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まえがき

スイス ・ リー ・ インスティテユートのリサーチの中で最も重要な刊行物であるシグマは今年で創刊 50
周年を迎えます。 これまでの半世紀にわたって、 社会が直面する急速に進化するリスク環境、 経
済環境・規制環境とそれが保険市場に与える影響、 さらには販売チャネルのような業界固有のテー

マについて、 シグマはソートリーダーシップを発揮してきました。 シグマは、 業界有数のリサーチ出版
物として、 世界のレジリエンスを高めようとするスイス ・ リーのビジョンを支えています。

この記念すべき年度におけるシグマ第 6 号では、 数多くの先進国、 とりわけ生命 ・ 医療保険の大
市場で見受けられる死亡率改善 （すなわち、 死亡率の低下） における近年のペース鈍化に焦点
を合わせます。 これまでの変化が本質的に一時的なのものなのか、 あるいは、 永続的なものなの
かについて研究します。

過去の生命 ・ 医療保険関連のシグマでは、 生命保険市場の構造、 および、 2000 年代初期の西
欧のユニットリンク生命保険のような新たなトレンドについて分析してきました。 2004 年刊行の死亡

保障に関するシグマでは、 6 ヵ国における市場の発展を取り扱い、 死亡におけるプロテクション・ギャッ
プの推定値を提供しています。 2008 年のシグマでは、 退職後に備える画期的な資金計画に焦点
を当てました。

保険会社は、 死亡率のようなバイオメトリック ・ リスクと同時に、 数多くの市場リスクや金利リスクに
直面しています。 世界的な金融危機が生命 ・ 医療保険会社に大きな打撃を与えましたが、 これ

に触発されて、 シグマは一連の論文で業界の収益性と成長見通しについての再検討を行ってきま
した。 一般的に使用される収益性の計測基準については、 シグマ 2012 年第 1 号 「生命保険にお
ける収益性の理解」 で取り上げました。 低成長に対処する解決策については、 翌年のシグマ 2013
年第 6 号 「生命保険 : 消費者に焦点を当てる」 で取り上げています。 昨年のシグマ 2017 年第 6
号 「生命保険の保有契約の管理 ：消費者にとっての価値と長期的な収益性の改善」 では、 収益
性の改善対策と、 事業の成長を支える消費者にとっての価値の向上方法の双方について研究しま
した。 	

スイス・リー・インスティテユートは、世界の （再） 保険業界における大きな変化の要因と重要なテー
マの識別に専念し続けます。 スイス ・ リー ・ インスティテユートのウェブサイト （institute.swissre/

sigms50years） にあるシグマ 50 周年のセクションにアクセスいただき、 シグマの進化や私たちが提
供する研究成果の幅広さと奥深さをご覧ください。

ポール ・ マレー	 ジェフリー ・ ボーン
チーフ ・ プライシング ・ オフィサー	 ディレクター
スイス ・ リー ・ ライフ ・ アンド ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スイス ・ リー ・ インスティテュート
ヘルス ・ プロダクツ ・ センター	 	
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エグゼクティブサマリー

戦争の時期を除いて、 平均余命は、 世界中で優に100 年以上にわたり着実に伸びてきた。
しかし、最近では、多くの先進諸国で死亡率改善が鈍化する兆候が見られる。 2011年以降、
米国、 英国、 および、 ドイツにおける年齢調整死亡率は依然として低下が続いてはいるも
のの、 そのペースはこれまでの数十年よりも緩やかになっている。 この鈍化は、 ほとんどの
国において、 高齢者および女性において顕著である。 米国では、 オピオイド鎮痛薬の乱用
により若壮年者の間で死亡率が上昇した。 一方、 社会経済的地位の高い人々 は、 最近の
死亡率改善ペースの鈍化の影響をそれほど受けていないという幾つかの証拠が存在する。

最近の実績死亡率の悪化が一時的なものなのか、 あるいは、 永続的なものなのかは定か
でない。 このパターンが長期化すればするほど、 死亡率の動向に根本的な変化が起こって
いる可能性が高い。 しかし、 いま結論を出すにはあまりに早すぎる。 死亡率動向の変化は、
家庭のみならず、 早期死亡に際して金銭的保障を提供し、 あるいは、 退職した人々 の求め
を長期間にわたって満たすことを期待されている企業、 保険会社、 および、 政府に対して
は特に重大な社会的意味合いを持つ。 保険会社にとっては、 保険料の設定や準備金の積
立に大きな影響を与える。 根本的な死亡率動向の変化と短期的な変動を区別できるか否
かは、 死亡率動向の変化が、 容易に分散することも、 完全にヘッジすることもできない集積
リスクであることから、 極めて重要な問題である。

死亡率の改善は、 主として、 公衆衛生への取り組みと、 疾病、 中でも心疾患や脳卒中等
の診断と治療の改善によってもたらされてきた。 循環器疾病が原因の死亡はここ数十年に
わたり減少し続けており、 全死因による死亡率の改善に大きく貢献している。 こうした改善
のための努力の累積は、 がんや呼吸器疾患、 その他の原因による死亡率を従来にないほ
ど低下させる結果となった。 循環器疾患は、 がん、 あるいは、 認知症に比べて取り組みや
すいものであり、 以前達成された死亡率改善を再び実現するには医療の一段の革新が必
要であることが示唆される。

死亡証明書は死に至る連鎖的な出来事の最終段階を記録するに過ぎず、 元となる疾病や
傷害の発生原因については記録していない。 最近の死亡率改善鈍化の背後にある特性を
理解するには、 死亡原因データを見るにとどまらず、 全集団におけるリスク要因、 すなわち、
疾病、 あるいは、 傷害の可能性に影響を与える要因の変化を調べなければならない。 行
動リスク （例えば、 運動不足や不健康な食品の摂取） が生物医学的リスク （例えば、 高
血圧） と同じように大きな影響を及ぼし、 最近、 全死因による死亡率改善を悪化させてい
ることを示す証拠もある。

将来の健康や長寿の増進は、 終末期疾病における治療の進歩よりも、 より優れた公共医
療政策や消費者の選択によって大きく促進されるだろう。 技術や医薬品の進歩は発症の
早期診断を可能にするであろう。 政府や社会が健康的な生活様式の選択を提供し、 行動
に影響を及ぼす新たな戦略を実行すれば、 そもそも疾病の発生を未然に防ぐことができる
であろう。 健康的な集団と一般的な集団との間の死亡率ギャップを縮小することによって、
大幅な死差益を引き出すことが可能となるだろう。

しかし、 診断と治療に対する資金的支援に課題がある場合や、 公衆衛生政策の最適な目
標における焦点の明確さが欠如している場合、 健康集団の死亡率に匹敵する死亡率の達
成が制約される可能性があり、 死亡率改善ペースの最近の鈍化は長期持続するかもしれ
ない。 保険会社や年金制度は、 将来がどのように変わり得るかを考慮し、 行動に影響を与
え、 かつ、 疾病や死亡を防ぐための官民による健康介入の可能性と有効性について、 見方
をまとめる必要がある。

将来的な死亡率トレンドの不確実性は保険会社にとって重要な意味合いがある。 将来の死
亡率の変動幅をカバーするため、 過剰に保守的な料率を設定すれば、 年金や生命保険
が不必要なまでに高価になる可能性がある。 同様に、 死亡率トレンドの想定に性急な調整
を加えれば、 平均余命の修正を反映して、 保険会社のバランスシートの保険債務額が最
終的に見直されることになり、 債務過多に陥るであろう。

平均余命は100 年以上にわたり着実に伸
びてきたものの、 最近のデータでは多くの
先進国で死亡率改善の鈍化が示唆される

こうした死亡率改善ペースの鈍化が長期
にわたり持続すると判明すれば、 家庭、
保険会社、 および、 政府に大きな影響
を与えるだろう

これまでの死亡率改善は主として公共政
策と医学における進歩によってもたらされ
てきた

最近の死亡率改善の鈍化の背後にある
特性を理解するには、 死亡の根本的な
要因を理解することが必要

健康な人の集団は健康介入を判定する
ための基準を提供し、 将来の健康長寿
を増進するのに役立つ

保険会社は、 新たな政策の有効性と公
衆衛生の改善のための資金的裏付けに
ついての見方をまとめる必要があり ...

...長寿の将来性をめぐる不確実性につい
て留意する必要がある
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死亡率における最近の動向

死亡率改善速度の鈍化

これまでの半世紀にわたって、 死亡率 （一定期間における死亡者数の人口に対する割合）
は全般的に低下してきた。 これによって、 先進国においては、 少なくとも1850 年以降、 平
均余命は持続的に改善した （図1を参照）。 これは、 大部分が、 生活環境や医薬、 医療
技術における多大な進歩に関連している。 戦後、 先進国の死亡率は平均して 1年に約1
～2％改善した。 先進諸国は、 いまだに発展途上国より長い平均余命を謳歌しているが、
いくつかの地域ではそのギャップが縮小してきている。

しかし、 最近では、 多くの先進国において、 死亡率の改善がこれまでの数十年間に比べて
鈍化している兆候が見られる。 例えば、 イングランド、 および、 ウェールズでは、 人口の年
齢構成の変化を考慮した調整死亡率 （SMR） は 2011年以降ゆっくりと下降しているが、 そ
のペースは先の10年間よりはるかに遅い 1。 死亡率改善 （MI） の割合 （死亡率における年
間相対変化率 2） における同様の鈍化は、 例えば、 米国やドイツ、 フランスにおいても発生
しており （図 2を参照）、 そこでは MI	がゼロに向かって下降してきた 3。 MI の鈍化はほとん
どの国の高齢者に顕著であり、 とりわけ女性の方が男性よりも影響を強く受けている 4。 	

平均余命は20世紀初頭からすべての国
において上昇

図1 
出生時における平均余命（年数、両性）

注：図の右側の表示は（2016年もしくは入手可能な直近時における）平均余命。灰色部分は戦争期間を示す。

出典：死亡データベース（HMD）、カリフォルニア大学バークレー校、マックス・プランク人口研究所、

www.mortality.org（2018年8月28日にアクセス）、世界保健機関（WHO）
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しかし、最近では死亡率の改善率は鈍化

1 2017 年にイングランド、 および、 ウェールズにおいて登録された死亡 ：	英国国家統計局 （ONS）、 2018 年 7月、
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthdeathandmarriages/deaths/bulletins/deathregistrati
onsummarytables/2017

2 正式な死亡率の年間改善率は1－ mt/mt ‐ 1と定義される。 ここで、 mt は t 年における死亡率である。 ゆえに、
死亡率に変化がなければ年間の死亡率改善はゼロである。 例えば、 死亡率が10,000人当たり 10人から 9.8人
に減少すれば、 年間死亡率改善率は1 ‐ 9.8/10 ＝ 2％に等しい。 同様に、 ある年度から次年度に死亡率が上昇
すれば、 年間死亡率改善率はマイナスの数字となる。

3 幾つかの国におけるごく最近のデータでも、死亡率の動態が変化しつつあることを示している。 例えば、英国では、
2018 年の最初の数ヵ月間は、2015 年、および、2017年の同じ期間に起こったように、週間死亡数が異常に多かっ
た。 O.Hawkins 著、 「英国の死亡率」 （2018 年 4月、 報告資料 No.CBP8281） を参照。
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP8281/CBP-8281.pdf
ONS によれば、この結果により、暫定調整死亡率は 2009 年以降の最高水準に達するという大幅な上昇となった。
英国四半期死亡率レポート （2018 年1月～3月）、 ONS、 2018 年 3月を参照。
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths

4	死亡率の変化動向 :2000 ～ 2016 年における国際比較、 ONS、 2018 年 8月、
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/articles/chan
gingtrendsinmortalityaninternationalcomparison/2000to2016
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図2 
1990年以降の調整死亡率における年間改善率の5年間移動平均（%表示）

	注：色のついた線は5年間の後追い移動平均である。灰色の線は年間改善率の変動が激しいことを明らかにしている。改善率は2016年の米国人口の年

齢構成を用いて調整。

出典：死亡データベース（HMD）、スイス・リー・インスティテュートによる推定
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トレンドが変わったのか、 それとも、 一時的な変動に過ぎな
いのか？

残念ながら、 死亡率改善における最近の鈍化が単に一時的なものなのか、 もっと永続的
なものなのかを決めることは難しい。 そのうえ、 死亡率改善の減速はどこでも見られる訳で
はなく、 同地域の経済的に類似している諸国 （例えば、 北欧の幾つかの国、 図 2を参照）
においてすら同一ではなかった。 このことは、 一時的な要因が作用しているか、 あるいは、
少なくとも国固有の要因が重要であることを示唆している可能性がある。 したがって、 政策
決定者が是正措置を取ることにより除去される可能性がある。

オピオイド鎮痛剤の誤った過剰摂取による死亡は米国における最近の死亡率実績に影響
を及ぼしてきた。 オピオイドによる死亡は、 2000 ～2016 年における事故死急増の大きな
原因となっている （「米国における最近のオピオイド危機」 の項を参照） 5。 カナダでも米国
と同様のオピオイド処方問題を抱えているが、 （すべての死因による） 国民死亡率に占める
事故死の割合の上昇に関係するようになったのは比較的最近のことである 6。 同様に、 ドイ
ツにおいてもオピオイドの使用率は高いが、 薬物関連死亡率が持続的に上昇しているとい
う証拠はほとんどない。

国ごとに結果が異なるのは、 採用される様々な政策的措置に原因があるのであろう。 例え
ば、 かつてのヘロイン危機により （原因は異なるとしても）、 ポルトガル、 および、 スイス政
府はオピオイドによる代替治療の利用増を促し、予防・治療・抑制・被害低減に焦点を絞っ
た4本柱戦略を採用した。これによって、両国では過剰摂取による死亡が激減した7。米国は、
1970 年代の薬物規制の強化と法的処罰の厳正化によって、 当時出現した薬物の蔓延問
題への取り組みを試みたが、 長期的な成功まで至らなかった 8。

様々な国が同様の死亡率の動向を経験
していることが、 一過性であることの説明
が必要であることを示唆しているのかもし
れない

例えば、オピオイド乱用による死亡は国に
よってまちまちであり…

…おそらく薬物治療政策の相違に関連し
ている

死亡率における最近の動向

5 オピオイド死を除いても、事故による死亡率は（男女とも）全体として2015年に4.2%増加し、次いで2016年は4.4％
の増加となった。

6 S.Imtiaz、J.Rehm 共著、「カナダの全死因死亡率におけるオピオイド処方の影響」、薬物乱用の治療、予防及び方針、
2016 年第11巻 27頁、
https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-016-0071-4
および、 ナショナル・レポート：カナダにおける明白なオピオイド死、 カナダ政府、 2018 年 9月
www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/national-report-apparent-opioid-
related-deaths-released-september-2018.html

