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3 脳疾患と腎
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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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全身疾患としての慢性腎臓病 (CKD)

状態と定義される.最近の疫学調査では,CKDは心血管イベント,総死亡,総入院の矧喚国子

CKDの関連を検討する.2006年 1月1i~~摘-ら2007年 12月31日の間に入院した脳卒中142例

(虚血性脳卒中124例,高血圧性脳内出血18例)を検討した.虚血性病型は,SSS-TOASTに従

い分類した.推定GFR(eGFR)は酵素法により測定した血清クレアチニンと年齢了性別を基に

改定MDRD簡易式で貸出した,eGFR<60mL/分をCKDとした.全脳卒中でCKDは61/142

人 (43.00/a)にみられた.融血圧性脳内出血では12/IS人 (66.7%)に,虚血性では49/124人

(39.5%)にみられた.大血管アテローム硬化性脳梗塞では 12/19人 (63,20/0),小血管病脳梗

塞では8/31人 (25.8%),心原性脳塞栓では12/44人 (273%),その他の原因および原因不明

では17/30人 (56.70/a)であった一高血圧性脳内出血は,虚血性脳卒中に比較して有意に慢性

腎臓病が多かった (p-0.030).虚血性太血管アテロ- ム 硬 化 性 脳梗塞では 他の虚血病型 に 比

較して有意にCKDが多かった (p-0.022).CKDは,高 血 圧 性 脳 内出血と 太血管アテロ ー ム

硬化性脳梗塞の矧壌因子である可能性が示された.

キーワード凋;'L卒中病型,大血管アテロ-ム硬化性脳梗塞,小血管病,SSSITOAST

背 景

透析治療を要する末期腎不全では心血管系のイ

ベン トが高率に起こることは知 られているが,最

近では,透析に至っていない軽度の腎機能障害 も

また冠動脈疾患,虚血性心臓死の独立 した危険因

子であることが明 らかとなってきている 1ト 4)

慢性腎臓病 (chronickidneydisease,CKD)とい
う概念が注目されている5).cKDの定義は,①尿

異常,画像診断,血液,病理 で入障害の存在が明ら

か .② GFR<60mL/min/1.73m2.①②のいずれ

か,または両方が3か月以上持続する状態とされ

る.心疾患と脳卒中の危険因子は共通である場合

も多く,CKDは脳卒中においても危険因子であ

ることが予測 される. しかしながら,これまでの

研究で以下のように一貫 した結論はない.心筋梗

塞の既往者において,CKDは虚血性脳卒中また

はTIAの独立した危険因子である6).日本人-舵

集団においてCKDは全脳掌中の独立 した危険因

子である7).一般集団において CKDは脳内出血

の 危 険因子であるが,虚血性脳卒中との関連は低

い 8).一般集団においてCKDは白質病変と関連

する9)1()).本研究では,CKDはある脳卒中病型に

関連 しているという仮説を立て,病型別にCKD

の頻度を検討する.CKDがいかなる脳卒中病型

の危険因子となるのかを明らかにすることは,脳

那)7

卒中の発病機構の解明につながる.CKDは治療

可能であり,危険園子であれば,明確な危険減少

の標的となる.

方 法

2006年 1月1日から2007年 12月31冒の間に

入院 した脳卒中 142例 (虚血性脳卒中 124例,高

血圧性脳内出血 18例)を検討 した.虚血性病型

は,SSS-TOASTに従い分類 した.推定 GFR

(eGFR)は酵素法により測定 した血清 クレアチニ

ンと年齢,性別を基に改定 MDRD簡易式 (0.7姐

×175Xage【 01203Xcr… 1･154× [女性はさら

に×0.742])で算出 した.eGFR<60mL/分を

CKD とした.

結 果

全脳卒中で CKDは 61/142人 拍3.00/a)にみ

られた,高血圧性脳内出血では 12月8人 (66.7%)

に,虚血性では49月24人 (39.5%)にみられた.

高血圧性脳内出血は,虚血性脳卒中に比較 して有

意にCKDが多かった (p-0.030).年齢はむ し

ら,高血圧性脳内と仇敵群で若年であった.高血圧

の頻度は両群で差はなかった.大血管アテローム

硬化性脳梗塞では 12/19人 (63.20/a),小血管病
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脳梗塞では8/31人 (25.8%),心原性脳塞栓では

ま2/44人 (27.3%),その他の原因および原因不明

では 17/30人 (56.7%)であった.虚血性太血管

アテロ-ム硬化性脳梗塞では他の虚血病型に比較

して有意に CKDが多かった (p-0.022).

考 察

心血管障害の 巨資な猿険国子として融 蝕主や糖

尿病などがあり,それらは CKDの危険囲子でも

ある. このため,心血管障害 とCKD瑚関連は交

絡因子によるという考えがある. リi,これまで

の研究は,CKDは独立 した冠動脈 疾患の危険因

子であることが示 されてきている.腎機能低下は,

炎症反応を助長させ,過凝固状態へ導 く,等の機

序で,血管病変に作用すると推定 されているが,

危険因 子としての本態は不明である.本研究では,

脳内出血が虚血性に比較 して,CKDに関連 して

いた.腎機能不全が痕河､板機能を阻害 し出甜境南

を促すことなどの関EiJが推定 されるが,脳内肋 tli

の発病機構その ものに不明な点が多く, 今後,

CKD との関連は脳内出血の機序解明に役立つか

もしれない.少なくとも,現状で CKDは脳内出

血の 予防のよい標的となる可能性がある.虚血性
脳牢rF7病型 とCKI)の関連を報告 した研究はこれ

までにない.本研究では太血管アテロ-ム硬化性

脳梗塞におけるCKD頻度が高かく,CKDは本病

型の重要な危険園 子である可能性が示された.

結 論

CKDは,高餌 :巨性脳内出血と大血管アテローム

硬化性脳梗塞の亀険園子である可能性が示 された
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腎と骨 ミネラル代謝は密接に関連しており,慢性腎臓病患者では柳 吸収と骨形成のバランス

が崩れることにより腎性骨異栄養症を望する. しかし,腎性骨異栄養症に対する治療の変遷や

慢性腎臓病の原疾患の変化により,その臨床像は時代とともに変わってきている.一方,慢性腎

臓病患者の骨 ミネラル代謝異常を,骨痛変のみならず血管石灰化を中心とした異所性石灰化病

変にも注目して,評価 ･治療 しようとする新 しい概念が提昭 された.今後はこの新たな概念に

基づいた骨 ミネラル代謝管理が,循環器疾患の予防のみならず骨量や骨貿維持にいかに影響す

るかが注目される.腎臓病患者におけるもう つ の問題に透析アミロイド-シスがあり,骨折

や透析性脊椎症の治療には難渋することも多い.これらの治療成績向上のためにも骨 ミネラル

代謝の良好なコントロールが重要である.

キーワ-ド:CKD-MBD,腎性骨異栄鄭 責,透析ア ミロイド-シス,透析性脊椎症

は じ め に なおち,骨はカルシウム (Ca)貯蔵庫 としての董

腎と骨 ミネラル代謝は密接に関連 している,す および吸収に直接関わっている (図l).さらに腎
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