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1. 体の部位 

＜頭部・顔面＞ 

හිසකේ  ヒサケー 髪の毛 

ඔළුව オルワ 頭 

මුහුණ ムフナ 顔 

නළල ナララ 額 

කම්මමුල カンムラ 頬 

නහය ナハヤ 鼻 

ඇස アサ   目 

කට カタ 口 

දිව ディワ 舌 

ක ොල トラ 口唇 

ද  ダタ 歯 

විදුරුමහ ウィデュルマハ 歯肉 

උගුර ウグラ のど 

කසම්ම කෙඩි セム ゲデイ 扁桃 

කන カナ 耳 

කන් අඩිය カン アデイヤ 鼓膜 

 

＜頸部＞ 

කෙල්ල ベッラ 首 

වසො ෙැටිති ワサー ガティティ リンパ節 

 යිකරොයිඩ් ග්රන්ිය タイロイデュ グランティヤ 甲状腺 
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＜体幹＞ 

පපුව パプワ 胸 

කපනහැල්ල ペナハッラ 肺 

පකයෝධර ග්රන්ිය パヨーダラ グランティヤ 乳腺 

ෙඩ バダ  上腹部 

යටි ෙඩ ヤティ バダ 下腹部 

පිට ピタ 背中 

ෙඩ (ආමොශය) バダ（アーマーシャヤ） おなか（胃） 

ඇල ප  アラ パタ 脇腹 

ඉණ イナ 腰 

 ට්ටම タッタマ おしり 

ගුද මොර්ෙය  グダ マールガヤ  肛門 

හම ハマ 皮膚 

කලොම්ම ロム 体毛(小さな毛) 

 

＜四肢及び筋骨格系＞ 

පිට කකොන්ද ピタ  コンダ 脊椎 

කකොඳු ඇටය コンデュ アタヤ 背骨 

මස ්පිඩුව マス ピンデュワ 筋肉 

ෙොහුව バーフワ 上腕 

අ  アタ 手（前腕） 

වැලමිට ワラミタ 肘 

ඇඟිල්ල アンギッラ 指 

මැණිේ කටුව マニッ カテュワ 手首 

අල්ල アッラ 手のひら 

කකුල カクラ 足 

ෙත්කකන්ඩ バッケンダ ふくらはぎ 

කලවය カラワヤ 太もも 

යටි පතුල ヤティ パテュラ 足裏 

විලුඹ ウィルンバ かかと 

වළලුකර ワラルカラ くるぶし 

සන්ිය サンディヤ 関節 
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＜臓器＞ 

කමොළය モラヤ 脳 

කකශ්රුව カシェールワ 脊髄 

ෙලනොලය ガラナーラヤ 食道 

ස්වොසනොලය スワーサナーラヤ 気管 

හෘදය フルダヤ 心臓 

අේමොව アッマーワ 肝臓 

පිත් ොශය ピッターシャヤ 胆のう 

කුඩො ෙඩවැල クダー バダワラ 小腸 

මහ ෙඩවැල マハ バダワラ 大腸 

ගුද මොර්ෙය  

(මලපහ පිටකවන  ැන) 

グダ マールガヤ  

（マラパハ ピタウェナ タナ） 

肛門（＝便の出ると

ころ） 

වකුෙඩුව ワクガデュワ 腎臓 

මූත්රොශය ムーテュラーシャヤ 膀胱 

මූත්ර වොහිනිය (වකුෙඩුව ඉඳලො 

මුත්රමොර්ෙයට යන නොළය) 

 

ムーテュラ ワーヒニヤ（ワクガデュ

ワ インダラ ムーテュラマールガ

ヤ ウェナ ナーラヤ） 

尿管（＝腎臓から尿

道の間の管） 

මූත්ර මොර්ෙය ムーテュラ マールガヤ 尿道 

ෙර්භොෂය ガルバーシャヤ 子宮 

කයෝනිය  ヨーニヤ  腟 

 

＜場所の表現＞ 

වම ワマ 左 

දකුණ ダクナ 右 

මැද マダ 中央 

උඩ ウダ 上 

යට ヤタ 下 
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<よく使う表現> 

කහොඳ කවනවො ホンダ ウェナワー よくなりますよ 

භය නෑ バヤ ネー 心配ありません 

හයිකයන් ක ොකරන්න ハイエン カターカランナ 大きい声で話してくださ

い 

කහමින් ක ොකරන්න ヘミン カターカランナ ゆっくり話してください 

කලඩොට අඬෙහන්න レダータ アンダガハンナ 患者さんを呼んでくださ

い 

（家族だけが来たとき） 

සමොකවන්න サマーウェンナ ごめんなさい 

කපොඩ්ඩේ එළිකයන් ඉන්න ポッダッ エリィエン インナ ちょっと外で待っていて

ください 

ඔයොකේ වොරය එන්න  ව  

ටිකේ කවලො යනවො 

オヤーゲー ワーラヤ  エンナ  

タワ ティカッ ウェラー ヤナ

ワー 

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 

කමොක ද වුකේ ?  

どうしましたか？ 

モカ ダ ウネー？ 

 

ඔයොට කමොනවොකේ අමොරුවේ ද වැඩිකයන්ම තිකයන්කන ?  

あなたの主な症状は何ですか？ 

オヤータ モナワーゲー アマールワッ ダ ワディエンマ ティエンネ？  

 

කෑම රුචිය තිකයනවො ද ?  

食欲はあり ますか？ 
カーマ ルチヤ ティエナワー ダ？ 

සනීප නෑ サニーパ ネー 元気がない 

මහන්ි ද ?  マハンシィ ダ？ 疲れていますか？ 

ඇඟට පණ නැති ෙතිය 

තිකයනවො ද ?   

アンガタ パナ ナティ  ガ

ティヤ ティエナワー ダ？ 

だるいですか？ 

ආපහු කපන්නන්න ඕනෑ  

නිසො ආවො ද ? 

アーパフ ペンナンナ オ―ネ 

ニサー アーワー ダ？ 

フォローアップのために来

たのですか？ 

ශරීරකේ ෙර කීයේ ද ? シャリーラィェー バラ キー

ヤッ ダ？ 

体重はいくつですか？ 

ශරීරකේ ෙර අඩු කේෙන 

යනවො ද ? 

シャリーラィェー バラ アデ

ュウェーガナ ヤナワー ダ？ 

体重は減っていますか？ 

ශරීරකේ ෙර වැඩි කේෙන 

යනවො ද ? 

シャリーラヤェー バラ ワデ

ィ  ウェーガナ  ヤナワー 

ダ？ 

体重は増えていますか？ 

මහත් වුණො ද ? マハッ ウナー ダ？ 太ってきましたか？ 

කකට්ටු වුණො ද ? ケッテュ ウナー ダ？ 痩せてきましたか？ 
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උණ තිකයනවො ද ? 熱はありますか？ 

ウナ ティエナワー ダ？ 

発熱  

උණ වැඩි වුණො ද ? ウナ ワディ ウナー ダ？ 熱は高かったですか？ 

ඇඟ පිච්කෙනවො වකේ 

දැකනනවො ද ? 

アンガ ピッチェナワー ワゲ

ー ダネナワー ダ？ 

体が火照りますか？ 

උණ උකේට වැඩි ද, රෑට 

වැඩි ද ? 

ウナ ウデータ ワディダ、 ラ

ータ ワディ ダ？ 

熱は朝高いですか、夜高い

ですか？ 

ඇඟට ශි ල දැකනනවො ද ? アンガタ シータラ ダネナワ

ー ダ？  

寒気がありますか？ 

වැඩිපුර දොඩිය දොනවො ද ? ワディプラ ダーディヤ ダー

ナワー ダ？ 

汗がたくさん出ますか？ 
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小児 

දරුවො දඟලනවො ダルワー ダンガラナワー こどもが落ち着かない 

කකොළ පොට මලපහ コラパータ マラパハ 緑色便 

දරුවො සනීකපන් ඉන්නවො 

ද ? 

ダルワー サニーペン インナ

ワー ダ？ 

お子さんは元気があります

か？ 

දරුවොකේ කසෞඛ්ය  ත්වය 

කහොඳ නැේද ? 

ダルワーゲ サウキャ タッテ

ュワヤ ホンダ ナッダ ？ 

お子さんの機嫌は悪いです

か？ 

දරුවොට දවින් දවස අසනීප 

ෙතිය වැඩි කවනවො ද ? 

ダルワータ ダワシン ダワサ 

アサニーパ ガティヤ ワディ 

ウェナワー ダ？ 

お子さんは日に日に元気が

なくなっていますか？ 

දරුවො කහොඳට කසල්ලම්ම 

කරනවො ද ? 

ダルワー ホンダタ セッラム 

カラナワー ダ？ 

お子さんはよく遊びます

か？ 

දරුවොකේ මුහුකේ පොට 

කලින්ට වැඩිය කවනස්  

වුණො ද ? 

ダルワーゲー ムフネー パー

タ カリンタ ワディヤ ウェ

ナス ウナー ダ？ 

お子さんの顔色は以前と比

べ変わりましたか？ 

දරුවොකේ මුහුකේ පොට  

කහොඳ නැති වුණො ද ? 

ダルワーゲー ムフネー パー

タ  ホンダ ナティ ウナー 

ダ？ 

お子さんの顔色は悪くなり

ましたか？ 

ඔයොට  වත් දරුකවෝ 

ඉන්නවො ද ? 

オヤータ タワッ ダルウォー 

インナワー ダ？ 

ほかに子供はいますか？ 

දරුවො කහොඳට කිරි කෙොනවො 

ද ? 

ダルワー ホンダタ キリ ボ

ナワー ダ？ 

お子さんは良くミルクを飲

んでいますか？ 

දරුවොට මේකිරි කෙොන්න 

පුළුවන් ද ? 

ダルワータ マウキリ ボンナ 

プルワン ダ？ 

お子さんは母乳を飲めてい

ますか？ 

දරුවොට මස්පිඬු කපරළීම  

තිබුණො ද ? 

ダルワータ  マスピンデュ  

ペラリーマ ティブナー ダ？ 

お子さんはけいれんしまし

たか？ 

දරුවො වැඩිකයන් වතුර  

කෙොනවො ද ? 

