事前質問用紙
この質問用紙は、あなたの愛猫の問題行動の実態を把握し、それを解析し的確
な診断を行うための手掛かりを得るために大切なものです。下記の質問にすべ
てお答え頂き、診療予約日の２日前までに届くように当院宛てに郵送又はファ
ックスして下さい。
・ご記入日：西暦
・飼主のお名前：
・ご住所：〒
・電話番号：
・猫さんの愛称：
・品種：
・体重：
kg

年

月
日
・年齢：

・FAX番号：

・毛色：

歳

・ご記入者：
・ご職業：

・メールアドレス：

・生年月日：西暦
年
月
日
・性別：雄／去勢雄／雌／避妊雌

・かかりつけの動物病院名：

・獣医師名：

・病院の住所：〒
・電話番号：

＜問題行動について＞
1.

お困りになっている主な問題行動について、次のうちから該当するものに
◯をして下さい。
a) 人間に対して威嚇や攻撃をする b) 他の動物に対して威嚇や攻撃をする
c) 家の中で不適切な排泄をする d) 何かを過度に怖がったり怯えたりする
e) 大声を出すなどして過剰に鳴く f) 異物を齧ったり食べたりしてしまう
g) 相手が怪我を負うほどに遊び方が激しすぎる
i) その他（

２.

h) 家具などを引っ掻く
）

主な問題行動が起こる頻度を、次の当てはまる箇所にご記入下さい。

a) 1日に (

)回

b) 1週間に (

)回

c) 1ヶ月に (

)回

３.

主な問題行動が最初に起こったのは猫さんが何歳の時ですか？次のうちか
ら該当するものに◯をして下さい。

a) ６ヶ月齢未満 b) ６ヶ月〜１歳齢 c) ２〜３歳齢
e) ６〜７歳齢 f) ８〜９歳齢 g) １０歳齢以上
４.

主な問題行動を治したいと思ったのは猫さんが何歳の時ですか？次のうち
から該当するものに◯をして下さい。

a) ６ヶ月齢未満 b) ６ヶ月〜１歳齢 c) ２〜３歳齢
e) ６〜７歳齢 f) ８〜９歳齢 g) １０歳齢以上
５.

d) ４〜５歳齢

d) ４〜５歳齢

最初に主な問題行動が起こってから現在に至るまでの間に、その状態に変
化は見られますか？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 頻度が多くなってきている b) 頻度が少なくなってきている
c) 頻度はほとんど変わっていない d) 程度がひどくなってきている
e) 程度がよくなってきている f) 程度はほとんど変わっていない
g) 内容が変わってきている（
６.

）

最初に主な問題行動が起こった時の状況を、日時、場所、きっかけ、攻撃
行動の場合はその対象、あなたの反応などできる限り詳しく具体的にご記
入下さい。またそれに何か関係がありそうな直近に起きた出来事など、些
細なことでも結構ですので心当たりがあればすべてご記入下さい。

７.

8.

その後に起こった主な問題行動の状況についても、上記と同様に日時を追
ってできる限り詳しく具体的にご記入下さい。

主な問題行動に対処するためにこれまで猫さんに行ったことについて、次
のうちから該当するものに◯をして下さい。
a) 大声を出すなどして叱った b) 手足や物などを使って追いやった
c) 手や物を使って体を叩いた d) 水を吹きかけた e) ケージに閉じ込めた
f) 人のいない部屋に隔離した g) 他の場所に預けた h) 薬物を投与した
i) 専門家に相談した（行動カウンセラー・獣医師・トレーナー・その他）
j) その他（
）

９.

上記の対応をどのくらいの期間実施しましたか？それは主な問題行動の改
善に役立ちましたか？

10. その他にお困りになっている問題行動について、次のうちから該当するも
のに◯をして下さい。
a) 人間に対して威嚇や攻撃をする b) 他の動物に対して威嚇や攻撃をする
c) 家の中で不適切な排泄をする d) 何かを過度に怖がったり怯えたりする
e) 大声を出したり過剰に鳴く f) 家具を引っ掻く g) 異物を食べてしまう
h) その他（

11. その他の問題行動が最初に起こったのは猫さんが何歳の時ですか？次のう
ちから該当するものに◯をして下さい。
a) ６ヶ月齢未満 b) ６ヶ月〜１歳齢 c) ２〜３歳齢
e) ６〜７歳齢 f) ８〜９歳齢 g) １０歳齢以上

d) ４〜５歳齢

12. その他の問題行動の引き金となるものや、もっぱらそれが起こる状況など
についてできる限り詳しく具体的にご記入下さい。。

＜攻撃行動について＞
＊威嚇や攻撃行動でお困りの方のみお答え下さい。
1.

