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اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ

電話で聞かれること

denwa de kikareru koto

ﻤن ﻓﻀﻠك اﺗﺼل ﻟﻲ ﺒﺴﻴﺎرة إﺴﻌﺎف
救急車をよんでください!
kyukyusha o yonde kudasai!

 ھل ھو ﺤﺮﻳق؟ ھل ھﻲ ﺤﺎﻟﺔ طﺎرﺌﺔ؟، 119 رﻗم
119番、火事ですか？ 救急ですか？

ﺤﺎﻟﺔ طﺎرﺌﺔ
救急です。

hyakujukyu ban, kaji desu ka？ kyukyu desu ka？

kyukyu desu

أﻳن أﻨت اﻵن؟

أﻨﺎ ﻓﻲ ＿ )اﻟﻤﻛﺎن( اﻵن

今＿＿（場所）にいます。

今どこにいますか？
ima doko ni imasu ka？

ima ＿＿ ni imasu

__ ﺴﻨﺔ
＿歳です。

ﻤﺎذا ﺤدث؟

どうしましたか？

ﻛم ﻋﻤﺮك؟

doshimashita ka？

おいくつですか？
oikutsu desu ka？

＿sai desu

名 اﺴﻤﻲ
番号 ____ ورﻗم ھﺎﺗﻔﻲ ھو
____

ﻤن ﻓﻀﻠك ﻗل ﻟﻲ اﺴﻤك وﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻻﺗﺼﺎل

私の名前は＿です、電話番号は＿です。 あなたの名前と連絡先を教えてください。
anata no namae to renrakusaki o oshiete kudasai

watashi no namae wa＿desu. denwa bango wa＿desu.

日本で救急車（きゅうきゅうしゃ）の番
号は119番です。119は日本では消防
車（しょうぼうしゃ）と救急車（きゅう
きゅうしゃ）
を呼ぶ番号です。

近くの人に助けてもらう

chikaku no hito ni tasukete morau

.119 رﻗم ﺴﻴﺎرة اﻹﺴﻌﺎف ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن
 ھو اﻟﺮﻗم اﻟذي ﻳﺘﺼل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤطﺎﻓﺊ119
وﺴﻴﺎرات اﻹﺴﻌﺎف ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن

أﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻚ

ﺴﺎﻋدﻨﻲ ﻤن ﻓﻀﻠك

ﺤﺎﻟﺘﻲ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺴﻴﺌﺔ

tasukete kudasai

karada no choshi ga warui desu

اﻟدﻟﻴل اﻟطﺒﻲ ﻟﻸﺠﺎﻨب
外国人のための医療ガイドブック

ﺨذﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤن ﻓﻀﻠك

助けてください。 体の調子が悪いです。 病院に連れて行ってください。
byoin ni tsurete itte kudasai

__ اﻟﺮﺠﺎء اﻻﺗﺼﺎل

『本書は日本語原案をもとに、
「外国語」及び「やさしい日本語」を
作成し、掲載しております。』

＿＿に連絡してください。
＿＿ni renraku shite kudasai
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ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﻋﻨدﻤﺎ اﻟﻤﺮض

病気になったときの会話集
الطبعة األوىل

京都府
ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻛﻴوﺗو
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ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﻳﻛون اﻟﻤوﻀوع اﻟﻤﺮاد ﻓﺤﺼﻪ ﻗد ﺗﻘﺮر
どの科にいくか決まっていない時

書

申込

名前
住所

どの科でみてもらうか決まっていないとき、わからないときは、自分の
症状を病院の人や看護師さん（かんごしさん）に伝え、みてもらう科を決
。めてもらいましょう

3

類

ﺗﺤﻘق ﻤن اﻟﻘﺴم اﻟذي ﺗﺰوره ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤول
اﻷﻋﺮاض واﻷﻤﺮاض اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻨﻴت ﻤﻨﮭﺎ وﻏﻴﺮ ذﻟك
إذا ﻛﻨت ﻻ ﺗﺴﺘطﻴﻊ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ  ،ﻓﻤن اﻟﺠﻴد أن ﺗﻤﻸ اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤوﻀوع
ﻤﺘﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﻤﺴﺒﻘﺎ وأن ﺗﺄﺨذه ﻤﻌك إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

ﺨطﺎب اﻹﺤﺎﻟﺔ

※日本語が書けないときは、いろいろな言葉に翻訳された問診票（もんしん
。ひょう）などを病院にもっていくとよいでしょう

إذا ﻟم ﻳﻛن ﻟدﻳك ﺨطﺎب إﺤﺎﻟﺔ ﻤن ﻤؤﺴﺴﺔ طﺒﻴﺔ
أﺨﺮى ﻋﻨد زﻳﺎرﺗك ﻷول ﻤﺮة ﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺒﻪ 200
ﺴﺮﻳﺮ أو أﻛﺜﺮ  ،ﻓﻘد ﺗﻛون ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ ﻨﻔﻘﺎت
ﯩﺴوم ﻋﻼج طﺒﻲ ﻤﺤدد ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺴوم
اﻻﺴﺘﺸﺎرة اﻷوﻟﻴﺔ .اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

http://www.k-i-a.or.jp/medical/
・多言語医療問診票（NPO法人国際交流ハーティ港南台
）（公財）かながわ国際交流財団

اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤﺘﻌدد اﻟﻠﻐﺎت ﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺒﺤﻴﺔ ﻛوﻨﺎن داي ھﺎﺗﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟدوﻟﻲ  /ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛﺎﻨﺎﻏﺎوا ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟدوﻟﻲ
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اﻟﻔﺤص

検査

ﺴﻨﻘوم ﺒﺎﻟﻔﺤص إذا
ﻟﺰم اﻷﻤﺮ
必要があれば検査を
。します

ﺴﺘﺘﻠﻘﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻋن ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﻔﺤص
وﺴﻴﺎﺴﺎت اﻟﻌﻼج إﻟﺦ

ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻤﺘوﺴط وﻗت اﻟﻔﺤص اﻟطﺒﻲ
ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن ﺤواﻟﻲ  5دﻗﺎﺌق
※日本では医者が患者さん
。をみる時間は5分くらいです
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紹介状について
入院のためのベットが200床以上ある病院に初
めて行く時は、追加でお金がかかります。診療
所（しんりょうじょ）やクリニックなどの「紹介状（しょ
）うかいじょう
。」がある人は払う必要はありません

病気をみてもらう順番
日本の病院では早く手続きをした人から病気をみても
らいます。予約をしている患者さんが先で、予約をして
いない患者さんは予約が入っていない時間や予約し
。た患者さんが終わってから、病気をみてもらいます
。そのため、患者さんが多いと待つ時間が長くなります

病気をみてもらう

検査の結果、これから
の病気を治す計画など
。を聞きます

ﻗم ﺒﺎﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺒطﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒك واﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﻟﻰ .ﻳﻘول
اﻟﻤوظف ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ] ھل ﻟدﻳك ﺒطﺎﻗﺔ ﺗﺄﻤﻴن ﺼﺤﻲ؟ [ ھل
ﺴﺒق ﻟك أن زرت ھذا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟ ھﻨﺎك أﺴﺌﻠﺔ ﻤﺜل ذﻟك
إذا ﻛﺎﻨت ھذه ھﻲ زﻳﺎرﺗك اﻷوﻟﻰ  ،ﻳﺮﺠﻰ ﻤلء ﻨﻤوذج طﻠب اﻟﻔﺤص اﻟطﺒﻲ
病院の人から
「保険証（ほけんしょう）をもっていますか？今までこ
」？の病院にきたことはありますか
と聞かれます。初めて病院にき
。たときは診察の申込書（しんさつのもうしこみしょ）を書きます

病気をみてもらう科であなたの症状について、いままでかかったこと
。のある病気についてなど、質問をされます

اﻟﻔﺤص اﻟطﺒﻲ

保険

症状

ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻨﺘظﺎر

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ

月日

生年

の種

病気をみてもらう科の部屋の前で、症状について質問されます

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﺒﻘﻴﺔ
اﻟﺤﻀﻮر .ﺳﻴﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻣﺴﺒﻘًﺎ  ،وﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا
ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﺧﻼل اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﺰ أو
ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﺮﻳﺾ .ﻟﺬﻟﻚ  ،ﻗﺪ ﺗﻀﻄﺮ إﻟﻰ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ

