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抄録：ビタミンＤは副甲状腺ホルモンと並んで主要
なカルシウム調節ホルモンであり，活性型になるた
めには生体で２段階の水酸化を受けなければなら
ない。肝臓で２５位が水酸化され，腎臓で１α位が
水酸化された１α，２５‐水酸化ビタミンＤ［１α，２５-
dihydroxyvitamin D］が生成される。これが活性型
ビタミンＤとして生体のカルシウム・リンの恒常性
維持に作用する。腎臓での活性型ビタミンＤ生成は
血中のカルシウム，リンや数種のホルモンにより厳
格に制御されている。近年見出された線維芽細胞増
殖因子２３（fibroblast growth factor ２３）がリン調節ホ
ルモンとして作用していることが明らかになった。
リンと線維芽細胞増殖因子２３によるビタミンＤ活性
化の調節機構について説明・考察し，ビタミンＤ作
用の概略についても示す。さらに，リン代謝異常に
よる疾患の口腔内所見について解説する。

はじめに

歯や骨の主成分であるカルシウムとリンは血液中
に一定量存在し，生体の恒常性維持に重要な役割を
演じている。一方，これらのミネラルは歯や骨の形
成・吸収に関与する活性型のビタミンＤ生成の制御
にも深く関与している。活性型ビタミンＤは１α，２５‐
水酸化ビタミンＤ［１α，２５‐dihydroxyvitamin D：
１，２５-（OH）２D：カルシトール］でカルシウム調節ホ

ルモンとして広く認められている。ビタミンＤは皮
膚で紫外線により生成されるか，または，食物とし
て摂取され小腸で吸収されて血液に入り，肝臓で２５
位の炭素が水酸化されて２５水酸化ビタミンＤ［２５-
hydroxyvitamin D：２５（OH）D］に転換される。２５
（OH）Dは腎臓に運ばれ，更に水酸化を受ける。２５
（OH）Dの１α位の炭素が水酸化されたものが活性
型ビタミンＤの１，２５-（OH）２Dで，２４位の炭素に水酸
基が添加されたものは分解型の２４，２５‐水酸化ビタミ
ンＤ［２４，２５‐dihydroxyvitamin D：２４，２５‐（OH）２D］
である。この腎臓での２５（OH）D代謝の調節は血中
のカルシウム・リンや副甲状腺ホルモン（parathy-
roid hormone：PTH）などにより厳格にコントロー
ルされている１）。
本稿では腎臓での活性型ビタミンＤ生成の制御因

子について解説し，いままであまり取り上げられて
こなかったリンによるその制御機構について考察す
る。さらに，リンの代謝と口腔疾患の関連について
も少し触れてみたい。なお，ビタミンＤには皮膚で
生成されるビタミンＤ３（cholecalciferol）とキノコな
どの食物に含まれる植物由来のビタミンＤ２（ergo-
calciferol）が天然に存在する。生理活性はビタミン
Ｄ３の方が強い。本稿ではビタミンＤと表現し基本
的にはビタミンＤ３を指すことにする。また，活性
型ビタミンＤ，１α，２５‐水酸化ビタミンＤ，１α，２５‐
dihydroxyvitamin D，あるいは，カルシトールは全
て１，２５-（OH）２Dという表現を用いた。

１．ビタミンＤ輸送と代謝

ビタミンＤは皮膚で７‐デヒドロコレステロー
ル（７-dehydrocholesterol）から日光のＢ型紫外線
（UVB）により合成されたり食物から摂取されたビ
タミンＤは，肝臓に運ばれ２５（OH）Dへと代謝され
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血中に放出される。この２５（OH）Dは肝臓で合成さ
れるビタミンＤ結合タンパク質（vitamin D-binding
protein：DBP）と速やかに結合し，２５（OH）D-DBP
複合体を形成し全身を循環する（図１）。２５（OH）D
はビタミンＤ代謝産物の中で血中濃度が最も高く，
血中半減期は約３週間と長いため循環型ビタミンＤ
といわれ，生体のビタミンＤ状態を示す指標となっ
ている。一般に，２５（OH）Dの血中濃度が５ng/mL
未満を重度のビタミンＤ欠乏状態，１０～１５ng/mL
を軽度の欠乏状態，そして，１６～３０ng/mLをビタ
ミンＤ不足と定義されている２）。
腎臓での２５（OH）Dの取り込みにはメガリン

（megalin）が関与する（図２）。このタンパク質は分
子量が約６００kDa の１回膜貫通型の受容体で腎臓の
近位尿細管をはじめ副甲状腺や甲状腺で発現してい
る。この受容体は近位尿細管細胞の刷子縁上に存在
し，糸球体でろ過されたアルブミンなどのタンパク
質，２５（OH）D-DBP 複合体や PTHなどの高分子の
尿中から細胞内への取り込みに関与している３）。２５
（OH）D-DBP 複合体はメガリンを介したエンドサイ