お困りになっている猫さんの攻撃行動について、次のうちから該当するも
のに◯をして下さい。
a) 飼主に対して威嚇や攻撃をする b) 飼主の家族に対して威嚇や攻撃をする
c) 他の人間に対して威嚇や攻撃をする d) 他の猫に対して威嚇や攻撃をする
e) 他の動物に対して威嚇や攻撃をする

２.

猫さんの攻撃行動の特徴について、次のうちから該当するものに◯をして
下さい。

a) 攻撃は予期できずに唐突に起こる b) 攻撃のきっかけは常にわかっている
c) 攻撃した後に突然従順になる d) 攻撃した後ではすまなそうにしている
e) 攻撃した後混乱しているように見える f) 挑発されていないのに攻撃する
g) 攻撃する時の表情はどんよりしていたりぼんやりしたような感じに見える
e) 攻撃は最近始まったので特徴はよく分からない

３.

猫さんが威嚇や攻撃する時の様子について、次のうちから該当するもの
に◯をして下さい。

a) 唸って威嚇した後に攻撃してくる b) 唸って威嚇するが攻撃はしてこない
c) 逃げると追いかけてきて攻撃をする d) 動くと威嚇や攻撃をしてくる
e) 目が合うと威嚇や攻撃をしてくる f) 声をかけると威嚇や攻撃をしてくる
g) 攻撃に際しては前足で相手を叩くだけで咬みついたり引っ掻いたりしない
h) 攻撃に際しては相手にしがみつくなどして咬みついたり引っ掻いたりする
i) 攻撃する部位（足首・太もも・腕・手・尻・背中・顔・その他：
）
j) 耳の内側が横に向けられている k) 耳はぴったりと頭に張りついている
l) 瞳孔が縮小している m) 瞳孔が散大している n) 口が引き締まっている
o) 口を開け歯を露出させている
４.

猫さんが初めてシャーなどと言って人間を威嚇した時の年齢と、それが実
際にどのような状況下で起きたのかお答え下さい。

５.

猫さんが初めて人間に対して咬むそぶりを見せたり実際に咬むようになっ
た時の年齢と、それが実際にどのような状況下で起きたのかお答え下さい。

６.

猫さんが初めて相手が出血するほどの傷を負わせる激しい攻撃行動を示し
た時の年齢と、その後そのような攻撃が何回起きたのかお答え下さい。

７.

唸り声を上げて威嚇する、飛びついて引っ掻く、咬みつくといった典型的
な攻撃行動がこれまで全部で何回あったのかお答え下さい。

＜排泄問題について＞
＊不適切な排泄問題でお困りの方のみお答え下さい。
1.

猫さんがトイレ以外の場所で不適切な排泄していたのを見つけるのはもっ
ぱらどんな時間帯ですか？次のうちから該当するものに◯をして下さい。
a) 午前

b) 午後

c) 夜中

d) 仕事に行く前

f) その他（

e) 仕事から帰ってきた時
）

２.

猫さんがトイレ以外の場所で不適切な排泄しているところを目撃したこと
はありますか？ある場合は、その時にあなたはどういう対応をされたのか、
猫さんはどういう反応を示したのかお答え下さい。

３.

猫さんはトイレ以外の場所で不適切な排泄する時どんな姿勢を取っていま
すか？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 脚を伸ばして立った状態
４.

b) 腰を下ろして座った状態

猫さんはトイレ以外の場所で不適切な排泄する時どんな場所にしています
か？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 床の上

b) 壁などの垂直面

c) その他（

）

５.

猫さんのトイレの砂を違ったタイプのものに変えたことがありますか？あ
る場合は、その前後で猫さんの不適切な排泄の頻度などに違いは見られま
したか？

６.

猫さんが排泄している時に辛そうに鳴き声をあげたり、長時間力んでいた
りするような様子が見られたことはありますか？

７.

猫さんのトイレの砂に血が付いているのを見たことはありますか？

８.

