
No 中国語 ピンイン 日本語

1 病 bìng 病 (やまい)。
2 疾病 jíbìng 疾病 (しっぺい)。
3 病症 bìngzhèng 病気。
4 疾患 jíhuàn 病気。疾患。
5 生病 shēngbìng 病気になる。
6 症状 zhèngzhuàng 症状。
7 病情 bìngqíng 病状。
8 病况 bìngkuàng 病状。
9 病名 bìngmíng 病名。
10 老病 lǎobìng 昔からの病気。持病。
11 老毛病 lǎo máobìng いつもの癖。持病。
12 特应性皮炎 tèyìngxìng píyán アトピー性皮膚炎。
13 酒精依赖症 jiǔjīng yīlàizhèng アルコール依存症。
14 阿尔茨海默病 ā'ěrcíhǎimòbìng アルツハイマー病。
15 过敏 guòmǐn アレルギー。
16 肠胃炎 chángwèiyán 胃腸炎。
17 流感 liúgǎn インフルエンザ。
18 病毒性肝炎 bìngdúxìng gānyán ウイルス性肝炎。
19 抑郁症 yìyùzhèng うつ病。
20 艾滋病 àizībìng エイズ。
21 感冒 gǎnmào 風邪。
22 肩酸 jiānsuān 肩こり。
23 花粉过敏 huāfěn guòmǐn 花粉症。
24 拇趾外翻 mǔzhǐ wàifān 外反⺟趾 (がいはんぼし)。
25 癌症 áizhèng がん。
26 肝炎 gānyán 肝炎。
27 肌肉痛 jīròu tòng 筋肉痛。
28 眼睛疲劳 yǎnjīng píláo 眼精疲労。
29 关节炎 guānjiéyán 関節炎。
30 气管炎 qìguǎnyán 気管炎。
31 心绞痛 xīnjiǎotòng 狭心症。
32 厌食症 yànshí zhèng 拒食症。
33 近视 jìnshì 近視。
34 蛛网膜下腔出血 zhūwǎng mó xià qiāng chūxiě くも膜下出血。
35 结核 jiéhé 結核。
36 腱鞘炎 jiànqiàoyán 腱鞘炎 (けんしょうえん)。
37 高血压 gāoxuèyā 高血圧。
38 口腔炎 kǒuqiāngyán 口内炎。
39 更年期综合症 gèngniánqī zōnghézhèng 更年期障害。
40 骨髓炎 gǔsuǐyán 骨髄炎。
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41 骨质疏松症 gǔzhí shūsōng zhèng 骨粗しょう症。
42 五十肩 wǔshí jiān 五十肩。
43 牙周病 yázhōubìng ⻭周病。
44 牙槽脓肿 yácáo nóngzhǒng ⻭槽膿漏。
45 自主神经失调 zìzhǔ shénjīng shītiáo 自律神経失調症。
46 食物中毒 shíwù zhòngdú 食中毒。
47 食物过敏 shíwù guòmǐn 食物アレルギー。
48 心肌梗塞 xīnjī gěngsè 心筋梗塞。
49 心脏病 xīnzàngbìng 心臓病。
50 心力衰竭 xīnlì shuāijié 心不全。
51 痔疮 zhìchuāng 痔 (じ)。
52 肾功能不全 shèn gōngnéng bùquán 腎不全。
53 荨麻疹 xúnmázhěn じんましん。
54 睡眠呼吸暂停 shuìmián hūxī zhàn tíng 睡眠時無呼吸。
55 头痛 tóutòng 頭痛。
56 哮喘 xiàochuǎn ぜんそく。
57 胆结石 dǎnjiéshí 胆石。
58 阑尾炎 lánwěiyán 虫垂炎。
59 椎间盘突出症 zhuījiānpán túchū zhèng 椎間板ヘルニア。
60 痛⻛ tòngfēng 痛風。
61 适应障碍 shìyìng zhàng'ài 適応障害。
62 癫痫 diānxián てんかん。
63 糖尿病 tángniàobìng 糖尿病。
64 动脉硬化 dòngmài yìnghuà 動脈硬化。
65 中暑 zhòngshǔ 夏バテ。
66 耳背 ěrbèi 難聴。
67 尿路結石 niàolù jiéshí 尿路結石。
68 认知症 rènzhīzhèng 認知症。
69 中暑 zhòngshǔ 熱中症。
70 脑梗塞 nǎogěngsè 脳梗塞。
71 脑溢血 nǎoyìxuè 脳出血。
72 脑瘤 nǎoliú 脳腫瘍。
73 中⻛ zhòngfēng 脳卒中。
74 诺如病毒 nuòrú bìngdú ノロウイルス。
75 肺炎 fèiyán 肺炎。
76 白内障 báinèizhàng 白内障。
77 梅毒 méidú 梅毒。
78 白血病 báixuèbìng 白血病。
79 惊恐障碍 jīngkǒng zhàng'ài パニック障害。
80 帕金森病 pàjīnsēnbìng パーキンソン病。
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81 创伤性精神紧张症 chuāngshāngxìng jīngshén jǐnzhāng zhèng ＰＴＳＤ (外傷性ストレス障害)。
