
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 チェコ語
病院に連れて行ってください Potřebuji do nemocnice.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Je mi špatně.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Musím okamžitě navštívit lékaře!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Pomoc!
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！ Zavolejte sanitku!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 チェコ語
ここが痛いです Bolí to tady.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Vyrážku mám tady.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Mám horečku.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Jsem nachlazený.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Mám kašel.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Jsem pořád unavený.
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 Točí se mi hlava.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Nemám chuť k jídlu.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Nemůžu v noci spát.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Kousl mě nějaký hmyz.
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 Myslím, že je to horkem.
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 Myslím, že jsem snědl(a) něco špatného.
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 Bolí mě _ [část těla] _.
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 Nemůžu pohnout _[částí těla]_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ... hlava ...
体の一部

...お腹... ... žaludek ...
体の一部

...腕... ... paže ...
体の一部

...脚... ... noha ...
体の一部

...胸... ... hruď ...
体の一部
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...心臓... ... srdce ...
体の一部

...喉... ... hrdlo ...
体の一部

... 目 ... ... oko ...
体の一部

... 背 ... ... záda ...
体の一部

...　足　... ... chodidlo ...
体の一部

...手... ... ruka ...
体の一部

...耳... ... ucho ...
体の一部

...便通... ... vnitřnosti ...
体の一部

...歯... ... zub ...
体の一部

私は糖尿病です Mám cukrovku.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Mám astma.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Mám problémy se srdcem.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Jsem těhotná.
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? Kolikrát denně bych měl(a) brát?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? Je to nakažlivé
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?

Můžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít alkohol?

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 Zde jsou mé pojistné dokumenty.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Nemám zdravotní pojištění.
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 Potřebuji napsat nemocenskou.
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 Cítím se trochu lépe.
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 Zhoršilo se to.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Je to stejné jako předtím.
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 チェコ語
___を買いたいです Chtěl(a) bych si koupit___.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 léky proti bolesti
薬

ぺニシリン penicilín
薬
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アスピリン aspirin
薬

インシュリン inzulín
薬

軟膏 mast
薬

睡眠薬 prášky na spaní
薬

生理用ナプキン vložky
医薬品

殺菌剤 dezinfekční prostředek
医薬品

バンドエイド náplasti
医薬品

包帯 obvazy
医薬品

経口避妊薬 antikoncepční pilulky
医薬品

コンドーム kondomy
他の製品

日焼け止め ochrana před sluncem
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 チェコ語
私は___にアレルギーがあります Jsem alergický na ___.

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 pyl
アレルギー

動物の毛 zvířecí chlupy
動物アレルギー

ハチ刺され　 včelí / vosí štípnutí
昆虫アレルギー

ダニ roztoči
アレルギー

カビ plíseň
アレルギー

ラテックス latex
アレルギー

ペニシリン penicilín
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ oříšky/arašídy
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 sezamová / slunečnicová semínka
食物アレルギー

卵 vejce
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび mořské plody/ryby/mořské plody/krevety
食物アレルギー

小麦粉/麦 mouka/pšenice
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 mléko/laktóza/mléčné výrobky
食物アレルギー
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グルテン lepek
食物アレルギー

大豆 sója
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 luskoviny/fazole/hrášek/kukuřice
食物アレルギー

キノコ houby
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ ovoce/kiwi/kokos
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー zázvor/skořice/koriandr
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク pažitka/cibule/česnek
食物アレルギー

アルコール alkohol
食物アレルギー
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