猫さんが不適切な排泄をした場所の掃除はどのように行っていますか？次
のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 濡れタオルなどで拭き取る

b) 洗剤で拭き取る

d) その他（
９.

c) 消臭剤を吹き付ける

）

猫さんが初めてトイレ以外の場所で不適切な排泄をしたのは何歳の時です
か？その時期に何か猫さんを混乱させるような出来事がありませんでした
か？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 引越をした b) 家の模様替えをした c) 近隣の工事などで騒音が続いた
d) 飼主の在宅時間が変わった e) 赤ちゃんが生まれた f) 食餌が変わった
g) 同居の人間や動物が増えた h) その他（
）
10.

猫さんの排泄問題を改善するためこれまでに何か試みたことがあればお
答え下さい。

＜猫の経歴について＞
１.

猫さんはどのようにして入手されましたか？次のうちから該当するものを
選んで◯をして下さい。

a) ペットショップ b) ブリーダー
f) 野外で保護 g) その他（

c) 一般家庭

d) 愛護団体
）

e) 保健所

2.

飼い始めたのは猫さんが何歳の時ですか？推定でも構いません。

3.

猫さんは以前に他の人に飼われていたことがありますか？
a) 飼われてはいない

b) １人に飼われていた

c) ２人以上に飼われていた

４.

他の人に飼われていたのを引き取った猫さんの場合、先方がなぜ手放した
のかその理由をご存知ですか？

５.

猫さんの親や兄弟姉妹に会ったことはありますか？会ったことがある場合
はどのような性格でしたか？また問題行動の有無などの血統に関する情報
があればご記入ください。

６.

猫さんは避妊去勢手術をしていますか？している場合はそれを行ったのは
何歳何ヶ月の時だったのかご記入下さい。

７.

避妊去勢手術をしてある猫さんの場合、その後に性格や行動の変化は見ら
れましたか？

８.

避妊去勢手術をしていない猫さんの場合、その理由は何ですか？次のうち
から該当するものに◯をして下さい。

a) 可哀想だから
９.

b) 必要性を感じない

c) 特別に理由はない

避妊去勢手術をしていない猫さんの場合、これまでに交配の経験もしくは
その計画がありますか？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 交配させたことがない b) 交配させたことがある
c) 交配させる計画がない d) 交配させる計画がある
10.

雌の猫さんの場合、今まで発情を経験したことがありますか？経験したこ
とがある場合はその最初の発情が見られた年齢をご記入下さい。

11.

雌の猫さんの場合、今まで出産したことがありますか？ある場合はその回
数とこれまでに産んだ子猫の匹数、子育ての有無についてお答え下さい。

＜社会的行動について＞
１.

あなたから見て、猫さんはどのような性格だと思いますか？次のうちから
該当するものに◯をして下さい。

a) 優しくて穏やか

b) 人懐こくて友好的

c) 遊び好きで活発

d) 図々しい

e) 大胆で無鉄砲 f) 臆病で怖がり g) 甘えん坊 h) 神経質で気難しい
i) 恥ずかしがり j) 荒っぽくて乱暴 k) 孤独を好む l) その他（
２.

あなたから見て、猫さんの活発度はどの程度ですか？次のうちから該当す
るものに◯をして下さい。

a) 低い
３.

）

b) 普通

c) 高い

d) 過剰

家に来客があった時の猫さんの様子はどうですか？次のうちから該当する
ものに◯をして下さい。

a) 平気でそばに寄ってくる

b) 同じ部屋にはいるがそばには寄ってはこない

c) 最初は隠れるが時間が経つと寄ってくる d) 顔や体をこすりつけてくる
e) 膝にとびのってくる f) そばにはくるが触ろうとすると攻撃的になる
g) どこかに隠れたまま出てこない
h) その他（
）
４.

あなたや家族が帰宅した時の猫さんの様子はどうですか？次のうちから該
当するものに◯をして下さい。

a) 姿を見せにくる b) 顔や体をこすりつけてくる c) 体にとびのってくる
d) そばにやってきてよく鳴く e) どこかに隠れて出てこない
f) その他（
）
５.

猫さんは庭や窓の外に見える他の猫に対してどんな反応を示しますか？そ
ういう経験したことのある場合は、次のうちから該当するものに◯をして
下さい。

a) 全く無関心
e) その他（

b) 大声で鳴く

c) シャーと威嚇する

d) 攻撃を仕掛ける
）

６.

猫さんは庭や窓の外に見える鳥に対してどんな反応を示しますか？そうい
う経験したことのある場合は、次のうちから該当するものに◯をして下さ
い。

a) 全く無関心

b) 大声で鳴く

c) シャーと威嚇する

d) 攻撃を仕掛ける

７.

