
byooin de (cyuugokugo) ／ 在医院 
 

1 体のパーツ からだのパーツ karada no paatsu 身体的部位 

  頭 あたま atama 头 

  顔 かお kao 脸 

  目 め me 眼睛 

  鼻 はな hana 鼻腔 

  口 くち kuchi 口腔 

  耳 みみ mimi 耳朵 

  喉 のど nodo 喉咙 

  首 くび kubi 脖子 

  肩 かた kata 肩 

  腕 うで ude 臂 

  指 ゆび yubi 手指 

  胸 むね mune 胸 

  胃 い i 胃 

  お腹 おなか onaka 腹 

  背中 せなか senaka 背 

  腰 こし koshi 腰 

  太もも ふともも futomomo 大腿 

  おしり おしり oshiri 臀 

  ひざ ひざ hiza 膝盖 

  足 あし ashi 脚 

 

2 診療科 しんりょうか shinryoo ka 诊疗室 



  内科 ないか naika 内科 

  小児科 しょうにか shoonika 小儿科 

  産婦人科 さんふじんか sanfujinka 妇产科 

  泌尿器科 ひにょうきか hinyookika 泌尿科 

  皮膚科 ひふか hifuka 皮肤科 

  耳鼻科 じびか jibika 耳鼻科 

  眼科 がんか ganka 眼科 

  歯科 しか shika 牙科 

  外科 げか geka 外科 

  整形外科 せいけいげか seikeigeka 矫形外科 

  精神診療科 せいしんしんりょうか seishinshinryooka 精神科 

 

3 場所 ばしょ basho 场所 

  受付 うけつけ uketsuke 挂号处 

  待合室 まちあいしつ machiaishitsu 候诊室 

  診察室 しんさつしつ shinsatsushitsu 诊疗室 

  薬局 やっきょく yakkyoku 取药处 

  病室 びょうしつ byooshitsu 病房 

  会計 かいけい kaikei 收款处 

 

4 検査 けんさ kensa 检查 

  検尿 けんさ kensa 验尿 

  心電図 しんでんず shindenzu 心电图 

  X線検査 えっくすせんけんさ ekkususenkensa X线检查 

  胃カメラ いかめら ikamera 胃镜 

  採血 さいけつ saiketsu 验血 



 

5 その他 そのた sonota 其他 

  外来 がいらい gairai 门诊 

  患者 かんじゃ kanjya 患者 

  看護士 かんごし kangoshi 护士 

  診察券 しんさつけん shinsatsuken 诊疗卡 

  保険証 ほけんしょう hokenshoo 保险证 

  診察申込書 しんさつもうしこみしょ shinsatsumooshikomisho 诊疗申请单 

  問診票 もんしんひょう monshinhyoo 问诊表 

  入院 にゅういん nyuuin 住院 

  アレルギー アレルギー arerugii 过敏 

  予防接種 よぼうせっしゅ yoboosesshu 预防针 

  体重 たいじゅう taijyuu 体重 

  身長 しんちょう shincyoo 身高 

  麻酔 ますい masui 麻醉 

  点滴 てんてき tenteki 点滴 

  錠剤 じょうざい jyoozai 药片 

  粉薬 こなぐすり konagusuri 面药 

 

6 症状 しょうじょう shoojyoo 症状 

  頭が痛いんです あたまがいたいんです atama ga itaindesu 头疼 

  のどが痛いんです のどがいたいんです nodo ga itaindesu 嗓子疼 

  お腹が痛いんです おなかがいたいんです onaka ga itaindesu 肚子疼 

  熱があるんです ねつがあるんです netsu ga arundesu 发烧 

  吐き気がするんです はきけがするんです hakike ga surundesu 恶心，想要呕吐 

  下痢なんです げりなんです gerinandesu 拉肚子 



  鼻水が出るんです はなみずがでるんです hanamizu ga derundesu 出鼻水 

  せきが出るんです せきがでるんです seki ga derundesu 咳嗽 

  寒気がするんです さむけがするんです samuke ga surundesu 感到寒冷 

  くしゃみが出るんです くしゃみがでるんです kusyami ga derundesu 打喷嚏 

  食欲がありません しょくよくがありません shokuyoku ga arimasen 没有食欲 

  目がかゆいんです めがかゆいんです me ga kayuindesu 眼睛发痒 

 


