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1. 体の部位 

＜頭部・顔面＞ 
कपाल カパル 髪の毛 

टाउको タウコ 頭 

अनहुार (मखु) アヌハール（ムク） 顔 

ननधार ニダル 額 

गाला ガラ 頬 

नाक ナク 鼻 

आँखा アカ 目 

मखु ムク 口 

निब्रो ジブロ 舌 

ओठं オーット 口唇 

दाँत ダート 歯 

नगिा ギザ 歯肉 

घाँटी ガーティ のど 

टनसिल タンシル 扁桃 

कान カン 耳 

कानको िाली カンコ ザリ 鼓膜 

 

＜頸部＞ 
घाँटी ガーンティ 首 

नलम्फ ग्रसथ リンファ グラーント リンパ節 

थाइराइड ग्रसथी タイライド グランティ 甲状腺 

 

＜体幹＞ 
छाती ツァーティ 胸 

फोक्िो フォクソ 肺 

स्तन ग्रसथी  ストン グロンティ 乳腺 

मानथल्लो पेट マティロ ペト 上腹部 

तल्लो पटे タッロ ペト 下腹部 

ढाड ダァド 背中  

पेट （आसरा） ペト （アンドラ） おなか（胃） 

कोख コク 脇腹 

कम्मर カマル 腰 

चाक チァク おしり 

नदिा आउने प्वाल (मलद्वार) ディサ アウネ プワル（モルダル） 肛門 

छाला チャラ 皮膚 

रौं ロゥン 体毛(小さな毛) 
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＜四肢及び筋骨格系＞ 

मेरुदण्ड メルダンダ 脊椎 

ढाडको हड्डी ダードコ ハッディ 背骨 

मांिपेशी マンサペシ 筋肉 

पाखरुा パクラ 上腕 

हात ハト 手（前腕） 

कुनहन ु  クヒヌ 肘 

औलंा オウラ 指 

नाडी ナーリィ 手首 

हत्केलो ハットゥケロ 手のひら 

खटु्टा クッタ 足 

नपडुला  ピドゥラ ふくらはぎ 

नतघ्रा ティグラ 太もも 

पैताला パイタラ 足裏 

कुकुुच्चो クルクッチョ かかと 

गोनलगाँठो ゴルガント くるぶし 

िोनी  ジョルニ 関節 

 

＜臓器＞ 
नदमाग ディマーグ 脳 

मेरुदण्ड メルダンダ（スゥスムナ） 脊髄 

खाद्य  नली  カッドノリ 食道 

स्वाि नली スワスノリ 気管 

मटुु ムトゥ 心臓 

कलेिो カレジョ 肝臓 

नपत्तथैली ピッタ タイリ 胆のう 

िानो आसरा サーノ アンドラ 小腸 

ठुलो आसरा トゥロ アンドラ 大腸 

मलद्वार モルダル 
肛門（＝便の出ると

ころ） 

मगृौला ミリゴウラ 腎臓 

नपिाब थैली ピサーブ タイリ 膀胱 

मतु्रनली (मगृौलाबाट नपिाब थैली िम्मको 

नली)  

ムトロナリ（ミリゴウラ バタ ピサ

ーブ タイリ サンマコ ナリ） 

尿管（＝腎臓から尿

道の間の管） 

मतु्रनली ( नपिाबथैलीबाट नपिाब ननस्कने 

प्वालिम्मको नली)  

ムトロナリ（ピサーブ タイリ バタ 

ピサーブ ニスカネ プワル サンマ

コ ナリ） 

尿道 

पाठेघर パテガル 子宮 

योनी ヨニ 腟 
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＜場所の表現＞ 
बाँया ( दबे्र े) バヤ （デブレ） 左 

दाँया ( दानहन े) ダヤ （ダヒネ） 右 

बीच ( माझ ) ビチ （マジ） 中央 

मानथ マティ 上 

तल タラ 下 

 

<よく使う表現> 

ननको हुसछ ニコ フンツァ よくなりますよ 

नचसता गनु ुपदनै  チンタ ガラヌ パルダイナ 心配ありません 

ठुलो स्वोरमा बोल्निु ् トゥロ スオルマ ボルヌス 
大きい声で話して

ください 

नबस्तारै बोल्निु ् ビスターライ ボルヌス 
ゆっくり話してく

ださい 

नबरामीलाई बोलाउनिु ् ビラミライ ボラウヌス 

患者さんを呼んで

ください 

（家族だけが来た

とき） 

माफ गनुुि ् マーフ ガルヌス ごめんなさい 

एकैनछन बानहर बस्निु ् エクチン バヒラ バスヌス 
ちょっと外で待っ

ていてください 

तपाईको पालो एकनछन पनछ आउँछ 
タパイコ パロ エクチン パチ 

アウンツァ 

あなたの順番はも

う少し後です 
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2. 症状（患者の訴え＋問診)編  

के भयो ? どうしましたか？ 

ケー バヨ？   

तपाईकंो मखु्य िमस्या के हो ? あなたの主な症状は何ですか？ 

タパイコ ムッキャ サマシア ケー ホ？ 

खाना रुच्छ? ( खान मन लाग्छ ? ) 食欲はありますか？ 

カナ ルッツァ？ （ カナ マン ラグツァ？ ） 

 

疲労・食欲・体重 

कमिोर भएको िस्तो लाग्छ 
カムジョール バエコ ジャス

ト ラグツァ 
元気がない 

थकाइ लाग्छ ? タカイ ラグツァ？   疲れていますか？ 

थकाइ लाग्छ ? ( अल्छी लाग्छ ? )  
タカイ ラグツァ？ 

(アルチ ラグツァ？) 
だるいですか？ 

फलोअपको लानग आउनभुएको हो ? 
フォローアップコ ラギ アウ

ヌ バエコ ホ？ 

フォローアップのために来

たのですか？ 

तपाईकंो तौल कनत छ ? 
タパイコ トウル カティ ツ

ァ？ 
体重はいくつですか？ 

तपाईकंो तौल घट्द ैछ ? 
タパイコ トウル ガートダイ 

ツァ？ 
体重は減っていますか？ 

तपाईकंो तौल बढ्द ैछ ? 
タパイコ トウル バールダイ 

ツァ？   
体重は増えていますか？ 

मोटाउन ुभएको छ ? モタウヌ バエコ ツァ？ 太ってきましたか？ 

दबु्लाउन ुभएको छ ?  ドゥブラウヌ バエコ ツァ？ 痩せてきましたか？ 

 

ज्वरो आएको छ ? 熱はありますか？ 

ジョロ アエコ ツァ？ 

 

発熱 

तपाईलंाई धेरै ज्वरो आएको नथयो ? 
タパイライ デレイ ジョロ 

アエコ ティヨ？ 
熱は高かったですか？ 

शरीर तातो हुसछ ?  シャリール タト フンツァ？ 体が火照りますか？ 

तपाईलंाई ज्वरो नबहान धरैे आउँछ नक 

बेलुका धेरै आउँछ ? 

タパイライ ジョロ ビハナ 

デレイ アウンツァ キ ベル

カ デレイ アウンツァ？ 

熱は朝高いですか、夜高い

ですか？ 

धेरै िाडो हुसछ ? デレイ ジャーロ フンツァ？              寒気がありますか？ 

पनिना धेरै आउँछ ? パシナ デレイ アウンツァ？                 汗がたくさん出ますか？ 
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小児 

बच्चाले छटपट गछु  
バッチャレ チャトパット ガ

ルツァ 
こどもが落ち着かない 

हररयो रङ्गको नदिा ハリヨ ランコ ディサ 緑色便 

बच्चा टाठो छ ? バッチャ タト ツァ？ 
お子さんは元気があります

か？ 

बच्चाको अवस्था खराब छ? 
バッチャコ アボスタ カラブ 

チヤ？ 

お子さんの機嫌は悪いです

か？ 

बच्चा नदननदन ैकमिोर हुदँछै ? 
バッチャ ディンディナイ コ

ムジョール フンダイツァ？ 

お子さんは日に日に元気が

なくなっていますか？ 

बच्चा राम्रोिँग खेल्छ ? 
バッチャ ラムロ サンガ ケ

ルツァ？  

お子さんはよく遊びます

か？ 

बच्चाको अनहुारको रङ पनहलाको भसदा 

पररवतुन भएको हो ?  

バッチャコ  アヌハール  コ 

ラン パヒラ コ バンダ パリ

ボルタン バエコ ホ？ 

お子さんの顔色は以前と比

べ変わりましたか？ 

बच्चाको अनहुारको रङ पहेंलो भएको 

हो ? 

