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二次性副甲状腺機能元進症における副甲状腺の増殖機序

九州大学医学部附属病院 腎疾患治療部

徳 本 正 憲,谷 口 正 智,平 方 秀 樹

は じめ に

慢性腎不全患者 では,活 性型 ビタ ミンD(1,25D)の 産 生低下,低 カル シウム(Ca)血 症,リ ン(P)

の蓄積(高P血 症)に よって,副 甲状 腺 ホルモ ンの分泌が持続 的に亢進 し,二 次性副 甲状 腺機能亢進 症

(2HPT)を 発症す る.2HPTで は,副 甲状 腺細胞が増殖 して結節 を形成 し,超 音波検査で容易 に検 出でき

るほ どに腫大す る.骨 には典型的 な線維性骨炎 が生 じ,X線 単純写で特徴 的な変化 を呈す る.

約20年 前 に,経 口投与可能 な活性型 ビタ ミンD製 剤が開発 され臨床応用が開始 され,2HPTは 治療可能

にな ると期待 された.し か し,こ れ までの臨床成績 の結果,活 性型 ビタ ミンD製 剤やP吸 着薬 を投与 し,

1,25D濃 度 を正常 に保 って低Ca血 症や高P血 症 を是正 して もPTHの 合成 ・分泌 の亢進 が持続す る例が

少 な くない ことが明 らか になった.活 性型 ビタ ミンDに よって低Ca血 症 を是正 して もPTH分 泌亢進 を

抑制で きない例 では,CaとPTH分 泌 との間の フィー ドバ ック機構 に異常が ある.最 近で は,そ の異常 に

副 甲状腺細胞 の形質変化が関与 している可能性 が示唆 され てい る.

本項で は,2HPTの 発症 ・進展 について,副 甲状腺細胞 の増殖 と形質変化 を中心 に概説す る.

1.副 甲状腺細胞の形質

1)副 甲状腺の発生

単細胞生物からヒトに至るすべての生物において,カ ルシウムイオン(Ca)は 正常の細胞機能を保障す

る必須の物質で,細 胞外液Ca濃 度は10mg/dl(総Ca濃 度)前 後の狭い範囲に調節されている.こ のCa

濃度 を調節する体液性因子については,生 物の進化の過程が大 きく影響した.す なわち,海 水中で,周 囲

環境から自由にCaを 摂取できる魚類ではCaの 欠乏状態になることはな く,Ca動 員ホルモンが欠如 して

いる.一 方,両 生類以降,陸 上で生活する生物ではCaの 供給が保障されず,常 にCa欠 乏をきたす危機的

状況にある.そ のため,体 内にCaを 備蓄する器官 として骨組織が発達し,骨 は陸上で体重を支え移動 を可

能にする役割を果たす目的で頑丈に発達した.ま た,Ca欠 乏状態で骨からCaを 動員して細胞外Ca濃 度

の恒常性 を維持するシステムが構築された.す なわち,副 甲状腺が発生 し,骨 か らCaを 動員するホルモン

として副甲状腺ホルモン(PTH)が 登場した.

2)正 常副甲状腺

ヒトで初めて副甲状腺の存在や解剖学的特徴が正確に記載されたのは1880年 である.副 甲状腺 は,通

常,扁 平な卵円形ないし紡錘形を呈する腺(大 きさ平均5x3xlmm,重 量35～40mg)が 左右2腺 ずつ

計4腺 存在し,ほ ぼ一生にわたって同じ大きさを維持する.組 織学的に,実 質細胞 と脂肪細胞が混在し,

薄い結合織被膜で覆われていることが特徴で,実 質細胞は主細胞 と好酸性細胞からなり,索 状,腺 管状な

いし濾胞状の小葉構造を呈する(図1).

正常副甲状腺ではアポ トーシスをきたしている細胞がほとんど検出できない.ま た,細 胞周期のG1か ら

M期 に発現するKi67抗 原の発現を検討 した結果,そ の半減期は約19年 にも及ぶと推測されている.す な

わち,正 常副甲状腺細胞は極めて高度の分化状態を維持する細胞で,腫 瘍性疾患や慢性腎不全における
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2HPT以 外 に腺細胞 が増殖す る病 態はない.

副 甲状腺 は細胞外Ca濃 度 の低下 を鋭敏 に感知 してPTHの 合成分泌 を亢進 させ る.PTHは,骨 か らの

Ca動 員,腎 臓 にお けるCa再 吸収亢進 と25(OH)D,の 活性化促進,25(OH)D3活 性化 の結果 としての

腸管でのCa吸 収亢進 作 用 を介 して,細 胞外Ca濃 度 を上昇 させ るホルモ ンであ る.こ の一連 の過程 には精

密 なフィー ドバ ック機構が備 わ り,Ca濃 度が 回復す ると,PTHの 分泌亢進 が是正 され る.こ の ように,

細胞外Ca濃 …度 の調節の中心にはPTHが 位置 し,副 甲状腺細胞 における細胞 外Ca濃 …度や1,25D動 態の

感知機構 の存在 が予測 された.そ して,1987年 に ビタ ミンD受 容体(VDR)が,1993年 にはCa感 受受容

体(CaSR)が 証明 された.

