
田辺三菱製薬株式会社  1 / 2 

この病院は初めてですか。 
ヴィ フぺェルヴィーエ ヴ エータイ バリニーツェ 
Вы впервые в этой больнице? 

この問診表に必要なことを記入して下さい。 
ザポールニチェ パジャールスタ エタット ブランク 
Заполните, пожалуйста, этот бланк. 

初診の受付は（ ）番カウンターです。 
ピェルヴィーチヌイ プリヨム フ カビニェチェ ノーメル（ ） 
Первичный прием в кабинете номер ( ). 

再診の受付は（ ）番カウンターです。 
パフトールヌイ プリヨム フ カビニェチェ ノーメル（ ） 
Повторный прием в кабинете номер ( ). 

健康保険証をお持ちですか。 
ウ ヴァス イェスチ ストラハヴォイ ポーリス
У Вас есть страховой полис?

何科にかかりたいですか。 
ク カコームー スペツィアリストゥ ヴィ ハチーチェ アブラチーツァ
К какому специалисту Вы хотите обратиться?

保険証をお持ちでないと自費診療になります。 
イェスリー ウ ヴァス ニェット ストラホヴォーヴァ ポーリサ ヴァム プリジョーツァ ウプラチーチ フシュー
スームゥ ポールナスチュー
Если у Вас нет страхового полиса, Вам придется уплатить всю сумму полностью.

診察券を（ ）科のボックスに入れて下さい。 
パラジーチェ ヴァーシュ ミジチンスクユ カールトゥ フ カロープクー ウ カビニェタ ノーメル（ ） 
Положите Вашу медицинскую карту в коробку у кабинета номер ( ). 

外来診療は、（ ）時（ ）分から、（ ）時までです。 
ブリヨーム アンブラトールヌィフ バリヌィーフ ス（ ）チソフ ダ（ ） 
Прием амбулаторных больных с ( ) часов до ( ). 

熱を計りますのでこの体温計を脇の下にはさんで下さい。 
パスターフィチェ グラードゥスニク パドゥ ムィーシュクー イ イズメーリチェ チェンペラトゥールー 
Поставьте градусник под мышку и измерьте температуру. 
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妊娠していますか。 
ヴィ ニェ フ パラジェーニイ 
Вы не в положении? 

お名前が呼ばれるまで、ここで待っていて下さい。 
パダジュジーチェ パジャールスタ ズジェシ パカー ヴァス ニェ ヴィザヴートゥ 
Подождите, пожалуйста, здесь, пока Вас не вызовут. 

名前を呼ばれたら（ ）番の部屋に入って下さい。 
カグダー ヴァス ヴィザブートゥ ザイジーチェ フ カビニェトゥ ノーメル（ ）
Когда Вас вызовут, зайдите в кабинет номер ( ).

我慢できますか。 
ヴィ モージェチェ パチェルピェチ 
Вы можете потерпеть? 

今、混んでいますので、ここで（ ）分ぐらい待っていて下さい。 
シチャス ムノーガ パツィエンタフ パエータムゥ パダジュジーチェ ズジェシ オーカラ（ ）ミヌートゥ
Сейчас много пациентов, поэтому подождите здесь около ( ) минут.

待っている間に、気分が悪くなったらすぐ申し出て下さい。 
イェスリー ヴァム スターニェット プローハ ヴァ ヴレーミャ アジダーニャ スカジーチェ ナム
Если Вам станет плохо во время ожидания, скажите нам.
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シャツを上げて胸を出して下さい。
パドゥニミーチェ ルバーシュクー ヴィッシェ グルージ 
Поднимите рубашку выше груди. 

服を脱いで、上半身裸になって下さい。 
ラズジェーニチェス ド ポーヤサ
Разденьтесь до пояса.

ベルトをゆるめて、おなかを出して下さい。 
ラスチェグニーチェ リェーミェニ イ パカジーチェ ジヴォートゥ パジャールスタ
Расстегните ремень и покажите живот, пожалуйста.

ベッドに横になって下さい。 
ラジーチェス ナ クシェートゥクゥ
Ложитесь на кушетку.

後ろを向いて下さい。 
パヴェルニーチェス スピノイ 
Повернитесь спиной. 

ベッドに仰向けになって下さい。 
ラジーチェス ナ スピヌゥ
Ложитесь на спину.

ベッドにうつ伏せになって下さい。 
ラジーチェス ナ ジヴォートゥ
Ложитесь на живот.

