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あ ら ま し

富士通はICTを活用することで社会の抱える課題を解決し，人々の生活を豊かにする
ソーシャルイノベーションの実現に取り組んでいる。本稿では，その取組みの一つとし

て，飼主とペットの生活を豊かにすることを目的とした「どうぶつクラウド」におけるビッ

グデータ活用事例を紹介する。ペットとの生活の変化を背景として，病気の早期発見・

予防や，納得感のある医療という飼主のニーズが高まっている。筆者らはアニコム ホー
ルディングス株式会社との協業による情報収集のための基盤形成や，情報の入力インター

フェースとなる動物病院向け電子カルテ「アニレセ F」の開発を通して，どうぶつクラウ
ドに収集し管理される動物病院の診療情報の統合分析結果をビッグデータとして活用す

ることで，動物医療への貢献を目指している。

Abstract

Fujitsu pursues the realization of social innovations designed to solve challenges in 
society and enrich lives of people through information and communications technology 
(ICT).  One such pursuit is Animal Cloud, which aims to improve the lives of pet 
owners and their pets.  This paper describes a case of big data utilization in the Animal 
Could project.  Pet owners are increasingly demanding better veterinary services, such 
as early diagnoses and disease prevention as well as reasonable treatments for their 
pets.  With these demands in mind, we have collaborated with Anicom Holdings, Inc. to 
construct a core system for data collection, and developed Anicom Receptor F, a data-
entry interface dedicated for use by animal hospitals.  By having clinical data from 
veterinary centers stored and managed on Animal Cloud, and carrying out integrative 
analyses on them to generate big data, the aim is to make contributions toward better 
animal health.
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飼主とペットの生活を豊かにする
ビッグデータ活用：どうぶつクラウド
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一方で，これらの変化を背景とした社会的な課
題も存在している。一つ目に，病気の早期発見や
予防へのニーズの高まりが挙げられる。2013年度
の犬・猫の平均寿命はそれぞれ14.2歳と15.0歳で
あり，高齢化は人間だけでなくペットにおいても
同様に進行している（図-2）。ペットの高齢化が進
行する中で，犬・猫にかかる年間の病気・ケガの
治療費やペット保険料も増加している（表-2）。（3）治
療費や保険料の削減のためにも，適切な動物医療
の提供による病気の早期発見・予防が求められて
いる。
二つ目に，納得感のある医療に対するニーズの
高まりが挙げられる。ペットの家族化により飼主
にとってペットの重要性が増し，動物医療におい
ても人間の医療と同様にインフォームドコンセン
ト（医療に関する十分な説明と同意）が重視され
る傾向にある。（4）

このようにペットとの生活の変化によって，病
気の早期発見・予防や，病気に関する十分な説明
による納得感のある医療の提供といった医療サー
ビス品質の向上のニーズが高まっている。

ま　え　が　き

ICTの発展により，多種多量な情報の収集および
それらを解析・活用した業務の効率化や高度化が
実現されてきた。こうしたビッグデータの活用は，
ビジネスだけではなく人々の生活に密着したシー
ンでも，これまでになかった新たな価値を創り出
すことができると考えられる。
富士通はビッグデータ活用の一つとして，動物
医療分野やペット業界の発展に寄与するとともに，
飼主とペットの生活を安心で豊かにすることを目
的とした「どうぶつクラウド」の構築に取り組ん
でいる。
本稿では，生活に密着したソーシャルイノベー
ション分野における，どうぶつクラウドでのビッ
グデータ活用事例を紹介する。

ペットの家族化と飼主ニーズの高まり

本章では，現代におけるペットと飼主との生活
を取り巻く環境の変化について述べる。
日本の犬・猫の飼育頭数の総数は2000万頭を超
え，全国5000万世帯の約25％が犬や猫と生活をと
もにしており，ほかの動物と合わせると，何らか
のペットと生活をともにしている世帯の割合は約
40％にも及ぶ（図-1）。（1）また，一般社団法人ペット
フード協会が実施した調査（2）では，飼主のうち約
80％の人々が，ペットを「生活に喜びを与えるも
の」と回答しており（表-1），ペットが家族と同じ
くらい生活に喜びを与える存在であることが分か
る。ペットは家族の一員として，飼主にとってか
けがえのない存在となっている。

