
骨粗しょう症 

 

骨粗しょう症～疾患編～ 

 

骨粗しょう症(骨粗鬆症)になると全身の骨がもろくなり骨折やそれに伴う寝たきりなどが引

き起こされ、日常生活に大きな支障をきたします。 

さらに、骨粗しょう症によって骨折が起こると死亡率が上昇することも明らかになっていま

す。 

骨粗しょう症は単なる骨の老化現象ではなく骨の病的な老化であり、予防と早期からの治療

開始が非常に重要となります。 

このコンテンツでは骨粗しょう症の病態を中心に 

【骨の構造と機能】 

【骨粗しょう症の疫学】 

【骨粗しょう症の病態】 

【骨粗しょう症による骨折】 

【骨粗しょう症の検査と診断】 

【骨粗しょう症の予後】 

の順に見て参ります。 

 

骨の構造と機能 

骨の構造と機能について見てまいります。 

 

骨の構造 

人の体は約200個の骨で構成されています。 

獣などの長い骨(長管骨)や頭蓋骨などの薄い板状の骨、扁平骨などその部位や役割によっ

て様々な形をしていますが基本的な構造は同じです。 

骨は表面を覆う骨膜、その内側の硬い皮質骨、内部に骨髄を含む海綿骨の3層からなりま

す。 

骨膜は骨の表面を覆う結合組織の薄い膜のことで、知覚神経が豊富に分布しているので敏

感です。 

皮質骨は緻密で硬い部分でその中を血管や神経が通っています。 

その内側にある海綿骨は細い骨が柱や梁のように網目状に集まってできたスポンジのよう

な構造になっており、この網目構造のことを骨梁と言います。 



 

構成比や成分 

皮質骨と海綿骨の構成比は骨の種類によって異なります。 

背骨(椎骨)は海綿骨の割合が多くて、足の

長管骨は皮質骨の割合が多いです。 

また、1つの骨でも部位によってその割合

は異なります。 

例えば長管骨の場合、骨の中央部にあたる

骨幹は厚い皮質骨で取り囲まれているのに

対し、骨の端の部分にあたる骨端では皮質

骨は薄く内部の海綿骨が大部分を占めま

す。 

骨の成分はカルシウムやリン酸、コラーゲ

ンなどで構成されており、 

カルシウムなどのミネラルを骨塩、 

コラーゲンなどのタンパク質を骨基質 

と言います。 

 

骨の機能 

次に骨の機能について見てまいります。 

 

骨の役割 

様々な骨が互いに組み合わさって形を作ることで重力に対抗して立ったり動いたりできる

ように体の構造を支え、脳や心臓・肺などの重要な臓器を覆って外からの衝撃を直接受け

ないように保護しています。 

また、骨に付着している骨格筋とともに身体運動を行い、骨髄では赤血球・白血球・血小

板などの血液の成分を作っています。 

そして骨には体内のカルシウムの99%が蓄えられており、血液中のカルシウムが不足する

と骨に貯蔵したカルシウムが溶け出して血中カルシウム濃度を一定に保つ働きをしていま

す。 

 

リモデリング 

骨は成長期が終わった後も破壊と再生を繰り返して絶えず生まれ変わっています。 

この骨代謝のことをリモデリングと言います。 

リモデリングではまず骨の古くなった部分に破骨細胞が集まり骨を破壊します。 



これを骨吸収と言います。 

次に、壊された部分に骨芽細胞が集まりカルシウムなどを原料として新しい骨を作りま

す。 

これを骨形成と言います。 

骨芽細胞の一部は骨細胞として新しい骨に埋まり、骨形成が終わると休止状態となりま

す。 

このような骨吸収・骨形成・休止がバランスよく繰り返されることで骨の健康が保たれて

います。 

骨吸収は2～3週間、骨形成は12～16週間かけて行われ、全身の骨は2～3年で全て新しく

作り変えられると言われています。 

 

血中カルシウム濃度  

骨代謝は血中カルシウム濃度の調節において重要な役割をしています。 

 

