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翻訳にあたって
本書は 2018 年 11 月 22 日に OECD から発刊された Health at a Glance: Europe 2018.
STATE OF HEALTH IN THE EU CYCLE（全 211 ページ）の第一部のみ（77 ページま
で）の翻訳です。翻訳にあたっては本書の内容を理解し、重要な部分については日本でも
まねができるように、訳注を脚注として加えました。脚注のみでは足りないと思われる事
項についてはホームページおよび Facebook の Health at a Glance: Japan と連動しています
ので、ご参照ください。
Health at a Glance: Europe 2020 も公開されていますが、時節柄 COVID19 中心となって
いるため EU の健康戦略を理解するには 2018 の方が適切だろうと判断しました。第一部
では特に重要な心の健康と医療の無駄について論じられており、第二部には網羅的に健康
政策の各分野について述べられています。外部資金を頼らず翻訳したいと考えましたの
で、取り急ぎ第一部までとしました。本来は第二部も読んでいただきたいので、皆様のご
要望によって取り組もうかと思います。
特筆すべきは緒言に書かれている EU cycle としての健康政策です。各国代表がデータを持
ち寄り、それを比較し、優れた取り組みを EU 全体に広げようという姿勢は見習うべきだ
と思います。残念ながら日本に協力していただける国を探すのは大変です。しかし都道府
県が協力し合う Prefecture cycle でも、県内市町村が協力し合う City cycle でも良いと思い
ます。2 年間にわたって千葉大学普遍教育の講座として医療政策入門編と医療政策発展編
とを開講してまいりましたが、この翻訳の出版を機に多くの人が EU cycle をまねて、未来
の健康政策を作ってくださることを祈念しております。

2021 年 10 月 1 日
千葉大学予防医学センター臨床疫学教授 藤田伸輔

はじめに
2018 年版 Health at a Glance: Europe はヨーロッパにおける新たな健康のステージの幕開
けとなるものです。これは EU 加盟国が自国民の健康を増進し、各国の医療システムの働
きを最大限に生かすことができるように EU 委員会が設計した EU Cycle の一環です。
ここに特記すべき２つの重要な万人に影響する潮流がある。第一点は、多くの EU 諸国に
おいて心血管系疾患による死亡の改善が伸び悩んでいること、特に近年冬期に高齢者の死
亡数が増加している。このため平均余命の着実なのびが減少していることである。第二点
は平均余命に大きな不平等が存在し続けていることである。EU 中で高等教育を受けられ
ない人々は受けられた人よりも 6 年も平均余命が短いのである。
健康の保護と予防にもっと注力が必要である。 EU 諸国では毎年 120 万以上の人々が速す
ぎる死を向かえている。これらの死はより適切な疾病予防政策とより効果的な疾病治療介
入によって避けうる。一方で 2018 年初めに推奨事項として EU 評議会に提案したように
ワクチンに関する間違った情報を是正することと小児期のワクチン接種をためらう人々に
向けた取り組みが必要である。これと同時に非健康的な生活習慣を改善するようにこれま
での倍の努力が必要である。おおよそ 79 万人の EU 市民がタバコの喫煙、害の大きい飲
酒、非健康的な食事、運動をしないことによって平均余命を縮めている。従って喫煙と害
の大きい飲酒をコントロールし肥満を抑制する政策を積極的に実施すべきである。
ひと目でわかる健康 EU のこの版は心の健康の改善と精神疾患予防について強力に推奨し
ている。心の問題に由来する総合的コスト、すなわち健康システムと社会の安全プログラ
ムに要するコストにとどまらず低い雇用率や低い生産性は EU 諸国の GDP の 4%（毎年
6000 億ユーロ）を超えると推計されている。心の健康を推進し、心の健康状態が良くない
人々が医療を受けやすくなるようにすることが喫緊の課題である。
もっと効果的で住民中心の健康システムが必要である。 心臓発作、脳梗塞や様々ながん
など生命の危機に至る疾患に対して健康システムは目覚ましい進歩を遂げたが、その救命
率は国ごとに差があるばかりでなく、各国の中でも病院や医療サービス提供者によって大
きな差がある。

