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１．体の部位 
 

आँखा アカ 目 

कान カン 耳 

कपाल カパル 髪の毛 

दिमाग ディマーグ 脳 

मेरुिण्ड メルダンダ（スゥスムナ） 脊髄 

अनुहार アヌハール 顔 

ननधार ニダル 額 

गाला ガラ 頬 

नाक ナク 鼻 

जिब्रो ジブロ 舌 

ओंठ オーット 口唇 

गगिा ギザ 歯ぐき 

घाटँी ガーティ のど 

टजसिल タンシル 扁桃 

कानको िाली カンコ ジャリ 鼓膜 

थाइरोइद् ग्रसथी タイロイド グランティ 甲状腺 

पाचन नली パチャンナリ 食道 

स्वाि नली スワスナリ 気管 

छाला チャラ 皮膚 

रौं ロゥン 体毛(小さな毛) 

मांश पेशी マンサフェシ/マッスゥ 筋肉 

नाडी ナーリィ 手首 

कुदहन ु クヒヌ 肘 

औलंा オウラ 指 

हत्केलो ハットゥケロ 手のひら 

पाखरुा パクラ 上腕 

हात ハートゥ 前腕 

ढाड ダァドゥ 背中 

कोख コカァ 脇腹 

कम्मर カンマル 腰 

पपडुला  ピドゥラ ふくらはぎ 

नतघ्रा ティグラ 太もも 

पैताला パイタラ 足裏 

कुकुुच्चा クルクッチャ（クッツォ） かかと 

गोललगांठो ゴルガントゥ くるぶし 

िोनी  ジョルニ 関節 
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चाक チャク おしり 

दििा आउने प्वाल ディサ アウネ ポール 肛門 

कलेिो カレジョ 肝臓 

पपत्तथैली 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 

पपिाब थैली ピサーブ タイリ 膀胱 

मगृौलाबाट पपिाबको थैली िम्मको नली ムリガウラ バタ ピサーブ コ タ

イリ サンマ コ ナリ 

尿管 

पपिाबथैलीबाट पपिाब ननस्कने 
प्वालिम्मको नली 

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 膣 

(場所) 

बाँया/िेबे्र バヤン/デブレ 左 

िायँा/िादहने ダヤン/ダヒネ 右 

बीच/माझ ビチ/マジ 中央 

मागथ/तल पेट マティ／タラ ペーットゥ 上腹部／下腹部 
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２．症状（患者の訴え)編 

全般 

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

グツァ 

元気がないです 

कमिोर カムジョール 弱い 

ज्वरो आउँिा काम्छ/कामज्वरो आउँछ ジョロ アウンダ カムツァ 熱と寒気がする 

झमझम पोल्छ ジャムジャム ポルツァ burning sensation があります 

यहा ँिाह्रो भएको छ ヤハン サロ バエコ ツァ ここが固いです 

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 

 

小児 

बच्चाले छट्पट 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 

बच्चाले कसछ バッチャレ カンツァ こどもが呻吟がある 

आमाको िधू पुग्िैन, अनन गाईको िधू 
दिसछौं 

アマコ ドゥドゥ プグダイナ、アニ 

ガイコ ドゥドゥ ディンツォン 

母乳が足りないので、 

牛乳(水牛の乳)をあげています 

हररयो रङ्गको दििा ハリヨ ランコ ディサ 緑色便 

अललअलल हररयो アリアリ ハリヨ 少し緑色です 

 

呼吸器 

घ्यार घ्यार हुसछ ギャール ギャール フンツァ ゼロゼロします 

नाकले िाि फेन ुगाहो हुसछ ナクレ サース フェルナ ガーロ 

フンツァ 

鼻が詰まっています/.鼻で息する

のは難しい 

नाक बसि ナック バンダ 鼻閉 

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

  

耳鼻咽喉科 

चक्कर/ररगंटा ツァッカル／リンガタ めまいで倒れる/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です 

नाक बसि हँुिा टाउकोमा अप््यारो हुसछ ナク バンダ フンダ タウコ マ 

アプティヤーロ フンツァ 

鼻閉があると不快です 

नाक बसि हँुिा कान बसि हुसछ ナク バンダ フンダ カン バンダ 

フンツァ 

鼻閉があると耳閉塞感があります 
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消化器 

बाडुली लाग्छ バドゥリ ラグツァ しゃっくりが出ます 

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

पेटमा हावा भररएको छ ペーットゥ マ ハワ バリエコ ツ

ァ 

胃にガスが溜まっています 

मेरो पेट फुलेको छ メロ ぺーットゥ フレコツァ おなかが張っています 

लिका ुहासछ िखु्छ シルカ ハンツァ ドゥクツァ colic な痛みがあります 

रगतमािी (रगत लमिेको दििा) ラガット マシ（ラガット ミセコ 

ディサ） 

粘血便 

 

泌尿 

पपिाब पहेंलो छ ピサーブ パヘンロ ツァ 尿が黄色いです 

पत्थरीको अपरेशन गरेको パッタリコ オペレーション ガレコ 結石のオペをした 

 

婦人科 

अजस्तन पटकको/अनघल्लो मदहनावारी ... 
मदहना अगाडड भएको गथयो 

アスティン パタック マヒナワリ 

…マヒナ アガリバエコ ティヨ 

最後の月経は…か月前です 

मेरो धेरै रगत िासछ/बग्छ メロ 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 

 

外科・整形 

ढंुगामा ठोकेको 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 

गचप्लेर लडकेो チップレラ ラレコ 滑って転んだ 

तल्लो ढाड िखु्छ ターロ ダートゥ ドゥクツァ Lower back pain があります 

कदहलेकादह ंखटु्टा बौंिीसछ カヒレカヒ クッタ バウディン ツ

ァ 

時々足に spasm があります 

मेरो खटु्टा िुजसनएको छ メロ クッタ スニェコ ツァ 足が腫れています 

औलंा चलाउँिा िखु्छ オウラ チャラウンダ ドゥクツァ 手を動かしたときに痛いです 

छँुिा िखु्छ チュンダ ドゥクツァ 触ると痛みます 

टुकु्रक्क बस्िा िखु्छ トゥクルッカ バスダ ドゥクツァ しゃがむと痛いです 

ककलामा टेकेको キラマ テケコ クギを踏んだ 
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痛み 

बबहानको िमयमा धेरै िखु्छ ビハナ コ サマヤマ デレイ ドゥ

クツァ 

朝とても痛いです 

एकिम ैिखु्छ エクダマイ ドゥクツァ 鋭い痛みです 

च्यािच्याि/(घोचेको िस्तो िखु्छ チャスチャス（or 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 

 

薬 

औषधी किरी खाने ? オウシャディ カサリ カネ？ どのように薬を飲んだらいいです

か？ 

औषधी खाँिै गिा ुननको हुसछ, त्यिपनछ オウシャディ カンダイ ガルダ 

ニコ フンツァ、テスパチ 

薬を飲んでるうちはいいですが、 

औषधी नखाँिा फेरी िुरु हुसछ オウシャディ ナカンダ フェリ 

スル フンツァ 

やめると再発します 

औषधी खाउसिेल ननको हुसछ オウシャディ カインジエル ニコ 

フンツァ 

薬を飲んでいるときはよくなりま

した。 

औषधी िबै खान लिपिए पनछ फेरी िखु्छ オウシャディ サバイ カナ シデ

ィエ パチ、フェリ ドゥクツァ 

薬を飲み終えてから 

また痛いです。 

औषधी खाएपनछ ननको भएको गथयो オウシャディ カエ パチ  

ニコ バエコ ティヨ 

薬を飲んでから 

よくなった 
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３．検査指示 

一般 

िचाउन ु ザツァウヌ checkup 

६ नम्बरको कोठामा िानुि,् 
ल्याबमा िानुि ्

ツァー ナンバルコ コタマ ジャ

ヌス、ラブ マ ジャヌス 

6 番部屋に行ってラボに行ってく

ださい 

ज्वरो िाँचदिनुि/् नाप्नुि ジョロ ザンツ ディヌス`/ナプヌス 熱を測ってください 

िाँचे पनछ फेरी आउनुि ् 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 

िईु हफ्ता अगाडड िाँचेको अवस्था र ドゥイ ハプタ アガリ ザンツェ

コ アワスタ ラ 

2 週間前の検査の状態と 

अदहले िाँचेको अवस्था छुटै्ट हो アヒレ ザンツェコ アワスタ  

チュッタイ ホ 

今の検査の状態は違います 

त्यिैले तपाइंले फेरी िाँच्न ुपछु テサイレ タパイレ フェリ ザン

ツヌ パルツァ 

だからまた検査が必要です 

अझ ैधेरै िाँच गनु ुपछु アザイ デレイ ザンツ ガルヌ  

パルツァ 

さらに詳しい検査が必要です 

 

血液 

रगत िाँच्न ुपछु ラガット ザンツヌ パルツァ 血液検査が必要です 

रगत िाँच गरौं ラガット ザンツ ガロン 血液検査しましょう 

रगत िाँच गिा ुराम्रो हुसछ ラガット ザンツ ガルダ ラムロ 

フンツァ 

血液検査をした方がいいです 

रगत िाँचे पनछ फेरी आउनिु ् ラガット ザンチェ パチ フェリ  

アウヌス 

血液検査の後でまた来てください 

रगत िाँच्न चाहन ुहुसछ？ ラガット ザンツナ ツァハヌ 

フンツァ？ 

血液検査の希望がありますか？ 

यदि रगत िाँच्न चाहन ुहुसछ भने, 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 

 

尿 

यदि पपिाब पोल्छ भने エディ ピサーブ ポリョ バネ、 排尿時痛があるようなら、 

पपिाब िाँच्न ुपछु ピサーブ ザンツヌ パルツァ 尿検査が必要です 

 

便 

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

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

 

X 線 

एक्िरे गराउनुि ् Xray ガラウヌス X 線検査しましょう 

एक्िरे गरेर हेरौं Xray ガレラ ヘラォン X 線検査してみましょう 

तपाईंको हातको एक्िरे गनु ुपछु タパイコ ハートゥ コ Xray ガル

ヌ パルツァ 

手のレントゲンが必要です 

एक्िरे गरेपनछ फेरी आउनुि ् Xray ガレ パチ フェリ アウヌ

ス 

レントゲン検査の後でまた来てく

ださい 

तपाईंले हात चलाउन िक्न ुहुसछ タパイレ ハートゥ チャラウナ  

サクヌ フンツァ  

あなたは手を動かせます 

भाँचेको फुटेको भए हात चलाउन िक्नु 
हुसन गथयो 

バッチェコ フテコ バエ ハート

ゥ チャラウナ サクヌ フンナ 

ティヨ 

骨折していたら手を動かせません 

एक्िरेमा हड्डी भागँचएको छ कक छैन 

भनेर हेने हो 
Xray 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 

 

妊娠検査 

पेटमा बच्चा छ कक छैन िाँचौं ぺーットゥ マ バッチャ ツァ 

キ ツァイナ ザンツォン 

妊娠検査します 

पेटमा बच्चा छ कक छैन िाचँ्न चाहन ु

हुसछ? 

