
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 エスペラント語
病院に連れて行ってください Mi bezonas iri al la hospitalo.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Mi sentas min malsana.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Mi bezonas vidi kuraciston tuj!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Helpu!
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！ Voku ambulancon!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 エスペラント語
ここが痛いです Ĝi doloras ĉi tie.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Mi havas erupcion tie.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Mi havas febron.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Mi havas malvarmumon.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Mi havas tuson.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Mi estas laca tutan tempon.
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 sentas kapturnan.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Mi ne havas neniun apetiton.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Mi ne povas dormi dumnokte.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Insekto mordis min.
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 Mi kredas, ke estas la varmego.
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 Mi pensas, ke mi manĝis ion malbonan.
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 Mia _[korpoparto]_ doloras.
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 Mi ne povas movi mian _[korpoparto]_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... kapo(n)
体の一部

...お腹... stomako(n)
体の一部

...腕... brako(n)
体の一部

...脚... gambo(n)
体の一部

...胸... brusto(n)
体の一部
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...心臓... kero(n)
体の一部

...喉... gorĝo(n)
体の一部

... 目 ... okulo(n)
体の一部

... 背 ... dorso(n)
体の一部

...　足　... piedo(n)
体の一部

...手... mano(n)
体の一部

...耳... orelo(n)
体の一部

...便通... internaĵo(n)
体の一部

...歯... dento(n)
体の一部

私は糖尿病です Mi havas diabeton.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Mi havas astmon.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Mi havas korokondiĉon.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Mi estas graveda.
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? Kiom ofte mi devus preni tion tage?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? Ĉu ĝi kontaĝas?
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?

Ĉu mi povas resti en la suno/iri naĝi/fari sporton/trinki
alkoholon?

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 Jen miaj dokumentoj de asekuro.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Mi ne havas sanasekuron.
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 bezonas noton de malsano.
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 sentas iom pli bone.
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 Ĝi plimalbonigis.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Ĝi estas la sama kiel antaŭe.
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 エスペラント語
___を買いたいです Mi ŝatus aĉeti ___.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 kontraŭdolorilojn
薬

ぺニシリン penicilinon
薬
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アスピリン aspirinon
薬

インシュリン insulinon
薬

軟膏 ŝmiraĵon
薬

睡眠薬 dormpilolojn
薬

生理用ナプキン sanitaran buŝtukon
医薬品

殺菌剤 desinfektaĵon
医薬品

バンドエイド pansobendon
医薬品

包帯 pansaĵon
医薬品

経口避妊薬 kontraŭkoncipajn pilolojn
医薬品

コンドーム kondomojn
他の製品

日焼け止め kontraŭsunan kremon
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 エスペラント語
私は___にアレルギーがあります Mi estas alergia al ___.

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 poleno
アレルギー

動物の毛 animala haro
動物アレルギー

ハチ刺され　 abelopikiloj/vespopikoj
昆虫アレルギー

ダニ polvaj leptoj
アレルギー

カビ ŝimo
アレルギー

ラテックス latekso
アレルギー

ペニシリン penicilino
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ nuksoj/arakidoj
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 sezamosemoj/sunfloroj
食物アレルギー

卵 ovo
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび mariskoj/fiŝo/salikokoj
食物アレルギー

小麦粉/麦 faruno/greno
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 lakto/laktozo/laktejo
食物アレルギー
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グルテン gluteno
食物アレルギー

大豆 sojo
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 leguminosaj plantoj/faboj/pizoj/maizo
食物アレルギー

キノコ fungoj
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ fruktoj/kivo/kokoso
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー zingibro/cinamo/koriandro
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク cebolletoj/cepoj/ajlo
食物アレルギー

アルコール alkoholo
食物アレルギー
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