ゆっくりと呼吸をして下さい。 
ドゥイシーチェ ミェードゥレンナ 
Дышите медленно. 

終わりました。服を着てください。 
フショー パジャールスタ アジヴァイチェシ
Все. Пожалуйста, одевайтесь.

精密検査をしますので、（ ）番窓口に行って下さい。 
ドゥリャ プラハジュジェーニヤ ボーリェエ ポールナヴァ アスモートゥラ プライジーチェ ク アクヌー ノーメル（ ） 
Для прохождения более полного осмотра, пройдите к окну номер ( ). 
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尿と血液の検査をしますので、（ ）番窓口に行って下さい。 
ドリャ ズダーチ アナーリザ マチー イ クローヴィ プライジーチェ フ カビニェトゥ ノーメル（ ） 
Для сдачи анализа мочи и крови пройдите в кабинет номер ( ). 

レントゲンを撮りますので、（ ）番窓口に行って下さい。
リントギェーナフスキィ スニーマク ズジェーライチェ フ カビニェチェ ノーメル（ ）
Рентгеновский снимок сделайте в кабинете номер ( ).

心電図を撮りますので、（ ）番窓口に行って下さい。 
カルジオグラームゥ セールツァ ズジェーライチェ フ カビニェチェ ノーメル（ ）
Кардиограмму сердца сделайте в кабинете номер ( ).

仕事をせず、ゆっくりと休んで下さい。 
ヴァズジェルジーチェシ アトゥ ラボートゥィ ハラショー アッダフニーチェ 
Воздержитесь от работы, хорошо отдохните. 

バランスの取れた食事をして下さい。 
スリジーチェ シュトブィ ヴァーシェ ピターニエ ビィラ ハラショー ズバランシーラヴァンヌイム
Следите, чтобы Ваше питание было хорошо сбалансированным.

無理はしないで下さい。 
ニェ ペリナプリガイチェシ
Не перенапрягайтесь.

風呂やシャワーは控えて下さい。 
ニェ プリニマーイチェ ヴァンヌゥ イ ドゥシ
Не принимайте ванну и душ.

過激な運動は避けて下さい。 
スタライチェシ パメェーニシェ ドゥヴィーガッツァ
Старайтесь поменьше двигаться.

1週間後にまた診察を受けて下さい。 
チェーリェズ ニェジェーリュ プリイジーチェ ナ パフトールヌィ アスモートゥル
Через неделю прийдите на повторный осмотр.

検査の結果は（ ）日後に出ます。 
レズリタートゥィ アナーリゾフ ブードゥト ガトーヴィ チェリェス（ ）ドゥニェイ
Результаты анализов будут готовы через ( ) дней.
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家で静かに寝ていて下さい。 
ヴァム ヌージェン パコイ サブリュダイチェ バスチェーリヌィ リェジィーム 
Вам нужен покой, соблюдайте постельный режим. 

このカルテを（ ）番窓口に出して下さい。 
アトゥダイチュ エトゥ カルトゥ ヴ アクノー ノーメル（ ）
Отдайте эту карту в окно номер ( ).

薬局で薬をもらって帰って下さい。 
ナ シヴォードゥニャ フショー クピーチェ レカールストゥヴァ ヴ アプチェーキェ ヴィズダラーヴリヴァイチェ
パブィストゥリェエ
На сегодня все. Купите лекарства в аптеке. Выздоравливайте побыстрее.

お大事に。 
フシヴォー  ハローシェワ
Всего хорошего.

会計は（ ）番窓口です。 
アフラータ ヴ アクニェー ノーメル（ ）
Оплата в окне номер ( ).

1週間に 2、3回通院して下さい。 
プリハジィーチェ ナ アスモートル ドゥヴァトゥリ ラーザ ヴ ニェジェーリュー 
Приходите на осмотр два-три раза в неделю. 
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診察料と（ ）日分の薬代で、（ ）円になります。 
ストイマスチ ミェジチンスカヴァ アスモートゥラ イ リェカールストゥフ ラスチータンヌィフ ナ（ ）ドゥニェイ
サスタヴリャーエットゥ（ ）イェン
Стоимость медицинского осмотра и лекарств, рассчитанных на ( ) дней, составляет ( ) иен.

この処方箋を、薬局に出して下さい。 
パカジーチェ エータットゥ リツェプトゥ ヴ アプチェーケ 
Покажите этот рецепт в аптеке. 