バッチャコ アヌハル コ ラ

ン パヘロ バエコ ホ？   

お子さんの顔色は悪くなり

ましたか？ 

तपाईकंो अरु बच्चा (छोरा छोरी) छ ? 
タパイコ アル バッチャ（また

はチョラチョリ） ツァ？ 
ほかに子供はいますか？ 

बच्चाले राम्रोिँग दधू नपउँछ ? 
バッチャレ ラムロ サンガ 

ドゥド ピウツァ？ 

お子さんは良くミルクを飲

んでいますか？ 

बच्चाले आमाको दधू खाना िक्छ ? 
バッチャーレ アマコ ドゥド

ゥ カナ サクツァ？ 

お子さんは母乳を飲めてい

ますか？ 

बच्चाको मांिपेशी  बटाररन ेवा दोनब्रन े

गछु ? 

バッチャコ マンシャペーシー 

バタリネ バ ドブリネ ガル

ツァ 

お子さんはけいれんしまし

たか？ 

बच्चालाई पानी नपउन मन  लाग्छ ? 
バッチャーライ パニ ピウナ 

マン ラグツァ？ 

お子さんは水を飲みたがり

ますか？ 
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खोकी लागकेो छ ? 咳はありますか？ 

コキ ラゲコ ツァ？ 

 

心臓・咳・呼吸苦 
खोकी  コキ  咳 

खोकी लागेको छ ? コキ ラゲコ ツァ？ 咳はありますか？ 

घ्यार घ्यार हुसछ ? 
ギャール ギャール フンツ

ァ？ 
ゼイゼイしますか？ 

नतखाु लाग्छ ? ティルカ ラグツァ？ 喉が渇きますか？ 

निगान आउँछ ? シガナ アウンツァ？ 鼻水は出ますか？ 

खकार आउछ ? カカール アウツァ？ 痰が出ますか？  

घाँटी दखु्छ ? ガーティ ドゥク ツァ？ 喉が痛いですか? 

हाच्छयु ँ ハッチュン くしゃみ 

िाि फेनु गाहो हुसछ 
サース フェルナ ガーロ フ

ンツァ 
呼吸がしづらい 

नाक बसद छ ? ナク バンダ ツァ？ 鼻閉はありますか？ 

रानत पनिना आउँछ? ラティ パシナ アウンツァ？ 夜に汗をかきますか？ 

खकारमा रगत आउँछ ? 
カカルマ ラガト アウンツ

ァ？ 
痰に血が混ざりますか？ 

िखु्खा खोकी लाग्यो ? スッカー コキ ラギョ？ 乾いた咳が出ますか？ 

बच्चाले कसछ? バッチャレ カンツァ？ 
お子さんは苦しくてうめき

ますか？ 

लामो िाि फेदाु दखु्छ ? 
ラーモ サース フェルダ ド

ゥクツァ？ 

深呼吸したとき痛いです

か？ 

बिेको िमयमा िाि फेन ुगाह्रो हुसछ ? 
バセコ サマエマ サース フ

ェルナ ガーロ フンツァ？ 

座っているとき息苦しいで

すか？ 

मटुु ढुकढुक गछु ? 
ムトゥ ドゥクドゥク ガルツ

ァ？ 
動悸がしますか？ 

छातीमा अफ्ट्यारो हुसछ ? 
ツァーティマ アフティヤロ 

フンツァ 
胸が苦しいですか? 

ढाड दखु्छ ? ダード ドゥクツア？？ 背中が痛いですか？ 

चरुोट धरैे खानहुुसछ ? 
チュロット デレイ カヌフン

ツァ？ 

タバコはたくさん吸います

か？ 
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नहड्न िक्नहुुसछ ?  歩けますか？ 

ヒィルナ サクヌ フンツァ？ 

 

麻痺・意識消失・しびれ 
प्यारालैनिि छ ? パラライシス ツァ？  麻痺はありますか？ 

〇〇बल परेको छ ?  

(िोड लगाएर〇〇िक्नहुुसछ ?) 

〇〇バル パレコ チヤ？ 

（ゾル ラガエラ 〇〇 サクヌ

フンツァ？） 

〇〇に力は入りますか？ 

（力を入れて〇〇できます

か？） 

ननदाउछ ? ニダウツァ しびれはありますか？ 

हात काम्छ ? ハトゥ カムツァ？ 手は震えますか? 

बेहोि हुनभुयो ? ベホス フヌバヨ？ 気を失いましたか 

घाँटी चलाउँदा गाहो  हुसछ ? 
ガーンティ チァラゥダ ガロ  

フンツァ？ 
首がこっていますか？ 

िहि छ ? サハジ ツァ？ ぐったりしていますか？ 

बिेर उठ्दा ररंगटा लाग्छ ?  
バセラ ウトゥダ リンガタ ラ

グツァ 
立ちくらみはありますか？ 

 

目・鼻・耳の問題 
कचेरा カチェラ   目やに 

आँखा धनमलो हुसछ ? アカ ダミロ フンツァ？ 目のかすみはありますか？ 

आँखा िकु्छ ? アカ スクツァ？ 目が乾きますか? 

ररंगटा リンガタ めまい 

ननल्न गाहो हुसछ ニルナ ガーロ フンツァ 飲み込むのが難しい 

ररंगटँा लाग्छ ? リンガタ ラグツァ？ めまいはありますか？ 

कान कराउँछ ? カン カラウン ツァ？ 耳鳴りはありますか？ 

िसुन िक्नहुुसछ ? スンナ サクヌ フンツァ？ 聞こえますか？ 

कान नभत्र केनह  

छ िस्तो लाग्छ ? 

カン ビットラ ケヒ  

ツァ ジャスト ラグツァ? 

耳の中に何かある感じです

か？ 

अनलअनल िसुन िक्नहुुसछ ? 
アリアリ スンナ サクヌ フンツ

ァ？  
少しは聞こえますか？ 

परैु िसुन िक्नहुुसछ ? 
プーレイ スンナ サクヌ フン

ナ？ 
完全には聞こえませんか？ 

कान दखु्छ ? カン ドゥク ツァ？ 耳が痛いですか? 
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वाकवाक लाग्छ ? 吐き気はありますか？ 

ワクワク ラクツァ？ 

उल्टी हुसछ ? 吐きますか？ 

ウルティ フンツァ？ 

नदिा कस्तो छ ?  便はどうですか？ 

ディサ カスト ツァ？ 

 

腹痛・嘔吐・下痢など 
पेट दखु्छ ? ペト ドゥクツァ？ おなかが痛いですか？ 

उल्टीमा रगत आउँछ ? ウルティマ ラガット アウンツァ？ 
吐いたものに血は混じって

いますか？ 

छाती पोल्छ ? ツァ―ティ ポルツァ 胸やけはありますか？ 

अनमलो पानी आउँछ  ? アミロ パニ アウンツァ？ 胃酸が上がってきますか？ 

पेटमा हावा भररएको छ ペトマ ハワ バリエコ ツァ 胃にガスが溜まっている 

पेट फुलेको छ ぺト フレコツァ おなかが張りますか？ 

निल्का हासछ दखु्छ シルカ ハンツァ ドゥクツァ 疝痛がある 

पखाला लागेको छ ? ポカラ ラゲコ ツァ？ 下痢はありますか？ 

कालो रङ्गको नदिा आउँछ ? カロ ランコ ディサ アウンツァ？ 黒い便は出ますか？ 

िेतो रङ्गको नदिा आउँछ セト ランコ ディサ アウンツァ？ 白い便は出ますか? 

रगतमािी  

(रगत नमिेको नदिा) 

ラガット マシ 

（ラガット ミセコ ディサ） 
粘血便 

बाडुल्की लाग्छ バドゥルキ ラグツァ しゃっくりが出る 

नपिाब पहेंलो छ ピサーブ パヘンロ ツァ 尿が黄色い（黄疸の一症状） 

कनब्ियत भएको कनत नदन भयो ? 
カブジヤット バエコ カティ ディ

ン バヨ？ 
何日間便秘ですか？ 

नदिा आउँछ ? ディサ アウンツァ？ 便は出ますか？ 

नदिामा रगत र निंगान िस्तो केही 

आउँछ ? 

ディサ マ ラガット ラ スィガン 

ジャスト ケヒ アウンツァ？ 

便に血や粘液が混ざってい

ますか？ 

मलद्वार नचलाउँछ ? モルダル チラウツァ？  肛門の周りが痒いですか？ 
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नचलाउँछ ? 痒みはありますか? 
チラウン ツァ?   

 

皮膚疾患 

फोका (रातो दाग) フォカ（ラト ダグ） 発疹 

आफै आयो ? アーファイ アヨ？ 自然にできましたか？ 

पीप ピープ  膿 

यस्तो फोका (रातो दाग) परैु 

शरीर भरर छ ? 