トーシスによって尿からその細胞内に取り込まれ，
DBPは細胞内のライソゾームで分解され，２５（OH）
Dは細胞質に遊離される。その一部は間質すなわち
血管側に分泌され循環血流に戻される。細胞内の２５
（OH）Dの一部はミトコンドリアに局在しているビ
タ ミ ンＤ活 性 化 酵 素 の１α‐水 酸 化 酵 素（１α-
hydroxylase：１α-OHase：CYP２７B１‐チトクロー
ム P４５０の酵素）の触媒により，活性型の１，２５-（OH）２
Dが生成される（図２）。すなわち，１，２５-（OH）２Dは
１α‐水酸化酵素により２５（OH）Dの１α位の炭素が
水酸化を受けて生成される。一方，２５（OH）Dの大
部分はミトコンドリアにある別の水酸化酵素の２４‐
水酸化酵素（２４-hydroxylase：２４-OHase：CYP２４A
１‐チトクローム P４５０の酵素）により，その２４位の
炭素が水酸化されて不活性型の２４，２５‐（OH）２Dに変
換される（図１）。この腎臓での２５（OH）D代謝の制
御は生体の恒常性の維持のために厳格に調節されて
いる。

図１ ビタミンＤ３代謝と活性化の調節
ビタミンＤ３は皮膚で７‐デヒドロコレステロールからＢ型紫外線（UVB）により生成され，血中を循環し肝臓のミクロゾーム

にある２５‐水酸化酵素（２５-OHase）により２５-hydroxyvitamin D３［２５（OH）D３］に代謝され，再び血中に放出される。２５（OH）D３
の一部は腎臓の近位尿細管細胞のミトコンドリアに局在しているビタミンＤ活性化酵素の１α‐水酸化酵素（１α-OHase）により
代謝されて，活性型の１α，２５-dihydroxyvitamin D３［１，２５-（OH）２D３］が生成される。一方，２５（OH）D３の大部分はミトコンドリ
アにある２４‐水酸化酵素（２４-OHase）により不活性型の２４，２５-dihyroxyvitamin D３［２４，２５-（OH）２D３］に変換される。１，２５-（OH）２
D３は小腸，骨や腎臓などの標的器官で生理作用を発現した後に，２４-OHase により２４位が水酸化され分解される。１α‐水酸化
酵素の基質特異性は２５（OH）D３のほうが２４，２５-（OH）２D３よりも高く，しかも２５（OH）D３の血中濃度のほうがはるかに高いため，
２４，２５-dihyroxyvitamin D３から１，２４，２５-trihydroxyvitamin D３への反応はほとんど起こらない。なお，本図ではビタミンＤ３の
代謝に限定して記載している。従って，すべての表記はＤ３となっている。
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２．カルシウム系による腎臓のビタミンＤ活性化
の調節

腎臓におけるビタミンＤの活性化，すなわち，１
α‐水酸化酵素活性の制御は，主として血中のカル
シウム濃度，血中のリン濃度，PTH，１，２５-（OH）２D
そして線維芽細胞成長因子２３（fibroblast growth
factor２３：FGF２３）により制御されている（表１）。
生体の１，２５-（OH）２D合成は主として腎臓の近位尿細
管細胞で行われるが，近年，副甲状腺，骨（主に骨
芽細胞と骨細胞），膵臓，脳でも１α‐水酸化酵素の
発現が確認されている。これらの細胞の１α‐水酸
化酵素がどの程度生理作用に関与しているかは不明
である４）。
血中カルシウムによる腎臓の１α‐水酸化酵素の調

節機構は古くから知られており，その詳細が明らか
にされている。血中カルシウムの低下は副甲状腺の
カルシウム感知受容体（calcium-sensing receptor：
CaSR）の抑制を解除することによって，PTHの合

成・分泌が高まる。PTHは腎臓の近位尿細管細胞膜
上の PTH受容体 I型（parathyroid hormone type１
receptor：PTH１R）に結合しアデニル酸シクラーゼ
（adenylyl cyclase：AC）を活性化させ細胞内のサイ
クリックAMP（cAMP）産生を上昇させる。cAMP
がセカンドメッセンジャーとして作用して，最終的
に核の１α‐水酸化酵素遺伝子の発現亢進を介して
酵素量の上昇により，１，２５-（OH）２D産生が高まる
（図２）。１，２５-（OH）２Dが骨に作用して骨吸収を上昇
させ，小腸ではカルシウムの吸収を促進する。また
１，２５-（OH）２Dは直接腎臓に作用して１α‐水酸化酵素
を抑制するとともに，副甲状腺にも作用して PTH
の産生・分泌を抑制する。この機構により低カルシ
ウム血症は是正され血中カルシウムは正常化する
（表１）。なお，血中のカルシウムが直接腎臓に作用
して１，２５-（OH）２D生成を調節しているという現象も
知られているが，主要な作用経路は PTHを介した
ものと考えられている５，６）。

図２ 腎臓の近位尿細管におけるビタミンＤのメガリンを介した輸送
糸球体でろ過された２５（OH）D-DBP 複合体はメガリンを介して近位尿細管内に取り込まれ，DBPは細胞内のライソゾーム

