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目的　生活保護受給者の特性に応じた健康管理支援をすすめるための基礎資料として，生活保護受
給者の基本属性調査を用いて，健診受診の関連要因を明らかにすることを目的とした。

方法　Ａ市の生活保護管理システムデータと健診データを結合したデータセットを用い，2015年 3
月 1 日～2016年 3 月31日の間に，Ａ市にて生活保護を受給していた40歳以上75歳未満の者のう
ち，生活保護受給期間（以下，受給期間）が365日未満や入院・入所中の者（225人）などの除
外基準に該当しない2,736人を対象とした。目的変数を健診受診の有無，説明変数を年齢，性
別，世帯人数，世帯類型，障害・傷病の状況，受給期間，保護開始前の医療保険の種類とした
ロジスティック回帰分析を行い，オッズ比および95％信頼区間を算出した。受給期間は2016年
4 月 1 日時点における保護開始年月日からの日数とし，すでに保護を廃止・停止している者に
ついては廃止・停止年月日までの日数とし「 1年以上 5年未満」「 5年以上10年未満」「10年以
上15年未満」「15年以上」の 4区分とした。

結果　対象者の平均年齢は59.5歳，世帯の受給期間は平均3,015日（約 8年 3カ月）であった。対
象者全体の健診受診割合は8.2％で，男性に比べて女性の方が高かった（男：6.2％，女：
9.9％）。ロジスティック回帰分析の結果，「女性」「障害あり（障害・傷病なしを基準）」が健
診受診と正の関連を，「受給期間が10年以上（ 1年以上 5年未満を基準）」「保護開始前の医療
保険が未加入・その他（国民健康保険を基準）」が健診受診との負の関連を認めた。受給期間
については，「 1年以上 5年未満」の者に比べて，「10年以上15年未満」の者は調整オッズ比が
0.64（95％信頼区間：0.42-0.96），「15年以上」の者は調整オッズ比が0.57（95％信頼区間：
0.35-0.91）であった。

結論　生活保護受給者において，保護開始前の医療保険が未加入であること，また受給期間が 5年
以上と長いほど，健診を受診しにくくなることが示唆された。これらの要因そのものに介入す
ることは困難であるが，保護開始前の医療保険未加入者や受給期間が 5年以上と長い受給者は，
健診未受診のハイリスク群と捉え，受診勧奨を含めた健康管理支援を進めていくことが効果的
である可能性がある。

キーワード　生活保護受給者，生活保護受給期間，健康診査受診，健康管理支援

Ⅰ　緒　　　言

　近年，社会経済的状況により健康状態に違い
が生じる，いわゆる健康格差の実態が明らかに

なり，健康日本21（第 2次）では「健康格差の
縮小」が目標の一つとして掲げられた1）。特に
生活保護受給者は，健康上の課題を多く抱えて
いるにも関わらず，一般国民と比べて食事や運
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動への関心が薄く，孤立した生活を送っている
者が多いこと，そして，長期的な将来を見据え
た計画的な健康行動を維持することが容易では
ないことが知られている2）。現在の生活保護の
被保護者数は200万人を超え，生活保護受給者
の約 8割が医療扶助（生活保護の 8つの給付種
類の一つ）を受けており，その費用は生活保護
費全体の約 5割にのぼる3）。また，受給者は被
保険者と比較して生活習慣病のリスクが高く，
入院外受給者における医療扶助の疾患別割合も
循環器系疾患が最も高く，早期介入による予防
が期待されている4）5）。「健康格差の縮小」の具
体策として，また，生活保護受給者の自立の助
長および医療扶助費の適正化という観点からも，
彼らの特性に応じた健康管理支援の意義は大き
い。
　わが国では2008年度から，高齢者の医療の確
保に関する法律において，40歳以上の各医療保
険加入者に対する特定健康診査・特定保健指導
を義務づけ，生活習慣の見直しおよび生活習慣
病の予防等を図っている。国全体の特定健康診
査受診割合は2014年で約49％と普及啓発が進む
一方，世帯所得が低いほど受診割合も低くなる
傾向があり，生活保護受給者の受診割合は約
10％と非常に低い5）6）。入院患者や高齢者を除
いた居宅の壮年期生活保護受給者に絞っても，
定期健診の受診割合は，国民平均よりも低いこ
とが報告されている7）。健康診査（以下，健
診）は疾病のハイリスク者を抽出し，適切な治
療を行うことで疾病発症および死亡率の減少に
つながることが示唆されており8）9），こうした
受診割合の格差は中長期的な健康アウトカムの
格差につながる可能性がある。
　国内外の先行研究では，健診未受診の関連要
因として，健康状態などの身体的要因，健診会
場までの距離やかかりつけ医の不在などの環境
要因，将来の楽しみがない，健康への関心が低
いといった心理的要因に加え，低所得・周囲の
人や社会とのつながりが薄いなどの社会経済的
要因が知られている10）-13）。しかし，社会保障の
最後のセーフティーネットといわれる生活保護
受給者における，健診未受診に関連する要因は

