
広島赤十字・原爆病院 小児科

西　美和 先生
vol. 19

小児くる病・成人骨軟化症診療の
Pitfall（1）（見逃さないために！）

診療のPoints

くる病・骨軟化症には、ビタミンDの作用不足で発症するタイプと、リン（P）の不足（腎におけるP再吸
収障害によるPの尿中排泄過剰）で発症するタイプに大別される。
くる病・骨軟化症は、骨の石灰化障害を特徴とする疾患である。成長軟骨帯（骨端線）閉鎖以前に発症
するものを「くる病」、骨成長後の成人期のを「骨軟化症」と称する。
体内におけるビタミンDの蓄積状態の指標である血清25水酸化ビタミンD（25OHD）が低値の場
合を、ビタミンD欠乏状態（insufficiency）と呼ぶ。また、ビタミンD欠乏状態に、身体的、骨Ｘ線学的
所見を有する場合をビタミンD欠乏症（deficiency）と呼ぶ１）。
小児のビタミンD欠乏症は、臨床症状により、ビタミンD欠乏性くる病と、ビタミンD欠乏性低カルシ
ウム（Ca）血症に大別される１）（表１）。両者が混在していることもある。
骨軟化症の生化学所見では、高骨型ALP血症が特徴的であり、一部を除いて慢性の低P血症も認め
る2）。
血清25OHD測定が保険適用（平成27年7月1日時点では保険適用外）になると、ビタミンD不足・
欠乏症の数が増加する可能性がある。 ⇒見逃されている／潜在的なビタミンD不足・欠乏症が発見
されるようになる。
血中1α,25（OH）2D値（保険適用）は、ビタミンD欠乏状態の指標とはならないことに注意する。
FGF23関連低P血症性くる病・骨軟化症では、FGF23（fibroblast growth factor 23）は高値
で、25OHDは正常。ビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症では、25OHDが低値で、FGF23は高値で
はない2）。
成人のFGF23関連低P血症性骨軟化症は、かなり見逃されている可能性がある。
治療のビタミンDは、天然型ビタミンDが理想だが、日本では天然型ビタミンDの薬価収載がされて
いないので〔デノタスⓇチュアブル配合錠（天然型ビタミンDとCa、Mgの配合剤）が、RANKL阻害剤
（デノスマブ＜遺伝子組換え＞等）投与に伴う低カルシウム血症の治療および予防薬としてのみ薬価
収載されている。〕、活性型ビタミンDを使用している。ただ、日本でも天然型ビタミンDは市販されて
いる。アメリカ小児科学会や米国内分泌学会のガイドラインも、ビタミンＤ欠乏性くる病の治療は、天
然型ビタミンＤで行うことになっている。
ビタミンDやホスリボン®（FGF23関連低P血症性くる病・骨軟化症に対する）投与：家庭の事情によ
り家庭での服用が困難で、ホスリボン®による腹痛などの副作用がないようなら、保育園・幼稚園、学
校とよく相談・説明をして、保育園・幼稚園、学校で投薬してもらうことも考える。
日本人のどの年齢層も、ビタミンD、Caの摂取量が推奨量より少ないことから、食事内容や日光暴露
が少ないとビタミンD欠乏性くる病・骨軟化症に陥る可能性がある。
ビタミンDを多く含む食物は、魚介類（魚肉、アンコウの肝、しらす干し、すじこ、いくらなど）、きくらげ
（乾）などのキノコ類、卵黄、バターなどである。
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2 小児くる病が見逃される理由
診療のPoints

O脚、X脚（それぞれ、内反膝、外反膝とも言う）があっても、生理的なものとされている例もある。 1

3

4

a）血清25水酸化ビタミンD（25OHD）低値 
b）単純X線像：くる病変化〔骨幹端の杯状陥凹（cupping）、骨端線の拡大（splaying）、不整（fraying）、毛ばだち
（flaring）などのうち少なくとも1つ〕　撮影部位としては、手関節および膝関節が推奨される♯
c）臨床症状、身体徴候：内反膝（O脚）・外反膝（X脚）などの下肢変形、跛行、脊柱の弯曲、頭蓋癆、大泉門の開離、肋
骨念珠、横隔膜付着部肋骨の陥凹、関節腫脹、病的骨折、成長障害のうち少なくとも1つ 

d）低リン血症＊、または低カルシウム血症 
e）高アルカリホスファターゼ（ALP）血症＊ 
f）血中副甲状腺ホルモン（PTH）高値 

上記のすべての項目を満たす時は、診断確定例とする。 
a）に加えて、b）、e）、f）のすべてがあればビタミンD欠乏性くる病が最も疑わしいが、低リン血症性くる病、骨幹端異形成症
などにビタミンD欠乏が共存する場合（comorbidity）もありえる。従って、これら疾患を除外することにより、ビタミンD欠乏性
くる病と確定診断して良い。 
a）があってもb）が明らかでない場合、他の項目をすべて満たしても、ビタミンD欠乏性くる病疑いとして、治療を行うかどうか
慎重に判断する。

