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カルテ番号〔             〕 

桑名クリニック児童精神科 外来問診票 

＊この問診票は診察の基礎資料となりますので，できるだけ全ての質問に記入して 

いただきますよう，お願いします。 

＊（ ）内に記入し，あてはまる番号もしくは記号に○をつけて下さい。 

記載者：〔          〕  続柄：〔    〕 

 

（１）本日の相談内容について，具体的にお書き下さい。 

 

 

 

※それは，いつ頃からお気づきでしたか？--------------------------------------（ 歳頃） 

（２）お子さんの学業について気になることがありましたら、具体的にお書き下さい。 

 

 

 

（３）本日の受診に際し，直接のきっかけとなったのはどのようなことでしょうか？ 

 

 

 

（４）本日までに相談したことのある機関をお教えください。また、受診したことのある

病院は病院名を挙げてください。 

（記述例：○○病院 小児科，○○市役所 子ども家庭課など） 

 

 

 

Ⅰ 基本的な情報をおうかがいします。 

お子さんのお名前：（  ） 

性別： 男 ・ 女 

生年月日：平成（  ）年（  ）月（  ）日生まれ ・・・年齢：（  歳） 

今まで通った学校名： 

保育園もしくは幼稚園 -- （ 園） 

小学校 ----------------------- （ 小学校）（現在  年生） 

中学校 ----------------------- （ 中学校）（現在  年生） 

お子さんの身長：（ ） cm 体重：（ ） kg 

お子さんの利き手： 

Ⅱ 相談事項についておうかがいします。 
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Ⅲ ご家族についておうかがいします。 

（１）家族構成をおうかがいします。 

a 現在お子さんと同居しているのは，合計で何名ですか（お子さん自身を含む）？ 

大人(18 歳以上)が（   ）名，子供(18 歳未満)が（   ）名，合計で（   ）名 

b 同居している方についておうかがいします。以下の当てはまる番号に○をし，年齢

をお書きください。 

＊ご両親                      年齢 

＊母：①実母 ②継母（内縁関係を含む）----------（   歳） 

＊父：①実父 ②継父（内縁関係を含む）----------（   歳） 

＊きょうだい・祖父母・曾祖父母など，他にお子さんと同居されている方 

続柄（本人からみて） 

（                 ）----------（   歳） 

（                 ）----------（   歳） 

（                 ）----------（   歳） 

（                 ）----------（   歳） 

 

（２）ご家族・ご親類のうちで，次の障害（状態）に該当する方，または，かつて該当し

ていた方はおられますか。実父，継父，実母，継母，祖父母，きょうだい，おじ，

おば，いとこについて，あてはまる番号と続柄をお書き下さい。 

1. 知的障害、精神遅滞  2. 自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害 

3. 学習障害(LD)  4. 注意欠陥多動性障害(ADHD) 

5. 反抗挑戦性障害、行為障害 6. てんかん 

7. 統合失調症、精神分裂病、非定型精神病 8. 躁うつ病、双極性障害 

9. うつ病、うつ状態、抑うつ神経症 10. 心気症、身体表現性障害、ヒステリー 

11. 慢性疲労症候群  12. 線維筋痛症 

13. 起立性調節障害  14. 過敏性腸症候群 

15. 化学物質過敏症  16. 転換性障害 

17. 解離性障害   18. 強迫性障害 

19. パニック障害  20. 社交不安障害、社会恐怖、対人恐怖 

21. 全般性不安障害  22. 外傷後ストレス障害(PTSD) 

23. 摂食障害、神経性食欲不振症、過食症  24. 不登校 

25. その他の精神または神経の疾患 

  番号        続柄（本人からみて）         特記事項 

（    ）----------（              ）----------（        ） 

（    ）----------（              ）----------（        ） 

（    ）----------（              ）----------（        ） 

（３）今までに転居・転校（園）されたことがあれば，その回数と時期をお書き下さい。 

＊転居・・・計（   ）回    ＊転校・・・計（   ）回 

時期（お子さんの年齢） 転居 転校        理由 

 （    歳頃）---------- □  □  （                ） 

 （    歳頃）---------- □  □  （                ） 

 （    歳頃）---------- □  □  （                ） 
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Ⅳ お父さまについておうかがいします。 

