
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
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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
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�ើ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
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