ほとんど調べられておらず，ケースワーカーら
が効果的な受診勧奨をすすめるためのエビデン
スは不足している。そこで本研究では，福祉事
務所が把握している基本属性調査を用いて，生
活保護受給者における健診受診の関連要因を明
らかにすることを目的とした。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　研究対象
　本研究では，Ａ市より提供のあった生活保護
管理システムデータと健診データ（2015年 3 月
1 日～2016年 3 月31日の間でＡ市が実施する健
診を受診した生活保護受給者345人分）を結合
したデータセットを用いた。分析対象者は，
2015年 3 月 1 日～2016年 3 月31日の間に，Ａ市
にて生活保護を受給していた40歳以上75歳未満
の者3,631人のうち，生活保護受給期間（以下，
受給期間）が365日未満および他自治体ですで
に受給していて転入した者（501人），入院・入
所中の者（192人），要介護度 1～ 5の認定を受
けている者（167人），入院・入所および要介護
度情報が欠損の者（35人）を除外した2,736人
とした。

（ 2）　調査方法
　目的変数は，健診データより取得した健診受
診の有無とした。説明変数は，生活保護管理シ
ステムデータの項目のうち，年齢，性別，世帯
人数，世帯類型，障害・傷病の状況，保護開始
前の医療保険，受給期間を用いた。年齢は2016
年 4 月 1 日時点における年齢を10歳刻みの 4区
分とし，世帯類型は，「高齢者世帯」「母子世
帯」「障害者世帯」「傷病世帯」「その他世帯」
の 5区分とし，障害・疾病の状況は，「なし」
「障害あり」「傷病あり」の 3区分とした。受
給期間は，2016年 4 月 1 日時点における保護開
始年月日からの日数とし，すでに保護を廃止・
停止している者については廃止・停止年月日ま
での日数とし，「 1年以上 5年未満」「 5年以上
10年未満」「10年以上15年未満」「15年以上」の
4区分とした。また，保護開始前の医療保険の
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種類は，「国民健康保険」「被用者保険（被保険
者・被扶養者）」「未加入・その他（国民健康保
険・被用者保険以外）」の 3区分とした。

（ 3）　分析方法
　健診受診の有無を目的変数に，そして年齢，
性別，世帯人数，障害・傷病の状況，受給期間，
保護開始前の医療保険を説明変数に投入したロ
ジスティック回帰分析を行い，オッズ比および
95％信頼区間を算出した。なお世帯類型は，
「年齢」および「障害・傷病の状況」変数との
相関が強いため，ロジスティック回帰分析には
含めなかった。すべての分析はSTATA 14.1
（Stata Corp， College Stations， Texas）を用
いて行った。

（ 4）　倫理的配慮
　本研究実施にあたり，生活保護受給者管理シ
ステムを提供する企業が保有しているＡ市の生

活保護管理システムデータおよび健診データが，
個人情報を含まない状態で，東京大学大学院健
康教育・社会学分野教室に無償提供された。な
お，本データの研究利用はＡ市も了承している。
研究対象者個人への接触は行わないため，直接
的な健康被害は生じないが，東京大学大学院医
学系研究科健康教育・社会学のホームページで
オプトアウトの機会を設けている。なお本研究
は，東京大学医学部倫理委員会の承認を得てい
る（承認年月日：平成29年 7 月 7 日，承認番
号：11503）。

Ⅲ　結　　　果

　対象者の平均年齢は59.5歳，（男性60.5歳，
女性58.6歳），世帯の受給期間は平均3,015日
（約 8年 3カ月），中央値は2,366日（約 6年 6
カ月）であった。対象者全体の健診受診割合は
8.2％で，男性に比べて女性の方が高かった
（男：6.2％，女：9.9％）。
　受給期間は，「 1年以上 5年未満」と比較的
短い期間が約 4割を占める一方，約 3割の受給
者は「10年以上」の長期間の受給を受けていた。
また健診受診割合を受給期間の区分別にみると