82 鼻炎 bíyán 鼻炎。
83 贫血 pínxuè 貧血。
84 ⻛疹 fēngzhěn 風疹。
85 心律不齐 xīnlǜ bù qí 不整脈。
86 失眠症 shīmiánzhèng 不眠症。
87 疱疹病毒 pàozhěn bìngdú ヘルペスウイルス。
88 扁桃体炎 biǎntáotǐ yán 扁桃炎。
89 便秘 biànmì / biànbì 便秘。
90 膀胱炎 pángguāngyán 膀胱炎。
91 脚癣 jiǎoxuǎn 水虫。
92 虫牙 chóngyá 虫⻭。
93 内脏脂肪症候群 nèizàng zhīfáng zhènghòuqún メタボリックシンドローム。
94 美尼尔氏病 měiní'ěrshìbìng メニエール病。
95 阑尾炎 lánwěiyán 盲腸。
96 腰痛 yāotòng 腰痛。
97 散光 sǎnguāng 乱視。
98 腮腺炎 sāixiàn yán 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)。
99 ⻛湿病 fēngshībìng リウマチ。
100 绿内障 lǜnèizhàng 緑内障。
101 淋巴瘤 línbā liú リンパ腫。
102 身体不舒服 shēntǐ bú shūfu 体の具合が悪い。
103 发烧 fāshāo 発熱。
104 发冷 fā lěng 寒気。
105 浑身无力 húnshēn wúlì 全身に力がない。だるい。
106 恶心 ěxin 気分が悪い。
107 头疼 tóuténg 頭痛。
108 头晕 tóuyūn 目眩がする。
109 打喷嚏 dǎ pēntì くしゃみ。
110 流鼻涕 liú bítì 鼻水。
111 鼻塞 bísāi 鼻づまり。
112 喉咙痛 hóulóng tòng のど痛。
113 拉肚子 lā dùzi 腹下し。
114 肚子疼 dùzi téng 腹痛。
115 呕吐 ǒutù 嘔吐する。
116 吐血 tùxiě 吐血する。
117 睡不着 shuì bu zháo 眠れない。
118 没有食欲 méiyǒu shíyù 食欲がない。
119 喘不上气 chuǎnbushàng qì 息苦しい。
120 接不上气 jiēbushàng qì 息切れする。
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121 心跳得厉害 xīntiào de lìhài 動悸がすごい。
122 咳嗽 késou 咳をする。
123 有痰 yǒu tán 痰が出る。
124 心悸 xīnjì 動悸がする。
125 血压高 xuèyā gāo 血圧が高い。
126 血压低 xuèyā dī 血圧が低い。
127 脉搏快 màibó kuài 脈がはやい。
128 脉搏慢 màibó màn 脈がおそい。
129 脉搏乱 màibó luàn 脈が乱れる。
130 受伤 shòushāng 負傷する。けがをする。
131 擦伤 cāshāng 擦り傷。
132 骨折 gǔzhé 骨折。
133 脱臼 tuōjiù 脱臼。
134 扭伤 niǔshāng 捻挫。
135 跌打损伤 diē dǎ sǔnshāng 打撲傷。
136 烫伤 tàngshāng やけど。
137 虫子咬伤 chóngzi yǎo shāng 虫刺され。
138 发麻 fāmá しびれる。感覚がなくなる。
139 发抖 fādǒu ふるえる。
140 手酸 shǒu suān 手がだるい。
141 痉挛 jìngluán けいれん。
142 抽筋 chōujīn 筋肉がひきつれる。
143 发炎 fāyán 炎症を起こす。
144 发痒 fāyǎng かゆくなる。
145 有疼的地方 yǒu téng de dìfang 痛いところがある。
146 有地方出血 yǒu dìfang chūxiě 血が出ているところがある。
147 有地方肿了 yǒu dìfang zhǒng le 腫れているところがある。
148 有硬疙瘩 yǒu yìng gēda 硬いしこりがある。硬いおできがある。
149 有浮肿 yǒu fúzhǒng むくみがある。
150 有地方感觉灼热 yǒu dìfang gǎnjué zhuórè 熱く感じるところがある。
151 有地方感觉发冷 yǒu dìfang gǎnjué fā lěng 冷たく感じるところがある。
152 有地方没感觉 yǒu dìfang méi gǎnjué 感覚がないところがある。
153 一直持续着 yīzhí chíxù zhe ずっと続いている。
154 有时候 yǒushíhou ときどき。
155 偶尔及少 ǒu'ěr jí shǎo ごくたまに。
156 越发严重 yuèfā yánzhòng だんだんひどくなってくる。
157 逐渐⻅好 zhújiàn jiàn hǎo だんだんよくなっている。
158 ⻅好转 jiàn hǎozhuǎn 好転がみられる。
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