ペーットゥ マ バッチャ ツァー 

キツァイナ ザンツナ ツァハヌ 

フンツァ？ 

妊娠検査の希望ありますか？ 

यदि बच्चा छ कक छैन िाँच्न चाहन ुहुसछ 
भने, पपिाब िाँ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、ピサーブ ザンツォン 

赤ちゃんがいるかどうか検査した

ければ尿検査をしましょう 

 

婦人科 

योनी िाँच्न ुपछु ヨニ ザンツヌ パルツァ 膣の検査が必要です 

सिस्टरलाई तपाईंको यौनी देखाउन ुपर्छ  シスターライ タパイコ ヨニ デ

カウヌ パルツァ 

シスターに膣を見せなければいけ

ません 

लिस्टरले तपाईंको योनी लभत्र िाँच्न ुहुसछ シスターレ タパイコ ヨニ ビッ

トラ ザンツヌ フンツァ 

シスターが膣内を診察します 
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15 नम्बरको कोठामा िानुि ् パンドラ ナンバル コ コタマ 

ジャヌス 

15 番の部屋に行ってください 

 

その他 

मुटुको िाँच गनु ुपछु ムトゥ コ ザンツ ガルヌ パル

ツァ 

心臓の検査をします。 

तपाईंको दििा आउने प्वाल िाचँ्न गछुु タパイコ ディサ アウネ ポール 

ザンツナ ガルツ 

直腸診します 

आँखा िाँच्न ुपछु アカ ザンツヌ パルツァ 目の検査が必要です 

सिडियो एक्िरे जााँच्न ुपदैन  ビデオ Xray ザンツヌ パルダイナ 超音波検査は必要ありません 

तपाईं धेरै लिककस्त हुन ु भएको भए, 
लभडडयो एक्िरे गनु ुपछु नत्र पिैन 

 

タパイ デレイ シキスタ フヌ 

バエコ バエ、ビデオ Xray ガルヌ 

パルツァ ナットラ パルダイナ 

もっと重い症状があった場合、超

音波が必要です、そうでなければ

必要ではありません 

िुगर धेरै छ भने मात्र पपिाब िाँच्िा थाहा 
हुसछ 

シュガー デレイ ツァ バネ マ

ットラ  ピサーブ ザンツダ タハ 

フンツァ 

糖が多い時だけ、尿検査でわかり

ます 

नत्र थाहा हँुिैन ナットラ タハ フンダイナ そうでなければわかりません 

िुगर छ कक छैन थाहा हुन, रगत िाँच्न ु
पछु 

シュガー ツァ キ ツァイナ タ

ハ フナ、ラガット ザンツヌ パル

ツァ 

糖があるかないか知るためには、

血液検査が必要です 

तपाईंको लभडडयो एक्िरे अको डाक्टरले 
गनु ुहुसछ 

タパイコ Video X-ray アルコ ド

クトルレ ガルヌ フンツァ 

あなたのエコーは他の医師がやり

ます 

८ नंबरको कोठा बादहर बस्निु ् アート ナンバルコ コタ バヒラ 

バスヌス 

8 番の部屋の外で待ってください 

 

  



10 

 

４．処方・指示 
一般 

薬の処方  薬：オウシャディ＝ダバイ 

म तपाईंलाई एसटी-बायोदटक्ि दिसछु マ タパイライ アンティバイオテ

ィクス ディンツ 

抗生剤を処方します 

िुुःखई कम गने औषधी दिसछु ドゥカイ カム ガルネ オウシャ

ディ ディンツ 

鎮痛薬を処方します 

 

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

ディンツ 

睡眠薬を処方します 

पोलेको ननको हुने औषधी दिसछु ポレコ ニコ フネ オウシャディ 

ディンツ 

burning sensation を除く薬を処方し

ます 

ननिाएको ननको हुने औषधी दिसछु 

 

ニダエコ ニコ フネ オウシャデ

ィ ディンツ                   

しびれ（numbness）     〃 

 

मैले यो औषधी दिएको छु マイレ ヨ オウシャディ ディエ

コ ツ 

この薬を処方しています 

औषधी चादहँिैन オウシャディ ツァヒンダイナ 薬は必要ありません 

यो औषधीको मात्रा पुगेना  ヨ オウシャディコ マットラ プ

ゲナ            

この薬の量は十分ではありませ

ん。 

यो औषधीको मात्रा धेरै हुसछ ヨ オウシャディ コ マットラ 

デレイ フンツァ 

この薬の量はとても多くなりま

す。 

ननको हँुसछ ニコ フンツァ よくなりますよ 

 

यो औषधी धेरै खानु राम्रो हँुिैन ヨ オウシャディ デレイ カヌ 

ラムロ フンダイナ 
この薬をたくさん飲むのはよくあ

りません 

धेरै िखेुको िमयमा मात्र ैखानुि ् デレイ ドゥケコ サマヤマ マッ

トライ カヌス 

痛い時だけ飲んでください 

वाकवाक लागेको िमयमा मात्र ैखानुि ् ワクワク ラゲコ サマヤマ マッ

トライ カヌス              

気持ち悪い時だけ 〃 

यो औषधीले कदहलेकाही ं ग्याजस्िक 
हुनिक्छ 

ヨ オウシャディレ カヒレカヒン 

ギャスティック フナサクツァ 

この薬は時に胃炎を起こします。 

ग्याजस्िकको औषधीले ग्याजस्िकको 
रोकथाम गछु 

ギャスティックコ オウシャディレ  

ギャスティックコ ロクタム(予防) 

ガルツァ 

胃炎の薬は胃炎を予防します 

यो औषधी नखानुि ् ヨ オウシャディ ナ カヌス この薬は飲まないでください 

यो औषधी खाएपनछ ननको हुन २-३दिन 
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 
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तपाईंलाई खाने (लाउने) औषधी दिसछु タパイライ カネ（ラウネ） オウシ

ャディ ディンツ 

経口薬(塗り薬)を処方します 

 

एसटी-बायोदटक्ि औषधी ले काम गिैन 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 

抗生剤は効きません 

 

२ हप्ताको लागग औषधी दिसछु ドゥイ ハプタ コ ラギ オウシ

ャディ ディンツ 

2 週間分薬を出します 

यो औषधी एकदिनमा एकचोटी खानुि ् ヨ オウシャディ エクディン マ 

エク チョティ カヌス 

1 日 1 回内服してください 

यो औषधी एउटा मात्र ैखानुि ् ヨ オウシャディ エウタ マットライ 

カヌス 

1 回内服するだけです 

आधा चक्की मात्र ्खानुि ् 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 

हप्तामा २ पल्ट श्याम्पूले टाउको नुहाई 
दिनुि ्

ハプタ マ ドゥイ パルタ シャンプ

ーレ タウコ ヌハイ ディヌス 

1週間に 2回シャンプーしてくださ

い 

तपाईंले यो औषधी ५ दिनिमं्म खानुपछु タパイレ ヨ オウシャディ パーンツ 

ディン サンマ カヌ パルツァ 

この薬を5日間(まで)飲む必要があ

ります 

औषधी बीचम ैखान नछोड्निु ् オウシャディ ビーツ(middle) マ カ

ナ ナ チョルヌス(stop) 

薬を途中でやめてはいけません 

औषधी पुरै खानुि ् オウシャディ プーライ(completely) 

カヌス 

薬を飲み切ってください 

यो भसिा कडा औषधी छैन ヨー バンダ(than) コダ(strong) オ

ウシャディ ツァイナ 

これより強い薬はありません 

यो औषधी कडा छैन ヨ オウシャディ コダ ツァイナ この薬は強くありません 

यो िामासय औषधी हो ヨ サマンニャ オウシャディ ホ 弱い(普通の)薬です 

यिी धेरै ढुख्यो भने イェディ  デレイ  ドゥキョ  バ

ネ・・・・ 

もしとても痛いようなら・・・ 

औषधी को मात्रा बढाउन ुपछु オウシャディ コ マットラ バラウヌ 

パルツァ 

薬の量を増やす必要があります 

तपाईं ले १ दिनमा २ पल्ट औषधी खािै 
हुनुहुस्यो 

タパイレ エクディン マ ドゥイ パ

ルタ オウシャディ カーダイ フヌ

フンティヨ、 

あなたは薬を 1 日 2 回飲んでいま

した 

तर तपाईं ले आब १ दिनमा ३ पल्ट खान ु
पछु 

タラ タパイレ アバ エクディン 

マ ティン パルタ カヌ パルツァ 

しかし 1 日 3 回飲む必要がありま

す 

यो औषधी तपाईंको पेट को बच्चाको लागग 
िुरक्षित 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 

この薬はおなかの赤ちゃんに安全

です 

यो औषधीले तपाईंको पेट को बच्चा लाई 
अिर गिैन 

ヨ オウシャディレ タパイコ ぺーッ

トゥ コ バッチャライ アサル ガル

ダイナ 

この薬はおなかの赤ちゃんに有害

ではありません 

ननको भएन भने रगत िचाउने िल्लाह ニコ バエナ バネ、ラガット ザツァ よくならなければ、血液検査をお
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दिसछु ウネ サラハ ディンツ すすめします 