7 C.Renzoni 著、 「オピオイド危機は米国だけの問題か？」、 therecoveryvillage.com、 2018 年 3月30日、
www.	therecoveryvillage.com/recovery-blog/opioid-crisis-american-issue/#gref

8　「オピオイドの蔓延は過去の薬物危機と恐ろしいほど共通点がある」、 AP 通信、 2017年10月、
　	www.statnews.com/2017/10/29/opioid-epidemic-shares-chilling-similarities-with-past-drug-crisis/
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米国における最近のオピオイド危機
オピオイドはアヘンの鎮痛特性を複製する目的で作り出された薬物である。 オピオイドには、
モルヒネやオキシコドン、 ヒドロコドンのように、 激痛や慢性痛のために医師が処方する合法
的疼痛薬もあれば、 ヘロインのような違法薬物もある。 とりわけ米国はオピオイド危機の最
中にあり、 オピオイドの誤用による死亡者がここ数年急増している。 アメリカ疾病予防管理
センター （CDC） の報告によると、 米国における 2016 年の薬物過剰摂取による死亡者お
よそ 64,000人のうち 3分の 2近くが、処方、あるいは、違法オピオイドによるものであった 9。 	

オピオイドの過剰摂取に関連する死亡率は 2000 年以降急激に増加してきた（図 3 を参
照）。 しかし、米国におけるオピオイド蔓延の構造は時間の経過とともに変わってきている 10。
2000 年代には、 過剰摂取死の増加は主として一般的に処方されたオピオイドの誤用によ
るものであった。 しかし、 2011年以降、このような死亡は概ね安定してきた。 ごく最近になっ
て、 死亡者急増の大半は、 ヘロインや、 おそらく違法に製造されたフェンタニルを含む非処
方合成オピオイドによる死亡が増加したことに起因している 11。 	

とどまることを知らない過剰摂取に加えて、 オピオイドやヘロインの使用は新型の C型肝炎
症増加の原因となっている。 また、 危険な細菌性感染症の原因となり、 治療しないで放置
すれば、 脳卒中を引き起こし、 何回もの心臓切開手術を必要とする。 さらに、 医師や公衆
衛生当局者は、 静注薬物の使用と汚染された注射針の使い回しがもたらす HIV 急増の危
機に米国が瀕していると危惧している 12。 	

米国はオピオイド危機の最中にあり、 オピ
オイドの誤用による死亡は 2000 年以降
急速に増加

図3 
米国におけるオピオイドが関係する  
過剰摂取による死亡 
（10万人当たりの調整死亡率）

	 注：*無添加および準合成のオピオイドとメタドン、**メタドンを除く

																																																														出典：CDC/NCHS（国立健康統計センター）、	www.cdc.gov/drugoverdose/data/analysis.html
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当初は、 処方オピオイドの過剰摂取によ
る死亡が顕著な要因であったが、 ここ数
年は当てはまらない

とどまることを知らない過剰摂取に加え
て、 オピオイドの誤用がヒト免疫不全ウィ
ルス （HIV） のような伝染性疾患の増加
要因に

9　		「米国における薬物過剰摂取による死亡は引続き増加：合成オピオイドが増加に油を注ぐ」、CDC、 2018 年 3月、
　　　		www.cdc.gov/media/releases/2018/p0329-drug-overdose-deaths.html
10　「オピオイドのデータ分析とリソース」、 CDC、 2018 年
　　　	www.cdc.gov/drugoverdose/data/analysis.html
11　 P.Seth、 R.Rudd、 R.Noonan その他著、「処方オピオイドの過剰摂取死蔓延の定量化」、アメリカの公衆衛生ジャー
　　　	ナル、 2018 年 3月号、 第108 巻第 4号、 e1～ e3頁
12　E.Nilsen 著、 「米国のオピオイド危機が “大蔓延”」、 vox.com、 2018 年 3月6日、
　　	 www.vox.com/2018/3/6/16453530/america-opioid-crisis-epidemic-bacterial-endocarditis-hepatitis-c
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死亡率における最近の動向

同じ一時的ショックによって、 特定年度に幾つかの国で死亡率が同時に上昇することが時と
してある。 例えば、 悪天候や不適切なワクチンが、 特に、 高齢者や幼児、 あるいは、 その
他の社会の脆弱な構成員の死亡率の上昇をもたらすことが多い。とりわけ2010～2011年、
2014～2015 年、 2016～2017年における欧州の厳冬は、 インフルエンザ関連の疾病に
よる死者の増加をもたらした （図 4 を参照） 13。 （図には示されていないが） 英国の暫定的
なデータでは 2017～2018 年にも増加を示している。

それぞれの国の死亡率が永続的、 あるいは、 一時的な要因を反映する限り （例えば、 あ
る国で医学が進歩すれば、 そのうち他の国でも採用されるのが一般的）、 ある国における
死亡実績が他国の死亡率動向を浮き彫りにする可能性がある。 図 5 の横軸は、 1990 年
から 2010 年における死亡率の平均年間改善率を示している。 縦軸は、 1990~2010 年に
比べて、 2011年以降、 この改善率がどのように変化したかを示している。 横線のゼロを下
回る数値は最近のペースダウンを表すものである。 薄青色の線が示すように、 過去の改善
とごく最近の結果との間には関係があるように見て取れる。 米国、 英国、 ドイツ、 オランダ、
および、台湾における最近の改善率の低下はいくらか異常に思われ、この実証的ベンチマー
クから大幅に乖離している。 対照的に、 欧州における幾つかの旧共産主義国 （例えば、 ス
ロベキア、 ポーランド、 ハンガリー、 およびエストニア） は、 2011年以降、 大幅な改善を示
しているが、 これは、 おそらく、 欧州連合の加盟国となった経済的利益の表れであろう。

全世界で死亡率の短期的な上昇をもた
らす可能性がある悪天候や不適切なワク
チン

図4 
英国における週間死亡者  
（単位1,000人）

	 注：影の部分は冬季を示す。灰色の線は2011～2012年、2012～2013年、2013～2014年、および、		

																																																																		2015～2016年の週間死亡者を示している。

																																																													出典：英国国家統計局（ONS）、スイス・リー・インスティテュートによる計算
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複数の国の分析結果では、 米国、 英国、
ドイツ、 オランダ、 および、 台湾の死亡率
改善のペースが異常に鈍化していることが
示唆されているが…

13　欧州連合の 6大国 （フランス、 ドイツ、 イタリア、 ポーランド、 スペイン、 および、 英国） のすべてにおいて、 2015
年の平均余命は過去の同様の基準と比べて男女とも低下した。 死亡率の増加は、 高齢男子に比べて、 高齢女
子により大きな影響を与えた。また、米国においても、2015年には平均余命が0.1歳短くなったと報告されている。
以下を参照。
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2017/07/20/whats-happening-with-mortality-rates-in-england/　　
およびwww.kingsfund.org.uk/blog/2018/07/problem-excessive-winter-deaths-unique-uk
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しかしながら、 1990 ～2010 年の国別平均改善率を 2011年以降のものと比較すると、 死
亡率の年間改善幅の最近の変化は明らかではあるが、 統計的に大きな意味があるもので
はない。 これは、 2011年以降の国別年間改善率のデータ数が限られていることを反映し
ている可能性がある。 それらの変動幅は極めて大きい。

長い歴史をもう一度振り返って見ると、 死亡率の改善が時として失速し、 その状態が長く続
く期間はたびたび存在したが、 基本的なトレンドはその後に継続している。 「トレンドを評価
するにはより長期的な視点が必要」 の項で説明するように、 米国における最近の死亡率改
善率の低下は長期的なトレンドに大筋で外れていない。 従って、 将来における死亡率のトレ
ンドを最近の実績からだけで推定するのは、 死亡実績に構造変化があったと信じるに足る
真の理由がない限り、 誤解を招く恐れがある。

図5 
1990年から2010年の死亡率平均年間改善率と2011年以降の平均乖離率

 

注：横線ゼロ以下の国の最近（すなわち、2011年以降）の死亡率改善率は1990～2010年より低くなった。薄青色の線は、1990～2010年の改善率と、最近

の改善率とそれとの乖離の間に直線相関が存在することを示している。影になっている部分は、この相関関係に関する95%の信頼区間を表す。

出典：死亡データベース（HMD）、スイス・リー・インスティテュートによる推定
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トレンドを評価するにはより長期的な視点が必要
年間死亡率は期間ごとの変動幅が極めて大きい。 従って、 死亡率の動向は長期的に評価
する必要がある。 例えば、 2000 年以降の米国における調整死亡率がどのように変化して
きたかを見ると、 その後の死亡率改善ペースが鈍化していることから、 2008～2009年の
線形トレンドに構造的変化があったという結論になるかもしれない （図 6 の左グラフを参照。
このグラフでは紺青色の破線の傾斜が基本的なトレンドの変化を示している）。 しかし、 純
粋に統計的観点からすれば、 最近の改善は長期的傾向に概ね合致している。 1990 年頃
と 2006 年頃の死亡率水準に構造的変化があったという幾つかの証拠にもかかわらず、 改
善率は1970 年代後半以降ほとんど変わっていない （図 6 の右グラフの破線を参照）。

将来の死亡率改善の予測前提がなぜ極めて重要なのか？

死亡率改善ペースが鈍化したとしても、 少なくとも、 人々 が伸びた寿命を健康に過ごしてい
る限り、 平均余命は引き続き長くなるはずである。 しかし、 退職後、 人々 はその蓄積した財
産を失い、 最終的に貧困に陥ることもあり得る14。 ほとんどの先進社会では、 こうした結末
を回避するため、 長寿リスクを管理する役割の一部を、 政府による国家年金や、 退職後
所得の保証を提供する確定給付型企業年金が担っている。 また、 人々 は、 生命保険会社
から年金のような金融商品を購入して、 長寿リスクに自ら備えることも可能である。 このよう
にして、 働いていた間に築き上げた自らの財産を、 退職者は、 残存余生にわたって収入の
流れに転換することが一般的に可能となる。

個人に代わって長寿リスクを引き受ける政府、 企業、 あるいは、 民間金融機関にとって、 死
亡率の一時的変化と基本的トレンドの変化を区別する能力は極めて重要である。 これはこ
の社会的な （トレンド） リスクが容易に分散できないからである。 死亡率改善全体の不確
実性は、 多数の個人のリスクをプールすれば減少できるというものではない。 なぜなら、 誰
も （あるいは、 少なくとも特定の集団における人々のすべて） がさらに長生きする可能性が
あるからである。 このような体系的な長寿リスクは計量され、 管理される必要がある。 	

年間死亡率は極めて変動が大きく、その
動きは長期的に評価する必要がある

図6 
米国の全死因による死亡率：  
短期、および長期の視点  

	 注：縦線は、区分的線形関係の構造的変化の可能性を示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：死亡データベース（HMD）、スイス・リー・インスティテュートによる推定
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死亡率における最近の動向

14　人々が自分自身の余命を予想できないことは周知のとおりである。 2015 年に出版された Aviva の調査では、
英国の平均的母集団に比べて、 65歳の高齢男子は自分の余命を3.3 歳、 65歳の高齢女子は1.8 歳過小予
想している。
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集合的なリスクを引き受ける機関には自然なヘッジもあり得るだろう。 例えば、 生命保険に
おける死亡率実績の悪化は、 生命保険会社が販売する年金に関わる長寿リスクによって
ある程度は相殺されるかもしれない。 予期しない死亡率の上昇 （下降） は、 支払死亡保
険金の額を増加させるが、 生存者数の減少を反映して、 予想される将来の年金支払の減
少 （増加） にもつながるだろう。 しかし、 死亡率リスクと長寿リスクの間の負の相関は完全
ではない。 生命保険と年金契約は完全に同一グループの人々 を通常はカバーしていないか
ら、 なおさらである。

年金制度提供者や保険会社は、 保険契約者に対する将来の支払義務に備えて準備金を
蓄えておく必要があり、 最終的には、 死亡率の改善がもたらす予期せざる支払の長期化の
可能性に対して財務的資本を保持しなければならない。 これは保険数理上の慣行としては
あまり良いものではない。 多くの国の規制当局は、 年金提供者や企業年金に対して、 死亡
率の最低水準を規定し、 将来の死亡率改善について明確な予想を行うように求めている
（表1を参照） 15。 特定の死亡率表が義務付けられていないところでは、 業界団体が業界
全体の標準を設定する役割を果たしている場合が多い。 	

こうした集合的なリスクは管理される必要
があり、 これには生命保険契約によるヘッ
ジも含まれる

最終的には、 保険契約者が予想以上に
長生きすれば、 保険会社は追加の準備
金と自己資本を保有しておく必要がある

表1 
規制が要求する死亡率前提と実務で使用されている死亡率前提

規制により最低死亡率表が求められて

いるか？

規制により死亡率改善の反映が求めら

れているか？

死亡率改善は実務で反映されている

か？

年金提供者 企業年金 年金提供者 企業年金 年金提供者 企業年金

ブラジル いいえ はい いいえ いいえ いいえ いいえ

カナダ いいえ はい はい はい はい はい

チリ はい はい はい はい はい はい

中国 はい はい いいえ いいえ いいえ いいえ

フランス はい はい はい はい はい はい

ドイツ はい はい/いいえ* はい はい はい はい

日本 いいえ はい いいえ いいえ はい いいえ

韓国 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

メキシコ はい いいえ はい いいえ はい いいえ

オランダ いいえ いいえ はい はい はい はい

スペイン いいえ いいえ はい はい はい はい

スイス いいえ いいえ いいえ いいえ はい 一部

英国 いいえ いいえ はい はい はい はい

米国 はい はい いいえ はい はい はい

注：死亡率表とは年齢別の年間死亡率を示したもの。

*はい＝規制外年金、および、保険由来の年金基金、いいえ＝規制年金、および、保険由来ではない年金

出典：経済協力開発機構（OECD）、2014年、前掲書

15　死亡率予想と長寿リスク、 年金基金と年金提供者への影響、 OECD、 2014 年12月、
　　www.oecd.org/publications/mortality-assumptions-and-longevity-risk-9789264222748-en.htm
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死亡率前提に対する比較的小さな変化でも財務的に大きな影響を及ぼす可能性がある。
OECD の分析によると、 負債に織り込まれていない平均余命が1年増すと、 負債はおよそ
3～5％増加する可能性があるという 16。最近の実績から見たある保険数理的な推定では、
イングランド、 および、 ウェールズにおける 65歳の男女の平均余命は 2014 年当時よりおよ
そ1年短いという。 いくつかの推定によれば、 これは、 一般的な年金制度において債務額
が約3％減少するのに等しい 17。 これによって、 いくつかの英国の保険会社は余命に関する
前提を見直し、 多額の準備金を取り崩す動きをみせるようになった 18。 	

