
No 中国語 ピンイン 日本語

1 症状 zhèngzhuàng 症状。
2 病情 bìngqíng 病状。症状。
3 病况 bìngkuàng 病状。
4 病势 bìngshì 容態。病気の重さ。
5 健康状态 jiànkāng zhuàngtài 健康状態。
6 健康状况 jiànkāng zhuàngkuàng 健康状態。
7 身体 shēntǐ 体。
8 身体状态 shēntǐ zhuàngtài 体の調子。体の状態。
9 生病 shēngbìng 病気になる。
10 受伤 shòushāng けがをする。
11 有什么症状? yǒu shénme zhèngzhuàng どんな症状ですか。
12 有什么症状吗? yǒu shénme zhèngzhuàng ma 何か症状はありますか。
13 什么样的症状? shénme yàng de zhèngzhuàng どのような症状ですか。
14 症状如何? zhèngzhuàng rúhé 症状はいかがですか。
15 严重的症状 yánzhòng de zhèngzhuàng 重い症状。
16 轻度症状 qīng dù zhèngzhuàng 軽度の症状。
17 没有症状 méiyǒu zhèngzhuàng 症状なし。
18 感冒的症状 gǎnmào de zhèngzhuàng 風邪の症状。
19 流感症状 liúgǎn zhèngzhuàng インフルエンザの症状。
20 食物中毒的症状 shíwù zhòngdú de zhèngzhuàng 食中毒の症状。
21 过敏症状 guòmǐn zhèngzhuàng アレルギー症状。
22 脱水症状 tuōshuǐ zhèngzhuàng 脱水症状。
23 戒断症状 jiè duàn zhèngzhuàng 禁断症状。
24 末期症状 mòqī zhèngzhuàng 末期症状。
25 自觉症状 zìjué zhèngzhuàng 自覚症状。
26 他的病情怎么样? tā de bìngqíng zěnme yàng 彼の病状はどのようですか。
27 病情好转 bìngqíng hǎozhuǎn 病状が好転する。
28 病情有所好转 bìngqíng yǒusuǒ hǎozhuǎn 病気がいくらかよくなる。
29 病情缓解 bìngqíng huǎnjiě 病状がやわらぐ。
30 病情恢复 bìngqíng huīfù 状態は回復に向かう。
31 病情恶化 bìngqíng èhuà 病状が悪化する。
32 病情加重 bìngqíng jiāzhòng 病状が重くなる。
33 病情平稳 bìngqíng píngwěn 病状が安定している。
34 病情安定 bìngqíng āndìng 病状が安定している。
35 病情危急 bìngqíng wéijí 病状が危険な状態である。
36 病情凶险 bìngqíng xiōngxiǎn 病状が危険な状態である。
37 病情险恶 bìngqíng xiǎn'è 病状が深刻だ。
38 病情骤变 bìngqíng zhòubiàn 病状が急変する。
39 病情不佳 bìngqíng bù jiā 病状がよくない。
40 病情发展 bìngqíng fāzhǎn 病気が進行する。
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41 病情严重 bìngqíng yánzhòng 病状が重い。
42 病情有反复 bìngqíng yǒu fǎnfù 病気が再発する。
43 病况不好 bìngkuàng bù hǎo 病状がよくない。
44 病况不太好 bìngkuàng bù tài hǎo 病状があまりよくない。
45 病势减轻 bìngshì jiǎnqīng 病状が軽くなる。
46 病势加重 bìngshì jiāzhòng 病状が重くなる。
47 病势很凶 bìngshì hěn xiōng 病状がひどく悪い。
48 健康状态良好 jiànkāng zhuàngtài liánghǎo 健康状態は良い。
49 健康状态衰退 jiànkāng zhuàngtài shuāituì 健康がおとろえる。
50 良好的状态 liánghǎo de zhuàngtài よい状態。
51 最佳状态 zuì jiā zhuàngtài 絶好調。最高のコンディション。
52 健康状况不太好 jiànkāng zhuàngkuàng bù tài hǎo 健康状態がすぐれない。
53 你身体好了吗? nǐ shēntǐ hǎo le ma あなたの体の具合はよくなりましたか。
54 我身体好了 wǒ shēntǐ hǎo le 私の身体はよくなりました。
55 身体状态好 shēntǐ zhuàngtài hǎo 体調がよい。
56 身体状态不好 shēntǐ zhuàngtài bù hǎo 体調がよくない。
57 身体状态变坏 shēntǐ zhuàngtài biàn huài 体調を崩す。
58 调节身体状态 tiáojié shēntǐ zhuàngtài 体調を整える。
59 我生病了 wǒ shēng bìng le 私は病気になった。
60 他生病住院了 tā shēngbìng zhùyuàn le 彼は病気で入院した。
61 我受伤了 wǒ shòushāng le 私は怪我をした。
62 我的脚受伤了 wǒ de jiǎo shòushāng le 足を怪我しました。
63 体温高 tǐwēn gāo 体温が高い。
