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参考資料３ 用語説明  
 
○健康格差  

地域や社会経済状況の違いによる集団における健康状態の差のこと。 
 

○平均寿命  
0 歳の平均余命を平均寿命という。  

 
○平均余命  

基準となる年の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が平均的に

みて今後何年生きられるかという期待値をあらわしたものをいう。  
 

○健康寿命  
  一生のうち、健康で支障なく日常の生活を送れる期間のこと。  
  健康寿命として、本冊では、「日常生活に制限のない期間」と「65 歳平均自立期間」

を使用している。  
  健康寿命の算定は、 

厚生労働科学研究 健康寿命のページ 「健康寿命算定プログラム」 
 http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/ を参照している。  

    算定に必要な基礎資料として、当該市町村の性・年齢階級別の人口、死亡数（人

口動態統計）、要介護 2～5 の認定者数などのほか、同一年次における全国の人口、

死亡数と生命表が用いられる。  
 
○平均自立期間  

 平均余命のうち、日常生活に介護を要しない期間のこと。  
 算定に要介護者数を用いることから、介護保険の申請状況や要介護度の判定方法

が結果に強く影響する。従って、平均自立期間を絶対的な値として厳密に解釈せ

ず、相対的にみる必要がある。  
 

○年齢調整死亡率、年齢調整受療率、年齢調整受診率  
死亡数を人口で除した通常の死亡率（粗死亡率）を比較すると、各地域の年齢構成に

差があるため、高齢者の多い地域では高くなり、若年者の多い地域では低くなる傾向が

ある。このような年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、基準人口

を用いて年齢構成を調整した死亡率が年齢調整死亡率（人口 10 万対）である。  
同様に、医療機関への受療率やがん検診等の受診率も、年齢によりその率が異なるた

め、地域を比較する場合は地域間の年齢構成の違いを調整する必要がある。基準人口を

用いて年齢構成を調整した受療率を年齢調整受療率、年齢構成を調整した受診率を年齢

調整受診率という。  
このような年齢調整をした値を用いることによって、年齢構成の異なる集団について、

年齢構成の違いによる影響を最小限にし、より正確に地域比較や年次比較をすることが

できる。  
 

○標準化死亡比  
標準化死亡比は、年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように、基準死

http://toukei.umin.jp/kenkoujyumyou/
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亡率（人口 10 万対の死亡数）を対象地域にあてはめた場合に、計算により求められる

期待される死亡数と、実際に観察された死亡数との比。通常、計算値を 100 倍し、基準

集団の該当数と一致した場合を 100 とした相対値で表す。  
 

○標準化該当比  
標準化該当比は、年齢構成の異なる地域間で、ある事象に該当する者の割合（該当率）

の比較ができるように、基準集団の該当率を対象地域にあてはめた場合に、計算により

求められる期待該当数と、実際に観察された該当数の比。通常、計算値を 100 倍し、基

準集団の該当数と一致した場合を 100 とした相対値で表す。  
 

○ロコモティブシンドローム  
運動器官の障害によって日常生活で人や道具の助けが必要な状態やその一歩手前の状

態をいう。運動器官とは筋肉、関節、骨など、人が移動するために使う器官のことを指

す。  
筋力が低下したり、関節に疾患があったり、骨がもろくなっていたりすると、運動機

能が低下し日常の生活に不便が生じる。こうした運動機能の低下は高齢期に入ってから

ではなく、初期症状は 40 代から始まると言われており、中年期からロコモティブシン

ドロームを意識し予防する必要がある。  
 

○受療率  
調査日に医療機関で受療した患者数と人口 10 万人との比率  
 

○実績医療費  
当該年度に要した 1 人当たりの医療費。  
 

○医療費地域差指数  
高齢者の医療費は若年者に比べ高いため、被保険者の高齢化が進んでいる市町村は１ 

人当たり保険給付費が高くなる。  
そこで、各市町村の年齢構成の相違による保険給付費への影響を補正し、その他の要 

因による保険給付費の地域格差を指数化したものが地域差指数である。  
※ 地域差指数の算出方法  

地域差指数は、当該市町村の実績の保険給付費を基準給付費（当該市町村の５歳
階級毎の被保険者数に、全国平均の 5 歳階級毎の１人当たり保険給付費を乗じた額
の総計による保険給付費）で除して算出する。 