今日は薬が出ませんので、これでお帰りになって結構です。 
シヴォードゥニャ ヴァム リェカールストゥヴァ ニェ プラピーサヌィ アスモートゥル ザコンチェン ダ スヴィダ
ーニャ
Сегодня Вам лекарства не прописаны. Осмотр закончен. До свидания.
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飲み薬は、カプセルと錠剤の（ ）種類です。 
リェカールストゥヴァ ドゥリャ プリニャーチィャ ヴァ ヴヌートゥリ（ ）チーパフ フ カープスラフ イ タプリェトゥカフ
Лекарство для принятия во внутрь ( ) типов, в капсулах и таблетках.

痛むとき、この錠剤を（ ）個、飲んでください。 
ヴィベイチェ（ ）タブリェタク イェースリ パチューフストゥヴィチェ ボーリ 
Выпейте ( ) таблеток, если почувствуете боль. 

痒いとき、この錠剤を（ ）個、飲んでください。 
イェスリー パチューフストゥヴィチェ ズート ヴィベイチェ（ ）タブリェタク
Если почувствуете зуд, выпейте ( ) таблеток.

胸が苦しいとき、この錠剤を（ ）個、飲んでください。 
イェスリー パチューフストゥヴィチェ シュトー ズダヴィーラ グルーチ ヴィベイチェ（ ）タブリェタク
Если почувствуете, что сдавило грудь, выпейте ( ) таблеток.

眠れないとき、この錠剤を（ ）個、飲んでください。 
プリ ビェスソーンニツェ ヴィペイチェ （ ）タブリェタク 
При бессоннице выпейте ( ) таблеток. 

熱が 38.5℃以上あるとき、この錠剤を（ ）個、飲んでください。 
プリ チェムピェラトゥーリェ ヴィッシェ トゥリッツァッチ ヴォーシミ ビャーチ プリミーチェ（ ）タブリェタク 
При температуре выше 38.5℃, примите ( ) таблеток. 

薬は、冷蔵庫で保管してください。 
フラニーチェ リェカールストゥヴァ フ ハラジーリニキェ
Храните лекарства в холодильнике.

（ ）日分の薬です。 
エチ リェカールストゥヴァ ラスチータヌィ ナ（ ）ドゥニェイ
Эти лекарства рассчитаны на ( ) дней.

熱いお湯で溶かして飲んでください。 
ラストゥヴァリーチェ リェカールストゥヴァ ヴ ガリャーチィ ヴァジェー イ ヴィペイチェ
Растворите лекарство в горячей воде и выпейте.

これは原液ですので、（ ）倍に薄めて使ってください。 
エタ リェカールストゥヴァ カンツェントゥリーラヴァンナエ ラスバヴリャイチェ イヴォ ヴ（ ）ラス ピェリェドゥ
ウパトゥレブレーニェム
Это лекарство концентрированное. Разбавляйте его в ( ) раз перед употреблением.
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1回、1目盛りずつ飲んでください。 
ザ アジン ラス ヴィピヴァイチェ アドゥヌー ポールツィユー 
За один раз выпивайте одну порцию. 

1日 3回、食後(食前)に飲んでください。 
プリニマイチェ トゥリ ラーザ ヴ ジェーニ ポースリェ（ド）イェドゥィ 
Принимайте три раза в день после (до) еды. 

毎夕食後（ ）錠ずつ飲んでください。 
プリニマイチェ パ（ ）タブリェトゥキ ヴェーチラム ポースリェ イェドゥィ 
Принимайте по ( ) таблетки вечером после еды. 

朝食と夕食後に（ ）錠ずつ飲んでください。 
プリニマイチェ パ（ ）タブリェトゥキ ウートゥラム イ ヴェーチラム ポースリェ イェドゥィ 
Принимайте по ( ) таблетки утром и вечером после еды. 

寝る前に（ ）錠飲んでください。 
プリニマイチェ パ（ ）タブリェトゥキ ピェリェドゥ スノム 
Принимайте по ( ) таблетки перед сном. 

（ ）時間おきに（ ）錠ずつ飲んでください。 
プリニマイチェ パ（ ）タブリェトゥキ チェーリェズ カージュドゥィェ（ ）チサー 
Принимайте по ( ) таблетки через каждые ( ) часа. 

これは坐薬です。肛門から入れてください。 
エタ スッポジトーリイ（スヴェーチ）ヴヴァジーチェ イフ ヴ ザードゥニイ プラホート
Это суппозитории (свечи). Вводите их в задний проход.

