
CAPI 子ども調査（保護者回答）2013 
 
＜2011調査などからの読み込みデータ＞ 
＊2011データは横持ち（保護者ＩＤひとつについて、最大子ども3人までの横持ちデータ） 

読み込み変数名 内容 読み込みデータ形式 表示形式 

ID3 保護者ＩＤ（末尾3番） 数値 数値 

11_CTi_1_1 2011回答年 数値 数値 

11_CTi_1_2 2011回答月 数値 数値 

11_CTi_1_3 2011回答日 数値 数値 

11_CQ_child 2011年調査対象の子ども数 数値 数値 

11_CQ_2a_1_1y 2011当時末子の生年（平成） 数値 数値 

11_CQ_2a_1_1m 2011当時末子の生月 数値 数値 

11_CQ_2a_1_1d 2011当時末子の生日 数値 数値 

ID4 2011当時末子の ID(末尾4番) 数値 数値 

11_CQ_2a_1_2y 2011当時下から2番目の生年（平成） 数値 数値 

11_CQ_2a_1_2m 2011当時下から2番目の生月 数値 数値 

11_CQ_2a_1_2d 2011当時下から2番目の生日 数値 数値 

ID5 2011当時下から2番目の ID(末尾5番) 数値 数値 

11_CQ_2a_1_3y 2011当時下から3番目の生年（平成） 数値 数値 

11_CQ_2a_1_3m 2011当時下から3番目の生月 数値 数値 

11_CQ_2a_1_3d 2011当時下から3番目の生日 数値 数値 

ID6 2011当時下から3番目の ID(末尾6番) 数値 数値 

11_CQ_2b_1_1 2011当時末子の性（１男２女） 数値 テキスト 

11_CQ_2b_1_2 2011当時下から2番目の性（１男２女） 数値 テキスト 

11_CQ_2b_1_3 2011当時下から3番目の性（１男２女） 数値 テキスト 

11_CQ_2c_1 2011当時末子のニックネーム テキスト テキスト 

11_CQ_2c_2 2011当時下から2番目のニックネーム テキスト テキスト 

11_CQ_2c_3 2011当時下から3番目のニックネーム テキスト テキスト 

11_CQ_15a_1 2011当時末子出産後の母親の復職状況 数値 テキスト 

11_CQ_15a_2 2011 当時、下から 2 番目の子出産後の母親の復職

状況 

数値 テキスト 

11_CQ_15a_3 2011 当時、下から 3 番目の子出産後の母親の復職

状況 

数値 テキスト 

11_CQ_19_1 2011当時末子の保育園ほか利用状況 数値 数値 

11_CQ_19_2 2011当時下から2番目の子の保育園ほか利用状況 数値 数値 

11_CQ_19_3 2011当時下から3番目の子の保育園ほか利用状況 数値 数値 

 
*それぞれ、回答拒否（ = 999）は、「前回お答えいただけませんでした」と表示 

非該当（ = 777）は、「該当ありません」と表示 

ニックネームは非該当（例えば、一人っ子で、2 番目、3 番目の該当なし）についてはあらかじめ「該当ありません」と

してデータをロードする 
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CAPI 子ども調査（保護者回答）2013 
 
Y13CQ-open-1オープンニング画面（半角数字入力） 
「まちと家族の健康調査」 子ども調査2013（保護者版） 
お子さんの保護者、もしくはそれに代わる方にお願いいたします。 
ＩＤを入力してください （保護者 ID：末尾3の7ケタの数字） 

 
Ifデータ内 IDに照合されない場合（新規参加者）はY13CQ-open-2へ 

Ifデータ内 IDに照合された場合はY13CQ0へ 
 
Y13CQ-open-2 （ラジオボタン；１つのみ回答可） 

2011年調査参加者リストには含まれていない IDです。以下のいずれかを選んでください。 
1. 今回初めて子ども調査（保護者版）に参加される場合 
2. 2011年の子ども調査に参加されている場合 

 
If Y13CQ-open-2==1 then go to CQ0 

If Y13CQ-open-2==2 then go to Y13CQ-open-3 
 
Y13CQ-open-3  （表示のみ） 
恐れ入りますが、ＩＤをご確認のうえ再入力お願いいたします。末尾3の7ケタの数字です。 
 
 次へ  

回答によらずgo to 13CQ-open-1 
 
CQ0（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
以下の質問ではお子さんが生まれた当時の情報についてうかがうところがあります。 
できれば、母子保健手帳をあらかじめご用意いただいて質問を開始してください。 

1. いま開始する 
2. 中断して改めて始める 

 
 次へ  

If CQ0=1 then go to CQ1-1&CQ1-2 
If CQ0=2 then exit 

 
CQ1-1&CQ1-2 （半角数字入力） 
調査本日現在のお子さんの数を教えてください。そのうち、18歳未満のお子さんの数を教えてください。 
いない場合は０人とお答えください。別居中のお子さんがいれば含めてください。   
なお、現在妊娠中の場合はまだ数に入れないでください。 

 お子さんの総数 □ 人    (CQ1-1) 
 うち18歳未満のお子さんは □ 人   (CQ1-2) 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合はGo to CQ1-4 
回答できている場合は 
計算： generate I = CQ1-2 

Replace I=3 if I>3 
If I>0 then go to CQ2a-1-@& CQ2a-2-(1~3)-@ 
  If I = 0 then go to CQ1-5 
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CQ1-4（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 お子さんの数を確認できないので、これ以上質問させていただくことができません。 
 以下のいずれかを選んでください。 

1. このまま質問を終了する 
2. 再度、お子さんの数についてご確認いただく 

 
 次へ  
未回答チェック、未回答の場合は「1か2を選んでから「次へ」をクリックしてください」を表示 

If CQ1-4 = 1 then exit 
If CQ1-4 = 2 then go back to CQ1-1&CQ1-2 

 
CQ1-5（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 子ども調査の該当年齢（18歳未満）のお子さんがおられないので、以上で質問は終了となります。 
 以下のいずれかを選んでください。 

1. このまま質問を終了する 
2. 再度、18歳未満のお子さんの数についてご確認いただく 

 
 次へ  
未回答チェック、未回答の場合は「1か2を選んでから「次へ」をクリックしてください」を表示 

If CQ1-5= 1 then exit 
If CQ1-5 = 2 then go back to CQ1-1&CQ1-2 

 
CQ2a-1-@ & CQ2a-2-(1~3)-@（ラジオボタン&半角数字入力；ラジオは1つのみ回答可） 
お子さんの生年月日を教えてください。 
後ほどお子さんの健康状態をうかがうのに、年齢（月齢）によって質問が異なります。 
正確な年齢（月齢）を計算するために、お誕生日を教えてください。 
4 人以上お子さんがいらっしゃるかたについては、下から 3 番目のお子さんまでについてうかがわせてください。生年

月日が分かる場合は、１をクリックして生年月の数値を入力してください。わからない場合は２（わからない）をクリッ

クしてください。 
 

 1番下のお子さん 
（＠＝1） 

下から 2 番目のお子さん

（＠＝2） 
下から3番目のお子さん 
（＠＝3） 

生年月日 １． 平成 年 月 日 
２． わからない 

１． 平成 年 月 日 
２． わからない 

１． 平成 年 月 日 
２． わからない 

表示は＠＝I （子どもの人数分表示、最大3人） 
 
 次へ  
回答（ラジオボタン）     CQ2a-1-@  (生年月日回答は１、わからないは２) 
生年月日（数値入力）  CQ2a-2-1-@ (平成年) CQ2a-2-2-@ （生まれ月） CQ2a-2-3-@ (生まれ日 
生年月日入力の不備チェック；if CQ2a-1-@=1 & (CQ2a-2-1-@ (平成年)>26 or CQ2a-2-1-@ (平成年)==missing or 

CQ2a-2-2-@ (生月)>12 or CQ2a-2-2-@ (生月)==missing or CQ2a-2-3-@ (生日)>31 or CQ2a-2-3-@ (生日)==missing) 
then 表示「生年月の入力数値がおかしいか、入力漏れがあるようです。入力内容について確認をお願いします」 
計算： Age@を作成(月齢) 

Age@ = (chousa_year minus CQ2a-2-1-@)*12+ (chousa_month minus CQ2a-2-2-@) + (chousa_day minus 
CQ2a-2-3-@)/30 

If I = 1 &age1<0 then 表示「お子さんの生年月日が正しいか確認お願いします」 
If I=2 then generate diff_age21=age2-age1 

If I=2 and diff_age21<0 then 表示「お子さんの年齢が小さい順になっていないようなので、生年月日の確認をお願
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いします」  
If I=3 then generate diff_age32=age3-age2 

If I=3 then generate diff_age21=age2-age1 
If I=3 AND (diff_age32<0 or diff_age21<0) then 表示「お子さんの年齢順が小さい順になっていないようです。

確認をお願いします」 
If CQ2a-1-@=2 (いずれか「わからない」) then go to CQ2d 

Else go to CQ2b-@ 
 
CQ2b-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 お子さんの性別を教えてください。 
該当するお子さんがいない場合には昭和999年と表示されていますが、気にせず進めてください 

 1番下のお子さん 下から2番目のお子さん 下から3番目のお子さん 
生年月日 平成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-1)表示 
平 成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-2)を表示 
平 成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-3)を表示 
性別 1. 男 2．女(CQ2b-1) 1. 男 2．女(CQ2b-2) 1. 男 2．女(CQ2b-3) 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ2c-@ 
 
CQ2c-@ （テキスト入力） 
このあと、それぞれのお子さんについてうかがっていくので、間違わないようにするため「ニックネーム」を記入くだ

さい。年齢が一番下のお子さんから順番にお願いします。文字の入力が苦手なかたはご自分がわかるようにしておいてい

ただければ「A、B、C」とか「１，２，３」でも結構です。 
 
 1番下のお子さん 下から2番目のお子さん 下から3番目のお子さん 
生年月日 平 成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-1)表示 
平 成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-2)を表示 
平 成  年  月  日

(CQ2a-2-1~3-3)を表示 
性別 1. 男 2．女 

(CQ2b-1)を表示 
1. 男 2．女 
(CQ2b-2)を表示 

1. 男 2．女 
(CQ2b-3)を表示 

ニックネーム（お兄ちゃ

ん、はなちゃん、など） 
(CQ2c-1 text) (CQ2c-2 text) (CQ2c-3 text)  

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
記述ない場合はCQ2c-1=”1番下“  CQ2c-2=”下から2番目” CQ2c-3=”下から3番目”でデフォルトセット 

Go to CQ3-0-0 
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CQ2d（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  お子さんの年齢が確認できないので、これ以上質問させていただくことができません。 
 以下のいずれかを選択してください。 

1. 質問を終了する 
2. 再度、お子さんの生年月についてご回答いただく 

 
 次へ  

If CQ2d = 1 then exit 
If CQ2d = 2 then go back to CQ2a-1-@ & CQ2a-2-(1~3)-@ 

 
CQ3-0-0（条件分枝 表示のみ） 
ではここから、18歳未満のお子さんそれぞれについて質問をさせていただきます。 
一番下のお子さんから順にうかがいます。 

 
 次へ  
Set @=1 

Go to CQ3-0-@ 
 
CQ3-0-@（条件分枝 非表示） 
（ここからループ開始） 
If age@>216月歳【18歳】 then go to CQ-30-0-@ 

Else go to CQ3-1-@ 
 
CQ3-1-@ & CQ3-2-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんとあなたのご関係はつぎのうちのどれになりますか。  

1. 実の(血縁の)母 
2. 実の(血縁の)父 
3. 義理の母（継子や養子縁組による） 
4. 義理の父（継子や養子縁組による） 
5. 実の(血縁の)親族 
6. 義理の親族（継子や養子縁組による） 
7. その他（具体的に          ） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
選択肢情報 CQ3-1-@, CQ3-1-@=7 (その他)のテキスト情報はCQ3-2-@として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ-35-@ 
 
CQ-35-@（ラジオボタン） 
「CQ2c-@」さんから見て、現在同居されているご両親はつぎのうちどれになりますか。 
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実の（血縁の）

親 

義理の親 
（継子や養子

縁組による） 

現在、同居

していない 
わからない 

お父さま (CQ35a-@)     

お母さま (CQ35b-@)     
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

 
 一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ3a-@ 
 
CQ3a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの妊娠が明らかになったときについてうかがいます。不妊治療を受けていましたか。 

