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表1
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ペットを飼う理由

理由

現在に至る．

可愛いから
動物（犬または猫）が好きだから
一緒にいると楽しいから
家族のコミュニケーションに欠かせないから
番犬として（犬）／ネズミ対策（猫）
生活にうるおいを感じるから
もらったので
子どもの教育のため
生活に欠かせないから
拾ったので
ペットショップで衝動買い
いつのまにか居ついた
その他

はじめに
まず私に講演の機会を与えていただいたた三
菱化学メディエンスの関係者の方々に厚く御礼
申し上げます．三菱化学メディエンスは人の検
査のみならず，この 4 月からは動物の検査にも
着手されたとのことで，私たち獣医師にとって
も非常に心強い限りです．
さて，私に与えられたテーマは「ペットから
うつる感染症」ですが，図 1 に犬の写真を示し
ます．図 1a は 40 年前に人気のあったスピッツ
です．よく吠えるため，番犬として人気の高い
種類でした．図 1b は 30 年前に人気の高かった
コリーです．海外のドラマ『名犬ラッシー』で
一躍有名になりました．図 1c は 20 年前にブー
ムとなったシベリアンハスキーです．『動物の

犬

猫
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（ペットフード工業会：第 14 回犬猫飼育率全国調査，2007より）

お医者さん』という漫画で人気に火が点きまし
た．この 3 種類は現在のわが国ではほとんど見
られません．この 10 年間で人気が高まった種
類としては図 1d のロングヘアーのダックスフ
ンド，図 1e のチワワがあります．チワワは消
費者金融のテレビコマーシャルで爆発的人気を
得ました．このように，わが国ではペットにも
流行があります．
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表2
西暦

国内の犬・猫の総数と子どもの数

犬飼育数

（単位：千）

猫飼育数（外猫除く）
種不明

猫合計

犬猫 子どもの数
総数 （15 歳未満）

純粋犬

雑種犬

種不明

犬合計

純粋猫

雑種猫

1999

4,337

4,714

516

9,567

562

5,269

500

6,331

15,898

18,880

2000

4,746 ＜4,772

536

10,054

579

5,384

575

6,538

16,592

18,580

2001

5,093 ＞4,225

550

9,867

834

5,181

584

6,599

16,466

18,340

2002

5,240

3,713

570

9,523

808

4,826

569

6,203

15,726 ＜18,170

2003

5,805

4,312

1,020

11,137

599

5,358

1,005

6,962

18,099 ＞18,010

2004

8,559

3,898

−

12,457

1,502

8,867

−

10,369

22,826

17,810

2005

8,857

4,211

−

13,068

1,531

8,554

−

10,085

23,153

17,650

2006

8,708

3,381

−

12,089

1,361

8,235

−

9,596

21,685

17,470

2007

8,921

3,601

−

12,522

1,802

8,387

−

10,189

22,711

17,380

2008

9,904

3,197

−

13,101

1,960

8,930

−

10,890

23,991

17,250

（ペットフード工業会：犬猫飼育率全国調査，統計局より）
表3
順位

日本の人気登録犬種

2007 年

2008 年

登録頭数

登録頭数

93,073

プードル

86,913

82,658

チワワ（8 年連続 2 位）

82,589

（5 年連続 3 位）

79,981

ダックスフンド

79,156

ヨークシャー・テリア （4 年連続 4 位）

21,486

ポメラニアン

20,407

ポメラニアン

19,990

ヨークシャー・テリア

20,349

6

パピヨン

16,944

パピヨン

14,109

7

シー・ズー

14,801

シー・ズー

13,549

8

ミニチュア・シュナウザー

14,022

フレンチ・ブルドック

12,563

9

フレンチ・ブルドック

13,124

柴犬

12,228

10

マルチーズ

11,284

ミニチュア・シュナウザー

11,645

1

ダックスフンド

2

チワワ

3

プードル

4
5

（10 年連続 1 位）

（ジャパンケネルクラブ調べ）

ペットを飼う理由を調査したデータ（表 1）で
は，可愛いから，好きだから，一緒にいると楽
しいからという理由はいつの時代も変わりませ
ん．昔は番犬として，鼠の捕獲といった理由で
犬や猫が飼われることが多かったのですが，こ
の 10 年ほどは家族のコミュニケーションに欠
かせない，生活にうるおいを感じる，子どもの
教育のため，生活に欠かせないといったメンタ
ルな理由でペットを飼う家庭が増えてきまし
た．表 2 に犬・猫の総数と子どもの数に関する
昨年までのデータを示します．まず犬の種類を
見ますと，今から 10 年前の 1999 年では純粋種，
すなわち図 1 に示したようなブランド犬は雑種
より少なかったのですが，年を追うごとに純粋
種が増えて，2001 年には純粋種が雑種を上回り
ました．現在では純粋種の数が雑種の 3 倍にも
なり，2008 年の雑種の数 319.7 万頭はほとんど
が高齢の犬で，人口の多い都市部の動物病院で
は雑種の子犬はほとんど見られません．一方，

