
អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□ក���(　　　អង��) 熱がある □ឈឺបំពង់ក のどが痛い □ក�ក せき □ឈឺក��ល 頭が痛い

□ឈឺ���ង 胸が痛い □�នកន��ល 発しん □���ង�តឌុកៗ 動悸 □ពិ�កដកដ��ើម 息切れ
□�ើម むくみ □វ�លមុខ めまい □តឹង���ង胸が苦しい □ឈឺ�ះ お腹が痛い
□ឈឺ��ពះ 胃が痛い □ជំងឺ�ើស�ម 高血圧 □ស�ឹក しびれ □ជំងឺ���កទឹក 口が渇く
□��កទំងន 体重が減っている □ឆ�ល់�ះお腹が張る □���ំ�យ��ងសូវ�ន 食欲がない
□ក��ត 嘔吐 □ច���រ 吐き気 □�គ 下痢 □�មក�យ�ម 血便
□រ��ះរ�ះ だるい □�យអស់កំ�ំង 疲れやすい □����ងៗ その他

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប���ល�ម��រឬ��? 輸血を受けたことがありますか

内科問診票
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សំនួរ��ល�ក់ទងនឹងអវយវះ
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉
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សំនួរ��ល�ក់ទងនឹង���កវះ�ត់
外科問診票

���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日

���ះ 名前

អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

សូមសរ��រវង់មូល�ក���ង�ះ
症状のあるところに丸をしてください

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男

□ក���(　　　អង��) 熱がある　　□ឈឺ�ះ お腹が痛い □របួស けが
□រ�ក やけど □ពក しこり □ស�ឹក しびれ
□រមួល ひねった □��កទំងន ់体重が減っている □រ�ស់ かゆい
□　  　　　　　　　　　　胆石 □�ើម 腫れ □ឬសដួង�ត 痔
□�មក�យ�ម 血便 □បំពង់ក のど（甲状腺） 
□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脱腸（ヘルニア）　　□����ងៗ その他

□ក 首 □　　  肺 □�ះ 乳房
□��ពះ 胃 □　　　    へそ □���ៀន 腸

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

□��ី 女

□�ស はい　　　　□�� いいえ

���ំ 年 �� 月 ��� 日

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から

សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប���ល�ម��រឬ��? 輸血を受けたことがありますか

□�ស はい　　　　□�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

□�ស はい　　　　□�� いいえ�ើអ�ក�នហ�ីលថត�ំរស�ីអ៊�ចឬ��? レントゲンフィルムを持っていますか

□�ស はい　　　　□�� いいえ�ើអ�ក�នហ�ីល��������ល�ើល�ងក��ងសិរ��ង�ឬ��? 内視鏡フィルムを持っていますか

�ើអ�ក�នសំបុ����ទ��ប���ក់ សូម��ើយសំនួរ�ង��� ំ紹介状のある方だけ書いてください

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉
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□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか
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�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ
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អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

សូមសរ��រវង់មូល�ក���ង�ះ
 症状のあるところに丸をしてください

□ក���(　　　អង��) 熱がある □ឈឺ 痛み
□របួស けが □រ�ក やけど
□ពក しこり □�ើម はれもの
□រ�ស់ かゆい □ស�ឹក しびれ
□រមួល ひねった □��កទំងន ់体重が減っている
□����ងៗ その他

整形外科問診票
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សំនួរ�ក់ទងនឹង���កស���ក់ឆ�ឹង
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប���ល�ម��រឬ��? 輸血を受けたことがありますか

□�ស はい　　　　□�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか
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អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□ឈឺក��ល 頭が痛い □វ�លមុខ めまい □អ�ច 吐き気 □ក��ត 嘔吐
□ហុីង���ៀក 耳鳴り □�យ��� 肩こり □ស�ឹក しびれ □�ប់ញី���ើង 手足のふるえ
□�ត់���រតី 意識がなくなる □ពិ�កឮ 聞こえにくい
□ពិ�ក�ើល 物が見えにくい □ពិ�ក�ើរ 歩きにくい
□ពិ�កក��ើក���ើង 手足の動きが悪い □����ងៗ その他

