
群馬大学整形外科講師
飯　塚　陽　一

（聞き手　池田志斈）

　骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの臨床的意義についてご教示ください
（特に、治療薬の選択時、治療効果判定時における解釈について）。

＜群馬県開業医＞

骨代謝マーカー

　池田　飯塚先生、まず骨代謝マーカ
ーとはどのようなものなのでしょうか。
　飯塚　骨代謝マーカーの話をする前
に、骨代謝、特に骨のリモデリングに
ついて簡単に説明させていただきたい
と思います。
　人間の体の中には、古い骨は破骨細
胞という細胞によって吸収され、さら
に骨が吸収された部位には骨芽細胞に
よって新しい骨が形成される、そうい
った現象が起こっているのですが、こ
の骨の新陳代謝を骨リモデリングとい
います。
　骨組織の強さ、すなわち骨強度は骨
密度と骨質の２つの要因によって規定
されるのですが、骨密度を維持するた
めには骨のリモデリングが起こってい
る部位で骨吸収と骨形成の量が等しく
ならなければならないのです。しかし

ながら、加齢や閉経、すなわちエスト
ロゲンの欠乏などによって破骨細胞に
よる骨吸収が骨芽細胞による骨形成を
上回るようになってしまうと、最終的
には骨密度が低下して骨粗鬆症となっ
てしまう、このような骨代謝の状態を
評価する方法の一つに骨代謝マーカー
の測定というものがあるわけです。
　池田　この場合、年齢によっての推
移というのはあるのでしょうか。ある
いは、性別の推移といいますか。
　飯塚　性差に関しては各マーカーで
ありまして、各マーカーの基準値も性
差別に示されています。骨代謝マーカ
ーの評価をするときは基本的に性別ご
との基準値をもとに評価することにな
ります。
　池田　次に骨代謝マーカーにはどの
ようなものがあるのでしょうか。

　飯塚　骨代謝マーカーは、骨吸収の
状態を評価できる骨吸収マーカーとい
うものと、先ほど申し上げた骨形成の
状態を評価できる骨形成マーカーとい
うものがあります。さらには、骨マト
リックス関連マーカーといわれるもの
もあります。
　骨吸収マーカーには血清マーカーと
尿中マーカーというものがあり、血清
の骨吸収マーカーの中には酒石酸抵抗
性酸ホスファターゼ-５b分画（TRACP-
5b）ですとか、Ⅰ型コラーゲン架橋N
テロペプチド（NTX）、あるいは、Ⅰ型
コラーゲン架橋Cテロペプチド（CTX）
といったものがあります。また、尿中
の骨吸収マーカーでは今申し上げた
NTX、CTXのほかに、デオキシピリ
ジノリン（DPD）というものの測定が
可能になっています。
　一方で骨形成マーカーに関しては、
骨型アルカリホスファターゼ（BAP）
や、あるいは最近ではⅠ型プロコラー
ゲンNプロペプチド（P1NP）といった
ものがあります。
　このように骨代謝マーカーにはいろ
いろあるのですが、これまでの研究結
果から、こういった骨代謝マーカー値
が上昇した場合には、骨折の予測因子
になることや、あるいは骨密度とは独
立した骨折の危険因子であることも判
明しています。また、骨代謝マーカー
と骨吸収抑制薬による骨密度上昇効果
との関連性や、非椎体骨折抑制効果と

