
背景です。高齢化社会に伴い、80歳以上高齢者も
健診を受診する機会が増えています。しかし、健診
を受診することで長生きすることができるかどうか
は明らかになっていません。そこで、今回は80歳
以上高齢者の健診受診の有無と生命予後について検
討しました。

方法です。研究デザインは後向きコホート研究で、
対象者は2002年4月1日時点で郡上市和良町（旧和
良村）に在住の81歳以上高齢者としました。追跡
期間は2002年4月1日から2011年3月31日までと
しました。

 80歳以上高齢者の健診受診の有無と生命予
後を検討する 

目的 

高齢化社会に伴い、80歳以上高齢者も健診
を受診する機会が増えている 

健診を受診することで長生きできるかどうか
は明らかになっていない 

背景 
 

研究デザイン 
 後向きコホート研究 
 
対象者 
 平成14年(2002年)4月1日時点で郡上市和良町（旧
和良村）に在住の81歳以上高齢者 

 
追跡期間 
 平成14年(2002年)4月1日～平成23年(2011年)3月

31日 
 

方法① 
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80歳以上高齢者の健診受診の有無と生存期間に関する検討

発　表　者 松久　雄紀 岐阜県　高山市国民健康保険久々野診療所

共同研究者 廣瀬　英生、加藤　洋子、中嶋　敦子、後藤　忠雄

プトデータを積極的に利活用し、経年的な疾病の把
握および分析を行う必要性があると示唆される。

【結論】東日本震災による津波の被害が甚大であっ
た宮城県の市町村は、他市町村と比較し糖尿病の受
療率およびその伸び率も低くなったことが明らかに
なった。

【考 察】
糖尿病の年齢調整受療率・伸び率が低かったのは，

東日本大震災よる津波によって被害をこうむった宮城
県沿岸部であった。そこでは，医療機関の損壊，社会
的設備の不足，震災後の不安等により，地域住民が受
療できなかったことも考えられる。

今後の被災地の復興にあたり，地域住民の健康の
維持・増進に資するべく，経年的にレセプトデータ等
を用いた分析を行い，保健課題を抽出し，有効な事業
の立案・実行をするべきであることが示唆される。

12

東日本震災による津波の被害が甚大であった宮城県
の市町村は，他市町村と比較し糖尿病の受療率および
その伸び率も低くなったことが明らかになった。

【結 論】
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調査方法ですが、対象者を前年2001年度一般健診
受診群と未受診群に分けました。また、健診未受診
群を医療機関（旧和良村国保病院）定期受診群と未
受診群に分けました。郡上市和良町（旧和良村）は
岐阜県の山間部へき地に位置し、交通の便が必ずし
も良好とはいえないため、81歳以上高齢者のうち
医療機関定期受診者はその大部分が和良病院へ受診
していると考えられます。エンドポイントは全死亡
としました。在住者や死亡の情報は住民票から得ま
した。

健診項目は、記載のように身体測定、血算・生化学
等の血液検査、尿検査、心電図、眼底写真、ABI
を測定しております。

結果です。対象者は195人、平均年齢は86.1歳、平
均追跡期間は5.1年、全体の死亡者数は144人でし
た。健診受診群は31名、健診未受診 / 和良病院受
診群は139名、健診未受診 / 和良病院未受診群は
25人でした。

各群に対して COX 比例ハザードモデルで解析しま
した。解析は年齢、性別で調整しました。健診受診
群に対して健診未受診 / 和良病院受診群はハザード
比2.56、95% 信頼区間1.48-4.45と有意に死亡が増
加、健診未受診群 / 和良病院未受診群はハザード比

調査方法 
 対象者を平成13年(2001年)度一般健診受診群と未
受診群に分けた 

 また、未受診群を医療機関（旧和良村国保病院）定
期受診群と未受診群に分けた 

 ※郡上市和良町（旧和良村）は岐阜県の山間へき地に位置し、交通の便が 
 必ずしも良好と言えない 
 →81歳以上高齢者のうち医療機関定期受診者はその大部分が和良病院 
 へ受診していると考えられる 

