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ロシア語症状

0痛い（6 0江 b)

0血が出ている（ KpOBOTe可 eH He) 

O吐き気（ pBOTa)

0熱（TeMnepaTypa)

O下痢（耳目 a p e 11) 

0めまい（ rO江 OBOKpyxeH:ue) 

O息苦しい（o瓦 himKa) 

0心臓がドキドキする (qacToe 

C e p耳目 e6:uett:ue) 

0しびれる（ otteMeH:ue)

O腫れている（ oTeK)

0かゆい（可 eCOTKa) 



』’-

0お腹が痛い。（ Y Me  H 兄 60 耳目 T 

)I( H B O T .) 

O私は下痢です（Y M e H .SI II O H O C .) 

0食欲がないときの表現（Y Me  H .SI H e T 

a II II e T H  Ta.) 

O体調が悪いで す（兄可 yB C T B y lO 

ce6.SI II江 O X O. 

（ヤー・チユーストヴユ・セビャー・プローハ）

O頭痛： r o 江 O BHa.SI D O 江 b （ガラブ

ナーヤボーリ）

0胸痛： fp y瓦 H a兄 BO 江 b （グルドナ

ーヤボーリ）

0医者をよんで下さい： BhI30BHTe,  

II O )I( a 江 y益 C T O, B p a 可 a （ヴィザヴ

イテパジャールスタ ブラチャ〉



情報収集シート：ロシア語

ミープロベリムパンェソストヤニエ イオツベジョムパスヴボリニツ

Mhl npoBepuM Barne COCTO匁uueH OTBe3eM Bae B 60JibHH .. y. 

これから体の状態を確認して、病院に搬送します。

エタフオノレマポモジェトナムウトチエチパンェソストヤニエ

3TaφopMa DOMO刻KeTuaM yToqHHTb Barne COCTO匁HHe.

この用紙を使ってあなたのけがや病気の内容を確認します。

ポジヤノレイスターナピシテ ィリウカジテパリツェム

, IlmKaJiy首CTa,HaOHIUHTe HJIH y Ka~HTe naJibU:eM, eCJIH ueo6XOJJ;HMO. 

必要な事項を書くか、指さしてください。

1ITO C巧F可H江OCb? 何がおこりましたか。

J!3Ha けが BHeJanua匁 6oJie3Hb 急な病気

日 日明em-re ころんだ 口6om, 痛み

口口a瓜em1巴CBbTCOThf 高いところから落ちた ロロpo尻町)KUT叩 bHIDI6orrb ずっと痛い

口CUJibHblliy,Llap 強く打った 口npepbrna10IU,aJ1cJ16onb ときどき痛し、

口 nop巴3 切った 口C)l(JfMaJOlil,IDI6orrb, en出 M 締め付けるような痛み

口yKyC ものが刺さった 口pe)l{yIU,aJI6orrb 刺すような痛み

口Q)l{Or やけどをした 口TJIHY凹IDI60Jib にぶい痛み

口江pyroe その他 口6onttTrrpu ZUJJ,f)Ke聞 H 動かすと痛い

口KpOBOTe明 HMe

口o6HJibHOe

口cpe,LIHee

血出

たくさん

中くらい

口tte6orrhmoe 少し

口pBOTa 幅吐

口rrnma 食べ物

口Kp0Bb 血液

口瓦pyTOe その他

口TO国 HOTa 気分が悪い

口ro刀OBOKpy)KeHJfe めまい

口IIOHOC F痢

口cKp0Bh10 血がまじっている

口6e3叩OBH 血はまじっていなし、

ロロB町 色

口KpaCHbl首 口可epHhrtt 口KOpI-PIHeBbI首
赤 黒 茶色

口HeXBaTKa.DJ,IXa田ur 息苦しい

口y可ame田mecep且Qe6HeHHe 心臓がどきどきする

口OHeMe四 e

口err出 M

口TeMTiepaηpa

しびれる

けし、れん

熱がある

口（c)Tabunka Kyosei Center -HYOGO, 2008.口 h口p://www.tabunka.jp/hyogo／什 9/sheeUru.pdf 口



