
　猫に咬まれた患者の41.3％がうつ病という割合は、
猫以外の動物による咬傷の患者の割合（28.5％、p
＝ 8.7 × 10 － 11）や犬による咬傷（28.7％、ｐ＝ 2.2
× 10 － 8）に比べ、有意に多い。
　猫による咬傷とうつ病の診断があった 310 人の患
者のうち、85.5％は女性であった。それに比べて、
犬による咬傷では女性は 64.5％であった。これはう
つ病を持った女性全体の割合 65.3％とほぼ等しいも
のであった（図 2）。
　これに関しては、彼らは、うつ病の診断との関係
でどの段階において咬傷を負ったのか調べている。
結果からは、先にうつ病と診断された患者の割合が
大きい。猫による咬傷およびうつ病の患者の 71.0％
は、最初にうつ病になり、その後猫に咬まれていた。
犬に咬まれた患者の 61.6％は最初にうつ病になり、
その後犬に咬まれていた。しかし、猫による咬傷お
よびうつ病の患者の 27.1％は、最初に猫に咬まれ、
その後にうつ病になっていた。犬に咬まれた患者の
36.2％は、犬に咬まれた後にうつ病になった。
　以上の発表はどのように考えることができるのだ
ろうか？

うつ病と猫による咬傷の関連について

　この報告を受けて、この奇妙な関連に関する可能
性のある因果関係を検討する報告もある２）。
　うつ病の人は、猫を飼いたがる傾向があるからだ、
という推測がある。猫に咬まれる前にすでに 71% の

はじめに

　“猫による咬傷と女性のうつ病とは関連がある”と
いう大変に興味深い論文が発表されている１）。猫に
咬まれた患者の 41.3％にうつ病が、そして、その
85.5％は女性であったという。以下に、その内容に
関して検討してみたい。
　ミシガン大学では自由記載による電子カルテシス
テムを実施しており、これには国際疾病分類（ICD）
第 9 版コードのみならず、 患者の統計学的情報も
データに含まれている。
　Hanauer らは、この電子カルテシステムから 18
歳以上で ICD においてうつ病に関する項目に該当す
る全ての患者を抽出した。また、動物に咬まれた、
あるいは怪我をさせられた 18 歳以上の患者につい
ても抽出した。その後、うつ病の症状と動物からの
咬傷歴の両方がある患者を定量し、その患者たちを
年齢、性別などに分類した。
　1,327,368 人の患者がこの母集団である。このうち
18 歳以上の患者の 116,922 人（8.8%）がうつ病や抑
うつ状態、気分障害などと診断されており、また、
3,018 人（0.23%）は、動物による咬傷や怪我といっ
たコードで表される患者であった（図 1）。
　咬傷を負った患者のカルテの記録内容とコードの
記載をまとめると、猫による咬傷を受けた 750 人の
患者のうち 41.3％の患者にうつ病の診断がある。こ
れは成人の一般的な患者群のうつ病の割合（8.8％）
より有意に高い値を示した（P ＜ 2.2 × 10 － 16）。
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人がうつ病を診断されている。うつ病の人が、自分
の精神的健康回復のために猫を飼う、これが猫咬傷
とうつ病と関連する原因であるという考えである。
これが最も有力な推論という指摘もある。 
　うつ病の人は猫とアイコンタクトが少ないためか
もしれない 3、4）。そのため、猫が不愉快を感じて咬
むのかもしれないし、そもそも猫はうつ病の人に飼
われることを好まないのかもしれない。うつ病の人
は猫が不快を感じるように振る舞うのかもしれな
い。例えば、猫に餌を与えることを忘れ、それで猫
が怒り咬みつくのかもしれない。
　あるいは、うつ病の人は複数の猫を飼うことを好
むのでより咬まれることが増す。あるいは、うつ病
であるほど猫をかまうという推論もある。確かに、
猫をかまうにつれて猫に咬まれる頻度が増加する。
　猫の咬傷に関して考えてみると、猫の長い歯で咬
まれると傷は深い。この傷をきれいにすることは困
難。これにより感染症を発症したり医学的な処置が
必要となり、うつ病を発症するのかもしれない。自
分がかわいがっている猫に咬まれることで、診断さ
れないくらい軽度のうつ病の人では、うつがより重
症になりうつ病と診断されるのかもしれない。うつ
病の人は、そうでない人に比較して、軽症の傷であっ
ても病院などを受診し治療をより求める傾向があ
り、病院の統計で有意差がみられたのかもしれない。
　猫は糞便にトキソプラズマなどの寄生虫を有して
いる。既報のように、トキソプラズマ感染により、
うつ病などの精神疾患を発症するかもしれない５）。
　ひょっとすると、うつ病の人が自傷行為を行い、
これを猫によるものと言っているのかもしれない。
それで、病院の記録ではうつの人に猫咬傷の合併と
なったのである。
　いかがだろうか？　うつ病が先か、猫による咬傷

