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CKD-MBDとは、Chronic Kidney Disease -Mineral and 
Bone Disorderの略で、日本語では「慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル
代謝異常」と訳します。
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副甲状腺過形成の進展副甲状腺過形成の進展

カルシウム濃度が高いことを
感知してPTH分泌に抑制をかける
副甲状腺のカルシウム感知受容体
（CaSR：Calcium Sensing Receptor）

「二次性副甲状腺機能亢進症」とは何ぞや？
二次性副甲状腺機能亢進症は、透析患者さんに多くみられる深刻な病態です。
腎臓の機能が低下すると、リンやカルシウムなど血中のミネラルを健康な状態に保つことができなくなり、副甲状腺
細胞が肥大・増殖して副甲状腺ホルモン（PTH）を過剰に作り出すようになります。
過剰なPTHにより、骨から多量のリン、カルシウムが溶け出し血中リン・カルシウム濃度が著しく上昇します。これ
が二次性（続発性）副甲状腺機能亢進症です。
骨から多量のリン・カルシウムが溶け出すと、骨密度が低下して骨がもろく弱くなるとともに、血中に増加したリン・
カルシウムが血管などのやわらかい組織に沈着して、石灰化し、心筋梗塞など命に関わる重大な病気を招きます。
（これとは別に、副甲状腺そのものに病気の原因がある場合を一次性（原発性）副甲状腺機能亢進症と呼びます。）

二次性副甲状腺機能亢進症の副甲状腺
二次性副甲状腺機能亢進症では、副甲状腺が細胞の増殖により大きくなっています。
その一方で、血中のカルシウム濃度を感知するセンサーであるカルシウム受容体の数は減って
いるので、血中カルシウム濃度が上昇してもPTHの分泌が抑制できなくなっています。

駒場大峰ら. 日本腎臓学会誌. 2014;56:1201-1209. より作図

木村愛ら. Medical Technology. 2010;38:1190-1196. より作図
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Leach K, et al.Trends Pharmacol Sci.
2015;36:215-225. より作図
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二次性副甲状腺機能亢進症の発症原因
二次性副甲状腺機能亢進症の発症原因の一つは、
腸管からのカルシウム吸収を促進する作用を持つ
ビタミンDが、腎機能の低下によって作られなくなっ
てしまうことです。
カルシウム吸収の低下によって血中カルシウム濃度
が低下すると副甲状腺が刺激され、PTHを作り続け
るようになります。
また、腎機能の低下により、リンの排泄が低下して
血中リン濃度が上昇し、これがカルシウムと結合する
ため、ますます血中カルシウム濃度が低下します。
PTHを作り続けているうちに、副甲状腺細胞のカル
シウム受容体が減り、カルシウム濃度が高くなっても
それを感知できなくなるため、PTH分泌が止まらなく
なります。
また、最近では、骨から分泌されるホルモンの
FGF23※も二次性副甲状腺機能亢進症の発症に
関係していることがわかってきています。
※線維芽細胞増殖因子（FGF：Fibroblast growth factor） 駒場大峰ら. 日本腎臓学会誌. 2014;56:1201-1209. より作図

二次性副甲状腺機能亢進症への変化は早期から始まっている
二次性副甲状腺機能亢進症が顕在化するのは、
CKDの病期が進んでからですが、水面下ではもっと
早い時期から変化が起こっています。
右のグラフは、二次性副甲状腺機能亢進症に関係
する因子の変化を見たものです。
リンはCKDステージ4あたりから二次性副甲状腺機能
亢進症の影響で急激に上昇しますが、ビタミンDの
減少やPTH、FGF23の上昇はCKDステージ1から
既に始まっています。
二次性副甲状腺機能亢進症に対しては、早期に
発見し、その時の状態に応じて適切な治療を行うこ
とが大切です。

George BJ, et al. Am J Kidney Dis. 2011;58:127-134.（一部改変）
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副甲状腺は、血液中のカルシウム濃度を感知するセンサー
（CaSR）を備えています。血液中のカルシウム濃度が低い
ときは、副甲状腺はPTHの産生・分泌を増やし、高いとき
はPTHの産生・分泌を減らします。

骨には大量のリン・カルシウムが貯蔵されています。
骨から血液中にリン・カルシウムを溶かし出す『骨吸収』
と、血液中のリン・カルシウムを骨に定着させる『骨形成』
を行い、血液中リン・カルシウムの濃度を一定に保つの
に役立っています。

腎臓は、ろ過機能によって、リン・
カルシウムを尿中に捨てるはたらき
があります。

食物中のリン・カルシウムは、腸から吸収されます。
吸収されたリン・カルシウムは同じ量が尿中や便中へ
排泄されます。

PTHが骨吸収と骨形成のバランスをとり、血中リン・カルシウムを一定に保っています。活性型ビタ
ミンDは、腸からのリン・カルシウム吸収を促進します。

人体の正常構造と機能（縮刷版）2008:382-384.より作図

通常時
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骨リン・カルシウムの貯蔵庫
FGF23製造装置

活性型ビタミンDは薬として
投与されることもある
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作用により、活性型ビタミン
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高カルシウム血症
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FGF23への抵抗性