エスト フォカ（ラト ダグ） プーレ

イ サリール バリ ツァ？ 

この発疹は体全体にありま

すか？ 

यस्तो फोकाहरू (रातो दाग) 

असत पनन छ? 

エスト フォカハル（ラト ダグ）アン

タ ポニ ツァ？  

この発疹は他にどこにあり

ますか？ 

नबनमरा ビミラ 水疱 

दाग ダーグ あざ（注 皮膚のあざ） 

 

नपिाब कस्तो छ ?  尿はどうですか? 
ピサーブ カスト ツァ？ 

नपिाब पोल्छ ? ピサーブ ポルツァ？ 排尿時痛はありますか？ 

नपिाब पटकपटक  

िान मन लाग्छ ? 

ピサーブ パタックパタック ジャナ 

マン ラグツァ？ 
頻尿はありますか？ 

नपिाब धेरै आउँछ ? ピサーブ デーレイ アウンツァ？ 尿は多いですか? 

नपिाब थोरै आउँछ ? ピサーブ トーライ アウンツァ？ 尿は少ないですか? 

नपिाबमा रगत आउँछ ? ピサーブ マ ラガトアウンツァ？ 血尿がありますか？ 

नपिाबमा पीप आउँछ ? ピサーブ マ ピプ アウンツァ？ 膿尿がありますか？ 

नपिाबको मात्रा पनहले िनतकै 

छ नक धेरै वा थोरै आउँछ ? 

ピサーブコ マットゥラ パヒレ ジャ

ティカイ ツァ キ デレイ ワ トー

ライ アウンツァ？ 

以前と同じくらいの量の尿

が出ますか？ 

 

男性泌尿器の問題 

नपिाब आउने ठाउँमा 

नचलाउँछ ? 

ピサーブ アウネ タウンマ チラウン

ツァ？ 
陰部の痒みはありますか？ 

अण्डकोष िनुनएको छ ? アンダコス スニエコ ツァ 陰嚢は腫れていますか? 

नपिाब आउने ठाउँमा फोका 

(रातो दाग) छ ? 

ピサーブ アウネ タウンマ フォカ

（ラト ダグ） ツァ？ 
陰部に発疹はありますか？ 
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婦人科の問題 

धेरै रगत िासछ ( बग्छ ) 
デーライ ラガット ジャンツァ

（バグツァ） 
出血がたくさんあります 

मनहनावारीमा रगत धरैे िासछ ? 
マヒナワリマ ラガット デーレ

イ ジャンツァ？ 
生理時の出血は多いですか? 

मनहनावारी नढलो भएको छ ? 
マヒナワリ ディロ アエコ ツ

ァ？ 
生理は遅れていますか? 

तल्लो पटे दखु्छ ? タラコ ペト ドゥクツァ？ 下腹部に痛みはありますか？ 

रगतको कमी छ ? ラガットコ コミー ツァ？ 貧血はありますか？ 

िेतो गनाउने नपिाब आउछ ? 
セト ガナウン ピサブ アウツ

ァ？ 
白色分泌液は臭いますか？ 

पाठेघर बानहर  

ननस्केको छ ? 

パテガール バヒラ ニスケコ 

ツァ？ 
子宮脱はありますか？ 

पाठेघर तल झनु रोक्न े कुनै ररंग 

राख्न ुभएको छ ? 

パテガール タラ ジャルナ ロ

クネ クナイ リング ラクヌ バエ

コ ツァ？ 

 

リング（ペッサリー）を入れてい

ますか？ 

 

ケガ 
ढुंगामा ठोक्केको  ドゥンガ マ トケコ 石に当たった 

रुखबाट खिेको ルク バタ カセコ 木から落ちた 

नचप्लेर लडेको チップレラ ラレコ 滑って転んだ 

नकलामा टेकेको キラマ テケコ クギを踏んだ 

कुकुरले टोकेको ククルレ トケコ 犬にかまれた 

िाँपले टोकेको サープレ トケコ 蛇にかまれた 

बारुलोले टोकेको バルロレ トケコ スズメバチにかまれた 

बटाररसछ ( मांशपेशी ईत्यानद )  
ボタリンチャ 

（マンサペシ イティヤディ） 
ピクピクする(筋けいれん等) 

िनुसनएको छ スニェコ ツァ 腫れている 

ठोनकएको नथयो ? トォキエコ ティヨ？ 打ちましたか？ 

िधैं गहुङ्ुगो  

िामान उचाल्नहुुसछ ? 

サーダイ ガルンゴ サマン ウ

ツァルヌ フンツァ？ 
普段重いものを持ちますか？ 

प्लास्टर कनहले गरेको हो ? 
プラスター  カヒレ  ガレコ 

ホ？ 

シーネ(副木)をいつ入れました

か？ 
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दखु्छ ドゥクツァ 痛み（痛い） 

एकदम ैदखु्छ エクダマイ ドゥクツァ 鋭い痛みです 

○○ दखु्छ ? ○○ ドゥク ツア？ ○○が痛いですか？ 

च्यािच्याि घोचेको िस्तो  

दखु्छ 

チャスチャス ゴーチェコ ジャス

ト 

ドゥクツァ 

ちくちくする痛みです 

चमचम (झमझम) गछु 
ツァムツァム（ジャムジャム） ガル

ツァ 
ひりひりする痛みです 

औलंा चलाउँदा दखु्छ オウラ チャラウンダ ドゥクツァ 手を動かすと痛い 

छँुदा दखु्छ チュンダ ドゥクツァ 触ると痛い 

टुकु्रक्क बस्दा दखु्छ トゥクルッカ バスダ ドゥクツァ しゃがむと痛い 

टाउको नबहान धरैे  

दखु्छ नक बेलुका धेरै दखु्छ ? 

タウコ ビハナ デレイ ドゥク 

ツァ キ ベルカ デレイ ドゥク 

ツァ？ 

頭痛は朝強いですか、それとも

夜強いですか？ 

अठ्याउँदा दखु्छ ? アッタウダ ドゥク ツァ？ 押すと痛いですか？ 

चलाउँदा दखु्छ ? チャラウダ ドゥク ツァ？ 動かすと痛いですか？ 

नहड्ंदा यहाँ दखु्छ ? ヒィルダ ヤハー ドゥク ツァ？ 歩くとここが痛いですか？ 

ननहुररंदा दखु्छ ? ニウリダ ドゥク ツァ？ 前かがみになると痛いです

か？ 

गहुुंगो िामान उचाल्दा दखु्छ ? 
ガルンゴ サマン ウツァルダ ドゥ

ク ツァ？ 

重いものを持つと痛いです

か？ 

गाह्रो काम गदाु धरैे दखु्छ ? 
ガーロ カム ガルダ デレイ ドゥ

ク ツァ？ 

重労働しているとき痛いです

か？ 

िाि फेदाु दखु्छ ? サースフェルダ ドゥク ツァ？ 息を吸うと痛いですか？ 

तासदा  दखु्छ ? タンダ ドゥク ツァ？ 引っ張ると痛いですか？ 

कनहले दनेख नबरामी हो ?  いつから具合が悪いですか？ 
カヒレ デキ ビラミ ホ？  

＿＿＿＿वषु अगानड दनेख  ＿＿＿＿バルサ アガリ デキ ＿＿＿＿＿年前から 

＿＿＿＿मनहना अगानड दनेख ＿＿＿＿マイナ アガリ デキ ＿＿＿＿＿か月前から 

＿＿＿＿हप्ता अगानड दनेख ＿＿＿＿ハプタ アガリ デキ ＿＿＿＿＿週間前から 

＿＿＿＿नदन अगानड दनेख ＿＿＿＿ディン アガリ デキ ＿＿＿＿＿日前から 

＿＿＿＿घण्टा अगानड दनेख ＿＿＿＿カンタ アガリ デキ ＿＿＿＿＿時間前から 

पनहलो पटक हो ?  初めてですか？ 

 パヒロ パタック ホ？ 

पनहलो पटक हो  パヒロ パタック  ホ 初めてです 

＿＿＿＿पटक हो  ＿＿＿＿＿パタック ホ ＿＿＿＿回目です 
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रोगको लक्षण कस्तो नथयो ?   症状はどんな感じでしたか？ 

ラクシャン カスト ティヨ？ 

आइरहसछ アイラハンツァ ずっと続いている 

आउँद ैहराउँद ै アウンダイ ハラウンダイ 間欠的 

बेिी भएको छ ベシー バエコ ツァ ひどくなった 

कम भएको छ カム バエコ ツァ よくなってきた 

(लक्षण) केनह फरक भएको छैन  
（ラクシャン）ケヒ ファラク 

バエコ チャイナ 
（症状は）変わらない 

नबहान ビハナ 朝 

बेलुका ベルカ 夜 

खाना खाए पनछ カナ カエ パチ 食後 

ितु्न ुभसदा अनग ストゥヌ バンダ アギ 寝る前 

 

