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厳格な⾎糖コントロールと⼤⾎管症

糖尿病学会︓糖尿病診療ガイドライン2016

CQ  糖尿病⼤⾎管症に⾎糖コントロールは有効か︖

糖尿病発症早期からの厳格な⾎糖コントロールは、
糖尿病⼤⾎管症の発症抑制に有効である
（推奨グレードA）



厳格な⾎糖コントロールと死亡リスク︓ACCORD

Hazard ratio = 1.22 (95%CI = 1.01 to 1.46) 
P = 0.04

ACCORD Study Group：N.Engl.J.Med.,358,2545,2008.



厳格な⾎糖コントロールと低⾎糖

厳格な⾎糖コントロール

⾷事運動療法

メトホルミン（内服薬）

その他の内服薬併⽤

インスリン治療併⽤
低⾎糖



厳格な⾎糖コントロール・重症低⾎糖と⼼⾎管疾患

重症低⾎糖

厳格な⾎糖
コントロール ⼼⾎管疾患

︖

死亡︖



リサーチクエスチョン

⽇本⼈2型糖尿病患者において
重症低⾎糖と⼼⾎管疾患リスクは関連するか。





どのデータソースを⽤いるか︖
• サンプルサイズ数
⼤規模（1万⼈以上は必要）重症低⾎糖の発⽣頻度が低いため
• 研究デザイン
前向きコホートもしくは後ろ向きコホート
• 分析に必要な変数
ベースラインの基本属性、併存症スコア
重症低⾎糖の発⽣
⼼⾎管疾患の発⽣
• 重症低⾎糖を把握する⽅法
質問票︓重症低⾎糖の既往を質問
紙カルテもしくは電⼦カルテ︓重症低⾎糖の記録
レセプトデータ︓病名コード
DPCデータ︓病名コード

2013年時点で利⽤可能なデータ：JMDCデータ



タイムスケジュール

データ申請

• JMDCに研究相談 （2013年9⽉）
• データ使⽤契約締結 （2014年2⽉）
• 所属研究機関で倫理審査申請〜承認 （2014年3⽉）

データ分析

• データ受領 （2014年4⽉）
• データ加⼯の相談 （2014年10⽉）
• データ分析開始 （2014年10⽉）

論⽂掲載

• 粗解析結果を学会発表 （2015年6⽉）
• 論⽂投稿・Revision （2015年11⽉）
• Revision２ （2016年1⽉）
• 受理 （2016年２⽉）



医科レセプトデータのレイアウト

電⼦レセプトデータ（サンプル）電⼦レセプトデータ（サンプル）

http://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/jigyonaiyo_03/index.html

レコード種別と識別情報レコード種別と識別情報

⽣データはコードの羅列。
詳細な分析を⾏うためには、データの抽出、各種マスタ付与、データの加⼯が必須である。



JMDCレセプトデータのレイアウト（再掲）

加⼊者ID レセプトID レセプト種別 診療年⽉ 医療施設ID 診療⾏為名 回数
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 再診 1
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 HbA1c 1
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 グルコース 1

レセプト

傷病

診療⾏為

医薬品

加⼊者ID レセプトID レセプト種別 診療年⽉ 医療施設ID 診療実⽇数 総点数
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 1 1411
000001 C000002 調剤 201801 F000001 3252
000002 C000003 ⼊院外 201801 F000002 1 394

加⼊者ID レセプトID レセプト種別 診療年⽉ 医療施設ID 医薬品名 投与⽇数 投与量 単位
000001 C000002 調剤 201801 F000001 アマリール0.5mg錠 30 60 錠
000001 C000002 調剤 201801 F000001 メトグルコ錠250mg 30 180 錠
000001 C000002 調剤 201801 F000001 ランタスXR注ソロスター 1 2 キット

加⼊者ID レセプトID レセプト種別 診療年⽉ 医療施設ID 標準病名 疑い
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 糖尿病
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 ⾼⾎圧
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 ⾼尿酸⾎症 1