□�ងមុខ 前頭部 □�ង���យ 後頭部 □�ង���ំ 右横 □�ង���ង 左横 □�ំងមូល 頭全体

□ឈឺ�ក់ ズキンズキン □ឈឺនឹង ガンガン □ឈឺដូច��ក ガーンと割れるように
□ឈឺចុក キリキリ □ឈឺ���បៗ チクチク □����ងៗ その他

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

���ំ 年□�ទ/�ស はい → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�� いいえ�� 月 ��� 日から

�ើអ�ក��ល�នទង�ិចក��លឬ��? 頭をぶつけましたか

មនុស����លឈឺក��ល���វ��ើយសំនួរ�ង���ម 頭が痛い方への質問です

ឈឺក���ង�? どこが痛みますか

ឈឺ���ង�៉�ច? どのように痛みますか

□��ឹក 朝 □��� 昼 □������ច 夕方 □��ញមួយ��� 一日中

ឈឺ��ល�? いつが一番痛いですか

□�ងមុខ 前頭部　　□�ង���យ 後頭部　　□�ង���ំ 右横　　□�ង���ង 左横ទង�ិចក��លក���ង�? どこをぶつけましたか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ��ះ�យ���ះ���ក់ច�ចរឬ��? 交通事故ですか

脳神経外科問診票
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សំនួរ��ល�ក់ទងនឹងខួរក��ល
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

あたま いた は け おう と

て あしかたみみ な

い しき

もの み

き

ある

たて あし うご わる

あたま

ぜん とう ぶ こう とう ぶ

こう つう じ こ

あたま いた かた しつもん

いた

いた

た

いちばんいた

あさ ひる ゆうがた いちにちじゅう

わ

みぎよこ ひだりよこ

ぜん とう ぶ こう とう ぶ みぎよこ ひだりよこ あたまぜんたい

のう しん けい げ か もん しん ひょう

ねん がつ にち

ねん がつ にち

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から
ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の くすり

も み

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

カンボジア語
ご



�ើអ�កជក់�រ�ឬ��? たばこを吸いますか

�ើអ�ក���ំ���ឬ��? お酒を飲みますか □�ទ/�ស はい → 　　　　មីលីលិ�� /ថ ml/日　　　　  □�� いいえ

□�ទ/�ស はい → 　　　　�ើម/��� 本/日　　　　　 　　□�� いいえ
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□�ទ/�ស はい　 　　　□�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ស はい　　　　　　　□�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

す

さけ の ひ

ほん ひ

しゅじゅつ う

ま すい なに

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□��ងមិនលក ់眠れない □និ�យ��ើន�ង��លមុន いつもよりよくしゃべる
□ថប់�រម�ណ៏�ប់ភ័យរន�ត ់不安やパニック発作 
□ជិតខ��នមិន�នមនុស��ប៉ុ����ន�រម�ណ៏ ����ប់ឮស���ងមនុស�� 周りに人がいないのに声が聞こえる
□�ន�រម�ណ៏ភ�ឹក�ំងៗ うつ気分 □មិន����ប ់元気がない
□�ន�រម�ណ៏� ���ើលមកខ��ន 人に見られている気がする □����ប់ខុសធម�� 元気が良すぎる

□�ត់បង់�រចង�ំ 意識がなくなる □ចង់���ប ់死にたい
□�ប់�ន�រម�ណ៏រ��ើប�ប់ញ័រ 興奮しやすい □��វ�វ�យដំបង�រជ���ះ 暴力をふるう
□����ងៗ その他

អ�កមក�មួយ 付添者の氏名

���វ�អ�ីនឹងអ�កជម� ឺ本人との関係

គំនិតពីអ�ក���លចង់មកពិនិត��ជម�ឺ�����ះ? 本日の受診はどなたの意志ですか

□ខ��ន���ល់ 本人　　　□����រ 家族　　　□មិត�ភ័ក� 友人　　　□សមត�កិច�ប៉ូលិស 警察　　　□ពីក���ង��ើ�រ 勤務先の人
□����ងៗ その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