 
○特定健診・特定保健指導  

特定健康診査を省略して特定健診と言い、メタボリックシンドロームの早期発見を目

的とした健康診査をいう。特定保健指導は、特定健診でメタボリックシンドローム、あ

るいはその予備群とされた人に対して実施される保健指導をいう。  
 特定健診・特定保健指導は平成 20 年 4 月から「高齢者の医療の確保に関する法律」

により、医療保険者に義務付けられている。  
 
○ＢＭＩ（Body Mass Index） 

肥満度を表す指標として一般的に用いられている。  
ＢＭＩ＝体重［kg］÷（身長［m］）2 により算出。ＢＭＩ＜18.5 低体重（やせ）、    

18.5≦ＢＭＩ＜25 普通体重（正常）、ＢＭＩ≧25 過体重（肥満）（日本肥満学会肥満症
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診断基準検討委員会、2000 年）  
 
○メタボリックシンドローム  

内臓脂肪症候群とも呼ばれ、内臓脂肪型肥満に加えて高血糖、高血圧、脂質異常のう

ち二つ以上が重なる状態をいう。まだ病気とは診断されない「ちょっと高め」の状態で

も併発することで、急速に動脈硬化が進行し、心臓病や脳卒中の危険性が急激に高まる

状況を引き起こす。  
 

○メタボリックシンドローム該当・予備群  
腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上であって、高血圧・脂質異常・高血糖の基準

のうち予備群は 1 つがある、該当は、2 つ以上がある場合。  
 高血圧の基準：収縮期血圧 130mmHg 以上、拡張期血圧 85mmHg 以上、血圧を下

げる薬の服用中のいずれかに該当  
 脂質異常の基準：中性脂肪 150mg/dl 以上、HDL コレステロール 40mg/dl 未満、コ

レステロールを下げる薬の服用中のいずれかに該当  
 高血糖の基準：空腹時血糖 110mg/dl 以上、 (空腹時血糖未測定の場合)、インスリ

ン注射または血糖を下げる薬の服用中のいずれかに該当  
 
○高血圧該当・予備群、脂質異常該当、糖尿病該当・予備群  
   本分析事業において、データソースとしている「特定健診・特定保健指導に係るデー

タ収集、評価、分析事業（千葉県）」で以下の様に判定している。   
高血圧該当・予備群  

メタボリックシンドローム該当・予備群の高血圧の基準（以下高血圧の基準という） 
のうち、高血圧該当は、収縮期血圧 140mmHg 以上、拡張期血圧 90mmHg 以上、降圧

剤の服用のいずれかに該当。予備群は、高血圧の基準であって高血圧該当でない場合。 
脂質異常該当  

メタボリックシンドローム該当・予備群の脂質異常の基準（以下脂質異常の基準とい 
う）に加え、LDL コレステロール 140mg/dl 以上。  
糖尿病該当・予備群  

メタボリックシンドローム該当・予備群の高血糖の基準（以下高血糖の基準という） 
に加え、HbA1c(JDS 値)5.5%以上(空腹時血糖未測定及び両測定の場合)のであって、以

下に該当する場合。  
糖尿病該当は、空腹時血糖 126mg/dl 以上、HbA1c6.1％以上(JDS 値)、血糖を下げる

薬の服用のいずれかに該当。予備群は、糖尿病該当でない場合。  
  なお、特定健診の HbA1c 結果の表記は、平成 25 年 4 月 1 日から国際基準である NGSP

