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（聞き手　池脇克則）

　BNP値についてご教示ください。
　１．NT-proBNP値とほぼ正の相関があると考えてよいのでしょうか。NT-pro

BNP値が、BNPと乖離した値をとることはないのでしょうか。
　２．心房細動以外の期外収縮が頻発するとき、高値を示すのでしょうか。

＜兵庫県開業医＞

BNPとNT-proBNP

　池脇　臨床的には、BNPとNT-pro 
BNPという２つを測っていますが、ま
ず基本的なところから、これは何の略
なのでしょうか。
　田宮　BNPは、B型または脳性とも
いいますが、B型ナトリウム利尿ペプ
チドの略で、NT-proBNPは、N末端pro 
B型ナトリウム利尿ペプチドの略です。
　池脇　N末端ですか。何かちょっと
特殊な言い回しですが、これはどのよ
うなものなのでしょうか。
　田宮　BNPの前駆体であるproBNP
からBNPが分離されます。残りのN末
端というアミノ酸基を含む残基がNT- 
proBNPです。NT-proBNPは、76個の
アミノ酸を含みます。つまり、前駆体
であるproBNPの中にあるN末端と76

個のアミノ酸で構成されるのがNT-pro 
BNPです。
　池脇　そうすると、BNPという遺伝
子からつくられ、ペプチドが取れてき
て、最終的に残ったものとしては、１
対１の割合でつくられるという理解で
よいですか。
　田宮　はい、そのとおりです。心臓
に負荷がかかると、まずpre-proBNP
が合成されます。pre-proBNPはその
後、108個のアミノ酸でつくられるpro 
BNPになります。その後、proBNPは
生物学的活性を持つBNPと、生物学的
活性を持たないNT-proBNPに切断さ
れます。したがって、BNPとNT-pro 
BNPは１対１の割合で生成されます。
　池脇　心不全で上がるといいますが、
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　池脇　そういう指標として使われて
いるのですね。BNPとNT-proBNP、病
院によって、どちらを測定するのか違
いがありますが、実際どんな違いがあ
るのでしょう。
　田宮　採血上の違いをまず申し上げ
ます。NT-proBNPは血清で検査が可
能です。また、採血後の検体の安定性
に優れ、ほかの生化学検査と同一の採
血管で大丈夫です。一方、BNPはほか
の生化学検査検体と全く別のEDTA血
漿の採血管が必要です。さらに、その
検体の保存も凍結が必要です。
　池脇　採血した後の安定性もNT-pro 
BNPのほうがいいのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPはBNPと異なり、
２～３日前の検体でも値はぶれないと
されています。
　池脇　先ほど心不全で両方上がると

いう話でしたが、両方ともきちっと相
関するのでしょうか。
　田宮　腎不全がなければ両者は相関
すると思います。
　池脇　逆に、今回の質問でも、この
２つのパラメーターが乖離する場合が
あるのかということですが、腎不全の
ときに値が異なる可能性があるという
ことでしょうか。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は代謝経路が腎臓のみです。よって、
NT-proBNPは腎機能の低下とともに
上昇してしまいます。もしも腎機能の
低下がなければ、BNPとNT-proBNPは
たいへんよい正の相関があるといわれ
ていて、NT-proBNP＝BNP×６とい
う換算式があります。
　池脇　腎機能により依存するのが
NT-proBNPであるとなると、これは

図1　BNP、NT-proBNP値の心不全診断へのカットオフ値

（日本心不全学会ステートメント2）より）

どういう機序で分泌されるのでしょう
か。
　田宮　心疾患などで心室筋または心
房筋が伸展されると、そこからBNPと
NT-proBNPが分泌されます。心臓が
伸展されることを、壁応力、または伸
展ストレスともいいます。したがって、
BNPとNT-proBNPは心不全の診断に
たいへん有効です。
　池脇　両方とも有効ですが、どちら
がというのはあるのでしょうか。
　田宮　BNPに比べると、NT-proBNP
は心不全の際、上昇する比率が大きい
とされています。よって、NT-proBNP
のほうがBNPよりも心不全の重症度や
病態を鋭敏に反映するといわれていま
す。
　池脇　NT-proBNPは非活性型で、
BNPは活性型ということは、分泌され
たら、それなりの動きをするわけです
よね。
　田宮　それらのホルモンは利尿作用
や血管拡張作用を発揮して、血圧を下
げたり、心負荷を軽減する作用があり
ます。つまり、心不全を改善させます。
今さらですが、心臓は単なるポンプで
はありません。
　池脇　これは心筋特異的に分泌され
るのでしょうか。
　田宮　BNPとNT-proBNPは主に心
室筋より分泌されますが、心房筋から
も分泌されます。
　池脇　多分あとから心房細動で上が

