
情報収集シート：ベトナム語
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Töø   baây  giôø  chuùng  toâi  seõ  xem  xeùt   tình  traïng  cô  theå  roài   chôû   ñi  beänh  vieän.

これから体の状態を確認して、病院に搬送します。

チュン トイ セー ズンザイ ナイ デ  サック ニャン ノイ ズン トゥオン ティック ホアック ベン クア ベン ニャン

Chuùng  toâi seõ  duøng giaáy naøy ñeå  xaùc  nhaän  noäi dung  thöông  tích   hoaëc  beänh  cuûa
beänh  nhaân.
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。

シン  ディエン ニュン ディエウ カン ティエット ホアック シン チー ヴァオ ダイ

Xin  ñieàn   nhöõng   ñieàu   caàn     thieát     hoaëc    xin  chæ   vaøo   ñaây.

必要な事項を書くか、指さしてください。

Chuyeän gì ñaõ xaûy ra? 何がおこりましたか。

Bò thöông けが Beänh ñoät ngoät 急な病気

□ bò teù ころんだ □ ñau 痛み

□ töø treân cao rôùt xuoáng 高いところから落ちた □ ñau hoaøi ずっと痛い

□ chaán thöông maïnh 強く打った □ Coù luùc ñau vaø coù luùc khoâng ñau ときどき痛い

□ bò caét 切った □ ñau nhö bò xieát 締め付けるような痛み

□ bò ñaâm ものが刺さった □ ñau nhö bò ñaâm 刺すような痛み

□ bò phoûng やけどをした □ ñau laâm raâm にぶい痛み

□ ngoaøi ra その他 □ neáu cöû ñoäng thì ñau 動かすと痛い

□ chaûy maùu 出血

□ nhieàu たくさん

□ khoâng nhieàu laém 中くらい

□ ít 少し

□ oùi 嘔吐

□ thöùc aên 食べ物

□ maùu 血液

□ nhöõng thöù khaùc その他

□ khoù chòu 気分が悪い

□ choùng maët めまい

□ tieâu chaûy 下痢

□ coù laãn maùu 血がまじっている

□ khoâng coù laãn maùu 血はまじっていない

□ maøu 色

□ñoû　　　　　□ñen　　　　　□naâu
   赤　　　         黒　　　         　茶色

□ khoù thôû 息苦しい

□ tim ñaäp thình thòt 心臓がどきどきする

□ teâ しびれる

□ co giaät けいれん

□ coù soát 熱がある

□ (c) Tabunka Kyosei Center -HYOGO, 2008.　□　http://www.tabunka.jp/hyogo/119/sheet/vi.pdf　□



THOÂNG TIN VEÀ BEÄNH NHAÂN 患者の情報

teân hoï
氏名

tuoåi (ngaøy thaùng naêm sanh)
年齢（生年月日）

quoác tòch
Ch国籍

ngoân ngöõ duøng
言語

tieáng Nhaät □bieát　　　　　　　□bieát chuùt ít　　　　　　　□khoâng bieát
日本語   できる　　　　　      少しできる　　　             できない

nôi lieân laïc (soá ñieän thoaïi)
電話番号

NHÖÕNG BEÄNH TÖØ TRÖÔÙC ÑEÁN NAY これまでにかかった病気など DÒ ÖÙNG アレルギー

□ huyeát aùp cao 高血圧 □ coù ある

□ beänh tieåu ñöôøng 糖尿病 □thuoác　□thöùc aên　□nhöõng thöù khaùc
□ ung thö がん 　 　 薬　　　　 食べ物　　　  その他

□ beänh gan 肝臓病 □ khoâng ない

□ beänh tim 心臓病

□ beänh veà naõo 脳の病気 THUOÁC ÑANG UOÁNG 現在飲んでいる薬

□ suyeãn 喘息 □ coù ある

□ khoâng ない

BAÙC SÓ THÖÔØØNG KHAÙM かかりつけ医

□ coù (                                ) ある daønh cho phuï nöõ 女性のみ

□ khoâng ない □ ñang coù thai 妊娠している

□ ñang coù kinh 生理中である

XÖÛ LY 処置

Töø baây giôø seõ tieán haønh nhöõng vieäc beân döôùi: これから、以下のことを行ないます。

□ ñuùt oáng vaøo khí quaûn 気管内挿管

□ thôû döôõng khí 酸素吸入

□ hoâ haáp nhaân taïo 人工呼吸

□ xoa boùp tim 心臓マッサージ

□ ngöng maùu 止血

□ truyeàn nöôùc bieån 点滴

□ neáu gaûy xöông .v.v… thì buoäc sô laïi 固定（骨折などの）

□ xöû lyù veát thöông 傷の処置

ダー ティム ドゥック ベン ヴィエン テップ ニャン チョ ネン バイ ゾー セー チョー トイ ドー

Ñaõ tìm 　ñöôïc  beänh  vieän   tieáp  nhaän, cho  neân baây  giôø  seõ  chôû    tôùi  ñoù.