で分解される。２５（OH）Dは細胞内に遊離されミトコンドリアに運搬され，ここで，２つの水酸化酵素により１，２５-（OH）２Dま
たは２４，２５-（OH）２Dに代謝される。PTH受容体（PTH１R）も近位尿細管細胞管腔側に存在している。PTHは PTH１Rに結合
すると，GTP結合タンパク質（GTPBP）を介してアデニル酸シクラーゼ（AC）を活性化させ，ATPからサイクリックAMP
（cAMP）を生成させる。PTHのシグナルは cAMPをセカンドメッセンジャーとして伝達され，核の標的遺伝子の発現を制御
する。主なものは，１α‐水酸化酵素（１α-OHase）遺伝子転写の促進と，尿細管刷子縁上の無機リン酸（Pi）の輸送体のナトリウ
ム依存性リン酸トランスポーター IIa 型と IIc 型（NaPi IIa & IIc：sodium-dependent phosphate transporter IIa & IIc）遺伝子
の転写を抑制する。また，PTHの一部は近位尿細管のメガリンによるエンドサイトーシスによって細胞内に取り込まれ分解
される。
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３．リンによる腎臓でのビタミンＤ活性化の調節

１９７３年にTanaka and DeLuca７）が血清リンによる
１，２５-（OH）２D生成の調節機構をArchives of Biochem-
istry and Biophysics に発表した。当時，骨代謝研
究者の間ではカルシウムにばかり注目が集まってい
たので，カルシウムのカウンターイオンであるリン
（正確には無機リン酸）に着目した発表は衝撃的で
あった。その後の研究でも血中リンによる１α‐水
酸化酵素の調節機構の詳細は不明のままであった。
２０００年に，腫瘍性くる病／骨軟化症（tumor-induced
rickets/osteomalacia：TIO）の惹起因子としてFGF
２３が同定され，その調節機構の詳細が明らかになっ
てきた。現在では，FGF２３は主として骨細胞で合
成され血中に分泌されて腎臓などの臓器に作用する
ため，全身因子として認知されている。FGF受容
体１c型（FGFR１c）の発現は組織特異的ではない
が，腎臓の遠位尿細管細胞では発現している。しか
し，近位尿細管細胞では発現していない。クロトー
（Klotho）は１回膜貫通型のタンパク質で，遠位尿細
管細胞だけではなく副甲状腺や脈絡膜にも発現して
いる。FGF２３と FGF受容体との親和性は低い。と
ころが，FGF２３はクロトーが存在するとKlotho と

FGF受容体１c型（FGFR１c）との複合体（FGF２３-
Klotho-FGFR１c）を形成し生理作用を発揮する（図
３）８）。低リン酸血症になると，骨でのFGF２３合成
が抑制され血中FGF２３濃度の減少により，腎臓で
の１α‐水酸化酵素発現が亢進し，１，２５-（OH）２D産
生が上昇する。１，２５-（OH）２Dは小腸でのリンの吸収
を促進し，骨吸収を高め，さらに，腎臓でのリンの
再吸収を行うことによって，血中のリン濃度は上昇
し低リン血症は是正される（図４）。一方，血中のリ
ン濃度が上昇した高リン血症になると骨細胞から
FGF２３の分泌が亢進し，これが腎臓に作用して１α

‐水酸化酵素活性を抑制し，１，２５-（OH）２D産生が低
下する。この低下は小腸でのリンの吸収を抑制し骨
での骨吸収も抑えられる。さらに，FGF２３は PTH
と同様に腎臓の近位尿細管でのリンの再吸収を強力
に抑制し，リン酸利尿を惹起する（図３）。この結
果，リンが尿中に排泄されるため血中リン濃度は正
常になる。このようにリンの恒常性の維持には
フィードバック機構が働いている（図４）。しかしな
がら，血中のFGF２３が直接近位尿細管細胞に作用
して１α‐水酸化酵素活性を抑制するかには疑問が
残る。FGF２３の受容体はKlotho-FGFR１cである
が，この腎臓での発現部位は遠位尿細管であり，１

表１ 腎臓のビタミンＤの活性化の調節

調節因子 １α‐水酸化酵素 ２４‐水酸化酵素

第一次（主要）調節因子
低カルシウム血症 促進 抑制
PTH 促進 抑制
低リン血症 促進 抑制
FGF２３ 抑制 促進
１，２５-（OH）２D 抑制 促進

第二次調節因子
カルシトニン 促進 抑制
レプチン 抑制 促進
成長ホルモン 促進 抑制
インスリン様成長因子 I型 促進 抑制
インスリン 促進 抑制
エストロゲン 促進 抑制
アンドロゲン 促進 抑制
プロラクチン 促進 抑制
グルココルチコイド 抑制 促進

第一次調節因子はビタミンＤの活性化の調節の主要な調節因子である
第二次調節因子は間接的な作用，または，実験動物に薬理量のホルモンを投
与したときに発現する調節因子である
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α‐水酸化酵素とリンの輸送体であるナトリウム依
存性リン酸トランスポーター IIa 型と IIc 型（NaPi
IIa & IIc）の発現は近位尿細管のみである。遠位尿
細管細胞から近位尿細管細胞へのシグナルについて
は完全には解明されていない。最近の研究から，
FGF２３が遠位尿細管細胞の受容体であるKlotho-
FGFR１cに結合した後，可溶性のクロトーが遊離
され間質を介して近位尿細管細胞にこのシグナルが
伝達されると考えられている（図３）９）。今後，この
過程の詳細な機序の解明が待たれる。
著者らは脂肪細胞から分泌される肥満因子のレプ