（１）お父さまはお子さんとは， 

①現在同居している 

②現在別居中 ----- 理由は：（a）単身赴任（b）病気入院中（c）その他（    ） 

時期：（    ）年（  ）月から 

③死別、離婚 -----  時期：（    ）年（  ）月 

④その他（ ） 

（２）お父さまの最終学歴（または現在行っておられる学校）についておうかがいします。 

a その学校は次のどちらにあたりますか。中退も卒業と同じ扱いでお答え下さい。 

①中学校 ②高校 

③（中学卒業後に入学した）専門学校 ④（高校卒業後に入学した）専門学校 

⑤短大 ⑥高専 ⑦大学（４年制） ⑧大学（６年制） ⑨大学院 

※短大・専門学校の方：何年制でしたか？-----------------------------------（  ）年制 

※大学院の方：合計で何年制でしたか？（例：２＋３＝５年制）-----（  ）年制 

b その学校を卒業されましたか？ 

①卒業  ②中退  ③在学中 

※中退の方：何年生で中退されましたか？-----------------------------------（  ）年生 

※在学中の方：現在何年生ですか？--------------------------------------------（  ）年生 

（３）お父さまのお仕事の状況についておうかがいします。現在，または最近までしてい

た仕事についてお書き下さい。 

a 雇用形態は？ 

① 経営者，会社役員など ② 正規雇用の一般従業者（正社員・正規職員・常勤） 

③ 派遣社員 ④ 契約社員，期間工 ⑤ パートタイマー，アルバイト 

⑥ 自営業，自由業（農業や漁業を含む） 

⑦ 家族従業者（家族の経営する企業・店舗・農業などを手伝っている人） 

⑧ 主夫 ⑨ 休職中または無職 ⑩ 学生 

※⑧～⑩にあてはまる方は，仕事をしていた時期があればお書き下さい。 

 ---------（   歳）から（   歳）まで働いていた。 

退職した理由：（                       ） 

b  働いている人は会社全体で何人ぐらいですか（でしたか）？ 

     (ご家族が一緒に働いている場合は，それも人数に含む) 

①１人   ②２～４人  ③５～９人 

④１０～２９人  ⑤３０～９９人  ⑥１００～２９９人 

⑦３００～４９９人 ⑧５００～９９９人 ⑨１０００人以上 

⑩官公庁 

c 勤め先でどのような仕事をしていますか（いましたか）？ 

（○○組み立て，経理，運搬，仕入れ等，職種が分かるよう詳しくお書き下さい） 

 

 

d 何かの役職についていますか（いましたか）？それは以下のどれに相当しますか？ 

＊具体的な役職名：（          ） 

①役職なし ②監督，職長，班長，組長 ③係長，係長相当職 

④課長，課長相当職 ⑤部長，部長相当職 ⑥社長，重役，役員，理事 
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Ⅴ，お母さまについておうかがいします。 

