
ネコ 問診票（初回のみ)
【必須】  お名前

【必須】  郵便番号

【必須】  都道府県

【必須】  ご住所

【必須】  お電話番号

【必須】  メールアドレス

【必須】  ネコのの名前

猫の品種

【必須】  性別  □オス去勢済 □オス □メス避妊済み □メス

かかりつけの動物病院名

かかりつけの動物病院 獣医師名

＜1. 問題行動の内容と経過＞
【必須】  1-1.相談したい行動上の主な問題（以下問題行動と呼び
ます）とは何ですか？

 □家の中でも不適切な排泄 □人間に対する攻撃 □ネコ同士のけんか □家具を引っ掻く
□過剰に鳴く □ウールなどを食べるその他

1-2.主な問題行動はどのくらいの頻度でますか？  □1日に □1週に □1月に  [    ]回

1-3.初めてその問題行動が起こったのはいつですか？
 □6ヶ月齢未満 □6ヶ月齢〜１歳齢 □1〜2歳齢 □2歳齢以上
    □その他 (                            )

1-4.いつからその問題行動が直すべきだと認識しましたか？頻度はど
れぐらいですか？

 □6ヶ月齢未満 □6ヶ月齢〜１歳齢 □1〜2歳齢 □2歳齢以上
    □その他 (                            )

1-5(1).問題行動が始まってから起こる頻度はどれぐらいですか？  □多くなってきた □少なくなってきた □変わらない

1-5(2).問題行動が始まってから起こる程度どれぐらいですか？  □ひどくなってきた □よくなってきた □変わらない

1-5(3).問題行動が起こってから内容などに変化はありましたか？

1-6.問題行動の引き金となるもの，起こる状況を挙げて下さい。

1-7.最近起こった問題行動を詳しく書いて下さい。

1-8.その問題行動を矯正するために何をしましたか?
 □口頭で叱った □叩いた □隔離した □水を吹きかけた □薬物を投与した
 □専門家に相談した

専門家に相談したにチェックをいれた方( □行動学者獣医師 □訓練士
 □その他)
上記以外のことを行った事がありましたら記載してください。

1-9.問題行動を矯正する為の1-8で選択した項目の実施期間は？

1-10.問題行動を矯正する為の1-7で選択した項目は役に立ちました
か？

 □はい □いいえ □わからない
 □その他 （                                                                                                                              )
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＜2. 家の環境＞

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

性別:

年齢:（    ）才

留守にする時間帯:（                           ）

2.2 あなたのネコと家族の関係について書いて下さい。

名 前 （                                                                                            )

種 類（品 種）（                                                                                            )

性別  □オス □メス

不妊手術  □有り □無し □わからない

飼い始めた年齢 (                 )才

現在の年齢(                      ) 才

飼い始めた順序 (                              )

名 前 （                                                                                            )

種 類（品 種）（                                                                                            )

2.1-6続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1-7続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1 あなたを含め家族全員の性別，年齢，あなたとの関係（夫・⺟・⼦など），仕事や学校などで家を
留守にする時間帯（平日の平均）を書いて下さい。

2.1-1続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1-2続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1-3続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1-4続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.1-5続柄(相談者との） (                                ) 例：父

2.3 飼っている動物全ての名前,品種,性別,不妊手術の有無,飼い始めた年齢,現在の年齢,飼い始めた順序を教えて下さい。

2.3-1 ペット-1
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性別  □オス □メス

不妊手術  □有り □無し □わからない

飼い始めた年齢 (                 )才

現在の年齢(                      ) 才

飼い始めた順序 (                              )

名 前 （                                                                                            )

種 類（品 種）（                                                                                            )

性別  □オス □メス

不妊手術  □有り □無し □わからない

飼い始めた年齢 (                 )才

現在の年齢(                      ) 才

飼い始めた順序 (                              )

名 前 （                                                                                            )

種 類（品 種）（                                                                                            )

性別  □オス □メス

不妊手術  □有り □無し □わからない

飼い始めた年齢 (                 )才

現在の年齢(                      ) 才

飼い始めた順序 (                              )

名 前 （                                                                                            )

種 類（品 種）（                                                                                            )

性別  □オス □メス

不妊手術  □有り □無し □わからない

飼い始めた年齢 (                 )才

現在の年齢(                      ) 才

飼い始めた順序 (                              )

2.4 問題となっているネコと他の動物との関係を教えて下さい。  □仲良し □喧嘩が絶えない □怖がる □お互いに無関心

2.5 お住まいの周りの環境はどのような環境ですか？  □都会 □郊外 □田舎

2.6 お住まいはどのようなタイプですか？  □1軒家(庭：あり) □1軒家(庭：なし) □集合住宅(アパート，マンションなど)

2.7 お住まいの部屋数は?