チンによるビタミンＤ代謝調節作用を検討した１０）。
レプチンが先天的に欠如した肥満マウス（ob/ob
mouse）では，腎臓の１α‐水酸化酵素遺伝子発現と
血中１，２５-（OH）２Dレベルが顕著に上昇していた。こ
のマウスにレプチンを投与すると，腎臓の１α‐水
酸化酵素遺伝子発現と血中１，２５-（OH）２Dレベルは正
常になった１１）。b型レプチン受容体（ObRb）が欠損
したマウス（db/db mouse）の検討により，このレプ

チンシグナルはObRb を介して伝達される１２）。さら
に，レプチンは骨芽細胞のFGF２３の遺伝子発現と
その生成を増加させることも明らかにした。そし
て，ob/obマウスにFGF２３を投与すると，レプチ
ンと同様に腎臓の１α‐水酸化酵素遺伝子発現は抑
制された。従って，レプチンによる腎臓の１α‐水
酸化酵素遺伝子発現の抑制はFGF２３を介して発揮
される１３）。また，ObRb は遠位尿細管細胞で主とし
て発現しており，近位尿細管培養細胞にレプチンを
添加しても１α‐水酸化酵素遺伝子発現の抑制は観
察されなかったことから１２），レプチンのこの腎臓へ
の作用は骨のFGF２３合成の促進によって行われて
いることが強く示唆されている（図４）１３）。

４．カルシウム・リン代謝に対するビタミンＤの
作用

ビタミンＤの主要な作用機序は核内のビタミンＤ
受容体（vitamin D receptor：VDR）を介して標的遺
伝子群の発現制御である。VDRはステロイドホル

図３ FGF２３の腎臓での作用機構
FGF２３の受容体は主としてFGF受容体 Ic 型（FGFR１c）とクロトー（Klotho）である。両者は膜タンパク質で遠位尿細管に

発現している。FGF２３が遠位尿細管細胞膜上のFGFR１cとクロトーに結合し複合体を形成すると，クロトーの一部が切断さ
れ可溶性クロトーとなり間質に遊離する。可溶性クロトーが近位尿細管細胞膜の受容体と結合しシグナルを伝達すると考えら
れている。結果として，FGF２３は近位尿細管で１α‐水酸化酵素（１α-OHase）遺伝子の転写を抑制し，１，２５-（OH）２D生成を抑
制する。また，リンの輸送体であるナトリウム依存性リン酸トランスポーター IIa 型と IIc 型（NaPi IIa & IIc）の遺伝子転写も
抑え，リンの再吸収を抑制する。
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モン受容体などが含まれる核内受容体ファミリーに
属していて，その構造と機能は他の核内受容体と類
似している。腎臓で生成された１，２５-（OH）２Dは小腸
や骨の標的器官細胞で細胞内のVDRに結合する。
リガンドである１，２５-（OH）２Dと結合したVDRは同
じファミリーのレチノイドX受容体（retinoid X re-
ceptor：RXR）とヘテロ２量体を形成して標的DNA
配列に結合し，転写制御機能が誘導される。ビタミ
ンＤ依存的な転写の制御にはリガンド依存的に転写
共役因子の解離または会合が起きることにより，ビ
タミンＤの標的遺伝子の転写の促進または抑制によ
りこれらのタンパク質の合成量が変化し，最終的に
その生理作用が発揮される１４）。
１，２５-（OH）２Dの古典的標的器官は小腸，骨，そし
て腎臓である。小腸で１，２５-（OH）２Dはカルシウムと
リンの吸収を促進し，骨では骨芽細胞に作用し破骨
細胞の活性化因子である receptor activator of NF-
kB ligand（RANKL）発現を誘導し破骨細胞の分化促
進と活性化の亢進を引き起こし，骨吸収を上昇させ
る。また，１，２５-（OH）２Dは腎臓の近位尿細管で１α

‐水酸化酵素遺伝子発現を抑制し自らの産生を低下

させ，遠位尿細管ではカルシウムの再吸収促進作用
を示す。従って，１，２５-（OH）２Dはこれら３つの標的
器官における作用によって血中のカルシウムとリン
濃度を上昇させる。
図５に生体の血中カルシウム・リンの調節につい

てまとめた。小腸，骨，腎臓，副甲状腺と甲状腺が
この制御に関与している。これらミネラルの恒常性
維持には調節因子として，主に１，２５-（OH）２D，PTH，
FGF２３とカルシトニン（CT）が関与する１５）。

５．ビタミンＤの多様な生理作用

１，２５-（OH）２Dはミネラル代謝以外にも様々な生理
作用が明らかにされてきている。自然免疫を担う単
球・マクロファージ系細胞に対して，１，２５-（OH）２D
は抗菌ペプチドの発現やオートファジーを誘導して
抗菌作用を発揮する。ちなみに，単球・マクロファー
ジ系細胞は１α‐水酸化酵素を発現し１，２５-（OH）２D
を自ら産生している。これらの細胞は病原体による
Toll 様受容体（Toll-like receptor：TLR）の活性化に
より１α‐水酸化酵素遺伝子発現が亢進する。産生
が増加した１，２５-（OH）２Dは抗菌ペプチド等を誘導し

