
 
 
 
 
 

 

 
ゲΑゲエわャا るホケヲよ るΑゅレバヤャヱ ユΑギボわャا リジエャ りギェاヱ るトボル ゾダガゎ. 

 メاأو リيゲヨتャا (3,5るトボル ) 
ユホケ モミ ュゅョأ أトカ ヱأ ウΒエダよ ょィأヱ るΒャゅわャا れゅェاゲわホاا ュゅホケأ ゲΑゲエわャا るホケヱ ヴャإ モボルا  : 

 アわレΑ اアレゼわャ اキギヨゎ リハ ヶヤツバャ اゲヘョ るボΑゲトよ るヤツバャطる؛ .1
 ノΒヨィ اれゅΒツバわヨャ اるッゲヨョ るΑゲヰイヨャ؛ .2
3.  るΑヱゅヘヨヤャا れゅΑゲムャف اゲط リョ ュゅジィاأ れاキゅツョ ァゅわルإ ユわΑ T؛ 
4.  れゅΑヱゅヘヨヤャا アツレゎB ؛るΑゲわバジャا りギغャا ンヲわジョ ヶف  
  リΒよ ヵヲヤカ ラヱゅバゎ ゐギエΑ اヱ れゅΒヨバヤらャاカ れゅΑヱゅヘヨヤャاメ ااるよゅイわシ اるΒハゅレヨャ؛ .5
 ゲらわバゎ اキ るヤΒシヱ るヨバヤらャفネゅ فヱ るΑケヲغるΒハヲル ゲΒ؛ .6
7. ヵケヲف メヲバヘョ メゅダヨわシإャ. 

 
 ( 1,5るトボル) اャتゲヨيリ اルゅんャي 

るΑケヲバش るΒシゅジェ ヴャإ ゅヰヤΒヤエゎヱ れゅョヲヤバヨャا メゅらボわシا リョ リムヨゎ れゅェゅよ ヴヤハ ラゅジルاإ オョ ヵヲわエΑ. 
-  ょΒゎゲわャゅよ ゲミク3اるΒシゅジエャا ログワ ヶف モカギわゎ るΒシゅシأ ゲタゅレハ . 

 
  ( ボルط3 ) اャتゲヨيリ اャゅんャث

 コゲよأMagendieヱ  Bell メヱギイャا ヶف マΒヤハ ゥゲわボル ゆケゅイわャا リョ るヤジヤジよ ゅョゅホヱ ،ょヤミ ギレハ ヮΑケグイよ ヶミケヲャا ょダバャا
ゅヰレョ ヂバらャا ヶャゅわャا: 
 ستレتゅجれゅاإ ァـــــائــれــラاャــ ارゆــァــれاャــ

 ノトホメا ょダハ؛ヶミケヲャا  ラاギボف ヱ ょダバャا اグヰよ るよヲダバヨャا るボトレヨャا モヤش
ゅヰわΒシゅジェ. 

A 

メ ヶョゅョاأ ケグイャا ノトホメ ょダハ؛ ヶミケヲャا るよヲダバヨャا るボトレヨャا モヤشノョ ゆ ドゅヘわェاإ メاヶシゅジェり. B 
アャا ノトホクメ ヶヘヤガャا ケメ ょダハ؛ヶミケヲャا  るよヲダバヨャا るボトレヨャا ヶف るΒシゅジエャا ラاギボف ドゅヘわェاا ノョ

るΒミゲエャゅよ. 
C 

 .A ヱ B ヱ C اるホケヱ ヴヤハ ょわミ اゲΑゲエわャ ااァゅわレわシ اヱゲエヤャ ペよゅトヨャف  ـ 
 

  ( ボルط4) اャتゲヨيリ اゲャابع 
 (SIDA) اケヲダホり るらジわムヨャ اキ アわレΑ    ネゅレヨャاء

 るヨエよ ユジイャا るよゅタإ リハVIH . るΒヘΒミ ユヰヘャヱ
 ユゎ ،ヶハゅレヨャا コゅヰイャا ヴヤハ  るヨエャا ログワ ゲΒأثゎ

 るヨェ るΒヨミ リョ モミ  ゴΒミゲゎ ケヲトゎ  サゅΒホVIH 
 ログワ ギッ るヰィヲヨャا ュゅジィاأ れاキゅツョ るらジルヱ

 ログヰよ ヮわよゅタإ グレョ  ゾガش ュキ ヶف るヨエャا
るヨエャا . モダエヨャا アئゅわレャا ヮらルゅィ るボΒثヲャا モんヨゎヱ
ゅヰΒヤハ: 