1. 受けていない 
2. 受けていた 
3. わからない 
 

 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

If CQ3a-@=2 then go to CQ3b-(1~5)-@ 
Else go to CQ4a-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4a-@ 
 
CQ3b-(1~5)-@& CQ3b-4text-@ （チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
 どのような不妊治療を受けられましたか。 あてはまるものすべてお答えください。 

1. 排卵誘発剤 
2. 人工授精 
3. 体外受精 
4. その他（具体的に        ） 
5. わからない 

   
     次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
それぞれCQ3b-(1～5)-@として0－1情報、テキストはCQ3b-4text-@として保存 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ3b-6-@ 
 
CQ3b-6-@&CQ3b-6b-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんを妊娠されるのに不妊治療で総額いくらかかりましたか。 

1. およそ（     ）万円 
2. わからない 

 
     次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
選択肢情報をCQ3b-6-@として保存、金額はCQ3b-6b-@として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4a-@ 
 
CQ4a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
引き続き「CQ2c-@」さんを妊娠されたときについてうかがいます。 
妊娠が明らかになったときのお母さんの仕事の状況は、どれがあてはまりますか。 

1. 勤め（常勤） 
2. 勤め（パート・派遣・契約） 
3. 自営業 
4. 家族従業者 
5. その他の仕事 
6. 仕事はしていなかった 
7. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

If CQ4a-@<6 then go to CQ4b-@&CQ4c-@ 
Else go to CQ5a-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ5a-@ 
 
CQ4b-@&CQ4c-@（ラジオボタン&テキスト入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの妊娠が明らかになった当時のお母さんのお勤め先はどのような業種でしたか。 
また、そこでどのようなお仕事（職種）をされていましたか。 
できれば具体的に、お勤め先や仕事の内容についてお聞かせください。 
  1. お勤め先と仕事の内容（○○株式会社で経理事務、○○スーパーでレジなど） 
      （                                ） 

2．タイプ入力ができないので、口頭ないし紙に記入して調査員に伝える。 
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 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ4b-@として選択肢情報保存、CQ4c-@としてテキスト情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4e-@&CQ4f-@&CQ4g-@ 
 
CQ4e-@&CQ4f-@&CQ4g-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの妊娠が明らかになった当時のお母さんの勤務体系や勤務時間数はどの程度でしたか。 

1. 1日（f   ）時間で週（g      ）日勤務 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ4e-@として選択肢情報保存、CQ4f-@, CQ4e-@として数値情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4h-@ 
 
CQ4h-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの妊娠が明らかになった当時の勤務形態では、交代性（夜間勤務や昼間勤務など）などの変則的な勤

務がありましたか。 
    1．はい 
    2．いいえ 
    3．わからない 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ5a-@ 
 
CQ5a-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの妊娠期間中、お母さんの喫煙の状況について教えてください。 
あてはまるものをひとつ選んでください。 

1. 妊娠中も喫煙していた 
2. 喫煙していたが妊娠中は禁煙した 
3. 妊娠前から禁煙していた 
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4. 習慣的喫煙はしたことがない 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ5b-@へ 
 
CQ5b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの妊娠期間中、お母さんの飲酒の状況について教えてください。 

あてはまるものをひとつ選んでください。 
1. 週2回以上 
2. 月1－4回程度あった 
3. ほとんどなかった 
4. まったくなかった 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ6-@ 
 
CQ6-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの妊娠期間中、暮らしの状況はいかがでしたか。 

1. 大変苦しかった 
2. 苦しかった 
3. 普通 
4. ゆとりがあった 
5. 大変ゆとりがあった 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ7a-(1~9)-@ 
 
CQ7a-(1~9)-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんを妊娠されていたころについてうかがいます。 
妊娠中の状況で以下に当てはまるものがあればすべて選んでください。 
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1．腎機能異常（たんぱく尿など） 
2．妊娠性高血圧 
3．妊娠性糖尿病 
4．前置胎盤 
5．胎盤機能不全 
6．切迫流産・早産 
7．多胎（双子・三つ子・それ以上） 
8．その他（具体的に    ） 
9．なにもなかった 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ7a-(1~8)-@は各チェック情報保存、CQ7a-9-@はテキスト情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ7b-@ 
 
CQ7b-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの出産は以下のうちどれにあてはまりますか。 

1．正常分娩 
2．帝王切開 
3．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ7c-@ 
 
CQ7c-(1~2)-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの妊娠週数はいくつでしたか。 

1．（      ）週 
2．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
CQ7c-1-@はラジオボタン情報、CQ7c-2-@はテキスト情報 

回答できている場合はロジックチェック 
If CQ7c-2-@<18 or CQ7c-2-@>45 then 表示「妊娠週数が正しいか確認してください」 
 
 回答拒否して次へ  
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 無条件でスルー 
Go to CQ7d-(1~2)-@ 
 
CQ7d-1~2-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
  「CQ2c-@」さんの出生時の体重はいくつでしたか。 

1．（       ）グラム 
2．わからない 

 
 次へ  

未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
CQ7d-1-@はラジオボタン情報、CQ7d-2-@は数値情報 

回答できている場合はロジックチェック 
If CQ7d-2-@<100 or CQ7d-2-@>4500 then 表示「出生時体重が正しいか確認してください」 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ7e-(1~8)-@ 
 
CQ7e-(1~8)-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可。） 
  「CQ2c-@」さんの出産のときに以下に該当するものはありましたか。 
あてはまるものをすべて選んでください。 

1．新生児仮死 
2．新生児呼吸不全 
3．新生児黄疸 
4．先天性の異常 
5．その他 （具体的に           ） 
6．特に合併症はなかった 
7．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ7e-1~7-@ はチェックボックス情報、CQ7e-8-@ はテキスト情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ7f-(1-9)-@ 
 
CQ7f-1~9-@ （チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
 「CQ2c-@」さんの出産されたあとのお母さんの産後の状態で、以下に該当するものはありましたか。 
あてはまるものをすべて選んでください。 

1．産後出血      
2．腎機能異常 
3．糖尿病       
4．高血圧 
5．出産後うつ病 
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6．その他（                                 ） 
7. 特に産後の状態に問題はなかった 
8．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ7f-1~8-@ はチェックボックス情報、CQ7f-9-@ はテキスト情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ14-0-@ 
 
CQ14-0-@  （条件分枝 非表示） 
If CQ4a-@<6 then go to CQ15a-@ 

Else go to CQ8a-@ 
 
CQ15a-@  （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんを出産されてから、お母さんはお仕事を続けられましたか。 

1. 出産前の仕事に復帰した 
2. 出産前の仕事とは異なる仕事についた 
3. 仕事をやめた（いったん離職した場合も含む） 
4. その他 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15a-@=2 then go to CQ4a-after-@ 

If CQ15a-@=1 then go to CQ4l-rev-@&CQ4m-rev-@ 
Else go to CQ8-(a~f)-@ 

 
CQ4a-after-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんを出産されてからお勤めが変わったそうですが、 
出産後のお母さんの仕事の状況は、どれがあてはまりますか。 

1. 勤め（常勤） 
2. 勤め（パート・派遣・契約） 
3. 自営業 
4. 家族従業者 
5. その他の仕事 
6. 仕事はしていなかった 
7. わからない 
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 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

If CQ4a-after-@<6 then go to CQ4b-after-@&CQ4c-after-@ 
Else go to CQ8-(a~f)-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4l-rev-@&CQ4m-rev-@ 
 
CQ4b-after-@&CQ4c-after-@（ラジオボタン&テキスト入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さん出産後にお勤めが変わったそうですが、そのお勤め先はどのような業種でしたか。 
また、そこでどのようなお仕事（職種）をされていましたか。 
できれば具体的に、お勤め先や仕事の内容についてお聞かせください。 
  1. お勤め先と仕事の内容（○○株式会社で経理事務、○○スーパーでレジなど） 
      （                                ） 

2．タイプ入力ができないので、口頭ないし紙に記入して調査員に伝える。 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ4b-after-@としてラジオボタン情報保存、CQ4c-after-@としてテキスト情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4e-after-@&CQ4f-after-@&CQ4g-after-@ 
 
CQ4e-after-@&CQ4f-after-@&CQ4g-after-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんを出産後に就いたお勤め先でのお母さんの勤務体系や勤務時間数はどの程度でしたか。 

1. 1日（f   ）時間で週（g      ）日勤務 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ4e-after-@として選択肢情報保存、CQ4f-after-@, CQ4e-after-@として数値情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ4l-rev-@&CQ4m-rev-@ 
 
CQ4l-rev-@&CQ4-m-rev-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 労働安全衛生法という法律によると、出産後は 8 週間の産後休暇を与えることがすべての雇い主に義務付けられていま

す。お母さん本人の申請により医師の許可があれば6週間の休暇とすることもできます。  
「CQ2c-@」さんの出産に際して、産後休暇を8週間（ないし6週間）取られましたか。 
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    1． まったく取らなかった 
    2． 取ったが8週間よりは短かった → 具体的には（CQ4-m-rev-@）週間 
    3． 8週間取った 
    4．わからない・覚えていない 
             
 次へ  

未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
CQ4-l-rev-@は選択肢情報、CQ4-m-rev-@は数値情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ8-(a~f)-@ 
 
CQ8-(a~f)-@（ラジオボタン；各行に1つのみ回答可） 
では次に「CQ2c-@」さんの乳幼児健診についてうかがいます。 

 母子保健手帳があれば、その内容を参考にして御記入ください。 
 下記の乳幼児健診の受診状況について、あてはまるものをひとつずつ選んでください。 
 

 受診した これから受診する 

予定 
受診しなかった わからない 

a. 1ヶ月健診 1 2 3 4 
b. 3カ月健診 1 2 3 4 
c. 6ヶ月健診 1 2 3 4 
d. 9ヶ月健診 1 2 3 4 
e. 1歳 6カ月健診 1 2 3 4 
f. 3歳健診 1 2 3 4 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ8-a-@~CQ8-f-@として情報保存 
 

 一部ないしすべて回答拒否して次へ  
 無条件でスルー 
Go to CQ9-(a~f)-@ 
 
CQ9-(a~f)-@（テキスト入力） 
乳幼児健診の結果について教えてください。身長はどのくらいでしたか。 
母子保健手帳があれば、その内容を参考にして御記入ください。 

 （測定した結果がわかるところだけ入力してください） 
 

a. 1ヶ月健診 （   ）cm 
b. 3カ月健診 （   ）cm 
c. 6ヶ月健診 （   ）cm 
d. 9ヶ月健診 （   ）cm 
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e. 1歳 6カ月健診 （   ）cm 
f. 3歳健診 （   ）cm 

 
 次へ  
ロジックチェック 
CQ9-a-@~CQ9-f-@について if X<10 or X>150 then 表示「身長の数字について、もう一度ご確認ください」  
未回答チェックなしでスルー 

Go to CQ10-(a~f)-@ 
 

CQ10-(a~f)-@（テキスト入力） 
   体重はどのくらいでしたか。 
（測定した結果がわかるところだけ入力してください） 

 
a．1ヶ月健診 （   ）グラム 
b.  3カ月健診 （   ）グラム 
c.  6ヶ月健診 （   ）グラム 
d.  9ヶ月健診 （   ）グラム 
e.  1歳6カ月健診 （   ）キログラム 
f.  3歳健診 （   ）キログラム 

 
 次へ  
ロジックチェック 
・X=CQ10-a-@~CQ10-d-@について if X<500 then 表示「体重の数字について、もう一度ご確認ください（9か月健

診まではグラム単位になっています）」 
・X=CQ10-e-@~CQ10-f-@について if X>30 then 表示「体重の数字について、もう一度ご確認ください（1歳6カ月

と3歳健診はキログラム単位になっています）」 
未回答チェックなしでスルー 

Go to CQ11-(a~f)-@ 
 
CQ11-(a~f)-@（ラジオボタン；各行に1つのみ回答可） 
乳幼児健診では、なんらかの異常を指摘されたことはありますか。  
あてはまるものをひとつずつ選んでください。 

 
 特に異常はなかった 異常を指摘された 未受診、または 

まだ受けていない 
異常があったかどう

かわからない 
a. 1ヶ月健診 1 2 3 4 
b. 3カ月健診 1 2 3 4 
c. 6ヶ月健診 1 2 3 4 
d. 9ヶ月健診 1 2 3 4 
e. 1歳 6カ月健診 1 2 3 4 
f. 3歳健診 1 2 3 4 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合は 