将来の死亡率改善に関する前提を定期的に見直すのと同様、 年金提供者、 および、 企業
年金の提供者は、 自身のポートフォリオ特性に目を配る必要がある。 保険契約者集団の死
亡率の動きは、 国民全般のそれと乖離していることが多い （「死亡率実績：生命保険契約
者と国民全般」 の項を参照）。 同様に、 年金制度加入者、 あるいは、 年金証書保有者の
死亡リスク特性は、 もっと幅広い一般国民のそれに合わせて変化しないかも知れない。 例
えば、 英国の確定給付型年金制度加入者の寿命の改善率は、 もっと幅広い一般国民の
それよりも高いのが通常であった19。 社会経済的地位が高い人々 （このような人々は、 民
間の確定給付型年金基金の加入者、 および （または）、 年金受給権者の大きな割合を占
めていることが多い） には、 死亡率改善ペースにおける著しい鈍化が現れなかったと論証し
た研究者もいた 20。 		

死亡率前提におけるわずかな変化が負
債評価に劇的な影響を及ぼす

また保険契約者の平均余命は国民全般
のそれから著しく異なる可能性がある

死亡率における最近の動向

16　前掲書
17　「継続的な傾向か、 それとも、 瞬間的なものなのか？」、 ロイヤル・ロンドン、 2018 年 4月3日、
			www..royallondonconsulting.co.uk/Ourviews/2018/180401_LifeExpectancy_LifeExpectancyFalling/

18　例えば、 英国の保険会社、 リーガル&ゼネラル社は、 2017年通期決算報告時に、 顧客の長寿リスクに備えた
準備金332百万英ポンドを取り崩す予定であると発表、
www.ft.com/content/dc7337a4-1c91-11e8-aaca-4574d7dabfb6 を参照。

19		www.xpsgroup.com/media/1128/cmi-the-trend-continupues.pdf
20　長寿の傾向：これで万能？、 クラブ・ヴィタ、 年金および生涯貯蓄協会 （PLSA） と連携、 2017年 6月、
　　　www.clubvita.co.uk/collaborative-research/trends を参照。



Swiss Re sigma No 6/2018 11

死亡率実績：生命保険契約者と国民全般 21 
一般的に生命保険商品を購入する人々の死亡率は国民全般より低いことが多い。 社会の
セグメントの全てが死亡リスクに備えて保険契約を買うわけではない。 全死因による死亡率
において観察された相違はしばらくの間持続するのが通例である。 保険契約者は、 より良
い健康管理、 および、 生活環境を享受することができることに加えて、 健康的な生活様式
を選択する傾向のある社会経済的地位の高い層に属する人が多い 22。 さらに、 保険契約
者はリスク選択のプロセス （すなわち、 契約査定） を経なければならず、 その結果、 標準
体保険、 または、 優良体保険に適格となる集団としての健康属性は （少なくとも契約開始
時には） 大幅に優良なものとなる。

また、 保険契約者は死亡率改善率実績が異なる可能性がある。 図 7は、 1999 年から
2013年までの米国のデータに基づく死亡率改善の相異を示したものである。 2 つのグルー
プ間の死亡率改善の差異は年齢によって異なり、 50 歳から 60 歳までの人々 において最も
顕著である。

どんなに正確にしようと努めても、 アクチュアリーに予知能力があるわけではなく、 将来の実
績と現在の前提との間にはなにがしかの差が常に発生するであろう。 保険会社、 年金提供
者、 および、 年金基金が、 自身の抱えるリスクを評価する際に、 国民全般における過去の
死亡率の動向を単純に当てはめないように注意すべきなのはこのためである。 それより、 死
亡率の今後の動きを推定する際にむしろ肝要なことは、 死亡の基本的要因 （および、 対
応する改善） を、 その要因を取り囲む不確実性を含めて理解するように努めることである。
標準的な暮らし方や生活様式の変化、 公衆衛生政策、 さらには、 技術や医療の進歩等、
死亡率に影響を与える様々なものが存在する。 こうした要因における最近の動向について
は、 次章においてさらに深く考察する。

 

保険契約者の死亡率は一般的に低く...

...死亡率において改善率の実績が異なる
可能性がある

図7 
米国の国民全般と保険契約者集団に  
おける年間死亡率の平均改善率（%）  
  
 
 

	 	注：保険契約者のデータは1999年から2013年までの米国保険会社97社実績。縦線は各年齢グル

ープにおける95%の信頼区間を示している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：B.IvanovicおよびA.Pinkhamによる前掲書
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平均余命に関する見解をまとめるに際に
は、 死亡の基本的要因を理解することが
重要

21　B.Ivanovic、および、 A.Pinkham による 「国民全般、および、生命保険契約者グループにおける死亡率の動向」、
スイス・ リー、 2016 年 4月

22　Scor 著、 「近年の死因別死亡率の動向」、 2017年 4月、
www,scorgloballifeamericas.com/en-us/knowledgecenter/Pages/Recent-Mortality-Trends-Cause-Of-
Death.aspx
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死亡の直接的原因

死亡は複数の理由により発生するのが一般的であり、その第一原因を決定するのは難しい課
題である。 第一原因とは、 死亡を直接もたらす一連の出来事を引き起こした疾病、 または、
傷害、 あるいは、 致命傷をもたらした事故、 または、 暴力的な状況のことである 23。とりわけ、
疾病あるいは負傷がまれなものである場合や、 患者が複数の併存疾患を患っていた場合、
医師たちは、 患者の死亡原因について異なる結論に達する可能性がある 24。それでも、 報告
された死亡原因の動向を分析することは、全死因による死亡実績を解明するのに役立つ 25。 	

2005 ～2010 年に比べて、 2010~2015 年に死亡率改善ペースが鈍化した幾つかの国の
死亡原因を見ると、 3 種類の主要因が浮かび上がる。

I.	 	幾つかの主要な死亡原因が最近の年間改善率の低下を招いた。 図 8 の左下の長方
形の 45度破線より上の部分に記載されている事象がこれに対応する。

II.	 	虚血性心疾患のようなその他の要因は、 2010 ～2015 年の間に改善率がわずかに上
昇した （すなわち、 破線の下部）。 しかし、 これらの疾病は死亡全体に占める割合が低
く、 改善率がわずかに上昇しても、 死亡率全体に与える影響は依然として小さい。

III.	 	最後に、 いくつかの要因では死亡率が上昇しており、 これは、 死亡者数が増加している
ことを意味する。図8の上半分に記載されている事象がこれらの要因に対応している（例
えば、 高血圧性心疾患、 および、 アルツハイマー病）。

虚血性心疾患（心臓への血液供給が不良な病状で心臓発作を起こし易い）は世界中で死
亡のとても大きな原因になっている。 しかし、これに関連する死亡は次第に減少しており （図
8 を参照）、これまで、全死因による改善率の上昇に対して顕著な貢献を果たしている 26。
過去における改善の大きさを考えると、 特に大幅な改善がすでに達成されている諸国 （例
えば、 フランスやオランダ） においては、 （例えば、 血液中のコレステロール値を減少させる
ために使用されるスタチンによる） 死亡率の改善が減速し始めていることは驚くに当たらな
い。 対照的に、 死亡率が依然として比較的高い諸国 （例えば、 ラトビア、 スロバキア、 ハン
ガリー、エストニア等） 27 では、全死因による死亡率の改善ペースが最近になって向上した。
その他の死亡原因も同様の動向を示している 28。 	

死亡原因に関する情報は死亡率の全体
的な動向を理解するのに役立つ

3 種類の要因が、 一部の国で観察され
た死亡率改善の鈍化をもたらしている

とても大きな死因である虚血性心疾患に
よる死亡率は改善しているが、 いくつかの
国では改善が鈍化している

死亡率改善ペースの鈍化の諸要因

23　WHO による 「死亡原因」 の定義：www.who.int/healthinfo/cod/en/
24　死亡診断書には1件の死亡原因が記載されるのが一般的である。 米国やオランダは注目すべき例外で、 一連

　の出来事が死亡診断書に明確に記載されることが多い。
25　原因別の死亡率は、 WHO と UNDP （国際連合開発計画） のデータを合わせて推定したものであり、 死亡と人

口動態統計が様々なレベルの集団をカバーしている場合は、 結果を偏らせる可能性がある。
26　例えば、 OECD加盟諸国では、 死亡率は1990 年以降平均して 50%以上低下している。 図表で見る医療

2017 年版、 OECD、 2017年11月、 24頁を参照。
www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en

27　これらの国はすべて、 全死因による死亡率改善が鈍化していないことを示している （図 5 を参照）。
28　例えば、 脳血管疾患も、 全死因による死亡率への影響が以前に比べれば低下した。
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糖尿病患者数は増加しているものの、糖尿病関連の死亡は過去10年にわたり概ね減少し
てきている。 これは、 大血管合併症の管理や、 一次医療レベルでの基本的な医療介入が
改善したことによって説明できる （例えば、 薬物治療や健康、 および、 生活様式のカウン
セリング）29。 とはいえ、改善のペースが鈍化しつつあるという兆候も見て取れる。 調査を行っ
た国の例では、 年間平均改善率は 2005~2010 年より 2010 ～2015 年の方が低く、 現在
の死亡率改善ペース全体が鈍化する一因となっている 30。 	

認知症の一番の原因であるアルツハイマー病が増加している。研究によれば、アルツハイマー
病の増加は、 生活様式や非神経学的病状にまで遡ることができる 31。 今のところ、 治癒
の見込みはなく、 関連死がいくつかの国で増加しており （例えば、 米国や英国）、 80 歳以
上の人々 にとって、 アルツハイマー病は死亡原因のとても大きなものになっている 32。 しかし、
アルツハイマー病による死亡率の増加は、 医師が昔にくらべてこの疾病に対して一段と精通
するようになったことで部分的に説明することができる。 この死亡者数の増加は、 他の原因
による死亡者の減少によって相殺されそうである。 これは、 死亡率改善の背後にある動態
を理解するためには、 死亡原因データのみならず、 国民全般における基本的なリスク要因
の変化を検証する必要があることを明確に示している。

糖尿病関連の死亡は引き続き減少して
いるが、改善率には鈍化の兆し

高齢者の間でとても大きな死因になった
アルツハイマー病

図8 
近年の死亡率改善の鈍化の上位10の要因における、死亡率の年間平均変化率

	注：死亡率改善ペースが鈍化した11ヵ国（米国、英国、アイルランド、ドイツ、ベルギー、スウェーデン、アイスランド、イスラエル、台湾、および、オーストラリア）のデー

タに基づく。平均変化率は、国ごとの調整死亡率の3年間の後追い移動平均を用いて算出。*アルツハイマー病は上位10の要因には入っていないが、80歳

以上の死亡原因のとても大きなものになっている。

出典：WHO（死亡率）およびUNDP（人口動態）のデータ、スイス・リー・インスティテュートによる推定
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29　IDF 糖尿病アトラス、 第 8版、 国際糖尿病連盟、 2017年、
　	http://diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html

30　糖尿病関連の死亡は公式統計において過小報告されることが多い。 例えば、 最近の韓国の調査では、 2002
～2013 年における糖尿病関連死の78%が、 糖尿病を起因としていなかったことが判明した。 Y.Kang
その他著の 「2002~2013 年の韓国における 2型糖尿病患者全国サンプルにおける死亡率と死亡原因」、 心臓
血管の糖尿病、 第15 巻、 2016 年、 131頁を参照、
https://cardiab.biomedcentral.com/aricles/10.1186/s12933-016-0451-0

31　関連する調査結果の概観については、 「認知症のジレンマ」、 スイス・ リー 2018 年10月を参照、
http://media.swissre.com/documents/swiss_re_dementia_dilemma.pdf

32　不安定な血糖レベル、 インスリン耐性、 2型糖尿病とアルツハイマー病の進行の関連性が最近になって発見され
た。 アルツハイマー病が本当に脳の糖尿病であるとすれば、 おそらく、 インスリンで治療することが出来るだろう。
D.Douda著の 「アルツハイマー病は 3型糖尿病か？」、 2017年を参照、
　https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-minute-is-alzheimers-type-3-diabetes/
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背後にある死亡のリスク・ファクター

リスク・ファクターは、 死亡の原因となる疾病や傷害の可能性に影響を及ぼすものであれば
何でもよい 33。 例えば、 飲酒運転は自動車死亡事故のリスク上昇に関連するが、 死亡の原
因ではない。 アルコールではなく、 事故が死亡原因である。 しかし、 死亡原因を根本的な
リスク・ファクターにまで遡ることは容易ではない。 リスク・ファクターのほとんどは相互に強く
関連しあっており、 長期にわたって進化する。 また、 込み入った一連の出来事の結果となり
うる 34。 	

図 9 は、 心不全による死亡に関連するリスク・ファクターをつなぐ因果連鎖を図示しており、
リスク・ファクターを、 人口動態的、 社会経済的、 行動的、 および、 生物医学的 （代謝）
特性に応じてグループ分けしたものである。 例えば、 高度な教育水準は、 リスクのある健
康行動 （例えば、 ジャンクフード、 煙草、 アルコール等の摂取） を取らないことと相互関連
し、 やがては、 心臓疾患、 そして、 死をもたらす高血圧や高コレステロールの可能性を減ら
すことが分かっている。 対照的に、教育を受けた期間の短い人は一般的に低収入であり、（少
なくとも国民皆医療保険制度のない国では） 定期的な健康診断を受ける可能性が少ない。
従って、 例えば、 高血圧は見逃され、 コントロールされないまま、 心臓疾患をもたらし、 早
すぎる死に至ることになるだろう。

