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MEDICAL VOCABULARY LIST   Parts of the body   

① Symptons  

② At the hospital  

③ Ophthalmology/Eye  

④ Ear, Nose and Throat  

⑤ Pulmonary Medicine/Lungs  

⑦ Cardiology/Heart  

⑧ Digestive Organs  

⑨ Obstetrics and Gynecology  

⑩ Urology  

⑪ Orthopedics  

⑫ Neurology   

  ① Parts of the body (からだ－体)   

abdomen  はら／おなか  腹  

ankle  くるぶし／あしくび  踝／足首  

anus  こうもん  肛門  

arm  うで  腕  

back  せなか  背中  

bone  ほね  骨  

buttocks  (お)しり  (お)尻  

calf  ふくらはぎ    

chest  むね  胸  

chin  あご  顎  

ear  みみ  耳  

elbow  ひじ  肘  

eye  め  目  

face  かお  顔  

finger  ゆび  指  

 

foot  あし  足  

forearm  ぜんわん  前腕  

forehead  ひたい／おでこ  額／おでこ  

hair  かみ  髪  



2 

hand  て  手  

head  あたま  頭  

heart  しんぞう  心臓  

back  こし  腰  

jaw  あご  顎  

joint  かんせつ  関節  

knee  ひざ  膝  

lip  くちびる  唇  

mouth  くち  口  

muscle  きんにく  筋肉  

nape  くびすじ  首筋  

neck  くび  首  

nose  はな  鼻  

shoulder  かた  肩  

skin  ひふ  皮膚  

stomach  い  胃  

thigh  ふともも  太股  

throat  のど  喉 or 咽  

waist  どう／ウェスト  胴  

wrist  てくび  手首  

 ② Symptons (しょうじょう－症状)  

anaemia  ひんけつ  貧血  

bleeding  しゅっけつ  出血  

blood pressure  けつあつ  血圧  

to breathe in  いきを すう  息を吸う  

to breathe out  いきを はく  息を吐く  

to calm down/to subside  おさまる  治まる  

chill  さむけ  寒気  
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constipation  べんぴ  便秘  

convulsion  けいれん  痙攣  

to be dazed  ぼんやり する    

diarrhea  げり  下痢  

discomfort  ふかいかん  不快感  

dizziness  めまい  目眩  

dull pain  にぶい いたみ  鈍い痛み  

depression  うつ  欝  

edema/swelling  むくみ  浮腫  

faint  しっしん   失神  

fatigue  ひろう  疲労  

to have a fever  ねつが ある  熱がある  

headache  ずつう  頭痛  

heartburn  むねやけ  胸焼け  

to be inflamed  えんしょうを おこす  炎症を起こす  

injury  けが  怪我  

irregular  ふきそくな  不規則な  

itchy  かゆい  痒い  

insomnia  ふみん しょう  不眠症  

nausea  はきけ  吐き気  

night sweat  ねあせ  寝汗  

no appetite  しょくよく ふしん  食欲不振  

numbness  しびれ  痺れ  

pain in ～  ～ がいたい  ～ が痛い  

to be pale  かおいろが わるい  顔色が悪い  

regularly  きそくてきに  規則的に  

sharp pain  するどい いたみ  鋭い痛み  
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piercing pain  さすような いたみ  刺すような痛み  

to shiver  ふるえる  震える  

stiff shoulders, neck  かたこり  肩こり  

swollen  はれている  腫れている  

to vomit  はく  吐く  

urination  はいにょう  排尿  

whole body  ぜんしん  全身  

 ③ At the hospital (びょういん－病院)  

cancer drugs  こうがんざい  抗癌剤  

blood test  けつえき けんさ  血液検査  

chart  カルテ   診察室  

chemotherapy  かがく りょうほう  化学療法  

consulting room  しんさつしつ  診察室  

contagion  でんせんびょう  伝染病  

daily exam by doctor  かいしん  回診  

deep respiration/breath  しん こきゅう  深呼吸  

to be discharged  (from hospital)  たいいん する  退院する  

disease  びょうき  病気  

an emergency  きんきゅう  緊急  

enema  かんちょう  浣腸  

examination  けんさ  検査  

first aid  おうきゅう てあて  応急手当  

glucose water  ブドウとう えき  ブドウ糖液  

heartbeat  しんおん  心音  

hospital   びょういん  病院  

to be hospitalized, go into 
hospital  

にゅういん する  入院する  

infection  かんせん  感染  

ice bag  こおり まくら  氷枕  
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injection  ちゅうしゃ  注射  

