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１. はじめに
日本の高齢者は原則75歳を境に加入する医療保険が変わるため、継続した保健事業を受けられないという
問題を抱えています。そこで市町村が高齢者の保健事業の継続性を担保しながらフレイル予防や介護予防事
業を進められるように、保健事業と介護予防の一体的実施に向けた法改正が行われたことや、一体的実施の
具体的内容について、第１回では概説しました。さらに第２回では、一体的実施において重要視されている
通いの場の位置づけとその活用をフレイル対策を例にいくつかの研究成果とともに紹介しました。
第３回では、医療と介護のデータの一体的分析により高齢者の健康に関連する要因を検証した日本老年学
的評価研究（Japan Gerontological Evaluation Study 、以下 JAGES）の研究成果を紹介します。

2. 医療・介護データの一体的分析の知見
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３. まとめ
高齢者の健康課題を一括把握するためには、担

回では、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実

当課の壁を超えて、一体的に分析することで、別々

施において、保険者が保有するデータをどのよう
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に活用することで、さらにどのようなことを検証

またがった検証ができることを示しました。最終

できるのか考えます。

社会参加と高血圧の関係

コントロール不良の糖尿病のリスク
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図１：社会参加している高齢者は高血圧が6％少ない

図２：友人と会っている高齢者は、コントロール不良の
糖尿病リスクが約半分
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