るصفحャا 
1 

2 
 1 モョゅعヨャالحياة  ا ュوヤواأرضع  

 
りدゅــــヨャا 

 1るعゅس  コゅجルاا りدョ 

 キ ااエわョـــラゅ اイャـヰــヵヲ اヨャـــェヲـ
ヵキاギハاإ マヤジャا りキゅヰش モΒレャ 

وコارり اャتゲبيる اャوطレيる و اャتعヤيユ اャعャゅي   )2011  يوルيو ( 
و تムويリ اأطـゲ و اらャحث اャعヨヤي 

 كتゅبる اャدوるャ اヤムヨャفる بャゅتعヤيユ اヨャدرسي

 

 



 りキゅヨャا        :                   チケاأヱ りゅΒエャا ュヲヤハ2/2りケヱギャا                         : ヲΒルヲΑ2011  
 

1.  るヨェ ギッ るヰィヲヨャا るΒハゅレヨャا るよゅイわシاا ネヲル キギェ  VIHるボΒثヲャا ヶف  りキケاヲャا . 
2.  るヤェゲヨャا  ヶف るヌェاヨャا れاゲΒغわャا ゅョA  ؟ るボΒثヲャا リョ 

3.  るΒヨミ ケヲトゎ ∇ゲ∂ジفVIH るヤェゲヨャا ヶف るレΒらヨャا B.   
 ヲわよظΒف اれゅΒトバヨャ اるボよゅジャ، أゅトカ ゴイルطるΒヘΒミ コゲらゎ るΒらΒミゲゎ る ظケヲヰ اギΒジャا カ リョ マャクヱاょΒゎゲゎ メ اれゅヨヤムャ ـ 4

るΒャゅわャا れاケゅらバャاヱ : 
 モダヨャا るΒよゅイΑإ ケヲヰا -  ظギΒジャا ケヲヰظ - ヴヤハ ءゅツボャاT4 -  ゆ ンヱギバャا VIH  -  ギッ ュゅジィأ れاキゅツョ ァゅわルإ

VIH ـ れゅΑヱゅヘヨヤャط اΒゼレゎヱ  ザΒジエゎ B ـ ラヲヨムャا るヤェゲョ    - ゆゲジゎVIH ヴャإ T4 ゅヰヤカاギよ  ロゲثゅムゎヱ - 
 
 

 るΒィゅョキاإ るΒバッヲャا (ط 7ボル ) 
 

メゴレヨャفي ا るدثゅح 
ُأろらΒタ∇ أるレΒョ أثゅレء ヲボシطゅヰ فユヤシ ヶ اモヤゼよ ァケギャ فゅヰホゅシ ヶ اأゅヰわらミケ ンヲわジョ ヴヤハ ゥゲイよヱ ،リヨΑ اΑゴル ヮレハ アわル ンゲジΒャف 

ヶヤエョ ゆゅヰわャاヱ ヵヲョキ .ュギャゅよ ゅヰレΒボエわよヱ ギΒョゅヘャヲシヱ るΑヲΒェ れاキゅツョ メゅヨバわシゅよ ゅヰョأ ょΒらトャا ウダル ،ゅヰダエف ギバよ. 
ネヲッヲヨャا ヶف れゅエΒッヲゎ るレΒョأ ヲカأ マレョ ょヤط. 

    
                                                                 

                                                                                          
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

れゅヨيヤتعャا 

るハゅレヨャا ユヤハヱ طよゲャئف اゅظヲよ るボヤバわヨャا マゎゅらジわムョヱ ペئゅثヲャا ヴヤハ ًاキゅヨわハا: 

1. モヤゼャゅよ ヮわカأ るよゅタإ ょらシ るレΒョأ ォأ モΒヤバわャا ノョ ウッヱ. 

 اノョ ゥゲわホ اモΒヤバわャ اゾガゼャ اリムヨΑ ヵグャ أヴヤハ ヮョギよ ネゲらわΑ ラ أるレΒョ؛ .2

3. ギΒョゅヘャヲジャاヱ るΑヲΒエャا れاキゅツヨャا メゅヨバわシゅよ るボヤバわヨャا ょΒらトャا るエΒダル  ヮャ ゲジف. 

 
 
 
 
 

 
 

 るホゲトョ るトシاヲよ  ょΒらトャا ゆゲッ
 ノفギルゅف るレΒョأ ギレハ るダاغギャا モヘシأ

ュゅョاأ ヴャإ リヨΑاأ ゅヰホゅシ. 
 

 るوثيقャ1ا: 
 ヴヤハ るホゲトヨよ ゆゲツャا るイΒわル 

るレΒョأ るらミケ ンヲわジョ. 