診察のながれ

診療

إذا ﻟم ﺗﻛن ﻗد ﻗﺮرت ﻤوﻀوﻋً ﺎ ﻳﺠب ﻓﺤﺼﻪ  ،ﻓﺄﺨﺒﺮ اﻟﻤﻤﺮﻀﺔ أو
طﺎﻗم اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋن اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﮭﺎ واطﻠب ﻤﻨﮭم
اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺒﺸﺄن اﻟﻤوﻀوع اﻟذي ﺴﻴﺘم ﻓﺤﺼﻪ

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ اﻟﻤوﻀوع

1

اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل

受付

إجراءات الفحص

5

اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ

会計

6

اﻟﺤﺠﺰ

予約

7

اﻟﺼﻴدﻟﻴﺔ

薬局

書

領収

◯様

◯◯

調剤薬局

◯◯

00

￥0,0

金額

領収

ﺒﻌد اﻟﻔﺤص  ،اذھب إﻟﻰ ﻗﺴم
اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻼص
إذا ﻛﺎن ﻟدﻳك دواء  ،ﻓﺴوف
"ﺗﺤﺼل ﻋﻠﻰ "وﺼﻔﺔ طﺒﻴﺔ

病気をみてもらった後、会計
。へ行き、お金をはらいます
薬がある時は「処方箋（しょほ
）うせん
」
。をもらいます

ﺣﻮل اﻹﻳﺼﺎﻻت
ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن  ،اﻷرﻗﺎم ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻹﻳﺼﺎل .ﻫﺬه ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط .أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻃﺒﻲ
ﻋﺎم ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﻴﺘﻢ دﻓﻊ  10ﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ
領収書について
日本では領収書に数字が書いてありま
。す
、これは診療点数（しんりょうてんすう）で
日本の公的医療保険に入っている人は
。１点＝10円になります

ﻗم ﺒﺤﺠﺰ ﻤوﻋدا ﻟﻠﻌﻼج
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
続けて病気をみてもらうとき
。は次の予約をします

ﻳﺘم ﺸﺮاء اﻟدواء ﺨﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻤن" ﺼﻴدﻟﻴﺔ ﺨﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ"
ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟوﺼﻔﺔ ﻤﺮة واﺤدة
ﻓﻘط ﻛل  4أﻳﺎم
薬は病院の外の「調剤薬局（ちょう
」）ざいやっきょく
。で買います
「処方
箋（しょほうせん）」は１回だけ、４日
。以内に使ってください
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ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﻤﺼطﻠﺤﺎت ﻤﻔﻴدة ﻋﻨد اﻟﻔﺤوﺼﺎت اﻟطﺒﻴﺔ

体の部位・臓器

 اﻷﻋﻀﺎء/ أﺠﺰاء اﻟﺠﺴم

karada no bui, zoki

診察のときに役立つ単語集

症状がある部分はここです ﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺮاض

shojo ga aru bubun wa koko desu

口

kuchi

اﻟﻔﻢ

乳房

nyubo

اﻟﺜﺪي

目

me

اﻟﻌﻴﻦ

背中

senaka

اﻟﻈﻬﺮ

頭

atama

اﻟﺮأس

腰

koshi

اﻟﺨﺼﺮ

耳

mimi

اﻷذن

おなか

onaka

اﻟﺒﻄﻦ

 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ/ اﻟﺴﻼم
こんにちは

鼻

hana

اﻷﻧﻒ

おしり

oshiri

اﻟﻤﺆﺧﺮة

肩

kata

اﻟﻜﺘﻒ

腕

ude

اﻟﺬراع

ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻴﺮ
こんばんは

歯

ha

اﻷﺳﻨﺎن

指

yubi

اﻹﺻﺒﻊ

舌

shita

اﻟﻠﺴﺎن

つめ

tsume

首

kubi

اﻟﺮﻗﺒﺔ

皮膚

hifu

اﻟﺠﻠﺪ

のど

nodo

اﻟﺤﻠﻘﻮم

脚

ashi

اﻟﺴﺎق

胸

mune

اﻟﺘﺤﻴﺔ

あいさつ
aisatsu

ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ
おはよう
（ございます）
ohayo gozaimasu

konnichiwa

kombanwa

ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ
おやすみ（なさい）
oyasumi（nasai）

ﺷﻜﺮا
ありがとう（ございます）
arigato（gozaimasu）

آﺳﻒ
ごめんなさい
gomennasai

ﻓﻬﻤﺖ
わかりました。
wakarimashita

ﻻ أﻓﻬﻢ
わかりません。
wakarimasen

ﻣﻊ اﻟﺴﻼﻣﺔ

さようなら
sayonara

日本語を話せます。
nihongo o hanasemasu

ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

日本語を話せません。
nihongo o hanasemasen

__ أﻧﺎ
わたしは＿です。
watashi wa＿desu

اﻟﺼﺪر

性器 اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ
seiki

心臓

shinzo

اﻟﻘﻠﺐ

肺

hai

اﻟﺮﺋﺔ

肝臓

kanzo

اﻟﻜﺒﺪ

胃

i

اﻟﻤﻌﺪة

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى
もう一度言ってください。

胆のう tanno اﻟﻤﺮارة

脾臓

hizo

اﻟﻄﺤﺎل

腎臓

膵臓

suizo

اﻟﺒﻨﻜﺮﻳﺎس

ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا؟
これはどういう意味ですか？

小腸 اﻷﻣﻌﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
shocho

大腸

daicho

اﻟﻘﻮﻟﻮن

リンパ

rimpa

اﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔ

ﺗﺤﺪث ﺑﺒﻂء أﻛﺜﺮﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ
もっとゆっくり話してください。

虫垂 اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺪودﻳﻪ

ホルモン

اﻟﻬﺮﻣﻮن

血管 اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
kekkan

ketsuatsu

血圧

ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

moichido itte kudasai

kore wa doiu imi desu ka?

motto yukkuri hanashite kudasai
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أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

اﻷﻇﺎﻓﺮ

膀胱
chusui

jinzo

boko

اﻟﻜﻠﻰ

اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ

horumon
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 ﻟﻚ اﻟﻴﻮم؟/ ﻣﺎذا ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻚ

一般的な症状

ippanteki na shojo

今日はどうしましたか？

أﻋﺮاض ﺷﺎﺋﻌﺔ

kyo wa doshimashita ka?

症状についての表現

shojo ni tsuite no hyogen

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاض

أﻟﻢ

ﻣﻤﻞ وﻣﺆﻟﻢ
にぶくいたい

痛み
itami

nibuku itai

آﻻم ﺗﺸﺪﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
締めつけられるようにいたい
shimetsukerareru yoni itai

ﺟﺮح

ﻗﻄﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت
()إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺠﺮوح ﺗﻘﻄﻴﻌﻴﺔ

怪我

切ったけが

kega

kitta kega

(آﻻم ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺒﺔ )ﻛﻀﺮﺑﺔ اﻟﺴﻮط
ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺣﺎدث

むちうち
muchiuchi

骨を折った
hone o otta

皮膚の症状
hifu no shojo

やけど
yakedo

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﺮد
寒気がする

اﻟﺘﻌﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
疲れやすい

ﺧﺮوج اﻟﻌﺮق

اﻟﺘﻌﺮق ﺑﻌﺮق ﺑﺎرد
冷や汗が出る

netsu ga aru

أﻟﻢ ﺷﺪﻳﺪ
いたみが強い
itami ga tsuyoi

ﻋﻀﻼﺗﻲ ﺗﺆﻟﻤﻨﻲ
筋肉がいたい

tsukare yasui

darui

汗が出る
ase ga deru

(اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪوار ) رﻓﺮﻓﺔ
めまいがする
（ふらふらする）

memai ga suru (furafura suru )

samuke ga suru

hiya ase ga deru

(اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺪوار )داﺋﺮي
めまいがする
（ぐるぐるする）
memai ga suru (guruguru suru )

kinniku ga itai

أﻟﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻦ
おなかが痛い

ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ

ひねった

onaka ga itai

hinetta

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن
吐き気がする

إﻧﻔﺼﺎل ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﻌﻈﺎم

骨の関節がはずれた
ﺣﺎدث ﻣﺮور
交通事故

hakike ga suru

ﺗﻘﻴﺄ
吐いた
haita

 أﻧﺘﻔﺎخ اﻟﺒﻄﻦ/ أﻣﺘﻼء
ﻻ أرﻳﺪ أن آﻛﻞ
食べたくない
おなかがはる
tabetaku nai

kotsu jiko

i ga itai

ﺑﺮاز ﻣﻤﺰوج ﺑﺎﻟﺪم
ﻋﻨﺪي إﺳﻬﺎل
ﻋﻨﺪي إﻣﺴﺎك
便秘をしている 下痢をしている 血のまじった便が出た

اﻟﺘﻘﺮح

はれている

ただれている

ﻫﻨﺎك ورم
しこりがある

ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺄﺗﺒﻲ
アトピーが出る

اﻻﻧﺘﻔﺎخ
むくんでいる

ﻇﻬﻮر دﻣﻞ
できものができた

 ﻣﻘﻴﺤﺔ/ اﻟﻘﻴﺢ
うんでいる

ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻷﻛﺰﻳﻤﺎ
湿疹がある

dekimono ga dekita

harete iru

atopi ga deru

unde iru

ﻟﺪغ ﻣﻦ اﻟﺤﺸﺮات
اﺣﻤﺮار
赤くなっている 虫にさされた
akaku natteiru

mushini sasareta

i ga motareru

butsuketa (daboku)