immunization  よぼう せっしゅ  予防接種  

intravenous drip  てんてき  点滴  

local anesthetic  きょくぶ ますい  局部麻酔  

medical doctor  いしゃ  医者  

medicine, medication  くすり  薬  

nurse  かんごし  看護師  

nutrition  えいよう  栄養  

operation  しゅじゅつ  手術  

out-patient  がいらい かんじゃ  外来患者  

painkillers   いたみ どめ  痛み止め  

patient  かんじゃ  患者  

pharmacy  やっきょく  薬局  

physical check-up, medical  けんこう しんだん  健康診断  

prescription  しょほうせん  処方箋  

protein  たんぱく  蛋白  

pulse  みゃく  脈  

recovery  かいふく  回復  

recur, return, relapse (eg cancer)  さいはつ する  再発する  

share a room  どうしつ  同室 

scales (for weighing)  はかり  秤  

side effect  ふくさよう  副作用  

spinal anesthetic  せきずい ますい  脊髄麻酔  

to spread, transfer  てんい する  転移する  

to sterilize  しょうどく する  消毒する  

stretcher  たんか  担架  

symptom  しょうじょう  症状  
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to take stitches out   ばっし する  抜糸する  

to take blood  さいけつ する  採血する  

temperature  たいおん  体温  

to have a temperature  ねつ が ある  熱がある  

thermometer  たいおんけい  体温計  

vaccine  ワクチン    

virus  ウィルス    

visitor  めんかいにん  面会人  

visiting hours  めんかいじかん  面会時間  

visit hospital regularly as a patient  つういん する  通院する  

waiting room  まちあいしつ  待合室  

ward  びょうとう  病棟  

weight  たいじゅう  体重  

x-ray  レントゲン    

x-ray therapy  Xせんりょうほう  X線療法  

 ④ Ophthalmology/Eye (がんか－眼科)  

astigmatism  らんし  乱視  

blurred vision  めが かすむ  目がかすむ  

cataract  はくないしょう  白内障  

color blindness  しきもう  色盲  

conjunctivitis  けつまくえん  結膜炎  

discharge from eyes  めやにが でる  目やにが出る  

eyeball  がんきゅう  眼球  

eyesight  しりょく  視力  

glaucoma  りょくないしょう  緑内障  

long-sighted  えんし  遠視  

short-sighted  きんし  近視  

bloodshot eye  じゅうけつ  充血  
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squint  しゃし  斜視  

sty  ものもらい    

tear  なみだ  涙  

 ⑤ Ear, Nose and Throat Department (じびか－耳鼻科)  

 

a cold  かぜ  風邪  

eardrum  こまく  鼓膜  

hard of hearing  なんちょう  難聴  

hoarse, wheezy   のどが ぜいぜいする  喉がぜいぜいする  

nose-bleed  はなじ  鼻血  

nostrils  びこう  鼻孔  

Inflammation of middle ear     ちゅうじえん  中耳炎  

ringing in the ears  みみなり  耳鳴り  

runny nose  はなみず  鼻水  

to rupture the eardrum  こまくを やぶる  鼓膜を破る  

a sneeze  くしゃみ    

a snore  いびき    

a sore throat  のどが いたい  喉が痛い  

a stuffy nose  はな づまり  鼻詰まり  

 ⑥ Pulmonary Medicine/Lungs (こきゅうきか－呼吸器科)  

asthma  ぜんそく  喘息  

bronchitis  きかんしえん  気管支炎  

chest pain  むねの いたみ  胸の痛み  

cough  せき  咳  

breathing difficulties  こきゅう こんなん  呼吸困難  

influenza  インフルエンザ    

lung cancer  はいがん  肺癌  

pneumonia  はいえん  肺炎  

phlegm  たん  痰  
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pollinosis (reaction to pollen)  かふんしょう  花粉症  

tonsillitis  へんとうせんえん  扁桃腺炎  

tonsils  へんとうせん  扁桃腺  

tuberculosis  けっかく  結核  

windpipe  きかん  気管  

⑦ Cardiology/Heart (じゅんかんきか－循環器科)   

anaemia  ひんけつ   貧血  

arrhythmia,irregular heart beat ふせいみゃく   不整脈  

artery  どうみゃく   動脈  

blood  ち   血  

blood vessel  けっかん   血管  

cerebral infarction  のう こうそく   脳梗塞  

cerebral hemorrhage  のう しゅっけつ   脳出血  

cardiac failure  しんふぜん   心不全  

(it’s) difficult to breathe  いきぐるしい   息苦しい  

heart attack  しんぞう ほっさ   心臓発作  

high blood pressure  こう けつあつ   高血圧  

low blood pressure  てい けつあつ   低血圧  

lymph gland  リンパせん   リンパ腺  

myocardial infarction  しんきん こうそく   心筋梗塞  

palpitation  どうき   動悸  

respiration  こきゅう   呼吸  

red blood cell  せっけっきゅう   赤血球  

shortness of breath  いきぎれ   息切れ  

thrombosis  けっせんしょう   血栓症  

thyroid gland  こうじょうせん   甲状腺  

to vomit blood  とけつする   吐血する  

white blood cell  はっけっきゅう   白血球  
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 ⑧ Digestive organs (しょうかきか－消化器科)   