表 1　対象者の基本的属性（ｎ＝2,736）
未受診群
（ｎ＝2,512）

受診群
（ｎ＝224） ｐ値

性別 ｎ ％ ｎ ％
　男性 1 188 47.3 79 35.3 0.001*
　女性 1 324 52.7 145 64.7
年齢（2016年 4 月 1 日時点） 0.088
　40‒49歳 615 24.5 58 25.9
　50‒59 569 22.7 56 25.0
　60‒69 874 34.8 60 26.8
　70‒74 454 18.1 50 22.3
世帯人数 0.240
　 1人 1 583 63.0 150 67.0
　 2人以上 929 37.0 74 33.0
世帯類型 ＜0.001*
　高齢者世帯 800 31.8 82 36.6
　母子世帯 218 8.7 14 6.3
　障害者世帯 446 17.8 62 27.7
　傷病世帯 746 29.7 46 20.5
　その他世帯 302 12.0 20 8.9
障害・傷病の状況 ＜0.001*
　なし 705 28.1 60 26.8
　障害者・精神障害 354 14.1 42 18.8
　障害者・知的障害 26 1.0 18 8.0
　障害者・身体障害 159 6.3 10 4.5
　傷病者・アルコール依存症 9 0.4 0 0.0
　傷病者・精神疾患 312 12.4 22 9.8
　傷病者・その他 947 37.7 72 32.1
受給期間 0.337
　 1年以上 5年未満 868 34.6 91 40.6
　 5年以上10年未満 876 34.9 72 32.1
　10年以上15年未満 447 17.8 36 16.1
　15年以上 321 12.8 25 11.2
保護開始前の医療保険 0.096
　国民健康保険 2 159 85.9 198 88.4
　被用者保険（被保険者・被扶養者） 74 2.9 10 4.5
　未加入・その他 279 11.1 16 7.1
注 　健診受診と未受診の分布の差の検定は，χ2検定で行った。*ｐ＜0.05

表 2　 健診受診を従属変数としたロジスティック回帰分析
（ｎ＝2,736）

オッズ比 95％信頼区間 ｐ値
性別
　男性 1.00
　女性 1.79 1.32‒2.41 ＜0.001*
年齢
　40-49歳 1.00
　50‒59 1.12 0.75‒1.65 0.587
　60‒69 0.85 0.57‒1.26 0.422
　70‒74 1.40 0.92‒2.14 0.118
障害・傷病の状況
　なし 1.00
　障害あり 1.88 1.26‒2.81 0.002*
　傷病あり 0.97 0.68‒1.37 0.853
世帯人数
　 1人 1.00
　 2人以上 0.79 0.58‒1.08 0.133
受給期間
　 1年以上 5年未満 1.00
　 5年以上10年未満 0.73 0.52‒1.01 0.060
　10年以上15年未満 0.64 0.42‒0.96 0.032*
　15年以上 0.57 0.35‒0.91 0.019*
保護開始前の医療保険
　国民健康保険 1.00
　被用者保険（被保険者・被扶養者） 1.28 0.64‒2.56 0.485
　未加入・その他 0.58 0.34‒0.99 0.046*
注　*ｐ＜0.05
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「 1 年以上 5年未満」が9.5％と最も高く，受
給期間が長くなるほど受診割合が低下していた
が，トレンド傾向は有意ではなかった（Ｐ＝
0.119）（表 1）。
　ロジスティック回帰分析の結果，「女性」と
「障害あり（障害・傷病なしを基準）」が健診
受診と正の関連を，「受給期間が10年以上（ 1
年以上 5年未満を基準）」と「保護開始前の医
療保険が未加入（その他）（国民健康保険を基
準）」が健診受診と負の関連を認めた。受給期
間が「 1年以上 5年未満」の者に比べて，「 5
年以上10年未満」の者は調整オッズ比が0.73
（95％信頼区間：0.52－1.01），「10年以上15年
未満」の者は0.64（95％信頼区間：0.42－0.96），
「15年以上」の者は0.57（95％信頼区間：0.35
－0.91）であった（表 2）。

Ⅳ　考　　　察

　生活保護受給者における健診受診行動は，生
活保護受給期間が「 1年以上 5年未満」と比較
的短い受給者が最も受診しており，その後，受
給期間が長いほど受診しにくくなるという傾向
がみられた。受給期間が「15年以上」の受給者
では，「 1年以上 5年未満」の受給者に比べて
1.75倍健診を受診しにくかった。さらに，保護
開始前の医療保険が「未加入・その他」だった
受給者は，「国民健康保険」だった受給者に比
べて1.72倍健診を受診しにくかった。
　受給期間と健診受診割合との関連が認められ
た理由として，まず，受給期間によるソーシャ
ルサポート・ソーシャルネットワークの違いが
考えられる。地域住民を対象とした先行研究で
は，社会的ネットワークが健診受診に有意な効
果を持つことが示されており，そのメカニズム
として健診の効果に関する認知度が媒介してい
るのではないかと考察されている14）-16）。生活保
護の開始理由の 2割以上は失業等による収入の
減少・喪失であるが17），受給期間が長い受給者
ほど，生活保護受給前の職場での人とのつなが
りが疎遠となり，健診受診の動機づけが乏しく
なっていくのかもしれない。一方，生活保護受

