
カテゴリー/ Category No. 英語 / English 日本語/ Japanese
よみかた / How to pronounse in 

Japanese

病名 1 cancer 癌 がん

びょうめい 2 tuberculosis 結核 けっかく

Name of a disease 3 depression うつ うつ

4 asthma 喘息 ぜんそく

5 gout 痛風 つうふう

6 herniated disk 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 menopause 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 Graves' disease バセドウ病 ばせどう びょう

9 thyroid problems 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 syphilis 梅毒 ばいどく

11 epilepsy てんかん てんかん

12 diabetes 糖尿病 とうにょう びょう

13 fertility treatment 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 antidepressants 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 antibiotics 抗生剤 こうせいざい

treatment/medication 16 painkiller 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 birth control pill ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 fever 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 headache 頭痛 ずつう

symptoms 20 stomach ache 腹痛 ふくつう

21 diarrhea 下痢 げり

22 nausea 吐き気 はきけ

23 cold かぜ かぜ

24 cough 咳 せき

予防接種の種類 25 Influenza インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 HPV (Human papillomavirus) HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

Name of vaccine 27 Mumps おたふくかぜ おたふくかぜ

28  Rubella 風疹 ふうしん

29 Hepatitis B B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 swelling はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 lump しこり しこり

side effect of the vaccine 32 vomiting 嘔吐 おうと

33 redness 赤み あかみ

34 hives 蕁麻疹 じんましん

35 fainting 意識消失 いしき しょうしつ

36 heart palpitation 動悸 どうき

37 dizziness めまい めまい

38 fatigue 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ 类别 No. 中国語 / 中文 日本語/ 日文 よみかた / 读法

病名 1 癌症 癌 がん

びょうめい 2 结核 結核 けっかく

疾病名称 3 抑郁 うつ うつ

4 哮喘 喘息 ぜんそく

5 痛风 痛風 つうふう

6 椎间盘突出 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 更年期综合症 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 毒性弥漫性甲状腺肿 バセドウ病 ばせどう びょう

9 甲状腺疾病 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 梅毒 梅毒 ばいどく

11 癫痫 てんかん てんかん

12 糖尿病 糖尿病 とうにょう びょう

13 不孕治疗 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 抗抑郁药 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 抗生素 抗生剤 こうせいざい

治疗内容 16 止痛药 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 口服避孕药 ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 发烧 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 头痛 頭痛 ずつう

症状 20 腹痛 腹痛 ふくつう

21 腹泻 下痢 げり

22 恶心 吐き気 はきけ

23 感冒 かぜ かぜ

24 咳嗽 咳 せき

予防接種の種類 25 流行性感冒 インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 人乳头状瘤病毒（HPV) HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

疫苗种类 27 流行性腮腺炎 おたふくかぜ おたふくかぜ

28 风疹 風疹 ふうしん

29 乙型肝炎 B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 肿胀 はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 肿块 しこり しこり

疫苗接种后的症状 32 呕吐 嘔吐 おうと

33 发红 赤み あかみ

34 寻麻疹 蕁麻疹 じんましん

35 失去意识 意識消失 いしき しょうしつ

36 心悸 動悸 どうき

37 头晕 めまい めまい

38 倦怠感（乏力） 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ 카테고리 No. 韓国語 / 한국어 日本語/ 일본어 よみかた / 일본어 발음

病名 1 암 癌 がん

びょうめい 2 결핵 結核 けっかく

병명 3 우울증 うつ うつ

4 천식 喘息 ぜんそく

5 통풍 痛風 つうふう

6 추간판 탈출증, 허리디스크 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 갱년기 장애 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 그레이브스 병 バセドウ病 ばせどう びょう

9 갑상선 질환 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 매독 梅毒 ばいどく

11 간질병 てんかん てんかん

12 당뇨병 糖尿病 とうにょう びょう

13 불임치료 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 항울제 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 항생제 (항생물질) 抗生剤 こうせいざい

치료내용 16 진통제 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 경구 피임약 ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 열이 남, 발열 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 두통 頭痛 ずつう

증상 20 복통, 배탈 腹痛 ふくつう

21 설사 下痢 げり

22 구역질 吐き気 はきけ

23 감기 かぜ かぜ

24 기침 咳 せき

予防接種の種類 25 독감 インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 HPV (인유두종 바이러스) HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

