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Dual　Photon　Absorptiometryによる第3腰椎のBone　Mineral

　　Densityの定量：Single　Photon　Absorptiometryによる

　　　　　携骨遠位部のBone　Mineral　Densityとの比較

Quantification　of　Bone　Mineral　Density　at　3rd　Lumbar　vertebra　by　Dual

　　Photon　Absorptiometry：Comparison　of　Bone　Mineral　Density

　　　　　　at　Distal　Radius　by　Single　Photon　Absorptiometry
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1．緒　　言

　全身の骨は，皮質骨と海綿骨の占める割合は一

様でない．つまり，末梢骨は主として皮質骨より

なり，他方躯幹骨は主に海綿骨よりなっているこ

とが知られている．しかも，加齢や病的状態にお

いては，皮質骨と海綿骨の骨塩量の変化は平行せ

ず，またその程度も異なる可能性が示唆されてい

る1・2）．現在まで，種々の部位の骨を測定対象と

する骨塩量の定量法が開発され，臨床に供されて

いる3”7）．われわれは従来よリシンチカメラ方式

のDual　Photon　Absorptiometry（DPA）装置を開

発し，その基礎的検討を行い，臨床使用に耐え得

ることを認めている5・8・9）．そこで，今回正常者お

よび原発性副甲状腺機能充進症（PHP）症例にっ
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いて，このDPA装置を用いて海綿骨が主体であ

る第3腰椎（L3）のBone　Mineral　Density（BMD）

を測定するとともに，Single　Photon　Absorptio－

metry（SPA）により皮質骨が主体である榛骨1／3

遠位部のBMDを併せて測定し，両者のBMDを
比較し，その臨床的意義を検討したので報告する．

II．対象と方法

　対象は，正常成人151例（男性51例，女性100

例，年齢21～80歳）およびPHP　4例（男性3例，

女性1例；骨型1例，結石型3例）の計155例で

ある．

　正常者については，L3と梼骨遠位部の骨幅

（Bone　Width，　BW），骨塩該当量（Bone　Mineral

Content，　BMC）およびBMDを測定した．ここで，

BWは非骨部，つまり軟部組織を透過してきたガ

ンマ線の平均強度の70％以下（SPAの場合）また

　Key　words：Dual　photon　absorptiometry，　Single

photon　absorptiometry，　Bone　mineral　density，　Lumbar
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は80％以下（DPAの場合）を示す骨部分の範囲を

表わす．BMCはこのBWの範囲内で計測される

骨断面の骨塩該当量であり，BMDはBMCをBW

にて除した値である．L3のBW，　BMCおよび

BMDはシンチカメラ方式のDPA装置を用いて
測定した5・8）．測定値の再現1生はCV　4％以下であ

る．榛骨遠位部のBW，　BMCおよびBMDはSPA

（Bone　Mineral　Analyzer，　Norland）を用いて測定

した．測定値の再現性はCV　2％以下である．測

定部位は左擁骨の1／3遠位側とした．

　BW，　BMCおよびBMD値は，21歳から80歳ま

での各10歳ごとに平均土標準偏差を求め，21～30

歳の値と各10歳ごとの値をそれぞれL3と榛骨遠

位部について比較した．なお，21～30歳の値を

100％として表示した．

　PHP症例ではL3および榛骨遠位部のBMDの

測定の他に，血中イオン化カルシウム（Ca杵），　C

末端副甲状腺ホルモン（C－PTH）およびアルカリ・

フォスファターゼ（ALP）濃度を併せ測定した．

さらに，臨床像との対比を行った．

III．結　　果

正常者におけるL3および榛骨遠位部のBW値

をFig．1に示す．　L3のBW値は，男性，女性

BW
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　　　　　　　　　　　year　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　yea「

Fig．1Changes　of　BW　values，　as　a　function　to　aging，　at　3rd　lumbar　vertebra（L3，　closed

　　　circle）and　distal　radius（open　circle）in　normal　males（left）and　females（right）．

　　　BW　at　the　age　of　21－30　years　old　was　expressed　as　100％．＊pく0．025（BW　at　the

　　　age　of　21－30　years　old　vs．　BW　in　corresponding　age　group）．
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ともに年齢による変動は認められなかった．一方，

