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国保データベースを用いた
腎機能からみる健康寿命のリスク解析



日本腎臓学会
COI 開示
発表者名：小倉 央行（代表者）

□研究倫理・医療倫理に関する研修を受講しました

過去3年間において
演題発表内容に関連し、発表者らに開示すべき

COI関係にある企業などはありません。

様式１C



超高齢化社会において健康寿命延伸が課題である

引用改変：令和3年版高齢社会白書

平均寿命は年々伸びているが、不健康な期間は改善されて
いない。
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健康寿命について

「日常生活動作が自立している期間の平均」：介護認定
健康な状態：介護保険の要介護度の要介護１以下

不健康な状態：要介護２～５

「日常生活に制限のない期間の平均」
健康な状態：健康上の問題で日常生活に問題が ”ない”

不健康な状態：健康上の問題で日常生活に問題が ”ある”

「自分が健康であると自覚している期間」
健康な状態：(1)よい、(2)まあよい、(3)ふつう

不健康な状態：(4)あまりよくない、(5)よくない
引用：健康寿命の算定方法の指針

評価指標

定義

日本では、３つの指標が用いられている。

一般に、ある健康状態で生活することが期待される
平均期間またはその指標の総称のことをいう。



腎機能障害と健康寿命との関連性についての検討

超高齢社会であるわが国では、健康寿命の延伸が
課題である。

腎機能障害は、心血管疾患・フレイル等のリスク
であるが、より重要なアウトカムである健康寿命
との関連は十分に検討されていない。

石川県羽咋市住民の医療情報データを活用して、
腎機能障害と健康寿命の関連性について検討を
行った。



羽咋市データベースについて

石川県羽咋市（石川県北部(能登地方)に位置する）
人口 ：約2万人
高齢化率 ：40.9%
平均寿命 ：男性 84.0歳、女性 87.6歳

羽咋市データベース(DB)（N=15,180）
対象 ：国民健康保険加入者
観察期間 ：約8年間 (2012年4月 ～ 2020年12月)
データ範囲 ：医療・介護・健康診査情報、アンケート調査



対象と方法

羽咋市DBに登録された羽咋市住民を対象とし、eGFR別に
5つの集団（eGFR ≥90、89-75、74-60、59-45、＜45）に
分類した。

観察開始時より、健康状態が健康から不健康(要介護２以上
または死亡)となることをアウトカムとした。

ア ウ ト カ ム ( 要 介 護 ２ 以 上 ま た は 死 亡 ) に つ い て 、
Kaplan-Meier 法 お よ び 多 変 量 Cox 比 例 ハ ザ ー ド モ デ ル
を用いて解析を行った。



解析対象集団の抽出結果

N=4,705 健康診査情報あり

N=15,180 羽咋市住民基本台帳

N=9,885 健康診査情報なし

N=4,581 解析対象集団（観察開始時に要介護1以下）

N=124 観察開始時に要介護2～5

N=590 データの欠損



解析対象者の属性

eGFR別集団 ≥90 89-75 74-60 59-45 <45 全体

対象者数（人） 570 1,242 1,896 738 135 4,581

男性(人) 207 (36%) 564 (45%) 816 (43%) 371 (50%) 54 (40%) 2,012 (44%)

年齢(SD)（歳） 61.3 (9.5) 62.4 (8.9) 65.5 (8.3) 69.2 (8.8) 76.0 (11.3) 65.0 (9.3)

観察期間(SD)(kg/m2) 6.4 (2.3) 6.2 (2.4) 6.1 (2.6) 5.2 (2.9) 3.9 (3.1) 5.9 (2.6)

Body mass index(SD) 
(kg/m2) 23.2 (3.8) 23.0 (3.5) 23.3 (3.3) 23.6 (3.4) 23.6 (4.0) 23.3 (3.4)

eGFR(SD) 
(mg/ml/1.73m2) 99.6 (10.2) 81.0 (4.5) 67.9 (4.5) 54.4 (3.9) 35.2 (9.3) 72.3 (15.7)

血清Cr(SD) (mg/dl) 0.5 (0.1) 0.7 (0.1) 0.8 (0.1) 0.9 (0.2) 1.6 (1.2) 0.8 (0.3)

喫煙歴 105 (18%) 218 (18%) 233 (12%) 88 (12%) 11 (8%) 655 (14%)

介護度(人)

自立 562(98.5%) 1,229(98.9%)1,867(98.5%) 703(95.2%) 106(78.5%) 4,467(97.5%)

要支援1 0(0%) 2(0.2%) 3(0.2%) 5(0.7%) 3(2.2%) 13(0.3%)

要支援2 2(0.4%) 2(0.2%) 8(0.4%) 6(0.8%) 4(3.0%) 22(0.5%)

要介護1 6(1.1%) 9(0.7%) 18(0.9%) 24(3.3%) 22(16.3%) 79(1.7%)



eGFR <45群の2割が約２年でアウトカムを達成する
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アウトカム：要介護度２以上または死亡

Log-rank検定: p <0.01
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eGFRの高値及び低値は健康寿命のリスク因子である

Hazard Ratio (95% CI)
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アウトカム：要介護2以上または死亡

多変量解析（Cox比例ハザードモデル）
調整因子：登録時の年齢、性別、喫煙歴、BMI、要介護度



副次評価項目について

アウトカム：死亡アウトカム：要介護2以上

多変量解析（Cox比例ハザードモデル）
調整因子：登録時の年齢、性別、喫煙歴、BMI、要介護度



Limitation

本解析は、国民健康保険加入者のみが対象であり、

年齢（高齢者）・職域（自営業等）に偏りがある。

アウトカム（要介護2以上たまは死亡）に至った

背景要因については現在解析中である。



結語

石川県羽咋市データベースを用いて、住民 4,581人
を対象とした腎機能からみた健康寿命のリスク解析
を行った。

平均eGFR 45未満は、死亡のリスク因子となること
が示唆された。

平均eGFRがより低値あるいは高値であることは、
いずれも健康寿命のリスク因子となることが示唆
された。