図４ １，２５-（OH）２Dと FGF２３によるリン代謝の調節
低リン血症になると骨細胞のFGF２３の合成と分泌が抑制され，FGF２３による腎尿細管細胞の１α‐水酸化酵素活性の抑制が

解除され１，２５-（OH）２Dの合成が高まる。１，２５-（OH）２Dは骨吸収を上昇させ小腸からリンの吸収を促進させる。さらに，腎臓で
のリンの再吸収を高める。従って，骨，腸管そして腎臓から血中にリンが流入することによって，低リン血症は是正される。
レプチンは骨に作用してFGF２３の合成を高めることによって腎臓の１，２５-（OH）２D生成を抑制する。従って，レプチン欠乏の
肥満マウス（ob/ob mouse）は骨で FGF２３の合成が抑制されているため，腎臓での１α‐水酸化酵素活性が上昇し，血中の１，２５-
（OH）２Dは高値を示す。
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抗菌作用を発揮し，オートファジーを誘導し抗菌活
性を促進する。オートファジーはタンパク質などの
細胞成分のみならずオルガネラのような巨大な構造
体を丸ごと分解する真核生物に広く保存された機能
である。この機能は細胞の新陳代謝，栄養飢餓抑制
反応，細胞内病原体分解などの生命の維持に重要な
役割を演じている。なお，昨年の２０１６年に大隅良典
博士がオートファジーの研究により単独でノーベル
生理学・医学賞を受賞されたのは私たちの記憶に新
しい。また，１α‐水酸化酵素はリンパ球のＴ細胞
とＢ細胞に直接作用し，獲得免疫の制御にも働く。
Ｔ細胞にもVDRと１α‐水酸化酵素が発現してい
る。１，２５-（OH）２DはヘルパーＴ細胞（Th）のTh１へ
の分化の抑制，Th２への分化の促進，そして，Th
１７への分化の抑制に作用する。Ｂ細胞にもVDRと
１α‐水酸化酵素が発現しており，１，２５-（OH）２Dはこ
の細胞で分化や増殖の抑制と抗体産生の抑制作用を
発揮していると考えられている。樹状細胞はＴ細胞
に抗原を提示し獲得免疫を開始する役割を持つ。樹

状細胞はVDRと１α‐水酸化酵素を発現しており，
１，２５-（OH）２Dの免疫調節作用の標的細胞である１６）。
皮膚は７-dehydrocholesterol から紫外線により

ビタミンＤ３（cholecalciferol）を合成する組織である
とともに，VDRが存在し標的器官としても以前か
ら注目されていた。ビタミンＤは表皮細胞の分化促
進と増殖抑制作用を発揮する。VDRは表皮の角化
細胞や毛包周辺の外根鞘，毛包球や脂腺に存在し，
角化過程ばかりではなく毛周期の制御に関与してい
ると考えられている。従って，VDRノックアウト
マウスは成長障害，骨形成不全，低カルシウム血
症，低リン血症や血中１，２５-（OH）２D濃度の顕著な上
昇などのミネラル代謝障害とともに，表皮の分化異
常と無毛症を呈する。乾癬（psoriasis）は表皮基底膜
層の細胞が異常に増殖し速やかに角化するため角質
層が肥厚化する。また，Ｔリンパ球などの免疫系細
胞が関与する自己免疫疾患といわれている。炎症性
皮膚疾患である乾癬の外用薬として１，２５-（OH）２Dと
そのアナログが用いられている１７）。

図５ 血液のカルシウム・リン濃度の制御
血液のカルシウムとリンは，主として１，２５-（OH）２D，PTHと FGF２３の３因子で調節されている。血中リン濃度の上昇には

１，２５-（OH）２Dが作用し，その低下にはFGF２３と PTHが働く。血液のカルシウムの上昇には１，２５-（OH）２Dと PTHが作用し，
その低下にはカルシトニン（CT）が働く。１，２５-（OH）２D，PTHと FGF２３の合成・分泌は相互に調節されている。⒜ FGF２３は
腎近位尿細管のNaPi IIa & IIc の合成を抑制してリン酸利尿を引き起こし，血中リン濃度を低下させる。⒝ １，２５-（OH）２Dは
小腸でのリン吸収促進，骨吸収亢進と腎でのリン再吸収促進により，血中リン濃度を上昇させる。⒞ PTHは腎近位尿細管の
NaPi IIa & IIc の合成を抑制してリン酸利尿を引き起こし，血中リン濃度を低下させる。⒟ １，２５-（OH）２Dは小腸でのカルシ
ウム吸収促進，骨吸収亢進と腎でのカルシウム再吸収促進により，血中カルシウム濃度を上昇させる。⒠ PTHは骨吸収を
促進し，腎臓での１，２５-（OH）２D合成を促進により小腸でのカルシウム吸収を上昇させ，血中カルシウム濃度を上昇させる。
⒡ CTは甲状腺のＣ細胞から合成・分泌され，破骨細胞の活性を抑えて，骨吸収を抑制させることにより血中カルシウム濃
度を低下させる。血中カルシウム濃度の上昇はCTの分泌を促進する。
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ビタミンＤには抗腫瘍作用も考えられている。一
部の腫瘍細胞に１α‐水酸化酵素が発現しており，
腫瘍細胞内で産生された１，２５-（OH）２Dが抗腫瘍効果
を発揮する。腫瘍細胞の１α‐水酸化酵素発現は組
織型や分化度によって異なり，一般に，その発現は
高分化度の細胞ほど高い。１，２５-（OH）２Dは基礎研究
の段階で，腫瘍細胞の増殖抑制，アポトーシス誘
導，抗炎症効果，浸潤・転移の抑制や血管新生の抑
制などが報告されている。しかし，残念ながら現在
まで，ランダム化試験やメタ解析を用いた臨床試験
においてその有効性は証明されていない１８）。
ビタミンＤ欠乏状態は筋肉量の減少や筋力の低下

