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《原　著》

二次性副甲状腺機能充進症患者における

　副甲状腺摘除術前後の骨塩量の変化

一
部位別の比較検討

小橋　肇子＊　　岡村　光英＊＊

池田　裕子＊　　小山　孝一＊

越智　宏暢＊＊　　山田　龍作＊

河辺　譲治＊　　細川　知紗＊
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　要旨　二次性副甲状腺機能充進症（以下2°HPTと略す）をきたした血液透析患者で，副甲状腺摘除

術（以下PTXと略す）が施行された35例を対象に，　PTX前後の骨塩量の変化を部位別（僥骨遠位部1／

3，頭部，全身骨，第3腰椎）に測定し比較検討した．2°HPT患者の骨塩量は町X前は健常者と比べ

各部位で低値を示し，特に皮質骨主体の榛骨が著明に低値であった．m三X後の骨塩量は，各部位にお

いて増加を認め，特に頭部での増加が顕著であった（PTX前に対し67％増加）．また，海綿骨が主体の

腰椎の骨塩量は術後1年までは増加し（17％），1年以降ではむしろ減少した（14°／。）．1年以降の減少は

加齢による影響も加味されていると思われる．僥骨骨塩量も頭部ほど顕著ではないが，術後2年まで

上昇し続けた（23．2％）．以上より，PTX後の骨塩量の変化は，部位によって違いがあり，治療効果の判

定には，最も鋭敏に反映する頭部の測定が有用と考えられた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学32：667－673，1995）

1．はじめに

　近年，慢性腎不全患者は人工透析技術の進歩に

より長期生存が可能となった．しかし，一方，長

期の血液透析に伴い，種々の合併症の出現を認め

るようになった．腎性骨異栄養症（以下RODと

略す）もそのひとつである．RODの主な骨変化と

して線維性骨炎，骨軟化症等があるが，このうち

線維性骨炎は，二次性副甲状腺機能充進症（以下

　＊大阪市立大学医学部放射線科教室
　＊＊　　　　同　　　　核医学研究室

＊＊＊　　　　同　　　　第二内科学教室

＊＊＊＊　　　　同　　　　泌尿器科教室

受付：7年2月22日
最終稿受付：7年6月6日
別刷請求先：大阪市阿倍野区旭町1－5－7　（㊦545）

　　　　　大阪市立大学医学部放射線科教室
　　　　　　　　　　　　　　　小　橋　肇　子

2°H円「と略す）によって起こり，全身に骨の吸収

および硬化の混在した多彩な病変を呈し1），骨塩

量の低下も認められている2）．2°HPTの骨の変化

はappendicular　bone（皮質骨主体）とaxial　bone（海

綿骨主体）で骨変化の程度に違いがあると報告さ

れている3～5）．現在，2°HPTにおいて内科的治療

が効を奏さない症例に副甲状腺摘出術が行われ

ており3・6），これらの治療に対する効果も部位に

よって違いがあることは，十分考えられる．今

回，われわれはPTX前後の骨塩量の部位別変化

を比較検討し，興味ある結果を得たので文献的

考察を加え報告する．

II．　対象および方法

　対象：血液透析患者で2°HPTをきたしたた

め，1987年4月から1991年8月までにPTXが

施行され，PTX前後での骨塩量が測定された35
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例を対象とした．内訳は男性ll例，女性24例

