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1 aerosol エアロゾル
大気中に浮遊する汚染物質などの粒子→エアロゾル感染と
は、飛沫が空気中で混ざり合ってエアロゾルを形成し、これ
を吸引して感染すること

2 airborne エァボァン 空気感染の

3 case ケイス 症例（confirmed case：感染者数）

4 CDC スィー・ディー・スィー
アメリカ疾病予防管理センター（Centers for Disease

Control and Prevention) の略称

5 clinical trial クリニカル トライアル 臨床試験

6 close contact クロウス コンタクト 濃厚接触（者）

7 cluster クラスター 感染者の小規模集団

8 community spread コミュニティ スプレッド 地域感染

9 contagion コンテイジョン （人から人への接触によって生じる）伝染（病）

10 containment コンテインメントゥ 封じ込め

11 corona virus コロナ ヴァイァラス
コロナウイルス
(novel coronavirus：新型コロナウイルス）

12 cough コフ 咳

13 cough droplets コフ ドゥラプリトゥ 咳の飛沫

14 COVID-19 コーヴィッド ナインティーン 新型コロナウイルス感染症の正式名称

15 criteria クライテリア （何らかの判断）基準

16 critically ill クリティカリィ イル 重病の

17 curfew カーヒュー 外出禁止令

18 death toll デス トール 死者数

19 droplet infection ドゥラプリトゥ インフェクション 飛沫感染

20 epicenter エピセンター 中心地・震源地

21 epidemic エピデミク
伝染病→同時に多くの人々がかかる病気。
epidemicが非常に広域に及ぶ場合=pandemic

22 epidemiologist エピデミアラジストゥ 疫学者

23 evacuation エヴァキュエイション 避難（避難者はevacuee)

24 face masks フェイス マスク マスク（surgical mask）

25 fatigue ファティーグ 倦怠感・疲れ

26 fever フィーヴァー 発熱 (high fever:高熱）

27 hand sanitizer ハンドゥ サニタイザー 手の除菌用ローション

28 hazmat suit ハズマトゥ スーツ 防護服

29 herd immunity ハードゥ イミューニティ 集団免疫

30 high risk country ハイ リスク カントリー （感染リスクの）高い国

31 hospital bed capacity ホスピタル ベッド キャパスィティ 病床数

32 hygiene ハイジーン 衛生状態

33 immune system イミューン システム 免疫力

34 incubation period インキュベーション ピリオド 潜伏期間
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35 infectious disease インフェクシャス ディズィーズ 感染病・感染症

36 lockdown ロックダウン （都市や地域の）封鎖・立入禁止

37 mass gathering マス ギャザリング 大勢の集まり・大集団

38 mitigation strategy ミティゲイション ストラテジー 緩和戦略

39 mortality rate モータリティー レイト 死亡率

40 NHS エヌ・エイチ・エス
イギリスの国民保健サービス
(National Health Service)の略称

41 non-essential travel ノン・エッセンシャル トラベル 不要不急の活動（旅行）

42 outbreak アウトブレイク （疫病などの）大流行

43 overshoot オーヴァーシュート 爆発的患者急増

44 pandemic パンデミック 広域でまん延する深刻な感染病の大流行

45 panic-buy パニック・バイ 衝動買い・買いあさり

46 peak ピーク (名)先端・頂上/(動)（値や価値が）ピークに達する

47 phase フェーズ 局面・段階

48 pneumonia ニューモウニャ 肺炎

49 positive パズィティヴ 陽性の（←→negative：陰性の）

50 prevention プリヴェンション 予防

51 quarantine クウァランティン 検疫（所）・隔離（期間）

52 rationing ラショニング （食料・飲料・燃料などの一定量の）配給

53 respiratory illness リスパイラトリ イルネス 呼吸器疾患

54 sanitizer サニタイザー 殺菌剤・消毒薬（disinfectant）

55 school closure スクール クロージャァ 休校

56 self-isolation セルフ・アイソレイション 自己隔離

57 shortness of breath ショートネス オブ ブレス 息切れ（breathing difficultyは呼吸困難）

58 sneeze スニーズ くしゃみ

59 social distancing ソーシャル ディスタンスィング 人と人との接触を避け、できるだけ距離を置くこと

60 sore throat ソァ スロート 喉の痛み

61 stockpiling ストックパイリング 買いだめ・備蓄

62 super spreader スーパー スプレッダー 通常考えられる以上の二次感染例を引き起こす者

63 symptom スィムプトム 症状・兆候

64 test kit テスト キット 検査キット

65 toilet paper トイレット ペーパー トイレットペーパー(toilet roll）

66 trace トレース （感染者や感染源の）跡を追う、突き止める

67 travel ban トラヴェル バン 渡航禁止令

68 vaccine ヴァクスィーン ワクチン

69 ventilator ヴェンティレイタァ 人工呼吸器・酸素吸入器

70 victim ヴィクティム 犠牲者・被災者
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