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医療費とダイエット
太っていること塊庚にはどのような関係があるのか？

日本人の体格の変化愚概観し

肥満と医療費の関係を明らかにする。
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世間由はさまざまなダイエットのための機

器、食品、サービスが盗れ、多くの人々がこ

れらを購入しようと行動している；その購入

動機、すなわちダイエットしたいと考える理

由は人それぞれ異なり、そこには個々のさま

ざまな価値判断が働いているであろう。美容

的なものを重視する人もいれば、他の目的の

人もいる。いずれの理由にしても、太ってい

ることがさまざまな病気の原因となるのであ

ればダイエットすることが社会的厚生の改善

につながるであろう。太っていること、すな

わち肥満に起因する医療費の問題も今後の重

要なテーマである。

肥満はもともと先進国に多くみられていた

が、現在は世界共通の問題である。たとえば、

アメリカやオーストラリアは1980年頃と比較

して肥満者の割合が約2倍に、ラテンアメリ

カや中国、インドなどでも肥満者数が大幅に

増加し、深刻な問題となっている。もちろん

日本も例外では奪い。国民健康・栄養調査に

よると、30代以上の男性の3人に1人が肥満

という現状がある。ここでは、まず、肥満が

引き起こす問題や日本人の現状を今一度確認

する。そして、肥満が医療費に与える影響に

ついて先行研究を紹介しながら整理・確認し

たい。
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肥満の判定と肥満症の定義

まず、肥満の判定と肥満症の定義を確認し

ておこう。肥満とは脂肪組織が過剰に蓄積し

た状態のことであり、疾病そのものを指して

いるわけではない。例えば、肥満の程度が重

度にも関わらず、明確な合併症を持たない例

も認められる。逆に肥満の程度が軽度にも関

わらず明らかな健康障害を持つ例も多数存在

する。ゆえに、肥満はリスク因子として捉え

るのが一般的である。ただ、肥満研究の進展

や肥満症の診断基準明確化の必要性から、日

本肥満学会はWHO等による肥満の判定基準

に準拠し、日本人に対してはBMI25以上を

肥満としている。また、肥満症については

「肥満に起因ないし関連する健康障害を合併

するか、その合併が予測される場合で、医学

的に減量を必要とする病態」と定義している。

肥満はどのような間愚を引き起こすのか

前述の通り、肥満は疾病そのものを指して

いるわけではないが、たびたび問題にされる。
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図1BMtの変化（年齢階級別：男）
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その理由は肥満に伴ってさまざまな合併症の

発症率や死亡率が上昇するからである。日本

肥満学会肥満症診断基準検討委員会によると

「肥満に起因ないし関連し、減量を要する健

康障害」として糖尿病や高血圧、脳梗塞など

10の疾患が指摘されている。また、このよう

な疾病の合併率や死亡率は男女ともBMI22

前後が最も低い（日本肥満学会2000，Haya－

shietal．2005）。

日本人の体型

日本人の体型はどのように変化してきたの

だろうか。図1、図2に1948年以降の日本人

の平均BMIの変化を男女それぞれ年齢階級

別に示している。これによると、男性は1960

年頃まではどの年齢階級においてもBMIが

21から21．5程度であった。その後どの年齢階

級においてもBMIが上昇しつづけ、その伸

びは特に30歳代から60歳代までが顕著である。

女性に関しては、1960年頃までどの年齢階級

においてもBMIが22前後であった。その後

年齢階級によって異なる軌跡をたどっている。
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図2　BMtの変化（年齢階級別：女）
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まず、50歳代、60歳代、70歳代は1970年代中