が先か、これにより、いろいろな考えがあると思う。

女性はうつが多い？

　厚生労働省のホームページによると、我が国では、
女性は男性の２倍程度うつ病になりやすい。うつ病
が女性に多いことは、世界的な傾向である。男女差
の原因としては、思春期における女性ホルモンの増
加、妊娠・出産など女性に特有の危険因子や男女の
社会的役割の格差などが考えられている６）。
　Hanauer らの検討でも、うつ病の割合に関しては、
成人でうつ病の母集団のなかで、男性（34.7％）よ
り女性（65.3％）の方が多いという結果であった。
これは、我が国の実情にも適合している。

うつ病の診断について

　1980 年にアメリカ精神医学会が精神障害の診断と
統計マニュアル第 3 版（DSM-III）を発表し、うつ
病性障害を、ある程度症状の重い大うつ病（Major 
Depressive Disorder）と、軽いうつ状態が続く気分
変調症（Dysthymia）に二分した。原因による分類・
定義が現時点では困難であるため、1994 年に発表さ
れた精神障害の診断と統計マニュアル第 4 版でも、
ICD 第 10 版第 5 章 精神および行動の障害でも、基
本的には DSM-III のうつ病性障害の診断分類の構成
が継承されている７）。
　特に、うつ病という診断には厳密には精神科的な
診断が必要である。しかし、Hanauer らは診断にう
つ病を示す ICD コードがあった患者をうつ病として
統計処理を行った。これらの患者が精神科的に本当
にうつ病と診断されていたかに関しては確認してい
ない。この論文で主題となっているうつ病に関して

図１　うつ病の診断 図2　うつ病の中の女性の占める割合



は、英文表記の depression という記載のみである。
　この検討で使用した ICD コードは臨床的な診断で
はなく、主にレセプトの目的で使用されているもの
である。我が国の保険制度で用いられている病名登
録制度と米国の状況は異なることも推測されるが、
あくまでもレセプトの目的で使用されているもので
ある。この検討でうつ病のコードとして最もよく使
われていたのは、ICD311（他には分類できない抑う
つ性障害）や ICD296.30（主要なうつ病性情動障害、
周期的なエピソード、軽度）、ICD296.20（主要なう
つ病性情動障害、1 エピソード、未分類）などであり、
うつ病というよりも抑うつ状態というようなレベル
とも推測される。
　この報告では、成人の一般的な患者群のうつ病の
割合は 8.8％であると述べている。一方、 我が国で
は、12 カ月有病率が 1 ～ 2%、生涯有病率が 3 ～ 7%
であり、彼らの報告に比較すると明らかに低い。う
つ病は検査などで明確に診断できる疾患ではないた
め、診断基準が少し変わることによって、診断され
る患者数にかなりの差が出てくる。うつ病であると
いう診断の違いが大きく影響すると推測される ８）。

まとめ

　電子カルテシステムの導入によって医療のビッグ
データが保存可能となり、日常的な臨床において記
録されたこれらの情報は新しい発見への可能性を開
いた。データ分析のアルゴリズムを使用し、膨大な
データから未だ解明されていないパターンを解明す
る情報発掘アプローチは、電子カルテシステムにお
いて応用されてきている９）。このような技術を用い
ることは、最終的に健康増進につながるような関連
を明らかにする可能性がある 10、11）。このような方向
性を示さず、仮説を置かない情報発掘アルゴリズム
が、猫による咬傷とうつ病との間の奇抜な関係性を
見出した。
　このデータは一般的な集団に比べて、猫による咬
傷を負った患者ではうつ病の可能性が高いことを示
している。猫による咬傷は、特に女性ではうつ病の

マーカーとして役立つ可能性を示し、これらの患者
に対してうつ病のスクリーニングをすることは早期
発見の手段になるかもしれない。
　うつ病は未だに重大な公衆衛生学的問題であり、
死亡率の上昇と連動している。更に 2030 年までには
疾病の三大主因の一つになると予測されている 12）。
　うつ病は環境のストレスなどが引き金になる場合
もあるが、何も原因がないまま起こる場合もある。
うつ病では、セロトニンやノルアドレナリンなど
の脳内神経伝達物質の働きの低下が推測されている
が、まだ充分に実証されているとはいえない８）。
　猫による咬傷とうつ病の関係性に注目すると、こ
のような関係性が何故存在するのかについては、充
分に検討されておらず、その関係は複雑であること
も推測される。しかし、このようなビッグデータの
活用は zoonosis 研究において、新しい視点からの研
究方法であると考えられ興味深い。
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