abdominal pain  ふくつう  腹痛  

anus  こうもん  肛門  

appendicitis  もうちょうえん、ちゅうすいえん  盲腸炎、虫垂炎  

appendix  もうちょう  盲腸  

bloody stool  けつべん  血便  

bowel movement  べんつう  便通  

cancer of the oesphagus  しょくどうがん  食道癌  

cancer of the large intestine  だいちょうがん  大腸癌  

cancer of the pancreas  すいぞうがん  膵臓癌  

cancer of the rectum  ちょくちょうがん  直腸癌  

cancer of the stomach  いがん  胃癌  

constipation  べんぴ  便秘  

diabetes   とうにょうびょう  糖尿病  

diarrhea  げり  下痢  

digestion  しょうか  消化  

duodenal ulcer  じゅうにしちょう  かいよう  十二指腸潰瘍  

faeces, stool  べん  便  

food poisoning  しょくちゅうどく  食中毒  

gall bladder  たんのう  胆嚢  

gallstone (disease)  たんせき(しょう)  胆石(症)  

gastric ulcer  いかいよう  胃潰瘍  

gastritis  いえん  胃炎  

hemorrhoids  じ  痔  

hepatic cancer  かんがん  肝癌  

indigestion  しょうか ふりょう  消化不良  

intestine  ちょう  腸  



10 

jaundice  おうだん  黄疸  

kidney  じんぞう  腎臓  

liver  かんぞう  肝臓  

pancreas  すいぞう  膵臓  

rectum  ちょくちょう  直腸  

renal failure  じんふぜん  腎不全  

stomach ache  いつう  胃痛  

viral hepatitis(A,B,C,..)  ウィルスせい かんえん  ウィルス性肝炎 

⑨ Obstetrics and Gynecology (さんふじんか－産婦人科)  

afterbirth  あとざん  後産  

amnion/bag of waters  ようまく  羊膜  

amiotic fluid  ようすい  羊水  

baby  あかちゃん  赤ちゃん  

baby bottle  ほにゅうびん  ほ乳瓶  

bottom  おしり    

baby’s movement  たいどう  胎動  

birth certificate  しゅっせい しょうめいしょ 出生証明書  

bowel movement  うんち    

breast cancer  にゅうがん  乳癌  

breast pump  さくにゅうき  搾乳機  

breast/mother’s milk  ぼにゅう  母乳  

breast feeding, nursing  じゅにゅう、おっぱいを あげる  授乳  

burp  げっぷする    

Caesarean  ていおう せっかい  帝王切開  

Mother’s first milk  しょにゅう  初乳  

contraction  じんつう  陣痛  
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cystitis,  bladder 
infection  

ぼうこうえん  膀胱炎  

delivery room  ぶんべんしつ  分娩室  

delivery table  ぶんべんだい  分娩台  

diaper, nappy  オムツ    

diaper rash  オムツかぶれ  オムツ被れ  

due date  よていび  予定日  

father attends birth  たちあい しゅっさん  立ち会い出産  

fetus   たいじ  胎児  

first childbirth  ういざん  初産  

formula, powdered milk  こなみるく  粉ミルク  

 

internal exam  ないしん  内診  

to lie prone/on one’s face  うつぶせ  うつ伏せ  

postnatal vaginal discharge おろ（もの）  悪露   

menstruation, period  せいり  生理  

midwife  じょさんし  助産士  

miscarriage  りゅうざん  流産  

morning sickness/nausea  つわり  悪阻  

official record book for mother and baby  ぼし てちょう  母子手帳  

new baby  しんせいじ  新生児  

nursery  しんせいじ しつ  新生児室  

pelvis  こつばん  骨盤  

placenta  たいばん  胎盤  

pregnant  にんしん  妊娠  

pregnant woman  にんぷ  妊婦  

premature  そうざん  早産  

umbiblical cord   へそのお  臍の緒  
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urerine  しきゅうがん  子宮癌  

vagina  ちつ  膣  

water breaks  はすい  破水  

womb  しきゅう  子宮  

⑩ Urology (ひにょうきか－泌尿器科)   

cancer of the prostate  ぜんりつせんがん   前立腺癌  

the prostate becomes enlarged and hard  
ぜんりつせん ひだい  

 
前立腺肥大  

urinary obstruction  はいにょう へいそく   排尿閉塞  

⑪ Orthopedics (せいけいげか－整形外科)   

acute   きゅうせい    急性  

chronic  まんせい  慢性  

arthritis  かんせつえん  関節炎  

osteoporosis  こつそしょうしょう  骨粗鬆症  

rheumatoid arthritis  まんせい かんせつリュウマチ 慢性関節リュウマチ  

⑫ Neurology (しんけいないか－神経内科)  

Alzheimer’s, dementia アルツハイマーがた にんちしょう  アルツハイマー型認知症 

nerve  しんけい  神経  

neurosis  しんけいしょう、ノイローゼ  神経症  

shingles  たいじょう ほうしん  帯状疱疹  

  


