
No 中国語 ピンイン 日本語

1 我不舒服 wǒ bù shūfú 私は、具合が悪いです。
2 身体有点不舒服 shēntǐ yǒudiǎn bù shūfú 体の調子がちょっと悪い。
3 我生病了 wǒ shēngbìng le 私は病気になりました。
4 我得病了 wǒ dé bìng le 私は病気になりました。
5 头痛 tóutòng 頭が痛い。頭痛がする。
6 头疼 tóuténg 頭が痛い。頭痛がする。
7 嗓子疼 sǎngzi téng 喉が痛む。
8 肚子痛 dùzi tòng お腹が痛い。
9 胃疼 wèi téng 胃が痛い。
10 牙痛 yátòng ⻭が痛い。
11 虫牙 chóngyá 虫⻭。
12 蛀牙 zhùyá 虫⻭。
13 心痛 xīntòng 心臓が痛む。心が痛い。
14 腰痛 yāotòng 腰痛。
15 我伤到腰了 wǒ shāng dào yāo le 私は腰を痛めました。
16 腰疼患者 yāoténg huànzhě 腰痛もち。腰痛の患者。
17 我腰很痛 wǒ yāo hěn tòng 腰がとても痛いです。
18 恶心 ěxin 気持ち悪い。吐き気がする。
19 胃里感觉恶心 wèi lǐ gǎnjué ěxin 胃がむかむかします。
20 发烧了 fāshāo le 熱が出ました。
21 我鼻塞 wǒ bísè 私は鼻詰まりです。
22 鼻塞了 bísè le 鼻が詰まりました。
23 流鼻涕 liú bítì 鼻水が出る。
24 流鼻水 liú bíshuǐ 鼻水が出る。
25 不停流鼻涕 bù tíng liú bítì 鼻水が止まらない。
26 有点咳嗽 yǒudiǎn késou 咳が少し出ます。
27 一直咳嗽 yīzhí késou ずっと咳をする。
28 咳嗽不止 késou bùzhǐ 咳が止まらない。
29 停止咳嗽 tíngzhǐ késou 咳を止める。
30 打喷嚏 dǎ pēntì くしゃみをする。
31 身体发懒 shēntǐ fālǎn 体がだるい。
32 发酸 fāsuān 体がだるくなる。酸っぱくなる。
33 头晕了 tóuyūn le めまいがする。
34 晕⻋ yùnchē 車酔い。
35 晕船 yùnchuán 船酔い。
36 晕机 yùnjī 飛行機酔い。
37 晕高 yùngāo 高所酔い。
38 我宿醉 wǒ sùzuì 私は二日酔いです。
39 吃了太多辣的菜 chī le tài duō là de cài 辛い料理を食べすぎた。
40 我得了痔疮 wǒ dé le zhìchuāng 私は痔になった。
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41 痔疮患者 zhìchuāng huànzhě 痔持ち。痔の患者。
42 我有痔疮 wǒ yǒu zhìchuāng 私は痔があります。
43 发冷 fālěng 寒気がする。
44 我感觉发冷 wǒ gǎnjué fālěng 私は寒気を感じる。
45 我浑身觉得发冷 wǒ húnshēn juédé fālěng 全身に寒気を感じる。
46 拉肚子 lā dùzi 腹を下す。下痢をする。
47 拉稀 lāxī 腹を下す。下痢をする。
48 食物中毒 shíwù zhòngdú 食あたり。
49 我食物中毒了 wǒ shíwù zhòngdú le 私は食中毒です。
50 我拉稀了 wǒ lāxī le 私は下痢した。
51 我拉肚子了 wǒ lā dùzi le 私は下痢した。
52 我现在拉肚子 wǒ xiànzài lā dùzi 私は今、下痢です。
53 我的拉肚子好了 wǒ de lā dùzi hǎo le 私の下痢は治った。
54 脸色不好 liǎnsè bù hǎo 顔色がよくない。
55 脸色发白 liǎnsè fā bái 顔色が⻘ざめる。
56 脸色发⻘ liǎnsè fā qīng 顔色が⻘ざめる。
57 有点发⻘ yǒudiǎn fā qīng すこし⻘ざめる。
58 脸红 liǎn hóng 顔が赤くなる。恥ずかしがる。
59 发红 fā hóng 赤くなる。
60 浑身发痒 húnshēn fā yǎng 全身がかゆい。全身がむずむずする。
61 手脚发麻 shǒujiǎo fā má 手足がしびれる。
62 呼吸困难 hūxī kùnnán 呼吸困難。息苦しい。
63 我感冒了 wǒ gǎnmào le 私は風邪をひきました。
64 我好像感冒了 wǒ hǎoxiàng gǎnmào le 私は風邪をひいたみたいです。
65 昨天开始发烧 zuótiān kāishǐ fāshāo 昨日、熱がでる。
66 从昨天晚上开始发烧 cóng zuótiān wǎnshàng kāishǐ fāshāo 昨日の晩から熱がでる。
67 发烧四十度 fāshāo sìshí dù 40度の熱が出ました。
68 想早点治好感冒 xiǎng zǎodiǎn zhì hǎo gǎnmào 早く風邪を治したい。
69 感冒还没好 gǎnmào hái méi hǎo まだ風邪が治りません。
70 感冒治不好 gǎnmào zhì bù hǎo 風邪が治らない。
