
どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

頭が痛い سردرد□ せき سرفه□ のどが痛い گلو درد□ 熱がある (℃           )آيا تب داريد□
息切れ مشكل تنفس□ 動悸 تپش سريعقلب□ 発しん جوش□ 胸が痛い  سينه درد□
お腹が痛い شكم درد□ 胸が苦しい احساس فشار بر سينه□ めまい سر گيجه□ むくみ تورم□
口が渇く تشنگی مفرط□ しびれ خواب رفتگی□ 高血圧 فشار خون باال□ 胃が痛い معده درد□
食欲がない بی اشتهايی□ お腹が張る نفخ شكم□ 体重が減っている  كاهش وزن□
血便 وجود خون در مدفوع□ 下痢 اسهال□ 吐き気 حالت تهوع□ 嘔吐 استفراغ□
その他 غيره□ 疲れやすい زود خسته شدن□ だるい  كسالت و بی حالی□

それはいつからですか از چه موقع؟

内科問診票
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همانشسرپ بخش داخلی
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

あてはまるものにチェックしてください

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

輸血を受けたことがありますか

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

現在治療している病気はありますか

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی هدش ايد ؟

ペルシャ語
ىفارس  

ねつ いた あたま いた

いき ぎどう きほっむね いた

こうけつあつい いた

なか いたむね くる

くち かわ

げ り

たつか

けつべん

なか はたいじゅう へ

おう と

しょくよく

は け

ない か もん しん ひょう

ねん がつ にち

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

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

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

か げつ

ゆ けつ う

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

ご

□ 



پرسشنامه بخش جراحی
外科問診票 ペルシャ語

年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

محل بيماری را با عالمت دايره نشان دهيد
症状のあるところに丸をしてください

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□

けが زخم□ お腹が痛い  شكم درد□ 熱がある (℃           )آيا تب داريد□
しびれ خواب رفتگی□ しこり غده□ やけど سوختگی□
□　　　　　   ひねった □كاهش وزن 体重が減っている □خارش かゆい
痔 بواسير□ 腫れ تورم□ 胆石 سنگ كيسه صفرا□
脱腸（ヘルニア） باد فتق□ のど（甲状腺） گلو حلق لوزه□ 血便 وجود خون درمدفوع□
その他 غيره□

乳房 پستان□ 肺 ريه□ 首 گردن□
腸 روده□ へそ ناف□ 胃 معده□

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

女 زن□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

年 سال 月 ماه 日 روز

年 سال 月 ماه 日から روز

あてはまるものにチェックしてください

それはいつからですか از چه موقع؟

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ輸血を受けたことがありますか خير□　　　　はい بله□

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえレントゲンフィルムを持っていますか خير□　　　　はい بله□

いいえ内視鏡フィルムを持っていますか خير□　　　　はい بله□

紹介状のある方だけ書いてください  اگر معرفی نامه داريدلطفا به سواالتزير پاسخ بدهيد؟

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان
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現在治療している病気はありますか

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی هدش ايد ؟

 
بهرگ شدگی رگ   

ىفارس  
げ か もん しん ひょう

ねん がつ にち

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

ねつ なか いた

は

たいじゅう へ

たん せき じ

た

けつ べん

ちょうい

はいくび

だっちょうこうじょうせん

にゅうぼう

せい ねん がっ ぴ 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

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

ゆ けつ う

ま すい なに

しょうかいじょう かた か

も

ない し きょう も

た

しょうじょう まる

おんな

でん わ

ご

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

□ 



今後、通訳を自分で連れてくることができますか

いいえ خير□　　　　　　はい بله□
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こん ご つう やく じ ぶん つ



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

痛み درد□ 熱がある (℃           )آيا تب داريد□
やけど سوختگی□ けが زخم□
はれもの تورم□ しこり غده□
しびれ خواب رفتگی□ かゆい خارش□
体重が減っている كاهش وزن□ ひねった پيچيدگی□
その他 غيره□