2.3-2 ペット-2

2.3-3 ペット-3

2.3-4 ペット-4

2.3-5 ペット-5
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＜3. ネコの履歴＞
3.1 どのような目的で犬を飼われましたか？  □愛玩用 □その他(                                                                                                               )

3.2 この品種を選んだ理由は何ですか？

3.3 これまでにネコを飼育した経験はありますか？  □はい □いいえ

『はい』と答えた方は、頭数・品種・飼育場所（室内／屋外）について教えて下さい。

(                                                                                                                                                        )

3.4 どこでネコを購入又は、引き受けました？
 □ペットショップ □ブリーダー □友人から □保健所 □迷いネコ
 □その他（                                 ）

3.5 親ネコ，同腹ネコ，兄弟・姉妹ネコに会ったことはありますか？  □はい □いいえ
『はい』と答えた方は、どのような性格でしたか？また，何らかの問題行動を持っているという
情報はありますか？

(                                                                                                                                                         )

3.6 以前，他の人に飼われていましたか？  □はい □いいえ

『はい』と答えた方は、

 □1人 □2人以上

3.7 去勢もしくは避妊手術を受けましたか？  □はい □いいえ

『はい』と答えた方は、いつ手術されましたか?

(                                                                                                                                                         )

3.8.手術後，あなたのネコの行動に変化はありましたか？

＜4. 食餌と摂食行動＞

4.1 どんな食餌をあげていますか？
 □ドライフード □缶詰半生タイプ □ドライフードと缶詰 □人間の食物（米，肉，魚等）
 □その他（                                   ）

4.2 どのくらいの頻度で食餌を与えますか？  1日（    ）回

 またそれは何時頃ですか？ 食餌の時間

(                                                                                                                                                         )

4.3 誰が食餌をあげますか？

例：父・相談者本人
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4.4 どこであげますか？

例：玄関 リビング

4.5 あなたのネコの大好きなおやつは何ですか？  例：ペット用おやつ 人と同じ甘い菓子

またどの位の量を与えていますか？

4.6 そのおやつはどのようなときにあげますか？ 例:気が向いたとき 請求されたとき

4.7 あなたのネコは1日にどれくらい水を飲みますか？

4.8 どこで水を飲みますか？
 □水皿 □水道の蛇口 □人間のトイレ
 □その他（                                    ）

4.9 サプリメントは与えていますか？  □はい □いいえ

『はい』と答えた方は、それはどのような種類ですか？

＜5. 生活習慣＞
5.1 あなたのネコは家の外に出ますか？  □はい □いいえ

『はい』と答えた方は、家と外の滞在割合を教えて下さい

家（       ）%

外（       ）%

どれくらいの頻度で外に出ますか？  週（           ）回

5.2 あなたのネコは「狩り」をしますか？  □はい □いいえ
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5.3 あなたのネコの典型的な一日の生活パターンを詳しく書いて下さ
い。（起床〜就寝について，散歩や留守番などの情報も含めて，時刻
とともに書いて下さい）

起床~就寝について、留守番や遊びなどの情報も含めて、⾃国とともに書いてください

5.4 あなたのネコは夜どこで寝ますか？  □屋外 □家の中の⾃由な場所 □専用のベッド □あなたのベッド

5.5 一日のうち留守番する時間はありますか？ １日 約（    ）時間

5.6 あなたのネコが家で留守番をする場合はどこにいますか？

例：玄関 居間等

5.7 一日にどのくらい遊びますか？ （      ）分ぐらい

5.8 ネコとどのように遊びますか？
 □撫でるだけ □手を使って遊ぶ □おもちゃを使って遊ぶ
 □その他（                                    ）

5.9 ネコとどのように遊びますか？  □ボール □ぬいぐるみ □吊り下げるおもちゃ

5.10 あなたのネコには何か教えていますか？

5.11 あなたのネコは爪とぎをしますか？  □あちらこちらで □決められた場所で □あまりしない

＜6. 排泄行動＞
6.1 あなたのネコは専用のトイレを利用しますか？  □はい □いいえ
6.2 あなたのネコは平均で一日に何回くらいこのトイレを使用してい
ますか？