擁骨遠位部のBW値は，男性では変動がみられ

なかったのに対し，女性では31～40歳および

51～60歳の群で有意の上昇が示された（いずれも

p＜0．025）．

　正常者におけるL3および梼骨遠位部のBMC

値をFig．2に示す．　L3のBMC値は，男性では

71～80歳の群で，女性では61歳以上の群で有意

の低下が観察された（いずれもp＜0．001）．榛骨遠

位部のBMC値は，男性では年齢による変動がみ

られなかったが，女性では61歳以上の群で有意の

低下が示された（P＜0．005または0．001）．
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　加齢に伴う，正常者のL3および梼骨遠位部の

BMD値の変化をFig．3に示す．男性ではL3の

BMD値の低下は51～60歳に始まるのに対し，

擁骨遠位部でのBMD値の低下は71～80歳で初

めて認められた．女性でもL3のBMD値は51～

60歳から低下し始め，榛骨遠位部でのBMD値の

低下開始時期（61～70歳）よりも早期であった．

さらに，71～80歳のBMD値を21～30歳のBMD

値（100％）と比較すると，男性ではL3のBMD

値は66％，擁骨遠位部のBMD値は82％であり，

女性ではL3のBMD値は57％，携骨遠位部の

BMD値は68％であった．このように，男性，女

（9）

100

BMC　　50一
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　　　　　　　　　　　yea「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　year

Fig．2　Changes　of　BMC　values，　as　a　function　to　aging，　at　L3（closed　circle）and　distal

　　　radius（open　circle）in　normal　males（1eft）and　females（right）．　BMC　at　the　age

　　　of　21－30　years　old　was　expressed　as　100％．＊p＜0．005　and口p＜0．001（BMC　at

　　　the　age　of　21－30　years　old　vs。　BMC　in　corresponding　age　group）．
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Fig．3　Changes　of　BMD　values，　as　a　function　to　aging，　at　L3（closed　circle）and　distal

　　　　　　radius（open　circle）in　normal　males（left）and　females（right）．　BMD　at　the　age　of

　　　　　　21－30years　old　was　expressed　as　100％．＊p＜0．01，＊＊p＜0。005　and＊＊＊p＜0．001

　　　　　　（BMD　at　the　age　of　21－30　years　old　vs．　BMD　in　corresponding　age　group）．

Table　1 Concentrations　of　ionized　calcium，　C－PTH，　ALP，　values　of　BMD　at　L3　and

　　distal　radius，　and　clinical　manifestation　in　patients　with　PHP

No．　Sex
Age

（yrs．）

　　Ca朴
（mMol∫L）

C－PTH
（ng／nn1）

ALP
（IU／L）

BMD（9／cm2）

L3 Radius
Clinical　feature

1

2

3

4

M

M

F

M

17

55

47

21

2．28

1．54

1．50

1．57

3．5

1．6

0．4

0．6

2，813

46

103

71

1．330

（166％）

0．962

（138％）

0．470

（63％）

0．554

（69％）

0．421

（54％）

0．739

（99％）

O．394

（63％）

0．705

（90％）

Bone　type

Stone　type

Stone　type

Stone　type

Normal　range 1．0－1．2 ＜0．6 25－85

（）：％of　BMD　in　corresponding　sex　and　age－matched　controls
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性ともに加齢によるBMD値の低下はL3で著し

