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ACE阻害薬とARBの併用は、蛋白尿を伴う 

糖尿病性腎症の進行をARB単剤よりも 

抑制するか 

１.Combined Angiotensin Inhibition for 
 the Treatment of Diabetic Nephropathy 
(VA NEPHRON-D study)  
 

N Engl J Med 2013; 369: 1892-903 



背景 

• RAS系阻害薬の単剤使用は、 

       糖尿病性腎症の予後を改善         
(RENAAL study,NEJM2001;345:861-9 ) 

• 蛋白尿を減らすと、腎症の進行を抑制 
(Kidney International,65(2004)2309–2320) 

• ACE阻害薬とARBの併用で蛋白尿は減少 
(Ann Intern Med. 2008;148:30-48.) 

 

併用が糖尿病腎症の予後を 

改善するのか不明! 
 



PICO 多施設, RCT, Double-blinded, ITT 

P ２型糖尿病, eGFR 30-89.9ml/min/1.73m2 

アルブミン尿>300mg/g・Cre 

I Losartan100mg に加えて 
Lisinopril 10→20→40mg漸増 

C Losartan100mg + プラセボ 

O eGFR低下までの期間、 
                (eGFR>60なら30ml/min以上低下,eGFR<60なら50%以上低下)     
末期腎不全、死亡 
Safety: 死亡、高K血症、Acute Kidney Injury 

Patient characteristic 
平均64歳、99%が男性 

平均HbA1c 7.8%,eGFR53,尿中アルブミン800mg/g・Cre 



Primary end point:   
eGFR低下までの期間、末期腎不全、死亡 
 に有意差なし 

 

ハザード比0.88 (0.70-1.12) p=0.30 
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このためfollow up ２．２年の早期で中断された 



結論 

蛋白尿を伴う糖尿病性腎症に対して 

ACE阻害薬とARBの併用は有害 



CKD患者における収縮期/拡張期血圧と 

死亡率の関係、コホート研究 

2.Blood Pressure and Mortality in U.S. 
Veterans With Chronic Kidney Disease  
A Cohort Study  

Ann Intern Med. 2013;159:233-242  



背景 

CKD患者の降圧目標は <130/80mmHg 
高血圧ガイドライン2003年 JNC7 

一方、拡張期80mmHg以下は、中年男性において 

心血管死が増加 
JAMA. 2002;287:2677-83  

拡張期85以下は総死亡率と心筋梗塞が増加 
J Am Soc Nephrol 16: 2170–2179 

 

最適なSBPとDBPの組み合わせは不明！ 

 
 



PICO コホート、全米の退役軍人保健施設 

P 平均5.8年間CKDの非透析患者  
６５万人をフォローすると、 

血圧10mmHg刻みでみた 
どの収縮期、拡張期血圧の組み合わせで 

O 最も総死亡率が低いのか 

Patient characteristic 
退役軍人で、99%男性、９割が白人、 
平均７３歳、 
４割が冠動脈疾患、４割が糖尿病あり 
平均eGFRは50ml/min 



結果１：多変量解析 
 

収縮期140-160、 
拡張期80-90mmHgが 

それぞれ 
 最も死亡率が低い 
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結果２：血圧140-149／80－89群の死亡率を1.00として 
各SBP/DBPの組み合わせにおける死亡率のハザード比  

血圧130-159/70-89mmHgの組み合わせが予後良い 
DBP70mmHg以下で、降圧はむしろ有害 
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結論 

CKD患者で最適な血圧は 

130-159/70-89mmHgの組み合わせ 

下げすぎには注意 
 

 



3.Comparison of survival analysis and palliative care 
involvement in patients aged over 70 years choosing 
conservative management or renal replacement 
therapy in advanced chronic kidney disease  
         Palliative Medicine 27(9) 829–839 

 

70歳以上のCKD患者に保存的治療と
維持透析を施行した場合の予後比較 



背景 

高齢CKD患者の維持透析は、 

• 入院期間を増やす 
(J Am Soc Nephrol 14: 1012–1021, 2003) 

• 虚血性心疾患など併存症ありで、メリットは減る 
(Nephrol Dial Transplant (2007) 22: 1955–1962) 

 

高齢のCKD患者に 

透析治療を行うべきか 

判断基準はない! 
 