If CQ11-X-@ (X=a~f) =2 (いずれか2を回答) then go to CQ12-@ 
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Else go to CQ13-1-@ 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-1@ 
 
CQ12-@（テキスト入力） 
  どのような異常を指摘されたか、具体的に教えてください。 
   （                        ） 
 
 次へ  
未回答チェックなしでスルー 

Go to CQ13-1-@ 
 
CQ13-1-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの予防接種の状況についてうかがいます。まず生まれて1年以内に接種が推奨されているBCG（結核

の予防注射）について教えてください。あてはまるものをひとつ選んでください。 
実施済みの場合には、その日付を教えてください。 
 

ワクチン

の種類 
標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-1-a-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-1-b-@~CQ13-1-d-@) 

BCG 

（注射） 
1回のみ 
平成17年までは4歳未満児 
平成17年～24年は生後6カ月以内 
平成25年4月より生後1年以内 

1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-1-a-@はラジオボタン情報、CQ13-1-b-@~CQ13-1-d-@は数値情報として保存 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-2-0-@ 
 
CQ13-2-0-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの予防接種の状況についてうかがいます。生まれて 1 年以内に接種が推奨されているポリ

オワクチンについて教えてください。ポリオワクチンの接種は年度によって接種方法が異なるので、ご注意ください。あ

てはまる接種方法をひとつ選んでください。 
 
接種方法 (CQ13-2-0-@) 標準接種年齢と回数 
１．生ワクチン（経口） 
（平成24年9月1日以前に終了の場合） 

1回目3カ月以降 
2回目（1回目から6週間以上あと） 

２．不活化ワクチン（注射）の単独接種 
（平成24年9月1日以降に接種開始の場合） 

第1期1回目（3カ月から12カ月） 
第1期2回目（3カ月から12カ月） 
第1期3回目（3カ月から12カ月） 
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第2期（12か月から18カ月） 
３．経口・不活化  ワクチンの併用 
（平成24年9月1日以前に接種開始した場合） 

経口1回目（3カ月以降） 
注射1回目（3カ月から12カ月） 
注射2回目（3カ月から12カ月） 
注射3回目（12か月から18カ月） 

４．4種混合ワクチンとして 
（平成24年11月以降接種開始の場合） 

第1期1回目（3カ月から12カ月） 
第1期2回目（3カ月から12カ月） 
第1期3回目（3カ月から12カ月） 
第2期（12か月から18カ月） 

 
５．いずれの接種方法かわからない 
 
CQ13-2-0-@ =1~4 (ラジオボタン) 
 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

If CQ13-2-0-@=1 then go to CQ13-2-1-a-@ 
If CQ13-2-0-@=2 then go to CQ13-2-2-a-@ 

If CQ13-2-0-@=3 then go to CQ13-2-3-a-@ 
If CQ13-2-0-@=4 then go to CQ13-2-4-a-@ 

If CQ13-2-0-@=5 then go to CQ13-3-@ 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-3-@ 
 
CQ13-2-1-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ポリオワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、その日付を教えてください。 

 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-2-1-a-(1~2)-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-2-1-b-(1~2)-@~ 

CQ13-2-1-d-(1~2)-@) 
１．経口ワクチン 

（平成24年9月1日以

前に終了の場合） 

1回目3カ月以降 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
2回目（1回目から6週間以上あと） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
CQ13-2-1-a-(1~2)--@=1~3 (ラジオボタン) 
CQ13-2-1-b--(1~2)-@~ CQ13-2-1-d-(1~2)-@ (数値入力、半角) 
 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  
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 無条件でスルー 
Go to CQ13-3-@ 
 
CQ13-2-2-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ポリオワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、その日付を教えてください。 

接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 
(CQ13-2-2-a-(1~4)-@) 

済の場合、実施日付 
(CQ13-2-2-b-(1~4)-@~ 

CQ13-2-2-d-(1~4)-@) 
２．不活化ワクチン

（注射）の単独接種

（平成24年9月1日以

降に接種開始の場合） 

第1期1回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期2回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期3回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第2期（12か月から18カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-2-2-a-(1~4)--@=1~3 (ラジオボタン) 
CQ13-2-2-b--(1~4)-@~ CQ13-2-2-d-(1~2)-@ (数値入力、半角) 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-3-@ 
 
CQ13-2-3-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ポリオワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、その日付を教えてください。 

接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 
(CQ13-2-3-a-(1~4)-@) 

済の場合、実施日付 
(CQ13-2-3-b-(1~4)-@~ 

CQ13-2-3-d-(1~4)-@) 
３．経口・不活化  

ワクチンの併用 
（平成24年9月1日以

前に接種開始した場合） 

経口1回目（3カ月以降） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
注射1回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
注射2回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
注射3回目（12か月から18カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-2-3-a-(1~4)--@=1~3 (ラジオボタン) 
CQ13-2-3-b--(1~4)-@~ CQ13-2-3-d-(1~2)-@ (数値入力、半角) 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-3-@ 
 
CQ13-2-4-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ポリオワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、その日付を教えてください。 
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接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-2-4-a-(1~4)-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-2-4-b-(1~4)-@~ 

CQ13-2-4-d-(1~4)-@) 
４．4種混合ワクチン

として 
（平成 24 年 11 月以降

接種開始の場合） 

第1期1回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期2回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期3回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第2期（12か月から18カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-2-4-a-(1~4)--@=1~3 (ラジオボタン) 
CQ13-2-4-b--(1~4)-@~ CQ13-2-4-d-(1~2)-@ (数値入力、半角) 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ13-4-0-@ 
 
CQ13-3-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの予防接種の状況についてうかがいます。次に三種混合ワクチン（百日咳、ジフテリア、

破傷風）ないし四種混合ワクチン（三種混合＋ポリオ不活化ワクチン）について教えてください。平成24年11月以降接

種開始の場合は四種混合に移行していますが、接種のタイミングや回数は同じです。実施状況について回答してください。 
 
ワクチンの種類 標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-3-a-(1~4)-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-3-b-(1~4)-@~ 

CQ13-3-d-(1~4)-@) 

三種混合ワクチン 
（平成 24 年 11 月以降

は四種混合） 

第1期1回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期2回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第1期3回目（3カ月から12カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 
第2期（12か月から18カ月） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（ラジオボタン情報について。数値情報はよい） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-3-a-(1~4)-@はラジオボタン情報、CQ13-3-b-(1~4)-@~CQ13-1-d-(1~4)-@は数値情報として保存 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
CQ2c-@Go to CQ13-4-0-@ 
 
CQ13-4-0-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの予防接種の状況についてうかがいます。次は、麻疹と風疹のワクチンについて教えてく

ださい。年度と年齢によって国の対応が異なり、地方自治体によっても扱いが異なっているので複雑になっています。以

下のうち実施状況について回答してください。実施済みの場合には、その日付を教えてください。 
 

19 
 



CAPI 子ども調査（保護者回答）2013 
 
接種方法 (CQ13-4-0-@) 標準接種年齢と回数 
１．麻疹・風疹ワクチンそれぞれの単独接種

（平成18年3月31日まで） 
風疹 1回接種（生後12カ月から90カ月未満） 
麻疹 第1期（1歳時） 

麻疹 第2期（5歳以上7歳未満、主に小学校入学前1年間） 
2回目についてはＭＲワクチンによる接種の場合もあります 

２．ＭＲワクチン（麻疹・風疹混合ワクチン）

（平成18年4月1日以降） 
第1期（1歳時） 
 

第2期（小学校入学前1年間） 
 

 
３．いずれの接種方法かわからない 
 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-0-@のラジオボタン情報について。） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

If CQ13-4-0-@=1 then go to CQ13-4-1-@ 
If CQ13-4-0-@=2 then go to CQ13-4-2-@ 

If CQ13-4-0-@=3 then go to CQ13-5-@ 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15a-@<3 then go to CQ15b-rev -@ 

Else go to CQ16a-@ 
 
CQ13-4-1-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの、麻疹と風疹のワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、

その日付を教えてください。 
 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-4-1-a-(1~3)-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-4-1-b-(1~3)-@~ 

CQ13-4-1-d-(1~3)-@) 
１．麻疹・風疹ワク

チンそれぞれの単独

接種（平成 18 年 3 月

31日まで） 

風疹 1回接種（生後12カ月から90カ

月未満） 
1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

麻疹 第1期（1歳時） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

麻疹 第 2 期（5歳以上7歳未満、主に

小学校入学前1年間） 
2回目についてはＭＲワクチンによる接種

の場合もあります 

1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-1-a-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-4-1-a-(1~3)-@はラジオボタン情報、CQ13-4-1-b-(1~3)-@~CQ13-4-1-d-(1~3)-@は数値情報として保存 

Go to CQ13-5-@ 
 

20 
 



CAPI 子ども調査（保護者回答）2013 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15a-@<3 then go to CQ15b-rev -@ 

Else go to CQ16a-@ 
 
CQ13-4-2-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの、麻疹と風疹のワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、

その日付を教えてください。 
 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(CQ13-4-2-a-(1~2)-@) 
済の場合、実施日付 
(CQ13-4-2-b-(1~2)-@~ 

CQ13-4-2-d-(1~2)-@) 
２．ＭＲワクチン（麻

疹・風疹混合ワクチ

ン）（平成 18 年 4 月 1
日以降） 

第1期（1歳時） 
 

1.未 
 

2.済 
 

3.不明 
 

平成(b) 年 (c)月 (d)日 
 

第2期（小学校入学前1年間） 
 

1.未 
 

2.済 
 

3.不明 
 

平成(b) 年 (c)月 (d)日 
 

 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-2-a-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-4-2-a-(1~2)-@はラジオボタン情報、CQ13-4-2-b-(1~2)-@~CQ13-4-2-d-(1~2)-@は数値情報として保存 

Go to CQ13-5-@ 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15a-@<3 then go to CQ15b-rev -@ 

Else go to CQ16a-@ 
 
CQ13-5-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんが中学生以上の場合、下記についてもお答えください 
 

接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 
(CQ13-5-a-@) 

済の場合、実施

日付 
(CQ13-5-b-@~ 

CQ13-4-d-@) 
追加接種 
（中学 1 年生ないし高

校2－3年生を対象） 

平成 20 年 4 月 1 日から平成 24 年度

末までの間で中学1年生と高校3年生

を対象とした、時限つき措置です。追

加接種（1回注射） 

1.未 
 

2.済 
 

3.対象

外（通

知を受

けてい

ない） 

4．不明 平成(b) 年 (c)月 
(d)日 
 

 
 次へ  
未回答チェック（13CQ13-5-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
CQ13-5-a-@はラジオボタン情報、CQ13-5-b-@~CQ13-5-d-@は数値情報として保存 
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  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15a-@<3 then go to CQ15b-rev -@ 

Else go to CQ16a-@ 
 
CQ15b-rev-@  （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの間に、産後休暇とは別に、育児休業を申請できると定めています（平

成17年以降は、パートや派遣・契約労働者の場合でも1年以上雇用されているなど、一定の要件を満たす場合認められ

ています）。平成21年度からは夫婦での休業取得の要件が緩和されたり、休業期間の延長（保育園が見つからないときは

1歳 6カ月になるまで）が認められるようになりました。「CQ2c-@」さんが1歳になるまでの間、お母さん、もしくはお

父さんは、育児休業を取られましたか。 
1. お母さんが取った 
2. お父さんが取った 
3. 両方取った 
4. いずれも取らなかった 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ15b-@=1 or 3 then go to CQ15c-@ 
If CQ15b-@=2 then go to CQ15d-@ 

Else go to CQ15e-rev-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ15e-rev-@ 
 
CQ15c-(1~4)-@ （半角数字入力） 
お母さんはいつからいつまで育児休業を取られましたか。 

平成（CQ15c-1-@）年（CQ15c-2-@）月から平成（CQ15c-3-@）年（CQ15c-4-@）月まで 
 
 次へ  
未回答チェックなし 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If CQ15b-@=2 or 3 then go to CQ15d-@ 

Else go to CQ15e-rev-@ 
 
CQ15d-(1~4)-@ （半角数字入力） 
お父さんはいつからいつまで育児休業を取られましたか。 

平成（CQ15d-1-@）年（CQ15d-2-@）月から平成（CQ15d-3-@）年（CQ15d-4-@）月まで 
 
 次へ  
未回答チェックなし 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ15e-rev-@ 
 
CQ15e-rev-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
育児・介護休業法では、平成17年度改正以降、子どもが3 歳になるまでの間に、勤務時間の短縮や所定外の労働の免