६ नंम्बर को कोठा मा िोिनिु ् ツァー ナンバル コ コタ マ ソドゥ

ヌス 

6 番で聞いてください 

मैले लेखखदिएको औषधी खानुि ् マイレ レキ ディエコ オウシャディ 

カヌス 

私が処方した薬を飲んでください 

तपाईंको घरमा भएको औषधी खुवाउनुि 
(नखवुाउनुि) 

タパイコ 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) 

तपाईंलाई कुन ैऔषधी दििैनौ タパイライ クナイ オウシャディ デ

ィーダイノウン 
薬は処方しません 

 

点滴・入院 

िुइ लाउन ुपछु スイ ラウヌ パルツァ 注射が必要です 

नशाबाट औषधी दिन ुपछु ナサバタ オウシャディ ディヌ パル

ツァ 

点滴が必要です 

कजम्तमा ३ दिन भना ुगनु ुपछु カムティ マ ティンディン バルナガ

ルヌ パルツァ 

少なくとも 3 日間入院が必要です 

ननको भएन भने आझ ै बस्न ुपछु ニコ バエナ バネ、アッジャイ バス

ヌ パルツァ 

よくならなければ、さらに入院が

必要です 

बच्चालाई भना ुगन ुकुन ैिमस्या छ？ バッチャライ バルナ ガルナ クナイ 

サマシャ ツァ？ 

お子さんが入院するのに何か問題

ありますか？ 

यिी तपाईंले बच्चालाई घर लान ुभयो भने 
ननको पान ुधेरै िमाय लाग्छ 

イェディ タパイレ バッチャライ ガ

ール ラーヌ(take)バヨ バネ、ニコ 

パルナ デレイ サマエ ラグツァ 

もし子供を家に連れて帰ると、(治

るまでに)時間がかかります 

भना ुगरेर निाबाट औषधी दिँिा चाड ै
ननको हुसछ 

バルナ ガレラ ナサバタ オウシャデ

ィ ディンダ チャーデイ ニコ フン

ツァ 

入院して点滴すれば、早く良くな

ります 

भना ुगरेर उपचार गिाु 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 भसिा नशा बाट औषधी दिँिा 
राम्रो हुसछ 

カネ オウシャディ バンダ ナサバタ 

オウシャディ ディンダ ラムロ フン

ツァ 

経口薬よりも点滴の方がよいです 

िुइ लाउन ुपछु スイ ラウヌ パルツァ 注射が必要です 

 

他院紹介 

तपाईं को अपे्रशन 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 

पने हुन िक्छ パルネ フナサクツァ 必要かもしれない 

अझै धेरै िाँच गनु ुपछु アッジャイ デレイ ジャンツ ガルヌ さらに詳しい検査が必要です。 
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パルツァ 

यहा ँयस्तो िाँच हँुिैन ヤハン イェスト ジャンツ フンダイ

ナ 

ここではそのような検査はできま

せん 

तपाईंको उपचार यहा ँहँुिैन タパイコ ウパツァール ヤハン フン

ダイナ 

あなたの治療はここではできませ

ん 

यहा ँअदहले अपे्रशन गने डाक्टर हुनुहुसन ヤハン アヒレ オペレーション ガ

ルネ ドクター（ダクタル）フヌフン

ナ 

ここにはオペをする医師が今はい

ません 

िनत िक्िो चाडँो ठुलो हजस्पटल मा िानु 
पछु 

ジャティ サクド 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 

दढलो नगनुिु ् ディロ  ナガルヌス 遅れてはいけません 

ठुलो हजस्पटल मा अि ैधेरै िाचँ 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 

िातँकोलागग िाँतको डाक्टर को मा िानु 
पछु 

ダーット コ ラギ ダート コ ドクト

ル コ マ ジャヌ パルツァ 

歯のことなので歯科に行ってくだ

さい 

 

指示 

ननको भएन भने रगत िाच्न ुपछु ニコ バエナ バネ、ラガット ジャツ

ヌ パルツァ 

よくならなければ、血液検査をお

すすめします 

ज्वोरो आएको छैन तेिैले रगत िचाउनु 
पिैन 

ジョロ アエコ チャイナ、テサイレ 

ラガット ジャツァウヌ パルダイナ 

熱がないので血液検査は不要です 

आराम गनुिु ् アラーム ガルヌス 休息してください 

िररर लुलो पानुिु ् サリール ルロ パルヌス 体を楽にしてください 

न अजत्तनुि ् ナ アッティヌス 心配ありません 

ज्वोरो 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 

उमेर को कारणले कदहलेकही ंयस्तो हुसछ ウメルコ カラン レ カヒレカヒン 

イェスト フンツァ 

老化のため、時々あります 

आफै ननको हुसछ アファイ ニコ フンツァ 自然に良くなります 

हामी एक िइु दिन पखेर हेन ुि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 

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 

६ नंम्बर को कोठा मा गएर औषधी खानुि ् ツァー ナンバル コ コタマ ガエラ 

オウシャディ カヌス 

6 番の部屋に行って薬をもらって

ください 

ननको हुन लामो िमय लाग्छ ニコ フナ ラーモ サマヤ ラグツァ よくなるのに長い時間かかります 

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 
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यिी ज्वोरो आयो भने फेरी आउनुि ् エディ ジョロ アヨ バネ、 フェリ 

アウヌス 

熱があればまた来てください 

यिी तपाईंलाई ननको भएन भने イェディ タパイライ ニコ バエナ 

バネ、 〃 

もし具合がよくならなければ 〃 

यिी ज्वोरो कम भएन भने イェディ ジョロ カム バエナ バネ 

〃 〃 

熱が下がらなければ 

यिी िुुःखाई बढ्यो भने イェディ ドゥカイ バリョ（バドョ） 

バネ、 〃  

痛みがひどくなる時は 

यिी हात ननिायो भने イェディ ハートゥ ニダヨ バネ 〃 手がしびれるようなら 

यिी धेरै रगत आयो भने イェディ デレイ ラガット アヨ バ

ネ 〃  

たくさん出血するようなら 

यिी खाना राम्रो िँग खाएन भने イェディ カナ ラムロ サンガ カエ

ナ バネ、 〃 

十分に食べられなければ、 

यिी खाना खान िक्छ भने イェディ カナ カナ サクツァ バネ、 

〃  

もし食べれるようなら 

यो औषधी खाएको िइु नतन दिनपनछ 

ननको भए पनन ननको नभए पनन फेरी 
आउनुि ्

ヨ オウシャディ カエコ ドゥイ テ

ィンディン パチ ニコ バエ パニ ニ

コ ナバエ パニ フェリ アウヌス 

この薬を飲んだ後 2～3 日後、よく

なってもならなくてもまた来て下

さい 

िनत िक्िो चाडँो हजस्पटल आउनुि ् ジャティ サクド チャード ホスピタ

ル アウヌス 

できるだけ早く病院に来てくださ

い 

िम्भव भएिम्म サンバッブ バエ サンマ できるだけ 

खाली पेट मा आउनुि ् カーリ ペット マ アウヌス 空腹で来てください 

यिी यो बढ्यो भने फेरी आउनुि ् イェディ ヨー バリョ バネ、フェリ

アウヌス 

もし大きくなったらまた来てくだ

さい 

न कसयाउनुि ् ナ カナウヌス 掻かないでください 

कसयायो भने िं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 

फोका/ठेउला अनुहार मा धेरै आयो भने フォカ/ テウラ アヌハル マ デーラ

イ アヨ バネ、 

顔に水疱（Chicken pox）がいっぱ

いあったら 

स्कूल नपठाऊनुि ् School  ナ パタウヌス 学校に行かせないでください 

यो घाउ मा पाप्रा अएपनछ ヨ ガウ マ パップラ(痂皮) アエ パ

チ、 

かさぶたになってから、 

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 

 

乳幼児向け 
तपाईंको बच्चाले खाना खान आबश्यक 
छैन 

タパイコ バッチァレ カナ カナ ア

バシァック  ツァイナ 

赤ちゃんは食事がとれなくて構い

ません 

िधू र पानीले पुग्छ ドゥッドゥ  ラ  パニ レ プグツ ミルクか水で十分です 



15 

 

ァ 

यिी पानी पपउन िकेन भएन भने फेरी 
आउनुि ्

イェディ 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 （乳児に対して敬語不要） 

यिी तपाईंको बच्चामा िुधार आएन भने 
फेरी आउनुि ्

エディ タパイコ 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 

तपाईंको बच्चालाई पानीको कमी छ タパイコ バッチャライ パニ コ カ

ミ ツァ 

お子さんは脱水があります 

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

यिी पानी खािैन भने भना ुगरेर निा बाट 
पानी दिन ुपछु 

イェディ パニ カーンダイナ バネ、

バルナ ガレラ ナサ 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 

बच्चालाई भना ुगनु ुपिैन バッチャライ バルナ ガルヌ パルダ

イナ 

お子さんは入院は必要ありません 

ककनभने ज्वोरो कम हँुिै छ キナバネ ジョロ カム フンダイ ツ

ァ 

なぜなら熱がよくなってきている

からです 

बच्चालाई भना ुगन ुकुन ैिमस्या छ？ バッチャライ バルナ ガルナ クナイ 

サマシャ ツァ？ 

お子さんが入院するのに何か問題

ありますか？ 

बच्चालाई यो औषधी खवुाउनिु ् バッチャライ ヨ オウシャディ クワ

ウヌス 

お子さんにこの薬を飲ませてくだ

さい 

दिनदिन ैनुहाउनुि ् ディンディナイ ヌハウヌス 毎日入浴させてください 

तेल नलगाई दिनिु ् テール ナラガイ ディヌス (お子さんに)オイルをつけないでく

ださい 

यो तपाईंको बच्चाको बानी मात्र हो ヨー タパイコ バッチャコ バー

ニー マットラ ホ 
これはお子さんの癖です 

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

 