猫さんは大きな音や大きな声に対してどのような反応を示しますか？

８.

猫さんがうなったりシャーというのはどのような時ですか？

９.

猫さんがいたずらをした時など、あなたはどのように叱っていますか？

10.

猫さんを動物病院に連れて行った時の様子はどうですか？次のうちから該
当するものに◯をして下さい。

a) 平気で何でもさせる b) 緊張して大声で鳴く c) 固まったまま動かない
d) シャーと威嚇するが観念する e) 狂ったように大暴れして何もさせない
e) その他（
）
11.

猫さんはマウンティング行動を示したことがありますか？ある場合は次の
うちから該当するものに◯をして必要事項をご記入下さい。

a) 人の腕や足にしたことがある（誰に対して：
b) 他の動物に対してしたことがある（その対象：
c) 物に対してしたことがある（その対象：
12.

）
）
）

猫さんは普段からよく鳴くことがありますか？次のうちから該当するもの
に◯をして下さい。

a) ほとんどもしくは全く鳴かない b) 餌やおやつをもらいたい時に鳴く
c) 遊んでもらおうとする時やその最中に鳴く d) 名前を呼ばれると鳴く
e) 自分に関心を向けさせようとして鳴く f) 飼主の姿が見えないと鳴く
g) その他（

）

13.

猫さんが喉をゴロゴロ鳴らすのはどんな時ですか？次のうちから該当する
ものに◯をして下さい。
a) 体を触られている時 b) 体を抱かれている時 c) 餌やおやつをもらう時
d) 布などの上でふみふみしている時 e) 体の一部や布などを吸っている時
f) その他（

14.

）

猫さんは普段自分の体を舐めてグルーミングしていますか？次のうちから
該当するものに◯をして下さい。
a) ほとんどもしくは全くしない b) 休息している時などよくしている
c) 緊張した時などによくする d) 自分以外の同居猫にもよくしている
e) 飼い主の手などを執拗に舐める時がある

15.

猫さんは普段から爪とぎはしていますか？次のうちから該当するものに◯
をして必要事項をご記入下さい。
a) ほとんどあるいは全くしない
b) たまにあるいはよくしている（どこで：

）

＜生活環境について＞
1.

猫さんが普段行動できる生活圏について、次のうちから該当するものに◯
をして必要事項をご記入下さい。
a) 屋内のどこでも（全体の広さ：
部屋数：
b) 屋内の１室のみ（広さ：
）
c) ケージ内のみ（大きさ：
）
d) 屋内のどこでもと屋外は自宅の庭（広さ：
）だけ
e) 屋内も屋外もどこでも自由

2.

）

猫さんが住んでいる場所はどのようなところですか？次のうちから該当す
るものに◯をして下さい。
a) 都会

b) 都市の郊外

c) 田舎

３.

猫さんが住んでいるのはどのようなタイプの家ですか？次のうちから該当
するものに◯をして下さい。

a) 一戸建て（
階建て） b) 庭付き一戸建て（
c) 集合住宅（アパート・マンションなどの
階部分）
４.

階建て）

猫さんが一緒に暮らしている人の家族の構成はどうなっていますか？次の
うちから該当するものに◯をして必要事項をご記入下さい。

a) 大人（男性
人・女性
人）
b) お年寄り（男性
人・女性
人）
c) 赤ちゃん（
人）
d) 子供（５歳未満
人・５〜１０歳

人・１０〜２０歳

人）

５.

上記の家族全員について、それぞれ仕事や学校などで家を留守にする時間
帯（平日の平均）を各人ごとにご記入下さい。

６.

問題の猫さんを含め同居している動物全てについて、それぞれの愛称、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
序をご記入下さい。

愛称

７.

品種

性別

不妊

飼い始めた年齢

現在の年齢

順序

問題の猫さんと同居している他の動物との関係について、次のうちから該
当するものを選んでその記号を記入するとともに、具体的な普段の様子や
お互いの相性などをご記入下さい。

a) 仲良し
愛称

b) 喧嘩が絶えない
関係（記号）

c) 喧嘩をしかける

d) 逃げる

e) 無関心

普段の様子やお互いの相性

８.

