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症例報告 
 

反復する痙攣を契機に診断に至った 

ビタミン D 欠乏性くる病の一例 
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野口里恵 2）、渡邉浩司 2）、加賀元宗 2）、久間木悟 2）、貴田岡節子 2） 

 

1) 国立病院機構 仙台医療センター 臨床研修医、2) 同 小児 

 

≪抄録≫                                             

 症例は 1 歳男児。反復する痙攣を主訴に来院。手、膝関節の X 線像上くる病に一致する所見があり、血

清カルシウム低値、アルカリホスファターゼ高値、血清 25 水酸化ビタミン D 低値、副甲状腺ホルモン高値

からビタミン D 欠乏性くる病と診断した。乳酸カルシウム、ビタミン D 製剤、リン製剤の内服で加療を開

始したところ、臨床症状、検査所見ともに改善した。原因として日光照射不足およびビタミン D 摂取量不

足が疑われ、栄養指導、生活指導を実施後退院とした。近年くる病は増加傾向にある。このため子育て中の

親に日光浴やビタミン D 摂取の重要性を啓蒙するとともに、医療者自身も痙攣性疾患を診療する場合には

ビタミン D 欠乏症を念頭に置きながら鑑別をすすめていく必要がある。しかし、本邦ではビタミン D 欠乏

症の確定診断に必要な血清 25 水酸化ビタミン D 測定の保険適応がなく、今後の課題と考えられる。 

                                                 

キーワード：ビタミン D 欠乏性くる病、痙攣、低 Ca 血症、完全母乳栄養、日光照射不足 

（平成 28 年 3 月 22 日受領、平成 28 年 5 月 25 日採用） 

 

 

１ はじめに 

 くる病とは、骨端線閉鎖以前の年齢での骨基質の

石灰化不全によって生じる病態であり、骨変形や成

長障害を主徴とする。本邦では栄養状態の改善に伴

い症例数は減少していたが、2000 年頃より再び報

告数が増加傾向にある 1）。その背景として、皮膚癌

の危険性が強調され、1998 年に「日光浴」の文字

が母子手帳から消え日光照射量が不足するように

なったこと、さらに完全母乳栄養が推奨されビタミ

ン D 摂取量が不足するようになったことなどが考

えられている。 

 今回、反復する痙攣を契機にビタミン D 欠乏性

くる病の診断に至った一例を経験したので報告す

る。 

 

２ 症例 

 患者：1 歳 2 ヵ月、男児 

 主訴：痙攣 

 既往歴：特記すべき事項なし。 

 出生歴：妊娠 39 週 6 日、自然分娩で出生。出生

時体重 2820 g、身長 50 cm、頭囲 33.5 cm。その

後、健診にて発達や発育の異常は指摘されず。 

 家族歴：父、母、12 歳の姉の 4 人家族。特記す

べき事項なし。 

 生活歴：完全母乳栄養、離乳食 1 日 1 回 

 現病歴：来院 2 週間前と 1 週間前の 2 回、発熱時
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の痙攣発作があり、熱性痙攣として加療されていた。

来院当日、発熱なく 5 分間の強直間代性痙攣があり、

当院へ救急搬送され、精査加療目的に入院となった。 

 入院時現症：身長:75 cm、体重:10.6 kg、意識清

明、O 脚あり。体温:36.7 ℃、脈拍:95 bpm、血

圧:116/55 mmHg、SpO2: 99 %(room air)、心雑音

なし、肺音清、大泉門閉鎖、項部硬直なし、神経学

的異常所見なし 

 入院時血液検査所見（表１）：低カルシウム血症

を認め、反復する痙攣の原因は低カルシウム血症に

よるものと考えられた。また、アルカリホスファタ

ーゼ（ALP）と intact PTH が高値で、25 水酸化ビ

タミン D（25OHD）が低値であった。さらに尿中

カルシウムの排泄は低下しており、%TRP が 96%

とリンの再吸収率が高い状態にあった。 

 

 

表１ 入院時血液検査所見 

 

 頭部 CT：石灰化や頭蓋内病変は見られず、脳波

も正常範囲内であった。 

 手関節および膝関節のレントゲン像：骨端辺縁の

不整、骨幹端の杯状陥凹、骨端線の拡大と毛羽立ち

が認められた（図１）。 

 くる病の診断基準を図２に示す 2）。本症例では

診断基準の大項目および小項目が全てあてはまり、

他の検査所見から腎機能障害は除外され、25OHD

値が低値であったため、ビタミン D 欠乏性くる病

と診断した。 

 入院後経過：図３に入院後経過を示す。くる病を

疑った第 2 病日より、乳酸カルシウム製剤 2g /日、 

 

 

図１ 入院時レントゲン写真 

 

 
図２ くる病の診断基準 

 