ってくるというのはそのあたりが関係
しているのでしょうが、心房細動でど
のくらい上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が伸展しま
すが、通常、心不全がなくても、NT- 
proBNPは300～800pg/mLぐらいまで
上がります。
　池脇　このマーカーは心不全で上が
るということですが、どのくらいであ
れば心不全と判定するのでしょうか。
　田宮　欧州心臓病学会は、急性期の
心不全を除外するためにカットオフ値
を勧告しています。それは、BNP100
未満、NT-proBNP300未満です。急性
期でない場合は推奨カットオフ値は
BNP35未満、NT-proBNPは125未満で
す1）（図１に日本心不全学会のステー
トメント2）を示しました）。
　池脇　逆に言いますと、BNPが100
未満、あるいはNT-proBNPが300未満
であれば心不全は考えなくていいとい
うことでしょうか。
　田宮　はい。急性期の心不全は否定
されると思います。
　池脇　そういえば、心臓由来という
と、HANPというのもありましたね。
あれは何なのでしょうか。
　田宮　HANPは血液透析前後で大き
く変動することにより、慢性腎不全患
者さんにおける透析終了時の体重、dry 
weightといいますが、その指標によく
用いられます。HANPは主に心房が伸
展されたときに上昇します。
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　池脇　そういう指標として使われて
いるのですね。BNPとNT-proBNP、病
院によって、どちらを測定するのか違
いがありますが、実際どんな違いがあ
るのでしょう。
　田宮　採血上の違いをまず申し上げ
ます。NT-proBNPは血清で検査が可
能です。また、採血後の検体の安定性
に優れ、ほかの生化学検査と同一の採
血管で大丈夫です。一方、BNPはほか
の生化学検査検体と全く別のEDTA血
漿の採血管が必要です。さらに、その
検体の保存も凍結が必要です。
　池脇　採血した後の安定性もNT-pro 
BNPのほうがいいのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPはBNPと異なり、
２～３日前の検体でも値はぶれないと
されています。
　池脇　先ほど心不全で両方上がると

いう話でしたが、両方ともきちっと相
関するのでしょうか。
　田宮　腎不全がなければ両者は相関
すると思います。
　池脇　逆に、今回の質問でも、この
２つのパラメーターが乖離する場合が
あるのかということですが、腎不全の
ときに値が異なる可能性があるという
ことでしょうか。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は代謝経路が腎臓のみです。よって、
NT-proBNPは腎機能の低下とともに
上昇してしまいます。もしも腎機能の
低下がなければ、BNPとNT-proBNPは
たいへんよい正の相関があるといわれ
ていて、NT-proBNP＝BNP×６とい
う換算式があります。
　池脇　腎機能により依存するのが
NT-proBNPであるとなると、これは

図1　BNP、NT-proBNP値の心不全診断へのカットオフ値

（日本心不全学会ステートメント2）より）

どういう機序で分泌されるのでしょう
か。
　田宮　心疾患などで心室筋または心
房筋が伸展されると、そこからBNPと
NT-proBNPが分泌されます。心臓が
伸展されることを、壁応力、または伸
展ストレスともいいます。したがって、
BNPとNT-proBNPは心不全の診断に
たいへん有効です。
　池脇　両方とも有効ですが、どちら
がというのはあるのでしょうか。
　田宮　BNPに比べると、NT-proBNP
は心不全の際、上昇する比率が大きい
とされています。よって、NT-proBNP
のほうがBNPよりも心不全の重症度や
病態を鋭敏に反映するといわれていま
す。
　池脇　NT-proBNPは非活性型で、
BNPは活性型ということは、分泌され
たら、それなりの動きをするわけです
よね。
　田宮　それらのホルモンは利尿作用
や血管拡張作用を発揮して、血圧を下
げたり、心負荷を軽減する作用があり
ます。つまり、心不全を改善させます。
今さらですが、心臓は単なるポンプで
はありません。
　池脇　これは心筋特異的に分泌され
るのでしょうか。
　田宮　BNPとNT-proBNPは主に心
室筋より分泌されますが、心房筋から
も分泌されます。
　池脇　多分あとから心房細動で上が

