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推薦のことば

2006年に設立された大学病院臨床試験アライアンスは、関東甲信越に位
置する国立大学附属病院（群馬大学、信州大学、千葉大学、筑波大学、東京

医科歯科大学、東京大学、東京大学医科学研究所、新潟大学、山梨大学）で

臨床研究・治験に関わる医療スタッフの連合体です。その規約には、

「本アライアンスは、医療ニーズの高い医薬品や医療機器を日本の患者に

より早く供給すべく、高い実績を有する大学病院が連携・協力関係を結び、

安全かつ効率的な臨床研究の実施体制を整備して、医師および企業主導の治

験・臨床研究を推進することを目的とする。また、国立大学附属病院臨床研

究推進会議における地域連携のモデル事業として貢献することとする。」

と、その目的が明記されています。そして、そのアライアンスで行われてい

る研究者育成活動の柱のひとつに、「CRC実務者英語研修会」があります。
毎月の講義（e-learning含む）、課題提出、添削という密度の濃い教育を
1年間続けるというもので、これまで 数百人の修了生を輩出し、みなさんが
全国の医療機関の第一線で活躍中です。この長年の教育活動を牽引されてこ

られたのが藤居靖久先生で、そのノウハウのすべてを注入して出来上がった

のが本書というわけです。

国際共同治験の治験に占める割合が 30％を超えているとも言われていま
す。施設によっては過半数が国際共同治験であることも稀ではないと思われ

ます。今後もますますその重要度を高めることとなる国際共同治験にすでに

関わっている方、これから関わる方いずれにとっても、本書が最も早くその

基礎知識の習得に貢献できるものと確信します。

本書を通読して改めて感じたことを述べます。わたしはこれまで、基礎医

学、臨床医学、社会医学系の英語原著論文数百編の作成に関わってきました

が、そのやり方は、最初は盗用とはならない程度の「英借文」に始まり、徐々

に経験を重ねてレベルアップさせるといったスタイルでした。この方法が今
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ii　推薦のことば

でも基本だとも思いますが、分野を問わずこれから医学系・医療系の英語論

文を書く必要のある方が、系統的に組み立てられた本書で、解答例に示され

ている実際の論文や公式文書に使われている英語表現を通読する（できれば

声に出して読む）だけでも、ひとつ脱皮できるように思います。

2019年 4月

国際医療福祉大学未来研究支援センター センター長
前東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター センター長

山崎　力
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推薦のことば

関東甲信越の国立大学病院で構成する大学病院臨床試験アライアンスで

は、2006年の設立当初より、治験環境の国際化を目指して取り組んでき
た。その課題の 1つが、国際共同試験に参画するためのCRCの英語スキ
ル向上であった。そこで、新潟大学が主導する形でCRC連絡協議会をアラ
イアンス内に設立し、CRCの実務に直結した英語研修を企画することと
なった。このような企画のお手本になるものは当時なく、千葉大学の藤居氏

に、前職でのCRA養成研修での経験を活かして企画をお願いし、また、サ
ンフレア（株）にも協力いただき、実践的な毎週の添削コースを開始した。

このコースは現在も継続している。

本書は、これまでの英語研修での経験や題材を基に、藤居氏がテキストと

して纏められたものである。TOEIC等の点数が高くても、医療の世界でそ
のまま通用するわけではない。単に医療用語等の問題にとどまらず、場を踏

まえた用語の使い分け、慣用句、医療習慣や生活習慣等の海外との違い等を

知ることが、コミュニケーションを図る上で需要である。

昨今グーグル翻訳等の機械翻訳の制度も向上しているが、意図することが

正しく翻訳されているか、検証することも忘れてはならない。現状の機械翻

訳のレベルは、複雑な文章への対応や、場を踏まえた表現の使い分けまでに

は至っていない。本書を参考に、こなれた英語が使いこなせるよう日々切磋

琢磨していただきたい。

2019年 4月

筑波大学医学医療系 教授
つくば臨床医学研究開発機構 機構長

附属病院 病院長補佐
荒川義弘
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iv　推薦のことば

推薦のことば

治験の国際化が計られてすでに 10年が経とうとしている。この間、大学
病院臨床試験アライアンスでは、CRCを対象とした英語教育を行なって
きた。著者は、ここで中心的な役割を長年担ってきた。本書は、そのような