リスク・ファクターは、 疾病や傷害の可能性
に影響を及ぼすものであれば何でもよい
が、 必ずしも死亡原因である必要はない

死亡リスクは、 人口動態的リスク、 社会
経済的リスク、 行動リスク、 および、 生物
医学的リスクに分類することができ、 これ
らは相互に関連している

図9 
心不全による死亡をもたらすリスク・ファクターの因果連鎖の例

注：線は、死をもたらす可能性があるいくつかのリスク・ファクターにおける（双方向）の相互関係を表している。

出典：WHO、2009年、前掲書　に基づき、スイス・リー・インスティテュートが作成
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33　www.cancer.org/cancer.html による定義
34　世界の健康リスク ：いくつかの主要リスクに起因する死亡率と疾病負担、 WHO、 2009 年、
					www.who.int/healthinfo/globel_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
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考えられるリスク・ファクターの因果連鎖は、個人の遺伝子的疾病素質や、その人の行動 （例
えば、 運動不足や高カロリ－食の摂取）、 および、 その人の生活環境等に応じて無数に存
在する。 リスク環境は国の経済発展とともに変化するから、 なおさらである （「経済発展が
リスク環境を変える」 の項を参照）。 経済が豊かになるに応じて、 新しい治療を受ける機会
が増え （例えば、 以前なら致死的状態であったものに対する治療法）、 公衆衛生への政府
のより適切な介入 （例えば、 ワクチン接種による感染症の減少） が、 幾つかの疾病や傷害
に対する国全体の脆弱性を一般的に低下させる。 人口動態的リスクは別として、 図 9 に示
されているすべてのリスク・ファクターは、 個人や公共政策の選択によって軽減することが可
能である （すなわち、 修正可能である）。 	

経済発展がリスク環境を変える
発展途上国で生活する人々 は、先進国の人々 とは異なったリスクにさらされている。 例えば、
彼らは、栄養不足、屋内空気や水の汚染、低い公衆衛生・衛生状態基準等の 「伝統的リスク」
に多くさらされている。先進国で生活している人々 は、運動不足や体重過多、都市の大気汚染、
交通の安全性、 職業的リスクといった 「現代的リスク」 にさらされてる （図10 を参照） 35。 	

幾つかの疾病に対するリスク・エクスポー
ジャーは経済の発展に応じて変化する

伝統的な死亡リスクは小さくなるが、 一般
的に、 経済発展とともに現代的リスクは
大きくなる

図10 
異なる経済発展段階における死亡リスク  

	 出典：WHO、2009年、前掲書
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35　	WHO、 2009 年、 前掲書
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2016 年にワシントン大学保健指標評価研究所（IHME）が発行した世界の疾病負担研究
（GBD）によれば、2016年の高所得国における死亡リスク・ファクターのトップは収縮期高血
圧症であった（図11を参照）。上位10 のリスク・ファクターのうち 4個が収縮期高血圧症以
外の生物医学的リスクであり（空腹時高血糖値、高肥満度指数、高総コレステロール値、 腎
機能障害）、4個が行動リスク（喫煙、飲酒、全粒穀物の摂取不足、ナトリウムの摂取過多）であっ
た。10 個のなかで社会経済的リスクは1個のみであった （大気中の粒子状物質汚染） 36。 	

対照的に、 低所得国において、 上位10 のリスクに入る行動リスクは1個のみであった （危
険な性行為）。 他の主要リスクは、 収縮期高血圧症、 固形燃料による大気汚染、 早産児の
低出生体重、子供の消耗症 （低体重）、 大気中の粒子状物質汚染、 安全ではない水、 空
腹時高血糖値、腎機能障害、安全ではない下水処理、および、手洗い施設の不足であった。

先進国では死亡の大きな割合が行動リ
スクに起因

図11 
高所得国と中所得国における上位10のリスク・ファクター（2016年、 死亡総数に対する%）

出典：IHME、 http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/、 許可を得て使用、転載禁止
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腎機能障害

高総コレステロール値
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空腹時高血糖値

収縮期高血圧症生物医学

行動

社会経済

高所得国 中所得国

発展途上国では行動リスクより環境リスク
が一般的

死亡率改善ペースの鈍化の諸要因

36　「世界の疾病負担研究 2016 年版」、 IHME、 ランセット、 2017年、 第 390 巻、 第10100 号、 1083～1464頁、
2017年 9月 ,www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIISO140-6736(17)32154-2/fulltext
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生物医学的リスク・ファクター
世界の疾病負担研究 （GBD） 2016 年版では、 高所得国における 2016 年の死亡総数の
およそ43%が生物医学的リスクに起因すると推定している。 死亡に最も寄与した生物医学
的リスクの上位5個は大きい順に以下のとおりである。

̤̤ （収縮期） 高血圧症。 これは、 心臓疾患、 心臓発作、 および、 脳卒中の発症に関連
することが多い 37。 糖尿病、 腎臓病、 睡眠時無呼吸のような慢性疾患に関連すること
もあり得る 38。 	

̤̤ 空腹時高血糖値	（または前糖尿病）。 これは、 糖尿病、 次に、 心臓疾患、 心臓発作、
脳卒中、 および、 腎臓病へと進行する可能性のある血糖値の上昇状態である。 また、
血圧やコレステロールを上昇させ、 さらなる健康問題を引き起こす場合もある 39。 	

̤̤ 高肥満度指数 （BMI ：体重 （キログラム） を身長 （メートル） の二乗で除したもの） は、
糖尿病や心臓血管疾患、 がん等多くの慢性疾患の主たるリスク・ファクターである。

̤̤ 高コレステロールは動脈壁沈着物の原因となり、 心臓発作や脳卒中のような合併症をも
たらす40。 	

̤̤ 腎機能障害は、急性、および、慢性の腎不全を引き起こす。 また、腎機能障害は、高血圧、
および、 心臓血管疾患や糖尿病のような慢性疾患によってもたらされる 41。 	

これらの主要リスク・ファクターの根本要因はありふれたものが多い。 特に、 喫煙、 運動不
足、 ストレス、 不適切な食事習慣のような非健康的な生活様式の選択は、 すべてがこうし
た生物医学的リスクに対するエクスポージャーを高める可能性がある。図12の左のグラフは、
高所得国の総死亡数において、それぞれの生物医学的リスクの影響が1990 年以降どのよ
うに変化してきたかを示している。 2 つの生物医学的リスク （高肥満度指数と腎機能障害）
は徐々に継続的に拡大しており、 2010 年以降における最近の死亡率改善ペース鈍化の一
因になっている。 高血圧や高コレステロールに起因する死亡率の改善ペースの鈍化もまた要
因の一つである。 対照的に、 空腹時高血糖値に関連する死亡は 2010 年から 2016 年の
間に減少した。 	

高所得国における2016年の死亡の43%
が生物医学的リスクに起因

高肥満度指数、 腎機能障害、 高血圧お
よび高コレステロ―ルはすべて最近の死
亡率改善ペースの鈍化を招いている

37　収縮期高血圧とは心筋の収縮時における動脈の圧力を指している。
38　www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/symptoms-causes/syc-20373410
39　www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prediabetes/symtyoms-causes/syc-20355278
40　www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/symptoms-causes/syc-20350800
41　廃棄物ろ過能力の低下と血液中の過剰体液は、 人工ろ過 （透析） や腎臓移植がなければ致命的となる腎機
					能障害をもたらす可能性がある。
					www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-kidney-disease/symptoms-causes/syc-20354521を参照。
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行動リスク・ファクター
先進国における行動リスクは生物医学的リスクと同様に重要であり、 2016 年には死亡全体
の 47% を占めている 42。 例えば、 イングランドでは、 心臓発作と脳卒中の 80% は、 人々
がより健康的な生活様式を取っていたならば、 防げただろうと信じられている 43。 2016 年
における行動リスクの上位3個は、 喫煙、 飲酒、 食事習慣 （例えば、 砂糖入り飲料や、
全粒穀物が少なく、 ナトリウムの多い食物の摂取） であった。

これら 3 つのリスク・ファクターのすべてが、 2016 年には、 1990 年より死亡に関わる割合が
低くなった （図12の右のグラフを参照）。 喫煙と飲酒に起因する死亡の長期的改善はこの
期間中継続し、 2010 年以降はわずかながら加速すらしている。 喫煙率の低下や受動喫煙
の減少は、 啓蒙活動、 煙草税、 広告の全面禁止、 画像警告、 公共の場での喫煙禁止等
がその理由と言えるだろう。 非健康的な食事習慣に起因する死亡の占める割合もまた減少
しているが、 2010 年以降そのペースは緩くなってきている。 従って、 喫煙と飲酒が、 全死
因による死亡率改善ペースの最近の鈍化に影響を及ぼした可能性はないが、 食事習慣は
影響を与えたといえる。

図12 
主要なリスク・ファクターに関係する  
死亡の死亡者総数に占める割合  
（高所得国、1990年を100とする）  

	 出典：IHME、スイス・リー・インスティテュートが計算
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先進国では、行動リスクは生物医学的
リスクと同様に重要

喫煙や飲酒が最近の死亡率改善ペース
の鈍化の原因であったとは考えにくいが、
食事習慣は原因であった

死亡率改善ペースの鈍化の諸要因

42　IHME、 2017年、 前掲書
43　「心臓老化テストでは、 成人5人の内の 4人に早期死亡のリスクがあることが示されている」、 ガーディアン紙、

2018 年 9月、
www.theguardian.com/society/2018/sept/04/four-in-five-adults-at-risk-of-early-death-heart-age-t　est-
shows



Swiss Re sigma	No	6/2018	 19

社会経済的リスク・ファクター
しかしながら、 生物医学的リスク・ファクターと行動リスク・ファクターだけでは、 最近の様々
な死亡率実績の適切な説明にはならない 44。 急激な景気後退のような厳しい社会経済状
況も、 死亡率実績に一時的な影響を与える可能性がある。 不況期には、 それに関連して
起こり得る医療費の削減がサービス提供の妨げとなり、 健康悪化をもたらす。 金融危機以
降、大半の先進国の医療制度は、予算削減の中で増大する需要によって窮状を呈しており、
最近の死亡率改善ペースの鈍化の幾ばくかの原因になっていると思われる。例えば、ギリシャ
の事例を調査したある研究者によると、 最近の金融危機が、 年齢や性、 および、 死亡原
因によって効果は異なるものの、 死亡率改善ペース鈍化の一因となった可能性を示す証拠
があるという 45。 		

図13 は、 少なくとも発展途上国において見られる、 1人当たりの医療費と平均余命との正
の相関を示している46。しかし、支出水準が高くなると（すなわち、1人当たり約3,000米ドル）、
死亡率の改善度合いは低下する 47。 従って、 先進国では、 最近の死亡率の動向を説明す
るのに、 医療予算の減額だけが決定的なものではない 48。 むしろ、 医療の質や医療制度
の効率のような他の要因の方が影響力は一段と高い。

原則的に、医療費の削減は健康悪化に
つながる可能性がある…

…しかし、 先進国にとっては、 医療ケア
の質のような他の要因の方がおそらくもっ
と重要

図13 
1人当たり総医療費の水準別平均余命  
（出生時平均余命、 年）  

	 	注：31ヵ国のデータに基づく（米国はかけ離れており、ここでは対象となっていない）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：死亡データベース、OECDの資料、および、スイス・リー・インスティテュートによる推定

86

1人当たりの医療費（米ドル）

84

82

80

78

76

74

72

70

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

44　例えば、 日本や米国はともに富裕国であるが、 最近の死亡率改善の動きは異なっている。
45　I.Laliotis その他著、 「ギリシャ経済危機前、 および、 危機中における総死亡率と特定原因による死亡率：時系

列分析」、ランセット公衆衛生、第1巻、第 2号、2016 年、デジタルオブジェクト識別子：10.1016/S2468 － 2667（16）
30018 － 4、 および T.Filippos その他著、 「ギリシャにおける死亡率、 健康関連行動、 および、 医療へのアクセス
に対する経済危機の中期的影響」、サイエンティフィック ・ レポート、 2017年 4月

46　単変量比較を行う場合は慎重でなければならない。 例えば、 医療費の増加はGDP の増加に関連している。 よ
り裕福な国では、 より健康的な食事の入手可能性や値ごろ感、 汚染された環境にさらされることが少ないこと等
他の要因が長寿の差をもたらしている。

47　先進国における医療費と死亡率の関連性を数値で表そうとした研究は多数あるが、 その多くが有意な相関関係
を見出せなかった。 報告を行った研究では、 桁違いに大きな差があった。

48　少なくとも、 国民の中の一部の集団が偏った影響を受けていない限り。
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GDP や医療費総額と同時に、 社会における所得と富の配分や公的社会サービスへのアク
セスが、 先進国においてすら死亡率実績に影響を与えている。 経済社会上の不平等と健
康との間には強い相関が存在する 49。 例えば、 米国で1965 年に創設されたメディケアと
メディケイドは、 以前なら負担しきれなかった医療へのアクセスを高齢者と貧困層に与えるこ
とによって、死亡率の改善を促した （8頁の図 6 を参照）。 同様に、社会的不平等の拡大は、
金銭上や人間関係の問題をもたらすことが多く、 その結果、 「故意の自傷行為」 が増加し、
2016 年には、 米国の15~49 歳の人々 の死亡原因の第10 位を占めるに至った 50。 	

従って、死亡率改善ペース鈍化の背景に観察されるのは不平等の拡大であるかもしれない。
例えば、 米国では、 教育期間の短い人々 の間で、 薬物の過剰摂取や自殺、 あるいは、 飲
酒に関わる肝疾患による死亡が最近増えてきた。 教育水準の低い人々 の間で死亡率が高
まっているのは、 初めて仕事を得る際の雇用機会が徐々に悪化していることから始まる 「累
積的な不利益」 の長期的な過程に原因があるかもしれないと、 一部の学者は考えている。
もしそうだとすれば、 この傾向が変わるには何年もかかるだろう 51。 	

様々な証拠をまとめると、 2010 年代初頭以来、 いくつかの基本的な要因が重なって、 先
進国における死亡率改善ペースが鈍化した （表2を参照）。 オピオイドによる事故死 （米国
では重要問題であるものの、 まだ世界的には蔓延していない） を除けば、 循環器関連疾
病の動向の悪化が改善率鈍化の主因となっている。 これが行動要因に関連しているとす
れば、 これまでの数十年間とは異なり、 喫煙や飲酒よりも、 食事習慣や身体的運動に関
わる生活様式の選択の方が最も明らかな要因であると言える。 ここ数年の厳しいマクロ経
済環境も要因としての役割を果たしてきた。議論の余地はあるかも知れないが、このことは、
単なる医療予算の制約を通じてというよりは、 経済的社会的不平等への影響を通じて最も
明らかになっている。