ってくるというのはそのあたりが関係
しているのでしょうが、心房細動でど
のくらい上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が伸展しま
すが、通常、心不全がなくても、NT- 
proBNPは300～800pg/mLぐらいまで
上がります。
　池脇　このマーカーは心不全で上が
るということですが、どのくらいであ
れば心不全と判定するのでしょうか。
　田宮　欧州心臓病学会は、急性期の
心不全を除外するためにカットオフ値
を勧告しています。それは、BNP100
未満、NT-proBNP300未満です。急性
期でない場合は推奨カットオフ値は
BNP35未満、NT-proBNPは125未満で
す1）（図１に日本心不全学会のステー
トメント2）を示しました）。
　池脇　逆に言いますと、BNPが100
未満、あるいはNT-proBNPが300未満
であれば心不全は考えなくていいとい
うことでしょうか。
　田宮　はい。急性期の心不全は否定
されると思います。
　池脇　そういえば、心臓由来という
と、HANPというのもありましたね。
あれは何なのでしょうか。
　田宮　HANPは血液透析前後で大き
く変動することにより、慢性腎不全患
者さんにおける透析終了時の体重、dry 
weightといいますが、その指標によく
用いられます。HANPは主に心房が伸
展されたときに上昇します。
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120/分までということになります。若
い人ほど洞頻拍の心拍数は多くなりま
すが、200/分近くの洞頻拍になっても、
NT-proBNPは上昇しません。洞頻拍
では心室も心房も伸展されていないと
思います。
　池脇　それはおもしろいですね。
　田宮　このことはあまり知られてい
なくて、いずれ学会で発表しようと思
っています。
　池脇　BNPとNT-proBNPの２つが
あって、同じ遺伝子からペプチドが生
産されて、１対１対応で出てくるとい
うことで、通常、腎機能障害がなけれ
ば正相関が強い。ただ、腎障害では特
にNT-proBNPが腎排泄ということで
上がりやすい。それから、不整脈と
BNPとの関係に関しては、やはり心房
細動が上がる。逆に、心不全ではなく
て高い方がいらしたときには、発作性

心房細動などが潜んでいるきっかけに
なるということを教えていただきまし
た。どうもありがとうございました。
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見俊男、佐藤幸人）

どちらかというと心臓以外の、腎臓に
も関連したマーカーといえるでしょう
か。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は心臓と腎臓のマーカーといわれます。
　池脇　先ほど心房細動で上がるとい
うことでしたが、改めて心房細動でど
の程度上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が拡張する
ために、心不全がなくてもNT-proBNP
は300～800ぐらいまで上がります。私
の患者さんで、いつもNT-proBNPは
正常ですが、一度、心不全がないにも
かかわらず、1,500ぐらいまで上がった
ことがありました。しかし、ホルター
心電図では心房細動は見つからず、植
え込み型心電計を入れると、発作性心
房細動が見つかりました。その患者さ
んは抗凝固薬を開始しました。脳塞栓
症を防げたと思います。
　池脇　そうすると、心房細動で上が
るときに、必ずしもそれは心不全では
ないということと、あるいは心房細動
がわからなかった方も、心不全ではな
いけれども、上がっているときには逆
に発作性心房細動があるのではないか
という考え方ですね。
　田宮　そうですね。発作性心房細動
を見つけるために、NT-proBNPの一
過性上昇は、重要だと思います。
　池脇　もう一つ、期外収縮が頻発し
たらどうなのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPは、心室期外収

縮（PVC）のみではそれほど上がらな
いと思います。私の経験ですが、１日
約10万回の心拍数のうち、半分ぐらい
単発PVCの方がおられました。その患
者さんは心エコーで異常はなく、NT- 
proBNPは約200と、わずかに上昇して
いました。
　池脇　心室性の期外収縮で、心室筋
には負荷になるのかなと思ったのです
が、それほどでもないのですね。
　田宮　単発PVCでも数が多ければ、
わずかに心室筋が伸展されると思いま
す。
　池脇　それ以外にもいろいろな頻拍
性の不整脈がありますが、BNPとの関
係はどうでしょうか。
　田宮　心房粗動は、心房細動と同様
に心房が拡張します。しかし、心房細
動ほどは拡張しないために、NT-pro 
BNPの上昇はそれほど大きくないと思
います。また、若い患者さんの発作性
上室頻拍もNT-proBNPは500ぐらいま
で上がります。
　池脇　洞頻拍、運動等によって脈が
場合によっては200近く上がる。そう
いったものがBNPやNT-proBNPに影
響を与えるものなのでしょうか。
　田宮　それはたいへんよい質問だ 
と思います。洞頻拍の最大心拍数は
（220－年齢）/分という式があります。
つまり、20歳ですと、洞頻拍の最大心
拍数は220－20＝200/分ぐらいに上が
ることがあります。一方、100歳では
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120/分までということになります。若
い人ほど洞頻拍の心拍数は多くなりま
すが、200/分近くの洞頻拍になっても、
NT-proBNPは上昇しません。洞頻拍
では心室も心房も伸展されていないと
思います。
　池脇　それはおもしろいですね。
　田宮　このことはあまり知られてい
なくて、いずれ学会で発表しようと思
っています。
　池脇　BNPとNT-proBNPの２つが
あって、同じ遺伝子からペプチドが生
産されて、１対１対応で出てくるとい
うことで、通常、腎機能障害がなけれ
ば正相関が強い。ただ、腎障害では特
にNT-proBNPが腎排泄ということで
上がりやすい。それから、不整脈と
BNPとの関係に関しては、やはり心房
細動が上がる。逆に、心不全ではなく
て高い方がいらしたときには、発作性

