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総説（循環器病予防総説シリーズ31：要因編16）

慢性腎臓病と心血管病の関係
二 宮 利 治＊1
て高齢化に加え、耐糖能異常や肥満、脂質代謝異常

はじめに

などの増加が関与していると考えられている。さら

末期腎不全による透析患者は世界的に増加してお

に、国内外の疫学研究より、中等度以上の腎機能低下

り、医療経済上の大きな問題となっている。2010年

や蛋白尿を有する者は、心血管病（虚血性心疾患＋脳

における世界の慢性透析患者数は 2 百万人を超え、

卒中）発症や死亡のリスクが高いことが知られてい

2030年にはその数は 2 倍以上に達すると推計されて

ることから、わが国における CKD の予防対策の必

いる 。また、わが国の慢性透析患者数も年々増加

要性が高まっている。本稿では、CKD と心血管病

の一途をたどっており、日本透析医学会統計調査委

の関係に関する地域疫学研究の成績を紹介する。

1）

員会の集計によると、2019年には33万人を超え、中で

1 ．CKD と心血管病の関係

も70歳以上の患者数が増加している2）。腎疾患の末期

まず、これまでに報告された国内外の疫学研究の

腎不全への進展を阻止するためには、その予備軍であ

成績をもとに、CKD が心血管病死亡または発症に

る慢性腎臓病（Chronic kidney disease: CKD）の早

及ぼす影響について検討した。

期発見とその管理の重要性が広く認識されつつある。

1 ）海外の疫学研究

CKD は、 3 ヶ月以上にわたり蛋白尿などの形態

表 1 には、地域住民を対象として腎機能低下と心

学的あるいは器質的な腎障害が持続しているか、糸

血管病の関係を検討した主な海外の追跡研究の成績

球体濾過値（glomerular filtration rate: GFR）＜60

をまとめた。表 1 の上 2 つの研究では、腎機能障害

mL/分/1.73 m に低下している状態と定義されて

のレベルを血清クレアチニン値で評価している。英

いる3）。わが国の11都道府県において2005年の定期

国の中年男性を対象とした British Regional Heart

健康診断を受けた20歳以上の一般成人574,024人を

Study では、血清クレアチニン値≧1.47 mg/dL の

対象とした成績では CKD の有病率は12.9％であり、

群は、＜1.35 mg/dL の群に比べ心血管病死亡のリ

その患者数は約1,300万人と推定された 。また、福

スクが1.4倍有意に高かった6）。しかし、米国の一般

岡県久山町における疫学調査（久山町研究）の報告

住民を対象とした Framingham Heart Study では、

では、1974年、1988年、2002年の生活習慣病健診を

血清クレアチニンレベルと心血管発症・死亡の間に

受診した40歳以上の住民において、MDRD（Modi-

有意な関連は認めなかった7）。一方、血清クレアチニ

fication of Diet in Renal Disease）の式で算出した

ン値の代わりに MDRD の式で推定した eGFR を用い

推定 GFR（eGFR）＜60 mL/分/1.73 m2 有する人の

て腎機能低下を定義した米国の NHANES II Mortality

有病率（年齢調整後）の時代的変化を検討したとこ

Study8） や Atherosclerosis Risk in Communities

ろ、男性では1974年4.8％、1988年9.4％、2002年

Study9）、ドイツの MONICA/KORA Cohort Study10）

15.7％、女性ではそれぞれ5.8％、9.9％、11.7％と

の成績によると、eGFR＜60または＜70 mL/分/1.73

時代とともに有意に増加していた5）。その要因とし

m2 の軽度～中等度の eGFR 低下は心血管病死亡ま
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たは発症のリスクの上昇と有意な関連を認めた。ま
た、米国人を対象とした Kaiser Permanente Renal
Registry11）は、eGFR の低下に伴い心血管病発症の
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表1
国

対象者

Wannamethee SG, et al.6）
（British Regional Heart Study）

英国

40～59歳、
男

米国

28～62歳、
男女
sCr＜3.00

米国

30～74歳、
男女
sCr＜3.00

米国

45～64歳、
男女

Muntner P, et al.8）
（NHANES II Mortality Study）

Manjyunath G, et al.9）
（ARIC study）
Meisinger C, et al.10）

（MONICA/KORA Cohort ドイツ
Study）

第1号

腎機能低下と心血管病の関係（海外の前向き追跡研究）

報告者（研究）

Culleton BF, et al.7）
（Framingham Heart Study）

第57巻

45～74歳、
男女

人数

7,690人

6,223人

6,534人

15,350人

7,543人

追跡期間
（年）

腎機能レベル

14.8

sCr
＜1.35
1.35～1.46
≧1.47

15

sCr
心血管病発症
＜1.54（男）
1.0（基準）
＜1.36（女）
男：1.1（0.8～1.4）
≧1.54（男）
女：1.0（0.8～1.4）
≧1.36（女）

心血管病死亡
1.0（基準）
1.1（0.9～1.4）
1.4（1.0～2.1）

eGFR
≧90
70-89
＜70

心血管病死亡
1.0（基準）
1.0（0.8～1.2）
1.7（1.3～2.1）

6.2

eGFR
≧90
60-89
15-59

心血管病発症
1.0（基準）
1.2（1.0～1.3）
1.4（1.0～1.9）

12.5

eGFR
≧60
15-59

心血管病死亡
1.0（基準）
男：1.5（1.2～1.9）
女：1.6（1.2～2.2）
心血管病発症
1.0（基準）
1.4（1.4～1.5）
2.0（1.9～2.1）
2.8（2.6～2.9）
心血管病死亡
1.0（基準）
2.6（2.0～3.3）

