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2016年5月24日～27日に開催された第89回日本産業衛生学会において、日本医療データセンターより口演発表した分析に
ついてお伝えします。
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CKD重症度分類等のCKDリスク因子と
人工透析・急性冠動脈疾患・急性脳卒中の発生の関連性の検討
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背景
 高齢化の急速な発展による生活習慣病が増加している. 国民の生涯に渡る生活の質の維持・向上のために、2008年4月より特定健康診査・保健指導が開始されている1)

 合併症への移行は患者のＱＯＬを低下させるだけでなく、その治療にかかる医療費も増大する. 特に人工透析人口は年々増加しており２）、その治療にかかる医療費は莫大である

ことから課題となっている

目的
 本研究は健診データとレセプトデータを用いて、CKD重症度ステージおよび生活習慣病有無別の人工透析、急性冠動脈疾患、急性脳卒中の発生状況を検討することを目的とした

例数（人） %

全体 75,780
性別 男性 50,349 ( 66.4 )

女性 25,431 ( 33.6 )
被験者区分 被保険者 56,559 ( 74.6 )

被扶養者 19,221 ( 25.4 )
年齢(歳) 平均値 49.1

標準偏差 6.5
最小値 40
中央値 48.0
最大値 64

平均 標準偏差

健診値 BMI (kg/m2) 23.2 3.6 
収縮時血圧 (mmHg) 123.5 16.1 
拡張期血圧 (mmHg) 76.2 11.6 
中性脂肪(mg/dl) 117.7 91.8 
HDL(mg/dl) 63.3 17.2 
LDL(mg/dl) 123.8 30.4 
HbA1c(%, NGSP) 5.63 0.70 

本研究の限界

 本研究は対象年齢が40-64歳、且つ男性比率が66.4％であるため、本結果を一般化するには限界がある

 診断名はレセプト記載の病名であるため、実際の診断とは異なる可能性がある

 尿蛋白値測定は定性法であるため、診療ガイドラインにおける定量判定とは異なる可能性がある

 本研究ではリスク因子の相互作用は検討していない また、レセプトデータ以外の情報によるリスク因子とイベント発生の関連性は評価不可能

結論

 健診データとレセプトデータを用いて、CKD重症度ステージおよび生活習慣病有無別の人工透析、急性冠動脈疾患、急性脳卒中の発生状況を検討した

 3つのイベント全てにおいて、全てのリスク因子のハザード比は高く, CKD重症度ステージ「赤」が、どのイベントにおいても最も高かった

 24ヶ月後におけるCKD重症度ステージ「赤」における人工透析発生率は8.0％であり、「緑」に比べてハザード比は、422.7であった. 「オレンジ」までは、人工透析の発生
は高くないことから、「オレンジ」から「赤」への移行を抑制することが重要であることが示唆された

 健診データとレセプトデータでCKD重症度と生活習慣病の診断状況を把握し、保健指導に活用できる可能性が示された. 特に人工透析は医療費の観点からも、早期に
発見し介入していくことが期待される

2012年度に保険加入のある人40-64歳のうち、2011年度と2012年度に健診におけ
る血清クレアチニン値および尿蛋白値のある加入者を特定、すでにイベント、SLEを
もつ加入者を除外した75,780人を解析対象とした

解析対象

2012年4月～2013年3月に保険加入のある40-64歳
N＝415,679

2011年度と2012年度に血清クレアチニン値と尿蛋白値あり
n=79,851

解析対象集団
n=75,780

過去12ヶ月に下記いずれかが
ある人を除外
人工透析, 急性冠動脈疾患
急性脳卒中, SLE                

n=4,071

研究デザイン
 後ろ向きコホート研究

データソース

株式会社日本医療データセンター(JMDC)が保有する特定健診データ

およびレセプトデータ

評価項目
 以下のリスク因子ごとのイベント件数、発生率およびハザード比

リスク因子 ：CKD重症度ステージ、腎機能低下速度

糖尿病、高血圧症、脂質異常症

イベント ：人工透析、急性冠動脈疾患、急性脳卒中

解析内容

リスク因子別の患者背景（性別・保険資格）

イベント発生率：人年法

イベント発生までの期間（time to event): カプランマイヤー法

属別変数：各リスク因子

ハザード比：Cox比例ハザードモデル

従属変数：イベント発生までの期間

独立変数：リスク因子・性別・年齢・保険者資格

組み入れ期間
 2012年4月～2013年3月

観察期間

最大24ヶ月

組み入れ基準

40歳～64歳

2011年度、2012年度の両年度に、健診における血清クレアチニン値、

尿蛋白値（定性）データあり

除外基準

組み入れより過去12ヶ月間に人工透析、急性冠動脈疾患、急性脳卒中、全身性
エリテマトーデス(SLE)のレセプトあり（SLEに関しては観察期間中に診断名があ
る症例も含む）

