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All insurance claims data of 217,150 

dogs (male 115,192 and 

female101,958) contracted with 

Anicom pet insurance from April 1st 

2008 to March 31st 2009 were used for 

the research.
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Among 144 insured dogs reported as dead in 10 years old, 16.9% claimed reimbursement by 

tumor just before the death（Fig.1Fig.1Fig.1Fig.1）. Incidence of tumor in Golden Retrievers (15.4％) is highest 

among top 17 insured breeds （Fig.2,3Fig.2,3Fig.2,3Fig.2,3）. Incidence of tumor is 7.9％ in female and higher than 

that of 6.4％ in male （Fig.Fig.Fig.Fig.４４４４）. The reason why the rate in  females is higher than in males seems 

to be high incidence of mammary tumor in females. The rate of mammary tumor is very low 

(almost none) in males but is 1.4% in females. The rate of mammary tumor was highest in 

Malteses among 17 breeds. （Fig.Fig.Fig.Fig.５５５５）. 

Incidence (%) = number of claimed dogs / insured dogs
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Anicom, the leading pet insurer in Japan started its operation about 

12 years ago, and currently almost 400,000 pets take out insurance 

policies. Insurance claim data could provide epidemiological 

information. In this study, we tried to investigate the prevalence of 

tumors based on analyses of the above data in Japan. 
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ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

It is considered that the pet insurance data can provide the tendency of disease in

dogs. It is suggested that we can develop more effective sampling methods for

research and could introduce better treatment and prevention by more effective

usage of these data.
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2008年4月１から2009年8月31日ま

でにアニコム損害保険と契約をした

犬217,150 (雄 115,192 および雌

101,958)頭を調査の対象とした。

目的目的目的目的 方法と目的方法と目的方法と目的方法と目的

10歳で亡くなったと報告のあった144頭のうち、 16.9%の個体は、死亡報告の直前に腫瘍で請求

していた（Fig.1Fig.1Fig.1Fig.1）. ゴールデンレトリバーにおける腫瘍発生率(15.4％) は保険に加入の多いトップ

17品種中最も高かった （Fig.2,3Fig.2,3Fig.2,3Fig.2,3）. 雌の腫瘍発生率は7.9％で雄 6.4％よりも高かった（Fig.Fig.Fig.Fig.４４４４）. そ

の背景には、乳腺腫瘍の影響が考えられた。雄では乳腺腫瘍の発生がほとんどなく、雌では

1.4% の発生があった.。17品種中マルチーズの乳腺腫瘍の発生が一番高かった （Fig.Fig.Fig.Fig.５５５５）. 

Incidence (%) = number of claimed dogs / insured dogs
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アニコムは、12年前からどうぶつの保険制度を運営しており、現在

では、約40万頭の引き受けを行っている。保険金支払いによって蓄

積されたデータは疫学分野において有効である。そこで、我々は、

日本の保険加入犬に関する腫瘍の発生状況を調査した。
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考察考察考察考察

ペット保険の給付金支払いデータから、ある程度疾患の発生傾向を探ることができ

た。今後、ペットの疾患に関わる研究を進めるにあたり、効率的なサンプリング方法

の探索や、よりよい治療と予防方法を模索することにも有益となりうる。
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