16

Go AS, et al.11）
（Kaiser Permanente Renal
Registry）

米国

20歳以上、
1,120,295人
男女

2.8

eGFR
≧60
45-59
30-44
15-29

Shlipak MG, et al.12）
（Cardiovascular Health Study）

米国

65歳以上、
男女

7.4

シスタチン C
≦0.89
≧1.60

4,637人

ハザード比（95％信頼区間）a）

虚血性心疾患死亡
1.0（基準）
1.0（0.7～1.4）
1.7（1.2～2.3）

心筋梗塞発症
男：1.5（1.1～2.1）
女：1.7（1.1～2.6）

心筋梗塞死亡
1.0（基準）
1.7（1.0～2.6）

sCr：Jaff 法で測定された血清クレアチニン値（単位：μmol/L を mg/dL に変換して表示）
eGFR：MDRD の推定式で算出された糸球体濾過量（単位：mL/分/1.73 m2）
シスタチン C：ネフェロメトリー法で測定された血清シスタチン C 値（単位：mg/L）
a）
各研究における多変量調整後の値を示す。

リスクが上昇することを110万人以上の対象者から

にした Third Copenhagen City Heart Study でも、

得られた大規模データを用いて明らかにした。ま

アルブミン尿陽性（≧4.8 μg/分）は虚血性心疾患

た、血清クレアチニン値や eGFR 値の代わりに血清

の有意な危険因子であった14）。同様の関係は、米国

シスタチン C 値を用いて腎機能を評価した65歳以上

の一般住民を対象とした NHANES III や Cardiovas-

の米国人高齢者を7.4年間追跡した Cardiovascular

cular Health Study でも認められている15）,16）。以上

Health Study でも、血清シスタチン C≧1.60 mg/L

の成績から、アルブミン尿を有する者は、心血管病

の群は＜0.89 mg/L の群に比べ、心血管病および心

死亡や発症のリスクが高いことがうかがえる。

筋梗塞の死亡リスクがそれぞれ2.6倍、1.7倍有意に
高かった 。
12）

なお、CKD と脳卒中の関係に関する疫学調査の
成績は、一定の見解が得られていない。しかし、前

アルブミン尿や蛋白尿も心血管病の危険因子であ

向き研究のメタ解析の結果によると、研究間に関連

ることがいくつかの地域住民を対象とした追跡研究

の異質性はあるものの、eGFR＜60 mL/分/1.73m2

により報告されている（表 2 ）。40～79歳の英国人

の低下や蛋白尿、アルブミン尿は、脳卒中発症のリス

男女を対象とした EPIC-Norfolk Study では、心血

ク上昇と有意に関連することが報告されている17）,18）。

管病死亡の相対危険は、尿中アルブミン・クレアチ

それでは、アルブミン尿と腎機能低下が心血管病

ニン比（UACR＜20 mg/gCr の群に比べ ACR 200-

に及ぼす相互的な影響はどうであろうか。Cardiovas-

200 mg/gCr の群で2.0倍、＞200 mg/g の群で3.6

cular Health Study では、65歳以上の対象者3,291人

倍高かった 。30歳以上のデンマーク人男女を対象

を8.3年（中央値）の追跡した成績を用いて、UACR

13）
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Japanese Journal of Cardiovascular Disease Prevention Vol. 57 No. 1

表2

2022年 3 月

アルブミン尿レベルと心血管病の関係（海外の前向き追跡研究）
追跡期間
（年）

アルブミン尿レベル

40～79歳、
20,911人
男女

6.3年

随時尿 UACR
＜20 mg/gCr
20-200 mg/gCr
＞200 mg/gCr

心血管病死亡
1.0（基準）
2.0（1.6～2.7）
3.9（2.3～6.5）

Klausen K et al.14）
デンマーク
（Third Copenhagen City Heart Study）

30～70歳、
2,762人
男女

7～9年

早朝尿アルブミン
≦4.8 μg/分
＞4.8 μg/分

虚血性心疾患発症
1.0（基準）
2.0（1.3～2.9）

Astor BC et al.15）
（NHANES III）

米国

20歳以上、
14,586人
男女

13年

随時尿 UACR
＜30 mg/gCr
30-299 mg/gCr

心血管病死亡
1.0（基準）
2.2（1.5～3.3）

Cao JJ et al.16）
（Cardiovascular Health Study）

米国

65歳以上、
3,112人
男女

5.4年

早朝尿 UACR
＜30 μg/mg
≧30 μg/mg

心血管病死亡
1.0（基準）
1.8（1.5～2.3）

報告者（研究）

国

Yuyun MF et al.13）
（EPIC-Norfolk Study）

英国

対象者

人数

ハザード比
（95％信頼区間）a）

UACR：尿中アルブミン・クレアチニン比
a）
各研究における多変量調整後の値を示す。

図1

eGFR レベルと UACR レベル別にみた心血管病死亡リスク

Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium 14コホート105,872人、多変量調整
調整変数：年齢、性別、人種、心血管病既往、収縮期血圧、糖尿病、血清総コレステロール、喫煙習慣
（文献20より作図）

