
No 中国語 ピンイン 日本語

1 医院 yīyuàn 病院。
2 挂号 guàhào 受付の手続きをする。
3 挂号的地方 guàhào de dìfang 受付するところ。
4 医保卡 yībǎokǎ 医療保険カード。保険証。
5 医生 yīshēng 医者。
6 大夫 dàifu 医者。医者への呼びかけ。
7 女医生 nǚ yīshēng 女医。
8 女大夫 nǚ dàifu 女医。
9 主治医生 zhǔzhì yīshēng 主治医。
10 护士 hùshi 看護婦。看護人。
11 护师 hùshī 护士より地位が高い看護婦。看護人。
12 主管护师 zhǔguǎn hùshī 主管看護師。
13 药剂师 yàojìshī 薬剤師。
14 病人 bìngrén 病人。
15 患者 huànzhě 患者。
16 陪伴的人 péibàn de rén 付き添い。同行者。
17 照料的人 zhàoliào de rén 世話のため、そばにいる人。付き添い。
18 救护⻋ jiùhùchē 救急車。
19 急救⻋ jíjiùchē 救急車。
20 看病 kànbìng 診察する。診療を受ける。病気を見舞う。
21 看护 kānhù 看護する。看病する。介抱する。
22 病房 bìngfáng 病室。病棟。
23 内科病房 nèikē bìngfáng 内科病棟。
24 隔离病房 gélí bìngfáng 隔離病室。
25 大病房 dà bìngfáng 大部屋の病室。
26 单间 dānjiān 個室。
27 诊室 zhěnshì 診察室。
28 候诊室 hòuzhěnshì 診察待合室。
29 综合医院 zònghé yīyuàn 総合病院。
30 专科医院 zhuānkē yīyuàn 専門病院。
31 内科 nèikē 内科。
32 外科 wàikē 外科。
33 整形外科 zhěng xíng wàikē 整形外科。
34 神经外科 shénjīng wàikē 神経外科。
35 小儿科 xiǎo'érkē 小児科。
36 儿科 érkē 小児科。
37 妇产科 fùchǎnkē 産婦人科。
38 妇科 fùkē 婦人科。
39 产科 chǎnkē 産科。
40 耳鼻喉科 ěrbíhóukē 耳鼻咽喉科(じびいんこうか)。
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41 耳鼻咽喉科 ěrbíyānhóukē 耳鼻咽喉科(じびいんこうか)。
42 眼科 yǎnkē 眼科。
43 皮肤科 pífūkē 皮膚科。
44 泌尿科 mìniàokē 泌尿器科。
45 牙科 yákē ⻭科。
46 口腔科 kǒuqiāngkē 口内科。⻭科。
47 精神科医院 jīngshénkē yīyuàn 精神病院。
48 精神病医院 jīngshénbìng yīyuàn 精神病院。
49 精神病院 jīngshénbìng yuàn 精神病院。
50 疯人院 fēngrén yuàn 狂人病院。精神病院。
51 传染病医院 chuánrǎnbìng yīyuàn 伝染病院。
52 传染病院 chuánrǎnbìng yuàn 伝染病院。
53 男科医院 nánkē yīyuàn 男性生殖器病院。
54 美容外科医院 měiróng wàikē yīyuàn 美容整形外科病院。
55 动物医院 dòngwù yīyuàn 動物病院。
56 宠物医院 chǒngwù yīyuàn ペット病院。
57 诊察 zhěnchá 診察する。診察を受ける。
58 问诊表 wènzhěnbiǎo 問診表。
59 检查 jiǎnchá 検査する。
60 体检 tǐjiǎn 身体検査。
61 抽血 chōu xiě 採血する。
62 验血 yànxiě 血液検査をする。
63 尿验 niàoyàn 尿検査する。
64 血压检查 xuèyā jiǎnchá 血圧測定。
65 测量脉搏 cèliáng màibó 脈拍を測る。
66 测量体重 cèliáng tǐzhòng 体重を量る。
67 体重计 tǐzhòng jì 体重計。
68 体重秤 tǐzhòng chèng 体重計。
69 测量身高 cèliáng shēngāo 身⻑を測る。
70 测量体温 cèliáng tǐwēn 体温を測る。
71 体温计 tǐwēnjì 体温計。
72 人体温度计 réntǐ wēndùjì 体温計。
73 Ｘ光检查 X guāng jiǎnchá レントゲン検査。
74 Ｂ超检查 B chāo jiǎnchá エコー検査。
75 心电图 xīndiàntú 心電図。
76 视力检查 shìlì jiǎnchá 視力検査。
77 诊断 zhěnduàn 診断する。