猫は外に出て繁殖を行うことが多く，犬のよう
な人為的な繁殖は限られていますから，純粋種
は少ないのですが，それでも年々純粋種が増え
てきています．また，犬猫の総数と 15 歳未満の
子どもの数を見ると，2003 年に犬猫の総数が子
どもの数を上まわり，それ以降は犬猫の総数が
上昇し続け，子どもの数はどんどん減少してい
ます．
以下，このようなバックグラウンドをもとに
私の話を進めさせていただきます．
わが国の人気犬種はこれまでダックスフンド
が 1 位でした．2007 年と 2008 年を比較します
と，2008 年にプードルが 1 位となり，2 位はい
ずれもチワワです．2008 年は 1 位と 2 位の差は
わずかです．そして，1 〜 3 位までをプードル，
チワワ，ダックスフンドが占め，この 3 種で全
体の 53 ％になります（表 3）．現在，わが国で飼
われている犬の 50 ％以上をこの 3 種が独占し
ていることになります．事実，動物病院でもこ
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表4

犬・猫の飼育場所
（単位：％）

犬（n ＝ 8,078）

内科

猫（n ＝ 4,753）

純粋犬

雑種犬

純粋猫

雑種猫

主に屋内

65.4

20.5

81.7

62.3

内外半々

9.6

9.5

15.0

28.8

主に屋外

24.9

70

8.3

8.9

外科
小児科
ない
ある
無回答

皮膚科

（ペットフード工業会：第14 回犬猫飼育率全校調査，2007 より）

獣医科
0

の 3 種を見ない日はありません．この 10 年で
犬や猫の飼育環境ならびに地位は飛躍的に向上
しました．例えば，旅行の際もペットを連れて
いきますし，家族写真を撮る際もペットが写っ
ています．ブログでもペットに関するサイトが
人気を博しています．このように，犬や猫など
のペットは家族同様に扱われています．そのた
め，ペットから感染する病気も増えてきました．
その理由は犬，猫の飼育場所が変化したことに
あります．表 4 は 2007 年のデータですが，犬
に関しては純粋種の場合，室内での飼育が
65.4 ％，雑種でも 20.5 ％です．猫はもっと多く，
純粋種は 81.7 ％，雑種でも 62.7 ％になってい
ます．ですから，ペットの半数以上は室内で飼
われていることになります．結果，ペットとの
距離が近くなり，ペットへの関心がより強くな
り，健康状態も気になります．赤ちゃんが咳を
するのと同じように，犬が咳をすると，あわて
て動物病院に連れていきます．と同時に，ペッ
トからの感染も気になります．なぜなら，ペッ
トを飼っていると，犬に咬まれたり，猫に引っ
掻かれたりする機会が多くなるからです．
図 2 は 2004 年に東京都立駒込病院小児科の
高山（直秀）先生たちが動物由来感染症の患者
さんおよび感染症を持っているペットの診察経
験の有無を日本医師会会員と日本小動物獣医師
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図 2 動物由来感染症患者および動物の診察経験の有無
（高山直秀：平成 16 年度厚生労働科学研究より）

会会員にアンケート調査した結果です．動物由
来感染症の患者さんを一番多く診ている人医は
皮膚科です．皮膚科の医師は 5 割以上の方々が
経験しています．脱毛や皮膚の炎症は目につき
やすい皮膚に多く，患者さんもすぐに気づくた
めと思われます．次に多いのが小児科です．子
どもは動物が好きですから，咬まれたり，引っ
掻かれたりする機会も多いのでしょう．内科や
外科の医師も 2 割以上が経験しています．私た
ち獣医師も 6 割以上が動物由来感染症の動物を
診察した経験があります．
動物由来感染症という場合，どうしても動物
が悪者になりがちですが，私は動物の代弁者と
いう立場から，動物あるいはペットは決して悪
者ではなく，ペットを飼う際はペットに関する
知識が必要であり，かつ予防が重要であること，
そしてペットは友だちで，決して恋人ではない
ということを強調して，ペットからうつる感染
症について話を進めていきます．

