

FDA は、本日、米国で約 40,000 人が罹患し、生命を脅

かす稀な癌である難治性の慢性骨髄性白血病に対する

第二選択薬として薬剤 A を通常承認した 

For patients presenting with unilateral bacterial 

conjunctivitis at time of enrollment, the initially affected 

eye was analyzed, regardless of whether or not the 

組み入れ時に一側性の細菌性結膜炎を示していた患者

については、対側の眼が試験期間中のいずれかの時点に

罹患したか否かを問わず、最初に罹患した眼を検討対象
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contralateral eye became involved at any time during the 

study. 

とした 

Whenever feasible while the numbers of affected persons 

are small, patients with suspected or proven influenza A 

should be hospitalized in isolation for clinical monitoring, 

appropriate diagnostic testing, and antiviral therapy. 

罹患者数が少なく、可能な場合には、A型インフルエンザ

が疑われる患者及び確定した患者は隔離入院させ、臨

床状態の経過観察、適切な診断検査、抗ウイルス療法

を行うことする 

 

◆結構使いにくいのが”suffer”。これについてもイートモ検索してみました。 

 

医学翻訳の友 検索語 [該当データ：18 件] 

イートモ ５.６ 罹患 suffer 

  
  英  文 和  文 

people suffering from certain chronic medical conditions ある特定の慢性疾患に罹患している人 

Their presence can also create additional health problems 

for the sufferer. 

これらが存在することは、罹患者にさらなる健康問題を

引き起こすことにもなる 

Only about 4000 people suffer from the disease and many 

die before adulthood. 

この疾患に罹患しているのは約 4000 名しかいないが、そ

の多くは成人になる前に死亡する 

In my practice, one out of every 10 psoriasis patients 

suffers from psoriatic arthritis. 

私の経験では、乾癬患者 10 例につき 1 例が乾癬性関

節炎に罹患しています 

It is estimated that 30 million American men suffer from 

some degree of erectile dysfunction. 

程度の差はあるが、3000 万人のアメリカ人男性が勃起

機能障害に罹患していると推定される 

In Europe and the U.S. alone, there are said to be some 17 

million sufferers of heart failure. 

欧米だけでも約 1700万人が心不全に罹患していると言

われている 

Disease A is a consequence of kidney failure, and many 

dialysis patients suffer from this condition. 

疾患 A は腎不全の結果であり、多くの透析患者がこの

疾患に罹患している 

All patients in the studies suffered from life-threatening 

colon cancer with an extremely poor prognosis. 

これらの試験のすべての患者が生命を脅かす結腸癌に

罹患しており、予後は極めて不良であった 

Previous estimates of the number of people suffering from 

overactive bladder have been on the order of 17 million in 

the United States. 

過活動膀胱の罹患患者数は、過去の推計によると米

国で 1700 万人台とされている 

There has also been a conscious effort to increase public 

awareness of the condition and to encourage sufferers to 

seek medical attention. 

本疾患についての人々の認識《意識》を高めるとともに、

罹患者に対して医師の診察を受けるように促す意識的

な努力も行われている 

Some people, such as those suffering from a specific 

medical condition such as diabetes, may need to adhere to 

a specific diet in order to remain healthy. 

糖尿病など特定の疾患に罹患している人など一部の

人々は、健康状態の維持のために特別食を守る必要が

あると考えられる 

Based on the data concerning the prevalence of COPD 

obtained by the COPD epidemiology study, it is estimated 

that about 5.3 million Japanese suffer from COPD. 

COPD疫学調査で得られたCOPD有病率に関するデー

タに基づくと、約 530万人の日本人が COPDに罹患して

いると推測される 
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According to figures given by the Tokyo Metropolitan 

Government, about 16 percent of people living in Japan 

suffer an allergic reaction to pollen from Japanese cedars. 

東京都庁から出された数値によると《東京都の統計によ

ると》、日本に住む人の約 16％がスギ花粉アレルギーに

罹患している 

More than 50 million adults and children suffer from epilepsy 

worldwide and the number is increasing for reasons such as 

increased survival following head trauma or stroke. 

世界中で 5,000 万人を超える成人及び小児がてんかん

に罹患しており、その数は頭部外傷後や脳卒中後の生

存率が上がっていることなどの理由で増えている 

Drug A is an ethical pharmaceutical product indicated for 

improvement of hypoalbuminemia in patients with 

decompensated liver cirrhosis who are suffering from 

hypoalbuminemia. 

薬剤Aは、低アルブミン血症に罹患している非代償性肝

硬変の患者における低アルブミン血症の改善を効能・効

果とする医療用医薬品である 

Within the year, Company A plans to seek approval in Japan 

of a drug for treating patients suffering from amyotrophic 

lateral sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig's Disease. 

会社 A は、Lou Gehrig 病としても知られる筋委縮性側

索硬化症（ALS）に罹患している患者の治療薬について

年内に国内で承認を取得する計画である 

In the project undertaken for the group, Company A looked 

into the effects of antipyretic agents and other drugs on 

children suffering from influenza encephalitis and 

cerebropathy. 

当研究グループの委託で実施されたプロジェクトにおい

て、会社 Aはインフルエンザ脳炎及び脳症に罹患した子

供に対する解熱薬等の影響について調査した 

The potential of Drug A to reduce inflammation and slow 

bone and cartilage destruction suggests that the drug may 

provide a meaningful benefit to patients suffering from 

rheumatoid arthritis. 

薬剤 A には炎症を軽減し、骨及び軟骨の破壊を遅らせ

る作用があることから、本剤は関節リウマチに罹患してい

る患者に対して意味のあるベネフィットをもたらすと考えら

れる 

 