この是正のためには単に死亡率のデータを収集するだけでは十分ではない。住民を健康管
理の中心に据えて患者さんたちが良くなっているのか悪くなっているのかをもっと総合的
に検証し異なる診療方針による差異を検討しなければならない。また一つ以上の慢性疾患
を有する人々が増え続けている中でプライマリ・ケア分野がうまく健康管理しているのか
どうかを測定する必要がある。OECD と EU 委員会は各国とともに、患者の実体験報告と
実績との重大なデータ格差を埋めようとしている。
健康管理へのアクセス改善が必要である。 持続可能な発展目標の鍵として普遍的な健康
サービス提供、つまりタイムリーに安価に予防医学や治療を受けられるようにすることは
EU 住民の社会的権利の柱であり、常に政策の主軸とすべきである。健康サービスが行き
届いていないことに対する近年のデータは勇気づけるものである。すなわち経済的理由や
医療機関への距離の問題や待ち時間の問題によって医療を受けることをあきらめる EU 市
民は減少している。しかしながら貧乏な人々と裕福な人々の間には大きすぎる格差が存在
している。貧乏な EU 住民は裕福な人々に比べて健康サービスにかかる際に 5 倍もの問題
を抱えており、不利な状態にある人々に対する経済的支援を第一に品かければならない。
究極のところ変化により適切に対応できる健康システムが必要である。 健康システムが発
達するにつれ、健康システムは環境の変化とニーズにもっと変化に柔軟に対応できるよう
にならねばならない。ひと目でわかる健康：ヨーロッパのこの版では医療の無駄を削減
し、効率を高め、持続可能性を高めることの重要性に焦点を当てた。様々な国から得られ
た実績は医療費の 5 分の 1 にも上る無駄の存在と、もっと良い使い方があることを示唆し
た。例えば入院が多すぎることは集団における健康管理に問題があることを示しており、
EU 全体では年間 3700 万人日もの無駄な入院があると見込まれる。EU デジタル統一市場
の核である健康と医療のデジタル化は健康システムの維持や研究に役立つだけでなく、慢
性疾患の予防、早期発見、治療の改善に莫大なポテンシャルを持っている。
OECD と欧州委員会はすべての EU 市民がより長く健康に生きていけるように、政策決定
者や他のステークスホルダーと密接に連携し、EU サイクルによる健康状態の達成のため
に努力を続けるつもりである。

Angel Gurría

Vytenis Andriukaitis

Secretary-General

European Commissioner

Organisation for Economic Co-operation

for Health and Food Safety

and Development
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健康状態について EU サイクルの第一歩として「ひと目でわかる健康：ヨーロッパ 2018」
を出版する。これは OECD と欧州委員会の緊密な共同作業によってなされたものであ
る。出版にあたっての準備は OECD 主導で行い、委員会は全工程におけるガイダンスと
技術的支援を行った。
参加 36 か国より提供された膨大な国レベルのデータとメタデータなくしては今回の出版
はなしえなかった。また EU による経済的支援がなければとてもまとめることはできなか
った。健康情報専門委員会(ECDC)からのたくさんの貴重な意見、ヨーロッパ疾病予防管
理センター(ECDC)、ジョイントリサーチセンター(JRC)、ヨーロッパ薬物および薬物中毒
モニタリングセンター(EMCDDA)からの数々の公式コメントによってこの出版が可能に
なった。
この報告書は Gaétan Lafortune1による調整の下、OECD の健康部門のチームによって準
備された。第 1 章心の健康については Emily Hewlett, Gaétan Lafortune, Eileen Rocard and
David Morgan によって準備された。第 2 章健康システム2における無駄な消費抑制につい
ては Elina Suzuki, Michael Padget, Gaëlle Balestat, Eileen Rocard, Marie-Clémence
Canaud , Roi Meshulam による情報提供に基づき Agnès Couffinhal, Ruth Lopert, Gaétan
Lafortune が準備した。第 3 章住民の健康状態は Eileen Rocard, Gaétan Lafortune が準備
した。第 4 章健康への危険因子については EMCDDA の Joao Matias, Katerina Skarupova
による小児のアルコール消費と子供と成人両方の不法薬物摂取の指標についての情報提供
と WHO ヨーロッパの Marta Buoncristiano, Joao Breda によるに小児肥満の指標について
の情報提供に基づき Marion Devaux, Ivan Tzintzun が準備した。第 5 章健康分野支出と経
済については Sebastiano Lustig による情報提供に基づき Michael Mueller, James Cooper,