忍び寄る感染症
図 3a はアビシニアンという種類の猫です．
症例提示の際の患者さんの顔写真と同じく目隠

a

b
図 3 皮膚糸状菌症
a ：感染源の猫，b ：感染した女児の頭頂部
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a

b
図 4 皮膚糸状菌症の治療経過
a ： 3 か月後，b ： 6 か月後

a

c

b
図5

糸状菌症に見られる環状紅斑（リングワーム）
（写真提供：静岡県杉山獣医科杉山和寿先生）
a ：犬の目の下に見られる環状紅斑，b ：襟首露出部の環状紅斑，c ：下肢露出部の環状紅斑

しをしていますが，実は飼い主である母親が安
楽死を求めて，5 月に私の病院を訪れました．
その理由は，この猫によって小学 2 年生のお嬢
さんの頭頂部に脱毛が生じ，ケロイド化したと
いうのです（図 3b）．これは皮膚糸状菌という
カビの一種によって起こった病気です．この猫
は前年の 12 月 25 日にお嬢さんへのクリスマス
プレゼントとして購入したということです．購
入の際に猫の額に小さな禿（はげ）がありまし
たが，ペットショップの店員は保証書に「真菌
あり」とあるにもかかわらず，人にはうつらな
い病気で，薬を塗ってシャンプーをすれば治る
と説明したとのことです．母親はその説明を守
り，薬を塗ってシャンプーを続けたところ，3
か月後には猫の禿はよくなりましたが，その頃
からお嬢さんの頭や項に赤い発疹がポツポツ見
られるようになりました．心配した母親は皮膚
科に連れていきましたが，アトピー性皮膚炎と
いわれ，薬を塗っていました．しかし，脱毛は
ますますひどくなり，2 軒目，3 軒目と皮膚科
を替え，4 軒目の皮膚科で皮膚糸状菌症と診断
され，動物から感染する病気で，原因はペット
の猫であろうといわれたとのことです．母親は
担当医や実家・義理の祖父母から猫を処分する
よういわれ，5 月上旬に私の病院を訪ねたわけ

です．私は「糸状菌症は治る病気で，お嬢さん
の髪の毛も必ず生えます」と説明し，お嬢さん
を連れてくるようにいいました．見て驚きまし
た．私も糸状菌症はいろいろ見てきましたが，
これほどの重症例は初めてでした．早速写真を
撮り，東京都立駒込病院の高山先生と千葉大学
真菌医学研究センターの佐野文子先生に添付メ
ールを送って助言を仰いだところ，高山先生が
当直で病院におられ，来週にも患者さんを連れ
てくるよういわれました．そこで，東京都立駒
込病院小児科，皮膚科，千葉大学真菌医学研究
センターでチームを組み，治療に当たることに
なりました．私は猫の治療に当たりました．図 4
に治療経過を示します．3 か月後には髪の毛も
大分生え，6 か月後にはまったく目立たなくな
りました．
本例はペットからの感染例ですが，問題はペ
ットショップの店員が「真菌あり」とあるにも
かかわらず，ペットの感染症についての知識に
乏しかったこと，母親が最初に皮膚科を訪れた
際，猫を飼っていることを告げたなら，もう少し
発見が早かったのではないかということです．
その意味で，ペットを飼う際にはペットからうつ
る病気についての知識を持つことが重要です．
通常，私たちが見るペットの糸状菌症は図 5a
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表 5 国内で小動物から感染する可能性のある共通感染症
赤字：講演で取り上げた疾患，青字：要注意疾患
病名

