
byooin de (eego) ／ At the hospital 
 

1 体のパーツ からだのパーツ karada no paatsu parts of the body 

  頭 あたま atama head 

  顔 かお kao face 

  目 め me eyes 

  鼻 はな hana nose 

  口 くち kuchi mouth 

  耳 みみ mimi ears 

  喉 のど nodo throat 

  首 くび kubi neck 

  肩 かた kata shoulders 

  腕 うで ude arm 

  指 ゆび yubi finger 

  胸 むね mune chest / breast 

  胃 い i stomach  

  お腹 おなか onaka the stomach  

  背中 せなか senaka back 

  腰 こし koshi lower back 

  太もも ふともも futomomo thigh 

  おしり おしり oshiri buttocks 

  ひざ ひざ hiza knee 

  足 あし ashi foot 

 

2 診療科 しんりょうか shinryoo ka Consultation Department 



  内科 ないか naika Internal Department 

  小児科 しょうにか shoonika Pediatrics 

  産婦人科 さんふじんか sanfujinka Obstetrics and Gynecology Department 

  泌尿器科 ひにょうきか hinyookika Urology 

  皮膚科 ひふか hifuka Dermatology  

  耳鼻科 じびか jibika Otolaryngology 

  眼科 がんか ganka Ophthalmology 

  歯科 しか shika Dentistry Department 

  外科 げか geka Surgery department 

  整形外科 せいけいげか seikeigeka Plastic Surgery  ( Orthopedic) 

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

 

3 場所 ばしょ basho Place 

  受付 うけつけ uketsuke Reception  

  待合室 まちあいしつ machiaishitsu Waiting  room 

  診察室 しんさつしつ shinsatsushitsu Consultation room 

  薬局 やっきょく yakkyoku Pharmacy 

  病室 びょうしつ byooshitsu Ward 

  会計 かいけい kaikei accounts 

 

4 検査 けんさ kensa test 

  検尿 けんさ kensa urine  test 

  心電図 しんでんず shindenzu Electro-cardiogram 

  X線検査 えっくすせんけんさ ekkususenkensa X- ray test 

  胃カメラ いかめら ikamera Gastro camera 

  採血 さいけつ saiketsu blood test 



 

5 その他 そのた sonota Others 

  外来 がいらい gairai outpatient 

  患者 かんじゃ kanjya patient 

  看護士 かんごし kangoshi nurse 

  診察券 しんさつけん shinsatsuken consultation card 

  保険証 ほけんしょう hokenshoo  insurance card 

  診察申込書 しんさつもうしこみしょ shinsatsumooshikomisho consultation form 

  問診票 もんしんひょう monshinhyoo questionnaire sheet 

  入院 にゅういん nyuuin admit   

  アレルギー アレルギー arerugii allergy 

  予防接種 よぼうせっしゅ yoboosesshu vaccination 

  体重 たいじゅう taijyuu weight 

  身長 しんちょう shincyoo height 

  麻酔 ますい masui anesthesia 

  点滴 てんてき tenteki intravenous drip 

  錠剤 じょうざい jyoozai tablet 

  粉薬 こなぐすり konagusuri powdered  medicine 

 

6 症状 しょうじょう shoojyoo symptoms 

  頭が痛いんです あたまがいたいんです atama ga itaindesu I have a headache 

  のどが痛いんです のどがいたいんです nodo ga itaindesu I have a sore throat. 

  お腹が痛いんです おなかがいたいんです onaka ga itaindesu I have a stomach ache. 

  熱があるんです ねつがあるんです netsu ga arundesu I have a fever. 

  吐き気がするんです はきけがするんです hakike ga surundesu I feel nauseous. 

  下痢なんです げりなんです gerinandesu It is diarrhea. 



  鼻水が出るんです はなみずがでるんです hanamizu ga derundesu I have a runny nose. 

  せきが出るんです せきがでるんです seki ga derundesu I have coughed. 

  寒気がするんです さむけがするんです samuke ga surundesu I feel shivering. 

  くしゃみが出るんです くしゃみがでるんです kusyami ga derundesu I am sneezing. 

  食欲がありません しょくよくがありません shokuyoku ga arimasen I have a poor appetite. 

  目がかゆいんです めがかゆいんです me ga kayuindesu My eyes are itchy. 

 