 エンドポイントは全死亡とした 
 在住者や死亡の情報は住民票から得た 

方法② 

健診項目 
 身体測定：身長・体重・BMI、血圧 
 血液検査 
  血算：白血球、赤血球、Hb、Ht、血小板 
  生化学：アルブミン、AST、ALT、γ-GTP、クレアチニン、 
       尿酸、空腹時血糖、HbA1c(JDS) 
 尿検査：尿糖、尿蛋白、尿潜血 
 心電図、眼底写真、ABI 

 

方法③ 

2002年4月1日時点で 

81歳以上 

195人 

2001年度健診受診 

あり 

31人 

2001年度健診受診 

なし 

164人 

和良病院受診 

あり 

139人 

和良病院受診 

なし 

25人 

結果① 

健診受診群 
健診未受診/ 
和良病院受診群 

健診未受診/ 
和良病院未受診群 

結果③ 
項目 健診受診群 健診未受診 

和良病院受診群 
健診未受診 

和良病院未受診群 

人数 31 
(男性19、女性12) 

139 
(男性57、女性82) 

25 
(男性10、女性15) 

年齢(歳) (mean±SD) 84.3±3.7 86.3±4.7 87.3±5.7 

追跡期間(年) (mean±SD) 7.3±2.4 4.7±3.0 4.3±3.5 

追跡人年 225.4 654.5 107.6 

全死亡 15 107 22 

死亡率(%) 48% 77% 88% 
ハザード比(95%信頼区間)※ 

全体 1.00 2.56(1.48-4.45) 3.39(1.74-6.58) 

男性 1.00 2.24(1.21-4.15) 2.17(0.89-5.31) 

女性 1.00 4.82(1.15-20.15) 6.91(1.52-31.40) 

※COX比例ハザードモデルによる解析。年齢、性別で調整 

 対象者195人（男性86人、女性109人） 
 
 平均年齢86.1±4.7歳、平均追跡期間5.1±3.1年、
全体の死亡数は144人 

 
 健診受診群31人（男性19人、女性12人） 
  健診未受診群177人(男性67人、女性97人) 
 
 健診未受診/和良病院受診群139人（男性57人、女性82人） 
   健診未受診/和良病院未受診群25人（男性10人、女性15人） 
 

 

結果② 
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3.39、95% 信頼区間1.74-6.58と有意に増加しまし
た。男女別の解析でも、男性の健診受診群に対する
健診未受診 / 和良病院未受診群以外はすべて有意に
死亡が増加しました。

Kaplan-Meyer 法による解析です。この表からも健
診受診群の方が未受診 / 和良病院受診群、未受診 /
和良病院未受診群より生存期間が長いことがわかり
ます。

考察です。健診受診群の方が、健診未受診 / 和良病
院受診群よりも有意に死亡が少なく、生存期間が長
いという結果になりました。このことから、医療機
関受診の有無にかかわらず、健診を受診した方が生
存期間が長くなることが示唆されました。バイアス
として、①健診受診群の方が未受診群よりも健康意
識が高い、②健診受診群の方がもともと健康な人が
多い、といったことが考えられます。

健診未受診 / 和良病院未受診群の中には、①医療機
関を受診する必要がない健康な人、②医療機関を受
診する必要があるが受診していない人、③ほかの医
療機関へ通院している人、④地域外の施設へ入所し
ているが住所変更していない人、が含まれていると
考えられます。

本研究の限界ですが、本研究は郡上市和良町（旧和
良村）という一地域で行われており、本研究の結果
を地域の特性や健診項目の違う他地域へそのまま適
応することは難しいと思われます。また、医療機関
受診群を和良病院受診者としているため、健診を受
診せず他の医療機関の未受診している人は健診・医
療機関とも未受診群へ分類されています。