および腎機能低下と心血管死亡、心筋梗塞、心不全

ン尿（＋）群では約 4 倍の心血管死亡リスクの上昇を

との関連を検討した 。この研究では、対象者をア

認めた。同様に、虚血性心疾患および心不全の発症

ルブミン尿（UACR＞30 mg/gCr）の有無と、正常腎

においても、アルブミン尿と腎機能低下を有するこ

機能群（シスタチン C＜1.0 mg/L、eGFR≧60 mL/

とにより、相加的に発症リスクは上昇した。また、

分/1.73 m ）、プレクリニカル腎機能低下群（シスタ

世界の地域住民を対象としたメタ解析である Chronic

チン C＞1.0 mg/L、eGFR≧60 mL/分/1.73 m ）、腎

Kidney Disease Prognosis Consortium では、尿中ア

機能低下群（eGFR＜60 mL/分/1.73 m2）の 6 群に

ルブミン・クレアチニン比（UACR）のデータを有す

分類した。その結果、心血管病死亡リスク（多変量

る14コホート研究の対象者105,872人を対象に eGFR

調整後）は、正常腎機能＋アルブミン尿（－）群に比

レベルと UACR レベル別に心血管病死亡のリスク

べ、プレクリニカル腎機能低下群＋アルブミン尿（－）

を検討した。その結果、UACR＜10 g/gCr の群に

群および正常腎機能＋アルブミン尿（＋）群では約1.5

お い て、eGFR 90-104 mL/分/1.73 m2 の 群 に 比

倍、プレクリニカル腎機能低下＋アルブミン尿（＋）

べ、心血管死亡リスク（多変量調整後）は、eGFR

群では約 3 倍高かった。さらに、腎機能低下＋アル

レベルの低下に伴い上昇し、eGFR＜60 mL/分/1.73

ブミン尿（－）群では約 2 倍、腎機能低下＋アルブミ

m2 のレベルから有意に増加した（図 1 ）20）。さらに、

19）

2

2

22
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第57巻

第1号

各 GFR レベルにおいて UACR レベルの上昇に伴い、

歴のない2,634人を12年間前向きに追跡した成績よ

心血管死亡リスク（多変量調整後）は上昇傾向を認

り、eGFR 低下の有無別に心血管病累積発症率を求

めた。同様の傾向は、試験紙法による尿蛋白レベル

めた21）,22）。その結果、心血管病の12年間の累積発症

と eGFR レベルの間においても認められた。以上の

率は、男性では eGFR≧60 mL/分/1.73 m2 の群で

ように eGFR レベルと UACR レベルおよび尿蛋白

12％、eGFR＜60 mL/分/1.73 m2 の群で36％、女

レベルは互いに独立した心血管病死亡の危険因子で

性ではそれぞれ 8 ％、22％で、男女とも eGFR 低下

あることが明らかとなった。

群で有意に高かった（図 2 ）。さらに心血管病を病

2 ）わが国の疫学研究

型に分け、GFR 低下の影響を他の危険因子（年齢、

続いて、表 3 には、わが国の地域住民を対象とし

高血圧、心電図異常、糖尿病、喫煙習慣、飲酒習

て eGFR 低下と心血管病の関係を検討した追跡研究

慣、血清総コレステロール、HDL コレステロール、

の成績をまとめた。複数の研究において eGFR 低下

中性脂肪、BMI、血清総ホモシステイン、高感度 C

と心血管病死亡や発症の間に有意な関係を認めてい

反応性蛋白）による多変量調整後のハザード比を算

22）～26）

る

出した。その結果、GFR＜60 mL/分/1.73 m2 の群

久山町研究では、1988年の久山町生活習慣病健診

は、GFR≧60 mL/分/1.73 m2 の群に比べ、心血管

を受診した40歳以上の住民のうち、心血管病の既往

病の発症リスクが1.5 倍、心筋梗塞の発症リスクが

。

表3
報告者（研究）
Ninomiya T, et al.22）
（Hisayama Study）

対象者
40歳以上、
男女

eGFR 低下と心血管病の関係（わが国の前向き追跡研究）
人数

2,634人

追跡期間
（年）
12

eGFR レベル
eGFR

心血管病発症

心筋梗塞発症

脳梗塞発症

＜60

b）
1.5（1.1～2.1）

b）
1.8（1.1～3.0）

1.1（0.3～3.8）b）

eGFR（補正）

心血管病死亡

心疾患死亡

脳卒中死亡

60-89

1.1（0.8～1.6）

0.9（0.6～1.6）

1.6（0.8～3.2）

45-59

1.2（0.7～2.0）

1.4（0.7～2.9）

0.8（0.3～2 .2）

30-44

1.2（0.5～3.1）

2.0（0.7～5.9）

0.5（0.1～4.2）

15-29

5.5（1.6～18.8）

0.0（発症者 0 人）

4.5（0.6～37.0）

＜15

9.1（2.1-39.3）

7.8（1.0-60.6）

13.3（1.6-110.4）

eGFR（補正）

心血管病発症

心筋梗塞発症

脳梗塞発症

60-89

1.2（0.9～1.6）

1.6（1.1～2.5）

1.0（0.7～1.5）

50-59

1.8（1.1～2.5）

1.5（0.8～2.9）

1.8（1.1～3.1）

＜50

2.5（1.6～3.9）

3.6（1.7～7.3）

2.3（1.1～4.8）

eGFR（補正）

心血管病死亡

≧60

1.0（基準）

≧90

Nakamura K, et al.23）
（NIPPON DATA90）

Kokubo Y, et al.24）
（Suita Study）

30歳以上、
男女

30～79歳、
男女

7,316人

10