血中カルシウムの働き 

骨形成ではカルシウムを原料にして新しい骨を作るため、血液中から骨とカルシウムが取

り込まれます。 

一方、骨吸収では骨から血液中へカルシウムが放出されます。 

血液中のカルシウムは 

・神経伝達 

・筋肉の収縮 

・血液凝固 など 

に関与しており、これらの重要な働きをするためにはその濃度を一定に保つ必要がありま

す。 



そこで様々なホルモンなどが関わって血中カルシウム濃度は調節されています。 

 

血中カルシウム濃度の調整 

血中カルシウム濃度を調節するものの1つとして活性型ビタミン D 3が挙げられます。 

食物からの摂取や皮膚での合成により体内に取り込まれたビタミン D は、肝臓と腎臓で

活性化されて活性型ビタミン D 3として作用を発揮します。 

活性型ビタミン D 3には 

・腸管からのカルシウム吸収 

・腎臓でのカルシウムの再吸収 

・骨吸収を促進する 

働きがあり、血中カルシウム濃度を上昇させます。 

また、副甲状腺ホルモン(PTH)も骨吸収を促進し、腎臓でのカルシウムの再吸収や活性型

ビタミン D 3の合成を促進することで血中カルシウム濃度を上昇させます。 

一方、カルシトニンは骨吸収を抑制し、腎臓からのカルシウムの排泄を促進することで血

中カルシウム濃度を低下させます。 

このように【活性型ビタミン D 3・副甲状腺ホルモン・カルシトニン】の働きにより血中

カルシウム濃度は一定に保たれています。 

また、これら以外にも血中カルシウム濃度に影響を与える因子は様々あり、その1つとし

て女性ホルモンのエストロゲンが挙げられます。 

エストロゲンには骨吸収を抑制し骨形成を促進すると言った骨に対する直接作用のほか、

カルシトニンの働きを促進したり、副甲状腺ホルモンの働きを抑制したりする作用があり

血中カルシウム濃度を低下させます。 

 

骨量 

骨の構成成分である骨塩と骨基質の総量のことを骨量といい、骨量は年齢に伴い大きく変

化します。 

一般に骨量は思春期頃から急速に増加して、20歳頃までに最大に達し、40歳くらいまで

は最大骨量を維持します。 

その後の骨量の推移は男性と女性で異なり、男性では加齢に伴い緩やかに減少します。 

一方女性の場合は、閉経を機に骨吸収を抑制する働きを持つエストロゲンの分泌が急激に

減少するため骨吸収が亢進します。 



そのため閉経に伴い骨量が急激に減少し、その後は加齢に伴い

徐々に減少します。 

なお20～44歳までの人の平均骨量のことを若年成人平均値(Youn

g Adult mean)といい、この頭文字を取ってYAMといいます。 

YAMの骨量を100%として70%未満になると骨折の危険性が高く

なると言われています。 

 

 

骨粗しょう症の疫学 

骨粗しょう症とはどのような病気なのか見てまいります。 

 

骨粗しょう症とは 

骨粗しょう症とは、鬆
す

が入った大根のように骨の中がスカスカの状態になり、骨がもろくな

る病気です。 

骨粗しょう症になっただけでは、ほとんど症状は現れませんが、進行すると骨折や骨の変形

が生じやすくなります。 

 

統計 

骨粗しょう症の患者数は、2008～2011年に行われた大規模住民コホート研究によると12

80万人と推定されています。 

その内訳は、男性が300万人 女性が980万人となっています。 



また、こちらは腰椎と大腿骨頸部太ももの付け根の骨粗しょう症の有病率を性年齢別に示

したグラフです。 

骨粗しょう症は男性に比べて女性に多く見られます。 

一般に50歳代から骨粗しょう症が起こりやすくなり、女性においては年齢とともに有病率

が上昇しています。 

次に骨折発生率の年次推移について見てまいります。 

厚生労働省研究班により行われた全国規模の調査によると、大腿骨近位部の骨折発生数は

1987年には53,000人でしたが、その後年々増加しています。 

2007年の調査結果では148100人となり、20年間で約3倍に上昇し非常に深刻です。 

骨粗しょう症の患者および骨粗しょう症による骨折を起こす患者は高齢化が進むことによ

って今後も増加すると予想されています。 
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骨粗しょう症の病態 

骨粗しょう症の病態について見てまいります。 

 

