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〈問 診 票〉               

診察の時に参考とさせて頂きたいので、以下の項目を記載して下さい。            

 

受診者氏名                    記載日                 

 

記載者氏名                    受診者との続柄             

 

生育歴についての質問です。母子手帳があれば、それを見ながら答えて下さい。当てはまる項目に〇

または内容を記載して下さい。 

A 産まれる前に何かトラブル(切迫流産、切迫早産、妊娠中の母体の疾患や服薬など)がありましたか？                                                         

はい、   いいえ 

A-1「はい」の場合、その内容について記載して下さい。 

 

 

B 生まれた時の事を教えて下さい。 

B-1 妊娠        週  

B-2 正常分娩でしたか？                      はい、   いいえ 

B-2-1「いいえ」の場合の分娩の状況について     骨盤位(逆子)  吸引分娩  帝王切開 

B-2-2 陣痛促進剤を使用しましたか？                はい、   いいえ 

C 乳幼児健診で何か指摘がありましたか？               はい、   いいえ 

C-1「はい」の場合、いつの健診で何を指摘されたか記載して下さい。 

 

 

C-2 指摘は受けなかったけど心配事があった場合は、いつ頃どんな心配があったかを記載して下さい。 

 

D 保育園、幼稚園の集団生活で指摘されたことや様子で何か記憶に残ることはありましたか？ 

                                  はい、  いいえ 

D-1「はい」の場合、その内容について記載して下さい。 
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小さい頃から現在までの状況についての質問です。小さい頃から現在までに、一時的にでも当てはま

れば「はい」に○を付けて下さい。全く当てはまらない場合は「いいえ」に○を付けて下さい。 

どうしても判断出来ない場合は「わからない」を選択しても結構です。（  ）や余白には、質問に当

てはまることを記載して下さい。 

 

①視線は合いますか              はい   いいえ、  わからない 

②集団行動は苦手ですか？           はい、  いいえ   わからない 

③一人が好きですか？             はい、  いいえ   わからない 

④友達は多い方ですか？            はい   いいえ、  わからない 

⑤人見知りが強い方ですか？          はい、  いいえ   わからない 

⑥誰とでもすぐに仲良くなる方ですか？     はい、  いいえ   わからない 

⑦マイペースですか？             はい、  いいえ   わからない 

⑧空気を読む方ですか？            はい   いいえ、  わからない 

⑨ルールやマナーを守れますか？        はい   いいえ、  わからない 

⑩周囲の人とケンカやトラブルが多いですか？  はい、  いいえ   わからない 

(上記①〜⑩の質問項目に関して、具体的なエピソードなどがありましたら記載して下さい。） 
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⑪言葉の遅れはありましたか？      はい、  いいえ   わからない 

⑫人と話すのは得意な方ですか？     はい   いいえ、  わからない 

⑬自分の話に夢中になる方ですか？    はい、  いいえ   わからない 

⑭方言は使いますか？          はい   いいえ、  わからない 

⑮おうむ返しがありますか？       はい、  いいえ   わからない 

⑯言葉を真に受ける方ですか？      はい、  いいえ   わからない 

⑰冗談が通じないと言われますか？    はい、  いいえ   わからない 

⑱話しを聞き取るのが苦手な方ですか？  はい、  いいえ   わからない 

(上記⑪〜⑱の質問項目に関して、具体的なエピソードなどがありましたら記載して下さい。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲ずっと続いている趣味・好きなものがありますか？   はい、  いいえ   わからない 

 (趣味・好きなものを記載して下さい  ： 

 

                                        ） 

⑳何かに夢中になりやすいですか？           はい、  いいえ   わからない 

㉑飽きっぽい方ですか？                はい、  いいえ   わからない 

㉒趣味や日常生活で「こだわり」がありますか？     はい、  いいえ   わからない 

(どんなこだわりがあるか記載して下さい： 

 

                                         ） 

㉓約束をドタキャンされても平気な方ですか？      はい   いいえ、  わからない 

㉔突然、予定を変更されるのは苦手ですか？       はい、  いいえ   わからない 

㉕日常生活の中で、自分で決めたルールがありますか？  はい、  いいえ   わからない 

(どんなルールか記載して下さい： 
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㉖自分で決めたルールが守られないと気分が悪いですか？ はい、  いいえ   わからない 