モيヤتحャا ゲصゅレع るレيョد أレع るتيجレャا 
 ギムヤャا ギャヲョA ( ヴヤハ

 れゅΑゲムャء اゅゼغ
 (اゲヨエャاء

キヲィヲョ 

  キゅツョRh ( リΑギムャ
モダヨャا ヶف) 

キヲィヲョ 

 
 るوثيقャ2ا: 

 るレΒョأ ュキ モΒャゅエゎ アئゅわル ヂバよ  るレΒョأ ュأ るレΒョأ ユハ るレΒョأ メゅカ るレΒョأ るボΑギタ 
るΑヲョギャا るヤΒダヘャا ARh+ ABRh- ORh- ORh+ 

 るوثيقャ3ا: 
るレΒョط أΒエョ リョ ソゅガاأش ヂバよ  ギレハ るΑヲョギャا モئゅダヘャا. 

 



 
 
 
 
 

 

 عゅレصゲ اإجゅبる وسユヤ اャتレقيط
るホケヲャゅよ るΑゅレバャاヱ ユΑギボわャا リジェ リハ りギェاヱ るトボル ウレヨゎ 

 

るصفحャا 
1 

1 
 1 モョゅعヨャالحياة  ا ュوヤواأرضع  

 
りدゅــــヨャا 

 1るعゅس  コゅجルاا りدョ 

 メاأو リيゲヨتャا  
    *   トカ          *  5 .ウΒエタأ . トカ        *4أ       . トカ       *3أ         . トカ       *2أ        .1  

 6 .      ウΒエタ     *7 .   ウΒエタ ...............................................( 0,5  ٛ 7           ........................... )  
 
 3,5 

  اャتゲヨيリ  اルゅんャي 
 るΑケヲバゼャا るΒシゅジエャا ヶف モカギわゎ ヶわャا るΒシゅシاأ ゲタゅレバャا  : 

   ヶジェ モらボわジョ 
  るΒジェ るΒらダハ فゅΒャأ(  ヶジェ モタヲョ ヱأ( 
   オヨャا ヶف るًダダガわョ  れゅェゅよ( るΒジェ れゅェゅよ ヱ( ...................3 ٛ  0,5...........................) )أ  

 
 
 

1,5 
  اャتゲヨيリ  اャゅんャث 

 A :  モボレΑメا ょダバャاポケヱ ヵ るΒミゲエャا るャゅΒジャاヱ るΒジエャا るΒらダバャا るャゅΒジャا( ヮルطإヤわガョ ょダハ) 
B:れ るΒミゲェ るΒらダハ فゅΒャأ ヴヤハ ヶョゅョاأ ケグイャا ヵヲわエΑ モボル れاツバャا ヲエル るΒミゲエャا るΒらダバャا るャゅΒジャا ゅワゲらハ 
C:れ るΒジェ るΒらダハ فゅΒャأ ヴヤハ ヶヘヤガャا ケグイャا ヵヲわエΑ ペル るΒジエャا るΒらダバャا るャゅΒジャا メإ ヶミヲゼャا ネゅガレャا ヴャ .

 (                                                                                          1  ٛ3............................... )        

 
 

3 

  اャتゲヨيリ  اゲャابع 
1
2
3 
 
4 

 
 

 -るΒトヤカ るボΒثヲャا ヶف りキケاヲャا るΒハゅレヨャا るよゅイわシاا  (  ヶトヤカ マヤジョ れاク るΒハヲル) ......................................... 
 るヤェゲヨャا ヶفA:  るヨェ るΒヨミ チゅヘガルاヱ ュゅジィاأ れاキゅツョ るらジル ゴΒミゲゎ ネゅヘゎケاVIH ゆゅダヨャا ユジィ ヶف............. 
 るヤェゲヨャا ヶفB るヨェ   ヴヤハ ءゅツボャا ラヱキ メゅェ ゅヨョ ،るΒイΑケギゎ るΒヘΒムよ ュゅジィاأ れاキゅツョ ァゅわルإ ヂヘガルا VIH ゅヨョ ،

 ユジイャا ヶف ノΑゲジャا ロゲثゅムゎ ょらジよ ユジイャا ヶف ヮわΒヨミ ネゅヘゎケا ヴャإ ンキأ( れゅΑヱゅヘヨヤャا ヶفT4                                                                                                                                                                  ...............................) 
 ゆ ンヱギバャا VIH ゆゲジゎ      VIH ヴャإ T4 れゅΑヱゅヘヨヤャط اΒゼレゎヱ  ザΒジエゎ        ゅヰヤカاギよ  ロゲثゅムゎヱ B     - ァゅわルإ