�លបំណងអ�ីចង់មកពិនិត��ជម�ឺ�����ះ? 本日の受診の目的は何ですか

□ពិនិត��សុខ�ព 診断 □លទ�ផលពិនិត��សុខ�ព 診断書
□មកព���ល�គ 治療 □��ង��ទ�� 入院　
□ចង់�ន�រ���ំ�មន�ីឬ��ទ������ង 紹介 □�លគំនិតទី២ セカンドオピニオン
□����ងៗ その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ 現在治療中の病気はありますか

□�ទ/�ស はい → ���ះមន�ីរព���ល 医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　□�� いいえ

□����រ 家族　□មិត�ភ័ក� 友人　□����ងៗ その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

精神科問診票
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កំណត់��តុសរ��រសំណ�រជម�ឺសតិ�រម�ណ៍

���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

ねむ

ひと み き

ふ あん ほっ さ

き ぶん

まわ ひと こえ き

げん き よ

げん き

こうふん

た

ぼうりょく

しい しき

つきそいしゃ し めい

ほんにん かんけい

ほん じつ じゅ しん い し

ほん じつ じゅ しん もく てき なん

い りょう き かん めい

たゆうじんか ぞく

ほんにん

た

ち りょう

か ぞく ゆうじん けいさつ

しんだん しんだんしょ

にゅういん

しょうかい

た

きん む さき ひと

せい しん か もん しん ひょう

げんざいちりょうちゅう びょうき

ねん がつ にち

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から
ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

げん ざい の くすり

も み

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

カンボジア語
ご



□ជម�ឺ�ប់���ច 認知症 □ជម�ឺ��នសុ�ឬ��ន��� ំアルコールや薬物依存

□�គសតិ�រម�ណ ៍気分障害 → □មួរហ�ង 躁病　□មូរហ�ងភ�ឹក���ំង 躁鬱病　□ភ�ឹក���ំង 鬱病
□ស�ស�ន់�ត់�ព���ស់�រ パニック □ជម�ឺ��ងមិនលក់ 不眠症
□�គ�ត់បង់�ព���ស់�រ パーソナリティー障害 □�ត់បង់�រលូត�ស់ 発達障害
□មិនលូត�ស់សតិ�រម�ណ៍ 精神遅滞 □ស�ន់�ន់ てんかん 
□ជម�ឺ��កសតិ�រម�ណ៍ 統合失調症 □���ស����ស�ត់បង់�រ��យ័ត 注意欠陥（如）多動性障害
□����ងៗ その他 → （ ）

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか
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�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

いま びょうき

にん ち しょう やくぶつ い ぞん

そうびょう そううつびょう うつびょうき ぶん しょうがい

はったつしょうがい

ちゅう い けっかん じょ た どう せい しょうがい
た

せいしん ち たい

とうごうしっちょうしょう

ふ みん しょう

しょうがい

こん ご つう やく じ ぶん つ



អ�ក(�ត់)ឈឺអ�ី? どうしましたか

□ក���(　　　អង��) 熱がある □ឈឺបំពង់ក のどが痛い □ក�ក せき □ស�ន��ន់ ひきつけをおこす
□��ៀម�� ំ元気がない □មិន��ួលចិត� 機嫌が悪い □�ើម むくみ □ឈឺក��ល 頭が痛い
□ឈឺ�ះ お腹が痛い □ឈឺ���ង 胸が痛い □��ញ 発しん □ឈឺ��ពះ 胃が痛い
□ក��ត 嘔吐 □���ំ�យ��ងសូវ�ន 食欲がない □អ�ច 吐き気
□���ំ�យ��ងសូវ�ន 体重の増加不良 □�គ 下痢 □�មក�យ�ម 血便
□ផឹកទឹក�ះ�មិនសូវ�ន ミルクの飲みが悪い □����ងៗ その他 

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

�ើអ�ក(�ត់)��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រឬ�យ�រ�រ���ំទឹក�ះ�ឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □ថ 薬　□ពង�ន់ 卵　□ទឹក�ះ� 牛乳　□ចំណី��រ���ពី��ះ その他の食べ物　□����ងៗ その他　　　　□�� いいえ

