
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 ドイツ語
病院に連れて行ってください Ich muss in ein Krankhaus.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Mir ist übel.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Ich muss sofort zu einem Arzt.
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Hilfe!
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！ Ruf einen Krankenwagen!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 ドイツ語
ここが痛いです Es tut hier weh.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Ich habe hier einen Ausschlag.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Ich habe Fieber.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Ich habe eine Erkältung.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Ich habe Husten.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Ich bin ständig müde.
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 Mir ist schwindelig.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Ich habe gar keinen Appetit.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Ich kann nachts nicht schlafen.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Ein Insekt hat mich gestochen.
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 Ich glaube, es is die Hitze.
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 Ich glaube, ich habe etwas schlechtes gegessen.
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 Mein(e) _[Körperteil]_ tut weh.
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 Ich kann mein(e) _[Körperteil]_ nicht bewegen.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ... Kopf ...
体の一部

...お腹... ... Magen ...
体の一部

...腕... ... Arm ...
体の一部

...脚... ... Bein ...
体の一部

...胸... ... Brust ...
体の一部
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...心臓... ... Herz ...
体の一部

...喉... ... Hals ...
体の一部

... 目 ... ... Auge ...
体の一部

... 背 ... ... Rücken ...
体の一部

...　足　... ... Fuß ...
体の一部

...手... ... Hand ...
体の一部

...耳... ... Ohr ...
体の一部

...便通... ... Gedärme ...
体の一部

...歯... ... Zahn ...
体の一部

私は糖尿病です Ich habe Diabetes.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Ich habe Asthma.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Ich habe ein Herzleiden
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Ich bin schwanger.
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? Wie oft soll ich die am Tag einnehmen?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? Ist das ansteckend?
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?

Kann ich mich sonnen/schwimmen gehen/Sport
machen/Alkohol trinken?

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 Hier sind meine Versicherungsunterlagen.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Ich habe keine Krankenversicherung.
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 Ich brauche eine Krankschreibung.
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 Ich fühle mich etwas besser.
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 Es ist schlimmer geworden.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Es ist unverändert.
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 ドイツ語
___を買いたいです Ich möchte___kaufen.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 Schmerztabletten
薬

ぺニシリン Penizillin
薬
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アスピリン Aspirin
薬

インシュリン Insulin
薬

軟膏 Salbe
薬

睡眠薬 Schlaftabletten
薬

生理用ナプキン Damenbinde
医薬品

殺菌剤 Desinfektionsmittel
医薬品

バンドエイド Pflaster
医薬品

包帯 Bandagen
医薬品

経口避妊薬 Antibabypille
医薬品

コンドーム Kondome
他の製品

日焼け止め Sonnenschutz
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 ドイツ語
私は___にアレルギーがあります Ich bin allergisch gegen___.

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 Pollen
アレルギー

動物の毛 Tierhaar
動物アレルギー

ハチ刺され　 Bienenstiche/Wespenstiche
昆虫アレルギー

ダニ Hausstaubmilben
アレルギー

カビ Schimmel
アレルギー

ラテックス Latex
アレルギー

ペニシリン Penizillin
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ Nüsse/Erdnüsse
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 Sesamkerne(Sonnenblumenkerne
食物アレルギー

卵 Ei
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび Meeresfrüchte/Schalentiere/Garnelen
食物アレルギー

小麦粉/麦 Mehl/Weizen
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 Milch/Laktose//Molkeprodukte
食物アレルギー
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グルテン Gluten
食物アレルギー

大豆 Soja
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 Hülsenfrüchte/Bohnen/Erbsen/Mais
食物アレルギー

キノコ Pilze
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ Früchte/Kiwi/Kokosnuss
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー Ingwer/Zimt/Koriander
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク Schnittlauch/Zwiebeln/Knoblauch
食物アレルギー

アルコール Alkohol
食物アレルギー

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ページ 7 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