64 体温低 tǐwēn dī 体温が低い。
65 血压高 xuèyā gāo 血圧が高い。
66 血压正常 xuèyā zhèngcháng 血圧は正常。
67 心律不齐 xīnlǜ bù qí 不整脈。
68 发烧 fāshāo 熱が出る。
69 发热 fārè 熱が出る。熱を発する。かっとなる。
70 低烧 dīshāo 微熱。
71 低热 dīrè 微熱。
72 咳嗽 késou せきをする。
73 流鼻涕 liú bítì 鼻水が出る。
74 淌鼻涕 tǎng bítì 鼻水が出る。
75 鼻塞 bísè 鼻がつまる。鼻づまり。
76 有痰 yǒu tán 痰が出る。
77 身体发热 shēntǐ fārè 体が発熱する。
78 身体发冷 shēntǐ fā lěng 体が冷える。
79 浑身无力 húnshēn wúlì 体がだるい。全身力がない。
80 没有精力 méiyǒu jīnglì 気力がない。
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81 无精打彩 wú jīng dǎ cǎi 元気がない。
82 没精打采 méi jīng dǎ cǎi 元気がない。
83 难受 nánshòu つらい。
84 不舒服 bùshūfu ここちよくない。気分や体調がよくない。
85 有疼痛 yǒu téngtòng 痛みがある。
86 没有疼痛 méiyǒu téngtòng 痛みはない。
87 疼 téng 痛い。かわいがる。
88 不疼 bù téng 痛くない。
89 脸色不好 liǎnsè bù hǎo 顔色がよくない。
90 出冷汗 chū lěnghàn 冷や汗がでる。
91 脚步不稳 jiǎobù bù wěn 足もとがふらつく。
92 腿脚不稳 tuǐjiǎo bù wěn 足もとがふらつく。
93 失眠 shīmián 眠れない。
94 我失眠 wǒ shīmián 私は眠れない。
95 睡眠不足 shuìmián bùzú 睡眠不足。
96 肚子疼 dùzi téng お腹が痛い。
97 腹泻 fùxiè 下痢をする。
98 拉稀 lāxī 腹を下す。臆病になる。
99 拉肚子 lā dùzi 腹を下す。
100 头痛 tóutòng 頭が痛い。
101 嗓子疼 sǎngzi téng のどが痛い。
102 牙疼 yá téng ⻭が痛い。
103 有痛经 yǒu tòngjīng 生理痛がある。
104 有经痛 yǒu jīngtòng 生理痛がある。
105 月经不调 yuèjīng bù tiáo 生理不順。
106 腰疼 yāo téng 腰が痛い。
107 呕吐 ǒutù 嘔吐(おうと)する。吐き出す。
108 恶心 ěxīn 胸がむかつく。腹が立ってむかつく。低俗だ。
109 恶心 èxīn 悪心。よくない考え。
110 食欲不振 shíyù bùzhèn 食欲不振。食欲が振るわない。
111 吐血 tùxiě 血を吐く。
112 呼吸困难 hūxī kùnnán 呼吸困難。
113 心悸 xīnjì 動悸(どうき)がする。むなさわぎがする。
114 眩晕 xuànyùn めまいがする。
115 头晕 tóuyūn めまいがする。
116 发麻 fāmá しびれる。麻痺する。
117 麻痹 mábì 麻痺。油断する。
118 麻木 mámù しびれる。感覚がなくなる。無関心だ。
119 发麻 fāmá 麻痺する。
120 失去感觉 shīqù gǎnjué 感覚がなくなる。
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121 发抖 fādǒu 体がふるえる。
122 颤抖 chàndǒu ぶるぶると震える。
123 抽筋 chōujīn 痙攣(けいれん)している。筋がつる。筋を抜く。
124 抽筋儿 chōujīnr 痙攣(けいれん)している。筋がつる。
125 溃烂 kuìlàn 傷口が化膿(かのう)する。ただれている。
126 发炎 fāyán かぶれている。炎症をおこす。
127 浮肿 fúzhǒng むくんでいる。むくみ。
128 肿胀 zhǒngzhàng 腫れている。
129 出血 chūxiě 出血する。
130 充血 chōngxuè 充血する。
131 发红 fāhóng 赤くなる。
132 发黑 fāhēi ⿊くなる。
133 发痒 fā yǎng かゆみがある。
134 被虫叮咬了 bèi chóng dīngyǎo le 虫にさされた。
135 有肿块 yǒu zhǒngkuài しこりがある。
136 化脓 huànóng 化膿している。
137 流脓 liú nóng うみがでる。
138 皮肤粗糙 pífū cūcāo 皮膚が荒れる。
139 有残尿感 yǒu cánniàogǎn 残尿感がある。
140 神志不清 shénzhì bù qīng 意識がなくなる。気が遠くなる。
141 神志模糊 shénzhì móhú 意識もうろうとなる。
142 昏厥 hūnjué 失神する。気絶する。
143 晕厥 yūnjué 失神する。気絶する。
144 有幻觉 yǒu huànjué 幻覚がある。
145 有幻听 yǒu huàntīng 幻聴がある。
146 呼吸停止 hūxī tínzhǐ 呼吸停止。
147 脉搏停了 màibó tíng le 脈が止まった。
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