著者の経験を踏まえ、CRC、CRAが、臨床試験に必要な英語 について
わかりやすく実践的に学ぶことができる教科書となっている。

本書では、単語、文章作成、長文など様々な場面が取り上げられている。

これは実際に必要になると想定される場面であり、日常業務にとても役に

立つ内容である。

新しくCRC、CRAの世界に飛び込んだ方には、ぜひ本書を元に英語の
スキルを高めていただきたい。また、すでに多くの経験のあるCRC、
CRAには、ご自分の実力を本書を通して確認していただければ幸いである。

2019年 4月

千葉大学

花岡英紀
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序　文

近年、わが国における治験は多くが国際共同試験となり、関係者には医学

英語のスキルが求められています。一方、グローバル治験に関わるCRC、
CRAのアンケート結果では、常に、英語による EDC入力や有害事象報告
に困難を感じるなど、医学英語に関する問題が常に上位に上がっています。

このような環境下、大学病院臨床試験アライアンスでは加盟校 8大学、9大
学病院のCRCを対象に、SAE報告書を英語で記載するためのメディカル
ライティングスキルの向上を目的とした「CRC実務英語講座」を開催し、
医学英語の添削・feedback講義を実施してきました。
本書は、まさにCRCの皆さんが実際の医学英語を書くときに難渋した事

例を網羅した臨床英語事例集です。

本書を出版するにあたり、読者のニーズに応えるため、以下の点を重要視

しました。

● CRC/CRAが国際共同治験で実際に使った医学英語事例集を取りまとめ
た実用テキストである。

●国際共同治験に参画する関係者が医学英語を書くためのツールとして活用

できることに主眼を置き、特に、有害事象発現時によく使われる動詞の使

い方などに解説を加えた臨床英語事例集である。

● 医学臨床表現で良く使われる、主訴表現の実例、現病歴に関する医学表

現、全身状態に関する英語表現、SAE報告書作成時に参考になる事例な
どを多く取りまとめた英文事例を掲載した。

●臨床英文作成時のポイント・コツを紹介し、医学英語に自信のない方にも

自然と医学英語が書けるテクニックを網羅している。

●例文は、海外有数の医学専門雑誌でよく使用される臨床英文事例を中心に

取りまとめ、AE/SAEの発現経緯を医学英語で効率よく書くためのノウ
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vi　序　文

ハウやCRAがモニタリング報告書を英語で書くための参考事例を多く
取り入れた実践的な医学英語事例集である。

まさに本著書の特徴は、

①これだけ読めば、知らないうちに医学英語が書ける解説入り英文事例集

であり、

②CRC・CRAが記載した英文事例を提示、間違ったポイントを解説・
添削した医学英語のライティングテクニックを自然に身に着けられる

よう工夫された英作文の解説書、

③グローバル試験に参加する多くの関係者必携の英文事例集、

④臨床試験・治験に必要な臨床英文の参考書であり、特に「主訴表現」の

実例や「全身状態」に関する英語表現、SAE報告書作成時の参考事例
を多数収録した事例集です。

本書を参考にしていただき、日本の国際共同試験が益々発展することを

強く希望しています。

本書の出版に当たり、多大なご尽力をいただいた、金芳堂編集部の一堂　

芳恵氏、株式会社サン・フレアの中川　正和氏、松坂　誠氏に心よりお礼を

申し上げます。

2019年 4月

千葉大学医学部附属病院 特任教授
藤居　靖久
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1 日本語と英語の違い

語順の違い11. 
日本語では、述語「報告した」を文末に置く以外は、比較的自由に言葉の

順番を入れ替えられます。

例えば、「CRCは 2015年 2月 9日にその AEを報告した。」という短
い一文でも 6種類に書き換えられます。

CRCは　2015年 2月 9日に　その AEを　報告した。
CRCは　その AEを　2015年 2月 9日に　報告した。
2015年 2月 9日に　CRCは　その AEを　報告した。
2015年 2月 9日に　その AEを　CRCは　報告した。
その AEを　2015年 2月 9日に　CRCは　報告した。
その AEを　CRCは　2015年 2月 9日に　報告した。

一方、英語は、「主語＋述語」で始めるため、日本語ほど自由度はありま
せん。

CRCは 2015年 2月 9日にその AEを報告した。
The CRC reported the AE on February 9, 2015.
On February 9, 2015, the CRC reported the AE.

