
No 中国語 ピンイン 日本語

1 新型冠状病毒肺炎 xīnxíng guānzhuàng bìngdú fèiyán 新型コロナウイルス感染症。
2 新冠肺炎 xīnguān fèiyán 新型コロナウイルス感染症。
3 新冠 xīnguān 新型コロナウイルス感染症。
4 病毒 bìngdú ウイルス。
5 新冠病毒 xīnguān bìngdú 新型コロナウイルス。
6 疫苗 yìmiáo ワクチン。
7 新冠疫苗 xīnguān yìmiáo 新型コロナウイルスワクチン。
8 新冠灭活疫苗 xīnguān mièhuó yìmiá 新型コロナ不活化ワクチン。
9 疫苗接种 yìmiáo jiēzhòng ワクチン接種。
10 接种疫苗 jiēzhòng yìmiáo ワクチンを接種する。
11 已经接种了疫苗 yǐjīng jiēzhòng le yìmiáo すでにワクチンを接種した。
12 我已经打了疫苗 wǒ yǐjīng dǎ le yìmiáo 私はすでにワクチンを打った。
13 打针 dǎzhēn 注射を打つ。
14 我打一次针 wǒ dǎ yī cì zhēn 私は一度注射を打つ。
15 已经打了一针 yǐjīng dǎ le yī zhēn すでに一回注射した。
16 防疫 fángyì 伝染病を予防する。
17 打防疫针 dǎ fángyìzhēn 予防注射をする。
18 防疫措施 fángyì cuòshī 防疫措置。
19 清零防疫政策 qīnglíng fángyì zhèngcè 伝染病をゼロにする政策。
20 新冠清零政策 xīnguān qīnglíng zhèngcè ゼロコロナ政策。
21 动态清零政策 dòngtài qīnglíng zhèngcè 動態ゼロコロナ政策。
22 抗疫 kàngyì 防疫(ぼうえき)。疾病(しっぺい)の流行や感染の防止。
23 抗疫措施 kàngyì cuòshī 防疫(ぼうえき)措置。
24 战疫 zhànyì 疫病との戦い。防疫(ぼうえき)戦争。
25 战疫前线 zhànyì qiánxiàn 防疫(ぼうえき)戦争の前線。
26 免疫 miǎnyì 免疫。
27 免疫力 miǎnyìlì 免疫力。
28 增强免疫力 zēngqiáng miǎnyìlì 免疫力を強める。
29 提高免疫力 tígāo miǎnyìlì 免疫力を高める。
30 抵抗力 dǐkànglì 抵抗力。抗体。
31 没有抵抗力 méiyǒu dǐkànglì 抵抗力がない。
32 抗体 kàngtǐ 抗体。
33 免疫抗体 miǎnyì kàngtǐ 免疫抗体。
34 产生抗体 chǎnshēng kàngtǐ 抗体ができる。
35 疫情 yìqíng 伝染病の発生状況。伝染病の流行状況。
36 控制疫情 kòngzhì yìqíng 疫病の蔓延(まんえん)を防ぐ。
37 新冠疫情 xīnguān yìqíng 新型コロナ発生状況。
38 疫情最新情况 yìqíng zuìxīn qíngkuàng 伝染病発生の最新状況。
39 第四波疫情 dì sì bō yìqíng 第４波の蔓延(まんえん)状況。
40 疫情爆发 yìqíng bàofā 感染爆発。
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41 感染 gǎnrǎn 感染する。感化する。影響を与える。
42 感染爆发 gǎnrǎn bàofā 感染爆発。
43 感染了新冠病毒 gǎnrǎn le xīnguān bìngdú 新型コロナウイルスに感染した。
44 防控 fángkòng 予防、抑制をする。
45 防控工作 fángkòng gōngzuò 予防、抑制のための働き。
46 预防 yùfáng 予防する。
47 预防控制 yùfáng kòngzhì 予防管理。
48 预防疾病 yùfáng jíbìng 疾病(しっぺい)を予防する。
49 疾病预防控制 jíbìng yùfáng kòngzhì 疾病(しっぺい)の予防管理。
50 疾控 jíkòng 疾病(しっぺい)の予防管理。
51 封锁 fēngsuǒ 封鎖する。
52 封锁城市 fēngsuǒ chéngshì 都市を封鎖する。
53 城市封锁 chéngshì fēngsuǒ 都市封鎖。
54 公寓封锁 gōngyù fēngsuǒ 共同住宅の封鎖。マンション封鎖。
55 全面封锁 quánmiàn fēngsuǒ 全面封鎖。
56 封城 fēngchéng 都市封鎖。ロックダウン。
57 实施强制封锁 shíshī qiángzhì fēngsuǒ 強制封鎖を実施する。
58 实施抗疫封锁 shíshī kàngyì fēngsuǒ 防疫(ぼうえき)のための封鎖を実施する。
59 隔离 gélí 隔離する。
60 居家隔离 jūjiā gélí 自宅隔離。
61 PCR核酸检测 PCR hésuān jiǎncè PCR検査。
62 新冠病毒核酸检测 xīnguān bìngdú hésuān jiǎncè 新型コロナウイルスの検査。
63 阳性 yángxìng 陽性。陽性の。
64 阳性反应 yángxìng fǎnyìng 陽性反応。
65 阴性 yīnxìng 陰性。陰性の。
66 阴性证明书 yīnxìng zhèngmíngshū 陰性証明書。
67 变异 biànyì 変異。
68 新冠病毒变异株 xīnguān bìngdú biànyìzhū 新型コロナウイルスの変異株。
69 变种 biànzhǒng 変種。目先を変えただけの陳腐なもの。
70 病毒变种 bìngdú biànzhǒng ウイルス変種。
71 后遗症 hòuyízhèng 後遺症。
72 新冠疫情进入第三年 xīnguān yìqíng jìnrù dì sān nián 新型コロナの流行状況が三年目に入る。
73 严重的经济损失 yánzhòng de jīngjì sǔnshī 深刻な経済的損失。
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