اﻟﺘﻮرم

kayui

ﻋﺴﺮاﻟﻬﻀﻢﻓﻲاﻟﻤﻌﺪة ﻋﻨﺪي أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة
胃がいたい
胃がもたれる

ﻛﺪﻣﺔ
ぶつけた(だぼく）

 ﺣﻜﺎك/ ﺣﻜﺔ
かゆい

shikori ga aru
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ﻣﻤﻞ
だるい

onaka ga haru

hone no kansetsu ga hazureta

ﻛﺴﺮت ﻋﻈﺎﻣﻲ

اﻷﻋﺮاض اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

ﺣﺮق

إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ
熱がある

tadarete iru

mukunde iru

shisshin ga aru

bempi o shiteiru

geri o shiteiru

chi no majitta ben ga deta

أﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر
胸が痛い

ﺧﻔﻘﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﺪر
胸がどきどきする

mune ga itai

mune ga dokidoki suru

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

血圧が高い

ketsuatsu ga takai

اﻟﻬﺒﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ
ほてる
hoteru

ﺗﻘﻴﺆ اﻟﺪم

血を吐いた
chi o haita

اﻟﺒﺮاز أﺳﻮد
便が黒い
ben ga kuroi

ﺳﻤﻦ

太った
futotta

血圧が低い

ﻧﺤﻒ
やせた

اﻟﺘﻨﻤﻴﻞ
しびれる

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮم
眠れない

ketsuatsu ga hikui

shibireru

yaseta

nemurenai
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اﻟﺘﻨﻔﺲ

呼吸

kokyu

尿についての症状

nyo ni tsuite no shojo

息が苦しい

ﺗﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ
息が切れる

ﻫﻨﺎك ﺻﻮت ﻃﻨﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﺲ
息をするときにヒューヒュと音がする

إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل
咳がでる

ﺧﺮوج اﻟﺒﻠﻐﻢ
痰が出る

ﺑﻠﻐﻢ دﻣﻮي
血のまじった痰がでる

ﺻﻌﻮﺑﺔﻓﻲاﻟﺘﻨﻔﺲ/ﺿﻴﻖ
iki ga kurushii

seki ga deru

耳・鼻・咽喉

mimi, hana, nodo

iki ga kireru

iki o surutoki ni hyuhyu to oto ga suru

tan ga deru

chi no majitta tan ga deru

 اﻟﺤﻨﺠﺮة/  اﻷﻧﻒ/ اﻷذﻧﻴﻦ
ﺳﻴﻼن ﻓﻲ اﻷﻧﻒ
鼻水がでる
hanamizu ga deru

ﻻ أﺳﻤﻊ
聞こえない
kikoe nai

ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲ اﻷﻧﻒ
鼻血がでる
hanaji ga deru

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ
聞こえにくい

ﻻ أﻓﻬﻢ اﻟﺮاﺋﺤﺔ
においがわからない

اﻟﺸﺨﻴﺮ
いびきをかく

nomikomu noga muzukashii

mimi ga itai

nioi ga wakara nai

目

me

hento ga harete iru

ibiki o kaku

nomikomu toki ni nodo ga itai

aji ga wakaranai

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار
اﻟﺼﻮت
声が出にくい
koe ga denikui

目がかゆい

めやにがでる

ﺟﻔﺎف اﻟﻌﻴﻮن
目が乾く

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ
目が見えにくい

me ga kayui

me ga kawaku

nyo ga ooi

اﻟﺬﻫﺎبﻟﻠﺘﺒﻮل
ﻗﻠﺔ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺒﻮل
أﻟﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺒﻮل
ﻋﺪة ﻣﺮات
おしっこに何度も行く おしっこの回数が少ない 尿をするときいたい
oshikko ni nandomo iku oshikko no kaisu ga sukunai

nyo o suru toki itai

اﻟﺸﻌﻮر وﻛﺄن اﻟﺒﻮل ﻣﺘﺒﻘﻲ
尿が残っている感じがする

اﺧﺘﻼط اﻟﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻮل
尿に血がまじる
nyo ni chi ga majiru

meyani ga deru

ﺧﺮوج اﻟﺪﻣﻮع
なみだがでる
namida ga deru

ﺗﻌﺐ اﻟﻌﻴﻮن
目が疲れる

أرﻳﺪ ﻏﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻰ
透析をしたい
toseki o shitai

尿 = おしっこ

妊娠・婦人科

ninshin, hujinka

 أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء،اﻟﺤﻤﻞ
生理の血がたくさん出る

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻴﺾ
生理がない

آﻻم اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة
生理痛がひどい

آﻻم أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ
おなかの下が痛い

اﻹﻓﺮازات اﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة
おりものが多い

اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ
生理が不規則

ﻏﺜﻴﺎن اﻟﺼﺒﺎح ﻓﻈﻴﻊ
つわりがひどい

ﺷﺪ ﻓﻲ اﻟﺜﺪي
乳房がはる

ﺗﻮرم ﻓﻲ اﻟﺜﺪي
乳房にしこりがある

ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺧﺮوج اﻟﺤﻠﻴﺐ
母乳の出がわるい

 اﻟﺤﻴﺾ/ ﻛﺜﺮة دم اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ
seiri no chi ga takusan deru

seiritsu ga hidoi

orimono ga ooi

tsuwari ga hidoi

ﻋﻴﻦ

 ﺣﻜﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻮن/ ﻇﻬﻮر روﻣﺎت اﻟﻌﻴﻦ ﺣﻜﺔ
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mimi kara umi ga deru

آﻻم ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻠﻊ
飲み込む時にのどが痛い

ﻻ أﻋﺮف اﻟﻄﻌﻢ ﺗﻮرم ﻓﻲ اﻟﻠﻮزﺗﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻠﺴﺎن ﺻﻌﺐ
舌が動きにくい 扁桃が腫れている 味がわからない
shita ga ugoki nikui

hana ga tsumaru

ﺧﺮوج اﻟﻘﻴﺢ ﻣﻦ اﻷذن
耳からうみがでる

ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﻊ
飲み込むのが難しい

nyo ga sukunai

اﻧﺴﺪاد ﻓﻲ اﻷﻧﻒ
鼻がつまる

أﻟﻢ ﻓﻲ اﻷذن
耳が痛い

kikoe nikui

nyo ga denikui

ﻛﺜﺮة اﻟﺒﻮل
尿が多い

ﻗﻠﺔ اﻟﺒﻮل
尿が少ない

nyo ga nokotteiru kanji ga suru

ﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻷذن
耳鳴りがする
miminari ga suru

ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺒﻮل
尿が出にくい

أﻋﺮاض اﻟﺒﻮل

nyubo ni shikori ga aru

seiri ga nai

onaka no shita ga itai

seiri ga fukisoku

nyubo ga haru

bonyu no de ga warui

me ga tsukareru

me ga mie nikui
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اﻟﻄﻔﻞ

こども

kodomo

ﻤﺰاج ﺴﻴﺊ

 ﻟﻴﺴت ﺒﺨﻴﺮ/ﻟﻴس

機嫌がわるい
kigen ga warui

suji, jikan, tsukihi

ﺗﻘﻴﺄ

元気がない

吐いた

ﻋﻨده ﺗﺸﻨﺞ

ﻋﻨده إﻤﺴﺎك

genki ga nai

haita

netsu ga aru

ﻋﻨده إﺴﮭﺎل

bempi o shiteiru

ﻻ ﻳﺨﺮج اﻟﺒول

 ﺸﺮﺒت/ﺸﺮب
أﺸﻴﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ

20

体重が減った
taijyu ga hetta

hennamono o nonda

، ھﺎ/  ﺼدﻤت رأﺴﻪ/ﺼدم
 ھﺎ/  ارﺗطﻤت ﺒﺮأﺴﻪ/ ارﺗطم

頭をぶつけた
atama o butsuketa

ﺗﻠﻘﻴﺢ

fuan ni naru

気分が落ち込む
kibun ga ochikomu

ﻤﺘﺤﻤس

よくおこる

興奮する
kofun suru

ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺒﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻌل أي ﺸﻲء
何もする気が起きない
nanimo suruki ga okinai

