
因性のホルモンなので、そう危険は高
くないはずではないかと思っています。
一方で我々が臨床試験、百数十人の方
を対象として行ってきた中では、１名
の方に関して、オキシトシンの投与を
開始してすぐに乳腺腫瘤が出現しまし
た。痛みも伴っていたので、すぐに投
与をやめざるを得なかったのですが、
投与をやめたらすぐにその腫瘤がおさ
まったというケースがありました。生
検なども行って組織を確かめると、女
性化乳房という診断で、あとから聞く
と、その方は男性乳がんの家族歴があ
る方でした。
　池田　かなり特殊な例ですね。

　山末　そうですね。
　池田　そういったケースは除外して
いくのですね。
　山末　そうですね。もしかすると遺
伝的な体質でオキシトシンへの感受性
が違ったりすることもあり得るかと思
い、その後は我々の臨床試験の結果を
もとにして、今はほかに新しく改良し
た製剤を開発して医師主導治験を行っ
ています。そこでは男性乳がんの家族
歴を聴取して、ある方は除外するとい
う除外基準に含めています。
　池田　そういったことを取り入れな
がら、さらに研究が進んでいるのです
ね。ありがとうございました。

順天堂大学整形外科准教授
石　島　旨　章

（聞き手　池田志斈）

　骨粗しょう症の治療薬に多彩な薬剤が出現しています。一方で、血清学的マ
ーカーも、投与前に計測するもの、効果測定として経過観察のため利用するも
のなど、多数のマーカーが保険収載されています。投与前、経過中、効果判定、
様々なマーカーの利用方法についてご教示ください。
 ＜三重県開業医＞

骨粗しょう症における血清学的マーカー

　池田　骨粗しょう症の治療薬と血清
学的マーカーという質問です。前に尿
マーカーもあるとうかがったのですが、
マーカーというのは、どういったこと
で、どういう順番でできてきたのでし
ょうか。
　石島　骨というのは、いわゆる骨吸
収と骨形成というカップリングする組
織ですので、骨吸収のマーカーが尿で
測れるようになったのが一番最初です。
それが保険適用になりました。その後、
かなり開発が進み、尿中のマーカーは
日内変動もありましたので、血清のマ
ーカーは今、骨吸収マーカーも骨形成
マーカーも一般的になっているかと思
います。
　池田　今のメインは血液ですか。

　石島　そうですね。血液のほうが日
内変動が少ないので、血清を取ると、
骨吸収マーカーも骨形成マーカーも両
方測定することができます。
　池田　尿は日内変動が激しいとのこ
とですが、例えば、尿のマーカーを測
ろうとすると、決まった時間などはあ
るのですか。
　石島　尿中のマーカーだと、昔、NTx、
CTx等を使われた先生方は、骨吸収マ
ーカーは早朝第２尿を使い、患者さん
に朝取っていただいたものを持ってき
ていただくような時代から始まりまし
た。採血をしないメリットもあります
が、患者さんがたいへんなので、今は
受診されたら採血をするのが一般的に
なってきていると思います。
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ーともに下がってくるのが一般的です。
　池田　治療前、よく骨密度測定も行
われますが、一緒に行っていくという
ことでしょうか。
　石島　骨密度測定ができる場合は、
骨密度を測っていただくことで骨粗し
ょう症の診断がしやすくなります。た
だ、もし骨密度測定器をお持ちでない
なら、レントゲンで胸椎、腰椎等を撮
っていただいて、形態学的な変化でも
骨粗しょう症の診断を行うことができ
ます。
　池田　それを簡易版の測定とするの
ですね。
　石島　そうですね。
　池田　こうして治療を始めますが、
効果判定はいつごろ行うのでしょうか。
　石島　骨代謝マーカーは、４カ月以
降、６カ月近辺のところで一度測って
いただくと、骨吸収マーカーも骨形成
マーカーも骨吸収抑制剤によって下が
ってくることが、治療効果判定、そし
て将来予測にもなるというエビデンス
があります。
　池田　そのときも、もし骨密度測定
器があれば骨密度測定も行うのですね。
　石島　もちろん骨密度を測定してい
ただくことが可能であれば、お勧めで
きることです。
　池田　そこで有効性があるだろうこ
とがわかったら、例えば抗RANKL抗
体製剤とかビスホスホネート製剤はど
のくらい続けていくのでしょうか。