ま　え　が　き

ペットの家族化と飼主ニーズの高まり

表-1　生活に喜びを与えるもの
（複数回答可）

猫飼育者 犬飼育者

1 ペット 82.3％ 家族 81.8％
2 家族 78.0％ ペット 79.7％
3 趣味 68.9％ 趣味 65.1％
出典：一般社団法人 ペットフード協会　平成25年度 全国犬・猫飼育実態調査 結果
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図-2　犬と猫の平均寿命
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● 情報収集の基盤形成：アニコム社との協業
富士通は，2013年9月にアニコム社との動物病院
向けクラウドサービスの共同開発と販売に関する
協業を発表した。（5）

アニコム社は，保険加入数約54万件，保険対応
病院数5000以上を持つ国内ペット保険市場におけ
る最大手である（2015年4月現在）。（6）また，同社の
動物病院向け医事会計ソフトウェア「アニコムレ
セプター」は全国に1万ある動物病院のうち約1800
動物病院への導入実績を持っており，動物医療業
界における国内最大規模の情報基盤を有する企業
である。
この協業パートナーシップ締結は，アニコム社
が持つ動物病院への広いチャネルを活用した販売
と，富士通が持つクラウドサービスを利用した開
発および運用のシナジーを生み，両者が単独では
実現できなかった動物医療業界へのより深いアプ
ローチを可能にした（図-3）。
● 情報の入力インターフェース：動物病院向け

電子カルテ「アニレセ F」
「アニレセ F」は，アニコム社の動物病院向け医
事会計ソフトウェア「アニコムレセプター」を富
士通とアニコム社の共同開発により機能拡張した
動物病院向け電子カルテアプリケーションである。
動物病院では，飼主の訴えや獣医師の所見，検
査の結果，処置や処方の方針など，一度の診療か

診療情報の活用による課題解決アプローチ

本章では，上述したペットとの生活の変化に伴
う飼主のニーズに対する課題への施策について述
べる。病気の早期発見・予防や納得感のある医療
の提供といった飼主のニーズへの対応には，動物
病院の診療情報を収集および管理する基盤システ
ムと，統合ソリューションの構築が必要である。
これらを利用して収集された情報を統計分析する
ことで，より多くの判断材料に基づいた診断や治
療，予防に役立てることができる。
しかし，現状では多くの動物病院が紙のカルテ
を使用しているため，診療情報を電子的に収集し，
分析することができない。また，ペットに関する
情報を一元管理するための基盤，および入力のた
めのインターフェースが構築されていないという
課題がある。
これらの課題解決に向け，富士通は収集された
動物病院の診療情報を統合分析してビッグデータ
として活用するどうぶつクラウドの構築が必要と
考えた。そこで，ペットに関する情報を広く収集
する基盤システムの構築のために，アニコム ホー
ルディングス株式会社（以下，アニコム社）との
動物病院クラウド向けサービスの協業を行い，統
合ソリューションの情報入力インターフェースと
なる電子カルテの開発に取り組んだ。

診療情報の活用による課題解決アプローチ

表-2　1年間にかけた費用（犬・猫）

項目（円）
犬 猫

2013年 2014年 前年比（％） 2013年 2014年 前年比（％）

病気やケガの治療費 75 400 80 912 107.3 35 599 49 875 140.1
フード・おやつ 47 965 47 983 100.0 36 182 38 936 107.6
しつけ・トレーニング料 34 128 40 614 119.0 ― ― ―

シャンプー・カット・トリミング料 39 226 42 740 109.0 6492 8294 127.8
ペット保険料 34 564 38 052 110.1 28 054 29 067 103.6
ワクチン・健康診断等の予防費 26 986 28 311 104.9 13 117 12 902 98.4
ペットホテル・ペットシッター 20 237 27 139 134.1 20 704 15 624 75.5
日用品 18 064 19 716 109.1 19 173 17 200 89.7
洋服 13 925 13 603 97.7 5182 4321 83.4
ドッグランなど遊べる施設 7058 7407 104.9 ― ― ―