カルシウム受容体が減少して、血液中のカルシウム濃度が高くなったことを感知できなくなるとともに
副甲状腺細胞の肥大・増殖も起こり、PTH分泌が過剰になります。
骨から多量のリン・カルシウムが溶け出し、骨密度が減少して骨折や軟部組織の石灰化が起こり
やすくなります。
血中リン・カルシウムはともに著しく上昇します。

木村愛ら. Medical Technology. 2010;38:1190-1196. より作図
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透析期（二次性副甲状腺機能亢進症）
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二次性副甲状腺機能亢進症が招く疾患

二次性副甲状腺機能亢進症が長く続くと過剰なPTHの作用に
より、骨から大量のリン・カルシウムが溶け出してしまうことによ
り、骨密度が低下して骨がもろくなる「線維性骨炎」になります。
この状態の骨は非常に骨折しやすいため、CKD患者さんの
日常生活動作（ADL）や身体活動に重大な影響を及ぼします。

骨の病気

二次性副甲状腺機能亢進症で血中リン・
カルシウム濃度が高い状態が長く続くと、
行き場を失ったリン・カルシウムは、血管壁
や心臓弁などの軟部組織に沈着しはじめ、
やがて骨のように硬くなっていきます。
血管が石灰化すると、特に心臓や脳の血管
が詰まりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞
といった重大な病気を起こしやすくなります。
また心臓弁の石灰化は、弁膜症から心不全
に繋がります。下肢の血管が石灰化すると、
血行が悪くなり、歩行時の痛みやしびれを
招き、さらに悪化すると足先に潰瘍や壊死
が起こることもあります（PAD）。

血管の病気

以上のように、二次性副甲状腺機能亢進症によって、血中
リン・カルシウム濃度のバランスが崩れると、命にかかわる様々な
疾患を招きます。このため、リン、カルシウム、PTHの管理が
できていない患者さんは、できている患者さんより生命予後が
悪いことが知られています。※1

したがって、CKD患者さんの血中ミネラルの管理は、きわめて
重要です。

予後の悪化

秋澤 忠男ら. 日本内科学会雑誌. 2004;93（9）:1924-1929.

篠原 加代ら. 日本腎臓学会誌. 2007;49（4）:416‐421.

PAD：Peripheral artery disease

※1 Taniguchi M, et al. Ther Apher Dial 2013;17（2）:221-228.
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CKD-MBDの治療  大きく４つの治療法に分かれます。
食事療法

リンが多く含まれる乳製品や小魚類、加工食品などを控え、食事によるリンの摂取を制限します。

リン吸着薬は、消化管の中で食べ物に含まれる
リンと結合して、リンを体内に吸収させないように
し、血液中のリン濃度を下げる薬剤です。消化管
で吸着されたリンは、
便と一緒に排泄され
ます。

手術で副甲状腺を取り除く副甲状腺
摘出術（PTx）や、注射器で副甲状腺に
アルコールを注入する経皮的エタノール
注入療法（PEIT）などがあります。

透析液のカルシウム濃度の選択などに
より、血清リン・カルシウムの管理を行い
ます。

リン吸着薬
活性型ビタミンD3製剤は腸からのカルシウム吸収を促進して、
血液中のカルシウム濃度を適正に保ちます。
また、直接副甲状腺にもはたらき、副甲状腺からの過剰なPTHの
分泌を抑えることで、二次性副甲状腺
機能亢進症の悪化を防ぎます。ただし
ビタミンDを過剰に摂取したり、カルシ
ウムを多く含むサプリメント
や乳製品を併用すると、
血中のカルシウムが増え
すぎることがあるので注意
が必要です。

活性型ビタミンD3製剤

高リン血症 維持透析下の二次性副甲状腺機能亢進症

二次性副甲状腺機能亢進症では、カルシウム受容体（CaSR）の
数が減ってしまい※2、血中カルシウム濃度が上昇してもPTHの分泌
が抑制できなくなっています。カルシウム受容体作動薬は、カルシ
ウム受容体の細胞外カルシウムに対する感受性を増強することで
PTH分泌を低下させる薬剤です。

永野伸郎 日本透析医会雑誌 2006 ;21:300-309.

※2 Ritter CS. et al. Kidney Int 2001;60:1737-1744.

参考：小岩文彦 胃と透析 2012;72巻増刊号:659-663.

：リン吸着薬
：リン

：活性型ビタミンD3製剤
：カルシウム

カルシウム受容体作動薬

薬物療法

副甲状腺の外科的療法

透析療法の工夫

CKD患者さんの状態は常に変化しますので、その都度、適した薬を組み合わせて使用します。
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知行合一：知識と行為は一体であるということ。（新明解四字熟語辞典）
この資料で学んだことを現場で生かすように心がけましょう。
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