Patient characteristic 

透析群269例、CM群172例、 

CM群に高齢者、低Alb血症、DM・HT・COPD・認知症が多い 

 

PICO イギリス のPre-dialysis clinic, 単施設 
後向き, 観察研究, ITT 

P 70歳以上、腎機能が進行性に低下 

I 血液透析を選択 

C 保存的治療(多職種チームによるbest  supportive care) 

を選択：CM群 

O 生存率(eGFRが<20の時点をゼロ) 
入院率、緩和ケアへのアクセス 



結果１：70歳以上全体でみると 
     生存年数は透析群で有意に長い 

入院率は透析群で高い(HR1. 6) 
緩和ケア科へのアクセスは、CM群で有意に多い 
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結果２： 

80歳以上、Performance statusが低い集団を抽出、 
解析すると、いずれかに該当で 
透析しても生命予後は変わらない 
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結果3：併存症が多い集団を抽出して解析 
 透析の生存期間延長効果はかなり減少する 
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結論： 

高齢のCKD患者でも、 

 透析により長生きする 
 
ただし、 

８０歳以上、 

併存症増加、 

Performance Status低下 

いずれか該当で、透析のメリットは無くなる 

透析導入の選択は慎重に 
 



動脈硬化性心血管疾患 
ASCVD(atherosclerotic cardiovascular disease) 
の一次予防、二次予防として作成された 

紹介項目 

生活習慣改善 

スタチン有効な４つの患者群 

治療の強度 

安全とアドヒアランス 

4.  2013 ACC/AHA Guideline  
on the Treatment of Blood Cholesterol 
 to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 



生活習慣改善が最重要 

 

適切な食生活、定期的な運動習慣 

禁煙、健康的な体重維持 

併存する高血圧、糖尿病の管理 



スタチンが有効な４つの患者群を定義づけ 

ASCVDの二次予防 

LDL–C ≧190mg/dl 

糖尿病合併 

estimated 10-year ASCVD riskが7.5%以上 
(性別、年齢、人種、コレステロール、DM・HT・喫煙有無から算
出) 

 

推奨されないルーチン投与 

• NHYAⅡからⅣ度の心不全、維持透析患者 

 



スタチン療法の強度 

ストロングスタチン 

目安：LDL-C値を約50%以上低下 

• 例：アトルバスタチン 80mg 

    ロスバスタチン 20mg 
 

中等度スタチン 

目安：LDL-C値を約30-50%の低下 

 

日本なら各々10mg, 2.5mg処方が多く、最大20mg 

 

数値目標はない！ 



強度の選択 

ストロングスタチン 

ACSVDを有する75歳以下 

LDL-C≧190 

40-75歳のDM患者で10年リスク≧7.5% 

 

中等度のスタチン 

• 上記以外のスタチン適応患者 

• 強力なスタチンの忍容性がない 



安全とアドヒアランス 

開始・変更後のフォロー (４〜１２週後) 

• 空腹時コレステロール値を測定 

• 副作用：症状があれば、ALT、CKを確認 

• ２型糖尿病をスクリーニング 

• LDL-C値の低下が予想以下で 

–生活習慣の改善と、服薬の遵守を指導 

–二次性の原因を検索 

–スタチン以外の投与は、基本推奨なし、 

 



  

骨粗鬆症スクリーニング 

高齢者への骨密度の測定間隔 



背景1 

• 骨粗鬆症スクリーニング 

       骨密度(Bone mineral density)測定が有効 

• ガイドライン： 

 FRAXスコア(WHO Fracture Risk Assessment Tool)を推奨 

FRAX WHO骨折リスク評価ツール 

性別 

体重(kg) 

身長(cm) 

骨折歴 

両親の大腿骨近位部骨折歴 

現在の喫煙 

糖質コルチコイド 

関節リウマチ 

続発性骨粗鬆症 

アルコール(1日3単位<) 

骨密度(BMD) 

骨折率（10年間） 

大腿骨頸部骨折率 
（10年間） 



 USPSTF(米国予防医療サービス対策委員会) 
      最短で2年間隔としている。 
 
しかし、 

骨密度測定を繰り返すことで骨折のリスク評価
が向上するかはよく分かっていない！ 

骨密度の測定頻度 



 