使用方法をよく読んでください。 
ヴニマーチェリナ プラチターイチェ インストゥルークツィユ 
Внимательно прочитайте инструкцию. 

胃に負担がかかることがありますので、胃薬も一緒に飲んでください。 
エタ モージェットゥ ヴィズヴァーチ ナグルースクー ナ ジルーダク パエータムー プリニマイチェ アドゥナヴリ
ェーミェンナ リェカールストゥヴァ ドゥリャ ジルートゥカ
Это может вызвать нагрузку на желудок, поэтому принимайте одновременно лекарство для желудка.

尿の色が変わりますが、心配ありません。 
イズミニェーニエ ツヴェータ マチー フ プリジェーラフ ノールムィ
Изменение цвета мочи в пределах нормы.
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便の色が変わりますが、心配ありません。 
イズミニェーニエ ツヴェータ カーラ フ プリジェーラフ ノールムィ
Изменение цвета кала в пределах нормы.

眠くなりますので、車の運転や危険な作業は避けてください。 
エタ リェカールストゥヴァ モージェットゥ ヴィーズヴァチ サスタヤーニエ サンリーヴァスチ パエータムー ニェ
ウプラブリャーイチェ マシーナイ イ ニェ ジェーライチェ ラボートゥゥ トゥレープユシュユ ブィストライ リア
ークツィ
Это лекарство может вызвать состояние сонливости, поэтому не управляйте машиной и не делайте
работу, требующую быстрой реакции.

この軟膏は、痛むところに塗ってください。 
バリノーイェ ミェスタ スマーズィヴァイチェ マージュ 
Больное место смазывайте мазью. 

それでは、お大事に。 
ヴィズダラーヴリヴァイチェ パブィストリェエ フシヴォー ハローシェワ 
Выздоравливайте побыстрее. Всего хорошего. 

当病院は、院外処方箋を発行しています。 
ムィ ヴィピシェム リツェプトゥ ナ リェカールストゥヴァ カトーラエ モージュナ クピーチ ヴ アプチェーカフ
ゴーラダ
Мы выпишем рецепт на лекарство, которое можно купить в аптеках города.

この処方箋をもって、調剤薬局に行ってください。 
ス エーチム リツェプタム イジーチェ ヴ アプチェークゥ
С этим рецептом идите в аптеку.
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おはようございます。昨夜はよく眠れましたか。 
ドープラィエ ウートゥラ ハラショー スパーリ プローシェルユ ノーチ 
Доброе утро. Хорошо спали прошлую ночь? 

朝食は食べられましたか。 
ヴィ パザーフトゥラカリ 
Вы позавтракали? 

昨日の排尿と排便の回数を教えてください。 
スコーリカ ラス フチェラー ヴィ マチーリシ イ スコーリカ ラス フィル ストゥル
Сколько раз вчера Вы мочились и сколько раз был стул?

血圧、体温、脈拍を計ります。 
ヤ イズミェーリュー ヴァム ダヴリェーニェ チェムペラトゥールゥ イ プーリス
Я измерю Вам давление, температуру и пульс.

何かあったら、ナースコールで呼んでください。 
イェスリー シュトータ スルチーッツァ ナジミーチェ クノープクゥ ヴィザヴァ ミェドゥシストゥルィ
Если что-то случится, нажмите кнопку вызова медсестры.

どこか痛みますか。 
グジェ バリット 
Где болит? 

苦しいことがありますか。 
ヴァス シュトータ ビェスパコーイット 
Вас что-то беспокоит? 

何か心配ごとがありますか。 
シュトー ヴァス ヴァルヌーエット
Что Вас волнует?

多少痛みますが我慢してください。 
ニェムノーガ プージェット ポーリナ ノ パチェルピーチェ パジャールスタ
Немного будет больно, но потерпите, пожалуйста.

腕を出してください。 
アガリーチェ ヴァーシュー ルーク
Оголите Вашу руку.

【10】



田辺三菱製薬株式会社  2 / 2 

お休みなさい。 
スパコイナイ ノーチ
Спокойной ночи.

この薬を飲んでください。 
ヴィペイチェ エタ リェカールストゥヴァ 
Выпейте это лекарство. 