ダルワー ワディエン ワテュ

ラ ボナワー ダ？ 

お子さんは水を飲みたがり

ますか？ 
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කැස්ස තිකයනවො ද ? 咳はありますか？ 

カッサ ティエナワー ダ？ 

心臓・咳・呼吸苦 

කැස්ස カッサ 咳 

කැස්ස තිකයනවො ද ? カッサ ティエナワー ダ？ 咳はありますか？ 

හුස්ම ෙන්න කකොට ඇදුම 

වොකේ තිකයනවො ද ? 

フスマ ガンナコタ アデュマ 

ワーゲー ティエナワー ダ？ 

ゼーゼーしますか？ 

වතුර තිෙහ ද ? ワテュラ ティバハ ダ？ 喉が渇きますか？ 

කහොටු එනවො ?  ホテュ エナワー ダ？ 鼻水は出ますか？ 

කසම පිටකවනවො ද ? セマ ピタウェナワー ダ？ 痰が出ますか？  

උගුර රිකදනවො ද ? ウグラ リデナワー ダ？ 喉が痛いですか? 

කිඹුහුම キンブフマ くしゃみ 

හුස්ම ෙන්න අමොරුයි フスマ ガンナ アマールイ 呼吸がしづらい 

නොසකේ හිරවීමේ තිකයනවො 

ද ? 

ナーサヤエー ヒラウィーマッ 

ティエナワー ダ？ 

鼻閉はありますか？ 

රෑට දොඩිය දොනවො ද ? ラータ ダーディヤ ダーナワ

ー ダ？ 

夜に汗をかきますか？ 

කසම එේක කල් එනවො ද ? セマ エッカ レー エナワー 

ダ？ 

痰に血が混ざりますか？ 

වියළි කැස්ස තිකයනවො ද ?  ウィヤリ カッサ ティエナワ

ー ダ？ 

乾いた咳が出ますか？ 

දරුවො කකඳිරි ෙොනවො ද ? ダルワー ケンディリ ガーナ

ワー ダ？ 

お子さんは苦しくてうめき

ますか？ 

ෙැඹුරින් හුස්ම ෙන්නකකොට 

රිකදනවො ද ? 

ギャンブリン フスマ ガンナ

コタ リデナワー ダ？ 

深呼吸したとき痛いです

か？ 

වොඩිකවලො ඉන්න කකොට 

හුස්ම ෙන්න අපහසු ද ? 

ワーディウェラー インナコタ 

フスマガンナ アパハス ダ？ 

座っているとき息苦しいで

すか？ 

පපුව කේෙකයන් ෙැකහනවො  

ද ? 

パプワ ウェーガィエン ガヘ

ナワーダ ？ 

動悸がしますか？ 

පපුව අමොරු ද ?  パプワ アマール ダ 胸が苦しいですか? 

පිට රිකදනවො ද ? ピタ リデナワー ダ？ 背中が痛いですか？ 

ිෙරට් කෙොඩේ කෙොනවො ද ? シガラッ ゴダッ ボナワー 

ダ？ 

タバコはたくさん吸います

か？ 
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ඇවිදින්න පුළුවන් ද ? 歩けますか？ 

アウィディンナ プルワン ダ？ 

麻痺・意識消失・しびれ 

පණ නැති වීම තිකයනවො 

ද ? 

パナ ナティ ウィーマ ティエ

ナワー ダ？ 

麻痺はありますか？ 

○○ට ශේතිය 
කයොදවන්න පුළුවන් ද ? 
（ශේතිය කයොදලො ○○         

කරන්න පුළුවන් ද ?） 

○○ タ シャクティヤ ヨダワ

ンナ プルワン ダ？ 

（シャクティヤ ヨダラー ○○ 

カランナ プルワン ダ？） 

〇〇に力は入りますか？ 

（力を入れて〇〇できます

か？） 

හිරි වැටීම තිකයනවො ද ? ヒリ ワティーマ ティエナワー 

ダ？ 

しびれはありますか？ 

අ  කවේලනවො ද ? アタ ウェウラナワー ダ ？ 手は震えますか? 

ිහිය නැති වුණො ද ? シヒヤ ナティ ウナーダ？ 気を失いましたか 

කෙල්ල උලුේකු කවලො 

ද ? 

ベッラ  ウルック  ウェラー 

ダ？ 

首がこっていますか？ 

පණ නැතිව වකේ 

ඉන්නවො ද ? 

パナ ナティワ ワゲー インナ

ワー ダ？ 

ぐったりしていますか？ 

නැගිටිනකකොට හිස 

කරකැවිල්ල තිකයනවො 

ද ? 

ナギティナコタ ヒサ カラカァ

ウィッラ ティエナワーダ？ 

立ちくらみはありますか？ 
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目・鼻・耳の問題 

කෙ カバ 目やに 

ඇස් වල අඳුරු කපනීමේ 

තිකයනවො ද ? 

アスワラ アンデュル ペニーマ

ック ティエナワーダ？ 

目のかすみはありますか？ 

ඇස් කේකලනවො ද ? アス ウェーレナワー ダ？ 目が乾きますか? 

හිස කරකැවිල්ල ヒサ カラカウィッラ めまい 

ගිලින්න අපහසු යි  
 

ギリンナ アパハスイ 飲み込むのが難しい 

හිස කරකැවිල්ල  

තිකයනවො ද ? 

ヒサ カラカウィッラ ティエナ

ワー ダ？ 

めまいはありますか？ 

කන් කුරු කුරු ෙොනවො ද ?  カン  クルクル  ガーナワー 

ダ？ 

耳鳴りはありますか？ 

ඇකහනවො ද ? アヘナワー ダ？ 聞こえますか？ 

කන් ඇතුකළ් කමොකේ හරි 

තිකයනවො වකේ ද ? 

カンアテュレー モカッ ハリ 

ティエナワー ワゲーダ？ 

耳の中に何かある感じです

か？ 

ටිකේ නම්ම ඇකහනවො ද ? ティカッ  ナム  アヘナワー 

ダ？ 

少しは聞こえますか？ 

සම්මූර්ණකයන්ම  

ඇකහන්කන් නෑේද ? 

サンプーラナィエンマ アヘンネ 

ナッダ？ 

完全には聞こえませんか？ 

කන් රිකදනවො ද ? カン リデナワーダ？ 耳が痛いですか？ 
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වමකනෙතිය  තිකයනවො ද ? 吐き気はありますか？ 
ワマネガティヤ ティエナワー ダ？ 

වමකන දොනවො ද ? 吐きますか？ 

ワマネ ダーナワー ダ？ 

මලපහ කකොකහොම ද ? 便はどうですか？ 

 

マラパハ コホマ ダ ？ 

腹痛・嘔吐・下痢など 

ෙඩ රිකදනවො ද ? バダ リデナワー ダ？ おなかが痛いですか？ 

වමකනදොපු කේවල්වල කල් 

තිකයනවොද ? 

ワマネダープ デーワルワラ レ

ー ティエナワー ダ？ 

吐いたものに血は混じって

いますか？ 

පපුකේ දැවිල්ල තිකයනවො 

ද ? 

パプウェー ダウィッラ ティエ

ナワー ダ？ 

胸やけはありますか？ 

ආමොශකේ අම්මලය වැඩි 

කවලො ද ? 

アーマーシャィエー アムラヤ 

ワディ ウェラーダ？ 

胃酸が上がってきますか？ 

ෙකඩ් වො ය පිරිලො ද ? バデー  ワータヤ  ピリラー 

ダ？ 

胃にガスが溜まっている 

ෙඩ පිපිලො වොකේ ද ? バダ ピピラー ワーゲー ダ？ おなかが張りますか？ 

ෙකඩ් කකොරය තිකයනවො バデー コラヤ ティエナワー 疝痛がある 

ෙඩ යනවො ද ? バダ ヤナワー ダ？ 下痢はありますか？ 

කළු පොටට මලපහ  

පිටකවනවො ද ? 

カル パータタ マラパハ ピタ

ウェナワー ダ？ 

黒い便は出ますか？ 

 සුදු පොටට මලපහ  

පිටකවනවො ද ? 

スデュ パータタ マラパハ ピ

タウェナワー ダ？ 

白い便は出ますか? 

ඇකලනසුළු ශ්රොවයේ සහ 

කල් සමඟ මල පහ 

アレナスル スラーワヤッ サハ  

レー サマンガ マラパハ 

粘血便 

ඉේකො වැකටනවො  イッカー ワテナワー しゃっくりが出る 

මුත්ර කහ පොටයි ムーテュラ カハ パータイ 尿が黄色い（黄疸の一症状） 

මල පහ දවස් කීයකින් පිට 

වුකේ නැේද ? 

マラパハ ダワス キーヤキン  

ピタウネー ナッダ？ 

何日間便秘ですか？ 

මල පහ සොමොනය විදිහට 

පිට කවනවො ද ? 

マラパハ サーマーニャ ウディ

ハタ ピタ ウェナワー ダ？ 

便は出ますか？ 

ඇකලනසුළු ශ්රොවයේ සහ 

කල් සමඟ මලපහ පිට 

アレナスル スラーワヤッ サハ  

レー サマンガ マラパハ ピタ

便に血や粘液が混ざってい

ますか？ 
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කවනවො ද ? ウェナワー ダ？ 

ගුද මොර්ෙය අවට කසනවො 

ද ? 

グダ マールガヤ アワタ カサ

ナワーダ？ 

肛門の周りが痒いですか？ 

 

කසනවො ද ? 痒みはありますか？ 
カサナワー ダ？ 

皮膚疾患 

බිබිලි  ビビリ 発疹 

ඉකේම හටෙත්  ද ? イベーマ ハタガッター ダ？ 自然にできましたか？ 

සැරව サラワ 膿 

කම්ම බිබිලි ඇඟ පුරොම 

තිකයනවො ද ? 

メー ビビリ アンガ プラーマ  

ティエナワー ダ？ 

この発疹は体全体にありま

すか？ 

කම්ම බිබිලි කවන කකො න ද 

තිකයන්කන ? 

メー ビビリ ウェナ コタナ 

ダ ティエンネ？ 

この発疹は他にどこにあり

ますか？ 

දිය බිබිලි , දිය පට්ටය  ディヤ ビビリ、ディヤ パッタ

ヤ 

水疱 

ලප ラパ あざ（注 皮膚のあざ） 
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මූත්ර කකොකහොමද ? 尿はどうですか？ 
ムートラ コホマダ？ 

මූත්ර පිටකවන කකොට 

රිකදනවො ද ? 