除、フレックスタイム（勤務時間の融通）などの対応を取ることを雇用者に義務付けしています。また子どもの病気の世

話のための看護休業（年 5 日まで、平成 21 年改正から最大 10 日）も認められています。「CQ2c-@」さんが 3 歳になる

までの間（まだ3歳未満の場合はこれまでの間に）に、これらの制度を利用されましたか。  
1. 利用した 
2. 勤め先では制度が使えず利用しなかった 
3. 制度のことを知らず利用しなかった 
4. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ16a-@ 
 
CQ16a-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
ひきつづき（「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 
当時、お母さんの実家のおばあさま（お母さんのお母さん）はどちらにお住まいでしたか。 
（途中引っ越しされている場合は、一番世話が大変だったころのことについて教えてください） 

1. 同居していた 
2. 同じ市区町村内 
3. 同じ都道府県内 
4. 異なる都道府県 
5. すでに離別ないし死別されていた 
6. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ16a-@<5 then go to CQ16b-@ 
Else go toCQ17a-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ17a-@ 
 
CQ16b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 
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当時、お母さんの実家のおばあさま（お母さんのお母さん）から、子育てについてどれくらい手助けが得られましたか。 

1. ほとんどなかった 
2. ときどきあった 
3. ひんぱんにあった 
4. 日常的にあった 
5. わからない 
 

 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ16b-@=2, 3, or 4 then go to CQ16c-@ 
Else go toCQ17a-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ17a-@ 
 
CQ16c-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
  具体的にどのような手助けが得られましたか。 
あてはまるものがあればすべて選んでください。 

1. 子どもの世話（食事の世話・お風呂・着替えなど） 
2. 子どもの話し相手や遊び相手 
3. 他の家族の世話 
4. 買い物などの代行 
5. 金銭や物品の提供 
6. その他（具体的に                 ） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ16c-@はラジオボタン情報、CQ16c-text-@はテキスト情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ17a-@ 
 
CQ17a-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 
当時、お父さんの実家のおばあさま（お父さんのお母さん）はどちらにお住まいでしたか。 
（途中引っ越しされている場合は、一番世話が大変だったころのことについて教えてください） 

1. 同居していた 
2. 同じ市区町村内 
3. 同じ都道府県内 
4. 異なる都道府県 
5. すでに離別ないし死別されていた 
6. わからない 
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 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ17a-@<5 then go to CQ17b-@ 
Else go toCQ18b-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ18b-@ 
 
CQ17b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 
当時、お父さんの実家のおばあさま（お父さんのお母さん）から、子育てについてどれくらい手助けが得られましたか。 

1. ほとんどなかった 
2. ときどきあった 
3. ひんぱんにあった 
4. 日常的にあった 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 
If CQ17b-@=2, 3, or 4 then go to CQ17c-@ 

Else go toCQ18b-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ18b-@ 
 
CQ17c-@ （チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
具体的にどのような手助けが得られましたか。 
あてはまるものがあればすべて選んでください。 

1. 子どもの世話（食事の世話・お風呂・着替えなど） 
2. 子どもの話し相手や遊び相手 
3. 他の家族の世話 
4. 買い物などの代行 
5. 金銭や物品の提供 
6. その他（具体的に                 ） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ17c-@はラジオボタン情報、CQ17c-text-@はテキスト情報として保存 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ18b-@ 

 
CQ18b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 
「CQ2c-@」さんのお父さんからは、子育てについてどれくらい手助けが得られましたか。 

1. ほとんどなかった 
2. ときどきあった 
3. ひんぱんにあった 
4. 日常的にあった 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ18b-@=2, 3, or 4 then Go to CQ18c-@ 
Else go t oCQ19-@ 
  
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ19-@ 
 
CQ18c-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
具体的にどのような手助けが得られましたか。 
あてはまるものがあればすべて選んでください。 

1. 子どもの世話（食事の世話・お風呂・着替えなど） 
2. 子どもの話し相手や遊び相手 
3. 他の家族の世話 
4. 買い物などの代行 
5. 金銭や物品の提供 
6. その他（具体的に                 ） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ18c-@はラジオボタン情報、CQ18c-text-@はテキスト情報として保存 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ19-@ 
 
CQ19-(1~10)-@& CQ19-9-text-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんが生まれてから3歳になるころまで（3歳未満の場合は現在まで）のことをうかがいます。 

 以下のうち、「CQ2c-@」さんが利用された施設があれば、すべて選んでください。 
1. 公立の認可保育所 
2. 私立の認可保育所 
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3. 認可外保育施設（保育室・ベビーホテルなど） 
4. 認証保育所 
5. 企業内保育所 
6. 保育ママ・ベビーシッターなど 
7. 地域の子育て支援センターやファミリーサポートセンター 
8. 保育所・幼稚園の一時預かり 
9. その他（具体的には                         ） 
10. いずれも利用したことはなかった 

 
 次へ  
未回答チェック 
10番目（いずれも利用していない）は他の選択はできない 
1－9までの最低一つを選んでいない場合、表示「あてはまるものがあればどれか選んでください。いずれも利用したこ

とがないときは10を選んでください。または「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ19-(1~10)-@はそれぞれチェックボックス情報、CQ19-9-text-@はテキスト情報を保存 

If CQ19-10-@==1 then go to CQ19b 
Else go to CQ20-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ20-@ 
 
CQ19b-@& CQ19b-8-text-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
保育所や保育支援などをいずれも利用されなかったとのことですが、以下のうちあてはまる理由をすべて選んでください。 

１．保育所や保育支援サービスがいっぱいで使えなかったから 
２．住居や職場から便利なところに保育所・支援サービス先が見つからなかったから 
３．保育所や保育支援サービスの費用が高かったから 
４．保育所や保育支援サービスを使うべきでないと周囲から言われたから 
５．自分で保育できるので必要がなかったから 
６．自分で保育するのが子どもの発達成長によいと思ったから 
７．まだひとに預けるには年齢が早いと思ったから 
８．その他 （具体的には                     ） 
９．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ19b-@はラジオボタン情報、CQ18b-7-text-@はテキスト情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ20-@ 
 
CQ20-(1~24)-@& CQ20-(21~23)-text-@（チェックボックスとテキスト入力；複数回答可） 
 「CQ2c-@」さんのこれまでの健康状態についてうかがわせてください。 
これまでに以下の病気で医療機関にかかったことがありますか。 
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あてはまるものをすべて選んでください。 

 
１． 水ぼうそう 
２． 百日咳 
３． 風しん 
４． はしか 
５． おたふくかぜ（流行性耳下腺炎） 
６． 突発性発疹 
７． 結膜炎 
８． 中耳炎・外耳炎症 
９． かぜ・気管支炎 
10.  ぜんそく 
11．とびひ 
12．自家中毒 

13. アトピー性皮膚炎 
14．湿疹やその他皮膚炎 
15．けいれん・ひきつけ  
16．食物アレルギー  
17．外傷（縫合を必要とする切り傷） 
18．骨折（転倒・転落・事故含む）  
19．やけど  
20．誤飲（コイン・たばこ・化粧品・洗剤など）  
21．悪性腫瘍（具体的には      (text) ）  
22．先天性の病気や奇形（具体的には  (text)） 
23．その他（具体的には    (text)） 
24．定期健診以外で医療機関にかかったことはない 

 
 次へ  
未回答チェック 
24番目（いずれも利用していない）は他の選択はできない 
1－23 までの最低一つを選んでいない場合、表示「あてはまるものがあればどれか選んでください。医療機関に病気で

かかったことがないときは24を選んでください。または「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ20-(1~24)-@はチェックボックス情報、CQ20-(21~23)-text-@はテキスト情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ21-0-@ 
 
CQ21-0-@（条件分枝 非表示） 
Age@＜144 月歳（12歳未満） then go to CQ21a-@ 

Else go to CQ23-@ 
 
CQ21a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、今までいずれかの時期に、胸がゼイゼイまたはヒューヒューしたことがありますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ21b-@ 
 
CQ21b-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
そのようなゼイゼイ、ヒューヒューは1週間以上の間隔をあけて、今までに3回以上ありましたか。 
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1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ21c-@ 
 
CQ21c-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
そのようなゼイゼイ、ヒューヒューは少なくても1回以上医師に確認されましたか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ21d-@ 
 
CQ21d-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、最近12カ月の間に（年齢が1歳未満のかたは生まれてからこれまで）、 
胸がゼイゼイまたはヒューヒューしたことがありますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22a-@ 
 
CQ22a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、この1年間に「皮膚のかゆい状態」がありましたか。 
（1年以上前から引き続きかゆい場合も「はい」とお答え下さい） 
ここで「かゆい」というのはしきりに皮膚を引っかいたり，こすったりしていることです。 
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1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22b-@ 
 
CQ22b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、この1週間に「皮膚のかゆい状態」がありましたか。 
（1週以上前から引き続きかゆい場合も「はい」とお答え下さい） 
ここで「かゆい」というのはしきりに皮膚を引っかいたり，こすったりしていることです。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22-0-@ 
 
CQ22-0-@ （条件分枝 非表示） 
If CQ22a-@=1 or CQ22b-@=1 then go to CQ22c-@ 

Else go to CQ22f-@ 
 
CQ22c-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
この「皮膚のかゆい状態」が始まったのは，「CQ2c-@」さんが何歳の時ですか。 
もっともあてはまるものをひとつ選んでください。 

1. 6か月未満 
2. 6カ月以上1歳未満 
3. 1歳以上2歳未満  
4. 2歳以上5歳未満  
5. 5歳以上 
6. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
 Go to CQ22d-@ 
 
CQ22d-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
いままでに，「CQ2c-@」さんの「皮膚のかゆい状態」は，肘（ひじ）のくぼみ，膝（ひざ）のくぼみ，足首のまわり，

首のまわり，目のまわり，頬（ほほ）のどこかに現れましたか。 
1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22e-@ 
 
CQ22e-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんはアレルギー性鼻炎（びえん）・結膜炎（けつまくえん）にかかったことがありますか。 
ここで「アレルギー性鼻炎（びえん）・結膜炎（けつまくえん）」というのは 
鼻水（はなみず）を伴うくしゃみまたは目のかゆみが続くことです． 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22f-@ 
 
CQ22f-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
この1年間、「CQ2c-@」さんの皮膚は全体的に乾燥肌（かんそうはだ：カサカサ）でしたか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ22g-@ 
 
CQ22g-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは今日現在，肘（ひじ）のくぼみ，膝（ひざ）のくぼみ，足首のまわり，首のまわり，目のまわり，耳

のまわりのどこかの皮膚に湿疹（皮膚が赤くなり，表面にふけ，かさぶた，みずぶくれ，かき傷などがみられたりするこ

と）ができていますか。           
1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ23-@ 
 
CQ23-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
現在の「CQ2c-@」さんの健康状態について、同じ年代のお子さんと比較してみて、どう思いますか。 
以下のうちもっとも当てはまるものをひとつ選んでください。 

1. よい 
2. まあよい 
3. ふつう 
4. あまりよくない 
5. よくない 
6. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ24-0-@ 
 
CQ24-0-@ （条件分枝 非表示） 
If age@<18 (1歳6カ月未満) then go to CQ24-1-@ 

If age @>=18&age@<72 (1歳6カ月以上6歳未満) then go to CQ24-2-@ 
Else go to CQ25-0-@ 

 
CQ24-1-@＆CQ24-1b-@  （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「CQ2c-@」さんの体重を教えてください。 
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できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1．体重 （   ）グラム（1歳6カ月未満ではグラムでお願いしています） 
2．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ24-1-@はラジオボタン情報、CQ24-1b-@は半角数字情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ24-3-@ 
 
CQ24-2-@& CQ24-2b-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「CQ2c-@」さんの体重を教えてください。 
できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1．体重 （   ）キログラム 
      （1歳6カ月以上では小数点以下1位までキログラムでお願いしています。 
        8.9キログラムなどと記入してください） 

2．わからない 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ24-2-@はラジオボタン情報、CQ24-2b-@は半角数字情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ24-3-@ 
 
CQ24-3-@& CQ24-3b-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「CQ2c-@」さんの身長を教えてください。 
できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1．身長  （   ）センチ 
  （1メートル23センチであれば、123センチとお答えください） 
2．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ24-3-@はラジオボタン情報、CQ24-3b-@は半角数字情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ25-0-@ 
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CQ25-0-@ （条件分枝 非表示） 
If age@>18カ月&age@<72 (1歳6カ月以上、6歳未満) then go to CQ25-1-@ 

