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要　　旨

背　景：ナトリウム利尿ペプチド（ANP，BNP）は心疾患の診療に広く利用されているが，小児においては末梢レベ
ルでの評価が中心で，心筋での代謝に関する検討はない．
対象と方法：左室容量負荷型心疾患28例とコントロール13例を対象に心筋および肺循環でのANP，BNPの代謝を検
討した．冠静脈洞（CS）と大動脈バルサルバ洞（Ao）における各血漿濃度を測定し，CSとAoの血漿濃度の差（CS − Ao）
を心筋からの分泌，Aoの血漿濃度を末梢レベルの指標とした．
結　果：ANP，BNPともNYHA分類の重症度に比例して有意に分泌が増加した（おのおのp=0.03，p<0.0001）．心血行
動態指標と心筋からの分泌はBNPで良好な相関を示した．BNPではCS − AoとAoに有意な正の相関を認め（r=0.87，
p<0.0001），心筋からの分泌と末梢レベルはほぼ一致した．ANPはBNPに比べCSとAoにおける血漿濃度の差が大き
く，肺循環での代謝が速いことが推察され，このため心筋からの分泌と末梢レベルの間に差が生じると考えられた．
結　語：左室容量負荷型心疾患においてANPに比べてBNPは臨床的心不全重症度，血行動態指標と良好な相関を認
めたこと，末梢レベルが心筋からの分泌を正確に反映していたことから，末梢からの採血により心不全の重症度や
左室機能を評価する際にはBNPが有用であると考えられた．
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Background: This study was designed to examine the secretion from the myocardium and clearance in the pulmonary circulation
of ANP and BNP in control subjects and children with heart disease.
Methods: We measured the plasma levels of ANP and BNP from the aortic root (Ao) and coronary sinus (CS) in 28 patients with left
ventricular volume overload and 13 control subjects during cardiac catheterizaton. The plasma levels of ANP and BNP between CS
and Ao [�(CS−Ao)] reflect secretion from the myocardium, while the plasma levels from Ao nearly equal those of peripheral veins.
The difference in plasma levels between CS and Ao reflects the metabolic clearance in the pulmonary circulation.
Results: �(CS−Ao) ANP and BNP increased significantly with the severity of CHF (p=0.03, p<0.0001, respectively), while
�(CS−Ao) BNP showed a significant correlation with hemodynamic parameters. The correlation between �(CS−Ao) and the
plasma level from Ao was higher for BNP than ANP (r=0.87, p<0.0001, r=0.28, p=0.08, respectively), and the slope of the linear
regression line for BNP between CS and Ao was steeper than that of ANP.
Conclusions: This study suggests that ① �(CS−Ao) BNP is more powerful marker of severity of CHF and left ventricular
dysfunction than that of ANP. ② The peripheral plasma level of BNP reflects secretion from the myocardium. ③ Metabolic
clearance in the pulmonary circulation may be higher for ANP than BNP. ④ The peripheral plasma level of BNP may be a useful
marker of the severity of CHF and left ventricular dysfunction in pediatric patients with left ventricular volume overload.
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はじめに

　心房性ナトリウム利尿ペプチド（ANP）および脳性ナ
トリウム利尿ペプチド（BNP）は心不全において分泌が増
加し，心不全の重症度の判定や予後を推定する指標と
して広く臨床応用されている1–3）．また，心不全治療薬
としても利用されるようになり，合成ANPはすでに臨床
使用され，BNPについても有用性が報告されている4）．
ナトリウム利尿ペプチドに関する小児での報告は末梢
レベルでの検討が中心で，その分泌を心筋代謝の面か
ら検討した報告はない．今回，左室容量負荷型心疾患
を対象に大動脈バルサルバ洞および冠静脈洞のANP，
BNPの血漿濃度を測定し，心筋および肺循環における代
謝について検討した．

対象および方法

　対象は左室容量負荷型心疾患28例，男16例，女12
例．生後 9 カ月～15歳，平均6.0 � 4.7歳．疾患の内訳
は心室中隔欠損（VSD）16例，動脈管開存（PDA）9 例，僧
帽弁閉鎖不全（MR）2 例，拡張型心筋症（DCM）1 例．心
不全の重症度分類を幼児以降はNYHA分類により，I～
IV度に分類した．なお，生後 9 カ月と10カ月の乳児 2 例
についてはRossらのscoring system for grading CHF5）によ
り重症度を評価し，いずれもmild CHFとなり，NYHA分
類II度と判定した．全28例の心不全重症度分類はI度19
例，II度 7 例，III度 2 例であった．なお，左上大静脈遺
残合併例は除外した．コントロールとして心不全，肺