骨強度 

骨粗しょう症は、骨の強さを示す骨強度が低下する病気です。 

この骨強度は、骨密度と骨質の2つの要因からなっています。 

 

骨密度と骨質 

骨密度とは、単位体積または単位面積あたりの骨の中に含まれる骨量、つまり骨量を骨の

体積や面積で割った値のことです。 

一方骨質は、骨の素材としての品質である材質に関する特性と、その素材をもとに作り上

げられた構造に関わる特性(微細構造)により規定されています。 

 

骨強度を決める割合は、骨密度が70% 骨質が30%とされており、骨密度または骨質の

どちらか一方でも低下すると骨強度は低下します。 

骨密度の低下には骨のリモデリングが関与しています。 

骨吸収により破壊される骨の量と骨形成により新しく作られる骨の量が一定であれば、骨

は健康な状態を維持できるのですが、何らかの原因によりこの骨吸収と骨形成のバランス

が崩れ、骨が作られる量よりも破壊される量の方が多くなると骨密度は低下します。 

また、骨質の微細構造に対しても骨リモデリングは影響を及ぼします。 

リモデリングにおいては、骨吸収よりも骨形成にかかる時間のほうが長いです。 

従って、リモデリングが盛んに行われている状態では骨吸収によって骨に多くの穴が生じ

形成途中の組織が多くなるため、力学的負荷がかかると骨が折れやすい状態となります。 



 

低下の原因 

ではこのような強度の低下は何が原因で起こるのでしょうか。 

主な要因としては 

・閉経 

・加齢 

・生活習慣病 

が挙げられます。 

女性では閉経後、骨吸収を抑制する働きを持つエストロゲンの分泌が急激に減少するた

め、骨吸収が亢進します。 

また、加齢に伴い骨芽細胞の機能が低下して骨形成が低下すると考えられています。 

このようにして骨吸収と骨形成のバランスが崩れると、骨密度の低下及び微細構造の劣化

が起こります。 

さらに閉経や加齢はコラーゲンなどの骨基質に異常を引き起こし骨の材質も劣化させま

す。 

また近年では、糖尿病や慢性腎臓病(CKD)などの生活習慣病が骨代謝に影響を及ぼすこと

が明らかになってきました。 

これらの生活習慣病が関わる骨粗しょう症では、骨密度が保たれているにも関わらず骨強

度が低下していることが多く、その主な原因は骨質の劣化であると言われています。 

 

骨粗しょう症の原因  

次の図は、骨粗しょう症の危険因子を示しています。 



 

男性女性ともに加齢に伴い骨量が減少するため、骨粗しょう症が起こりやすくなります。 

また女性では閉経により骨量が急激に減少することに加えて最大骨量が男性よりも低いこと

もあり、男性よりも骨粗しょう症が起こりやすいです。 

骨密度や骨の強さには遺伝的な要因も関係しているため、親が骨粗しょう症により骨折した

ことがある場合にはその子供も骨粗しょう症になる危険性が高いと言われています。 

また過去に骨折した経験がある場合も、骨粗しょう症になる危険性は高くなります。 

さらに生活習慣も骨粗しょう症の危険因子となります。 

例えば喫煙や過度の飲酒は骨量減少や骨質劣化の原因となります。 

また、骨は体重の負荷や運動による刺激などがかかることで骨代謝が活発になり骨量が増加

します。 

しかし、過度なダイエットや運動不足の状態では骨に十分な負荷がかからず、骨量が減少し

てしまいます。 

偏食はカルシウムやビタミン D などの骨に必要な栄養が不足する原因となります。 

このような生活習慣はコントロールが可能な危険因子であり、これらを改善することが骨粗

しょう症の予防につながります。 

病気や薬が骨代謝に悪影響を及ぼし骨粗しょう症の原因となることもあります。 

原因となる病気としては、 

・糖尿病 

・慢性腎臓病(CKD)などの生活習慣病 

・副甲状腺機能亢進症 

・関節リウマチ など 

が挙げられます。 

 

分類 

次に骨粗しょう症の分類について見てまいります。 

骨粗しょう症は原因となる基礎疾患などの有無によって 

・原発性骨粗しょう症 

・続発性骨粗しょう症 

に分類されます。 

 