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

整形外科問診票
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پرسشنامه بخش ارتوپدی
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

あてはまるものにチェックしてください

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

محل بيماری را با عالمت دايره نشان دهيد
症状のあるところに丸をしてください

それはいつからですか از چه موقع؟

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

現在治療している病気はありますか

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟

輸血を受けたことがありますか

ペルシャ語
ىفارس  

ねつ いた

たいじゅう へ

た

せい けい げ か もん しん ひょう

ま すい なに

ねん がつ にち

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

しょうじょう まる

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

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

か げつ

げん ざい ち りょう びょうき

こん ご つう やく じ ぶん つ

しゅじゅつ う

ゆ けつ う

ご

□ 



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

嘔吐 استفراغ□ 吐き気 حالت تهوع□ めまい سر گيجه□ 頭が痛い سردرد□
しびれ □手足のふるえ خواب رفتگیاعضای بدن□ 肩こり درد كتف□ 耳鳴り زنگ زدن گوش□

聞こえにくい مشكل شنوايی□ 意識がなくなる بيهوشی□
歩きにくい مشكل راه رفر□ 物が見えにくい مشكل ديد□
その他 غيره□  手足の動きが悪い مشكل در حركت دست و پا□

頭全体 همه جا□ 左横 سمت چپ□ 右横 سمت راست□ 後頭部 پشت سر□ 前頭部 جلوسر□

ガーンと割れるように مثل اينكه با چيزی به سرم زده اند□ ガンガン سر درد شديد□ ズキンズキン زق زق ميكند□
その他 غيره□ チクチク سوزن سوزن شدن□ キリキリ تير ميكشد□

それはいつからですか از چه موقع؟

いいえ خير□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → はい بله□

頭をぶつけましたか آيا ضربه سنگينی به سر شما وارد شده است ؟

頭が痛い方への質問です اگر سر شما درد ميكندبه سواالت زير پاسخ دهيد

どこが痛みますか كجای سر شما درد ميكند؟

どのように痛みますか چه نوع سر دردی داريد؟

一日中 تمام روز□ 夕方 عصر□ 昼 ظهر□ 朝 صبح□

いつが一番痛いですか چه مواقع بيشب درد ميكند؟

どこをぶつけましたか كجای سر شما؟左横 سمت چپ□　　右横 سمت راست□　　後頭部 پشت سر□　　前頭部 جلوسر□

交通事故ですか آيا به هنگام تصادف بوده است؟ いいえ خير□　　　　　　はい بله□

脳神経外科問診票
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پرسشنامهبخش جراحیمغز
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

ペルシャ語
ىفارس  

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

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

年 سال 月 ماه 日から روز
ねん がつ にち

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

か げつ

ご

□ 



手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

たばこを吸いますか آيا سيگار ميكشيد؟

お酒を飲みますか آيامشروب می خوريد؟

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□ ml/日 در روز/ميلی ليتر　　　　 → はい بله□

いいえ خير□ 本/日 روز/نخ　　　　 → はい بله□
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腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

現在治療している病気はありますか

す

さけ の ひ

ほん ひ

しゅじゅつ う

ま すい なに

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

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

いつもよりよくしゃべる پرحرفی□ 眠れない کم خوابی□
 不安やパニック発作 اضطراب يا حمالت وحشت□
周りに人がいないのに声が聞こえる شنيدن صدا حتی وقتی شخصی در اطراف نيست□
元気がない روحيه ضعيف□ うつ気分 احساس افسردگی□
元気が良すぎる روحيه بيش از حد باال□ 人に見られている気がする احساس اينکه هميشه تحت نظر هستم□
死にたい اشتياق به مردن□ 意識がなくなる فقدان هوشياری□
暴力をふるう خشونت اجباری□ 興奮しやすい به راحتی هيجان زده شدن□
その他 ساير موارد□

