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歯科医学英語の授業（基礎編）Ⅰ
―名 詞―

柴 家 嘉 明*

緒 言

歯科大学あるいは大学歯学部において、歯科医学英語をいかに教えるかについて
は、近年の歯科医学英語教育への関心および必要性の高まりにもかかわらず、未だ
ほとんど議論されていないように思われる。

今後の議論、研究の一助となることを期待しつつ、歯科大学における十余年の歯
科医学英語授業経験より得たいくつかの方法を、以下に述べることとしたい。

歯科医学英語教育を考えるに際し、最も重要な視点は、「歯科医学英語教育は英
語教育の一部である」という点にある。この言わば大原則を守ることにより、陥り
がちな数々の誤りを回避することができる。たとえば、歯科関係の素材を和訳する
のみの授業、あるいは、歯科関係の素材の内容に関する、歯科専門系教員による日
本語による解説のみの授業、等である。

したがって、英語教育における最も基本的かつ重要なことがらが、すなわち歯科
医学英語教育における最も基本的かつ重要なことがらである。それは言うまでもな
く、「音」を身につけさせることであり、同時に、言語の意味と構文（syntax）と
いう観点から言えば、「名詞」の概念と使い方を身につけさせることである。

（「『音』を身につけさせること」に関しては、歯科医学英語の授業形態および内
容を扱う予定である次回（基礎編Ⅱ）に譲りたい）

「『名詞』の概念と使い方を身につけさせる」（注１）のに最も重要な点は、英語にお
けるある特定の名詞は、本来、「具体的（concrete）」または「抽象的（abstract）」
のいずれかであるということを認識させる点にある。これは特に強調されるべき事
項であると信じる。

具体的 ＝ 見える、触れる
（concrete） （physical object）

名詞

抽象的 ＝ 見えない、触れない
（abstract） （quality or ideas）
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ここで２つの名詞 ‘patient’ と ‘disease’ を例にとって考えてみたい。
‘patient’ は言うまでもなく、「具体的」である。見ることも触ることもできる。

これを理解しない学生はいない。
一方、‘disease’ は、それほど明白ではない。たとえば歯肉の腫れ（swelling）

は、見えるし、触れる。しかしこれは症状（symptom）であり、病気（disease）
ではない。歯肉炎（gingivitis）という病気（disease）自体は、実際に見ることも
触ることもできないということを、認識させることが肝要である。

‘disease’ は、見えないし、触れない。すなわち ‘disease’ は「抽象的」である（‘qual-
ity or ideas’ とあるが、これは ‘quality’ に属する）。

ここまで理解させた後に、次のような問題が生じるだろう。

Ａ．The purpose of your daily home care is to prevent dental caries and gum
disease.

（「歯科英会話入門」大庭秀一、Donald G. Halliday 著 南雲堂 ｐ．５２）

Ｂ．Bacteria is the most important cause of tooth decay, gum diseases, and cal-
culus formation.

（同書 ｐ．６４）

Ａ．の文では ‘disease’ とあるのに、B．の文では ‘diseases’ とあるのはなぜか、
という問題である。

‘disease’ は「抽象的」であることを再確認する。

具体的
名詞

抽象的 数えられない名詞

「抽象的」な名詞は例外なく「数えられない名詞（不可算名詞）」であることか
ら、‘disease’ は「数えられない名詞」である。したがって、A．の文にある ‘gum
disease’ が本来の使い方である。

B．の ‘gum diseases’ は次のように説明される。「抽象的」である ‘disease’ を、
具体化するという作用がここにはある。本来「抽象的」である名詞を、無理に「具
体的」にしてしまうのである。するとここに「種類（kinds）」の意味が生じる。（注２）

イメージ図は以下のようになる。
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したがって B．の ‘gum diseases’ = ‘kinds of gum disease’ である。
同様に、‘a gum disease’ とあれば、‘a gum disease’ = ‘a kind of gum disease’ で

ある。
一方、‘patients’ のイメージ図は以下のようになるだろう。

‘patient’ は本来「具体的」であるから、‘patients’ としても、「種類（kinds）」の
意味は生じない。

以上の内容から、次のことが導き出される。すなわち、「‘a disease’ の ‘a’、‘dis-
eases’ の ‘s’ は、‘a patient’ の ‘a’、‘patients’ の ‘s’ と、それぞれ意味が異なる」

言うまでもなく、‘disease’ 以外にも、歯科医学英語の Key Words に含まれ、し
かも本来「抽象的」である名詞は多く存在する。たとえば、‘infection’（感染）、‘com-
plication’（合併症）、‘difficulty’（困難）、‘deformity’（変形）などは、具体化した形
でしばしば用いられる。

Ｃ．The reason for giving an antibiotic to a patient with a history of rheumatic
fever is to prevent a heart infection.

