
Neurocirurgia



Qual é o seu problema? どうしましたか

□febre(           grau °C) 熱がある □dor de garganta のどが痛い □tosse せき □dor de cabeça 頭が痛い
□dor no peito 胸が痛い □erupção cutânea 発しん □palpitação 動悸 □falta de ar 息切れ
□inchaço むくみ □vertigem めまい □sensação de sufoco no peito 胸が苦しい
□dor de barriga お腹が痛い □dor no estômago 胃が痛い □hipertensão 高血圧
□dormência, formigamento しびれ □boca seca 口が渇く □perda de peso 体重が減っている
□�atulência (aumento da circunferência abdominal) お腹が張る □falta de apetite 食欲がない □vômito 嘔吐
□náusea 吐き気 □diarréia 下痢 □sangue nas fezes 血便 □cansaço だるい
□sinto cansaço facilmente 疲れやすい □outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença?  現在治療している病気はありますか

□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia?  手術を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえRecebeu transfusão de sangue? 輸血を受けたことがありますか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

CLÍNICA GERAL
内科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2016.1〉

ポルトガル語
Português

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

Desde quando? それはいつからですか

ano 年 mês 月 dia 日 から

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他
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げん ざい ち りょう びょうき
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CIRURGIA
外科問診票

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

Qual é o seu problema? どうしましたか

Circule os locais onde apresenta os sintomas.
症状のあるところに丸をしてください

□febre(           grau °C) 熱がある □dor de barriga お腹が痛い □ferimento, lesão けが
□queimadura やけど □tem nódulos しこり □torção ひねった
□dormência, formigamento しびれ □perda de peso 体重が減っている
□coceira かゆい □cálculos renais 胆石 □inchaço 腫れ
□hemorróidas 痔 □hematoquesia, fezes com sangue 血便
□glándula tiróide のど（甲状腺） □hérnia 脱腸（ヘルニア） □outros その他

□pescoço 首 □pulmão 肺 □mamilo 乳房
□estômago 胃 □umbigo へそ □intestino 腸

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

Desde quando? それはいつからですか

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえRecebeu transfusão de sangue? 輸血を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

□sim はい　　　　□não いいえTem o �lme da radiogra�a (chapa)? レントゲンフィルムを持っていますか

□sim はい　　　　□não いいえTem o resultado do exame da endoscopia? 内視鏡フィルムを持っていますか

Assinalar somente as pessoas com carta de apresentação. 紹介状のある方だけ書いてください
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ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

ano 年 mês 月 dia 日 から

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください
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A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ
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こん ご つう やく じ ぶん つ



Qual é o seu problema? どうしましたか

Circule os locais onde apresenta os sintomas.
 症状のあるところに丸をしてください

□febre(           grau °C) 熱がある □dor 痛み
□ferimento, lesão けが □queimadura やけど
□caroço しこり □está inchadoはれもの
□coceira かゆい □formigamento しびれ
□torção ひねった □perda de peso 体重が減っている
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

Desde quando? それはいつからですか

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ　

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença?  現在治療している病気はありますか

□sim はい　　　　□não いいえRecebeu transfusão de sangue? 輸血を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

ORTOPEDIA
整形外科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2016.1〉

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

ano 年 mês 月 dia 日 から

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

ねつ いた

たいじゅう へ

た

こん ご つう やく じ ぶん つ

しょうじょう まる

くすり た もの で
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Qual é o seu problema? どうしましたか

□dor de cabeça 頭が痛い □vertigem めまい □náuseas 吐き気 □vômito 嘔吐
□tinido nos ouvidos 耳鳴り □tensão nos ombros 肩こり □dormência, formigamento しびれ
□tremor nas mãos e pernas 手足のふるえ □perda de consciência 意識がなくなる
□di�culdade de ouvir 聞こえにくい □di�culdade de ver 物が見えにくい □di�culdade para andar 歩きにくい
□di�culdade para movimentar mãos e pernas 手足の動きが悪い □outros その他

