
No 中国語 ピンイン 日本語

1 伤 shāng 傷。けが。
2 创伤 chuāngshāng 傷。けが。
3 疮痍 chuāngyí 傷。けが。戦争や災害のつめあと。
4 创痍 chuāngyí 傷。けが。戦争や災害のつめあと。
5 伤疤 shāngbā 傷跡。
6 伤痕 shānghén 傷跡。
7 创痕 chuānghén 傷跡。
8 疮痕 chuānghén 傷跡。
9 疤痕 bāhén 傷跡。
10 伤口 shāngkǒu 傷口。
11 收口 shōukǒu 傷口がふさがる。編み物で開いているところを閉じる。
12 轻伤 qīngshāng 軽傷。
13 重伤 zhòngshāng 重傷。
14 跌伤 diēshāng 転んでけがをする。
15 摔伤 shuāishāng 転んでけがをする。
16 打伤 dǎshāng 打ち身。打撲傷。
17 砸伤 záshāng 打ち身。打撲傷。
18 撞伤 zhuàngshāng 打ち身。打撲傷。
19 碰伤 pèngshāng 打ち身。打撲傷。
20 挫伤 cuòshāng 手足をくじく。意欲をくじく。
21 扭伤 niǔshāng くじく。筋を違える。ねんざする。
22 腰扭伤 yāoniǔshāng ぎっくり腰。
23 闪腰 shǎnyāo ぎっくり腰。
24 脱位 tuōwèi 脱臼(だっきゅう)する。
25 脱臼 tuōjiù 脱臼(だっきゅう)する。
26 切伤 qiēshāng 切り傷。
27 割伤 gēshāng 切り傷。
28 砍伤 kǎnshāng 切り傷。
29 刀伤 dāoshāng 刀で切った傷。
30 刺伤 cìshāng 刺し傷。刺して傷つける。
31 扎伤 zhāshāng 刺し傷。刺して傷つける。
32 擦伤 cāshāng 擦り傷。
33 挠伤 náoshāng ひっかき傷。
34 抓伤 zhuāshāng ひっかき傷。
35 烧伤 shāoshāng やけど。
36 烫伤 tàngshāng やけど。
37 火伤 huǒshāng やけど。
38 骨折 gǔzhé 骨折。
39 肿 zhǒng 腫れている。むくんでいる。
40 肿胀 zhǒngzhàng 炎症、充血などで腫れる。
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41 消肿 xiāozhǒng 腫れがひく。
42 肿物 zhǒngwù でき物。
43 肿疱 zhǒngpào でき物。
44 脓包 nóngbāo でき物。能無し。いくじなし。
45 疙瘩 gēda でき物。球状のもの。わだかまり。
46 疙疸 gēda でき物。球状のもの。わだかまり。
47 肿块 zhǒngkuài 腫れもの。
48 脓肿 nóngzhǒng 腫れもの。
49 肿瘤 zhǒngliú 腫れもの。
50 疖子 jiēzi できもの。
51 包 bāo こぶ。腫れもの。包む。包み。袋。
52 肿包 zhǒngbāo こぶ。腫れもの。たんこぶ。
53 瘤子 liúzi こぶ。腫れもの。たんこぶ。
54 ⻨粒肿 màilìzhǒng ものもらい。
55 针眼 zhēnyan ものもらい。
56 针眼 zhēnyǎn 針の穴。針を通したあとの穴。
57 粉刺 fěncì にきび。
58 痤疮 cuóchuāng にきび。
59 面疱 miànpào 顔面上に出来る腫物。にきび。
60 ⻘春痘 qīngchūndòu にきび。
61 酒刺 jiǔcì にきび。
62 口炎 kǒuyán 口内炎。
63 口腔炎 kǒuqiāngyán 口内炎。
64 口腔溃疡 kǒuqiāng kuìyáng 口内炎。
65 炎症 yánzhèng 炎症。
66 痣 zhì あざ。
67 痦子 wùzi ほくろ。⿊いあざ。
68 黑痣 hēizhì ほくろ。⿊いあざ。
69 红痣 hóngzhì 赤いあざ。
70 ⻘斑 qīngbān 打撲の⻘あざ。
71 红斑 hóngbān 打撲の赤あざ。
72 紫斑 zǐbān 打撲の紫あざ。
73 受伤 shòushāng けがをする。
74 负伤 fùshāng 負傷する。
75 伤害 shānghài 傷つける。害する。損なう。
76 损伤 sǔnshāng 損傷する。傷つける。害する。痛める。
77 受伤人 shòushāng rén 負傷者。けが人。
78 受伤的人 shòushāng de rén 負傷者。けが人。
79 伤员 shāngyuán 負傷者。けが人。
80 负伤者 fùshāngzhě 負傷者。けが人。
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81 创伤药 chuāngshāngyào 傷薬。
82 瑕疵 xiácī ものの傷。小さな欠点。
83 缺陷 quēxiàn 欠陥。きず。欠点。
84 毛病 máobing ものの傷。故障。欠点。悪いくせ。
85 伤心 shāngxīn 心を痛める。
86 心里创伤 xīnlǐ chuàngshāng こころの傷。
87 心灵的创伤 xīnlíng de chuāngshāng こころの傷。
88 我希望你的伤能早点治好 wǒ xīwàng nǐ de shāng néng zǎodiǎn zhì hǎo あなたの怪我が早く治ることを祈っています。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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