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家庭どうぶつ白書から学ぶ犬・猫の病気
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Disease of dogs and cats learned from the white paper on household animals

講演の目的
1）アニコム「どうぶつ健保」の保険金支払いデータをもと

に作成した家庭どうぶつ白書の紹介
2）犬・猫に高頻度にみられる疾患や，犬種ごとに多くみら

れる疾患を紹介し，予防に活かしていただくとともに，
予防の概念を考察

キーポイント
1）1 年あたり，10％以上の犬に保険金支払いのあった疾患

は，皮膚疾患，耳の疾患，消化器疾患，眼の疾患である．
猫では，泌尿器疾患，消化器疾患，皮膚疾患である．

2）疾患によって，①どの年齢でも多い疾患，②幼齢時に多
い疾患，③加齢につれて発生が増加する疾患というよう
な年齢によるパターンがある．

3）犬種によって，保険金支払い頻度の高い疾患がある．

要約
　アニコム「どうぶつ健保」の運営によって蓄積された保険
金支払いデータを分析したところ，犬では皮膚疾患 23.0％，
耳の疾患 15.4％，消化器疾患 14.7％，眼の疾患 10.0％，
猫では，犬に比較して低い割合を示したものの，泌尿器疾患
11.6％，消化器疾患 9.6％，皮膚疾患 7.6％，眼の疾患 5.9％
が他の疾患に比べて高い頻度で保険金支払いがあった．疾患
によって，①どの年齢でも多い疾患，②幼齢時に多い疾患，
③加齢につれて発生が多くみられる疾患というような年齢に
よるパターンがあり，ライフステージによって特に注意すべ
き疾患があることが明確になった．また，犬種によって疾患
罹患率に違いがみられた．これらの情報は，ご家族とどうぶ
つのよりよい生活の一助となると考えられる．

キーワード　家庭どうぶつ白書　ペット保険　
　　　　　　保険金支払いデータ　犬種　予防　

保険金支払いデータに基づいた疾患統計
　人の医療において，国民皆保険制度がスタートしたのは
1961 年．本制度の普及と共に，医療が国民にとって身近な
ものとなり，その結果として日本の医療技術は急速に進歩し，
世界的に見ても長い寿命を誇っている．この制度を参考に，
家庭どうぶつの医療においても，動物病院窓口で自己負担分
だけ支払えば済むという「どうぶつ健保」をアニコムがスター
トさせてから 12 年がたつ．その保険金支払データは，すで
に 200 万件を越える膨大な量となっている．

島村麻子
アニコムホールディングス（株）

　この保険金支払データは，視点を変えれば疾患データであ
る．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どうぶつが母集団で
あるが，本データは健康な個体を含めた保険契約どうぶつが
母集団となるという点でユニークである．母集団の大きさと
しても，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．発表者らは，
罹患率をメインにデータをまとめ，2011 年 11 月に「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）．
この場合，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
た数値である．
　これらのデータは，　
　STEP1  飼い主さんが，症状をみつけ，来院する
　STEP2　動物病院で，治療をうける
という家庭どうぶつ医療の基本ステップに，
　STEP3　動物病院もしくは飼い主さんが，保険会社に，
保険請求する  
　が加わることで，保険金支払いデータとして蓄積されて
きたものであり，厳密にそれらの病気に罹患したかを示し
ていない可能性があることは注意が必要である．つまり，
STEP1  で飼い主さんがどうぶつの罹患に気づけない，動物
病院で治療を受けていない，場合には，本データに含まれて
こない．それでも，これらのデータに対し母集団を年齢や品
種ごとに設定し，それぞれの罹患率を比較してみると，その
母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，それを社会に還元す
ることで，少しでも日ごろのケアや，早期発見，早期治療の
お役にたてればと思う．
　さらにいえば，本データを元に遺伝要因および環境要因に
ついて仮説をたて基礎研究を行い，それを臨床応用してい
くことも夢ではない．家庭どうぶつ医療において，好発品
種・好発年齢についての情報は，治療にも予防にも重要であ
る．獣医学の教科書は，海外で書かれたものも多いが，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推
測できることから，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． 
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犬・猫に多い疾患
　では，実際に保険金支払いデータから，犬・猫に多い疾患
を調べてみよう．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，猫24 081頭を対象とし，疾患ごとに罹患率の比較を行っ
た．年齢による各群の母集団が 10 000 頭となるように補
正した後に，全体平均を算出し，年齢による影響を小さくし
ている．また，保険金請求時のデータに存在する疾患は，大
きく 20 分類に分けて大分類とし，症状その他および予防を
除いた 18 疾患を分析対象とした．同一請求データ上で複数
疾患 名が挙がっている場合は，主病名のみを採用している．
　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１）．これらの疾患の年齢推移をみてみると，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２）．
全体的に，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．また，皮膚疾患の請求件数は，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．