本研究は郡上市和良町（旧和良村）という一
地域で行われており、本研究の結果をそのま
ま他の地域へ適応することは難しい 

 （地域の特性の違い、健診項目の違い） 
 
医療機関受診群を和良病院（現和良診療所）
受診者としているため、健診を受診せず他の
医療機関のみ受診している人は健診・医療
機関とも未受診群へ分類されている 

本研究の限界 

健診未受診/和良病院未受診群の中には 
  ①医療機関を受診する必要のない健康な人 
  ②医療機関を受診する必要があるが受診して 
    いない人 
  ③他の医療機関へ通院している人 
  ④地域外の施設へ入所しているが住所変更し 
    ていない人 
 が含まれていると考えられる 

考察② 

健診受診群の方が、健診未受診/和良病院受診
群よりも有意に生存期間が長かった 
HR2.56(95%信頼区間 1.48-4.45) P<0.01 

このことから、医療機関受診の有無にかかわら
ず、健診を受診した方が生存期間が長くなること
が示唆される 

バイアスとしては、 
  ①健診受診群の方が健康意識が高い 
  ②健診受診群の方がもともと健康な人が多い 
 が考えられる 

考察① 

追跡期間(年) 
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健診受診群 

健診未受診/ 
和良病院受診群 

健診未受診/ 
和良病院未受診群 

結果④ 生存曲線 
Kaplan-Meyer法による 
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結語です。80歳以上高齢者では、医療機関受診の有
無にかかわらず健診受診群の方が生存期間が有意に
長くなりました。健診受診群は「健康意識が高い」

「もともと健康な方が多い」といったバイアスがあ
る可能性があるものの、80歳以上高齢者においても
健診受診は意義がある可能性が示唆されました。
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三浦市における、地域開業医の検査受託及び市民の健康管理（第2報）

発　表　者 鈴木　正芳 神奈川県　三浦市立病院

共同研究者 小澤　幸弘、石渡　秀朗、佐藤　安志

　私たち三浦市立病院では、平成20年4月からの
特定健診制度をきっかけに、検査科が中心となって
市民4万7千人の健康管理を目指すシステムをス
タートさせました。
　今回は、実施されてからの4年間の結果や課題そ
して今後の目標などについて報告します。

　それでは、まず簡単に病院の説明をさせていただ
きます。
　神奈川県にある三浦市は、人口約4万7千人の3
方を海に囲まれた風光明媚で温暖な土地柄です。
　その三浦市のほぼ先端にある三浦市立病院は、病
床数136床、内亜急性期病床20床、診療科13科、
常勤医師数15人看護類別10：1の市内唯一の急性

期を担う地域の中核病院としての役割を果していま
す。

　そのような中、平成20年4月からの特定健診・
特定保健指導がスタートしましたが、三浦市では
様々な部門で問題を抱えていました。それは、まず
三浦市の行政では市民の健診受診率アップなどの健
康管理の施策が、市内の医院、診療所では、特定健
診検査結果の電子データ化、我が市立病院では苦し
い経営状況の中での自治体病院としての役割などで
す。
　そこで、それらの問題を解決する一環として、当
院では新たに市内の医院、診療所からの特定健診部
分の検体検査を受託することになりました。

神奈川県 三浦市立病院 

相模湾 

東
京
湾 

病床数＝１３６床（うち、亜急性期病床２０床） 診療科＝１３科 
医師数＝１５人 看護類別＝１０：１  
平均在院日数＝１４．０日 外来患者数＝４２５人／日 

三浦市立病院の概要 

はじめに 

 平成２０年４月から、メタボリックシンドローム 
特定健診・特定保健指導がスタートしました。 
 
                     三浦市・行政 

医院・診療所 三浦市立病院 

様々な健康施策 
   を検討 

特定健診の 
  電子データ化 

自治体病院 
 としての役割 

そこで 
  当院では・・・ 

市内における様々な 
健診検査を受託する 
という方向性が決定 

80歳以上高齢者では、医療機関受診の有無

にかかわらず健診受診群の方が生存期間が
有意に長かった 

 
健診受診群は「健康意識が高い」「もともと健
康な方が多い」というバイアスがある可能性
があるものの、80歳以上高齢者においても健
診受診は意義がある可能性が示唆された 

結語 
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