≧90

5,494人

11.7

≧50

Nagai K, et al.25）

45～80歳、
男女

89,547人

17.1

45-49
30-44

Kon S, et al.26）
（Specific Health Check
and Guidance Program
in Japan）

5

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

1.0（基準）

男：1.3（0.96～1.6）
女：1.4（1.2～1.7）
男：1.5（1.1～2.0）
女：1.7（1.4～2.1）

eGFR（JSN）

心血管病死亡

75-89

0.9（0.6～1.5）

60-74

0.7（0.5～1.1）

45-59

1.0（0.7～1.7）

＜45

2.3（1.3～4.0）

≧90

65～75歳、
132,160人
男女

a）
ハザード比（95％信頼区間）

1.0（基準）

eGFR：MDRD の推定式で算出された糸球体濾過量（単位：mL/分/1.73 m ）
eGFR（補正）：MDRD の推定式に日本人補正を加えて算出された糸球体濾過量（単位：mL/分/1.73 m2）
eGFR（JSN）：日本腎臓学会による推定式により算出された糸球体濾過量（単位：mL/分/1.73 m2）
a）
各研究における多変量調整後の値を示す。
b）
論文に報告された男女別の値を統合した値を示す。
2
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図2

4

eGFR 低下の有無別にみた心血管病の累積発症率

久山町男女2,634人 ( 男性1,110人、女性1,524人）、1988－2000年
（文献21より作図）

1.8倍有意に高かった。一方、eGFR レベルと脳梗

m2 未満の群では6.5と、eGFR 低下に伴い心血管病

塞の間に有意な関係を認めなかった。

の発症率は有意に上昇した。男女別にみても同様の

吹田研究では、1989～1994年にベースライン調査

関係を認めた。eGFR≧90 mL/分/1.73 m2 の群に

に参加した39～79歳の心血管病の既往のない対象者

比べ、eGFR＜60 mL/分/1.73 m2 の群における性

を11.7年追跡した成績を用いて eGFR レベルと心血

年齢調整後の心血管病発症のハザード比は2.3と有

管病発症の関係を検討したところ、心血管病の発症

意に高かった。病型別にみると、eGFR 低下群は心

リスク（多変量調整後）は、eGFR≧90 mL/分/1.73

筋梗塞や脳卒中の発症リスクがそれぞれ3.4倍、2.1

m の群に対し eGFR 50-59 mL/分/1.73 m の群で

倍有意に高かった。eGFR 低下群における総死亡の

1.8倍、eGFR＜50 mL/分/1.73 m の群で2.5倍と

性年齢調整後のハザード比は1.7であった（図 3 ）。

有意に増加した 24）。さらに、病型別の検討では、

eGFR 低下に伴い高血圧や糖尿病などの心血管病危

eGFR 低下に伴い心筋梗塞のみならず脳梗塞の発症

険因子を集積しやすいことは知られている。そこ

リスクは有意に上昇した。

で、多変量解析を用いて収縮期血圧、糖尿病、総コ

2

2

2

続いて、わが国の既存のコホート研究を集めた大

レステロール、BMI、喫煙習慣を調整したところ、

規模統合研究である Japan Arteriosclerosis Longi-

GFR＜60 mL/分/1.73 m2 の群における心血管病、

tudinal Study-Existing Cohorts Combine（JALS-

心筋梗塞、脳卒中発症のハザード比はそれぞれ1.6、

ECC）研究の成績を用いて eGFR 低下と心血管病発

2.4、1.4と、調整前に比べ調整後の自然対数変換後

症の関係を検討した報告を紹介する 。JALS-ECC

のハザード比はそれぞれ45％、29％、52％低下し

研究には、わが国における既存の前向きコホート研

た。一方、総死亡のリスクは多変量調整後も著変な

究の中から、17の地域コホート研究と 4 つの職域コ

かった。この成績は、高血圧や糖尿病などの古典的

ホート研究が参加している。このうち、血清クレア

な心血管病危険因子の集積が、eGFR 低下者におけ

チニン値の測定がなされていた10の地域コホート研

る心血管病発症のリスクを上昇させることを示唆し

究の参加者から腎不全者、心血管病既発症者、血清

ている。

27）

クレアチニン値未測定者、追跡情報の利用不能者を

それでは、尿蛋白と心血管病の関係はどうであろ

除いた40－89歳の30,657名を平均7.4年間追跡した

うか。高畠研究では、研究参加に同意のえられた

成績を用いて、eGFR 低下と心血管病発症の関係を

3,445人を 7 年間追跡した成績を用いて、アルブミン

検討した。その結果、eGFR レベル別にみた性・年

尿と心血管死亡のリスクの関係を検討したところ、

齢調整後の心血管病発症率（対1,000人年）は、eGFR

UACR＜30 mg/gCr 群に対する UACR≧30 mg/gCr

90 mL/分/1.73 m 以上の群では2.9、eGFR 60-89

群の心血管死亡のハザード比（多変量調整後）は、2.3

mL/分/1.73 m の群では4.3、eGFR 60 mL/分/1.73

（95％信頼区間［CI］1.1～4.7）であった28）。さらに、

2

2
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わが国の地域住民における eGFR 低下と心血管病発症の関係（メタ解析の成績）