（このうち閉経後は，15例），年齢は29歳から63

歳（46±8歳），透析期間は5年から19年（10±3

年）である．なお，全例，PTX前後の副甲状腺ホ

ルモンc末端を測定し，PTX後正常範囲内である

ことを確認した．また，術後経過観察中に，再発

例は認、めなかった．

　1）測定方法

　（1）榛骨Single　photon　absorptiometry（以下

SPA）．　Norland社製Bone　densitometer　Model　178

（核種；1251）を使用し，榛骨遠位端から1／3の部位

（6回測定し，最高値と最低値を除き4回の平均値

を測定値とした）を測定し，Bone　mineral　density

（以下BMDと略す）を得た（coefficient・of・variation

（以下CV値）3％7））．

　（2）dual　photon　absorptiometry（以下DPAと略

す）．使用機器はNorland社Dichromatic　bone　den－

sitometer・Modal・2600（核種；153Gd）である（CV値

1．41～1．33％8））．全身骨測定用のプログラムを用

い，このうち頭部（鎖骨上窩のレベルより上），胸

部（鎖骨上窩のレベルから腸骨稜レベルまでで両

上肢を省く），骨盤（腸骨稜から恥骨下縁レベルま

で），全身の4部位のTotal　bone　mineral（以下

TBM）およびBMDを検討した．また，腰椎測定

用プログラムで測定した，第2～4腰椎または第

3腰椎のTBMおよびBMDについて検討した．

なお，骨塩測定は，毎回同一医師によって施行さ

れた．

　2）経過観察期間（Table　1）

　PTX前は全例において，骨塩量を測定した．

PTX後はTable　lのごとく6か月，1年，2年後

まで測定した．

　3）検討項目

　（1）PTX前の榛骨，頭部，全身，第3腰椎の

各部位のBMDについて，男女別に30，40，50

歳代の患者群と，健常群との比較を行った．

　（2）同4部位のPTX前およびPTX　1年後の

BMDを男女別に健常群と比較検討した．また，

同4部位のPTX前およびPTX　1年後のBMDと

健常群の平均BMDとの差についても検討した．

　なお，梼骨BMDの健常群は同種の機種を用い

た白木ら7）の報告を引用した．また全身，腰椎の

BMDは当施設にて測定したvolunteer群と比較し

た9“－11）．また，健常群のBMDの平均値±2SDを

正常範囲とした．

　（3）35例の榛骨の％BMDの平均値と，頭部，

骨盤，胸郭，全身，および第2～4腰椎の％TBM

（骨量そのものの増減を検討するため）の平均を

町X前後で比較検討した．

　％BMD＝｛（PTX後のBMD－PTX前のBMD）／

PTX前のBMD｝×100．

　％TBM＝｛（PTX後のTBM－PTX前のTBM）／

PTX前のTBM｝×100．

　有意差検定には対応のないF検定を用い，p＜

0．05をもって有意とした．

Table　l　The　examination　time　of　the　subjects（before　PTX　and　6　months，　l　and　2　years　after　PTX）

No． radius head・total　body lumbar　spine

1－15

16

17，18

19

20－25

26－29

30，31

32

33

34

35

pre　PTX，6m，1y

pre　PTX，6m，　l　y

pre　PTX，6m，　l　y

pre　PTX，　ly

pre　MX，6m
pre　PTX，1y

pre　PTX，6m，1，2y

pre　PTX，6m，1，2y

pre　PTX，1，2y

pre　MX，6m，1，2y

pre　P「rx，6m，　ly

pre　MX，6m，　l　y

6m，　ly

pre　PTX，6m，　l　y

6m，　ly

pre　PTX，6m

pre　PTX，1y

pre　PTX，6m，1，2y

pre　PTX，6m，1，2y

pre　PTX，1，2y

pre　P「rx，6m，1，2y

pre　PTX，　6m，1，2y

pre　PTX，6m，　l　y

pre　MX，6m，　l　y

pre　PTX，6m，　l　y

pre　PTX，6m

pre　PTX，1y

pre　PTX，6m，1，2y

pre　P「rX，6m，1，2y

6m，1，2y

pre　PTX，6m，1，2y
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Individual　value　of　BMD　in　head，　total　body，1umbar　spine　and　radius．　Hemodialyzed

patients　before　and　one　year　after　MX，　compared　with　normal（M±2SD）．（a：male　pre

P「rX；○，　post　PTX；◎，　b：female　pre　PTX；●，　post　P「rX；⑤，a，　b；aπow　showes　for　a

year）Value　of　BMD　in　all　sites　were　lower　than　before町X．　Especially，　BMD　of

radius　was　lower　than　that　of　other　sites．　Value　of　BMD　in　all　sites　increased　one　year

after　PTX．
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Table　2　The　BMD　of　four　sites（radius，　head，　total　body

