
No 中国語 ピンイン 日本語

1 就医 jiùyī 医者にかかる。
2 就诊 jiùzhěn 医者にかかる。
3 看病 kànbìng 診察する。診察を受ける。病人を見舞う。
4 诊视 zhěnshì 診察する。
5 诊察 zhěnchá 診察する。
6 诊病 zhěnbìng 診察する。
7 诊断 zhěnduàn 診断する。
8 接受诊察 jiēshòu zhěnchá 診察を受ける。受診する。
9 接受诊断 jiēshòu zhěnduàn 診断を受ける。受診する。
10 受诊 shòuzhěn 受診する。
11 门诊 ménzhěn 外来の診療をする。
12 出诊 chūzhěn 往診する。
13 初诊 chūzhěn 初診。
14 复诊 fùzhěn 再診する。
15 诊疗 zhěnliáo 診療する。
16 诊治 zhěnzhì 診療する。治療する。
17 体检 tǐjiǎn 身体検査。健康診断。
18 检查 jiǎnchá 調べる。検査する。検閲する。自分の誤りを反省する。
19 检察 jiǎnchá 犯罪などを取り調べて告発する。検事。
20 手术 shǒushù 手術。手術する。
21 大手术 dàshǒushù 大手術。大手術する。
22 动手术 dòng shǒushù 手術する。
23 做手术 zuò shǒushù 手術する。
24 施行手术 shīxíng shǒushù 手術を実施する。
25 接受手术 jiēshòu shǒushù 手術を受ける。
26 开刀 kāidāo 手術をする。手術を受ける。余分なものを取り除く。処分する。

27 住院 zhùyuàn 入院する。
28 住医院 zhù yīyuàn 病院に入院する。
29 送进医院 sòngjìn yīyuàn 病院に入れる。
30 出院 chūyuàn 退院する。
31 住院出院 zhùyuàn chūyuàn 入退院。
32 住院和出院 zhùyuàn hé chūyuàn 入院と退院。入退院。
33 治疗 zhìliáo 治療する。
34 医治 yīzhì 治療する。
35 看护 kānhù 看護する。看病する。
36 护理 hùlǐ 病人を看護する。介護する。手入れする。
37 照护 zhàohù 世話をする。看護する。介護する。
38 照顾 zhàogù 世話をする。注意する。気を配る。商売でひいきにする。
39 照看 zhàokàn 面倒を見る。世話をする。
40 照料 zhàoliào 面倒を見る。世話をする。
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41 照应 zhàoying 面倒を見る。世話をする。
42 照应 zhàoyìng 呼応する。調子を合わせる。
43 关照 guānzhào 面倒を見る。世話をする。口頭で知らせる。
44 观照 guānzhào 細かく観察する。
45 看望 kànwàng 年⻑者や親しい人を訪ねる。
46 看望病人 kànwàng bìngrén 病人を見舞う。
47 探望 tànwàng 遠くの友人や病人などを見舞う。様子を見る。
48 慰问 wèiwèn 慰問する。見舞う。
49 医疗 yīliáo 医療。
50 医护 yīhù 治療し看護する。
51 医务 yīwù 医療業務。
52 医院 yīyuàn 病院。
53 诊所 zhěnsuǒ 小規模な診療所。クリニック。
54 医生 yīshēng 医者。医師。
55 大夫 dàifu 医者。医者に対する呼びかけの言葉。
56 护士 hùshi 看護師。看護婦。
57 看护人 kānhùrén 看護人。介護者。
58 医疗人员 yīliáo rényuán 医療に携わる者。医療スタッフ。
59 医护人员 yīhù rényuán 医療に携わる者。医療スタッフ。
60 医务人员 yīwù rényuán 医療業務者。
61 患者 huànzhě 患者。
62 病人 bìngrén 病人。患者。
63 门诊患者 ménzhěn huànzhě 外来患者。
64 门诊病人 ménzhěn bìngrén 外来患者。
65 症状 zhèngzhuàng 症状。
66 病状 bìngzhuàng 病状。
67 病情 bìngqíng 病状。
68 病况 bìngkuàng 病状。
69 病势 bìngshì 容態。症状。病気の重さ。
70 康复 kāngfù 健康を回復する。
71 康复锻炼 kāngfù duànliàn 健康を回復する鍛錬(たんれん)。リハビリ。
72 恢复 huīfù 回復する。取り戻す。
73 痊愈 quányù 病気が完治する。