上気道炎・気管支炎 

तपाईंलाई रुघा िुरु भएको हुनिक्छ タパイライ ルガ スルバエコ フ

ナサクツァ 

あなたは風邪の 

初期と思われます 

तपाईंलाई ननको बनाउने औषधी दिसछु タパイライ ニコ バナウネ  
オウシャディ ディンツ 

よくなる 

お薬を出します 

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

ディンツ 

感冒薬処方します 

खोकी कम हुने औषधी दिसछु コキ カム フネ オウシャディ 

ディンツ 

咳止めを処方します 

मुख छोपेर खोक्नुि ् ムク ツォペラ（cover）コクヌス 口を覆って咳してください 

मुख छोपेर बोल्नुि ् 〃      ボルヌス 〃  話してください 
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मास्क लगाउनुि ् マスク ラガウヌス マスクしてください 

खोकी केही िमय लाग्न िक्छ コキ ケヒ サマヤ ラグナ サ

クツァ、 

咳はしばらく続きます 

त्यिपनछ आफैँ  ननको हुसछ  テスパチ アファイ ニコフンツ

ァ 

でも、そのうち収まります 

 

胃炎・胃腸炎 

परिीवी िँग लभड्ने/िुकाको औषधी दिसछु パラジビ サンガ ヴィルネ/ズカ

コ オウシャディ ディンツ 

抗寄生虫（Worm）薬を処方します 

ग्याजस्िकको औषधी दिसछु ギャスティック コ オウシャデ

ィ ディンツ 

胃炎の薬を処方します 

बासता रोक्ने औषधी दिसछु バンタ ロクネ オウシャディ 

ディンツ 

吐き気止めを 

処方します 

जिबनिल दिसछु ジーバンジェル  ディンツ ORS を処方します 

यदि ग्याजस्िक ठीक भयोभने खाना खान 
िक्नुहुसछ 

イェディ ギャスティック 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 

गचल्लो पपरो अलमलो 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 

तपाईंले फलफुल िाग िब्िी खान 
िक्नुहुसछ 

タパイレ 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 नखानुि ् ロキシ ナ カヌス お酒を飲まないでください 

अदहले इसडोस्कोपी गने डाक्टर हुनुहुसन アヒレ インドスコピー ガルネ 

ドクター フヌフンナ 

今は内視鏡をする医師がいません 

 

尿路・腎 

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

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

 

整形外科 

न चलाउनको लागग ナ チャラウナコ ラギ 固定するために 

तपाईंको हात नहजल्लने बनाउनको लागग タパイコ ハーット  ナハリネ 

バナウナコ ラギ 

腕を動かなくするため 

ब्याक स्ल्याब राख्न पछु back slab ラクナ パルツァ  back slab 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 नहल्लाउनुि ् ヨ バーグライ ナハラウヌス（チ この部位を動かさないでください 
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ャラウヌス） 

तपाईंको खटु्टामा बटु कास्ट लगाउन ुपछु タパイコ クッタ マ boot cast 

 ラガウヌ パルツァ 

足のギブスが必要です 

यदि भाँचेको छैन भने, हामी हेन ुिक्छौं イェディ バッチェコ ツァイナ 

バネ、ハミ ヘルノ サクツォウ 

骨折がなければ、様子を見れます 

ननको हुन लामो िमय लाग्छ ニコフナ 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 

िुजसनएको ननको भयो भने スンニエコ ニコ バヨ バネ、 腫れがよくなったら 

ननिाएको ननको भयो भने ニダエコ ニコ バヨ バネ、 しびれがよくなったら 

ब्यायाम / किरत ベエム／カサロット Exercise 

ब्याकस्ल्याब(back slab) पुरै लगाउँिा राम्रो 
हुसछ 

プーライ ラガウンダ ラムロ 

フンツァ  

完全に（backslab を）つけた方がい

いです 

 

外科 

िफा पानीले िफा गनुपुछु             サファ パニレ サファ ガルヌ 

パルツァ  

きれいな水できれいにするのが必

要です 

िफा पानीले िफा रुमालले घाउ िफा 
गनुपुछु 

サファ パニレ サファ ルマー

ルレ ガウ サファ ガルヌ パ

ルツァ  

きれいな水とハンカチ(石鹸)で、傷

をきれいにしてください 

गचरेर पपप ननकल्नपुछु チレラ ピプ ニカルヌ パルツ

ァ 

小さな切開をして膿を出す必要が

あります 

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

तपाईंले दटटानि र रेबबिको िुई 
लगाउनुपछु 

タパイレ テタヌス ラ  

レビーズコ スイ ラガウヌ  

パルツァ  

あなたは破傷風と狂犬病の注射が

必要です 

पदहला ७ नबंरको कोठामा िानुि ् パヒラ サート ナンバルコ コ

タマ ジャヌス 

まず ER(7 番部屋)に行ってください 

त्यहा ँतपाईंको घाउ िफा गररदिन ुहुसछ テハ タパイコ ガウ サファー 

ガリディヌ フンツァ 

そこで傷をきれいにします 

त्यिपनछ तपाईं स्वास््य अकफि िान ुपछु テスパチ タパイ ジャナ スワ

スティア オフィス ジャヌ パ

ルツァ 

その後 Public health office に行くの

が必要です 

दिनदिन ैगि/पदट्ट फेररदिनुि ् ディンディナイ ガーゼ(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 

きれいにしてから軟膏を塗ってく

ださい 

रेिा भएको खाने कुरा खानुि ् レサ (fiber) バエコ カネ クラ 

カヌス 

繊維食を摂ってください 

यो औषधीले दििा नरम बनाउँछ ヨ オウソディレ ディサ ナー この薬は便を柔らかくします 
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ラム(soft) バナウツァ 

दििा गिा ुमािु आउँछ भने अपरेशन गनु ु
पछु 

ディサ ガルダ マス アウンツ

ァ バネ、オペレーション ガルヌ  

パルツァ 

排便時に痔が出てくるようなら、手

術が必要です 

 

産婦人科 

धेरै पेट िखु्यो भने र रगत धेरै बग्यो भने 

फेरर आउनुि ्

 

デレイ ペーットゥ ドゥキョ 

バネ ラ ラガット デレイ バ

ギョ バネ フェリ アウヌス          

もし腹痛がひどくなったり vaginal 

bleeding がある時はすぐに来てく

ださい 

यो औषधी तपाईंको पेटको बच्चाको लागग 

िुरक्षित 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 

この薬はおなかの赤ちゃんに安全

です 

यो औषधी तपाईंको पेटको बच्चालाई 

नराम्रो अिर गिैन 

 

ヨ オウシャディ タパイコ ペ

ーットゥ コ バッチャライ ナ

ラムロ アサール ガルダイナ 

この薬はおなかの赤ちゃんに危険

ではありません 

रगत बसि हुने औषधी दिसछु   

 

ラガット バンダ フネ オウシ

ャディ ディンツ 

出血を止める薬を出します 

गभवुनत मदहलाले १५ नम्बर को कोठामा 
िता ुगनु ुपछु 

 

ガルバワティ マヒラレ パンド

ラ ナンバル コ コタマ ダル

ダ ガルヌ パルツァ 

妊婦は 15 番の部屋で登録します 

 

皮膚科 

दिन दिन ैिफा गनुिु ्

 

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 

दिन दिन ैनुहाईदिनुि ्

 

ディンディナイ ヌハイ ディヌ

ス 

毎日入浴してください 

तेल नलगाउनिु ्

 

テル ナラガウヌス オイルをつけないでください 

गचलाएको कम हुने औषधी दिसछु 

 

チラエコ カム フネ オウシャ

ディ ディンツ 

かゆみを抑える薬を出します 

यहा ँनछुनुि ् ヤハン ナチュヌス  ここは触らないでください 

७ न ंको कोठामा ननकाल्न लगाउनुि ् サート ナンバル コ コタ マ 

ニカルナ ラガウヌス  

ER(7 番)で取ってもらってください 

किैलाई एलेिी लामो िमयिम्म आउन 

िक्छ 

カサイライ  エレジー ラーモ 

サマエサンマ アウナ サクツァ  

アレルギーが長く続く人もいます 

औषधी लामो िमय खानुि ्

 

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 
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糖尿病 

तपाईंको िुगर बढेको छ  

 

タパイコ シュガー バディエコ 

ツァ 

血糖が高いです 

त्यिैले औषधीको मात्रा बढाउन ुपछु 

 

テサイレ オウシャディコ マッ

トラ バダウヌ パルツァ  

だから薬の量を増やす必要があり

ます 

गचनी रोगको बबरामीले लिणहरु शुरुमा 
थाहा पाउँिैन 

 

チニ ログコ ビラミレ ラクチ

ャナハル スルマ タハ パウン

ダイナ   

糖尿病患者は諸症状が初めは気づ

きません 

थाहा पाएपनछ धेरै ढीलो भइिकेको हुसछ 

 

タハ パエ パチ デレイ ディ

ロ バイサケコ フンツァ 

気づいた時には既に進行していま

す 

 

生活指導 

नून कम्ती खान ुपछु 

 

ヌン カムティ カヌ パルツァ  減塩食をとってください 

नुननलो धेरै नखानुि ् 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 

िािा खाना खानु 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    ジェパニ 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 नुननलो खान ु भयो भने िुजसनएको 
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 भने पे्रिर बढ्छ 

 

デレイ ヌン カヌ バヨ バネ、

プレッシャー バルツァ 

血圧が上がります 
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５．診察編 

म तपाईंलाई िाँच्छु マ タパイライ ザーンツゥ 診察しますね 

िेखाउनिु ् デカウヌス   見せてください 

िखु्छ ?  /  िखु्िैन ? ドゥクツァ？／ドゥクダイナ？ 痛いですか? 痛くないですか? 

लुगा खोल्नुि ् ルガー コルヌス   服を脱いでください 

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

मागथ हेनुिु ् マティ ヘルヌス  上を見てください 

मलाई हेनुिु ् マライ ヘルヌス  私を見てください 

यहाँ हेनुिु ् ヤハン ヘルヌス  これを見てください 

िजिलोिँग बस्नुि ् サジロ サンガ バスヌス 楽に座ってください 

िीधा गनुिु ् シッダー ガルヌス 真っ直ぐにしてください 

यस्तो गनुिु ् イェスト ガルヌス こういう風にしてください 

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

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

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

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

छाम्िा िखु्छ ? チャムダ ドゥクツァ？ 触ると痛いですか? 