の関連性についてもこれまで明らかに
されています。
　このように、骨代謝マーカーで骨代
謝回転を評価することによって、治療
の必要性や有効性をある程度理解する
ことが可能になります。また、この骨
代謝マーカーの値を患者さんに直接示
すことで患者さんの病識が高まること
になり、服薬アドヒアランスの向上に
つながるのではないかと考えられます。
　ちなみに、骨粗鬆症と診断された患
者さんでは、治療開始時と、治療を開
始してから６カ月以内と、２回、骨代
謝マーカーの測定が保険上は認められ
ています。
　池田　ちょっと複雑ですね。選択の
仕方がいろいろあると思うのですが、
例えば実際に治療薬を選択されるとき、
骨代謝マーカーはどのように使われる
のでしょうか。
　飯塚　治療薬の選択を行う際には、
骨代謝マーカーを測定し、もし骨代謝
マーカー、特に骨吸収マーカーが高値
であれば、これは骨代謝回転が亢進し
ている、すなわち、骨吸収が亢進して
いることを意味していますので、こう
いった場合にはビスホスホネートです
とか、選択的エストロゲン受容体モジ
ュレーター（SERM）、あるいは最近で
はデノスマブ、そういった骨吸収を抑
制する薬を選択することが理にかなっ
ていると言えます。
　ただ、注意が必要なのは、骨吸収マ
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　骨粗鬆症診療における骨代謝マーカーの臨床的意義についてご教示ください
（特に、治療薬の選択時、治療効果判定時における解釈について）。

＜群馬県開業医＞

骨代謝マーカー

　池田　飯塚先生、まず骨代謝マーカ
ーとはどのようなものなのでしょうか。
　飯塚　骨代謝マーカーの話をする前
に、骨代謝、特に骨のリモデリングに
ついて簡単に説明させていただきたい
と思います。
　人間の体の中には、古い骨は破骨細
胞という細胞によって吸収され、さら
に骨が吸収された部位には骨芽細胞に
よって新しい骨が形成される、そうい
った現象が起こっているのですが、こ
の骨の新陳代謝を骨リモデリングとい
います。
　骨組織の強さ、すなわち骨強度は骨
密度と骨質の２つの要因によって規定
されるのですが、骨密度を維持するた
めには骨のリモデリングが起こってい
る部位で骨吸収と骨形成の量が等しく
ならなければならないのです。しかし

ながら、加齢や閉経、すなわちエスト
ロゲンの欠乏などによって破骨細胞に
よる骨吸収が骨芽細胞による骨形成を
上回るようになってしまうと、最終的
には骨密度が低下して骨粗鬆症となっ
てしまう、このような骨代謝の状態を
評価する方法の一つに骨代謝マーカー
の測定というものがあるわけです。
　池田　この場合、年齢によっての推
移というのはあるのでしょうか。ある
いは、性別の推移といいますか。
　飯塚　性差に関しては各マーカーで
ありまして、各マーカーの基準値も性
差別に示されています。骨代謝マーカ
ーの評価をするときは基本的に性別ご
との基準値をもとに評価することにな
ります。
　池田　次に骨代謝マーカーにはどの
ようなものがあるのでしょうか。

　飯塚　骨代謝マーカーは、骨吸収の
状態を評価できる骨吸収マーカーとい
うものと、先ほど申し上げた骨形成の
状態を評価できる骨形成マーカーとい
うものがあります。さらには、骨マト
リックス関連マーカーといわれるもの
もあります。
　骨吸収マーカーには血清マーカーと
尿中マーカーというものがあり、血清
の骨吸収マーカーの中には酒石酸抵抗
性酸ホスファターゼ-５b分画（TRACP-
5b）ですとか、Ⅰ型コラーゲン架橋N
テロペプチド（NTX）、あるいは、Ⅰ型
コラーゲン架橋Cテロペプチド（CTX）
といったものがあります。また、尿中
の骨吸収マーカーでは今申し上げた
NTX、CTXのほかに、デオキシピリ
ジノリン（DPD）というものの測定が
可能になっています。
　一方で骨形成マーカーに関しては、
骨型アルカリホスファターゼ（BAP）
や、あるいは最近ではⅠ型プロコラー
ゲンNプロペプチド（P1NP）といった
ものがあります。
　このように骨代謝マーカーにはいろ
いろあるのですが、これまでの研究結
果から、こういった骨代謝マーカー値
が上昇した場合には、骨折の予測因子
になることや、あるいは骨密度とは独
立した骨折の危険因子であることも判
明しています。また、骨代謝マーカー
と骨吸収抑制薬による骨密度上昇効果
との関連性や、非椎体骨折抑制効果と

