
1

新型インフルエンザに関する簡単なポルトガル語用例集

インフルエンザに似た症状がある場合、病院等で受診する際、特に使用されると思われる単

語、フレーズ等を以下のとおり列挙しました。地域や医師、看護士等によって表現や

発音が異なる場合もありますが、基本的なポルトガル語用例集です。

病院へ行きたい場合

病院へ連れて行ってください。

Leve-me ao hospital, faz favor.
(ﾚｳﾞｪﾞﾒ･ｱｵ･ｵｽﾋﾟﾀｰﾙ､ﾌｧｽ･ﾌｧｳﾞｫﾙ）

（病院が決まっていれば、○○病院と告げる）

Quero ir ao Hospital ○○。

(ｹｰﾛ･ｲﾙ･ｱｵ･ｵｽﾋﾟﾀｰﾙ ○○｡)

緊急です。

É uma emergência.
(ｴｰ･ｳﾏ･ｴﾒﾙｼﾞｪﾝｼｱ｡)

医者を呼んでください。

Chame um médico, faz favor.
(ｼｬﾒ･ｳﾝ･ﾒｰﾃﾞｨｺ､ ﾌｧｽ･ﾌｧｳﾞｫﾙ｡)

救急車を呼んでください。

Chame uma ambulância, faz favor.
(ｼｬﾒ･ｳﾏ･ｱﾝﾌﾞﾗﾝｼｱ､ ﾌｧｽ･ﾌｧｳﾞｫﾙ｡)

病院の受付で(Na recepção do hospital)

(ﾅ･ﾚｾﾌﾟｿﾝ･ﾄﾞ･ｵｽﾋﾟﾀｰﾙ)
（人定事項を聞かれた際に答える）

私の名前は○○です。

O meu nome é .........
(ｵ･ﾒｳ･ﾉﾒ･ｴｰ｡｡｡｡｡｡｡｡)

私は旅行者（観光者）です。

Eu sou turista.
(ｴｳ･ｿｳ･ﾄｩﾘｽﾀ｡)
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(ブラジルの)健康保険には加入していません。

Não tenho plano de saúde.
(ﾅｳﾝ･ﾃﾆｮ･ﾌﾟﾗﾉ･ﾃﾞ･ｻｳｰﾃﾞ｡)

身分証明書（パスポート）

O número da minha identidade（またはpassaporte） é ........
(ｵ･ﾇｰﾒﾛ･ﾀﾞ･ﾐﾆｬ･ｲﾃﾞﾝﾁﾀﾞｰﾃﾞ（ﾒｳ ﾊﾟｻﾎﾟﾙﾃ）･ｴｰ｡｡｡｡｡｡)

年齢

Idade
(ｲﾀﾞｰﾃﾞ)

性別

Sexo
(ｾｸｿ)

支払いはクレジットカード（現金）でお願いします。（公立病院は原則として、受診、検査

等は無料。）

O pagamento será no Cartão de Crédito(またはem dinheiro).
(ｵ･ﾊﾟｶﾞﾒﾝﾄ･ｾﾗｰ･ﾉ･ｶﾙﾄﾝ･ﾃﾞ･ｸﾚｰﾃﾞｨﾞﾄ (ｴﾝ･ﾃﾞｨﾞﾆｪｲﾛ)｡

連絡先は

O meu contato é: ....
(ｵ･ﾒｳ･ｺﾝﾀｯﾄ･ｴｰ｡｡｡｡｡｡)

宿泊先は

Estou hospedado em .......
(ｴｽﾄｳ･ｵｽﾍﾟﾀﾞｰﾄﾞ･ｴﾝ｡｡｡｡｡｡｡)

症状を訴える

「どんな症状がありますか。」（Que sintomas apresenta? またはO que está a sentir?）
と聞かれた場合も含む。

(ｹ･ｼﾝﾄｰﾏｽ･ｱﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀ ?) (ｵｹ･ｴｽﾀｰ･ｱ･ｾﾝﾃｨｰﾙ ?)

熱がある

Tenho febre.
(ﾃﾆｮ･ﾌｪﾌﾞﾚ｡)

○○度の熱があります。

Tenho febre de ○○graus.
(ﾃﾆｮ･ﾌｪﾌﾞﾚ･ﾃﾞ･○○ｸﾞﾗｳｽ｡)
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３５ (trinta e cinco）（トリンタ・エ・シンコ）

３６  (trinta e seis) （トリンタ・エ・セイス）

３７ (trinta e sete) （トリンタ・エ・セテ）

３８ (trinta e oito) （トリンタ・エ・オイト）

３９ (trinta e nove) （トリンタ・エ・ノヴェ）

４０ (quarenta) （クァレンタ）

４１ (quarenta e um) （クァレンタ・エ・ウン）

４２ (quarenta e dois) （クァレンタ・エ・ドイス）

昨日から熱があります。

Tenho febre desde ontem.
(ﾃﾆｮ･ﾌｪﾌﾞﾚ･ﾃﾞｽﾃﾞ･ｵﾝﾃﾝ｡)