高血圧がなく，ごく少量の短絡は存在するがFick法では
有意の短絡が計測できないVSDおよびPDAの13例（男 7
例，女 6 例．生後 9 カ月～17歳，平均8.2 � 4.7歳）を用
いた．
　方法は心臓カテーテル検査時に大動脈バルサルバ洞
（Ao）と冠静脈洞（CS）にカテーテルを留置して採血し，
免疫放射定量法により血漿濃度を測定した．CSとAoの
濃度差（CS − Ao）を心筋からの分泌の指標とした．この
指標について，心不全の重症度との比較，心臓カテー
テル検査で得られた血行動態指標との相関，末梢血中
濃度としてAoの濃度との相関について検討した．な
お，血行動態指標としては左室造影右前斜位像から算
出した左室拡張末期容積（％LVEDV，正常予測値に対す
る％で表示）および左室駆出率（LVEF），Fick法を用いて
計測した肺体血流量比（Qp/Qs，左右短絡のVSDとPDA
のみで検討），収縮期肺動脈圧（PAP），左室拡張末期圧
（LVEDP）を用いた．
　統計学的解析には心不全重症度との検討はKruskal-
Wallis検定，心血行動態との相関，CS − AoとAoおよび
CSとAoの血中濃度の相関は回帰分析を用い，両側検定
によりp<0.05を統計学的に有意とした．

結　　果

1．疾患別にみたANP，BNPの分泌（Fig. 1）

　コントロールにおけるANPはばらつきが多いのに対
して，BNPでは少なく，心筋からほとんど分泌されてい
ない．
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Fig. 1 ANP（left）and BNP（right）secretions from the myocardium in patient groups and control subjects.
VSD: ventricular septal defect, PDA: patent ductus arteriosus, MR: mitral regurgitation, DCM: dilated cardiomyopathy, Bars:
mean（M）� standard deviation（SD）in control subjects.
Dotted lines represent M+2SD.
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2．心不全の重症度による神経

体液因子の分泌（Fig. 2）

　ANPとBNPともに有意に臨床
的心不全重症度に比例して増加
したが（それぞれp = 0 . 0 3 ，
p=0.001），BNPの方が重症度が
増すに従い分泌の増加の割合が
大きかった．

3．ANP，BNPの分泌と血行動

態指標との相関（Table）

　BNPの分泌と％LVEDV，
LVEF，Qp/Qs（VSDとPDAのみ

Fig. 4で横軸にCSの血中濃度，縦軸にAoの血中濃度をプ
ロットすると，ANPの傾きはBNPに比べて緩やかで，
ANPの方がCSの濃度に比べAoの濃度が低くなる傾向が
強く，肺循環を経るうちに濃度の低下が大きい，すな
わち肺循環での代謝分解が速いことが推察された．

考　　察

　ナトリウム利尿ペプチドに関して心不全を中心に多
くの報告が見られ，成人領域では正常コントロールお
よび心不全例において大動脈と冠静脈洞の血漿濃度を
測定して心筋からのANP，BNPの分泌動態を詳細に検
討した報告があるが6），小児では末梢レベルでの検討が
中心で心筋から代謝を検討した報告はない．今回，ナ
トリウム利尿ペプチドの心筋での合成・分泌の動態を
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Fig. 2 ANP（left）and BNP（right）secretions from myocardium according to the degree of CHF severity.

%LVEDV: % left ventricular end-diastolic volume, LVEF: left ventricular ejection fraction, 
Qp/Qs: ratio of pulmonary to systemic blood flow, PAP: pulmonary arterial pressure（systolic）, 
LVEDP: left ventricular end-diastolic pressure
*: Qp/Qs was calculated in patients with left-to-right shunt lesions（VSD and PDA）.

        　　　　　   ANP（CS − Ao）   　　 BNP（CS − Ao） 
  　　　r  　　　p 　　　r  　　　p

 %LVEDV 　　　0.29  　　　0.08 　　　0.50  　　　0.001
 LVEF 　　　 −0.37    　　　0.02  　　　−0.63   　　　<0.0001
 Qp/Qs* 　　　0.19  　　　0.37 　　　0.78  　　　<0.0001
     PAP 　　　−0.08    　　　0.63 　　　0.29  　　　0.07  
     LVEDP 　　　0.21  　　　0.20 　　　0.36  　　　0.03  

Table　Correlation coefficients between natriuretic peptide secretions and hemodynamic
　　      data

で評価），LVEDPはそれぞれ相関係数0.50，−0.63，
0.78，0.36の有意な相関を認めた．左室容量負荷疾患に
おいてBNPの分泌は血行動態指標を反映していた．
ANPでは統計学的に有意であったのはLVEFのみで，相
関係数 −0.37と低い相関を認めた．

4．ANP，BNPの心筋からの分泌と末梢血中レベルの相

関（Fig. 3）

　Aoの血中濃度を末梢でのレベルとして，全症例を対
象に心筋からの分泌（CS − Ao）と末梢レベル（Ao）の相関
をみた．ANPでは統計学的に有意な相関を認めなかっ
たが，BNPでは相関係数0.87と高い相関を認めた．

5．肺循環でのANP，BNPの代謝について（Fig. 4）

　ANPとBNPのCSとAoの血中濃度の相関を検討した．
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Fig. 3 Correlations between secretions from the myocardium（CS − Ao）and peripheral levels（Ao）of ANP（left）and BNP（right）.
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Fig. 4 Correlations for ANP and BNP concentrations be-
tween coronary sinus（CS）and aorta（Ao）.