　石島　ビスホスホネート製剤が長期
に使われた場合、経口製剤だと５年、
静注製剤だと３年ぐらいの期間で効果
判定を行うことが勧められています。
それから、患者さんは高齢の方ですか
ら歯の治療をされている方が多いと思
います。頻度は非常に少ないのですが、
顎骨壊死等のリスクが上がってくると
いう危惧もされていますので、だいた
い３～５年という期間を目安にすれば
よいと思います。
　池田　抗RANKL抗体製剤はずっと
行っていいのでしょうか。
　石島　抗RANKL抗体製剤は、６カ
月に１回の皮下注の製剤ですが、今の
ところ投与期間の制限はありません。
ただ、逆にもし何らかの理由で中止し
なければいけない場合には、急速に骨
密度が下がりますので、ビスホスホネ
ート製剤等で少し骨吸収を抑制するの
を続けることが勧められています。
　池田　それと、よくビタミンD3も使
われますが、何か調べておかなければ
いけないことはありますか。
　石島　日本の女性は特にビタミンD
が少ないというデータがたくさんあり
ます。骨粗しょう症治療はカルシウム
を代謝するので、骨代謝マーカーを測
るときには血清のカルシウムとリンの
２つはぜひ定期的に測定しておくこと
が大切かと思います。
　池田　忘れないようにということで
すね。それと、今、骨吸収抑制剤の話

　池田　次にそれぞれのマーカーです
が、骨形成マーカー、骨吸収マーカー
はどのようなものなのでしょうか。
　石島　骨ですからⅠ型のコラーゲン
をつくるわけですが、骨形成マーカー
は、そのⅠ型コラーゲンのプロペプチ
ドとしてのP1NPというコラーゲンのマ
ーカーと、骨芽細胞が出す酵素、骨型
のアルカリホスファターゼ、よくBAP
といいますが、この２種類があります。
　池田　それが骨形成ですね。
　石島　骨形成マーカーです。
　池田　骨吸収マーカーとはどのよう
なものですか。
　石島　骨吸収マーカーは骨が分解さ
れて出てくるコラーゲンの成分NTx、
もしくはCTxといったコラーゲンの分
解産物、そして骨吸収を担う破骨細胞
の酵素活性を見るTRACP-5b（トラッ
プ5b）というものが一般的によく使わ
れています。
　池田　骨代謝以外、例えばがんの転
移などの場合、こういったマーカーは
変化するのでしょうか。
　石島　一般的に骨は骨吸収マーカー
が高くて、それを代償するように骨形
成マーカーも高い状態を骨粗しょう症
の大方の患者さんが示します。もし片
方、例えば骨吸収マーカーだけがすご
く高い、３桁も４桁にもなるような状
態、もしくは骨形成マーカーだけが高
くて骨吸収マーカーが高くないような
状態を見た場合には、高齢の方でもあ

りますが、先ほど先生がおっしゃった
ように、いわゆる骨転移等の骨粗しょ
う症以外の疾患を疑う一つのサインに
なると思います。
　池田　検査のときにだいたい骨代謝
しか頭にないので、そういう乖離が起
こったときは要注意ですね。
　石島　注意していただくことが大切
かと思います。
　池田　そういったときに、アルカリ
ホスファターゼなども検査すると役に
立つのでしょうか。
　石島　もし骨吸収マーカーだけとら
えている医師なら、肝機能障害等のな
い方でアルカリホスファターゼだけが
高いような場合には、骨転移等が念頭
に置いていただくべき鑑別疾患の一つ
になってくると思います。
　池田　そういったことも頭に入れて
おかなければいけないのですね。
　石島　そうですね。
　池田　実際に治療することになって、
治療前、途中経過と効果判定をしない
といけない場合、このマーカーとの関
係はどのようになっていますか。
　石島　骨粗しょう症の治療は約20年
にわたって発展してきまして、スタン
ダードとしては骨吸収抑制剤の範疇に
入るビスホスホネート製剤、それから抗
RANKL抗体製剤、もしくはSERM製剤
といった骨吸収抑制をするような薬が
多くあります。これらが使われた場合
には、骨吸収マーカー、骨形成マーカ
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ーともに下がってくるのが一般的です。
　池田　治療前、よく骨密度測定も行
われますが、一緒に行っていくという
ことでしょうか。
　石島　骨密度測定ができる場合は、
骨密度を測っていただくことで骨粗し
ょう症の診断がしやすくなります。た
だ、もし骨密度測定器をお持ちでない
なら、レントゲンで胸椎、腰椎等を撮
っていただいて、形態学的な変化でも
骨粗しょう症の診断を行うことができ
ます。
　池田　それを簡易版の測定とするの
ですね。
　石島　そうですね。
　池田　こうして治療を始めますが、
効果判定はいつごろ行うのでしょうか。
　石島　骨代謝マーカーは、４カ月以
降、６カ月近辺のところで一度測って
いただくと、骨吸収マーカーも骨形成
マーカーも骨吸収抑制剤によって下が
ってくることが、治療効果判定、そし
て将来予測にもなるというエビデンス
があります。
　池田　そのときも、もし骨密度測定
器があれば骨密度測定も行うのですね。
　石島　もちろん骨密度を測定してい
ただくことが可能であれば、お勧めで
きることです。
　池田　そこで有効性があるだろうこ
とがわかったら、例えば抗RANKL抗
体製剤とかビスホスホネート製剤はど
のくらい続けていくのでしょうか。

