
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 ポーランド語
病院に連れて行ってください Muszę iść do szpitala.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Źle się czuję.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Proszę natychmiast wezwać lekarza!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Pomocy!
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！ Proszę wezwać karetkę!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 ポーランド語
ここが痛いです Boli (mnie) tutaj.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Mam tu wysypkę.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Mam gorączkę.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Jestem przeziębiony/przeziębiona.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Mam kaszel.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Cały czas jestem zmęczony/zmęczona.
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 Kręci mi się w głowie.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Nie mam apetytu.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Nie mogę spać.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました Ukąsił mnie owad.
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 To chyba przez ten upał.
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 Chyba coś mi zaszkodziło.
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 Boli/Bolą mnie _[część ciała]_ .
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 Nie mogę ruszyć (moim/moją/moimi) _[część ciała]_ .
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ...głowa...
体の一部

...お腹... ...brzuch...
体の一部

...腕... ...ramię...
体の一部

...脚... ...noga...
体の一部

...胸... ...klatka piersiowa...
体の一部
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...心臓... ...serce...
体の一部

...喉... ...gardło...
体の一部

... 目 ... ...oko...
体の一部

... 背 ... ...plecy...
体の一部

...　足　... ...stopa...
体の一部

...手... ...ręka...
体の一部

...耳... ...ucho...
体の一部

...便通... ...jelita...
体の一部

...歯... ...ząb...
体の一部

私は糖尿病です Mam cukrzycę.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Mam astmę.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Choruję na serce.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Jestem w ciąży.
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? Ile razy dziennie powinienem/powinnam to zażywać?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? Czy to jest zaraźliwe?
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?

Czy mogę wychodzić na słońce/pływać/uprawiać
sport/pić 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 Oto moje dokumenty ubezpieczeniowe.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Nie jestem ubezpieczony/ubezpieczona.
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 Potrzebuję zwolnienie lekarskie.
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 Czuję się trochę lepiej.
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 Mój stan się pogorszył.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Mój stan jest bez zmian.
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 ポーランド語
___を買いたいです Poproszę ___.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 środki przeciwbólowe
薬

ぺニシリン penicylina
薬
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アスピリン aspiryna
薬

インシュリン insulina
薬

軟膏 maść
薬

睡眠薬 tabletki nasenne
薬

生理用ナプキン podpaski
医薬品

殺菌剤 środek dezynfekujący
医薬品

バンドエイド plastry
医薬品

包帯 bandaże
医薬品

経口避妊薬 pigułki antykoncepcyjne
医薬品

コンドーム prezerwatywy
他の製品

日焼け止め krem przeciwsłoneczny
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 ポーランド語
私は___にアレルギーがあります Jestem uczulony/uczulona 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 pyłki
アレルギー

動物の毛 sierść zwierząt
動物アレルギー

ハチ刺され　 użądlenie pszczoły/użądlenie osy
昆虫アレルギー

ダニ roztocze
アレルギー

カビ pleśń
アレルギー

ラテックス lateks
アレルギー

ペニシリン penicylina
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ orzechy/orzechy ziemne
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 nasiona sezamu/pestki słonecznika
食物アレルギー

卵 jaja
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび owoce morza/ryby/skorupiaki/krewetki
食物アレルギー

小麦粉/麦 mąka/pszenica
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 mleko/laktoza/nabiał
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 rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
食物アレルギー

キノコ grzyby
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ owoce/kiwi/kokos
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー imbir/cynamon/kolendra
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク szczypiorek/cebula/czosnek
食物アレルギー

アルコール alkohol
食物アレルギー
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