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1.

体の部位

＜頭部・顔面＞
চুল

チュル

髪の毛

মাথা
মুখ

マタ

頭

ムク（口と同じ言い方：文脈により判

顔

断される）

কপাল

コパル

額

গাল

ガル

頬

নাক

ナク

鼻

চচাখ
মুখ

チョク

目

ムク

口

জিব

ジブ

舌

চ াট

トート

口唇

দাাঁত

ダト

歯

দাাঁততর মাজ়ি

ダテルマリ

歯肉

গলা

ゴラ

のど

টনজিল

トンシル

扁桃

কান

カン

耳

কাতনর পদদা

カネルポロダ

鼓膜

ঘা়ি

ガル

首

লজিকা গ্রজি

ロシカ グロンティ

リンパ節

থাইরতেড

タイロエド

甲状腺

＜頸部＞
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＜体幹＞
বুক

ブク

胸

ফুিফুি

フスフス

肺

স্ততনর গ্রজি

ストネル グロンティ

乳腺

উপতরর চপট

ウポレル ペト

上腹部

তলতপট

トルペト

下腹部

জপ

ピト

背中

চপট(পাকস্থলী)

ペト（パクストリ）

おなか（胃）

চপট / চপতটর পার্শ্দতদশ

ペト / ペテル パルショデシュ

脇腹

চকামর

コモル

腰

পাছা

パチャ

おしり

মলদ্বার

モルダル

肛門

চাম়িা

チャムラ

皮膚

চলাম ( চছাট চলাম)

ロム （チット

ロム）

体毛(小さな毛)

＜四肢及び筋骨格系＞
চমরুদণ্ড

メルドンド

脊椎

চমরুদণ্ড

メルドンド

背骨

চপশী

ペシ

筋肉

বাহু

バホゥ

上腕

হাততর তালু (হাত)

ハテル タル (ハト)

手（前腕）

কনু ই

コヌイ

肘

আঙ্গু ল

アングル

指

হাততর কজি

ハテル コボジ

手首

হাততর তালু

ハテル タル

手のひら

পা

パ

足

হাটুর নীচ

ハトゥル ニチェ

ふくらはぎ

রান

ラン

太もも

পাতের তালু

パ エルタル

足裏

চগা়িালী

ゴラリ

かかと

চগা়িালী
হাটু

ゴラリ(かかと同じ言い方)

くるぶし

ハトゥ：膝の間接

関節

কনু ই

コヌイ エル：腕の間接
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＜臓器＞
মাথা/ মজস্তষ্ক

マタ / モスティシコ（両方使われる） 脳

চমরুদণ্ড

メルドンド

脊髄

খাদযনালী

カッドナリ

食道

র্শ্ািনালী

シャスナリ

気管

হৃৎজপণ্ড

リドピンド

心臓

যকৃত / জলভার

ジョクリト / リバル（両方使われる） 肝臓

জপত্তথজল
ক্ষুদ্রান্ত্র

ピットトリ

胆のう

クドラントロ

小腸

বৃ হদান্ত্র

ビリホダントロ

大腸

মলদ্বার

モルダル

肛門（＝便の出ると
ころ）

জকডনী

キドニ

腎臓

মূ ত্রথজল

ムトロトリ

膀胱

মূ ত্রনালী

ムトロナリ

尿管（＝腎臓から尿
道の間の管）

মূ ত্রনালী

ムトロナリ

尿道

িরােু

ジョラユ

子宮

চযানী

ゾニ

腟

বাম

バム

左

ডান

ダン

右

মতযয / মাতে

モッデェ / マジェ（両方使われる）

中央

উপতর

ウポレ

上

জনতচ

二チェ

下

＜場所の表現＞
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<よく使う表現>
ভাল হতে যাতবন

バロ ホエ ジャベン

よくなりますよ

ভতের জকছু চনই

ボエル キチュ ネイ

心配ありません

একটু চিাতর কথা বলু ন

エクトゥ ジョレ コタ ボルン

大きい声で話してく
ださい

দো কতর জযতর জযতর কথা বলু ন
চরাগী চক ডাকুন

ドヤ コレ ディレディレ コタ ボ

ゆっくり話してくだ

ルン

さい

ロギ ケ ダクン

患者さんを呼んでく
ださい（家族だけが来
たとき）

আজম খুবই দু ুঃজখত

アミ クブ イ ドゥッキト

ごめんなさい

দো কতর বাজহতর অতপক্ষা করুন

ドヤコレ バヒレ オペッカ コルン

ちょっと外で待って
いてください

আপনার ক্রম আর একটু পতর

アプナル シリアリ アル エクトゥ

あなたの順番はもう

ポル

少し後です
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2.

症状（患者の訴え＋問診）編

জক হতেতছ? どうしましたか？
キ ホエチェ？

আপনার িমিযা বলুন? あなたの主な症状は何ですか?
アプナル ショモッシャ ボルン

চখতত ইচ্ছা কতর? / খাবাতর রুজচ আতছ? 食欲はありますか？
ケテ イッチャ コレ？/ カバレ ルチ アチェ？
疲労・食欲・体重
শরীর ভাল লাগতছ না

ショリル バロ ラグチェ ナ

元気がない

ক্লান্ত চবায করতছন?

クラント ボド コルチェン？

疲れていますか？

অবিন্ন চবায করতছন?

オボションノ ボド コルチェン？

だるいですか？

চচক-আপএর িনয এতিতছন?

チェクアプ エル ジョンノ エシ

フォローアップのために来

ェチェン？

たのですか？

আপনার ওিন কত?

アポナル オジョン コト？

体重はいくつですか？

আপনার ওিন জক কতম যাতচ্ছ?

アプナル オジョン キ コメ ジャ

体重は減っていますか？

ッチェ？

আপনার জক ওিন চবত়ি যাতচ্ছ?

アプナル オジョン キベレ ジャ

体重は増えていますか？

ッチェ？

চমাটা হতে যাতচ্ছন?

モタ ホエ ジャッチェン？

太ってきましたか？

জচকন হতে জগতেতছন?

チコン ホエ ギエチェン？

痩せてきましたか？
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আপনার জক জ্বর আতছ ?
アプナル キ

ジョル

熱はありますか？

アチェ？

発熱
জ্বর জক অতনক চবশী জছল?

ジョル キ オネク ベシ チロ？

熱は高かったですか？

আপনার জক শরীর জ্বালাতপা়িা কতর? アプナル キ ショリル ジャラポ 体が火照りますか？
ラ コレ？

জ্বর জক জদতন চবশী হে, নাজক রাতত?

ジョル キ ディネ ベシ ホエ、 ナ

熱は朝高いですか、夜高いで

キ ラテ？

すか？

আপনার জক শীত লাতগ?

アプナル キ シト ラゲ？

寒気がありますか？

ঘাম জক চবশী হে?

ガム キ ベシ ホエ？

汗がたくさん出ますか？
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小児
বাচ্চাজট অজস্থর হতে আতছ

バッチャティ オスティル ホエ

こどもが落ち着かない

アチェ

িবুি রং এর পােখানা

ショブジ ロンゲル パエカナ

緑色便

বাচ্চা জক িু স্থ ?

バッチャ キ シュスト？

お子さんは元気があります
か？

বাচ্চা জক জবরজিতবায করতছ?
বাচ্চা জক জদনজদন দূ বদল হতে প়িতছ?
বাচ্চাজট জক জ কমত চখলাযু লা কতর?

バッチャ キ ビロクティ ボド コ

お子さんの機嫌は悪いです

ロチェ？

か？

バッチャ キ ディンディン ドゥ

お子さんは日に日に元気が

ルボル ホエ ポルチェ？

なくなっていますか？

バッチャ ティ キ ティクモト ケ

お子さんはよく遊びます

ラドゥラ コレ？

か？

বাচ্চার জক আতগর চচতে চকান バッチャル キ アゲル チェエ コ お子さんの顔色は以前と比
পজরবতদন আতছ বতল মতন হে?
ノ ポリボルトン アチェ ボレ モ べ変わりましたか？
ネホエ？

বাচ্চাজটতক চদতখ জক অিু স্থ মতন হতচ্ছ? バッチャティケ デェケ キ オシ お子さんの顔色は悪くなり
আপনার জক আর চকান বাচ্চা আতছ?

ュスト モネ ホッチェ？

ましたか？

アプナル キ アロ コノ ションタ

ほかに子供はいますか？

ン アチェ？

বাচ্চা জক জ কমত দু যপান কতর?
বাচ্চা জক মাতের দু য পান কতর?
বাচ্চার জক জখচুনী হতেজছল?
বাচ্চা জক পাজন পান করতত চাে?