（前出「歯科英会話入門」ｐ．４６）

Ｄ．Did you ever have complications from dental treatment?
（同書 ｐ．５６）

Ｅ．Malocclusion may result in chewing difficulties.
（同書 ｐ．１７８）

Ｆ．Severe malocclusion can cause oral and facial deformities.
（同書 ｐ．１７８）

次に、本来「具体的」である名詞について触れたい。
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数えられる名詞
具体的

数えられない名詞
名詞

抽象的 数えられない名詞

「具体的」である名詞は、「数」の名詞と「量」の名詞とに分かれる、というこ
とに関しては、容易に学生の理解が得られる。上に挙げた ‘patient’ は「数」の名
詞であり、たとえば ‘medicine’（薬）は「量」の名詞である。

授業ではさらに分かり易く、「２つに割ったらもはやそれと言えないものは
「数」の名詞。２つに割ってもまだそれと言えるものは「量」の名詞」と説明する
とよいかもしれない。また、「量（amount）」とは「数（number）」に対するもの
であって、「質（quality）」に対する「量（quantity）」ではない、と指摘すること
も有効かもしれない。

そしてこの「具体的」であり、かつ「数えられない名詞」に関しても、「抽象
的」であるからすなわち「数えられない名詞」において生じた問題と、全く同じ問
題が生じる。

Ｇ．Here is some medicine to relieve the discomfort.
（「英語で患者と話そう！」Thomas R. Ward 著 クインテッセンス出版 ｐ．７４）

Ｈ．Are you allergic to any medicines ?
（前出「歯科英会話入門」ｐ．９８）

これにも同様の説明がなされる。すなわち、Ｈ．の文では、「量」の名詞を
「数」化するという作用が働いている。本来「量」である名詞を、無理に「数」の
名詞にしてしまうのである。するとここに「種類（kinds）」の意味が生じる。イ
メージ図も同様のものとなる。

したがって、‘medicines’ = ‘kinds of medicine’ である。
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同様に、‘a medicine’ とあれば、‘a medicine’ = ‘a kind of medicine’ である。
‘medicine’ 以外にも、歯科医学英語の Key Words に含まれ、しかも本来「具体

的であり、かつ「量」」の名詞は多く存在する。たとえば、‘toothpaste’（練り歯
磨）、‘tooth powder’（歯磨き粉）、‘abrasive’（研磨剤）、‘fluoride’（フッ素）など
は、「数」化した形でしばしば用いられる。

Ｉ．Furthermore, don’t use toothpastes or tooth powders that advertise greater
“whitening” ability.

（前出「歯科英会話入門」ｐ．１６８）

Ｊ．Sometimes they contain rough abrasives that cause increased abrasion of
the teeth at the gum line.

（同書 ｐ．１６８）

Ｋ．Miss Jones will apply a topical fluoride to your teeth to help prevent new
cavities.

（同書 ｐ．５２）

実際の授業においては、モデル化、図表化したものを示すことが、学生による理
解を助けることが多い。そこで以上の内容を表にしてみた。

名 詞

見える、触れる
‖

具体的
（concrete）

‖
（physical object）

数えられる名詞「数」
patient

a patient
patients

数えられない名詞「量」
medicine

medicine
a medicine

medicines

見えない、触れない
‖

抽象的
（abstract）

‖
（quality or ideas）

数えられない名詞
disease

disease
a disease

diseases

＊＜ ＞内の ‘a ’、‘s ’ は、‘a’、‘s’ とは意味が異なる。
‘a’ は「１つの」、‘s’ は「２つ以上の」の意味。
これに対し、‘a ’ は「１つの種類の（a kind of）」、‘s ’ は「２つ以上の種類の（kinds
of）」の意味。
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最後に、上の議論における定冠詞 ‘the’ の占める位置について述べておきたい。
‘a’ および「無冠詞」が、「不特定の（unspecific）」を意味するのに対し、‘the’ は、
「特定の（specific、particular）」を意味するものであるから、たとえば、‘the medi-
cine’、‘the medicines’、‘the disease’、‘the diseases’ は、それぞれ、「特定の（＝こ
の）薬」、「特定の（＝これらの）薬」、「特定の（＝この）病気」、「特定の（＝これ
らの）病気」という意味になる。

仮にここで、‘a’ あるいは「無冠詞」から、‘the’ の使用へと移行する場合、つま
り「不特定」から「特定」へと移行する場合を考えてみると、これは特定化の作用
と言える。この特定化とは、上に述べた具体化および「数」化の作用と、その性格
がきわめて類似していることに気がつく。

特定化することにより、「抽象的」である名詞は、必然的に具体化される。同様
に、特定化することにより、「量」の名詞は、必然的に「「数」の名詞」化されるの
である。

（注１）英語において、「名詞」が最も重要な品詞であることに関しては、「『英語の名詞の使い
方』柴家嘉明 東京歯科大学 教養系研究紀要 第２０巻 ３９～４１頁」を参照されたい。

（注２）著者はこの認識を、Dr. Meredith K. Hazelrigg に負う。
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