Else go to CQ26-0-@ 
 
CQ25-1-@& CQ25-1b-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在、「CQ2c-@」さんには虫歯がありますか。 
ある場合には虫歯の本数を教えてください。 

1．ある  （     ）本 
2．ない 
3．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
CQ25-1-@はラジオボタン情報、 CQ25-1b-@は半角数字情報として保存 
回答できている場合は 

If CQ25-1-@=1 then go to CQ25-2-@ 
Else go to CQ25-3-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ25-3-@ 
 
CQ25-2-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
現在、「CQ2c-@」さんは虫歯を治療中ですか。 

1．はい 
2．いいえ 
3．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ25-3-@ 
 
CQ25-3-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、歯磨きはどのようにされていますか。 

1. 毎食後 
2. 1日1回 
3. 1日1回未満（毎日はみがかない） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
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回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ26-0-@ 
 
CQ26-0-@ （条件分枝 非表示） 
If Age@<10カ月 then go to CQ26-1-@ 

If Age@>=10カ月 and Age@<18カ月 then go to CQ26-2-@ 
If Age@>=18カ月 and Age@<24カ月 then go to CQ26-3-@ 

If Age@>=24カ月 and Age@<48カ月(4歳)then go to CQ26-4-@ 
If Age@>=48カ月 and Age@<216カ月（18歳）then go to CQ26-5-@ 

 
CQ26-1-@ （表示のみ） 
 「CQ2c-@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「デンバーⅡ予備判定票 （0-9ヶ月用）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
CQ26-2-@ （表示のみ） 
「CQ2c-@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「デンバーⅡ予備判定票 （9-24ヶ月用）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
CQ26-3-@ （表示のみ） 
「CQ2c-@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「デンバーⅡ予備判定票 （9-24ヶ月用）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
CQ26-4-@ （表示のみ） 
「CQ2c-@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「Children Behavior Check List (CBCL) 2歳以上4歳未満」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
CQ26-5-@  （表示のみ） 
「CQ2c-@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「Strength and Difficulties Questionnaire （SDQ）」という紙の質問用紙を 
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お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
CQ27-0-@（条件分枝 非表示） 
If Age@<6 then go to CQ30-0-@ 

If Age@>72 月歳 then go to CQ27-1-@ 
Else go to CQ28-1-@ 

 
CQ27-1-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
   小学生以上のお子さんにはご自分で生活習慣質問票への回答をお願いしています。 
「CQ2c-@」さんは質問票をご回答いただくことになっていますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ27-1-@=1 then go to CQ29-3-@ 
If CQ27-1-＠＝2 or 3 then go to CQ28-1-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-1-@ 
  
CQ28-1-@＆CQ28-1b-@& CQ28-1c-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの現在の生活パターンについて教えてください。 
「CQ2c-@」さんはふだん何時ころ寝付きますか。 

24時間制でお願いします。たとえば午後9時半ころなら21時 30分とお答えください。 
1．（CQ28-1b-@）時（CQ28-1c-@）分 
2．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ28-1-@はラジオボタン情報、CQ28-1b-@& CQ28-1c-@は半角数字情報で保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-2-@ 
 
CQ28-2-@＆CQ28-2b-@& CQ28-2c-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんはふだん何時ころ起床しますか。 

1．（CQ28-2-b-@）時（CQ28-2-c-@）分 
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2．わからない 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ28-2-@はラジオボタン情報、CQ28-2b-@& CQ28-2c-@は半角数字情報で保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-3-@ 
 
CQ28-3-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは大便は毎日どのように出ますか。 
ここ1週間の様子で教えてください 

1. 毎日ほとんど同じ時間帯に出る 
2. 毎日でるが同じ時間帯ではない 
3. ときどき出ないことがある 
4. 数日出ないことがある 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-4-@ 
 
CQ28-4-@  （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは朝（午前中）に食事をとる習慣がありますか。 

1. 毎日食べる 
2. 食べる日の方が多い 
3. 食べない日の方が多い 
4. ほとんど食べない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-5-@ 
 
CQ28-5-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
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「CQ2c-@」さんはスナック菓子を食べますか。 

1. ほとんど毎日食べる 
2. ときどき（週2－3回以下）食べる 
3. たまに（週1回未満）食べる 
4. ほとんど食べない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-6-@ 
 
CQ28-6-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは同じ年齢の子どもと比べて、よく身体を動かす遊びや活動をふだんどれくらいしていますか。 

1. 他の同年齢の子どもより活発に身体を動かしている 
2. だいたい同じ程度活発に身体を動かしている 
3. やや他の子どもに比べて、あまり活発に身体を動かしていない 
4. まったく活発ではない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ28-7-@ 
 
CQ28-7-@&CQ28-7b-@,&CQ28-7c-@（ラジオボタン；1つのみ回答可。初期値として0を入力しておく） 
「CQ2c-@」さんは、ここ一ヶ月間でお医者さんにかかりましたか。 

かかった場合は何日か記入してください。かかっていなければ0のままにしてください。 
入院された場合、月をまたいで入院していた場合は、入院してからの日数を教えてください。 

1．（CQ28-7b-@）日通院した    （CQ28-7b-@）日入院した 
2．わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ28-7-@はラジオボタン情報、CQ28-7b-@,&CQ28-7c-@は半角数字情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
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Go to CQ29-1-@ 
 
CQ29-1-@＆CQ29-1b-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんは、ここ一ヶ月間で休暇以外の理由で、幼稚園・保育園・学校を休みましたか。 
休んだ場合は何日か記入してください。 

1. 幼稚園・保育園・学校に通っていない 
2. 休んだ （CQ29-1b-@）日 
3. 休まなかった 
4. わからない 

 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
CQ29-1-@はラジオボタン情報、 CQ29-1b-@は半角数値情報として保存 
回答できている場合は 

If CQ29-1-@= 1 then Go to CQ30-0-@ 
Else go to CQ29-2-@ 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ29-2-@ 
 
CQ29-2-@＆CQ29-2b,c,d-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
幼稚園・保育園・学校に通っている場合、片道で通学に何分かかりますか。 
そのうち何分くらい歩き、本人が自転車を使っている場合は何分くらいですか。 
保護者が自転車に乗せている時間は自転車には含みません。 
（本人が通園・通学に自転車を使っている場合のみ含めてください） 

1.通園・通学時間 （CQ29-2b-@）分 
   うち 徒歩は（CQ29-2c -@）分 
      自転車は（CQ29-2d-@）分 
2. わからない 

 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ29-2-@はラジオボタン情報、CQ29-2b,c,d-@はそれぞれ半角数値情報 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If age@>72 (6歳以上) then go to CQ29-3-@ 

Else go to CQ30-0-@ 
 
CQ29-3-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんの学校での成績についてうかがいます。 
一番最近の成績は、クラスのなかでどのくらいですか。 

 
上の方       まん中       下の方 
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1―――2―――3―――4―――5―――6―――7 
 

8.わからない  9.答えたくない   10. まだ小学校にあがっていない 
 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ29-3-@=10 then go to CQ30-0-@ 
Else go to CQ29-4-@ 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ29-4-@ 
 
CQ29-4-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんが学校でどのくらいの成績が取れたらよいと思いますか。 

 
上の方       まん中       下の方 
1―――2―――3―――4―――5―――6―――7 

 
8.わからない  9.答えたくない 

 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ30-0-@ 
 
CQ30-0-@ （条件分枝 非表示） 
（2人目以降の子どもへのループ作成） 
If I=＠ and age1 >=72 (すべて6歳以上) then go to CQ-closing (exit loop and end) 

If I=＠ and age1<72 (子どものなかに6歳未満がいる)  then go to CQ31-1 (exit loop and go final questions) 
If I>@  then replace @=@+1 and go to CQ3-0-@ （back to next loop） 

 
CQ31-1 （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
子育てについて誰か相談できる人がいますか 

1．はい 
2．いいえ 

 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If CQ31-1=1 then go to CQ31-2  
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Else go to CQ32 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ32 
 
CQ31-2-(1~8) & CQ31-2-8text（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
それはつぎのうち、どなたになりますか。 
あてはまるかたをすべて選んでください。 

1．あなたの配偶者（もしくはその代わりとなるかた） 
2．あなたの親 
3．あなたの配偶者（もしくはその代わりとなるかた）の親 
4．あなた、もしくはあなたの配偶者のその他の親戚 
5．あなたの友人・隣人 
6．保育園などの職員 
7．ベビーシッター 
8．その他（具体的には    ） 

 
 次へ  
チェックボックス情報のみ未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

CQ31-2-(1~8) 1はチェックボックス情報、CQ31-2-8textはテキスト情報として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ32-(1~17) 
 
CQ32-(1~17) （ラジオボタン；各行に1つのみ回答可） 
日常の子どもの世話について、つぎのことはどれくらいあなたにあてはまりますか。 

 
 

し
ば
し
ば
あ
る 

と
き
ど
き
あ
る 

た
ま
に
あ
る 

ま
っ
た
く
な
い 

1．泣いても放っておく（無視する）ことがある 1 2 3 4 

2．食事を与えないことがある 1 2 3 4 

3．なぐることがある 1 2 3 4 

4．大声でしかることがある 1 2 3 4 

5．尻をたたくことがある 1 2 3 4 

6．手をたたくことがある 1 2 3 4 

7．頭をたたくことがある 1 2 3 4 

8．顔をたたくことがある 1 2 3 4 

9．つねることがある 1 2 3 4 

10．物を使ってたたくことがある 1 2 3 4 
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11．物を投げつけることがある 1 2 3 4 

12．子どもが傷つくようなことを繰り返し言うことがある 1 2 3 4 

13．浴室に閉じ込めることがある 1 2 3 4 

14．家の外（ベランダを含む）に出すことがある 1 2 3 4 

15．子どもを家においたまま出かけることがある 1 2 3 4 

16．裸のままにしておくことがある 1 2 3 4 

17．子どものからだに強くかみつくことがある 1 2 3 4 
 
  次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

 
 一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ33-(1-5) 
 
CQ33-(1~5) （ラジオボタン；各行に1つのみ回答可） 
子育てをしていて、以下のような気持ちになることはありますか。 

 
 

い
つ
も
そ
う
思
う 

と
き
ど
き
そ
う
思
う 

た
ま
に
そ
う
思
う 

あ
ま
り
そ
う
思
わ
な
い 

ま
っ
た
く
そ
う
思
わ
な
い 

1．子どものことをいとおしく感じる 1 2 3 4 5 

2．おろおろしてどうしていいかわからない 1 2 3 4 5 

3．子どもに対してなにも特別な気持ちがわかない 1 2 3 4 5 

4．子どもの世話を楽しみにしながらしている 1 2 3 4 5 

5．子どもがいなかったらいいになあと思う 1 2 3 4 5 
 

 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

 
 一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ34 
 
CQ34-(1~9) （ラジオボタン；各行に1つのみ回答可） 
お子さん（たち）とのふだんの生活について、 
もっともあてはまる状態のものをひとつずつ選んでください。 

  めった 1月に  1週に  1週に  ほぼ  
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にない 1－2回 1－2回 3－4回 毎日 

1. お子さんと一緒に遊ぶ機会（子どもと向き合って過ご

すこと）はどのくらいありますか 
1 2 3 4 5 

1. お子さんと一緒に買い物に行く機会はどのくらいあ

りますか 
1 2 3 4 5 

2. お子さんに本を読み聞かせる機会はどのくらいあり

ますか 
1 2 3 4 5 

3. あなたは童謡やお子さんの好きな歌を一緒に歌いま

すか 
1 2 3 4 5 

4. お子さんと公園など散歩に行く機会はどのくらいあ

りますか 
1 2 3 4 5 

5. お子さんと同じくらいの年齢の子どもを持つ友人や

親せきと、どの程度の頻度で行き来しますか 
1 2 3 4 5 

6. 配偶者のかた（もしくは代わりとなるかた）は育児に

どのくらいの頻度で協力してくれますか 
1 2 3 4 5 

7. お子さんが親と一緒に食卓を囲んで食べるのは何回

くらいですか 
1 2 3 4 5 

8. 配偶者（もしくはその代わりとなるかた）と子どもの

話をする時間はどの程度取れますか 
1 2 3 4 5 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

 
 一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ-closing 
 
CQ-closing (非表示) 