□latejante ズキンズキン □intensa ガンガン □insuportável ガーンと割れるように
□aguda キリキリ □constante (sempre) チクチク □outros その他

Desde quando? それはいつからですか

ano 年□sim はい → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□não いいえmês 月 dia 日から

Bateu a cabeça? 頭をぶつけましたか

Perguntas para pessoa com dor de cabeça. 頭が痛い方への質問です

Onde está doendo? どこが痛みますか

Como é a dor? どのように痛みますか

□manhã 朝 □tarde 昼 □noite 夕方 □o dia todo 一日中

Quando a dor é mais forte? いつが一番痛いですか

Qual parte da cabeça bateu? どこをぶつけましたか

□sim はい　　　　□não いいえFoi acidente de trânsito? 交通事故ですか

NEUROCIRURGIA
脳神経外科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2018.07〉

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

あたま いた は け おう と

て あし

かたみみ な

い しき

もの みき ある

たて あし うご わる

あたま
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いた

た

いちばんいた

あさ ひる ゆうがた いちにちじゅう

わ

□a parte frontal da cabeça 前頭部 □atrás da cabeça 後頭部
□do lado direito 右横 □do lado esquerdo 左横

ぜん とう ぶ こう とう ぶ

みぎよこ ひだりよこ

のう しん けい げ か もん しん ひょう

ねん がつ にち

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

ご

おとこ

ねん がつ にち

おんな

ano 年 mês 月 dia 日 から
ねん がつ にち

くすり 　　た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　   た　    もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の　　　　　　 くすり

も み

□a parte frontal da cabeça 前頭部 □atrás da cabeça 後頭部 □do lado direito 右横
□do lado esquerdo 左横 □a cabeça inteira 頭全体

ぜん とう ぶ こう とう ぶ みぎよこ

ひだりよこ あたまぜんたい



□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

Fuma cigarros たばこを吸いますか

Bebe bebida alcoólica? お酒を飲みますか

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい → 　　　　ml por dia ml/日　　　　　□não いいえ

□sim はい → 　　　　cigarros por dia 本/日　　 □não いいえ
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□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentanto? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

す
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Qual é o seu problema? どうしましたか

□Não consigo dormir. 眠れない □Falo mais do que normal. いつもよりよくしゃべる
□Tenho ansiedade e ataque de pânico. 不安やパニック発作 
□Escuto vozes, mesmo sem ter pessoas ao redor. 周りに人がいないのに声が聞こえる
□Me sinto deprimido. うつ気分 □Não tenho ânimo. 元気がない
□Sinto que estou sendo vigiado. 人に見られている気がする □Tenho ânimo demasiado. 元気が良すぎる
□Perco a consciência. 意識がなくなる □Quero morrer. 死にたい
□Excito-me com facilidade 興奮しやすい □Uso de violência 暴力をふるう
□Outros. その他

Desde quando? それはいつからですか

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

nome do acompanhante 付添者の氏名

relação com a própria pessoa 本人との関係

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

a decisão da consulta partiu de quem? 本日の受診はどなたの意志ですか

□a própria pessoa 本人　　 □familiares 家族　　 □amigo 友人　　 □polícia 警察　　 □companheiro de trabalho 勤務先の人
□outros その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Qual é o objetivo da consulta de hoje? 本日の受診の目的は何ですか

□diagnóstico 診断 □atestado médico 診断書
□tratamento 治療 □internação 入院　
□carta de apresentação 紹介 □segunda opinião セカンドオピニオン
□outros その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

□sim はい → Nome da instituição médica 医療機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　□não いいえ

□familia 家族　□amigo  友人　□outros その他 → （　　　　　　　　　　　　　　）

PSIQUIATRIA
精神科問診票
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ポルトガル語
Português

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□sim はい　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