71 现在已经好很多了 xiànzài yǐjīng hǎo hěn duō le 今はずいぶん良くなりました。
72 比昨天好一点了 bǐ zuótiān hǎo yī diǎn le 昨日より少し良くなりました。
73 我的感冒好了 wǒ de gǎnmào hǎo le 私の風邪は良くなりました。
74 我已经治好了 wǒ yǐjīng zhì hǎo le 私はもう治りました。
75 我得了流感 wǒ dé le liúgǎn 私はインフルエンザになりました。
76 我被传染了流感 wǒ bèi chuánrǎn le liúgǎn 私はインフルエンザに伝染されていました。
77 身体很难受 shēntǐ hěn nánshòu 体がしんどい。
78 浑身没劲 húnshēn méijìn 全身、力がない。
79 全身乏力 quánshēn fá lì 全身、力がない。
80 没精神 méi jīngshén 元気がない。無気力。
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81 过敏症 guòmǐn zhèng アレルギー症。
82 有过敏 yǒu guòmǐn アレルギーがある。
83 我对男人过敏 wǒ duì nánrén guòmǐn 私は男性アレルギーです。
84 ⻓针眼了 zhǎng zhēnyǎn le ものもらいができた。
85 症状 zhèngzhuàng 症状。
86 有什么症状吗？ yǒu shénme zhèngzhuàng ma 何か症状はありますか。
87 我想吐 wǒ xiǎng tǔ 私は吐き気がします。
88 我吐了 wǒ tǔ le 私は嘔吐しました。
89 我有月经痛 wǒ yǒu yuèjīngtòng 私は生理痛があります。
90 我便秘 wǒ biànmì 私は便秘です。
91 没有胃口 méiyǒu wèikǒu 食欲がない。
92 我有花粉症 wǒ yǒu huāfěnzhèng 私は花粉症 です。
93 声音沙哑 shēngyīn shāyǎ 声がかすれている。声枯れ。
94 伤口 shāngkǒu 傷口。
95 伤口出血 shāngkǒu chūxiě 傷口から出血する。
96 伤口发炎 shāngkǒu fāyán 傷口から炎症を起こす。
97 伤口化脓 shāngkǒu huànóng 傷口が化膿する。
98 ⻓瘤子 zhǎng liúzi たんこぶができる。
99 抗生素 kàngshēngsù 抗生物質。
100 阿司匹林 āsīpǐlín アスピリン。
101 感冒药 gǎnmào yào 風邪薬。
102 退烧药 tuìshāo yào 解熱剤。
103 止咳药� zhǐké yào 咳止め。
104 泻药 xièyào 下剤。
105 止泻药 zhǐxiè yào 下痢止め。
106 止痛药 zhǐtòng yào 痛み止め。鎮痛剤。
107 服用方法 fúyòng fāngfǎ 服用方法。
108 请服用这个感冒药 qǐng fúyòng zhège gǎnmào yào こちらの風邪薬を服用してください。
109 一天三次 yītiān sāncì 1日3回。
110 一次一片 yī cì yī piàn 1回1錠。
111 一次两粒 yī cì liǎng lì 1回2粒。
112 一次一包 yī cì yī bāo 1回1袋。
113 饭后 fàn hòu 食後。
114 饭前 fàn qián 食前。
115 饭中间 fàn zhōngjiān 食間。
116 吃药 chī yào 薬を飲む。薬を服用する。
117 消毒 xiāo dú 消毒する。
118 打针 dǎ zhēn 注射する。
119 打点滴 dǎ diǎndī 点滴する。
120 进行麻醉 jìnxíng mázuì 麻酔する。
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121 早日康复 zǎorì kāngfù 早くよくなってください。
122 好好儿休息吧 hǎohāor xiūxi ba ゆっくり休んでください。
123 请早点睡觉 qǐng zǎodiǎn shuìjiào 早めに寝てください。
124 不要勉强 bùyào miǎnqiǎng 無理しないでください。
125 你要穿得暖和 nǐ yào chuān dé nuǎnhuo 暖かいものを着るように。
126 你要多穿点衣服 nǐ yào duō chuān diǎn yīfú 服を多めに着るように。
127 保重身体 bǎozhòng shēntǐ お大事に。
128 请多保重 qǐng duō bǎozhòng ご自愛ください。
129 你要多保重 nǐ yào duō bǎozhòng くれぐれも体には気をつけてください。
130 天气冷了注意感冒 tiānqì lěng le zhùyì gǎnmào 天気は寒くなったので、風邪に注意。
131 谢谢你的关心 xièxiè nǐ de guānxīn お気遣い有難うございます。
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