　　　　and　lumbar　spine）before　PTX

　％
80

male female

radius

head

total

body

lumbar

spine

mean　above　　　9／10（90％）

m－2SD　below　3／10（30％）

mean　above　　　10／11（90％）

m　－2SD　below　3／11（27％）

mean　above　　　l　l／ll（100％）

m－2SD　below　5／11（45％）

mean　above　　　7／10（70％）

m－2SD　below　3／10（30％）

21／23（91％）

15／23（65％）

18／23（78％）

6／23（26％）

21／23（91％）

7／23（30％）

21／24（88％）

10／24（42％）

Table　3　The　BMD　of　four　sites（radius，　head，　total　body

　　　　and　lumbar　spine）one　year　after　MX

60

40

20

一一一一　head

■■0－－　petvis

－　　　thorax
－■●■一一 　total　bedy

－一■●一■－ 　Lumbar　SPIne

－－e－－　radius

post　PTX　ly

male female

radius

head

total

body

lumbar

spine

m－2SD　above　9！9（100％）　15117（87％）

m－2SD　below　119（10％）　　2／17（12％）

m－2SD　above　lO／10（100％）　18／18（100％）

m－2SD　below　O／10（0％）　　0／18（0％）

m－2SD　above　lO！10（100％）　18／18（100％）

m－2SD　below　O／10（0％）　　0／18（0％）

m－2SD　above　lO！10（100％）　17！19（89％）

m－2SD　below　O／10（0％）　　2／19（11％）

　06121824months
Fig．2　The　change　of％TBM　or％BMD　after　PTX　in

　　　each　site．　The％TBM　or％BMD　of　all　site
　　　increased　after　PTX，　especially　in　the　head．　The

　　　％BMD　of　the　radius　also　continued　to　increased

　　　up　two　years　after　PTX，　but　it　was　not　as　increased

　　　as　the　BMD　of　head．　The％BMD　of　the　lumbar

　　　spine　increased　after　PTX　for　one　year　and

　　　decreased　thereafter．

III．結　　果

　1．PTX前の模骨，頭部，全身，腰椎のBMD

　男女別，年齢別に健常群との比較をFig．　la，　bお

よびTable　2に示す．

　rTX前のBMD：榛骨のBMDにおいて，男性
の10例中9例（90％），女性の23例中21例（91％）

は平均値以下であった．正常下限以下（平均値一

2SD以下）は男性で3／10例（30％），女性で15／23

例（65％）に見られ，著明な低値を示す例を多く認

めた．頭部BMDは，男性では10／11例（90％），

女性では18／23例（78％）が平均値以下であった．

正常下限以下は男性3／11例（27％），女性6！23例

（26％）であった．全身骨のBMDは，男性は全例

平均値以下（100％）で，女性の平均値以下は21／23

例（91％）で，また，男性5／11例（45％），女性7／

23例（30％）は正常下限以下であった．腰椎は男

性7／10例（70％），女性21／24例（88％）が平均値以

下で，正常下限以下は男性3／10例（30％），女性

10／24例（42％）であった．

　2．1　1）PTX　1年後のBMDの健常群との比較

（Fig．1a，　bおよびTable　3に示す）：術後1年の

BMD値は，男性は頭部・全身・腰椎で，女性は

頭部・全身で正常未満例は，全例（100％）正常下

限（平均値一2SD）以上になった．男性の僥骨は正

常下限以上は9／10例（90％）で，女性の榛骨は正

常下限以上は15／17（88％）であった．腰椎の正常

下限以上は17／19例（89％）であった．以上のごと

く，urx　1年後の男女の榛骨と女性の腰椎を除く

全部位で，骨塩量は正常下限以上に改善した．

　2）PTX前とPTX　1年後のBMDと健常群の

平均BMDとの比較：PTX前とPTX　l年後の

BMDと健常群の平均BMDとの差の平均±SD
は，棲i骨は，PTX前：－O」4±0．081，　PTX　l年

後：－O．07±0．07，頭部はPTX前：－O．21±0．33，

Frx　1年後：－o．19±o．54，全身はPTx前：－o」9

±0．021，PTX　1年後：0．04±0．18，腰椎はPTX

前：－0．17±0．26，PTX　I年後：0．08±0」と，4部

位とも有意な増加（p＜0．01）を認めた．
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　3．％TBM（模骨は％BMD）の平均値をPTX
　　前後において部位別で比較（Fig．2）