キー変数︓加⼊者ID
レセプトID

キー変数︓レセプトID

キー変数︓加⼊者ID
診療年⽉
医療施設ID



解析データセットの作成︓縦持ちデータを横持ちデータ（1⼈1⾏）に変換
加⼊者ID レセプトID レセプト種別 診療年⽉ 医療施設ID ICD10細分類コード ICD10細分類名 標準傷病コード 標準病名 疑い
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 E14- 詳細不明の糖尿病 2500013 糖尿病
000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 I10- 本態性（原発性＜⼀次性＞）⾼

⾎圧（症）
8833421 ⾼⾎圧症

000001 C000001 ⼊院外 201801 F000001 E790 炎症性関節炎及び痛⾵結節性疾
患の徴候を伴わない⾼尿酸⾎症

7906015 ⾼尿酸⾎症 1

000002 C000011 ⼊院 201711 F000011 E14- 詳細不明の糖尿病 2500013 糖尿病
000002 C000112 ⼊院外 201712 F000011 C25- 膵の悪性新⽣物，膵，部位不明 1579002 膵癌 1
000003 C000310 ⼊院外 201706 F000311 E11- インスリン⾮依存性糖尿病＜Ｎ

ＩＤＤＭ＞
2500015 ２型糖尿病

000003 C000310 ⼊院外 201706 F000311 C189 結腸の悪性新⽣物，結腸，部位
不明

1539004 ⼤腸癌

000003 C000344 ⼊院外 201802 F000311 N189 慢性腎不全，詳細不明 5859002 慢性腎不全

加⼊者ID 糖尿病 ⾼⾎圧 慢性腎不全 がん
000001 1 1 0 0
000002 1 0 0 0
000003 1 0 1 1

キー変数：加⼊者ID



解析データセットの作成

加⼊者ID 糖尿病 低⾎糖 低⾎糖発⽣⽉ 観察開始年⽉
000001 1 1 201712 201212
000002 1 0 200710
000003 1 0 201106

キー変数：加⼊者ID

診療年⽉でソートし各ファイル
の必要な情報にフィルタをかけ
て抽出
例：傷病ファイルからICD-10：
E162もしくは病名に低⾎糖を含
む⾏を抽出

加⼊者IDで突合



重症低⾎糖（曝露）の定義

a. 低⾎糖の病名登録（ICD－10︓E162、または、標準病名に「低⾎糖」を含む）
＋ 50％ブドウ糖もしくはグルカゴン注射液が登録された場合

b. ⼊院中に低⾎糖の病名登録された場合（ ICD－10︓E162、または、標準病名に「低⾎
糖」を含む）

c. ⼊院中の低⾎糖の病名登録（ ICD－10︓E162、または、標準病名に「低⾎糖」を含む）
＋50％ブドウ糖もしくはグルカゴン注射液が登録された場合

d. 低⾎糖の病名登録時（ ICD－10︓E162、または、標準病名に「低⾎糖」を含む）
＋20％、40％、50％ブドウ糖注射液、グルカゴン注射液、のいずれかが登録された場合

14

Goto et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e002875

後藤温 ほか 日循予防誌 51:41-48, 2018



重症低⾎糖（曝露）の定義

15後藤温 ほか 日循予防誌 51:41-48, 2018



曝露やアウトカムの定義
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Goto et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e002875

To increase the specificity of exposure classification and 
outcome classification, we defined severe hypoglycemia 
and CVD on the basis of a combination of (1) disease 
codes and (2) a medical procedure and/or a prescription 
to treat the condition.

