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冒

心臓と腎臓は脳,眼,動脈とともに高血圧症 と動脈硬化症の標的臓器となっている.動脈硬化

によりある器官に臓器障害が現れると,平行 して他の臓器にも動脈硬化性病変が進行してくる

ことから,心疾患と腎疾患は連動 して進行することが多い.心血管疾患によって入院する症例

の30%に慢性腎臓病が合併 しており,代償不全の心不全で入院する症例の63.6%が推定糸球

休演過量 60ml/分未満の腎機能障害を合併 している.慢性心不全は診断時に腎機能が正常であ

っても,8年で20%,20年で50%が慢性腎臓病を併発する.心疾患患者を経過観察するときは

推定糸球体凍過量に注目する必要がある.

キーワード:心不全,動脈硬化症,高血圧症,心腎連関,拡張型心筋 症
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図 1 心血管疾患により入院した連続 100症例の年齢分布

は じ め に

慢性腎不全を看する症例は脳心血管疾患の発症

頻度が高く,末期腎不全患者の室たる死因は脳心

血管疾患である1).一方,慢性心不全を有する症

例の主要な予後規定因子の一つは腎機能障害であ

る2).また,心機能が低下している症例は腎機能

障害を合併することが多く,心不全の治療経過中

にしばしば腎機能障害が進行する3)4),心不全は

腎不全の危険因子となり,腎不全は心不全の危険

因子となることから,この両者の関係は心腎連関

と呼ばれている5).

脳,眼,心臓,腎臓,太動晩 末梢動脈は高血圧

症と動脈硬化症の標的臓器である.動脈硬化症は

全身性疾患であり,いずれか一つの器官に動脈硬

化性臓器障害が出現するころには,臨床的には無

症状であっても,他の標的臓器も動脈硬化性病変

を併発していることが多い.高血圧症例では一つ

の器官の臓器障害が顕在化すると心血管疾患の高

リスク群に分類される.

慢性腎不全を有する症例は,末期腎不全に至っ

た後で死の転帰を迎える場合もあるが,末期腎不

全に至る前に脳心血管疾患を併発して死亡する症

例の方が多い.腎機能障害を脳心血管疾患の危険

園子として捉えると,軽度の腎機能障害の段階か

ら既に脳心血管疾患のリスクが増加していること

が明らかとなってきた.さらに,腎機能障害が進

行するに連れて脳心血管疾患のリスクが増大して

ゆく.このことから,脳心血管疾患の予防を目指

すうえで,腎 機 能 低 下 症例を早期から的確に管理

することの重要性が 認識され 慢性腎臓病という

概念が確立された.

心血管疾患で入院する症例に占める

腎機能障害患者の頻度

心血管疾患を有する症例における慢性腎臓病の

頻度はどの程度であろうか,心血管疾患により新

潟大学医蘭学総合病院第一内科に入院 した連続

100症例について,入院時の推定糸球体液過量

(MDRD法)を調べた.慢性腎臓病の頻度は年齢

とともに増加することがよく知られていることか

ら,まず 100症例の年齢分布を図 1に示す.70才

代が最も多く,次いで60才代,50才代が多くを

占めていた.この 100症例における推定糸球体液

過量値の分布は図2である.単一時点での評価で

あり慢性腎臓病の診断基準である ｢3ケ月間以上

持続する｣という条件は満たしていないが,推定
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図2 心血管疾患により入院 した連続 100症例の推定糸球体液過量

推定糸球体渡過巌は入院時の血清クレアチニン値を用いてMDRD法によって求めた.

糸球体凍適量が60ml/分未満の症例が300/Oを霞

めていた.次に心血管疾患の種類により慢性腎臓

病の頻度に差がみられるか検討した (図3).虚血

性心疾患40例中の慢性腎臓病の頻度は32.5%,

心不全30例中の頻度は40%,不整脈疾患30例

中の頻度は10%であった.この3群では虚血性

心疾患群と心不全群は患者年齢が高く,不整脈群

は若年者を多く含んでいた.また,虚血性心疾患

は動脈硬化症に起因しており,全身の動脈硬化症

の進展を反映して慢性腎臓病を合併する頻度が高

まるものと考えられる.また,心不全で慢性腎臓

病を合併する頻度が高い理由としては,第-に動

脈硬化性疾患を基盤とする患者が多いこと,第二

に低心拍出量状態と全身うっ血が持続的あるいは

閏数的に現れることによる腎機能の低下が関与し

ていると考えられる.