日本での発生（近年）

人の症状

ヒト

動物

感染源となる動物

疥癬

皮膚炎

＋

＋

イヌ，ネコ

ノミ刺咬傷

皮膚炎

＋

＋

イヌ，ネコ

犬猫回虫幼虫移行症

失明，肺炎，喘息

＋

＋

イヌ，ネコ

エキノコックス症

肝障害，呼吸器・脳症状

＋

＋

イヌ

皮膚糸状菌症

皮膚炎

＋

＋

イヌ，ネコ

クリプトコックス症

呼吸器症状，神経症状

＋

＋

鳥類（特にハト），イヌ，ネコ

トキソプラズマ症

脳水腫，脈絡網膜炎

＋

＋

ネコ

クリプトスポリジウム

水溶性下痢

＋

＋

イヌ，ネコ，げっ歯類

アメーバ赤痢

胃腸炎，保菌

＋

＋

サル，イヌ

オウム病

肺炎

＋

＋

鳥類

Q熱

肺炎，不定愁訴

＋

＋

イヌ，サル

レプトスピラ症

発熱，出血，黄疸，腎炎

＋

＋

イヌ，げっ歯類

野兎病

発熱，リンパ節炎

＋

＋

げっ歯類，プレリードック

猫ひっかき病

リンパ節炎，発熱，脳炎

＋

＋

ネコ（まれにイヌ）

ブルセラ症

発熱，頭痛，関節痛

＋

＋

イヌ

結核

肺結核，皮膚結核

＋

＋

イヌ，サル

サルモネラ症

胃腸炎，敗血症，保菌

＋

＋

イヌ，ネコ，その他哺乳類

細菌性赤痢

胃腸炎，敗血症，保菌

＋

＋

サル

パスツレラ症

創傷，気管支肺炎

＋

＋

イヌ，ネコ，その他哺乳類

エルシニア症

胃腸炎，敗血症，保菌

＋

＋

イヌ，ネコ，げっ歯類

カンピロバクター症

胃腸炎，保菌

＋

＋

イヌ，鳥類

高病原性鳥インフルエンザ

発熱，頭痛，関節痛，肺炎

−

＋

鳥類

狂犬病

神経症状

＋

−

イヌ，ネコ，その他哺乳類

（丸山総一：共通感染症ハンドブック，2004 より一部改変して引用）

の犬の目の下に見られるような環状紅斑（リン
グワーム）で，まず円の中心部に病変が発症し，
中心部から順次治癒していくとともに，病変は
円が広がる形で大きくなっていきます．図 5b
はこの犬を飼っている家の子どもの襟首にでき
た糸状菌症です．子どもはペットを抱きかかえ
るため，襟首などに糸状菌が感染します．図 5c
は下肢の露出部にできた糸状菌症です．ペット
は足にすり寄っていくため，下肢の露出部も感
染しやすい部位となります．

動物の共通感染症の数は 40 〜 50 種類あります
が，主なものを表 5 に掲げます．詳細を知りたい
方は日本医師会のホームページを参照してくだ
さい（http://www.med.or.jp/kansen/animal/）
．
ペットからの感染症を考える際に，一番問題
になるのは輸入ペットです．私たちが外来でペ
ットを診察する際に注意するのは，このペット
がどこで生まれたかです．国内で生まれたペッ
トは環境がよいため，大きな問題にはなりませ
ん．しかし，外国の状況は不明です．新興・再
興感染症のほとんどは外国からの輸入ですか
ら，輸入ペットには十分な注意が必要です．
輸入ペット動物の数と種類ですが，1980 〜
1990 年代のバブル期には年間 400 万頭（羽）も
のペット動物が輸入されていました．カメ，特
にミドリガメ，イグアナなどの爬虫類が 200 万
匹，ウサギ，リス，ハムスターなどが 100 万頭，
鳥類が 60 万羽で，ウーパールーパーやエリマ
キトカゲなどもこの頃輸入されました．しかし，