ビタミン D 製剤 0.5µg/日の経口投与を開始した。

リンについては入院時正常範囲内であった

が、%TRP が高値であったため、リン製剤 300mg /

日の経口投与も同時に開始した。第 7 病日の時点で

カルシウムの値が低値のままであったため、グルコ

ン酸カルシウムの点滴静注を第 7 病日、第 8 病日に

行い、さらに経口カルシウム製剤とビタミン D 製

剤の増量を行った。また、食事からのビタミン D

摂取量を増やすために、入院中に離乳食を 3 回食に

変更し、母親に栄養指導を行った。治療に伴い ALP

と PTH の値も正常範囲内となり、第 17 病日にリ

ンの値が安定していること、ALP が 1000 IU/l 台ま

で低下したことを確認し、リン製剤を終了とした。

経過中に痙攣発作はみられず、カルシウム値が安定

した第 18 病日に退院した。退院後、食餌療法と外
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遊びが継続できていることを確認し、外来にてカル

シウム製剤を漸減し、第 53 病日に内服を終了した。

また、第 81 病日には 25OHD は基準値内まで改善

したことを確認し、ビタミン D 製剤の内服を終了

とした 

 図４は第 81 病日のレントゲン写真と児の様子で

あるが、入院時と比較し改善が得られている。また

身体所見ではまだ O 脚は残るが、活発に歩くよう

になった。

 

 

図３ 入院後経過 

 

 
図４ 第 81 病日のレントゲン写真 

 

３ 考察 

 本症例においてなぜビタミン D 欠乏性くる病を

発症したのかについて考察する。患児の家族は仙台

に引っ越してきたばかりで、平日はほとんど室内で

過ごしていた。また、土日は父親の車で外出するこ

ともあったが、やはりほとんど屋内で過ごしていた

とのことであった。また、完全母乳栄養児であり、

生後 1歳 2か月で離乳食が 1日 1回と離乳が遅れて

いた。離乳食の内容も、母親が魚嫌いということも

あり、魚はしらすを数 g 摂取するのみで卵・キノコ

は全く摂取していなかった。これらの状況から患児

は日光照射不足と離乳食からのビタミン D 摂取量

不足によってビタミン D 欠乏状態となり、くる病

を発症したと考えられた。 

 最近くる病が増加してきている。原因として、ビ

タミン D 摂取不足のこどもが増えていることが指

摘されている。東京大学小児科の北中らの調査によ

ると、関東地方の健康なこども 69 人の血中ビタミ

ン D 濃度を調べた結果、およそ 4 割の子どもで、
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ビタミン D の不足がみられた 3）。その背景として、

日光照射による皮膚癌の危険性が強調され、1998

年に「日光浴」の文字が母子手帳から消え日光浴を

行う母子が減ったこと、さらに外出する際は日焼け

止めクリームを塗るなど徹底した遮光を行う母親

が多くなってきていることなどが挙げられている。

皮膚癌については、発症率に人種差があり、白人に

多いが日本人には少なく、皮膚に影響がでる紫外線

量は必要な日光浴時間の 4～6倍と言われており 4)、

適度な日光浴は問題とならないと考えられる。 

 なお、日焼け止めを使用した場合、ビタミン D

の合成は 90%以上阻害される 5）。またビタミン D

の活性化にはたらくのは UVB であるが、ガラス越

しでは約 6 割の UBV がカットされてしまうため、

屋内の日光浴では効果が薄れてしまう。そのため、

日光浴を行う際は、外気で、日焼け止めを用いずに

行うことが推奨されている。 

 また、ビタミン D 摂取基準は年齢により目安量

が設定されている 6）。本症例では 1 歳児であったた

め、1 日 2µg のビタミン D が必要であると考えら

れる。表２に示すように母乳 100g あたりのビタミ

ン D 含有量は約 0.3µg である。これに対しミルク

にはビタミン D が 1.0µg 含まれている。このこと

から、患児のような完全母乳栄養児ではビタミン D

欠乏に陥りやすい傾向にあることがわかる。特にビ

タミン D が多く含まれている食品で離乳食として

推奨されるのが、しらす、たまご、しいたけなどの

キノコ類である。ビタミン D 不足を防ぐためには、

これらの魚やキノコ類を摂取することが推奨され

る。また、ビタミン D 摂取量が不足がちになる場

合は日光浴で補うなどの生活面での工夫が必要で

あると考えられる。 

 

４ 結語 

 反復する痙攣を契機に診断に至ったビタミン D 

欠乏性くる病の一例を経験した。近年くる病患者が

増加しており、その背景として問題となっている日

光照射不足・ビタミン D 摂取不足について、子育

て中の親に啓蒙していくこと、またそれと同時に、

医療者自身も乳児期の痙攣の原因としてビタミン

D 欠乏による低カルシウム血症を見逃さないこと 

 
表２ 主な食品のビタミン D 含有量 6) 

 

が必要である。また、ビタミン D 欠乏症の確定診

断に不可欠である 25OHD の測定が、本邦では保険

適応がなく、基準値も定められていないのが現状で

あり、今後の課題と考えられる。 

 

 本症例の要旨は第 219 回日本小児科学会宮城地

方会（2015 年 6 月 仙台）にて発表した。 
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