छोड्िा िखु्छ ? チョルダ ドゥクツァ？ 離したときとき痛いですか? 

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

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

मेरो हात बेस्िरी िमात्नुि।् メロ ハトゥ 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 िमात्नुि ् バッチャコ ハトゥ サマトゥヌ

ス 

お子さんの手をつかんでください 

फुस्रो フスロ 血色のない(discolor) 

तपाईंको बच्चाको अनुहार फुस्रो िेखखसछ タパイコ 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 

तपाईंको ज्वोरो िाँ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 

ननकाल्नुि ् ニカルヌス 取り除いてください(remove) 
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６．診断編 

一般 

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

तपाईंलाई  … रोग लागेको छ िस्तो छ タパイライ・・・ログ ラゲコ ツ

ァ ジャスト ツァ 

・・・(病名)を疑っています 

… नहुन िक्छ ・・・ ナフナ サクツァ ・・・はないと思います 

तपाईंको मुख्य िमस्या  … हो タパイコ  ムッキャ  サマシ

ャ・・・ホ 

あなたの main problem は・・・です 

तपाईंलाई ब्याक्टेररयाले गिाु ज्वोरो 
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 

भाइरि バーイラス ウイルス 

जिवाण ु(ककटाण)ु ジワヌ（キタヌ） 細菌 

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

अदहले केहीपनन भएको छैन। アヒレ ケヒパニ バエコ ツァ

イナ 

今のところ症状は何もありません 

 

कुनै िमस्या िेखखएको 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 

 

खोकी मात्र लागेको हो। ननमोननया होइन  コキ マットラ ラゲコ ホ。 ニ

ューモニア ホイナ 

咳だけで、肺炎ではありません 

यो मुटु िम्बसधी रोग होइन ヨー ムトゥ サンバンディ ロ

グ ホイナ 

これは心疾患ではありません 

चोट लागेको छैन ツォトゥ ラゲコ ツァイナ 傷はありません 

तपाईंको बच्चा िामासय छ タパイコ バッチャ サーマニヤ 

ツァ 

 お子さんは普通です 

तपाईंलाई ज्वोरो आएको मुख्य कारण 
थाहा छैन 

タパイライ 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 

 

तपाईंको शरीरमा कुन ैककटाण ुहुन िक्छ タパイコ 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 

पानीको कमी भएको छ パニ コ カミ バエコ ツァ 脱水があります 

तपाईंको अवस्ता लिककस्त छ タパイコ アワスタ  シキスタ 

ツァ 

あなたの症状は重症です 

（もう動けない状態） 

तपाईं धेरै पवरामी हुनु भएको छ タパイ デーライ ビラーミー 

フヌ バエコ ツァ 

あなたの症状は重症です 

भनाु गनु ुपछु バルナ ガルヌ パルツァ 入院が必要です 

अस्पतालमा राखेर उपचार गनु ुपछु アスパタル マ ラケラ ウパツ

ァール ガルヌ パルツァ 

病院で治療を続けるのが必要です 

तपाईंको बच्चालाई घरमा राख्नु भयो भने タパイコ バッチャライ ガルマ お子さんを家に置いておくと、治ら
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ननको नहुन िक्छ। ラクヌ バヨ バネ、ニコ ナフナ 

サクツァ 

ないでしょう 

भनाु गरेर उपचार गयो भने नछटो ननको 
हुसछ 

バルナ ガレラ ウパツァール 

ガリヨ バネ、チト ニコ フンツ

ァ 

入院して治療すると、早く治ります 

नशाबाट पानी दिनु पछु ナサバタ パニ ディヌ パルツ

ァ 

点滴が必要です 

बच्चाको उमेर अनिुारको तौल (वेट) 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 

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 

िरुवा रोग サルワ ログ 感染症 

निने रोग ナサルネ ログ 非感染症 

यो रोग ििैन ヨ ログ サルダイナ 感染症ではありません(感染しませ

ん) 

ललम्फ ग्रसथ リンファ グラーント リンパ節 

तपाईंको 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 

यो रोग पुरै ननको हुन गाह्रो छ ヨ ローグ プライ ニコ フナ

ガロ ツァ 

この病気を完全に治療するのは難

しいです 

 

血液 

रगत िाँचको पववरण राम्रो छ ラガット ザンツ コ ビバラン

（result） ラムロ ツァ 

血液検査（の結果）は問題ありませ

ん 

रगतमा हेमोगओ्बबनको मात्रा कम छ ラガットマ ヘモグロビンコ マ

ーットラ カム ツァ 

貧血があります 

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

रगत िमेको छ ラガット ジャメコ ツァ 血液が固まっています 

 

神経 

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 

मजस्तष्क ज्वर /मेननसिाइदटि マスティスカ ズワロ（メニンザイ

ティス） 

髄膜炎 

यस्तो लिण यो उमेरको बच्चालाई ज्वोरो 
आउँिा कदहलेकही ंिेखखसछ 

エスト ラクシャヌ ヨ ウメル

コ バッチャライ ジョロ アウ

ンダ カヒレカヒ デキンツァ 

この症状はこれくらいの年の子で

熱が出ると起こります 



23 

 

यस्तो लिण धेरै पटक िोहोयो 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 

何回も繰り返すようなら、検査が必

要です 

 

尿・尿路感染 

दिशा (पपिाब) को िाँच राम्रो छ ディサ（ピサーブ）コ ザンツ ラ

ムロ ツァ 

便(尿)検査は問題ありません 

तपाईंको पपिाबमा पपप (रगत) िेखखसछ  タパイコ ピサーブマ ピプ（ラガ

ット） デキンツァ 

検査で膿尿(血尿)があります 

तपाईंको लमगौलामा िमस्या छ タパイコ ミルゴウラ マ サマ

シャ ツァ 

腎臓に問題があります 

तपाईंको पपिाब आउने बाटोमा िंक्रमण छ タパイコ ピサーブ アウネ バ

ト マ サンクロマン ツァ 

尿路／尿道に感染があります 

 

तपाईंको  लमगौलामा ढुङ्गा हुन िक्छ タパイコ ミルゴウラ マ ドゥ

ンガ フナ サクツァ 

腎臓に結石があると思われます 

 

産婦人科・乳腺・内分泌 

योनी िकं्रमण छ ヨニ サンクロマン ツァ 膣炎があります 

पपिाब आउने बाटोमा िंक्रमण छ ピサーブ アウネ バトマ サン

クロマン ツァ 

外陰部に炎症があります 

तपाईं गभवुती हुनुहुसन タパイ ガルバヴァティ フヌフ

ンナ 

妊娠はしていません 

तपाईं गभवुती हुनुहुसछ タパイ ガルバヴァティ フヌン

ツァ 

妊娠しています 

तपाईंको पेटमा बच्चा छ タパイコ ペーットゥ マ バッ

チャ ツァ 

妊娠しています 

मामरी（िधुको）ग्रसथ マーマリー（ドゥーダコ） グラン

ト 

乳腺 

तपाईंको पाठेघर खिेको छ タパイコ パテガル カセコ ツ

ァ 

子宮脱があります 

तपाईंको घाटीको ग्रजसथ िुसनीएको छ タパイコ ガティコ グランティ 

スンニエコ ツァ 

甲状腺腫（Goitar） 

あなたののどが腫れています 

योनी लभत्र घाउ छ ヨニ ビットラ ガウ ツァ 膣に erosion があります 

 

消化器 

तपाईंको पेटमा िमस्या छ タパイコ ぺーットゥマ サマシ

ャ ツァ 

胃腸炎です 
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तपाईंलाई ग्याजस्िक छ タパイライ ガスティック ツァ 胃炎です 

तनावले ग्याजस्िक हुन िक्छ トナーブレ ガスティック フナ 

サクツァ 

ストレスで胃炎になることがあり

ます 

कब्िीयत カブジヤット 便秘 

पाइल्ि (मलद्वारको रक्त नललहरु 
िुजसनएको छ।) 

パイルス（マルドゥワールコ ラクタ ナリハル 

スンニエコ ツァ） 

痔 

तपाईंलाई कब्िीयत भएको छ タパイライ カブジヤット バエ

コツァ 

あなたは便秘があります 

बच्चाको कलेिो िुजसनएको छ  バッチャコ カレジョ スンニエ

コ ツァ 

お子さんの肝臓は腫れています 

कदहलेकही ंकब्िीयतले बच्चाको कलेिो 
िुजसनसछ 

カヒレカヒ  カブジヤット レ 

バッチャコ カレジョ スンニン 

ツァ 

時々便秘でお子さんの肝臓が腫れ

ます 

तपाईंलाई िजसडि भएको छ タパイライ ジャンディス バエ

コ ツァ 

あなたは黄疸があります 

तपाईंलाई हेपाटाइदटि भएको छ タパイライ ヘパタイティス バ

エコ ツァ 

あなたは肝炎です 

तपाईंको पपत्तथलैीमा ढुङ्गा हुन िक्छ タパイコ ピッタタイリマ ドゥ

ンガ フナ サクツァ 

胆のうに石がありそうです 

तपाईंको पपत्तथलैीमा ढुङ्गा िेखखएन タパイコ ピッタタイリマ ドゥ

ンガ デケナ 

胆のうに石が見つかりませんでし

た 

गोलो िुगा /िकुा ゴロ ズガ/ズカ round worm 

चुना ु チュルナ pin worm 

हैिा ハイジャ コレラ 

 

呼吸器 

फोक्िोमा िमस्या छ フォクソ マ サマシャ ツァ 肺に問題があります 

फोक्िोको आवाि अलल राम्रो छैन フォクソ コ アワザ アリ ラ

ムロ ツァイナ 

肺の音は少し良くないです 

फोक्िोबाट नराम्रो आवाि िुननसछ フォクソ バタ ナラムロ アワ

ザ スニン ツァ 

肺から汚い音が聞こえます 

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

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

ザ ラムロ ツァ 

胸の音を検査しましたがきれいで

す 

िाि 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 

तपाईंलाई िम भएको छ タパイライ ダム バエコ ツァ COPD/喘息/息切れ があります 

लहरे खोकी ラハレ コキ 百日咳 
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तपाईंलाई रुगा लागेकोले कान बसि भएको 
छ 