を特徴とするサルコペニアの発症原因の１つとさ
れ，ビタミンＤの筋肉細胞への作用が注目されてき
ている。筋細胞におけるVDRの発現に関しては議
論の余地があるが，多くの研究結果からその存在は
一般的に支持されている。１，２５-（OH）２Dは筋芽細胞
の分化や増殖を調節する。１，２５-（OH）２Dの筋芽細胞
への作用機序としては遺伝子発現制御を介するゲノ
ム応答と，迅速な細胞内シグナル伝達により行われ
る非ゲノム応答が知られている。授乳を受けている
VDRノックアウトマウスはミネラル代謝異常を発
症しないが，１型筋線維（遅筋）と２型筋線維（速筋）
の両者の委縮がみられる。さらに，成熟したこのマ
ウスの筋機能は低下していた。この筋肉において
Myf５，E２Aやmyogenin などの筋分化因子の異
常な発現亢進が認められ，筋肉細胞の分化異常が筋
線維の発達と成熟を傷害しているものと考えられ
る。臨床的には，血中の２５（OH）D濃度と四肢の筋
肉量とに正の相関があるといわれている。ビタミン
Ｄ欠乏患者では正常人と比較して２型筋線維に統計
学的に有意な委縮が認められ，ビタミンＤ投与に
よってその数とサイズが増加することが示された。
活性型ビタミンＤとその新規アナログが骨粗鬆症に
伴うサルコペニアに対する治療薬としての有効性が
期待されている１９）。

６．新規の活性型ビタミンＤ製剤・エルデカシ
トール

活性型ビタミンＤは骨吸収の促進という生理的作
用以外に，薬理的作用として低用量で骨吸収を抑制
することが見いだされた２０）。この結果により，活性

型ビタミンＤには骨吸収を抑制し骨形成を維持する
という薬理作用が期待されてきた。従って，活性型
ビタミンＤとそのアナログは骨代謝改善の骨粗鬆症
治療薬として臨床で使用されてきた。その主な骨代
謝治療薬はすべてビタミンＤ３誘導体で，服用後に
２５位の炭素が水酸化され活性型ビタミンＤ３のカル
シトール［calcitol：１，２５-（OH）２Ｄ３］になるアルファ
カルシドール［１α-calcidol：１α（OH）Ｄ３］と新規
に開発されたエルデカルシトール［eldecalcitol：１
α，２５-dihydroxy-２-（３-hydroxypropoxy）vitamin
Ｄ３］が臨床的に汎用されている。エルデカルシ
トールは天然型のカルシトールと比較してVDRと
の結合部位に hydroxypropoxy 基を持つためVDR
との親和性が低く，DBPに対して数倍の高い親和
性を持つため，カルシトールに比べて血中の半減期
が長い（図６）２１）。骨粗鬆症モデル動物の卵巣摘除
ラットで，エルデカルシトールは骨芽細胞の増殖よ
りも分化を促進し局所の骨吸収を高めるが破骨細胞
の形成を抑えて結果的に骨量を増加させる，と考え
られている。一般的に，骨はカプリング現象により
破骨細胞が活性化され骨吸収が亢進すると，骨芽細
胞も活性化され骨形成も上昇する。エルデカシトー

図６ 新規の活性型ビタミンＤ製剤・エルデカシトールの化
学構造
エルデカルシトールは１，２５-dihydroxyvitamin D３

［１，２５-（OH）２D３］の２β位に側鎖（３-hydroxypropoxy）
を導入した化合物である。この化合物はVDRとの結合
部位に hydroxypropoxy 基を持つため，天然型の１，２５-
（OH）２D３（カルシトール）と比較してVDRとその結合親
和性は約４５％と低いが，DBPに対して約４．２倍の高い親
和性を持つため，１，２５-（OH）２D３に比べて血中の半減期が
長いという特徴がある。
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ルには，全身的な骨吸収作用は弱く，局所的な骨形
成の促進作用が存在する。実際，二重盲検無作為割
り付けの臨床試験の結果から，エルデカシトール
（０．７５µg/day）の３年間の投与は対象群のアルファ
カルシドール（１µg/day）よりも腰椎の骨密度で
３．３％，大腿骨近位部の骨密度で２．７％もの有意な上
昇が認められ，エルデカルシトールの優れた骨密度
上昇効果が示された。また，エルデカルシトールの
明確な骨折抑制効果が示されている。その３年間の
投与は新規椎体骨折の発症をアルファカルシドール
と比べて２６％も減少させることが示されている２２）。
他にもビタミンＤ誘導体が多く合成され，タカル