ねむ

ひと み き

ふ あん ほっ さ

き ぶん

まわ ひと こえ き

げん き よ

げん き

こうふん

た

ぼうりょく

しい しき

つきそいしゃ し めい

ほんにん かんけい

ほん じつ じゅ しん い し

ほん じつ じゅ しん もく てき なん

い りょう き かん めい

たゆうじんか ぞく

ほんにん

た

ち りょう

か ぞく ゆうじん けいさつ

しんだん しんだんしょ

にゅういん

しょうかい

た

きん む さき ひと

せい しん か もん しん ひょう

げん ざい の くすり

も み

げんざいちりょう びょうき

くすり た もの で

くすり た もの た

ご

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

おとこ

ねん がつ にち

おんな

ano 年 mês 月 dia 日 から
ねん がつ にち

にん しん　　　　　　　　　　　　　　　　　かのうせい

か げつ

じゅにゅうちゅう



□Demência 認知症 □dependência de álcool ou drogas アルコールや薬物依存
□transtornos do humor 気分障害 → □mania 躁病　□transtorno bipolar 躁鬱病　□depressão 鬱病
□pânico パニック □insônia 不眠症
□transtornos de personalidade パーソナリティー障害 □transtornos do desenvolvimento psicológico 発達障害
□atraso mental 精神遅滞 □epilepsia てんかん 
□esquizofrenia 統合失調症　　　　　　　　□transtorno do dé�cit de atenção com hiperatividade 注意欠陥（如）多動性障害
□outros その他 → （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ
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いま びょうき

にん ち しょう やくぶつ い ぞん

そうびょう そううつびょう うつびょうき ぶん しょうがい

はったつしょうがい

ちゅう い けっかん じょ た どう せい しょうがい

た

せいしん ち たい

そうごうしっちょうしょう

ふ みん しょう

しょうがい

こん ご つう やく じ ぶん つ



Qual é o problema? どうしましたか

□febre(           grau℃) 熱がある □dor de garganta のどが痛い □tosse せき □convulsão ひきつけをおこす
□indisposição 元気がない □mal humor 機嫌が悪い □inchaço むくみ □dor de cabeça 頭が痛い
□dor de barriga お腹が痛い □dor no peito 胸が痛い □erupção cutânea 発しん □dor de estômago 胃が痛い
□vômito 嘔吐 □falta de apetite 食欲がない □náusea 吐き気
□ganho de peso insu�ciente 体重の増加不良 □diarréia 下痢 □sangue nas fezes 血便
□não está tomando muito leite ミルクの飲みが悪い □outros その他 

□rubéola 風しん □Catapora  水ぼうそう □sarampo 麻しん □asma ぜんそく
□caxumba おたふく風邪 □coqueluche 百日ぜき □apendicite 虫垂炎 □doença de Kawasaki 川崎病
□exantema súbito 突発性発しん □encefalite japonesa 日本脳炎 □convulsão febril 熱性けいれん
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

Desde quando? それはいつからですか

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□ovo 卵　□leite 牛乳　□comida その他の食べ物　□outros その他　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Que tipo de remédio a criança consegue tomar? どんな種類の薬が飲めますか

□xarope シロップ　　　　　　　　□remédio em pó 粉薬　　　　　　　　　□comprimido/cápsula 錠剤またはカプセル

Como foi o parto ? 出産の時のようす

peso do bebê                    g 赤ちゃんの体重　　　　　　　　　　　idade da mãe                     母親の年齢
□parto normal 正常分娩 □parto anormal 異常分娩 □parto cesariano 帝王切開

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

□Hib ヒブ □Pneumocócica 肺炎球菌 □Pólio ポリオ
□DTV/IPV tetravalentes  conjuntos 三種混合
□DTP/IPV (contra Difteria, Tétano e Coqueluche/ Pólio Inativada) 四種混合 □BCG BCG
□MR (Vacina conjunta de Sarampo e Rubéola) 麻しん・風しん混合 □Catapora 水ぼうそう □caxumba おたふく風邪
□Encefalite Japonesa 日本脳炎 □Rotavírus ロタウィルス □outros その他

