
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
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□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
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