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1．家庭どうぶつ医療と保険制度

　産業動物に対する保険制度としては，日本獣医師会の誕
生とほぼ同じ時期の 1947年に，家畜共済制度が農業災害
補償法の制定に伴なって発足している。一方で，家庭どう
ぶつ医療における保険制度は歴史が浅く，1980年頃に大
手損害保険会社によって日本で初めてのペット保険が商
品化されたりしたものの，2000年にアニコムが共済とし
て「どうぶつ健保」をスタートした頃には全く定着してい
なかった。現在は，金融庁の免許を取得したアニコム損害
保険会社（以下，アニコム損保）が「どうぶつ健保」とし
て運営し，約 40万頭（2012年 3月時点）の家庭どうぶつ
（犬 89%・猫 10%・鳥 /うさぎ /フェレット 1%）に，ヒト
の医療でいうところの健康保険証（図 1）を発行している。

　そもそも，家庭どうぶつ医療そのものが，日本では 30～
40年と歴史が浅い。1950年に，狂犬病予防の観点から登
録済みの飼育犬には毎年予防接種をするという医療行為が
法制化され，いわゆる野犬と家庭飼育犬（＝所有者の明確
な個体）とが区別されるようになった。1964年には日本
獣医師会の学術普及事業として小動物技術向上講習会がス
タートしてはいるが，家庭で飼育されている犬の具合が悪
そうだったとしても，お金や手間をかけて動物病院で診て
もらう風習は必ずしもなかったかもしれない。1971年に
全日本小動物臨床獣医師協議会（現・一般社団法人日本小
動物獣医師会），1978年に日本動物病院協会（現・公益社
団法人日本動物病院福祉協会），1981年に小動物臨床研究
所（現・公益財団法人動物臨床医学研究所）などが発足し，
この頃から家庭どうぶつ医療の発展が加速していったとい
える。またちょうどこの時期，世界の犬に猛威をふるって
いた犬パルボウイルス感染症が，日本でも初めて観察さ
れ（1980年），当該感染症等に対する予防接種の啓発が行
われた。ついで，フィラリア感染症，ノミダニ感染に対す
る予防意識も高まりを見せた。これら感染症対策は，来院
動機の多くを占め，現代の家庭どうぶつ医療現場における
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ベースになっている。
　獣医療提供者と飼い主間の相互作用で家庭どうぶつ医療
に対しての意識は高まりをみせ，合わせてペットの家族化
が加速化し，それらは家庭どうぶつ医療において保険制度
が成り立つ素因になっている。その一方で，日本の犬猫の
個体登録が現在でも不十分であることは，よく指摘される
ことであり，保険制度の運営を開始するにあたって，最初
の課題でもあった。ちなみに現在のアニコムは，加入時に
ご提出いただいた写真を健康保険証に掲載し ID代わりに
するなどの対策をしている（図 1）。

2．保険制度と疫学

　本来は，狂犬病予防法によって犬の飼育者は登録義務を
負っているはずではあるが，残念ながらこの法律が徹底さ
れているとは言いがたく，日本に何頭の犬が飼育されてい
るかは推測の範囲をこえることはできない。このことは，
日本の家庭飼育犬の母集団を明確できないという点で，家
庭どうぶつ医療分野における疫学研究を困難にしている要
因とも言える。
　保険制度では，加入時に，年齢・種・品種・性別などといっ
たプロフィール情報が明確にもれなくデータベースに登録
される。また，公平性の観点から，加入時は健康であると
いうことが前提である。さらに，保険制度の運営上，住所
変更や死亡届の連絡が契約者からあることを鑑みると，新
鮮な情報がデータベース化されているといえる。これらの
ことから，保険加入どうぶつという集団を明確に定義でき
る。そして，保険金支払いのために，「いつ，どんな症状
で，どの病院で，いくらの費用をかけて，どの子が」医療
をうけたのかという情報も蓄積されることとなり，保険金
支払いデータを疫学のために活用することができる。実例
として，イギリスやスウェーデンでは，ペット保険のデー
タを活用して，リンパ腫1)，乳腺腫瘍2)，骨腫瘍3)，アトピー
性皮膚炎4,5,6)，帝王切開が必要な難産7)，心疾患8,9)，子宮蓄
膿症10)，糖尿病11)などの疾患の犬種別や地域別などの罹患
率が調査されている。
　アメリカでは，1964年から主に腫瘍の研究を目的と