a）血清25水酸化ビタミンD（25OHD）低値 
b）臨床症状 ： 痙攣、テタニー、易刺激性、Trousseau徴候、Chvostek徴候 
c）身体徴候：内反膝（O脚）・外反膝（X脚）などの下肢変形、脊柱の弯曲、頭蓋癆、大泉門の開離、肋骨念珠、関節腫
　脹、病的骨折、成長障害のうち少なくとも1つ 
d）単純X線像：くる病変化〔骨幹端の杯状陥凹（cupping）、骨端線の拡大（splaying）、不整（fraying）、毛ばだち
（flaring）などのうち少なくとも1つ〕　撮影部位としては、手関節および膝関節が推奨される 
e）低カルシウム血症 血清カルシウム補正値 8.4mg/dL未満
　　　　　　　　  イオン化カルシウム　　1.05mmol/L未満 
 f）高アルカリホスファターゼ（ALP）血症＊
g）血中副甲状腺ホルモン（PTH）高値 

すべての項目を満たす時は、診断確定例とする。 
d）に記載したくる病様変化を伴わない場合、偽性副甲状腺機能低下症が鑑別すべき疾患として重要である。偽性副甲状
腺機能低下症では、一般的に血清25水酸化ビタミンD（25OHD）は低値を示さないが、ビタミンD欠乏が共存している時
には低値となりうる。偽性副甲状腺機能低下症では血清リンは通常高値であるが、ビタミンD欠乏性低カルシウム血症で
も、血清リンが高値のときがある。実際には、活性化ビタミンD製剤の投与を行なって、血清カルシウム値を補正する治療を
行なって後に、診断の再判定が必要となることもある。

表1. ビタミンD欠乏性くる病・低カルシウム血症の診断の手引き１）

【診断指針】

上記＊を付けた項目については、年齢に応じた基準値を用いて判断する。

♯（筆者注釈） ： 軽症例や病初期にも出現するのだろうか？（次号のPitfall vol.20の■参照）5

1. ビタミンD欠乏性くる病 

2. ビタミンD欠乏性低カルシウム血症 

1 小児くる病・成人骨軟化症が見逃される理由
診療のPoints

患者・家族も、一部の医師も、まさか、くる病・骨軟化症とは思っていない（特に成人で）？
くる病・骨軟化症は、過去の病気と思っている？ 
最近では、小児くる病のことはマスメディアで取り上げられることがあるので、かなり関心は持たれて
いるが、小児くる病に比較して、成人の骨軟化症への関心はまだ低い。
血清Pが低値でも、低P血症性くる病・骨軟化症の存在や病名自体が知られていない（特に成人で） ？ 
血清P値の低値や血清ALP値の軽度高値にも気づかれていない ？
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3 成人骨軟化症が見逃される理由
診療のPoints

FGF23関連低P血症性骨軟化症は、腰痛、関節痛、関節腫脹、筋力低下などで整形外科・外科・内科を
受診しても、加齢によるもの、変形性関節症、老人性膝関節症、腰痛症、リウマチ性多発筋痛症、繊維
筋痛症などとされ、消炎鎮痛剤（内服、湿布）が投与されている例もある。 →改善しないので転院す
る。 ⇒自験例：FGF23関連低Ｐ血症性骨軟化症と診断時50歳代女性。FGF23 800pg/mL以
上、25OHD 11ng/mL（25OHD低値は、全身痛のために運動不足、外出が少ない、食欲不振・食
事不十分による栄養性ビタミンD欠乏症を合併したため）。 
骨軟化症では骨密度の低下が認められる。このため骨密度の低下が認められる場合には、骨粗鬆症
のほかに骨軟化症の可能性も考慮する必要がある。 ⇒血清ALP、Ca、Pも測定し、その値に注意す
る。必要なら血清25OHDや血清FGF23を測定する。
FGF23関連低P血症性骨軟化症の病名、病態がよく知られていない。

生後2歳までは生理的O脚（概ね、膝間で3cm以下）で、3～5歳は生理的X脚を示す1）。
乳児では、低Ca血症による全身性のけいれんを初発症状とする場合がある。感染症（発熱）により低
Ca血症は悪化し、熱性けいれんとして発症する例もあるので、熱性けいれん児には血清ALP、Ca、
P測定が重要である。また、無熱時のけいれん児も良性乳児けいれんと即断しないで、必ず血清
ALP、Ca、Pも測定する。必要なら、血清25OHDも測定する。
電子カルテ上での検査データが異常値なら、高値で赤字、低値で青字として表出される場合 ： 基準値
が成人の基準値であるため、小児にとっては、血清P値が低値であっても、成人基準値内に入るので、
青字として表出されず正常値として誤解してしまう。
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4 くる病・骨軟化症を見逃さないために！
診療のPoints