Gen birth-13y-@ = 11CQ_2a_1_@y 
If Y13CQ2a_1-@に回答有 then replace birth-13y-@ = Y13CQ2a_1-@ 
Gen birth-y-@ = CQ-2a-1-@ 
Gen minbirth = min(birth-y-@, birth-13y-@) 
If minbirth<7 then replace minbirth = 7 
Gen maxbirth = max(birth-y-@, birth-13y-@) + 7 
If maxbirth>25 then replace maxbirth = 25 
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Go to CQ-closing2 
 
CQ-closing2 (テキスト入力) 
最後にこれまでお子さんが育ったお住まいの場所についてうかがわせてください。 
まずは1行目に、平成（minbirth）年にお住まいだったご住所を入力してください。 
都道府県・市区町村名まで教えてください。出産のための一時帰省は除きます。 
 
その後、平成（maxbirth）年までの間にお引越しをされていましたら、その時期とお引越し先の住所を入力してください。

すべてのお引越しについて入力をお願いします。 
 
例）平成13年6月 東京都文京区本郷3丁目 

（平成）年 月 当時お住まいのご住所 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ-closing3 
 
CQ-closing3（表示のみ） 
以上でお子さんへの調査・質問を終了します。長時間のご協力ありがとうございました。  
なお、お子さんの発達状況を計測するための紙の質問票にも、あわせてご回答お願い申し上げます。 
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Y13CQ0（ラジオボタン；1つのみ回答可） 

以下の質問では前回平成23年度調査のときにうかがってからのお子さんの変化などについて主にうかがいます。 
一部、前回お聞きし損ねたことなどを再度お尋ねするところがあります。今回もできれば、母子保健手帳をあらかじ

めご用意いただいて質問を開始してください。 
1. いま開始する 
2. 中断して改めて始める 

 
 次へ  

If Y13CQ0=1 then go to Y13CQ1-1&13CQ1-2&13CQ1-3 
If Y13CQ0=2 then exit 

 
Y13CQ1-1&13CQ1-2&13CQ1-3 （半角数字入力） 
調査本日現在のお子さんの数を教えてください。そのうち、18歳未満のお子さんの数を教えてください。   

  また前回調査（11_CTi_1_1）年（11_CTi_1_2）月（11_CTi_1_3）日以降にあなたのご家族に加わった 
お子さんはいらっしゃいますか？いない場合は０人とお答えください。別居中のお子さんがいれば含めてください。な

お、現在妊娠中の場合はまだ数に入れないでください。 
 

 お子さんの総数 □ 人    (Y13CQ1-1) 
 うち18歳未満のお子さんは □ 人   (Y13CQ1-2) 
左記日付以降にご家族に加わったお子さんは □人 (Y13CQ1-3) 

 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合はGo to Y13CQ1-4 
回答できている場合は 
計算：generate J = Y13CQ1-2 (今回対象子ども数) 

generate K = 11_CQ_child （前回対象子ども数） 
generate L = Y13CQ1-3 （新規子ども数） 

Go to Y13CQ2-0 
 
Y13CQ1-4（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
 お子さんの数を確認できないので、これ以上質問させていただくことができません。 
 以下のいずれかを選んでください。 

1. このまま質問を終了する 
2. 再度、お子さんの数についてご確認いただく 

 
 次へ  
未回答チェック、未回答の場合は表示「1か2を選んでから「次へ」をクリックしてください」 

If Y13CQ1-4 = 1 then exit 
If Y13CQ1-4 = 2 then go back to Y13CQ1-1&13CQ1-2&13CQ1-3 

 
Y13CQ2-0（ラジオボタン；1つのみ回答可） 

前回平成23年度調査にご参加いただいたときにうかがったお子さんの誕生月、性別、ニックネームは右のとおりです。

（ニックネームがついていないときは、一番下、下から 2 番目、下から 3 番目とこちらでつけさせていただいていま

す） 
 

 平成23年度当時 
1番下のお子さん 

平成23年度当時 
下から 2 番目のお子さん 

平成23年度当時 
下から3番目のお子さん 
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(@=1) (@=2) (@=3) 
生年月 平成 年月 (11_CQ_2a-1-

1ym)を表示 
平 成         年        
月 
(11_CQ_2a-1-2ym)を表示 

平 成     年  月 
(11_CQ_2a-1-3ym)を表示 

性別 1. 男 2．女 
(11_CQ_2b_1_1)を表示 

1. 男 2．女 
(11_CQ_2b_1_2)を表示 

1. 男 2．女 
(11_CQ_2b_1_3)を表示 

ニックネーム（お兄

ちゃん、はなちゃん、

など） 

(11_CQ_2c_1)を表示 (11_CQ_2c_2)を表示 (11_CQ_2c_3)を表示 

 
上記のお子さんについて、誕生月などに間違いがないかどうか確認お願いします。なお、平成 23 年度調査以降、ご家族

に加わったお子さんがおられる場合は後ほどうかがいますので、ここでは、上記のお子さんについてのみ修正が必要かど

うかご確認ください。 
 

1. いずれも間違いない 
2. 生年月、性別に誤りがある。 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 
計算：If Y13CQ2-0=1 then  

Generate age13-@ = (chousa_year minus 11_CQ2a-1-@y)*12+ (chousa_month minus 11_CQ2a-1-@m) + 
(chousa_day minus 11_CQ2a-1-@d)/30 for @=1~K (前回調査対象子ども数) 

If Y13CQ2-0=1 then go to Y13CQ3-0-0 
If Y13CQ2-0=2 then go to Y13CQ2a-1-@, 2a-1-@ymd, &2b-@ 

 
Y13CQ2a-1-@, 13CQ2a-1-@ymd, & 13CQ2b-@（ラジオボタン&半角数字入力；ラジオは1つのみ回答可） 
お誕生月・性別など再度入力をお願いいたします。 
 
ニックネーム 
（お兄ちゃん、はなちゃ

ん、など） 

(11_CQ_2c_1)を表示 (11_CQ_2c_2)を表示 (11_CQ_2c_3)を表示 

生年月 Y13CQ2a-1-
@ymd 

平成 年 月 日 
 

平成 年 月 日 
 

平成 年 月 日 
 

性別 
Y13CQ2b-@ 

1. 男 2．女 
 

1. 男 2．女 
 

1. 男 2．女 
 

 
 次へ  
回答（ラジオボタン）  Y13CQ2a-1-@  (生年月日回答は１、わからないは２) 
生年月日（数値入力）  Y13CQ2a-1-@y (平成年) Y13CQ2a-1-@m （生まれ月） Y13CQ2a-1-@d (生まれ日) 
生年月日入力の不備チェック；if Y13CQ2a-1-@=1 & (Y13CQ2a-1-@y (平成年)>23 or Y13CQ2a-1-@y (平成

年)==missing or CQ2a-1-@m (生月)>12 or CQ2a-1-@m (生月)==missing or CQ2a-1-@d (生日)>31 or CQ2a-1-@d (生
日)==missing) then 表示「生年月の入力数値がおかしいか、入力漏れがあるようです。入力内容について確認をお

願いします」 
計算： age@を作成(月齢)  If Y13CQ2a-1-@=1 then  

Generate age13-@ = (chousa_year minus Y13CQ2a-1-@y)*12+ (chousa_month minus Y13CQ2a-1-@m) + 
(chousa_day minus Y13CQ2a-1-@d)/30 for @=1~K 
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If Y13CQ2a-1-@=2 (いずれか「わからない」) then go to Y13CQ2d 

Else go to Y13CQ3-0-0 
 
Y13CQ2d（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  お子さんの年齢が確認できないので、これ以上質問させていただくことができません。 
 残念ですが、これで質問を終了させていただきます。 

1. 質問を終了する 
2. 再度、お子さんの生年月についてご回答いただく 

 
 次へ  

If Y13CQ2d = 1 then exit 
If Y13CQ2d = 2 then go to Y13CQ2a1-@ 

 
Y13CQ3-0-0（条件分枝） 
（ここからループ開始） 
Set @=1 
If age13-@>216月歳【18歳】 then go to Y13CQ-30-0-@ 

Else go to Y13CQ3-1-@& CQ3-2-@ 
 
Y13CQ3-1-@ & CQ3-2-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
  「11_CQ2c-@」さんとあなたのご関係はつぎのうちのどれになりますか。  

1. 実の(血縁の)母 
2. 実の(血縁の)父 
3. 義理の母（継子や養子縁組による） 
4. 義理の父（継子や養子縁組による） 
5. 実の(血縁の)親族 
6. 義理の親族（継子や養子縁組による） 
7. その他（具体的に          ） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
選択肢情報 Y13CQ3-1-@, Y13CQ3-1-@=7 (その他)のテキスト情報はCQ3-2-@として保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Y13CQ-35-@ 
 
Y13CQ-35-@（ラジオボタン） 
「11_CQ2c-@」さんから見て、現在同居されているご両親はつぎのうちどれになりますか。 
 

 

実の（血縁の）親 
義理の親 
（継子や養子

縁組による） 

現在、同居

していない 
わからない 

お父さま (CQ35a)     
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お母さま (CQ35b)     

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

 
 一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ3-0-1 
 
Y13CQ3-0-1（条件分枝） 
If 11_CQ_15a_@=2 then go to Y13CQ4a-after-@ (産後職種) 

If 11_CQ_15a_@=1 then go to Y13CQ4l-rev-@&13CQ4m-rev-@ （産後休暇） 
Else go to Y13CQ13-4--@& 13CQ13-5-@ （ワクチン接種） 

 
Y13CQ4a-after-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 

前回の調査で、「11_CQ_2c_@」さんを出産されてからお母さんはお勤めを変えられたとうかがいました。 
出産後1年以内のお母さんの仕事の状況は、次のうちどれがあてはまりますか。 

1. 勤め（常勤） 
2. 勤め（パート・派遣・契約） 
3. 自営業 
4. 家族従業者 
5. その他の仕事 
6. 仕事はしていなかった 
7. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

If Y13CQ4a-after-@<6 then go to Y13CQ4b-after-@&13CQ4c-after-@(産後休暇) 
Else go to Y13CQ13-4-@& 13CQ13-5-@（ワクチン接種） 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ4l-rev-@&13CQ4m-rev-@ 
 
Y13CQ4b-after-@&13CQ4c-after-@（ラジオボタン&テキスト入力；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さん出産後にお勤めが変わったそうですが、そのお勤め先はどのような業種でしたか。 
また、そこでどのようなお仕事（職種）をされていましたか。 
できれば具体的に、お勤め先や仕事の内容についてお聞かせください。 
  1. お勤め先と仕事の内容（○○株式会社で経理事務、○○スーパーでレジなど） 
      （                                ） 

2．タイプ入力ができないので、口頭ないし紙に記入して調査員に伝える。 
 
 次へ  
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未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
Y13CQ4b-after-@としてラジオボタン情報保存、Y13CQ4c-after-@としてテキスト情報保存 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ4e-after-@&13CQ4f-after-@&13CQ4g-after-@ 
 
Y13CQ4e-after-@&13CQ4f-after-@&13CQ4g-after-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんを出産後に変わったお勤め先でのお母さんの勤務体系や勤務時間数はどの程度でしたか。 

1. 1日（f   ）時間で週（g      ）日勤務 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
CQ4e-after-@として選択肢情報保存、CQ4f-after-@, CQ4e-after-@として数値情報保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ4l-rev-@&13CQ4m-rev-@ 
 
Y13CQ4l-rev-@&13CQ4-m-rev-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんの出産後の産後休暇について前回うかがったのですが、聞きなおしさせてください。 
労働安全衛生法という法律によると、出産後は8週間の産後休暇を与えることがすべての雇い主に義務付けられています。

お母さん本人の申請により医師の許可があれば6週間の休暇とすることもできます。  
「11_CQ_2c_@」さんの出産に際して、産後休暇を8週間（ないし6週間）取られましたか。 
 

1. まったく取らなかった 
    2. 取ったが8週間よりは短かった → 具体的には (Y13CQ4-m-rev-@)週間 
    3. 8週間取った 
    4. わからない・覚えていない 
             
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
Y13CQ4-l-rev-@は選択肢情報、Y13CQ4-m-rev-@は数値情報として保存 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ15b-rev-@ 
  
Y13CQ15b-rev-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 

育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの間に、産後休暇とは別に、育児休業を申請できると定めてい