㉗同じようなパターンで生活する方が楽ですか？     はい、  いいえ   わからない 

㉘「あれ」「それ」など指示語の話しについていけますか？ はい   いいえ、  わからない 

(上記⑲〜㉘の質問項目に関して、具体的なエピソードなどがありましたら記載して下さい。) 

 

  

 

 

 

 

 

 

㉙運動は得意ですか？                   はい   いいえ、  わからない 

㉚手先は器用ですか？                   はい   いいえ、  わからない 

㉛学校の勉強で得意不得意の差がありましたか？       はい，  いいえ   わからない 

(得意な科目は何ですか？：                               ) 

(苦手な科目は何ですか？：                               ) 

㉜落ち着きないと指摘されたことがありますか？       はい、  いいえ   わからない 

㉝忘れ物が多いですか？                  はい、  いいえ   わからない 

㉞ものをなくしたり、こわしたりする方ですか？       はい、  いいえ   わからない 

(具体的な出来事を書いて下さい： 

 

） 

㉟ものを探すのは得意ですか？               はい   いいえ、  わからない 

㊱複数同時処理作業は得意ですか？             はい   いいえ、  わからない 

㊲過去のことをよく覚えていますか？            はい、  いいえ   わからない 

㊳過去の事が急に思い出されることがありますか？      はい、  いいえ   わからない 

㊴過去の事を思い出して気分が落ち込むなどがありますか？  はい、  いいえ   わからない 

㊵過去の事を思い出す時は映像で思いだしますか？      はい、  いいえ   わからない 

㊶夜はよく眠れますか？                  はい   いいえ、  わからない 

㊷夢をよく見ますか？                   はい、  いいえ   わからない 

(どんな夢を見ますか？： 

 

） 

㊸夢の内容は日常生活の出来事ですか？           はい、  いいえ   わからない 
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㊹夢の内容は映画やゲームのような内容ですか？       はい、  いいえ   わからない 

㊺今何をしていたか記憶が飛ぶ事がありますか？       はい、  いいえ   わからない 

㊻苦手な音がありますか？                 はい、  いいえ   わからない 

(どんな音が苦手ですか？ 

 

 

） 

㊼苦手なニオイがありますか？               はい、  いいえ   わからない 

 (どんなにおいが苦手ですか？ 

 

 

） 

㊽洋服などの感触で苦手なものがありますか？        はい、  いいえ   わからない 

(洋服などの何が苦手ですか？： 

 

） 

㊾耳、鼻、肌、味覚などが敏感ですか？           はい、  いいえ   わからない 

㊿何かに夢中になると時間を忘れてしまう方ですか？     はい、  いいえ   わからない

○51食べ物の好き嫌いはありますか？             はい、  いいえ   わからない 

 嫌いな食べ物を書いて下さい(                              ) 

(上記㉙〜○51の質問項目に関して、具体的なエピソードなどがありましたら記載して下さい。) 
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○52次の質問に「当てはまる」「やや当てはまる」「当てはまらない」のいずれかに○をつけて下さい。 

▪ケアレスミスをしやすい           当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪注意を持続することが難しい         当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪うわの空や注意散漫で、話をきちんと聞けないように見える 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪話しかけられて返事をしたが、内容を聞いていないことがある 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪何か一つのことに集中できない 「ながら（〇〇しながら△△をする）」をしてしまう 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪宿題などの課題が果たせない 一つのことをやり遂げられない 

当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪課題や活動を計画立てて行うことができない  当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪面倒くさい課題（学業、宿題、報告書の作成など）を嫌う、先延ばしにする 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪忘れ物をする                当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪気が散りやすい               当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪必要な用事を忘れがちである         当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

 

▪着席中に、もじもじしたり、そわそわしたり、身体を動かしてしまう 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪よく離席する                当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪状況に関係なく走り回ったりよじ登ったりする 当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪静かに（余暇を）過ごすことができない    当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪何かに突き動かされるように動き回り、じっとしていることができない 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪「せわしい」と言われることがよくある    当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪しゃべりすぎる               当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪質問が終わる前に答え始める 自分の順番を待たずにしゃべりだす 

                       当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪順番待ちが苦手 待つのが苦手        当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪思い立つと、すぐに行動しないと気が済まない 当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 

▪他の人の邪魔をしたり、割り込んだりする   当てはまる やや当てはまる 当てはまらない 
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＊最初から最後までの質問項目について、スペースが足りなくて書けなかったこと、その他何か気に

なる出来事や特徴的なエピソードがあったら記載して下さい。 