拡大する人と動物の共通感染症
これまで人畜共通感染症，人獣共通感染症，
あるいは動物由来感染症といわれていた感染症
は，現在は人と動物の 共通感染症 といわれる
ようになり，英語では zoonosis（ズーノシス）とい
います．これは人と脊椎動物の間を自然に行き
来することができる感染症を指し，人の感染症の
半数がそれに当たります．国内で見られる人と
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輸入感染症の危険性から，わが国は検疫を行う
ようになりました．それでも検疫対象動物はイ
ヌ，ネコ，スカンク，アライグマ，キツネ，サ
ル，プレーリードッグ，マストミス，鳥類の一
部のみです．ただし，ウシ，ウマなどの産業動
物は別です．また，ペット動物に対して輸出国
の健康証明書を求めたため，近年，輸入ペット
動物の数は 80 万頭（羽）と大幅に減少していま
す．それでも無検疫輸入のペット動物，特に野
生種からの感染が問題になっています．
海外から侵入した共通感染症について簡単に
触れますと，2000 年 4 月にウシの病気である口
蹄疫が宮崎県で 92 年ぶりに発生，2001 年 9 月に
は千葉県で狂牛病（BSE）の初の国内侵入が見
られました．また，2003 年 5 月には SARS（重
症急性呼吸器症候群）の台湾人医師が関西を旅
行，2004 年 1 月には H5N1 型の高病原性鳥イン
フルエンザの鶏が山口県で 79 年ぶりに発生し，
2006 年 11 月にはフィリピンから帰国した男性
旅行者 2 人（京都府と神奈川県）が 36 年ぶりに
狂犬病を発症，死亡しました．
今では共通感染症に国境はないといわれてい
ます．その理由は，航空機が発達して短時間で
国境を越えられるようになったこと，未踏の地
の開発が進み，体験旅行などで旅行者の山奥へ
の侵入が増えていること，そして温暖化による
亜熱帯地域の拡大などにあります．WHO（世界
保健機関）も「今や世界規模で感染症の危機に瀕
している．もはやどの国も安全ではない」と警
告を発しています．最近の新型インフルエンザ
の事例にも見られるように，いくら検疫を強化
しても国内への侵入を阻止できるものではあり
ません．近年の新聞報道を見ても，2001 年には
神奈川県でヘラジカの出産介助で動物園の職員
がオウム病に集団感染していますし，2002 年に
は島根県の動物園で入園者に同じくオウム病の
集団感染が起こっています．2003 年には H7N7
型鳥インフルエンザでオランダの獣医師が死
亡，2004 年には山口県と京都府で採卵鶏が鳥イ
ンフルエンザに罹患，2005 年には神奈川県で輸
入動物からペットショップ従業員がレプトスピ
ラ症に感染，同じく兵庫県では動物園でオウム
病の集団感染が発生，また北海道でしか見られ
ないと思われていたエキノコックスに感染した
野犬が埼玉県で捕獲され，2007 年には大阪府
で，2008 年には東京都で犬からのブルセラ症が

表6
●
●
●
●
●
●
●
●

致死率の高い疾患

エボラ出血熱
腸管出血性大腸菌感染症
B ウイルス
狂犬病
ノロウイルス感染症
新型インフルエンザ
骨肉腫
肺結核

約 75 ％
約 0.1 ％
約 50 ％
100 ％
まれ
約 0.1 〜 2 ％
数か月後死亡
約2％

集団発生し，2008 年には青森県や和歌山県，福
島県などで野兎病が発生しています．

確実に死亡する病気 狂犬病
表 6 に致死率の高い疾患を示します．エボラ
出血熱は感染症法の第 1 類疾患で，非常に致死
率が高い疾患として有名ですが，それでも致死
率は約 75 ％で，約 25 ％の人は助かります．こ
の中で一番致死率が高いのは実は狂犬病です．
狂犬病は感染症法の第 4 類疾患ですが，発症し
た人はほぼ 100 ％死亡します．狂犬病を発症し
て助かった人は世界中で数例のみです．骨肉腫
も多くは死亡しますが，死亡は数か月後です．
狂犬病は発症したら 2 週間以内に死亡します．
わが国には狂犬病はないのに，なぜ狂犬病が怖
れられているのでしょう．また，なぜ予防接種を
受けるのでしょう．それはすでに述べたように，
発症したら転帰が早く，100 ％確実に死亡する
と同時に，医学が発達した今日でも生前診断が
できないからです．診断がつくのは死ぬ直前で
す．そのため，わが国では感染源である犬へ
狂犬病予防法 という単独の法律があります．
世界的に見ると，狂犬病は減る傾向はありま
せん．年間総死亡者数は約 55,000 人，そのほと
んどがアジア地域で約 45,000 人以上，アフリカ
大陸で 300 人以上，アメリカ大陸で 100 人以上，
ヨーロッパで 10 人以上となっています．わが国
では輸入狂犬病の脅威が付きまといます．また，
国内で最初に死亡するのは飼い主，次にそれを
診る獣医師の順で被害が及んでいくと思われま
す．ただ，発生国では狂犬病の被害者の 50 ％
以上は 15 歳以下の子どもで，咬みつく犬は若
い犬が多いのが特徴です．それは子どもも若い
犬も警戒心がないためです．子どもはすぐに犬
に近づきますし，同じく若い犬も狂犬病を発症
した大人の犬に近づいて咬まれ，狂犬病になる
のです．
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a

