
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 イタリア語
病院に連れて行ってください Devo andare in ospedale.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Non mi sento bene.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Ho bisogno di un dottore subito!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Aiuto!
迅速に相手に医療的注意を働きかける場合

救急車を呼んで！ Chiamate un'ambulanza!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 イタリア語
ここが痛いです Mi fa male qui.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Ho uno sfogo qui.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Ho la febbre.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Ho il raffreddore.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Ho la tosse.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Sono sempre stanco.
最近疲れていることを伝えたい場合
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めまいがします Mi gira la testa.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Non ho fame.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Non riesco a dormire la notte.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Un insetto mi ha punto.
虫刺されによってもたらされた現象であると推測する場合

暑さが原因だと思います Credo che sia il caldo.
暑さによってもたらされた現象であると推測する場合

何か変なものを食べたと思います Credo di aver mangiato qualcosa di sbagliato.
食べたものによってもたらされた現象であると推測する場合

私の_[body part]_ が痛い Mi fa male il _[parte del corpo]_.
体のどこが痛いか伝える場合

_[body part]_を動かすことができない Non riesco a muovoere il _[parte del corpo]_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ... testa ...
体の一部

...お腹... ... pancia ...
体の一部

...腕... ... braccio ...
体の一部

...脚... ... gamba...
体の一部

...胸... ... petto ...
体の一部
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...心臓... ... cuore ...
体の一部

...喉... ... gola ...
体の一部

... 目 ... ... occhio ...
体の一部

... 背 ... ... schiena ...
体の一部

...　足　... ... piede ...
体の一部

...手... ... mano ...
体の一部

...耳... ... orecchio ...
体の一部

...便通... ... intestino ...
体の一部

...歯... ... dente ...
体の一部

私は糖尿病です Ho il diabete
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Ho l'asma.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Ho problemi di cuore.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Sono incinta.
妊娠していることを報告する場合
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一日に何回飲めばいいですか? Quante volte al giorno devo prenderla?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? E' contagioso?
その病気が人に伝染するか聞きたい場合

私は日に当たり/泳ぎ/スポーツをし/お酒を呑
むことができますか?

Posso espormi al sole/andare a nuotare/fare sport/bere
alcolici?

病気にも関わらず特定の活動を続けることができるか聞きたい場合

これが私の保険書類です Ecco i miei documenti dell'assicurazione.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Non ho l'assicurazione sanitaria.
保険に入っていないことを説明する場合

病気の診断書が必要です Mi serve un certificato di malattia.
医者に病気であると証明する書類が必要であると説明する場合

少し気分が良くなりました Mi sento un po' meglio.
健康状態が良くなったことを伝える

状態が悪化しました Sto peggiorando.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Non è cambiato nulla.
状態が変わっていないことを報告する場合

承認の状況 - 薬局
日本語 イタリア語
___を買いたいです Vorrei comprare dell'____.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 antidolorifico
薬

ぺニシリン penicillina
薬
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アスピリン aspirina
薬

インシュリン insulina
薬

軟膏 unguento
薬

睡眠薬 sonnifero
薬

生理用ナプキン assorbenti
医薬品

殺菌剤 disinfettante
医薬品

バンドエイド cerotti
医薬品

包帯 bende
医薬品

経口避妊薬 pillola anti-concezionale
医薬品

コンドーム preservativi
他の製品

日焼け止め crema solare
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 イタリア語
私は___にアレルギーがあります Sono allergico a ____.

自分のアレルギーに関して報告したい場合
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花粉 polline
アレルギー

動物の毛 pelo di animali
動物アレルギー

ハチ刺され　 punture d'ape/punture di vespa
昆虫アレルギー

ダニ acari della polvere
アレルギー

カビ muffa
アレルギー

ラテックス lattice
アレルギー

ペニシリン penicillina
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ noci/arachidi
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 sesamo/semi di girasole
食物アレルギー

卵 uova
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti
食物アレルギー

小麦粉/麦 farina/frumento
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 latte/lattosio/latticini
食物アレルギー
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グルテン glutine
食物アレルギー

大豆 soia
食物アレルギー

豆科の植物/豆/サヤエンドウ/トウモロコシ leguminose/fagioli/piselli/mais
食物アレルギー

キノコ funghi
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ frutta/kiwi/cocco
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー zenzero/cannella/coriandolo
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク erba cipollina/cipolle/aglio
食物アレルギー

アルコール alcol
食物アレルギー
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