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腎と骨 ミネラル代謝は密接に関連しており,慢性腎臓病患者では柳 吸収と骨形成のバランス

が崩れることにより腎性骨異栄養症を望する. しかし,腎性骨異栄養症に対する治療の変遷や

慢性腎臓病の原疾患の変化により,その臨床像は時代とともに変わってきている.一方,慢性腎

臓病患者の骨 ミネラル代謝異常を,骨痛変のみならず血管石灰化を中心とした異所性石灰化病

変にも注目して,評価 ･治療 しようとする新 しい概念が提昭 された.今後はこの新たな概念に

基づいた骨 ミネラル代謝管理が,循環器疾患の予防のみならず骨量や骨貿維持にいかに影響す

るかが注目される.腎臓病患者におけるもう つ の問題に透析アミロイド-シスがあり,骨折

や透析性脊椎症の治療には難渋することも多い.これらの治療成績向上のためにも骨 ミネラル

代謝の良好なコントロールが重要である.

キーワ-ド:CKD-MBD,腎性骨異栄鄭 責,透析ア ミロイド-シス,透析性脊椎症

は じ め に なおち,骨はカルシウム (Ca)貯蔵庫 としての董

腎と骨 ミネラル代謝は密接に関連 している,す および吸収に直接関わっている (図l).さらに腎
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図 1 腎 と骨 ミネラル代謝

は了首ミネラル代謝に重 要 なビタミンDが活性化

される臓 器として も重要である.慢性腎臓病

(chronickidneydisease:CKD)患者では,腎性骨

異栄養症 (Renalosteodystrophy:ROD)と透析ア

ミロイド-シスが骨関節疾患の代表であり,これ

ら2つの問題について述べる,

慢性腎腺病に伴う骨ミネラル代謝異常と骨病変

腎疾患に伴う骨 ミネラル代謝異常は,骨形成と

骨吸収のバランスが崩れていく骨病変,すなわち

RODとして取 り扱われてきた.ROI)は,組織型
によって弓①線維性骨炎型,②混在型,③軽度変化
壁,④無形成骨症型,(言,骨軟化症型,に分類され

る.線維性骨炎型や混合型は 二次性副甲状腺機能

先進症による骨代謝回転の先進を反映 している,

一方,無形成骨症型は骨代謝回転がほとんど見ら

れない状態を,骨軟化症型は石灰化障害を反映 し,

いずれも骨代謝回転が低 T､ねした状態である.各病

型の原因や頻度は時代とともに変貌している.す

覧 慧

副 甲状腺
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なわも,古典的には二次性責紳闘犬腺機能克進症に

よる線維性骨炎型やビタミンD活性化障害およ

びアル ミニウム沈着による骨軟化症型が問題であ

った, しか し,現在は線維性骨炎型の頻度が依然

高 い ものの,無形成骨型の割合が増えている.

線維性骨炎は古典的なRODの代表であるが,

現在においても巌も重要な病型である.腎障害に

よるリン排酒低下に伴う高 リン血症は,活性型ビ

タミンD産生低下とそれに起因する血清カルシ

ウム低下を引き起こし, 間接的に副甲状腺機能を

先進させるのみならず, 酎妾的な副甲状腺ホルモ

ン (parathyroidhormone:FrH)への分泌先進作

用をも持つ.それ以外にも,副甲状腺におけるビ

タミンD受容体の減少,カルシウム感知受容休の

減少, リン利尿因 子であるFGF棚23(fibroblast

growthfactor-23)の増加による活性型ビタミン

D産生の抑制,なども副甲状腺機能先進症に関与

することがわかってきているl).骨代謝回転の異

常な克進は,骨吸収が優位な状況を引き起 こし,

骨墨は減少する.
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一方,無形成骨は近年増加 している新たな問題

といえる.無形成骨は石灰化障害以外の原因で骨

リモデ リングが哲しく減少 した腎性骨症と定義 さ

れるが,絶対的または相対的な副甲状腺機能低下

症が原因であり,その背景にはPTHに対する骨

推挽性がある.FrHに対する骨抵抗性の原因とし

ては,骨芽細胞におけるⅠyrH受容体の減少,破骨

細胞形成抑制因子であるosteoprotegerinの蓄積,

インドキシル硫酸の蓄積,などの様々な機序が考

えられている2).無形成骨の臨床的な意義は解明

されていないが,骨微細損傷を蓄積させて骨質の

劣化を招 く可能性がある,骨折治癒に悪影響を及

ぼす可能性が高い,などの問題が懸念される. さ

らに異所性石灰化の頻度が高いと言われている.

