
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□
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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؟
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