ﻻ ﻳﺴﺘطﻴﻊ اﻷﻛل ﺗﻨﺎول اﻟﻛﺜﻴﺮ ﻤن اﻟطﻌﺎم
食べ過ぎる
tabe sugiru
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hachi

kyu

9

10

100

1,000

10,000

100,000

hyaku

ﻓﺎﻗد اﻟوﻋﻲ

意識がない

2

ﻛم اﻟﺴﺎﻋﺔ؟

食べられない
tabe rare nai

اﻟﺘﻌب ﺒﺴﮭوﻟﺔ

ﻻ أﺴﺘطﻴﻊ أن أﺸﻌﺮ ﺒﺎﻟواﻗﻊ
現実感が感じられない
genjitsukan ga kanjirare nai

幻聴がある
gencho ga aru

日曜日
nichiyo bi

اﻟﻴوم

昼

今日

kino

kyo

اﻟﻐد

4

夕方

明日

yugata

ashita

اﻟﻠﻴل

go ji

夜

yoru

ﺒﻌد__ ﺴﺎﻋﺎت
＿時間後
＿jikan go

اﻻﺛﻨﻴن

اﻷﺤد

اﻟظﮭﺮ

5

6
roku ji

＿ji＿fun desu

tsukare yasui

昨日

اﻟﻤﺴﺎء

yo ji

分 اﻟﺴﺎﻋﺔ__ و
時
__ دﻗﻴﻘﺔ
إﻨﮭﺎ
＿時＿分です

疲れやすい

san ji

nanji desu ka？

7

أﻤس

朝

hiru

3

何時ですか？

shichi ji

nemure nai

 ھﻠوﺴﺔ/ ھﻠوﺴﺎت

ju man

asa

ni ji

9

眠れない

iraira suru

ichi man

ichi ji

10
ju ji

ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻨوم
ﻤﺤﺒط

sen

1

juichi ji

ku ji

いらいらする

ju

اﻟﺼﺒﺎح

12
juni ji

11

ishiki ga nai

8

اﻹﻛﺘﺌﺎب

go

nana

hachi ji

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻳﺤدث
yoku okoru

8

5

shi

yobo sesshu

اﻟﻘﻠﺐ

不安になる

7

niju

予防接種

hattatsu, hatsuiku ni tsuite sodan shitai

أﺼﺒﺢ ﻗﻠﻘﺎ

4

san

geri o shiteiru

発達、発育について相談したい

こころ

3

ni

6

أرﻳد اﺴﺘﺸﺎرة ﺤول اﻟﺘطور واﻟﻨﻤو

kokoro

2

ichi

keiren shiteiru

 ت اﻟوزن ﻻ ﻳﺸﺮب اﻟﺤﻠﻴب/ ﻟﻘد ﻓﻘد
miruku o nomanai

1

熱がある

roku

おしっこが出ない 変なものをのんだ

ミルクを飲まない

إﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﻰ

けいれんしている 便秘をしている 下痢をしている

oshikko ga denai

 اﻟﺸﻬﺮ واﻟﻴﻮم/  اﻟﻮﻗﺖ/ اﻷﻋﺪاد

数字・時間・月日

月曜日

اﻟﺜﻼﺛﺎء

اﻷرﺒﻌﺎء

kayo bi

suiyo bi

火曜日

getsuyo bi

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

水曜日

اﻟﺨﻤﻴس
木曜日

mokuyo bi

اﻟﺼﺒﺎح

اﻟظﮭﺮ

午前

午後

gozen

gogo

اﻟﺠﻤﻌﺔ

金曜日
kinyo bi

اﻟﺴﺒت

土曜日
doyo bi

اﻷﺴﺒوع اﻟﻤﻘﺒل ھذا اﻷﺴﺒوع
今週

kon shu

来週
rai shu

 أﻳﺎم اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻘﺒل/ أﺴﺎﺒﻴﻊ ﺒﻌد_ ﻳوم/ أﺸﮭﺮ ﺒﻌد_أﺴﺒوع/ﺒﻌد_ﺸﮭﺮ
＿日後 ＿週間後 ＿ヶ月後
来月
rai getsu

＿nichi go

＿shukan go

＿kagetsu go
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ﻛم ﻤن اﻟوﻗت أﻨﺘظﺮ؟

أرﻳد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﺠﺰ

どのくらいの時間待ちますか？

予約をかえたいです。

donokurai no jikan machimasu ka？

yoyaku o kaetaidesu

أرﻳد إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺠﺰ

ﻤﺘﻰ ﻳﺠب أن آﺗﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻘﺎدﻤﺔ؟
次はいつ病院に来たらいいですか？

予約をキャンセルしたいです。

tsugi wa itsu byoin ni kitara ii desu ka？

yoyaku o kyanseru shitaidesu

日ﻳﻮم__ﺷﻬﺮ
月
__ﻣﻦﻓﻀﻠﻚ
اﻟﻔﺤﺺاﻟﻄﺒﻲﻓﻲ/اﻹﺧﺘﺒﺎر

検査/診察は＿月＿日にしてください。

薬の種類と飲み方

kusuri no shurui to nomikata

錠剤 ﻗﺮص دواء

カプセル ﻛﺒﺴوﻟﺔ
kapuseru

jo zai

水薬/シロップ

座薬

ﻛم ﻤن اﻟوﻗت ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻟﻠﺸﻔﺎء؟

治るまでどのくらいの時間がかかりますか？
naoru made donokuraino jikan ga kakarimasu ka？

ﻛم ﻳﻛﻠف اﻟﻌﻼج ﺤﺘﻰ اﻟﺘﺸﺎﻓﻲ؟
治るまでにいくらかかりますか？
naorumadeni ikura kakari masu ka？

軟膏

byoin no jushin kamoku

nanko

（抗生物質） ()ﻤﻀﺎد ﺤﻴوي
kokin yaku (koseibusshitsu)

風邪薬  دواء ﻟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﺮد下痢止め ﻤﻀﺎد ﻟﻺﺴﮭﺎل
kaze gusuri
دواء ﻧﺰﻻت اﻟﺒﺮد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ )دواء
اﻟﺒﺮد اﻟﺸﺎﻣﻞ( ﻫﻮ دواء ﻳﺤﺘﻮي
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻜﻨﺎت ﺧﺎﻓﻀﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
وﻣﻀﺎدات اﻟﻬﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ وﻣﺜﺒﻄﺎت
 إﻟﺦ، اﻟﺴﻌﺎل

朝

asa

اﻟﺼﺒﺎح

昼

hiru

اﻟﻈﻬﺮ

夜

yoru

اﻟﻠﻴﻞ

食後

shoku go
shokkan

اﻟطب اﻟداﺨﻠﻲ

اﻟطب اﻟﺨﺎرﺠﻲ

nai ka

ge ka

ﻗﺴم أﻤﺮاض اﻟﻘﻠب

ﻗﺴم اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ

ﻗﺴم اﻟﺠﮭﺎز اﻟﮭﻀﻤﻲ

kokyuki ka

shokaki ka

食間

ﻗﺴم طب اﻟﻌظﺎم

ﻗﺴم اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺒوﻟﻲ

整形外科

泌尿器科

ﻗﺴم طب اﻷﻤﺮاض اﻟﺠﻠدﻳﺔ
皮膚科

食前

hifu ka

ねる前

内科

循環器科
junkanki ka

seikeige ka

外科

呼吸器科

hinyoki ka

消化器科

ﻗﺴم طب اﻷﻨف واﻷذن واﻟﺤﻨﺠﺮة

ﻗﺴم طب اﻟﻌﻴون

ﻗﺴم طب أﺴﻨﺎن

耳鼻咽喉科

眼科

歯科

ﻗﺴم أﻤﺮاض اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺘوﻟﻴد

ﻗﺴم طب اﻷطﻔﺎل

産婦人科

小児科

jibiinko ka

sanfujin ka
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合感冒薬）は解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン
薬、咳止めなどが入った薬です。