バッチャ キ ティクモト デゥデ

お子さんは良くミルクを飲

ゥパン コレ？

んでいますか？

バッチャル キ キチュニ ホエチ

お子さんは母乳を飲めてい

ロ？

ますか？

バッチャル キ キチュニ ホエチ

お子さんはけいれんしまし

ロ？

たか？

バッチャ キ パニ パン コルテ

お子さんは水を飲みたがり

チャエ？

ますか？
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কাজশ আতছ? 咳はありますか？
カシ アチェ？

心臓・咳・呼吸苦
কাজশ

カシ

咳

কাজশ আতছ?

カシ アチェ？

咳はありますか？

ঘ়িঘ়ি শব্দ হে?

ゴルゴル ショブド ホエ？

ゼイゼイしますか？

আপনার জক গলা শুজকতে যাে?

アプナル キ ゴラ シュカエ ジ

喉が渇きますか？

ャエ？

নাক জদতে জক পাজন পত়ি?

ナク ディエ キ パニ ポレ？

鼻水は出ますか？

কফ চবর হে?

コフ ベル ホエ？

痰が出ますか？

গলা বযথা আতছ?

ゴラ ベタ アチェ？

喉が痛いですか?

হাাঁজচ

ハチ

くしゃみ

র্শ্াি জনতত কষ্ট হে

シャス ニテ コシュト ホエ

呼吸がしづらい

নাক জক বন্ধ হতে আতছ?

ナク キ ボンド ホエ アチェ？

鼻閉はありますか？

রাতত জক ঘাম হে?

ラテ キ ガム ホエ？

夜に汗をかきますか？

কতফর িাতথ জক রি যাে?

コフエル シャテ キ ロクト ジ

痰に血が混ざりますか？

ャエ？

শুকনা কাজশ আতছ?

シュクナ カシ アチェ？

乾いた咳が出ますか？

বাচ্চা জক জবলাপ কতর কাাঁতদ?

バッチャ キ ビラプ コレ カ

お子さんは苦しくてうめき

デ？

ますか？

ジョレ シャス ニレ キ ベタ ラ

深呼吸したとき痛いです

ゲ？

か？

ボシャ オボスタエ シャス ニテ

座っているとき息苦しいで

キ コシュト ホエ？

すか？

ブク ドルフォル コレ？

動悸がしますか？

ブ ケ ル ビ ト レ キ チャ プ ラ

胸が苦しいですか?

চিাতর র্শ্াি জনতল জক বযথা লাতগ?
বিা অবস্থাে র্শ্াি জনতত জক কষ্ট হে?
বুক য়িফ়ি কতর?
বুতকর চভতর জক চাপ লাতগ?

ゲ？

জপত বযথা আতছ?

ピテ ベタ アチェ？

背中が痛いですか？

আপজন জক অতনক জিগাতরট খান?

アプニ キ オネク シガレト カ

タバコはたくさん吸います

ン？

か？
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হাটতত পারতবন? 歩けますか？
ハッテパルベン？

麻痺・意識消失・しびれ
আপনার জক পযারালাইজিি আতছ?

アプナル キ ペラライシス アチ

麻痺はありますか？

ェ？

〇〇চত জক শজি পান?

〇〇 テ キ ショクティ パン？

〇〇に力は入りますか？

(আপজন জক শজি জদতে 〇 〇 (アプニ キ ショクティ ディエ 〇 （力を入れて〇〇できます
করতত পারতবন?)
〇 コルテ パルベン）？
か？）
অবশ ভাব আতছ জক?

オボシュ ヴァブ アチェ キ？

しびれはありますか？

আপনার জক হাত কাাঁতপ?

アプナル キ ハト カペ？

手は震えますか?

আপজন

জক

অজ্ঞান

হতে アプニ キ オグガン ホエぜ ギエチ 気を失いましたか

জগতেজছতলন?

レン？

ঘা়ি জক শি হতে আতছ?

ガル キ ショクト ホエ アチェ？

首がこっていますか？

আপজন জক জনতস্তি চবায করতছন?

アプニ キ ニステズ ボドゥ コルチ

ぐったりしていますか？

ェン？

হ াৎ কতর দাাঁ়িাতল জক চচাতখ ホタット コレ ダラレ キ チョケ 立ちくらみはありますか？
অন্ধকার চদতখন?
オヌドカル デケン？
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目・鼻・耳の問題
চকতুর

ケトゥル

目やに

চচাতখ জক োপিা চদতখন?

チョケ キ ジャプシャ デケン？

目のかすみはありますか？

চচাখ জক শুস্ক হতে যাে?

チョク キ シュシュコ ホエ ジャ

目が乾きますか?

エ？

মাথা ঘুরাতনা

マタ グラノ

めまい

জগলতত কষ্ট হে

ギルテ コシュト ホエ

飲み込むのが難しい

আপনার জক মাথা ঘুরাে?

アプナル キ マタ グラエ？

めまいはありますか？

কাতন জক চভাাঁ চভাাঁ শব্দ হে?

カネ キ ヴォー ヴォー ショブド

耳鳴りはありますか？

ホエ？

জ কমত শুনতত পান?

ティクモト シュンテ パン？

聞こえますか？

কাতনর মতযয জক জকছু আতছ মতন カネル モッデェ キ キチュ アチェ 耳の中に何かある感じです
হতচ্ছ?
モネ ホッチェ？
か？
একটু একটু শুনতত পাতচ্ছন?
エクト エクト シュンテ パッチェ 少しは聞こえますか？
ン？

আপজন জক এতকবাতরই শুনতত アプニ キ エケバレイ シュンテ パ 完全には聞こえませんか？
পাতচ্ছন না?
ッチェン ナ？
কাতন জক বযথা আতছ?

カネ キ ベタ アチェ？

আপনার জক বজম হে ? 吐き気はありますか？
アプナル キ ボミ ホエ？

আপনার জক বজম হতব ? 吐きますか？
アプナル キ ボミ ホベ？

আপনার পােখানা চকমন? 便はどうですか?
アプナル パエカナ ケモン？
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耳が痛いですか?

腹痛・嘔吐・下痢など
চপট বযথা করতছ?

ペト ベタ コルチェ？

おなかが痛いですか？

বজমর িাতথ জক রি যাে?

ボミル シャテ キ ロクト ジャエ？

吐いたものに血は混じって
いますか？

বুক জ্বালা কতর?
টক চেকুর উত ?

ブク ジャラ コレ？

胸やけはありますか？

トク デクル ウテ？

胃酸が上がってきますか？

চপতট গযাি িতম আতছ
চপট জক ফুতল যাে?

ペテ ガス ジョメ アチェ

胃にガスが溜まっている

ペト キ フレ ジャエ？

おなかが張りますか？

শূ লতবদনা আছ

シュルベドナ アチェ

疝痛がある

পাতলা পােখানা হে?

パトラ パエカナ ホエ？

下痢はありますか？

পােখানার রং জক কাতলা?

パエカナル ロング キ カロ？

黒い便は出ますか？

পােখানার রং জক িাদা?

パエカナル ロング キ サダ？

白い便は出ますか?

রি আমাশে

ロクト アマショエ

粘血便

চহচজক উত

へチュキ ウテ

しゃっくりが出る

প্রস্রাতবর রং হলু দ

ポロスラベル ロング ホルド

尿が黄色い（黄疸の一症状）

কতজদন
হতচ্ছ?

যতর

চকাষ্টকাজ নয コトディン ドレ コストコティンノ ホ 何日間便秘ですか？

জনেজমত পােখানা হে?

ッチェ？
ニヨミト パエカナ ホエ？

便は出ますか？

পােখানার িাতথ জক রি বা パエカナル シャテ キ ロクト バ アム 便に血や粘液が混ざってい
আম (তেষ্মা) যাে?
ジャエ？
ますか？
মলদ্বাতরর
আশপাতশ
চুলকানী আতছ?
মলদ্বার

জক モルダル アシェパシェ キ チュルカニ 肛門の周りが痒いですか？
アチェ？
モルダル

肛門
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এখাতন জক চুলকাে? 痒みはありますか
エカネ キ チュルカエ？

皮膚疾患
ফুিকুজ়ি / চগাটা
এটা জক
হতেতছ?

フシュクリ / ゴタ（両方使われる）

জনি

চথতকই エタ キ ニジェ テケ イ ホエチェ？

পূ াঁি
এরকম চগাটা
শরীতর আতছ?