先生を呼びますから待ってください。 
パダジュジーチェ ヤ パザヴー ドーケタラ 
Подождите, я позову доктора. 
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頭部 
ガラヴァー
Голова 

顔 
リツォー
Лицо

目 
グラザー
Глаза 

鼻 
ノス
Нос

口 
ロートゥ
Рот

肩部 
プリェチョー
Плечо 

耳 
ウーシィ
Уши

上腕 
プリェチョー
Плечо 

胸部
グルドゥナーヤ 
クリェートゥカ
грудная
клетка 

上肢 
ヴェルフニイェ 
カニェチナスチ
Верхние

конечности 

前腕 
ルカー
Рука

腹部 
ジィヴォート
Живот 

手指 
パーリツィ
пальцы 

背部 
スピナー
Спина

臀部 
ヤーガジィツァ
Ягодица

腰部 
バヤスニーツァ
Поясница 

足背 
パディヨム ナギー
Подъем ноги 

太腿 
ビドロー
Бедро 

足趾 
パーリツィ ナギー
Пальцы ноги 

下腿 
ゴーリェニ
Голень 

下肢 
ニージュニィェ
カニェーチナスチ

Нижние
конечности

踵 
ピャートゥカ
Пятка 

足部 
ノーギ
Ноги
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どんな症状で来院されましたか？該当する項目に印をつけてください。 
カキェ パリェーズニンヌイエ シンプトームィ ウ ヴァス ナプリュダーユッツァ
アトゥミェーチチェ シンプトームィ サアトゥヴェートゥストゥヴユシィェ ヴァーシムゥ サスタヤーニユ
Какие болезненные симптомы у Вас наблюдаются?  
Отметьте симптомы, соответствующие Вашему состоянию. 

□ 熱がある
チェムチェラトゥーラ
Температура

□ 痛みがある
ボーリ
Боль 

□ 吐き気
タシュナター
Тошнота

□ 下痢をしている
パノース
Понос 

□ 体がだるい
スラーパスチ
Слабость

□ 食欲がない
ニェット アベェチータ
Нет аппетита

□ 咳が辛い
シーリヌイ カーシェリ
Сильный кашель

□ 鼻水が止まらない
パスタヤンヌイ ナースマルク
Постоянный насморк 

□ 悪心がする
プローハ シェビャ チューフストゥヴュ 

Плохо себя чувствую 

□ 便秘をしている
ザポール
Запор 

□ 胸が苦しい
ボーリ ヴ グルジー
Боль в груди 

□ 息切れ
アドゥィシュカ
Одышка

□ 動悸がする
シェルツェビイェーニイェ
Сердцебиение

□ 喘息の発作
プリィストウブ アーストゥムィ
Приступ астмы 

□ 大変喉が渇く
スーハスチ ヴ ゴールリェ
Сухость в горле

□ 痒み
チェソートゥカ
Чесотка

□ 目眩
ガラヴァクルジェーニイェ
Головокружение 

□ 不眠
ビェスソーニツァ
Бессонница 

□ 発疹が出る
スィピ
Сыпь

□ 目の病気
グラズナーヤ ボーリ
Глазная боль 

□ 鼻の病気
ボーリ ヴ ナスー
Боль в носу 

□ 耳の病気
ボーリ ヴ ウーヒェ
Боль в ухе 

□ 泌尿器の病気
バリェズニ オールガナフ マチェイスプスカーニヤ
Болезнь органов мочеиспускания 

□ 婦人科の病気
ギネカラギーチェスカィヤ バリェズニ
Гинекологическая болезнь 

□ 精神的な悩み
ニェールヴナエ ラストゥロイストゥヴァ 

Нервное расстройство
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1 
アジン
один

