
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
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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

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
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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