の関連性についてもこれまで明らかに
されています。
　このように、骨代謝マーカーで骨代
謝回転を評価することによって、治療
の必要性や有効性をある程度理解する
ことが可能になります。また、この骨
代謝マーカーの値を患者さんに直接示
すことで患者さんの病識が高まること
になり、服薬アドヒアランスの向上に
つながるのではないかと考えられます。
　ちなみに、骨粗鬆症と診断された患
者さんでは、治療開始時と、治療を開
始してから６カ月以内と、２回、骨代
謝マーカーの測定が保険上は認められ
ています。
　池田　ちょっと複雑ですね。選択の
仕方がいろいろあると思うのですが、
例えば実際に治療薬を選択されるとき、
骨代謝マーカーはどのように使われる
のでしょうか。
　飯塚　治療薬の選択を行う際には、
骨代謝マーカーを測定し、もし骨代謝
マーカー、特に骨吸収マーカーが高値
であれば、これは骨代謝回転が亢進し
ている、すなわち、骨吸収が亢進して
いることを意味していますので、こう
いった場合にはビスホスホネートです
とか、選択的エストロゲン受容体モジ
ュレーター（SERM）、あるいは最近で
はデノスマブ、そういった骨吸収を抑
制する薬を選択することが理にかなっ
ていると言えます。
　ただ、注意が必要なのは、骨吸収マ
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ーカーが異常な高値を示している場合
には、そもそも骨粗鬆症以外の骨代謝
疾患の可能性もあります。そういった
点には注意をしていただく必要があり
ます。
　逆に、治療薬を選択するときに骨代
謝マーカーが低値であった場合は、骨
代謝回転が抑制されていることを意味
しますので、こういった場合には骨形
成増加作用によって骨代謝回転を促進
させるような薬、骨形成促進薬である
テリパラチドを選択するのが理論上よ
いと言えます。
　最後に、先ほどもちょっと触れまし
たが、骨マトリックス関連マーカーと
いうものがありまして、その中の低カ
ルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
が上昇している場合には、これはビタ
ミンKの不足を意味しますので、当然
ビタミンK2を投与するのがいいのでは
ないかと思います。
　このように、薬物の投与前に骨代謝
マーカーを測定することによって、骨
代謝回転の状態に基づいた、理論上、
合目的的な薬物の選択が可能となるの
ですが、骨代謝マーカーの測定や測定
値の解釈を行う際には注意すべき点が
幾つかありますので、この点について
も話させていただこうと思います。
　まず骨代謝マーカーには日内変動が
あるということです。一般にマーカー
は朝高くて、午後になるとだんだん低
下するのです。TRACP-5bですとか

BAP、P1NPといった血清マーカーは
有意な日内変動があまり見られないの
ですが、逆に尿中マーカーは日内変動
が比較的大きいことが知られています。
そういうことから尿中マーカーを測定
する際には、早朝の空腹時での検体採
取が理想的だといわれています。
　２番目の注意点は慢性の腎臓病、特
にステージⅢ以上の腎機能障害がある
場合には、骨代謝マーカーの測定値に
影響する場合があるということです。
ですから、慢性腎臓病の患者さんでは
腎機能の影響が比較的少ないとされて
いるマーカー、すなわち先ほど出まし
たTRACP-5bとかBAP、P1NPなどを
選択するのがよいのではないかと思い
ます。
　３番目は骨折が発生した場合、一時
的に骨代謝マーカーが上昇することが
あるということです。ですから、骨粗
鬆性の骨折が生じた患者さんの場合は、
骨代謝マーカー値の解釈に注意が必要
です。ただし、骨折が発生してから24
時間以内であれば骨折の影響は少ない
という報告もありますので、骨折を受
傷されてから１日以内に病院に受診さ
れた患者さんであれば、その骨代謝マ
ーカーの解釈は通常どおりに行ってよ
いと思います。
　骨代謝マーカーの測定あるいはその
解釈を行う際は、今お話しさせていた
だいた注意点に留意して行っていただ
ければと思います。