（１）お母さまはお子さんとは， 

①現在同居している 

②現在別居中 ----- 理由は：（a）単身赴任（b）病気入院中（c）その他（    ） 

時期：（    ）年（  ）月から 

③死別、離婚 -----  時期：（    ）年（  ）月 

④その他（ ） 

（２）お母さまの最終学歴（または現在行っておられる学校）についておうかがいします。 

a その学校は次のどちらにあたりますか。中退も卒業と同じ扱いでお答え下さい。 

①中学校 ②高校 

③（中学卒業後に入学した）専門学校 ④（高校卒業後に入学した）専門学校 

⑤短大 ⑥高専 ⑦大学（４年制） ⑧大学（６年制） ⑨大学院 

※短大・専門学校の方：何年制でしたか？-----------------------------------（  ）年制 

※大学院の方：合計で何年制でしたか？（例：２＋３＝５年制）-----（  ）年制 

b その学校を卒業されましたか？ 

①卒業  ②中退  ③在学中 

※中退の方：何年生で中退されましたか？-----------------------------------（  ）年生 

※在学中の方：現在何年生ですか？--------------------------------------------（  ）年生 

（３）お母さまのお仕事の状況についておうかがいします。現在，または最近までしてい

た仕事についてお書き下さい。 

a 雇用形態は？ 

① 経営者，会社役員など ② 正規雇用の一般従業者（正社員・正規職員・常勤） 

③ 派遣社員 ④ 契約社員，期間工 ⑤ パートタイマー，アルバイト 

⑥ 自営業，自由業（農業や漁業を含む） 

⑦ 家族従業者（家族の経営する企業・店舗・農業などを手伝っている人） 

⑧ 主婦 ⑨ 休職中または無職 ⑩ 学生 

※⑧～⑩にあてはまる方は，仕事をしていた時期があればお書き下さい。 

 ---------（   歳）から（   歳）まで働いていた。 

退職した理由：（                       ） 

b  働いている人は会社全体で何人ぐらいですか（でしたか）？ 

     (ご家族が一緒に働いている場合は，それも人数に含む) 

①１人   ②２～４人  ③５～９人 

④１０～２９人  ⑤３０～９９人  ⑥１００～２９９人 

⑦３００～４９９人 ⑧５００～９９９人 ⑨１０００人以上 

⑩官公庁 

c 勤め先でどのような仕事をしていますか（いましたか）？ 

（○○組み立て，経理，運搬，仕入れ等，職種が分かるよう詳しくお書き下さい） 

 

 

d 何かの役職についていますか（いましたか）？それは以下のどれに相当しますか？ 

＊具体的な役職名：（          ） 

①役職なし ②監督，職長，班長，組長 ③係長，係長相当職 

④課長，課長相当職 ⑤部長，部長相当職 ⑥社長，重役，役員，理事 
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Ⅶ 妊娠中や出産時の様子についておうかがいします。 

（１）妊娠中に入院を要するような大きな異常はありましたか？ 

（蛋白尿，高血圧，切迫流産，切迫早産，むくみ，つわりなど）--- ①いいえ ②はい 

 ⇒（ 週頃に入院）-------理由：（ ） 

 ⇒（ 週頃に入院）-------理由：（ ） 

（２）出生時体重（    ｇ）（３）在胎週数（  週）（４）出生時頭囲（   ｃｍ） 

（５）出産時に次の異常がありましたか？ 

＊仮死（生まれてすぐ泣かなかった・泣くまで時間がかかった）------------- ①ない ②ある 

＊保育器の使用 ------------------------------------------------------------------ ①ない ②ある 

＊重症の黄疸 --------------------------------------------------------------------- ①ない ②ある 

＊その他の出産時の異常があれば、（具体的に：              ） 

 