b
図 6 狂犬病発症犬のタイプ（タイ赤十字協会ホームページより）
a ：興奮型，b ：麻痺型

アイスランド

ノルウェー

グレートブリテン

スウェーデン

アイルランド
日本
ハワイ

台湾
グァム

フィジー諸島
オーストラリア
ニュージーランド

図7

狂犬病の発生のない国

ばれ，神経および顔面の筋肉が麻痺し，涎を流
し，口がうまく動きません．喉が渇いているに
もかかわらず，舌が動かないため水を飲むこと
ができません．そのため，実際に水があるのか
どうか，前足で確かめる行動も見られます．そ
して，やはり 2 週間以内に死んでいきます．
現在，アジア地域では狂犬病が増え続けてい
ます．特に中国では 2007 年に 3,300 件以上の報
告例があったため，軍隊を出動して野犬狩りを
行い，2008 年には狂犬病発生を抑制するため，
主要な地区の犬に対して強制的に狂犬病予防ワ
クチンを接種することにしました．
図 7 に示すように，狂犬病の発生のない国・
地域はほんのわずかで，ほとんどが島国です．
ただ，オーストラリア，ニュージーランド，イ
ギリスには狂犬病に似たウイルスを持つコウモ
リの病気がありますので，狂犬病関連ウイルス
のない国は世界でもさらに，ごく一部です．そ

近年は海外旅行先で犬に咬まれ，狂犬病を発
症する例が増えています．東京都立駒込病院の
高山先生の調査では，1990 年は 2 人，1995 年は
26 人，2000 年は 82 人で，20 代前半の男性に多
く，タイでの咬傷例が 42 ％を占めるとのこと
です．そして，先に触れたように，2006 年には
フィリピンから帰国した 60 代男性 2 人が狂犬病
を発症し，死亡しました．
狂犬病は脳炎です．狂犬病を発症した犬には
興奮型と麻痺型があります（図 6）．わが国では
狂犬病は 50 年以上も見られていませんので，
最近は狂犬病を診断できる医師・獣医師も少な
くなりました．その意味でも参考になると思い
ます．興奮型の場合，何にでもよく咬みつきま
す．ひどいときは自分の歯が欠けても咬みつい
ています．また，瞳孔が散大しています．この
症状は 2 週間も続きません．2 週間以内に確実
に死亡するからです．麻痺型は沈うつ型とも呼
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表7

狂犬病ワクチンの年度別接種率と推定接種率

平成

登録頭数

注射頭数

接種率（％）

推定飼育頭数

推定接種率（％）

8

4,799,379

4,283,977

89.3

10,022,000

42.7

9

5,137,331

4,450,606

86.6

10,443,000

42.6

10

5,424,157

4,479,486

82.6

9,895,000

45.3

11

5,645,424

4,578,277

81.1

9,567,000

47.9

12

5,779,462

4,606,527

79.7

10,054,000

45.8

13

5,939,595

4,646,046

78.2

9,867,000

47.1

14

6,084,731

4,681,524

76.9

9,523,000

49.2

15

6,262,510

4,741,488

75.7

11,137,000

42.6

16

6,394,226

4,801,709

75.1

12,457,000

38.5

17

6,479,977

4,796,585

74.0

13,068,000

36.7

18

6,635,807

4,910,047

74.0

12,089,000

40.6

（厚生労働省統計資料および日本ペット工業会統計資料より）

の意味で，わが国は狂犬病に関しては非常に安
全な国といえます．これは第二次大戦以降，テ
レビなどが普及していない時代に，当時の厚生
省が狂犬病の怖さ，恐ろしさを喚起する紙芝居
を作成して各地の公民館をまわり，狂犬病を発
症した犬の見分け方，発症様式，犬に咬まれた
際の対処法，予防接種の重要性などを国民に知
らしめた結果です．当時の狂犬病発生件数を見
ますと，昭和 23 年の発症人数は 52 名，犬 141 匹，
昭和 25 年は 76 名，614 匹に狂犬病が発生してい
ます．
わが国で狂犬病が撲滅できた理由ですが，
1950 年に狂犬病予防法が制定されたこと，飼
い犬には狂犬病の予防ワクチン接種を行い，野
犬を捕獲し，海外から輸入されるペット動物の
検疫を強化したこと，島国であったこと，また
真面目な国民性のため，国の指導を忠実に実行
したことが挙げられます．もう 1 点，わが国で
は狂犬病ウイルスが野生動物に波及しなかった
ことが幸いしています．ヨーロッパではヨーロ
ッパアカギツネ，アメリカではスカンクなどが狂
犬病ウイルスを媒介し，根絶を難しくています．
ただ，わが国では狂犬病が撲滅されて 50 年以
上が経過し，狂犬病は存在しないと安心しきっ
ているせいか，近年は犬の飼育数が増えたにも
かかわらず，狂犬病の予防ワクチン接種率は
40 ％程度に低下しています（表 7）．一般に感染
症の場合，70 〜 80 ％の接種率であれば，海外か
らの侵入があったとしても蔓延はしないといわ
れていますが，40 ％程度では万一狂犬病が発
生した場合，蔓延する可能性があります．