反省点：妥当性を確認してから、定義した⽅が良かった。



SASプログラム#1  低⾎糖データ作成
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data j.hypo; set j.shoubyou2;
if  INDEX(icd10,'E162')>0  or 
INDEX(byoumei,'低⾎糖')>0  ;
run;

data j.hypoiyakuhin;
merge
j.iyakuhin
j.hypo (in=small);
by jmdcid;
if claimid=hypoclaimid & small;
run;

data j.hypoiyakuhin1;
set j.hypoiyakuhin;
if (
(INDEX(iyakuhincode, 'K04C')>0 & 
INDEX(iyakuhinmei, 'ブドウ糖注射液')>0 
&  INDEX(kikakutani, '５０')>0 ) or
(INDEX(iyakuhincode, 'K04C')>0 & 
INDEX(iyakuhinmei, '⼤塚糖液５０％')>0  
&  INDEX(kikakutani, '５０')>0 ) or
(INDEX(iyakuhincode, 'K04C')>0 & 
INDEX(iyakuhinmei, ' ブドウ糖注５０％
')>0  &  INDEX(kikakutani, '５０')>0 ) or
(INDEX(iyakuhincode, 'K01C')>0 & 
INDEX(iyakuhinmei, '光糖液５０％')>0  &  
INDEX(kikakutani, '５０')>0 ) or
(INDEX(iyakuhincode, 'H04B')>0 & 
INDEX(iyakuhinmei, 'グルカゴン')>0 ) 
);
hypo=1; run;



SQLコマンド#1  低⾎糖データ作成
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--低⾎糖病名抽出
CREATE TEMPORARY TABLE temp1 
as 
SELECT `加⼊者ID` as JMDCID, 
min(`診療年⽉`) as  hypomonth ,
1 as hypo 
FROM `傷病`  where (`ICD10細分類
コード` like '%E162%' OR 
`標準病名` like '%低⾎糖%') AND `疑
いフラグ` != 1 
GROUP by `加⼊者ID` ; 

--５０％ブドウ糖液抽出
CREATE TEMPORARY TABLE temp2 as 
SELECT `加⼊者ID` as JMDCID, 
min(`診療年⽉`)  as  hypodrugmonth ,
1 as hypodrug FROM
(SELECT * FROM `医薬品` where  
`WHO-ATCコード` like '%V06DC01%') 
AS A
where `規格単位`='５０％２０ｍＬ１管'
GROUP by `加⼊者ID` ; 

--グルカゴン注射液抽出
CREATE TEMPORARY TABLE temp3 as 
SELECT `加⼊者ID` JMDCID, 
min(`診療年⽉`)  as  hypodrugmonth ,
1 as hypodrug FROM
(SELECT * FROM `医薬品` where  
`WHO-ATCコード` like '%H04AA01%') 
AS A
GROUP by `加⼊者ID` ; 

今だったら
SQLで前処理



Index⽇の定義:
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保険加⼊
糖尿病薬
処⽅開始

⾮曝露期間

重症低⾎糖発作

曝露期間

⼼⾎管疾患発⽣,
保険離脱, ⼜は

2014年7⽉

追跡期間

ベースライン
観察期間

6か⽉〜12カ⽉間

Index⽇



Index⽇の定義:

ベースライン
観察期間

6か⽉
⾮曝露期間

保険離脱

追跡期間

糖尿病薬
処⽅開始

保険加⼊

Index⽇



Index⽇の定義:
査読コメント︓The description of the index date is unclear. 
論⽂中の記述
“Finally, we excluded 2661 patients who did not have 6 months of
baseline observation data. Patients with <6 months of claim
data before the first claim for a glucose-lowering agent
prescription were assigned an index date of 6 months after
their first claim data. Meanwhile, patients with ≥6 months of
claim data before the first claim for a glucose-lowering agent
prescription were assigned an index date defined as the first
claim date of using a glucose-lowering agent.”