プジュ

জক

発疹
自然にできましたか？
膿

িারা エロコム ゴタ キ シャラ ショリレ アチ この発疹は体全体にありま
ェ？

すか？

এরকম চগাটা জক আর অনয エロコム ゴタ キ アル オンノ コタオ この発疹は他にどこにあり
চকাথাও আতছ?
アチェ
ますか？
চফাস্কা

フォシュカ

水疱

িখম / কালজশতট

ジョコム / カロシテ（両方使われる）

あざ（注 皮膚のあざ）

প্রস্রাতব জক চকান িমিযা আতছ ? 尿はどうですか？
ポルスラべ キ コノ ショモッシャ アチェ？

প্রস্রাব করার িমে জক বযথা ポルスラブ コラル ショモエ キ ベタ コ 排尿時痛はありますか？
কতর?
レ？
ঘনঘন প্রস্রাব হে?

ゴノゴノ ポルスラブ ホエ？

頻尿はありますか？

প্রস্রাব জক পজরমাতন চবশী ポルスラブ キ ポリマネ ベシ ホエ？
হে?

尿は多いですか?

প্রস্রাব জক পজরমাতন কম ポルスラブ キ ポリマネ コム ホエ？
হে?

尿は少ないですか?

প্রস্রাতবর িাতথ জক রি যাে? ポルスラべル シャテ キ ロクト ジャエ？ 血尿がありますか？
প্রস্রাতবর িাতথ জক পূ ি যাে? ポルスラベル シャテ キ プジュ ジャエ？ 膿尿がありますか？
এখন জক আতগর মত একই エコン キ アゲル モト エクイ ポリマネ 以前と同じくらいの量の尿
পজরমাতন প্রস্রাব হে?
ポルスラブ ホエ？
が出ますか？
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男性泌尿器の問題
আপনার চগাপন অতঙ্গর প্রস্রাতবর アプナル ゴポン オンゲル プロサ 陰部の痒みはありますか？
রাস্তাে জক চুলকানী আতছ?
ベルラスタエ キ チュルカニ アチ
ェ？

অন্ডতকাষ জক ফুতল আতছ?
চগাপন অতঙ্গ জক ফুিকুজ়ি (তগাটা)

オンドコシュ キ フレ アチェ？

陰嚢は腫れていますか？

ゴポン オンゲ キ フシュクリ（ゴ

陰部に発疹はありますか？

আতছ?

タ） アチェ？
発疹：フクシュリ又はゴタ。両方使
われる。

婦人科の問題
রি (জিজডং) অতনক চবশী যাতচ্ছ

ロクト オネク ベシ ジャッチェ

出血がたくさんあります

মাজিতকর িমে জক রি চবশী যাে? マシケル ショモエ キ ロクト ベ 生理時の出血は多いですか?
シ ジャエ？

মাজিক হতত জক চদরী হতচ্ছ?

マシク ホテ キ デリ ホッチェ？

生理は遅れていますか?

তলতপতট জক বযথা আতছ?

トロペテ キ ベタ アチェ？

下腹部に痛みはありますか？

আপনার জক রিশূ নযতা আতছ

アプナル キ ロクトシュンノタ ア

貧血はありますか？

チェ？

আপনার জক দূ গদন্ধযূ ি িাদাশ্রাব アプナル キ ドゥルゴンドジュク 白色分泌液は臭いますか？
হে?
ト シャダスラボ ホエ？
িরােু জক জনতচ চনতম চগতছ

ジ ョラユ キ ニチェ ネメ ゲ チ

子宮脱はありますか？

ェ？

িরােু

জনতচ

চনতম

যাওো ジョラユ ニチェ ネメ ジャワ プ リング（ペッサリー）を入れて

প্রজততরাযক জরং লাগাতনা আতছ?

ロティロドク リング ラガノ アチ
ェ？
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いますか？

ケガ
পাথতরর িাতথ আঘাত চলতগতছ

パトレル シャテ アガト レゲ

石に当たった

チェ

গাছ চথতক পত়ি চগতছ

ガチュ テケ ポレ ゲチェ

木から落ちた

জপছতল পত়ি চগতছ
পাতে চপতরক েুতকতছ

ピチュレ ポレ ゲチェ

滑って転んだ

パエ ペレク ドゥケチェ

クギを踏んだ

কুকুর কাম়ি জদতেতছ

ククル カモル ディエチェ

犬にかまれた

িাতপ কাম়ি জদেতছ

シャペ カモル ディエチェ

蛇にかまれた

চভামরা কাম়ি জদতেতছ
জখচুনী (মাংশতপশী)

ヴォモラ カモル ディエチェ

スズメバチにかまれた

キチュニ(マンクシュ ペシ)

ピクピクする(筋けいれん等)

ফুতল চগতছ

フレ ゲチェ

腫れている

আঘাত কতরতছন?

アガト コレチェン？

打ちましたか？

আপজন জক িাযারনত ভারী জিজনি アプニ キ シャダロノト バリ 普段重いものを持ちますか？
উ ান?

ジニシュ ウタン？

এই প্লাস্টার কতব লাজগতেতছন?

エイ プラスター コベ ラギエ

シーネ(副木)をいつ入れました

チェン？

か？
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痛み（痛い）
তীব্র বযথা

ティブロ ベタ

鋭い痛みです

〇〇 চত জক বযথা আতছ?

〇〇 テ キ ベタ アチェ？

○○が痛いですか？

খচখতচ বযথা/ জপনজপন বযথা

コチュコチェ ベタ / ピンピン ベタ

ちくちくする痛みです

(両方使われる)

জ্বলা

ジョラ

ひりひりする痛みです

হাত না়িাতল বযথা কতর

ハト ナラレ ベタ コレ

手を動かすと痛い

স্পশদ করতল বযথা লাতগ

スポルショ コルレ ベタ ラゲ

触ると痛い

ঘষতল বযথা হে

ゴシュレ ベタ ホエ

しゃがむと痛い

িকাল না রাত চকান িমে মাথা ショカル ナ ラト コンショモエ マタ 頭痛は朝強いですか、それ
বযথা চবশী হে?
ベタ ベシ ホエ？
とも夜強いですか？
চাপ জদতল জক বযথা লাতগ?

チャプ ディレ キ ベタ ラゲ？

押すと痛いですか？

না়িাতল জক বযথা লাতগ?

ナラレ キ ベタ ラゲ？

動かすと痛いですか？

হাাঁটতল জক এথাতন বযথা লাতগ?

ハトレ キ エカネ ベタ ラゲ？

歩くとここが痛いです
か？

কাত হতল জক বযথা হে?

カト ホレ キ ベタ ホエ？

前かがみになると痛いで
すか？

ভারী জিজনি উ াতল জক বযথা কতর? バ リ ジ ニ シ ュ ウ タ レ キ ベタ コ 重いものを持つと痛いで
レ？

すか？

চবশী পজরশ্রম করতল জক বযথা হে? ベシ ポリスロム コルレ キ ベタ ホ 重労働しているとき痛い
エ？

ですか？

র্শ্াি জনতল জক বযথা কতর?

シャス ニレ キ ベタ コレ？

息を吸うと痛いですか？

টানতল জক বযথা লাতগ?

タヌレ キ ベタ ラゲ？

引っ張ると痛いですか？
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কতজদন যতর এই িমিযা হতেতছ? いつから具合が悪いですか？
コトディン ドレ エイ ショモッシャ ホエチェ？

＿＿＿＿ বছর আতগ চথতক

＿＿＿＿ ボチョル アゲ テケ

＿＿＿＿＿年前から

＿＿＿＿ মাি আতগ চথতক

＿＿＿＿ マシュ アゲ テケ

＿＿＿＿＿か月前から

＿＿＿＿ িপ্তাহ আতগ চথতক

＿＿＿＿ ショプタホ アゲ テケ

＿＿＿＿＿週間前から

＿＿＿＿ জদন আতগ চথতক

＿＿＿＿ ディン アゲ テケ

＿＿＿＿＿日前から

＿＿＿＿ ঘণ্টা আতগ চথতক

＿＿＿＿ ゴンタ アゲ テケ

＿＿＿＿＿時間前から

প্রথম বার এতিতছন? 初めてですか？
ポロトム バル エシェチェン？

প্রথম বার এতিজছ

プロトム バル エシェチ

初めてです

＿＿＿＿বার এতিজছ

＿＿＿バル エシェチ

＿＿＿＿回目です

জক যরতনর িমিযা হতচ্ছ? 症状はどんな感じでしたか？
キ ドロネル ショモッシャ ホッチェ？

অতনকজদন যতরই এমন হতচ্ছ

オネクディン ドレ イ エモン ホ

ずっと続いている

ッチェ

মাতে মাতে

マジェマジェ

間欠的

আরও খারাপ হতেতছ

アル オ カラプ ホエチェ

ひどくなった

আতস্ত আতস্ত ভাল হতচ্ছ

アステ アステ ヴァロ ホエチェ

よくなってきた

(অবস্হার) চকান পজরবতদন চনই

(オボスタル) コノ ポリボルトン

（症状は）変わらない

ネイ

িকাল

ショカル

朝

রাত

ラト

夜

খাওোর পতর
ঘুতমর আতগ

カオワル ポル

食後

グメル アゲ

寝る前
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কতবার হতেতছ?