　池田　治療を開始して、治療効果判
定時に骨代謝マーカーを使うというこ
とになると思うのですけれども、どの
ように行われるのでしょうか。
　飯塚　治療効果判定時における骨代
謝マーカー値の解釈については、まず
骨代謝マーカーによって治療効果の判
定が可能な薬剤は、そもそも骨代謝に
強い影響を及ぼす薬剤のみであること
を覚えておく必要があります。すなわ
ち、具体的に名前を挙げると、ビスホ
スホネート、SERM、女性ホルモン、
テリパラチド、ビタミンD3製剤である
エルデカルシトール、ビタミンK2、デ
ノスマブ、こういった薬が骨代謝マー
カーによる治療効果判定が可能な薬剤
といえます。一方でエルデカルシトー
ル以外のビタミンD3製剤とか、イプリ
フラボン、カルシウム、あるいはカル
シトニンといった薬は、骨代謝マーカ
ーによる効果判定はそもそも困難とい
うことです。
　それでは骨代謝マーカーによる治療
効果判定が可能な薬剤で治療を行った
場合、どのように治療効果を評価する
のかというと、基本的には治療効果は
骨代謝マーカーの変化によって評価す
ることになります。
　例えば、骨吸収薬を投与した場合に
は、通常、投与後３カ月ぐらいで骨吸
収マーカー値の有意な低下が見え始め
ます。ですから、骨吸収マーカーは治
療を開始する時点と、治療を開始して

からだいたい３～６カ月の間隔を空け
た時点の２回の測定を行い、マーカー
値の変化を評価して、厳密には、マー
カーごとに定められた最小有意変化
（MSC）を超える変化を示しているか
を評価して、治療効果を判定すること
になります。治療効果判定時にマーカ
ー値の有意な変化が見られれば、その
治療は効果があるので継続してもよい
と解釈できます。
　骨形成マーカーの変化は、骨吸収マ
ーカーの低下に３カ月ぐらい遅れて低
下してきますので、その測定は治療開
始時と骨吸収マーカーよりちょっと遅
めの６カ月程度の間隔を空けた時点で
行い、評価するのがよいのではないか
と思います。
　また、最近よく使われている骨形成
促進薬であるテリパラチドですが、テ
リパラチドの連日投与製剤を投与した
場合には、骨形成マーカーの中でも特
にP1NPの変化が著しいことが知られ
ていまして、治療を開始した時点と、
治療開始から４カ月程度の間隔を空け
た時点でP1NPの測定を行うことによ
って、治療効果を判定するのがよいと
思います。
　ただし、同じテリパラチドでも週１
回投与する製剤の場合は、P1NPは３
カ月ぐらいまでは高値を示しますが、
６カ月以降は逆に低値になる傾向を示
しますので、注意が必要かと思います。
　池田　効果判定をしたとき、マーカ
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ーカーが異常な高値を示している場合
には、そもそも骨粗鬆症以外の骨代謝
疾患の可能性もあります。そういった
点には注意をしていただく必要があり
ます。
　逆に、治療薬を選択するときに骨代
謝マーカーが低値であった場合は、骨
代謝回転が抑制されていることを意味
しますので、こういった場合には骨形
成増加作用によって骨代謝回転を促進
させるような薬、骨形成促進薬である
テリパラチドを選択するのが理論上よ
いと言えます。
　最後に、先ほどもちょっと触れまし
たが、骨マトリックス関連マーカーと
いうものがありまして、その中の低カ
ルボキシル化オステオカルシン（ucOC）
が上昇している場合には、これはビタ
ミンKの不足を意味しますので、当然
ビタミンK2を投与するのがいいのでは
ないかと思います。
　このように、薬物の投与前に骨代謝
マーカーを測定することによって、骨
代謝回転の状態に基づいた、理論上、
合目的的な薬物の選択が可能となるの
ですが、骨代謝マーカーの測定や測定
値の解釈を行う際には注意すべき点が
幾つかありますので、この点について
も話させていただこうと思います。
　まず骨代謝マーカーには日内変動が
あるということです。一般にマーカー
は朝高くて、午後になるとだんだん低
下するのです。TRACP-5bですとか