Copyright Japan Medical Data Center Co.,Ltd.,2016.All rights Reserved

1)厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
2)日本透析学会 図説わが国の慢性透析療法の現況

リスク因子
イベント

定義

腎機能低下速度 2011年度に対する2012年度の推算糸球体濾過量（eGFR)（ml/min/1.73m^2/year）で定義

糖尿病 ICD10*1コード[E10-E14 糖尿病]のレセプト有無で定義

高血圧 ICD10*1コード[I10-I15 高血圧性疾患]のレセプト有無で定義

脂質異常症 ICD10*1コード[E78  リポたんぱく代謝障害及びその他の脂質血症]のレセプト有無で定義

SLE ICD10*1コード[M32 全身性エリテマトーデス]のレセプト有無で定義

人工透析 人工腎臓、在宅腹膜潅流等の診療行為名（MEDIS-DC*2)のレセプト有無で定義

急性冠動脈疾患
関連する標準病名（MEDIS-DC*2)且つPCI等の診療行為名（MEDIS-DC*2)のレセプト有無で
定義

急性脳卒中 関連する標準病名（MEDIS-DC*2)の入院レセプト有無で定義

解析対象となった75,780人の男性の割合は66.4%, 被保険者の割合は74.6％,

平均年齢は49.1歳であった

背景

24ヶ月間の観察期間におけるリスク因子ごとのイベント発生件数、発生率は
以下のとおりだった

リスク因子ごとのイベント発生率

例数（人）
発生件数（発生率（/10,000人年））

人工透析 急性冠動脈疾患 急性脳卒中
CKD重症度
ステージ

緑 68,864 12 (0.96) 85 (6.36) 92 (6.96)
黄色 5,942 0 (0.00) 21 (18.72) 15 (13.32)
オレンジ 720 1 (7.44) 7 (52.20) 2 (14.88)
赤 254 19 (415.56) 3 (63.60) 3 (63.60)

腎機能
低下速度

0.5未満 35,305 7 (1.08) 53 (7.80) 51 (7.56)
0.5以上 40,475 25 (3.24) 63 (8.04) 61 (7.80)

糖尿病 なし 67,719 16 (1.20) 67 (5.16) 99 (7.56)
あり 8,061 16 (10.32) 49 (31.80) 13 (8.40)

高血圧症 なし 63,510 12 (0.96) 60 (4.92) 75 (6.12)
あり 12,270 20 (8.52) 56 (24.12) 37 (15.84)

脂質異常症 なし 60,645 14 (1.20) 60 (5.16) 83 (7.08)

あり 15,135 18 (6.24) 56 (19.32) 29 (9.96)

各リスク因子における「リスクなし群」に対するハザード比は全てのイベントにおいて高く、
人工透析において、CKD重症度ステージが「赤」では「緑」に比べて422.7倍リスクが高くな
ることが示された

リスク因子ごとのハザード比

24ヶ月間におけるCKD重症度ステージごとの人工透析発生率は「赤」で高く、
12ヵ月後で4.0％、24ヶ月後で8.0％であった

CKD重症度ステージごとの人工透析発生率（Time to event)

追跡開始 6ヵ月後 12ヵ月 18ヵ月後 24ヶ月後
緑 68,864 67,976 66,533 65,317 64,171
黄色 5,942 5,818 5,648 5,453 5,270
オレンジ 720 701 670 653 637
赤 254 245 232 212 203

■ 緑
■ 黄色
■ オレンジ
■ 赤

*1 ICD10: International Classification of Disease, 10th version
*2 Medical Information System Development Center

CKD重症度ステージ定義

CKD重症度ステージの評価は、健診結果における血清クレアチニン値と尿蛋白
値（定性）を用いた. CKD重症度は日本腎臓病学会が提唱する「エビデンスに基
づくCKD診療ガイドライン2013」におけるCKD重症度分類を用いた

その他定義

その他リスク因子、イベントは以下のとおり定義した