何回ありましたか？

コトバル ホエチェ？
＿＿＿＿＿ বার

＿＿＿＿＿バル

＿＿＿＿回です

আর অনয চকান িমিযা জক আতছ ?

ほかに何か症状はありますか？

アル オンノ コノ ショモッシャ キ アチェ？

আপনার জক ব়ি চকান অিু খ আতছ?

大きな病気はありますか？（既往

歴）

アプナル キ ボロ コノ オシュク アチェ？
＿＿＿ অপাতরশন হতেতছ

＿＿＿ オペレーション ホエチェ

＿＿＿の手術をした

আপনার জক 〇〇(অিু তখর নাম) アプナル キ 〇〇 (オシュク エル （＿病名＿）はありますか？
আতছ?
ナム) アチェ？
কখনও জক চকান জকছু র িংস্পতশদ ココノ キ コノ キチュル ション 何かに触ってアレルギーが出た
এলািদী হতেজছল?
スポルシェ アレルギー ホイェチ ことはありますか？
ロ？

আপজন জক কাি কতরন?

アプ二 キ カジュ コレン？

何の仕事をしていますか？

জবতদতশ থাকার িমে জক ビデシェ タカル ショモエ キ オ 外国にいるとき、安全ではない
অজনরাপদ চযৌন িঙ্গম করততন? ニラポド ジ ョウノ ションゴム 性交をしましたか？
コルテン？

家族歴
আপনার পজরবাতর কাতরা জক 〇 アプナル ポリバレ カロ キ 〇〇 あなたの家族に（＿病名＿）の
〇

অিু খ আতছ?

(オシュク エル ナム) オシュク

人はいますか？

アチェ？

আপনার স্বামী জক কখনও জবতদতশ アプナル シャミ キ ココノ ビデ あなたの夫は外国に行っていま
চথতকতছন?
シェ テケチェン？
したか？
চকান চদতশ জছতলন?

コン デシェ チレン？

どこの国ですか？

আপনার স্বামীরও জক এরকম アプナル シャミル オ キ エロコ 夫はこのような咳をしていまし
কাজশ আতছ?
ム カシ アチェ？
たか？
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চকান ঔষয খাতচ্ছন? 何か薬を飲んでいますか？
コノ オウシュッド カッチェン？

ঔষয গুতলা আমাতক চদখান

オウシュッド グロ アマケ デカン

薬を見せてください

চকান ঔষতয জক এলািদী আতছ? コン オウシュッデ キ アレルギー 薬のアレルギーはありますか？
アチェ？

এই ঔষয খাওোর পতর জক エイ オウシュッド カワル ポレ キ この薬を飲んだ後、良くなりま
অবস্থার চকান পজরবতদন আতছ?

オボスタル コノ ポリボルトン ア

したか、それとも悪くなりまし

チェ？

たか、それとも変わらないです
か？

এই ঔষয
খাতচ্ছন?

কতজদন

যতর エイ オウシュッド コトディン ド この薬は何日間飲んでいます

জনেজমত ঔষয খাতচ্ছন চতা?

レ カッチェン？

か？

ニヨミト オウシュッド カッチェン

薬はちゃんと飲みましたか？

ト？

এই ঔষয জক আপনার কাতছ エイ オウシュッド キ アプナル カ 家にこの薬はありますか？
আতছ?
チェ アチェ？

আপজন জক অতনক জিগাতরট খান? タバコはたくさん吸いますか？
アプニ キ オネク シガレト カン？
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চশষ মাজিক কতব হতেজছল? 最終生理はいつですか？
シェシュ マシク コベ ホエチロ？
＿＿মাতির ＿＿তাজরখ

＿＿ マシュ エル＿＿ タリク

＿＿月＿＿日です

চশষ মাজিক হতেজছল＿＿মাি আতগ

シェシュ マシク ホエチロ ＿＿

最後の生理は＿＿か月前です

マシュ アゲ

মাজিক জক জনেজমত হে?

マシク キ ニヨミト ホエ？

生理は順調ですか？

আপজন জক চপ্রগনযন্ট (গভদবতী) ? 妊娠していますか？
アプニ キ プレグネント (ゴルボボティ)？

আপজন জক জববাজহত?

アプニ キ ビバヒト？

結婚していますか？

আপনার স্বামী জক বািাে আতছন?

アプナル シャミ キ バシャエ

旦那さんは家にいますか？

アチェン？

আপজন জক িন্ম জনেন্ত্রন বজ়ি খান?

アプニ キ ジョヌモ ニヨント

家族計画の薬を使っています

ロン ボリ カン？

か？

ভাল ঘুম হে? よく眠れますか？
ヴァロ グム ホエ？

আপনার জক জ কমত ঘুম হে না ?

アプナル キ ティクモト グム
ホエ ナ？
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寝つきが悪いですか？

3.

診察編

পরীক্ষা কতর চদখজছ

ポリッカ コレ デケチ

診察しますね

〇〇চদখান

〇〇デカン

見せてください

আরাম কতর বিু ন

アラム コレ ボシュン

楽に座ってください

চিািা হন
মুখ হা করুন

ショジャ ホン

真っ直ぐにしてください

ムク ハ コルン

口を開けてください

চপাষাক খুলুন

ポシャク クルン

服を脱いでください

চপাষাক উপতর তুলু ন

ポシャク ウポレ トゥルン

服を上げてください

চিাতর র্শ্াি জনন

ジョレ シャス ニン

息を大きく吸ってください

র্শ্াি ছা়িুন
চপাষাক পরুন

シャス チャルン

息を吐いてください

ポシャク ポルン

服を着てください

উপতরর জদতক চদখুন
আমার জদতক চদখুন

ウポレル ディーケ デクン

上を見てください

アマル ディーケ デクン

私を見てください

এটা চদখুন

エタ デクン

これを見てください

এভাতব করুন

エバべ コルン

こういう風にしてください

ওখাতন শুতে প়িুন
হাটু ভাি করুন

オカネ シュエ ポルン

そこに横になってください

ハトゥ バジュ コルン

膝を曲げてください

বযথা আতছ?
বযাথা চনই ?

ベタ アチェ？

痛いですか?

ベタ ネイ？

痛くないですか?

িবতচতে চবজশ বযথা চকাথাে?

ショブチェエ ベシ ベタ コタ どこが一番痛いですか？
エ？

চাপ জদতল জক বযথা লাতগ?

チャプ ディレ キ ベタ ラゲ？

押さえると痛いですか？

স্পশদ করতল জক বযথা লাতগ?

スポルショ コルレ キ ベタ ラ

触ると痛いですか?

ゲ？

〇〇 িজরতে চফলতল জক বযথা 〇〇ショリエ フェッレ キ ベ 離したとき痛いですか?
লাতগ?
タ ラゲ？
উপুর হতে শুতে প়িুন
ウプロ ホエ シュエ ポルン
うつぶせに寝てください
জপ চদখান

ピト デカン

背中を見せてください

এখাতন (এতি) দাাঁ়িান

エカネ (エシェ) ダラン

ここに（来て）立ってください

আমার হাত শি কতর যরুন

アマル ハト ショックト コレ 私の手をしっかり握ってください
ドルン

বাচ্চার হাত যরুন

バッチャル ハト ドルン

আপনার

アプナル バッチャ ケ オシュ お子さんの顔色は悪いですね

বাচ্চাতক অিু স্থ মতন হতচ্ছ

スト モネ ホッチェ

আপনার শরীতরর
(জ্বর) মাপতবা

ラ (ジョル) マプボ

お子さんの手をつかんでください

তাপমাত্রা アプナル ショリレル タプマト あなたの体温を測ります
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বাচ্চার ওিন মাপতবা

バッチャル オジョン マプボ

子どもの体重を測ります

রিচাপ পজরমাপ করব

ロクトチャプ ポリマプ コルボ

血圧を測ります

(বযতন্ডি, বযন্ড এইড) খুতল (ベンデズ、ベンドエイド) クレ （絆創膏など）取り除いてください
চফলু ন

フェルン

জ্বর মাপুন

ジョル マプン

熱を測ってください
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4. 検査指示
一般
〇 〇 (শরীতরর অঙ্গ) পরীক্ষা 〇〇（ショリレル オンゴ）ポリッ 〇〇（体の部分）の検査が必要で
করতত হতব
カ コルテ ホベ ＊１
す
চটস্ট রুতম প্রতবশ করুন

テスト

ルメ プロベシュ コルン

検査室に行ってください

シェセ

検査の後また来てください

＊２

চটস্ট চশতষ আবার আিু ন

テスト

アバル アシュン

＊２

আরও জবষদ পরীক্ষা জনরীক্ষা アロ ビショドゥ ポリッカ ニリッ さらに詳しい検査が必要です
করা প্রতোিন
カ コラ プロヨジョン＊１
পরীক্ষা করাতত চান?