أﻗﺴﺎم ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

gan ka

shoni ka

shi ka

ﻗﺴم اﻟطب اﻟﻨﻔﺴﻲ
精神科
seishin ka

※日本には粉の薬があります。飲みにくいと
きはオブラートなどにつつんで飲みましょう。

抗菌薬 دواء ﻤﻀﺎد ﻟﻠﺠﺮاﺛﻴم

ﻤﺮھم

※風邪の時に飲む薬／日本の風邪薬（総

病院の受診科目

 إذا ﻛﺎن ﻤن.ﺗوﺠد أدوﻳﺔ ﻤﺴﺤوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن
 ﻓﻠﻔﮭﺎ ﻓﻲ رﻗﺎﻗﺔ واﺸﺮﺒﮭﺎ، اﻟﺼﻌب ﺸﺮﺒﮭﺎ

ﺗﺤﻤﻴﻠﺔ
点眼薬
( )دواء ﻤﻘﻌديtengan yaku ﻗطﺮات ﻟﻠﻌﻴن

kensa/shinsatsu wa ＿gatsu＿nichi ni shitekudasai

精神安定剤 ﻤﮭدئ
seishin antei zai

ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت
ﻗﺒﻞ وﺟﺒﺔ

ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮم

أﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺪواء اﻵن
今この薬を飲んでいます。
ima kono kusuri o nonde imasu

1日＿回

回 ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
__ﻣﺮة
錠 ﻓﻲ اﻟﻤﺮة
1回 ＿錠 ikkai＿jo  أﻗﺮاص/__ ﻗﺮص
ichi nichi＿kai

＿日間 ＿nichi kan

دواء اﻟﺠﮭﺎز
اﻟﮭﻀﻤﻲ

icho yaku

ﺑﻌﺪ وﺟﺒﺔ اﻟﻄﻌﺎم

shoku zen اﻟﻄﻌﺎم
neru mae

geri dome

胃腸薬

日
__أﻳﺎم
/ ﻳﻮم

دواء
粉薬 ﻤﺴﺤوق
()ﻣﻀﺎد ﺣﻴﻮي

kona gusuri

 ﺸﺮاب/ دواء ﺴﺎﺌل

mizu gusuri / shiroppu

za yaku

MADI

أﻧﻮاع اﻷدوﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ

ﻟﻸﻋﺼﺎب

湿布

ﻛﻤﺎدة

shippu

解熱剤 ﺨﺎﻓض ﻟﻠﺤﺮارة

genetsu zai

下剤
gezai

 ﻤﻠﻴن/ ﻤﺴﮭل

痛み止め ﻤﺴﻛن ﻟﻸﻟم
itami dome

睡眠薬 ﺤﺒوب ﻤﻨوﻤﺔ

suimin yaku

اﻷدوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
اﻷﻋﺮاض ﺷﺪﻳﺪة

دواء ﻳﺘﻨﺎول ﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر
اﻷﻋﺮاض ﻓﻘﻂ

頓服

tompuku

症 状 が 出 たときや 症 状 が ひどいとき
などに必要に応じて使う薬

__  اﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺪواء/ ﺗﻨﺎول

この薬は̲̲̲̲に飲んでください。
kono kusuri wa ＿ni nonde kudasai

痛い時
itai toki

熱が出た時

netsu ga deta toki

ﻋﻨﺪ اﻷﻟﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﻰ

眠れない時 ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮم

nemure nai toki

吐き気がする時
hakike ga suru toki

ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻐﺜﻴﺎن

胸が苦しくなった時 ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺂﻻم ﻓﻲ اﻟﺼﺪر
mune ga kurushiku natta toki
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اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل

受付

uketsuke

入院

دﺨول اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

nyuin

 إذا ﻛﻨﺖ. أﺷﺨﺎص6-4 ﻏﺮف اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻫﻲ ﻏﺮف ﺗﺘﺴﻊ ﻟـ
 ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻓﺮض رﺳﻮم ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ،ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﺮدﻳﺔ
日本の病室は4人ー6人部屋です。１人部屋に入り
たいときは別に料金がかかります。

ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻟﻲ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟدﺨول إﻟﻰ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺎﺒﺎﻨﻲ

この病院は初めてです。

 ﻻ ﺗﻬﺘﻢ أﺳﺮة اﻟﻤﺮﻳﺾ ﺑﺤﻴﺎة، ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ
( )ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ. ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ ذﻟﻚ.اﻟﻤﺮﻳﺾ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

kono byoin wa hajimete desu

إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﺴﻔﺮإﻟﻰ اﻟﺨﺎرج

海外旅行保険

日本の病院では患者さんの日常生活の世話は患者さんの家族はし
ません。看護師がします。
（ 完全看護システム）

saishin desu

kaigai ryoko hoken

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺒﻴﺒﺔ؟

ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ

保険証を忘れました。 女の先生はいますか？

日本の公的保険
nihon no kotekihoken

ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

日本の病院へ入院する

再診です。

hokensho o wasure mashita

onna no sensei wa imasu ka?

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺒﻴﺐ؟

ﻟﻘﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ

保険に入っていません。 診察券を忘れました。 男の先生はいますか？
hoken ni haitte imasen

shinsatsuken o wasure mashita

otoko no sensei wa imasu ka?

buta niku

豚肉 ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ

gyu niku

牛肉 ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ

tori niku

鶏肉

اﻟﺪﺟﺎج

tamago

卵

اﻟﺒﻴﺾ

kai

貝

اﻟﻤﺤﺎر

michi o kiku

豚が入っていない食品

＿ أرﻳﺪ
 ﻫﺬا اﻷﻛﻞ/ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﺒﻖ
＿がほしいです。 この料理は食べられません。

わたしはムスリムです。
watashi wa musurimu desu

أﻧﺎ ﻧﺒﺎﺗﻲ

__ أرﻳﺪ أن أذﻫﺐ إﻟﻰ

＿へ行きたいです。
＿e ikitai desu

 اﻟﻤﺮﺣﺎض/ اﻟﺤﻤﺎم
دورة اﻟﻤﻴﺎه

 ﻣﺤﻞ/ ﻣﺘﺠﺮ

toire

baiten

トイレ

ارﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ
総合案内

اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل

受付

uketsuke

 اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻏﺮﻓﺔ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪم/ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
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shukyojo＿wa taberukoto ga dekimasen

 ﻣﺴﻠﻤﺔ/ أﻧﺎ ﻣﺴﻠﻢ

＿wa doko desu ka？

採血室

宗教上＿は食べることができません。

kono ryori wa taberare masen

＿ga hoshi desu

＿はどこですか？

saiketsu shitsu

__ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻛﻞ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ

اﺴﺄل ﻋن اﻟطﺮﻳق

 ﺗﻮﺟﺪ ＿؟/ أﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ

sogo annai

shugijo＿wa taberukoto ga dekimasen

اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻢ
buta ga haitte inai shokuhin

道をきく

__ دﻳﻨﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻛﻞ
主義上＿は食べることができません。

検査室

kensa shitsu

売店

اﻟﻤﻄﻌﻢ

食堂

shokudo

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺤﺺ
診察室

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼج

shinsatsu shitsu

shochi shitsu

اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ
薬局

ﺟﻨﺎح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
病棟

yakkyoku

処置室

byoto

わたしはヴィーガンです。
watashi wa bigan desu

ﻫﻞ ﺗﻮﺟﺪ وﺟﺒﺎت ﻃﻌﺎم ﺣﻼل؟
ハラルフードを使った食事はありますか？
hararufudo o tsukatta shokuji wa arimasu ka？

ハラルフード: イスラム教の戒律にしたがって処理された食品のこと。

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ إﺣﻀﺎر اﻟﻄﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل؟
食事を家からもってきてもいいですか？
shokuji o ie kara motte kitemo iidesu ka？

ヴィーガン: ベジタリアンの中には卵や牛乳は食べる人もいますが、
ヴィーガンは、動物性の食物を一切取らず、蜂蜜も取りません。

ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم؟
ﻋﻨﺪي ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
أرﻳﺪ أن أﺻﻠﻲ
アレルギーがあります。お祈りをしたいです。 シャワーに入れますか？
arerugi ga arimasu

oinori o shitai desu

shawa ni haire masu ka？

ﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة
ビザの延長をしなくてはいけません。 パスポートを更新しなくてはいけません。
biza no encho o shinakutewa ikemasen

pasupoto o koshin shinakutewa ikemasen
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺪة اﻟﺪﺧﻮل  /اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟

ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة

？どのくらい入院しますか
？donokurai nyuin shimasu ka

お役立ち情報

ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻛﻴوﺗو "ﺸﺒﻛﺔ ﻛﻴوﺗو ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟطﺒﻴﺔ ﻳوروزو ﻨﺎت
"Yorozu Net
」京都府「京都健康医療よろずネット

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟
？入院はいくらかかりますか

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﺬﻫﺎب ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟
？病院の外に出られますか

ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟
？いつ退院できますか

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟

？nyuin wa ikura kakarimasu ka

http://www.mﬁs.pref.kyoto.lg.jp/

اللغات املعتمدة :اليابانية واإلنجليزية والصينية )املبسطة( والكورية
】【対応言語：日本語、英語、中国語（簡）、韓国・朝鮮語

？退院できますか

？itsu taiin dekimasu ka

？taiin dekimasu ka

أرﻳﺪ أن أﻋﻮد إﻟﻰ ﺑﻠﺪي وأﻋﺎﻟﺞ ﻣﺮﺿﻲ
。国に帰って病気を治したいです
kuni ni kaette byoki o naoshitai desu

ﻫﺬه ﺻﻔﺤﺔ وﻳﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت
واﻟﻌﻴﺎدات واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ

？byoin no soto ni deraremasu ka

ﻣﺘﻰ ﻳﻜﻮن وﻗﺖ اﻟﺰﻳﺎرة؟
？お見舞いの時間はいつですか
？omimai no jikan wa itsudesu ka

أﻳﻦ ﺗﺒﺎع ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻠﻔﺎز؟
？テレビカードはどこで売っていますか
？terebi kado wa dokode utte imasu ka

اﻟﻤﺠﻤﻮع  /اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﻛﻢ اﻟﺤﺴﺎب؟ ？いくらですか

？ikura desu ka

أﻛﺘﺐ اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺔ ) اﻹﻧﻘﻠﻴﺰﻳﺔ (
ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

京都府内で、言語、地域な
どを基に病院・診療所・薬
局等を探すことができる
。ウェブページです

أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚ
dekimasu

できます

ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻎ أن أﻓﻐﻞ ذﻟﻚ

dekimasen

اﻟدﻓﻊ

できません

بعد إنتهاء الفحص  ،خذ امللف معك
وقم بالدفع يف شباك املحاسبة
يف املستشفيات الكبرية  ،سيتم إعطاؤك
رقام مرجعيًا عند الشباك .عند اكتامل
ً
حساب املحاسبة  ،يتم عرض الرقم
املرجعي عىل لوحة اإلعالنات  ،ويتم
الدفع يف شباك املحاسبة أو يف جهاز
دفع مخصص
16

会計

kaikei

保険会社に出す
（英語)の診断書を書いてください
hokengaisha ni dasu（ei go) no shindansho o kaite kudasai

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؟
？クレジットカードは使えますか
？kurejitto kado wa tsukaemasu ka

支払い
病気をみてもらった後、ファイル
をもって会計へ行きお金をはら
います。患者さんが多い、大きな
病院では会計で数字が書かれ
た紙をくれます。会計で計算が
終わると掲示板にその数字が光
ります。紙をもって会計や機械
。などでお金を払います

この番号まで終了しています

802
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ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة

お役立ち情報

)ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤدﻤﺠﺔ( ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻴﺎﺒﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴم اﻟطﺒﻲ
"ﻨظﺎم ﺸﮭﺎدة ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟطﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒل اﻟﻤﺮﻀﻰ اﻷﺠﺎﻨب"
」（一財）日本医療教育財団「外国人患者受入れ医療機関認証制度

http://jmip.jme.or.jp

اللغات املعتمدة :اليابانية  /اإلنجليزية  /الصينية )املبسطة(  /الكورية
】【対応言語：日本語、英語、中国語（簡）、韓国・朝鮮語

ﻤدﻳﻨﺔ ﻛﻴوﺗو "دﻟﻴل اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺮﺴﻤﻲ ﻟﻤدﻳﻨﺔ ﻛﻴوﺗو" )ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺴﻼﻤﺔ(
」）京都市「Kyoto City Oﬃcial Travel Guide（Safety Information

https://kyoto.travel/en/traveller_kit/tools_safety

اللغات املعتمدة :اإلنجليزية  /الصينية )التقليدية  /املبسطة(  /الكورية  /الفرنسية  /األملانية /
اإلسبانية  /اإليطالية  /املاليزية  /الرتكية  /العربية  /التايالندية  /الروسية
、【対応言語：英語、中国語（繁・簡）、韓国・朝鮮語、フランス語
、ドイツ語、スペイン語
、イタリア語、マレー語
】トルコ語、アラビア語、タイ語、ロシア語
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ﻫﺬه ﺻﻔﺤﺔ وﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن
ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻘﺒﻮل
اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ  ،ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻠﻐﺎت

ﻫﺬه ﺻﻔﺤﺔ وﻳﺐ ﺗﻠﺨﺺ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث
واﻟﺤﻮادث واﻟﺴﺮﻗﺔ

日本国内で、多言語による
診療案内などの外国人患
者の受入体制に関する認
証を受けた病院等を探すこ
とができるウェブページで
。す

京都市における医療機関
の情報や災害・事故・盗難
等の緊急時に役立つ情報
等をまとめたウェブページ
。です
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ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻴدة
】【対応言語：日本語、英語、中国語（簡）、韓国・朝鮮語

ﻤﺮﻛﺰ ﻛﻴوﺗو ﻟﻛوروﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠد ﻟﻼﺴﺘﺸﺎرات اﻟطﺒﻴﺔ
きょうと新型コロナ医療相談センター

お役立ち情報

"ﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻛﻴوﺗو "اﻟدﻟﻴل اﻟطﺒﻲ ﻟﻸﺠﺎﻨب
」京都府「外国人のための医療ガイドブック

https://www.pref.kyoto.jp//kentai/corona/foreign-tourists.html

https://www.pref.kyoto.jp/iryo/medicalguidebook.html

اللغات املعتمدة :اليابانية  /اإلنجليزية  /الصينية )املبسطة  /التقليدية(  /الكورية  /الربتغالية
اإلسبانية  /الفيتنامية  /التايالندية

اللغات املعتمدة :اليابانية  /اإلنجليزية  /الصينية )املبسطة  /التقليدية(  /الكورية  /الربتغالية
اإلسبانية  /الفرنسية  /األندونيسية /الفيتنامية  /التايالندية /العربية

【対応言語：日本語、英語、中国語（簡、繁）、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語
】ベトナム語、タイ語

إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺘﻚ ﺑﻌﺪوى ﺑﻔﻴﺮوس ﻟﻜﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻚ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﻴﻮﺗﻮ  ،ﻓﻴﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺪاد اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ زﻳﺎرة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻴﺔ

"ﻤﺮﻛﺰ اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻟطﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴوﺗو ﻟﻛوروﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠد"
الهاتف 24 ،075-414-5487 :ساعة يوميا 365 ،يو ًما يف السنة
يرجى التأكد من ارتداء كاممة عند زيارة العيادة *
يرجى إبالغ "مركز االستشارات الطبية يف كيوتو لكورونا *
املستجد" مبا إذا كان لديك تأمني عىل السفر يف الخارج أم ال

【対応言語：日本語、英語、中国語（簡・繁）、韓国朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語
】フランス語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、アラビア語

ﻫﺬه ﺻﻔﺤﺔ وﻳﺐ ﺑﻬﺎ ﻛﺘﻴﺐ
إرﺷﺎدي ﻳﺠﻤﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت
واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻤﻔﻴﺪة ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ

京都府滞在中に新型コロナウイルス感染症が疑われる時には、医療
。機関を受診する前に以下の窓口に電話をしてください
」「きょうと新型コロナ医療相談センター
TEL 075-414-5487、365日24時間
、（ベトナム語10時〜20時
）タイ語9時〜18時
。※受診の際には、必ずマスクの着用をお願いします