예방접종 종류 27 볼거리 (유행성 이하선염) おたふくかぜ おたふくかぜ

28 풍진 風疹 ふうしん

29 B형간염 B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 부어오름 はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 응어리 しこり しこり

예방접종 후 증상 32 구토 嘔吐 おうと

33 홍조 赤み あかみ

34 두드러기 蕁麻疹 じんましん

35 의식소실 意識消失 いしき しょうしつ

36 동계, 심장의 심한 두근거림 動悸 どうき

37 현기증, 어질증 めまい めまい

38 권태감, 나른함 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ Phân loại No. ベトナム語 / Tiếng Viê ̣t 日本語/ Tiếng Nhật よみかた / Cách đọc

病名 1 Bệnh ung thư 癌 がん

びょうめい 2 Bệnh lao 結核 けっかく

Tên bệnh 3 Bệnh trầm cảm うつ うつ

4 Bệnh suyễn 喘息 ぜんそく

5 Bệnh phong 痛風 つうふう

6 Thoát vị đĩa đệm 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 Bệnh ở thời kỳ mãn kinh 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 Bệnh Basedow バセドウ病 ばせどう びょう

9 Bệnh bứu cổ 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 Bệnh giang mai 梅毒 ばいどく

11 Động kinh てんかん てんかん

12 Bệnh tiểu đường 糖尿病 とうにょう びょう

13 Chứng vô sinh 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 Thuốc trầm cảm 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 Thuốc kháng sinh 抗生剤 こうせいざい

Nội dung điều trị 16 Thuốc giảm đau 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 Thuốc tránh thai ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 Bị sốt 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 Đau đầu 頭痛 ずつう

Triệu chứng 20 Đau bụng 腹痛 ふくつう

21 Tiêu chảy 下痢 げり

22 Buồn nôn 吐き気 はきけ

23 Cảm かぜ かぜ

24 Ho 咳 せき

予防接種の種類 25 Cúm mùa インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26

Nhiễm bệnh HPV (bệnh ở cơ 

quan sinh dục) HPV（ヒトパピローマウイルス） HPV（ひとぱぴろーま ういるす）

Chủng loại vắc xin 27 Bệnh quai bị おたふくかぜ おたふくかぜ

28  Bệnh sởi Đức (Rubella) 風疹 ふうしん

29 Viêm gan B B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 Bị sưng tấy はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 Có bướu u しこり しこり

Triệu chứng sau khi tiêm vắc xin 32 Nôn mửa 嘔吐 おうと

33 Mẫn đỏ 赤み あかみ

34 Phong ngứa (Mề đay) 蕁麻疹 じんましん

35 Mất ý thức 意識消失 いしき しょうしつ

36 Tim đập nhanh 動悸 どうき

37 Chóng mặt めまい めまい

38 Cảm thấy mệt mỏi 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/Kategorya No. タガログ語/Tagalog 日本語/Nihongo/Kanji よみかた/Pagbasa sa Nihongo

病名 1 kanser 癌 がん

びょうめい 2 T.B. 結核 けっかく

Pangalan ng Sakit 3 depresyon o matinding lungkot うつ うつ

4 hika 喘息 ぜんそく

5 rayuma 痛風 つうふう

6 matinding sakit sa likod 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 menopause sa mga babae 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 hyperthyroidsm/ goiter バセドウ病 ばせどう びょう

9 sakit sa leeg o lalamunan 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 sekswal na sakit 梅毒 ばいどく

11 epilepsi てんかん てんかん

12 diabetes 糖尿病 とうにょう びょう

13 baog o impotency 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 kontra depresyon 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 antibiotics 抗生剤 こうせいざい

paggamot/medikasyon 16 analhesiko /gamot sa sakit 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 birth control pill ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 lagnat 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 sakit ng ulo 頭痛 ずつう

Sintomas 20 sakit ng tyan 腹痛 ふくつう

21 pagtatae 下痢 げり

22 pagkahilo 吐き気 はきけ

23 sipon かぜ かぜ

24 ubo 咳 せき

予防接種の種類 25 trangkaso インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26

HPV

(Human papillomavirus) HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

Pangalan ng Bakuna 27 beke おたふくかぜ おたふくかぜ

28  tigdas hangin 風疹 ふうしん

29 Hepatitis B B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 pamamaga はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 bukol しこり しこり