猫さんを飼い始めてから何か大きな環境の変化がありましたか？次のうち
から該当するものに◯をして下さい。家を引越しされた場合はその回数も
ご記入下さい。

a) 特に何もない

b) 同居家族の死

c) 同居動物の死

e) 子供が自立した f) 子供が生まれた
h) 飼い主が離婚した i) その他（

d) 家を引越した

g) 飼い主が結婚した
）

＜生活習慣について＞
１.

猫さんは普段屋内と屋外を自由に出入りしていますか？出入りしている場
合は、屋内と屋外の滞在比率と屋外へ出入りする頻度などについてご回答
下さい。
・滞在比率：屋内
％ 屋外
％
・頻度：週
回程度
・１回の平均外出時間：

２.

猫さんは屋外に出ている時に、ネズミや小鳥などを対象に狩りをすること
がありますか？その獲物を自宅に持ち帰ったことはありますか？

３.

猫さんの一般的な１日の生活パターンを把握するため、起床から就寝まで
の各時間帯ごとに留守番や遊びや食餌などもっぱら何をしていることが多
いのか、それを時刻ごとにできるだけ詳しくご記入下さい。

４.

猫さんは普段夜はどこで寝ますか？次のうちから該当するものに◯をして
下さい。

a) 飼い主の寝床の中又はその上 b) 飼い主の寝室にある自分の定位置
c) 別の部屋にある自分の定位置 d) 特に定位置はなく気が向いた場所
e) 季節などによって寝ている場所が常に変わる f) 屋外

５.

猫さんには普段どのような遊びをさせていますか？次のうちから該当する
ものに◯をして必要事項をご記入下さい。

a) 特には何もさせていない
b) おもちゃを置いておいておくだけ（どんなおもちゃ？：

）

c) おもちゃを使い一緒に遊んであげている（１日平均
分位）
d) 同居猫と好き勝手に遊ばせている
e) 庭に出して好き勝手に遊ばせている（１日平均
分位）
f) リードをつけ屋外を散歩させている（１日平均
分位）
d) その他（
）
６.

あなたは猫さんに「おいで」や「おて」など何か特定の行動をとるように
教え込んでいますか？

７.

猫さんは普段留守番をすることがありますか？ある場合はその時間は１日
平均何時間ぐらいなのか？家のどこで留守番するのかご記入下さい。

＜摂食行動について＞
１.

猫さんには普段どのような餌をどのように与えていますか？次のうちから
該当するものに◯をして必要事項をご記入下さい。

a) ペットフードを時間を決めて与えている（１日
回）
b) ペットフードを置き餌にして与えている
c) 人と同じ食べ物を時間を決めて与えている（１日
回）
d) 人と同じ食べ物を置き餌にして与えている
e) 飼い主の食事中にそれを欲しがった場合は随時与えている
f) その他（
）
２.

猫さんにペットフードを与えている場合はその銘柄とフードのタイプ（ド
ライ・缶詰等）を、自家製のフード与えている場合はその簡単なレシピを
ご記入下さい。

３.

猫さんに餌を与えているのは誰ですか？それはどこで与えていますか？

４.

猫さんには普段餌以外におやつを与えていますか？次のうちから該当する
ものに◯をして必要事項をご記入下さい。

a) 一切与えていない
b) 時間を決めるなどしてペット用のおやつを与えている（１日
c) 欲しがった時に適宜ペット用のおやつを与えている
d) 人が食べているものを欲しがった時に与えている
e) その他（
）

回）

５.

猫さんにおやつを与えている場合、ペット用のおやつについてはその銘柄
を、人の食べ物については好物をご記入下さい。

６.

猫さんは１日にどれくらい水を飲みますか？

７.

猫さんはどうやって水を飲みますか？次のうちから該当するものに◯をし
て下さい。

a) 専用の水容器
e) その他（
８.

b) 水道の蛇口

c) 人間のトイレ
）

d) 観賞魚の水槽

猫さんにはサプリメントを与えていますか？与えている場合はそれはどの
ような種類のものですか？

＜排泄行動について＞
１.

猫さんは普段専用のトイレを使って排泄していますか？している場合は１
日平均何回くらいそれを利用していますか？
・排尿

回

・排便

回

２.

猫さんは専用のトイレ以外（屋内）で排泄したことがありますか？したこ
とがある場合は次のうちから該当するものに◯をして必要事項をご記入下
さい。

尿：

a) １日に

回

b) １週間に

回

c) １ヶ月に

回

糞便：

a) １日に

回

b) １週間に

回

c) １ヶ月に

回

３.

