
No 中国語 ピンイン 日本語

1 药 yào 薬。
2 药费 yàofèi 薬代。
3 药品 yàopǐn 薬品。薬物や化学薬剤の総称。
4 药剂 yàojì 薬剤。
5 药物 yàowù 薬物。薬品。
6 医药 yīyào 医療と薬。
7 医药品 yīyàopǐn 医薬品。
8 医药费 yīyàofèi 医療費と薬代。
9 ⻄药 xīyào ⻄洋医学で⽤いる薬。
10 中药 zhōngyào 漢方薬。
11 国药 guóyào 漢方薬。
12 生药 shēngyào 生薬。
13 草药 cǎoyào 生薬。
14 药草 yàocǎo 薬草。
15 良药 liángyào よく効く薬。良薬。
16 速效药 sùxiàoyào 即効薬。
17 特效药 téxiàoyào 特効薬。
18 妙药 miàoyào 妙薬。
19 灵丹妙药 língdānmiàoyào 霊薬。不思議な効き目がある薬。
20 神药 shényào すごい薬。最高の薬。
21 治疗药 zhìliáoyào 治療薬。
22 治疗药物 zhìliáo yàowù 治療薬。
23 预防剂 yùfángjì 予防剤。
24 预防药 yùfángyào 予防薬。
25 预防药物 yùfáng yàowù 予防薬。
26 疫苗 yìmiáo ワクチン。
27 药方 yàofāng 処方。処方箋(しょほうせん)。
28 药方儿 yàofāngr 処方。処方箋(しょほうせん)。
29 内服药 nèifúyào 内服薬。飲み薬。
30 外敷药 wàifūyào 塗り薬。
31 涂剂 tújì 塗る調合剤。塗り薬。
32 外⽤药 wàiyòng yào 付け薬。
33 外⽤药水 wàiyòng yào shuǐ 塗る薬液。
34 药膏 yàogāo 膏薬(こうやく)。練り薬。塗り薬。
35 膏药 gāoyao 膏薬(こうやく)。練り薬。塗り薬。
36 敷贴药 fūtiēyào 膏薬(こうやく)。
37 汤药 tāngyào 煎(せん)じ薬。
38 丸药 wányào 丸薬(がんやく)。
39 药片 yàopiàn 錠剤(じょうざい)。
40 胶囊药 jiāonányào カプセル剤。
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41 散剂 sǎnjì 粉薬(こなぐすり)。
42 坐药 zuòyào 座薬。
43 药水 yàoshuǐ 水薬。薬液。
44 水剂 shuǐjì 水薬。薬液。
45 点滴药物 diǎndī yàowù 点滴薬。
46 感冒药 gǎnmàoyào 風邪薬。
47 止咳药 zhǐkéyào せき止め。
48 退烧药 tuìshāoyào 解熱剤(げねつざい)。
49 解热剂 jiěrèjì 解熱剤(げねつざい)。
50 头痛药 tóutòngyào 頭痛薬。
51 头疼药 tóuténgyào 頭痛薬。
52 胃药 wèiyào 胃薬。
53 肠胃药 chángwèiyào 胃腸薬。
54 泻药 xièyào 下剤(げざい)。
55 止泻药 zhǐxièyào 下痢止め。
56 消化剂 xiāohuàjì 消化剤。食物の消化を促進する薬剤。
57 通便药 tōngbiànyào 便秘薬。
58 解毒药 jiědúyào 解毒剤。
59 止痛药 zhǐtòngyào 鎮痛薬。鎮痛剤。
60 镇痛药 zhèntòngyào 鎮痛薬。鎮痛剤。
61 镇痛剂 zhèntòngjì 鎮痛剤。
62 眼药 yǎnyào 目薬。
63 眼药水 yǎnyàoshuǐ 目薬。点眼薬。
64 止痒药 zhǐyǎngyào かゆみ止め。
65 止痒膏 zhǐyǎnggāo かゆみ止め。
66 止痒剂 zhǐyǎngjì かゆみ止め。
67 脚癣药 jiǎoxuǎnyào 水虫薬。
68 脚气药 jiǎoqìyào 水虫薬。
69 补药 bǔyào 強壮剤。栄養剤。
70 安眠药 ànmiányào 睡眠薬。
71 麻醉药 mázuìyào 麻酔薬。
72 剧药 jùyào 劇薬。
73 毒药 dúyào 毒薬。
74 麻药 máyào 麻薬。
75 蒙汗药 ménghànyào しびれ薬。
76 兴奋剂 xīngfènjì 覚醒剤。
77 春药 chūnyào 媚薬(びやく)。
78 农药 nóngyào 農薬。
79 吃药 chīyào 薬を飲む。
80 服药 fúyào 薬を飲む。
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81 喝药 hēyào 水薬を飲む。
82 擦药 cāyào 薬を塗る。
83 涂药 túyào 薬を塗る。
84 抹药 mǒyào 薬を塗る。
85 上药 shàng yào 薬を塗る。
86 外敷 wàifū 塗り薬を患部に塗る。
87 上药膏 shàng yàogāo 膏薬(こうやく)をはる。
88 上眼药 shàng yǎnyào 目薬をさす。陰で人の悪口を言う。
89 点眼药 diǎn yǎnyào 目薬をさす。
90 调剂 tiáojì 薬を調合する。調剤する。適度に調整する。
91 配药 pèiyào 調剤する。薬を調合する。
92 调制 tiáozhì 調合する。電磁波や高周波を変調させる。
93 配制 pèizhì 調合して作る。混ぜ合わせて作る。
94 抓药 zhuāyào 漢方薬を調合する。漢方薬店で薬を買う。
95 下药 xiàyào 薬を処方する。投薬する。毒を盛る。
96 开药方 kāi yàofāng 薬を処方する。
97 药物医治 yàowù yīzhì 薬で治す。
98 接种疫苗 jiēzhǒng yìmiáo ワクチンを接種する。
99 一天两次, 一次两粒 yī tiān liǎng cì, yī cì liǎng lì １日２回、一度に二粒。
100 十二小时一次 shí'èr xiǎoshí yī cì １２時間に１回。
101 饭前 fàn qián 食前。
102 饭中 fàn zhōng 食中。
103 饭后 fàn hòu 食後。
104 饭前服 fàn qián fú 食前服⽤。
105 餐前服药 cān qián fúyào 食前服⽤。
106 餐中服药 cān zhōng fúyào 食中服⽤。
107 饭前服⽤的药物 fàn qián fúyòng de yàowù 食事の前に服⽤する薬。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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