受け入れ病院が決まったので、これから搬送します。

ゴアイ ベン ニャン ラ コー テェ テェム モット グオイ ディ クン ヴォイ セ クー カップ

Ngoaøi beänh  nhaân ra,  coù  theå theâm   1  ngöôøi  ñi cuøng  vôùi  xe cöùu caáp.

救急車には患者さんのほかに、もう一人いっしょに乗ることができます。

アイ コー テェ ザイ ティック ドゥオック トィン チャン ベン クア ベン ニャン ティ シン モイ レン セ

Ai  coù  theå giaûi  thích    ñöôïc   tình  traïng beänh cuûa beänh nhaân  thì  xin môøi leân xe.

患者さんの状態を説明できる人が乗ってください。

□ (c) Tabunka Kyosei Center -HYOGO, 2008.　□　http://www.tabunka.jp/hyogo/119/sheet/vi.pdf　□



医療用語集：ベトナム語

全身 Toaøn thaân

頭 Ñaàu 胸 Ngöïc 性器 Cô quan sinh duïc
首 Coå 乳房 Vuù そけい部  Haùng
うなじ Gaùy 乳首 Ñaàu vuù 脚（下肢全体）Chaân
肩 Vai みぞおち Chaán thuûy もも Ñuøi
Chuùng  toâi s Caùnh tay döôùieõ 腹 Buïng 膝 Khôùp ñaàu goái
上腕 Caùnh tay treân わき腹 Hoâng, löôøn 膝頭 Ñaàu goái
前腕 Tay へそ Ruùn 脚（膝から下）OÁng quyeån
ひじ Cuøi choû 背中 Löng ふくらはぎ Baép chaân
手首 Coå tay 腰 Hoâng すね OÁng chaân
わきの下 Naùch 尻 Moâng

顔 Maët 手 Tay 足 Chaân

目 Maét 親指 Ngoùn caùi 足首 Coå chaân
鼻 Muõi 人さし指 Ngoùn troû つま先 Ñaàu ngoùn chaân
口 Mieäng 中指 Ngoùn giöõa 足ゆび Ngoùn chaân
唇 Moâi 薬指 Ngoùn aùp uùt 足の甲 Mu baøn chaân
歯 Raêng 小指 Ngoùn uùt 足の裏 Loøng baøn chaân
舌 Löôõi 手の甲 Mu baøn tay かかと Goùt chaân
耳 Tai 爪 Moùng
あご Caèm 手のひら Loøng baøn tay

内臓など Noäi taïng

骨 Xöông 肺 Phoåi 肝臓 Gan
筋（筋肉） Baép thòt 食道 Thöïc quaûn 腎臓 Thaän
血管 Huyeát quaûn 胃 Bao töû 膀胱 Baøng quang
脳 Naõo 小腸 Ruoät non 尿道 Ñöôøng tieåu
心臓 Tim 大腸 Ruoät giaø 子宮 Töû cung
気管 Khí quaûn 肛門 Haäu moân 膣 Aâm hoä

検査 KIEÅM TRA

体温 Nhieät ñoä cô the 心電図 Kieåm tra tim
脈拍 Maïch 超音波検査 Kieåm tra sieâu aâm
血圧 Huyeát aùp コンピューター断層撮影（CT） Chuïp tieát dieän baèng vi tính (CT)
尿検査 Kieåm tra nöôùc tieåu 磁気共鳴断層撮影（MRI） Chuïp tieát dieän baèng töø tính (MRI)
血液検査 Kieåm tra maùu 内視鏡検査 Kieåm tra noäi soi
X線検査 Chuïp quang tuyeán X カテーテル検査 Kieåm tra Katheter (ñuùt oáng vaøo cô theå)

診療科目  CAÙC KHOA

内科 Khoa noäi 産婦人科 Khoa saûn phu
外科 Khoa ngoaïi 泌尿器科 Khoa tieát nieäu
整形外科 Khoa chænh hình ngoaïi 脳神経外科 Khoa thaàn kinh naõo ngoaïi
眼科 Khoa maét 精神科（神経科） Khoa thaàn kinh
耳鼻咽喉科 Khoa tai muõi hoïng 麻酔科 Khoa gaây me
皮膚科 Khoa nhi 放射線科 Khoa quang tuyeán
形成外科 Khoa thaåm myõ ngoaïi 歯科 Khoa raêng
小児科 Khoa da 口腔外科 Khoa mieäng ngoaïi

□ (c) Tabunka Kyosei Center -HYOGO, 2008.　□　http://www.tabunka.jp/hyogo/119/yougo/vi.pdf　□
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