心房細動などが潜んでいるきっかけに
なるということを教えていただきまし
た。どうもありがとうございました。

文献
1） McMurray JJ, et al. ESC Guidelines 

for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure 2012 : 
The Task Force for the Diagnosis 
and Treatment of Acute and Chronic 
Heart Failure 2012 of the European 
Society of Cardiology. Developed in 
collaboration with the Heart Failure 
Association （HFA） of the ESC. Eur 
Heart J. 2012 ; 33 （14） : 1787-1847. doi :  
10. 1093/eurheartj/ehs104.

2） 日本心不全学会「BNPに関する学会
ステートメント」（予防委員会委員＝
斎藤能彦、吉村道博、福田恵一、錦
見俊男、佐藤幸人）

どちらかというと心臓以外の、腎臓に
も関連したマーカーといえるでしょう
か。
　田宮　BNPと異なり、NT-proBNP
は心臓と腎臓のマーカーといわれます。
　池脇　先ほど心房細動で上がるとい
うことでしたが、改めて心房細動でど
の程度上がるのでしょうか。
　田宮　心房細動では心房が拡張する
ために、心不全がなくてもNT-proBNP
は300～800ぐらいまで上がります。私
の患者さんで、いつもNT-proBNPは
正常ですが、一度、心不全がないにも
かかわらず、1,500ぐらいまで上がった
ことがありました。しかし、ホルター
心電図では心房細動は見つからず、植
え込み型心電計を入れると、発作性心
房細動が見つかりました。その患者さ
んは抗凝固薬を開始しました。脳塞栓
症を防げたと思います。
　池脇　そうすると、心房細動で上が
るときに、必ずしもそれは心不全では
ないということと、あるいは心房細動
がわからなかった方も、心不全ではな
いけれども、上がっているときには逆
に発作性心房細動があるのではないか
という考え方ですね。
　田宮　そうですね。発作性心房細動
を見つけるために、NT-proBNPの一
過性上昇は、重要だと思います。
　池脇　もう一つ、期外収縮が頻発し
たらどうなのでしょうか。
　田宮　NT-proBNPは、心室期外収

縮（PVC）のみではそれほど上がらな
いと思います。私の経験ですが、１日
約10万回の心拍数のうち、半分ぐらい
単発PVCの方がおられました。その患
者さんは心エコーで異常はなく、NT- 
proBNPは約200と、わずかに上昇して
いました。
　池脇　心室性の期外収縮で、心室筋
には負荷になるのかなと思ったのです
が、それほどでもないのですね。
　田宮　単発PVCでも数が多ければ、
わずかに心室筋が伸展されると思いま
す。
　池脇　それ以外にもいろいろな頻拍
性の不整脈がありますが、BNPとの関
係はどうでしょうか。
　田宮　心房粗動は、心房細動と同様
に心房が拡張します。しかし、心房細
動ほどは拡張しないために、NT-pro 
BNPの上昇はそれほど大きくないと思
います。また、若い患者さんの発作性
上室頻拍もNT-proBNPは500ぐらいま
で上がります。
　池脇　洞頻拍、運動等によって脈が
場合によっては200近く上がる。そう
いったものがBNPやNT-proBNPに影
響を与えるものなのでしょうか。
　田宮　それはたいへんよい質問だ 
と思います。洞頻拍の最大心拍数は
（220－年齢）/分という式があります。
つまり、20歳ですと、洞頻拍の最大心
拍数は220－20＝200/分ぐらいに上が
ることがあります。一方、100歳では
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