　円「X前値と比較したPTX後6か月，1年，2年

の％BMDまたは％TBMの値はすべての部位で

上昇した．特に，頭部の増加が最も高く，2年後

まで有意に上昇し続けた（2年後％TBM：66．8％）

（P＜0．Ol）．

　棲i骨も頭部ほど顕著ではないが，2年まで有意

に上昇し続けた（2年後％BMD：23．2％）（片側検

定p＜0．05）．胸郭・全身・骨盤骨の％TBM値は

1年後まで各32．19。，27．7％，40．79。と有意に増加

し（p＜0．Ol），胸郭・全身骨は，1年から2年にか

けて上昇の鈍化を認めた（1から2年後の上昇率

は胸郭：4．0％，全身：6．09。）．また，骨盤骨は，

1年から2年後にかけては減少した（－2．7％）．

　腰椎の9。TBMはPTX後6か月，1年後では
PTX前値に対し有意に上昇し（いずれもp＜0．01），

6か月までの上昇が一番顕著で（17％），6か月か

ら1年ではほとんど変化なく（21．7％），1年以降

ではむしろ減少傾向（－7％）を示した．

IV．考　　察

　長期血液透析の合併症であるRODの特徴的な

骨病変のひとつに線維性骨炎がある．これは，過

剰な副甲状腺ホルモンが骨のturnoverを充進さ

せ，皮質骨は格子状構造に変化し，骨量が減少す

る3s）．一方，海綿骨では，骨量は，　Caバランス

により増加と減少の両方を生ずるが，いずれにせ

よその管状構造は不規則になり骨自体は脆くなる

といわれている3）．しかしながら，部位により，

この骨量の減少の程度に違いがあり，組織学的に

は，2°HPTによるtotal・bone・areaの減少は皮質骨

areaの減少によって起こっていることが証明され

ている2）．2°HPTに有用な治療法としてPTXは

よく知られている12）．PTx前は骨吸収の充進を反

映する骨形成速度は高くなり，PTX後は吸収表

面の骨形成速度の著明な低下を認めたという報告

がある12・13）．これら骨病変の経過観察に，以前よ

り，単純X線写真・骨シンチグラフィが利用さ

れてきた14－16）．また，RODの骨病態の正確な把

握や診断の確立の一助として骨塩定量測定が試み

られている．その方法の一つとして，腰椎，全身

骨測定が可能なDPA法また最近ではDPA法に替

わるものとしてDual　X－ray　absorptiometry法が広

く行われている．

　今回検討を行ったSPA法・DPA法の，再現性

すなわちCV値は，各々39。7），および1．41～

1．33％8）であった．CV値は100分の1の位の値

であり，今回検討された正常値との差，％TBM，

％BMDの変化率の値と比べ，十分信頼に足るも

のであると考えられた．また，健常群と比較した

2°HPT患者のPTX前の榛骨・頭部・全身・腰椎

は4部位とも，平均値以下を示すものが多かっ

た．特に榛骨は健常群と比較して正常下限（平均

一 2SD）以下の低値を示す例を多く認めた．梼骨

の遠位1／3部はおよそ95％が皮質骨で占められ，

PTX前の榛骨のBMDの低値は，皮質骨の骨量の

低下を示唆していると考えられる17）．PTX前の

BMDとして頭部は榛骨ほど平均値一2SD以下の

低値例の占める割合は高くなかった．この理由と

しては，頭蓋冠は骨の硬化像と吸収像が複雑に混

在しており17），骨塩定量では，硬化像は，骨塩量

の増加として反映されていることなどが考えられ

る．PTX前後の変化をみると，　mrx後4部位と

も，BMDは上昇し，各部位で平均値との差にお

いてもPTX前後で，有意な上昇を認め，町Xに

よる治療効果が認められた．また，％BMDまたは

9・TBMの平均値は全部位でPTX前と比べて有意

な増加を認め，骨の密度のみならず，骨量の増加

も認められた．部位別にみると，頭部が最も増加

しており2年後まで著明に上昇し続けていた．2°

HPT患者の特徴的な骨変化をきたす部位として，

頭蓋冠と上・下顎骨の経過観察の有用性について

緒家の報告があり18、21），今回のわれわれの報告と

一致していた．しかしながら，頭部は，歯あるい

は義歯があるため，今回の検討のように，正常群

および対象群間の比較よりも，同一症例における

PTX等の，治療前後の骨変化の比較検討に有用

と考えられた．頭部の次にPTX後の％TBMの高

い増加を認めた骨盤，胸郭はaxial・boneを指し，
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他の部位と比べ海綿骨の割合が高いと考えられ