អ�ក(�ត់)��ប���ំធុន��ន? どんな種類の薬が飲めますか

□���ំទឹក シロップ　　　　　　　　□���ំ��� 粉薬　　　　　　　　　□���ំ���ប់ឬ���ំ���ប់ពងស��� 錠剤またはカプセル

���ន�ព��លឆ�ងទ��� 出産の時のようす

ទម�ន់កូន                    ���ម 赤ちゃんの体重　　　　　　　　　　　�យុ���យ                     母親の年齢
□�ើតកូនធម�� 正常分娩 □�ើតកូនមិនធម�� 異常分娩 □�ើតកូន�មវះ�ះ 帝王切開

□ជម�ឺ����យ�ចប���ល�យរ�ក���មខួរ ヒブ □ជម�ឺរ�ក��ើម 肺炎球菌 □ជំងឺស�ិត���ើង ポリオ
□���ំប����គ៣����ទ 三種混合
□ជម�ឺ៤��ភទ(ក�ក�ន ់�ន់���ក់ ���ណ�ស និងស�ិត���ើង) 四種混合 □BCG BCG
□�គក���ិល 麻しん・風しん混合 □អុតតូច 水ぼうそう □����ន おたふく風邪
□�គរ�កខួរក��លជប៉ុន��លប���លមកពីមូស� ំ日本脳炎 □ជម�ឺ�សន��គ ロタウィルス □����ងៗ その他

�ន�ក់���ក់�ំង�រ�រ�ើយ 接種済み予防接種

សំនួរ��ល�ក់ទងនឹងវ������ទ��កុ�រ
小児科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2014.1〉

���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日

���ះកូន 子どもの名前

កំ�ើត 生年月日 �យ 年齢

□��ុស 男 □��ី 女

សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

ទូរស័ព� 電話

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក(�ត់)��ល�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

���ំ 年 �� 月 ��� 日

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

ねつ

なか いた むね いた い いたほっ

げ り

げん き き げん わる あたま いた

いた

おう と しょくよく は け

けつべんたいじゅう ぞう か ふ りょ　う

たの わる

こなぐすり じょうざい

しゅさん とき

ははおや ねんれいあか たいじゅう

せいじょうぶんべん いじょうぶんべん ていおうせっかい

せっしゅ ず よ ぼう せっしゅ

はいえんきゅうきん

た

みず か ぜ

さんしゅこんごう

よんしゅこんごう

ま ふう こんごう

に ほん のうえん

しょう に か もん しん ひょう

くすり た もの で

くすり たまご ぎゅうにゅう た た もの た

しゅるい くすり の

ねん がつ にち

おとここ な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ

おんな

ねんれい

でん わ

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から
ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

しゅじゅつ う

ま すい なに

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき

げん ざい の くすり

も み

ねん がつ にち

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た

カンボジア語
ご



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

សូមសរ��រវង់មូល�ក���ង�ះ
症状のあるところに丸をしてください

□ក���(　　　អង��) 熱がある □ឈឺ 痛い □រ�ស់ かゆい
□រ�ក やけど □បូស 発しん □ដរ 湿しん
□�ំ あざ □����ុយ ほくろ □���ម しみ
□ទឹកសីុ�ើង 水虫 □រ�� じくじくしている □����ងៗ その他

��រៈ�គ������លឬ��? その症状は変化していますか

អ�ក�នប����ំងពីអ���ល់មក? それはいつからですか

□�ទ/�ស はい　　　　□�� いいえ

皮膚科問診票
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សំនួរ��ល�ក់ទងនឹង�����ទ��ឯក��ស�ង�គ����ក

���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

ねつ いた

ほっ しっ 

たみず むし

しょうじょう へん か

ひ ふ か もん しん ひょう

しょうじょう まる

ねん がつ にち

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から
ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

しゅじゅつ う

ま すい なに

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の くすり

も み

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た

カンボジア語
ご



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□�ន����ះ 妊娠 □រដូវ���កពីធម�� 月経の異常 □���ក់ស おりもの　　　　　□ឈឺ���ក�ង���ម���ះ 下腹部が痛い
□���ក់�ម 不正性器出血 □ពង��ក ポリープ □អ���ស៍យដុះពក 卵巣のう腫瘍
□រ�ស ់性器のかゆみ □�ច់ស���ន�ំ 子宮筋腫 □ពិនិត��ជំងឺម�រ�ក がん検診
□ជំងឺមិន�ច�ន����ះ 不妊症 □ជម�ឺខ�ះ�ម 貧血 □����ងៗ その他