猫さんの専用のトイレはどのようなものですか？次のうちから該当するも
のに◯をして下さい。

a) 市販のプラスチック製の縁が浅いタイプ（中敷き：有・無
b) 市販のプラスチック製の縁が深いタイプ（中敷き：有・無
c) 上部が透明のカバーで完全に覆われたタイプ（中敷き：有・無
d) ダンボール箱を代用したもの（
個）
４.

個）
個）
個）

猫さんのトイレの中に入れる猫砂のタイプはどんなものですか？次のうち
から該当するものに◯をして香りの有無も選択して下さい。

a) 粘土系の固まるタイプ（香り：有・無）
b) おがくず系の固まるタイプ（香り：有・無）
c) おから系の固まるタイプ（香り：有・無）
d) 紙系の固まるタイプ（香り：有・無）
e) シリカゲル系の固まらないタイプ（香り：有・無）
d) 新聞紙を代用したもの
f) その他（
）
５.

上記の猫砂の銘柄がわかればご記入下さい。

６.

猫さんのトイレは家のどこに置いてありますか？次のうちから該当するも
のに◯をして下さい。

a) 居間 b) 玄関 c) 寝室 d) 浴室 e) 洗面所
g) 廊下・通路 h) 階段踊り場 i) その他（

d) 台所

f) クローゼット
）

７.

猫さんのトイレの中の尿で固まった砂や便は、どの位の頻度で取り除きま
すか？

８.

猫さんのトイレの中の汚れた猫砂は、どの位の頻度で全てを取り換えます
か？

９.

猫さんはトイレで排泄した後に砂をかけますか？次のうちから該当するも
のを選んで◯をして下さい。

a) 排尿後は砂をかける b) 排便後は砂をかける
d) まったく砂をかけない
10.

c) 排尿も排尿後もかける

猫さんはトイレで排泄する時に変わった仕草を見せませんか？次のうちか
ら該当するものに◯をして下さい。

a) トイレの砂に足をつけずにトイレの縁に乗って排泄する
b) トイレで排泄する前後にトイレの外側を執拗にひっかく
c) トイレを掃除するのを必ず待っていて終わってから排泄する
d) トイレの近くに人や他の猫などがいると排泄しない
e) その他（

）

11.

猫さんはこれまでに膀胱炎や尿石症などの尿路疾患に罹ったことはありま
すか？ある場合はその時期および治療期間をご記入下さい。

12.

猫さんは最近尿検査を受けたことはありますか？ある場合はその時期およ
び検査結果をご記入下さい。

＜病歴について＞
１.

現在何らかの治療を受けている場合は、その病名や投薬中の薬の名前をご
記入下さい。

２.

過去に何らかの治療を受けたことがある場合は、その病名やどのような治
療を受けたのかをご記入下さい。

＜飼主の方の思いについて＞
１.

この猫さんを飼おうと思った動機は何ですか？

２.

この猫さんの品種を選んだ理由は何ですか？

２.

これまでに猫を飼った経験はありますか？ある場合はその頭数、品種、屋
内飼いか屋外飼いかをご記入下さい。

３.

あなたは今回猫さんの行動治療を受けるにあたって、どのような思いで臨
んでおられますか？次のうちから該当するものに◯をして下さい。

a) 問題行動はそれほど深刻ではないが、このことに興味があるため受診した。
b) 問題行動はそれほど深刻ではないが、できればやめさせたいと思っている。
c) 問題行動は深刻で是非やめさせたいが、もしやめさせられなかったとして
も構わない。
d) 問題行動はかなり深刻で是非やめさせたいが、もしやめさせられなかった
としても飼い続けようと思っている。
e) 問題行動はかなり深刻で是非やめさせたいが、もしやめさせられなかった
場合は飼うのを諦めるか安楽死を望む。
４.

あなたはこの問題行動を治療するために、１日平均でどのくらいの時間を
割くことができますか？

５.

あなたはこの問題行動を治療するにあたって、行動療法を補完する効果が
期待できるのであれば薬を併用することを望みますか？

＜猫さんの生活圏の間取り図＞
＊猫さんの生活圏となっているご自宅の簡単な間取り図をご記入下さい。猫さ
んの問題行動がしばしば起きる場所のほか、とくに戸外に接している出入り
口や窓の位置、餌やトイレを置いてある場所などは必ず書き入れて下さい。

質問は以上です。お手数をお掛けしました。ありがとうございました。