78 治疗 zhìliáo 治療する。
79 手术 shǒushù 手術。
80 动手术 dòng shǒushù 手術をする。
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81 接受手术 jiēshòu shǒushù 手術を受ける。
82 手术室 shǒushù shì 手術室。
83 手术台 shǒushù tái 手術台。
84 输血 shūxuè 輸血する。
85 切开 qiēkāi 切開する。
86 缝合 fénghé 縫合する。
87 门诊 ménzhěn 外来診察。
88 急诊 jízhěn 急診。時間外診察。急患対応。
89 住院 zhùyuàn 入院する。
90 入院 rùyuàn 入院する。
91 出院 chūyuàn 退院する。
92 开药 kāi yào 薬を処方する。
93 ⻄药 xīyào ⻄洋医学の薬。
94 中药 zhōngyào 漢方薬。
95 药粉 yàofěn 粉薬。
96 散剂 sǎnjì 粉薬。
97 药水 yàoshuǐ 水薬。
98 药片 yàopiàn 錠剤。
99 药丸 yàowán 丸薬。
100 胶囊 jiāonáng 薬のカプセル。
101 含片 hánpiàn トローチ。
102 眼药水 yǎnyàoshuǐ 点眼薬。目薬。
103 眼药膏 yǎnyàogāo 眼の軟膏。
104 药膏 yàogāo 軟膏。
105 点鼻药 diǎnbíyào 点鼻薬。
106 漱口剂 shùkǒujì うがい薬。
107 坐药 zuòyào 座薬。
108 栓剂 shuānjì 座薬。
109 湿敷药 shīfūyào 湿布薬。
110 吸入药 xīrùyào 吸入薬。
111 雾化药 wùhuàyào 噴霧薬。
112 消炎药 xiāoyányào 消炎剤。
113 肠胃药 chángwèiyào 胃腸薬。
114 维生素 wéishēngsù ビタミン。
115 补充剂 bǔchōngjì 栄養剤。サプリメント。
116 消毒液 xiāodúyè 消毒液。
117 消毒剂 xiāodújì 消毒剤。
118 副作用 fùzuòyòng 副作用。
119 口罩 kǒuzhào マスク。
120 医用眼罩 yīyòng yǎnzhào 眼帯。
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121 单眼眼罩 dānyǎn yǎnzhào 眼帯。
122 眼罩 yǎnzhào アイマスク。
123 绷带 bēngdài 包帯。
124 包扎 bāozā 包帯を巻く。梱包する。
125 纱布 shābù ガーゼ。
126 创可贴 chuāngkětiē 絆創膏。
127 橡皮膏 xiàngpígāo テープ。絆創膏。
128 胶布 jiāobù テープ。
129 药棉 yàomián 脱脂綿。
130 棉签 miánqiān 綿棒。
131 石膏 shígāo ギブス。石膏。
132 拐杖 guǎizhàng 松葉杖。ステッキ。
133 步行器 bùxíngqì 歩行器。
134 轮椅⻋ lúnyǐchē 車椅子。
135 电动轮椅⻋ diàndòng lúnyǐchē 電動車椅子。
136 残疾人机动轮椅⻋ cánjírén jīdòng lúnyǐchē 身障者用機動車。
137 老年代步⻋ lǎonián dàibùchē シニアカー。
138 骨折 gǔzhé 骨折。
139 擦伤 cāshāng 擦り傷。
140 扭伤 niǔshāng ねんざ。
141 烫伤 tàngshāng やけど。
142 出疹子 chū zhěnzi 発疹。
143 中暑 zhòngshǔ 熱中症。日射病。
144 脱水的症状 tuōshuǐ de zhèngzhuàng 脱水症状。
145 哮喘 xiàochuǎn 喘息(ぜんそく)。
146 癌症 áizhèng 癌(がん)。
147 高血压 gāoxuèyā 高血圧。
148 糖尿病 tángniàobìng 糖尿病。
149 痛⻛ tòngfēng 痛風。
150 性病 xìngbìng 性病。
151 脏病 zāngbìng 性病。
152 花柳病 huāliǔbìng 性病。
153 艾滋病 àizībìng エイズ。
154 心脏病 xīnzàngbìng 心臓病。
155 认知症 rènzhīzhèng 認知症。
156 痴呆症 chīdāizhèng 痴呆症。
157 禽流感 qín liúgǎn 鳥インフルエンザ。
158 新病毒 xīn bìngdú 新型ウィルス。
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