ポリッカ コラテ チャン？

検査の希望がありますか？

＊１ポリッカという単語はテストで置き換え可能
＊２この場合はポリッカではなくテストの方がより良い

血液・尿・便・喀痰・髄液検査
রি পরীক্ষা করতত হতব

ロクト ポリッカ コルテ ホベ

血液検査が必要です

রি পরীক্ষা কতর চরাগ জনর্দে ロクト ポリッカ コレ ログ ニルノ 血液検査をした方がいいです
করা দরকার

エ コラ ドルカル

রি পরীক্ষা করতত চাইতল ロクト ポリッカ コルテ チャイレ もし血液検査の希望があれば、
করতত পাতরন
コルテ パレン
やりましょう
প্রস্রাব পরীক্ষা করতত হতব

ポルスラブ ポリッカ コルテ ホベ

尿検査が必要です

পােখানার পরীক্ষা করা

パエカナル ポリッカ コラ プロヨ

便検査が必要です

প্রতোিন
থু থু পরীক্ষা করা প্রতোিন

ジョン
トゥトゥ ポリッカ コラ プロヨジ

喀痰検査が必要です

ョン

চকামর জদতে িু ই েুকাতনার コモル ディエ シュイ ドゥカノル 腰から針を刺す検査（注 髄液検
পরীক্ষা করব

ポリッカ コルボ

査）をします

(髄液検査は上記表現のみ)
＊上記表内ポリッカという単語はテストで置き換え可能
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X 線・超音波検査・心臓の検査（心電図）
এক্সতর করুন
এক্সতর জরতপাটদ
আিতবন

エクスレ コルン

জনতে

X 線検査しましょう

আবার エクスレ レポート ニエ アバル X 線検査の後でまた来てくださ
アシュベン

い

এক্সতর কতর হাত়ি ফাটল আতছ জকনা エクスレ コレ ハレ ファトル レントゲンでは骨折があるかな
চদখব
アチェ キナ デクボ
いかを見ます
আল্ট্রািতনাগ্রাম করা প্রতোিন

アルトラソノグラム コラ プロ

超音波検査が必要です

ヨジョン

হাতটদর ই জি জি করব

ハルテル イ シ ジ コルボ

心臓の検査（心電図）します

(心電図は上記表現のみ)

妊娠検査
গভদাবস্থার পরীক্ষা করব

ゴルバボスタル ポリッカ コル

妊娠検査します

ボ

চপতট বাচ্চা আতছ জক না িানতত হতল ペテ バッチャ アチェ キ ナ ジ 赤ちゃんがいるか検査したけ
মূ ত্র পরীক্ষা করুন

ャヌテ ホレ ムトロ ポリッカ

れば尿検査をしましょう

コルン
＊上記表内ポリッカという単語はテストで置き換え可能

内診・直腸診
চশ্রানী পরীক্ষা (তযানীদ্বাতরর পরীক্ষা) スロニ ポリッカ (ジョニダレル 内診（外陰部の検査）が必要で
করা প্রতোিন
ポリッカ) コラ プロヨジョン
す
পােু পতথর পরীক্ষা করব

パユポテル ポリッカ コルボ

＊上記表内ポリッカという単語はテストで置き換え可能
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直腸診します

5.

診断編

おなかの病気
গযাজিক

ガストリック

胃炎

এতপজন্ডিাইজটি

エペンディサイティス

虫垂炎

পজরপাক ততন্ত্রর প্রদাহ

ポリパク トヌトレル プロダホ

胃腸炎です

চকাষ্টকাজ নয

コストカティンノ

便秘

পাইলস্

パイルス

痔

জডহাইতেশন

ディハイドレション

脱水がある

জপত্তথজলতত পাথর হতেতছ

ピットトリテ パトル ホエチェ

胆のうに石がある

চহপাটাইজটি

ヘパタイティス

肝炎

জলভার ব়ি হওো
চকতচা কৃজম

リバル ボロ ホヤ

肝腫大がある

ケチョ クレミ

回虫

জফতা কৃজম

フィタ クレミ

蟯虫

কতলরা

コレラ

コレラ

心臓・喉・気道の病気
হৃদতরাগ

リドログ

心臓病

যক্ষাতরাগ

ジョッカログ

結核

এিমা

エジュマ

喘息/COPD

জনউতমাজনো

ニュモニア

肺炎

ব্রংকাইজটি

ブロンカイティス

気管支炎です

হুজপং কাজশ

ホゥピン カシ

百日咳

タンダ ラゲ、インフルエンザ ホエ

かぜ

টজিতলর প্রদাহ

トンシレル プロダホ

扁桃腺炎です

িাইনাি

サイナス

副鼻腔炎

দীঘদস্থােী িাইনাতির প্রদাহ

ディルゴスタイ サイナセル プロダホ

慢性副鼻腔炎

ইনফ্লতেঞ্জার প্রাথজমক অবস্থা

インフルエンザル プラトミック オボスタ

風邪の初期でしょ

াণ্ডা লাতগ, ইনফ্লতেঞ্জা হে

う

目の病気
কনিাজিভাইজটি
প্রদাহ)
ছানী

(তনত্রনালীর コンジャクティバイティス / ネトロナ 結膜炎
リル プロダホ（両方使われる）
チャニ

白内障
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皮膚の病気
দাদ

ダドゥ

帯状疱疹

িল বিন্ত

ジョル ボショント

水痘

দাদ

ダドゥ

白癬

চখাি পাচ়িা ( দাদ )

コシュ パチュラ （ダドゥ）

疥癬(scabies)

ব্রন

ボロン

にきび

ছু জল

チュリ

じんましん

ঘামাজচ

ガマチ

あせも

আাঁজচল
মুতখর চভতর ঘা
মুতখর চভতর ঘা আতছ

アチル

いぼ

ムケル ベトレ ガ

口内炎

ムケル ベトレ ガ アチェ

口 内炎があ る(上と 別の 表
現)

ক্রি

クランス

ウオノメ

ケガ
আঘাত

アガト

傷

হা়ি চফতট জগতেতছ

ハル フェテ ギエチェ

骨折です

হা়ি ফাতটনাই
স্থানচুযত হতেতছ

ハル ファテ ナイ

骨折していません

スタンチュト ホエチェ

脱臼しています

চপশীতত বযথা

ペシテ ベタ

筋肉痛です

িখম

ジョコム

打撲

হাত়ি চছাট একজট ফাটল আতছ

ハレ チョト エクティ ファト

小さな骨折（ひび）があり

ル アチェ

ます

小さな骨折、ひびはほぼ同様表
現。骨折は ফাটল（ファトル）。
ひびは চছাট একজট ফাটল（チョ
ト エクティ ファトル）。
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腎臓・膀胱・尿道
জরতপাতটদ প্রস্রাতব পুি (রতির উপজস্থজত リポルテ プロスラべ プジュ 検査で膿尿(血尿)がある
যরা প্রস্রাব ) আতছ

（ロクテル ウポステティ ド
ラプロスラブ） アチェ

আপনার জকডনীতত িমিযা আতছ
মূ ত্রনালীতত ইনতফকশন হতেতছ

アプナル キドニテ ショモッ

腎臓に問題がある

シャ アチェ

（＝腎臓の病気です）

ムトゥロナリテ インフェク

尿路／尿道に感染がある

ション ホエチェ

জকডনীতত পাথর আতছ বতল মতন হতচ্ছ

キドニテ パトル アチェ ボ

腎臓に結石がありそうです

レ モネ ホッチェ

জকডনীতত প্রদাহ আতছ

キドニテ プロダホ アチェ

腎臓に炎症があります

মূ ত্রথজলতত প্রদাহ আতছ

ムトロトリ テ プロダホ ア

膀胱に炎症があります

チェ

অন্ডতকাতষ পাজন িমা

オンドコシェ パニ ジョマ

陰嚢水腫

産婦人科
িরােু তত ইনতফকশন আতছ

ジョラユテ インフェクショ

腟炎があります

ン アチェ

চযানীদ্বাতর প্রদাহ রতেতছ

ジョニダレ プロダホ ロエチ

外陰部に炎症があります

ェ

আপজন গভদবতী নন

アプニ ゴルボボティ ノン

妊娠はしていません

আপজন গভদবতী (আপনার গতভদ িন্তান アプニ ゴルボボティ (アプ 妊娠しています（おなかに赤
রতেতছ)
ナル ゴルベ ションタン ロ ちゃんがいます）
エチェ)