　石島　ビスホスホネート製剤が長期
に使われた場合、経口製剤だと５年、
静注製剤だと３年ぐらいの期間で効果
判定を行うことが勧められています。
それから、患者さんは高齢の方ですか
ら歯の治療をされている方が多いと思
います。頻度は非常に少ないのですが、
顎骨壊死等のリスクが上がってくると
いう危惧もされていますので、だいた
い３～５年という期間を目安にすれば
よいと思います。
　池田　抗RANKL抗体製剤はずっと
行っていいのでしょうか。
　石島　抗RANKL抗体製剤は、６カ
月に１回の皮下注の製剤ですが、今の
ところ投与期間の制限はありません。
ただ、逆にもし何らかの理由で中止し
なければいけない場合には、急速に骨
密度が下がりますので、ビスホスホネ
ート製剤等で少し骨吸収を抑制するの
を続けることが勧められています。
　池田　それと、よくビタミンD3も使
われますが、何か調べておかなければ
いけないことはありますか。
　石島　日本の女性は特にビタミンD
が少ないというデータがたくさんあり
ます。骨粗しょう症治療はカルシウム
を代謝するので、骨代謝マーカーを測
るときには血清のカルシウムとリンの
２つはぜひ定期的に測定しておくこと
が大切かと思います。
　池田　忘れないようにということで
すね。それと、今、骨吸収抑制剤の話

　池田　次にそれぞれのマーカーです
が、骨形成マーカー、骨吸収マーカー
はどのようなものなのでしょうか。
　石島　骨ですからⅠ型のコラーゲン
をつくるわけですが、骨形成マーカー
は、そのⅠ型コラーゲンのプロペプチ
ドとしてのP1NPというコラーゲンのマ
ーカーと、骨芽細胞が出す酵素、骨型
のアルカリホスファターゼ、よくBAP
といいますが、この２種類があります。
　池田　それが骨形成ですね。
　石島　骨形成マーカーです。
　池田　骨吸収マーカーとはどのよう
なものですか。
　石島　骨吸収マーカーは骨が分解さ
れて出てくるコラーゲンの成分NTx、
もしくはCTxといったコラーゲンの分
解産物、そして骨吸収を担う破骨細胞
の酵素活性を見るTRACP-5b（トラッ
プ5b）というものが一般的によく使わ
れています。
　池田　骨代謝以外、例えばがんの転
移などの場合、こういったマーカーは
変化するのでしょうか。
　石島　一般的に骨は骨吸収マーカー
が高くて、それを代償するように骨形
成マーカーも高い状態を骨粗しょう症
の大方の患者さんが示します。もし片
方、例えば骨吸収マーカーだけがすご
く高い、３桁も４桁にもなるような状
態、もしくは骨形成マーカーだけが高
くて骨吸収マーカーが高くないような
状態を見た場合には、高齢の方でもあ