首輪・リード 7280 7061 97.0 3035 2612 86.1
防災用品 6193 5613 90.6 5634 5964 105.9
合計（円） 331 026 359 151 108.5 173 172 184 795 106.7

出典：アニコム損害保険株式会社　毎年恒例！ペットにかける年間支出調査（2014年）
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対する治療方針（Plan）を決定するという問題指
向型診療録（POMR：Problem Oriented Medical 
Record）の方法論を採用している。これにより，
紙のカルテと同様の診療プロセスに沿った情報の
入力インターフェースを実現し，動物病院のカル
テとして不足のない情報の記録を可能とした。
また，「アニレセ F」はタブレット端末で動作す
るアプリケーションである。カルテの記入では，
タブレット端末の画面に表示される診療項目を

ら多くの情報が新たに生み出されていく。現状で
は，多くの動物病院でそれらの情報を紙のカルテ
で記録および管理しているが，「アニレセ F」では
電子情報として記録および管理することを実現し
た（図-4）。
「アニレセ F」では，飼主の訴えや病歴などの
主観情報（Subject）と，身体所見や検査結果な
どの客観情報（Object）を記録する。これらの情
報から病気を評価し（Assessment），その評価に

図-3　アニコム社との協業スキーム

図-4　動物病院向け電子カルテ「アニレセ F」
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作業結果や明細情報を入力し，入力した情報を獣
医師が確認するといったカルテ情報の共有・連携
を実現した。これにより，病院内の受付や診察室，
処置室などのあらゆる場所や，出張先など病院外
からも，いつでもどこでも院内状況やカルテ情報
がタブレット端末から確認でき，紙のカルテでは
実現できない病院業務の支援を可能とした。
● ビッグデータ活用：類症鑑別診断支援機能
上述のアニコム社との協業，および「アニレセ F」
の開発によって，ビッグデータ活用のための基盤
システムと統合ソリューションのための情報の入
力インターフェースの構築を実現した。これらの
仕組みを利用して収集された動物病院の診療情報
を統合分析した結果を活用して，診断や処置処方
の方針を決定する際の判断を支援するのが「アニ
レセ F」で今後実装を計画している類症鑑別診断
支援機能である（図-5）。
鑑別診断とは，例えば，「よく掻

か

いている症状が

タップするという直感的な操作での入力を実現し
た。これにより，飼主からの主訴のヒアリングや
患者に対する触診などの診療プロセスを妨げるこ
とのない，動物病院業務に適した操作によるカル
テ記入の負荷軽減という効果をもたらした。
カルテの参照および管理も，カルテを参照した
い患者の検索や，外来・入院・手術などのカルテ
種別や検査・処置などの診療項目でのカルテの絞
り込み表示を実現し，端末一つで全ての患者のカ
ルテ内容を参照することを可能にした。これによ
り，カルテを保管するためのカルテ棚のスペース
や，カルテ棚から必要なカルテを探し出すという
作業が不要になり，カルテ参照および管理の業務
負荷の軽減という効果をもたらした。
ほかにも，「アニレセ F」では受付や入院の状況
をどうぶつクラウドで管理することによって，タ
ブレット端末での院内状況の確認や，獣医師が指
示した検査や処方などの内容を看護師が別端末で

