
No 中国語 ピンイン 日本語

1 瘟疫 wēnyì 流行性急性伝染病。疫病。
2 大流行性疾病 dà liúxíngxìng jíbìng 大流行性疾病(だいりゅうこうせいしっぺい)。
3 感染症 gǎnrǎnzhèng 感染症。
4 新型冠状病毒 xīnxíng guānzhuàng bìngdú 新型コロナウィルス。
5 肺炎 fèiyán 肺炎。
6 新型肺炎 xīnxíng fèiyán 新型肺炎。
7 禽流感 qínliúgǎn 鳥インフルエンザ。
8 非典型肺炎 fēi diǎnxíng fèiyán 重症急性呼吸器症候群（SARS）。
9 严重急性呼吸综合征 yánzhòng jíxìng hūxī zònghézhēng 重症急性呼吸器症候群（SARS）。
10 沙士 shāshì 重症急性呼吸器症候群（SARS）。
11 烂肠瘟 lànchángwēn 豚コレラ。
12 猪瘟 zhūwēn 豚コレラ。
13 牛瘟 niúwēn 牛痘(ぎゅうとう)。
14 疯牛病 fēngniúbìng 狂牛病。
15 牛海绵状脑病 niú hǎimián zhuàng nǎobìng 狂牛病。
16 狂犬病 kuángquǎnbìng 狂犬病。
17 恐水病 kǒngshuǐbìng 狂犬病。
18 天花 tiānhuā 天然痘。
19 痘疮 dòuchuāng 天然痘。
20 猴痘 hóudòu サル痘。
21 流行性感冒 liúxíngxìng gǎnmào インフルエンザ。
22 流感 liúgǎn インフルエンザ。
23 新型流感 xīnxíng liúgǎn 新型インフルエンザ。
24 艾滋病 àizībìng AIDS。
25 黑死病 hēisǐbìng ペスト。
26 鼠疫 shǔyì ペスト。
27 肺鼠疫 fèi shǔyì 肺ペスト。
28 梅毒 méidú 梅毒。
29 霍乱 huòluàn コレラ。
30 痨病 láobìng 結核。
31 结核病 jiéhébìng 結核。
32 结核 jiéhé 結核。
33 斑疹伤寒 bānzhěn shānghán 発疹チフス。
34 疟疾 nüèji マラリア。
35 疟子 yaòzi マラリア。
36 炭疽病 tànjūbìng 炭疽(たんそ)病。
37 亨德拉病毒感染 hēngdélā bìngdú gǎnrǎn ヘンドラウイルス感染症。
38 肝炎 gānyán 肝炎。
39 甲型肝炎 jiǎ xíng gānyán Ａ型肝炎。
40 甲肝 jiǎ gān Ａ型肝炎。
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41 乙型肝炎 yǐ xíng gānyán Ｂ型肝炎。
42 乙肝 yǐ gān Ｂ型肝炎。
43 丙型肝炎 bǐng xíng gānyán Ｃ型肝炎。
44 丙肝 bǐng gān Ｃ型肝炎。
45 登革热 dēnggérè デング熱。
46 骨痛热 gǔtòngrè デング熱。
47 埃博拉出血热 āibólā chūxiěrè エボラ出血熱。
48 克里米亚-刚果出血热 kèlǐmǐyà-gāngguǒ chūxiěrè クリミア・コンゴ出血熱。
49 拉沙热 lāshārè ラッサ熱。
50 拉沙热病 lāshārèbìng ラッサ熱。
51 ⻢尔堡病毒病 mǎ'ěrbǎo bìngdú bìng マールブルグ熱。
52 ⻢尔堡出血热 mǎ'ěrbǎo chūxiěrè マールブルグ熱。
53 奥罗普切病毒病 àoluōpǔqiè bìngdú bìng オロプーシェウイルス熱。
54 脑膜炎 nǎomóyán 髄膜炎(ずいまくえん)。
55 尼帕病毒感染 nípà bìngdú gǎnrǎn ニパウイルス感染症。
56 寨卡病毒感染 zhàikǎ bìngdú gǎnrǎn ジカウイルス感染症。
57 裂谷热 liègǔrè リフトバレー熱。
58 兔热病 tùrèbìng 野兎病。
59 土拉菌病 tǔlājùnbìng 野兎病。
60 ⻩热病 huángrèbìng ⻩熱病。
61 病毒 bìngdú ウイルス。
62 病毒防护 bìngdú fánghù ウイルス対策。
63 口罩 kǒuzhào マスク。
64 口罩儿 kǒuzhàor マスク。
65 漱口 shùkǒu 口をすすぐ。うがいをする。
66 洗手 xǐshǒu 手洗い。
67 消毒 xiāodú 消毒。
68 抗体 kàngtǐ 抗体。
69 免疫 miǎnyì 免疫。
70 免疫力 miǎnyìlì 免疫力。
71 疫苗 yìmiáo ワクチン。
72 菌苗 jūnmiáo ワクチン。
73 接种 jiēzhòng 接種。
74 疫苗接种 yìmiáo jiēzhòng ワクチン接種。
75 预防接种 yùfáng jiēzhòng 予防接種。
76 打针 dǎzhēn 注射する。
77 注射 zhùshè 注射する。
78 药 yào 薬。
79 药物 yàowù 薬物。
80 吃药 chī yào 薬を飲む。
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81 新药 xīnyào 新薬。
82 世界卫生组织 shìjiè wèishēng zǔzhī 世界保健機関。WHO。
83 你那里没事吧? nǐnàli méishì ba あなたがいるそちらは大丈夫か。
84 我这里没事 wǒzhèli méishì 私がいるこちらは何事もないです。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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