कनत पटक भयो ? 何回ありましたか？ 

カティ パタック バヨ ？ 

＿＿＿＿ चोनट हो   ＿＿＿＿＿ツォティ ホ ＿＿＿＿回です 

 

अरु के के हुसछ ? ほかに何か症状はありますか？ 

アル ケーケー フンツァ？ 

 

ठूलो रोग केनह छ ? 大きな病気はありますか？（既往歴） 

トゥーロ ローグ ケヒ ツァ？ 

____को अपरेशन गरेको 
____ コ オペレーション ガレ

コ 
_______の手術をした 

तपाईलंाई ____ छ ? タパイライ ＿＿＿＿＿ ツァ？ （＿病名＿）はありますか？ 

कुन ैनचि छँुदा एलिी हुसछ ? 
クナイ チーズ チュンダ エレ

ジー フンツァ？ 

何かに触ってアレルギーが出

たことはありますか？ 

के काम गनुुहुसछ ? 
ケー カーム ガルヌ フンツ

ァ？ 
何の仕事をしていますか？ 

नबदशेमा हुदँा तपाईकंो अिरुनक्षत 

यौन िम्पकु भएको नथयो ? 

ビデスマ フンダ タパイコ ア

ースラチット ヨン サンパルカ 

バエコ  ティヨ？  

外国にいるとき、安全ではない

性交をしましたか？ 
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家族歴 

तपाईकंो पररवारमा किैलाई ＿

＿ छ ? 

タパイコ パリワル マ カサイ

ライ ＿＿＿＿ ツァ？ 

あなたの家族に（＿病名＿）の

人はいますか？ 

तपाईकंो श्रीमान नवदशे िान ुभएको 

नथयो ? 

タパイコ スリマン ビデス ジ

ャヌ バエコ ティヨ？ 

あなたの夫は外国に行ってい

ましたか？ 

कुन दशे मा ? クン デス マ？ どこの国ですか？  

तपाईकंो श्रीमानलाई यस्तो खोकी 

नथयो ? 

タパイコ スリマンライ エスト 

コキ ティヨ？  

夫はこのような咳をしていま

したか？ 

 

तपाई ंकुनै औषधी खादँ ैहुनहुुसछ ?  何か薬を飲んでいますか？ 

タパイ クナイ オウシャディ カーダイ フヌフンツァ？ 

औषधी दखेाउनिु ् オウシャディ デカウヌス 薬を見せてください 

औषधी खाँदा एलिी हुसछ ? 
オウシャディ カンダ エレジー 

フンツァ？ 

薬のアレルギーはあります

か？ 

यो औषधी खाएपनछ िधुार भएको 

नक अझै बढ्द ैछ नक पनहलेको िस्तै 

छ ? 

ヨ オウシャディ カエ ポチ 

スッダール バエコ キ アジャ

イ バルダイ ツァ キ パヒレ

コ ジャスタイ ツァ？  

この薬を飲んだ後、良くなりま

したか、それとも悪くなりまし

たか、それとも変わらないです

か？ 

यो औषधी खान ुभएको कनत नदन 

भयो ? 

ヨ オウシャディ カヌバエコ 

カティ ディン バヨ？ 

この薬は何日間飲んでいます

か？ 

औषधी राम्रोिँग खान ुभयो ? 
オウシャディ ラムロ サンガ 

カヌ バヨ？ 
薬はちゃんと飲みましたか？ 

घरमा यो औषधी नथयो ? 
ガールマ ヨ オウシャディ テ

ィヨ？ 
家にこの薬はありますか？ 
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चरुोट धेरै खानहुुसछ ? タバコはたくさん吸いますか？ 

チュロット デレイ カヌフンツァ？ 

 

पनछल्लो पटक मनहनावारी कनहले भयो ?  最終生理はいつですか？ 

パチッロ パタック マヒナワリ カヒレ バヨ？ 

＿＿＿मनहना＿＿＿गते ＿＿＿マヒナ＿＿＿＿＿ガテ ＿＿月＿＿日です 

अनघल्लो मनहनावारी＿＿मनहना 

अगानड भएको नथयो 

アギッロ マヒナワリ＿＿マヒ

ナ アガリ バエコ ティヨ 
最後の生理は＿＿か月前です 

मनहनावारी नठक छ ? マヒナワリ ティク ツァ？ 生理は順調ですか？ 

 

तपाई ंगभवुती हुनहुुसछ ? 妊娠していますか？ 

タパイ ガールバワティ フヌフンツァ？ 

तपाईकंो नबह ेभयो ? タパイコ ビヘ バヨ？ 結婚していますか？ 

तपाईकंो श्रीमान घरमै हुनहुुसछ ? 
タパイコ スリマン ガール 

マ フヌフンツァ？ 
旦那さんは家にいますか？ 

पररवार ननयोिनको औषधी प्रयोग गनुु 

भएको छ ?  

パリワル ニヨジャンコ オ

ウシャディ プラヨーグ ガ

ールヌ バエコ ツァ？ 

家族計画の薬を使っています

か？ 

 

ननसरा लाग्छ ? よく眠れますか？ 

ニンドラ ラグツァ？ 

ननदाउन गारो हुसछ ? 
ニダウナ ガーロ フンツ

ァ？   
寝つきが悪いですか？ 
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3. 診察編 
म तपाईलंाई िाँच्छु マ タパイライ ザチュツゥ 診察しますね 

दखेाउनिु ् デカウヌス   見せてください 

िनिलोिँग बस्निु ् サジロ サンガ バスヌス 楽に座ってください 

िीधा गनुुि ् シダー ガルヌス 真っ直ぐにしてください 

मखु आँ गनुुि ् ムク アア ガルヌス 口を開けてください 

लुगा खोल्निु ् ルガー コルヌス   服を脱いでください 

लुगा मानथ िानुुि ् ルガー マティ サルヌス  服を上げてください 

लामो िाि फेनुुि ् ラーモ サース フェルヌス 息を大きく吸ってください 

िाि फेनुुि ् サース フェルヌス 息を吐いてください 

लुगा लगाउनिु ् ルガ ラガウヌス 服を着てください 

मानथ हनेुुि ् マティ ヘルヌス  上を見てください 

मलाई हनेुुि ् マライ ヘルヌス  私を見てください 

यहाँ हनेुुि ् ヤハ ヘルヌス  これを見てください 

यस्तो गनुुि ् イェスト ガルヌス こういう風にしてください 

त्यहाँ ितु्निु ् テャハン ストゥヌス そこに横になってください 

खटु्टा खमु्चाउनिु ् クッタ クムチャウヌス   膝を曲げてください 

दखु्छ ? दखु्दनै ? ドゥクツァ？ドゥクダイナ？ 痛いですか? 痛くないですか? 

कहाँ धरैे दखु्छ ? カハン デーライ ドゥクツァ？ どこが一番痛いですか？ 

नथच्दा दखु्छ ?  ティツダ ドゥクツァ？ 押さえると痛いですか？ 

छाम्दा दखु्छ ? チャムダ ドゥクツァ？ 触ると痛いですか? 

छोड्दा दखु्छ ? チョルダ ドゥクツァ？ 離したとき痛いですか? 