タパイライ ルガ ラゲコレ カ

ン バンダ バエコ ツァ 

風邪をひいているから、耳が詰まっ

ているのです 

िुसन अप््यारो भएको छ スンナ アプテャロ バエコ ツ

ァ 

聞きづらいです 

टीबी पनन हुन िक्छ TB パニ フナ サクツァ TB かもしれません 

खोकी मात्र लागेको हो। ननमोननया होइन  コキ マットラ ラゲコ ホ。 ニ

ューモニア ホイナ  

咳だけで、肺炎ではありません 

 

整形 

तपाईंको मस्िल/मांिपेिी मात्र िखेुको हो タパイコ マッサル  マットラ 

ドゥケコ ホ 

筋肉痛です 

भागँचएको छ バーッチェコ ツァ 骨折です 

तपाईंको हड्डी चकेको छ タパイコ ハッディ ツァルケコ 

ツァ 

小さな骨折（ひび）があります 

तपाईंको हड्डी फुटेको छैन タパイコ ハッディ フテコ ツ

ァイナ 

骨折していません 

तपाईंको खटु्टाको हड्डी फुटेको छैन タパイコ クッタ コ ハッディ 

フテコ ツァイナ 

足の骨折はありません 

मड्केको छ マルケコ ツァ 打撲です 

लडकेो काराणले िखेुको हो ラデコ カランレ ドゥケコ ホ 転んだことによる痛みです 

मेरुिण्ड メルダンダ 脊椎（vertebura） 

तपाईंको ढाडको हड्डी थोरै िरेको छ タパイコ ダードコ  ハッディ 

トーライ サレコ ツァ 

あなたの背骨は少し歪んでいます 

यो बुढो (बढु्यौली) भएकोले हो ヨ ブロ バエコレ ホ これは aging によるものです 

 

皮膚科 

िनै खदटरा ザナイ カティラ 帯状疱疹 

ठेउला テゥラ 水痘 

िाि  ダードゥ 白癬 

लुतो ルト 疥癬(scabies) 

डजसडफोर ダンディフォル にきび 

बबलमरा  ビミラ じんましん 

घमौरा ガモウラ あせも 

पलिनाको काराणले घमौरा आउँछ パスィナコ カランレ ガモウラ 

アウンツァ 

汗をかくと汗疹が出ます 

मुिो / मुिा ムソ／ムサ Wart(いぼ) 

मािु पलाएको / फोका マス パラエコ／フォカ 口内炎 
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मुखमा खदटरा आएको छ ムクマ カティラ アエコ ツァ 口内炎があります(上と別の表現) 

खखल キィル ウオノメ 

 

眼科・耳鼻科 

आखाँ पाक्ने रोग アカ パクネ ログ  結膜炎 

तपाईंको आँखा पाकेको छ タパイコ アカ パケコ ツァ  結膜炎です 

मोनतबबसि ु モティビンドゥ  白内障 

पपनाि ピナス    副鼻腔炎  

पुरानो पपनाि / पपनाि भएको लामो िमय プラノ ピナス／ピナス バエコ 

ラーモ サマヤ  

慢性副鼻腔炎 

 

外科その他 

एपेजसडक्ि भएको हुन िक्छ アペンディクス  バエコ  フナ 

サクツァ 

おそらく虫垂炎です 

टाका लगाउनु पछु। タカ ラガウヌ パルツァ 縫合が必要です 

रतसधो ラタンド 夜盲 

कुपोषण クポサン  malnutrition(栄養失調) 

कुष्टरोग クスタログ  leprosy 

बाथ/ यरुरक एलिड バートゥ /ユリク エシド 痛風 Uric acid 

बाथ िस्त ैरोग バートゥ ジャスタイ ログ リウマチ(「痛風みたいな病気」) 

काटेर घाउ भएको हो カテラ ガウ バエコ ホ   切創 

फोहोर フォホル  汚い 

हाइड्रोलिल / पानी िमेको ハイドロセル／パニザメコ  陰嚢水腫 

आसरा यो ठाउँमा आएर कदहलेकही ंिखु्छ アンドラ ヨ タウンマ アエラ 

カヒレカヒ ドゥクツァ 

腸がこの場所に時々出てきて痛が

ります 
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７．問診編 

一般 

के भयो ? ケー バヨ？ どうしましたか？ 

ल्याउनुि ् リャウヌス  連れてきてください 

कदहले िेखख ? カヒレ デキ？ いつから？ 

कनत चोदट ? 

कनत पल्ट ? 

カティ ツォティ？ 

カティ パルタ？ 

何回？ 

कदहले िेखख बबरामी हो ? カヒレ デキ ビラミ ホ？  いつから具合が悪いですか？ 

कदहले िेखख िुधार भयो ? 

 

カヒレ デキ スッダール バ

ヨ？ 

いつから良くなりましたか？ 

तपाईंको मुख्य िमस्या के हो ? 

 

タパイコ ムッキャ サマシャ 

ケー ホ？ 

あなたのメインの症状は何です

か？ 

तपाईंको अदहलेको िमस्या के हो ? 

 

タパイコ アヒレコ サマシャ 

ケー ホ？ 

あなたの今回の症状は何ですか？ 

तपाईंलाई अरु के के हुसछ ? タパイライ アル ケーケー フ

ンツァ？  

ほかに何か症状はありますか？ 

अदहले िसचो (आराम ) भयो ? 

 

アヒレ サンツォ（アラーム） バ

ヨ？ 

今少し気分が良いですか？ 

थकाइ लाग्छ ? タカイ ラグツァ？   疲れていますか？ 

खाना रुच्छ / खान मन लाग्छ ? カナ ルッツァ？／カナ マン 

ラグツァ？  

食欲ありますか 

तपाईंको बच्चा टाठो छ ? 

 

タパイコ バッチャ タト ツ

ァ？ 

お子さんは元気がありますか？ 

तपाईंको बच्चा दिनदिन ैकम्िोर हँुिैछ? タパイコ 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？ 

तपाईं बच्चा राम्रोिँग खेल्छ ? タパイコ 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？ 

तपाईंको बच्चाको अनुहारको रङ पदहलाको 
भसिा पररवतनु भएको हो ?  

タパイコ バッチャコ アヌハー

ル コ ラン パヒラ コ バンダ 

パリワルタン(change)バエコ ホ？ 

お子さんの顔色は以前と比べ変わ

りましたか？ 

तपाईंको बच्चाको अनुहारको रङ पहेंलो 
भएको हो ? 

タパイコ バッチャコ アヌハル 

コ ラン パヘンロ バエコ ホ？   

お子さんの顔色は悪くなりました

か？ 

तपाईंको 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？ 

तपाईंको घर कनत टाढा छ ? タパイコ ガール カティ タラ 

ツァ？ 

あなたの家はどのくらい遠いです

か？ 

तपाईं आि ककन आउन ुभएको ? タパイ アジャ キナ アウヌ 何で今日来たのですか？ 
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バエコ？ 

राती पलिना आउँछ ? ラティ パシナ アウンツァ？  夜汗をかきますか？ 

फलोअपको लागग आउनुभएको 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？ 

तपाईं एक्ल ैआउनुभएको हो ? タパイ エクライ アウヌ バエ

コ ホ？   

一人で来ましたか？ 

तपाईं कोिंग आउनुभएको हो ? タパイ コ サンガ アウヌ バ

エコ ホ？  

誰と一緒に来たのですか？ 

ररपोटु बबना औषगध दिन िक्िैन リポート ビナ オウシャディ 

ディナ サクダイナ 

カルテがないと薬を出せません 

अको पटक आउँिा पदहलाको ररपोटु 

ल्याउनुि ्

アルコ パタック アウンダ パ

ヒラコ リポート リャウヌス 

今度来るときはカルテを持ってき

てください 

ध्यान दिएर िुसनुि ्! ディヤン ディエラ スンヌス！  注意して聞いてください！ 

केदह भएको छैन ? ケヒ バエコ ツァイナ？ 何か問題ありますか？ 

तपाईंलाई अको डाक्टरले िाँच्न ुभएको हो タパイライ アルコ ドクトル 

レ ジャンツヌ バエコ ホ 

あなたは他の医師が診察しました 

त्यिैले तपाईं अनघको डाक्टरकोमा िानुि ् テサイレ タパイ アギコ ドク

トル コ マ ジャヌス 

だから前の医師のところに行って

ください 

    

熱 

ज्वरो आएको कनत दिन भयो ? ジョロ アエコ カティ ディン 

バヨ？ 

熱は何日目ですか？ 

कदहले िेखख ज्वरो आएको ? カヒレ デキ ジョロ アエコ？ いつから熱がありますか？ 

तपाईंलाई धेरै ज्वरो आएको छ ? タパイライ デレイ ジョロ ア

エコ ツァ？ 

いつから熱がありますか？ 

तपाईंलाई धेरै ज्वरो आएको गथयो ? 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？ 

तपाईंलाई ज्वरो बबहान धेरै आउँछ कक 

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、それとも夜高い

ですか？ 

ज्वरो आइरहसछ कक आउँिै हराउँिै गछु ? 

 

ジョロ アイラハンツァ キ ア

ウンダイ ハラウンダイ ガルツ

ァ？              

熱はずっとありますか、それとも

On & Off ですか？ 

ज्वरो आएको यो पदहला पल्ट हो ? 

 

ジョロ アエコ ヨー パヒラ 

パルタ ホ？ 

熱が出たのは今回が初めてです

か？ 

पदहले ज्वरो आएको गथयो ? 

 

パヒレ ジョロ アエコ ティ

ヨ？            

前も熱を出したことがあります

か？ 

धेरै िाडो हुसछ ? デレイ ジャーロ フンツァ？              寒気がありますか？ 
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पलिना आउँछ ? パシナ アウンツァ？                 汗は出ますか？ 

तपाईंलाई ज्वरो पदहला आएको हो कक 

खोकी पदहला लागेको हो ? 