して米国 26大学が協力して獣医療データベース The 
Veterinary Medical Data Bases（VMDB www.vmdb.org）が構
築されており，それをもとに数多くの研究が行われている。
日本における家庭どうぶつの疾患統計としては，1990年
に多摩地区開業獣医師の診療技術向上を目的として誕生し
た多摩獣医臨床研究会（現在は，多摩研式疾病統計研究会
が継承）がまとめている「イヌ・ネコの疾病統計」がある。
このような動物病院のカルテ情報をまとめることによる医
療統計データは，すでに病気になってしまった動物が対象
集団になりがちである。一方，保険金支払いデータは健康
な個体を含めた保険契約動物が対象集団となるという点で
ユニークである。

3．アニコム保険金支払いデータ

　アニコム保険金支払いデータは，日本全国の家庭どうぶ
つを対象とした約 40万頭（2012年 4月時点）にのぼる巨
大なデータベースである。保険金支払いデータからは，請
求件数や保険金支払額，通院日数などの疾患関連情報を得
ることができる。2011年 11月には，罹患率を中心にデー
タをまとめた「アニコム家庭どうぶつ白書 2011」を発行
した（ホームページ www.anicom-page.com/hakushoからダ
ウンロード可）。なお，本書に記す罹患率とは，特定の母
集団（例：保険に加入している 0～ 10歳の犬）のうち，
該当する疾患（例：循環器疾患）で何頭からの請求があっ
たか（＝罹患したか）を割合で示した数値をさしている。
　これらのデータは，
　STEP1　飼い主が，症状をみつけ，来院する
　STEP2　動物病院で，治療をうける
　という動物医療の基本ステップに，
　STEP3　飼い主が（もしくは代理で動物病院が），保険
会社に保険金請求する。
　が加わることで，保険金支払いデータとして蓄積されて
きたものである。ここではそれらの疾患に罹患した全てを
厳密に示しているわけではないことに留意する必要があ
る。つまり，STEP1で飼い主がどうぶつの罹患に気づか
ずに経過した場合には，本データに含まれてこない。また，
STEP3については，もともと保険会社と飼い主が契約し
ていることが前提であるため，比較的意識の高い飼い主の
集団であるといえると解釈されるかもしれない。これらの
前提が十分に留意された上で，年齢や品種ごとに集団を設
定し，それぞれの罹患率を比較してみると，その集団の特
徴が現れてくる。罹患率の高いプロファイル（性別，品種，
年齢など）を抽出，特定し，その情報を社会に還元するこ
とにより，飼い主による日ごろの動物のケアや，疾患の早
期発見，早期治療の役立つ可能性を期待できる。

図 1
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家庭飼育犬によくみられる疾患
　実際に保険金支払いデータから作成した「アニコム家庭
どうぶつ白書 2011」から，家庭飼育犬によくみられる疾

患等を紹介する。2009年 4月 1日から 2010年 3月 31日
までにアニコム損保と契約した 0～ 10歳の犬 252,414頭
を調査対象とし，疾患ごとに罹患率の比較を行った。本研
究の罹患率の算出にあたっては，各年齢群（0，1，2，…，
10歳）がそれぞれ 10,000頭になるように補正した後に，
全体平均を算出している。
　続いて，保険金請求理由を 21に分類し（表 1），さらに「症
状および異常検査所見で分類されないもの」，「健康診断お
よび予防措置」，「その他」の 3分類以外の 18疾患について，
犬種ごとに罹患率を算出し，比較した。なお，同一請求デー
タ上で複数の疾患名が挙がっている場合は，主傷病名のみ
を採用した。
　その結果，犬に多くみられる疾患として，皮膚疾患
23.0%，耳の疾患 15.4%，消化器疾患 14.7%，眼の疾患
10.0%があげられた（図 2）。これらの疾患の年齢分布を
みると，皮膚疾患，耳の疾患，消化器疾患は 0～ 10歳の
全年齢で，眼の疾患は 7歳以降で 10.0%以上の高い罹患
率を示した（図 3）。いずれも性別による差がみられる疾
患はほとんどみられなかった。皮膚疾患では，請求件数が
7～ 9月に多く，1～ 3月に少ないといった季節変動がみ
られた。

