
旅行
承認の状況

承認の状況 - 緊急
日本語 ルーマニア語
病院に連れて行ってください Trebuie să merg la spital.

病院に連れて行ってほしいと頼む場合

気持ちが悪い Mă simt rău.
 

今すぐ医者に診てもらいたい！ Trebuie să merg la un doctor urgent!
迅速な医療ケアを頼む場合

助けて！ Ajutor!
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！ Cheamă o ambulanță!
救急車を要求する場合

承認の状況 - 医者にて
日本語 ルーマニア語
ここが痛いです Mă doare aici.

どこが痛いのか表したい場合

ここに発疹があります Am o iritație aici.
どこに発疹があるか表したい場合

熱があります Am febră.
熱があることを伝えたい場合

風邪を引きました Sunt răcit.
風邪を引いたことを伝えたい場合

咳が出ます Tușesc.
咳が出ることを伝えたい場合

いつも疲れています Mă simt obosit tot timpul.
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 Sunt amețit.
めまいがすることを伝えたい場合

食欲がありません Nu am poftă de mâncare.
食欲がないことを伝えたい場合

お腹がすいていません Nu dorm noaptea.
夜眠れないことを伝えたい場合

虫に刺されました M-a mușcat o insectă.
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 Cred că este de la căldură.
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 Cred că am mâncat ceva stricat.
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 Mă doare _(parte a corpului)_.
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 Nu-mi pot mișca _(parte a corpului)_.
体のどこが動かすことができないか伝える場合

...頭... ... cap ...
体の一部

...お腹... ... stomac ...
体の一部

...腕... ... braț ...
体の一部

...脚... ... picior ...
体の一部

...胸... ... piept ...
体の一部

ページ 2 22.05.2023



旅行
承認の状況

...心臓... ... inimă ...
体の一部

...喉... ... gât ...
体の一部

... 目 ... ... ochi ...
体の一部

... 背 ... ... spate ...
体の一部

...　足　... ... laba piciorului ...
体の一部

...手... ... mână ...
体の一部

...耳... ... ureche ...
体の一部

...便通... ... intestine ...
体の一部

...歯... ... dinte ...
体の一部

私は糖尿病です Sunt diabetic.
糖尿病であることを報告する場合

私は喘息持ちです Am astm.
喘息持ちであることを報告する場合

私は心臓病です Am probleme cu inima.
心臓病であることを報告する場合

私は妊娠しています Sunt gravidă.
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? De câte ori pe zi trebuie să o iau?
薬の投薬量を聞く場合

伝染性はありますか? Este contagios?
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?

Pot să stau în soare/înot/fac sport/consum alcool?

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 Iată asigurarea mea medicală.
保健書類を見せる場合

私は保険に入っていません Nu am asigurare medicală.
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 Am nevoie de o scutire medicală.
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 Mă simt puțin mai bine.
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 S-a înrăutățit.
状態が悪化したことを報告する場合

前と同じ状態です Nici o schimbare.
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 ルーマニア語
___を買いたいです Dați-mi vă rog ___.

特定の商品を購入したい場合

痛み止め薬 Analgezice
薬

ぺニシリン penicilină
薬
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アスピリン aspirină
薬

インシュリン insulină
薬

軟膏 unguent
薬

睡眠薬 somnifere
薬

生理用ナプキン tampoane igienice
医薬品

殺菌剤 dezinfectant
医薬品

バンドエイド pansamente
医薬品

包帯 bandaje
医薬品

経口避妊薬 anticoncepționale
医薬品

コンドーム prezervative
他の製品

日焼け止め protecție solară
他の製品

承認の状況 - アレルギー
日本語 ルーマニア語
私は___にアレルギーがあります Sunt alergic la ___.

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 polen
アレルギー

動物の毛 păr de animale
動物アレルギー

ハチ刺され　 înțepătură de albină/viespe
昆虫アレルギー

ダニ acarieni
アレルギー

カビ mucegai
アレルギー

ラテックス latex
アレルギー

ペニシリン penicilină
薬物アレルギー

ナッツ/ピーナッツ nuci/alune
食物アレルギー

ゴマ/ヒマワリの種 semințe de susan/floarea soarelui
食物アレルギー

卵 Ouă
食物アレルギー

海産食品/魚/貝/えび fructe de mare/pește/scoici/creveți
食物アレルギー

小麦粉/麦 făină/grâu
食物アレルギー

牛乳/乳糖/乳製品 lapte/lactoză/produse lactate
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 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 plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
食物アレルギー

キノコ ciuperci
食物アレルギー

果物/キーウィ/ココナツ fructe/kiwi/nucă de cocos
食物アレルギー

生姜/シナモン/コリアンダー ghimbir/scorțișoară/coriandru
食物アレルギー

チャイブ/タマネギ/ニンニク arpagic/ceapă/usturoi
食物アレルギー

アルコール alcool
食物アレルギー
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