る．これらの％TBMは，町X後1年までは著明

に上昇し，以後はほとんど変化なく，海綿骨主体

の骨は治療後早期の経過観察に有用と思われる．

同様に海綿骨が最も主体になると考えられる腰椎

の場合はPTX後6か月まで著明に上昇した．し

かし，1年後ではほとんど上昇せず，2年後はむ

しろ下降傾向を示した．2°HPT患者の骨変化の

経過観察には腰椎がよいとの報告もあるが4・s），腰

椎は，特に女性で，加齢による影響を最も受けや

すいところであるので22），長期観察においては慎

重な検討が必要と思われる．皮質骨の骨変化を反

映していると考えられる榛骨の％BMDは，　PTX

後，頭部，胸郭，骨盤等に比べて増加率は高くな

いが2年後まで漸次上昇し続けた．

　以上のように，ROD患者の2°HPTによる骨塩

量の低下は部位により違い，榛骨が最も著しく，

また，PTX後は頭部の骨塩量上昇が最も顕著で

あった．このことより，2°HPTの進行程度の把

握には，僥骨骨塩量が，また，PTX後の治療効

果判定には，頭部の骨塩量の計測が有用と考えら

れた．

V．　まとめ

　副甲状腺機能元進症をきたした血液透析患者

の，PTX前後における骨塩量の変化について，

部位別に比較検討した．

　PTX前は対象群の骨塩量は健常者と比べ低値

を示し，特に皮質骨主体の榛骨遠位端から1／3の

部位ではより低値であった．PTX後，検討した

全部位で骨塩量の増加を認めたが，胸郭，骨盤，

腰椎，梼骨骨塩量に比べ，頭部で最も顕著に認め

られ，2年後まで有意に増加し続けた．以上のよ

うに，urx前後でRODの骨変化は部位別に違い

があり，頭部の骨塩量の上昇が最も顕著なことよ

り，治療効果判定に，同部位の測定は有用と思わ

れた．
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Summary

Assessment　of　Bone　Mineralization　of　Hemodialyzed　PatientS　with　SPA　and　DPA

　　　　　　　　　　　　　　　＿＿Different　Effect　of　PTX　with　the　Site一

　　　Toshiko　KoBAsHI＊，　Tenle　OKAMuRA＊＊，　J（’ji　KAwABE＊，　Chisa　HosoKAwA＊，

Hiroko　IKEDA＊，　Koichi　KoYAMA＊，　Satoshi　HAGIwARA＊＊＊，　Yoshiaki　TAKEMoTo＊＊＊＊，

　　　　　　　　　　　　　　　Hironobu　OcHI＊＊and　Ryusaku　YAMADA＊

　　　　　＊Department　of　Radiθt‘，8y，　Osaka　CめノUniversity〃edica’Schoot

　　　＊＊Division　of／Vuclear〃edicine，　Osaka　City　Universityルtedical　School

＊＊＊Dep・rt〃tent〔・f　Sec・nd・ln・te・rn・～〃edicine，　Osaka　City　Un輌versity　Medical　Sch・・ノ1

　　　　＊＊＊＊Department　of　Urolo8y，　Osako　Cityしlnivers輌tyルfedical　School

　We　analyzed　the　bone　changes　at　each　site　of

secondary　hyperparathyroidism（2°HPT）on　hemo－

dialyzed　patients　using　both　single　photon　absorp－

tiometry（SPA）and　dual　photon　absorptiometry

（DPA）．　The　subjects　were　35　hemodialysis　patients

（12male，24　female）with　2°HPT．　The　bone　mineral

densities（BMD）of　l／3　radius，　head，　total　body　and

3rd　lumbar　spine　were　measured　before　and　after

parathyroidectomy（PTX）．　Before　PTX，　the　BMD　of

2°HPT　patients　were　lower　than　the　normal　range　of

all　sites，　especially　at　the　radius　which　mainly　con－

sisted　of　cortical　bone．　After　PTX，　the　BMD　at　all　sites

increased　especially　in　the　head．　The　BMD　of　the　ra一

dius　also　continued　to　increased　up　two　years　after

PTX，　but　it　was　not　as　increased　as　the　BMD　of　head．

The　BMD　of　the　lumber　spine　which　consisted　of　can－

cellous　bone　mainly　increased　after　MX　for　one　year

and　decreased　thereafter．　This　decrease　was　influ－

enced　by　age．

　There　was　a　difference　with　the　site　of　BMD　after

PTX．　The　determination　of　changes　of　BMD　of　head

and　radius　was　considered　useful　for　the　judgment　of

treatment．

　Key　words：　Secondary　hyperparathyroidism，

Parathyroidectomy，　Bone　mineral　density，　Total　bone

minera1．
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