
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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