ムーテュラ ピタウェナコタ リデナ

ワー ダ？ 

排尿時痛はありますか？ 

මූත්ර කෙොඩේ සැරයේ  

පිටකවනවො ද ? 

ムーテュラ ゴダッ サラヤッ ピタ

ウェナワー  ダ？ 

頻尿はありますか？ 

මූත්ර වැඩිකයන්  

පිටකවනවො ද ? 

ムーテュラ ウァディエン ピタウェ

ナワー ダ？ 

尿は多いですか? 

මූත්ර අඩුකවන් 

පිටකවනවො ද ? 

ムーテュラ アデュウェン ピタウェ

ナワー ダ？ 

尿は少ないですか? 

කල් එේක මූත්ර 

පිටකවනවො ද ? 

レー エッカ ムーテュラ ピタウェ

ナワー ダ？ 

血尿がありますか？ 

සැරව එේක මූත්ර  

පිටකවනවො ද ? 

サラワ エッカ ムーテュラ ピタウ

ェナワー ダ？ 

膿尿がありますか？ 

කලින් පිටකවන 

ප්රමොණයම ද මූත්ර 

පිටකවන්කන ? 

カリン ピタウェナ プラマーナヤマ 

ダ ムーテュラ ピタ ウェンネ？ 

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 

ප්රජනන ඉන්ිය 

කසනවො ද ? 

プラジャナナ インディリヤ カサナワ

ー ダ？ 

陰部の痒みはありますか？ 

වෘෂණ කකෝෂ ඉදිමිලො 

ද ? 

ウルシャナ コーシャ イディミラー 

ダ？ 

陰嚢は腫れていますか? 

ප්රජනන ඉන්ිකේ 

බිබිලි  තිකයනවොද ? 

プラジャナナ インドリィエー ビビリ  

ティエナワー ダ？ 

陰部に発疹はありますか？ 
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婦人科の問題 

කල් හුඟේ යනවො レー フンガック ヤナワー 出血がたくさんあります 

ඔසප් කොලකේ කල් 

හුඟේ යනවො ද ? 

オサップ カーライェー レー  

フンガック ヤナワーダ？ 

生理時の出血は多いですか? 

ඔසප් කොලය පරේකු  

ද ? 

オサップ カーラヤ パラック 

ダ？ 

生理は遅れていますか? 

යටි ෙකඩ් කැේකුම  

තිකයනවො ද ? 

ヤティ バデー カックマ  

ティエナワー ダ？ 

下腹部に痛みはありますか？ 

කල් අඩුකම තිකයනවො 

ද ? 

レー アデュカマ ティエナワー 

ダ？ 

貧血はありますか？ 

සුදු පොට ශ්රොවය  ෙඳයි 

ද ? 

スデュ パータ サラーワヤ ガ

ンダイ ダ？ 

白色分泌液は臭いますか？ 

ෙර්භොෂය පහත්කවලො 

ද ? 

ガルバーシャヤ パハッ ウェラ

ー ダ？ 

子宮脱はありますか？ 

ෙර්භොෂය 

පහත්කනොකවන්න 

වළල්ලේ දොලො 

තිකයනවො ද ? 

ガルバーシャヤ パハッノウィン

ナ ワラッラカッ ダーラー テ

ィエナワー ダ？ 

リング(ペッサリー)を入れてい

ますか？ 
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ケガ 

ෙලක හැප්පුණො ガラカ ハップウナー 石に当たった 

ෙකහන් වැටුණො ガヘン ワテュナー 木から落ちた 

ලිස්සලො වැටුණො リッサラー ワテュナー 滑って転んだ 

ඇණයේ ඇනුණො アナヤッ アヌナー クギを踏んだ 

ෙල්කලේ හැපුවො バッレッ ハプワー 犬にかまれた 

නකයේ දෂ්ඨ කළො ナィエッ ダシタカラー 蛇にかまれた 

ෙඹකරේ දෂ්ඨ කළො バンバレッ ダシタカラー スズメバチにかまれた 

(මස් පිඬු)නලියනවො 

 

(මස් පිඬු  කපරලීම) 

（マスピンデュ：筋肉）ナリヤナ

ワー：ピクピクする  

（マスピンデュ ペラリーマ：筋

けいれん） 

ピクピクする(筋けいれん等) 

ඉදිමිලො イディミラー 腫れている 

 දින් හැප්පුණො ද ? タディン ハップナーダ？ 打ちましたか？ 

සොමොනයකයන් ෙර 

කේවල් උස්සනවො ද ? 

サーマニェン  バラ デーワル 

ウッサナワー ダ？ 

普段重いものを持ちますか？ 

පතුරු තියලො ෙැන්කේ  

කවදො ද ? 

パテュル ティヤラー バンデェ

ー カワダーダ？ 

シーネ(副木)をいつ入れました

か？ 
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痛み（痛い） 

හුඟේ රිකදනවො フンガッ リデナワー 鋭い痛みです 

○○ රිකදනවො ද ? ○○ リデナワー ダ？ ○○が痛いですか？ 

කටුවකින් අණිනවො 

වකේ රිකදනවො  

カテュワキン アニナワー ワゲー リデ

ナワー 

ちくちくする痛みです 

 ද කේදනොවයි タダ ウェーダナーワイ ひりひりする痛みです 

අ  එහො කමහො  

කකරුකවොත් 

රිකදනවො 

アタ エハー メハー ケルウォッ  

リデナワー 

手を動かすと痛い 

අ  ෙෑකවොත් 

රිකදනවො 

アタ ガーウォッ リデナワー 触ると痛い 

වොඩි වුකණොත් 

රිකදනවො 

ワーディ ウノッ リデナワー しゃがむと痛い 

ඔළුව කැේකුම  දට 

තිකයන්කන් උකේට ද 

රෑට ද ? 

オルワ カックマ タダタ ティエンネー 

ウデータ ダ ラータ ダ？ 

頭痛は朝強いですか、そ

れとも夜強いですか？ 

එබුවම රිකදනවො ද ? 

 ද කරනකකොට  

රිකදනවො ද ? 

エブワマ リデナワー ダ？ 

タダ カラナコタ リデナワー ダ？ 

：きつく締める（押す）と痛いですか？ 

押すと痛いですか？ 

එහොට කමහොට 

කරනකකොට 

රිකදනවො ද ? 

エハータ メハータ カラナコタ リデナ

ワー ダ？ 

動かすと痛いですか？ 

ඇවිදින කකොට 

කම න රිකදනවො ද ? 

アウィディナコタ メタナ リデナワー 

ダ？ 

歩くとここが痛いです

か？ 

නැකමනකකොට 

රිකදනවො ද ? 

ナメナコタ リデナワー ダ？ 前かがみになると痛いで

すか？ 

ෙර කේවල් උස්සන 

කකොට රිකදනවො ද ? 

バラ デーワル ウッサナコタ リデナワ

ー ダ？ 

重いものを持つと痛いで

すか？ 

මහන්ිකයන් වැඩ 

කරනකකොට 

රිකදනවො ද ? 

マハンシィエン ワダ カラナコタ リデ

ナワー ダ？ 

重労働しているとき痛い

ですか？ 

හුස්ම ෙන්නකකොට 

රිකදනවො ද ? 

フスマ ガンナコタ リデナワー ダ？ 息を吸うと痛いですか？ 

අදින කකොට 

රිකදනවො ද ? 

アディナコタ リデナワー ダ？ 引っ張ると痛いですか？ 
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කවදො ඉඳල ද අමොරුව තිකයන්කන ? いつから具合が悪いですか？ 
カワダー  インダラ ダ アマールワ ティエンネ？  

අවුරුදු ＿＿＿  කට කලින් 

ඉඳල 

アウルデュ＿＿＿カタ   

カリン インダラ 

＿＿＿年前から 

මොස ＿ ＿ ＿ කට කලින් 

ඉඳල 

マーサ＿＿＿カタ カリン   

インダラ 

＿＿＿か月前から 

සති ＿＿＿ කට කලින් ඉඳල サティ＿＿＿カタ カリン 

インダラ 

＿＿＿週間前から 

දවස් ＿ ＿ ＿ කට කලින් 

ඉඳල 

ダワス＿＿＿カタ カリン 

インダラ 

＿＿＿日前から 

පැය ＿＿＿ කට කලින් ඉඳල パヤ＿＿＿カタ カリン 

インダラ 

＿＿＿時間前から 

 

පළමුකවනි ව ොව ද ? 初めてですか？ 

パラムウェニ ワターワ ダ？ 

පළමුකවනි ව ොව  パラムウェニ ワターワ  初めてです 

＿＿＿ කවනි ව ොව ＿＿＿ ウェニ ワターワ  ＿＿＿回目です 

 

කරෝෙ ලේෂණ කකොකහොම ද? 症状はどんな感じでしたか？ 

ローガ ラクシャナ コホマ ダ？ 

දිෙටම තිකයනවො デイガタマ ティエナワー  ずっと続いている 

රිකදන කවලොකේ リデナ ウェラーウェ 間欠的 

කහොඳ නැති වුණො ホンダ ナティ ウナー ひどくなった 

කහොඳ කේෙන යනවො ホンダ ウェーガナ ヤナワ

ー 

よくなってきた 

(කරෝෙ ලේෂණ) කවනසේ 

නැහැ 

（ローガ ラクシャナ） ウ

ェナサッ ナハ 

（症状は）変わらない 

උකේ ウデー 朝 

රෑ ラー 夜 

කෑම කෑවොට පස්කස ් カーマ カーワータ パッセ

ー 

食後 

නිදොෙන්න ඉස්කසල්ල ニダーガンナ イッセッラー 寝る前 
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කී සැරයේ තිබුණො ද ? 何回ありましたか？ 

キー サラヤッ ティブナー ダ？ 

＿＿＿＿ සැරයේ   ＿＿＿＿ サラヤック  ＿＿＿＿回です 

 

 වත් කවන කරෝෙ ලේෂණ තිකයනවො ද ?  

ほかに何か症状はありますか？ 

タワッ ウェナ ローガ ラクシャナ ティエナワー ダ？ 

 

කලොකු කලඩ හැදිලො තිකයනවො ද ?   