িরােু জনতচ চনতম চগতছ

ジョラユ 二チェ ネメ ゲチ 子宮脱があります
ェ

চযানীতত ঘা আতছ

ジョニテ ガ アチェ
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腟にびらんがあります

そのほか
িংক্রমন

ションクロモン

感染症

িীবানু

ジバヌ

細菌

ভাইরাি

バイラス

ウイルス

চমজননিাইজটি

メニンジャイティス

髄膜炎

আর্থ্দাইজটি

アルタライティス

痛風

বাত

バト

リウマチ（痛風みたいな病
気）

রি শুনযতা

ロクト シュンノタ

貧血

এলাজিদ

エラルジ

アレルギー

ডােতবজটি
পুজষ্টহীনতা

ダヤベティス

糖尿病

プシュティヒノタ

栄養失調

উচ্চ রিচাপ

ウッチョ ロクトチャプ

血圧が高いです

জনম্ন রিচাপ

ニムノ ロクトチャプ

血圧が低いです

িাড িু গার চবজশ

ブラッド シュガー ベシ

血糖が高いです

বাচ্চার অভযাি

バッチャル オッバシュ

お子さんの癖
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診断時によく使う表現
・・・(অিু তখর নাম) িতেহ করজছ

・・・(オシュク エル ナム) シ

・・・(病名)を疑っています

ョンデホ コルチ
・・・এর চকান িম্ভাবনা চনই

・・・エル コノ ショムばボナ

・・・はないと思います

ネイ

আপনার প্রযান িমিযা হতচ্ছ ・・・ アプナル プロダン ショモッ あなたの主な問題は・・・です
シャ ホッチェ・・・

একজট বযকতটজরোর িংক্রামতনর エクティ ベクテリアル ショ あなたは細菌で熱が出ています
কারতন আপনার জ্বর আিতছ
ンクラモネル カロネ アプナ
ル ジョル アシュチェ

এটা খুব ব়ি চকান অিু খ নে

エタ クブ ボロ コノ オシュ

重い病気ではありません

ク ノエ

চকান িমিযাই যরা পরতছনা

コノ ショモ ッシャ イ ドラ

何も問題は見当たりません

ポルチェ ナ

জ্বতরর কারর্ বুো যাতচ্ছ না

ジョレル カロン ブジャ ジャ

熱のフォーカスはわかりません

ッチェ ナ

শরীতরর চভতর বযকতটজরোর ショリレル ベトレ ベクテリ 体の中にばい菌がいると思います
িংক্রামন আতছ বতল মতন হতচ্ছ アル ションクラモン アチェ
ボレ モネ ホッチェ

আপনার লক্ষর্ গুতলা খুব জিজরোি アプナル ロッコン グロ クブ あなたの症状は重症です
シリアス

বেি অনু যােী আপনার িন্তাতনর ボヨシュ オヌジャイ アプナ お子さんは年齢相応の体重です
ওিন জ ক আতছ
ル ションタネル オジョン テ
ィク アチェ

এই চরাগ চছাাঁোতচ নে

エイ ログ チョアチェ ノエ

この病気は感染しません

আপনার অনয িন্তাতনর কাছ চথতক アプナル オンノ ションタネ あなたの他のこどもからこの子に
ওর িংক্রামন হতত পাতর
ル カチュ テケ オル ション 感染したのかもしれません
クラモン ホテ パレ

মল /মুত্র / রি পরীক্ষার জরতপাতটদ モル／ムトロ／ロクト ポリッ 便/尿/血液の検査は問題ありませ
চকান িমিযা চনই

カル リポルテ コノ ショモッ

ん

シャ ネイ

নাভদ এ চকান িমিযা চনই

ナルベ コノ ショモッシャ ネ

神経に問題はありません

イ

এই িমিযা আবাতরা হতল, জকছু

エイ ショモッシャ アバロ ホ

この症状を何回も繰り返すような

চটষ্ট করতত হতব

レ 、キチュ テスト コルテ ホ

ら、検査が必要です

ベ（この場合はポリッカではな
くテストの方がより良い）
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ফুিফুতি িমিযা আতছ

フ シ ュフ シェ ショ モッ シ ャ 肺に問題があります
アチェ

ফুিফুি চথতক চশা চশা শব্দ পাওো フシュフシュ テケ ショ ショ 肺から雑音が聞こえます
যাতচ্ছ

ショブド パオア ジャッチェ

জনর্শ্াি প্রর্শ্াি খুব দ্রুত হতচ্ছ

ニッシャシュ プロッシャシュ 呼吸がはやいです
クブ ドゥルト ホッチェ

বুক পরীক্ষা করলাম, চকাতনা ブク ポリッカ コルラム、コノ 聴診しましたがきれいです
িমিযা চনই
ショモッシャ ネイ
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6.

処方・指示

ঔষতযর প্রতোিন চনই

オウショデル プロヨジョン ネイ

薬は必要ありません

এজন্টবাতোজটক এ কাি হতব エンティバヨティック エ カジュ ホ 抗菌薬・抗生物質は効きません
না
ベナ
চকাতনা ঔষয জদব না

コノ オウショド ディボ ナ

薬は処方しません

জ্বর কমতলই িু স্থ হতে যাতবন

ジョル コムレ イ シュスト ホエ ジ

熱がなくなれば自然に良くなり

ャベン

ます

エモニ シュスト ホエ ジャベン

自然に良くなります

এমজন িু স্থ হতে যাতবন

(অিু তখর লক্ষন) িারতত （オシュケル ロッコン）シャルテ キ （症状）はしばらく続きます
জকছু জদন িমে লাগতব
チュディン ショモエ ラグべ
১/২জদন শারীতরর
চখোল রাখতবন

জদতক 1～2 ディン ショリレル ディケ ケア 1～2 日待って様子を見ましょう

চকাতনা িমিযা চনই

ル ラクベン
コノ ショモッシャ ネイ

何も問題ありません

ভাল হবার িনয ঔষয জদজচ্ছ よくなるお薬を出します
バロ ホバル ジョンノ オウショド ディッチ
＿＿জদজচ্ছ

＿＿ディッチ

＿＿を処方します

＿＿জদতনর ঔষয জদজচ্ছ

＿＿ディネル オウショド ディッチ

＿＿日分の薬を出します
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薬の種類
মুতখ খাওোর ঔষয
শুযু মাত্র একবার
করার ঔষয

ムケ カオアル オウショド

経口薬

গ্রহন シュドゥマトゥロ エクバル グロホン コラル オ 頓服薬
ウショド

মলম

モロム

塗り薬

িজদদ/ ান্ডার ঔষয

シュルディ / タンダル オウショド

感冒薬

（両方使われる）

কাজশ বতন্ধর ঔষয

カシ ボンデル オウショド

咳止め

নাতকর পাজন বতন্ধর ঔষয ナケル パニ ボンデル オウショド

鼻水止めの薬

পাতলা পােখানা বতন্ধর パトゥラ パエカナ ボンデル オウショド
ঔষয

下痢止め

রিচাপ কমাতনার ঔষয

ロクトチャプ コマノル オウショド

血圧を下げる薬

রিাল্পতার ঔষয

ロクタルポタル オウショド

貧血の薬

কতফর ঔষয

コフェル オウショド

痰をよくする薬

এজন্টবাতোজটক

エンティバヨティック

抗菌薬・抗生物質

কৃজমর ঔষয

クリミル オウショド

抗寄生虫薬

গযাজিতকর ঔষয

ガストリケル オウショド

胃炎の薬

বজম বতন্ধর ঔষয

ボミ ボンデル オウショド

吐き気止め

খাবার িযলাইন

カバル セライン

ORS

জ্বতরর ঔষয

ジョレル オウショド

解熱剤

চবদনা নাশক ঔষয
ঘুমাতনার ঔষয

ベドナ ナショク オウショド

鎮痛薬

チョケル オウショド

睡眠薬

জ্বলু নী কমাতনার ঔষয

ジョルニ コマノル オウショド

灼熱感を除く薬

অিা়িতা দূ র করার ঔষয

オシャロタ ドゥル コラル オウショド

しびれを除く薬

রি বতন্ধর ঔষয
চুলকানী কমাতনার ঔষয

ロクト ボンデル オウショド

止血薬

チュルカニ コマノル オウショド

かゆみを抑える薬

পােখানা নরম করার ঔষয パエカナ ノロム コラル オウショド
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便を柔らかくする薬