原発性骨粗しょう症 

原発性骨粗しょう症とは、原因となる基礎疾患などがないものです。 

・加齢 

・閉経 

・遺伝的要因 



などの要因によって起こり、妊娠によって起こる妊娠後骨粗しょう症も含まれます。 

 

続発性骨粗しょう症 

続発性骨粗しょう症の原因には、下の図に示したような様々な疾患や薬などが挙げられま

す。 

その中でも最も多いのはステロイド性骨粗しょう症で、ステロイド薬長期使用者の50%に

骨粗しょう症が発症していると言われています。 

 

 

骨粗しょう症による骨折 

骨粗しょう症による骨折について見てまいります。 

 

内分泌系

副甲状腺機能亢進症

クッシング症候群

甲状腺機能亢進症

性腺機能不全　　　　など

栄養性

胃切除後

神経性食欲不振症

吸収不良症候群

ビタミンC欠乏症

ビタミンAまたはD過剰

薬物

ステロイド薬

抗痙攣薬

ワルファリン

性ホルモン低下療法治療薬　　　など

不動性
全身性(臥床安静、対麻痺、廃用症候群、宇宙旅行)

局所性(骨折後など)

先天性
骨形成不全症

マルファン症候群

その他

糖尿病

関節リウマチ

アルコール多飲

慢性腎臓病(CKD)

慢性閉塞性肺疾患(COPD)



脆弱性骨折 

骨粗しょう症が進んで骨がもろくなると、交通事故などの大きな力ではなく身体の重みや転

倒など通常であれば骨折しないような軽い力が加わっただけで骨折が生じてしまいます。 

このような骨折のことを脆弱性骨折と言います。 

 

骨折しやすい部位 

骨粗しょう症による骨折が起こりやすい部位は 

背骨 太ももの付け根 手首 腕の付け根 などの骨です。 

この中でも最も頻度が高いのは背骨の骨折で、70歳代前半は25%、80歳以上では43%の頻

度で発生しています。 

 

背骨(脊椎)の骨折 

背骨(脊椎)のうち、骨粗しょう症による骨折が起こりやすいのは胸椎や腰椎です。 

胸椎や腰椎は椎骨という独特の形をした骨が積み重なって構成されています。 

骨粗しょう症が進むと、椎骨の円柱状の部分にあたる椎体が押しつぶされるように変形す

る圧迫骨折が起こります。 

これは転倒した時の衝撃など強い力で一気につぶれることもありますが、『重いものを運

ぶ・掃除機をかけるなど』の日常の些細な動作で少しずつ潰れていくこともあります。 



椎体の圧迫骨折が起こっても、初期のうちは無症状で気がつかないことも多いですが、進

行すると背中や腰に痛みが現れます。 

また椎体が潰れることで背中や腰が曲がって円
えん

背
ぱい

と呼ばれる前かがみの姿勢になったり、

身長が縮んだりします。 

 

他部位の骨折 

一方、太ももの付け根や手首の骨折は主に転倒した時に起こります。 

太ももの付け根の骨折は大腿骨近位部骨折と言い、転んで尻もちをついた時などに起こり

やすい骨折です。 

手首の骨折は、肘から手首までの前腕にある2本の骨のうち、外側親指側の橈
とう

骨
こつ

で起こる

ことが多く橈骨遠位端骨折と言います。 

つまずいて手をついた時などに起こりやすい骨折です。 

腕の付け根の骨折は上腕骨近位部骨折といい、転んだ時に肩や肘をついたりして起こりま

す。 

 

年齢と骨折部位の関係 

年齢別の骨折発生率を見てみると、年齢によって骨折しやすい部位が異なることがわかりま

す。 

橈骨遠位端骨折は50歳代から発生率が上昇し、80歳以上ではその増加が少ないという特徴

があります。 

これは、50～70歳と比較的若い場合は転倒時に反射的に手をついて防御するためと考えら

れます。 

一方80歳以上と年齢が高くなるほど転倒時に手での防御ができず、大腿骨近位部や肩を直

接受傷するため、これらの部位の骨折発生率が高くなっています。 

また、部位に関わらず既に脆弱性骨折を起こしたことがある人では、骨折したことがない人

に比べて将来再び骨折するリスクが約2倍に上昇します。 

すなわち、一度骨折を起こすと骨折の連鎖が生じやすいということです。 

中でも椎体骨折をしたことがある人では、新規椎体骨折の相対リスクは約3～4倍、新規大

腿骨近位部骨折の相対リスクは約3～5倍になります。 

また、大腿骨近位部骨折の既往がある場合の新規骨折の相対リスクは2.5～6.48倍と報告さ

れています。  

 