近年,CKD患者では血管石灰化が生命予後を

規定する重要な園子であることが認識 され,骨 ミ

ネラル代謝を骨病変のみに注 目するのではなく,

異所性石灰化を伴 う全身疾患 として認識 しようと

する新たな概念が提唱 された. それが CKD-

mineralandbonedisorder(CKD-M盲D)である3).

CKD-MBDの定義は,CKDに伴うミネラルおよ

び骨代謝の全身疾患であり,① ca,㍗,PTHまたは

ビタミンD代謝異常,②骨回転,骨石灰化,管

壷 ･骨成長,骨強度異常,③血管または軟部組織

の異所性石灰化,のうち最低 1つの項 目を満たす

ものである.現在は,治療ガイドラインが示 され,

血清 p,Ca,PTH濃度の管理 目標がステ-ジごと

に設定 されている.今後はこのガイドラインにの

っとった治療が行われていくことになる.

整形夕摘斗が扱う腎搬病患者の骨関節疾患

整形外科医が腎臓病患者に対 して早期から骨 ミ

ネラル代謝異常の治療に関 与する機会は少なく,

何 らかの捧痛処置や外科処置が必要となる例を扱

うことが多い.特に問題となるのは骨折とア ミロ

イド骨関節症である.

骨折はRODを基盤 とした骨脆弱性に伴って生

じることが多いが,アミロイド骨嚢胞も原図とな

り得る.代表的な骨折である大腿骨頭部骨折では,

末 期 腎 不 全 患 者 における発生 リスクは健常人に比
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較 して 射落高い との 報告 がある4). また,透析患

晋において本骨折後の死亡率が非骨折患 者に比べ

て約 2倍であったとの報告もあり,本骨折は健常

人同様,腎臓病患者においても生命予後に関連す

る5).

その治療に関 してKaraemino郡nariらは,一般

的には骨癒合が得 られやすい大月遺骨転子部骨折に

対する骨接合術であっても11骨折中 5骨折で偽

関節 となり,内側骨折に至っては 13骨折中9骨

折で偽関節となったと報告 している6).すなわち,

腎不全患者においては骨折 リスクが高いのみでな

く,骨癒合も得 られにくい.

透析アミロイ ドーシスは,本来は腎臓で凍過 さ

れるべきβ2…microglobul豆nが,関節周囲の軟部

組織,関節包,滑膜,靭帯,骨軟骨組織などに沈着

して臨床症状を墨する疾患である.ア ミロイ ドに

よる機械的圧迫以外に,炎症反応も症状に関連 し

ている可能性が指摘 されている.代表的な病変と

して,宿,膝,股関節などでの関節症,骨嚢腫,辛

根管症候群の他に,脊椎の黄色靭帯,後縦靭帯,

椎間板などの組織に沈着 して脊髄 を圧迫 したり,

破 壊性病変を引き起こしたりする透析性脊椎症な

どがあるが,ここでは透析性脊椎症について述べ

る.