より詳細に評価する目的で心臓カテーテル検査時に大
動脈バルサルバ洞と冠静脈洞から採血し，心筋および
肺循環での代謝を検討した．
　左室の冠循環はほとんどすべて冠静脈洞を介して右
房に灌流するが，右室の一部，主に右室前壁の灌流は
前心静脈を介して冠静脈洞を経ずに直接右房に灌流す
る．従って左室から分泌されたANP，BNPはすべて冠
静脈洞に放出されると考えられ，今回の検討では左室
に容量負荷のかかる疾患を対象とした．

1．コントロールにおけるANP，BNPの分泌について

　Fig. 1に示したごとく，コントロールにおけるANPの
心筋からの分泌はばらつきが大きいのに対して，BNPは
コントロールでのばらつきはなく，ほとんど心筋から
の分泌は認められない．ANPの分泌は貯蔵されている
ものが負荷により放出されるregulated pathwayによるた

め，体位や心拍数など採血時の状態に影響を受けやす
い．一方，BNPの分泌は合成されたものが直接放出され
るconstitutive pathwayによるもので，体位，心拍数など
の生理的な影響を受けにくいとされ7），そのことがコン
トロールにおける心筋からの分泌パターンの差になっ
たと考えられた．

2．臨床的心不全重症度，心血行動態指標とANP，BNP

の分泌について

　臨床的心不全重症度および左室容量負荷型心疾患に
おいて容量負荷を反映する指標とBNPの心筋からの分泌
の相関は良好であった．ANPは主として心房から分泌
され，心不全の進行により心室から分泌されるのに対
してBNPは主として心室から分泌されること6），一般的
に臨床的心不全重症度は左室機能が大きく関連するこ
と，血行動態指標は左室機能を中心にみていることな
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どがBNPの相関が良好になった原因と推察された．成人
領域の報告によると左室機能障害例でLVEDPの高値を
予測する因子としてBNPは神経体液因子のなかで最も優
れていること8），心室収縮および拡張機能障害や心室壁
肥厚を検出するのにBNPの有用性が示されている9）．

3．神経体液因子の心筋からの分泌と末梢レベル

　冠静脈洞と大動脈の血中濃度の差（CS − Ao）は心筋か
らの分泌，大動脈の血中濃度（Ao）は末梢レベルを反映
すると考え，その相関を検討した．BNPで高い相関を認
め，末梢血中レベルは心筋からの分泌を良好に反映し
ていることが示唆された．ANPでは必ずしも心筋から
の分泌と末梢レベルの相関は良くなかった．その原因
としてANPとBNPの血中での代謝の差異が推測された
ため，肺循環での両ペプチドの代謝について検討し
た．

4．ANP，BNPの肺循環での代謝

　血中に放出されたANP，BNPは肺，腎臓，肝臓，末
梢血管床などに存在するnatriuretic peptide clearance re-
ceptor（NPR-C）とneutral endopeptidase（NEP）により代謝
されるが，その代謝クリアランスには差がありANPの
代謝クリアランスの方が大きいことが成人例で報告さ
れている10）．今回の結果も同様で，心筋から分泌され
たBNPは肺を通過しても分解されにくく，Aoでも高い
濃度を維持していることが示唆された．このことが
BNPにおいて心筋からの分泌と末梢レベルの高い相関
が得られた理由の一つと考えられた．また今後治療薬
としてのANP，BNPの薬物体内動態を検討する際に両
者の血中での代謝の違いを念頭に置く必要があると考
えられた．

結　　語

　ナトリウム利尿ペプチドの心筋からの分泌を中心に
検討した結果，BNPは臨床的心不全重症度を良好に反映
すること，左室容量負荷群では血行動態指標と高い相
関を認めること，心筋からの分泌と末梢レベルの相関
が高いことから，末梢レベルの測定により心不全重症
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度や心機能を評価する指標としてBNPが優れていること
が示唆された．また，肺循環におけるANP，BNPの代
謝を比べると，ANPの分解が速く，両者の体内での代
謝動態に差があることが推察された．