大きな病気はありますか？（既往歴） 

ロク レダー ハディラー ティエナワーダ？ 

______ඕපකර්ෂන් 

කරලො තිකයනවො 

＿＿＿ オパレーション カララ

ー ティエナワー 

＿＿＿の手術をした 

 (  ) තිකයනවො ද ? （ ）ティエナワー ダ？ （＿病名＿）はありますか？ 

කමොනවො හරි ෙෑවුණහම 

ඇලජිේ කවලො 

තිකයනවො ද ?  

モナワーハリ ガーウナハマ ア

ラジッ ウェラー ティエナワー 

ダ？ 

何かに触ってアレルギーが出

たことはありますか？ 

කමොනවකේ රැකියොවේ  

ද කරන්කන ? 

モナワゲー ラキヤーワッ ダ 

カランネ？ 

何の仕事をしていますか？ 

පිටරට ඉන්නකකොට 

අනොරේි  ලිිංගික 

සම්මෙන්ධකම්ම තිබුණො ද ? 

ピタラタ インナコタ アナーラ

クシタ リンギカ サンバンダカ

ム ティブナー ダ？ 

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 

ඔයොකේ පවුකල් (කලඩකරෝෙ) 
තිකයන අය ඉන්නවො ද ? 

オヤーゲ パウレー （――レダロ

ーガ）ティエナ アヤ インナワー 

ダ？ 

あなたの家族に（＿病

名＿）の人はいます

か？ 

ඔයොකේ මහත් යො පිටරට 

ගිහිල්ල  තිකයනවො ද ? 

オヤーゲ マハッタヤー ピタラ

タ ギヒッラー ティエナワー 

ダ？ 

あなたの夫は外国に

行っていましたか？ 

කකොයි රටට ද ? コイ ラタタ ダ？ どこの国ですか？  

ඔයොකේ මහත් යොටත්  

කම්මවොකේ කැස්ස තිබුණො ද ? 

オヤーゲ マハッタヤータッ メ

ーワーゲ カッサ ティブナー 

ダ？ 

夫はこのような咳を

していましたか？ 

 

කමොනවො හරි  කෙකහත් කෙොනවො ද ? 何か薬を飲んでいますか？ 

モナワー ハリ ベヘッ ボナワー ダ？ 

කෙකහත් කපන්නන්න ベヘッ ペンナンナ 薬を見せてください 

කෙකහත්වලට අසොත්මික ොව  

තිකයනවො ද ? 

 

ඇලජිේ කවනවො ද ? 

ベヘッワラタ アーサーッミカタ

ーワ ティエナワー ダ？ 

 

アラジッ ウェナワーダ？ 

（アラジッ:英語こちらの方がよく

つかわれる） 

薬のアレルギーはあ

りますか？ 

 කම්ම කෙකහත් බිේවොට පස්කස්  

 ත්වය කහොඳ වුණො ද 、

එේකකෝ 

කහොඳ නැති වුණො ද එේකකෝ 

කවනසේ නැේද ? 

メー ベヘッ ビウワー タ パ

ッセ タッワヤ ホンダ ウナー 

ダ、 エッコー ホンダ ナテイ 

ウナー ダ 、エッコー ウェナサ

ッ ナッダ？ 

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？ 

කම්ම කෙකහත් දවස් කීයේ බිේවො 

ද ? 

メー ベヘッ ダワス キーヤッ

ク ビウワー ダ？ 

この薬は何日間飲ん

でいますか？ 

කෙකහත් හරියට බිේවො ද ? ベヘッ  ハリヤタ  ビウワー 

ダ？ 

薬はちゃんと飲みま

したか？ 

ඔයොකේ කෙදර කම්ම කෙකහත්  

තිකයනවො ද ? 

オヤーゲ ゲダラ メー ベヘッ 

ティエナワー ダ？ 

家にこの薬はありま

すか？ 
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ිෙරට් කෙොඩේ කෙොනවො ද ? タバコはたくさん吸いますか？ 

シガラッ ゴダッ ボナワー ダ ？ 

 

ඔසප් වීම අන්තිමට වුකේ කවදො ද ? 最終生理はいつですか？ 

オサップ ウィーマ アンティマタ ウネー カワダー ダ？ 

＿＿කවනි-මොකස＿＿කවනි දො  ＿＿ウェニ マーセ＿＿ウェ

ニ ダー 

＿＿月＿＿日です 

අන්තිම ඔසප් වීම මොස --ක 

ට කලින්  

アンティマ オサップ ウィ

ーマ マーサ ＿＿  カタ 

カリン  

最後の生理は＿＿か月前です 

ඔසප් වීම සොමොනය විදිහට 

කවනවො ද ? 

オサップ ウィーマ サーマ

ーニャ ウィディハタ ウェ

ナワー ダ？ 

生理は順調ですか？ 

 

දරුකවේ ලැකෙන්න ඉන්නවො ද ? 妊娠していますか？ 

ダルウェッ ラベンナ インナワー ダ？ 

විවොහ කවලො ඉන්නවො ද ? ウィワーハ ウェラー イン

ナワー ダ？ 

結婚していますか？ 

ඔයොකේ මහත් යො කෙදර 

ඉන්නවො ද 

オヤーゲー マハッタヤー 

ゲダラ インナワーダ？ 

旦那さんは家にいますか？ 

පවුල් සැලසුම්ම සඳහො 

කෙකහත් පොවිච්චි කරනවො 

ද ? 

パウル サラスム サンダハ

ー ベヘッ パーウィッチ 

カラナワー ダ？ 

家族計画の薬を使っています

か？ 

  

කහොඳට නින්ද යනවො ද ? よく眠れますか？ 

ホンダタ ニンダ ヤナワー ダ？ 

නින්ද යන්න කෙොඩේ කවලො 

යනවො ද ? 

ニンダヤンナ  ゴダッ ウェ

ラー ヤナワー ダ？ 

寝つきが悪いですか？ 
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3. 診察編 

පරීේෂණ කරලො 

ෙලනවො 

パリークシャナ カララー バ

ラナワー 

診察しますね 

කපන්නන්න ペンナンナ 見せてください 

පහසුකවන් වොඩිකවන්න パハスウェン ワーディウェン

ナ 

楽に座ってください 

කකළින් කරෙන්න ケリン カラガンナ 真っ直ぐにしてください 

කට අරින්න カタ アリンナ 口を開けてください 

ඇඳුම්ම ෙලවන්න アンデュム ガラワンナ 服を脱いでください 

ඇඳුම්ම උඩට උසස්න්න アンデュム ウダタ ウッサン

ナ 

服を上げてください 

ෙැඹුරින් හුස්ම ෙන්න ギャンブリン フスマ ガンナ 息を大きく吸ってください 

හුස්ම අරින්න フスマ アリンナ 息を吐いてください 

ඇඳුම්ම අඳින්න アンデュム アンディンナ 服を着てください 

උඩ  ෙලන්න ウダ バランナ 上を見てください 

මො දිහො ෙලන්න マー ディハー バランナ 私を見てください 

කම්මක ෙලන්න  メーカ バランナ これを見てください 

කම්ම විදිහට කරන්න メー ウィディハタ カランナ こういう風にしてください 

අ න හොන්ිකවන්න アタナ ハーンスィ ウェンナ そこに横になってください 

ඔයොකේ දණහිස 

නමන්න 

オヤーゲー ダナヒサ ナマン

ナ 

膝を曲げてください 

රිකදනවොද ?  

රිකදන්කන නැේද ? 

リデナワー ダ？  

リデンネ ナッダ？ 

痛いですか?  

痛くないですか? 

කකො න ද වැඩිකයන් ම 

රිකදන්කන් ? 

コタナ ダ ワディエンマ リ

デンネ？ 

どこが一番痛いですか？ 

ඔෙනකකොට රිකදනවො 

ද ? 

オバナコタ リデナワー ダ？ 押さえると痛いですか？ 

 අල්ලනකකොට රිකදනවො 

ද ? 

アッラナコタ  リデナワー 

ダ？ 

触ると痛いですか? 

ලිහිල් කරනකකොට 

රිකදනවො ද ? 

リヒル カラナコタ リデナワ

ー ダ？ 

離したとき痛いですか? 
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මුණින් අ ට හැකරන්න ムニン アタタ ハレンナ うつぶせに寝てください 

පිට කපන්නන්න ピタ ペンナンナ 背中を見せてください 

කම න හිටෙන්න. 

කමහොට ඇවිත් 

හිටෙන්න. 

メタナ ヒタガンナ 

（ここに立ってください） 

メハータ アウィッ ヒタガン

ナ（ここに来て立ってください） 

ここに（来て）立ってください 

මකේ අ   දින් 

අල්ලන්න 

マゲー アタ タディン アッ

ランナ 

私の手をしっかり握ってくださ

い 

දරුවොකේ අ   දින් 

අල්ලන්න 

ダルワーゲー アタ タディン  

アッランナ 

お子さんの手をつかんでくださ

い 

දරුවොකේ මුහුකේ පොට 

එ රම්ම කහොඳ නෑ කන්ද ? 

ダルワーゲー ムフネー パー

タ エタラム ホンダ ナー 

ネーダ？ 

お子さんの顔色は悪いですね 

ඔයොකේ උණ ෙලනවො オヤーゲ ウナ バラナワー あなたの体温を測ります 

දරුවොකේ ශරීරකේ ෙර 

මනිනවො 

ダルワーゲー シャリーラィエ

ー バラ マニナワー 

子どもの体重を測ります 

රුිර පීඩනය මනිනවො ルディラ ピーダナヤ マニナ

ワー 

血圧を測ります 

(කවළුම්ම පටිය) ඉවත්  
කරන්න 

（ウェルム パティヤ） イワ

ッ カランナ 

（絆創膏など）取り除いてくださ

い 

උණ ෙලන්න ウナ バランナ 熱を測ってください 

 

  



24 

 

4. 検査指示 

一般 

○○(ශරිරකේ 

කකොටස)පරීේෂණයේ 

කරන්න ඕනෑ  

○○（シャリーラィエ コタサ）パ

リークシャナヤッ カランナ オ

ーナー 

〇〇（体の部分）の検査が必要で

す 

පරීේෂණ කොමරයට 

යන්න 

パリークシャナ カーマラヤタ 

ヤンナ 

検査室に行ってください 

පරීේෂණ ඉවර වුණොම 

ආකයත් එන්න 

パリークシャナ イワラ ウナー

マ アーイエッ エンナ 

検査の後また来てください 

 වත් විකශෂ් 

පරීේෂණ 

කරන්න ඕනෑ 

タワッ ウィシエーシャ パリー

クシャナ カランナ オーナー 

さらに詳しい検査が必要です 

පරීේෂණය කරන්න 

කැමති ද ? 