回虫幼虫移行症
回虫は人をはじめ，さまざまな動物に寄生し
ています．人の回虫症は世界的には 4 人に 1 人
に見られます．わが国でも 50 年ほど前までは
国民の大部分に回虫症が見られましたが，今日
では衛生面の向上によりほとんど見られなくな
りました．回虫は個々の動物の消化管に寄生し，
ときに下痢などの症状を起こしますが，ほとん
どは何の症状も起こしません．問題は異種の動
物の間に感染した場合，すなわち動物の回虫が
人の体内に侵入した場合です．動物の回虫は人
の体内では成虫になれません．そのため，居場
所を求めて体内を移動し，障害を起こします．
脳に入れば脳炎，眼に行けば網膜炎（図 8）を起
こします．図 9 は外国の例ですが，図 9a は犬
回虫が眼の網膜に侵入し，炎症を起こしている
例です．図 9b は回虫ではなく鉤虫が皮膚に入
ったものです．左頬の下部に幼虫が移行してい
るのが認められます．
動物から人への回虫の感染経路ですが，近年
は動物→人という直接感染は減少傾向にあり，
むしろ肉の生食，特にレバーの生食による感染
が増えています．その理由として挙げられるの
が，最近のグルメブームです．自然農法が行わ
れ，ニワトリなどが放し飼いされていますが，
そこに猫の糞便汚染があり，汚染された餌をニ
ワトリが食して回虫に感染し，その肉を人が生
食した結果，人への感染が起こるのです．
ペットの回虫症ですが，犬回虫は犬に下痢を
起こす程度で，それほど問題にはなりません．
さらに成長すれば免疫ができて，回虫は体外に
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3日後

a

b
図 8 回虫幼虫移行症（バイエル薬品株式会社：ズーノシス辞典より）
（写真提供：東京医科歯科大学大学院赤尾信明先生）
a ：硝子体混濁，視神経乳頭付近に肉芽腫（犬回虫の幼虫が形成）が見られる．
b ：乳頭付近の肉芽腫の移動が見られる．

a

b
図9

外国人幼児の感染例（バイエル薬品株式会社：学術情報より）
a ：犬回虫（Toxocara canis）による眼幼虫移行症
b ：鉤虫種（Ancylostoma spp.）による皮膚幼虫移行症

排泄されてしまいます．しかし，猫回虫は大人
になっても排泄されずに体内にとどまり，卵を
産み，幼虫になります．そして，排便の際に体
外に出てきます．
10 年ほど前に砂場での猫回虫汚染が問題に
なりましたが，事実，半数以上の砂場から猫回
虫が検出されています．そのため，「子どもを
砂場で遊ばせるのは危険である」という発言も
出ましたが，私は心配する必用は少ないと考え
ています．これまで砂場からの回虫感染例の報
告はほとんどなく，遊んだ後に手洗いを励行す
れば，それほど大きな問題にはなりません．た
だ，基礎疾患などがあり，免疫が低下している
人は注意すべきです．
一方，室内で飼育されている猫では生後 1 〜
6 か月で 27.1 ％，7 〜 12 か月で 18.5 ％，4 〜 5 年
の猫では 14.3 ％と，成長とともに回虫症は減少

します．しかし，ペットには年に 4 回程度，定
期的に駆虫剤を飲ませて駆虫すべきでしょう．
そうすれば，ペットの回虫症はなくなると思い
ます．今日，わが国でヒトの回虫保有者がほと
んど見られなくなったのは，国を挙げて回虫駆
除に取り組んだからです．ペットに対しても同
じ対応を行えば，ペットの回虫根絶は可能だと
考えます．

パスツレラ症
ペットからうつる感染症としてパスツレラ症
があります．パスツレラ菌（Pasteurella spp.）は
犬や猫の正常口腔内細菌叢で，犬には 50 〜 75
％，猫には 100 ％見られます．しかし，犬や猫
には病気を起こしません．犬や猫に咬まれて人
が感染した場合，15 分後には激痛が発生し，腫
脹，化膿を起こします（図 10）．
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図 10

