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：
・飼い主のお名前：
・電話番号：
・猫さんの愛称：
・年（月）齢：

・ご記入者：
・ご住所：
・メールアドレス：
・品種：
・毛色：

・性別：
・体重：

＜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を
選んで◯をして下さい。
a) 飼い主への威嚇攻撃

b) ご家族への威嚇攻撃

c) 両方への威嚇攻撃

d) 見知らぬ人への威嚇攻撃 e) 同居猫への威嚇攻撃 f) 物への威嚇攻撃
g) 不適切な排尿 h) 不適切な排便 i) 不適切な排尿と排便の両方
j) 何かを異常に怖がる k) 大声をあげ過剰に鳴く l) 異物を食べてしまう
m) 家具を引っ掻く n) その他（
）
2.

その他に気になっている問題行動があれば、次のうちから該当するものす
べてに◯をして下さい。
a) 飼い主への威嚇攻撃 b) ご家族への威嚇攻撃 c) 両方への威嚇攻撃
d) 見知らぬ人への威嚇攻撃 e) 同居猫への威嚇攻撃 f) 物への威嚇攻撃
g) 不適切な排尿 h) 不適切な排便 i) 不適切な排尿と排便の両方
j) 何かを異常に怖がる k) 大声をあげ過剰に鳴く
m) 家具を引っ掻く n) その他（

l) 異物を食べてしまう

3.

問題行動が見られる頻度を、次のうちの当てはまる箇所にご記入下さい。
a) 主な問題行動：1日に (
) 回・1週間に (
1ヶ月に (
)回
b) 他の問題行動：1日に (
) 回・1週間に (
1ヶ月に (

) 回・
) 回・

)回

4.

主な問題行動が最初に見られたのはいつですか？（その時の猫さんの年齢
はいくつでしたか？）同様にその他の問題行動が初めて見られたのはいつ
ですか？記憶をたどってご記入下さい。

5.

最初に問題行動を起こした時の状況をできる限り具体的に詳しくご記入下
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。

6.

最初に問題行動が見られ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) ほとんど変わっていない
c) 悪くなって来ている

7.

b) 良くなっては来ているがまだ続いている

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で、次のうちから
該当するものすべてに◯をして下さい。
a) 大声などを出して叱った b) 手や足や物などで追いやった
c) 手で体を叩いた d) ケージに閉じ込めた
e) 人のいない部屋に隔離した f) 他の場所に預けた
g) その他（
）

8.

上記の対応を行った際に猫さんの反応はどうでしたか？その時の様子など
をご記入下さい。

＜愛猫について＞
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.

飼い始めた時の猫さんの年齢はいくつでしたか？推定でも構いません。

3.

猫さんには同じ時に産まれた兄弟はいますか？ご存知であればその頭数と
性別をご記入下さい。

4.

子猫の頃から飼い始めた猫さんの場合、当時の様子はどうでしたか？次の
うちから該当するものを選んで◯をして下さい。
a) おとなしくて穏やかだった b) 活発で活動的だった
c) 臆病でいつもビクビクしていた d) 気性が激しく気難しかった

5.

他の家で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？

6.

この猫さんを飼おうと思ったきっかけは何ですか？もし特定の品種へのこ
だわりがある場合、その理由は何ですか？

7.

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年齢
をご記入下さい。

8.

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？

9.

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
から該当するものを選んで◯をして下さい。
a) 可哀想だから

b) 必要性を感じない

c) 特別に理由はない

10.

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を選んで◯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

11.

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。

12.

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。

13.

飼い主様から見て、猫さんはどのような性格だと思いますか？次のうちか
ら該当するものすべてに◯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
e) 大胆で無鉄砲 f) 臆病で怖がり d) その他（

14.

d) 乱暴
）

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を選んで◯
をして下さい。
a) 低い

15.

b) 普通

c) 高い

d) 過剰

家に来客があった場合の猫さんの様子はどうですか？次のうちから該当す
るものを選んで◯をして下さい。
a) 友好的で平気で寄ってくる b) 最初は隠れるが時間が経つと寄ってくる
c) どこかに隠れて出て来ない d) 攻撃的で触らせない
e) その他（
）

16.