パリークシャナヤ カランナ カ

マティ ダ？ 

検査の希望がありますか？ 

 

血液・尿・便・喀痰・髄液検査 

කල් පරීේෂණයේ  

කරන්න ඕනෑ 

レー パリークシャナヤッ カラン

ナ オーナー 

血液検査が必要です 

කල් පරීේෂණයේ 

කකරුකවොත් කහොඳයි 

レー パリークシャナヤッ ケルウ

ォッ ホンダイ 

血液検査をした方がいいです 

කල් ප රිේෂණයේ 

කරන්න කැමතිනම්ම 

කරමු 

レー パリークシャナヤッ カラン

ナ カマティ ナム カラム 

もし血液検査の希望があれば、 

やりましょう 

මූත්ර පරිේෂණයේ 

කරන්න ඕනෑ 

ムーテュラ パリークシャナヤッ 

カランナ オーナー 

尿検査が必要です 

මලපහ පරිේෂණයේ 

කරන්න  ඕනෑ 

マラパハ パリークシャナヤッ カ

ランナ オーナー 

便検査が必要です 

කසම පරිේෂණයේ 

කරන්න  ඕනෑ 

セマ パリークシャナヤッ カラン

ナ オーナー 

喀痰検査が必要です 

කකොන්කදන් කටුව 

අරකෙන කරන 

පරීේෂණයේ 

කරනවො     

コンデン カテュワ アラゲナ カ

ラナ パリークシャナヤッ カラナ

ワー 

 

腰から針を刺す検査（注 髄液

検査）をします 
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X 線・超音波検査・心臓の検査（心電図） 

එේස්-කර් 

පරිේෂණයේ කරමු 

エクス レー パリークシャナヤッ 

 カラム 

X 線検査しましょう 

එේස්-කර් පරීේෂණය 

ඉවරවුණොට පස්කස් 

ආකයත් කමහොට එන්න 

エクスレー パリークシャナヤ イワ

ラ ウナータ パッセ アーィエッ 

メハータ エンナ 

Ｘ線検査の後でまた来てく

ださい 

එේස්-කර්  එකකන්  

ඇට බිදීම තිකයනවො ද 

නැේද කියලො  ෙලනවො 

エクスレー エケン アタ ビンディ

ーマ ティエナワーダ ナッダ キヤ

ラー バラナワー 

レントゲンでは骨折がある

かないかを見ます 

ස්කෑන් පරීේෂණයේ 

කරන්න ඕනෑ 

スカーン パリークシャナヤッ  カ

ランナ オーナー 

超音波検査が必要です 

හෘද පරීේෂණයේ  

(ECG) කරනවො  

フルダ パリ－クシャナヤッ（ECG ） 

カラナワー 

心臓の検査（心電図）します 

妊娠検査 

ෙර්භණි පරීේෂණයේ 

කරනවො 

ガルバ二 パリークシャナヤッ カラ

ナワー 

妊娠検査します 

දරුකවේ ලැකෙන්න 

ඉන්නවො දැයි 

පරීේෂණය කරන්න 

කැමතිනම්ම මූත්ර 

පරීේෂණයේ කරමු 

ダルウェッ ラベンナ インナワー 

ダイ パリークシャナヤッ カランナ 

カマティ ナム ムーテュラ パリー

クシャナヤッ カラム 

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 

කයෝනි මොර්ෙ

（කයෝනිමුඛ්） 

පරීේෂණයේ කරන්න 

ඕනෑ 

ヨーニ  マールガ（ヨーニムカ） パ

リークシャナヤッ カランナ オーナ

ー 

内診（外陰部の検査）が必要

です 

ගුද මොර්ෙ පරීේෂණයේ 

කරනවො 

グダ マールガ パリークシャナヤッ 

カラナワー 

直腸診します 
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5. 診断編 

おなかの病気 

ආමොශයික ප්රදොහය, 

ෙැස්ට්රයිටිස ්

アーマーシャイカ プラダーハヤ、 

ガァスラィティス 

胃炎 

ඇකපන්ඩිසයිටිස ් アぺンディサイティス  虫垂炎 

ආමොශකේ හො කුඩො 

ෙඩවැකල් ප්රදොහය  

アーマシャィエー ハー クダ バダワレ

ープラダーハヤ 

胃腸炎です 

මලෙේධය マラバッダヤ 便秘 

අර්ශස ් アルシャス 痔 

විජලනය තිකයනවො ウィジャラナヤ ティエナワー 脱水がある 

පිත් ොශකේ ෙල් 

තිකයනවො 

ピッターシャイエー ガル ティエナワー 胆のうに石がある 

අේමොකේ ප්රදොහය アッマーワェー プラダーハヤ 肝炎 

අේමොව අසොමොනය කලස 

ඉදිමීම 

アッマーワ アサーマーニャ レサ イデ

ィミーマ 

肝腫大がある 

ෙඩ පණුවො バダ パヌワー 回虫 

කිරිපණුවො キリパヌワー 蟯虫 

කකොලරොව コララーワ コレラ 
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心臓・喉・気道の病気 

හෘදයොෙොධය フルダヤーバーダヤ 心臓病 

ේෂය කරෝෙය, 

කොශ කරෝෙය 

クシャヤ ローガヤ、 

カーシャ ローガヤ（両方使われる） 

結核 

ඇදුම アデュマ 

COPD 

喘息/COPD  

 

නියුකමෝනියොව  二ュモー二ヤーワ 肺炎 

ශ්වසනොලිකො ප්රදොහය スワサナーリカー プラダーハヤ 気管支炎です 

කේකල් කැසස් カッカル カッサ 百日咳 

කහම්මබිරිසස්ොව ヘンビリッサーワ かぜ 

කසම්මකෙඩි ඉදිමීම セムゲディ イディミーマ 扁桃腺炎です 

නළල යට කුහරවල 

කසම පිරීම 

ナララ ヤタ クハラワラ セマ  

ピリーマ 

副鼻腔炎  

නිදන්ෙ  නළල යට 

කුහරවල කසම පිරීම 

ニダンガタ ナララヤタ クハラワラ 

セマ ピリーマ 

慢性副鼻腔炎 

කහම්මබිරිසස්ොකේ මුල් 

අවිය 

ヘンビリッサーウェ ムル アワディヤ 風邪の初期でしょう 

 

目の病気 

ඇස් කලඩ  アス レダ 結膜炎 

ඇකස් සුද  アセー スダ 白内障 
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皮膚の病気 

කුඩො පැකපොල  クダー パポラ 帯状疱疹 

පැකපොල パポラ 水痘 

පණු කැවිල්ල パヌ カウィッラ 白癬 

කහොරි ホリ 疥癬(scabies) 

බිබිලි  ビビリ にきび 

කුෂ්ඨ කරෝෙය  クスタ ローガヤ じんましん 

දොඩිය බිබිලි  ダーディヤ ビビリ あせも 

ඉන්නො インナー いぼ 

මුඛ් වණය ムカ ワナヤ 口内炎 

මුඛ් වණයේ තිකයනවො ムカ ワナヤッ ティエナワ

ー 

口内炎がある(上と別の表

現) 

කරෙැටය カラガタヤ ウオノメ 

 

ケガ 

තුවොලය  テュワーラヤ 傷 

ඇට කැඩිලො アタ カディラー  骨折です 

ඇට කැඩිලො නැහැ アタ カディラ ナハ 骨折していません 

අස්ිය පනිනවො アスティヤ パニナワー 脱臼しています 

මස් පිඬුවල කැේකුම  マスピンデュワラ カックマ  筋肉痛です 

 ැල්ම タルマ 打撲 

කපොඩි ඇට කැඩීමේ (කපොඩි 

පැල්මේ) තිකයනවො 

ポディ アタ カディーマッ 

（ポディ パルマッ） ティエ

ナワー 

小さな骨折（ひび）がありま

す 
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腎臓・膀胱・尿道 

පරීේෂණකයන් සැරව 
（කල්）එේක මූත්ර  
පිටකවනෙව  හවුරු වුණො 

パリークシャナヤイェン サ

ラワ（レー）エッカ ムーテ

ュラ ピタウェナバワ タハ

ウル ウナー 

検査で膿尿(血尿)がある 

වකුෙඩුකේ ප්රශ්න තිකයනවො 

（වකුෙඩු කරෝෙය） 

ワクガデュウェー プラシナ 

ティエナワー 

（ワクガデュ ローガヤ ） 

腎臓に問題がある 

（＝腎臓の病気です） 

මුත්ර වොහිනිකේ / මුත්රො 

මොර්ෙකේ  ආසොදන තිකයනවො 

ムーテュラ ワーヒニイエー 

/ムーテュラ マールガイエ

ー アーサーダナ ティエナ

ワー 

尿路／尿道に感染がある 

 

වකුෙඩුකේ ෙල් තිකයනවො 

වකේයි 

ワクガデュウェー ガル テ

ィエナワー  

ワゲーイ 

腎臓に結石がありそうです 

වකුෙඩුකේ ප්රදොහය   

තිකයනවො  

 

 

(වකුෙඩු අමොරුව) 

ワクガデュウェー プラダー

ハヤ ティエナワー：上記表

現より、以下の言い回しの方

が自然 

（ワクガデュ アマールワ：

腎臓に問題があります） 

腎臓に炎症があります 

මූත්රොශකේ ප්රදොහය තිකයනවො 

 

 

 

(මුත්රොශකේ අමොරුව) 