Vacinas preventivas que já tomou 接種済み予防接種

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

PEDIATRIA
小児科問診票

idade 年齢

telefone 電話

ano 年desde mês 月 dia 日から
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ポルトガル語
Português

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

nome da criança 子どもの名前

data de nascimento 生年月日 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 anos 才mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

ねつ

なか いた むね いた い いたほっ

げ り

げん き き げん わる あたま いた

いた

おう と しょくよく は け

けつべんたいじゅう ぞう か ふ りょう

たの わる

こなぐすり じょうざい

しゅさん とき

ははおや ねんれいあか たいじゅう

せいじょうぶんべん いじょうぶんべん ていおうせっかい

いま びょうき

ふう みず ま

か ぜ ひゃくにち

ねつせい

ちゅうすいえん

た

とっぱつせいほっ

かわさきびょう

せっしゅ ず よ ぼう せっしゅ

はいえんきゅうきん

た

みず か ぜ

さんしゅこんごう

よんしゅこんごう

ま ふう こんごう

に ほん のうえん

に ほん のうえん

しょう に か もん しん ひょう

くすり た もの で

くすり たまご ぎゅうにゅう た た もの た

げん ざい の くすり

も み

しゅるい くすり の

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

ま すい なに

こん ご つう やく じ ぶん つ

ねんれい

でん わ

ねん がつ にち

ご

ねん がつ にち

こ な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ

おとこ

ねん さいがつ にち

おんな



Qual é o seu problema? どうしましたか

Circule os locais onde apresenta os sintomas.
症状のあるところに丸をしてください

□febre(           grau °C) 熱がある □dor 痛い □coceira かゆい
□queimadura やけど □erupção 発しん □eczema 湿しん
□equimose(mancha) あざ □pinta ほくろ □mancha しみ
□pé-de-atleta 水虫 □está úmido (secreção ou pus) じくじくしている
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

Há mudança nos sintomas? その症状は変化していますか

Desde quando? それはいつからですか

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

DERMATOLOGIA
皮膚科問診票

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2016.1〉

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

□sim はい　　　　□não いいえJá fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

ねつ いた

ほっ しっ 

た

みず むし

しょうじょう へん か

ひ ふ か もん しん ひょう

しょうじょう まる

ま すい なに

こん ご つう やく じ ぶん つ

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

ご

おとこ

ねん がつ にち

おんな

くすり 　　た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　   た　    もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の　　　　　　 くすり

も み

にん しん　　　　　　　　　　　　　　　　　かのうせい

か げつ

じゅにゅうちゅう

いま　　　　　　　　　　　 びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

げん ざい ち りょう びょうき

しゅじゅつ う

た

ano 年 mês 月 dia 日 から
ねん がつ にち



Qual é o seu problema? どうしましたか

□gravidez 妊娠 □menstruação anormal 月経の異常 □corrimento vaginal おりもの □Dor na parte inferior do abdômen 下腹部が痛い
□hemorragia anormal do órgão genital 不正性器出血 □pólipo ポリープ □cisto no ovário 卵巣のう腫瘍
□coceira na vagina 性器のかゆみ □mioma no útero 子宮筋腫 □exame preventivo de câncer がん検診
□infertilidade 不妊症 □anemia 貧血 □outros その他

□gravidez 妊娠　　vezes 回
□partos 分娩　　vezes 回 → □parto normal 正常分娩　　vezes 回　□parto anormal 異常分娩　　vezes 回
□aborto 流産　　vezes 回 → □aborto natural 自然流産　　vezes 回　□aborto induzido 人工流産　　vezes 回
□outros その他 □gravidez ectópico 子宮外妊娠 □mola hidatiforme 胞状奇胎