タパイライ ジョロ パヒラ ア

エコ ホ キ コキ パヒラ ラ

ゲコ ホ？ 

熱が先に出ましたか、それとも咳が

先に出ましたか？ 

तपाईंलाई पेट पदहला िखेुको हो कक ज्वरो 
पदहला आएको हो ? 

タパイライ ペーット パヒラ 

ドゥケコ ホ キ ジョロ パヒ

ラ アエコ ホ？ 

腹痛が先ですか、それとも熱が先で

すか？ 

 

痛み（一般） 

छाती िखेुको छ? ツァーティ ドゥケコ ツァ？ 胸が痛いですか？ 

मुटु िखेुको छ ? ムトゥ   〃 心臓が  〃 

 

घाटँी िखेुको छ ? ガーンティ  〃 のどが  〃 

पेट िखेुको छ ? ペーット  〃 おなかが 〃 

टाउको िखेुको छ ?  タウコ   〃 頭が   〃 

िातँ िखेुको छ ? ダートゥ  〃 歯が   〃 

तपाईंको टाउको बबहान धेरै िखु्छ कक 

बेलुका धेरै िखु्छ ? 

タパイコ 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？ 

 

िखुखरहसछ ?  ドゥキ ラハンツァ？ いつも痛いですか？ 

कदहलेकाही ंमात्र ैिखु्छ ? カヒレカヒ マットライ ドゥク 

ツァ？ 

時々だけ痛いですか？ 

कदहलेिेखख िखुखराखेको छ ? カヒレデキ ドゥキラケコ ツ

ァ？ 

いつから痛いですか？ 

यो औषधी खानुभसिा अगाडड तपाईंको पेट 

िखेुको गथयो ? 

ヨ オウシャディ カヌ バンダ 

アガリ タパイコ ペーット ド

ゥケコ ティヨ？ 

この薬を飲む前におなかが痛かっ

たですか？ 

यो औषधी खाएपनछ मात्र िखु्न थालेको 
हो ? 

ヨ オウシャディ カエ パチ 

マットラ  ドゥクナ  タレコ 

ホ？ 

このくすりを飲んだ後から痛くな

りましたか？ 

त्यही दिनिेखख न ैिखेुको हो? テヒ ディンデキ ナイ ドゥケ

コ ホ？ 

同じ時期から痛いですか？ 

 

痛み（整形） 

छाम्िा िखु्छ ? チャムダ ドゥク ツァ？ 押すと痛いですか？ 

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

दहडं्िा यहा ँिखु्छ ? ヒィルダ ヤハー ドゥク ツ

ァ？ 

歩くとここが痛いですか？ 
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ननहुररिंा िखु्छ ? ニウリダ ドゥク ツァ？ 前かがみになると痛いですか？ 

गहुुंगो िामान उचाल्िा िखु्छ ? 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 गिा ुधेरै िखु्छ ? 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？ 

तपाईं िधैं धेरै गहुंगो िामान 

उचाल्नुहुसछ ? 

タパイ サーダイ デレイ 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？ 

 

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

तसिा िखु्छ ? タンダ ドゥク ツァ？ 引っ張るっと痛いですか？ 

के गयो भने धेरै िखु्छ ? ケー ガリョ バネ デレイ ド

ゥク ツァ？ 

何をしているとき痛いですか？ 

ठोककएको गथयो ? トォキエコ ティヨ？ 打ちましたか？ 

 

केमा ठोककयो ? ケー マ トキョ？ 何にぶつけたの？ 

तपाईंलाई के भएर चोट लागेको हो ? タパイライ ケ バエラ ツォー

トゥ ラゲコ ホ？ 

どうやって怪我しましたか？ 

 

呼吸器・循環器 

खोकी लाग्यो ? コキ ラギョ？ 咳はありますか？ 

खकारमा रगत आउँछ ? カカルマ ラガット アウンツ

ァ？ 

痰に血が混ざってますか？ 

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

िाि फेिा ुगाह्रो हुसछ ? サース フェルダ ガーロ フン

ツァ？ 

息をするのが難しいですか？ 

 

बच्चाले कसछ? バッチャレ カンツァ？ お子さんは呻吟がありますか？ 

लामो िाि फेिाु िखु्छ ? 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？ 

座っているとき息が苦しいです

か？ 

चुरोट धेरै पपउनुहुसछ ? チュロット デレイ ピウヌフン

ツァ？ 

タバコはたくさん吸いますか？ 

नछटोनछटो ढुकढुक हुसछ ? チトチト ドゥクドゥク フンツ

ァ？ 

頻脈はありますか？ 

 

消化器 

खान मन (भोक) लाग्छ ? カナ マン ラグツァ？（または 食欲はありますか？ 
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ボーク ラグツァ？） 

खान िक्नुहुसछ ? カナ サクヌ フンツァ？ 〃 

 

तपाईंको बच्चाले राम्रोिँग िधू पपउँछ ? タパイコ バッチャレ ラムロ 

サンガ ドゥドゥ ピウン ツ

ァ？ 

お子さんは良くミルクを飲んでい

ますか？ 

पचाउन िक्नुहुसछ ? パチャウナ サクヌ フンチャ？ 消化できますか？ 

चपाउन िक्नुहुसछ ? ツァパウナ サクヌ フンツァ？ 咬めますか？ 

ननल्न अप््यारो हुसछ ? ニルナ アプテャロ フンツァ？ 飲み込むのは難しいですか？ 

वाकवाक लाग्छ ? ワクワク ラグツァ？ 吐き気はありますか？ 

उल्टी हुसछ ? ウルティ フンツァ？ 吐きますか？ 

 

छाि आउँछ ? ツャードゥ アウンツァ？ 〃 

 

कनतचोदट उल्टी भयो ? カティ ツォティ ウルティ バ

ヨ？ 

何回吐きましたか？ 

उल्टी (छाि) कनत िनत आउँछ ? ウルティ（またはツャードゥ） カ

ティ ジャティ アウンツァ？ 

嘔吐の量はどのくらいですか？ 

आि पनन उल्टी भयो ? アジャ パニ ウルティ バヨ？ 今日も吐きましたか？ 

दििा आउँछ ? ディサ アウンツァ？ 便は出ますか？ 

दििा कस्तो छ ? ディサ カスト ツァ？ 便はどうですか？ 

तपाईंको बच्चालाई िारो दििा भएको कनत 

दिन भयो ? 
タパイコ バッチャライ サーロ 

ディサ バエコ カティ ディン 

バヨ？ 

お子さんは、便がかたくなって何日

ですか？ 

तपाईंको बच्चालाई कजब्ियत भएको कनत 

दिन भयो ? 
タパイコ バッチャライ カブジ

ヤット バエコ カティ ディン 

バヨ？ 

お子さんは何日間便秘ですか？ 

दििामा रगत र लिगंान ि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 गचलाउँछ ? マルドゥワル チラウンツァ？ 肛門の周りが痒いですか？ 

दििा आउने ठाउँमा गचलाउँछ ? ディサ アウネ タウンマ チラ

ウンツァ？ 

〃 

 

泌尿器 

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

पपिाबको मात्रा कनत छ ? ピサーブ コ マットゥラ カテ 尿量はどうですか？ 
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ィ ツァ？ 

पपिाब पोल्छ ? ピサーブ ポルツァ？ 尿の burning sensation はあります

か？ 

तपाईंलाई पपिाब पोलेको कनत दिन भयो ? タパイライ ピサーブ ポレコ 

カティ ディン バヨ？ 

 

burning sensation は何日間あります

か？ 

 

तपाईंलाई पपिाब पटकपटक िान मन 

लाग्छ ? 

タパイライ ピサーブ パタック

パタック ジャナ マン ラグツ

ァ？ 

何回も尿がしたくなりますか？ 

पपिाबमा रगत वा पीप आउँछ ? ピサーブ マ ラガット ワ ピ

プ アウンツァ？ 

尿に血(膿)がありますか（頻尿があ

りますか？） 

पपिाबको मात्रा पदहले िनतकै छ कक 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？ 

 

婦人科 

मदहनावारी दठक छ ? マヒナワリ ティク ツァ？ 月経は順調ですか？ 

पनछल्लो पटक मदहनावारी कदहले भयो ? パチッロ パタック マヒナワリ 

カヒレ バヨ？ 

最終月経はいつですか？ 

तपाईं गभवुती हुनुहुसछ ? タパイ ガールバワティ フヌフ

ンツァ？ 

妊娠していますか？ 

तपाईं ले पररवार ननयोिनको औषधी 
प्रयोग गनु ुभएको छ 

タパイレ 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？ 

बच्चा निसमाउने औषधी खानभुएको छ ? バッチャ ナ ジャンマウネ オ

ウシャディ カヌバエコツァ？ 

子供を作らない薬を使っています

か？ 

कुन मदहना ? クン マヒナ？ 何月ですか？ 

कनत गते?   カティ ガテ？ 何日ですか？（※ネパール暦） 

तपाईंको बबहे भयो ? タパイコ ビヘ バヨ？ 結婚していますか？ 

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

तपाईंको श्रीमान घरम ैहुनुहुसछ ? 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？ 

िेतो पानी गनाउँछ ? セト パニ ガナウン ツァ？ 白色分泌液は臭いますか？ 

तपाईंको पाठेघर बादहर ननस्केको छ ? タパイコ パテガール バヒラ 

ニスケコ ツァ？ 

子宮脱はありますか？ 

 

पाठेघरमा कुन ैररगं राख्नु भएको छ ? パテガールマ クナイ リング 

ラクヌ バエコ ツァ？ 

子宮脱リングを入れていますか？ 
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整形 

तपाईंको ब्याक स्ल्याब कदहले राख्नुभएको 
हो ? 