Ⅷ ０～３歳になるまでの発達についておうかがいします。 

（１）以下の項目は，お子さんが生まれてから２歳のお誕生日までのことについておうか

がいしています。各項目の「はい」または「いいえ」に○をつけて下さい。 

01. あやしても顔を見たり笑ったりしない。   いいえ・はい 

02. 小さな音にも敏感である。     いいえ・はい 

03. 大きな音にも驚かない。     いいえ・はい 

04. なんご（意味のある言葉でない発声）が少ない。  いいえ・はい 

05. 人見知りをしない。     いいえ・はい 

06. 家族（主に母親）がいなくても平気で１人でいる。  いいえ・はい 

07. 親の後追いをしない。     いいえ・はい 

08. 名前を呼んでも振り向かない。    いいえ・はい 

09. 表情の動きが少ない。     いいえ・はい 

10. イナイイナイバーをしても喜んだり笑ったりしない。  いいえ・はい 

11. 抱こうとしても抱かれる姿勢をとらない。   いいえ・はい 

12. 視線が合わない。      いいえ・はい 

13. 指さしをしない。      いいえ・はい 

14. １歳半を過ぎても言葉がほとんど出ないか，いくつか出ても会話の役に立たない。 

いいえ・はい 

15. １歳～１歳半頃までに出現していた意味のある言葉が消失した。 いいえ・はい 

16. 人やテレビの動作のまねをしない。    いいえ・はい 

17. 手をヒラヒラさせたり，指を動かしてそれをじっとながめる。 いいえ・はい 

18. 周囲にはほとんど関心を示さないで，一人遊びにふけっている。いいえ・はい 

19. 遊びに介入されることを嫌がる。    いいえ・はい 

20. ごっこ遊びをしない。     いいえ・はい 

21. ある動作・順序・遊びなどを繰り返したり，著しく執着したりする。 

いいえ・はい 

22. 落ち着きがなく，手を離すとどこに行くかわからない。 いいえ・はい 

23. わけもなく突然笑い出したり，泣き叫んだりする。  いいえ・はい 

24. 夜寝る時間，目を覚ます時間が不規則である。  いいえ・はい 
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（２）以下のことができるようになったのは，生後何ヶ月頃ですか？ 

＊首のすわり -------------（  ヶ月） ＊おすわり ----------------（  ヶ月） 

＊歩き始め ----------------（  ヶ月） ＊言葉の出始め ----------（  ヶ月） 

（３）健診についておうかがいします。 

＊３ヶ月健診で問題を指摘された  ⇒内容：（              ） 

＊１歳６ヶ月健診で問題を指摘された⇒内容：（              ） 

＊３歳児健診で問題を指摘された ⇒内容：（              ） 

 

Ⅸ お子さんが２歳頃から小学校に入学されるまでのことについておうかがいします。 

以下の行動が最も顕著であった時について、最もあてはまるものを一つ選んでください。 

 

01. 視線が合わない。      なし・多少目立つ・目立つ 

02. 他の子どもに興味がない。     なし・多少目立つ・目立つ 

03. 名前を呼んでも振り向かない。    なし・多少目立つ・目立つ 

04. 指さしで興味のあるものを伝えない。   なし・多少目立つ・目立つ 

05. 言葉の遅れがある。     なし・多少目立つ・目立つ 

06. 会話が続かない。      なし・多少目立つ・目立つ 

07. 一方通行に自分の言いたいことだけを言う。   なし・多少目立つ・目立つ 

08. 友達とごっこ遊びをしない。    なし・多少目立つ・目立つ 

09. オウム返しの応答が目立つ。    なし・多少目立つ・目立つ 

10. CM などをそのままの言葉で繰り返し言う。   なし・多少目立つ・目立つ 

11. 同じ質問をしつこくする。     なし・多少目立つ・目立つ 

12. 普段通りの状況や手順が急に変わると混乱する。 なし・多少目立つ・目立つ 

 

 

Ⅹ お子さんが小学生時代のことについておうかがいします。 

以下の行動が最も顕著であった時について、最もあてはまるものを一つ選んでください。 

 

01. 同じ質問をしつこくする。     なし・多少目立つ・目立つ 

02. 普段通りの状況や手順が急に変わると混乱する。 なし・多少目立つ・目立つ 

03. 年齢相応の友達関係がない。    なし・多少目立つ・目立つ 

04. 周囲に配慮せず自分中心の行動をする。   なし・多少目立つ・目立つ 

05. 人から関わられた時の対応が場にあっていない。 なし・多少目立つ・目立つ 

06. 要求がある時だけ自分から人に関わる。   なし・多少目立つ・目立つ 

07. 言われたことを場面に応じて理解するのが難しい。なし・多少目立つ・目立つ 

08. 大勢の会話では誰が誰に話しているのかがわからない。 

なし・多少目立つ・目立つ 

09. どのように，なぜ，といった説明ができない。  なし・多少目立つ・目立つ 

10. 人の気持ちや意図がわからない。    なし・多少目立つ・目立つ 

11. 冗談や皮肉がわからず，文字通り受け取る。   なし・多少目立つ・目立つ 

12. 特定の主題に関する知識獲得に没頭する。   なし・多少目立つ・目立つ 

 

 

質問は以上です。記入漏れがないかをご確認いただき，受付に提出して下さい。 

ご協力ありがとうございました。 