 ギッ ュゅジィأ れاキゅツョVIH ヴヤハ ءゅツボャا        ラヲヨムャا るヤェゲョ           モダヨャا るΒよゅイΑإ ケヲヰظ         T4          
 -....................................................................................................................ظケヲヰ اギΒジャا

                                                                                                                                                                                                                    اヨャجヨوع

  0,5 
    1 

 
  1,5 
 
   

    1 
    4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

るجيゅョاإد るوضعيャا 
 るョاءヨャا  ユيヤسャا メゅヨااستع ュゅسجルاآ 

 るヨΒヤバわャا
1 

ユヤバわヨャا モダエΑ(り) اクإ るトボル ヴヤハ: 

 ょらジャ ゅًエΒッヲゎ ュギホ اإモヤゼャゅよ るよゅタ؛ -
-  るボΒثヲャا れゅΒトバョ ظفヱ اク1إ ヶف 

 ょらシ ウΒッヲゎ اإモヤゼャゅよ るよゅタ؛

ユヤバわヨャا モダエΑ(り)  ロキケاヲョ ظفヱ اクإ るトボル ヴヤハ
 れゅΒトバョ ظفヱヱ るΑキاケاإ るΒミゲエわャゅよ るボヤバわヨャا

 るボΒثヲャ1اヶف ゅًヨΒヤシ ゅًヘΒظヲゎ : 
 - ヶف モヤガャ るバィاケ モヤゼャゅよ るよゅタاإ ラأ ァゅわレわシا

 اるェゅらャ اるΒミゲエャ؛
 -モヤゼャゅよ るよゅタاإ ょらシ モΒヤバゎ 

ユヤバわヨャا モダエΑ(り) 
るトボル ヴヤハ إクا 

 ンギェإ ろルゅミ
 メヲェ ヮゎゅよゅィإ

 ゐاんャا れゅヨΒヤバわャا
 モホاأ ヴヤハ

 るΒャゅカヱ るヤジヤジわョ
れゅツホゅレわャا リョ 

 るヨΒヤバわャا
2 

ユヤバわヨャا モダエΑ(り) اクإ るトボル ヴヤハ: 
-  リムヨΑ ゅダガش モΒヤバわャا ノョ ゥゲわホا

 أヴヤハ ヮョギよ ネゲらわΑ ラ أるレΒョ؛
-  るボΒثヲャا れゅΒトバョ ظفヱ اク3إ ヶف 

 モΒヤバゎ ヶفヱ ゾガゼャا ゥاゲわホا
 ااゲわホاゥ اュギボヨャ؛

ユヤバわヨャا モダエΑ(り)  ロキケاヲョ ظفヱ اクإ るトボル ヴヤハ
 るボΒثヲャا れゅΒトバョ ظفヱヱ ュギャا リホゅエわよ るボヤバわヨャ3ا 

ヶف ゅًヨΒヤシ ゅヘΒظヲゎ: 
-  ヮョギよ ネゲらわΑ ラأ リムヨΑ ヵグャا ゾガゼャا ゥاゲわホا

 ヴヤハ أるレΒョ؛
- るレΒョأ ュキヱ ネゲらわヨャا ュキ リΒよ ペافヲわャا モΒヤバゎ 

 るヨΒヤバわャا
3 

ユヤバわヨャا モダエΑ(り)  ュ∂ギホ اクإ るトボル ヴヤハ
 メゅヨバわシゅよ るボヤバわヨャا ょΒらトャا るエΒダレャ ًاゲΒジヘゎ

 اヱ ギΒョゅヘャヲジャاキゅツヨャاれ اるΑヲΒエャ؛

ユヤバわヨャا モダエΑ(り)  ロキケاヲョ ظفヱ اクإ るトボル ヴヤハ
 ゅヘΒظヲゎ ヶョヲثゲイャا アヨガャا ょレイゎ ベゲトよ るボヤバわヨャا

 ペヤバわヨャا ょΒらトャا るエΒダル ゲΒジヘゎ ヶف ゅًヨΒヤシ
るΑヲΒエャا れاキゅツヨャاヱ ギΒョゅヘャヲジャا メゅヨバわシゅよ. 

 

 キ ااエわョـــラゅ اイャـヰــヵヲ اヨャـــェヲـ
ヵキاギハاإ マヤジャا りキゅヰش モΒレャ 

وコارり اャتゲبيる اャوطレيる و اャتعヤيユ اャعャゅي   )2011  يوルيو ( 
و تムويリ اأطـゲ و اらャحث اャعヨヤي 

 كتゅبる اャدوるャ اヤムヨャفる بャゅتعヤيユ اヨャدرسي

 


