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８校

新世紀・
「One Health」としての Zoonosis〈第 2 回〉

はじめに

Zoonosis 協会編

1. 犬・猫の咬傷感染症を考える前に
１）日米の犬・猫咬傷事故は何件？（ 犬・猫による

今回から、Zoonosis の各論を臨床研究者・症例経

咬傷の本当の件数は？）
《 量的考察 》

験者により執筆を開始する。本連載は、各感染症を

あくまで推計数であり、また、日米の母集団には

専門で研究、または、症例を経験した執筆者が、読者

違いがある（ 表２）ゆえに、単純に比較はできない。

に「ここは、これだけは、伝えたい」という思いを、

米国の犬咬傷の推計は、ある規模の医療機関の受診

執筆者の言葉（ 文 ）と図表で進めていく。ゆえに文

データを基にした米国全体の推計で、米国民 28,600

体等は執筆者により異なることを了承願いたい。各

万人中、年間 470 万人が犬咬傷に遭い、そのうち 80

論の連載は、表１に示したⅠ〜Ⅷの予定である。た

万人（ 約 17 ％）が医療機関を受診し、6,000 人（ 0.13

だし、トピックス的な情報が入った場合には、特別

％）が入院、12人（ 0.0003 ％）が死亡したとのことで

寄稿も織り込みたいと考えている。

ある 。一方、咬傷から感染に至る割合は、4 〜 20

このたび、われわれ医師と獣医師の連携による連
載が、診療の支援の一助となることを祈念し、標語

１）

％と考えられている。
本邦におけるデータは、2001 年の日本国民 12,700

を考案した（ 図１）
。Zoonosis の診断がうま（ UMA ）

万人中、犬咬傷事故件数が 6,384 件（環境省 1982 年

くいったならば幸甚である。ちなみに、
「猫ひっかき

発表の約 14,000 件からは減少傾向：表２）で、死亡

病」の回を担当する公立八女総合病院 企業長の吉

者は 3 人（ 0.05％）と報告された 。この本邦のデー

田 博氏は、「Zoonosis は疑わなければ絶対診断でき

タは、保健所に届け出られた集計であり、米国のよ

ない」とまで、断言している。

うに医療機関の受診データを基にした推計ではない

２）

ため、咬傷事故から死亡に至るまでの推計報告は認

犬・猫の咬掻傷感染症について

められない。
一方、米国における猫咬傷事故の推計は、年間約

今回は、論文報告数、重症度等から重要と考えられた

40 万人で、猫咬傷から感染にいたる割合は 20 〜 50

5 疾患のうち、カプノサイトファーガ（ Capnocytophaga ）

％と考えられている。本邦における猫咬傷事故のデ

感染症、猫ひっかき病（CSD）
、パスツレラ（ Pasteurella ）

ータは認められない。

症、狂犬病の 4 疾患について記す。

２）日本の犬咬傷事故は減少しているのか？

本疾患に遭遇するであろう診療科

《 質的考察 》

救急救命科、皮膚科、外科（ 特に一般、形成 ）、小児

本邦では犬・猫咬傷事故は増加傾向と考えられる。

科、一般内科、心療内科等

その論拠は、環境省が広報した「犬による咬傷事
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表１ Zoonosis 各論の連載予定
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図１ Zoonosis の診断に至るための 3 箇条

表２ 日米における年間犬・猫咬傷数の比較

故状況」の、1983 年の約 12,000 から 2001 年の約 6,000
２）

への減少

とは逆に、われわれが 2002 年に行った全

国の医師臨床研修教育指定病院にアンケート調査を
行った結果

３）

である。犬・猫の口腔内常在菌で、咬

ではなぜ、環境省の「犬による咬傷事故状況」の
データでは減少と報告されているのであろうか？
考えられることは、医師を受診しても保健所へ届
け出ていない可能性が高いということである。

傷感染症から分離率の最も高いパスツレラ属菌の膿

われわれが以前に行った、犬咬傷経験者に対する

からの分離が、1992 年 10 例以下から 2001 年 140 例

調査（ 回答者数 226 人、表３）では、咬傷後役所に届

と、10 年間で 14 倍と著しい増加を認めたからであ

け出をした者と、無回答・不明が、それぞれ 10 人

る（ 図２）
（ ただし、この例数は調査の際に原因動物

（4.4％）で、届け出なかった者が206人（91.2％）であ

の記載がなかったため、猫咬掻傷によるものも含ま

った（ 届け出なかった理由は、①飼育犬による咬傷

れる。参考までに、1991年のわれわれのデータでは、

（ 43.4％）であったため、②近隣の飼育犬で、飼育者

４）

分離の比率は犬：猫が 5：8 であった 。トレンド的

に気兼ねしたため（ 51.3％）であり、合計で約 95 ％で

には増加傾向でよいと考えている ）。

あった ）
。この割合で 2001 年の犬咬傷件数（ 6,384 件 ）
35
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図２