घोप्टो परेर ितु्निु ् ゴプト パレラ ストゥヌス うつぶせに寝てください 

ढाड दखेाउनिु ् ダード デカウヌス 背中を見せてください 

यहाँ (आएर) उनभनिु ् ヤハ （アエラ） ウビヌス ここに（来て）立ってください 

मेरो हात बेस्िरी िमात्निु ्
メロ ハト ベッサリ サマトゥ

ヌス 

私の手をしっかり握ってくださ

い 

बच्चाको हात िमात्निु ् バッチャコ ハト サマトヌス 
お子さんの手をつかんでくださ

い 

बच्चाको अनहुार फुस्रो दनेखसछ 
バッチャコ アヌハール フスロ 

デキンツァ 
お子さんの顔色は悪いですね 

तपाईकंो ज्वरो िाँच्छु タパイコ ジョロ ザーンツゥ あなたの体温を測ります 

बच्चाको तौल नाप्छु バッチャコ トウル ナプツゥ 子どもの体重を測ります 

रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) नाप्छु  
ラクトチャープ(ブラッド プレ

シャー) ナプツゥ 
血圧を測ります 

ब्यासडेि ननकाल्निु ् （バンデイドゥ）ニカルヌス 
（絆創膏など）取り除いてくださ

い 

ज्वरो नाप्निु 
ジョロ ザンツ ディヌス`/ナプ

ヌス 
熱を測ってください 
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4. 検査指示 

一般 

〇〇(शरीरको अगँ) िाँच्न ुपछु 
〇〇（サリルコ アンガ） ザ

ンツヌ パルツァ 

〇〇（体の部分）の検査が必要で

す 

ल्याबमा िानिु ् ラブ マ ジャヌス 検査室に行ってください 

िाँचे पनछ फेरी आउनिु ्
ザンツェ パチ フェリ ア

ウヌス 
検査の後また来てください 

अझ ैराम्रोिँग िाँच गनु ुपछु 
アザイ ラムロ サンガ ジ

ャチ ガルヌ パルツァ 
さらに詳しい検査が必要です 

िाँच्न चाहन ुहुसछ? 
ザンツナ ツァハヌ フンツ

ァ？ 
検査の希望がありますか？ 

 

血液・尿・便・喀痰・髄液検査 
रगत िाँच्न ुपछु ラガト ザツヌ パルツァ 血液検査が必要です 

रगत िाँच गदाु राम्रो हुसछ 
ラガト ザツ ガルダ ラム

ロ フンツァ 
血液検査をした方がいいです 

यनद रगत िाँच्न चाहन ुहुसछ भन,े रगत 

िाँचौं 

エディ ラガット ザンツヌ 

ツァハヌフンツァ バネ、ラガ

ット ザンツォン 

もし血液検査の希望があれば、 

やりましょう 

नपिाब िाँच्न ुपछु 
ピサーブ ザンツヌ パルツ

ァ 
尿検査が必要です 

नदिा िाँच्न ुपछु ディサ ザンツヌ パルツァ 便検査が必要です 

खकार िाँच्न ुपछु コカル ザンツヌ パルツァ 喀痰検査が必要です 

ढाडमा िइु लगाएर गने िाँच गछुु  
ダードマ スイ ラガエラ ガル

ネ ザチ ガルツ  

腰から針を刺す検査（注 髄液

検査）をします 

 

X 線・超音波検査・心臓の検査（心電図） 
एक्िरे गराउनिु ् X-ray ガラウヌス X 線検査しましょう 

एक्िरे गरेपनछ फेरी आउनिु ्
X-ray ガレ パチ フェリ ア

ウヌス 

X 線検査の後でまた来てくださ

い 

एक्िरेमा हड्डी भाँनचएको  

छ नक छैन भनेर हने ेहो 

X-ray マ ハッディ バッチェ

コ ツァ キ ツァイナ バネ

ラ ヘルネ ホ 

レントゲンでは骨折があるかな

いかを見ます 

नभनडयो एक्िरे गनुु पछु  
ビデオ X-ray ガルヌ パルツ

ァ 
超音波検査が必要です 

मटुुको िाँच (इलेक्रो कारनडयोग्राम) 

गछुु  

ムトゥ コ ザンツ（エレクト

ロ カーディオグラム）ガラチ

ユ 

心臓の検査（心電図）します 
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妊娠検査 

पेटमा बच्चा छ नक छैन िाँचौं 
ぺトマ バッチャ ツァ キ 

ツァイナ ザンツォ 
妊娠検査します 

यनद बच्चा छ नक छैन िाँच्न चाहन ु

हुसछ भन,े नपिाब िाँचौं 

エディ バッチャ ツァ キ 

ツァイナ ザンツナ ツァハ

ヌ フンツァ バネ、ピサブ 

ザツォン 

赤ちゃんがいるか検査したけれ

ば尿検査をしましょう 

 

内診・直腸診 
योनी िाँच्न ुपछु ヨニ ザツヌ パルツァ 内診（外陰部の検査）が必要です 

नदिा आउने प्वाल िाँच गछुु 
ディサ アウネ ポワル ザ

ツナ ガルツゥ 
直腸診します 
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5. 診断編 

おなかの病気 
ग्यानस्रक ガスティック 胃炎 

पथरी パトリ 虫垂炎 

पेटमा िमस्या छ ぺーットマ サマシャ ツァ 胃腸炎です 

कब्िीयत カブジヤット 便秘 

पाइल्ि  パイルス 痔 

पानीको कमी भएको छ パニ コ カミ バエコ ツァ 脱水がある 

नपत्तथैलीमा ढुङ्गा छ ピッタタイリマ ドゥンガ ツァ 胆のうに石がある 

हपेाटाइनटि ( िनसडि ) へパタイティス ( ジャンディス ) 肝炎 

कलेिो िनुसनएको छ  カレジョ スンニエコ ツァ 肝腫大がある 

िकुा  ズカ 回虫 

चनुाु チュルナ 蟯虫 

हिैा ハイジャ コレラ 

 

心臓・喉・気道の病気 
मटुु िम्बसधी रोग ムトゥ サンバンディ ログ 心臓病 

टीबी ティービー（TB） 結核 

दम ダム 

喘息/COPD  

(ネパールでは同じ

単語) 

ननमोननया ニモニア 肺炎 

िाि प्रश्वाि िम्बसधी िमस्या छ 
サース プラサース サンバンディ サマ

シャ ツァ 
気管支炎です 

लहरे खोकी ラハレ コキ 百日咳 

रुघा ルガ かぜ 

घाँटी दखुेको छ  ガティ ドケコ ツァ 扁桃腺炎です 

नपनाि ピナス    副鼻腔炎  

परुानो नपनाि  プラノ ピナス  慢性副鼻腔炎 

रुघा िरुु भएको हुनिक्छ ルガ スルバエコ フナサクツァ 
風邪の初期でしょ

う 
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目の病気 
आखाँ पाक्ने रोग アカ パクネ ログ  結膜炎  

मोनतनबसद ु モティビンドゥ  白内障 

 

皮膚の病気 
िन ैखनटरा ザナイ カティラ 帯状疱疹 

ठेउला テゥラ 水痘 

दाद  ダド 白癬 

लुतो ルト 疥癬(scabies) 

डनसडफोर ダンディフォル にきび 

नबनमरा  ビミラ じんましん 

घमौरा ガモウラ あせも 

मिुो ( मिुा ) ムソ ( ムサ ) いぼ 

मखु नभत्रको घाउ  ムク ビトラコ ガウ 口内炎 

मखुमा खनटरा आएको छ 
ムクマ カティラ  アエコ 

ツァ 

口内炎がある(上と別の表

現) 

नखल キィル ウオノメ 

 

ケガ 
घाउ ガウ 傷 

भाँनचएको छ バチェコ ツァ 骨折です 

हड्डी भाँनचएको छैन ハッディ フテコ ツァイナ 骨折していません 

िकेको छ  サルケコ ツァ 脱臼しています 

मांिपेिी दखुेको छ  マンソペシ ドゥケコ ツァ 筋肉痛です 

मकेको  マルケコ 打撲 

हड्डी अनलअनल भाँनचएको (चकेको) छ 
ハッディ アリアリ バチェコ

（ツァルケコ） ツァ 

小さな骨折（ひび）がありま

す 
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腎臓・膀胱・尿道 

नपिाबमा नपप (रगत) दनेखसछ  
ピサーブマ ピプ（ラガット） デキ

ンツァ 
検査で膿尿(血尿)がある 

 मगृौलामा िमस्या छ 

(मगृौलाको नबरामी) 

ミリゴウラ マ サマシャ ツァ 

（ミリゴウラコ ビラミ） 

腎臓に問題がある 

（＝腎臓の病気です） 

मतु्रनलीमा मा िंक्रमण छ ムトロナリマ サンクロマン ツァ 尿路／尿道に感染がある 

मगृौलामा ढुङ्गा हुन िक्छ 
ミリゴウラ マ ドゥンガ フナ 

サクツァ 
腎臓に結石がありそうです 

मगृौला मा िंक्रमण छ ミリゴウラマ サンクロマン ツァ 腎臓に炎症があります 

नपिाब थैली मा िंक्रमण छ 
ピサーブ タイリマ サンクロマン 

ツァ 
膀胱に炎症があります 

हाइड्रोनिल ( पानी िमेको )  ハイドロセル （パニザメコ）  陰嚢水腫 

 

産婦人科 
योनीमा िंक्रमण छ ヨニマ サンクロマン ツァ 腟炎があります 

योनीद्वारमा िंक्रमण छ ヨニドァルマ サンクロマン ツァ 外陰部に炎症があります 

तपाई ंगभुवती हुनहुुसन 
タパイ ガルバヴァティ フヌフン

ナ 
妊娠はしていません 

गभुवती हुनभुएको छ (तपाईकंो 

पेटमा बच्चा छ) 