 

経済的・社会的な不平等の是正は健康
や死亡率の改善と相関

米国における最近の死亡率の動向は、
教育期間の短い人々の間で死亡率が上
昇していることに一部起因している

表2 
最近の死亡率改善ペースの鈍化をもたらした主要な原因のまとめ

死亡原因 リスク・ファクター   

主たる要因* 生物医学的要因 行動要因 社会経済的要因

脳血管疾患 高肥満度指数** 食事習慣*** 経済的困窮

糖尿病 腎機能障害** 運動不足 社会的不平等の拡大

虚血性心疾患 高血圧*** 医療費の減少

慢性下気道疾患 高コレステロール***

注：*図8の一部構成国のデータに基づく。総死亡者数に占める割合の上昇（**）、 または、以前よりも緩やかな低下（***）

出典：スイス・リー・インスティテュート

先進国における最近の死亡率改善ペース
の鈍化には、 いくつかの要因が重なって
影響

経済的・社会的な不平等の是正は健康や死亡率の改善と相関

49　P.Aussel 著、 「将来の死亡率要因、 アンダーライターの見方」、 2016 年 7月、
www.soa.org/Library/Newsletters/Product-Development-News/2016/july/pro-iss104-aussel.aspx

50　最近のアメリカ疾病予防管理センター （CDC） の調査では、 自殺者の半数超は、 死亡時において精神的健康
状態の診断を受けていなかったことが判明している。

51　プリンストン大学の二人の経済学者Anne	Case と Angus	Deaton は、 これを、 非ヒスパニック系白人中産階級
における 「絶望死」 と呼んでいる。 Anne	Case、 Angus	Deaton 共著、 「21世紀における死亡率と疾病率」、
経済活動に関するブルッキングス論文、 2017年、
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/08/casetextsp17bpea.pdf
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死亡率改善のためのターゲット設定の重要性

世界中のアクチュアリーは将来の死亡率改善を予測する様々な方法を検討してきたが、 多
くの場合、 こうした予測は、 過去の観察結果の統計分析に専門家の意見を取り入れて行わ
れている 52。 例えば、 一般的、 かつ、 現実的な方法では、 最近の死亡率の改善が、 想
定される長期トレンドにどのように収斂していくのかを検討してきた 53。 その結果としての将
来予測は、 さまざまな不確実な要因に左右されるものである。 死亡率がどのように変化し
得るか、 それが、 集団の平均余命と達成可能な長寿の水準の双方にとって何を意味する
かについて、 必ずしも、 信憑性のある生物学的説明に結び付けられるものではない。

本章では、 過去、 および、 将来の死亡率改善の原因を調査する公共政策のアプローチ
を紹介する。 次章では、 全集団の死亡率の今後の動向に影響を与え得る消費者行動を、
テクノロジー、 医学の進歩、 ならびに、 公衆衛生政策がどのように方向づけていくのかに焦
点を当てて考察する。

ターゲット集団の概念

ほとんどの医療制度は疾病を予防することよりも、 疾病の発見と治療を中心に構築・設計
されている 54。 これは、 一次、 二次、 三次治療という階層構造となっていることからも明ら
かである。 一つには、 疾病を診断・治療するために、 深い知識が必要なことが医師の専
門化を加速させ、 こうした状況を助長している。 このため、 通常、 医療制度の利害関係者
たちは誰も、 全集団の全死因死亡率の改善の進捗状況を用いて評価され、 また、 判断さ
れることはない。 従って、 死亡率の改善は、 多くの場合、 政府や医療従事者にとって目標
というより、 むしろ、 結果を評価するための基準となっている。

エビデンスに基づく医療の登場と高齢化による治療費増加が変化を促している。 多くの法
域では、 新たな医療介入は、 その潜在的有効性や費用対効果に関して、 現在行われてい
る治療と比較され、 評価されている （医療従事者にも、 患者にも、 どの治療法が実際に
使用されたかを知らせない二重盲検法で治療グループを比較）。

各試験の基礎には、 より優れた、 新たな治療法の探求を前進させる別の集団が存在する。
すなわち、疾患を持たず、罹病率と死亡率が低く、医療従事者が手本にしようとするような、
理想的なターゲット集団である。 このように、 ターゲット集団とより幅広い国民の死亡率の
差は、 死亡率改善の潜在的可能性を検討するための視点を提供する。

アクチュアリーは、 将来の死亡率を予測
するためのより優れた方法を模索し続け
ている

一つの方法は公衆衛生のアプローチの利
用である

死亡率の改善は、 政府や医療従事者に
とって目標というより、 むしろ、 結果を評
価するための基準となっている

しかし、 治療結果を評価・比較する対象
となるターゲットは存在する

国民全般のより健康な人たちの集団は、
医療介入を評価し、 絞り込むためのター
ゲットの役割を果たす

52		死亡率の分野における予測方法に関する幅広い考察については、 「未来に開かれた窓：寿命を理解し予測する」
を参照。 スイス･ リー、 2011年、 http://media.swissre.com/documents/A_window_in_the_future.pdf

53		UK	Actuarial	Profession が開発した、継続死亡率調査（CMI）の死亡率予測ソフトウェアによって証明されている。
54	予防医学 （将来、 疾病を発症するリスクがある集団のワクチン接種やスクリーニング等） は医療費全体の 5％に

も満たない。
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集団間の死亡率実績のギャップの縮小に取り組む公衆衛生政策と臨床判断は、 究極的に
は、 死亡率の改善に役立つ。 このプロセスは反復的なものであるが、 以下の主要な段階に
分解できる。

̤̤ 疾病を持っていないか、好ましいリスク・ファクターを持っているという点で理想的な集団（す
なわち、 ターゲット） を特定する

̤̤ 経験値がターゲット集団よりも劣る集団にメリットとなり得る介入 （何らかの行動か治療）
を決定する

̤̤ 対照研究を通じて、 介入がどの程度効果的、 かつ、 効率的か、 従って、 介入をどの程度
広範に取り入れるべきかを評価する

恐らく、食事習慣、血圧、または、生化学の観点から、ターゲット集団の定義を精緻化すれば、
まだ潜在したままの改善と、 それに伴う、 より幅広い国民との死亡率のギャップに関する別
の参照結果が示唆されるだろう。 ギャップの縮小が速やかであればあるほど、 予測期間に
おける死亡率の改善幅は大きくなる。 良くない行動様式、 または、 介入の失敗によりギャッ
プが拡大した場合は、 死亡率は悪化する可能性が高い。 死亡率トレンドは、 これらの行動
全体の長期的、 累積的な成果を表すにすぎない。

ターゲット集団と目標設定の実例
喫煙率に対処する政策は、 ターゲット集団の概念のメリットを示す典型的な例である。 事例
研究 「ターゲット集団としての非喫煙者」 は、「喫煙歴のない者」 の死亡率実績が喫煙者よ
りかなり良いことを実証している。 21世紀には、 全世界で10 億人が喫煙関連の疾病で死
亡すると予想される。 喫煙者に禁煙を奨励することを目的とする政策は、 死亡率全体を改
善させる上で依然として極めて有効である。難しいのは長期禁煙の成功とその支援である。 

ターゲット集団としての非喫煙者の例
集団の死亡率に関する最も有名な長期研究は、 恐らく、 1950 年に始まった British	
Doctors	Study であろう。 この研究では、 喫煙習慣別で、 40,000人前後の英国の医師の
経験が、 連続した数十年にわたって調査された。 この定期的な調査はそれまでの考え方
を否定し、 喫煙による有害な影響を立証した。

この研究は、 「喫煙歴のない集団」 が望ましいターゲット集団であると特定した。 喫煙は地
域ごとに特有なものであり、 1945	年に存命していた米国の出生コホートにおいては、 喫煙
歴のある者の比率が、 男性で 85％、 女性で 50％に近づいていた。 当時の喫煙者は、 肺
がん、心臓病、脳卒中等の疾病の罹患率がより高く、超過死亡率は最大で100％となった。
また、 禁煙のメリットが明確に証明され、 60 歳代で禁煙した場合でも、 元喫煙者の平均
余命は延びた。

これらの研究結果は、 世界の他の様々な研究でも再現され、 研究者たちは大規模コホート
の研究を発展させて、 喫煙と禁煙の影響について理解を深めようとした。 スイス・ リー・イ
ンスティテュートは、 喫煙が死亡率実績に及ぼす影響についてコホート・モデルを開発した。
このモデルでは、 1972～2004 年の英国一般世帯調査を通じて追跡調査された個人の調
査結果と、 British	Doctors	Study で立証された、 異なる喫煙状態における死亡率の差異
を使用した。

このモデルから、 喫煙習慣に起因する死亡率の改善比率が推定された。 表3 を見ると、
30 ～79 歳の男性については、 調査期間中の死亡率改善の 32～45％が喫煙状態の変
更に起因していることが分かる。 これは、 喫煙歴のない集団が示した優位性と、 行動変化
の潜在的可能性を浮き彫りにしている。 	

公共政策は、 ターゲット集団と幅広い国
民の間の罹病率・死亡率実績のギャッ
プを縮小させることを目標とすべきである

ギャップの縮小が速やかであればあるほ
ど、予測期間における死亡率の改善幅が
大きくなる

喫煙率に対処する政策は、 ターゲット集
団を絞り込むことのメリットを示す典型的
な例である

喫煙の有害性は1950 年代の画期的な
研究によって立証された

この研究は、 「喫煙歴のない集団」 が望
ましいターゲット集団であると特定した

スイス・ リー・インスティテュートは、 喫煙
が英国の死亡率実績に及ぼす影響につ
いてコホート ・モデルを開発した

1972～2004 年の死亡率改善の 32～
45％は喫煙習慣の変化によるものと推定
される

死亡率改善のためのターゲット設定の重要性
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電子タバコは、 消費者の習慣を変えることによって、 喫煙リスクをさらに低減させる （すなわ
ち、 ターゲット集団と国民全般の死亡率のギャップが縮小する） 上で有力な要因となる可
能性がある。 CDC の最近のデータによると、 Juul （米国で最も人気のある電子タバコメー
カー）は 2017年に約160万個の電子タバコ機器を販売し、前年比で 6倍超の売上増となっ
た 55。 タール等の副産物を含まないニコチンを吸引できる電子タバコが、 タバコのより健康
的な代替物であることは間違いないだろう。 さらに、 一部の研究により、 電子タバコの方が
禁煙に成功しやすいことも分かっている 56。 しかし、 電子タバコが健康に及ぼす長期的な
影響はまだ分かっていない。 加えて、 若者に対する電子タバコのマーケティングは、 本来で
あれば決して喫煙することのない若者たちに喫煙を奨励していることになりかねない。

喫煙にとどまらず、 さまざまな国際的なターゲット設定が、 革新的変化をいかに押し進め得
るかについては特に関心が寄せられてきた。 例えば、 2015 年、 国際連合は、 社会や経済
の開発課題を網羅する17の 「持続可能な開発目標 （SDG）」 を掲げ、 その達成基準とな
る169 のターゲットを設定した 57。 目標 3 は、 すべての人の健康と福祉の確保を目指すも
のである。 エイズ、 結核、マラリア、 その他の伝染病の蔓延を 2030 年までに食い止めると
誓約している。 また、 世界中に医療保険を普及させ、 すべての人に安全で効果的な薬やワ
クチンを提供することも目指している 58。

表3 
喫煙状態の変化が年間死亡率の改善に与えた貢献度（英国男性、1972～2004年）

年間死亡率の改善（年齢グループ別、％）

1970年代 1980年代 1990年代 2000年代

平均

喫煙状態の変化の

貢献度　［＝2/1］合計　［1］

喫煙状態の変化に

よるもの　[2]

20～29歳 1.2 –0.1 0.2 3.0 0.7 0.1 16%

30～39歳 1.6 0.0 –0.1 1.5 0.5 0.2 44%

40～49歳 2.2 2.0 1.0 0.9 1.6 0.7 45%

50～59歳 1.4 3.0 2.4 2.2 2.3 0.9 39%

60～69歳 1.5 2.0 3.2 3.4 2.4 0.8 34%

70～79歳 1.3 1.7 2.3 3.8 2.1 0.7 32%

80～89歳 0.6 1.2 1.3 2.5 1.3 0.2 19%

出典：スイス・リー・インスティテュート

電子タバコが喫煙行動と健康に及ぼす
影響はまだ分かっていない

健康と福祉のための 「持続可能な開発
目標」 は変革をもたらし得る

55 「JUUL電子タバコの販売が急増し、 若者を危険にさらしている」、 CDC、 2018 年10月、 www.cdc.gov/
media/releases/2018/p1002-e-Cigarettes-sales-danger-youth.html

56　電子タバコ：将来性と課題、 スイス･ リー、 2014 年
57　貧困、 飢え、 健康、 教育、 地球温暖化、 男女平等、 水、 公衆衛生、 エネルギー、 都市化、 環境、 社会的公

正等が含まれる。
58　67の低・中所得国における特定の集団を対象とした、大幅な健康改善を達成することを目的に実施される融資、

および、 重点投資に関する調査研究では、 これら低・中所得国で、 より公平な医療が提供されれば、 9,700万
人の早期死亡を防止でき、 67ヵ国全体で、 5 億 3,500万年相当の健康寿命が延びるとしている。
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SDG は、 発展途上国と先進国間に見られる健康や死亡率のギャップを埋めることに専ら
注力している。 しかし、 先進国の政策決定者も国家目標を設定し始めている。 禁煙社会を
目指すほか、 高血圧、 空腹時高血糖値、 高肥満度指数、 環境大気汚染、 食事習慣等
の主要リスク・ファクターに国民がさらされる状況を緩和するために、 先進国はリソースを配
分している 59。 例えば、 英国では、 高血圧でありながら、 それに気づかず、 血圧を推奨水
準に抑えるための管理を行っていない成人の比率が国際的に見て高いことから、 血圧シス
テムリーダーシップ委員会が、そうした成人の比率を引き下げようと戦略を策定した。 この目
標が達成されれば、 多くの若年死亡が予防されるか、 あるいは、 少なくとも死亡時期を遅
らせることになるだろう 60。 	

