
一口メモ 
---- もしもの時の医療英語２（あいうえお順）---- 

 
１． 症状 

 
あ 
・アレルギー    allergy 
・足のむくみ     swelling of feet 

い 
・息切れ    shortness of breath, dyspnea 
・意識消失  unconsciousness 

        ・一時的な意識喪失   blackouts, fainting, syncope 
・痛み 

・急性の痛み         acute pain 
  ・激痛              severe pain 
  ・強い痛み           sharp pain 

・鈍痛               dull pain 
   ・圧痛               pressing pain 
  ・表在性の痛み    sores 
・いぼ   wart 

うえお 
・炎症した      inflamed 
・嘔吐               vomit, throw up 

か 
・肩こり             stiffness in the shoulder 
・痒い               itchy 
・花粉        pollen 
・関節痛       pain in joint, arthralgia 

き 
・胸痛               chest pain 
・傷         wound, injury 
・筋肉痛       pain in muscle, myalgia 

くけ 
・下痢               diarrhea 
・言語障害           impediment in speech  
・痙攣               convulsion, cramp 



・血尿               bloody urine, blood in urine 
         ・混濁尿   cloudy urine 
・血便               bloody stool, blood in stool 
・下血        bleeding from rectum  
・血痰（喀血）    bloody sputum, hemoptysis 
・月経       menstruation 
・げっぷ      belching, eructation 

こ 
・呼吸困難       difficulty in breathing 
・口内炎      sore 

さしすせそ 
・さむけ             chills 
・食欲不振           loss of appetite 
・しびれ             numbness 
・痔         hemorrhoids 
・歯痛       toothache 
・充血       congestion 
・腫瘍       tumor 
・蕁麻疹（じんましん）hivey, urticarial 
・視力障害     visual problems  
・頭痛        headache 

たちつてと 
・だるさ（疲労）    tiredness, fatigue 
・体重減少      weight loss 
・帯状疱疹      shingle 
・脱毛       hair loss 

なにぬねの 
・寝汗               sweats night 
・寝違い       stiff neck 
・のどの痛み     sore throat 

はひ 
・発熱               fever 
・吐き気             nausea 
・発汗               sweats 
・皮疹      rash 
・鼻水      runny nose, rhinorrhea 



・鼻血      nosebleed, epistaxis 
・鼻づまり    stuffy nose 

ふへほ 
・腹痛               stomachache, abdominal pain 
・ふるえ             shiver 
・不眠症             insomnia 
・不整脈             irregular pulse, arrhythmia 
・太った             fat   ＜――＞  ・痩せた            thin, skinny 
・便秘               constipation 

まみむめも 
・麻痺（手足など） paralysis 
・耳だれ    runny ears 
・耳鳴り      tinnitus, ringing, buzzing 
・虫歯       dental cavity, cary 
・めまい             dizziness  

              ・回転性めまい    vertigo 
・物がぼやけて見える blurred vision 

やゆよ 
・痩せた             thin, skinny   ＜――＞ ・太った            fat 

 
 
２． 医療用語 
 
あ行 
・医師       doctor 
・院長    president 

か行 
・家族歴      family history (specify illness) 
・既往歴      personal medical history, past medical history 
・急性              acute 
・胸部 X 線検査    chest X-ray 
・血圧              blood pressure 
・解熱剤            antifebrile 
・健康診断          physical examination 
・検査              examination 
・抗ヒスタミン剤    anti-histamin 



・呼吸数            respiration rate 
さ行 
・座薬              suppository 
・歯科医      dentist 
・手術              operation 
・症状              symptom 
・消毒              sterilization 
・処方箋      prescription 
・診断              diagnosis 
・睡眠薬      sleeping pill 

た行 
・体温       temperature 
・超音波検査    ultrasound examination 
・注射              injection 
・治療              treatment 
・鎮静剤            painkiller 

な行 
・軟膏              ointment 
・入院              hospitalization 
・飲み薬            medicine 

は行 
・病歴              clinical history 
・副作用            side effect 

ま行 
・慢性              chronic 
・脈拍数            pulsation 

やらわ行 
・薬剤師      pharmacist 
・予防接種          preventive vaccination, immunizations 
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