01 取り組む健康課題を選ぶ

性・リスク要因別の余命延伸効果
算出ツールガイド
本機能では2つのデータをもとに、どのような健康課題を解決することでどの程度、健康
づくり事業を行う場(地域や職域)の余命を延伸できる余地があるかの効果の目安を考え
ることができます。せっかく健康づくり事業を行うのであればより一度の事業で大きな効
果が期待できるものを選びたいところですが、そのためには「個人にとってリスクの大き
な健康課題であること」と「事業を行う場において、その健康課題を持っている人の割合
が高いこと」の両方が必要になります。

ツール開発の背景となる考え方
そのためまず 私 たちは日本 最 大 級の 疫 学 研 究コホート（ J P H C S t u d y ）の成 果
(https://epi.ncc.go.jp/jphc/)をもとに、健康課題がどの程度人の死亡率を左右しうる
のかを以下のようにまとめました。

この表にある相対死亡率とは、例えば個人ごとのリスクとして、
「現在喫煙している人は現
在喫煙していない人(タバコを辞めた人も含む)に比べて約1.55倍死亡率が高い傾向に
あった」という意味を指します。
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しかし、これはあくまで個人ごとのリスクの目安であり、地域や職域といった場にいる不
特定多数の人たちを対象に健康づくり事業を行う場合、全体の何%の人がそうしたリスク
を抱えているか考慮しなければいけません。極端な話、例えば10万人の人口がいる地域
に喫煙者がたった一人しかいなければ、不特定多数に向けて禁煙に関わる健康づくり事
業を行っても全体としてほとんど効果が見られない、ということにもなりかねません。ま
た、そのリスク低減の程度を平均余命の差という形に換算するためには、平均余命（あるい
は平均寿命）の計算もととなる「生命表」と呼ばれる加工統計の情報も必要になります。
このような理由から、本サイトでは先行研究に示された個人ごとの相対死亡率以外に加
えて、2つのデータを使って地域や職域における健康づくり事業が健康余命に与えう
るインパクトを推計します。
2つのデータのうち1つは生命表という、私たちが日頃目にする平均寿命や平均余命の計
算に使っている統計の中の、性年齢別の死亡率の情報です。ここにあるもともとの性年齢
別死亡率が健康づくり事業によって変化した場合(例えば1.55倍死亡率の高い喫煙者の
割合が減少した場合)に余命がどう変化するかをシミュレーションします。
(参考リンク: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/list54-57.html)
もう1つのデータは地域や職域に関する性年代別の健康リスクの割合です。具体的には
例えば性別、年代に加えて次のようなアンケート調査を実施することで各健康課題別に
先行研究に示されていたハイリスク者(相対的に死亡率が高いと考えられる人)の割合を
把握することができます。自治体によっては、既存の調査から以下の健康課題に関する
データをすでに持っているところもあるでしょう。その場合は、より地域にあった計算を
するために、既存のデータを使ってみましょう（データがない場合は初期設定で入ってい
る日本全国のデータを使って計算できます）。

自治体のデータに書き換え可能な健康課題一覧
喫煙
「現在タバコは吸いますか？」という質問に対し頻度や本数を問わず「吸っている」と答え
るものの割合。
BMI(過小および過大)
具体的な数値(cm単位およびkg単位)形式での質問から得られた身長と体重をもとに
BMIを算出し、それぞれの階級(19未満/19以上21未満/21以上23未満/23以上25未満
/25以上27未満/27以上30未満/30以上)に該当したものの割合。
胃がん検診の受診なし
「あなたは過去10年の間に胃がん検診(バリウムによるレントゲン撮影や胃カメラ、ファイ
バースコープなどを使った内視鏡検査)を受けたことがありますか？あなたの状況として
最も近いと思われるものを1つずつお選び下さい」の質問に対して「基本的に毎年受けて
いる」および「2年に1回程度のペースで受けている」と答えるものの割合(それ以外の回
答のものがハイリスク者)。
2