1

OECD 健康部門の上席経済学者。

2

Health system は日本における医療分野に加えて保健分野を含むため健康システムと訳し

た。

David Morgan, Jens Wilkens が準備した。第 6 章（ケアの質と患者の経験を含む）健康シ
ステムの有用性については Eileen Rocard, Gaétan Lafortune による避けうる死に関する指
標についての情報提供、Yuka Nishina によるがん治療に関する指標についての情報提供、
OECD 健康部門の Michael Padget と ECDC の Carl Suetens による健康システムに関連す
る感染症に関する指標についての情報提供に基づき Rie Fujisawa が準備した。第 7 章健康
システムへのアクセス性についてはヨーロッパ健康システムと政策の監査機構の Jon
Cylus, Sarah Thomson, Tamas Evetovits による健康システムと商品についての住民自己負
担に関する指標についての情報提供に基づき Gaétan Lafortune, Gaëlle Balestat, Michael
Mueller, Marie-Clémence Canaud が準備した。第 8 章健康システムのレジリエンス3は
ECDC の Marc Struelens, Katrin Leitmeyer による公衆衛研究所の能力に関する指標につい
ての情報提供に基づき Luke Slawomirski, Gaétan Lafortune, David Morgan, Gaëlle Balestat
が準備しました。Ruth Lopert, Marie-Clémence Canaud, Lucy Hulett, Kate Cornford(第一
章のみ)が編集に関する援助を行った。この出版にあたっては OECD の健康部門から
Francesca Colombo, Chris James, Valérie Paris による助言がとても有用であった。
欧州委員会からも有益なコメントを多数もらった。特にこのプロジェクトを実行にあたっ
ての助言と、委員会の様々な部局の実務者間の調整をはかってくれた DG SANTE4の EU
における健康状態チームに特に感謝する。

災害や疫病などの突発事項にあっても破たんせずに切り抜けることのできるシステムとし

3

て resilience という単語を用いている。これに対する適切な日本語を見つけられずレジリ
エンスとカタカナ表記とした。
4

DG SANTE は保健衛生・食の安全総局、Directore-General for Health and Food

Safety。

事業計画概要
「健康総覧：ヨーロッパ 2018」は EU 加盟 28 か国と、加盟準備国 5 か国5と、欧州自由貿
易連合 3 か国6の住民の健康状態と健康システムの実績について比較分析結果を提供する。
これは知識ブローカー7の実践である EU サイクル8における健康状況の第一歩を記したも
のである。この冊子は 2 部構成にしました。第 1 部では心の健康増進に対して一層の努力
が必要である事と、健康増進において無駄な出費の削減指針となりうる方策を示した。第
2 部では健康状態、危険因子、健康への支出についての主たる指標の最新情報と健康シス
テム効果の改善と利用しやすさとレジリエンスにつての議論を掲載した。

心の健康を改善する事が何よりも重要と主張する
⚫

心の健康は個人の幸福にとって決定的なものであると同時に、社会的にも経済的にも
大きな役割を負っている。最近の推計では 2016 年の EU 諸国では 6 人に 1 人以上の
人が心の健康に問題を持っており、これは約 8400 万人に相当する。さらに 2015 年の
ＥＵ諸国では 8 万 4 千人以上の人々が個々の健康の問題によって死亡したり自殺した
りした。

5

Candidate countries は Albania, the Republic of North Macedonia, Montenegro, Serbia,

Turkey の 5 か国です。
6

ETFA(European Free Trade Association)は Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland

の 4 か国ですが、本事業報告には Liechtenstein は含まれていません。
7

Knowledge broker は知識を共有し、共同して実践し、さらなる知識の開発を目指す集団

という意味です。適切な日本語訳が見つかりませんでした。
8

EU cycle は 2007 年に始まった地域実践の結果を持ち寄り、良い取り組みを共有し、EU

全体に広めていく取り組みです。詳細は EU cycle のホームページを参照してください。
https://www.interregeurope.eu/eucycle/