Epekto ng Bakuna 32 pagsusuka 嘔吐 おうと

33 pamumula 赤み あかみ

34 pantal 蕁麻疹 じんましん

35 hinimatay 意識消失 いしき しょうしつ

36

malakas na pagkabog ng 

dibdib 動悸 どうき

37 pagkahilo めまい めまい

38 sobrang pagod 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ Kategori No. インドネシア語 / Bahasa Indonesia 日本語/ Bahasa Jepang よみかた / cara baca

病名 1 kanker 癌 がん

びょうめい 2 tuberkolosis/TBC 結核 けっかく

Nama penyakit 3 depresi うつ うつ

4 asma 喘息 ぜんそく

5 asam urat/pirai/gout 痛風 つうふう

6 syaraf terjepit (Herniated Nucleus Pulposus) 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7

mati haid/berhentinya siklus menstruasi/

menopause 更年期障害 こうねんき しょうがい

8

penyakit Graves/Basedow (penyakit autoimun 

yang menyebabkan tubuh menghasilkan hormon 

tiroid secara berlebihan (hipertiroidisme)) バセドウ病 ばせどう びょう

9

gangguan tiroid (kelenjar tiroid kurang

atau tidak aktif (hipotiroidisme)) 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 sifilis (raja singa) 梅毒 ばいどく

11 epilepsi てんかん てんかん

12 diabetes (penyakit gula, kencing manis) 糖尿病 とうにょう びょう

13 pengobatan kemandulan/ infertilitas 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14

antidepresan (obat yang digunakan untuk mengobati 

gangguan depresi mayor, beberapa gangguan kecemasan, 

beberapa kondisi nyeri kronis, dan untuk membantu 

mengelola beberapa kecanduan) 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 antibiotik 抗生剤 こうせいざい

Perawatan/ pengobatan 16 pereda rasa nyeri 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 pil KB (pil kontrasepsi) ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 demam 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 sakit kepala 頭痛 ずつう

Gejala/ simtom 20 sakit perut 腹痛 ふくつう

21 diare 下痢 げり

22 mual 吐き気 はきけ

23

pilek/selesma (salah satu jenis infeksi saluran napas 

bagian atas (ISPA)) かぜ かぜ

24 batuk 咳 せき

予防接種の種類 25 Flu/ Influenza インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 HPV (Human Papilloma Virus)

HPV

（ヒトパピローマウイルス）

HPV

（ひとぱぴろーま ういるす）

Jenis vaksin 27 gondong/ beguk おたふくかぜ おたふくかぜ

28 Campak Jerman/ Rubella 風疹 ふうしん

29 Hepatitis B B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 bengkak はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 benjolan しこり しこり

Gejala/ simtom setelah vaksinasi 32 muntah 嘔吐 おうと

33 ruam merah pada kulit 赤み あかみ

34 urtikaria/kaligata/bidur 蕁麻疹 じんましん

35 pingsan 意識消失 いしき しょうしつ

36

Palpitasi (jantung berdebar-debar dengan denyut cepat 

atau tidak beraturan) 動悸 どうき

37 pusing, pening めまい めまい

38 lesu 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ शे्रणि No. ネパール語 / नेपाली 日本語/ जापाणन भाषा
よみかた / जापाणन भाषामा उच्चारिको 

तररका

病名 1 क्यान्सर 癌 がん

びょうめい 2 क्षयरोग 結核 けっかく

रोगको नाम 3 णिपे्रसन (मानणसक णिन्ता) うつ うつ

4 दम 喘息 ぜんそく

5 गाउट 痛風 つうふう

6 हणनिएटेि णिस्क 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 रजोणनवृणि 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 णिहानको रोग バセドウ病 ばせどう びょう

9 गलगाि 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 णभररङ्गी 梅毒 ばいどく

11 छारे रोग てんかん てんかん

12 मधुमेह 糖尿病 とうにょう びょう

13 बााँझपन उपिार 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 णिपे्रसनको औषणध 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 एन्टिबायोणटक 抗生剤 こうせいざい

उपिार 16 दुखाइको औषणध 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 जन्म णनयन्त्रि गोणल ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 ज्वरो 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 टाउको दुखाई 頭痛 ずつう

