
No 中国語 ピンイン 日本語

1 病毒 bìngdú ウイルス。
2 新型冠状病毒 xīnxíng guānzhuàng bìngdú 新型コロナウイルス。
3 新冠肺炎 xīnguān fèiyán 新型コロナウイルス肺炎。
4 新冠 xīnguān 新型コロナウイルス。
5 传染病 chuánrǎnbìng 伝染病。
6 感染病 gǎnrǎnbìng 感染症。
7 感染病症 gǎnrǎn bìngzhèng 感染症。
8 病毒感染者 bìngdú gǎnrǎn zhě ウイルス感染者。
9 病毒携带者 bìngdú xiédài zhě ウイルスのキャリア。
10 病毒对策 bìngdú duìcè ウイルス対策。
11 新型冠状病毒对策 xīnxíng guānzhuàng bìngdú duìcè 新型コロナウイルス対策。
12 感染源 gǎnrǎnyuán 感染源。
13 传染源 chuánrǎnyuán 感染源。
14 传染力 chuánrǎnlì 伝染力。感染力。
15 接触传播 jiēchù chuánbò 接触感染。
16 ⻜沫传播 fēimò chuánbò 飛沫感染。
17 空气传播 kōngqì chuánbò 空気感染。
18 气溶胶传播 qì róngjiāo chuánbò エアゾル感染。
19 密切接触者 mìqiè jiēchù zhě 濃厚接触者。
20 集团感染 jítuán gǎnrǎn 集団感染。クラスター。
21 感染轨迹 gǎnrǎn guǐjī 感染経路。
22 感染者活动轨迹 gǎnrǎnzhě huódòng guǐjī 感染者活動経路。
23 感染者移动轨迹 gǎnrǎnzhě yídòng guǐjī 感染者移動経路。
24 感染路径 gǎnrǎn lùjìng 感染経路。
25 传染途径 chuánrǎn tújìng 感染経路。
26 传播途径 chuánbò tújìng 感染経路。
27 感染路径不明患者 gǎnrǎn lùjìng bùmíng huànzhě 感染経路が不明な患者。
28 社交距离 shèjiāo jùlí 社交距離。ソーシャルディスタンス。
29 安全距离 ānquán jùlí 安全距離。ソーシャルディスタンス。
30 保持社交距离 bǎochí shèjiāo jùlí ソーシャルディスタンスを保つ。
31 避开“三密” bì kāi “sān mì” ３密を避ける。
32 密集 mìjí 密集する。
33 密切 mìqiè 密接である。
34 密闭 mìbì 密閉する。
35 呆在家 dāi zài jiā 家にこもる。ステイホーム。
36 呆在家里 dāi zài jiāli 家にこもる。ステイホーム。
37 远程办公 yuǎnchéng bàngōng テレワーク。リモートワーク。
38 家庭办公 jiātíng bàngōng 在宅勤務。
39 在家工作 zàijiā gōngzuò 家で仕事する。
40 疫情 yìqíng 伝染病の発生状態や状況。
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41 紧急事态宣言 jǐnjí shìtài xuānyán 緊急事態宣言。
42 城市封锁 chéngshì fēngsuǒ 都市封鎖。ロックダウン。
43 封城 fēngchéng 都市封鎖。ロックダウン。
44 医疗崩溃 yīliáo bēngkuì 医療崩壊。
45 感染扩大 gǎnrǎn kuòdà 感染拡大。
46 情况趋向缓和 qíngkuàng qūxiàng huǎnhé 状況はやわらぐ。
47 情况趋向好转 qíngkuàng qūxiàng hǎozhuǎn 状況がよい方向に向かう。
48 疑似感染 yísì gǎnrǎn 感染が疑われる。
49 味觉障碍 wèijué zhàng'ài 味覚障害。
50 无症状 wú zhèngzhuàng 無症状。
51 潜伏期 qiánfúqī 潜伏期。
52 发病 fābìng 発病する。
53 病毒检测 bìngdú jiǎncè ウイルス検査。
54 阳性反应 yángxìng fǎnyìng 陽性反応。
55 阴性反应 yīnxìng fǎnyìng 陰性反応。
56 隔离 gélí 隔離する。
57 抗体 kàngtǐ 抗体。
58 免疫抗体 miǎnyì kàngtǐ 免疫抗体。
59 疫苗 yìmiáo ワクチン。
60 打疫苗 dǎ yìmiáo ワクチンを打つ。
61 预防接种 yùfáng jiēzhǒng 予防接種。
62 预防针 yùfángzhēn 予防接種。
63 治疗药 zhìliáoyào 治療薬。
64 特效药 tèxiàoyào 特効薬。
65 新药 xīnyào 新薬。
66 开发新冠疫苗 kāifā xīnguān yìmiáo 新型コロナウイルスのワクチンを開発する。
67 临床试验 línchuáng shìyàn 臨床試験。
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