「ＥＵ加盟国 28 か国を総計すると精神的疾病による経済的負荷はＧＤＰの 4%以上、6000
億ユーロ9にのぼる。」
⚫

精神的疾病による経済的社会的なコストは実態として存在する。ＥＵ加盟国 28 か国
を総計すると精神的疾病による経済的負荷はＧＤＰの 4%以上、6000 億ユーロにのぼ
る。そのうち精神的疾病に対する医療費だけで 1900 億ユーロ（ＧＤＰの 1.3%）に上
り、1700 億ユーロ（1.2%）は社会保障制度で使われ、残る 2400 億ユーロ（ＧＤＰの
2.4%）は雇用の減少と生産性の低下による間接的経費である。

⚫

精神的疾病による負担は個人にとっても、経済的社会的負荷においても避けられない
ものではありません。ヨーロッパの多くの国は様々な年齢層を対象とした精神的疾病
に対する政策とプログラムを展開している。しかし心の健康の管理と推進にはもっと
多くのことをできるはずである。

健康システムをより効果的、かつレジリエンスとす
るために無駄の排除する
「様々な国々から寄せられた実績によると健康システムへの投資のうち 5 分の１が無駄であ
りもっと良い使い方に回すことができると推察できる。」
⚫

医療費の無駄とは患者が必須ではない検査や治療を受けたり、より少ない医療資源や
安い医療資源で治療できる場合に発生する。様々な国々から寄せられた実績によると
健康システムへの投資のうち 5 分の１が無駄でありもっと良い使い方に回すことがで
きると推察できる。健康システムの無駄を省くことはレジリエンスの増強に役立つば
かりか、すべての人々が効果的な治療を受けられるようになる。

⚫

無駄の削除が病院に及べば慢性疾患の管理をよくするための多くの入院は市中で行い
入院を避けることができる。喘息や糖尿病などの避けうる入院は EU 全体で毎年 3700

9

1 ユーロ 140 円換算で約 85 兆円。

万人日に及ぶ。不要な退院の遅れは病院にとっても高くつく。入院治療がもっと必要
な患者が使うべきベッドを、多くの退院できる患者が病床を使っているのだ。
⚫

無駄の削除が製薬会社に及べば、無駄を最小限にし、医薬品の使用による価値を最大
限に高めることで効果的で持続可能な健康システムを可能とするカギとなる。様々な
レベルの政策を組み合わせることでこの目的は達せられる。すなわち１）健康技術評
価によって医薬品の選択と適用、調達、価格決定の適正化、２）後発医薬品とバイオ
後発品による潜在的倹約の検討、３）理にかなった処方、４）患者による適正使用10
を促さす政策である。

EU 諸国の余命増加は減速。大きな不平等が残存
⚫

全ての EU 加盟国において平均寿命については 2001 年から 2011 年に比して直近の 23 年は改善しているが、西部ヨーロッパ諸国ではその改善速度が 2011 年以降著明に低
下し、2011 年から 2016 年ではそれまでの半分以下となっている。とくに循環器疾患
の死亡率改善の低下とインフルエンザの流行の繰り返しによる高齢者死亡増加によっ
てもたらされている。

「低教育レベルの人々は高教育レベルの人々よりも平均寿命が 6 年短い」
⚫

性差による大きな平均寿命格差だけではなく、社会経済的格差によっても大きな平均
寿命格差が存在する。EU 全体で低教育レベルの 30 歳男性は大学卒の男性に比べて 8
年も平均寿命が短い。ただし女性では教育レベルの差は小さくて 4 年である。このよ

10

Patient adherence は患者さんが指示通りに薬を使用することを意味します。患者さんの

生活習慣や考えに合致した用量と服用方法の設定、服用の重要性の理解、服用できなかっ
たときの対応方法、副作用発現時の対応方法などを考慮して、適切に薬剤を使用するよう
に指導することを含みます。日本ではこれらは薬剤師による服薬指導の重要なポイントと
されています。

うな平均寿命の違いは多くは健康危険因への暴露であるが、診療の受けやすさという
因子も見逃せない。

健康危険因子の削減にもっと注目
⚫

喫煙率は子供でも大人でもほとんどの EU 諸国で低下してきたが、今なお 5 人に 1 人
の成人は毎日喫煙しているし、4 か国に 1 国はタバコのコントロール政策が進んでい
ない。