I Heo6xo且HMIDI四 cbooMau闘 onau11ettre患者の情報

I HMR 

I 氏名

B03paCT (L1,aTa pmK)],eHH51) 

年齢（生年月 l=I)

Hall,HOHaJlhHOCTh 

国籍

513hlK 

言語

兄IIOHCKH話回hIKroBOp即

日本語

I KOHTaKTHhIH Tene中OH

｜ 電話番号

「一一一
COCTO兄HHe3且ODOBbR且0H8CTO兄weroMOMeHTa 

口）］，a
できる

口HeMHOro

少しできる

これまでにかかった病気など 但 主盟 E盟

高血圧 口）］，a

口H町

できない

アレルギー

ある口BhICOKOe)],asneH11e 

口周a6er 糖尿病 口 刀巴KapCTBa 口口po耳y町 bl 口Ll,pyro巴

口 paK がん 薬 食べ物 その他

口3a6o江eBaH1151neqeHH 口HeT ない

口cepLl,e四日e3a60汀esamur

口 3a6oneBaH1151M03ra 

肝臓病

心臓病

脳の病気

目指息

ITOHeM neKaDCTB B耳目弘I首MOMe町 現在飲んでいる薬

口a口Ma ロロpmnruaro ある

、，
江eqaIJIIDispa可

｜ 口 e訂 b

l 口 HeT

－－ r----ーー園田ー

かかりつけ医

ある

ない

ne1主emre 処置

口 HeIIpHHIDiaIO 

TO江bKO)KeHIIUllihl 

口 6epeMeHHa

口 saepnoユ:>.JeHロpγamm

Ce話可acMbI cL1,enaeM cneL1,yIOIIIee: これから、以下のことを行ないます。

口3H,l],OTpaxeanhHa51HHTy6au,H51 気管内挿管

口 HHraJI51ll,H51胞 fC江opo且a 重量素吸入

日 目CKYCCTBeHHOe,l],bIXaHHe 人工呼吸

口 Macca)Kcep江u,a .t-i量マッサージ

口 OCTaHOBKaKpOBOTe明 HH51 1:: 

口 Kane店 HHU,a J宕戸

口HMM06即日3a日間（HaKna且01Batt11er11nca) 

口 o6pa6oTKapaHbI 

ミーオプレデリリシスポリニツ E イイセイチャスパスツダオトベジョム

定 （骨折などの）

の処置

M hl orrpe,!J,eJIHJIHCh c 60JI1.uuu;eii H cen'lac Mhl Bae可スaOTBe3eM. 

受け入れ病院が決まったので、これから搬送します。

ヴ スコノレユポモンポミモパツィエンターそジェトセスチエショオヂヌチェロベク

B CKopyro IIOMOIIJ,h IIOMHMO rrau;HeHTa MOjKeT cecn, e凹 eO}IHH可e江OBeK.

救急車には患者さんのほかに、もう一人いっしょに采ることができます。

IIycTi. CH瓜eT'le江OBeK,KOTOphl話CMOjKeTOfih狙CHHThCOCTO鉦une6oJibHOro 

ない

女性のみ

妊娠している

生産中である

ーーーーー一一一ーーー一一」

ロ（c)Tabunka Kyosei Center -HYOGO, 2008.口 http：伽ww.tabunka.jp/hyogoパ19/sheeUru.pdf 口
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医療用語集：ロシア語