表 1　保険金請求理由の疾患分類

01．循環器疾患 13．血液・免疫疾患

02．呼吸器疾患 14．内分泌疾患

03．消化器疾患 15．感染症

04．肝・胆・膵疾患 16．寄生虫症

05．泌尿器疾患 17．損傷

06．生殖器系疾患 18．腫瘍疾患

07．神経疾患 19．症状および異常検査所見
で分類されないもの08．眼の疾患

09．耳の疾患
20．健康診断および予防措置

10．歯・口腔疾患

11．筋骨格系疾患
21．その他

12．皮膚疾患

図 2　犬の疾患別罹患率
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　これらの結果は，感覚としてすでに医療現場で経験とし
て予想できていたと思われるが，膨大な数の集積である統
計数字で表されることで，より客観的に示されたといえ
る。また，これらの疾患は，「飼い主が異変に気づきやすい」
疾患であるともいえる。トイレの世話，グルーミングなど
のホームケア時に，普段からどうぶつの健康状態をチェッ
クしてもらうことで，より早期の発見，来院につながる疾
患であるといえる。また，それら疾患のために来院するこ
とがきっかけとなって，循環器疾患，内分泌疾患，腫瘍な
ど，自宅では見つかりにくい疾患が見つかる可能性もあり，

疾患の早期発見などに繋がることも期待される。
年齢や品種ごとに特に気をつけたい疾患
　疾患によって，①どの年齢でも頻発に発生する疾患，の
他に，②幼齢時に多発する疾患，③加齢につれて発生が増
加する疾患というような年齢による発生パターンがあり，
ライフステージによって特に注意すべき疾患がみられた。
　以下に，【犬の幼齢期】，【犬のシニア期】および【犬種ごと】
にとりわけ注意すべきと考えられる疾患について示す。
　【犬の幼齢期】犬の疾患全体で 3番目に高い罹患率
14.7%を示していた消化器疾患は，0歳の犬では 19.4%と

図 3　犬の罹患率の年齢推移

図 4　犬の誤飲発生率の年齢推移
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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歳で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た。
　また，特に 0歳の犬で注意すべき事故である誤飲（消化
管内異物）について，分析を行った（図 4，5）。年齢別に
発生状況をみると，0歳で 4.4%（61,448頭中 2,728頭発生），

1歳で 2.5%（29,215頭中 736頭発生），2歳で 1.8%（34,616
頭中 620頭発生），3~10歳はそれぞれ 1.5%以下であった。
その平均である 1.7%を全国の飼育犬の推定頭数 11,936千
頭（一般社団法人ペットフード協会・平成 23年全国犬猫
飼育実態調査）に単純に外挿すると，日本では年間 20万
件以上もの誤飲事故が発生していると試算される。また，
幼齢犬に発生率が高い傾向にあり，どうぶつ要因として好
奇心旺盛な年齢期であること，飼い主要因として犬の飼育