PICO Cohort, フラミンガム骨粗鬆症研究登録の高齢者 

P 骨粗鬆症未治療の高齢者 

I ４年の間隔で２回目のBMD測定 

C BMDの再測定なし 

O 大腿骨近位部骨折 
主要骨粗鬆症関連骨折のリスク評価の精度は向上するか 
 High risk：大腿骨近位部骨折の10年間リスク3%以上  
                   または主要骨折の同リスク20%以上 
 Low risk：それぞれ3%、20%未満 

Patient characteristic 
 802例。平均年齢74.8歳，女性61.4％、全て白人 
追跡期間は2回目測定から死亡又は最長12年間（中央値9.6年） 



結果：ROC曲線解析で、曲線下面積(AUC)を比較 
２回目のBMDを測っても 
 骨折の予測精度は初回と変わらない     

特異度 

感
度 ベースラインBMDでAUC0.71 

BMDの変化率でAUC0.68 



BMD測定は一回で十分 

結論 



腎・内分泌 コメント 

１．ACEIとARBの併用は有害 
     VA NEPHRON-D study  N Engl J Med 2013; 369: 1892-903 

２．CKD患者の至適血圧は130-159/70-89 
  

       Ann Intern Med. 2013;159:233-242  
 

３．80歳以上、併存症増加、PS低下で  
       透析のメリットは低下 

 
Palliative Medicine 27(9) 829–839 

４．脂質ガイドラインACC/AHA2013の紹介 

５．高齢者の骨密度測定は１回で十分 
JAMA2013.310(12)1256. 
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１本目： 蛋白尿を伴う糖尿病性腎症に対して 
ACE阻害薬とARBの併用は有害 
RCT , ITT, double-blinded n=1448 
(VA NEPHRON-D study)  N Engl J Med 2013; 369: 1892-903 

Limitation（＝注意点） 
･退役軍人・９９％男性 

Take home message:  
JNC8の推奨でも、（糖尿病･糖尿病性腎症に 
限らず）、ACE-IとARBを併用してはいけないと 
記載あり。  
併用している患者がいたら中止を推奨。 



２本目：CKD症例では、130-159/70-89mmHgの組み合
わせが死亡率が最も低い。 

拡張期血圧下げすぎは良くなさそう。  
Ann Intern Med. 2013;159:233-242  

Limitation 
･後ろ向きコホート（＝観察研究なので因果関係は言い切れない） 
･VA (退役軍人医療機関）、９９％男性、9割白人  

CKD外来マネジメントの頭の引き出し: 
 ・栄養指導（Na,K,P制限）  
 ・血圧コントロール (ACE-I or ARB)  
    拡張期血圧下げすぎは良くないかも(今回の論文) 
 ・糖尿病コントロール 
 ・貧血： ゴールHb11-12 
 ・ avoid nephrotoxins (NSAIDs/造影剤等使わない) 
 ・GFR<30で腎内コンサルト・シャント/移植？ 



３本目：高齢者のCKDの透析導入 
 Palliative Medicine 27(9) 829–839 
 

Limitation: 後ろ向き観察研究 

Take home message: 
70歳以上でも透析導入で生存期間延長する。 
ただし 

併存症多い症例→生存期間延長効果減少 
超高齢者＞８０歳 or PS低い →  〃  なし 
透析を導入するかは指標のなかった領域で 
あり客観的情報として有用。 



４本目：脂質ガイドラインACC/AHA2013の紹介 
2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol 
 to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults 

最大の変更点： 
今までの 「心筋梗塞の既往があるから goal LDL<100」 
ではなくて   
「グループごとに 高用量スタチン or 中等量スタチン」
と決定。 LDLゴール設定なし。 

ガイドライン2013まとめ： 
ASCVDあり           → 高用量スタチン 
LDL-C≧190          → 高用量スタチン 
糖尿病、10年リスク≧7.5% → 高用量スタチン 
糖尿病、10年リスク＜7.5% → 中等量スタチン 



５本目：一回目の骨密度測定（BMD)で 
薬物療法の適応でない患者では、4年後にBMD
を行っても方針はほとんど変わらない。  
JAMA 2013; 310(12):1256-1262  
 

骨粗しょう症マネジメントの引き出し： 
・栄養指導 （カルシウム摂取） 
・喫煙確認・禁煙指導 
・不必要なPPI 止める 
・荷重のかかる運動 (weight bearing exercise) が良いこと
を説明  
・ 骨密度は頻回に測定してもあまり意義なさそう（今回の論文）  