主語の有無22. 
日本語では文の主語を省略することがよくあります。

英語では基本的に主語と述語が必要となりますので、補って英訳します。

3月 1日登録。
➡ 3月 1日に登録された。
⇨被験者は 3月 1日に登録された。

The subject was enrolled on March 1st.
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1　日本語と英語の違い　3

急性発症は急性ウィルス性肝炎との診断であった。

➡（医師が）急性発症は急性ウィルス性肝炎と診断した。

⇨医師は急性発症を急性ウィルス性肝炎と診断した。

The doctor diagnosed the acute onset as acute viral 
hepatitis.

主語の違い33. 
英語では、人以外（無生物）を主語にして表現します。無生物主語構文

（物主構文とも）と呼びます。最近では日本語でも人以外を主語にすること

がありますが、以前はそれほど一般的ではなかったようです。

熱が 2日間持続した。
Fever persisted for two days.

この薬は眠気を催すかもしれない。

This medicine might make you sleepy.

表現の違い44. 
日本語では 1つの言葉でも、英語では複数の表現を使い分ける場合があ

ります。

飲む 作成する

薬を飲む　　　take medicine 原案を作成する　　　make a draft

水を飲む　　　drink water 報告書を作成する　　write a report

スープを飲む　eat soup ファイルを作成する　create a file

CRC-CRA_本文第1-2章_念々校.indd   3CRC-CRA_本文第1-2章_念々校.indd   3 2019/04/09   14:232019/04/09   14:23



英文の構造

5つの文型が基本となります。この 5文型を理解することで、ほとんど
の英文の構成を把握しやすくなります。

◆ 第 1文型：主語＋動詞　【S＋V】

以下の有害事象が発現した。

T
主語
he following adverse event o

動詞
ccurred.

会議は午後 5時に終わる。
T
主語
he meeting will e

動詞
nd at 5 pm.

◆ 第 2文型：主語＋動詞＋補語（～に）　【S＋V＋C, S＝C】

この患者は治験に適格である。

T
主語
his patient i

動詞
s e

補語
ligible for the trial.

患者の顔は蒼白になった。

T
主語
he patient’s face t

動詞
urned p

補語
ale.

第 2文型は主語＝補語の関係になります。
（patient ＝ eligible, face ＝ pale）

◆ 第 3文型：主語＋動詞＋目的語（～を）　【S＋V＋O】

彼は休日を楽しんだ。

H
主語

e e
動詞

njoyed his h
目的語

olidays.

私はそれがいつ起きたかを確認しなければならない。

I
主語

 must c
動詞

onfirm when i
目的語

t happened.

2
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2　英文の構造　5

◆ 第 4文型：主語＋動詞＋目的語（～に）＋目的語（～を）
 【S＋V＋O1＋O2】

患者は医師にその話をした。

T
主語
he patient t

動詞
old her d

目的語
octor the s

目的語
tory.

私に少しお時間をいただけますか？

C
主語
ould you s

動詞
pare m

目的語
e s

目的語
ome time?

◆ 第 5文型：主語＋動詞＋目的語（～を）＋補語（～に）
 【S＋V＋O＋C】

彼女は髪を黒色に染めた。

S
主語
he d

動詞
yed h

目的語
er hair b

補語
lack.

治験責任医師はHCCを SAEと考えた。
T
主語
he investigator c

動詞
onsidered H

目的語
CC to b

補語
e an SAE.