付添者の氏名 نام همراه

本人との関係

本日の受診はどなたの意志ですか به پيشنهاد چه کسی امروز به ما مراجعه کرديد؟

勤務先の人 يکی از همکاران□　　　警察 پليس□　　　友人 دوستان□　　　家族 خانواده□　　　本人 خودتان□
（　　　　　　　　　　　　　　　　　） → その他 ساير اشخاص□

本日の受診の目的は何ですか هدف از مالقات امروز چيست؟

診断 □　　　　　　  診断書 تشخيص□
　治療 □　　　　 入院 درمان□
□　　　　　　　　　　　　　　紹介 □　　　　　　　　　　    セカンドオピニオン
□　　　　 その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

いいえ خير□　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　はい →　　　　　　　　　医療機関名 بلی□

□　　　　  家族　□دوستان 友人　□　　　　　その他 → （　　　　　　　　　　　　　）

精神科問診票

〈1/2ページ〉

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〉

همانشسرپ بخش داخلی
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

それはいつからですか از چه موقع؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

現在治療している病気はありますか

شمابانسبت خانوادهعضو اشخاصساير

پزشکیگواهیاخذ
شدنبستری

ديگر درمانی موسسه يک به معرفی جهت قبلی پزشک نظر درباره مشورت
مواردساير

موسسه پزشکینام 

ペルシャ語
ىفارس  

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

ねん がつ にち

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

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

か げつ

げん ざい ち りょう びょうき

ご

□ 



認知症 جنون□ □　　　　　　　　　 アルコールや薬物依存
□　　　　　 気分障害 → □شيدايی 躁病　□　　　　　　　　　　 躁鬱病　□افسردگی 鬱病
□　　　　   パニック □بيخوابی 不眠症
□　　　　　   パーソナリティー障害 □　　　　 発達障害

□　　　　　　 精神遅滞  てんかん صرع□
統合失調症 شيزوفرنی□ □ADHD 注意欠陥（如）多動性障害
□　　　　その他 → （ ）

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟
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はい بله□ いいえ خير□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

خلقیاختالالت
مخدر مواد يا الکل به اعتياد

سرخوشیافسردگیروانپريشی
زدگیوحشت

شخصيتاختالل رشداختالل
ذهنیماندگیعقب

مواردساير

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



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

ひきつけをおこす تشنج□ せき سرفه□ のどが痛い گلو درد می كند□ 熱がある (℃           )آيا تب داريد□
頭が痛い سر درد□ むくみ تورم□ 機嫌が悪い بد مزاج□ 元気がない بی حال□
胃が痛い معده درد□ 発しん جوش□ 胸が痛い سينه درد□ お腹が痛い شكم درد□
吐き気 حالت تهوع□ 食欲がない بی اشتهايی□ 嘔吐 استفراغ□
血便 خون در مدفوع□ 下痢 اسهال□ 体重の増加不良 رشد ناكافی□
 その他 غيره□ ミルクの飲みが悪い كم شير ميخورد□

それはいつからですか از چه موقع؟

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　その他の食べ物 غذا های ديگر□　牛乳 شير□　卵 تخم مرغ□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

どんな種類の薬が飲めますか چه نوع داروئی ميخوريد

錠剤またはカプセル قرص يا كپسول□　　　　　　　　　粉薬 پودر□　　　　　　　　シロップ شربت□

出産の時のようす حالت وضع حمل خود را مشخص كنيد؟

母親の年齢                     سن مادر　　　　　　　　　　　g 赤ちゃんの体重                    وزن كودك
帝王切開 سزارين□ 異常分娩 زايمان غير طبيعی□ 正常分娩 زايمان طبيعی□

ポリオ فلج اطفال□ 肺炎球菌 پنومونی(عفونت پارانشيم ريوی)□  ヒブ هموفيلوس آنفوالنزا نوع ب□
BCG ب  ث  ج□ 三種混合  □DPT-IPV 四種混合 واكسن سه گانه□
□MR (سرخک،سرخچه) 麻しん・風しん混合 □آبله مرغان 水ぼうそう □اريون おたふく風邪
その他 غيره□ ロタウィルス روتا ويروس□  日本脳炎 آماس مغز ژاپنی□