尿（      ）回

糞便（       ）回
6.3 あなたのネコはネコ用トイレ以外（家の中）で排泄したことがあ
りますか？

 □はい □いいえ

 はいと答えた方，

□尿 □糞便 □両方

 頻度は

1日（     ）回

1週（     ）回

1カ月（       ）回

6.4 あなたのネコは尿スプレーをしますか？  □はい □いいえ

6.5 ネコ用トイレをいくつ置いていますか？ （    ）個

6.6 どこにネコ用トイレを置いていますか？

例：玄関 居間

6.7 ネコ用トイレはどのようなものですか？○をつけて数を書いて下さ
い。

 □a）一般的に売られているプラスチック製の四角いトイレ （    ）個

 □b）取り外し可能なへりがついているトイレ （    ）個

 □c）入り口のある洞穴のような蓋付のトイレ （    ）個
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 □d）洗いおけ （    ）個

 □e）ボール紙（厚紙）製の箱 （    ）個

 □g）その他[                                       ]（    ）個

6.8 ネコ砂はどのようなものですか？
 □普通の砂 □香り付の砂 □水分がしみこむと固まる砂
   □水分がしみこむと固まる砂(香り付) □シリカゲル □ウッドチップ
   □トイレに流せる紙性のものその他

6.9 どのくらいの頻度で糞便をすくいとりますか？

6.10 どのくらいの頻度でネコ砂を全部取り替えますか？

6.11 あなたのネコは排尿後砂をかけますか？   □はい  □いいえ

6.12 あなたのネコは排便後砂をかけますか？   □はい  □いいえ

6.13 最近，尿検査を受けたことはありますか？時期および結果を書い
て下さい。

6.14 今までに尿路の疾患（膀胱炎，尿石症など）にかかったことはあ
りますか？

  □はい  □いいえ

   はいと答えた方，時期および治療期間を教えて下さい。

＜7. 社会的行動＞
7.1 一般的にあなたのネコの活発さ（活動性）はどのくらいですか？   □低い  □普通  □高い  □過剰

7.2 あなたのネコは庭や窓から見える外のネコにどのような反応をし
ますか？

  □無関心  □シューという  □ギャーギャーと鳴く  □攻撃をしかける

7.2 あなたのネコは庭や窓から見える外のネコにどのような反応をし
ますか？

  □無関心  □シューという  □ギャーギャーと鳴く  □攻撃をしかける

7.3 あなたのネコは庭や窓から見える外の鳥にどのような反応をしま
すか？

  □無関心  □シューという  □ギャーギャーと鳴く  □攻撃をしかける

7.4 あなたのネコは動物病院ではどのように振舞いますか？

7.5 あなたのネコは大きな音，大きな声に対してどのような反応をし
ますか？

7.6 あなたのネコがミャーミャー鳴くのはどのようなときですか？
  □食餌をもらう時  □注目されたい時
  □その他 (                                                                                                                                )

7.7 あなたのネコが喉をゴロゴロ鳴らすのはどのようなときですか？

7.8 あなたのネコがうなったりシューというのはどのようなときです
か？

7.9 ネコがいたずらなどをしたとき，あなたはどのように叱っていま
すか？
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7.10 あなたのネコは家族が帰宅するとどのような反応をしますか？   □顔や身体をこすりつけてくる  □姿を見せる  □鳴く  □隠れたまま

7.11 あなたのネコは来訪者に対してどのような反応をしますか？
  □膝にとびのる  □頭や頬をこすりつける  □同じ部屋にいるが近寄らない  □隠れる
  □その他 (                                                                                                                                       )