ごろまでBMIが上昇しつづけたが、50歳代

は1990年頃よりやや低下傾向にある。60歳代

と70歳代は上昇幅は小さくなったが、相変わ

らず上昇傾向である。30歳代、40歳代は1970

年代前半くらいまでBMIが上昇したが、そ

の後低下し続けている。20歳代にいたっては

戦後ほぼ一貫して低下しつづけている。

また、大竹氏の図1、図2（p．27）は1985

年以降の肥満（BMI≧25）の割合を10年毎に

示している。これによると、男性はどの年齢

階級でも増加、女性は30歳代と70歳以上を除

いて低下している。

肥満と医療費

●肥満に起因する医療費とは何か

医療費としては、通常、直接医療費と間接

医療費がある。直接医療費とは、入院に関わ

る費用（入院時の治療技術費用、入院時の薬

剤費、食事代、部屋代、治療材料費など）、

外来受診に関わる費用（外来受診時の治療技

術費用、薬剤費、治療材料費など）、在宅医
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療費、薬局等で購入する薬剤費や治療材料費、

医療器具などを指す。間接医療費とは、医療

保険制度運営に伴う費用などを指す。多くの

肥満医療費研究では患者による医療サービス

消費額、すなわち直接医療費のみを推計して

いることが多い。しかし、肥満に伴う費用に

は、間接医療費、交通費といった非医療費、

休職や活動制限といった機会損失なども考慮

されなければならない（Wolf2002）。

肥満に起因する医療費としてはどのような

疾患までを対象としているのだろうか。少な

く．とも2型糖尿病、冠動脈疾患、高血圧性疾

患の医療費までは肥満関連疾患医療費の中に

含めて推計している先行研究が多い。しかし、

乳癌、変形性関節症といった他の肥満関連疾

患は推計対象としていない研究もあり、肥満

医療費の比較時には留意が必要である。

●医療保険財政からみた肥満関連疾患の医療

費負担

肥満が医療保険財政に与えるインパクトに

関しては諸外国で多くの研究成果がある。こ

れらを整理して図3にまとめた。アメリカに

おける医療費負担割合は、1986年時において

BMI29以上を肥満とした場合5．5％であった

（Colditz1992）が、1995年時においては

BMI30以上を肥満とした場合7．0％であった

（Colditz1999）。カナダにおいては1997年時

におけるBMI27以上の肥満者の直接医療費

が年間医療費の2．4％であった（Bimingh－

am1999）。

その他、オーストラリアでは肥満医療費割

合が2．0％（BMI30以上、1989－1990の期間、

Segaletal．1994）こ　フランスでは肥満医療費

割合が2．0％（BMI27以上、1992年時、Levy et

al．1995）、スイスでは肥満医療費割合が3

～3．5％（2002年時、Schmideta1．2005）とな
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図3　国別の肥満に伴う医療費の割合
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っている。また、ニュージーランドでの肥満

医療費割合は2．5％（BMI30以上、1991年時、

Swinburn et al．1997）、オランダでの肥満

医療費割合は4％（BMI30以上、Seidell

1995）といった報告もある。日本に関しても

総医療費のうち3．2％がBMI25．0以上による

ものとの指摘がある（栗山、辻2003）。

●肥満の程度と医療費

肥満の程度によってどのように医療費負担

が変化するのであろうか。Quesenberry et

al．（1998）はアメリカのHMOにおける肥満

度と年間医療費、入院日数、外来の受診回数

や費用、外来受診時の薬剤費や検査、レント

ゲン検査などとの関係を分析し、BMIが

20～24．9の者の年間医療費に対し30～34．9の

者の年間医療費は25％増加、35以上の者の年

間医療費は胡％増加することを指摘している。

同じように、肥満の指標としてBMIを用い、

この値が大きくなるほど医療費が増加すると

いう報告が、アメリカ（Heithoff et al．

1997，Thompsonetal．2001）やオーストラ

リア（Reidpathetal．2002）を対象に見学

けられる。

日本人に関しては、近年肥満者増加の問題

が指摘され、研究が進められている。古川ら

（2007）は、糖尿病と高血圧を対象として

BMIの変化、病気の羅患率の変化、それに
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伴う1人当たり医療費の変化を推計している。