（National Glycohemoglobin Standardization Program）値を使用し、それ以前は

JDS(Japan Diabetes Society)値を使用している。同じ検体を測定した場合、JDS 値は

NGSP 値より約 0.4％小さい値となる。  
 

○乳児死亡率  
  1 歳未満の乳児の年間死亡率の尺度。この値は、しばしば地域の保健水準を示す有用

な指標として用いられている。  
 

○周産期死亡率  
妊娠満 22 週以後の死産数と生後 1 週未満の新生児死亡数の和を出生数と妊娠満 22 
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週以後の死産数の和で除した数  
 

○新生児死亡率  
人口動態統計では、1年間の出生 1000に対する生後 28日未満の新生児死亡数のこと。  
 
 

○低出生体重児  
出生時における乳児の体重が、2,500g 未満のもの。  

 
○肥満傾向児・痩身傾向児  

性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を算出し、肥満度が 20％以上の者を肥満  
傾向児、－20％以上の者を痩身傾向児としている。  

肥満度＝（実測体重（kg）－身長別標準体重（kg））/身長別標準体重（kg）×100％ 
   
○単相関分析  

2 つの変数の関連性を明らかにする統計的方法。  
 

○多変量解析  
複数の変数の変動を同時に研究するのに用いる一連の方法。統計学では、同時に 2 つ

以上の独立変数についての研究を可能にする分析方法一般をさす。  
 

○重回帰分析  
多変量解析の 1 つの手法。回帰分析を行う際に複数の独立変数を用いる方法。 

 

○回帰分析 

  従属変数及び 1 つ以上の独立変数のデータがある場合に、独立変数の関数として従属

変数を説明したり、予測するための最良の数学的モデルを見つけ出す方法。  
 

○従属変数  
研究下にある関係において、その値が独立変数の作用に依存している変数。  
 

○独立変数  
  研究課題となっている関連性研究の領域で、従属変数に影響を与えるという仮定の下

で観察または測定される要因をいう。すなわち独立変数は、従属変数による影響は受け

ないが、その原因あるいは変動の一因となる。 
 

○多重共線性  
  重回帰分析におけるいくつかの独立変数の間に強い相関がみられる状態。こうした場

合、重回帰モデルにおけるパラメーターの推定結果は不正確になることがある。  
 

○有意 
統計上の用語で、「確率的に偶然とは考えにくく、意味があると考えられる」ことを 

指す。 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E7%8E%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B6%E7%84%B6
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○ソーシャルキャピタル  
地域のネットワークによってもたらされる規範と信頼を意味し、地域共通の目的に向

けて協働するモデルとされ、社会資本と訳されている。しかし、それは施設等の物的な

社会資本ではなく、行政・企業・住民を結び付ける人間関係、市民関係のネットワーク

であり、社会関係資本、共同関係資本とも言うべき性格を有している。  
具体的にはボランティア活動や官民連携など幅広い横型ネットワークによって支えら

れており、地域を支える主体の社会的応答性を高める仕組みでもある。  
 

○ボンディング、ブリッジング  
  ソーシャルキャピタルの概念を理解する上での、基本的な分類。 
  「ボンディング（結合型）」は、組織の内部における人と人との同質的な結びつきで、 

組織内部での信頼や協力、結束力を生むものである。これに対し「ブリッジング(橋渡し 
型)」は、異なる組織間における異質な人や組織、価値観を結び付けるネットワークとさ 
れる。  

  なお、ボンディング統合指数及び、ブリッジング統合指数は、本事業要因分析で   

データソースとしている「わが国のソーシャル・キャピタル政策展開に向けて」内で、

設問項目を新たに指数化したものであり、以下の設問項目が構成要素となっている。  
   ボンディング統合指数 「近所づきあいの程度」、「地縁的な活動への参加状況」  
   ブリッジング統合指数 「友人・知人との学校・職場外でのつきあいの程度」、  

「ボランティア・NPO・市民活動への参加状況」  
 
○ジニ係数  
  所得分配の不平等度などを示す指標の一つ。係数は 0 と 1 の間の値をとり、値が１に

近づくほど不平等度が高くなる。  
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健康ちば地域・職域連携推進協議会委員名簿  

                                        (平成 28 年 3 月現在) 