 

 



骨粗しょう症検査と診断 

骨粗鬆症の検査と診断について見ていきます。 

 

骨粗しょう症の検査  

まず、骨粗しょう症の検査について 

骨密度の測定 

骨粗しょう症性骨折の診断 

骨代謝マーカー 

の順に見て参ります。 

 

測定方法 

骨密度の測定方法には 

DXA法  

MD法  

QUS法 など 

があります。 

 

DXA法 

最も標準的なのはDXA法です。 

これは2種類の異なるエネルギーの X 線を照射して骨密度を

測定する方法で、全身のどの部位でも測定が可能で、精度良

く迅速に測定できます。 

骨粗しょう症の診断においては、腰椎と大腿骨近位部の2箇所

を測定することが望ましいと言われており、腰椎や大腿骨近

位部での評価が困難な場合には前腕骨・橈骨で測定します。 

 

MD法 

 MD法 は、手を X 線撮影して骨密度を測定する方法です。 

この方法では体幹部へのX線被ばくがないことと、X線撮影が短時間で済むので、多数例

のスクリーニングに適しています。 

 

QUS法 

 QUS法は踵の骨に超音波を当てて測定する方法で、 X 線を使用しないため

放射線被曝がなく人間ドックや検診などでよく用いられています。 



 

骨粗しょう症性骨折の診断 

骨粗しょう症性の骨折があるかどうかを判断するためには、脊椎の x 線検査で圧迫骨折や

変形の有無の確認が行われます。 

その他に MRI が用いられることもあります。 

なお脊椎の X 線検査では、骨粗しょうかの程度を確認することもできます。 

椎体の縦と横の骨量が密な場合は骨粗しょう化なしと判定します。 

骨粗鬆化が進むとまず横の骨量が減少するため、相対的に縦の骨量が目立つようであれば

骨粗しょうかの疑いありとなります。 

縦の骨量も減少しそうになったり不明瞭になったりしている場合は、『骨粗鬆があり』と

判定します。 

 

骨代謝マーカー 

次に骨代謝マーカーについて見てまいります。 

骨代謝マーカーは、骨形成や骨吸収の過程において産生され血液や尿中に放出される物質

です。 

血液検査や尿検査で測定が可能で、骨代謝回転が速いほど高値を示します。 

吸収を反映するマーカーや骨形成を反映するマーカーなどがあり、それぞれ下の図に示し

たようなものがあります。 

 

種類
名称

(略語)
材料 備考

骨型アルカリホスファターゼ

(BAP)
血清 類骨形成や石灰化作用において重要な酵素

Ⅰ型プロコラーゲン-N-プロペプ

チド

(P1NP)

血清
骨芽細胞で合成・分泌されたコラーゲンの作用により

切断・放出される代謝産物

オステオカルシン

(OC)
血清 骨芽細胞によって分泌される非コラーゲン性タンパク質

デオキシピリシノリン

(DPD)
尿

線維原性コラーゲンの細胞外成熟中に形成され

成熟コラーゲンの分解の際に放出される

Ⅰ型コラーゲン架橋N-テロペプチ

ド

(NTX)

尿

Ⅰ型コラーゲン架橋C-テロペプチ

ド

(CTX)

尿

酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ-5b

(TRACP-5b)
血清 日内変動の少ない破骨細胞内酵素

骨吸収によってI型コラーゲンが分化されると

テロペプチド部分は架橋されたまま断片として血中に遊離

するため

破骨細胞が骨吸収する際のマーカーとなる

骨形成マーカー

骨吸収マーカー



同じ骨密度であっても骨代謝回転が早いと骨折のリスクも高くなるため、骨代謝マーカー

によって骨折の危険度を予測することができます。 

また、骨代謝マーカーは治療薬の選択や治療効果の評価にも役立てることができます。 

 