用法
এক চডাি

エク ドズ

単回投与

জদতন ১ বার

ディネ 1 バル

1日1回

জদতন ২ বার

ディネ 2 バル

1日2回

জদতন ৩ বার

ディネ 3 バル

1日3回

বযাথা হতল

ベタ ホレ

痛い時だけ

অিু স্থ চবায করতল

オシュスト ボドゥ コルレ

気持ち悪い時だけ

খাওোর আতগ

カオアル アゲ

食前

খাওোর পতর
ঘুমাতনার আতগ

カオアル ポレ

食後

グマノル アゲ

寝る前に
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服薬指導
এই ঔষয খাওোর ২~৩ エイ オウショド カオアル 2~3 ディン ポル この薬を飲んでから、効く
জদন পর কাি হতব

カジュ ホベ

まで 2～3 日かかります

অতযদক টযাবতলট খাতবন

オルデク テブレット カベン

半分(半錠)飲んでください

ঔষয চশষ না হওো পযদন্ত オウショド シェシュ ナ ホア ポルジョント 薬を飲み切ってください
খাতবন
カベン
এই ঔষয গতভদর িন্তাতনর エイ オウショド ゴルベル ションタネル ジ この薬はお腹の赤ちゃんに
িনয জনরাপদ

ョンノ ニラポド

安全です

বাজ়িতত চয ঔষয আতছ バリテ ジェ オウショド アチェ シェグロ 家にある薬を飲ませてくだ
চিগুতলা
খাওোতবন カオアベン (カオアベン ナ)
さい (飲ませないでくださ
(খাওোতবন না)
い)
ঔষয বাজ়িতে জদতত হতব

オウショド バリエ ディテ ホベ

薬を増やす必要があります

এই ঔষয দীঘদ জদন চিবন エイ オウショド ディルゴディン シェボン 薬を長く内服してください
করতত হতব
コルテ ホベ
এই
ঔষতযর
কারতর্ エイオウショデル カロネ ガストリック ホ この薬は時に胃炎を起こし
গযাজিক হতত পাতর
テ パレ
ます
এই ঔষয খাতবন না

エイ オウショド カベン ナ

この薬は飲まないでくださ
い
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処置（注射・点滴・入院）
ইনতিকশন জদতত হতব

インジェクション ディテ ホベ

注射が必要です

িযালাইন চদওো দরকার

スライン デオア ドルカル

点滴の薬が必要です

িযালাইন জদতে পাজনশূ নযতা দু র করা スライン ディエ パニシュンノタ 点滴で補液が必要です
প্রতোিন
ドゥル コラ プロヨジョン
হািপাতাতল ভজতদ হতত হতব

ハシュパタレ ボルティ ホテ ホ

入院が必要です

ベ

হািপাতাতল চথতক
করাতল দ্রুত িু স্থ হতবন

জচজকৎিা ハシュパタレ テケ チキッシャ 入院治療すれば早く治ります
コラレ ドゥルト シュスト ホベ
ン

হািপাতাতল ভজতদ হতে জচজকৎিা ハシュパタレ ボルティ ホエ チ 入院して治療した方がよいで
করাতনাই ভাল
キッシャ コラノ イ バロ
す
মুতখ খাওোর চচতে িযালাইন চদওো ムケ カオアル チェエ セライン 経口薬より点滴の方がよいで
ভাল
デオア バロ
す
যজদ তরল খাবার চখতত না পাতর ジョディ トロル カバル ケテ ナ もし水分が摂れなければ、入
তাহতল হািপাতাতল ভজতদ হতে パレ タホレ ハシュパタレ ボル 院して点滴が必要になります
িযালাইন জদতত হতব

ティ ホエ セライン ディテ ホベ
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処置（整形外科）
এটা জ ক করার িনয প্লাস্টার করা エタ ティク コラル ジョンノ 固定するためにシーネ(副木)が
দরকার

プラスター コラ ドルカル

必要です

ভাজর জিজনি উ াতবন না

バリ ジニシュ ウタベン ナ

重いものを持たないでください

এই অংশ ন়িাচ়িা করাতবন না

エイ オングショ ノラチョラ

この部位を動かさないでくださ

コラベン ナ

い

パエ ブースト キャスト ポル

足のギブスが必要です

পাে বুট কাস্ট পরতত হতব

テ ホベ

হাত়ি ফাটল না থাকতল, জকছু জদন ハレ ファトル ナ タクレ、キチ 骨折がなければ、様子を見れま
অতপক্ষা কতর চদতখন
ュディン オペッカ コレ デケ す
ン

িু স্থ হতত দীঘদ িমে লাগতব

シュスト ホテ ディルゴ ショ

治るまでに長い時間がかかりま

モエ ラグべ

す

処置（外科）
চছাট একজট অপাতরশন কতর チョト エクティ オペレーショ 小切開して膿を出す必要がある
চভততরর পুি চবর করতত হতব
ン コレ ベトレル プジュ ベル
コルテ ホベ

িাকশান চদওো প্রতোিন

サクシャン デオア プロヨジョ

吸引が必要です

ン

চিলাই জদতত হতব

シェライ ディテ ホベ

縫合が必要です

আপনার অপাতরশন করতত হতব

アプナル オペレーション コル

あなたは手術が必要です

テ ホベ
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処置（ホームケア・感染予防）
প্রজতজদন পজরষ্কার করতবন

プロティディン ポリシュカル コルベ

毎日きれいにしてください

ン

এটা জবশুদ্ধ পাজন জদতে エタ ビシュッド パニ ディエ ポリシ 清潔な水で清潔にするのが必要
পজরষ্কার করা প্রতোিন
ュカル コラ ポロヨジョン
です
প্রজতজদন বযাতন্ডি পজরবতদন プロティディン バンデジュ ポリボ 毎日ガーゼを交換してください
করতবন
ルトン コルベン
ভালভাতব পজরষ্কার
মলম লাগাতবন

কতর バロバベ ポリシュカル コレ モロム 清潔にしてから軟膏を塗ってく
ラガベン

ださい

প্রজতজদন চগািল করতবন

ポロティディン ゴソル コルベン

毎日入浴してください

এখাতন হাত জদতবন না
চুলকাতবন না

エカネ ハト ディベン ナ

ここは触らないでください

チュルカベン ナ

掻かないでください

চুলকাতল ঘা (ইনতফক্শন) チュルカレ ガ （インフェクション） もし掻いたら感染が起こります
হতে যাতব
ホエ ジャべ
দো কতর মুখ হাত জদতে ドヤ コレ ムク ハト ディエ デケ カ 口を覆って咳してください
চেতক কাজশ জদতবন
シ ディベン
হাত জদতে মুখ চেতক কথা ハト ディエ ムク デケ コタ ボルン
বলু ন

口を覆って話してください

মাস্ক বযাবহার করুন

マスクしてください

マスク ベボハル コルン

যনু ষ্টংকার এবং িলাতংক ドヌシュトンカル エボング ジョラト 破傷風と狂犬病の注射が必要で
চরাতগর িনয প্রজততরাযক ンコ ロゲル ジョンノ ポロティロド す
ইনতিকশন প্রতোিন
ク インジェクション ポロヨジョン
গযাজিক জ ক হতল খাওো ギャストリク ティク ホレ カワ ダワ 胃腸炎がよくなったら食べ始め
দাওো শুরু করতত পারন
シュル コルテ パレン
ていいです
প্রচুর পজরমাতন পাজন পান ポルチュル ポリマネ パニ パン コル 水をたくさん飲んでください
করুন
হাল্কা গরম
করতবন

ン

পাজন

পান ハルカ ゴロム パニ パン コルベン

ぬるいお湯を飲んでください

চছাট জশশুতদর িনয দু য এবং チョト バッチャデル ジョンノ ドゥ 赤ちゃんは食事がとれなくて構
পাজনই যতথষ্ট, অনয খাবার না ドゥ エボング パニ イ ジョテスト、 いませんミルクか水で十分です
চখতলও িমিযা চনই
オンノ カバル ナケレ オ ショモッシ
ャ ネイ

প্রচুর পজরমাতন পাজন পান ポルチュル ポリマネ パニ パン コラ 水をたくさん飲ませてください
করাতবন
ベン
স্কুতল পা াতবন না
スクレ パタベン ナ
স্কুতল চগতল চকান িমিযা スクレ ゲレ コノ ショモッシャ ネイ
চনই
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学校に行かせないでください
学校に行ってよいです

食事指導
লবন কম খাতবন

ロボン コム カベン

減塩食をとってください

লবনাি খাবার খাতবন না

ロボナクト カバル カベン ナ

塩辛いものは食べないでくださ
い

কম মশলার খাবার খাওো コム モショラル カバル カオア ド 味の薄い食事が必要です
দরকার
ルカル
চযতকান খাবারই চখতত পারতবন ジェコノ カバル イ ケテ パルベン