74 好转 hǎozhuǎn 好転する。
75 恶化 èhuà 悪化する。悪化させる。
76 诊室 zhěnshì 診察室。
77 诊察室 zhěncháshì 診察室。
78 医务所 yīwùsuǒ 学校や職場などの医務室。保健室。
79 门诊部 ménzhěnbù 外来診察。
80 手术室 shǒushùshì 手術室。
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81 病房 bìngfáng 病室。
82 病室 bìngshì 病室。
83 候诊室 hòuzhěnshì 医療機関の待合室。
84 等候室 děnghòushì 待合室。
85 挂号 guàhào 順番の番号をつける。登録する。申し込む。書留にする。
86 挂号处 guàhàochù 登録受付。外来受付。
87 挂号室 guàhàoshì 登録受付。外来受付。
88 挂号证 guàhàozhèng 登録証。診察券。
89 挂好卡 guàhǎokǎ 登録カード。診察券。
90 挂号费 guàhàofèi 登録料。初診料。
91 就诊日 jiùzhěnrì 診察日。
92 门诊日 ménzhěnrì 診察日。
93 门诊时间 ménzhěn shíjiān 外来診察時間。
94 诊费 zhěnfèi 診察料。
95 初诊费 chūzhěnfèi 初診料。
96 门诊费 ménzhěnfèi 診察料。
97 住院费 zhùyuànfèi 入院費。
98 去医院 qù yīyuàn 病院に行く。通院する。
99 到医院去 dào yīyuàn qù 病院まで行く。通院する。
100 定期去医院 dìngqí qù yīyuàn 定期的に病院に行く。通院する。
101 经常去医院 jīngcháng qù yīyuàn しょっちゅう病院に行く。通院する。
102 我去医院看病 wǒ qù yīyuàn kànbìng 私は病院に行って診察を受けます。私は通院します。
103 上医院 shàng yīyuàn 病院に行く。通院する。
104 看病去 kànbìng qù 病気を見てもらいに行く。病気を見に行く。
105 去看看病吧 qù kànkànbìng ba 受診しに行きなさいよ。
106 我看病人去 wǒ kàn bìngrén qù 私は病人の見舞いに行く。
107 经常就诊的医生 jīngcháng jiùzhěn de yīshēng よくかかる医者。かかりつけの医者。
108 熟悉的大夫 shúxī de dàifu なじみの医者。かかりつけの医者。
109 医生给患者看病 yīshēng gěi huànzhě kànbìng 医者が患者を診察する。
110 请医生看病 qǐng yīshēng kànbìng 医者に診てもらう。
111 让医生看病 ràng yīshēng kànbìng 医者に診てもらう。
112 我在美国医院看过病 wǒ zài Měiguó yīyuàn kàn guò bìng 私はアメリカの病院で診察を受けたことがある。
113 诊察患者 zhěnchá huànzhě 患者を診る。
114 诊察病情 zhěnchá bìngqíng 病状を診る。
115 挂门诊 guà ménzhěn 外来診察の受付をする。
116 看门诊 kān ménzhěn 外来で診てもらう。
117 我住院了 wǒ zhùyuàn le 私は入院した。
118 我生病住院了 wǒ shēngbìng zhùyuàn le 私は病気をして入院した。
119 我受伤住院了 wǒ shòushāng zhùyuàn le 私は怪我をして入院した。
120 医生要求我住院治疗 yīshēng yāoqiú wǒ zhùyuàn zhìliáo 医者は私に入院治療を要求する。
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121 我住了两个月院 wǒ zhù le liǎng ge yuè yuàn 私は二か月入院した。
122 他被送进了医院 tā bèi sòngjìn le yīyuàn 彼は病院に運び込まれた。
123 祝你早日出院 zhù nǐ zǎorì chūyuàn あなたが早く退院できることを願っています。
124 我出了院就回家了 wǒ chū le yuàn jiù huíjiā le 私は退院してすぐに家に帰った。
125 看护病人 kānhù bìngrén 病人の看護をする。
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