⚫

いくつかの国ではアルコールのコントロール政策が総飲酒量の削減に効果を上げてい
るが、青年や成人の大量飲酒は今なお健康政策の大きな問題となっている。EU 諸国
では 40%近くの青年が過去一カ月以内に気晴らし飲み会に参加しており、20－29 歳
の男性の 40%以上が折に触れての過剰飲酒を行っている。

「EU 諸国では 6 人に 1 人以上の成人が肥満であり社会経済的格差状態にある。」
⚫

ほとんどの EU 諸国で肥満者の割合は増加し続けており、6 人に 1 人以上が肥満であ
る。肥満による不平等は大きく、低学歴成人の肥満率は 20%であるのに対し高学歴者
では 12%である。

健康システムの効率をよくすると終末期に至る前の
死亡を削減できる
「2015 年の EU 諸国ではより効果的な医療をより適切な時期に提供できていれば、120 万人
の死を避けることができたはずである。」
⚫

2015 年の EU 諸国では、もっと強力な公衆衛生政策をとり、もっと効率的でもっと適
切な時期に医療を提供することで 120 万人もの疾病や外傷による死亡を避けえたはず
である。

⚫

近年ヨーロッパの一部地域ではワクチン接種によって防げるはずの疾病が流行してい
る。このことは全ヨーロッパの子供達へのより効果的なワクチン接種を進めることの
重要性を示している。

⚫

2016 年の EU 諸国において喫煙、過度の飲酒、不健康な食生活、運動習慣の欠如によ
って 79 万人の人々が早死にしていると推計できる。

⚫

過去 10 年間で命に係わる状態にある患者に対する救急医療は進歩した。急性心筋梗
塞により入院した患者の死亡は減少した（2005 年から 2015 年では 30%減少）。脳梗
塞では同じ期間に 20%減少した。しかしながら急性期医療の質には国家間の格差が大
きく、各国内においても医療機関間の格差も大きい。

⚫

がん治療においても人口ベースのがん検診プログラムとより効果的で適切なタイミン
グでの治療の提供によって大きく改善した。多くのがんの生存率はかつてなく向上し
た。しかし多くの国では更なるがん管理に改善の余地が大いにある。

健康格差解消のため医療へのアクセスを広く改善
「医療を受けられないことはＥＵでは稀であるが、低所得者では高所得者に比べて 5 倍以上
医療を受けられないことがある」
⚫

医療を受けられないことは医療へのアクセスを評価するうえで重要である。最新の大
規模調査ではほとんどのＥＵ諸国で医療を受けられない人々の割合は一般に低く、過
去 10 年間に大いに改善した。しかしながら低所得者世帯では高所得者世帯にくらべ
て医療にかかりにくく、その主たる原因は経済的問題である。

⚫

医療サービスを受けられることはもちろんのこと、医療は適切な時期に適切な場所で
受けられねばならない。ＥＵでは過去 10 年間に、ほとんどすべての国において医師
と看護師の数が増えたが、一般診療医11は不足しており、特に非都市部やへき地では
不足している。

11

General physician (GP) 日本では「かかりつけ医」とも言われているが、ヨーロッパ

でのＧＰは全診療科を担当し、住民の健康管理に責任を持つので心理的な相談や健診、生
活指導も担当する。このため総合診療医よりも守備範囲が広い。

⚫

待機手術における長い待ち時間は適切なタイミングでの受療を妨げるため、多くの
EU 諸国で大きな健康政策課題である。手術の必要性はその供給力よりも早く増加し
ているので、近年これらの多くの国では待ち時間が伸びる傾向にある。

健康システムのレジリエンスを強化する
⚫

健康システムは人口構成の変化によってもたらされる健康管理の需要変化に効果的に
対応し、デジタル技術の輝かしい成果をもっと生かして予防と治療を強化できるはず
である。

⚫

EU 全体で健康への投資は 200 宇年には GDP の 8.8%であったが、2017 年には 9.6%
にのぼった。人口の高齢化は健康管理の需要が将来増大するだけでなく、長期加療の
需要も増大する。実際長期加療への支出の増加速度は健康管理へのそれよりも速い。

