
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
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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  
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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
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