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シンポジウム“現場データの疫学研究への応用"

家庭どうぶつの保険と その関連データを活用した予防啓発活動
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Anicom has acquired the license of operating“Animal health insurancピ'合omthe Financial Services Ag巴ncyand has now been 

issued the insurance policies to more than 430 thousands animals (89% dogs， 10% cats， and 1 % birds/rabbits/ferrets) as at December， 

2012. 

When animals are registered to Anicom's insurance system， the individual data (species， br巴巴d，sex and age etc.) of animals are 

recorded in the computer database systems. Information on insurance coverage such as disease classification， time， breeds， areas and 

hospital， can be accumulated in above computer database. These insurance coverage data can be utilized for epidemiological study on 

animal diseases and the results can be useful in preventing 印刷redisease occu汀ence.For example， foreign body ingestions by dogs 

are dangerous behavior which can result in deaths， and careful monitoring of these behaviors should be carried out by veterinary 

personnel. We investigated data in regard to incidence of foreign body ingestion in order to understand the cu汀entsituation and to 

prevent fu旬reincidence. 

Dogs can be a good sentinel animals for human health since environmental conditions and many diseases are shared between 

dogs and humans. We are trying to expand our epidemiological research using insurance data for the sake of mutual benefits and 

bonds between animals and humans. 

家庭どうぶつの保険

我が国の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

のベット保険が商品化されるなどしたものの， 2000年に

連絡先:川原井麻子*

アニコム ホールデイングス株式会社
干16ト8546 東京都新宿区下落合 1-5-22アリミノ

ビル4階

Tel:03-5348-3911 ;Fax:03-5348-3922 
E-mail: asako.kawarai@ani-com.com 

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」として運営しており，約 43万頭 (2012年 12

月時点)の家庭どうぶつ(犬 89%・猫 10%・烏/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

証を発行している。

保険関連データの特徴

保険制度では，加入時に，種・品種・性別・年齢などと

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
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図 l 犬の誤飲の年齢別発生率

※ 2009 年度にアニコム損保「どうぶつ健保Jに契約した 0~10 歳の犬 252 ，414 頭を対象に，支払った保険金データから，

消化管内異物， タマネギ/ネギ中毒，チョコレート中毒， タバコ中毒，殺鼠剤中毒，薬物中毒のいずれかの診断名で

請求があったものを「誤飲」として抽出し，それぞれの年齢ごとに分析

登録される。公平性の観点から，加入時は健康であるとい

うことが前提となる。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。これらのことから，

登録された情報が，ほほ常に新鮮な状態でデータベース化

されているといえるだろう。

さらに，その保険加入どうぶつという集団に対して，時

間経過とともに， rいつ， どの動物がどんな症状で， どの

病院で，いくらの費用をかけてJ医療をうけたのかとい

う保険金支払情報も蓄積されることとなる。これら保険金

支払いデータは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，ベット保険のデー

タを活用して， リンパ腫，乳腺腫蕩，骨腫蕩，アトピー性

皮膚炎，帝王切開が必要な難産，心疾患，子宮蓄膿症，糖

尿病などの疾患の犬種別や地域別などの，罷患率が調査され

ている。

家庭どうぶつ医療分野の統計としては，動物病院のカル

テ情報データをまとめるといった方法もとられている。こ

の場合の対象はすでに病気の徴候を飼い主が認識して来院

した動物であることが多くなる。それに対して，保険会社

データを用いた場合の対象は，健康な個体を含めた保険契

約動物が標本母集団となるという点が特徴的である。

保険関連データを予防啓発・研究につなげる

犬種や年齢ごとに比較的発症の多くみられる疾患につい

て，そのタイミングやターゲットを絞って啓発を行うこと

で，本データそのものを，予防車年発活動に活用できると考

えられる。

さらには，これらのデータは，遺伝および環境要因との

関連性を探求するための仮説生成のデータとしても位置づ

けられ.基礎研究や臨床応用を展開することができれば，

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。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。筆者らは保険金支払いデータを分析し疫

学データとして広く啓発することで(疾患の発生)予防に

取り組んでいる。具体的な取り組み例として「誤飲Jをあ

げる。「誤飲」で来院し保険金請求にいたったケースは， 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(図 1) 。

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・レトリーパー 6.8%，キヤノf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・

レトリーパー 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。また，

誤飲発生との関連が示唆される 24要因について，飼い主

向けにアンケートを実施した結果， r多頭飼育であるJ，I避
妊・去勢手術をしている」などの 11要因と誤飲歴に強い

関連が認められた。これらのひとつひとつの要因について，

ターゲットやタイミングを絞って，対策を案内していくこ
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とで，事故防止につなげていきたいと考えている。

最後に，飼育犬において認められる疾患の多くは，ヒト

においても認められる。実験動物と異なり飼育環境がヒト

の生活環境とかなり重なるということで，環境要因が強く

疑われる疾患の研究などの分野で，飼育犬はヒトの疾患モ

デルとしても期待されていると聞く。つまり，飼育犬の疾

患データの活用先にヒトの疾患研究があるということだ。

どうぶつにやさしいことは，ビトにもやさしい。そして，

どうぶつが健康でいるためには，飼い主が健康である必要

がある。家庭どうぶつ医療データを活用したより多くの予

防啓発，研究が， どうぶつだけでなく，ヒトの健康にも役

立ち，また，多くの人とどうぶつの鮮につながることを願っ

ている。
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