右

指尖に見られたパスツレラ症

左

右

a

左

b
図 11 パスツレラ菌による副鼻腔炎（写真提供：日本大学医学部臨床検査医学科荒島康友先生）
a ：治療前，b ：治療後

図 11 は日本大学医学部附属病院で見られた
パスツレラ菌による副鼻腔炎の症例です．通常，
副鼻腔には空気が存在しているのですが，この
方は蓄膿症，すなわち副鼻腔内が化膿し，治療
の効果もなく病院を転々としていました．図
11a を見ると，左側の副鼻腔には空気が入って
いますが，右側は完全に閉塞しています．話を
聞くと，犬を飼っているということでした．そ
こで，「犬に顔を舐められことがありますか」と
尋ねたところ，「一緒に寝てはいるが，顔は舐
められたことがない」とのことでした．しかし，
不思議に思い，就寝中のビデオ撮影を行ったと
ころ，この方は鼾（いびき）をかくため，犬が心
配して顔を舐めていました．その結果，犬から
感染したパスツレラ症と判明し，菌も同定でき

ました．図 11b は治療後の写真ですが，右側の
副鼻腔にも空気が通じたことがわかります．こ
の例にも見られるように，できればペットとは
寝室を共にしないほうがいいと思われます．

人からペットへの感染
次に人からペットへの感染，すなわち人由来
感染症として，結核の疑いで私の病院を訪れた
犬の例を示します．この犬はイタリアングレー
ハウンドという種類で，雄の 7 歳，体重 9 kg で
す．この犬が飼われていた家の家族構成ですが，
56 歳の父親が結核を発症，直ちに入院となりま
した．結核を発症するまで，父親は犬と寝起き
を共にしていたということです．また，55 歳の
母親にも肺に陰影が見られ，25 歳の息子もツベ
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a

b

c

d
図 12 結核の際のツベルクリン反応の実施部位と 48 時間後の反応
a ：ツベルクリン反応の実施部位，b ：イタリアングレートハウンドの 48 時間後
c ：ビーグルの 48 時間後，d ：シー・ズーの 48 時間後

ち飼い主が感染源になりうることもあることを
再認識させる症例でした．

ルクリン反応 2 ＋であったため，犬への結核の
感染を不安に思い，嫁いだ娘さんが孫を連れて
実家に帰るのを嫌がりました．そこで，母親は
犬の結核を診てもらおうと考え，いろいろ動物
病院を訪ねましたが，結核の診断はできないと
のことで，私の病院を訪ねてきました．私自身，
ペットの結核の診断の経験はありませんでした
が，いろいろな研究所に相談して結核の診断を
行うことになりました．まず体温や症状，胸部 X
線，炎症マーカーの CRP，血球計数検査などを
行いましたが，いずれも結核を疑わせる所見は
ありませんでした．そのため，ツベルクリン反応
を調べることにしました．人の場合は上腕部で
ツベルクリン反応を調べますが，犬の場合は教
科書的に耳の内側の無毛部で調べます
（図 12a）
．
私はこの犬と，自分で飼っているビーグルとシ
ー・ズーを対照として，2 日後の反応を見まし
た．その結果，その犬（図 12b）も，対照とした
ビーグル（図 12c），シー・ズー（図 12d）もツベ
ルクリン反応は陰性でした．さらに全身麻酔下
で気管支洗浄液を採取し，その培養と遺伝子検
査も行いましたが，結核菌は陰性でした．この
犬には結果的に結核の感染は見られなかったも
のの，人の感染症がペットに感染する，すなわ

おわりに
感染している動物あるいはペットは決して悪
者ではありません．ペットを悪者にしないため
にも，飼い主がペットの感染症に関する知識を
十分に持ち，その予防を行うことが重要です．
そして，狂犬病以外のペットの感染症は治療可
能であることも認識しておくべきです．先にも
述べたように，現在は異常なほどのペットブー
ムで，ペットは家族あるいはそれ同様の扱いを
受けていますが，ペットは友だちではあっても，
決して恋人ではありません．例えば，いくら家
族といっても，父親が娘や息子の顔を舐めるこ
とはありません．しかし，ペットにはそのよう
な行為を許しています．可愛がることは大切で
すが，節度を守って接しましょう．最後に私の
好きな言葉を挙げさせていただきます．この言
葉はペットから発せられた言葉だとお考えくだ
さい．「あなたにはたくさんの 友だち がいま
すが，僕には あなた しかいません」．
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