
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؟
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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

□ 