□sim はい　　　　□não いいえ

idade　　　　 anos 才

Quanto a menstruação 生理について

□28dias 28日型　□30dias 30日型　□　　dias 日型　□irregular不順

Quando foi a sua primeira menstruação? 初めて生理があったのはいつですか

Quando foi a menopausa 閉経はいつですか

Seu ciclo menstrual é regular? 生理は順調ですか

□sim はい　　　　□não いいえTem cólicas menstruais 生理痛はありますか

Quando foi a sua última menstruação ? 最終月経は

Quantos dias dura a menstruação? 生理の期間について

intervalo 周期について

Quantas vezes você �cou grávida? 妊娠した回数

□sim はい　　　□não いいえPara as gestantes: deseja fazer o parto neste hospital? 妊娠の方は当院での出産を希望しますか

□excessivo 多い　　　　　□normal 普通　　　　　□escasso 少ないvolume de sangue menstrual 生理の量について

idade　　　　 anos 才

Durante　　　　dias 日間

mês 月 dia 日

Fez algum exame preventivo de câncer? がん検診を受けたことがありますか

ano 年□sim はい → 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□não いいえ　mês 月 dia 日

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
産婦人科問診票
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ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □doença venérea 性病
□outros その他

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

にん しん げっけい いじょう

ふ せい せい き しゅっけつ

せい き しきゅうきんしゅ けん しん

らん そう しゅ よう

か ふく ぶ いた

たひん けつふ にん しょう

せい り

はじ せい り

へいけい

せい り じゅんちょう

しゅうき

せい り き かん

せい り りょう

せい り つう

さいしゅうげっけい

にんしん かいすう

にんしん かい

ぶんべん かい せいじょうぶんべん かい いじょうぶんべん かい

りゅうざん かい しぜんりゅうざん かい じんこうりゅうざん かい

た しきゅうがいにんしん ほうじょうきたい

にんしん かた とういん しゅっさん き ぼう

がつ にち

おお ふ つう すく

にちかん

にちがた にちがた にちがた ふじゅん

さい

さい

けんしん う

さん ふ じん か もん しん ひょう

ねん がつ にち

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

ご

おとこ

ねん がつ にち

おんな

くすり 　　た　　もの　　　　　　　　　　　　で
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□sim はい 　　　　□não いいえ Já fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

□sim はい 　　　　□não いいえ Recebeu transfusão de sangue? 輸血を受けたことがありますか

Histórico de doenças na família 家族の病歴

 idade com saúde não é saudável doenças hereditárias hipertensão arterial diabetes câncer
 年齢 健康 健康ではない 遺伝病 高血圧 糖尿病 がん

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □

 （　　） □ □ □ □ □ □ 

pai verdadeiro 父

mãe verdadeiro 母

irmãos 兄弟

irmãs 姉妹

marido 夫

�lhos 子ども
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A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

doenças

しゅじゅつ う

ねんれい

ちち

はは

きょうだい

し まい

おっと

こ

けんこう けんこう こうけつあつ とうにょうびょういでんびょう

か ぞく びょうれき

ゆ けつ う

こん ご つう やく じ ぶん つ



Qual é o seu problema? どうしましたか 

□sim はい 　　　　□não いいえ 

Desde quando? それはいつからですか 

Tem alguém na família com doença nos olhos ? 家族で目の病気の人がいますか 

□sim いる → Quem? 誰が　　　　　　　　　　　　　　Qual doença? それはどんな病気ですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□não いない

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

□sim はい 　　　　□não いいえ Teve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい 　　　　□não いいえ 