接種済み予防接種 تابهحالكدام يك از واكسن ها را تزريق كرده است؟

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟
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才年齢 سال

電話 تلفن

小児科問診票
پرسشنامه بخش كودكان

年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

子どもの名前 نام فرزند

生年月日 تاريخ تولد

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

現在治療している病気はありますか

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟

ペルシャ語
ىفارس  

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

くすり た もの で

くすり たまご ぎゅうにゅう た た もの た

げん ざい の くすり

も み

しゅるい くすり の

ま すい なに

さいねんれい

でん わ

しょう に か もん しん ひょう

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 ねん がつ にち

おんな

年 سال 月 ماه 日から روز
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

こん ご つう やく じ ぶん つ

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

ご

□ 



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

かゆい خارش□ 痛い درد□ 熱がある (℃           )آيا تب داريد□
湿しん اگزما□ 発しん جوش□ やけど سوختگی□
しみ لك□ ほくろ خال□ あざ .كوفتگی يا خون مردگی□
その他 غيره□ じくじくしている تاول زده□ 水虫 قارچ پوستی□

その症状は変化していますか آيا عاليمبيماریتغييركرده است؟

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

皮膚科問診票
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پرسشنامه بخش پوست
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

それはいつからですか از چه موقع؟

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

現在治療している病気はありますか

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

محل بيماری را با عالمت دايره نشان دهيد
症状のあるところに丸をしてください

あてはまるものにチェックしてください

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

ペルシャ語
ىفارس  

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

ま すい なに

ねん がつ にち

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

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

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

か げつ

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

こん ご つう やく じ ぶん つ

しょうじょう まる

ご

□ 



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

下腹部が痛い درد در ناحيه پائين شکم□ おりもの ترشحات مهبل□ 月経の異常 قائدگی نا مرتب□ 妊娠 حاملگی□
卵巣のう腫瘍 غده تخمدان□ ポリープ پوليپ□ 不正性器出血 خون ريزی نا مرتب رحم□
がん検診 آزمايش سرطان□ 子宮筋腫 غده بی آزار رحم□ 性器のかゆみ خارش مبهل□
その他 غيره□ 貧血 كم خونی□ 不妊症 نازايی□

回 بار　　妊娠 حاملگی□
回 بار　　異常分娩 زايمانغير طبيعی□　回 بار　　正常分娩 زايمانطبيعی□ → 回 بار　　分娩 زايمان□
回 بار　　人工流産 سقط جنين تعمدی□　回 بار　　自然流産 سقط جنين طبيعی□ → 回 بار　　流産 سقط جنين□
胞状奇胎 مول هيداتی فرم□ 子宮外妊娠 حاملگی بيرون رحم□ その他 غيره□

いいえ خير□　　　　はい بله□

才 سال

生理について تاريخ قائد گی

不順 نامرتب□　　日型 غيره　　روز□　　30日型 30 روز□　　28日型 28روز□

初めて生理があったのはいつですか اولين بار كی دچار قائدگی شديد؟

閉経はいつですか كی يائسه شديد؟

生理は順調ですか آيا قائدگی مرتب داريد؟

生理痛はありますか آيا هنگام قائدگی درد داريد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

最終月経は آخرين بار كی قائده بوديد؟

生理の期間について چه مدت طول ميكشد

周期について فاصله قائد گی شما چه مدت است؟

妊娠した回数 تاريخحاملگی

妊娠の方は当院での出産を希望しますか آيا می خواهيد در اين بيمارستان زايمان كنيد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

生理の量について مقدار قائدگی少ない كم□　　　　　普通 طبيعی□　　　　　多い زياد□

才 سال

日間 روز

月 ماه 日 روز

がん検診を受けたことがありますか آيا تا به حال آزمايش سرطان داده ايد؟

月 ماهいいえ خير□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 → はい بله□年 سال 日 روز

