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臨床データから血漿BNP値を推測する試み

発 表 者 齋藤 めぐみ （大分県：国東市民病院）

共同研究者 小野 結香、小俣 健、崎野 正博、橋本 裕子、野邊 靖基
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【背景】

ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（以下 BNP）

は、主として心臓の心室から分泌され、血管の

拡張作用、利尿作用をもち、体液量や血圧の調

節に重要な役割を果たしているホルモンです。

血漿 BNP濃度は、心不全時にはその重症度に

応じて著明に増加し、心不全の病態把握に重要

な意義を持っています。

しかしながら、血漿 BNP値は、スライドに示

します種々の因子や検体処理により変動し、さ

らには、心臓病以外の疾患でも影響を受けると

言われます。
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臨床データを用いて血漿 BNP値を良好に推測

できれば、相互補完的に心不全の病態を評価で

きると考えます。それに加えて、血漿 BNP値

の変動要因を考察する上でも大きな手助けにな

ると予想されます。そこで今回、種々の臨床デー

タと血漿 BNP値との関係を重回帰分析を用い
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て検討したところ、良好な推測式を得ることが

できましたので報告させていただきます。
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重回帰分析とは、１つの従属変数 Yを、複数の

独立変数（X１～XK）から予測、説明したいと

きに用いる解析方法です。算出された回帰式か

ら予測値を求めることができ今回の分析に使用

しました。重回帰式は、スライドの様に表しま

す。
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対象は、２０１２年５月～２０１３年３月までの期間に

おける当院入院および外来患者で、心臓超音波

検査を施行しかつ同日に血液検査を行った連続

２５０名です。
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スライドは、今回採用した独立変数を示します

が、３個の検体項目、１２個の心エコー図パラメー

タを測定しました。
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そして、従属変数として、血漿 BNP値を示し

ますが、この左のパネルに示すとおり、血漿 BNP

値の度数分布図は、右すそひろがりのため、対

数変換することにしました。

結果、右のパネルの様に、LogBNPは、正規分

布を示すことが分かったので、これを重回帰分

析の従属変数として使用しました。
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結果を�～⑤のスライドに示します。
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� LogBNP値と１５の各要因との関係性を調べ

るために LogBNP値と１５の各要因との単相関を

求めました。

スライドに示します。

単相関係数の絶対値が０．４以上あるものは、

Sep S、TRPG、LAD、BUNでした。
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� １５の独立変数を重回帰分析にかけると、有

意な要因は、スライドの様に Hb、LAD、IVS、

SimpEF、DCT、Sep S’、TRPGでした。
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� �で求めた７要因の重回帰分析結果は、重
相関係数０．７７５、決定係数０．６００、自由度調整決

定係数０．５８９と強い相関を得ることができまし

た。
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� 重回帰分析結果より得られた７要因の回帰

分析係数を用いて LogBNPの推測式を求めまし

た。

７項目において、この式に測定した数値を代入

することにより LogBNP値の推測値を求めるこ

とができます。

例として、ご覧の様な数値を代入しますと、推

測値 LogBNPは、２．２５となりうることができ、

実測値 LogBNP２．３６とほぼ同様の値です。

y = 0.6233x + 0.7095
R² = 0.5063
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� 結果より求めた推測値を用いて、２５０症例に

おいての Log BNPと推測値の関係をグラフに示

しました。

同じ推測値の値をとっても、LogBNP値を７７．５

％の相関で推測することができます。
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【結果のまとめ】

今回の研究で BNP値の対数変換値は、正規分

布に従うことができ、従属変数として使用しま

した。

各要因との単相関を求めた結果は、Log BNP値

との弱い相関を認めましたが、重回帰分析で７

つの独立変数を用いることにより重相関係数

０．７７５、決定係数０．６００と強い相関を得ることが

できました。
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【考察】

従来同様の報告は、素の BNP値を用いて検討

していますが、単相関係数は、せいぜい２０～３０

％でしたが、BNP対数変換値を採用し、正規化

することで単相関系数は４０～５０％となりまし

た。

また、重回帰分析により、血漿 BNP値は、複

数の要因で規定されており、その推測式を用い

れば、相互補完的に心不全の病態を評価できる

ものと考えられます。

さらには、心機能を示すパラメータ以外、例え

ば、ヘモグロビン値などの要因を含めて、BNP

値の増減を考察する必要があると示唆されまし

た。
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【結論】

血漿 BNP値は、重回帰分析にて複数の臨床要

因を組み合わせることにより、良好な相関をもっ

て推測することができました。

今後は、別の標本集団においても推測式が有用

かを確認したいです。
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