図-5　類症鑑別診断支援機能（イメージ）

どうぶつクラウド

病院や個人の特定情報を
削除した分析結果の生成

入力した主訴や現症に関連する
類症鑑別診断リストの表示
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かゆがっている
皮膚が赤い
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みられる場合は，アトピー性皮膚炎やノミ・ダニ
などの外部寄生虫症の疑いが考えられる」といっ
たように，飼主の訴えや，ペットにみられる症状，
身体所見や検査の結果などから，どのような疾患
に由来しているのかを判断する診察の手法をいう。
「アニレセ F」では，主観的情報である主訴と現
病歴，および客観的情報である身体検査と身体所
見の情報を入力すると入力された情報から想定さ
れる診断名の候補を表示する，類症鑑別診断支援
機能の実装検討を進めている。
当初は，アニコム社が「アニコム家庭どうぶつ
白書」内で発表している病気やケガの発生状況を
まとめた疾患統計情報を表示する予定である。「ア
ニレセ F」が導入されデータが蓄積されるのを待っ
て，「アニレセ F」から登録されどうぶつクラウド
で管理される診療情報から病院や個人を特定する
情報を秘匿化し，統計分析の対象としてビッグデー
タを本機能の診断候補の表示に活用する。これに
より，主訴や現病歴，身体検査や身体所見などか
ら診断や治療方針を決定し，飼主に対する説明の
際の判断材料を充実させていく。
この類症鑑別診断支援機能によって，これまで
獣医師自身の経験や知見に頼っていた判断を，統
計分析結果に基づいた情報で支援できる。獣医師
にとってはより豊富な判断材料から診断を下すこ
とができ，飼主にとっては統計に基づいた診療を
受けることができるため，獣医師と飼主双方にとっ
てより納得感のある医療提供という効果を持つ。

動物医療への貢献

本章では，どうぶつクラウドによって，社会に
どのような効果をもたらすかを述べる。
一つ目は，病気の早期発見や予防への貢献であ
る。上述の類症鑑別診断支援機能を活用すること
で，動物病院において，より多くの判断材料に基
づいた動物病院での診療を可能にし，病気の早期
発見や予防を実現できる。「アニレセ F」から入力
された主観情報や客観情報との関連に加えて，品
種や年齢，飼育状況などと動物病院の診療情報と
の関連も統計分析し，特定の品種がかかることの
多い病気や一定以上の年齢になると発症すること
の多い病気などが把握できるようになる。また，
診療情報の統計分析結果を研究機関による動物疾

動物医療への貢献

病の予防技術の向上に役立てることで，病気の未
然防止の確率を高める効果が期待できる。
二つ目は，より納得感のある動物医療の提供で
ある。過去のカルテ情報に基づいた具体的かつ客
観的な情報を利用した病気の傾向と対策が示せる
ため，飼主に対してより納得感のある医療サービ
スを提供できる。これにより，これまで見過ごし
ていた病気についても，初期症状の段階から飼主
自身の適切なケアや対処を促すことができ，病気
の悪化防止や予防へとつながることが期待できる。
また，夜間救急病院や高度医療機関が，かかりつ
け病院と診療情報を連携する基盤としてどうぶつ
クラウドを活用することも可能となる。かかりつ
け病院での診療情報と連携した二次診療の実施や，
二次診療施設での検査結果を利用した，かかりつ
け病院での飼主へのフィードバックの実現など，
診療情報の相互活用による医療サービス品質を向
上させることができる。
このように，どうぶつクラウドに収集される診
療情報を活用し，病気の早期発見・予防やより納
得感のある医療の提供に役立てることで，飼主と
ペットの豊かな生活を創出していくことがどうぶ
つクラウドの社会貢献の形であると考えている。

む　　す　　び

どうぶつクラウドでは，上述した動物病院で入
力される診療情報の利活用以外にも，飼主が入力
するペットの日々の生活状況や健康状態の情報の
利活用が考えられている。飼主により入力された
これらの情報を統合分析したサービスの提供は，
ペットのケガや病気に対する適切な処置の候補の
情報共有や，飼主自身による病気の早期発見や病
気悪化の予防への意識の向上につながると考えら
れる。これらの情報が動物病院での診療への導線
となり，飼主により入力された情報を診療に活用
することで，医療サービスの更なる品質の向上に
つながるとも考えられる。
本稿では，生活に密着したシーンに存在する様々
な情報からソーシャルイノベーションを創出する
サービスとして，どうぶつクラウドのビッグデー
タ活用事例について述べた。今後も「アニレセ F」
の機能拡充を図り，飼主とペットの生活をより安
心で豊かなものにすることを目指していく。

む　　す　　び
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飼主とペットの生活を豊かにするビッグデータ活用：どうぶつクラウド

富士通は，どうぶつクラウドの分野以外でも同
様にビッグデータを活用することで生活に密着し
た様々なシーンでソーシャルイノベーションを実
現し，人々の生活をより豊かなものへと変えてい
きたい。
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