ガルバヴァティ フヌ バエコ ツ

ァ（タパイコ ペトマ バッチャ ツ

ァ） 

妊娠しています（おなかに赤

ちゃんがいます） 

तपाईकंो पाठेघर खिेको छ タパイコ パテガル カセコ ツァ 子宮脱があります 

योनी नभत्र घाउ छ ヨニ ビットラ ガウ ツァ 腟にびらんがあります 

 

そのほか 
िरुवा रोग サルワ ログ 感染症 

नकटाण ु キタヌ 細菌 

भाइरि バーイラス ウイルス 

मनस्तष्क ज्वर (मेननसिाइनटि)  
マスティスカ ズワロ （メニンザイ

ティス） 
髄膜炎 

बाथ ( यरुरक एनिड)  バートゥ （ユリク エシド） 痛風 

बाथ िस्तै रोग バートゥ ジャスタイ ログ 
リウマチ（痛風みたいな病

気） 

रगतको कमी भएको छ ラガットコ カミ バエコ ツァ 貧血があります 

एलिी  エレジー アレルギー 

िगुर シュガー 糖尿病 

कुपोषण クポサン  栄養失調 

रक्तचाप बढेको छ ラクタツァップ バデコ ツァ 血圧が高いです 

रक्तचाप कम छ ラクタツァップ カム ツァ 血圧が低いです 

िगुर बढेको छ  シュガー バディエコ ツァ 血糖が高いです 

बच्चाको बानी  バッチャコ バーニー  お子さんの癖 
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診断時によく使う表現 

हामीलाई लाग्छ ・・・ छ ハミライ ラグツァ・・・ツァ ・・・(病名)を疑っています 

・・・ िंभावना छैन  ・・・ サンバボナ チャイナ ・・・はないと思います 

तपाईकंो मखु्य िमस्या・・・हो 
タパイコ ムッキャ サマシ

ア・・・ホ 
あなたの主な問題は・・・です 

तपाईलंाई ब्याक्टेररयाले गदाु ज्वरो  

आएको हो 

タパイライ バクテリア レ 

ガルダ ジョロ アエコ ホ 
あなたは細菌で熱が出ています 

ठुलो रोग होइन トゥロ ログ ホイナ  重い病気ではありません 

कुन ैिमस्या दनेखएको छैन 
クナイ サマシャ デキエコ 

ツァイナ 
何も問題は見当たりません 

ज्वोरो आएको मखु्य कारण थाहा छैन 
ジョロ  アエコ  ムッキャ 

カラン タハ ツァイナ 

熱のフォーカスはわかりません 

 

शरीरमा कुन ैनकटाण ुहुन िक्छ 
サリール マ クナイ キタ

ーヌ フナサクツァ 
体の中にばい菌がいると思います 

तपाईकंो नबमार गम्भीर अवस्थामा 

पगुेको छ  

タパイコ ビマール ゴンビ

ル アバスタマ プゲコ ツ

ァ 

あなたの症状は重症です 

बच्चाको उमरे अनिुारको तौल ठीक 

छ 

バッチャコ ウメル アヌサ

ル コ トウル ティク ツ

ァ 

お子さんは年齢相応の体重です 

यो रोग िदनै ヨ ログ サルダイナ この病気は感染しません 

तपाईकंो अरु बच्चाबाट यो बच्चालाई 

िरेको हुन िक्छ 

タパイコ アル バッチャバ

タ ヨ バッチャライ サレ

コ フナ サクツァ 

あなたの他のこどもからこの子に

感染したのかもしれません 

नदशा / नपिाब / रगत को िाँच राम्रो छ 
ディサ / ピサーブ / ラガット 

コ ザンツ ラムロ ツァ 

便/尿/血液の検査は問題ありませ

ん 

 

स्नाय ुिम्बसधी िमस्या छैन 
スナユゥ サンバンディ サ

マシャ ツァイナ 
神経に問題はありません 

यस्तो लक्षण धरैे पटक दोहोररयो भने 

िाँच्न ुपछु 

エスト ラクシャヌ デーラ

イ パタック ドホリョ バ

ネ ザツヌ パルツァ 

この症状を何回も繰り返すような

ら、検査が必要です 

 

फोक्िोमा िमस्या छ 
フォクソ マ サマシャ ツ

ァ 
肺に問題があります 

फोक्िोबाट नराम्रो आवाि िनुनसछ 
フォクソ  バタ  ナラムロ 

アワズ スニンツァ 
肺から雑音が聞こえます 

नछटो नछटो िाि फेछु チトチト サス フェルツァ 呼吸がはやいです 

छातीको िाँच गरें। आवाि राम्रो छ 
チャティ コ ザンツ ガレ。

アワザ ラムロ ツァ 
聴診しましたがきれいです 
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6. 処方・指示 

औषधी चानहदँनै 薬は必要ありません 

オウシャディ ツァヒンダイナ 

एसटी-बायोनटक्ि औषधी ले 

काम गदनै 

アンティバイオティック オウシャ

ディ カーム ガルダイナ 

抗菌薬・抗生物質は効きません 

 

कुन ैऔषधी नददनैौं   クナイ オウシャディ ディダイナウ 薬は処方しません 

 ज्वरो ननको भएपनछ यो आफै 

ननको हुसछ 

ジョロ ニコ バエ パチ ヨ アファイ 

ニコ フンツァ 

熱がなくなれば自然に良くなり

ます 

आफै ननको हुसछ アファイ ニコ フンツァ 自然に良くなります 

（  ） केही िमय लाग्न 

िक्छ 

（  ）ケヒ サマヤ ラグナ サク

ツァ 
（症状）はしばらく続きます 

हामी एक दईु नदन पखेर हने ु

िक्छौ 

ハミ エク ドゥイ ディン パルケラ 

ヘルナ サクツォウ 

1～2 日待って様子を見ましょ

う 

कुन ैिमस्या छैन クナイ サマシャ ツァイナ 何も問題ありません 

 

ननको बनाउने औषधी नदसछु よくなるお薬を出します 

ニコ バナウネ オウシャディ ディンツ 

＿＿＿नदसछु ＿＿＿ ディンツ ＿＿＿を処方します 

＿＿＿ नदनको लानग 

औषधी नदसछु 

＿＿＿ ディンコ ラギ オウシャ

ディ ディンツゥ 
＿＿＿日分の薬を出します 
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薬の種類 
खाने औषधी  カネ オウシャディ 経口薬 

…को बेला खान ेऔषधी 
… コ ベラ カネ オウシャディ 

（…に症状をいれる 例 ज्वरो ゾロ、熱） 
頓服薬 

लगाउने  औषधी  ラガウネ オウシャディ 塗り薬 

रुघा ननको हुने औषधी  ルガ ニコ フネ オウシャディ  感冒薬 

खोकी कम हुन ेऔषधी コキ カム フネ オウシャディ  咳止め 

निगानको औषधी シガンコ オウシャディ 鼻水止めの薬 

पखालाको औषधी パカラ コ オウシャディ 下痢止め 

प्रेिर कम गने औषधी 
プレッシャー カム ガルネ オウシャ

ディ 
血圧を下げる薬 

रक्तअल्पताको औषधी ラクタアルパタ コ オウシャディ 貧血の薬 

खकारको औषधी カカール コ オウシャディ 痰をよくする薬 

एसटी-बायोनटक्ि  アンティバイオティクス  抗菌薬・抗生物質 

िकुाको औषधी  ズカコ オウシャディ  抗寄生虫薬 

ग्यानस्रकको औषधी  ガスティック コ オウシャディ  胃炎の薬 

बासता रोक्न ेऔषधी  バンタ ロクネ オウシャディ  吐き気止め 

िीवनिल  ジーバンジェル ORS 

ज्वरो कम गने औषधी ゾロ カム ガルネ オウソディ 解熱剤 

दखुाई कम गन ेऔषधी  ドゥカイ カム ガルネ オウシャディ 鎮痛薬 

ननसरा लाग्ने औषधी  ニンドラ ラグネ オウシャディ  睡眠薬 

पोलेको ननको हुने औषधी  ポレコ ニコ フネ オウシャディ 灼熱感を除く薬 

ननदाएको ननको हुने औषधी  ニダエコ ニコ フネ オウシャディ                   しびれを除く薬 

रगत बसद हुने औषधी   ラガット バンダ フネ オウシャディ  止血薬 

नचलाएको कम हुन ेऔषधी  チラエコ カム フネ オウシャディ かゆみを抑える薬 

नदिा नगलो गन ेऔषधी ディサ ギロ ガルネ オウシャディ  便を柔らかくする薬 
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用法 
एक खरुाक (एक डोि)   エク クラク ( エク ドズ ) 単回投与 