急性心不全症例に占める腎機能障害患者の頻度

心不全症例が腎機能障害を合併する頻度につい

ては,大規模な調査結果 (ADHERE集計)が米

国から報告されている6).代償不全による心不全

で入院した症例を全て登録し,入院時の腎機能に

よる予後の差を検討したものである.全 118,465
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例 (平均年齢 72.4才)を入院時の腎機能により

分類すると図4になる.推定糸球体液過量 15mV

分未満の腎不全期 (ステージ5)は 8,276例

(7.00/o),推定糸球体凍過量 15-29ml/分の慢性腎

臓病 (ステージ4)は15,553例 (13.1%)であっ

た.さらに,推定糸球休凍過量30-59ml/分の中

等度腎機能低下群 (ステ-ジ3)が 51,553例

(43.5%)みられ,心不全による入院症例の実に

63.60/Oが慢性腎臓病 (ステ-ジ3-5)を合併し

ていた.初回の心不全を契機に血液透析療法が必

要となった症例はステージ1(推定糸球体漉過量

90ml/分以上)11例 (0.10/a),ステージ2の中の

32例 (0.1%),ステージ3から258例 (0.5%),

ステージ4から638例 (4.10/o),ステージ5から

802例 (9.70/a)山現した.ステ-ジ5は慢性透析

患者を67.6%含んでいた.代償不全による心不全

は血液透析導入の契機として重要な病態であるこ

とがわかる.入院中の死亡率はズテ-ジ 1群

1.90/0,ステ-ジ2群2.30/0,ステ-ジ3群 3.9%,

ステージ4群7,6%,ステージ5群 6.50/Oと,腎機

能障害が進行すると心不全の管理が困難となり死

亡率が上昇することが明らかになった.

心不全症例は慢性腎臓病を合併していることが

多く,腎機能が低下しているほど心不全の管理が
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虚血性心疾患40例,心不全30例,不整脈30例.
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図 4 推定糸球体源過量ごとの症例分布

(JCardiacFail13:422-430,2007)から改編 して引用 した.

困難となることが明らかになったが,心不全と慢

性腎臓病の共通基盤は何であろうか.図5に各群

における糖尿病と高血圧症の合併頻度を示す.心

不全症例は糖尿病と高血圧症の合併率が極めて高

く,両者とも腎機能障害が進行している群ほど高

率である.慢性腎臓病のステージ4以上では糖尿

病合併率が50%を超え,高血圧症合併率はステ

ージ2以上で700/Oを超えている.米国では高血

圧症と糖尿病を基盤とする動脈硬化性冠動脈疾患

による心不全が多く,心不全を来たす段階まで全

身の動脈硬化性病変が進行すると,慢性腎臓病も

併発してしまうことがよくわかる.
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図5 憎性腎臓病のステージごとの糖尿病と高血圧症の合併率

(ICardiacFail13:422-430,2007)から改編して引用した.

動脈硬化性疾患における臓器障害の指標

動脈硬化症は心血管疾患と慢性腎臓病の共通基

盤として最も重要である.全身の動脈硬化性病変

の進行度を反映する指標は脳心血管疾患の予測因

子となる.動脈硬化によりある器官に臓器障害が

現れると,平行して他の臓器にも動脈硬化性病変

が進行していることが予想される.左室肥大は脳

卒中の重要な危険因子の一つである.この場合,

もちろん,肥大した心筋が原因となって脳血管の

閉塞が起こるのではなく,左室肥大を来たす程度

の高血圧症と動脈硬化症が存在する症例では頚動

脈や頭蓋内血管の動脈硬化性病変も進行している

ということを示している.同様に頚動脈の内膜肥

厚は心筋梗塞の予測因子となる∴慢性腎臓病とい

う概念は全身の動脈硬化性病変の進行度を予測す

る上で簡便で有用な指標となる可能性がある.堤

荏,臨床の場で用いられている動脈硬化予測因子

を図6に示す.これらの中で,全身の動脈硬化性

病変の進行度を評価してゆく上でどの指標が最も

優れているのかはまだ明らかになっていない.無
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症候性脳梗塞は脳卒中の予測因子として優れてい

るが,CT検査を必要とし,また治療効果判定に

は用いることができない.左室肥大については簡

便に情報を得ることができるが,高血圧や動脈硬

化性疾患と無関係に左室肥大を里している症例も

数多く存在する.脈派伝達速度や脈圧も簡便に評

価できるが,動脈硬化進行度との相関は低い.推

定糸球体滴過量は,簡便かつ安価に評価でき,壁

症例から垂症例まで定量性に優れ,経時的に何度

でも評価可能であり,また治療効果判定にも用い

うる.もちろん動脈硬化性疾患以外でも腎機能低

下を釆たすため,この単一の指標をもって全身の

動脈硬化症の進行度評価をすることには眼界があ

る.図に示した種々の指標を総合して動脈硬化症

の評価をしてゆくことが必要であるが,推定糸球

体洩過量はその中の重要な-指標と考えられる.