ムーテュラシャイエー プラ

ダーハヤ ティエナワー  

上記表現より、以下の言い回

しの方が自然 

（ムーテュラシャイエー ア

マールワ：膀胱に問題があり

ます） 

膀胱に炎症があります 

වෘෂණ කකෝෂකයහි ජලය 

රැස්වීම 

ウルシャナ コーシャィエヒ  

ジャラヤ ラスウィーマ 

陰嚢水腫 
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産婦人科 

කයෝනිකේ ප්රදොහය තිකයනවො ヨーニイエ― プラダーハヤ 

ティエナワー 

腟炎があります 

කයෝනි මුඛ්කේ ප්රදොහය 

තිකයනවො 

ヨーニ ムカイエー  

プラダーハヤ ティエナワー 

外陰部に炎症があります 

දරුකවේ ලැකෙන්න  නැහැ ダルウェッ ラベンナ ナハ 妊娠はしていません 

දරුකවේ ලැකෙන්න  ඉන්නවො 

（ෙකඩ් දරුකවේ ඉන්නවො） 

ダルウェック ラベンナ イン

ナワー 

（バデー ダルヴェッ インナ

ワー：おなかに赤ちゃんがいま

す。あまり使われない） 

妊娠しています（おなかに

赤ちゃんがいます） 

ෙර්භොෂය පහත්වීම තිකයනවො ガルバーシャヤ パハッ  

ウィーマ ティエナワー 

子宮脱があります 

කයෝනිකේ ප්රදොහය තිකයනවො ヨーニイェー プラダーハヤ 

ティエナワー 

腟にびらんがあります 
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そのほか 

ආසොදන කරෝෙ アーサーダナ ローガ 感染症 

විෂබීජ ウシャビージャ 細菌 

වයිරස ワイラサ ウイルス 

කමොකළ් උණ モレー ウナ 髄膜炎 

රේ  වො ය  ラックタ ワータヤ 痛風 

වො  කරෝෙය （රේ   

 වො ය වොකේ කරෝෙය ） 

ワータ ローガヤ 

（ラッタ ワータヤ ワーゲー 

ローガヤ） 

リウマチ（痛風みたいな病

気） 

නිරේතිය තිකයනවො. 

 

කල් අඩුකම  

ニラックタヤ（正式名） ティエ

ナワー 

レー アデュカマ 

（よく使われる表現） 

貧血があります 

අසොත්මික ොව.ඇලජිේ  アサーッミカターワ 

（シンハラ表現） 

アラジッ 

（英語表現：よく使われる） 

アレルギー 

දියවැඩියොව ディヤワディヤーワ 糖尿病 

මන්ද කපෝෂණය マンダ ポーシャナヤ 栄養失調 

රුිර පිඩනය වැඩියි ルディラ ピーダナヤ ワディイ 血圧が高いです 

රුිර පිඩනය අඩුයි ルディラ ピーダナヤ アデュイ 血圧が低いです 

කල්වල සීනි වැඩියි レーワラ シーニ ワディ 血糖が高いです 

දරුවොකේ පුරුේද ダルワーゲー プルッダ お子さんの癖 
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診断時によく使う表現 

・・・（කරෝෙකේ නම）

කියලො සැකයි 

・・・（ローガイェ ナマ）キ

ヤラー サカイ 

・・・(病名)を疑っています 

・・・කියලො හි න්කන 

නැහැ 

・・・キヤラー ヒタンネ  

ナハ 

・・・はないと思います 

ඔයොකේ කලොකුම 

ප්රශ්නය ・・・ 

オヤーゲー ロクマ プラシ

ャナヤ ・・・ 

あなたの主な問題は・・・です 

ඔයොට විෂබීජ නිසො උණ 

අරකෙන 

オヤータ ウィシャビージャ 

ニサー ウナ アラゲナ 

あなたは細菌で熱が出ています 

කලොකු කලඩේ කනකමයි ロク レダッ ネメイ 重い病気ではありません 

කමොකුත් ප්රශ්නයේ 

කප්න්කන නැහැ 

モクッ プラシナヤッ ペー

ンネ ナハ 

何も問題は見当たりません 

උණ ඇයි වැඩිවුකේ 

කියලො දැනෙනන්න ෙෑ 

ウナ  アイ  ワディウネー 

キヤラー ダナガンナ バー 

熱のフォーカスはわかりません 

 

ශරීරකේ විෂබීජ තිකයනවො  

කියලො හික නවො 

シャリーラィエー ウィシャ

ビージャ ティエナワー キ

ヤラー ヒテナワー 

体の中にばい菌がいると思います 

ඔයොකේ කරෝෙ ලේෂණ  

භයොනකයි 

オヤーゲー ローガ  

ラクシャナ バヤーナカイ 

あなたの症状は重症です 

දරුවොකේ ශරීරකේ ෙර 

වයසට හරි  

ダルワーゲー シャリーラィ

エー バラ ワヤサタ ハリ 

お子さんは年齢相応の体重です 

කම්ම කරෝෙය 

කෙෝකවන්කන නැහැ 

メー ローガヤ ボーウェン

ネ ナハ 

この病気は感染しません 

ඔයොකේ කවන 

දරුකවකුකෙන් කම්ම 

දරුවොට කෙෝවුණො ද 

දන්කන නැහැ 

オヤーゲー ウェナ ダルウ

ェクゲン メー ダルワータ 

ボーウナーダ ダンネ ナハ 

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 

මලපහ / මූත්ර/ කල් 

පරීේෂණවල කමොකුත්  

ප්රශ්නයේ නැහැ 

マラパハ/ ムーテュラ/ レー 

パリークシャナワラ モクッ 

プラシャナヤッ ナハ 

便/尿/血液の検査は問題ありませ

ん 
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ස්නොයුවල ප්රශනයේ 

නැහැ 

スナーユワラ プラシナヤッ 

ナハ 

神経に問題はありません 

කීපසැරයේ කම්මවකේ 

කවනවොනම්ම පරිේෂණයේ 

කරන්න ඕනෑ 

キーパサラヤッ メーワゲー 

ウェナワーナム パリークシ

ャナヤッ カランナ オーナ

ー 

この症状を何回も繰り返すような

ら、検査が必要です 

 

කපනහැල්කල් ප්රශන් 

තිකයනවො 

ペナハッレー プラシナ 

ティエナワー 

肺に問題があります 

කපනහැල්කල් කේෙය 

වැඩිකයන් ඇකහනවො 

ペナヘッレー  ヴェーガヤ 

ワディエン アヘナワー 

肺から雑音が聞こえます 

හුස්ම ෙැනීකම්ම කේෙය 

වැඩියි  

フスマ ガニーメー  

ウェーガヤ ワディ 

呼吸がはやいです 

වවදය නළොකවන් 

ඇහුවොම ශේදය කහොඳයි 

ワイディャ  ナラーウェン 

アフワーマ シャブダヤ ホ

ンダイ 

聴診しましたがきれいです 
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6. 処方・指示 

කෙකහත් අවශය නැහැ 薬は必要ありません 

ベヘッ  アワシャ  ナハ 

ප්රතිජීවක කෙකහත් 

බිේවොට වැඩේ නැහැ 

プラティジーワカ ベヘッ ビウワ

ータ ワダッ ナハ 

抗菌薬・抗生物質は効きません 

 

කෙකහත් කදන්කන 

නැහැ 

ベヘッ デンネ ナハ 薬は処方しません 

උණ ෙැසස්ොම ඉකේම 

කහොඳකවනවො 

ウナ バッサーマ イベーマ ホン

ダ ウェナワー 

熱がなくなれば自然に良くなり

ます 

ඉකේම කහොඳකවයි イベーマ ホンダ ウェイ 自然に良くなります 

(කරෝෙ ලේෂණ) 

දිෙටම පවතිනවො 

（ローガ ラクシャナ）ディガタマ 

パワティナワー 

（症状）はしばらく続きます 

දවසේ කහෝ දවස් 

කදකේ ෙ කරලො  

 ත්වය ෙලමු 

ダワサッ ホー ダワス デカッ 

ガタカララー タッワヤ バラム 

1～2 日待って様子を見ましょ

う 

කමොකුත් ප්රශ්නයේ 

නැහැ 

モクッ プラシャナヤッ ナハ 何も問題ありません 

 

කහොඳ කවන්න කෙකහත්  කදනවො よくなるお薬を出します 

ホンダ ウェナ ベヘッ  デナワー 

___කදනවො ___デナワー ___を処方します 

දවස් ___ ට කදනවො ダワス ___タ デナワー ___日分の薬を出します 
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薬の種類 

කෙොන කෙකහත් ボナ ベヘッ 経口薬 

ඕනෑ කවනකකොට වි රේ  

ෙන්න කෙකහත් 

オーナー ウェナコタ ウィタラック 

ガンナ ベヘッ 

頓服薬 

ෙොන කෙකහත් ガーナ ベヘッ 塗り薬 

කහම්මබිරිසොවට කෙකහත් ヘンビリサーワタ ベヘッ 感冒薬 

කැස්ස නවතින කෙකහත් カッサ ナワティナ ベヘッ 咳止め 

කහොටු නවතින කෙකහත් ホテュ ナワティナ ベヘッ 鼻水止めの薬 

පොෙනය නවතින කෙකහත් パーチャナヤ ナワティナ ベヘッ 下痢止め 

රුිර පීඩනය ෙස්සන 

කෙකහත් 

ルディラ ピーダナヤ バッサナ ベヘ

ッ 

血圧を下げる薬 

නිරේතියට කෙකහත් ニーラクタヤタ ベヘッ 貧血の薬 

කසමට කෙකහත් セマタ ベヘッ 痰をよくする薬 

ප්රතිජීවක プラティジーワカ 抗菌薬・抗生物質 

ප්රති පරකපෝශික කෙකහත් プラティ パラポーシカ ベヘッ 抗寄生虫薬 

ආමොශයික ප්රදොහයට 

කෙකහත් 

アーマーシャイカ プラダーハヤタ ベ

ヘッ 

胃炎の薬 

වමනය නවතින කෙකහත් ワマナヤ ナワティナ ベヘッ 吐き気止め 

ඕ.ආර්.එස ්

(පොෙනයට කදන දියර 

වර්ෙ)  

オー アール エス （パーチャナヤタ 

デナ ディヤラ ワルガ ORS の説明） 

ORS 

උණ අඩු කරන  කෙකහත් ウナ アデュ カラナ ベヘッ 解熱剤 

කේදනොව අඩු කරන 

කෙකහත් 

ウェーダナーワ アデュカラナ ベヘッ 鎮痛薬 

නිදි කපති ニディ ペティ 睡眠薬 

පිච්කෙන ෙතිය ඉවත් කරන 

කෙකහත් 

ピッチェナ ガティヤ イワッ カラナ 

ベヘッ 

灼熱感を除く薬 

හිරි වැටීමට කෙකහත් ヒリワティーマタ ベヘッ しびれを除く薬 

කල් ෙැලීමට කෙකහත් レー ガリーマタ ベヘッ 止血薬 

කැසීමට කෙකහත් カシーマタ ベヘッ かゆみを抑える薬 

මලපහ මෘදු කරන 

කෙකහත් 

マラパハ ムルデュカラナ ベヘッ 便を柔らかくする薬 
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用法 

