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Background	
� 血清BUNは尿素の産生、代謝、排泄の複合的バラン
スで決まり、糸球体濾過、尿細管再吸収、食事での
蛋白摂取、非経口療法、内因性or外因性蛋白異化、
水分状態、上部消化管出血が関与する。 

 
� BUNは全身性機能障害の直接因子ではないが、腎性
もしくは全身性症状の重症度を増加させる代替マー
カーとしてかなり関連している。 

 
� BUN上昇は急性/慢性心不全、CABG患者の死亡率増
加と相関し、急性壊死性膵炎におけるICU滞在と生
存に関する予測になる。 



� 心筋梗塞や肺炎のリスク予測モデルにも組み込まれ
ている 

� BUNは透析を要するような急性腎障害患者において
60日死亡の予測である。 

� BUN上昇はGFR40ml/min以上の急性冠症候群患者に
おいて不利な結果を生じうる。 



� 内科的もしくは外科的にICUで治療された患者の多
施設観察研究 

• 　BUN上昇はヘテロ接合体の重症疾患の人口において
クレアチニンの独立した全死因死亡率に関連している
と仮定。 



Se-ngs	
� MA州、ボストンにある2つの教育病院の20のICU。 
　　Brigham and Women‘s Hospital  
　　Massachusetts General Hospitaｌ 
 

計26288人（社会保障番号のない99外国人を除外） 
18歳以上 
1997年11月2日~2007年12月31日の間 
クレアチニン0.80-1.30mg/dlの患者 
患者のタイプ：内科or外科で定義 
 
 



Data	  　sources	
� データベース　10年間：人口動態、薬剤、検査値、
微生物学的データ、処置、入院/外来患者の記録を含
む 

�  ICU入院、もしくは病院入院、退院日の人口動態、
vital状態、検査値、血液バンクの報告、薬剤、
Diagnosis-Related Group（DRG）、ICD-9-CM 、病
院での処置やサービスに関するCPTコード　　を検
査した 



Measurements	
� 血清BUN　10-20、20-40、40mg/dl以上に分類 
� 病院死亡率も同様に、ICU入院後30日、90日、365
日での死亡をロジスティック回帰分析で調べた。 

� 補正オッズ比は多変量ロジスティック回帰分析モデ
ルにより設定した。 



Sta4s4cal　analysis	

�  絶対変数は頻度分布で説明、分割表とカイ2乗検定を用いて比
較 

�  連続変数は図表とsummary　statisticsで説明、一元分散分析
を使用し暴露群と比較 

�  補正していない相関係数のBUNとoutcomeの関連は分割表、
カイ二乗検定、二変量ロジスティック回帰分析により設定 

�  補正オッズ比はBUNと死亡率両方にもっとも相関する共変数
を組み入れた多変量ロジスティック回帰モデルにより設定 

�  Primaryモデル：連続変数の明記はakaike’s　information　
criterionを使用したprimary　outcomeの初期相関により 

�  死亡率のリスクにおいて上部消化管出血、急性腎障害、Cr可
能な修飾因子を評価 

�  相互作用の優位差は尤度比検定を使用 
�  両側検定　 
 



Exposure	  of	  interest	  and	  comorbidi4es	

それぞれの疾患はICD-‐9の中で定義	  
Sepsis	  was	  defined	  by	  the	  presence	  of	  any	  of	  the	  followingICD-‐9-‐CM	  codes:	  

038.0	  –038.9,	  020.0,	  790.7,	  117.9,	  112.5,	  and	  112.81(18).	  
Acute	  myocardial	  infarct	  is	  defined	  by	  ICD-‐9-‐CM	  410.0–410.9	  (19)	  before	  or	  

on	  day	  of	  ICU	  admission.	  	  
CongesCve	  heart	  failure(CHF)	  is	  defined	  by	  ICD-‐9-‐CM	  428.0–428.4	  before	  or	  

on	  the	  day	  of	  ICU	  admission	  (20).AKI	  was	  defined	  as	  ICD-‐9-‐CM	  584.5,	  
584.6,584.7,	  584.8,	  or	  584.9	  (21).	  	  