文の構成要素には主語（S）、述語（V）、目的語（O）、補語（C）があり
ます。

●主語（S）には名詞か代名詞（人や物など）が入ります。物が主語の場合、
無生物主語構文（または物主構文）と呼びます。

●述語（V）には動作や状態を表す語（＝動詞）が来ます。
●目的語（O）には名詞か代名詞が入り、動詞が表す動作などの対象とな
ります。

●補語（C）には名詞、代名詞および形容詞が入ります。補語の働きは、
第 2文型では主語（S）を説明する語、第 5文型ではOを説明する語
であり、文を構成する必須要素です。
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時　制

時間的な関係を表すため、動詞は現在形、未来形、過去形などに変化し

ます。

◆ 現在形 ： 現在のできごと、時間に関係のない事実、習慣的
なできごとを表します。

被験者は頭痛がする。〔現在のできごと〕

The subject has a headache.

患者は（いつも）バスで来院する。〔習慣〕

The patient comes to the hospital by bus.

◆ 未来形 ：未来に起こることを表します。

治験責任医師は本日午後に被験者を治療する予定である。

The investigator will treat the subject this afternoon.

◆ 現在進行形 ： 連続性のある現在のできごとを表します。　
〔継続が強調されます〕

治験責任医師はその問題を調べている。

The investigator is looking into the problem.

◆ 過去進行形 ： 連続性のある過去のできごとを表します。　
〔継続が強調されます〕

治験責任医師は一晩中働いた。

The investigator was working all night.

3

CRC-CRA_本文第1-2章_念々校.indd   6CRC-CRA_本文第1-2章_念々校.indd   6 2019/04/09   14:232019/04/09   14:23



3　時　制　7

◆ 過去形 ：過去に起こったことを表します。

CRCは詳細を聞いた。
The CRC asked for the details.

◆ 現在完了形 ： 過去に起こったことを現在に関連づけて表し
ます。

治験責任医師は調査を終了し、報告書を準備している。

The investigator has finished the research and he is 
preparing the report.

◆ 過去完了形 ： 過去のできごとのさらに前のできごとを表し
ます。〔たとえば過去の 2つのできごとでどち
らが先に起きたのかを明確にします〕

　「看護師によって医師が呼ばれた時には患者はすでに亡くなっ

ていた」という事例を考えてみましょう。

　「医師が呼ばれた」時点と「患者が亡くなっていた」時点を比較

すると、「呼ばれた」時点ですでに患者は「亡くなっていた」と

なり、亡くなったのは過去の過去と言えます。「呼ばれた」は過

去のことですので過去形で表し、「亡くなっていた」のはさらに

過去であることを示すため、過去完了形を用います。

例） The patient had already died by the time the 
 investigator was called by the nurse.

時系列で考えてみる

had died called

過去完了 過去 現在
「亡くなって
いた」

「医師が呼ば
れた」
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態4

動詞の形には能動態と受動態があります。

特　徴11. 
能動態 ⬅  ～する。動作主が強調されます。受動態よりもインパクトが強い

生き生きした印象になります。

受動態 ⬅  ～される。行為の内容が強調されます。動作主が明らかで言及す
る必要がない場合や、動作主が不明な場合（不明にしたい場合）

にも用いられます。

語順の変化22. 
能動態：名詞①　　　　動詞　　　　名詞②

受動態：名詞②　be＋過去分詞　by＋名詞①

能動態：看護師が被験者の ID番号を確認する。
The nurse identifies the subject’s ID number.

受動態：被験者の ID番号が看護師によって確認される。
The subject’s ID number is identified by the nurse.

能動態：ワタナベ医師は薬剤 Aを発明した。
Dr. Watanabe invented Drug A.

受動態：薬剤 Aはワタナベ医師によって発明された。
Drug A was invented by Dr. Watanabe.
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4　態　9

動作主を不明とする受動態の例33. 
受動態の文にした際、能動態の主語は byを伴って示せます。ただし、必
ずしも受動態の文に含めなければいけないわけではありません。むしろ、

by＋能動態の主語は書かない方が圧倒的に多くなります。by＋能動態の
主語を省略するケースを以下に紹介します。

　〔投与したのがだれか不明な場合〕

薬剤 Aが患者に投与された。
Drug A was administered to the patient.

　〔検査技師について言及する必要がない場合〕

腹部CTが実施された。
Abdominal CT was performed.