をもとに推定してみると、2001 年の犬咬傷経験者は

犬ではパスツレラ属菌を筆頭に、ブドウ球菌、連鎖

7 . 3 万人となる。また、2001 年の日米の人口比率

球菌を主に、全体で約 50 の属で、150 を超える菌種

（ 1：2.25 ）と、飼育頭数の比率（ 1：5.5 ）との割合を

が確認されている。

用いて米国犬咬傷者数（ 470 万人 ）をもとに推定す

しかし、実際に犬・猫のみが保有または関与し、

ると、約 38 万人となる。飼育環境の違い、本邦には

その重症度、論文報告等から、重要と考えられた 表５

中型闘犬であるアメリカン・ピット・ブルテリアの

の 5 疾患を挙げた。

存在が少ないこと等を考慮すると、本邦における犬

ここでは、犬咬傷を例として挙げて話を進める。

咬傷件数は約 7.3 万人（ 件 ）に近いのではないかと考

咬傷時に診療で重要なことは、表６に示したように、

えられる。

患者と、加害動物との情報であり、「いつ、何に咬

各論のパスツレラ症で詳細は記載するが、日米で

まれた・引っ掻かれたのか？」、
「一般健康状態は？」

は、人種構成（ 貧富差、文化 ）、および本邦が皆保

等の答え、また、受傷からの時間経過、動物種によ

険制度であること等の違いがあり、本邦では比較的

る病原体の種類、現症等の情報から、各感染症の推

容易に予防的抗生剤の投与が行われる。しかし、米

定、治療方針等を立てることができる。

国は任意保険制度で米国民がグレード別の保険に入

受傷から、短時間に腫脹、疼痛を伴えば、パスツ

る等の大きな違いがある。そして、この相違がある

レラ症の可能性が高い。受診まで 8 時間以上経過し

程度、米国の犬咬傷事故件数が多いことに反映して

ている場合、咬傷部は開放創とし、ドレナージを行

いると考えられる。

う方が予後が良い。さらに、患者に

狂犬病

ワク

チン接種がなされておらず、原因となった犬につい
2. 咬傷時の感染菌・感染症と鑑別ポイント
犬・猫による咬傷に伴う感染症の起炎菌には、一
般的には Talan ら
36

４）

５）

の 表４（ 改訂版 ） のように、

て情報がない場合、それらワクチンの接種について
も考慮することとなる。また、原因となった犬の所
在が判明し、狂犬病ワクチンが未接種であった場合
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表３ 犬咬傷事故と原因犬飼育者、咬傷事故届出状況、咬傷事故の原因