産婦人科問診票
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پرسشنامه بخش زنان
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 性病 بيماری مقاربتی□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

ペルシャ語
ىفارس  

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

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

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

くすり た もの で

くすり た もの た

げん ざい の くすり

も み

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

ご

□ 



手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

家族の病歴 وضعيت بهداشتی افراد خانواده 

سرطان بيماری قندی فشار خون باال بيماری ارثی ناسالم سالم سن 
 年齢 健康 健康ではない 遺伝病 高血圧 糖尿病 がん

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

父 پدر

母 مادر

兄弟 برادران

姉妹 خواهران

夫 شوهر

子ども فرزند
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いいえ خير□　　　　　　はい بله□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

輸血を受けたことがありますか

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



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

涙が出る آب ريزش چشم□ 両眼 هر دو چشم□ 左眼 چشم چپ□ 右眼 چشم راست□
はれもの جوش□ 目やに چركچشم□ 痛い درد چشم□
見えにくい تار ديدن□ ゴロゴロする ريگ در چشم□
その他 غيره□ まぶしい حساسيت به نور□ 物が二重に見える دو تا ديدن□

家族で目の病気の人がいますか آيا كسی از بستگان شما بيماری چشم دارد؟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それはどんな病気ですか چه کسی　　　　　　　　　　誰が وچه نوع بيماری ميباشد؟ → いる بله□

いない خير□

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

眼科問診票
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پرسشنامه بخشچشم
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

それはいつからですか از چه موقع؟

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

現在治療している病気はありますか

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

ペルシャ語
ىفارس  

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

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

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

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

か げつ

げん ざい ち りょう びょうき

こん ご つう やく じ ぶん つ

ご

□ 



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

頭が重い سرم سنگين است□  熱がある (℃           )آيا تب داريد□
頭が痛い سرم درد ميكند□

耳の症状 عاليم بيماریگوش

耳が痛い گوشم درد ميكند□ 両方 هر دو□ 左 چپ□ 右 راست□
めまい سرم گيج می رود□ 耳あか جرم گوش□ 耳なり گوشم زنگ ميزند□ 耳だれ ترشح چركیگوش□
耳がふさがった感じ گوشم كيپ شده□ 聞こえが悪い بد ميشنوم□

鼻の症状 عاليم بيماریبينی

鼻血 بينی ام خون ريزی دارد□ くしゃみ عطسه می كنم□ 鼻がでる آب ريزش دارم□ 鼻がつまる بينی ام گرفته□
においがわからない بو را تشخيص نمی دهم□ いびき خرخرمی كنم□

のどの症状 عاليم بيماریحلق

たん خلط□ せき سرفه□ のどが痛い گلويم درد می كند□ 舌が痛い زبانم درد می كند□
飲み込みにくい مشكل بلعيدن□ 声がかれる گرفتگی صدا□ のどに何かある感じ مثل اين كهچيزی در گلويم گير كرده است□
その他 غيره□ 顔・頚部(くび)の腫れ ورم صورت.گردن□

それはいつからですか از چه موقع؟

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

耳鼻咽喉科問診票
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پرسشنامه بخش گوش .حلق.بينی
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