大腸がん検診の受診なし
胃がんと同じく「あなたは過去10年の間に大腸がん検診（便潜血検査）を受けたことがあ
りますか？あなたの状況として最も近いと思われるものを1つずつお選び下さい。」という
う質問に対して「基本的に毎年受けている」と答えるものの割合(それ以外の回答のもの
がハイリスク者)。
糖尿病
糖尿病について「現在治療中、または後遺症がある」と答えるものの割合。
過度な飲酒
「お酒を飲む日は、平均して1日当たりどれくらいの量を飲みますか。日本酒に換算した場
合の量として以下の選択肢から最も近いと思われるものをお選びください。参考：日本酒
一合に相当する飲酒量 ビール・発泡酒（5度） 約500ml 焼酎（25度） 約110ml
チューハイ（7度） 約350ml ウィスキー（43度）ダブル1杯（約60ml）ワイン（14度）
約180ml」といった質問項目により把握される飲酒日の飲酒量(ドリンク単位)について、
「全く飲まない」なら0合、
「1日に1合未満」なら0.5合、
「1日に1合以上2合未満」なら1.5合
というように階級値を用いて飲酒する日1日あたりの純アルコール量を推計する。さらに
「あなたは平均して週に何日ぐらいお酒（日本酒、焼酎、ビール、ワインなど）を飲みます
か？（全く飲まないという方は0とご記入下さい。）」といった質問項目から得られた週の
飲酒日数をかけ合わせることで得られた週の純アルコール摂取量が男女それぞれのハイ
リスクな水準(男性で600g/週以上および女性で450g/週以上)を上回っているものの
割合。
身体活動習慣
「あなたは早歩きや筋力トレーニングなど、会話ができる程度に息が弾むような運動をす
る習慣がありますか？習慣がある場合には一週間あたりの平均した運動時間(分)を、な
い場合は0とお答え下さい。
（ 例えば週に2回、およそ30分ずつの運動習慣がある方なら
60分とご記入下さい）」といった中等度の運動習慣を聞く質問項目および、
「あなたはジョ
ギングやサイクリングなど、会話ができないほど息が上がるような運動をする習慣があり
ますか？習慣がある場合には一週間あたりの平均した運動時間(分)を、ない場合は0とお
答え下さい。
（例えば週に2回、およそ30分ずつの運動習慣がある方なら60分とご記入下
さい）」といった高強度の運動習慣に関する質問項目を用いる。中等度の運動を150分以
上あるいは高強度の運動を75分以上といったように、中等度と高強度の運動の組み合わ
せで先行研究に示された週450Mets相当の運動習慣があるかどうかを判定し、その水
準に満たないものをハイリスク者とする。(よりシンプルに言えば中等度の運動の分数＋
2 高強度の運動の分数の合計が150分未満のものがハイリスク者である)

どちらのデータについても初期設定値として全国レベルの推計結果 (令和２年簡易生命
表および厚労省の事業において行った全国に住む4万人を対象としたインターネット調査
の結果) をもとにした結果が表示されています。例えばこちらの調査の結果、前述の定義
に基づくハイリスク者の割合を性年代別に見てみると以下のようになっていました。
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この表では、例えば、上の段で左から見ていくと、男性で40代で現在喫煙中（ハイリス
ク）の人の割合は、全体の29.4％であることが示されています。下の段では、男性で40
代で胃がん検診受診をしていない（ハイリスク）の割合は、53.9%にのぼります。

しかし、もちろん健康づくり事業を行う地域や職域によってハイリスク者の割合は異なり
ますし、基準となる性年齢別の死亡率やそこから求められる平均余命の値も同じではあ
りません。そこで生命表とハイリスク者の割合のいずれか、または両方についてカスタマ
イズした値を入力できるように本ツールでは「サンプルファイルのダウンロード」を行い、
またその中身の値を変更した状態でファイルをアップロードすることで、変更された値に
対する健康余命の効果の程度を算出する機能も提供しています。
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自治体のデータを使って、
より地域に即した順位を出す方法
1. 生命表データを自治体のものに合わせて書き換える方法
生命表に関するサンプルデータをダウンロードしてエクセルなどのツールで開くと、このよ
うに3列 133行のデータが確認できます。縦の1列めは年齢、2列めは性別で、maleと書
いているところが男性、femaleと書いているところが女性になり、3列めにあるmortality
と書いているところが性年齢別死亡率にあたります。縦の1列め、2列めの内容は一切変
更せず、3列めの値を例えばお住まいの地域に関する最新の生命表に記載の値に変更
し、ファイルをアップロードすることで、その地域における余命延伸効果を算出することが
できます。なお、データには40歳以上の値しか含まれていませんが、これは相対死亡率が
報告されているJPHCの研究対象が主に40歳以上の研究参加者に関するものであるた
めです。

2. 健康指標のデータを自治体のものに合わせて書き換える方法
次にハイリスク者の割合についてもサンプルデータをエクセルなどで開いて見てみましょ
う。こちらは縦の1列めが年代、2列めが性別で、3列め以降が先程表にまとめた、各健康
指標のハイリスク者の割合を示しています。前述のインターネット調査では80代以上の
回答を十分に得ることが難しかったため、70代以上は男女それぞれ全て同じハイリスク
者の割合だと仮定して計算を行うようにしています。こちらについても縦の1列め、2列め
の内容は一切変更せず、3列め以降の値を健康づくり事業を行う場(地域や職域など)に
合わせて変更してみましょう。

なお、それぞれの列の意味は次のようになっています。
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これらのデータの変更は行わなくても構いませんし、一部の箇所のみの変更や、片方の
データだけの変更だけでも構いません。これらの機能を駆使して効果の見込める健康課
題を検討して下さい。
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