BAP、P1NPといった血清マーカーは
有意な日内変動があまり見られないの
ですが、逆に尿中マーカーは日内変動
が比較的大きいことが知られています。
そういうことから尿中マーカーを測定
する際には、早朝の空腹時での検体採
取が理想的だといわれています。
　２番目の注意点は慢性の腎臓病、特
にステージⅢ以上の腎機能障害がある
場合には、骨代謝マーカーの測定値に
影響する場合があるということです。
ですから、慢性腎臓病の患者さんでは
腎機能の影響が比較的少ないとされて
いるマーカー、すなわち先ほど出まし
たTRACP-5bとかBAP、P1NPなどを
選択するのがよいのではないかと思い
ます。
　３番目は骨折が発生した場合、一時
的に骨代謝マーカーが上昇することが
あるということです。ですから、骨粗
鬆性の骨折が生じた患者さんの場合は、
骨代謝マーカー値の解釈に注意が必要
です。ただし、骨折が発生してから24
時間以内であれば骨折の影響は少ない
という報告もありますので、骨折を受
傷されてから１日以内に病院に受診さ
れた患者さんであれば、その骨代謝マ
ーカーの解釈は通常どおりに行ってよ
いと思います。
　骨代謝マーカーの測定あるいはその
解釈を行う際は、今お話しさせていた
だいた注意点に留意して行っていただ
ければと思います。

　池田　治療を開始して、治療効果判
定時に骨代謝マーカーを使うというこ
とになると思うのですけれども、どの
ように行われるのでしょうか。
　飯塚　治療効果判定時における骨代
謝マーカー値の解釈については、まず
骨代謝マーカーによって治療効果の判
定が可能な薬剤は、そもそも骨代謝に
強い影響を及ぼす薬剤のみであること
を覚えておく必要があります。すなわ
ち、具体的に名前を挙げると、ビスホ
スホネート、SERM、女性ホルモン、
テリパラチド、ビタミンD3製剤である
エルデカルシトール、ビタミンK2、デ
ノスマブ、こういった薬が骨代謝マー
カーによる治療効果判定が可能な薬剤
といえます。一方でエルデカルシトー
ル以外のビタミンD3製剤とか、イプリ
フラボン、カルシウム、あるいはカル
シトニンといった薬は、骨代謝マーカ
ーによる効果判定はそもそも困難とい
うことです。
　それでは骨代謝マーカーによる治療
効果判定が可能な薬剤で治療を行った
場合、どのように治療効果を評価する
のかというと、基本的には治療効果は
骨代謝マーカーの変化によって評価す
ることになります。
　例えば、骨吸収薬を投与した場合に
は、通常、投与後３カ月ぐらいで骨吸
収マーカー値の有意な低下が見え始め
ます。ですから、骨吸収マーカーは治
療を開始する時点と、治療を開始して