ます（平成17年以降は、パートや派遣・契約労働者の場合でも1年以上雇用されているなど、一定の要件を満た

す場合認められています）。平成21年度からは夫婦での休業取得の要件が緩和されたり、休業期間の延長（保育

園が見つからないときは1歳6カ月になるまで）が認められるようになりました。「11_CQ_2c_@」さんが1歳に

なるまでの間、お母さん、もしくはお父さんは、育児休業を取られましたか。 
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1. お母さんが取った 
2. お父さんが取った 
3. 両方取った 
4. いずれも取らなかった 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If Y13CQ15b-@=1 or 3 then go to Y13CQ15c-@ 
If Y13CQ15b-@=2 then go to Y13CQ15d-@ 

Else go to Y13CQ15e-rev-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ15e-rev-@ 
 
Y13CQ15c-@ （半角数字入力） 
お母さんはいつからいつまで育児休業を取られましたか。 

平成（ ）年（ ）月から平成（ ）年（ ）月まで 
 
 次へ  
未回答チェックなし 

If Y13CQ15b-@=2 or 3 then go to Y13CQ15d-@ 
Else go to Y13CQ15e-rev-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ15e-rev-@ 
 
CQ15d-@ （半角数字入力） 
お父さんはいつからいつまで育児休業を取られましたか。 

平成（ ）年（ ）月から平成（ ）年（ ）月まで 
 
 次へ  
未回答チェックなし 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ15e-rev-@ 
 
Y13CQ15e-rev-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 

育児・介護休業法では、平成17年度改正以降、子どもが3 歳になるまでの間に、勤務時間の短縮や所定外の労働の免

除、フレックスタイム（勤務時間の融通）などの対応を取ることを雇用者に義務付けしています。また子どもの病気の

世話のための看護休業（年5日まで、平成21年改正から最大10日）も認められています。「11_CQ_2c_@」さんが3
歳になるまでの間（まだ3歳未満の場合はこれまでの間に）に、これらの制度を利用されましたか。  

1. 利用した 
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2. 勤め先では制度が使えず利用しなかった 
3. 制度のことを知らず利用しなかった 
4. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ13-4-@&13CQ13-5-@ 
 
Y13CQ13-4-@& 13CQ13-5-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
前回の調査で「11_CQ_2c_@」さんの予防接種の状況についてうかがいました。ただ、麻疹と風疹のワクチンは、年

度と年齢によって国の対応が異なり、地方自治体によっても扱いが異なっているので回答しにくかったと思います。

大変お手数ですがもう一度伺いなおしさせてください。年次によって以下の２つ（単独ワクチン、MRワクチン）のい

ずれかになっているはずです。以下のうち実施状況について回答してください。 
 
 
接種方法 (CQ13-4-0-@) 標準接種年齢と回数 
１．麻疹・風疹ワクチンそれぞれの単独接種

（平成18年3月31日まで） 
風疹 1回接種（生後12カ月から90カ月未満） 
麻疹 第1期（1歳時） 

麻疹 第2期（5歳以上7歳未満、主に小学校入学前1年間） 
2回目についてはＭＲワクチンによる接種の場合もあります 

２．ＭＲワクチン（麻疹・風疹混合ワクチン）

（平成18年4月1日以降） 
第1期（1歳時） 
 

第2期（小学校入学前1年間） 
 

 
３．いずれの接種方法かわからない 

 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-0-@のラジオボタン情報について。） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 

If Y13CQ13-4-0-@=1 then go to Y13CQ13-4-1-@ 
If Y13CQ13-4-0-@=2 then go to Y13CQ13-4-2-@ 

If Y13CQ13-4-0-@=3 then go to Y13CQ13-5-@ 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If 11CQ_19-@==10（保育園ほか利用していない）then go to 12CQ19b-@ 

Else go to Y13CQ20 
 
Y13CQ13-4-1-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの、麻疹と風疹のワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、そ
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の日付を教えてください。 
 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(Y13CQ13-4-1-a-
(1~3)-@) 

済の場合、実施日付 
(Y13CQ13-4-1-b-(1~3)-@~ 

Y13CQ13-4-1-d-(1~3)-@) 
１．麻疹・風疹ワクチ

ンそれぞれの単独接

種（平成 18 年 3 月 31
日まで） 

風疹 1回接種（生後12カ月から90カ

月未満） 
1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

麻疹 第1期（1歳時） 1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

麻疹 第2期（5歳以上7歳未満、主に

小学校入学前1年間） 
2回目についてはＭＲワクチンによる接種

の場合もあります 

1.未 2.済 3.不明 平成(b) 年 (c)月 (d)日 

 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-1-a-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
Y13CQ13-4-1-a-(1~3)-@はラジオボタン情報、Y13CQ13-4-1-b-(1~3)-@~ Y13CQ13-4-1-d-(1~3)-@は数値情報として保

存 
Go to Y13CQ13-5-@ 

 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If 11CQ_19-@==10（保育園ほか利用していない）then go to 12CQ19b-@ 

Else go to Y13CQ20 
 
Y13CQ13-4-2-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
ひきつづき「CQ2c-@」さんの、麻疹と風疹のワクチンの実施状況について回答してください。実施済みの場合には、そ

の日付を教えてください。 
 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(Y13CQ13-4-2-a-
(1~2)-@) 

済の場合、実施日付 
(Y13CQ13-4-2-b-(1~2)-@~ 

Y13CQ13-4-2-d-(1~2)-@) 
２．ＭＲワクチン（麻

疹・風疹混合ワクチ

ン）（平成 18 年 4 月 1
日以降） 

第1期（1歳時） 
 

1.未 
 

2.済 
 

3.不明 
 

平成(b) 年 (c)月 (d)日 
 

第2期（小学校入学前1年間） 
 

1.未 
 

2.済 
 

3.不明 
 

平成(b) 年 (c)月 (d)日 
 

 
 次へ  
未回答チェック（CQ13-4-2-a-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
Y13CQ13-4-2-a-(1~2)-@はラジオボタン情報、Y13CQ13-4-2-b-(1~2)-@~ Y13CQ13-4-2-d-(1~2)-@は数値情報として保

存 
Go to CQ13-5-@ 

 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  
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 無条件でスルー 
If 11CQ_19-@==10（保育園ほか利用していない）then go to 12CQ19b-@ 

Else go to Y13CQ20 
 
Y13CQ13-5-@（ラジオボタン&半角数字入力；各行に1つのみ回答可） 
「CQ2c-@」さんが中学生以上の場合、下記についてもお答えください 
 
接種方法  標準接種年齢と回数 実施有無 

(Y13CQ13-5-a-@) 
済の場合、実施

日付 
(Y13CQ13-5-b-@~ 

Y13CQ13-4-d-@) 
追加接種 
（中学 1 年生ないし高

校2－3年生を対象） 

平成 20 年 4 月 1 日から平成 24 年度

末までの間で中学 1 年生と高校 3 年

生を対象とした、時限つき措置です。

追加接種（1回注射） 

1.未 
 

2.済 
 

3.対象

外（通

知を受

けてい

ない） 

4．不明 平成(b) 年 (c)月 
(d)日 
 

 
 次へ  
未回答チェック（13CQ13-5-@のラジオボタン情報について。数値情報はチェック対象外） 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
すべて回答できている場合はスルー 
Y13CQ13-5-a-@はラジオボタン情報、Y13CQ13-5-b-@~CQ13-5-d-@は数値情報として保存 
 
  一部ないしすべて回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If 11CQ_19-@==10（保育園ほか利用していない）then go to 12CQ19b-@ 

Else go to Y13CQ20 
 
Y13 CQ19b-@& 13CQ19b-7-text-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 

前回調査のときうかがったところ、「11_CQ_2c_@」さんが生まれてから3歳になるころまで（もしくは調査当時ま

で）保育所や保育支援などをいずれも利用されなかったとのことですが、以下のうちあてはまる理由をすべて選ん

でください。その後利用された場合は10．「利用した」も併せて選択してください。 
1. 保育所や保育支援サービスがいっぱいで使えなかったから 
2. 住居や職場から便利なところに保育所・支援サービス先が見つからなかったから 
3. 保育所や保育支援サービスの費用が高かったから 
4. 保育所や保育支援サービスを使うべきでないと周囲から言われたから 
5. 自分で保育できるので必要がなかったから 
6. 自分で保育するのが子どもの発達成長によいと思ったから 
7. まだひとに預けるには年齢が早いと思ったから 
8. その他 （具体的には                     ） 
9. わからない 
10. その後保育園・保育支援サービス・一時預かりなど利用した 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
Y13CQ19b-@はラジオボタン情報、CQ18b-8-text-@はテキスト情報として保存 

9 
 



CAPI 子ども調査（保護者回答）継続参加者 2013 
 
選択肢10とそれ以外も併用選択は可能 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If Y13CQb-@=10（選択肢10が選ばれた場合） go to Y13CQ19-@ 

Else go to Y13CQ20-@ 
 
Y13CQ19-@& 13CQ19-9-text-@（チェックボックス&テキスト入力；複数回答可） 
前回調査以降、新たに「11_CQ_2c_@」さんが利用された施設があれば、すべて選んでください。 

1. 公立の認可保育所 
2. 私立の認可保育所 
3. 認可外保育施設（保育室・ベビーホテルなど） 
4. 認証保育所 
5. 企業内保育所 
6. 保育ママ・ベビーシッターなど 
7. 地域の子育て支援センターやファミリーサポートセンター 
8. 保育所・幼稚園の一時預かり 
9. その他（具体的には                         ） 
10. いずれも利用したことはなかった 

 
 次へ  
未回答チェック 
10番目（いずれも利用していない）と同時に他の選択はできない 
1－9までの最低一つを選んでいない場合、表示「あてはまるものがあればどれか選んでください。いずれも利用したこ

とがないときは10を選んでください。または「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
Y13CQ19-@はそれぞれチェックボックス情報、Y13CQ19-9-text-@はテキスト情報を保存 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ20-@ 
 
Y13CQ20-@（チェックボックス；複数回答可） 
 「11_CQ_2c_@」さんのここ2年間の健康状態についてうかがわせてください。 
前回調査（11_CTi_1_1）年（11_CTi_1_2）月（11_CTi_1_3）日以降に、これまでに以下の病気で医療機関にかかった

ことがありますか。あてはまるものをすべて選んでください。 
 

1. 水ぼうそう 
2. 百日咳 
3. 風しん 
4. はしか 
5. おたふくかぜ（流行性耳下腺炎） 
6. 突発性発疹 
7. 結膜炎 
8. 中耳炎・外耳炎症 
9. かぜ・気管支炎 
10. ぜんそく 
11. とびひ 

13. アトピー性皮膚炎 
14．湿疹やその他皮膚炎 
15．けいれん・ひきつけ  
16．食物アレルギー  
17．外傷（縫合を必要とする切り傷） 
18．骨折（転倒・転落・事故含む）  
19．やけど  
20．誤飲（コイン・たばこ・化粧品・洗剤など）  
21．悪性腫瘍（具体的には       ）(a)  
22．先天性の病気や奇形（具体的には  (b)） 
23．その他（具体的には    ）(c) 
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12. 自家中毒 24．定期健診以外で医療機関にかかったことはない 
 
 次へ  
未回答チェック 
24番目（いずれも利用していない）と同時に他の選択はできない 
1－23 までの最低一つを選んでいない場合、表示「あてはまるものがあればどれか選んでください。医療機関に病気で

かかったことがないときは24を選んでください。または「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ21-0-@ 
 
Y13CQ21-0-@（条件分枝 非表示） 
If age13-@<144 月歳（12歳未満） then go to Y13CQ21a-@ 

Else go to Y13CQ23-@ 
 
Y13CQ21a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、今までいずれかの時期に、胸がゼイゼイまたはヒューヒューしたことがありますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ21b-@ 
 
Y13CQ21b-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
そのようなゼイゼイ、ヒューヒューは1週間以上の間隔をあけて、今までに3回以上ありましたか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ21c-@ 
 
Y13CQ21c-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
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そのようなゼイゼイ、ヒューヒューは少なくても1回以上医師に確認されましたか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ21d-@ 
 
Y13CQ21d-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、最近12カ月の間に、胸がゼイゼイまたはヒューヒューしたことがありますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22a-@ 
 
Y13CQ22a-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、この1年間に「皮膚のかゆい状態」がありましたか。 
（1年以上前から引き続きかゆい場合も「はい」とお答え下さい） 
ここで「かゆい」というのはしきりに皮膚を引っかいたり，こすったりしていることです。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22b-@ 
 
