
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□
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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؟
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