問診が重要：くる病・骨軟化症の家族歴、母親のビタミンD不足、完全母乳栄養、食事歴、集団保育の
有無、日光暴露状況、日焼け止め・紫外線カット化粧品の長期間使用、全身と顔を衣服で覆っている、
基礎疾患（消化管、肝、腎疾患、胆汁うっ滞性疾患など）、抗けいれん薬の長期間使用（抗てんかん薬
による肝臓でのビタミンDの不活性化の促進）、早産児・低出生体重児など。
室内に閉じこもりがちな、寝たきりの重症心身障害者や引きこもりの成人・高齢者で栄養不良と日光暴
露が少ない場合。 ⇒血清25OHDを検査すれば、結構、潜在性のくる病や骨軟化症が見つかるのでは？
抗てんかん薬の長期間服用者で、日光暴露が少ない寝たきりの重症心身障害者では特に要注意。
血液検査しても、血清ALP、Ca、Pも検査しているか？
血清ALP、Ca、Pの検査をしていても、その値に注意していない？
血清ALP、Ca、P値は、小児と成人との間で、また、小児でも年齢により基準値がかなり違うので要注
意である。年齢に応じた基準値を用いて判断する（表２、図１）。施設間の差も存在する。
必要なら、血清25OHDやFGF23も測定する（図２、表3）。血中1α,25（OH）2D値は、ビタミンD
欠乏状態の指標とはならない。
思春期以降で骨端線閉鎖している場合には、くる病に見られる特徴的なcupping、splaying、
fraying、flaringなどの所見は見られないので（小児期の重症くる病例では、成人になっても多少の
骨変形が見られる場合もある）、軽度ALP高値（800～1,000IU/L以上）を、成長期でALPが少し
高いと即断しないこと。血清iPTH、Ca、Pも測定する。必要なら血清25OHDも測定する。
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くる病・骨軟化症

血清リン

低値 基準値内

なし

25（OH）D♯♯
20ng/mL未満 20ng/mL以上♯

あり
石灰化障害を惹起する
薬剤の使用

FGF23♯♯
30pg/mL未満 30pg/mL以上

リン摂取不足、腸管吸収障害
なし あり

蛋白尿、アミノ酸尿♯♯♯、
アシドーシス等

あり なし

25（OH）D♯♯
20ng/mL未満 20ng/mL以上♯

1,25（OH）2D
低値 高値

HHRH ： hereditary hypophosphatemic rickets with hypercalciuria
＊ ： アルミニウム、エチドロネートなど
＊＊ ： イホスファミド、アデホビルピボキシル、バルプロ酸など
＊＊＊ ： ジフェニルヒダントイン、リファンピシンなど

♯ 小児では、より高値であってもくる病の原因となることがある。
♯♯ 保険適用外検査。
♯♯♯ ビタミンD代謝物作用障害でも認められる場合がある。

薬剤性＊

診断再考ビタミンD欠乏、
薬剤性＊＊＊

ビタミンD欠乏、
薬剤性＊＊＊

ファンコニ症候群、
デント病、腎尿細管性
アシドーシス、薬剤性＊＊

FGF23関連
低リン血症

リン欠乏

ビタミンD
依存症1型

HHRH、
ビタミンD依存症2型

図2. くる病・骨軟化症の病因鑑別フローチャート2）

表3. 血清25OHD低値の目安1）

表2． 低リン血症と高アルカリホスファターゼ血症の目安１）

図1. 年齢による血清Pの基準値3）

〈低リン血症〉
血清リン値 1歳未満

1歳以上小児期まで
思春期以降成人まで

4.5mg/dL 未満
4.0mg/dL 未満
3.5mg/dL 未満

〈高アルカリホスファターゼ血症〉
血清ALP値 1歳未満

1歳以上小児期まで
思春期の成長加速期

1200 IU/L 以上
1000 IU/L 以上
1200 IU/L 以上
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低P血症 ： 日内変動や食事による変動があるために、早朝空腹時採血が望ましいが、随時採血の場合は、数回の
　　　　  採血により判定する1）。

成人の基準値

20ng/mL（50nmol/L）以下
　→ビタミンD不足（insufficiency）
15ng/mL（37.5nmol/L）以下
　→より確実なビタミンD欠乏症（deficiency）
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