
身体の部位・病名 共通語意味

1 てんこつ・まいまい・てんつじ 頭頂部

2 てっこう頭 フラットヘッド（絶壁頭）

3 でぼちん 前額部

4 まいげ・まいのけ 眉毛

5 ひんがらめ 斜視、トラコーマ

6 めぼ・めぼちん（牟岐） 目イボ

7 ほうたぶ・ほうたんぼ 頬

8 あぎ・あぎと・あげと（牟岐） 顎

9 やで・やね 肩（～上腕の肩に近い所）

10 けん 肩

11 けんびき 肩甲骨あたり

12 けんじょ 肩こり

13 ひじこ 肘

14 しもばれ しもやけ

15 どう（胴） 側腹部

16 しょうかち 膀胱炎

17 でんぼ・ひえ（宍喰） 臀部～大腿部の腫れ物

18 尻こぷた・尻こぶた 仙骨周囲

19 つぶし 膝

20 かがま 膝

21 わだもち ふくらはぎ

22 ひるま 下腿、ふくらはぎ

23 べたあし 扁平足

24 イオの目 ウオの目（鶏眼）

25 もの できもの

26 こうろ 痂皮

27 ももかい (腹筋が差し込む婦人病）

28 おびちょう 帯状疱疹

29 ほうれきする 認知症になる

30 よばれ（くる） 寝小便（する）

31 かんしょやみ 病的神経質

表１ 身体の部位・病名：31個
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図１ 身体の部位・病名（身体前面）

身体の部位・病名（身体前面）



図２ 身体の部位・病名（身体背面）

身体の部位・病名（身体背面）



形容詞・状態を表す 共通語意味

1 （胴や足、やでが）くわる だるい、鈍痛、重苦しく痛む

2 せこい 胸部苦悶感、強い痛み

3 えらい 胸部苦悶感、呼吸困難、倦怠感

4 がい（が）悪い 具合、調子が悪い

5 のう（が）悪い 具合、使い勝手が悪い

6 えて（が）悪い 具合、調子が悪い

7 いさましい 元気

8 いさましくない 元気がない

9 よいよのかい やっとのことで

10 （腹、胃）がニヤニヤする 胸焼け、胃部不快感

11 だいましい・だいー だるい

12 がい（に痛い） とても

13 （足が）すぐばる・つくばる 思うように動かない

14 あばばい まぶしい

15 づつない 胃もたれ・膨満感で苦しい

16 きやきやする 胸焼け、胃痛

17 きやきや・ひやひや・せきせき （痛みの表現）

18 きぶにかかる 何となく調子が悪い

19 身が入（い）る だるい、鈍痛、筋肉痛

20 胴が入（い）る 腰が曲がる

21 きゃっきゃっがくる いらいらする

22 ひびが入（い）る あかぎれができる

23 はしかい むずがゆい

24 ぐつが悪い 体調が悪い

25 （気分が）かかる 悪い

26 （日焼けで皮が）はげる むける

27 えがむ 曲がっている

28 ちっとば 少し

29 じょうに・じょうさん・ようけ たくさん

30 しゃんと しっかり

31 びらくる・ぶらくる ぶら下がる

32 よいよい（のおじいさん） 高齢で弱っている

33 とろこい おとろえた

表２ 形容詞・状態を表す：33個



語尾・動詞 共通語意味

1 とえる 叫ぶ

2 ～やさかい ～だから

3 だぁー 相づち

4 （服を）はぐる 脱ぐ

5 おどろいて 目覚めて

6 なおす 片付ける

7 ちえた 崩れた

8 ようなった 亡くなった

9 のうなった・亡いなった 亡くなった

10 （おしっこ）ひる する

11 つくまむ しゃがむ

12 くだけた こわれた

13 ぎょうがでる 嘔吐する

14 たぐる・せく 咳をする

15 たちる 立つ

16 あずる 苦労する

17 くくむ 口に含む

18 わっしぇる・わっせる 忘れる

19 すべくる 滑る

20 ～（するん・する）け ～（する）のか？

表３ 語尾・動詞：20個



一般的表現・生物 共通語意味

1 （3日も）あとから 前から

2 こわり 詳細

3 はな 端

4 おちんこま・おっちんこ 正座

5 せんど 先日

6 てんごのご 全然ダメ

7 かつぎ・かつぐ 潜水漁、潜水漁に行く

8 （戸を）たつ 閉める

9 あんばい 調子

10 あいさに ときたま

11 いなり 急に

12 しったり いつも

13 おとましい あわれな

14 おめー あなた

15 いんぐりちんぐり 不揃い

16 なすい・たっすい ゆるい

17 おなごし・おとこし 女性・男性

18 なんぞ 何か

19 おろかやない 簡単でない

20 せんだして 頑張って

21 かつれる 空腹になる

22 さいらげ （平たいダニの１種）

23 たれもつれとる （忙しくて余裕がない様子）

24 ぼったり・まんで 全く

25 何ぞの時 何かあったとき

26 てんごのかー（かわ） ダメ

27 ねんご(のかー[かわ]） 理屈

28 ひとっちゃ 全く

29 やりこい 柔らかい

30 はがいたらしい 腹が立つ

31 よとぎ 通夜

32 もーむし （海藻に付くかゆい虫）

33 ハミ マムシ

34 メメズ ミミズ

35 きいとる 着ている

36 にいとる 似ている

表４ 一般的表現・生物：36個