「新たなデジタル技術はより健康的な老化とより人間中心のケアの推進を促進できる可能性
がある。」
⚫

新たなデジタル技術は健康的な老化を推進し、より効果的で人間中心の健康管理を達
成する大きな機会を提供する。電子カルテを利用することと電子処方箋は EU 中で拡
大している。また EU 住民でインターネットを用いて健康に関する情報を獲得し、健
康サービスをインターネット経由で医療する人々が増えている。ただし年齢層や社会
経済的階級による格差が存在している。

⚫

人口の高齢化は健康管理システムに根底からの改革を必要とする。すなわち病院にお
ける急性期治療での就学的治療から地域における人間中心の健康管理に至るまであら
ゆる分野で改革が必要である。EU の多くの国では 10 年以上も前から改革を始めてい
る。例えば病院の病床数を削減し、平均在院日数を削減し、地域ケアを推進してき
た。これらのプロセスは今なお進行中で、さらに一層の努力を長期にわたって続けね
ばならない。

EU における健康状態をモニターし改善し続ける
一目でわかる健康：ヨーロッパ 2018 は OECD と欧州委員会の現在進行中の緊密な連携の
成果である。これはそれぞれの国に合わせた健康改善を目指すものであると同時に EU サ
イクルにおける健康分野委員会の見解として EU 全体の健康問題に関する知識を総括した
ものである。
欧州委員会は EU 加盟国の住民の健康改善と健康管理システムの改善を助けるために
EU サイクルにおける健康部門を 2016 年に立ち上げた。一目でわかる健康：ヨーロッパ
2018 は 2 年ごとの偶数年に発行する最初の出版物12であり、住民の健康を増進し健康管
理システムを改善するための強みと機会を認識するために使えるように膨大なデータと
その比較分析を含めた。
EU サイクルにおける次のステップは全 EU 加盟国において国ごとに健康状態をまとめ
ることである。次の版は 2019 年に欧州健康システム・政策観測所と共同出版する予定
である。そこでは各国の健康と健康システム特徴と特別な取り組みを取り上げる予定で
ある。EU 委員会による姉妹編の最終報告書では加盟各国による自主的取り組みの成果
をまとめる予定である。これらによって挑戦的取り組みと政策の成果の可能性について
より詳細に議論する機会を提供する。

12

Health at a Glance: Europe は 2010 年版から 2 年ごとに発行されているが、EU cycle に

従ったものは 2018 年版が初めてである。https://ec.europa.eu/health/state/glance_en
また新型コロナウィルス感染の広がりもあってここに述べられている予定は 2021 年 7 月
時点でまだ発行されていない。2020 年版ではコロナの特集と健康状態のデータが示され
た。

読者の方へ
一目でわかる健康：ヨーロッパ 2018 は EU 加盟 28 か国と、加盟準備国 5 か国と、欧州自
由貿易連合 3 か国の住民の健康状態と健康システムの実績についてのキーデータとその解
析結果を提供する。
この書籍は 2 部構成13です。第 1 部は重要だが無視されることの多い公衆衛生と健康シス
テムについての 2 つの主題を扱う。第 1 章は健康の観点からも経済の観点からも重大な問
題である心の健康について、全年齢層を対象として、EU 諸国の状況とその改善に向けた
熱心な取り組みについて実証的に述べる。第 2 章は健康システムにおける無駄な支出につ
いて、特に病院と医薬品に焦点を当て、またこの無駄を削減するための資源の最適な配分
のために取りうる戦略について述べる。
第 2 部は 6 章からなり、住民の健康と健康システムについての概観を提供する。その大部
分は欧州健康指標主要選抜リスト（European Core Health Indicators: ECHI）14に基づくも
のである。最後の 3 章の枠組みは 2014 年の委員会における効果的でアクセスしやすくレ
ジリエントな健康システムについての議論15を踏まえたものである。この版では効果的で
アクセスしやすくレジリエントな健康システムについて異なる観点から指標を追加した。

13

この翻訳版では第１部のみを扱います。第 2 部も大変重要ですが、特に重要な第 1 部を

一日も早く提供することを優先した。
14

https://ec.europa.eu/health/indicators_data/echi_en

人口と社会経済的指標（9 項

目）、健康状態（32 項目）、健康状態への決定因子（14 項目）、健康サービスによる介
入（29 項目）、健康増進のための介入（4 項目）の計 88 項目を選定し、健康サービスと
医療、人口高齢化、健康決定因子、疾病と心の健康、健康政策の 5 分野の評価について 88
項目中考慮すべきものに印をつけたリストが公開されている。
15