心不全症例における腎機能障害の出現

心腎連関の中には動脈硬化症を介さない,血行

動態あるいは神経体液因子を介 した病態形成もあ
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図6 動脈硬化症の進行度を反映する臨床指標

蓑 l

心疾患の発症年齢が高い

心不全によるÅ院回数が多い

経過中に低血圧を呈す

β遮断薬療法を受けていない

(TanakaKJtoM,etaLCircJ2007;71:1927-.)より改編引用

る.腎機能が正常な慢性心不全症例は長期経過観

察中に慢性腎臓病 を併発 してくるであろうか.紘

張型心筋症 を中心 とす る慢性心不全 70例 を追跡

調査 した 7). この患者群は平均年齢 48,0才 と若

く, 高血圧症 合併率 は 17.1%, 糖尿病合併率

lL4%と低 く,動脈硬化性疾患の関与は弱い集団

である.死亡あるいは腎機能が推定 クレアチニン

ク リアランス (CockrofトGault法)で 60ml/分

未満に低下 した時点 を終点 として経過 を追 った.

この 慢 性心不全群では 8午後の腎機能維持率 は

80.2%,20牛後の腎機能維持率 50.2%であった.
慢性心不全症例では経過観察中に腎機能障害が高
率に損現 してくることが明らかになった.慢性心
不全例における腎機能障害の出現 を予測する因 子

を検討すると衰 lに示す 4指標が有意な関連 を示

した,第 ▲に心疾患発症時の年齢が高いほど遠 隔

期に腎機能障害 を併発 しやすい.第二に経過中 に

代償不全による心不全で入院 した回数が多い症例

は腎機能が悪化 しやすかった.第三に経過中の低

血圧が腎機能低 卜と関連 していた. また,/ヲ遵齢

薬療法は慢性心不全症例の腎機能保持に有効であ

った.I?遮断薬により左室の リバ-スリモデ リン

グが得 られた症例は,心機能が安定 し,心不全を

繰 り返すことは少なく,極端な低血圧にもならな

いことから,腎機能保持につながったものと考え

られる.

動脈硬化症を介 さない心腎連関

血行動態が不安定で代償不全による心不全を繰
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図7 心腎連関の病態生理

り返す症例は,遠隔期に腎機能障害を併発しやす

いことが明らかになった.心血管疾患を有する症

例にみられる腎機能障害の成因として図7の要因

が考えられている.第-に持続的あるいは間数的

な腎血流量の低下と腎濯流圧の低 下である.重症

慢性心不全,代償不全期の心不全症例は容易にこ

の腎前性腎不全を起こす.うっ血による腎静脈圧

の上昇が長期に渡ると腎機能に影響する可能性も

ある.また,心不全の管理を目的に用いられる利

尿薬によって,常に東通な体液量が維持されてい

るとは限らず,うっ血状態と脱水状態を間数的に

変動 している可能性もある,この他に,心不全は

交感神経の緊張を先進 させ,レニン-アンジオテ

ンシン-アル ドステロン系を強く賦活する.これ

らも腎機能障害に働くと考えられる.

古くから慢性腎不全では種々の心血管合併症が

併発してくることが知られている.腎不全によっ

て心血管疾患が引き起こされる要因について図 7

に示 した,糖尿病性腎症や腎硬化症では,腎病変

と平行 して全身の動脈硬化性病変が進行 してお

り,腎不全と同時あるいは相前後して心血管疾患

を発症してくる∴ 一方,動脈硬化性疾患が無い症

例であっても,腎不全を発症すると動脈硬化症が

進行 しやすくなる.高血圧症とRAS系の賦活は

心血管-管

腎血流量低下

心不全

低血圧

うっ血､間質浮腫
交感神経緊張冗進

RAS系賦活
塞栓症 (心房細動)
コレステロール塞栓

造影剤腎症

脱水 (利尿薬)
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この場合も重要な要因となる.他に酸化ス トレス,

慢性炎症,内皮機能障害などが関与していると考

えられている. しかし,これらは腎不全に特異的

なわけではなく,動脈硬化症の結果として現れて

くることもよく知られており,腎不全による動脈

硬化症促進の機序はまだ不明な部分も多い.動脈

硬化症に由来する心血管合併症以外には,尿毒症

性心筋症,尿毒症性心外膜炎などがある.これら

の病態の発症機序もまだ明らかになっていない.

お わ り に

｢人は血管と供に老いる｣と言われ 動脈硬化

症と老化は同義語となりつつある.この病態を管

理 してゆく上で,全身性疾患として捉え,経時的

に進行度を評価 してゆくことが重要である.慢性

腎臓病は動脈硬化症の早期から現れてくる所見で

あり,定量性と病態変動への追従性に優れており,

他の指標と供に有用な臨床指標となるであろう,
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3 脳疾患と腎

高野 弘基

新潟大学医歯学総合病院神経内科

StrokeandChronicKidneyDisease

HirokiTAIiANO

DeparimentofNeurology,

NL'1'gataUnl'vers壇7MedicalandDentalHospital

近年,腎機能低 下は,比較的軽度であっても,独立した虚血性心疾患の危険因子であることが

示 され,慢性腎臓病 (C鑑D)という疾病概念が注 目されている,CKDとは,糸球体凍過率

(GFR)60mL/育/1.73m2未満または蛋白尿等の明らかな腎障害の存在が,3ケ月以上持続する
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