りますが、先ほど先生がおっしゃった
ように、いわゆる骨転移等の骨粗しょ
う症以外の疾患を疑う一つのサインに
なると思います。
　池田　検査のときにだいたい骨代謝
しか頭にないので、そういう乖離が起
こったときは要注意ですね。
　石島　注意していただくことが大切
かと思います。
　池田　そういったときに、アルカリ
ホスファターゼなども検査すると役に
立つのでしょうか。
　石島　もし骨吸収マーカーだけとら
えている医師なら、肝機能障害等のな
い方でアルカリホスファターゼだけが
高いような場合には、骨転移等が念頭
に置いていただくべき鑑別疾患の一つ
になってくると思います。
　池田　そういったことも頭に入れて
おかなければいけないのですね。
　石島　そうですね。
　池田　実際に治療することになって、
治療前、途中経過と効果判定をしない
といけない場合、このマーカーとの関
係はどのようになっていますか。
　石島　骨粗しょう症の治療は約20年
にわたって発展してきまして、スタン
ダードとしては骨吸収抑制剤の範疇に
入るビスホスホネート製剤、それから抗
RANKL抗体製剤、もしくはSERM製剤
といった骨吸収抑制をするような薬が
多くあります。これらが使われた場合
には、骨吸収マーカー、骨形成マーカ
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これに対する抗体製剤ですので、骨形
成の内因性の抑制を外すインヒビター
になり、骨形成が亢進するというメカ
ニズムだと考えられています。
　池田　内因性の骨細胞を抑制するも
のに対して、それを抑制する。
　石島　そうです。
　池田　抑制の抑制で、解放というこ
とですね。
　石島　そういうことになります。
　池田　難しい話ですね。１年間使う
ということですが、これを使うときも
使い始めて４～６カ月で代謝マーカー
を見ていくことになるのでしょうか。
　石島　世界で日本だけが実臨床で使
えるようになってまだ数カ月ですが、
実臨床で使われている先生の話をうか
がうと、４カ月以上使っていただくと、
骨形成マーカーが上がっていて、骨吸
収マーカーはあまり動かないことが確
認されています。
　池田　おそらく日本で爆発的に使わ
れつつあるのだと思いますが。

　石島　そうですね。
　池田　いい話ばかりではないと思い
ますが、何か心配されることはありま
すか。
　石島　いわゆる心血管イベントに対
する注意事項がありまして、投与前に、
骨のことのみならず、少なくともその
患者さんの既往歴、特に不整脈や心筋
梗塞等の心臓に関する現病歴および既
往歴については十分問診をする。既往
のある方、もしくは現在治療されてい
る方には投与を控えていただくことに
なっています。
　池田　高齢の方が使われるので、そ
の辺も考慮しながら、そういうものを
管理して使っていくのですね。
　石島　はい。
　池田　もう少したつと、どのくらい
の有用性と危険性があるかがわかって
くるということでしょうか。
　石島　そうだと思います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

でしたが、そのほかに何か薬はありま
すか。
　石島　ビスホスホネート製剤等の骨
吸収抑制剤とともに、つい最近までは
骨形成促進剤、副甲状腺ホルモンを製
剤化して、連日もしくは週に１回、皮
下注射することで骨形成を促進できる
製剤があり、これが唯一の骨形成促進
剤でした。
　池田　何か不思議ですね。Parathy-
roid hormoneにそんな作用があるとは
思いませんでしたが。
　石島　内因性には骨を壊すほうに働
きます。しかし、これを外因性に間欠
的に投与することで骨形成が促進する
というエビデンスからヒトにも応用さ
れています。ただ、これは２年間とい
う使用期間の制限があります。
　池田　このParathyroid hormoneを
打つ治療のときも、だいたい同じよう
にマーカーを見ていくのでしょうか。
　石島　代謝マーカーも測っていただ
くと、先ほどの吸収剤とは逆に、骨形
成マーカーのみならず、骨吸収マーカ
ーも亢進してきます。この骨吸収マー
カーの亢進があると、骨密度も増える
確率が高くなることが知られています。
　池田　最近、新しい薬で骨形成促進
作用があるものがあるとうかがったの
ですが。
　石島　ロモソズマブといいます。ス
クレロスチンという、耳慣れない言葉
ですが、今までは骨芽細胞と破骨細胞

という、細胞の役者は２つだったので
すが、昔からある骨細胞、osteocyteに
効く薬です。これが今までの薬剤と違
って、骨形成のみを比較的亢進し、骨
密度を今まで以上に増やすことができ
ます。この薬は今１年間という期間限
定ですが、2019年になって世界で初め
て、日本の実臨床で使われるようにな
った薬剤です。
　池田　この薬を使った際の骨代謝マ
ーカーの動きはどうなのでしょうか。
　石島　今までの薬は骨吸収マーカー
が下がった場合には必ず骨形成マーカ
ーも下がる、骨形成マーカーが上がっ
たときには骨吸収マーカーも上がった
のですが、ロモソズマブだけは骨形成
マーカーが上がり、骨吸収マーカーは
あまり動かないのが骨密度が非常に急
激に上昇する一つの理由だと考えられ
ています。
　池田　そこには少し乖離が出るので
すね。
　石島　そうですね。これが今までな
い作用になると思います。
　池田　今までは骨形成・骨吸収マー
カーとも連動して動いていたのが、こ
れが乖離してくることになりますね。
　石島　そうです。
　池田　スクレロスチンはどういう機
序なのでしょうか。
　石島　つい最近、骨細胞の作用を内
因性に抑制している分子がスクレロス
チンであることがわかってきました。
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