2 
ドゥヴァ
два 

3 
トゥリ
три

4 
チェトゥイリェ
четыре

5 
ビャーチ
пять 

6 
シェスチ
шесть

7 
セミ
семь

8 
ヴォーシェミ
восемь 

9 
ジェーヴィッチ
девять 

10 
ジェーシッチ
десять 

11 
アジンナッツァチ
одинадцать

12 
ドゥヴェナーツァッチ
двенадцать 

13 
トゥリナッツァチ
тринадцать

14 
チトゥィルナッツァチ
четырнадцать

15 
ピトゥナッツァチ
пятнадцать 

16 
シェスナッツァッチ
шестнадцать

17 
シェムナーツァッチ
семнадцать

18 
ヴァシェムナーツァッチ
восемнадцать 

19 
ジェヴィトゥナーツァッチ
девятнадцать 

20 
ドゥヴァーツァッチ
двадцать 

30 
トゥリーツァッチ
тридцать

40 
ソーラック
сорок

50 
ピャチジェシャット
пятьдесят 

60 
シェスチジェシャット
шестьдесят

70 
ジェミジェシャット
семьдесят 

80 
ヴォシャミジェシャット
восемьдесят 

90 
ジェヴィノースタ
девяносто 

100 
スト
сто

1錠 
アドゥナ タブリュトゥカ
Одна таблетка

2錠 
ドゥヴェ タブリェトゥキ
две таблетки 

3錠 
トゥリ タブリェトゥキ
три таблетки

4錠 
チェチィーリェ タブリェトゥキ 

четыре таблетки

5錠 
ヒャチ タブリェタク
пять таблеток

1回 
アジン ラス
один раз

2回 
ドゥヴァ ラーザ
два раза 

3回 
トゥリ ラーザ
три раза

4回 
チェトゥィリェ ラーザ
четыре раза

5回 
ビャーチ ラス
пять раз 
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この薬は 8時間おきに 1日 3回 3錠ずつ飲んでください。 
チェリェズ カージディエ  ヴォーシミ チソフ パ トゥリ タブリェトゥキ トゥリ ラーザ ヴ ジェニ
Через каждые восемь часов по три таблетки три раза в день.

30分ぐらい待ってください。 
パダジュジーチェ オーカラ トゥリーツァッチ ミヌートゥ 
Подождите около тридцати минут. 

8時 30分から受付が始まります。 
プリヨム ナチナーイェツア ス ヴァシミー トゥリーツァッテ 
Прием начинается с восьми тридцати. 

3時で外来は終わりです。 
プリヨム ザカーンチヴァイェツア ヴ トゥリ チャサー 
Прием заканчивается в три часа. 

この薬は 2錠ずつ飲んでください。 
ビェイチェ エタ リェカ−ルストゥヴァ パ ドゥヴェ タブリェトゥキ 
Пейте это лекарство по две таблетки. 
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朝 
ウートゥラ
утро

お昼 
ジェニ 

день 

夕方 
ヴェーチェル 

вечер 

夜 
ノーチ
ночь

深夜 
グルボーカイヤノーチ 

глубокая ночь 

早朝 
ランニェイェ ウートゥラ
ранее утро

午前 
ダ パルードゥニャ 

до полудня 

午後 
ポースノェ パルードゥニャ 

после полудня 

1 分 
アドゥナ ミヌータ
одна минута

2 分 
ドゥヴェ ミヌートゥィ 

две минуты 

3 分 
トゥリ ミヌートゥィ
три минуты

4 分 
チェトゥィリェ ミヌートゥィ
четыре минуты

5 分 
ピャーチ ミヌートゥ 

пять минут 

6 分 
シェスチ ミヌートゥ
шесть минут

7 分 
シェミ ミヌートゥ
семь минут

8 分 
ヴォーシミ ミヌートゥ 

восемь минут 

9 分 
ジェーヴィチ ミヌートゥ 

дявять минут 

10 分 
ジェーシィチ ミヌートゥ 

десять минут 

15 分 
ピトゥナッツァッチ ミヌートゥ 

пятнадцать минут 

20 分 
ドゥヴァーッツァッチ ミヌートゥ 

двадцать минут 

25 分 
ドゥヴァーッツァッチ ピャーチ ミヌートゥ 

двадцать пять минут 

30 分 
トゥリーッツァッチ ミヌートゥ
тридцать минут

35 分 
トゥリーッツァッチ ピャーチ ミヌートゥ 

тридцать пять минут

40 分 
ソーラク ミヌートゥ
сорок минут

45 分 
ソーラク ピャーチ ミヌートゥ
сорок пять минут

50 分 
ピディシャーチ ミヌートゥ 

пятьдесят минут 

55 分 
ピディシャーチ ピャーチ ミヌートゥ 

пятьдесят пять минут 

60 分 
シェスディシャーチ ミヌートゥ
шестьдесят минут
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1 時間 
アジン チャス
один час