Y13CQ22b-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、この1週間に「皮膚のかゆい状態」がありましたか。 
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（1週以上前から引き続きかゆい場合も「はい」とお答え下さい） 
ここで「かゆい」というのはしきりに皮膚を引っかいたり，こすったりしていることです。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22-0-@ 
 
Y13CQ22-0-@ （条件分枝 非表示） 
If Y13CQ22a-@=1 or Y13CQ22b-@=1 then go to Y13CQ22c-@ 

Else go to Y13CQ22f-@ 
 
Y13CQ22c-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
この「皮膚のかゆい状態」が始まったのは，「11_CQ_2c_@」さんが何歳の時ですか。 
もっともあてはまるものをひとつ選んでください。 

1. 6か月未満 
2. 6カ月以上1歳未満 
3. 1歳以上2歳未満  
4. 2歳以上5歳未満  
5. 5歳以上 
6. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22d-@ 
 
Y13CQ22d-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
いままでに，「11_CQ_2c_@」さんの「皮膚のかゆい状態」は，肘（ひじ）のくぼみ，膝（ひざ）のくぼみ，足首のま

わり，首のまわり，目のまわり，頬（ほほ）のどこかに現れましたか。 
1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
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回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22e-@ 
 
Y13CQ22e-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんはアレルギー性鼻炎（びえん）・結膜炎（けつまくえん）にかかったことがありますか。 
ここで「アレルギー性鼻炎（びえん）・結膜炎（けつまくえん）」というのは 
鼻水（はなみず）を伴うくしゃみまたは目のかゆみが続くことです． 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22f-@ 
 
Y13CQ22f-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
この1年間、「11_CQ_2c_@」さんの皮膚は全体的に乾燥肌（かんそうはだ：カサカサ）でしたか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ22g-@ 
 
Y13CQ22g-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは今日現在，肘（ひじ）のくぼみ，膝（ひざ）のくぼみ，足首のまわり，首のまわり，目のまわ

り，耳のまわりのどこかの皮膚に湿疹（皮膚が赤くなり，表面にふけ，かさぶた，みずぶくれ，かき傷などがみられた

りすること）ができていますか。           
1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
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未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ23-@ 
 
Y13CQ23-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
現在の「11_CQ_2c_@」さんの健康状態について、同じ年代のお子さんと比較してみて、どう思いますか。 
以下のうちもっとも当てはまるものをひとつ選んでください。 

1. よい 
2. まあよい 
3. ふつう 
4. あまりよくない 
5. よくない 
6. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ24-0-@ 
 
Y13CQ24-0-@ （条件分枝 非表示） 
If ag13-e@<18 (1歳6カ月未満) then go to Y13CQ24-1-@ 

If age13- @>=18&age13-@<72 (1歳6カ月以上6歳未満) then go to Y13CQ24-2-@ 
Else go to Y13CQ25-0-@ 

 
Y13CQ24-1-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「11_CQ_2c_@」さんの体重を教えてください。 
できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1. 体重 （   ）グラム（1歳6カ月未満ではグラムでお願いしています） 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ24-3-@ 
 
Y13CQ24-2-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「11_CQ_2c_@」さんの体重を教えてください。 
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できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1. 体重 （   ）キログラム 
      （1歳6カ月以上では小数点以下1位までキログラムでお願いしています。 
        8.9キログラムなどと記入してください） 

2. わからない 
 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ24-3-@ 
 
Y13CQ24-3-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在の「11_CQ_2c_@」さんの身長を教えてください。 
できれば、ここ1カ月以内に測定した結果を教えてください。 

1. 身長  （   ）センチ 
  （1メートル23センチであれば、123センチとお答えください） 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ25-0-@ 
 
Y13CQ25-0-@ （条件分枝 非表示） 
If age13-@>18カ月&age13-@<72 (1歳6カ月以上、6歳未満) then go to Y13CQ25-1-@ 

Else go to Y13CQ26-0-@ 
 
Y13CQ25-1-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
現在、「11_CQ_2c_@」さんには虫歯がありますか。 
ある場合には虫歯の本数を教えてください。 

1. ある  （     ）本 
2. ない 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If Y13CQ25-1-@=1 then go to Y13CQ25-2-@ 
Else go to Y13CQ25-3-@ 
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 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ25-3-@ 
 
Y13CQ25-2-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
現在、「11_CQ_2c_@」さんは虫歯を治療中ですか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ25-3-@ 
 
Y13CQ25-3-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、歯磨きはどのようにされていますか。 

1. 毎食後 
2. 1日1回 
3. 1日1回未満（毎日はみがかない） 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ26-0-@ 
 
Y13CQ26-0-@ （条件分枝 非表示） 
If age13-@>=10カ月 and age@<18カ月 then go to Y13CQ26-2-@ 

If age13-@>=18カ月 and age13-@<24カ月 then go to Y13CQ26-3-@ 
If age13-@>=24カ月 and age13-@<48カ月(4歳)then go to Y13CQ26-4-@ 

If age13-@>=48カ月 and age13-@<216カ月（18歳）then go to Y13CQ26-5-@ 
 
Y13CQ26-2-@ （表示のみ） 
「11_CQ_2c_@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「デンバーⅡ予備判定票 （10-24ヶ月用）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to Y13CQ27-0-@  
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Y13CQ26-3-@ （表示のみ） 
「11_CQ_2c_@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「デンバーⅡ予備判定票 （10-24ヶ月用）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to Y13CQ27-0-@  
 
Y13CQ26-4-@ （表示のみ） 
「11_CQ_2c_@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「Children Behavior Check List (CBCL) 2歳以上4歳未満」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to Y13CQ27-0-@  
 
Y13CQ26-5-@  （表示のみ） 
「11_CQ_2c_@」さんの成長・発達の度合いを知るため、調査員から 
「Strength and Difficulties Questionnaire （SDQ）」という紙の質問用紙を 
お渡ししてあると思います。のちほど、記載のほどお願いいたします。 

     
 次へ  

Go to CQ27-0-@  
 
Y13CQ27-0-@（条件分枝 非表示） 
If age13-@<6 then go to Y13CQ30-0-@ 

If age13-@>72 月歳 then go to Y13CQ27-1-@ 
Else go to Y13CQ28-1-@ 

 
Y13CQ27-1-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
   小学生以上のお子さんにはご自分で生活習慣質問票への回答をお願いしています。 
「11_CQ_2c_@」さんは質問票をご回答いただくことになっていますか。 

1. はい 
2. いいえ 
3. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If Y13CQ27-1-@=1 then go to Y13CQ29-3-@ 
If Y13CQ27-1-＠＝2 or 3 then go to Y13CQ28-1-@ 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-1-@ 
  

18 
 



CAPI 子ども調査（保護者回答）継続参加者 2013 
 
Y13CQ28-1-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんの現在の生活パターンについて教えてください。 
「11_CQ_2c_@」さんはふだん何時ころ寝付きますか。 

24時間制でお願いします。たとえば午後9時半ころなら21時 30分とお答えください。 
1. （   ）時（   ）分 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to 13CQ28-2-@ 
 
Y13CQ28-2-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんはふだん何時ころ起床しますか。 

1. （   ）時（   ）分 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-3-@ 
 
Y13CQ28-3-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは大便は毎日どのように出ますか。 
ここ1週間の様子で教えてください 

1. 毎日ほとんど同じ時間帯に出る 
2. 毎日でるが同じ時間帯ではない 
3. ときどき出ないことがある 
4. 数日出ないことがある 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-4-@ 
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Y13CQ28-4-@  （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは朝（午前中）に食事をとる習慣がありますか。 

1. 毎日食べる 
2. 食べる日の方が多い 
3. 食べない日の方が多い 
4. ほとんど食べない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-5-@ 
 
Y13CQ28-5-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんはスナック菓子を食べますか。 

1. ほとんど毎日食べる 
2. ときどき（週2－3回以下）食べる 
3. たまに（週1回未満）食べる 
4. ほとんど食べない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-6-@ 
 
Y13CQ28-6-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは同じ年齢の子どもと比べて、よく身体を動かす遊びや活動をふだんどれくらいしていますか。 

1. 他の同年齢の子どもより活発に身体を動かしている 
2. だいたい同じ程度活発に身体を動かしている 
3. やや他の子どもに比べて、あまり活発に身体を動かしていない 
4. まったく活発ではない 
5. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  
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 無条件でスルー 
Go to Y13CQ28-7-@ 
 
Y13CQ28-7-@ （ラジオボタン；1つのみ回答可。初期値として0を入力しておく） 
「11_CQ_2c_@」さんは、ここ一ヶ月間でお医者さんにかかりましたか。 

かかった場合は何日か記入してください。かかっていなければ0のままにしてください。 
入院された場合、月をまたいで入院していた場合は、入院してからの日数を教えてください。 

1. (      ）日通院した    （      ）日入院した 
2. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 
 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ29-1-@ 
 
Y13CQ29-1-@ （ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんは、ここ一ヶ月間で休暇以外の理由で、幼稚園・保育園・学校を休みましたか。 
休んだ場合は何日か記入してください。 

1. 幼稚園・保育園・学校に通っていない 
2. 休んだ （   ）日 
3. 休まなかった 
4. わからない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If Y13CQ29-1-@= 1 then Go to Y13CQ30-0-@ 
Else go to Y13CQ29-2-@ 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ29-2-@ 
 
Y13CQ29-2-@（ラジオボタン&半角数字入力；1つのみ回答可） 
幼稚園・保育園・学校に通っている場合、片道で通学に何分かかりますか。 
そのうち何分くらい歩き、本人が自転車を使っている場合は何分くらいですか。 
保護者が自転車に乗せている時間は自転車には含みません。 
（本人が通園・通学に自転車を使っている場合のみ含めてください） 

1. 通園・通学時間 （     ）分 
   うち 徒歩は（     ）分 
      自転車は（     ）分 
2. わからない 
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 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
If age13-@>72 (6歳以上) then go to Y13CQ29-3-@ 

Else go to Y13CQ30-0-@ 
 
Y13CQ29-3-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんの学校での成績についてうかがいます。 
一番最近の成績は、クラスのなかでどのくらいですか。 

 
上の方       まん中       下の方 
1―――2―――3―――4―――5―――6―――7 

 
8.わからない  9.答えたくない   10. まだ小学校にあがっていない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合は 

If Y13CQ29-3-@=10 then go to Y13CQ30-0-@ 
Else go to Y13CQ29-4-@ 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ29-4-@ 
 
Y13CQ29-4-@（ラジオボタン；1つのみ回答可） 
「11_CQ_2c_@」さんが学校でどのくらいの成績が取れたらよいと思いますか。 

 
上の方       まん中       下の方 
1―――2―――3―――4―――5―――6―――7 

 
8.わからない  9.答えたくない 

 
 次へ  
未回答チェック 
未回答の場合は表示「ご回答いただいてから「次へ」をクリックするか「回答拒否して次へ」をクリックしてください」 
回答できている場合はスルー 

 
 回答拒否して次へ  

 無条件でスルー 
Go to Y13CQ30-0-@ 
 
Y13CQ30-0-@ （条件分枝 非表示） 
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（2人目以降の子どもへのループ作成） 
If K=＠ and L<1 and age13-1 >=72 (すべて6歳以上) then go to CQ-closing (exit loop and end) 

If K=＠ and L<1 and age13-1<72 (子どものなかに 6 歳未満がいる)  then go to CQ31-1 (exit loop and go final 
questions) 

If K=@ and L>0 and J>0 then go to Y13CQ30-1 
If K=@ and L>0 and J<1 and age13-1>=72 then go to CQ-closing 

If K=@ and L>0 and J<1 and age13-1<72 then go to CQ-31-1 
If K>@  then replace @=@+1 and go to Y13CQ3-0-0（back to next loop） 

 
Y13CQ30-1 
前回調査（11_CTi_1_1）年（11_CTi_1_2）月（11_CTi_1_3）日以降にあなたのご家族に加わったお子さんが（L）人お

られるとうかがいました。その方について、詳しく生まれたときの様子や現在の健康状態などについてうかがわせてくだ

さい。 
 
次のページでは、1 番下のお子さんから下から 3 番目のお子さんについて入力する画面が表示されますが、これまでう

かがった前回調査参加のお子さんについては入力いただかなくて結構です。 
新たにご家族に加わったお子さんだけについてお聞かせください。 

 
 次へ  

 無条件でスルー 
Go to CQ2a-1-@&CQ2a-2-@ 
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