एकनदनमा एकचोटी  エクディン マ エク チョティ 1日 1回 

१ नदनमा २ पल्ट  エクディン マ ドゥイ パルタ  1日 2回 

१ नदनमा ३ पल्ट  エクディン マ ティン パルタ  1日 3回 

दखुेको िमयमा मात्र ै ドゥケコ サマヤマ マットライ 痛い時だけ 

अिसु्थ भएको बेलामा मात्र  アススタ バエコ ベラマ マットライ               気持ち悪い時だけ  

खाना खान ुअगानड カナ カヌ アガリ 食前 

खाना खाए पनछ  カナ カエ パチ 食後 

ितु्न ुअगानड ストゥヌ アガリ 寝る前に 

 

服薬指導 

यो औषधी खाएपनछ ननको 

हुन २-३ नदन लाग्न िक्छ 

ヨ オウシャディ カエパチ ニコ フナ、 

ドゥイ ティン ディン ラグナ サクツ

ァ 

この薬を飲んでから、効く

まで 2～3 日かかります 

आधा चक्की मात्र ्खानिु ्
アーダー チャッキー マットライ カヌ

ス 
半分(半錠)飲んでください 

औषधी परैु खानिु ् オウシャディ プーライ カヌス 薬を飲み切ってください 

यो औषधी तपाईकंो पेट को 

बच्चाको लानग िरुनक्षत छ  

ヨ オウシャディ タパイコ ペーットゥ 

コ バッチャ コ ラギ スラチット ツ

ァ 

この薬はお腹の赤ちゃん

に安全です 

घरमा भएको औषधी 

खवुाउनिु (नखवुाउनिु) 

ガールマ バエコ オウシャディ  

クワウヌス（ナクワウヌス） 

家にある薬を飲ませてく

ださい (飲ませないでく

ださい) 

औषधीको मात्रा बढाउन ुपछु 
オウシャディコ マットラ バダウヌ パ

ルツァ  

薬を増やす必要がありま

す 

औषधी लामो िमय खानिु ् オウシャサディ ラーモ サマエ カヌス 
薬を長く内服してくださ

い 

यो औषधीले कनहलेकाहीं 

ग्यानस्रक हुनिक्छ 

ヨ オウシャディレ カヒレカヒ  

ガスティック フナサクツァ 

この薬は時に胃炎を起こ

します 

यो औषधी नखानिु ् ヨ オウシャディ ナ カヌス 
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） 
िइु लाउन ुपछु スイ ラガウヌ パルツァ 注射が必要です 

िलाइन बाट औषधी नदन ुपछु 
スライン バタ オウソディ ディヌ 

パルツァ 
点滴の薬が必要です 

िलाइन पानी नदन ुपछु スライン パニ ディヌ パルツァ  点滴で補液が必要です 

भनाु गनु ुपछु バルナ ガルヌ パルツァ 入院が必要です 

भनाु गरेर उपचार गयो भन ेनछटो 

िञ्चो हुसछ 

バルナ ガレラ ウパツァール  

ガリヨ バネ、チト サンチョ フ

ンツァ 

入院治療すれば早く治りま

す 

भनाु गरेर उपचार गदाु राम्रो हुसछ 
バルナ ガレラ ウパツァール ガ

ルダ ラムロ フンツァ 

入院して治療した方がよい

です 

खाने औषधी भसदा िलाइन बाट 

औषधी नददँा राम्रो हुसछ 

カネ オウシャディ バンダ スラ

イン バタ オウシャディ ディン

ダ ラムロ フンツァ 

経口薬より点滴の方がよい

です 

यदी पानी खादनै भन ेभनाु गरेर 

िलाइन बाट पानी नदन ुपछु 

エディ パニ カーンダイナ バネ、 

バルナ ガレラ スライン バタ 

バタ パニ  ディヌ パルツァ 

もし水分が摂れなければ、入

院して点滴が必要になりま

す 

 

処置（整形外科） 
न चलाउनको लानग, प्लास्टर पट्टी 

लगाउन ुपछु 

ナ チャラウナコ ラギ、プラスタ

ーパッチ ラガウヌ パルツァ 

固定するためにシーネ(副

木)が必要です 

गहुुंगो िामान नउचाल्निु ् ガルンゴ サマン ナウツァルヌ 
重いものを持たないでくだ

さい 

यो भागलाई नहल्लाउनिु ्
ヨ バーグライ ナハラウヌス（チ

ャラウヌス） 

この部位を動かさないでく

ださい 

तपाईकंो खटु्टामा पलास्टर गनु ुपछु 
タパイコ クッタマ プラストー

ル  ガウヌ パルツァ 
足のギブスが必要です 

यनद नभाँनचएको भए, केनह नदन 

अवस्था हरेौं  

イェディ ナバッチエコ バエ ケ

ヒディン アバスタ ヘラウ 

骨折がなければ、様子を見れ

ます 

िञ्चो हुन लामो िमय लाग्छ 
サンチョ フナ ラーモ サマヤ 

ラグツァ 

治るまでに長い時間がかか

ります 

 

処置（外科） 

नचरेर नपप ननकल्नपुछु チレラ ピプ ニカルヌ パルツァ 
小切開して膿を出す必要が

ある 

पानी ननकाल्न ुपछु パニ ニカルヌ パルツァ 吸引が必要です 

टाका लगाउन ुपछु タカ ラガウヌ パルツァ 縫合が必要です 

तपाई ंको अप्रेशन गनु ुपछु 
タパイコ オペレーション ガルヌ 

パルツァ 
あなたは手術が必要です 
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処置（ホームケア・感染予防） 
नदन नदन ैिफा गनुुि ् ディンディナイ サファ ガルヌス 毎日きれいにしてください 

िफा पानील ेिफा गनुपुछु             
サファ パニレ サファ ガルヌ パ

ルツァ 

清潔な水で清潔にするのが必要

です 

नदननदनै परट्ट फेररनदनिु ्
ディンディナイ パッティ フェリデ

ィヌス  
毎日ガーゼを交換してください 

िफा गरेपनछ मलम 

लगाउनिु ्

サファ ガレパチ マラム ラガウヌ

ス 

清潔にしてから軟膏を塗ってく

ださい 

नदन नदन ैनहुाउनिु ् ディン ディナイ ヌハウヌス 毎日入浴してください 

यहाँ नछुनिु ् ヤハ ナチュヌス  ここは触らないでください 

न कसयाउनिु ् ナ カナウヌス 掻かないでください 

कसयायो भन ेिंक्रमण हुन 

िक्छ 

カニヨ バネ サンクラマン フナ サク

ツァ 
もし掻いたら感染が起こります 

मखु छोपेर खोक्निु ् ムク ツォペラ コクヌス 口を覆って咳してください 

मखु छोपेर बोल्निु ् ムク ツォペラ ボルヌス 〃  話してください 

मास्क लगाउनिु ् マスク ラガウヌス マスクしてください 

नटटानि र रेनबिको िईु 

लगाउनपुछु 

テタヌス ラ レビーズコ スイ  

ラガウヌ パルツァ  

破傷風と狂犬病の注射が必要で

す 

यनद ग्यानस्रक ठीक भयो 

भन ेखाना खान िक्नहुुसछ 

イェディ ガティック ティク バヨ 

バネ、カナ カナ サクヌ フンツァ 

胃腸炎がよくなったら食べ始め

ていいです 

धेरै पानी खानिु ् デレイ パニ カヌス 水をたくさん飲んでください 

मनतातो पानी खानिु ् マンタト パニ カヌス ぬるいお湯を飲んでください 

बच्चाले खाना खान 

आबश्यक छैन,  दधू र 

पानील ेपगु्छ 

バッチァレ カナ カナ アバシァッ

ク ツァイナ。ドゥッドゥ ラ パニ 

レ プグツァ 

赤ちゃんは食事がとれなくて構

いません。ミルクか水で十分で

す 

धेरै पानी खवुाउनिु ् デレイ パニ クワウヌス 水をたくさん飲ませてください 

स्कूल नपठाउनिु ् スクール ナ パタウヌス 学校に行かせないでください 

स्कूल िान िक्न ुहुसछ イスクル ジャナ サクヌ フンツァ  学校に行ってよいです 
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食事指導 
ननू कम्ती खानहुोि ् ヌン カムティ カヌス  減塩食をとってください 

