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0 歳犬の保険金支払いデータを基にした疾患統計
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【目　的】

　人の医療では，診療科目として小児科が存在する。その
歴史は古く，日本小児科学会の原型は日本医学会発足の
1902 年よりも前の 1896 年に誕生している。つまり，幼齢
期の医療において特徴的なアプローチを行うことは，個体
および全体の予防や治療効果を高めるうえで非常に重要な
ことの一つであると考えられる。しかし，家庭動物医療に
おいては，幼齢期に特化した研究はまだ少ないのが現状で
ある。日本では，犬を家族に迎える際，ペットショップや
ブリーダーから 0 歳の犬を購入するという経路が比較的多
い。初めて動物との暮らしをスタートした家族は，初めて
子どもに恵まれ「親」になった夫婦のように，喜びととも
に漠然とした不安を抱えることが多く，専門家からの具体
的なアドバイスを求めている。そして，この最初の一年に
飼い主が適切な知識と習慣を身につけることは，その後の
家庭動物との暮らしをより健康かつ幸福なものにするうえ
で非常に大きな影響を与える。そこで，ペット保険の保険
金支払データを基に犬の疾患統計および 0 歳の疾患傾向の
探索を行い，幼齢期の健康管理における適切なアドバイス
につながるデータの抽出を試みた。

【材料および方法】

　アニコムが運営する「どうぶつ健保」に契約している動
物の内，0 歳の犬の保険金請求データを基に，疾患統計を
行った。2004 年 4 月 1 日から 2008 年 3 月 31 日までに契
約した動物の保険金請求データの全部もしくは一部を使用
した。契約満了または死亡解約となった各個体の 1 年ごと
の契約について，その契約が開始した年齢ごとに 1 契約＝
1 頭とみなした。対象契約動物頭数は，雄 364,423 頭，雌

316,616 頭，合計 681,039 頭であり，そのうち 0 歳は雄
114,643 頭，雌 100,509 頭，合計 215,152 頭であった。
また，保険金請求時のデータに存在する疾患を大きく 20
に分け，大分類とし，同一請求データ上で複数疾病名が挙
がっている場合は，主傷病名のみを採用した。特定の母集
団（例：0～10 歳の犬）のうち，該当する疾患（例：循環
器疾患）で請求があった（＝診療を受けた）のは何頭かを
割合で示した数値を罹患率とした。

【結果と考察】

　犬の0歳と1～10歳とで，疾患ごとに罹患率の比較を行っ
た。疾患大分類の症状，その他を除いた 18 疾患中，1～10
歳の成犬で最も高い罹患率 22.7％を示す皮膚疾患は，0 歳
の犬では 15.6％で 2 番目であった。その一方で，1～10 歳
の成犬で 3 番目に高い罹患率 12.3％を示す消化器疾患は，
0 歳の犬では 16.5％と 18 疾患中もっとも高い罹患率を示
した。他に，1～10 歳の成犬よりも 0 歳の犬の罹患率のほ
うが高い値を示した疾患は，寄生虫症，感染症，呼吸器疾
患，損傷であった。これらの多くは，ワクチン接種，予防
薬，清潔な環境下での飼育などによって一定程度防げると
考えられ，適切なタイミングでアドバイスしていくことが
重要と思われる。
　また，特に 0 歳で気をつけたい事故である誤飲誤食（消
化管内異物）と骨折について分析を行った。誤飲誤食（消
化管内異物）として請求のあった 14,992 頭のうち，52.4％
を占める 7,840 頭が 0 歳での請求であった。1 歳での請求
は 1,620 頭（19.8％），2 歳での請求は 997 頭（10.8％）であっ
た。また，骨折として請求のあった 3,940 頭においては，
0 歳が 3,065 頭とその 77.8％を占めていた。どちらの疾患
も，その個体の特性や行動パターンを十分に把握すること
で，未然に防げる可能性が高く，啓発が重要である。　
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Statistical Analysis Based on Animal Health Insurance
Claim Data of Puppies Under One Year of Age

Asako SHIMAMURA, Akitsu HACHIYA, Mai INOUE and Toshiro ARAI

　　To maintain the health of puppies (＜1 year of age), special treatment, which is equal to pediatrics in human medicine, is 
required.   However, in the veterinary medicine, the specialized research for puppies is very limited at the present time.  In this study, 
we statistically analyzed insurance claim data of the 681,039 dogs (female 316,616 ; male 364,423) contracting Anicom to make 
appropriate advise of animal health care for the owners.  Puppies were 212,152 (female 100,509 ; male 114,643) in these dogs.  We 
analyzed the insurance claim data including disease name of puppies, and the incidence of digestive system disease was highest, 
12.7％, whereas the incidence in 1 to 10 years of age dogs was the third highest (12.3％).  The incidence of parasite, infectious 
diseases, respiratory disease, damage in puppies were higher than those in 1 to 10 years old dogs.  52.4％ of 14,992 dogs with 
insurance claim as foreign objective in digestive tracts were puppies.  77.8％ of 3940 dogs with bone fracture were puppies. 
　　From above results, we think we can prevent onset of foreign object and bone fracture as accidental diseases, in puppies with 
appropriate advice at appropriate time based on the above analytical data.  It is very important to prevent the accidental disease in 
puppies.