ターゲット集団に狙いを定める

費用対効果がより高い医療に向けて
先進国における主な懸念は、平均余命のさらなる改善には、リソース （人材、インフラ、イノベー
ション等） への多大な投資が必要なことである。 例えば、 英国の国立医療技術評価機構
（NICE） は、 質調整生存年 （QALY） 61 という特別な基準を用いて、 新たな介入の効果を
評価し、 それを既存の治療と比較している。 さらに、 QALY当たりのコストを使って、 投資
金額に見合う最大の価値を生み出しているかどうかを測定することも可能である。

様々なプライマリー・ケア基金の医療費分析によると、 QALY当たりのコストは疾病によって
大きなばらつきがあり、 主要疾病グループの中では循環器系の疾病が最も低い。 具体的に
は、 冠状動脈性心臓病の二次予防の QALY当たりのコストは10,000 ～16,000 英ポンド
と算定されている。 一方、 大腸がん治療のセツキシマブ （プラス支持療法） の費用対効果
はQALY当たり 98,000 英ポンドと算定されている。

（高齢化等による） 需要の拡大と医療費上昇の双方に対応するには、 医療費予算は不十
分である。 この問題は深刻化している。 あらゆる治療は機会費用を伴う。 NICE は、 効用
の可能性を最大化する介入として、QALY当たり 30,000 英ポンドという基準を設定している。
セツキシマブのように、 費用対効果がこの基準をはるかに超える治療がますます増えている
ため、 英国ではそうした治療を推奨していない。 他国の公衆衛生システムや保険会社がそ
うした治療を認めている場合もある。 だが、 段階の進行した疾病に的を絞った新たな治療
が、 国民全般の継続的な死亡率改善を推進すると期待するのは現実的ではない。 	

疾病の予防と早期発見に焦点を移す
これからのヘルスケアは疾病の初期兆候・症状を発見し、 疾病の進行と広範な併存疾患
の発症防止に努めるべきであるとスイス・ リー・インスティテュートは考えている。 治療医学
が効果的であるためには、 真に健康な人と、 疾病の初期症状が潜伏している人をより正
確に識別することが必要となる。 心臓発作を起こす人は、 冠状動脈の 80％がすでに閉塞
しているとされる。 疾病の早期診断がこのように進歩するならば、 医療従事者と社会は最
も野心的な目標を設定し、 将来の方向性と焦点を定め、 医療を推進することが可能になる
だろう。

一部の先進国は、 主要な死亡リスク・ファ
クターへのエクスポージャーの低減を国家
目標に掲げ始めた

医療リソースを最適配分するため、 費用
対効果の研究にますます拍車がかかって
いる

質調整生存年 （QALY） 当たりのコスト
は治療や疾病によって大きく異なる

医療費予算は限られているため、 QALY
当たりコストの最大値の基準が通常設定
される

治療医学を効果的なものにするために
は、 潜在的疾病・疾患の早期発見がま
すます求められるだろう

死亡率改善のためのターゲット設定の重要性

59 「平均余命、 損失生存年数、 全死因死亡率、 死因別死亡率 （250 死因） を予測する：195 の国、 および地域
　　　の 2016～2040 年の参考・代替シナリオ」、 IHME、 2016 年10月、
		http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31694-5

60 「高血圧に取り組む：エビデンスからアクションへ」、 英国公衆衛生局、 2014 年11月、 https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/527916/Tackling_high_blood_
pressure.pdf

61	QALY は医療効果の経済評価に使用される。 1	QALY は完全な健康状態を意味し、 ゼロ	QALY は死亡を意味
する。 従って、 治療の結果1	QALYを獲得した場合、 1年間の完全な健康状態を獲得したことになる。
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死亡率の改善幅を数値化する

治療医学の採用が功を奏した場合に、 将来の死亡率改善にどの程度影響を及ぼすかを
推定することは可能なのか。 信頼できる長期的な電子医療記録 （EHR） の開発・分析に
投資する国がますます増えている 62。 こうした EHR によって、 疾病を発症する人と、 より抵
抗力がありそうな人を早期に識別できるようになる。 こうした異なる集団を比較することに
よって、 疾病や併存疾病の発症と死亡率の予測が可能になる。 さらには、 こうしたギャップ
を解消すれば、 死亡率をさらにどの程度改善できるかが分かるようになる。

囲み記事の「ヘルス・インプルーブメント・ネットワーク」は、英国の EHR の匿名データを用いて、
国民全般の実績を健康な部分集団の実績に近づけることができた場合の死亡率改善の
可能性を調査している。 具体的には、 30 の主要疾病について、 そのいずれとも診断されて
いない健康なターゲット集団の現在の死亡率が、 より幅広い国民全般で再現されれば （そ
して、 それが20年間続けば）、 死亡率の改善ペースは、 過去 40年間に観察されたペース
にほぼ回帰するとしている。確かに、健康特性には、他の特性より再現しやすいものもあれば、
ある種の行動特性や健康状態については対応が困難なものもある。 再現がそれ程困難で
はない参考ターゲット集団 （例えば、 30 の主要疾病の一部をこれまで患ったことがない集
団） とのギャップを埋めることによっても、 死亡率の改善ペースが最近より上昇する可能性
がある。 だが、 その場合には、 収斂ペースを速める必要があるだろう。

ヘルス・ インプルーブメント ・ネットワーク （THIN） 63

そのようなプライマリー・ケアのデータベースの一例が THIN である。 THIN は、 一般開業
医の診察時に日常的に記録される、 500万人の英国の患者のデータを個人情報が識別で
きない状態にしたものである。 2010 年1月1日以前に、 一般開業医に初めて登録された
人々 の完全な匿名集団を、 スイス・リー・インスティテュートは 2015 年1月1日に定義した。
次に、 この集団と健康な部分集団の死亡率実績を比較した。 この健康な部分集団は、 死
亡率上昇と関係がある 30 種の疾病のいずれについても過去5年間に診断歴がない 64。 	

表 4 は、 この健康な部分集団、 および全集団の死亡率を、 年齢グループ別・男女別で比
較したものである。 さらに、 例示のみを目的として、 これら 2 つの集団の死亡率の差が、 20
年間、または、 40 年間で解消された場合に推測される年間死亡率の改善度を示している。
また、 比較目的で、 過去 40 年間 （1977～2017年） と 2010 ～2017年の年間死亡率
の平均改善率も掲載している。

表 4 の最後の 2列を比較すると、 英国では、 過去7年間に死亡率改善のペースが鈍化し
たことが分かる。 さらに、 この表は、 健康な部分集団と全集団の死亡率のギャップが解消
される期間がいかに重要であるかを示している。 今後20年間に、 行動、 早期診断、 およ
び治療において必要な変化が生じれば、 死亡率の改善は、 過去 40年間に見られたペー
スに再び近づいていくだろう。

健康なターゲット集団の長期的なデータ
は、 死亡率をさらにどの程度改善できる
かの目安として有用	

健康なターゲット集団との比較評価は、
死亡率の改善ペースが、 過去数十年
間の改善ペースに再び近づいていく可
能性を示唆している

プライマリー・ケアのデータベース、 THIN
を使用して、 「健康な」 ターゲット集団を
特定…

…その健康な部分集団と全集団の死亡
率実績を比較した

健康な集団へと収斂するペースが、 将来
の死亡率改善を左右する

62	英国等の一部の国では、 CPRD、 THIN、 QRESEARCH 等、 プライマリー ・ケア・セクターの医療データベースが
整備されてきた。 このほかに、 例えば、 米国では、 患者中心の法制がオバマ政権により導入されて、 「ダイレクト・
プロジェクト」 と 「ブルー・ボタン」 が整備された。 個人や医療従事者は、 各種の医療サービス提供者が保有す
る断片的な記録データから、 総合的な診療記録を作成することができるようになった。

63	THINは英国のセジデム社の登録商標である。今般の研究は、英国の科学審査委員会によって審査・承認された。
64	30 の疾病には、糖尿病、慢性腎疾患、各種悪性腫瘍、脳卒中、動脈瘤、一過性脳虚血発作、心不整脈、心不全、

心臓発作、 慢性閉塞性肺疾患、 肺炎、 消化性潰瘍、 全身性紅斑性狼瘡、 肝疾患、 認知症、 パーキンソン病、
脳炎、 多発性硬化症が含まれる。
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さらに、 スイス・ リー・インスティテュートの分析は相対的な死亡率の対比に重点を置いてい
るため、 絶対的な死亡率の必要な変化を考えると、 今後達成すべき変化は、 過去 40年
間にすでに達成された変化と比べるとほんのわずかにすぎない。 喫煙と高血圧で達成した
成果に引き続き、 今後は、 すべての人の死亡率改善をさらに実現することを目標とすべきで
ある。

死亡率のさらなる改善は、 過去 40年間
に劇的に延びた平均余命をさらに延ばす

表4 
全集団と健康なターゲット集団の死亡率の比較

死亡率（1,000人当たり） 平均年間改善率

   何年でギャップがなくなるか* 平均年間改善率の

実績値**

女性 全集団 健康なターゲット

集団

20年 40年 2010～2017年 2010–2017

25～29歳 0.34 0.28 0.83% 0.42% 0.50% 1.69%

30～34歳 0.52 0.44 0.82% 0.41% 0.56% 0.50%

35～39歳 0.59 0.50 0.79% 0.40% 0.79% 0.57%

40～44歳 0.92 0.53 2.72% 1.37% 1.02% 0.19%

45～49歳 1.61 1.02 2.27% 1.14% 1.51% 0.24%

50～54歳 2.36 1.48 2.32% 1.16% 1.58% 1.15%

55～59歳 3.79 2.27 2.52% 1.27% 1.77% 1.68%

60～64歳 5.72 3.55 2.35% 1.18% 1.65% 0.68%

65～69歳 8.81 5.24 2.57% 1.29% 1.72% 0.89%

70～74歳 14.95 9.59 2.20% 1.10% 1.79% 1.33%

75～79歳 23.23 16.45 1.71% 0.86% 1.68% 0.91%

80～84歳 43.30 32.23 1.47% 0.74% 1.56% 1.01%

85～89歳 80.86 64.14 1.15% 0.58% 1.05% 0.19%

男性

25～29歳 0.62 0.58 0.31% 0.16% 0.64% 0.54%

30～34歳 0.63 0.55 0.74% 0.37% 0.24% 1.84%

35～39歳 0.89 0.79 0.57% 0.28% 0.32% 0.64%

40～44歳 1.16 0.97 0.90% 0.45% 0.74% 0.30%

45～49歳 2.13 1.61 1.40% 0.70% 1.40% -0.07%

50～54歳 3.03 2.22 1.55% 0.78% 2.02% 0.98%

55～59歳 5.08 3.52 1.82% 0.91% 2.20% 1.59%

60～64歳 8.05 5.20 2.16% 1.09% 2.28% 1.08%

65～69歳 13.77 8.92 2.15% 1.08% 2.40% 1.52%

70～74歳 22.28 14.51 2.12% 1.07% 2.42% 1.76%

75～79歳 36.99 24.89 1.96% 0.99% 2.17% 1.31%

80～84歳 61.48 44.56 1.60% 0.80% 1.70% 1.17%

85～89歳 108.20 84.44 1.23% 0.62% 1.06% 0.57%

注：*(1－健康集団/全集団)∧(1/年数)。**Life	&	Longevity	Markets	Association（LLMA）のデータ、 https://llma.org/index/

出典：THIN 、 および、 LLMAのデータ、スイス・リー・インスティテュートの推計

死亡率改善のためのターゲット設定の重要性
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国全体のデータを使用する他の研究者たちも、 対象を絞った健康政策が、 医療効果を改
善する上でプラスに働く可能性があることを明らかにしている。 例えば、 GBD の予測の中心
値では、 世界の平均余命が2040 年までに 4～ 5年延びるとしている （高所得国では1
～3年）。 GBD の上振れシナリオは、 潜在的リスク要因の削減の可能性に関する全国情報
を使用しており、 このシナリオによると、 余命は7年超延びる可能性がある。 一方、 GBD
の下振れシナリオは、 平均余命が実際には延び悩む可能性があることを示唆している。 こ
うしたシナリオの違いによる大きな相違は、 国が賢明な健康シナリオへの道を進むならば、
延び率を上昇させる機会があることを示し、 国が目標を達成できないならば、 厳しい試練
に直面することを示している 65。 	

国全体を対象とするリサーチでも、 公衆衛
生の向上に政策介入することの潜在的メリッ
トが示唆されている

65	IHME、 2016 年10月、 前掲書
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将来の死亡率改善ペース

将来の死亡率改善ペースに影響を及ぼす要因は多数存在する。 表 5 は、 考えられる要因
をいくつかまとめたものであり、 これには、 目標の達成を遅らせる要因や阻害する要因も含
まれている。 本章では、 テクノロジーと医学におけるイノベーションが、 公衆衛生学の見通し
にどの程度の影響を及ぼすかについて考察する。 また、 政府と社会が共同で取り組むこと
によって解消できる可能性があるものの、 個人の選択と行動がどの程度障害になり得るか
を検討する。

新薬と治療法の開発が、将来の死亡率動向に引き続き重要な影響を及ぼすだろう。しかし、
価値に基づく費用償還モデルの登場は、 新薬が既存薬 （費用対効果がすでに高い場合
が多い） より優れていることを証明しなければならないことを意味する。 医薬品会社は、 成
功の可能性が高く、 研究開発 （R&D） に対する投資リターンが最も大きい分野にますます
注力するようになっているが、 臨床面のメリットは、 小さな患者の集団に限定される可能性
がある。 がんを含む希少疾患への研究投資は、 一般的に、 臨床試験のコストがそれほど
かからず、 しかも、 高い薬価の見込める分野で拡大している 66。 さらに、 免疫療法等の新
たながん治療のコストは一般大衆には手の届かないものとなりかねない 67。

研究活動におけるこうしたシフトは、 既存の医療ニーズ （糖尿病、 うつ病、 認知症等） に対
処するための新薬開発が、 投資資金を集めるのに恐らく苦労するであろうことを意味する。
新薬を既存の治療と差別化し、 高い薬価を課すのは難しい場合がある。 市場が、 医薬品
会社にとって魅力的な価格設定を支持したとしても、 研究費がかさみ、 手痛い失敗となるリ
スクが高く （アルツハイマー病の治療等）、 投資を思いとどまる可能性がある。