JALS-ECC 研究 30,657人、40－89歳、1985－2003年
eGFR レベルの単位は mL/分/1.73m2で示す。
a）■（灰色）は性年齢調整後、■（黒色）は多変量調整後のハザード比を示す。多変量調整における調整変数は、年齢、性
別、収縮期血圧、糖尿病、BMI、血清総コレステロール、喫煙習慣（コホート効果は固定効果として統合）
（文献27より作図）

図4

わが国の地域住民における eGFR 低下と尿蛋白が心血管病死亡に及ぼす影響（メタ解析の成績）

EPOCH-JAPAN 研究 39,406人、40－89歳、1985－2003年（多変量調整）
尿蛋白（＋）は試験紙法 １＋以上と定義した。
a）調整変数：年齢、性別、コホート、収縮期血圧、糖尿病、BMI、血清総コレステロール、心血管病既往、喫煙習慣、飲酒習慣
（文献29より作図）

わが国の既存のコホート研究を集めた大規模統合研究

た。このように、前述の海外の報告と同様に、わが

である Evidence for Cardiovascular Prevention From

国の疫学研究の成績においても eGFR レベルと尿蛋

Observational Cohorts in Japan（EPOCH-JAPAN）

白レベルは互いに独立した心血管病死亡の危険因子

研究の成績を用いて eGFR 低下と尿蛋白が心血管病

であった。

死亡に及ぼす影響を検討した 。図 4 に示すように、
29）

わが国の高血圧治療ガイドライン2019では、心血

尿蛋白の有無に関わらず、eGFR の低下に伴い心血

管病リスクの層別評価において蛋白尿を有する CKD

管病死亡のリスク（多変量調整後）は直線的に増加

者は高リスク群に分類され、より厳格な血圧管理が

し、尿蛋白が合併することにより各 GFR レベルに

求められている。本ガイドラインでは、心血管病予

おける心血管病死亡のリスクは約1.5～2.0倍上昇し

防のための降圧目標として、蛋白尿陰性の CKD 者

25
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では＜140/90 mmHg、蛋白尿陽性の CKD 者では

超音波エコー（IB-IVUS）にて冠動脈評価を実施し

＜130/80 mmHg が推奨されている 。また、動脈

た臨床研究において、eGFR は冠動脈病変における

硬化性疾患予防ガイドライン2017年版では、レベル

脂質量と有意な負の関連（β＝－0.53、p＜0.001［多

別に脂質異常症の管理目標値が設定されているが、

変量調整後］）、冠動脈プラークの線維量と有意な正

このガイドラインにおいても CKD 者は、糖尿病や

の関連（β＝0.34、p＜0.001［多変量調整後］）を認

心原性脳梗塞、末梢動脈疾患と同様に高リスク群に

め、eGFR＜60 mL/分/1.73 m2 の患者は、eGFR≧

分類され一次予防における血清 LDL コレステロー

60 mL/分/1.73 m2 の患者と比べ、冠動脈病変にお

ルの管理目標値は＜120 mg/dL と設定されている31）。

ける脂質体積の割合が高く、線維性体積の割合が低

さらにわが国の CKD ガイドラインでは、心血管病

いことが明らかとなった34）。さらに、78名の CKD

発症や死亡リスクの低減のために禁煙が推奨されて

者を対象に eGFR レベル別に Virtual histology 血管

いる32）。前述の EPOCH-JAPAN 研究では、心血管

内超音波エコー（VH-IVUS）により評価した冠動脈

病死亡のリスク（多変量調整後）は、非 CKD 者の

のプラークの特徴を検討した臨床研究において、

非喫煙に比べ、非 CKD 者の現在喫煙者では男性で

eGFR の低下に伴い壊死性病変および石灰化病変を

1.5倍、女性で1.4倍有意に増加し、CKD 者の現在

有する割合が上昇することが示された35）。また、前

喫煙者ではそれぞれ2.7倍、1.7倍とさらに上昇した

述の久山町研究では、剖検検体を用いて eGFR 低下

ことから、CKD 者の心血管病予防における禁煙の

と冠状動脈硬化病変の関連を病理学的検討した。こ

重要性が示されている 。このように、わが国の複

の研究では、1988年～2005年に実施された久山町住

数のガイドラインにおいて CKD 者は心血管病発症

民の連続剖検例のうち、死亡 3 年以内に健診受診し

や死亡の高リスク群に位置付けられており、CKD

ていた482例から無作為に選出された126症例の組織

者の心血管病予防において血圧や脂質などの古典的

検体を用いた。その結果、eGFR レベルの低下に伴

危険因子の厳格の管理や禁煙の推進が重要であると

い進行した動脈硬化病変を有する頻度が有意に増加

考えられる。

した（図 5 ）36）。さらに、eGFR 低下群は、eGFR 非

30）

33）

2 ．GFR 低下と冠状動脈硬化および左室肥大の関

低下群に比べ、の冠動脈硬化病変内にマクロファー
ジ浸潤や新生血管を多く認められたことから、プ

係
CKD 者では、不安定プラークを有する進行した

ラーク破裂のリスクが高いと考えられた37）。これら

冠状動脈硬化を有する割合が高いとの報告がみられ

の知見は、CKD 者において心血管病死亡や発症の

る。安定した狭心症を有する89名に後方散乱血管内

リスクが増加することを支持するものといえよう。

図5

eGFR レベル別に見た冠状動脈硬化病変の病型別の頻度

久山町研究剖検例 126例、1988－2005年、性年齢マッチング
＊
p＜0.05対eGFR≧60
（文献32より作図）
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左室肥大は高血圧による臓器障害であり、心血管