全身 see reno 

頭 ronoea 胸 rpy,11,h 性器 no江OBhieopram,1 

首 weH 乳房 rpy,11,b そけい部 nax 

うなじ 3a)],HIDI可aCTbIIIeH 乳首 COCOK 脚（下肢全体） Hora 

屑 ロ刀e<:ro みぞおち COJ1He可HoecrmeTeHHe もも 6eλpo 

腕（上肢） PYKa 月草 )KHBOT 膝 KOJieHO 

上腕 pyKa OT JlOKTll ).l,0 nneqa わき腹 60K 膝頭 KOJJeHHall可aweqKa

前腕 pyKa OT江OKTHH HH)Keへそ nynoK 脚 （膝から下） OT KOJleHa H回出巴

ひじ JlOKOTb 背中 cm,rna ふくらはぎ 11xpa 

手首 3am:i:cTbe 1要 TIOH:CHHIJ,a すね XBOCTOBHK 

わきの下 口0,11,MbIIIIKa 尻 nona 

顔 m,1叫0 I I手 pyKa 足 Hora 

目 rrra3 親指 60JJbIIIO話口叩eu 足首 刀0,11,bDK悶

鼻 HOC 人さし指 yKa3aTeJtbHblH naJte叫 つま先 na且hllblHOI'H 

口 POT 中指 cpe,11,HHH naneu 足ゆび narreu, HOrH 

唇 ry6bI 薬指 6e3blM岡 田rj;¥na-:Ien 足の甲 ロyrnut

＇遡tニ 3yfa1 ィ、指 MI13HHeIJ, 足の裏 no,11,orrma crymm 

舌 H:3b1K 手の甲 問 CTbPY悶 かかと IIH:τxa 

耳 yxo 爪 HOrOTb 

あご no江60p0,11,0K 手のひら na瓦OHb

内臓など BHyrpeHH只只 吋8CTb

＂＇円a. KOCTb 肺 nerKHe 

筋 （筋肉） 脚色mma 食道 nm11eB0,11, 腎臓 日O'

血管 KpOBHHOH cocy,11, 胃 )KeJTy.[IOK 勝脱 Il)'3blpb 

脳 M03f 小腸 TOHKaH: KHWKa 尿道 yp釘 pa

心臓 cep.nue 大腸 TOJICTal! KHWKa 子宮 MaTKa 

気管 τpaxell 月工門 3a瓦HHHrrpoxo瓦 目窒 Bnar創IHIIIe

検査 OCMOTp 

体温 TeMnepaTypa Terra 心電図 3JleKrpoKap.nworpaMMa 

脈拍 rryπbC 超音波検査 3KorpaゆHH,YJ1bTpa3BYK 

血圧 KpOBHHOe ,11,aB江em-1e コンヒ。ューター断層撮影 （CT) KOMCTbJOTepH3HpOBaHH羽 TOMOrpaφJ,!j(

尿検査 atta耳目3MO可H 磁気共鳴断層撮影（MRI) KaTeTepw3au,Hll 

血液検査 aH即日3KpOBH 内視鏡検査 3H)],OCKOIDIH 

X線検査 pa,11,11orpa仰H カテーテノレ検査 MarHHTHO司 pe30HaHCHallTOMOrpaφHJ! 

診療科目 OTAeneH111e 

内科 BHYTPeHHJIJI Me江町1rna( Teparr11J1) 産婦人科 n召feKO耳On{)!

外科 xwpyprnll 泌尿器科 yporronrn: 

整形外科 oprnrre,11,Hll 脳神経外科 HeHpOXHpypnα 

眼科 o中T叩 bMOJlOr凶 精神科（神経科） IICHXHaτp則

耳鼻咽喉科 OTOJlapHHrOnOrHll 麻酔科 aBeCTe3BOJIOrHll 

皮膚科 ,11,epMaTonorHJ1 放射線科 P明 HOJIOrHJI

形成外科 rmacn-r<:reCKaJI xHpyprHll 歯科 CTOMaTO刀OfHll

小児科 ne.n11a:τp回 口腔外科 可emocTHo-nm1eBallxHpyprHJ1 

口（c)Tabunka Kyosei Center-HYOGO, 2008. 口 h均：／/www.tabunka.jp/hyogo/119/sheeUru.pdf 口