1 時間 15 分 
チャス ピトゥナッツァチ
час пятнадцать

1 時間 30 分 
チャス トゥリッツァチ
час тридцать

2 時間 
ドゥヴァ チサー 

два часа 

3 時間 
トゥリ チサー
три часа

4 時間 
チェトゥィリェ チサー
четыре часа

5 時間 
ピャーチ チソフ 

пять часов 

6 時間 
シェスチ チソフ
шесть часов

7 時間 
シェミ チソフ
семь часов

8 時間 
ヴォーシミ チソフ 

восемь часов 

午前 8 時 
ヴォーシミ チソフ ウトゥラー 

восемь часов утра 

8 時 15 分 
ヴォーシミ ピトゥナーッツァッチ 

восемь пятнадцать 

8 時 30 分 
ヴォーシミ トゥリーッツァッチ 

восемь тридцать 

8 時 45 分 
ヴォーシミ ソーラク ピャーチ 

восемь сорок пять 

12 時 
ドゥヴィナーッツァッチ チソフ 

двенадцать часов 

午後 1 時 
チャスドゥニャ
час дня

午後 3 時 15 分 
トゥリ ピトゥナーッツァッチ
три пятнадцать

毎日 
カージュドゥィ ジェニ
каждый день

1 日おき 
チェーリェズ ジェニ
через день

1 日 2 回 
ドゥヴァ ラーザ ヴ ジェニ 

два раза в день 

1 日 3 回 
トゥリ ラーザ ヴ ジェニ
три раза в день

1 日 4 回 
チェトゥィノェ ラーザ ヴ ジェニ
черыре раза в день

1 日 1 錠 
アドゥナ タブリェトゥカ ヴ ジェニ
одна таблетка в день

1 日分 
アドゥナ ドゥニェヴナヤ ドーザ
однодневная доза

3 日分 
トゥリョフ ドゥニェヴナヤ ドーザ
трехдневная доза

1 週間分 
ニジェーリナヤ ドーザ
недельная доза

1 週間後 
チェーリェズ ニェジェーリュ
Через неделю

1 ヶ月後 
チェーリェズ ミェーシッツ
через месяц
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曜日 
ジェニ ネジェーリ
День недели 

日曜日 
ヴァスクリェシェーニィェ
Воскресенье 

月曜日 
パニェジェーリニク
Понедельник 

火曜日 
フトールニク
Вторник

水曜日 
スリェダー
Среда

木曜日 
チェトゥヴィェルク
Четверг

金曜日 
ピャートゥニツァ
Пятница 

土曜日 
スポータ
Суббота

12ヶ月 
ドゥヴィナッツァッチ ミェーシャッツェフ 

Двенадцать месяцев 

1月 
ヤンヴァーリ
Январь

2月 
フィヴラーリ
февраль

3月 
マールトゥ
Март

4月 
アブリェリ
Апрель

5月 
マイ
Май

6月 
イユーニ
Июнь

7月 
イユーリ
Июль

8月 
アーヴグストゥ
Август

9月 
シェンチャーブリ
Сентябрь

10月 
アクチャーブリ
Октябрь

11月 
ナヤーブリ
Ноябрь

12月 
ジェカーブリ
Декабрь 
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診療窓口 
アッジェレーニヤ ミジツィンスカヴァ
アスモートゥラ
Отделения медицинского
осмотра

一般内科 
チェラピェフチーチェスカイェ
Терапевтическое

小児科 
ピェジアトゥリーチェスカイェ
Педиатрическое 

産婦人科 
ギニェカラギーチェスカイェ
Гинекологическое 

泌尿器科 
ウララギーチェスカイェ
Урологическое

皮膚科 
ジェルマタラギーチェスカイェ
Дерматологическое 

耳鼻科 
オタラリンガラギーチェスカイェ
Отоларингологическое

眼科 
オフタリマラギーチェスカイェ
Офтальмологическое

歯科 
ストマタラギーチェスカイェ
Стоматологическое

外科 
ヒルルギーチェスカイェ
Хирургическое

整形外科 
アルタピェジーチェスカイェ
Ортопедическое

精神科 
ニェヴラパタラギーチェスカイェ
Невропатологическое

処置室 
プラツェドールヌィ カビニェトゥ
Процедурный кабинет 

検尿 
アナーリズ マチー
Анализ мочи

心電図 
カルジアグラーマ セールツア
Кардиограмма сердца

腹部エコー 
イスリェーダヴァニェ プリュシノーイ
ポーラスチ
Исследование брюшной
полости

脳波 
エンツェファラグラーフィヤ
Энцефалография

X線検査 
リンドギナグラーフィア
Рентгенография

胃カメラ 
ガストゥラスカピーヤ
Гастроскопия 
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