ननुनलो धरैे नखानिु ् ヌニロ デーライ ナカヌス  
塩辛いものは食べないでくだ

さい 

िादा खाना खान ुपछु サダ カナ カヌ パルツァ  味の薄い食事が必要です 

िे पनन खाना खान िक्न ुहुसछ    
ゼパニ カナ カナ サクヌ フンツ

ァ 

どの食べものをとってもいい

です 

धेरै ननुनलो खान ुभयो भने 

िनुसनएको बढ्छ 

デーライ ヌニロ カヌ バヨ バネ、

スンニエコ バルツァ 

塩分をたくさん摂ると、むく

みます 

धेरै ननू खान ुभयो भन ेप्रेिर 

बढ्छ 

デレイ ヌン カヌ バヨ バネ、プレ

ッシャー バルツァ 

塩分をたくさん摂ると血圧が

上がります 

रेिा भएको खाने कुरा खानिु ् レサ バエコ カネ クラ カヌス 繊維食を摂ってください 

नचल्लो नपरो अनमलो नखानिु チッロ ピロ アミロ ナカヌス 
脂っぽいもの、辛い物、酸っぱ

いものは食べないでください 

फलफुल िाग िब्िी खान 

िक्नहुुसछ 

ファルフル サーグ サブジ   カナ 

サクヌ フンツァ 
果物や野菜は食べてよいです 

रक्िी नखानिु ् ロクシ ナ カヌス お酒を飲まないでください 

 

他院紹介 

अझ ैराम्रोिँग िाँच गनु ुपछु 
アッジャイ ラムロサンガ ジャンツ 

ガルヌ パルツァ 
さらに詳しい検査が必要です 

यहाँ यस्तो िाँच हुदँनै ヤハン エスト ジャンツ フダイナ 
ここではその検査はできませ

ん 

तपाईकंो उपचार यहाँ हुदँनै 
タパイコ ウパツァール ヤハ フンダイ

ナ 

あなたの治療はここでできま

せん 

यहाँ अनहले अप्रेशन गन े  

डाक्टर हुनहुुसन 

ヤハ アヒレ オペレーション ガルネ  

ドクター フヌフンナ 

ここには手術する医師が 

今はいません 

िनत िक्दो नछटो ठुलो 

हनस्पटल मा िान ुपछु 

ジャティ サクド チット トゥーロ 

ホスピタル マ ジャヌ パルツァ 

なるべく早く大きな病院に行

く必要があります 

नढलो नगनुुि ् ディロ ナガルヌス 遅れてはいけません 

ठुलो हनस्पटल मा अझ ैधरैे 

िाँच गनु ुपछु 

トゥロ ホスピタル マ アッジャイ  

デーライ ジャンツ ガルヌ パルツァ 

大きな病院でさらに詳しく 

検査する必要があります 

दाँतको डाक्टर को मा िान ु

पछु 

ダート コ ドクトル コ マ ジャ

ヌ パルツァ 
歯科に行ってください 
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再診の指示 

घर िान िक्न ुहुसछ 
ガール ジャナ サクヌ フン

ツァ 
家に帰っていいですよ 

िञ्चो हुन लामो िमय लाग्छ 
サンチョ フナ ラーモ サマ

ヤ ラグツァ 

よくなるのに時間がかかり

ます 

लामो िमय उपचार गनु ुपछु 
ラーモ サマヤ ウパツァール 

ガルヌ パルツァ 
長い時間治療が必要です 

यनद तपाईलंाई िञ्चो भएन भन,े फेरी 

आउनिु ्

エディ タパイライ サンチョ 

バエナ バネ、 フェリ アウヌ

ス 

もし具合がよくならなけれ

ば、また来てください 

यदी （ट्यमूर）बढ्यो भने फेरी 

आउनिु ्

エディ （テューマー） バリョ 

バネ、フェリ アウヌス 

もし（腫瘤など）大きくなっ

たら、また来てください 

यनद पानी नपउन िकेन भएन भन ेफेरी 

आउनिु ्

エディ パニ ピウナ サケナ 

バエナ バネ、 フェリ アウヌ

ス 

水分が摂れなければ、 

また来てください 

बच्चामा िधुार आएन भन ेफेरी आउनिु ्
バッチャマ スッダール アエ

ナ バネ、 フェリ アウヌス 

お子さんの活気がよくなけ

れば、また来てください 

 

आराम गनुुि ्  休息してください 

アラーム ガルヌス 



टाउको タウコ 頭

निधार ニダル 額

गाला ガラ 頬

आँखा アカ 目

िाँक ナク 鼻

मुख ムク 口

काि カン 耳

घाँटी ガーティ 首



छाती ツァーティ 胸

कोख コク 脇腹

तल्लो पेट 
タッロ ペト 下腹部

मानिल्लो पेट
マティロ ペト 上腹部



पाखुरा パクラ 上腕

हात ハト 前腕

कुहहिु クヒヌ 肘

औलंा オウラ 指

हत्केलो ハットゥケロ 手のひら

िाडी ナーリィ 手首



खुट्टा クッタ 足
नतघ्रा ティグラ 太もも



फोक्सो フォクソ 肺

मलद्वार モルダル
肛門

कलेजो カレジョ 肝臓

पपत्तिैली ピッタタイリ
胆のう

आन्द्रा アンドラ
胃

स्पीनलि スピリン
脾臓

प्यान्क्न्द्ियाज  ピャンクリヤズ
膵臓

ठूलो आन्द्रा トゥロ アンドラ
大腸

एपेन्क्न्द्डक्स アペンディス
虫垂

सािो आन्द्रा サーノ アンドラ
小腸



मुत्रिली (पपसाबिैलीबाट 
पपसाब निस्किे 
प्वालसम्मको िली) 
ムトロナリ （ピサーブ タイ
リ バタ ピサーブ ニスカ
ネ プワル サンマコ ナリ）
尿道

मगृौला ミリゴウラ 腎臓

मुत्रिली (मगृौलाबाट 
पपसाब िैली सम्मको
िली) 
ムトロナリ

（ムリガウラ バタ ピ
サーブ タイリ サンマコ
ナリ）
尿管

पपसाब िैली
ピサーブ タイリ
膀胱



दाँत ダート 歯

न्क्जब्रो ジブロ 舌

ओंठ オーット 口唇

नगँजा ギザ 歯肉

घाँटी ガーティ のど

टन्क्न्द्सल タンシル 扁桃



ज्वरो आएको छ ?
ジョロ アエコ ツァ？

熱はありますか？



िकाइ लाग्छ ?
タカイ ラグツァ？

だるいですか？



खोकी लागेको छ ?
コキ ラゲコ ツァ？

咳はありますか？



घ्यार घ्यार हुन्द्छ ？

ギャール ギャール フンツァ？

ゼイゼイしますか？



टाउको दखु्छ ?
タウコ ドゥクツア？

頭が痛いですか？



दखु्छ ?
ドゥクツア？

痛いですか？



पेट दखु्छ ?
ペト ドゥクツァ？

おなかが痛いですか？



सेतो रङ्गको हदसा 
आउँछ？
セト ランコ ディサ アウンツァ？

白い便は出ますか?



रगत नमन्क्स्सएको हदसा
आउँछ ?
ラガット ミッシエコ ディサ
アウンツァ？

血便は出ますか？



कालो रङ्गको हदसा 
आउँछ ?
カロ ランコ ディサ
アウンツァ？

黒い便は出ますか？



ररंगँटा लाग्छ ?
リンガタ ラグツァ？

めまいはありますか？



पपसाब पटकपटक जाि मि 
लाग्छ ?
ピサーブ パタックパタック ジャナ
マン ラグツァ？

頻尿はありますか？



यस्तो फोकाहरू (रातो दाग) 
पुरै शरीर भरर छ ?
エスト フォカハル（ラト ダグ） プーレイ
サリール バリ ツァ？

この発疹は体全体にありますか？



निदाउँि गारो हुन्द्छ ?
ニダウナ ガーロ フンツァ？

寝つきが悪いですか？



घाउ देखाउिुस ्
ガウ デカウヌス

傷を見せてください



एक्सरे गराउिुस ्
X-ray ガラウヌス

X線検査をしましょう



रगत जाँच्िु पछछ
ラガト ザツヌ パルツァ

血液検査が必要です



पपसाब जाँच्िु पछछ
ピサブ ザンツヌ パルツァ

尿検査が必要です



गभछवती हुिुभएको छ 
＝(तपाईंको पेटमा बच्चा छ)
ガルバヴァティ フヌ バエコ ツァ
＝（タパイコ ペトマ マ バッチャ ツァ）

妊娠しています
＝ （おなかに赤ちゃんがいます）



खािे औषधी हदन्द्छु
カネ オウサディ ディンツ

飲み薬を処方します



सुइ लगाउिु पछछ
スイ ラガウヌ パルツァ

注射が必要です



सलाइि बाट औषधी 
हदिु पछछ
スラインバタ オウソディ
ディヌ パルツァ

点滴の薬が必要です



तपाईं को अपे्रशि गिुछ पछछ
タパイコ オペレーション ガルヌ
パルツァ

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。 

 