診断 

骨粗しょう症の診断について見てまいります。 

腰や背の痛みなどで医療機関を受診した人や検診で骨粗しょう症が疑われた要精検者などに

は、まず医療面接(病歴の聴取・身体診察・画像診断・血液尿検査)を行い、次に骨量測定お

よび脊椎 X 線検査によって評価を行います。 

これらの検査で、続発性骨粗しょう症や骨軟化症悪性腫瘍の骨転移などの低骨量をきたす他

の疾患であると鑑別できた場合には、その疾患としての治療を優先して行います。 

次に脆弱性骨折の有無を判定します。 

そして、椎体骨折または大腿骨近位部骨折がある場合には、骨密度と関係なく原発性骨粗し

ょう症と診断します。 

椎体骨折や大腿骨近位部骨折がない場合には、その他の部位における脆弱性骨折の有無と骨

量測定の結果より判定します。 

骨量測定では、骨密度値がYAM(若年成人平均値)の何％にあたるかにより評価します。 

椎体や大腿骨近位部以外の部位における脆弱性骨折がある場合には、骨密度値がYAMの8

0%未満であれば原発性骨粗しょう症と診断します。 

骨折がなくても骨密度値がYAMの70%以下の場合には原発性骨粗しょう症と診断します。 



 

骨粗しょう症の予後 

骨粗しょう症の予後について見てまいります。 

骨粗しょう症になっても骨量の減少や骨質の劣化が起こるだけではほとんど症状は現れませ

んが、骨折が生じると疼痛が発生するほか思うように体が動かせなくなるため、日常生活が

不便になり生活の質(QOL)や日常生活動作(ADL)が低下します。 

特に大腿骨近位部の骨折は激しい痛みが起こり、歩行が困難になるため骨粗しょう症に関連

する骨折の中で最も重篤と言われています。 

大腿骨近位部骨折では手術が必要となることが多いため、長期間の入院やリハビリテーショ

ンが必要となります。 

そのまま寝たきりにつながることも多いため、介護が必要となるきっかけとなります。 

2010年の厚生労働省国民生活基礎調査の結果によると、介護が必要となった原因の10.2%

を骨折転倒が占めています。 

 

椎体骨折による円背 

骨粗しょう症による骨折の中で最も頻度の高い椎体骨折では、円背が進行して内臓が圧迫

されることで逆流性食道炎などの消化器疾患を合併し、胸焼け・腹部膨満感・食欲不振な

どの症状が現れたり、心肺機能の低下をきたしたりする恐れがあります。 

このように骨粗しょう症による骨折は直接的に QOL と ADL の低下を引き起こすことに

加え、患者の社会的・心理的生活面にも大きく影響を及ぼします。 

例えば、椎体骨折による円背が進行すると衣服が合わなくなり、変形を持つことに対する

精神的負担が増大します。 

そして、次第に社会参加の機会が減少してしまいます。 

 

抱えるリスク 

また、骨粗しょう症による骨折を起こしたことがある人は骨折したことがない人に比べ

て、将来再び骨折するリスクが高まります。 

さらに骨粗しょう症による骨折は単に QOL や ADL を低下させるだけではなく、死亡リ

スクも上昇させます。 

特に大腿骨近位部骨折は生命予後に顕著な影響を及ぼすことが明らかにされており、大腿

骨近位部骨折者の10%が骨折後1年で死亡すると報告されています。 

椎体骨折やその他の骨折でも死亡リスクが上昇することが知られています。 

骨粗しょう症は長期的には骨折の有無に関わらず死亡リスクを上昇させるため、骨粗しょ

う症にならないよう予防することが非常に重要です。 
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あとがき 

骨粗しょう症は女性に多い病気と思われがちですが、糖尿病が原因となって起こる場合もあ

りますので、男性にとっても油断できない疾患です。 

加齢によって発生率は上昇しますが、しっかりとした食生活や適度な運動をすることで骨密

度や骨質を良くし、骨強度を上げることで予防は出来ます。 

骨に異常が出ると普段の生活が送れなくなり、身体もそうですが精神的にも大きく影響が出

るので、日頃から生活習慣に気を配り健康な体を目指しましょう。 

 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどあ

りましたらご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 