එක සැරයේ වි ර エカ サラヤッ ウィタラ 単回投与 

දවසකට එක සැරයේ ダワサカタ エカ サラヤッ 1 日 1 回 

දවසකට කද සැරයේ ダワサカタ デ サラヤッ 1 日 2 回 

දවසකට තුන් සැරයේ ダワサカタ テュン サラヤッ 1 日 3 回 

රිකදන කකොට වි රයි リデナ コタ ウィタライ 痛い時だけ 

අසනීප කවලොවට   

වි රයි 

アサニーパ ウェラーワタ ウィタライ 気持ち悪い時だけ  

කෑම කන්න ඉස්කසල්ලො  カーマ カンナ イッセッラー 食前 

කෑම කෑවො ට පස්කස ් カーマ カーワー タ パッセ 食後 

නිදොෙන්න ඉස්කසල්ලො  ニダーガンナ イッセッラー 寝る前に 
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服薬指導 

කම්ම කෙකහත් බිේවොට 

පස්කස් කහොඳකවන්න දවස් 

කදක තුනේ යනවො 

メー ベヘッ ビウワータ パッ

セー ホンダウェンナ ダワス 

デカテュナッ ヤナワー 

この薬を飲んでから、効く

まで 

2～3 日かかります 

භොෙයේ ෙන්න(කෙොන්න) バーガヤッ ガンナ:とる（ボンナ：

飲む） 

半分(半錠)飲んでください 

කෙකහත් ඔේකකොම 

ෙන්න(කෙොන්න) 

ベヘッ オッコマ ガンナ （ボン

ナ） 

薬を飲み切ってください 

කම්ම කෙකහත් ෙකඩ් ඉන්න 

දරුවොට හොනියේ නැහැ 

メー ベヘッ バデー インナ 

ダルウータ ハーニヤッ ナハ 

この薬はお腹の赤ちゃん

に安全です 

කෙදර තිකයන කෙකහත් 
ෙන්න (කෙොන්න). 
ෙන්න (කෙොන්න) එපො 

ゲダラ ティエナ ベヘッ ガン

ナ （ボンナ） 

ガンナ（ボンナ） エパー 

家にある薬を飲ませてく

ださい (飲ませないでく

ださい) 

කෙකහත් වැඩි කරන්න 

ඕනෑ 

ベヘッ ワディ カランナ オー

ナー 

薬を増やす必要がありま

す 

කෙකහත් දිෙටම ෙන්න 

(කෙොන්න) 

ベヘッ ディガタマ ガンナ（ボン

ナ） 

薬を長く内服してくださ

い 

කම්ම කෙකහත්වලට  

සමහරවිට ෙඩ දන්න  

පුළුවන් 

メー ベヘッワラタ サマハラウ

ィタ バダ ダンナ プルワン 

この薬は時に胃炎を起こ

します 

කම්ම කෙකහත් ෙන්න 
(කෙොන්න) එපො 

メー ベヘッ ガンナ （ボンナ）

エパー 

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） 

ඉන්කජේෂන් එකේ 

ෙහන්න ඕනෑ 

インジェクシャン エカッ ガハン

ナ オーナー 

注射が必要です 

කස්ලයින් කදන්න ඕනෑ セーライン デンナ オーナー 点滴の薬が必要です 

කස්ලයින්  වත් කදන්න 

ඕනෑ 

セーライン タワッ  デンナ オ

ーナー 

点滴で補液が必要です 

ඉසප්ිරි කලට ඇතුල් 

කවන්න ඕනෑ 

イスピリターレタ アテュル ウェ

ンナ オーナー 

入院が必要です 

ඉසප්ිරි ොකලට ඇතුල් 

කවලො ප්රතිකොර 

ෙත්ක ොත් ඉේමනින් 

කහොඳ කවනවො 

イスピリターレタ アテュル ウェ

ラー プラティカーラ ガットッ 

イクマニン ホンダ ウェナワー 

入院治療すれば早く治りま

す 

ඉසප්ිරි ොකලට ඇතුල් 

කවලො ප්රතිකොර 

කරනඑක කහොඳයි 

イスピリターレタ アテュルウェラ

ー プラティカーラ カラナエカ 

ホンダイ 

入院して治療した方がよい

です 

කෙොන කෙකහත්වලට 

වඩො කස්ලයින් කහොඳයි 

ボナ ベヘッワラタ ワダー セー

ライン ホンダイ 

経口薬より点滴の方がよい

です 

දියර ෙන්න ෙැරිනම්ම 

ඉසප්ිරි ොකලට ඇතුල් 

කවලො කස්ලයින් කදන්න 

ඕනෑ 

ディヤラ ガンナ ベリナン イス

ピリターレタ アテュル ウェラー 

セーライン デンナ オーナー 

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 
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処置（整形外科） 

හයි කවන්න පතුරු තියලො  

ෙඳින්න ඕනෑ 

ハイウェンナ  パテュル テ

ィヤラー バンディンナ オ

ーナー 

固定するためにシーネ(副木)が

必要です 

ෙර කේවල් උස්සන්න එපො バラ  デーワル ウッサンナ 

エパー 

重いものを持たないでくださ

い 

ශරීරකේ කම්ම කකොටස 

කහොලවන්න එපො 

シャリーラィエー  メー  

コタサ ホラワンナ エパー 

この部位を動かさないでくだ

さい 

කකුලට ප්ලොස්ටරයේ ඕනෑ カクラタ プラースタラヤッ 

オーナー           

足のギブスが必要です 

ඇට බිදිලො නැත් ම්ම  

 ත්වය ෙලනවො 

アタ ビンディラー ナッタ

ム タッワヤ バラナワー 

骨折がなければ、様子を見れま

す 

සනීප කවන්න කෙොඩේ 

කල්  යනවො 

サ二パ ウェンナ  ゴダッ 

カル ヤナワー 

治るまでに長い時間がかかり

ます 

 

処置（外科） 

ටිකේ කපලො සැරව ඉවත් 

කරන්න ඕනෑ 

ティカック カパラー サラ

ワ イワッ カランナ オー

ナー 

小切開して膿を出す必要があ

る 

උරොෙන්න ඕනෑ ウラー ガンナ オーナー 吸引が必要です 

මැහුම්ම දොන්න ඕනෑ マフム ダーンナ オーナー 縫合が必要です 

ඔයොට ඔපකර්ෂන්එකේ 

කරන්න ඕනෑ 

オヤータ  オパレーシャン 

エカッ カランナ オーナー 

あなたは手術が必要です 

 

処置（ホームケア・感染予防） 

හැමදොම පිරිිදු කරන්න ハァマダーマ  ピリシデュ 

カランナ 

毎日きれいにしてください 

පිරිිදු වතුකරන් පිරිිදු 

කරන්න ඕනෑ 

ピリスデュ ワテュレン ピ

リシデュ カランナ アワシ

ャイ 

清潔な水で清潔にするのが必

要です 

හැමදොම කෙෝස් මොරු  

කරන්න  

ハマダーマ ゴース マール 

カランナ 

毎日ガーゼを交換してくださ

い 
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පිරිිදු කකරුවොට පස්කස් 

ආකල්පය ෙොන්න 

ピリシデュ ケルワータ パ

ッセー アーレーパヤ ガー

ンナ 

清潔にしてから軟膏を塗って

ください 

හැමදොම නොන්න ハマダーマ ナーンナ 毎日入浴してください 

කම න අල්ලන්න එපො メタナ アッランナ エパー ここは触らないでください 

කසන්න එපො カサンナ エパー 掻かないでください 

කැසුකවොත් කෙෝකවන්න 

පුළුවන් 

カスウォット ボー ウェン

ナ プルワン 

もし掻いたら感染が起こりま

す 

 අතින් කට වහලො කහින්න アティン  カタ  ワハラー  

カヒンナ 

口を覆って咳してください 

අතින් කට වහලො 

ක ොකරන්න 

アティン  カタ  ワハラー 

カターカランナ 

〃  話してください 

මුඛ් වැස්මේ පොවිච්චි 

කරන්න 

ムカ ウァスマッ パーウッ

チ カランナ 

マスクしてください 

පිටෙැසම්ට සහ පිස්සුෙලු 

කරෝෙයට ඉන්කජේෂන් 

එකේ ඕනෑ 

ピタガァスマ サハ ピッス

バル ローガヤタ インジェ

クシャンエカッ アワシャイ 

破傷風と狂犬病の注射が必要

です 

ආමොශකේ සහ කුඩො 

ෙඩවැකල් ප්රදොහය කහොඳ 

වුණොම කන්න පටන්  

ෙන්න පුළුවන් 

アーマーシャィエー  サハ 

クダー バダワレー プラダ

ーハヤ  ホンダ  ウナーマ 

カンナ パタンガンナ プル

ワン 

胃腸炎がよくなったら食べ始

めていいです 

වතුර කෙොඩේ කෙොන්න  ワテュラ ゴダッ ボンナ 水をたくさん飲んでください 

මද රශ්කන් වතුර කෙොන්න マダ ラシュネー ワテュラ 

ボンナ 

ぬるいお湯を飲んでください 

ෙෙොට කෑම කන්න ෙැරි 

වුණොට කමේ නැහැ. කිරි 

කහෝ වතුර බිේවොම ඇති. 

