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CS カウンセリングシート 
＊あいち Re の会に相談の場合は、必ずご記⼊ください 
＊CS の検査としては QEESI(Quick Environment Exposure Sensitivity Inventory)がよく知られています
が、このカウンセリングシートは化学物質に対する感受性の評価ではなく、化学物質過敏症(CS) 患者の住
居・⽣活の問題点を明らかにするための問診です。 
＊交流会での相談には前もって記⼊の上、メールでお送りいただくか参加⼈数分（10 部程度）をご⽤意持
参ください。 
*調⼦が悪いと感じたとき、⾃⾝で⽣活を振り返るための資料としても役⽴ちます。 
 
相談⽇        年   ⽉   ⽇    相談歴 □はじめて   □   回⽬ 
⽒名              
（ペンネーム可）                  □男 □⼥   年代     才代 
家族・⽀援者   □同居 □別居 □友⼈ 
症状       □眼 □⿐ □のど □⽪膚 □頭痛 □喘息 □不眠 □疲労感 

□うつ □その他（                  ） 
CS 以外の疾患    □無  □有 （病名と処⽅薬                ） 
          ＊治療と処⽅薬は続けること 
 
▷家屋について 
構造       □⽊造  □鉄⾻・鉄筋（  階/     階建） 
部屋数          DK / LDK 
所有       □所有 □賃貸 
リフォーム       年  ⽉ 
外壁⼯事・⼤規模改修      年  （予定も） 
周辺環境     □住宅地 □商業地 □⼯業地 □その他（          ）  
           幹線道路から   m      
           問題となる近隣施設（         ⾃宅から   m) 
床        □クッションフロア □カーペット □合板フローリング  
         □無垢フローリング □畳 □その他（          ） 
壁        □ビニルクロス □布クロス □合板 □漆喰・珪藻⼟ □⼟壁  
         □その他（          ） 
天井       □ビニルクロス □⽯膏ボード □合板 
         □その他（          ） 
暖房設備     □⽯油ファンヒーター □ガスファンヒーター  □エアコン  □床暖房    

□外排気ファンヒーター □その他（          ） 
冷房       □エアコン 
換気設備     □機械換気（熱交換式 吸気・排気のファンがついている）  
         □換気扇（□台所 □トイレ □⾵呂 □洗⾯所 □バス・トイレ連動） 
         □吸気⼝（□台所 □⾵呂 □洗⾯所 □トイレ □居間 □寝室 ） 
         □窓（□台所 □⾵呂 □洗⾯所 □トイレ □居間 □寝室 
         □窓の位置（□東 □⻄ □南 □北） 
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▷屋内の状態や清掃  
換気頻度    □常時換気（機械式の 24 時間換気） 
        □定期的に開窓（   回/⽇） □炊事時 □掃除時  
                         □換気⼝は閉めている   □24 時間換気は切っている 
結露      □無  □有（場所：□窓 □壁（家具裏）□その他（       ）       
                         発⽣時期：□冬期  □通年  
        対策（□毎朝拭く □たまに拭く □その他（          ） 
カビ      □無  □有 
        発⽣場所   □押し⼊れ   □家具裏  □壁 □床 □居間 □台所 

□⾵呂 □洗⾯所 □トイレ □その他（       ） 
        対策 □特にしていない □発⽣時にしている 
           □定期的にしている（具体的に              ） 
ダニ対策    □寝具を⼲す（頻度：    ）□寝具の丸洗い（頻度：     ） 
        □寝具に掃除機かけ（頻度：     ） 
        □ソファあり □座布団あり □ぬいぐるみあり □カーペット有り 
ペット     □無 □有（□⽝ □猫 □⿃ □その他（          ） 
⽇常清掃    □毎⽇ □2~3 ⽇毎 □週 1  所要時間（  時間・分） 
        □床掃除機 □床ぞうきんがけ □⾵呂 □トイレ（便器・便座） 
        □台所排⽔溝 
定期的清掃   □週１〜２ □1~2 か⽉毎  
        □天井と照明器具 □壁 □網⼾ □窓枠 □排⽔溝 □排気⼝  
        □家具・テレビ・冷蔵庫の背⾯ □スイッチ周り 

 □トイレ壁・天井・便座をはずして掃除 

 
 
▷家庭内の化学物質 
殺⾍剤        □使⽤していた（いつ頃まで       ) □使⽤したことはない  
         □現在も使⽤中  
           □シロアリ駆除剤  □殺⾍剤(スプレー）  □殺⾍剤(燻煙）  □防⾍剤   
床ワックス           □以前使⽤していた(いつ頃まで     品名      ）  
        □使⽤したことはない □現在も使⽤中 
消臭剤・芳⾹剤 □以前使⽤していた（□布⽤スプレー □置き型 品名：     ） 
         いつ頃まで?（            ） 
        □使⽤したことはない   □現在も使⽤中       
洗濯洗剤    □以前使⽤していたもの (品名            ）   
        □現在使⽤しているもの (品名               ） 
柔軟剤     □以前に使⽤していた（いつ頃まで         品名           ) 
        □使⽤したことはない  □現在も使⽤中 (品名           ） 
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▷暮らし⽅ 
洗濯物⼲場所  □リビング室内⼲し □リビング・寝室以外で室内⼲し □外⼲し 

 □乾燥機  □浴室乾燥 □その他（       ） 
寝室      □畳 □フローリング □布団 □ベッド  
        □寝室に家具あり（□ハンガーラック □タンス □書棚 □他       ） 
新品家具    □購⼊後 2，3 年以内の家具がある（品名・置き場所       ） 
モノの量    □多い □断捨離中 □少ない⽅ 
家族      □喫煙者がいる □仏壇がある □病気に理解がない（      ） 
 
▷発症時の状況(簡潔に)  発症：     年   ⽉頃   
         
 
 
 

▷質問事項(複数あるときは箇条書） 
 
 
 
 
 
 
▷質問に関わる症状はいつからありますか：     年   ⽉頃 
質問事項について、対策したことを書いてください（○○をやったが臭いが取れない、等） 
 
 
 
 
 
 

▷相談後の変化(質問者は必ず記録しておくこと）・まとめ 
 
 
 
 
 
 
 