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/healthcare/docs/

com2014_215_final_en.pdf

2014 年 4 月 4 日ブリュッセルにおける欧州委員会議事録

この報告で使用しているデータの大部分は各国の公式統計と OECD と欧州連合統計局
(Eurostat)16と WHO との合同アンケートの実施結果に基づくものである。これらのデータ
はこれら 3 組織によって非常に質の高い互換性に優れたものであるが検証されている。一
部のデータは欧州統計局によって調整された欧州サーベイランスに基づくものである。こ
れらは欧州疾病予防・管理センター(ECDC)17と欧州委員会共同研究センター(JRC)18など
によるものとともに、欧州連合における収入と生活状況についてのサーベイ(EU-SILC)19
と第 2 弾欧州健康インタビュー(EHIS)20に基づくものである。

16

Eurostat は欧州委員会の統計局 https://ec.europa.eu/eurostat である。ヨーロッパに関

する統計データを EU 全体と地域別統計、経済と金融、人口と社会状態、工業とサービ
ス、農林漁業、国際貿易、物流と移動、環境とエネルギー、科学・技術・デジタル社会の
９分野に分けて、わかりやすく提示し解説している。
17

European Centre for Disease Prevention and Control https://www.ecdc.europa.eu/en

ECDC は感染性疾患に対する防御を強化するための欧州委員会の機関である。
18

The Joint Research Centre https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-

centre_en は科学と知識サービスについての委員会である。JRC は EU の政策について独
立した科学的な助言を行うために専属科学者を雇用している。
19

EU-SILC https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EUSILC)_methodology は Eurostat によるサーベイ調査（全数大規模調査）である。
20

The European Health Interview Survey

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-health-interview-survey は
Eurostat によって第一弾が 2006 年から 2009 年にかけて実施され、第 2 弾は 2013 年から
2015 年に実施された。

指標の表示と EU 平均の計算
主題となる最初の 2 章を除いて、その他の章は全て見開き 2 ページで構成している。最初
のページは指標を定義し、比較の限界を示しながら有意なデータを示し、データからもた
らされる主要な見解に焦点をあて要約している。これらは現在の状況を端的に示すと同時
に、可能な限り過去の推移傾向を示す。人口 100 万人以下の比較的小さな国々では少人数
による無作為変動の影響を避けるために 3 年間の平均値を計算している。
図表には EU 加盟国（すべての国のデータがそろっている場合は 28 か国）の平均値を示
した。可能な場合は年齢階級分布の補正を行った平均値を示した。ただしデータが欠損し
ているため補正できなかったり、すでに補正しないデータとして発表されているために未
補正のものもある。

人口分布図
Eurostat の人口データベースを用いて人口一人当たり、あるいは年齢階級分布補正を計算
し人口分布図を作成した。2018 年 6 月始めのデータをデータベースから抽出し、推計年央
値（年初と年末の平均値）として用いた。人口推計値は変動を伴うものであるので、
Eurostat や各国統計の最新版とは違う可能性がある。

データの限界
データ互換性の限界は本文中（「定義と互換性」の欄）と図表下の脚注に示した。

データ源
この文章の中で示されたデータを用いて更なる分析や研究を行いたい読者は全ての OECD
加盟国（23EU 加盟国と 4 準加盟国（アイスランド、ノルウェー、スイス、トルコ）の
OECD 健康統計に示されている正式な定義、データ、および分析手法を遠慮なく参照して

ほしい。詳細は OECD.Stat (http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH21)
に記載されている。アルバニア、ブルガリア、クロアチア、キプロス、マケドニア共和国
（旧ユーゴスラヴィア）、丸田、モンテネグロ、ルーマニア、セルビアの 9 か国について
は Eurostat のデータベースの http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/
index_en.htm を参照してほしい。
ヨーロッパのがんの負担を示す指標について興味を持った読者は JRC のヨーロッパがん情
報システム https://ecis.jrc.ec.europa.eu/ を参照してほしい。
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2021 年 7 月 1 日現在リンクは https://stats.oecd.org/index.aspx から Health の中の詳

細組織を探し出すように変更されている。