लक्षि 20 पेट दुखाई 腹痛 ふくつう

21 पखाला 下痢 げり

22 वाकवाणक 吐き気 はきけ

23 रुघा かぜ かぜ

24 खोणक 咳 せき

予防接種の種類 25 इन्फ्लुएन्फ्जा インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 HPV  (ह्यूमन पेणपलोमा भाइरस) HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

खोपको नाम 27 णगलास (हााँिे) おたふくかぜ おたふくかぜ

28 रुबेला 風疹 ふうしん

29 हेपटाइणटस णब B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 सूजन はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 गााँठो しこり しこり

खोपको साइि इफेक्ट 32 वान्ता 嘔吐 おうと

33 रातो हुनु 赤み あかみ

34 णपिी(ककि श) 蕁麻疹 じんましん

35 बेहोस् हुनु 意識消失 いしき しょうしつ

36 ढुकढुणक 動悸 どうき

37 ररिंगटा िल्ने めまい めまい

38 थकान 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/အမ   ျိုးအစ ျိုး No. ミャンマー語 /မြနြ်ာဘာသာ 日本語 / ဂ ပနစ်က ျိုး よみかた / အသထံကွ်

病名 1 ကငဆ် 癌 がん

びょうめい 2 တဘီီ 結核 けっかく

ရ  ဂါအမည် 3 စ တက် ရ  ဂါ うつ うつ

4 ပနျ်ိုးန  ငက် ပ် 喘息 ぜんそく

5
ရဂါကရ်  ဂါ

(အဆစ်အမမစ်ရ  ငရ်  ဂါ ) 痛風 つうふう

6
ခါျိုးဆစ်ရ  ျိုးလွွဲ

(ခါျိုးဆစ်ရ  ျိုးကက ျိုး အရ  ျိုးန အမပ ျိုး ရန  လွွဲထကွလ် မခငျ်ိုး) 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 မီျိုးယပ်ရသျွိုးဆံ ျိုးမခငျ်ိုး 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 မ ကလ်ံ ျိုး၊လညပ်ငျ်ိုးရ  င ်မ်ျိုးပပီျိုး  ကကျီိုးလ ရသ  ရ  ဂါ バセドウ病 ばせどう びょう

9 လညမ်   ရ  င ်မ်ျိုးပပီျိုး  န ရသ  ရ  ဂါ 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10
က လသ ျိုးရ  ဂါ  ၊ဆစ်ဖလစ်ရ  ဂါ၊  လ ငဆ်ကဆ်မံှု မှ 

က ျိုးစကရ်သ  ရ  ဂါတစ်မ   ျိုး 梅毒 ばいどく

11 ဝကရ် ျိုးမပနရ်  ဂါ てんかん てんかん

12 ဆျီိုးခ   ရ  ဂါ 糖尿病 とうにょう びょう

13 သရနေ ရအ င် က သရန မခငျ်ိုး 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 စ တက် ရ  ဂါရပ  ကရ်ဆျိုး 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 ဓ တ နညျ်ိုးနညျ်ိုးမဖင့််လ ပ်ထ ျိုးရသ ပဋ ဇီဝရဆျိုး 抗生剤 こうせいざい

က သမှု/ရဆျိုးဝါျိုး 16 အက  ကခ်ွဲရပ  ကရ်ဆျိုး 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 သရနေတ ျိုးရဆျိုး ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 ဖ  ျိုးန ၊က  ယပ် မခငျ်ိုး 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 ရခါငျ်ိုးက  ကမ်ခငျ်ိုး 頭痛 ずつう

လကခဏ မ  ျိုး 20 ဗ  ကရ်အ င့်မ်ခငျ်ိုး 腹痛 ふくつう

21 ဝမ်ျိုးပ က၊်ဝမ်ျိုးရလ  မခငျ်ိုး 下痢 げり

22 ပ   ျို့အနမ်ခငျ်ိုး 吐き気 はきけ

23 အရအျိုးမ မခငျ်ိုး かぜ かぜ

24 ရခ  ငျ်ိုးဆ  ျိုး 咳 せき

予防接種の種類 25 တ ပ်ရကျွိုးဖ  ျိုးန インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 .န  ့်သျီိုးရခါငျ်ိုးပံ စံ  အဖ အက  တ် HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

