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はじめに
　財団法人岩手県国際交流協会では、岩手県に在住する外国人の皆さんが安心して
生活できるように、様々な事業を行っています。
　この会話集は、子育て中の在住外国人の方がお子さんを病院へ連れて行かれる際
に、少しでも言葉の面での不安が解消されることを願って作成しました。
　ぜひ、小児科を受診される際にお持ちいただき、お役立ていただきますようお願
いいたします。
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◎小児科で診察を受けるとき

●つれていく人
お子さんの様子を一番良く知っている人がつれて行ってください。誰かに
頼むときは、経過を書いたメモを渡すなどして、できるだけ多くの情報を
先生にあげてください。情報が少なかったり、あいまいだと診断のときに
こまります。

しょうにか しんさつ う

ひと
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●持っていくもの
①母子健康手帳、保険証、診察券、乳幼児医療費受給者証、医療費助成給付申請書、
とくに母子健康手帳は大切な情報源です。

②熱のある子はメモか熱型グラフを忘れずに。
③便がおかしいときはその便を見せてください。
④他の病院（診療所）でもらっているくすりがあれば持って行ってください。
⑤哺乳ビンやお気に入りのおもちゃ。

◎小児科で診察を受けるとき
しょうにか

も

しんさつ う

●
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●待合室で
①診療前に食べ物や飲み物を与えないでください。お口の中がよくみえません。
②おしっこがしたくなったら看護師に知らせてください。調べる場合があります。
③吐いた、おなかが痛い、ゼイゼイと苦しい、ぐったりしている、などのときは申
し出てください。順番を早めて診察する必要があるかもしれません。

まちあいしつ
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発熱

1.親／○熱があります。　●熱はありません

2. 医師／いつから熱がありますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。　　時　　分からです

4. 医師／一番高かった熱は何度でしたか？

5. 親／　　度　　分です。

はつ  ねつ

おや ねつ

おや ど ぶ

ねつ

い　し ねつ

い　し ねつ なん　どいちばんたか

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう

じ ふん
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咳

1.親／○咳があります。　●咳はありません

2. 医師／いつから咳がありますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。

4. 医師／だんだん咳が強くなりましたか？

5. 親／○強くなりました。　●強くなりません

せき

おや せき

おや つよ つよ

せき

い　し せき

い　し せき つよ

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう
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嘔吐

1.親／○吐きます。　●吐きません。

2. 医師／いつから吐きますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。

4. 医師／ 1日に何回吐きますか？

5. 親／ 1日に　　回、吐きます。

おう　と

おや は は

おや はかいにち

い　し は

い　し はなんかいにち

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう
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6. 医師／水分をとると、その後に吐いてしまいますか？

7.親／○水分をとると吐きます。 ●水分をとっても吐きません。

8. 医師／便に血がまじりますか？

9. 親／○血がまじります。　●血はまじりません。

おや はすいぶん はすいぶん

い　し はごすいぶん

おや ち ち

い　し べん ち
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下痢

1.親／○下痢をしています。　●下痢をしていません。

2. 医師／いつから下痢がありますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。

4. 医師／ 1日に何回の下痢がありますか？

5. 親／ 1日に　　回の下痢があります。

げ　　り

おや

い　し

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう

おや にち かい げ　り

げ　り げ　り

い　し にち なんかい げ　り

げ　り
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6.医師／下痢は水のようですか？ それとも柔らかい便ですか？

7. 親／○水のようです。　●柔らかい便です。

8. 医師／便に血がまじりますか？

9. 親／○血がまじります。 　●血はまじりません。
おや ち ち

い　し べん ち

おや みず やわ べん

い　し げ　り みず やわ べん
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発疹

1.親／○発疹があります。　●発疹はありません

2. 医師／いつから発疹がありますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。

4. 医師／体のどの部分から発疹が出はじめましたか？

ほっ   しん

おや

い　し

ほっしん ほっしん

ほっしん

い　し ほっしん でからだ ぶ  ぶん

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう
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5. 医師／※※にかかったことがありますか？

※※
はしか／ふうしん／みずぼうそう／おたふくかぜ
百日咳／突発性発疹症

い　し

ひゃくにちぜき とっぱつせいほっしんしょう
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けいれん

1.親／○けいれんをおこしました。  ●けいれんはありません。

2. 医師／いつ、けいれんをおこしましたか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）です。

4. 医師／何分間けいれんは続きましたか？

5. 親／　　分間続きました。

おや

い　し

い　し なんふんかん つづ

ふんかん つづ

おや

おや

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう
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6. 医師／何回けいれんをおこしましたか？

7. 親／　　回けいれんをおこしました

8. 医師／熱はありますか？

“○発熱”へ（P6- 参照）

い　し なんかい

い　し ねつ

おや

はつねつ

かい

さんしょう
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意識障害

1.親／呼びかけても応答がありません。

2. 医師／呼びかけて、応答のないのはいつからですか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。　　時　　分からです。

4. 医師／けいれんはありましたか？

“○けいれん”へ（P14- 参照）

い　しき  しょうがい

おや よ おうとう

い　し

い　し

よ おうとう

おや

さんしょう

あさ ひる よる よ　なか じ ふん

さくじつ いっさくじつ きょう
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5. 医師／嘔吐はありましたか？

“○嘔吐”へ（P8- 参照）

6. 医師／熱はありますか？

“○発熱”へ（P6- 参照）

い　し ねつ

い　し おう  と

はつねつ さんしょう

おう  と さんしょう
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腹痛

1.親／○腹痛があります。　●腹痛はありません。

2. 医師／いつから腹痛がありますか？

3. 親／昨日（一昨日、今日）の
　（朝、昼、夜、夜中）からです。

4. 医師／だんだん、腹痛が強くなりましたか？

5. 親／○強くなりました。 　●強くなりません。

ふく　つう

おや ふくつう ふくつう

い　し

おや

おや つよ つよ

あさ ひる よる よ　なか

さくじつ いっさくじつ きょう

ふくつう

い　し ふくつう つよ
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6. 医師／腹痛の場所はどこですか？

7. 医師／吐いたりしますか？

8. 医師／下痢はありますか？

“○下痢”へ（P10- 参照）

“○嘔吐”へ（P8- 参照）

げ　り さんしょう

おう と さんしょう

い　し

い　し は

い　し ふくつう ば しょ

げ　り
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