Upper	  gastrointesCnal	  bleed	  (UGIB)	  was	  defined	  as	  CPT	  codes	  for	  endoscopy	  
(44.43,	  45.13,	  45.16,	  45.14)	  with	  the	  presence	  of	  ICD-‐9-‐CM	  code	  531.0	  –
531.9,	  532.0	  –532.9,	  533.0	  –533.9,	  534.0	  –534.9,578.0,	  578.1,	  or	  578.9	  
before	  or	  on	  the	  day	  of	  ICU	  admission	  (22). 



� 輸血データは血液バンクから。　ICU入室後48時間
以内に輸血した患者は含めた。 

� ステロイド：薬剤名、入院日、用量を記録　入室後
7日以内に24時間の投与された患者は含めた。 

�  ICU入室前7日間にTPN受けている患者はCPT　code
で決めた 

� 腸管栄養に関しては今回言及していない。 

l The Deyo-Charlson Indexは併存疾患のメジャーとして
設定慢性疾患、17疾患　を対象1年死亡率の補正リスク
にもとづいて重症度スコアをつけている。0-33まで。 
•  ICU入室時もしくは後48時間に血液培養採取した人
は分けた 



Assesment　of　mortality	
�  Vitａｌ　status　social　security　deth　indexから得た。 

End　points	
� Primary：30日死亡 
�  other：90日、365日、院内死亡、血液培養陽性 

















Discussion	

�   クレアチニン0.8～1.3mg/dlの患者において、ICU入
院中のBUNは30日、90日、365日、院内死亡率の著
明な予測因子である。 

� BUNはクレアチニン、うっ血性心不全、sepsis、
Deyo-Charlson　Index、ステロイド使用、ICU入院
からの期間を含めた多変数補正後の生存予測因子に
なる。 



� 尿素は腎の能動もしくは受動輸送で再吸収される 
� 尿素排泄は蛋白の摂取の増減で増える 
� 尿素は血液を介して腸に到達する 
� 結腸にあるurease-rich　microfloraによる尿素分解産物は
腸細胞にあるグルタミン合成のため直接使われる 

� 高濃度の内臓にあるアンモニアは尿素合成に利用される 

 
 



� 他のアンモニアsourceは蛋白分解におけるアミノ酸異
化である。 

� 肝細胞中のアンモニアとアミノ酸の基質の利用と尿素
サイクルの機能は尿素合成の量を決める 

� 尿素サイクルの長期的調節は非経口もしくは腸管から
の蛋白摂取の慢性的な増加、もしくは他の餓死や重症
疾患等の蛋白異化状態に適応する間に生じる 

� 糸球体濾過、尿素の尿細管での再吸収、蛋白摂取、異
化、水分状態、上部消化管出血等はBUNを変化しうる。 
　異化…ステロイド、TPN、代謝性アシドーシス、腎機
能 
　水分状態…脱水からの腎血流低下、心拍出量低下、

sepsis 



� クレアチニン0.8～1.3mg/dlの患者にfocusを当てたの
は、施設により正常範囲と考えられたもので、健常
人で実行された血清クレアチニンの校正された値に
基づいた。 

�  0.8以下を含めなかったのは、0.8以下だと重篤疾患
において死亡率増加と関連しているからである。 



Figure	  1.	  

Figure	  1.	  	  SchemaCc	  diagram	  of	  
potenCal	  mechanism	  of	  the	  blood	  
urea	  nitrogen	  (BUN)-‐mortality	  
associaCon.	  CHF,	  congesCve	  heart	  
failure.	  



Limita4on	
 
� 患者は施設での血清クレアチニンの正常濃度により
選択された（国際基準とは比較していない） 

� 生理学的データを含んでいない 
� BUNを変化しうる変数の水分状態に関して適応でき
ていない。 

�  3次医療機関で施行されていて一般化されていない 



� 医学的状況の識別をするICD-9の正確性には議論の
余地がある 

� 年齢や性別を追加することで、Deyo-Charson Index
は生理学的データが欠如する中、リスク補正する代
替法として考えられた。 

� 他の慢性的な医学的状態が死因に影響しうるかもし
れない 

� Social　security　death　indexの利用で、コホート
が長期間followできた 

� 併存疾患を定義するため過去の記録を使用した。 



Conclusion	

� クレアチニン0.8～1.3mg/dlの重症患者で、ICU入院時血
清BUN値の上昇は血清クレアチニンに独立して死亡率を
上昇させる． 

� 上部消化管出血を除いた他疾患のリスク因子になりうる． 