表４ 犬咬傷50例から分離された細菌

４）、５）

表６ 犬咬傷時における感染成立（ 予後判定 ）因子

表５ 犬・猫咬傷による重要な感染症

37

2011̲05̲34-38̲zoonosis̲8 2013.6.6 9:30 AM ページ 38

８校

には、その犬を獣医師のところで 2 週間観察しても

有痛性のリンパ節腫脹を引き起こす。 猫 と病名に

らい、狂犬病か否かの判定を行う必要がある。また、

名前が付いているが、犬からの感染も確認されてい

ここでは犬を例に挙げたが、猫の場合は、犬歯が鋭

る。FUO（ 不明熱 ）、リンパ節腫脹の鑑別疾患であ

く深部に至ることから、パスツレラによる骨髄炎に

り、まれに肝脾腫大症、脳症・髄膜脳炎を起こす注

なる可能性もあり、関節部付近の咬傷の場合には、

意すべき Zoonosis である。前記した症状が認められ

敗血性関節炎に発展する可能性がある。いずれにせ

た場合には、ぜひとも

よ早期診断、早期治療が重要である。

き感染症である。

Zoonosis を疑ってみる べ

次号より犬・猫の咬掻傷感染症の各感染症の連載

４）狂犬病（ Rabies ）は、狂犬病ウイルス（ Rabies

を開始するが、今回は簡単に犬・猫咬傷による重要

virus ）に感染した犬を主に、猫、コウモリ等、多

な感染症（ 表５）について説明を行う。この中には、

く の 哺 乳 動 物 か ら 感 染 し 、 ほ ぼ 100 ％ 死 亡 す る

ペットから感染する Zoonosis の中で最も発生数が多

Zoonosis である。近年、SARS、鳥インフルエンザ

いと考えられるパスツレラ症、猫ひっかき病が含ま

等に話題を取られていたが、2006 年に輸入感染症と

れている。

してフィリピンから帰国後に発症し死亡した 2 例（ 京

１）パスツレラ症（ Pasteurellosis ）は、グラム陰
性桿菌である Pasteurella 属菌（ 主にパスツレラ ム

都府、神奈川県 ）が確認された。本疾患の怖さをあ
らためて示された重要な Zoonosis の一つである。

ルトシダ ）が原因菌で、猫の口腔内に 100 ％近く、犬

５）破傷風（ Tetanus ）は、グラム陽性嫌気性菌

で約 75 ％常在する。犬・猫の咬傷感染症の原因菌の

の破傷風菌（ Clostridium tetani ）による感染症で、

筆頭で、受傷後、数時間から 2 日で局所の腫脹、発

ヘビや犬の咬傷部位閉鎖性措置により、感染発症す

赤、発熱を呈し、蜂窩炎、重症化すると壊死性筋膜

る報告がある。毒素により全身性の強直性痙攣を起

炎となり死亡例も確認されている。特に、単独感染

こす。死亡率は約 30 ％であるが、動物による咬傷に

の場合、浸出液がスペルマ様の異臭を放つ。日和見

起因した症例はまれである。

感染の傾向があり重症化する。咬掻傷感染以外にも

東日本大震災の被災者の皆様に、心よりお見舞い申し上げ

呼吸器系、尿路系、敗血症、髄膜炎等の感染もあり、

ます。 何もかも失っても、まだ、未来だけは残っている

注意すべき Zoonosis である。

とを忘れないでください。当協会の目的は安全管理（ 危機管

２）カプノサイトファーガ（ Capnocytophaga ）
感染症は、グラム陰性菌のカプノサイトファーガ属
菌（ 主にカプノサイトファーガ

こ

理 ）であることから、「災害時（ 津波を含む ）の感染症対策」
の URL を記載させていただきます。

http ://blog . livedoor . jp/disasterinfection/

カニモルサス ）が

原因菌で、犬の口腔内に 92.3 ％、猫の口腔内に 86.1
６）

％常在する 。咬掻傷の大小に関係なく感染し、突

文献
１）Centers for Disease Control and Prevention. Nonfatal Dog

Bite − Related Injuries Treated in Hospital Emergency

然、敗血症で発症することが多く、急な経過をとっ

Departments − United States, 2001, MMWR July 4, 2003 ;

て死亡することが多いことから、「昨日元気で、今

52 : 605 − 610.

日ショック！」という標語まで付けられている。死
亡率は世界的にも 30 ％台である。患者のうち約 40
％が基礎疾患を持たない

自称健康者

であり、注

意すべき Zoonosis である。
３）猫ひっかき病（ Cat scratch disease：CSD ）
は、やはりグラム陰性菌の Bartonella 属菌であり、
猫の赤血球内に寄生し、猫ノミが媒介している。パ
スツレラ症同様に症例が多く、咬掻傷後 12 日前後に
38

２）環境省：第三回動物の愛護管理のあり方検討会・資料 2「危害
や迷惑問題の発生状況」；平成 16 年 3 月 17 日.
３）荒島康友，他：人と動物の共通感染症の最前線 Part 1 1992 〜
2001 の 10 年間の本邦における Pasteurella spp. の分離状況.

JVM. 57, 667 − 668. 2004.
４）Talan DA, et al. : Bacteriologic analysis of infected dog

and cat bites, N Engl J Med. 14 ; 340 : 85 − 92. 1999.
５）荒島康友，他：1 イヌ咬傷．動物由来感染症 その診断と対策（ 編：
神山恒夫，山田章雄 ）
．真興交易1医書出版部，157 − 161, 2003.
６）鈴木道雄：イヌ・ネコ咬傷・掻傷と Capnocytophaga canimorsus
感染症．モダンメディア，56, 71 − 77. 2010.