からだいたい３～６カ月の間隔を空け
た時点の２回の測定を行い、マーカー
値の変化を評価して、厳密には、マー
カーごとに定められた最小有意変化
（MSC）を超える変化を示しているか
を評価して、治療効果を判定すること
になります。治療効果判定時にマーカ
ー値の有意な変化が見られれば、その
治療は効果があるので継続してもよい
と解釈できます。
　骨形成マーカーの変化は、骨吸収マ
ーカーの低下に３カ月ぐらい遅れて低
下してきますので、その測定は治療開
始時と骨吸収マーカーよりちょっと遅
めの６カ月程度の間隔を空けた時点で
行い、評価するのがよいのではないか
と思います。
　また、最近よく使われている骨形成
促進薬であるテリパラチドですが、テ
リパラチドの連日投与製剤を投与した
場合には、骨形成マーカーの中でも特
にP1NPの変化が著しいことが知られ
ていまして、治療を開始した時点と、
治療開始から４カ月程度の間隔を空け
た時点でP1NPの測定を行うことによ
って、治療効果を判定するのがよいと
思います。
　ただし、同じテリパラチドでも週１
回投与する製剤の場合は、P1NPは３
カ月ぐらいまでは高値を示しますが、
６カ月以降は逆に低値になる傾向を示
しますので、注意が必要かと思います。
　池田　効果判定をしたとき、マーカ
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ーがあまり変化を示さない場合がある
と思うのですが、これはどのように対
処されるのでしょうか。
　飯塚　治療効果判定を行って、骨代
謝マーカー値が有意な変化を認めなか
った場合、薬物療法の効果がなかった
と判断することになります。ただ、そ
ういった場合は、すぐに薬物を変更す
るのではなくて、そもそも患者さんが
その薬をしっかり服用できていたかど
うか、服薬状況を確認することが大切
だと思います。当然ですけれども、薬
のコンプライアンスが不良であれば薬
の効果を十分得ることはできません。
　また、尿あるいは血液の採取時間が
治療前と治療後で同じ時間であったか、
そういったことを確認することも大事
だと思います。
　さらに、ビスホスホネートの場合に

は、薬を服用する時間と食事の摂取時
間との関係が吸収に大きく影響します。
ですから、両者の時間差についても、
それが適切かどうか確認する必要もあ
るかと思います。
　それらの点を確認して、それでも最
終的にマーカー値の有意な変化が見ら
れなかった原因が明らかでなかった場
合には、薬物の変更等を初めて検討す
る。そういった流れで考えていくのが
いいのではないかと思います。
　池田　マーカー一つ検査するにも、
例えば日内変動とか、腎臓病のあるな
しとか、非常に難しい背景があって、
それらをすべて理解したうえで検査し
ていくということですね。たいへん難
しい病態ですね。どうもありがとうご
ざいました。

山王病院泌尿器科部長
中　島　　淳

（聞き手　池田志斈）

　臨床症状のないPSA値上昇についてご教示ください。
　87歳と88歳の後期高齢者の男性です。どちらの方も長年にわたり高血圧な
どの生活習慣病のために当院で経過観察治療をしています。定期的な血液検査
でPSA値が、それぞれ15.0、7.2と上昇を認めました。２人とも著明な臨床症状 

（夜間頻尿、排尿困難など）は、ありません。泌尿器科専門医にコンサルトし
たところ、臨床症状がなく、また年齢を考慮すると積極的な精密検査の必要は
ないとのことです。当院で経過観察をする場合の対応や注意点があればご教示
ください。

＜兵庫県開業医＞

臨床症状のないPSA上昇

　池田　中島先生、PSAとはどのよう
なもので、いつごろから報告されてい
るのでしょうか。
　中島　PSAとは、pros tate specific 
antigenの略で、前立腺特異抗原とい
います。前立腺に存在するセリンプロ
テアーゼに分類されるタンパク質分解
酵素の一種とされていまして、臨床的
には前立腺がん、あるいは前立腺肥大
症や前立腺炎などで上昇するといわれ
ています。1960～70年にかけて発見さ
れて、臨床応用は90年ごろからだった
と思います。

　池田　生理的にはこれはどのような
働きをしているのでしょうか。
　中島　今わかっているのは、先ほど
申し上げましたように、セリンプロテ
アーゼの一種であって、精液の粘度を
調整する作用を持っているようです。
ただ、前立腺がなくても普通に生活で
きるわけですから、生命維持に必要な
ものではないのかもしれません。
　池田　精液の粘稠度を下げることに
よって、何かアドバンテージ、例えば
受精しやすくなるとか、そういうこと
なのでしょうか。
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