
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
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���ំ 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
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