OFTALMOLOGIA
眼科問診票

□sim はい 　　　　□não いいえ 

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか 

□sim はい → □remédio 薬 　□comida 食べ物 　□outros その他　　　　　　□não いいえ 

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

http://www.kifjp.org/medical NPO法人国際交流ハーティ港南台＆◯c （公財）かながわ国際交流財団 〈2017.4〉

ポルトガル語
Português

ano 年 mês 月　 　　 dia 日

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□olho direito 右眼  □olho esquerdo 左眼  □ambos os olhos 両眼 　　　□olhos lacrimejantes 涙が出る 
□dor nos olhos 痛い  □secreção nos olhos 目やに  □in�amação はれもの 
□sensação de cisco no olho ゴロゴロする □visão pouco nítida 見えにくい 
□imagem dupla 物が二重に見える  □ofuscamento da visão まぶしい                   □outros その他 

ano 年 desde mês 月 dia 日 から

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか 

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireoide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

だれ びょうき

か ぞく め びょうき ひと

がん か もん しん ひょう

ま すい なに

こん ご つう やく じ ぶん つ

くすり た もの で

くすり た もの た

げん ざい の くすり

も み

にん しん か のう せい

か げつ

じゅにゅうちゅう

ご

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

おとこ

ねん がつ にち

おんな

みぎめ

いた

ひだりめ

め

りょうめ

み

なみだ で

もの に みじゅう た

ねん がつ にち

いま びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

た

げん ざい ち りょう びょうき



Qual é o seu problema? どうしましたか

□febre(           grau °C) 熱がある □cabeça pesada 頭が重い
□dor de cabeça 頭が痛い

Sintomas do ouvido 耳の症状

□direita 右 □esquerda 左 □ambos 両方 □dor no ouvido 耳が痛い
□pus no ouvido 耳だれ □zumbido no ouvido 耳なり □cerume 耳あか □tontura めまい
□di�culdade em ouvir 聞こえが悪い □sensação de ouvido entupido 耳がふさがった感じ

Sintomas do nariz 鼻の症状

□nariz entupido 鼻がつまる □secreção nasal 鼻がでる □espirro くしゃみ □hemorragia nasal 鼻血
□ronco いびき □perda do olfato においがわからない

Sintomas da garganta のどの症状

□dor na lingua 舌が痛い □dor de garganta のどが痛い □tosse せき □catarro たん
□sensação de algo preso na garganta のどに何かある感じ □rouquidão 声がかれる
□di�culdade para engolir 飲み込みにくい □inchaço do rosto / pescoço 顔・頚部(くび)の腫れ
□outros その他

Desde quando? それはいつからですか

□sim はい → 　　　　ml por dia ml/日　　　　　　 □não いいえBebe bebida alcoólica お酒を飲みますか

□sim はい → 　　　　cigarros por dia 本/日　　 　 □não いいえFuma cigarros たばこを吸いますか

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえ

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

OTORRINOLARINGOLOGIA 
(OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA)

耳鼻咽喉科問診票
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ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□sim はい　　　　□não いいえ

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já fez alguma cirurgia? 手術を受けたことがありますか

Recebeu transfusão de sangue? 輸血を受けたことがありますか

Teve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

ねつ

あたま いた

みみ しょうじょう

みぎ ひだり りょうほう みみ いた

みみみみみみ

はな しょうじょう

はな

した いた いた
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た

はな はな ぢ

き わる みみ かん

しょうじょう
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さけ の

す

ひ

ほん ひ

じ び いん こう か もん しん ひょう

こん ご つう やく じ ぶん つ

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

ご

おとこ

ねん がつ にち

おんな

ano 年 mês 月 dia 日 から
ねん がつ にち
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も み

にん しん　　　　　　　　　　　　　　　　　かのうせい

か げつ

じゅにゅうちゅう

しゅじゅつ う

ゆ けつ う

ま すい なに



Qual é o seu problema? どうしましたか

□dor de dente 歯が痛い □caiu a obturação つめ物がとれた □dor na gengiva 歯ぐきが痛い
□tratar o dente com cáries 虫歯を治してほしい □quero fazer dentadura 入れ歯を作りたい □quebrou a dentadura 入れ歯がこわれた
□quero corrigir a posição dos dentes 歯並びを治したい □exame dentário 検診
□quero remover tártaro e placa dental 歯石・歯こうを取りたい □halitose 口臭 □outros その他 