日本の病院等の特徴や会話に
役立つ単語・会話を集めた
ガイドブックを掲載したウェブ
。ページです

、※海外旅行保険の加入の有無について
。「きょうと新型コロナ医療相談センター」にお伝えください

20
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日本の医療について
日本では、ほとんどの人が公的医療保険（こうてきいりょうほけん）に入ってい
。ます
。日本に3ヶ月以上住んでいる外国人は公的医療保険に入ります
日本では保険（ほけん）に入ると保険料（ほけんりょう）を毎月支払わなくてはな
りません。公的医療保険（こうてきいりょうほけん）に入っていると、患者さんが
。払う医療費は30％となります
しかし赤ちゃんをうむとき、交通事故、歯のな
らびをきれいにするとき、美容整形（びようせいけい）などは公的医療保険（こ
。うてきいりょうほけん）は使えません
。患者さんがすべての医療費を払います

公的医療保険

）（こうてきいりょうほけん

民間の保険
海外旅行保険

。書類は日本語で書いてあります
、日本語以外の書類は
。病院ではつくれないことがあります
その時は翻訳会社などに翻訳を依頼します
）（別にお金が必要です
。
翻訳した書類に
「日本
。語の書類と同じことが書いてあります
」
。という翻訳した人などのサインが必要です

保険に入っていないとき、保険を使えない医療
。を受けたとき医療費は全部自分で払います

、保険に入っていないとき
保険を使えない医療を受けたとき

保険に加入しなくても使える医療制度
「こどもが予防接種（よぼうせっしゅ）をうけ
日本の保険(ほけん）に入っていなくても
、
、「体に障がいのあるこども
治すのが
」る
、
」「結核（けっかく）などの病気をなおす
「
、赤ちゃんをうむお母さんを助け
」）難しい病気があるこどもの医療費（いりょうひ
」る
。制度を使うことができます
。くわしくは受けた病院で聞いてください
）（にんしんとどけ
病院で
」「妊娠届
をもらい市役所（しやくしょ）に持っていくと
「母子
「
」、子育て家庭のための健康ガイド
と無料で健康
」）健康手帳（ぼしけんこうてちょう
）（けんこうしんだん・けんしん
。が受けられる券をもらうことができます
診断
）（健診
）
、英語
、中国語
。韓国語の多言語の母子手帳を発行しているところもあります

22

ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ .ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ،ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم .30٪اﻟﻮﻻدة وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﺳﻨﺎن وﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ وﺣﻮادث اﻟﻤﺮور
وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﺎم وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ
اﻟﻌﺎم

أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3أﺷﻬﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤﻲ .ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ  ،ﻗﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ  /ﻓﺮع ﺟﻨﺎح اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو
ﺷﻬﺎدة اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ .أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ

日本に3ヶ月以上住む人は健康保険（けんこうほけん）に入ります。在留カード
か特別永住者証明書を持って市区町村（しくちょうそん）の国民健康保険課（こ
）くみんけんこうほけんか
。・保険年金課（ほけんねんきんか）などで手続きをします
。会社で働いている人は会社で手続きをします

・手続きは保険会社（ほけんがいしゃ）によって違います。自分の入っている保
。険（ほけん）会社に聞いてみてください
日本に住んでいる外国人や留学
。・日本でも民間の保険（ほけん）に入れます
。生のための保険（ほけん）があります
。・手続きをする時に「医師の診断書」などを出します
どんな書類が必要か
、は
。自分の入っている保険会社（ほけんがいしゃ）に聞いてください

ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن  ،أﻏﻠب اﻟﻨﺎس ﻟدﻳﮭم ﺗﺄﻤﻴن ﺼﺤﻲ ﻋﺎم .اﻷﺠﺎﻨب اﻟذﻳن ﻳﻌﻴﺸون )أوﻤن اﻟﻤﺤﺘﻤل أن ﻳﻌﻴﺸوا(
ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن ﻷﻛﺜﺮ ﻤن  3أﺸﮭﺮ ﺴﻴﺤﺼﻠون ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻤﻴن طﺒﻲ ﻋﺎم

كيفيةاالنضامم

保険（ほけん）に入る方法

普通は病院で医療費を
。自分の国か日本で保険（ほけん）に入ることができます
、すべて払い
。後から保険（ほけん）会社に書類を出してお金を返してもらいます

حول النظام الطبي الياباين

ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻓﻲ ﺑﻠﺪك أو ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  ،ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺛﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺗﺨﺘﻠف اﻹﺠﺮاءات ﺒﺎﺨﺘﻼف ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﻴن  ،ﻟذﻟك ﻋﻠﻴك ﻤﺮاﺠﻌﺔ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒك
ﻳﻤﻛﻨك أﻳﻀً ﺎ اﻻﻨﻀﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن .ﻳوﺠد ﺗﺄﻤﻴن طﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﻴن اﻷﺠﺎﻨب واﻟطﻼب اﻷﺠﺎﻨب
ﻋﻨد ﺗﻘدﻳم ﻤطﺎﻟﺒﺔ إﻟﻰ ﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﻤﻴن  ،ﻗد ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻘدﻳم "ﺸﮭﺎدة طﺒﻴﺔ ﻤن طﺒﻴب" إﻟﺦ .ﻳﺮﺠﻰ
ﻤﺮاﺠﻌﺔ ﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻤﻴن اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒك

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺨﺎص ،
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ
اﻟﺨﺎرج

※ اﻟوﺛﺎﺌق ﻤﻛﺘوﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ .ﻗد ﻻ ﺗﺘﻤﻛن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟطﺒﻴﺔ ﻤن إﻋداد اﻟﻤﺴﺘﻨدات
ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴﺰﻳﺔ .ﻓﻲ ھذه اﻟﺤﺎﻟﺔ  ،ﻳﺠب ﻋﻠﻴك طﻠب اﻟﺘﺮﺠﻤﺔ ﻤن ﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺠﻤﺔ
)ﻤﺸﺤوﻨﺔ( .ﻳﺠب أن ﺗﻛون اﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻤﺘﺮﺠﻤﺔ ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺘﺮﺠم  ،وﻤﺎ إﻟﻰ ذﻟك ،
ﺒﺤﻴث ﻻ ﺗﺨﺘﻠف ﻋن اﻟﻨص اﻷﺼﻠﻲ

・ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ،ﻓﺴﻴﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻚ دﻓﻊ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻪ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ  ،رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎرج
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﺮة (

نظام ميكن استخدامه دون اإلنضامم إىل تأمني
ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺄﻣﻴﻦ  ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم ﻟﺪﻋﻢ "ﺗﻄﻌﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل" و "اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻞ" و "اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ" و "اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت
اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ" .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬي ﻗﻤﺖ ﺑﺰﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
إذا أﺣﻀﺮت "ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﻤﻞ" اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ،ﻓﺴﻴﺘﻢ إﺻﺪار "ﻛﺘﻴﺐ
ﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ"  ،و "دﻟﻴﻞ ﺻﺤﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل"  ،وﺗﺬﻛﺮة
اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ .ﺗﻨﺸﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت أﻳﻀًﺎ ﻛﺘﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻠﻐﺎت ﺣﻮل ﺻﺤﺔ اﻷم
واﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﻮرﻳﺔ
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日本の病院
。日本ではどこの病院でも病気をみてもらうことができます
。自分の状況にあわせて病院を決めましょう
」）あなたの「かかりつけ医（かかりつけい
。（ホームドクター（ほーむどくたー））を決めておきましょう

診療所・クリニック

かぜや軽い病気のとき、自
分の家から病院に行きま 「かかりつけ医」とは、あなたの身体や病気のことをよく知ってい
す。軽い病気か入院が必要 て、病気を診てくれたり、健康についてアドバイスしてくれる近くの
な病気かどうかをみてくれ お医者さんのことです。あなたのことをよく知っているので困った
ときにサポートしてくれます。専門の病院で診てもらった方がよい
。ます
）（しょうかいじょう
。を出してくれます
、ときには
」「紹介状

」京都の病院を探す→「お役立ち情報P16参照
、診療所やクリニックの「紹介状」がない人は
医療費（いりょうひ）とは別にお金がかかる病
。院があります
（入院のためのベットが200床
）以上ある病院に初めて行くとき
料金は5,000円〜10,000円で、病院によって
。かわります
診療所やクリ二ックで「紹介状」書いてもらう
、と
。このお金はかかりません