□�ន����ះ 妊娠　　ដង 回
□�ើតកូន 分娩　　ដង 回 → □ធម�� 正常分娩　　ដង 回　□មិនធម�� 異常分娩　　ដង 回
□រលូតកូន 流産　　ដង 回 → □រលូតកូន 自然流産　　ដង 回　□ឲ����យកកូន��ញ 人工流産　　ដង 回
□����ងៗ その他 □�ន����ះ�ង���ស���ន 子宮外妊娠 □hydatidiform mole 胞状奇胎

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�យ　　　　���ំ 才

អំពីរដូវ���ំ�� 生理について

□រយៈ28ថ 28日型　□រយៈ30ថ 30日型　□រយៈ　　��� 日型　□មិន�ៀង�ត ់不順

មក��ដំបូង�ល�យុប៉ុ���ន? 初めて生理があったのはいつですか

�ំង���ល�យុប៉ុ���ន? 閉経はいつですか

កំឡ�ងមក���ៀង�ត់ឬ��? 生理は順調ですか

□�ស はい　　　　□�� いいえ��លមក���នឈឺ��? 生理痛はありますか

មក��ចុង���យក��ងរយៈ 最終月経は

មកម�ង�នរយៈ 生理の期間について

រយៈអ���យ 周期について

��វត�ិ�ន����ះ 妊娠した回数

□�ស はい　　　　□�� いいえ�ើអ�កចង់ស���លកូន�មន�ីរ��ទ����ះឬ��? 妊娠の方は当院での出産を希望しますか

មក����ើនឬតិច 生理の量について

�យ　　　　���ំ 才

　　　　��� 日間

�� 月 ��� 日

�ើអ�ក��លពិនិត��ជំងឺម�រ�កឬ��? がん検診を受けたことがありますか

���ំ 年□�ស はい → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□�� いいえ　�� 月 ��� 日

産婦人科問診票
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សំនួរ�ំក់ទងនឹង��ទ�����ក���ី
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　 □�� いいえ

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

にん しん げっけい いじょう

ふ せい せい き しゅっけつ

せい き しきゅうきんしゅ けん しん

らん そう しゅ よう

か ふく ぶ いた

たひん けつふ にん しょう

せい り

はじ せい り

へいけい

せい り じゅんちょう

しゅうき

せい り き かん

せい り りょう

せい り つう

さいしゅうげっけい

にんしん かいすう

にんしん かい

ぶんべん かい せいじょうぶんべん かい いじょうぶんべん かい

りゅうざん かい しぜんりゅうざん かい じんこうりゅうざん かい

た しきゅうがいにんしん ほうじょうきたい

にんしん かた とういん しゅっさん き ぼう

がつ にち

□��ើន 多い　　　　　□ធម�� 普通　　　　　□តិច 少ない
おお ふ つう すく

にちかん

にちがた にちがた にちがた ふじゅん

さい

さい

けんしん う

さん ふ じん か もん しん ひょう

ねん がつ にち

ねん がつ にち

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の くすり

も み

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

カンボジア語
ご



□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប���ល�ម��រឬ��? 輸血を受けたことがありますか

សូមសរ��រពំ��ញ�យុ����រអ�ក សូមគូសសញ(　)�ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក 家族の病歴

 �យ សុខ�ពល� សុខ�ពមិនល� ជំងឺតំណពូជ ជំងឺ�ម�ើង ជំងឺ�ម�ើង ជំងឺម�រ�ក
 年齢 健康 健康ではない 遺伝病 高血圧 糖尿病 がん

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

ឪពុក 父

���យ 母

បងប��ន��ុស 兄弟

បងប��ន��ី 姉妹

ប�ី 夫

កូន 子ども
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�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជំងឺ�ម�គ 性病
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