分析には「国民健康・栄養調査」（厚生労働

省）の成人（20歳以上）の個票データと「国

民医療費」のマクロデータを用いている。そ

の結果、BMIが23から24．9の人に対し

BMI30以上の場合は1人当たりの糖尿病医

療費は2．5倍、高血圧医療費は1．3倍であるこ

と、また、BMI25から29．9の人の場合でも

1人当たりの糖尿病医療費は2．1倍、高血圧

医療費は1．1倍になることを指摘している。

その他、日本人に関してはKuriyama et al．

（2002）の報告もある。

ただ、日本人に関するBMIと医療費との

関係については意見がわかれている。両者の

関係をグラフ化したときに、その形状はU字

型という報告（古川ら2007，Kuriyama et

al．2002）もあれば、BMIが高い群ほど医療

費が高額になっていくという単純な右上がり

のグラフの形状を報告しているものもある

（日高ら2003）。いずれにしても、、日本人に

関して肥満の程度と医療費との関係が明確に

なっておらず、さらに研究を進めていく必要

性があろう。

●ダイエットによって医療費は削減されるのか

運動や食習慣の改善によってダイエットに

成功すれば医療費は削減されるのだろうか。

Osteretal．（1999）は動学モデルを用いて

減量による肥満関連疾患の医療費削減額を算

出している。その結果、10％の減量によって

2200～5200ドルの生涯医療費が減少されるこ

と、特に男性では45～54歳、女性では55～64

歳がその削減額が大きいこと、また、BMIが

大きい人ほど削減額も大きいと報告している。

●肥満の生涯医療費

より正確な肥満関連医療費の推定のために

巾

は肥満者の早期死亡、つまり寿命も考慮する

ことが重要であろう（Allisonetal．1999）。

さもないと肥満関連医療費を過大評価してし

まう可能性があるからである。Thompson

et al．（1999）は45～54歳の非肥満者

（BMI22．5）と比較し．；ニ肥満者（BMI27・5以

上）は、男性の場合で余命が0．5年以上短縮、

生涯医療費が胡00ドル増加、女性の場合で余

命が0．3年以上短癖J生涯医療費が亜00ドル

増加すると推定している。

●ダイエット薬（抗肥満薬）は医療保険財政

の救世主になるのか

現在、抗肥満薬の開発が積極的に進められ

ている。抗肥満薬は体重を減らす効果が期待

でき、その結果として医療費も削減できる可

能性を持っている。しかしながら、薬価の設

定や健康保険適用基準次第ではダイエットに

よる医療費削減効果以上に抗肥満薬の薬剤費

がかかり、結果として医療費が増大する可能

性もある。現在の日本では、抗肥満薬として

食欲抑制剤のマジンドールのみが健康保険適

用となっているが、その適用基準はBMI35

以上であり、また、投与期間に関しても制限

が設けられている。この抗肥満薬は、通常肥

満治療の基本である食事療法や運動療法と併

用して用いられ、その場合の体重減少効果は

5～10kgといわれている。今後、日本人に関

して、減量による肥満の生涯医療費削減効果、

抗肥満薬の薬価や投薬制限を仮定した薬剤費

なども推定していくことが肥満医療費研究と

して求められている。

最後に

ダイエットの必要な「肥満」と、それに密

接に関係する「医療費」について情報整理を
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行った。前述したとおり肥満はあくまで脂肪

組織の過剰蓄積、いわゆるストックである。

そして、肥満に起因する疾病はこのストック

が長期間保たれたことによって生じるもので

ある。故に、肥満と疾病医療費発生との間に

は相応のタイムラグが存在することに留意し

なければならない。また、さまざまな研究分

野を融合させた学際的アプロTチも二層求め

られる。なぜなら、肥満の原因として、社会

経済環境や健康知識といった後天的要因だけ

でなく、遺伝といった先天的要因が絡み合っ

ているからである。経済学的アプローチを行

うとしても先天的要因のコシトロールなども

今後重要になってくると考え与れる。ただ、

従来まで行われてきたダイエットや肥満に対

するアプローチが医学的なものがほとんどで

あったことを考えると、経済学の貢献は大き

く、また今後もさらに期待されるであろう。
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