シトール，マキサカルシトール，カルシポトリオー
ル，ファレカルシトリオールやパリカシトリオール
（日本未承認）が腎不全，二次性副甲状腺機能亢進
症，骨粗鬆症や乾癬などの治療薬として用いられて
いる。活性型ビタミンＤのVDR作動薬は血中カル
シウム濃度の上昇を起こしにくいものもあるが，高
容量や長期にわたる投与で高カルシウム血症を惹起
する可能性がある。一般的に，活性型ビタミンＤ製
剤は長期投与における安全性に優れているが，高カ
ルシウム血症の発症には十分注意して投与されるべ
きである。

７．リン代謝に関連した口腔疾患

種々の遺伝性低リン血症はしばしば口腔症状を伴
う。これらの疾患には比較的頻度の高いＸ連鎖性
低リン血症性くる病（X-linked hypophosphatemic
rickets：XLH），常染色体劣性低リン血症性くる病
（autosomal recessive hypophosphatemic rickets：
ARHR）やMcCune-Albright症候群（MAS）などがあ
る。また，後天的な低リン血症性くる病には腫瘍性
骨軟化症（tumor-induced osteomalacia：TIO）があ
る。これらの疾患は主としてFGF２３の産生と作用
が過剰なため，腎臓の近位尿細管におけるリン再吸
収の障害と１，２５-（OH）２D生成抑制によるビタミンＤ
欠乏に起因するくる病・骨軟化症を呈する２３）。
XLHの口腔内異常の症例報告は多い。エナメル

質の欠損や亀裂，歯膿瘍，歯根異形成，石灰化不良
で薄い象牙質，鈍角の髄角を持つ広い髄室の歯，細
菌の浸潤による歯肉炎，歯周疾患，低石灰化の歯槽
骨や不正咬合がXLHの口腔内症状として知られて

いる。象牙質の石灰化は象牙前質に複数の石灰化球
が形成され，それらが成長して融合して進行する。
従って，XLH患者の歯には石灰化球に挟まれた低
石灰化領域，すなわち，球間象牙質が多く残存し
て，象牙質の未石灰化領域の拡大がみられる。従っ
て，XLH患者の歯の異常は主として象牙質の石灰
化障害である。また，エナメル質は組織学的に異常
がないとされているが，その欠損や亀裂の頻度は
高い。エナメル質の亀裂や摩耗により石灰化不良
の象牙質が露出すると，口腔内細菌は象牙細管や
裂隙を通って歯髄感染や根尖周囲膿瘍を発症させ
る２３）。ARHR１型の責任遺伝子であるDMP１（den-
tin matrix protein１）はオステオポンチンと同じ遺
伝子ファミリーに属する基質タンパク質で象牙芽細
胞や骨細胞に多く発現している。ARHR１型の症例
報告は多くはないが，DMP１遺伝子欠損マウスの
解析から口腔内の症状は明らかになっている。この
マウスはFGF２３の産生の亢進により菲薄な象牙質
の臼歯，拡大した象牙前質や石灰化が不良な球間象
牙質の残存などのHypマウス（XLHのモデルマウ
スでFGF２３の生成が亢進している）と類似の所見を
呈する。FGF２３の機能獲得型変異の先天性疾患で
は歯膿瘍が多く認められる。腫瘍性骨軟化症（TIO）
は後天的で腫瘍からFGF２３が過剰に分泌されるも
ので，一般的に成人になってから低リン血症を発症
し骨軟化症になる。そのため，口腔の症状は軽微で
ある。遺伝性低リン血症はFGF２３産生に抑制的に
働く PHEX（XLHの原因遺伝子），DMP１（ARHR
１型の原因遺伝子），ENPP１（ARHR２型の原因遺
伝子），FAM２０C（Raine 症候群の原因遺伝子）の遺
伝子異常により発症し，顕著な口腔所見の異常を示
す２４）。表２に，これらの遺伝性疾患と口腔内所見を
まとめた。

おわりに

活性型ビタミンＤ生成の制御機構とその標的器官
である骨や小腸さらに腎臓での作用機構の詳細が解
明されることによって，カルシウムの恒常性の維持
とその異常による疾患の原因究明は進んだ。一方，
リンはカルシウムとともにヒドロキシアパタイトの
構成成分として骨や歯に必須であるにもかかわら
ず，その恒常性の維持についてはあまり注目されて
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こなかった。近年，血中リン濃度の調節はリン制御
ホルモンであるFGF２３の発見とその機能解析が進
展することにより，リン代謝異常症の病因も明らか
になってきた。１９７３年にTanaka と DeLuca７）が活
性型ビタミンＤの１，２５-（OH）２Ｄ３生成は血中のリン
濃度で制御されていると報告したが，この制御機構
についてほとんど取り上げられてこなかったので本
稿でまとめてみた。高齢化社会の我が国にあって慢
性腎臓病患者は８人に１人といわれている。そのな
かで腎不全に移行し透析受ける患者数は急速に増加
している。腎機能が失われた腎不全患者はリンの主
要な排泄経路である腎臓の機能が失われているため
高リン血症を防止することが必須である。著しい高
リン血症の持続は血管の石灰化に伴う心・血管障害
を引き起こし，しばしば死を招く。従って，現在臨
床において，血中リン濃度の適正な管理が以前にも
増して重要視されてきている。本稿では，１，２５-
（OH）２Ｄ３，PTH，FGF２３の相互作用と標的器官で
の作用機序，および，これらの因子による腎臓での
リンの輸送機構制御の詳細について記載できなかっ
た。また，ビタミンＤ分解酵素の２４‐水酸化酵素の
調節についてもほとんど触れていない。ほかの総説
を参照いただければ幸いである。