の関係を検討したところ、心筋細胞径と心筋線維化

病、心不全、突然死に関与していると言われてい

率の平均値（多変量調整後）は、eGFR の低下に伴

る。一方、腎機能障害の進行は体液量増加の要因で

い有意に増加した（心筋細胞径：15.3、16.1、16.4、

あるとともに、交感神経系の賦活やレニン－アンジ

17.4［μm］、線維化率：3.2、4.4、3.8、6.1［％］、

オテンシン系の亢進を介して、左室の線維芽細胞や血

両傾向性 p 値＜0.001）（図 7 ）。以上の成績より、

管平滑筋細胞の増殖を惹起し左室肥大を進行させると

わが国の一般住民において、eGFR 低下者はより高

考えられる。高血圧と CKD ステージ2-5（eGFR＜60

度の左室肥大および心筋線維化を有するリスクが高

mL/分/1.73 m 未満又は eGFR 60-90 mL/分/1.73

いことが示唆された。CKD では，血管内皮機能障

m ＋蛋白尿＞0.3 g/日）を有し24時間血圧自由行動

害、細動脈硬化および心筋肥大などにより微小循環

下血圧（ABPM）測定と心エコー検査を実施した患

障害を生じることが指摘されている。冠状動脈に狭

者445人を対象とした海外の多施設研究において、

窄病変を有しない高血圧患者66人において eGFR と

eGFR レベルの上昇に伴い左室肥大を有する頻度が

冠血流予備能（coronary flow reserve: CFR）の関

有意に上昇することが報告された（図 6 ） 。そこ

連を検討したところ、eGFR 低下に伴い CFR は有

で、1997年～2012年に実施された久山町住民の連続

意に低下し（r＝－0.342、p＝0.0006）、その関連に

剖検例のうち、死亡 6 年以内に健診受診し、心臓疾

asymmetric dimethylarginine が関与している可能

患を有していなかった332例において、eGFR レベ

性が報告されている40）。上述の剖検検体を用いた研

ルと左室肥大の関連を検討した39）。eGFR レベルは、

究では、eGFR 低下者における心筋線維化は主に血

≧60、45-59、30-44、＜30（mL/分/1.73 m ）に分

管周囲空間に認められ、その分布は斑状であった。

類した。大動脈弁下 3 cm での左室心筋壁の厚さを

さらに、一部の重度の線維化病変では、心筋繊維束

測定した。その結果、eGFR の低下に伴い左室壁厚

内に細胞周囲の線維化の形で広がっている所見も観

の平均値（多変量調整後）は直線的に上昇した（9.1

察された。これらの関係は eGFR レベルと CFR の

mm、9.6 mm、9.9 mm、10.6 mm、傾向性 p 値＜

負の関係を支持する知見として興味深い。

2

2

38）

2

0.001）。さらに、eGFR レベル別に性年齢をマッチ

3 ．CKD 者において心血管病リスクが上昇する機

ングして選択された95例において、eGFR レベルと
心筋の組織学的変化（心筋細胞径、心筋線維化率）

eGFR

左室肥大を有する頻度

序について
eGFR 低下者において心血管病発症や進行性動脈

左室肥大に関連する危険因子
オッズ比
（95％信頼区間）

危険因子

p値

年齢

（10 歳上昇毎）

1.5 (1.3～1.8)

＜0.001

女性

（対 男性）

4.5 (2.8～7.4)

＜0.001

BMI

（5 kg /m2上昇毎）

1.5 (1.1～2.0)

＜0.01

糖尿病

（対 なし）

2.0 (1.1～3.8)

0.03

心血管病既往

（対 なし）

1.6 (0.9～2.8)

0.09

eGFR（mL/分/1.73ｍ2)
＞60

図6

1.0（基準）

60-30

1.5 (0.8～2.8)

0.22

＜30

2.1 (1.0～4.2)

0.04
＜0.01

貧血（Hb<11g/dL）

（対 ≧11g/dL）

2.4 (1.3～4.4)

血清アルブミン値

（１g/dL上昇毎）

1.0 (0.6～1.6)

0.99

診察室血圧 ≧130/80 mmHg

（対 ＜130/80）

1.1 (0.6～2.2)

0.68

昼間ABPM血圧 ≧135/85 mmHg （対 ＜135/85）

1.1 (0.6～1.8)

0.86

夜間ABPM血圧 ≧120/70 mmHg （対 ＜120/70）

2.6 (1.4～4.8)

0.001

eGFR レベル別に見た左室肥大を有する頻度と左室肥大に関連する危険因子

高血圧と CKD ステージ2-5を有し24時間血圧自由行動下血圧（ABPM）測定と心エコー検査を実施した患者445人
血圧に関するオッズ比は原文の基準群を入れ替えて表記
（文献34より作図、一部改変）
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eGFR レベルと心筋の組織学的変化（心筋細胞径、心筋線維化率）の関係

久山町剖検例95人1997－2012年、多変量調整
a）調整変数：性、年齢、高血圧、糖尿病、ヘモグロビン、血清カルシウム、血清リン、BMI、喫煙、飲酒、運動習慣
（文献35より作図）