あてはまるものにチェックしてください

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

たばこを吸いますか آيا سيگار ميكشيد؟

お酒を飲みますか آيامشروب می خوريد؟ いいえ خير□ ml/日 در روز/ميلی ليتر　　　　 → はい بله□

いいえ خير□ 本/日 در روز/خن　　　　 → はい بله□

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

輸血を受けたことがありますか

手術を受けたことがありますか آيا تا به حال عمل جراحی شده ايد؟

ペルシャ語
ىفارس  

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

ま すい なに

じ び いん こう か もん しん ひょう

ねん がつ にち

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

年 سال 月 ماه 日から روز
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

じゅにゅうちゅう

か げつ

す

さけ の ひ

ほん ひ

こん ご つう やく じ ぶん つ

ゆ けつ う

しゅじゅつ う

ご

□ 



どうしましたか چه ناراحتی داريد؟

虫歯を治してほしい دندانم كرم خورده□ 歯ぐきが痛い لثه ام درد ميكند□ つめ物がとれた دندانمخالی شده□ 歯が痛い دندانم درد ميكند□
入れ歯がこわれた دندان مصنوعی ام شكسته□ 入れ歯を作りたい دندان مصنوعی می خواهم□
検診 معاينه دندانها□ 歯並びを治したい می خواهم دندانهايم را مرتب كنم□
その他 غيره□ 口臭 دهانم بو می دهد□ 歯石・歯こうを取りたい می خواهم دندانم را جرم گيری كنم□

悪いところは全て治したい می خواهم همه دندانهای خرابم را درست كنم□
今痛い歯だけを治したい میخواهم تنهادندانهايیرا كه در حال حاضردرد ميكنداردرست كنم□
自費診療でもかまわない هزينه معالجه به عهده خودم است اشکالی ندارد□
保険の範囲内で治したい ميخواهم از بيمه درمانی استفاده کنم□
相談して決めたい ميخواهم با دکتر مشورت کرده وتصميم بگيرم□

治療に対する希望 در خواست شما درباره درمان

麻酔をして何かトラブルがありましたか آيا تا به حال در اثر بيهوشی دچار مشکل شده ايد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

歯を抜いたことがありますか آيا قبال دندان خود را كشيدها يد؟いいえ خير□　　　　はい بله□

歯科問診票
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پرسشنامه بخش دندان
年 سال 日 روز 　　 　月 ماه

名前 نام ونام خانوادگی

生年月日 تاريخ تولد 電話 تلفن

男 مرد□ 女 زن□

年 سال 月 ماه 日 روز

住所 آدرس

？健康保険を持っていますか آيا بيمه درمانی داريد؟

国籍 مليت

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

言葉 زبان

あてはまるものにチェックしてください

腎臓の病気 بيماریكليوی□ 心臓の病気 بيماری قلبی□ 肝臓の病気 بيماری كبدی□ 胃腸の病気 بيماری روده ومعده□
高血圧症 فشار خون باال□ ぜんそく آسم□ 糖尿病 بيماری قند□ 結核 سل□
その他 غيره□ 梅毒 سفليس□ 甲状腺の病気 تيروئيد□ エイズ ايدز□

いいえ خير□　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　はい بله□

薬や食べ物でアレルギーが出ますか آيا به دارو يا غذا حساسيت داريد؟

いいえ خير□　　　　　　その他 غيره□　食べ物 غذا□　薬 دارو□ → はい بله□

現在飲んでいる薬はありますか آيادارويی داريد كه هر روز از آن مصرف میكنيد؟

いいえ خير□　　　　持っていれば見せてください اگر االن دارويیهمراه  خودداريد لطفا  نشان دهيد → はい بله□

妊娠していますか、またその可能性はありますか آيا در حال حاضر حامله هستيد يا ممكن است حامله باشيد؟

授乳中ですか االن به بچه شير ميدهيد؟

今までにかかった病気はありますか آيا تا به حال مبتال به بيماری شده ايد؟

いいえ خير□　　　　　　はい بله□

いいえ خير□　　　　　ヶ月 چندماه　　　　 → はい بله□

現在治療している病気はありますか

今後、通訳を自分で連れてくることができますか

ペルシャ語
ىفارس  

は いた もの は いた むし ば なお

こうしゅう

けんしん

い ばい ば つく

は なら なお

し せき し と た

は ぬ

ち りょう たい き ぼう

わる すべ なお

いま いた は なお

ほ けん はん い ない なお

じ ひ しん りょう

そうだん き

し か もん しん ひょう

ま すい なに

ねん がつ にち

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

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

じゅにゅうちゅう

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

か げつ

げん ざい ち りょう びょうき

こん ご つう やく じ ぶん つ

ご

□ 
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