7.12 あなたのネコの性格は？当てはまるもの全てを○で囲んで下さ
い。

  □臆病  □遊び好き  □恥ずかしがりや  □神経質ずうずうしい  □人懐こい  □孤独を好む  □大
胆  □甘えん坊  □おとなしい

＜8. 病歴＞
8.1 現在この問題や他の病気で治療を受けていますか？   □はい  □いいえ

  投薬を受けている場合，薬の名前を書いて下さい。

8.2 過去に治療を受けたことがありますか？   □はい  □いいえ

  はいと答えた方，どのような治療ですか？

＜9. 治療について＞
9.1 あなたは，イヌの行動治療を受けるにあたって，どのような思い
で、弊クリニックにご相談されたのでしょうか？

  □問題行動はそれ程深刻ではありませんが，興味があるため来院しました。

次の５つの中から選んで下さい。（どこまで治療したいか、等をお聞
きしたいと思っています）

  □問題行動はそれ程深刻ではありませんが，できればやめさせたいと思っています。

  □問題行動が深刻なので是非やめさせたいが，もしやめさせられなくても構いません。

  □問題行動はかなり深刻なので是非やめさせたいが，もしやめさせられなくても飼い続けま
す。

  □問題行動はかなり深刻なので是非やめさせたい。もしやめさせられない場合は，このねこを
飼うことを諦めるか，他の方法がないか選択します

9.2 あなたはこの問題行動を治療するために，一日平均どのくらいの
時間を割くことができますか？

１日約(                     ) 時間

9.3 あなたは薬を併用することを望みますか？   □はい  □いいえ

＜10. 攻撃行動＞

10.1 攻撃行動の対象は？当てはまるもの全てを○で囲んで下さい。   □飼い主  □飼い主以外の家族  □家族以外の人間  □他のネコ  □他の動物

10.2 あなたはネコが攻撃的になりそうな時を予期できますか？   □はい  □いいえ

10.3 あなたのイヌの攻撃行動の特徴について教えて下さい。

1）唐突に攻撃行動が起こるので二重人格だと感じる   □はい  □いいえ

2）挑発されることもないのに攻撃行動が起こる   □はい  □いいえ

10については，攻撃行動が問題となっている方のみ，お答え下さい。
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3）攻撃行動が起こった後に突然従順になる   □はい  □いいえ

4）攻撃行動をとった後にすまなそうにしている   □はい  □いいえ

5）攻撃行動をとった後に混乱しているようである   □はい  □いいえ

6）攻撃行動は“どんよりした”もしくは“ぼんやりとした”表情を
伴って起こる

  □はい  □いいえ

7）何が攻撃行動を引き起こすか常にわかっている   □はい  □いいえ

8）攻撃行動は最近始まったので特徴はよくわからない   □はい  □いいえ

10.4 あなたのネコは，血が出るほど噛みついたことがありますか？   □はい  □いいえ

10.5 初めて出血するような攻撃をしたのはいつ頃でしたか？ (              )才 (              )ヶ月齢

10.6 血が出るほど噛みついたのは何回ですか？ (               )回

10.7 血が出なくても噛みついたことがある場合，それは全部で何回で
すか？

(               )回

10.8 攻撃行動（うなる，ひっかく，噛むなど）は全部で何回ありまし
たか？

(               )回

10.9 あなたのネコはどの場所を噛みましたか？
  □足  □手や腕  □顔  □お尻や背中
  □その他(                                                                                                                                   )

10.10 典型的な攻撃行動について書いて下さい。

10.11 もしあなたのネコが前述の状況下に１０回おかれたならば，攻
撃行動は何回くらい起こるでしょうか？

(               )回
10.12 あなたのネコが初めて人間に対してシャーと威嚇した時はいく
つの時ですか？

(              )才 (              )ヶ月齢

どのような状況でしたか？

10.13あなたのネコが初めて人間に対して『噛む真似』をしたり『噛
みついた』のはいくつの時ですか？

(              )才 (              )ヶ月齢

どのような状況でしたか？

9/11



＜11. 排泄の問題＞

11.1 どんな時間帯にトイレ以外の場所での排泄を見つけますか？（午
前、午後、仕事に行く前、夜中など）

 

11.2 トイレ以外の場所で排泄している所を目撃したことはあります
か？

  □はい  □いいえ

  はいと答えた方，その時、あなたはどのように対応しましたか？

  その時のネコの反応は？

 

11.3 トイレ以外の場所で排泄しているとき、ネコはどのような姿勢を
とっていますか？

  □立った状態  □座った状態

11.4 トイレ以外の場所で排尿している時、ネコはどのような場所にし
ていますか？ 床の上垂直面（壁など）その他

11.5 トイレの大きさはどのくらいですか？

11.6 これまでに違うタイプの砂を使ったことはありますか？   □はい  □いいえ

  はいと答えた方，どのように変えましたか？

以前：

→現在:

トイレを使う頻度に変化はありましたか？

  □増えた  □減った  □変わらない

11.7 あなたのネコが排尿排便をしているときに辛そうにしていること
（泣き叫ぶ、⻑時間⼒むなど）はありますか？

  □はい  □いいえ

11.8 トイレに血がついているのを見たことはありますか？   □はい  □いいえ

11.9 あなたのネコが粗相をしたところに掃除はどのように行っていま
すか？

  □濡れたタオルで拭き取る  □消臭剤を吹き付ける  □酵素入りに消臭剤を吹き付ける
  □その他(                                                                                                                                  )

11.10 あなたのネコが初めてトイレ以外の場所で排泄したのはいくつ
ですか？

(          )才 (             )ヶ月齢

同時期に、ネコが混乱するような出来事などがありましたか？（例：引っ越し、大きな音、仕事
の時間が変わった、ペットが増えた、赤ちゃんが生まれた、食餌が変化したなど）

    □はい  □いいえ

  はいと答えた方、具体的な出来事を書いてください。

11については，家の中での不適切な排泄が問題になっている方のみお答えください。
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11.11 最近家の模様替えをしましたか？   □はい  □いいえ

11.12 問題の排泄行動を直そうと思って試みたことを教えてくださ
い。
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