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心血管疾患のリスク評価における腎ドプラエコー法の有用性
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背景と目的：慢性腎疾患は心血管疾患（CVD）の危険因子である．腎ドプラエコー法による腎末梢血管抵抗値
（resistive index : RI）は腎機能障害と関連している．我々は RI と心機能との関係を調べ，CVD 患者に起こるイベ
ントを予測するための RI の有用性を評価した．方法と結果：腎臓のドプラエコー法と心エコー検査を計 452 名の
CVD 患者に行った．RI と，血清クレアチニンおよび推算糸球体濾過率（eGFR）との相関は有意ではあったが強
くはなかった（それぞれ r ＝ 0. 37，p ＜ 0. 001 ; r ＝−0. 42，p ＜ 0. 001）．RI は，年齢，左心房容積係数，左室心筋
重量係数，経僧帽弁血流の拡張早期成分（E）と拡張早期僧帽弁輪速度（e ′
）の比（E/e ′
）とは正の相関を，e ′
と拡
張期血圧とは有意な負の相関を示した．2 つのグループ，
すなわち心血管イベントで入院した患者 112 名（A 群）と，
年齢および eGFR を一致させた 200 名から成る対照群（B 群）の間において，年齢と eGFR に差がないにも関わら
ず，RI は B 群よりも A 群において明らかに高値であった．結論：RI は eGFR だけでは十分に説明できない腎内血
行動態の異常を反映する．腎臓 RI は心血管疾患患者での予後推定に役立つと考えられる．
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Abstract

Background and purpose : Chronic kidney disease is a risk factor for cardiovascular disease（CVD）. Renal resistive
index（RI）measured by Doppler ultrasonography is associated with renal impairment. We investigated the relationship
between RI and cardiac function, and evaluated the utility of RI for predicting cardiac events in patients with CVD.
Methods and results : Renal Doppler ultrasonography and echocardiography were performed in a total of 452 patients
with CVD. Correlations of RI with serum creatinine and estimated glomerular ﬁltration rate（eGFR）were signiﬁcant but
not strong（r ＝ 0. 37, p ＜ 0. 001 ; r ＝−0. 42, p ＜ 0. 001, respectively）. RI correlated positively with age, left atrial
volume index, left ventricular mass index, and early transmitral velocity to mitral annular early diastolic velocity（e ′
）
ratio（E/e ′
）, and showed signiﬁcant negative correlations with e ′and diastolic blood pressure. Between two subgroups̶
112 patients hospitalized with cardiovascular events（Group A）and 200 age- and eGFR-matched controls（Group B）̶
RI was signiﬁcantly higher in Group A than in Group B, although age and eGFR were similar. Conclusions : RI reﬂects
the impairment of intrarenal hemodynamics that cannot be adequately elucidated by eGFR alone. Assessment of renal RI
may be useful in conjunction with prognostic estimates for patients with CVD.
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プラエコー法は腎臓の解剖学的異常を，また腎臓内

1．は じ め に

血行動態の情報を得る目的で広く臨床応用されてい

最近の研究では，慢性腎臓病が心血管疾患（CVD）
1‑4）

る．腎末梢血管抵抗値（RI）は，腎ドプラエコー法

．CVD

で記録される腎内動脈波形から測定され，腎臓の血

の治療と予後を向上するために，CVD に影響する

管抵抗を反映し，さまざまな腎疾患によって引き起

水面下の腎障害を検知することが必要である．腎ド

こされる腎機能不全を評価するのに有用である5‑9）．

のリスク要因であることが示されている
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