猫さんは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？次のう
ちから該当するものを選んで◯をして下さい。
a) 全く無関心
e) その他（

17.

b) 大声で鳴く

c) シャーと威嚇する

d) 攻撃を仕掛ける
）

外出自由な猫さんの場合、外で出会う他の猫に対してどんな反応を示しま
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) 全く無関心 b) 大声で鳴く
e) 逃げ去る f) その他（

18.

c) シャーと威嚇する

d) 攻撃を仕掛ける
）

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
当するものを選んで◯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（
）

19.

猫さんは人や他の動物や物に対してマウンティング行動を示したことがあ
りますか？次のうちから該当するものを選んで◯をして必要事項をご記入
下さい。
a) したことがない
b) 人の腕や足にしたことがある（誰に対して：
c) 他の動物に対してしたことがある（その対象：
d) 物に対してしたことがある（その対象：

20.

）
）
）

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
を選んで◯をして下さい。
a) ほとんどもしくは全く鳴かない

b) 餌やおやつをもらう時に鳴く

c) 遊んでもらえる時やその最中に鳴く d) 名前を呼ばれると鳴く
e) 顔を合わせると鳴く f) 飼い主の姿が見えないと鳴く
g) その他（

）

21.

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
該当するものを選んで◯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

22.

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を選
んで◯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：

23.

）

猫さんは抜爪手術を受けていますか？次のうちから該当するものを選んで
◯をして必要事項をご記入下さい。
a) 前肢のみしている（手術を受けた年齢
b) 後肢のみしている（手術を受けた年齢
c) 前後肢している（手術を受けた年齢

）
）
）

＜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すべ
てに◯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・部屋数など：
b) 屋内の１室のみ（広さ：
）
c) 屋内のケージの中のみ（大きさ：
）
d) 屋外への出入りはいつでも自由（滞在比率：屋内
％
e) 屋外への出入りは出たがった時（１日の平均外出時間：
f) その他（

）

屋外

％）
）
）

2.

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
するものを選んで◯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）

3.

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すべてに◯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

4.

階建て）

人・１０〜２０歳

人）

猫さんと同居している他の動物はいますか？次のうちから該当するものす
べてに◯をして必要事項をご記入下さい。
a) 猫（性別：

年齢：

猫さんとの相性：

（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
b) 犬（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
c) その他（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
（性別：
年齢：
猫さんとの相性：
5.

）
）
）
）
）
）
）

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
から該当するものすべてに◯をして下さい。
a) 特に何もない b) 同居家族の死 c) 同居動物の死 d) 家を引越した
e) 子供が自立した f) 子供が生まれた g) 飼い主が結婚した
h) 飼い主が離婚した i) その他（

6.

）

）

上記の質問で家を引越したと回答された場合はその回数をご記入下さい。

7.

猫さんは普段どこで寝ていることが多いですか？次のうちから該当するも
のすべてに◯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

8.

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
ものすべてに◯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（
）

9.

）

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
該当するものを選んで◯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

10.

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。

11.

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
ものすべてに◯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

回）

d) 人が食べているものを欲しがった時に与えている
12.

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。

13.

猫さんの生活圏に置いてあるトイレ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すべてに◯をして、中敷きの有無とその数をご記入下
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（

14.

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
から該当するものすべてに◯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（

15.

個）
個）
個）

上記の猫砂の銘柄がわかればご記入下さい。

）

16.

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
のすべてに◯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（

17.

d) 台所

f) クローゼット
）

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？

18.

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？

19.

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

20.

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
ら該当するものすべてに◯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（
）

21.

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次ページにご記入
下さい。猫さんの問題行動がしばしば起きる場所のほか、特に戸外に接し
ている出入り口や窓の位置、トイレを置いてある場所などは必ず書き入れ
て下さい。

猫さんの生活圏の間取り図：

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。