給者は生活保護受給によって行政の担当ケース
ワーカーとの新たなつながりができるが，生活
保護受給者に対する健診受診の普及啓発は十分
とはいえない。実際，居宅の生活保護受給者を
対象とした調査では，健診未受診者における未
受診の理由として，実際は費用がかからないも
のの「費用がかかる」「知らなかった」と回答
した受給者が各 3割にのぼっていた18）。
　また，将来への希望や楽しみの違いも影響し
ている可能性がある。厚生労働省の被保護者調
査によると，平成26年度の生活保護廃止世帯数
のうち，受給期間が 5年未満の世帯が約 8割を
占めていた（死亡と失そうによる保護廃止を除
く）。保護廃止の最大の理由は，働きによる収
入の増加・取得であり，受給期間が短いほど就
労しやすく，生活保護から脱却しやすいことが
示唆されている19）。つまり受給期間が短いほど，
生活保護脱却後の将来に対する楽しみや希望を
もち，それが自身の健康への関心とつながって
いる可能性が考えられる。実際，所得が低くて
も将来の楽しみがある地域在住高齢者の方が，
高所得で楽しみがない高齢者よりも健診受診経
験が多いことが先行研究で示されている12）。
　さらに，保護開始前に医療保険が「未加入・
その他」だった受給者は，「国民健康保険」
だった受給者に比べて，より健診を受診してい
なかった。無保険状態の者の多くは低所得世帯
であり，無保険者は医療受診を抑制する傾向が
あるが20），生活保護受給者の間においても，受
給開始前の経済状況によって受給後の健診受診
割合が異なる可能性が示唆された。
　2017年の生活保護受給者の健康管理支援等に
関する検討会では，今後の生活保護受給者の生
活習慣病の予防や重症化予防のための支援には，
健診データや医療機関での検査データなどから
支援対象者を絞り込み，それぞれの特性に合わ
せた健康管理支援を実施していく必要性が議論
された21）。そのためには，生活保護受給者の健
診受診割合を上げることが欠かせない。しかし，
本研究では年齢や世帯人数と健診受診との関連
は認められず，現在福祉事務所が把握している
基本属性調査の項目だけでは，効果的な健診受
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診促進をすすめるための予測要因としては不十
分である可能性がある。今後は，生活保護受給
者の喫煙，運動，食事，ギャンブル依存などの
健康行動に加えて，健診受診の効果を含む健康
に関するヘルスリテラシー10），ソーシャルサ
ポートやソーシャルネットワークなどの社会環
境要因11）15）,そして将来への希望などの心理的
要因12）の情報を新たに受給開始時に取得するこ
とで，それらの要因の組み合わせからいくつか
の典型像を抽出し，優先順位をつけて生活保護
受給者の特性に合わせた健診受診および健康管
理支援の実施が可能になるかもしれない。
　本研究の限界は以下の点である。まず，生活
保護受給者の定期的な医療機関への通院および
就労の有無を調整できていない点である。同じ
健診未受診者でも，医療機関への通院の有無に
よって未受診の関連要因は異なり11），また就労
の場合は職場の健診を受けている可能性もある。
今後の研究では，生活保護受給者の定期的な医
療機関への通院および就労の有無を考慮して，
受給期間との関連を確認することが望まれる。
次に，生活保護受給者と同居している家族構成
の内訳を考慮していない点があげられる。生活
保護受給者が親，配偶者，子ども，その他の誰
と同居しているかによって，受給期間および健
診受診行動に与える影響が異なると考えられる
ため，今後の検討が必要である。最後に，本研
究はＡ市のみの生活保護受給者を対象とした結
果である点である。例えば，生活保護廃止まで
の受給期間をみると大規模市は全国平均より短
いことが示されており19），本研究結果の全国代
表性は限界があるといえる。今後は生活保護受
給者における健診受診の関連要因について，異
なる地域での追試・検証が必要である。

Ⅴ　結　　　語

　本研究結果より，生活保護受給者において，
保護開始前の医療保険が未加入であること，ま
た受給期間が 5年以上と長いほど，健診を受診
しにくくなることが示唆された。これらの要因
そのものに介入することは困難であるが，医療

保険未加入者や受給期間が 5年以上と長い生活
保護受給者は，健診未受診のハイリスク群と捉
え，健診受診勧奨を含めた健康管理支援を進め
ていくことが効果的であると考える。また，今
後は生活保護受給者の健康行動やヘルスリテラ
シー，そしてソーシャルサポートやソーシャル
ネットワークなどを，生活保護受給開始時の
ケースワーカーの面談記録などから入手するこ
とで，優先順位をつけて生活保護受給者の特性
に合わせた健診受診および健康管理支援が実施
できる可能性がある。
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