ババータ  カーマ  カンナ 

ベリウナータ カマッ ナハ 

キリ ホー ワテュラ ビウ

ワーマ アティ 

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 

වතුර කෙොඩේ කපොවන්න ワテュラ ゴダッ ポワンナ 水をたくさん飲ませてくださ

い 

ඉස්කකෝලයට යවන්න එපො イスコーラヤタ  ヤワンナ 

エパー 

学校に行かせないでください 

ඉස්කකෝලයට යන්න 

පුළුවනි 

イスコーラヤタ ヤンナ プ

ルワ二 

学校に行ってよいです 
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食事指導 

ලුණු අඩු කෑම කන්න ルヌ アデュ カーマ カンナ 減塩食をとってください 

ලුණු වැඩි කෑම කන්න 

එපො 

ルヌ ワディ カーマ カンナ 

エパー 

塩辛いものは食べないでくだ

さい 

ලුණුයි ක ලුයි අඩු කෑම 

අවශයයි 

ルヌイ テルイ アデュ カーマ 

アワシャイ 

味の薄い食事が必要です 

කෑම ඕනෑ රම්ම කන්න 

පුළුවනි  

カーマ オーナータラム カンナ 

プルワン 

どの食べものをとってもいい

です 

ලුණු හුඟේ ෙත්ක ොත් 

ඉදිකමනවො 

ルヌ フンガック ガットッ イ

ディメナワー 

塩分をたくさん摂ると、むくみ

ます 

ලුණු හුඟේ ෙත්ක ොත් 

රුිර පීඩනය වැඩි  

කවයි 

ルヌ フンガック ガットッ ル

ディラ ピーダナヤ ワディ ウ

ェイ 

塩分をたくさん摂ると血圧が

上がります 

කකඳි සහි  ආහොර 

කන්න 

ケンディ サヒタ アーハーラ 

カンナ 

繊維食を摂ってください 

ක ල් වැඩි කෑමයි සැර 

වැඩි කෑමයි අඹුල්රස  

කෑමයි කන්න එපො  

テル ワディ カーマ イ サラ 

ワディ カーマ イ アンブル 

ラサ カーマ イ カンナ エパ

ー 

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 

එළවළුයි පලතුරු යි 

කන්න පුළුවන්  

エラワルイ パラテュルイ カン

ナ プルワン 

果物や野菜は食べてよいです 

මත්පැන් කෙොන්න එපො  マッパン ボンナ エパー お酒を飲まないでください 
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他院紹介 

 වත් විකශෂ්  පරිේෂණ 

කරන්න  ඕනෑ 

タワッ ウィシェーシャ パリー

クシャナ カランナ オーナー 

さらに詳しい検査が必要で

す 

කම න ඒ පරිේෂණ 

කරන්න ෙෑ 

メタナ エー パリークシャナ 

カランナ バー 

ここではその検査はできま

せん 

ඔයොට ඕනැ ප්රතිකොර 

කම න කරන්න ෙෑ 

オヤータ オーナー プラティカ

ーラ メタナ カランナ バー 

あなたの治療はここででき

ません 

කම න ඕපකර්ෂන් කරන 

කදොස් ර කකකනේ දැන් 

නැහැ  

メタナ オパレーシャン カラナ 

ドスタラ ケネッ ダン ナハ 

ここには手術する医師が今

はいません 

පුළුවන් රම්ම ඉේමනට 

කවන කලොකු 

ඉසප්ිරි ොලයකට යන්න 

ඕනෑ 

プルワン タラム イクマナタ 

ウェナ ロク イスピリターラヤ

カタ ヤンナ オーナー 

なるべく早く大きな病院に

行く必要があります 

පරේකු කවන්න එපො  パラック ウェンナ エパー 遅れてはいけません 

කලොකු ඉසප්ිරි ොලකේදී 

 වත් විකශෂ් පරිේෂණ 

කරන්න ඕනෑ 

ロク イスピリターラィエーディ

タワッ ウィシェーシャ パリー

クシャナ カランナ オーナー 

大きな病院でさらに詳しく 

検査する必要があります 

දත් කදොස් ර ළඟට යන්න  ダッ ドスタラ ランガタ ヤン

ナ 

 

歯科に行ってください 
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再診の指示 

කෙදර යන්න පුළුවන්  ゲダラ ヤンナ プルワン 家に帰っていいですよ 

කහොඳ කවන්නට කවලොව 

යනවො  

ホンダ ウェンナタ ウェラー

ワ ヤナワー 

よくなるのに時間がかかり

ます 

ප්රතිකොරයට දිෙ කොලයේ 

ඕනෑ  

プラティカーラヤタ  ディガ 

カーラヤッ オーナー 

長い時間治療が必要です 

 ත්වය  කහොඳ කවන්කන්  

නැත්නම්ම ආකයත් එන්න  

タッテュワヤ ホンダ ウェン

ネー  ナッタム  アーィエッ 

エンナ 

もし具合がよくならなけれ

ば、また来てください 

(ෙැටය) කලොකු වුණොම 
ආකයත් එන්න  

ガタヤ ロク ウナーマ アー

ィエッ エンナ 

もし（腫瘤など）大きくなっ

たら、また来てください 

දියර ෙන්න ෙැරි වුකණොත් 

ආකයත් එන්න  

ディヤラ ガンナ  ベリウノッ 

アーィエッ エンナ  

水分が摂れなければ、また来

てください  

දරුවොකේ අසනීප ෙතිය 

වැඩි වුකණොත් ආකයත් 

එන්න 

ダルワーゲー アサニーパ ガ

ティヤ ワディ ウノッ アー

イエッ  エンナ 

お子さんの活気がよくなけ

れば、また来てください 

 

විකේක ෙන්න 休息してください 

ウィウェーカ ガンナ 



ඔළුව オルワ 頭

නළල ナララ 額

කම්මුල カンムラ
頬

ඇස アサ 目

නහය ナハヤ 鼻

කට カタ 口

කන カナ 耳

බෙල්ල ベッラ 首



පපුව  パプワ 胸

ඇලපත アラパタ 脇腹

යටි  ෙඩ ヤティ バダ
下腹部

ෙඩ     バダ 上腹部



ොහුව バーフワ 上腕

අත アタ 前腕

වැලමිට ワラミタ 肘

ඇඟිල්ල アンギッラ 指

අල්ල  アッラ 手のひら

මැණික්  කටුව

マニッ カテュワ 手首



කකුල

カクラ
足

කලවය

カラワヤ
太もも



බපනහැල්ල

ペナハッラ 肺

ගුද මාර්ගය
グダ マールガヤ 肛門

අක්මාව
アッマーワ 肝臓

පිත්තාශය
ピッターシャヤ 胆のう

ආමාශය
アーマーシャヤ 胃

පිලාව
ピラーワ 脾臓

අග්න්නයාශය
アッニャーシャヤ 膵臓

මහ ෙඩවැල
マハ バダワラ 大腸

උණ්ඩුකපුච්ඡය
ウンデュカプッチャヤ 虫垂

කුඩා ෙඩවැල
クダー バダワラ 小腸



මූත්ර මාර්ගය
ムーテュラマールガヤ
尿道

වකුගුව ワクガデュワ

腎臓

මූත්ර වාහිනිය
ムーテュラ ワーヒニヤ
尿管

ුත්රාශය

ムーテュラーシャヤ
膀胱



දත ダタ 歯

දිව ディワ 舌

බතාල トラ 口唇

විදුරුමහ
ウィデュルマハ 歯肉

උගුර
ウグラ のど

බසම්ම බගඩි 
セム ゲディ 扁桃



උණ තිබයනවා ද?

ウナ ティエナワー ダ？

熱はありますか？



ඇඟට පණ නැති ගතියක් 

තිබයනවා ද?

アンガタ パナ ナティ ガティヤッ
ティエナワー ダ？

だるいですか？



කැස්ස තිබයනවා ද?
カッサ ティエナワー ダ？

咳はありますか？



හුස්ම ගන්නබකාට ඇදුම වාබග්න්

තිබයනවා ද？

フスマ ガンナコタ アデュマ
ワーゲー ティエナワー ダ？

ゼイゼイしますか？



ඔළුව රිබදනවා ද?

オルワ リデナワー ダ？

頭が痛いですか？



රිබදනවා ද?

リデナワー ダ？

痛いですか？



ෙඩ රිබදනවා ද?

バダ リデナワー ダ？

おなかが痛いですか？



සුදු පාටට  මලපහ 

පිටබවනවා  ද？

スデュ パータタ マラパハ
ピタウェナワー ダ？

白い便は出ますか？



බල් සමඟ මලපහ 

පිටබවනවා ද?
レー サマンガ マラパハ

ピタウェナワー ダ？

血便は出ますか？



කළු පාටට  මලපහ 

පිටබවනවා  ද?
カル パータタ マラパハ
ピタウェナワー ダ？

黒い便は出ますか？



හිස කරකැවිල්ල 

තිබයනවා ද?

ヒサ カラカウィッラ
ティエナワーダ？

めまいはありますか？



මූත්ර බගාඩක් සැරයක්

පිටබවනවා ද?

ムーテュラ ゴダッ サラヤッ
ピタウェナワー ダ？

頻尿はありますか？



බම්ම බිබිලි ඇඟ පුරාම 

තිබයනවා ද?

メー ビビリ アンガ プラーマ
ティエナワー ダ？

この発疹は体全体にありますか？



නින්ද යන්න බගාඩක්

බවලා යනවා ද?

ニンダヤンナ ゴダッ
ウェラー ヤナワー ダ？

寝つきが悪いですか？



තුවාල බපන්නන්න

テュワーラ ペンナンナ

傷を見せてください



එක්ස් බර්  පරීක්ෂණයක් කරු

エクス レー パリークシャナヤッ
カラム

X線検査しましょう



බල් පරීක්ෂණයක් කරන්න  

ඕනෑ

レー パリークシャナヤッ
カランナ オーナー

血液検査が必要です



මූත්ර පරීක්ෂණයක්  

කරන්න  ඕනෑ

ムーテュラ パリークシャナヤッ
カランナ オーナー

尿検査が必要です



දරුබවක් ලැබෙන්න  ඉන්නවා

ダルウェッ ラベンナ インナワー

妊娠しています
（＝おなかに赤ちゃんがいます）



බොන බෙබහත් 

බදනවා

ボナ ベヘッ デナワー

飲み薬を処方します



ඉන්බෙක්ෂන් එකක්  

ගහන්න  ඕනෑ
インジェクシャン エカッ
ガハンナ オーナー

注射が必要です



බස්ලයින් බදන්න ඕනෑ

セーライン デンナ オーナー

点滴の薬が必要です



ඔයාට ඔපබර්ෂන් එකක්  

කරන්න  ඕනෑ

オヤータ オパレーシャン エカッ
カランナ オーナー

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。 

 