Goto et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e002875

反省点：New userを対象集団としているわけではないので、糖尿病薬が投与された⽇をIndex 
dateとして、その後6か⽉間をベースライン観察期間とすればよかった
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⼼⾎管疾患（アウトカム）の定義

脳卒中・冠動脈疾患・末梢動脈疾患の病名登録時に経⽪的
冠動脈形成術・冠動脈ﾊﾞｲﾊﾟｽ術・頭蓋内⾎腫除去術・四肢
⾎管拡張術・脳⾎管疾患ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ等が施⾏された場合、
もしくは、ﾓﾝﾃﾌﾟﾗｰｾﾞ･ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ等の薬剤が使⽤された場合



SASプログラム#2 時間変数データ作成: ⽇付を補完する
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data i.hypocvd2;
set i.hypocvd1;
icvddate_y=substr(icvdmonth,1,4);
icvddate_m=substr(icvdmonth,5,2);
icvddate_d=15;
icvddate=icvddate_y*10000+icvddate_m*100+icvddate_d;
char_icvddate= put(icvddate, 8.) ; 
drop icvddate; 
rename char_icvddate=icvddate;
run;



SASプログラム#2 時間変数データ作成ー追跡期間を計算
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data j.hypocvd3;
set j.hypocvd2;
c=MDY(substr(enddate,5,2), substr(enddate,7,2), 
substr(enddate,1,4))- MDY(substr(drugstartdate,5,2), 
substr(drugstartdate,7,2), substr(drugstartdate,1,4));

t=MDY(substr(icvddate,5,2), substr(icvddate,7,2), 
substr(icvddate,1,4))- MDY(substr(drugstartdate,5,2), 
substr(drugstartdate,7,2), substr(drugstartdate,1,4));

time = min(t, c); 
run;
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対象者 データ期間：2005年1月から2014年7月

3,102,074人

61,578人

インスリン抵抗性糖尿病
糖尿病
2型糖尿病
安定型糖尿病

インスリン依存性糖尿病(1446人)除外

58,223人

糖尿病薬処方 なし(107,200人)除外

170,224人

18歳未満又は75歳以上
重症低血糖既往
心血管疾患既往
(計 3355人)

解析対象者

病名

除外



SASプログラム#3 時間依存性Coxモデル
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proc phreg data=j.hypocvd9 ;
model time*icvd(0)= severehypo age maleone 
wcharlsum0  duration phmicro statin htdrug 
antiplatedrug insulin su bigua pio agi glinide dpp4i 
glp1/RL;
if hypotime=. or   time < hypotime 
then severehypo=0;
else severehypo=1;
insulin=insulin0;
if time>=365 and insulin1^=. then 
insulin=insulin1;
if time>=730 and insulin2^=. then 
insulin=insulin2;
…
run;

時間依存性曝露変数



関連解析結果

2019/2/21 27Goto et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e002875



本研究の限界

2019/2/21 28Goto et al. J Am Heart Assoc. 2016;5:e002875

•追跡期間中に半数近くが打ち切り→選択バイアスの可能性
•追跡期間が平均で2.3年間で短い→⻑い追跡期間が必要︖
•レセプトの病名登録で曝露・アウトカム・共変量を定義→情報
バイアスの可能性
•喫煙, BMI,喫煙,飲酒,栄養状態,病期など低⾎糖にもアウト
カムにも影響しうる情報が含まれておらず、残余交絡の可能性
•対象者の多くは、⽐較的規模の⼤きい企業の労働者もしくはそ
の被扶養者で、⾼齢者は少ない→⼀般化可能性に限界



プログラミング時の留意点

• ⼼がけていること︓
記録を遡れるように、プログラムを改訂する度にプログラム名を変更して保存
データ加⼯時には、加⼯前後のデータを⽐較して、ロジックに問題がないか確認
エラーはあるものと思い、何回も確認する
第3者みてもわかるように、コメントをつける
対象者のフロー図を描く

• できれば⾏いたいこと︓
変数定義書を作成する
共同研究者や第3者にプログラムチェックをしてもらう
作成プログラムを公開する
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