○日前から熱が続いています。

Tenho febre há  ○○dias.
(ﾃﾆｮ･ﾌｪﾌﾞﾚ･ｱ･○○ｼﾞｱｽ｡)

１ (um) （ウン）

２ (dois) （ドイス）

３ (tres) （トレス）

熱が上がったり、下がったりします。

A febre aumenta e diminui.
(ｱ･ﾌｪﾌﾞﾚ･ｱｳﾒﾝﾀ･ｲ･ﾃﾞｨﾞﾐﾇｲ｡)

気分が悪いです。

Estou a passar mal.
(ｴｽﾄｳ･ｱ・ﾊﾟｻｰﾙ･ﾏｳ｡)

咳が出ます。

Tenho tosse.
(ﾃﾆｮ･ﾄｯｾ｡)

鼻水が出ます。

O meu nariz escorre. または Tenho coriza.
(ｵ･ﾒｳ･ﾅﾘｽ･ｴｽｺｰﾚ｡) または （ﾃﾆｮ・ｺﾘ-ｻﾞ）

くしゃみが出ます。

Estou com espirro.
(ｴｽﾄｳ･ｺﾝ･ｴｽﾋﾟｰﾛ｡)
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喉が痛いです。

Tenho dor de garganta.
(ﾃﾆｮ･ﾄﾞ-ﾙ･ﾃﾞ･ｶﾞﾙｶﾞﾝﾀ｡)

お腹が痛いです。

Tenho dor de barriga.
(ﾃﾆｮ･ﾄﾞ-ﾙ･ﾃﾞ･ﾊﾞﾘｰｶﾞ｡)

頭が痛いです。

Tenho dor de cabeça.
(ﾃﾆｮ･ﾄﾞ-ﾙ･ﾃﾞ･ｶﾍﾞｻ｡)

激しい痛みです。

A dor é intensa.
(ｱ･ﾄﾞ-ﾙ･ｴｰ･ｲﾝﾃﾝｻ｡)

軽い痛みです。

A dor é fraca.
(ｱ･ﾄﾞ-ﾙ･ｴｰ･ﾌﾗｯｶ｡)

吐き気がします。

Tenho ânsia de vômito.
(ﾃﾆｮ･ｱﾝｼｱ･ﾃﾞ･ｳﾞｫｰﾐﾄ｡)

戻しました。

Vomitei.
(ｳﾞｫﾐﾃｲ｡)

寒気（悪寒）がします。

Tenho calafrios.
(ﾃﾆｮ･ｶﾗﾌﾘｵｽ｡)

関節が痛みます。

Tenho dor nas articulações.
(ﾃﾆｮ･ﾄﾞ-ﾙ･ﾅｽ･ｱﾙﾃｨｸﾗｿﾝｴｽ｡)

下痢をしています。

Estou com diarréia.
(ｴｽﾄｳ･ｺﾝ･ﾃﾞｨｱﾚｲｱ｡)

歯茎から出血があります。

Tenho sangramento na gengiva.
(ﾃﾆｮ･ｻﾝｸﾞﾗﾒﾝﾄ･ﾅ･ｼﾞｪﾝｼﾞｰｳﾞｧ｡)
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インフルエンザが心配です。

Estou preocupado com a Influenza.
(ｴｽﾄｳ･ﾌﾟﾚｵｸﾊﾟｰﾄﾞ･ｺﾝ･ｱ･ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ｡)

渡航関連(Sobre viagem)

(ｿﾌﾞﾚ･ｳﾞｨｱｰｼﾞｪﾝ)

メキシコ、アメリカから来ました。

Eu vim do México , dos Estados Unidos.
（ｴｳ･ｳﾞｨﾝ･ド･ﾒｼｺ､ﾄﾞｽ･ｴｽﾀﾄﾞｽ･ｳﾆｰﾄﾞｽ｡）

○○日から○○日まで滞在しました。

Estive no México entre os dias ○○ e ○○. 
(ｴｽﾃｨｰｳﾞｪ･ﾉ･ﾒｼｺ･ｴﾝﾄﾚ･ｵｽ･ｼﾞｱｽ･○○･ｴ･○○｡)

ポルトガル経由で来ました。

Eu vim via Lisboa.
(ｴｳ･ｳﾞｨﾝ･ｳﾞｨｱ･ﾘｽﾎﾞｱ｡)

アンゴラに○○日に入国しました。

Entrei em Angola no dia ○○.
(ｴﾝﾄﾚｲ･ｴﾝ･ｱﾝｺﾞﾗ･ﾉ･ｼﾞｱ･○○｡)

アンゴラ国内は○○を旅行してきました。

Dentro do Brasil,viajei por ○○.
(ﾃﾞﾝﾄﾛ･ﾃﾞ･ｱﾝｺﾞﾗ､ｳﾞｨｱｼﾞｪｲ･ﾎﾟﾙ･○○｡)