図 1：犬の疾患別罹患率

図 2：犬の罹患率の年齢推移

　猫では，泌尿器疾患 11.6％，消化器疾患 9.6％，皮膚疾
患 7.6％，眼の疾患 5.9％が他の疾患と比べて比較的高い頻
度の疾患であった（図３）．泌尿器疾患は加齢とともに罹患
率が徐々に高くなる傾向，消化器疾患・眼の疾患は幼齢で比
較的高い傾向，皮膚疾患はどの年齢でも高い傾向がみられた

（図４）．また，泌尿器疾患および消化器疾患で，女の子より
も男の子の方が高い罹患率を示した．

図 3：猫の疾患別罹患率

図 4：猫の罹患率の年齢推移

　これらのことは，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
字として示されたことによって，より客観的に真であると予
測されたことになる．また，これらの疾患は，「比較的ご家
族が自宅で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．そして，その来院をきっかけに，
循環器疾患，内分泌疾患，腫瘍など，自宅では見つかりにく
い疾患が見つかることもあるかもしれない．

年齢や品種ごとに特に気をつけておきたい疾患
　疾患によって，①どの年齢でも多い疾患，の他に，②幼齢
時に多い疾患，③加齢につれて発生が多くみられる疾患とい
うような年齢によるパターンがあり，ライフステージによっ
て特に注意すべき疾患があった．以下に，幼齢期，および，
シニア期で特に注意すべき疾患についてみていくことにす
る．

　【犬の幼齢期】
　犬全体で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 18 疾患中もっとも高い罹
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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．

図 5：犬における年齢別誤飲発生率

図 6：犬種別誤飲発生率

　また，特に 0 歳で気をつけたい事故である誤飲（消化管
内異物）について，分析を行った．年齢別に発生状況をみる
と，0 歳が 4.4%（61,448 頭中 2,728 頭発生），1 歳が
2.5%（29,215 頭中 736 頭発生），2 歳が 1.8％（34,616
頭中 620 頭発生），3-10 歳はそれぞれの年齢で 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（ペットフード協会調べ）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，好奇心が旺盛な幼齢犬に発生が多い傾向に
あった．契約頭数の多い上位 17 犬種の 0 歳を対象に，発生
の多い犬種を調査したところ，それぞれの罹患状況は，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，配慮する必
要があると考えられた．その犬種および個体の特性や行動パ
ターンを十分に把握し，誤飲を起こしそうなものを片付けて
おくなどで，未然に防いでいきたい．

　【猫の幼齢期】
　猫は全体的に犬に比べて罹患率が低いが，0 歳で 5％以上
の比較的高い罹患率を示していた疾患は，消化器疾患，眼の
疾患，耳の疾患，呼吸器疾患，であった．どれも感染性が疑
われるものであり，適切な予防策を講じることにより防げる
可能性が高いといえる．
　【犬のシニア期】
　幼～若齢期の犬では５％以下であったにも関わらず加齢と
ともに高い罹患率を示した疾患は，腫瘍疾患，循環器疾患，
泌尿器疾患であった．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（図７）．どの年齢であっても健康診断は推奨されるが，
特にシニア期で健診の対象とするべき疾患といえそうだ．
　【犬種別】
　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（図８）．ミニチュア・ダッ
クスフンドおよびトイ・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，犬全体の罹患率
に対して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だといえる．これから犬を家
族に迎えようとする方々にも，その品種に特徴的な病気はな
にか，どのような症状で，どのような予防法があり，緊急時
にはどういった対策をしたらいいのかを知っておいていただ
き，過剰に不安になることなく愛犬とともにお過ごしいただ
ければと思う．

