
	 

問診票  
当院では、初診をスムーズに行うために、下記の質問にお答えいただいております。わかる範囲で

結構ですので、ご回答をお願いいたします。  

なお、ご記入�いただいた個人情報は、当院での診療行為に関してのみ使用いたします。事前にご相

談者様の同意なく第三者に開示、情報の漏えいをすることはありません。  

 

 

 

本日のご来院を家族・知人にお話しされていますか？        はい  ・  いいえ  

本日、紹介状はお持ちですか？                              はい  ・  いいえ  

ご家族について教えてください。  

  



	  

※  症状が出たのはいつ頃ですか。又、どの様に推移してきましたか。  

初めから現在までの症状の経過をお書き下さい。              
  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

                                                                                  

  

今までかかったことのある病気（内科等）を教えてください。  

（                                                                                                                                  ）  

普段お飲みになっている薬があれば教えてください。  

（                                                                                                                                  ）  

食べ物やお薬のアレルギーがあれば教えてください。  

（                                                                                                                                  ）  

  

                                                                                                                                                          

お酒は  飲まない・たまに飲む・週 11～22  日・週 33～44  日・ほぼ毎日  

平均すると  ビール・焼酎・日本酒・ワイン・ウイスキーを11  日（  ）mmll・本  
 



小学校時代全般  

小学校名（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

習い事は無有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

遊びは（一人遊びが多い  友達と遊ぶ  兄弟との遊びが多い）  

興味は（本  テレビ  スポーツ  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）  

○	 交友関係は友人（多          少）  

○	 （リーダー的    目立たない    後ろから追従      孤立）  

○	 （いじめられる      いじめる）  

その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

  

親の態度について  

○	 母（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 父（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 母との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

○	 父との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

一般生活について  
○	 夫婦生活（良好  普通  疎遠  険悪） 
○	 親類とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 近隣とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 経済状態（裕福  普通  ゆとりがない） 
○	 その他特記事項 

  

中学時代全般  

  

中学校名（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
	 



親の態度について  

○	 母（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 父（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 母との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

○	 父との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

困った事（学業  交友  非行  親子関係  兄弟関係  その他＿＿＿＿＿＿＿）  

 
一般生活について  
○	 夫婦生活（良好  普通  疎遠  険悪） 
○	 親類とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 近隣とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 経済状態（裕福  普通  ゆとりがない） 
○	 家族内ストレス      無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 性格的特徴の変化      無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 本人の悩み事                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 将来の展望            無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 高校受験（親の要請  教師の要請  自分の希望）  

○	 受験勉強の態度（自発的  強制  特にしない）  

○	 受験結果（未  志望通り  失敗）  

○	 その他特記事項  

○	 交友関係は友人（多          少）  

○	 （リーダー的    目立たない    後ろから追従      孤立）  

○	 （いじめられる      いじめる）  

○	 その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 異性の友達無有（個人交際  グループ交際）  



高校時代全般  

高校名（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
	 

○	 母（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 父（教育熱心  躾に厳しい  過保護  甘やかす  放任  その他＿＿＿＿）  

○	 母との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

○	 父との関係（甘える  遠慮がち  反抗的  その他＿＿＿＿＿＿＿＿）  

困った事（学業  交友  非行  親子関係  兄弟関係  その他＿＿＿＿＿＿＿）  

 
○	 両親（良好  普通  疎遠  険悪） 
○	 親類とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 近隣とのつきあい（親密  普通  疎遠  険悪） 
○	 経済状態（裕福  普通  ゆとりがない） 
○	 家族内ストレス      無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 性格的特徴の変化      無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 本人の悩み事                    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 将来の展望            無      有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 大学受験（親の要請  教師の要請  自分の希望）  

○	 受験勉強の態度（自発的  強制  特にしない）  

○	 受験結果（未  志望通り  失敗）  

○	 交友関係は友人（多          少）  

○	 （リーダー的    目立たない    後ろから追従      孤立）  

○	 （いじめられる      いじめる）  

○	 異性の友達無有（個人交際  グループ交際）  

○	 その他特記事項  



○	 大学時代        大学名＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 学校での適応状態（適  不適  どの点＿＿＿＿＿＿＿）  

○	 学業に対する態度（まじめ  ふまじめ  ムラあり）  

○	 成績は（良  普通  悪）  

○	 クラブ活動（                  ）    熱心  不熱心  

○	 登校状況は（皆勤  時々休んだ  休みがち  不登校）  

○	 興味関心＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 交友関係は友人（多          少）  

○	 （リーダー的    目立たない    後ろから追従      孤立）  

○	 （いじめられる      いじめる）  

○	 その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 異性の友達無有（個人交際  グループ交際）  

○	 生活状況の変化    無                  有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 アルバイト        無                  有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 罹病は            無                  有＿＿＿＿＿＿＿  

○	 心的外傷体験及び特異な体験は    無    有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

○	 ひきつけは        無                  有  

○	 頭部外傷は        無                  有  



一般社会生活  

職業      無          有＿＿＿＿＿    継続＿＿＿＿年  

̶選択理由（収入�    興味ある分野    親の勧め    何となく                      
その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）  

̶転職        無          有  ＿＿回  

理由（収入�    人間関係    解雇  倒産  能力不足    

その他（＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）  

̶勤務状態（皆勤  時々休んだ  休みがち  勤務できていない） 

職業への姿勢（没頭  真面目  不真面目  無責任  ストレス強い） 

仕事への興味関心      有        無    その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

職場での人間関係は（良好  普通  トラブル多い  我慢している            

その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

ストレス解消法（職場に相談相手がいる  家族  友人  酒  レジャー                                

その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）  

趣味（            ）宗教（        ）程度：熱心  不熱心  狂信的  

  