(例：国内はウアンボを旅行していました。Dentro de Angola, viajei por Huambo.)
(ﾃﾞﾝﾄﾛ･ﾃﾞ･ｱﾝｺﾞﾗ､ｳﾞｨｱｼﾞｪｲ･ﾎﾟﾙ･ｳｱﾝﾎﾞ｡)

アレルギー(alergia)

(ｱﾚﾙｼﾞｰｱ)

アレルギーがあります。

Tenho alergia.
(ﾃﾆｮ･ｱﾚﾙｼﾞｰｱ｡)
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アレルギーはありません。

Não tenho alergia.
(ﾉﾝ･ﾃﾆｮ･ｱﾚﾙｼﾞｰｱ｡)

○○に対するアレルギーがあります。

Tenho alergia a ............
(ﾃﾆｮ･ｱﾚﾙｼﾞｰｱ･ｱ･｡｡｡｡｡｡｡｡｡｡)

その他

持病があります。

Tenho doença crônica
(ﾃﾆｮ･ﾄﾞｴﾝｻ･ｸﾛｰﾆｶ｡)

（糖尿病、高血圧症、心臓疾患、腎臓病、緑内障、などなど。）

(diabete, pressão alta, problema cardíaco, problema renal, glaucoma)
(ｼﾞｱﾍﾞｯﾃ､ ﾌﾟﾚｿﾝ･ｱｳﾀ､ ﾌﾟﾛﾌﾞﾚｰﾏ･ｶﾙｼﾞｰｱｺ､

ﾌﾟﾛﾌﾞﾚｰﾏ･ﾍﾅｳ､ ｸﾞﾗｳｺｰﾏ)

この薬を飲んでいます。

Eu tomo esses remédios.
(ｴｳ･ﾄﾓ･ｴｯｾｽ･ﾚﾒｰﾃﾞｨｵｽ｡)

インフルエンザのワクチンを接種しています。

Já tomei vacina contra gripe.
(ｼﾞｬ･ﾄﾒｲ･ｳﾞｧｼｰﾅ･ｺﾝﾄﾗ･ｸﾞﾘｯﾍﾟ｡)

抗ウィルス剤をもらえますか？

Pode receitar um anti-viral?
(ﾎﾟｰﾃﾞ･ﾚｾｲﾀﾙ･ｳﾝ･ｱﾝﾁ･ｳﾞｨﾗｳ ?)

解熱剤をもらえますか？

Pode receitar um anti-térmico?
(ﾎﾟｰﾃﾞ･ﾚｾｲﾀﾙ･ｳﾝ･ｱﾝﾃｨ･ﾃｰﾙﾐｺ ?)

薬はどこでもらえますか？

Onde posso receber remédios?
(ｵﾝﾃﾞ･ﾎｿ･ﾍｾﾍﾞﾙ･ﾍﾒｰｼﾞｵｽ ?)

薬はどこで購入できますか？

Onde posso comprar remédios?
(ｵﾝﾃﾞ･ﾎｿ･ｺﾝﾌﾟﾗｰﾙ･ﾚﾒｰｼﾞｵｽ ?)
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医者の指示

口を大きく開けてください。

Abra bem a boca.
(ｱﾌﾞﾗ･ﾍﾞﾝ･ｱ･ﾎﾞｶ｡)

熱を測ります。

Vou medir a temperatura.
(ｳﾞｫｳ･ﾒﾃﾞｨｰﾙ･ｱ･ﾃﾝﾍﾟﾗﾄｩｰﾗ｡)

血圧を測ります。

Vou medir a pressão.
(ｳﾞｫｳ･ﾒﾃﾞｨｰﾙ･ｱ･ﾌﾟﾚｿﾝ｡)

これから検査をします。（鼻の粘膜から検査材料を採ります。）

Vamos iniciar o teste(exame) . (Vou coletar amostra para exame da mucosa do 
nariz)
(ｳﾞｧﾓｽ･ｲﾆｼｱﾙ･ｵ･ﾃｽﾃ(ｴｻﾞｰﾒ)｡) (ｳﾞｫｳ･ｺﾚﾀｰﾙ･ｱﾓｽﾄﾗ･ﾊﾟﾗ･ｴｻﾞ
ｰﾒ･ﾀﾞ･ﾑｺｰｻﾞ･ﾄﾞ･ﾅﾘｽ｡)

採血をします。

Vou coletar sangue.(またはvamos fazer exame de sangue)
(ｳﾞｫｳ･ｺﾚﾀﾙ･ｻﾝｹﾞ｡) (ｳﾞｧﾓｽ･ﾌｧｾﾞﾙ･ｴｻﾞｰﾒ･ﾃﾞ･ｻﾝｹﾞ｡) 

安静にしてください。

Fique em repouso.
(ﾌｨｹ･ｴﾝ･ﾚﾎﾟｳｿﾞ｡)

入院してください。

É preciso internar-se.
(ｴｰ･ﾌﾟﾚｼｰｿﾞ･ｲﾝﾃﾙﾅﾙｾ｡)