タパイコ Back slab カヒレ ラ

クヌ バエコ ホ？ 

Back slab をいつ入れましたか？ 

दहिोभसिा आि िखुाइ कम भएको छ ? ヒジョ バンダ アジャ ドゥカ

イ コム バエコ ツァ？ 

昨日より今日の方が痛みはよくな

りましたか？ 

दहिोभसिा आि िखुाइ बेिी भएको छ ? ヒジョ バンダ アジャ ドゥカ

イ ベシー バエコ ツァ？ 

〃        強いですか？  

 

皮膚 

डाबर छ ? ダーバル ツァ？ 発疹がありますか？ 

गचलाउँछ ? チラウン ツァ？  かゆいですか？ 

आफै आयो ? アーファイ アヨ？ 自然にできましたか？ 

पीप आउँछ ? ピープ アウンツァ？  膿は出ますか？ 

एस्तो डाबर पुरै शरीर भरर छ ? エスト ダーバル 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？ 

तपाईंको एस्तो डाबर अरु कताकता छ ? 

 

タパイコ エスト ダーバル ア

ル カターカタ ツァ？ 

この発疹は他にどこにあります

か？ 

यो गगखो (डल्लो) शुरुबाट अललअलल गिै 

बढेको हो ? 

ヨー ギルコ（またはドッロ）スル

バタ アリアリ ガルダイ バレ

コ ホ？ 

この腫瘤は初めから少しづつ大き

くなっていますか？ 

यो गगको (डल्लो) पनछल्लो िमयमा नछटो 
बढेको हो ? 

ヨー ギルコ（またはドッロ）パチ

ッロ サマエマ チト バレコ 

ホ？ 

この腫瘤は最近急に大きくなりま

したか？ 

यिको आकार बढ्िै (बढेको) छ ? エスコ アーカール バルダイ（ま

たはバレコ） ツァ？ 

このサイズは大きくなっています

か？ 

 

脳神経 

ररगँंटा 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？ 

िुसन िक्नुहुसछ ? スンナ サクヌ フンツァ？ 聞こえますか？ 

दहड्न िक्नुहुसछ ? ヒィルナ サクヌ フンツァ？  歩けますか？ 

प्यारालैलिि छ ? パラライシス ツァ？  麻痺はありますか？ 

पिघात छ ? パクシャガトゥ ツァ？  〃 

बेहोि हुसछ ? ベホス フンツァ？ 気を失いましたか。 

घाटंी अह्ररो हुसछ ? ガーンティ アラロ フンツァ？ 首がこっていますか？ 

िुषुप्त छ ? ススタ ツァ？ 傾眠傾向がありますか？（ぐったり
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していますか？） 

यस्तो पदहलो पटक भएको हो ? 

 

エスト パヒロ パタック バエ

コ ホ？ 

これは初めてですか？ 

कनत िमय िम्म यस्तो भएको हो ? カティ サマエ サンマ エスト 

バエコ ホ？  

どれくらい（症状が）続きました

か？ 

 

睡眠 

ननिाउन िक्छ ? ニダウナ サクツァ？  よく眠れますか？ 

ननसरा लाग्छ ? ニンドラ ラグツァ？ 〃 

िुत्न िक्नुहुसछ ? ストゥナ サクヌ フンツァ？   〃 

ननिाउन गारो हुसछ ? ニダウナ ガーロ フンツァ？   寝つきが悪いですか？ 

 

体重 

तपाईंको तौल कनत छ ? タパイコ トウル(weight) カティ 

ツァ？ 

体重はいくつですか？ 

तपाईंको तौल घट्िै 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？ 

तपाईंको तौल बढ्िै छ ?  〃       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？ 

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

बच्चा िसमिा कनत ककलो को गथयो ? バッチャ ジャンマダ カティ 

キロ コ ティヨ？ 

出生体重はどれくらいでしたか？ 

 

既往歴 

तपाईंलाई िुगर छ ? タパイライ シュガー ツァ？  糖尿病はありますか？ 

तपाईंलाई ब्लड़पे्रशर छ ? 〃   ブラッドプレッシャー 

ツァ？ 

高血圧はありますか？ 

तपाईंलाई अरु लिककस्त रोग छ ? 〃   アル シキスタ ローグ 

ツァ？ 

大きな病気はありますか？ 

कुन ैगचि छुसिा 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 गनुहुुसछ ? ケー カーム ガルヌ フンツ

ァ？ 

何の仕事をしていますか？ 

कस्तो िचाउन ुभयो ? カスト ザツァウヌ バヨ？  何の検査をしましたか？ 

तपाईंले पदहले कहा ँिचाउन ुभयो ? タパイレ パヒレ カハ ザツァ どこで検査をしましたか？ 
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ウヌ バヨ？ 

तपाईंले त्यहा ँके के िचाउन ुभयो ? タパイレ テャハ ケーケー ザ

ツァウヌ バヨ？   

そこで何の検査を受けましたか？ 

तपाईंले त्यहा ँ कस्तो उपचार गराउन ु

भयो ? 

タパイレ テャハ カスト ウパ

ツァール ガラウヌ バヨ？ 

そこで何の治療を受けましたか？ 

त्यहा ँतपाईंलाई  के भएको गथयो भने ? テャハ タパイライ ケー バエ

コ ティヨ バネ？ 

そこでの診断は何でしたか？ 

तपाईंिँग त्यहा ँिाचेँको ररपोटु छ ? タパイ サンガ テャハ ザンツ

ェコ リポート ツァ？ 

そこでの検査結果は持っています

か？ 

बबिेशमा हँुिा तपाईंको अिुरक्षित यौन 

िम्पकु भएको गथयो ? 

ビデスマ フンダ タパイコ ア

ースラチット(unsafe) ヨン サンパ

ルカ(性交) 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？ 

िुरक्षित スラチット  安全な  

तपाईं छ मदहना यता इंडडया िान ुभएको 
गथयो ? 

タパイ ツァー マイナ ヤタ 

インディア ジャヌ バエコ テ

ィヨ？ 

この 6 か月でインドに行きました

か？ 

छ मदहना यता तपाईं इंडडया अथवा तराई 

िान ुभएको गथयो ? 

ツァー マイナ ヤタ タパイ 

インディア アタワ タライ ジ

ャヌ バエコ ティヨ？  

この 6か月インドかタライに行きま

したか？ 

 

家族歴 

तपाईंको पररवारमा किैलाई िुगर छ ? タパイコ パリワル マ カサイ

ライ シュガー ツァ？ 

あなたの家族に糖尿病の人はいま

すか？ 

तपाईंको पररवारमा किैलाई TB छ ? タパイコ パリワールマ カサイ

ライ TB ツァ？ 

 〃    結核の人はいます

か？ 

तपाईंको श्रीमान ् पविेश िान ु भएको 
गथयो ? 

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す

か？ 

तपाईंको श्रीमान ् अदहले पविेशमा 
हुनुहुसछ ? 

 〃        アヒレ ビ

デス マ フヌフンツァ？ 

  〃    今外国にいますか？  

कुन िेश मा ? クン デス マ？ どこの国ですか？  

तपाईंको श्रीमानलाई यस्तो खोकी गथयो ? 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？ 

 

薬歴 

तपाईं कुन ैऔषधी खाँिै हुनुहुसछ ? タパイ クナイ オウシャディ 

カーダイ フヌフンツァ？ 

何か薬を飲んでいますか？ 

बाँकी औषधी छ ? バキ オウシャディ ツァ？  薬は残っていますか？ 

तपाईंलाई औषधी खाँिा एलिी हुसछ ? タパイライ オウシャディ カン 薬のアレルギーはありますか？ 
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ダ エレジー フンツァ？ 

त्यहा ँकुन ैऔषधी दिन ुभयो ? テャハ クナイ オウシャディ 

ディヌ バヨ？ 

そこで薬をもらいましたか？ 

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

िुकाको औषधी कदहले खान ुभयो ? ズカ コ オウシャディ カヒレ 

カヌ バヨ？  

駆虫薬はいつ飲みましたか？ 

छ मदहना यता तपाईंले कुन ै िुकाको 
औषधी खान ुभएको गथयो ? 

ツァー マイナ エタ タパイレ 

クナイ ズカコ オウシャディ 

カヌ バエコ ティヨ？ 

ここ 6か月の間に駆虫薬は飲みまし

たか？ 

यो औषधी खाएपनछ िुधार भएको कक अझ ै

बढ्िै छ कक पदहलेको िस्त ै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 दिन 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？ 

यो औषधी खवुाएको कनत दिन भयो ? ヨ オウシャディ クワエコ カ

ティ ディン バヨ？ 

〃     飲ませていますか？ 

तपाईंको बच्चालाई कदहले िेखख औषधी 
खवुाउन ुभएको ? 

タパイコ バッチャライ カヒレ

デキ オウシャディ クワウヌ バ

エコ？ 

お子さんにはいつから薬を飲ませ

ましたか？ 

तपाईंको बच्चालाई िब ै खोप लगाउन ु

भयो ? 

タパイコ バッチャライ サバイ 

コプ ラガウヌ バヨ？ 

お子さんはワクチンを全部打って

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？ 

तपाईंको घरमा यो औषधी गथयो ? タパイコ 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？ 

 

その他 

ठुलो स्वोरमा बोल्नुि ् トゥロ スオルマ ボルヌス 大きい声で話してください 

बबस्तारै बोल्नुि ् ビスターライ ボルヌス ゆっくり話してください 

दढलो बोल्नुि ् ディイロ   〃 〃 

तपाईंको कान लभत्र केदह छ िस्तो लाग्छ ? タパイコ 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？ 

तपाईंले अललअलल िुसन िक्नहुुसछ ? タパイレ アリアリ スンナ サ

クヌ フンツァ？  

少しは聞こえますか？ 

तपाईंले पुरै िुसन िक्नुहुसछ ? タパイレ プーレイ スンナ サ

クヌ フンナ？ 

完全には聞こえませんか？ 

चुरोट धेरै खानुहुसछ ? チュロット デレイ カヌフンツ タバコはたくさん吸いますか？ 
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ァ？ 

तपाईंको बबरामीलाई बोलाउनुि ् タパイコ 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 गनुिु ् マーフ ガルヌス ごめんなさい 

एकैनछन बादहर बास्नुि ् 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に来ま

す 

हाच्छयु ँ ハッチュン くしゃみ 

कचेरा カチェラ   目やに 

बबलमरा ビミラ 水疱 
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