どの食べものをとってもいいで
す

চবশী লবন চখতল শরীর ফুতল ベシ ロボン ケレ ショリル フレ 塩分をたくさん摂ると、むくみ
যাতব
ジャべ
ます
চপ্রিার চবত়ি যাতব

プレシャル ベレ ジャべ

塩分をたくさん摂ると血圧が上
がります

আাঁশযু ি খাবার খান

アシュジュクト カバル カン

繊維食を摂ってください

ততলাি, োল এবং টক খাবার トイラクト、ジャル エボング トク 脂っぽいもの、辛い物、酸っぱ
খাতবন না
カバル カベン ナ
いものは食べないでください
শাকিবজি,

ফলমূ ল

চখতত シャクショブジ、フォルモル ケテ 果物や野菜は食べてよいです

পারতবন

パルベン

মদ পান করতবন না

モドゥ パン コルベン ナ
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お酒を飲まないでください

他院紹介
আরও

জকছু

পরীক্ষা

করা アロ キチュ ポリッカ コラ ドルカ さらに詳しい検査が必要です

দরকার

ル

এখাতন এই চটস্ট করা যাতবনা

エカネ エイ テスト コラ ジャべナ

ここではその検査はできませ

(この場合はポリッカではなくテスト

ん

がより良い)

এখাতন আপনার জচজকৎিা করা エカネ アプナル チキッシャ コラ あなたの治療はここでできま
িম্ভব না

ショムボブ ナ

せん

চয ডািার অপাতরশন কতরন, ジェ ダクタル オパレション コレ ここには手術する医師が
জতজন এখন এখাতন চনই
ン、ティニ エコン エカネ ネイ
今はいません
যত

তা়িাতাজ়ি

িম্ভব

ব়ি ジョト タラタリ ショムボブ ボロ なるべく早く大きな病院に行

হািপাতাতল যান

ハシュパタレ ジャン

必要があります

চদরী করতবন না

デリ コルベン ナ

遅れてはいけません

ব়ি হািপাতাতল জগতে আরও ボロ ハシュパタレ ギエ アロ ビシ 大きな病院でさらに詳しく
জবষদ ভাতব
পরীক্ষা করা ョドゥ バベ ポリッカ コラ ドルカ 検査する必要があります
দরকার
ル
দাাঁততর ডািারতক চদখান

ダテル ダクタルケ デカン

＊ポリッカという単語はテストで置き換え可能
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歯科に行ってください

再診の指示
বাজ়ি জফতর চযতত পাতরন

バリ フィレ ジェテ パレン

家に帰っていいですよ

ভাল হতত িমে লাগতব

バロ ホテ ショモエ ラグべ

よくなるのに時間がかかりま
す

দীঘদ িমে যতর জচজকৎিা করতত হতব ディルゴ ショモエ ドレ チキッ 長い時間治療が必要です
シャ コルテ ホベ

অবস্থার উন্নজত না হতল আবার オボスタル ウンノティ ナ ホレ も し 具合 がよ くな ら なけ れ
আিতবন

アバル アシュベン

ば,また来てください

যজদ (জটউমারজট) আতস্ত আতস্ত ব়ি ジョディ （チウマルティ） アス もし（腫瘤など）大きくなっ
হতল, তাহতল আবার আিতবন
テ アステ ボロ ホレ、タホレ ア たら、また来てください
バル アシュベン

পানীে গ্রহন করতত না পারতল パニオ グロホン コルテナ パル 水分が摂れなければ、また来
আবার আিতবন
レ アバル アシュベン
てください
আপনার িন্তাতনর অবস্থার পজরবতদন アプナル ションタネル オボスタ お子さんの活気がよくなけれ
না হতল আবার জনতে আিতবন
ル ポリボルトン ナ ホレ アバル ば、また来てください
ニエ アシュベン

জবশ্রাম করুন

休息してください

ビスラム コルン
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মাথা マタ

頭
ান

ক াপাল コパル 額

ক াখ チョク
না

ナク

目
鼻

গাল ガル 頬
মুখ

ムク

口

ঘাড় ガル 首

カン

耳

বু

ブク 胸

উপটরর কপে
ウポレル ペト
上腹部
কপটের পার্শ্বটেশ
ペテル パルショデシュ
脇腹
তলটপে トルペト 下腹部

বাহু バホゥ 上腕

নু ই コヌイ 肘

হাত ハト 前腕

হাটতর তালু ハテル タル
手のひら

আংগুল アングル 指

হাটতর ব্জি ハテル
コボジ
手首

পা パ 足

রান ラン 太もも

ফুসফুস
肺

フスフス

য ৃ ৎ / ব্জলভার
ジョクリト /
肝臓

পা স্থলী パクストリ

胃
প্লীহা プリハ
脾臓

リバル

ব্জপত্তথব্জল ピットトリ
胆のう
বৃহোন্ত্র ブリホダントロ
大腸
এটপব্জিস アペンディス
虫垂

অগ্ন্যাশয়
膵臓
ক্ষুদ্রান্ত্র
小腸
মলদ্বার モルダル
肛門

オグナショエ

クドラントロ

ব্জ ডব্জন キドニ
腎臓

মুত্রনালী
尿管

ムトロナリ

মুত্র থব্জল ムトロトリ
膀胱

মুত্রনালী
尿道

ムトロナリ

োাঁত ダト 歯

ব্জিভ ジブ 舌

োাঁটতর মাব্জড়
歯肉

ダテルマリ

গলা ゴラ のど

েনব্জসল トンシル 扁桃
ক াাঁে

トート 口唇

আপনার ব্জ

জ্বর আটে ?

アプナル キ ジョル アチェ？
熱はありますか？

আপব্জন ব্জ

অবসন্ন কবাধ

アプニ キ オボションノ ボド
コルチェン？
だるいですか？

রটেন ?

াব্জশ আটে ?
カシ アチェ？
咳はありますか？

কশা কশা শব্দ হয় ?
ショ ショ ショブド ホエ？
ゼイゼイしますか？

আপনার ব্জ

মাথা বযথা ?

アプナル キ マタ ベタ？
頭が痛いですか？

ব্জপট বযথা আটে ?
ピテ ベタ アチェ？
痛いですか？

কপে বযথা

রটে ?

ペト ベタ コルチェ？

おなかが痛いですか？

পায়খানার রং ব্জ

সাো ?

パエカナル ロング キ シャダ？
白い便は出ますか?

পায়খানার সাটথ ব্জ

রক্ত যায় ?

パエカナル シャテ キ ロクト
ジャエ？

血便は出ますか？

পায়খানার রং ব্জ

াটলা ?

パエカナル ロング キ カロ？
黒い便は出ますか？

আপনার ব্জ

মাথা ঘুরায় ?

アプナル キ マタ グラエ？
めまいはありますか？

ঘনঘন প্রস্রাব হয় ?
ゴノゴノ ポルスラブ ホエ？

頻尿はありますか？

এর ম কগাো ব্জ
エロコム ゴタ
アチェ？

সারা শরীটর আটে ?
キ シャラ

ショリレ

この発疹は体全体にありますか？

আপনার ব্জ

ব্জ

মত ঘুম হয় না ?

アプナル キ ティクモト グム
ホエ ナ？
寝つきが悪いですか？

আঘাতব্জে কেখান
アガトティ デカン
傷を見せてください

এক্সটর

রুন

エクス レ コルン
X-線検査しましょう

রক্ত পরীক্ষা

রটত হটব

ロクト ポリッカ コルテ ホベ
血液検査が必要です

প্রস্রাব পরীক্ষা

রটত হটব

ポルスラブ ポリッカ コルテ ホベ
尿検査が必要です

গভববতী (কপটে বাচ্চা আটে)
ゴルボボティ (=ペテ バッチャ アチェ)
妊娠しています
（＝おなかに赤ちゃんがいます）

খাওয়ার ঔষধ ব্জেব্জি
カオアル オウショド ディッチ
飲み薬を処方します

ইনটি শন ব্জেটত হটব
インジェクション ディテ ホベ
注射が必要です

সযালাইন কেওয়া ের ার
スライン デオア ドルカル
点滴の薬が必要です

আপনার অপাটরশন

রটত হটব

アプナル オペレーション コルテ ホベ
あなたは手術が必要です

フレーズ集の制作を行った JA 長野厚生連 佐久総合病院及び独立行政法人
国際協力機構 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所は、利用者が本フレーズ集を用い
た結果生じた損害について何ら責任を負うものではありません。また本フレ
ーズ集を無断で転載、改変することを禁じます。