図 7：犬でシニア期に罹患率の高まる疾患

図 8：ミニチュア・ダックスフンドの罹患率
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予防という概念
　保険金支払いデータから，様々な疾患の発生状況を述べた．
これらの情報を「知る」ことで，少しでも多くの涙の発生を
予防できたらと願う．
　その予防について，少し考察してみよう．予防は，人が社
会性動物であるがゆえに生まれた行為である．個体としての
人は，意識的にもしくは無意識的に，他の個体との分業およ
び協力をベースにして，衣食住ほぼすべての活動を行ってい
る．そのために人という種は，他の動物種とは比べものにな
らないほどにコミュニケーション能力を高めてきた．それは，
時間的および空間的に同時に存在する相手に限定されるコ
ミュニケーション（例：会話）だけにとどまらない．絵や文
字として残すといった時間を超えたコミュニケーション，そ
して，電気の活用によって古くは電報，今では電話・ファク
シミリ・インターネットといった空間を超えたコミュニケー
ションをも普及させた．これは，人という種の特筆すべき特
徴ともいえるであろう．また，分業と協力をさらに強力に押
し進めることとなったお金というコミュニケーションツール
は，現代では人が生きていく上で大きな社会的基盤となって
いる．お金の発明は，やはり時間的かつ空間的に限界のあっ
た物々交換のようなコミュニケーションから，信用という目
に見えない概念を共通認識して，モノだけでなく医療のよう
な目にみえないサービスも交換の対象にした．
　この人という種のもつ２つの特徴な能力，つまり，時間も
空間も超えるほどの高いコミュニケーション能力と目に見え
ないものを共通認識する能力は，予防行為の発展につながっ
た．どうぶつは，痛い，苦しいなどといったネガティブな経
験をすると，その経験を繰り返さないようにと学習し，それ
を回避する行動をとる．それに加えて人の場合は，コミュニ
ケーション能力によって他の個体の経験をも知り，そして，
それを自分の経験のように共通認識できるので，自分だけで
なく他人もそのネガティブな経験を繰り返さないことを目的
とした行為が積み重ねられる．これが人間社会における予防
である．
　また，勇気のいることではあるが，命は生まれた時から致
死率 100％であることを自覚している必要がある．つまり，
予防は，死なない・病気にならない・ケガをしないことが最
終目的なのではなく，「よりよく生きる」ことを目的とした，
助け合いがベースにあるのだ．予防の研究がすすんで，痛い，
苦しいなどといったネガティブな経験を部分的に減らすこと
はできても，生命である以上すべてをゼロにすることはでき
ない．だとすれば，別れを経験しないで済むことはないわけ
で，余計に悲しい，悔しいといった感情は，減ることさえなく，
一緒に暮らす時間が長くなればなるほど，かえって増えるこ
ともあるだろう．しかし，その人間らしい悲しみも悔しさも，
自分もしくは誰かへの愛情や期待があるからこと生まれるの
であり，これからももっと ｢よりよく生きる｣ ためにひとつ
でも多くの予防手段がみつかり広まっていくことだろう．そ
うやって予防は発展し続ける．もっといえば，家庭どうぶつ
医療の場合，対象は種を越えた家族だ．それこそ，純粋にそ
の命を助けたいという人の愛情が起点となって近年，強力に
予防は発展してきている．分業がすすんだ人の医療に比べ規
模の小さい家庭動物の医療のほうが，助け合いの予防好循環

スパイラルが早くまわる可能性もある．

関連サイト
ア ニ コ ム 家 庭 ど う ぶ つ 白 書　www.anicom-page.com/
hakusho/　