謝 辞

このたび歯科学報に執筆の機会をお与えくださった歯科学
報編集部の先生方，特に，編集主任の石原和幸教授に厚く御
礼申し上げます。

文 献
１）DeLuca HF : Evolution of our understanding of vita-
min D. Nutr Rev,６６：S７３－S８７，２００８．
２）岡崎 亮：ビタミンＤ不足・欠乏症の臨床的意義と治
療．Clin Calcium，２６：２５１－２５８，２０１６．
３）Christensen EI, Birn H : Megalin and cubilin : multi-
functional endocytic receptors. Nat Rev Mol Cell Biol,
３：２５６－２６６，２００２．
４）Henry HL：Regulation of vitamin D metabolism. Best
Pract Res Clin Endocrinol Metab,２５：５３１－５４１，２０１１．
５）堀内 登：骨代謝と其の異常Ⅰ－カルシュウム調節ペプ
チドホルモン（副甲状腺ホルモン，カルチトニン）の作用，
日本歯科評論，５３９：１８５－１９９，１９８７．
６）堀内 登：骨代謝と其の異常Ⅱ－骨および腎における活
性型ビタミンＤ［１α，２５（OH）２D３］の作用，日本歯科評論，
５４０：１６７－１７９，１９８７．
７）Tanaka Y, DeLuca, HF : The control of vitamin D me-
tabolism by inorganic phosphorus. Arch Biochem Biophys,
１５４：５６６－５７４，１９７３．
８）Shimada T, Hasegawa H, Yamazaki Y, et al : FGF２３ is
a potent regulator of vitamin D metabolism and phosphate
homeostasis. J Bone Miner Res,１９：４２９－４３５，２００４．
９）Kuro-o M : Klotho in health and disease. Curr Opin
Nephrol Hypertens,２１：３６２－３６８，２０１２．

１０）堀内 登：肥満遺伝子産物レプチンによる骨代謝の調節
（東京歯科大学創立１２０周年記念事業「継承と発展」－各界
の卒業生に聞く）．歯科学報，１１０：４４８－４５１，２０１０．

１１）Matsunuma A, Kawane T, Maeda T, Hamada S, Hori-

表２ 遺伝性低リン血症と口腔内症状

遺伝性低リン血症 原因遺伝子 口腔内症状

XLH PHEX 不正咬合，エナメル質の欠損・亀裂，石灰化障害による薄い象牙質，髄室拡大，
歯根異形成，歯膿瘍，細菌浸潤，歯周疾患

ADHR FGF23 歯膿瘍

ARHR１ DMP1 エナメル質の急速な摩耗，薄い象牙質，髄室拡大，外傷に伴う歯の喪失の既往

ARHR２ ENPP1 顕著な症状なし，ENPP1欠損マウスでは石灰化が亢進

Raine 症候群 FAM20C エナメル質低形成，急速な歯の摩耗，早期の歯の喪失

これら原因遺伝子の機能喪失変異により発症する。
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Regulation of renal１，２５-dihydroxyvitamin D synthesis by phosphorus
― The relationship between oral diseases and phosphorus metabolism ―

Noboru HORIUCHI

Nonprofit Organization, Institute for Oral Health and Medicine of Japan

Key words : active vitamin D,１，２５-dihydroxyvitamin D, parathyroid hormone, fibroblast growth factor２３，
serum phosphorus, kidneys, hereditary hypophosphatemic rickets, oral diseases

Vitamin D is one of the major calcium-regulating hormones and must be activated by enzymes
in the liver and kidneys before it can perform its physiological functions，which mainly occur in bone，
the intestines，and the kidneys． The final step in the activation process，which produces １α，２５-
dihydroxyvitamin D or active vitamin D in the kidneys，is strictly controlled by the serum concentrations
of calcium and phosphorus and several hormones，including parathyroid hormone and fibroblast growth
factor２３，which was recently discovered to be a phosphate-regulating hormone． This article focuses on
the regulation of renal １α，２５-dihydroxyvitamin D synthesis based on the serum levels of phosphorus and
fibroblast growth factor ２３． In addition，the mechanism of action of １α，２５-dihydroxyvitamin D and its
various physiological functions and pharmacological characteristics are also discussed． Finally，the oral
findings of hereditary hypophosphatemic rickets are described．

（The Shikwa Gakuho，１１７：１７９－１８９，２０１７）
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