く，しかも榛骨遠位部のそれよりも早期に生じる

ことが示された．また，加齢による骨塩量の低下

を知るには，BMCよりもBMDの指標が有用で

あり，より早期にその変化を認識できることが示

された．

　PHPのCa什，　C－PTH，　ALP濃度，　BMD値お

よび臨床像をTable　1に示す．1例の骨型では，

Ca杵とALP濃度の著明な高値の他，　L3のBMD

の高値と榛骨遠位部のBMDの低値が認められた．

3例の結石型では，L3のBMDの低値または高値

が，榛骨遠位部のBMDの低値または正常値が得

られ，海綿骨と皮質骨のBMD値には一定の傾向

がみられなかった．

IV．考　　察

　皮質骨と海綿骨は種々の点で違いがみられる．

例えば，海綿骨は皮質骨に比して骨代謝回転が高

く，そのためにカルシウム調節ホルモンなどの影

響を受けやすいと考えられている．また，海綿骨

は脊椎骨などの躯幹骨でその比率が高く，他方皮

質骨は榛骨などの末梢骨で比率が高い．したがっ

て，加齢に伴う骨塩量の低下や代謝性骨疾患の骨

塩量の変化を，海綿骨と皮質骨のおのおのについ

て検討し，両者の差異を明らかにできれば，これ

らの骨病態を解明する上で興味深い．骨塩量の定

量法のうち，Photon　Absorptiometryは簡便でし

かも再現性良く，正確に測定できることが知られ

ている10）．そこで，われわれはDPAにより海綿

骨が主体のL3のBMDを，　SPAにより皮質骨が

主体の榛骨遠位部のBMDを測定した．

　Photon　Absorptiometryにより測定される骨塩

量の指標として，BMCやBMDが用いられてい

る．ところが，BWは個人差があり，また測定部

位の位置の微妙な違いにより異なるので，通常

BMCをBWで除した，　BMDが用いられている．

今回の検討では，女性例の梼骨遠位部のBWは

年齢による変動がみられた．したがって，加齢に

よる骨塩量の変動を検討するには，BWの個人差

や年齢による変動の影響を除外できる，BMDの
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方が有用であると考えられた．事実，BMCより

もBMDの指標を用いる方が，加齢による骨塩量

の低下を知る上で有用であった．

　加齢に伴い，BMDの低下が観察されたが，　L3

のBMDの低下が榛骨遠位部のそれよりも著明で

あった．カルシウム調節ホルモン濃度は加齢とと

もに変動することが知られている．つまり，高齢

者では骨吸収の抑制作用をもつカルシトニンの分

泌低下11）や腸管からのカルシウム吸収と骨の石灰

化を促進する活性型ビタミンDの産生低下12）が

みられる．したがって，これらカルシウム調節ホ

ルモン濃度の動向に対し，皮質骨よりも海綿骨の

方が鋭敏に反応することが予想された．さらに，

高齢女性でL3のBMDの低下が著明であったの

は，PTHの骨吸収作用に保護的に働くエストロ

ゲンの欠乏13）が，BMDをより低下させた可能性

が考えられた．

　PTHの骨に対する作用は2つに分けられる．

つまり，骨脱灰に導く速やかな効果と骨形成を起

こす緩徐な効果である14）．この後者の作用は，海

綿骨の骨塩量を増加させるが皮質骨にはみられな

いといわれる15）．PHPのうち，最も進行し，重症

である骨型の1例では，L3のBMDの高値と横i骨

遠位部のBMDの低値が観察された．したがっ

て，PTHの分泌が強く，しかも長期間続く状態

では，海綿骨の骨塩量が増加し，皮質骨の骨塩量

が減少することが示唆された．一方，結石型では，

海綿骨と皮質量のBMDには一定の傾向が認めら

れなかった．このことは，PTH過剰状態の期間

の長短を反映しているのか，あるいはPTH分泌

の程度の違いを表わしているのかは明らかでない．

いずれにしても，結石型のBMDは多彩であるこ

とが示唆された．

　このように，正常者の加齢に伴う骨変化やPHP

の骨病態の解明には，皮質骨と海綿骨の両方の

BMDの測定が必要であることが示され，今後広

く代謝性骨疾患にも応用されることが期待された．

v．結　　論

正常者およびPHP症例について，海綿骨が主
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体である躯幹骨（L3）のBMDをDPAにより，

皮質骨が主体である末梢骨（榛骨遠位部）のBMD

をSPAにより測定した．正常者では加齢に伴い

BMDの低下がみられたが，末梢骨よりも躯幹骨

において著明であり，しかも早期に生じることが

認められた．PHPのうち，骨型では海綿骨の

BMDの高値と皮質骨のBMDの低値が認められ
たが，結石型では一定の傾向がみられなかった．

このように，代謝性骨疾患の骨病態を知るために

は，両部位におけるBMDの測定の重要性が示さ

れた．

　稿を終えるに当たり，DPA装置の開発に絶大なるご

教示とご支援を賜った中外製薬株式会社西井易穂博士

に深謝致します．
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