図8

腎機能低下の有無別にみた血圧レベルと心血管病発症の関係（メタ解析の成績）

JALS 0 次研究 23,033人，40－89歳，1985－2003年（多変量調整）
a）調整変数：年齢、性、糖尿病、BMI、血清総コレステロール、喫煙習慣（コホート効果は固定効果
として統合）
（文献27より作図）

硬化病変、左室肥大を有するリスクが高いことにつ

ベルが心血管病発症に与える影響も検討した（図

いては、いくつかの理由が考えられる。まずその一

8 ）。血圧レベルは米国合同委員会の第 7 次報告の

つとして、GFR 低下者には高血圧などの古典的な

基準に従い分類した。その結果、eGFR＜60 mL/分/

心血管病の危険因子が合併しやすいことが挙げられ

1.73 m2 の群における心血管病発症のハザード比

る41）。これらの危険因子は腎細動脈硬化や糸球体硬

（多変量調整後）は、正常血圧群（＜120/80 mmHg）

化を進行させると同時に、全身の動脈硬化も促進さ

に比べ、前高血圧症群（120-139/80-89 mmHg）で

せることから、GFR 低下は全身の動脈硬化を反映

は2.6、ステージ 1 高血圧群（140-159/90-99 mmHg）

する指標の一つである可能性がある

では3.8、ステージ 2 高血圧群（≧160/100 mmHg）

。

41）,42）

前述の JALS-ECC 研究では、腎機能別に血圧レ
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症リスクは上昇しはじめ、ステージ 1 高血圧群のレ

り、CKD 者の心血管病予防において、積極的な降

ベルから有意差を認めた 。同様に、eGFR≧60 mL/

圧が重要であるといえよう。

27）

分/1.73 m2 の群においても、血圧レベルと心血管
病発症リスクの間に直線的な関係が存在した。

さらに、eGFR 低下に伴い慢性炎症、酸化ストレ
ス、血栓形成促進因子、Nitric Oxide 合成酵素阻害

脳血管障害の既発症者6,105名において、ぺリン

因子、交感神経過活動の程度が上昇することによ

ドプリルとインダパミドによる降圧療法が、脳卒中

り、全身動脈硬化や血管内皮機能障害が進行するこ

再発や心血管病発症の予防に有用であることを証明

41）
。さらに、腎機能低下の
とが示唆される（図10）

した無作為化臨床研究である Perindopril pROtec-

高度化に伴い、貧血、栄養障害、カルシウム・リン

tion aGainst REcurrent Stroke Study （PROG-

代謝異常、尿毒素上昇、体液過剰などの尿毒素関連

RESS）研究では、eGFR 低下の有無に関わらず、降

因子により心血管病や心不全による死亡リスクが高

圧療法は心血管病発症の相対リスクを約25-30％低

まると考えられる。前述の ABPM と心エコー検査

下させた（図 9 ） 。さらに、この降圧療法による

を実施した高血圧を有する CKD 者を対象とした臨

予防効果は、治療開始時の収縮期血圧≧140 mmHg

床研究では、BMI の上昇、糖尿病、eGFR 低下、夜

のみならず、収縮期血圧＜140 mmHg の eGFR 低

間 ABPM 血圧≧120/70 mmHg 以上の古典的な危

下群においても認められた44）。また、降圧治療の無作

険因子の加え、貧血（ヘモグロビン＜11 g/dL）が

為化臨床試験のメタ解析である Blood Pressure Low-

38）
LVH を有する有意な危険因子であった（図 6 ）
。

ering Treatment Trialists’Collaboration 研究（対象

さらに、久山町の剖検における研究においても貧血

者152,290人、eGFR＜60 mL/分/1.73 m 30,295人）

を有する群において eGFR 低下に伴い心筋細胞径の

においても、eGFR 低下の有無に関わらず、降圧薬

上昇を認めたが、貧血を有しない群では、eGFR と

治療群はプラセボ群に比べ、心血管病の発症リスク

心筋細胞径の間に有意な関連を認めなかった（異質

が17％（収縮期血圧 5 mmHg 低下毎）有意に低下

性 p 値＜0.001）39）。これらの非古典的な危険因子が

することを明らかにした45）。本メタ解析では、降圧

CKD と心血管病の関係に及ぼす影響については今

薬の種類別に心血管病予防効果を検討している、

後更なる検討が必要である。

ACE 阻害薬、Ca 拮抗薬、利尿薬・β 遮断薬の降圧

4 ．CKD と認知症の関係

薬の種類の違いにより、降圧治療による心血管病発

最後に、CKD と認知症の関係に関する疫学調査

43）

2

症の予防効果に差を認めなかった。これらの知見よ

図9

について紹介する。認知症は、記憶、思考、行動、

腎機能レベル別にみた心血管病発症に対する降圧療法の効果（相対リスク）

PROGRESS 6,071人、追跡期間平均
（文献39より作図）

3.9 年
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CKD 患者において心血管病リスクが上昇する機序（仮説）