　〔責任の所在をぼやかす場合〕

輸送中にサンプルが損失した。

The sample was damaged in transit.
参考  ベンダーがサンプルを輸送中に損失した。
   The vender damaged the sample in transit.

受動態にすると動作主（能動態の主語）を示す必要がありません。つま

り、責任が動作主に直接及ばないように書けます。参考  を見ると、ベンダー
に責任があることが明らかです。時と場合によって書き分けましょう。

治験においても検査などを実施するのは医療機関の担当者ですので、あえ

て示す必要がないのです。このようにプロトコールでは動作主を示さない受

動態の文章が頻繁に用いられます（▶ 6．医学英語記載時に留意すること）。
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自動詞と他動詞

動詞には自動詞（intransitive verb；vi）と他動詞（transitive verb；
vt）の 2種類があります。

自動詞と他動詞の区別11. 
自動詞 ⇦ 目的語を伴わない（動詞の動作が他に影響を与えない）。

例：私はジョギングする。

　I jog.
例：患者は運動場で転んだ。

　　The patient fell on the ground.
他動詞 ⇦ 目的語を伴う（動詞の動作が目的語に影響を与える）。
　　　　 受動態になる。

例：患者は医者にかかった。

　The patient saw the doctor.
例：カテーテルを除去した。

　He removed the catheter.

伊藤医師があなたのメールに返信します。

Dr. Ito will reply to your e-mail. 〔reply自動詞：返事をする〕
Dr. Ito will answer your e-mail. 〔answer他動詞：～に答える〕

自動詞の場合、Dr. Ito reply.「伊藤医師が返信する」となり、主語に動詞
の力が向かっています。一方、他動詞ではDr. Ito answers your e-mail.
「伊藤医師があなたのメールに返信する」となり、目的語に動詞の力が向い

ています。

会議でどなたが話しますか？

Who is going to speak at the conference? 〔speak 自動詞：話す〕

5
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5　自動詞と他動詞　11

患者は未回復のままだった。

The patient remained unrecovered.
 〔remain自動詞：依然として～のままである〕
私たちは会議でその問題を協議した。

We discussed the issue at the conference.
 〔discuss他動詞：～を話し合う〕

注意「問題を協議する」を「問題について協議する」と解釈してしまうのか、

discuss aboutとなっている英文をよく見かけます。discussは他動詞
ですので、前置詞を置かず、目的語を後ろに取ります。

ただし、自動詞・他動詞の両方の役割をする動詞が多く存在します：

患者数が 2%増加した。
The number of patients increased by 2%.
 〔increase自動詞：増える〕
治験責任医師は用量を 100mg/dayに増量した。

The investigator increased the dose to 100 mg/day.
 〔increase 他動詞：～を増やす〕
その被験者は（自らの意思で）治験を辞めた（脱退した）。

The subject withdrew from the clinical study.
 〔withdraw自動詞：（自ら）～を脱退する〕
治験責任医師はその被験者への治験を中止した（脱退させた）。

The investigator withdrew the subject from the clinical study.
 〔withdraw他動詞：～を…から脱退させる〕