□Quero tratar todos os dentes com problema. 悪いところは全て治したい
□Quero tratar somente o dente que está doendo. 今痛い歯だけを治したい
□Posso pagar as despesas médicas mesmo que não sejam cobertas pelo seguro. 自費診療でもかまわない
□Quero tratar dentro da cobertura do seguro. 保険の範囲内で治したい
□Gostaria de decidir após a consulta. 相談して決めたい

□sim はい　　　　□não いいえ

Está grávida ou existe a possibilidade de estar grávida? 妊娠していますか、またその可能性はありますか

Que tipo de tratamento deseja. 治療に対する希望

A partir de agora poderá trazer o tradutor por conta própria? 今後、通訳を自分で連れてくることができますか

□sim はい　　　　□não いいえ

□sim はい　　　　□não いいえTeve algum problema com a anestesia? 麻酔をして何かトラブルがありましたか

□sim はい　　　　□não いいえExtraiu algum dente? 歯を抜いたことがありますか

ODONTOLOGIA
歯科問診票
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ano 年 mês 月　 　　 dia 日

ポルトガル語
Português

nome 名前

data de nascimento 生年月日 telefone 電話 

□homem 男 □mulher 女 

ano 年 mês 月 dia 日 

endereço 住所 

Você tem seguro de saúde? 健康保険を持っていますか？ 

nacionalidade 国籍 

□sim はい 　　　　　　□não いいえ 

idioma 言葉 

□doença gastrointestinal 胃腸の病気 □doença do fígado 肝臓の病気 □doença cardiáca 心臓の病気
□doença renal 腎臓の病気 □tuberculose 結核 □diabetes 糖尿病 □asma ぜんそく
□hipertensão arterial 高血圧症 □AIDS エイズ □doença da tireóide 甲状腺の病気 □sí�lis 梅毒
□outros その他

□sim はい　　　　□não いいえ

Tem reação alérgica a remédio ou alimentos? 薬や食べ物でアレルギーが出ますか

□sim はい → □remédio 薬　□comida 食べ物　□outros その他　　　　　　□não いいえ

Atualmente está tomando algum remédio? 現在飲んでいる薬はありますか

□sim はい → Se tiver favor mostrar. 持っていれば見せてください　　　　□não いいえ

□sim はい → 　　　　mêses ヶ月　　　　　□não いいえ

Está amamentando? 授乳中ですか

Já teve alguma doença até agora? 今までにかかった病気はありますか

Atualmente está em tratamento de alguma doença? 現在治療している病気はありますか

Marque com □ os itens correspondentes abaixo. あてはまるものにチェックしてください

は いた もの は いた

むし ば なお

こうしゅう

けんしん

い ばい ば つく

は なら なお

し せき し と た

は ぬ

ち りょう たい き ぼう

わる すべ なお

いま いた は なお

ほ けん はん い ない なお

じ ひ しん りょう

そうだん き

し か もん しん ひょう

こん ご つう やく じ ぶん つ

ま すい なに

にん しん か のう せい

ねん がつ にち

な まえ

じゅうしょ

けんこう ほ けん も

こと ばこく せき

せい ねん がっ ぴ でん わ

ご

おとこ

ねん がつ にち

おんな

くすり 　　た　　もの　　　　　　　　　　　　で

くすり　　　　　　　　　　　   た　    もの　　　　　　　　　　　　　　 た

げん ざい の　　　　　　 くすり

も み

か げつ

じゅにゅうちゅう

いま　　　　　　　　　　　 びょうき

いちょう びょうき

じんぞう びょうき

かんぞう びょうき しんぞう びょうき

とうにょうびょうけっ かく

ばい どくこうけつあつしょう こうじょうせん びょうき

げん ざい ち りょう びょうき

た