図2は当科における透析愚者の脊椎手術件数だ

が,増加が著 しいことがわかる.透析患者にみら

れる脊椎病変は,1984年 Kuntzによって,X線で

著明な椎間腔の狭小私 権体終板の侵食像や融解

像,骨棟形成が弱い,などの特徴を持つ病変を破

壊性脊椎関節症 (destructivespondyloarthropa-

thy:DSA)として報告 された7).鉦私 透析患者

の脊椎病変とDSAは同義語 として扱われてきた

が,MRIの普及や病理学的検索により,DSAの範

噂には入らないものの,ア ミロイド沈着が症状の

原因となっているものが存森することが明らかと

なってきた.現在では透析ア ミロイド-シスを主

因として発症する脊椎症はまとめて透析性脊椎症

と定義 される.脊椎へのア ミロイド沈着が梶本原

因であり,軟部増殖性病変や骨破壊性病変を時に

単独,時に同時に引き起こし神経症状を出現 させ

る.DSAの頻度は20%程度 との報告が多いが,
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図2 当村における透析患者の脊椎手術件数

Yamamo服)らによれば透析期間 に依 存 し て 頻度が

高くなり,15年以 Lでは38.6% と 高 頻 度 で あ る 8).

しかし,その疫学は朱だ不明な点が多い.好 発部

位は頚椎が翁蓬も多く,次いで腰椎であり,個稚は

少ない.

頚椎病変では脊髄 症による手足の しびれ,手巧

頼性障害,歩行障害 の頻度が高い.X線ではDSA

所見のない例でも神 経庄迫が生 じうるためMRI

が欠かせない,非進行性の軽度脊髄症ではカラ-

固定による保存的治療が試みられるが,中等度以

上の脊髄症では手術を考慮すべきである.手術は,

不安定性の無い例では椎弓形成術を,不安定性が

ある例では内固定金属を用いた後方除圧固定術を

第--選択としている.以前行われた前方除圧固定

術は,致死的合併症の可能性があり,極力避ける

ようにしている9).頚椎手術は出血量や手術時間

からみても比較的低侵襲であり,成績も安定 して

いる.最近の透析性頚椎症 17例の術前後ALD変

化では,歩行,食事摂取に関しては,術前可能で

あった例は術後も維持されていた.しかし術前歩

行不能の 5例中2例,食事摂取不能の4例中2例

で術後も不能のままであったことは,症状が重篤

化してからの治療副詞糎性を示 している.すなわ

ち頚椎病変の最も重要な点はサ学期診断である.

2007 (年度)

腰椎では,症状 としては腰部脊柱管狭窄症と基

本 的 に は同様 だが,帰 日撲翻奪痛がはるかに重篤

な例が多い.腰椎 手術は侵襲が大きく合併症も少

なくないため,手術適応はより厳しくすべきであ

り,中程度の捧癖や間数鍍行に対してはプロスタ

グランディン製剤や神経 プロ ､ソタ,装具療法など

が選択される.しかし高度捧痛例や下肢麻輝例で

は手術以外に救済する方法が無く, リスクを十分

説明し,同意を得た例のみに手術を行 う.何らか

の除圧術は必須で,不安定性があれば固定術を併

用する.除圧術のみでは侵襲は少ないが,腰椎病

変では不安定性を伴う例が多く,固定術の併用を

余儀なくされることが多い.しかし,当科で透析

性脊椎症に対 して腰椎固定術を行った13例では,

術後感染 2例 (いずれも多剤耐性菌,1例死亡),

骨癒合不全 11例であった.このことは,腰椎固定

術を施行する場合には何らかの感染症対策と骨癒

合率を向 ヒさせるための工夫が必要であることを

如実に示 している.骨癒合率向 Lのためには,強

固な内固定と良好な骨癒合能が必須である.この

ためにもCKD患者において早期からの骨粗腎症

隣り二と骨質維持を念頭においた骨 ミネラル代謝管

理が重要となる.さらに線維性骨炎や無形成骨の

存在は骨癒合能を低下させる原因となろう.よっ
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て骨 ミネラル代謝を症例ごとに評価 し,手術と並

行してそれらも治療 していくという,これまでに

ない治療戦略が求められる.

お わ り に

CKD-MBDという概念の普及に伴い,骨 ミネ

ラル代謝管理は異所性石灰化を予防する意味でも

より早期か ら行われ ることになる. その結果,

RODの予防や骨癒合を目指 した手術治療にもよ

い効果が得 られるかどうか,注視 していく必要が

ある.
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