死亡率の改善見通しに影響を及ぼす要
因は多数存在する

表5 
将来の死亡率を改善すると考えられる要因

分野 考えられる要因

環境 気候変動、大気・水・土壌の汚染、戦争・テロ、犯罪率

ヘルスケア ヘルスケアの利用可能性、アクセス、質・有効性、ヘルスケアの利用

経済的・社会的不平等 社会経済的要因（教育、職業、所得等）、国内・国家間における不平等

行動 日常生活の行動。例えば、薬物、タバコ（電子タバコ・ベイピングを含む）、飲酒・依存症、食事習慣・栄養、趣味、

運動、ストレス、睡眠パターン等

医学の進歩 新しい治療（高精度医療：CRISPR（遺伝子編集技術）、免疫療法等）、予防の改善（遺伝子検査等）、早期発見

　（リキッド・バイオプシー（液体生検）等）、再生医療、幹細胞、3D臓器プリンティング

技術の進歩 新種のデータや、より正確なデータ（電子的医療記録、ウェアラブル・デバイス、（摂取可能な）バイオセンサー等）、

新たな統計・分析法（ヘルスケアおよび被保険者の死亡リスク査定における人工知能（AI）等）、ナノテクノロジ

ー、IoT、ロボット工学、自動化（事故死を減らす自動運転車等）

高齢化 老化防止（薬物）、環境補助型の生活形態（センサー、作動装置、警報等を取り入れた支援型住居環境）、メンタ

ルケア、身体介護、および、社会的介護の改善

大災害 自然災害、人災、疫病の流行・世界的流行（抗生物質が効かない感染症等）

出典：「将来の死亡率要因」、ミリマン社、2017年4月、およびスイス・リー・インスティテュート

新薬開発が引き続き重要な役割を担う
だろう

しかし、 新たな医療ニーズに対する新
薬は、 R&D 投資を呼び込むのに恐らく
苦労するだろう

66	J.	LaMattina 著、 「医薬品 R&D 投資は減少しているが、 依然として巨額」、 フォーブス誌、 2018 年 6月、 www.
forbes.com/sites/johnlamattina/2018/06/12/pharma-rd-investments-moderating-but-still-high/

67	英国では、 免疫療法は、 患者1人当たり年間10万英ポンド超かかると報告されている。 王立がん研究基金	
（www.cancerresearchuk.org） を参照。
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スイス・ リー ・インスティテュートは、 末期の疾病治療の進歩よりも、 どちらかと言えば、 より
賢明な公衆衛生政策や消費者の選択によって、 将来さらに健康が増進し、 寿命が延びる
と考えている。 これには、 疾病管理を促進する新技術の導入や、 予見・予防ケアをさらに
促進する高精度医療 （precision	medicine） の適用が含まれる。

テクノロジーによる寿命の延び

技術革新は、 費用対効果が高い患者中心のヘルスケアを推進するための重要な要素とな
る。 技術革新は、 最弱者層に治療を受ける機会を与えるものであり、 将来の死亡率改善
に大きな影響を与えるだろう。 新たなテクノロジーは健康のモニタリングを向上させ、 慢性疾
患の管理を一段と改善させることができる （「2型糖尿病の継続的治療」 の項を参照）。

最近の米国の調査によると、 遠隔医療、 ウェアラブル・デバイス、 医療提供者のオンライ
ン・レビュー等のデジタル医療機器を取り入れる消費者が明らかに増加傾向にある （図14
の左グラフを参照） 68。 しかし、 消費者グループの全てが、 こうしたツールを同じように利用
している訳ではない （図14 の右グラフを参照）。 デジタル医療技術の恩恵を最も受けると
思われる慢性疾患を抱える高齢者が、 現在のところ、 そうしたテクノロジーを最も活用して
いない。

デジタル医療の今後の普及率を左右する重要な要因は、 医療従事者が、 そうしたツール
を積極的に利用する意志があるか否かであろう。 例えば、 2017年の米国の調査によると、
患者の健康状態を監視するのに、 ウェアラブル・デバイス等のテクノロジーを現在利用して
いるのは、 米国の医師の 5％に満たない 69。 医師たちは、 データの共有においても、 デー
タから医療判断を下すことにおいても苦戦している。 また、 ウェアラブル・デバイス利用の長
期継続性と、 健康への効果についてのエビデンスがないことにも対処する必要がある 70。

より良い公衆衛生政策や消費者の選択
がより大きな影響を及ぼすだろう

技術革新は将来の死亡率改善に大きな
影響を与えるだろう

デジタル健康機器の恩恵を最も受けるは
ずの人々 が、 現在のところそれをあまり活
用していない

こうした状況は変化する可能性がある。
特に、 これらのツールが、 医療従事者の
一般的なワークフローの一部になれば、
変化がもたらされるであろう

図14 
調査への回答者のうち、デジタル医療を利用している者の比率（％）

	消費者グループ：慢性疾患がある高齢者（一つ以上の慢性疾患をもつ6	5歳以上、）、弱者（所得が25,000米ドル未満、または、メディケイドの対象者）、病気

を気にする健康な人（所得75,000米ドル超の18～35歳）、熟年層（所得50,000米ドル超の35～55歳）	

出典：ロック・ヘルス社、2017年、前掲文献
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68 「デジタル移行期のヘルスケア消費者」、 ロック・ヘルス社、 2017年、
https://rockhealth.com/reports/healthcare-consumers-in-a-digital-transition/?mc_cid=dfebf72d21&mc_
eid=9795147669

69	 M.K.	Pratt 著、 「医療従事者にとってウェアラブルを価値あるデバイスにする」、 2017年 7月、
www.physicianspractice.com/technology-survey/making-wearables-valuable-medical-practices

70	 S.	Hermsen 他著、 「活動量計を継続利用する決定要因：観察研究」、 JMIR	mHealth	and	uHealth 誌、 www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5695980
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2 型糖尿病の継続的治療
最近行われたある臨床研究では、 2型糖尿病の代謝、 および、 継続的治療の介入を本
人が選択した患者のコホート （支援コホート＝AC） の健康状態を調査している。 継続的
治療介入においては、 医療提供者による遠隔治療の利用、 健康指導、 栄養と行動の改
善教育、 個人に合わせた治療計画、 生体計測数値のフィードバック、 オンライン・コミュニティ
における仲間同士のサポート等、 デジタル化された集中的支援を通じて継続的治療を提供
する。 そして、 支援コホート （AC） の医療効果と、 従来の治療計画を継続することを選択
したコホート （非支援コホート＝ UC） を比較している 71。

表 6 は、 主な生体指標に関する1年間の変化の平均値を、 AC と UC の両コホートについ
て示したものである。 HbA1c、 血圧、 インスリン値のすべてについて、 AC のコホートは UC
のコホートより低下した。 AC のコホートの体重は平均して 14.2 キロ減少した。 さらに、 この
グループの方が、 メトホルミンを除く糖尿病治療薬の使用量も少なかった。 AC のコホート
の影響を検証するために、 より大きな集団を対象に、 より長期的な追跡調査を行う、 継続
的治療介入手法の追加研究がさらに計画されている。

デジタル対応したサポートの有無で比較
した、 2 型糖尿病患者の健康指標の最
近の研究

デジタル医療技術が医療効果に及ぼす
効果が浮き彫りに

表6 
支援コホート（AC）と非支援コホート（UC）の、1年間の生体指標変化の平均値

生体指標の変化

 支援コホート（AC） 非支援コホート（UC） 差異

HbA1c	（%） –1.3 0.2 ‒1.5
最高血圧（mmHg） ‒6.8 0.2 ‒7.0
最低血圧（mmHg） ‒3.6 ‒0.1 ‒3.5
インスリン（%） ‒13.3 1.4 ‒14.7
体重（Kg） ‒14.2 0.0 ‒14.2
総コレステロール（mmol	L） 0.2 0 0.2

メトホルミン以外の糖尿病治療薬を使用した場合の使用量（%） ‒27.5 6.9 ‒34.4

出典：S.	Hallberg	他、前掲書、2017年

将来の死亡率改善ペース

71	S.	Hallberg 他著、 「2 型糖尿病の新たな治療モデルの1年目の効果と安全性：非盲検、 非無作為化、 比較研
究」、糖尿病治療、 2018 年第 9巻第 2号、 583-612頁
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医師は、 健康管理を指導する際に最適の判断を下そうとするが、 それがますます困難に
なっている。 臨床医が患者を治療する際に、最適のタイミングで、 より正確、効率的、 かつ、
効果的な介入を選択できるよう支援することで、 人工知能 （AI） は、 健康への影響を変容
させる、 恐らく最も有効な機会を提供する。 機械でできた知能は、 人間では気付かない病
巣や健康指標に光を当て、 構造化データと非構造化データの両方に着目することにより、 ト
レンドを特定し、 治療の臨床的有用性を判断し、 将来的な健康上の課題を予測することが
できる。

グーグルの子会社でAI を手掛けるディープマインド （DeepMind） は、 網膜のスキャンから
50 の眼病を特定できるアルゴリズムを記載した研究成果を発表した。 ディープマインドは、
英国の国民保健サービス （NHS） と 5 年契約を締結したことから、 今後 5年間、 この技
術を広く利用することが可能となった。 さらに、 この間、 さらなる開発も継続される予定で
ある 72。 ディープマインドは、 スクリーニングの効率向上と目標の絞り込みを目指している 73。
研究者達は、 より深刻な病気の検知、 治療、 新薬開発に、 同様の機械学習のアプローチ
を応用している。

医療のデジタル化は、 治療を受けやすくするだけでなく、 より低価格で手頃な選択肢に向
けた医療市場の競争促進にもつながる。 現在の医療スマート ・テクノロジーは、 「従来型」
のウェアラブル、 および、 追跡用モバイル機器以外でも利用できる。 例えば、 スマート ・イ
ヤーバッドと呼ばれるワイヤレス・イヤホンの場合、 搭載された光学センサーが血流の変化
を検知して、 心拍数をモニターする。 また、 電子機器を搭載した衣料型端末で生体情報を
測定することができる74。

慢性疾患における長期治療の遵守の問題は、 無用なコストや健康の悪化につながること
から、 世界的な問題となっている 75。 米国食品医薬品局 （FDA） は、 昨年、 デジタル服
薬追跡システムを備えた薬品を初めて承認した 76。 この錠剤にはセンサーが搭載され、 服
用すると、 錠剤のセンサーからウェアラブル・パッチにメッセージが送信される。 パッチが情
報をモバイル・アプリに送信するため、 患者だけでなく、 ウェブ上のポータルにアクセスでき
る医療専門家や家族が治療遵守の状況を追跡できる。 治療遵守の状況が良くなると、 将
来の健康状態が向上し、 医療制度の経済的負担が軽減されることになる。

人工知能は、 健康への影響を変容させ
る、 恐らく絶好の機会を提供する

機械学習のアプローチは、 すでに疾患の
検出に利用されている

医療のデジタル化が、 低価格かつ手頃
で効果的な選択肢に向けた市場の競争
を促進

昨年、 FDA は、 治療遵守の状況を追跡
するための錠剤を初承認した

72	www.businessinsider.com/google-deepmind-ai-detects-eye-disease-2018-8?r=UK&IR=T
73	検診を受けるための待ち時間も短縮されると見られる。 視野を広げて見ると ､英国国民保健サービスにおける外

来予約件数はおよそ1億件で、 眼科はその10%近くを占めている。
www.bbc.co.uk/news/health-35743550

74	 https://futurism.com/images/8-smart-technologies-that-exist-today/
75	先進国の患者の最大50% は治療を遵守していない。

「長期治療の遵守、 行動のためのエビデンス」、 世界保健機関 （WHO）、 2003 年、 www.who.int/chp/
knowledge/publications/adherence_full_report.pdf

76	https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm584933.htm
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個別化医療のメリット

医療の提供は、 万人に適用できるものから、 個人に合わせた取り組みへと変化しており、
個人の遺伝子に合わせて目標を絞った治療が可能になっている。 誤診 ､不必要な治療、
不正確な投薬治療による副作用等、 従来型医療における非効率性の多くを、 個別化医療
によって軽減することができる 77。 患者個人のデータと他のデータ・ソースを結合して、 精
密な医療を行えば、 患者をより全体的な視野で捉えることができるため、 健康状態の改
善につながる。

ヒトゲノム配列の解読が、 個別化医療を促進するきっかけとなった。 30 億米ドルをかけた国
際的なヒトゲノム計画 （1990 ～2003 年） では、世界の著名な遺伝子研究者の協力により、
2万 500 のヒトゲノムが特定された。 この研究がもとになり、各国で同様の研究が相次いで
行われた （例えば、 「英国10万ゲノム解析計画」 の項を参照）。 だたし、 DNA コード配列
が遺伝学のすべてではない。 エピジェネティクスは、 環境暴露やその他のメカニズムに誘引
された遺伝子の活性化、 および、 非活性化 （ただし、 生体の基本的 DNA配列に変化は
ない） によって引き起こされる遺伝的変化の研究である。 エピジェネティクスに対する理解
が進めば、 ゲノム、 環境、 健康リスクの間の複雑な関係が解明され、 疾患の予防や影響
の軽減につながる可能性がある。

例えば、 その中には、 新たな分野として、 遺伝と食物の相互作用を研究するニュートリゲノ
ミクスが含まれる。 肥満の蔓延を考えれば、 これは特に重要な分野である。 遺伝学者と臨
床医は、いずれも、この新たな科学が、肥満の増加傾向を反転させる鍵となる重要な知見や、
解決策となり得る手段を提供すると見ている。 一部の個人は、 遺伝的に、 肥満や糖尿病
の発症から影響を受けやすい可能性がある。 一方、 肥満の度合いにもかかわらず、 健康な
代謝を維持し、 肥満の悪影響からの回復力が強いと見られる人々もいる。 ニュートリゲノミ
クスは根本的なメカニズムを理解し、 様々な下位集団に栄養に関する助言を与え、 一般大
衆全体の健康改善を目指している 78。 	

英国 10 万ゲノム解析計画
10 年近く前、 英国上院科学技術委員会が、 英国におけるゲノム医療の戦略的構想の必要
性を訴えた。 これを受けて、 英国政府は、 希少疾患、 がん、 感染症に焦点を当てて、 10
万のゲノム解析を実行する企業、 「ゲノミクス・イングランド」 を、 保健省の全額出資により設
立した。 10万ゲノム解析計画は、 この種のプロジェクトとしては初めてのものであり、 研究者
と臨床医が協力して、 科学的発見のためのデータを提供し、 患者に恩恵をもたらすことを目
指した。