しゅじゅつ う

ねんれい

ちち

はは

きょうだい

し まい

おっと

こ

けんこう けんこう こうけつあつ とうにょうびょういでんびょう

か ぞく びょうれき

ゆ けつ う

こん ご つう やく じ ぶん つ

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

せいびょうこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□���ក���ំ 右眼 □���ក���ង 左眼 □���កគ ូ両眼 □��ញទឹក���ក 涙が出る
□ឈឺ 痛い □ពពិក���ក 目やに □�ើម はれもの
□រ�ំ���ក ゴロゴロする □ពិ�ក�ើញ 見えにくい

□�នមួយ�ើល�ើញពីរ 物が二重に見える □�ំង���ក まぶしい □����ងៗ その他

�ើក��ង����រអ�ក�នជំងឺ���កឬ��?  家族で目の病気の人がいますか

□�ទ/�ស いる →អ�ក� 誰が　　　　　　　　　　　　　　���ងដូច���ច それはどんな病気ですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□�� いない

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

眼科問診票
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សំនួរ�ក់ទងនឹង��ទ�����ក
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から

អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

みぎ め

いた

ひだり め

め

りょう め

み

なみだ で

もの に じゅう み た

だれ びょうき

か ぞく め びょうき ひと

がん か もん しん ひょう

ま すい なに

ねん がつ にち

ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の くすり

も み

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

げん ざい ち りょう びょうき

こん ご つう やく じ ぶん つ

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

カンボジア語
ご



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□ក���(　　　អង��) 熱がある □ដូច�ធ�ន់ក��ល 頭が重い

□ឈឺក��ល 頭が痛い

��រៈ�គ���ៀក 耳の症状

□���ៀក���ំ 右 □���ៀក���ង 左 □���ៀក�ំងពីរ 両方 □ឈឺ���ៀក 耳が痛い
□�ៀរទឹក 耳だれ □ហុឹង���ៀក 耳なり □�ចម៍���ៀក 耳あか □វ�លមុខ めまい
□ពិ�កឮ 聞こえが悪い □ដូច�ជិតរន����ៀក 耳がふさがった感じ

��រៈ�គ��មុះ 鼻の症状

□តឹង��មុះ 鼻がつまる □តឹង��មុះ 鼻がでる □ក���ស់ くしゃみ □�ម��មុះ 鼻血
□��មុក いびき □ហិតមិនធុំក�ិន においがわからない

��រៈ�គបំពង់ក のどの症状

□ឈឺអ���ត 舌が痛い □ឈឺបំពង់ក のどが痛い □ក�ក せき □���ស�៍ たん
□ដូច��នស�ី�ប់ のどに何かある感じ □សំ��ងស�ក 声がかれる
□ពិ�ក��ប 飲み込みにくい □�ើមមុ/ក 顔・頚部(くび)の腫れ
□����ងៗ その他

耳鼻咽喉科問診票

សំនួរ��ល�ក់ទងនឹង���ក���ៀក��មុះ

���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください
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អ�ក�នប����ំងពី��ល�មក? それはいつからですか

�ើអ�កជក់�រ�ឬ��? たばこを吸いますか

�ើអ�ក���ំ���ឬ��? お酒を飲みますか □�ទ/�ស はい → 　　　　មីលីលិ�� /ថ ml/日　　　　  □�� いいえ

□�ទ/�ស はい → 　　　　�ើម/��� 本/日　　　　　 　　□�� いいえ

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់វះ�ត់��រឬ��? 手術を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប���ល�ម��រឬ��? 輸血を受けたことがありますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

ねつ

あたま いた

みみ しょうじょう

みぎ ひだり りょうほう みみ いた

みみみみみみ

はな しょうじょう

はな

した いた いた

なに かん こえ

の こ かお けい ぶ は

た

はな はな ぢ

き わる みみ かん

しょうじょう

あたま おも

じ び いん こう か もん しん ひょう

ねん がつ にち

す

さけ の ひ

ほん ひ

���ំ 年�ំងព �� 月 ��� 日から
ねん　　　　　　　　　　　　　  がつ　　　　　　　　　　　　　　　  にち

くすり　   た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　　　　　  た　　もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の くすり