氏 名 役 職 名 等 

石井 善郎 健康保険組合連合会千葉連合会 常任理事 保健事業部会長 

石毛 克身 東庄町 健康福祉課長 

大田 紀子 千葉県ＰＴＡ連絡協議会 会長 

小川 和子 東金市 健康増進課長 

改田 良秋 千葉労働局 労働基準部 部長 

久保 秀一 保健所長会 会長 

黒河 悟 (一社)千葉県労働者福祉協議会 会長 

小泉 勉 千葉県厚生農業協同組合連合会 代表理事会長 

近藤 和幸 千葉県商工会連合会 事務局次長 

斎藤  英生 (一社)千葉県歯科医師会 会長 

杉浦 邦夫 (一社)千葉県薬剤師会 副会長 

椙村 一郎 (一社)千葉県商工会議所連合会 事務局長 

高橋 金雄 生活習慣病防止に取組む市民と医療者の会 副理事長 

田邊 政裕 県立保健医療大学 学長 

田畑 陽一郎 (公社)千葉県医師会 会長 

鶴岡 茂樹 全国健康保険協会千葉支部 支部長 

戸谷 久子 千葉県国民健康保険団体連合会 常務理事 

能川 浩二 （独）労働者健康福祉機構千葉産業保健総合支援センター 所長 

長谷川 克己 (公社)千葉県栄養士会 会長 

羽田 明 千葉大学大学院医学研究院（公衆衛生) 教授 

◎藤澤 武彦 (公財)ちば県民保健予防財団 理事長 

○星野 惠美子 (公社)千葉県看護協会 会長 

◎会長  ○副会長                     【50 音順・敬称略】  

参考資料４  
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健康格差検討作業部会委員名簿  

                            (平成 28 年 3 月現在) 
氏 名 役 職 名 等 

安藤 智子(*) 千葉科学大学看護学部（公衆衛生） 教授 

○一戸 貞人 君津健康福祉センター センター長（保健所長会） 

 髙橋 玲子 銚子市役所（健康部門） 課長補佐 

 内藤 久士 順天堂大学大学院(運動) 教授 

 西川 佳代子 木更津市役所（国保部門） 主査 

◎羽田 明 千葉大学大学院医学研究院（公衆衛生） 教授 

町田 恵子 全国健康保険協会千葉支部 保健グループ長 

柳堀 朗子(*) (公財)ちば県民保健予防財団 調査研究部長 

渡邊 智子 県立保健医療大学（栄養） 教授 

◎座長  ○副座長  (*)は 27 年度からの委員         【50 音順・敬称略】 
 

健康格差検討作業部会開催状況 

 開 催 日  開 催 時 間  会   場  

1 平成 2 6年  6月 3 0日 (月 ) 14：00～16：00 千葉県教育会館 201 会議室  
2 平成 2 6年  8月  6日 (水 ) 15：00～17：00 千葉県教育会館 201 会議室  
3 平成 2 7年  2月 1 7日 (火 ) 14：00～16：00 千葉県教育会館 201 会議室  
4 平成 2 7年  6月  2日 (火 ) 15：00～17：00 千葉市文化センター9 階 第 1 会議室  
5 平成 27 年 10 月 27 日(火) 14：00～16：00 県庁中庁舎 3 階第 2 会議室  
6 平成 28 年 1 月 29 日(金) 13：30～15：30 千葉県教育会館 202 会議室  

 

健康ちば地域・職域連携推進協議会開催状況  

 開 催 日  開 催 時 間  会   場  

1 平成 26 年 7 月 15 日(火) 15：00～16：30 きぼーる 13 階第 1・2 会議室  
2 平成 27 年 3 月 20 日(金) 15：00～16：50 きぼーる 13 階第 1・2 会議室  
3 平成 27 年  7 月  8 日(水) 15：00～16：30 千葉県教育会館 203 会議室  
4 平成 28 年 3 月 25 日(金) 15：00～17：10 千葉県教育会館 203 会議室  

 
◆（参考）千葉県健康格差分析事業業務委託先 公益財団法人ちば県民保健予防財団  
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