က ကယွရ်ဆျိုးအမ   ျိုးအစ ျိုး 27 လညပ်ငျ်ိုးအက  တရ်  ငရ်  ဂါ おたふくかぜ おたふくかぜ

28 ဝကသ်ကရ်  ဂါ 風疹 ふうしん

29 အသညျ်ိုးရ  ငအ်သ ျိုးဝါ  ဘပီ  ျိုး B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 ရ  င ်မ်ျိုးမခငျ်ိုး はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 အသျီိုး၊အဖ  အပ န ့်် しこり しこり

က ကယွရ်ဆျိုး၏ရဘျိုးထကွဆ်  ျိုးက   ျိုး 32 ရအ ့်အန် 嘔吐 おうと

33 အနရီ  ငအ်စကအ်ရပ  က် 赤み あかみ

34 အငပ် ဉ် ယ ျိုးန 蕁麻疹 じんましん

35 သတ လစ် 意識消失 いしき しょうしつ

36 နလှံ ျိုးခ န်  ငတ် နမ်ခငျ်ိုး 動悸 どうき

37 ရခါငျ်ိုးမ ျိုး めまい めまい

38 ရမ ပနျ်ိုးမခငျ်ိုး၊  အ ျိုးအငက် နခ်မ်ျိုးနမ်ွျိုးနယ်  မခငျ်ိုး 倦怠感 けんたいかん
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カテゴリー/ ประเภท No. タイ語 / ภาษาไทย 日本語/ ภาษาญีปุ่่ น よみかた /  วธิอีอกเสยีงในภาษาญีปุ่่ น

病名 1 มะเร็ง 癌 がん

びょうめい 2 วณัโรค 結核 けっかく

ชือ่โรค 3 โรคซมึเศรา้/โรคเครยีด うつ うつ

4 โรคหอบหดื 喘息 ぜんそく

5 โรคเกา๊ต์ 痛風 つうふう

6 หมอนรองกระดกูทับเสน้ประสาท 椎間板ヘルニア ついかんばん へるにあ

7 อาการวยัทอง 更年期障害 こうねんき しょうがい

8 โรคคอพอกตาโปน バセドウ病 ばせどう びょう

9 โรคตอ่มไทรอยด์ 甲状腺の病気 こうじょうせん の びょうき

10 โรคซฟิิลสิ 梅毒 ばいどく

11 โรคลมบา้หมู てんかん てんかん

12 โรคเบาหวาน 糖尿病 とうにょう びょう

13 การรักษาภาวะมบีตุรยาก 不妊治療 ふにん ちりょう

治療内容 14 ยากลอ่มประสาท 抗鬱剤 こううつざい

ちりょう ないよう 15 ยาปฏชิวีนะ 抗生剤 こうせいざい

การรักษา 16 ยาแกป้วด 痛み止めの薬 いたみどめ の くすり

17 ยาคมุก าเนดิชนดิเม็ด ピル（経口避妊薬） ぴる（けいこうひにんやく）

症状 18 จับไข ้ 発熱 はつねつ

しょうじょう 19 ปวดหัว 頭痛 ずつう

อาการ 20 ปวดทอ้ง 腹痛 ふくつう

21 ทอ้งเสยี 下痢 げり

22 คลืน่ไส ้ 吐き気 はきけ

23 เป็นหวดั かぜ かぜ

24 ไอ 咳 せき

予防接種の種類 25 ไขห้วดัใหญ่ インフルエンザ いんふるえんざ

よぼうせっしゅ の しゅるい 26 โรคตดิเชือ้ไวรัสเอชพวีี HPV （ヒトパピローマウイルス） HPV （ひとぱぴろーま ういるす）

ชือ่วคัซนี 27 โรคคางทมู おたふくかぜ おたふくかぜ

28 หัดเยอรมัน 風疹 ふうしん

29 ไวรัสตบัเอกเสบชนดิบี B型肝炎 Bがた かんえん

予防接種後の症状 30 บวม はれ はれ

よぼうせっしゅご の しょうじょう 31 กอ้นเนือ้/ติง่เนือ้/ชิน้เนือ้ しこり しこり

ผลขา้งเคยีงของวคัซนี 32 อาเจยีน 嘔吐 おうと

33 มผีืน่แดงตามรา่งกาย 赤み あかみ

34 โรคลมพษิ 蕁麻疹 じんましん

35 หมดสติ 意識消失 いしき しょうしつ

36 ใจสัน่ 動悸 どうき

37 เวยีนหัว めまい めまい

38 ออ่นเพลยี 倦怠感 けんたいかん
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