ゲノミクス・イングランドは、 現在までに、 8万 7,000 近くのゲノムを解析しており、 2019 年
末までに、 10万の解析を完了すると予想されている。 このプロジェクトで収集された、 7万
人の患者とその家族のデータの量は 21ペタバイトに上り、 世界中の研究者 2,500人が関
与している。 10万のゲノムから得られた知見は、 政策担当者の公衆衛生に関する意思決
定や、 医療提供の最適設計に、 直接影響を及ぼす形で利用される予定である。 	

個別化医療は診断と治療を確実に最適
化し、 健康状態を向上させる

エピジェネティクスの理解を深めることで、
疾患の回避と影響の軽減が可能に

ニュートリゲノミクスには、 肥満の蔓延を
逆転させる知見と解決策をもたらす可能
性がある

10万ゲノム解析計画は、 科学的発見の
ためのデータを提供し、 患者に恩恵をも
たらすことを目的とした

獲得した知見は、 将来の死亡率改善に
つながる公衆衛生の意思決定情報として
も利用される予定

77	R.	Das 著、 「精密医療で大きな賭けに出た医薬品業界：医療提供を形成する 5つのトレンド」、 2017年 3月、
www.forbes.com/sites/reenitadas/2017/03/08/drug-development-industry-bets-big-on-precision-medicine-
5-top-trends-shaping-future-care-delivery/#6eebb8895d3a

78	L.	Ferguson 著、「機能性食品と個別化栄養素におけるニュートリゲノミクスとニュートリジェネティクス」、CRC プレス、
2013 年



Swiss Re sigma No 6/2018 33

消費者行動の重要性

治療の非遵守に見られるように、 将来の技術や医療の効果を限定する最も重要な要因の
一つは本人自身とその行動である。 喫煙が健康のために良くないことは半世紀も前から知
られているが、 新興国を中心に、 多くの人々が依然として喫煙し続けている。 同様に、 公
衆衛生当局は、 日々の運動の大切さや、 砂糖の入った飲料や食品の摂取を控えることの
健康への価値について周知に努めている。 それでも、 体重過多と肥満は蔓延しており、 世
界のほぼすべての地域で増え続けている。 このことから、 個人の選択と行動が、 引き続き、
将来の健康と長寿の改善に悪影響を及ぼしていることがうかがわれる。

医療機関の幹部、 臨床指導者、 臨床医が参加した最近の研究では、 病気の予防と健康
に向けた行動の変化とその維持 （または、 欠如） を決定づける要因に着目している79。 こ
の研究では、 予防医療ヘのアクセス改善、 対面による社会的支援、 予防可能な状態の啓
蒙が、 行動を変え始める時点で最も効果的であることが特定された （図15 を参照）。 対
面での社会的支援は、 行動変化の開始時と継続時の両方で高順位となった唯一の介入
だった。 このことは、 医療効果の改善と平均余命の延長を目的とする公共政策には、 目標
を定めた社会プログラムが必要なことを示唆している。

 
煙草やアルコールといった製品に対する、 いわゆる 「悪行」 税によって行動を変えさせ、 平
均余命を伸ばすことで、 財政政策も、 健康的な生活様式の推進に寄与することができる。
例を挙げると、 2012年に米国政府が発表した分析では、 煙草に対する物品税の引き上げ
が喫煙を控えさせると同時に、 税収増につながったことが示されている 80。

我々の選択と行動は、 引き続き、 将来の
健康増進に悪影響を及ぼす

対面による社会的支援は、 個人の行動
変化とその維持の両面において最も効果
的な介入と見られている

図 15 
行動変化を開始・維持させるための様々な方法（調査回答に占める割合、%）

出典：ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン（NEJM）カタリスト、2018年、前掲書
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今後の死亡率改善の成否は、 不健康な
製品の消費を控えさせるための課税にも
かかっている

79	「行動変化を創出する要因は、 その維持に寄与しない場合がある」、 NEJM カタリスト、 2018 年 5月、
https://catalyst.nejm.org/survey-sustaining-behavior-change/

80	この調査では、 人々の行動の価格弾力性を -0.3 と推定した。 これによると、 煙草の価格が1%上昇すると、 喫
煙者数は 0.3%減少する。 「煙草の物品税率引き上げ：健康と連邦予算への影響」、 連邦議会予算事務局、
2012 年 6月、 http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/06-13-Smoking_Reduction.pdf
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ごく最近になって、 肥満による負担増への対策として、 糖分を多く含む食品への課税が導
入されている 81。 例を挙げると、 2018 年 4月、 英国政府は 「ソフト ・ ドリンク業界課税」
を成立させた。 これは、 肥満の蔓延への対策としての、 砂糖入りソフト・ドリンクヘの課税で
ある。 他の国々も相次いで同様の法規制を導入した （表7を参照）。 	

こうした砂糖税による消費量低減効果はまだ証明されていないが、 いくつか有望な兆候
は見られる。 カリフォルニア州では、 砂糖税導入以降、 糖分を含む飲料の年間消費量が
21%減少した 82。 メーカーが、 納税を回避するための商品対応をどの程度行うか、 または、
どれほどのコストを消費者に転嫁し、 肥満度の高い中下層の社会経済グループの行動変化
を促すかに、 最終的な消費者の健康ヘの影響は左右されると思われる。 特定の食品カテ
ゴリーに課税した場合、 必ずしも健康的とは言えない、 他の安価なカテゴリーの商品へと、
消費者をシフトさせる可能性もある。

全般的に、 死亡率改善の見通しは、 技術・医学の進歩、 消費者の選択、 公衆衛生政策
の有効性の組合せによって形成されるだろう。 保険会社、 および、 民間年金制度は、 寿
命を取り巻く不確定要素も含め、 寿命を決定づける可能性のある要因のすべてについて、
今後の道筋を見定める必要がある。 これができなければ、 死亡率の予想外の変化に対し
て脆弱となり、 準備金の適切な水準や、 維持すべき資本は悪影響を受けるであろう。

肥満による負担軽減を目指して、 各国政
府は、 糖分含有量の多い製品を課税対
象にしている

こうした課税に、 どこまで健康状態を改
善させる効果があるか、 まだ結論は出て
いない

表 7 
各国が導入した砂糖税の例

国名 実施時期 課税対象品目 影響

英国 2018年 100ml当たり5グラムを超える砂糖を含む

飲料

税収は、年平均3億8,500万ポンド増える見通し

米国 2018年（サンフランシスコ）

2017年（フィラデルフィア、

オークランド）

2015年（バークレー）

食料品店、または自販機で販売される糖

分を含むソフトドリンク	

バークレーでは、炭酸飲料税の導入で、糖分を含むソフ

トドリンクの2015年の売上高は9.6%減少した

米国 2017年（イリノイ州クック郡） 砂糖入りソフトドリンク 零細企業に悪影響を及ぼし、効果がないとされ、導入

から2ヵ月で撤回された

メキシコ 2014年 砂糖を添加したノンアルコール飲料、およ

び、乳成分を含まない飲料

2014年の砂糖消費量を5.5%、2015年は9.7%削減し

たと推定される

フランス 2012年 砂糖入り飲料、および、無糖飲料  

フィンランド 2011年、2012年、2014年 ソフトドリンク､菓子、アイスクリーム 砂糖の入ったソフトドリンクと菓子類の売上高は4.7%減

少したと推定される

ハンガリー 2011年 糖分を含む食料品と飲料 2011年から2013年までの間に売上高は27%減少し、

消費量は20～35%減少

ノルウェー 1981年（2011年に増税） 糖分を添加した飲料、チョコレート、菓子 ソフトドリンクの平均消費回数は、2001年から2018年ま

での間に、週2.3回から1.6回に減少

出典：「肥満への取組み：拡大する世界的課題」、ゴールドマン・サックス、2018年1月

保険会社や年金制度は、 寿命を取り巻
く不確定要素も含め、 考え得る寿命の
改善要因のすべてについて、 今後の道
筋を評価する必要がある

将来の死亡率改善ペース

81	欧州では、 WHOが、 「南欧における、 伝統的な地中海式食事習慣の減少、 [ および ]、 砂糖やエネルギー密度
の高い食品の摂取量増加と少ない運動量の組み合わせ」 に注目している。
www.cnn.com/2018/09/11/health/world-health-organization-europe-report-intl/index.html

82	www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5024386/	を参照。
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結論

最近のデータによれば、 多くの先進国で、 死亡率の改善ペースが、 過去のトレンドに比べて
鈍化していることがうかがわれる。 ただし、 統計的には、 これが純粋な構造的変化なのか、
毎年の死亡率の振れを反映しているだけなのか、 結論づけるのは難しい。 こうした状態が
長く続けば続くほど、 基調的トレンドが変わった可能性が大きくなる。 しかし、 判断するには
時期尚早である。 より豊富なデータを解析することにより、 死亡率の基調的決定要因の理
解を深めても、 やはり、 平均余命の将来的な動向を予想することは難しい。

数値だけを見れば、 死亡率の改善ペースの鈍化は、 おそらく、 それほど意外ではないと言
えよう。 2000 年代後半以降の死亡率の改善鈍化に大きく影響しているのは、 循環器疾患
による死亡率の改善鈍化である。 循環器疾患による死亡者数が全体に占める割合は小さ
いため、 改善率が同じでも、 全体の死亡率実績への影響は小さい。 さらに、 どこかの時点
で、 医療技術の飛躍的進歩による長寿への効果が低下し始めるかも知れないことは以前
から分かっていたことである。 がんや認知症に比べて、循環器疾患は対応しやすい。 これは、
相応の死亡率改善を達成するには、医療のイノベーションが必要になることを示唆している。

それでも、こうした医療のイノベーションは、寿命をさらに伸ばすことができるであろう。 しかし、
新薬や新たな治療の開発費用は一段と高額化していることから、 臨床上の恩恵を受けられ
るのは、 比較的小さい患者グループに限定されるかもしれない。 従って、 今後は、 健康や
長寿の改善の大半は、 終末期疾患治療の進歩ではなく、 公衆衛生政策の改善や、 消費
者の選択によるものが中心になると考える。 技術や医療の進歩によって、 発病の早期診断
が可能になると思われる。

健康的な生活様式の選択を推進する上で、 効果的な公衆衛生政策が重要な役割を果た
すと考えられる。 行動に影響を与える新たな戦略は、 そもそも、 病気の予防につながる可
能性がある。 健康な集団と国民全般の死亡率のギャップを縮小することで、 死亡率を大
幅に改善させる余地がまだあるだろう。 こうした政策の有効性と、 ギャップ縮小のスピードが
極めて重要になろう。

保険会社と年金制度は、 将来がどの程度変化しうるかを予測する必要がある。 また、 行
動に影響を及ぼすとともに、 疾病や死亡を予防する、 官民による健康への介入について、
予想される成果と、 何がありうるのかに関する見解を形成しておく必要がある。 国民全般で
見られる死亡率改善ペースの鈍化が、 保険契約者の大半を占めることが多い、 社会経済
的地位の高い集団ではいまだに見られないことを考えるとなおさらである。 将来の死亡率
の変動をカバーするため、 過度に保守的な価格設定を行えば、 年金や生命保険等の商品
価格は不必要に高額になろう。 同時に、 死亡率トレンドの前提に、性急な調整を加えれば、
保険会社のバランスシートでは、 平均余命の修正に対応して、 保険債務額が最終的に見
直されることになる。 これでは、 ほぼ必然的に、 債務過剰に陥るであろう。

統計的視点からは、 最近の死亡率改善
ペースの鈍化が今後も持続すると判断す
るには時期尚早

こうした鈍化は、 過去の医療技術における
イノベーションによるメリットが減少しているこ
とを反映しているのかも知れない…

…しかし、 病気の早期発見を目的とした、
技術先行のイノベーションは、 将来の死亡
率改善を下支えするであろう

健康的な生活様式を推進するための公
衆衛生政策が重要になろう

死亡率前提を調整する際に、 保険会社
は、 大きな不確実性に注意する必要が
ある
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2018
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2016

2015
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2011

2017年の自然災害と人災：未曽有の損害をもたらした1年

未来を築く：エンジニアリング保険における最近の動向

2017年の世界の保険：堅調ではあるが成熟した生命保険市場が成長の足かせに

損害保険事業の収益性：ギャップに注意

死亡率改善：過去の解明と将来への枠組みの構築

サイバー空間：複雑なリスクに取り組む

2016年の自然災害と人災：損害が広範囲に及んだ１年

2016年の世界の保険：成長エンジンの中国が力強く前進

保険：新興市場の発展に価値を付加

企業保険：イノベーションによる保険引受可能性の範囲拡大

保有生命保険契約の管理：消費者価値と長期的な収益性の改善

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア

フロンティア市場の保険事情

2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び

21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？

戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

新興国における健康維持のあり方：保険にできること

2014年の自然災害と人災：損害の大部分をもたらした「対流性暴風雨」と「冬の嵐」

保険業界における合併と買収（M&A）	新しい波の始まりか？

2014年の世界の保険：活気を取り戻す

財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討

デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2013年の自然災害と人災：

洪水とひょうによる大規模損害、台風ハイエン（Haiyan、台風第30号）がフィリピンを襲う

保険におけるデジタル販売：静かに進行する変革

2013年の世界の保険：景気回復に向けた舵取り

賠償責任保険の保険金請求トレンド：顕在化するリスクと景気回復の要因

介護はどうあるべきか？

高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012年の自然災害と人災：この１年、 米国を襲った異常気象

2012年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

生命保険における収益性の理解

2011年の自然災害と人災：過去最大の損害をもたらした記録的な地震と洪水

2011年の世界の保険：損害保険は成長回復の兆し

直面する金利の課題

絶えず変化する企業リスクの付保

保険会計改革：悲観的に見るか、 楽観的に見るか？

2010 年の自然災害と人災：壊滅的で損害の大きな事故が続いた1年

2010 年の世界の保険：保険料の伸びは回復し、 自己資本が増加

保険市場における国家の関与

損害保険市場におけるプロダクト ・イノベーション：

小文字 「	i	」 のイノベーションと大文字 「	Ⅰ	」 のイノベーションの出会い

新興市場における保険：成長要因と収益性
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