も み

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

こん ご つう やく じ ぶん つ

しゅじゅつ う

ゆ けつ う

ま すい なに

おとこな まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ ねん がつ にち

おんな

でん わ

カンボジア語
ご



អ�កឈឺអ�ី? どうしましたか

□ឈឺ���ញ 歯が痛い □រ��ះ��ឿង�ត ់つめ物がとれた □ឈឺអ���ញ���ញ 歯ぐきが痛い 

□ព���ល���ញ 虫歯を治してほしい □��ើ���ញ�ក ់入れ歯を作りたい □���ញ�ក់ខូច�ត 入れ歯がこわれた
□ព���លជួរ���ញ 歯並びを治したい □ពិនិត�����ញ 検診

□យក��ញ�ល�ចម៍���ញ���ម 歯石・歯こうを取りたい □ធុំ�ត ់口臭 □����ងៗ その他

□ខ��ំចង់ព���ល���ញ���ក់�ំងអស់ 悪いところは全て治したい
□ខ��ំចង់ព���ល�����ញឈ 今痛い歯だけを治したい

□បង់���ក់ព���ល�ំងអស់�យខ��នឯងមិនអី�� 自費診療でもかまわない
□ខ��ំចង់ព���លក��ង�រ�����ប់រង 保険の範囲内で治したい
□ខ��ំចង់និ�យ�មួយ��ទ���ើយស���ចវ�ធីព���ល 相談して決めたい

បំណងចំ�ះ�រមកព���ល 治療に対する希望

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើអ�ក���ប់�នប����យ�រ���ំសន�ប់ឬ��? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえអ�ក�ន��លដក���ញឬ��? 歯を抜いたことがありますか

歯科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2014.1〉

សំនួរ��ល�ក់ទងនឹងទន���ទ��
���ំ 年 �� 月　 　　 ��� 日សូមគូសស��� □ �ក��ង��អប់ប���ក់��រៈ�គរបស់អ�ក あてはまるものにチェックしてください

□�ស はい　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក��ល�ន��តិកម�ទំ�ស់�យ�រ�រ��ប���ំឬ���ំចំណី��រ��រឬ��? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□�ទ/�ស はい → □���ំ 薬　□ចំណី��រ 食べ物　□����ងៗ その他　　　　　　□�� いいえ

�ើអ�ក�ន��ើ���ំអ�ី��រឬ��បច��ប��ន���ះ? 現在飲んでいる薬はありますか

□�ទ/�ស はい → សូមឲ��មកខ��ំ�ើលបន�ិច�ើល 持っていれば見せてください　　　　□�� いいえ

�ើ�ងកំពុង�ន����ះឬ�ន�រសង��័យ��ន����ះ? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□�ស はい → 　　　　�� ヶ月　　　　　□�� いいえ

�ើ�ងបំ��ះឲ��កូនឬ��? 授乳中ですか

�ើ��លមកមន�ីរ��ទ���ើក���យ�ច�ំអ�កបក�����រមក�យខ��នឯង�ន��រឬ��? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ

□�ទ/�ស はい　 □�� いいえ�ើបច��ប��ន��ន�ប់�ព���លជម�ឺអ�ីមួយ�មន�ីរ��ទ�����រឬ��? 現在治療している病気はありますか

���ះ 名前

កំ�ើត 生年月日 ទូរស័ព� 電話

□��ុស 男 □��ី 女

���ំ 年 �� 月 ��� 日

�ស័យ���ន 住所

�ើអ�ក�ន�រ�����ប់រងសុខ�ពឬ��? 健康保険を持っていますか？

ស���តិ 国籍

□�ន はい　　　　　　□�� いいえ

�� 言葉

□ជំងឺ��ពះ 胃腸の病気 □ជំងឺ��ើម 肝臓の病気 □ជំងឺ��ះដូង 心臓の病気
□ជំងឺដ��ងទឹក�ម 腎臓の病気 □រ��ង 結核 □�គទឹក�ម���ម 糖尿病 □ហឺត ぜんそく
□ជំងឺ�ើស�ម 高血圧症 □��ដស� エイズ □ជំងឺ����ញទីរ�ូអ៊�ត 甲状腺の病気 □ជម�ឺ���យ����ះ 梅毒
□����ងៗ その他

�ើអ�ក���ប់�នជំងឺអ�ីខ�ះ? 今までにかかった病気はありますか
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