自動詞／他動詞は、区別がつきにくいもの、両方の意味を持ち文脈に

よって使い分けられるものがあるため、辞書で使い方を確認しましょ

う。辞書の動詞には通常以下のようなマークが付いています。

◆ 自動詞は：自、vi、I など
◆ 他動詞は：他、vt、T など

辞書をひく重要性
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医学英語記載時に留意すること6

①問診などで聞く既往歴などを最初に書く。

②既往歴・合併症などの診察所見、バイタルサインを書く。

③検査結果は、一般検査から特殊検査の順に書く。

④具体的な日付を記載する。極力「3日後」、「次週」などの曖昧な表現は
使わない。「3日後」はいつから起算しているのか分かりづらくなるこ
とが多い。

英文の組み立て方22. 
①日本語を英語にしやすい日本語に読み換える。

②文の主語と述語を決める。

③修飾語句を後から付け加える。

タイトル33. 
重要な事柄や前述した事柄が文頭に置かれることが多くあります。文頭に

置くことで、読み手に「今から○○の事を書きます」と示します。また、報

告書など文書では、文章の流れを作るため、前述の事柄を文頭に置きます

（例：「前に述べた○○は具体的には△△です」）。

症状・徴候を主語にするのか、患者を主語にして書くのかを決め、しかる

べき動詞を選択します。また、受動態で書くのか能動態で書く方が良いかを

考えます。

（1）受動態が好まれる場合
能動態の目的語を強調したい場合

例）本治験は治験依頼者によって企画された。

The clinical trial was planned by the sponsor.
参考（能動態）：The sponsor planned the clinical trial.

診療・検査所見を書く場合、書き方の順序があります。11. 
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6　医学英語記載時に留意すること　13

動作主が明白な場合

例）この新薬は 2016年にヨーロッパで承認された。
This novel drug was approved in Europe in 2016.

動作主を特定する必要がない場合

例） I型コラーゲンの血清濃度は 12時間ごとに測定した。測定結果は
個々の施設ごとに比較した。

Serum concentration of type I collagen was measured 
every 12 hours. The measurement results were compared 
by individual trial sites.

例） すべての坐位血圧を決定するため、適切な血圧計を使用すべきであ
る。血圧は、5分間の休息の後、非利き腕にて 2分間隔で 2回坐
位にて測定する。

The appropriate hemodynamometer should be used for all 
sitting Blood Pressure determinations. Blood pressure will 
be measured in the non-dominant arm two times at 
2-minute intervals after 5 minutes rest in the sitting posi-
tion.

（2）能動態が好まれる場合
自動詞を使い単なる動作を表す場合

例）血中薬物濃度が最初の 1時間で上昇した。
The Blood drug concentration increased during the first 1 
hour.

他動詞を使い目的語に影響を及ぼす場合

例）治験依頼者は有効性が確立できず治験を中止した。

The sponsor terminated the clinical study because the 
efficacy had not been established.

　　  医学英語表現では、I/weで始まる文章はあまりお勧めしません（主語
を特定する必要がないため）。

注意
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英文E-mail の構成11. 

英文 E-mail の書き方7

E-mailの一般的な構成は、①相手の名前⇨②用件⇨③詳細⇨④結び⇨⑤
自分の名前の順番です。

Request for providing a list of documents

Dear Mr. Smith,

（改行して 1行空ける）

Please accept my apologies for not writing to you earlier.

（改行して 1行空ける）

xxxxxx.
xxxxxx.

（改行して 1行空ける）

Thank you in advance for your help in this matter.

（改行して 1行空ける）

Best regards,

（改行して 1行空ける）

Taro Sakamoto

英文E-mail（イメージ）

結び・お願い

件名

相手の名前

本文

結語

名前・署名

挨拶・用件（省略可）
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7　英文 E-mail の書き方　15

（1）相手の名前
初対面や目上の方には苗字にMr. （女性はMs.）を付けましょう。相手に

ファーストネームで呼ばれたらこちらからもファーストネームを使用すると

良いでしょう。

例：Hello Mr. Smith,　（スミスさん）
Dear Anne,　（アンさん）

（2）用件
まず連絡した目的（～の確認、～の依頼、～のお詫び、など）を簡潔に

お伝えします。

例：I am writing to confirm about ～ .
（～について確認するために書いています。）

We would like to request additional information regarding～.
（～について追加情報をお願いいたします。）

（3）詳細
詳細、背景、理由の説明など具体的に書きます。１つの文は 2～3行以内

とし、段落分け、箇条書きなどを使って見やすくしましょう。

例：Would it be possible to ～ ?　（～していただけますか？）
We would like some information on～.
（～の情報をいただきたいです。）

（4）結び
相手が質問しやすいように配慮し、回答期限などもお伝えします。

例：If you have any questions, please do not hesitate to contact us.
（ご不明点がありましたら遠慮なくご連絡ください。）

（5）自分の名前
ビジネスでは Best regards, などと添え、その下に自分の名前を書くの

が一般的です。

例：Best regards,
Jun
（よろしくお願いいたします。ジュン）
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