図 5　犬種別の誤飲発生率

図 6　犬のシニア期に罹患率の高まる疾患



獣医疫学雑誌　16 （1）67-73．201272

経験の不慣れさ，などとの関連が示唆された。契約頭数の
多い上位 17犬種の 0歳を対象に，誤飲発生率を調査した
ところ，フレンチ・ブルドッグ 7.1%，ゴールデン・レトリー
バー 6.8%，キャバリア・キング・チャールズ・スパニエ
ル 6.0%，パピヨン 5.5%，ラブラドール・レトリーバー 5.3%，
トイ・プードル 4.5%であり，0歳の犬全体の発生率（4.4%）
よりも高い傾向にあった。これらの犬種の幼齢時は特に誤
飲に注意する必要があると考えられた。
　保険データベースを用いた調査の一例として誤飲を挙げ
たが，犬種の特性や行動パターンを十分に把握する体制を
整備し，疾患予防や事故防止のより具体的な対策案を練り
たいと考えている。
【犬のシニア期】加齢とともに罹患率の高まりを示した疾
患は，腫瘍疾患，循環器疾患，泌尿器疾患であった（図 6）。
7歳以降の犬で腫瘍疾患，9歳以降の犬で循環器疾患と泌
尿器疾患が 10%以上の罹患率を示していた。どの年齢で
あっても健康診断は推奨されるが，これら 3疾患について
は特にシニア期で健診項目の対象とするべき疾患と考えら
れる。
【犬種ごと】日本で飼育頭数の多い犬種について，犬全体
と比較して高い罹患率を示す疾患を調査した。ミニチュア・
ダックスフンド（図 7）およびトイ・プードルでは歯・口

腔疾患，チワワでは循環器疾患，柴では皮膚疾患，ヨーク
シャー・テリアでは呼吸器・消化器・眼・肝胆膵疾患，ウェ
ルシュ・コーギー・ペンブロークでは，泌尿器・筋骨格疾
患が，高い罹患率を示していた。これらは，それぞれの犬
種で特に意識しておくべき疾患といえる。また，新たに犬
を家族に迎えようとする家庭に対して，品種に特徴的な疾
患とその症状，予防法，緊急時の対策法などの根拠として
有効に活用されることで，過剰に不安になることなく愛犬
とともに過ごせる家庭が増えることを期待する。

4．保険金支払いデータの活用

　前述の通り，本データそのものを，予防啓発活動に活用
できると考えられる。さらには，遺伝や環境など様々な要
因との関連性を探求するための仮説生成のデータとして位
置づけられる。それをもとに基礎研究や臨床応用を展開す
ることで，疾患の重症化の抑止，あるいは発症予防に貢献
できる可能性を有している。犬の疾患に関する環境要因と
しては，気候や季節といった自然環境，ブリーダー犬舎，
オークション，ペットショップ，家庭，移動空間といった
飼育管理環境，また，その個体を取り巻く人間の関わり方
といった社会文化的要因が挙げられる。遺伝要因には，親
の世代から引き継いだゲノム情報に基づき必ず発現するも

図 7　ミニチュア・ダックスフンドの罹患率
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のと，何らかの環境要因がスイッチとなって発現するもの
とがある。家庭どうぶつの疾患発生は，環境要因および遺
伝要因共に，ヒトの医療に比べて人為的要素が強く関与し
ていることから，予防効果が得られやすいといえるかもし
れない。
　また，家庭どうぶつ医療に関する情報は，欧米での調査
に基づき得られた情報が多いが，本来は，日本の犬につい
て独自に研究する必要があるといえるだろう。日本の血
統書発行団体であるジャパンケネルクラブが設立された
1949年からすでに 60年以上が経過し，日本国内の犬同士
が交配するケースが十数代以上つづいている品種も多いと
予測できる。さらに，犬種構成の違いによる犬全体への認
識の違いが生まれてくる可能性は大いにある。例えば，犬
の乳腺腫瘍は一般的にその 50%が悪性であるといわれて
きた。ところが，小型犬で病理学的に悪性であった乳腺腫
瘍は，25.0%で，その他の犬種で 58.5%であるという報告
が最近なされた（12）。これを考慮すると，日本は欧米に
比べると小型犬が全体の飼育頭数に占める割合が非常に多
いので，犬全体で乳腺腫瘍が悪性である頻度は変わってく
ると予想できる。
　保険金支払いデータは，実際に起きてしまった涙の結晶
だ。過去は変えられないが，これらのデータを決してその
ままにせず，今後のよりよい家庭どうぶつ医療の発展に，
とりわけ，予防医療の発展に活用していきたいと考えてい
る。
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