病院

・公立病院・医療センター
日本赤十字病院など

細かい検査や治療、手術
。などが必要な時

高度先端医療を受けるとき

休日夜間急患センター

）（きゅうじつやかんきゅうかんせんたー

ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺒﺎن  ،ﻳﻤﻛﻨك اﻟذھﺎب إﻟﻰ أي ﻤؤﺴﺴﺔ طﺒﻴﺔ ﺗﻘوم ﺗﺴﺘﻘﺒل اﺴﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻴﺎدات
اﻟﺨﺎرﺠﻴﺔ .اﺨﺘﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﺤﺎﻟﺘك

اﻟﻌﻴﺎدة

ﻤن اﻟﻤﺴﺘﺤﺴن أن ﺗﻘﺮر "طﺒﻴب اﻷﺴﺮة" )طﺒﻴب اﻟﻤﻨﺰل(

ﻧﺰﻻت اﻟﺒﺮد  ،ﻣﺮض ﺧﻔﻴﻒ ،
ﻋﻼج ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻓﻖ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء
واﻟﻌﻼج اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﺿﺮورﻳﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أم ﻻ

" ﻃﺒﻴﺐ اﻷﺳﺮة"ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أو ﻋﻴﺎدة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻳﻔﻬﻢ ﺟﺴﻤﻚ
وﺗﺎرﻳﺨﻚ اﻟﻄﺒﻲ وﺣﺎﻟﺘﻚ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻳﻘﺪم اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻧﻈﺮًا ﻷﻧﻪ ﻳﺪرك وﺿﻌﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻳﻮﻣﻲ ،ﻓﺴﻮف ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﺼﻌﺐ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،ﻓﺴﻴﺼﺪر ﺧﻄﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﺤﺎﻟﺘﻚ وﻳﺤﻴﻠﻚ إﻟﻰ أﺧﺼﺎﺋﻲ
أو ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ
"اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻛﻴﻮﺗﻮ ← راﺟﻊ "ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﻴﺪة ص 16

・大学病院
・国立がんセンター
国立循環器センターなど

休みの日や夜に
病院にいきたいとき

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

ﻣﺜﺎل:اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎتاﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺮاﻛﺰاﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰاﻟﺼﻠﻴﺐاﻷﺣﻤﺮاﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲإﻟﺦ

ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻓﺤﺺ ﻣﻔﺼﻞ
ﻋﻼج  .ﺟﺮاﺣﺔ إﻟﺦ

إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﺧﻄﺎب إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎدة  ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﻄﻠﺐ رﺳﻮم ﻋﻼج ﻃﺒﻲ ﻣﺤﺪدة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻮم اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻷوﻟﻴﺔ) .ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺑﺴﻌﺔ  200ﺳﺮﻳﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ(إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ "ﺧﻄﺎب
ﺗﻌﺮﻳﻒ" ﻣﻦ ﻋﻴﺎدة ،ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج
اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺤﺪد .ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻮم ﺣﻮاﻟﻲ ﻣﻦ  5000إﻟﻰ
 10000ﻳﻦ  ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﺳﻮم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺴﺮطﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻘﻠب واﻷوﻋﻴﺔ اﻟدﻤوﻳﺔ
ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ
إذا ﻛﻨﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻓﻲ أﻳﺎم اﻹﺟﺎزات أو ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ

ﻤﺮﻛﺰ طوارئ ﻟﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌطﻼت إﻟﺦ

などがあります
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ﻻ

いいえ

ﻧﻌﻢ

？他に症状はありますか

はい

その他
症状の有無

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ أي أﻋﺮاض أﺧﺮى؟

生年月日を教えてください

)ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ(

？その症状はいつから始まりましたか

アナムネーゼ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮﻀﻲ

ﻣﺘﻰ ﺑﺪأت اﻷﻋﺮاض؟

＿ヶ月前から

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ __ ﺷﻬﺮ

？何歳ですか

ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ ﻗﻞ ﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻼدك

اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﻄﺒﻴﺔ

）医療者問診（病院の人が使う会話

ﻛﻢ ﻋﻤﺮك؟

＿週間前から

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ __ أﺳﺒﻮع

子ども

父

母

اﻷم

اﻷﻃﻔﺎل

اﻷب

妻

اﻟﺰوج

妹

姉

弟

兄

اﻷﺧﺖ اﻟﺼﻐﺮى

اﻷﺧﺖ اﻟﻜﺒﺮى

اﻷخ اﻷﺻﻐﺮ

اﻷخ اﻷﻛﺒﺮ

吸いません

禁煙中

吸います

？タバコを吸いますか

ﻻ ﺗﺪﺧﻦ

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ

ﻛﻢ ﻣﺮة ﺗﻈﻬﺮ اﻷﻋﺮاض؟

１時間に＿回

ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ __ ﻣﺮة
年に＿回

ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ __ ﻣﺮة

ときどき

月に＿回

ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ __ ﻣﺮة

１ヶ月 ̲ 杯

__ ﻛﻮب  /أﻛﻮاب ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ

？お酒を飲みますか

１週間 ̲ 杯

１日 ̲ 杯

__ﻛﻮب  /أﻛﻮاب ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع

__ ﻛﻮب  /أﻛﻮاب ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

？今飲んでいる薬はありますか

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أدوﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻵن؟

ﻣﺎ ﻧﻮع اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن؟
胃腸の病気

أﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪة
واﻷﻣﻌﺎء

＿週間くらい

ﺣﻮاﻟﻲ__أﺳﺒﻮع /أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺣﻮاﻟﻲ __ ﻳﻮم  /أﻳﺎم

ﻫﻞ ﺗﺸﺮب اﻟﻜﺤﻮل  /اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت؟

？今までどんな病気にかかりましたか

肺の病気

腎臓病

肝臓病

心臓病

أﻣﺮاض اﻟﺮﺋﺔ

أﻣﺮاض اﻟﻜﻠﻰ

أﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ

أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ

糖尿病

高血圧

درﺟﺔ اﻷﻟﻢ フェイススケール

ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي
喘息

اﻟﺮﺑﻮ

いつも

ﻓﺠﺄة

1日に＿回

週に＿回

ﻓﻲ اﻟﻴﻮم __ ﻣﺮة

ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع __ ﻣﺮة

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار اﻷﻋﺮاض؟

＿日くらい

ارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم

発症頻度

ﻛﻞ ﻣﺮة  /داﺋﻤﺎ

？その症状はどのくらい続きますか

？一日何本吸いますか

ﻛﻢ ﺗﺸﺮب ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮل؟

きゅうに

ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن

ﻫﻞ ﺗﺪﺧﻦ؟

ﻛﻢ ﺳﻴﺠﺎرة ﺗﺪﺧﻦ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم؟
？どのくらいお酒を飲みますか

＿年前から

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ __ ﺳﻨﺔ/ﻋﺎم

？その症状はどのくらいの頻度で起こりますか

夫

اﻟﺰوﺟﺔ

أدﺧﻦ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ__ ﻳﻮم

ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻲ

اﻟﺮﺟﺎء إﺧﺒﺎري ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ داﺋﻤًﺎ
家族

＿時間前から

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ __ ﺳﺎﻋﺔ

生まれたときから

いつもつながる連絡先を教えてください

اﻷﺳﺮة

＿日前から

発症時期

＿時間くらい

持続頻度

＿分間くらい

ﺣﻮاﻟﻲ__ﺳﺎﻋﺔ/ﺳﺎﻋﺎت

ﺣﻮاﻟﻲ __ دﻗﻴﻘﺔ

＿年くらい

＿ヶ月くらい

ﺣﻮاﻟﻲ __ﺳﻨﺔ /ﺳﻨﻮات ﺣﻮاﻟﻲ __ ﺷﻬﺮ /أﺷﻬﺮ
、１日の内
？その症状が起こる時間は決まっていますか

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك وﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻟﺤﺪوث اﻷﻋﺮاض ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر؟

ﻻ

いいえ

ﻧﻌﻢ

はい

？それはいつごろですか

ﻣﺘﻰ ﻫﺬا؟

＿時頃

夜

ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ __

夕方

اﻟﻠﻴﻞ

اﻟﻤﺴﺎء

脳卒中

昼

اﻟﻈﻬﺮ

اﻟﺼﺒﺎح

ﻫﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬه اﻷﻋﺮاض داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﺎن؟
ﻻ

いいえ

ﻧﻌﻢ

日内変動
の時間帯

朝

？いつも同じところにその症状はありますか

اﻟﺠﻠﻄﺔاﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ

日内変動
の有無

症状部位の
固定の有無

はい
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