（略語）ADMA: asymmetric dimethylarginine、NO: nitric oxide
（文献37より作図）

日常生活遂行能力に異常を呈する慢性または進行性

Stockholm Creatinine Measurements（SCREAM）

の症候群である。 4 人に 1 人が高齢者という超高齢

プロジェクトでは、2006－2011年に医療機関を受診

社会を迎えた我が国では、認知症者の増加が予測さ

し、認知症の既往や腎代替療法の治療歴のない65

れる。厚生労働省が実施した認知症の全国調査で

歳以上のストックホルムの住民329,822人を中央値

は、2012年時点での65歳以上の高齢者における認知

5 年間追跡した成績を用いて eGFR レベルと認知

症の有病率は15％で、全国の患者数は約462万人と

症発症の関係を検討した50）。その結果、eGFR が低

推計されており、2025年には約700万人に達すると

いほど認知症発症率は高く、eGFR が 90-104 mL/

見込まれている

分/1.73 m2 の群に比べ、認知症の発症リスク（多変

。さらに、認知症の病型には、

46）,47）

アルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小

量調整後）は eGFR 30-59 mL/分/1.73 m2 の群で1.7

体型認知症や前頭側頭型認知症などの様々なものが

（95％ CI 1.5～1.9）倍、eGFR＜30 mL/分/1.73 m2

あるが、現在わが国でも最も頻度が多いとされるア

の群で2.6（95％ CI 1.9～3.6）倍有意に上昇した。

ルツハイマー型認知症をはじめとする認知症病型の

認知症の病型別の検討では、血管性認知症の発症

多くは成因が十分に解明されておらず、未だに予防

リスクは、2.1（95％ CI 1.7～2.6）倍、eGFR＜30

法や治療法が確立されていないのが現状である。近

mL/分/1.73 m2 の群で2.6（95％ CI 1.4～4.7）倍

年、様々な疫学研究の成績から、CKD では認知機

と eGFR の低下に伴い有意な上昇を認めた。一方、

能低下や認知症を生じるリスクが高いとの報告がな

アルツハイマー型認知症の発症リスクは、eGFR

されている

30-59 mL/分/1.73 m2 の群で1.8（95％ CI 1.5～2.1）

。電子データベース（MEDLINE、

48）,49）

Cochrane Library、Goggle Scholar、1980 年 か ら

倍、eGFR＜30 mL/分/1.73 m2 の群で1.7（95％ CI

2012年）を用いた系統的な文献検索により選択され

0.95～3.2）倍であり、eGFR 低下による発症リスク

た CKD と認知機能低下との関係を検討した 6 つの

の上昇は、アルツハイマー型認知症よりも血管性認

縦断研究の成績を用いたメタ解析の成績によると、

知症の方が大きかった。さらに、観察期間の最初の

CKD 者の認知機能低下発症の統合オッズ比（多変

1 年間に eGFR を繰り返し測定した205,622人の住

量調整後）は、1.4（95％ CI 1.2-1.7）であった。

民を対象に、eGFR 低下率と認知症リスクとの関係

しかしながら、研究間で有意な異質性を認めた（I ＝

を検討したところ、 1 年以内の eGFR の急激な低下

2

71％） 。
49）
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アルブミン尿および eGFR 低下と認知症発症の関係
エンドポイント

曝露因子

全認知症
ハザード比（95％ CI）

a）

UACR（mg/g・Cr）
＜7.0
7.0-12.7
12.8-29.9
≧30.0
傾向性 P 値
eGFR（mL/分/1.73 m2）
≧60
＜60

アルツハイマー型認知症

血管性認知症

ハザード比（95％ CI）

a）
ハザード比（95％ CI）

a）

1.0（基準）
1.1（0.8～1.6）
1.6（1.2～2.3）＊＊
1.6（1.2～2.3）＊＊
0.001

1.0（基準）
1.2（0.8～1.9）
1.8（1.2～2.6）
1.6（1.1～2.5）
0.01

1.0（基準）
1.0（0.5～2.3）
1.9（1.0～3.9）
2.3（1.2～4.6）
0.004

1.0（基準）
1.2（0.9～1.6）

1.0（基準）
1.0（0.7～1.4）

1.0（基準）
1.7（1.0～2.7）

久山町男女1,561人、60歳以上、2002－2012年、多変量調整
a）
調整変数：年齢、性別、低学歴、脳卒中の既往、収縮期血圧、降圧薬服用、糖尿病、総コレステロール、BMI、喫煙習慣、
飲酒習慣、運動習慣
（文献47より作表）

知症リスクと関連していた。

おわりに

わが国の疫学調査としては、久山町研究からの報
告が見られる。この研究では、2002－2003年の久山

国内外の地域住民を対象とした疫学調査の成績よ

町生活習慣病健診を受診した60歳以上の住民のう

り、CKD は心血管病の有意な危険因子であるのみ

ち、認知症のない1,519人を10年間追跡した成績を

ならず、左室肥大や認知症とも関連することが明ら

用いて、UACR 値および eGFR 値を認知症発症の関

かになった。さらに、CKD 者の頻度は時代ととも

係を検討した 。対象者を UACR レベルにより 4 分

に増加傾向にあった。今後、CKD の増加を予防す

位に分類した（Q1: ≦6.9 mg/g・Cr、Q2: 7.0-12.7

る上で、より徹底した高血圧管理、禁煙の推奨とと

mg/g・Cr、Q3: 12.8-29.9 mg/g・Cr、Q4: ≧30.0

もに、近年著しく増加した代謝性疾患の是正が重要

mg/g・Cr）。その結果、認知症の発症リスク（多変

となっている。また、CKD 者における様々な合併

量調整後）は、UACR レベルの増加に伴い有意に上

症発症の予防対策をいかに行うかが今後も検討すべ

昇した（表 4 ）。アルツハイマー型認知症と血管性

き課題として残されている。

51）

認知症の病型別に検討したところ、UACR 値の上昇
に伴い血管性認知症のみならずアルツハイマー型認
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