3)2HPTに おける副甲状腺細胞増殖

内科 的治療 に抵抗 す る2HPTで は,PTHの 合成 ・分泌亢進 が持続す る.副 甲状腺細胞 の増殖(過 形成)

も持続 して小指頭大か ら母指頭大の巨大 な腺腫様 の結節 とな る.外 科的 に摘 出 した過形成組織 は,病 理学

的 に,び まん性過形成(diffusehyperplasia)と 結節性過形成(nodularhyperplasia)に 分類 され る.前

者 は,副 甲状腺 の正常小葉構造 を維持 し,後 者 は,均 一の細胞群 で構成 された,線 維性被膜 で覆われてい

る結節 を有 する ことが特徴 で(図1),両 組織 は混在す るこ とが多い.結 節性過形成 では,被 膜 を欠 く場合

もあ り(earlynodulargland),全 腺が1つ の結節で 占め られた結節性過形成(singlenodulargland)

を呈す ることもある.腺 重量 と病理学的特徴 には関係が あ り,重 量 が小 さい もの はび まん性過形成 を呈 し,

大 き くなると結節性過形成の割合が増加す る.重 量が500mg以 上 にな ると,結 節性過形成の頻度 は85%以

上 と報告 されている1).

正常

副甲状腺

結節性
過形成

びまん性

過形成
(HE染 色,x100)

図1二 次性副甲状腺機能亢進症による過形成副甲状腺組織の光顕像
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2HPTに お ける副 甲状腺過形成 は,び まん性過形成 か ら結節性過形成へ,さ らには,singlenodular

glandへ と進行 す ると考 え られてい る.ImagecytometricDNAanalysisやPCNA,Ki67を 用 いた検 討

によって,び まん性過形成 か ら結節性過形成へ と進展 する過程で細胞 周期 の進行が著 し く促進 している こ

とが明 らかにな り,細 胞周期 を制御 する因子の異常が示唆 されて いる.

2.ビ タ ミンDと 副甲状腺細胞増殖

1)ビ タ ミンDと 副甲状腺細胞増殖

ラ ッ ト腎 不 全 モ デ ル に1,25Dを 投与 す る と,摘 出 した 副 甲状 腺 組 織 の重 量 は小 さ くな り,3H-

thymidine取 り込み率 も低下 す る.Kremerら2)は,培 養 ウシ副 甲状腺細胞 を用いた検討 で,1,25D投 与が

PTH分 泌 と腺細胞 の増殖 を抑制 し,こ の時,c-myc発 現 も抑制 されていた ことか ら,1,25Dがc-myc発

現 を阻害 して副 甲状 腺細胞 の増殖 を抑制す ると報告 した.2HPT患 者 において も,1,25Dを 大量投与(ビ

タ ミンDパ ルス療法)し た り,腫 大腺組織 に1,25Dを 直接注入(ビ タ ミンD局 所注入療法)す ると腫大

腺が退縮 する ことが ある.

Cozzolinoら3)は,副 甲状腺細胞 はP負 荷 に よって増殖 す るが,そ の増殖 が1,25Dや1,25Dア ナログ

(19Nor-1,25D)の 投与 によって抑制 された ことを報 告 した.こ の機序 として,彼 らは,Pの 過剰 な負荷

はtransforminggrowthfactoralpha(TGF一 α)の 発現 を増加 させ るが,1,25DがTGF一 αの発現 を抑

制す るとともに,cyclindependentkinaseinhibitor(CDKI)(p21)の 発現 を誘導 した結果 である ことを

明 らか にした(図2).

この ように2HPTに おけ る副 甲状腺の過形成 には,細 胞増殖の制御 因子 を介 して1,25Dが 関与 して い

2図 Pに よる副甲状腺細胞増殖の機序

P制 限食 は副甲状腺細胞 にお けるp21発 現 を増加 させ,副 甲状腺増殖 を抑制 し,P負 荷食 は,tran-

sforminggrowthfactorα(TGF一 α)の 発現 を増加 させ て増殖 を促進 する.さ らに,高Ca食

や1,25Dあ るい は19nor-1,25Dの 投与 によ り,P負 荷 に よって発現 が増 加 したTGF一 αの発

現が減弱 し,同 時 にp21発 現 が誘 導 され,P負 荷 に よる副 甲状 腺細胞増殖 を抑制す る と考 え られ

てい る.
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る.

2)副 甲状腺 のビタ ミンD抵 抗性

2HPT患 者 において,1,25D製 剤 を投与 して血 中1,25Dを 生理的濃度 に上昇 させて もPTHの 過剰分

泌が抑制 で きない場合 に,1,25Dパ ルス療 法 を行 う とその過剰分泌が抑制 され るこ とがあ る.こ の こと

は,PTH分 泌 を抑制す る1,25D濃 度 の閾値が高 くなっている ことを示 し,臨 床的 に1,25D抵 抗性があ る

という.こ の1,25D抵 抗性 には,副 甲状腺細胞核 の1,25D受 容体(VDR)の 量的減少,VDRと ヘテ ロ

ダイマー を形成 して標的遺伝子 に結合 し転写 を調節 するretinoidXreceptorの 減少,1,25D-VDR複 合

体 と標的遺伝子 の1,25D応 答配列(VDRE)と の結合能 の低下 な どが関与 している.1,25D-VDR複 合体

とVDREと の結合能 の低下 について は,未 知の尿毒症物質や腺細胞 内calreticulin増 加 な どの関与が示唆

されている(図3).

すなわ ち,2HPTに おける1,25D抵 抗性 の機序 には,腎 不全 とい う病態 に起 因 した1,25Dのgenomic

actionの 障害 も主要 な因子 として関与 してい る.

3)ビ タ ミンD受 容体 と副甲状腺細胞増殖

2HPTで 摘 出 した ヒ トの副甲状腺過形成組 織ではVDRの 発現が減少 しているが,こ の ことは結節性過

形 成 で著 し く4),VDR発 現細胞 数 と腺重 量4)や 細 胞 増殖度 の間 には負 の相 関 関係 が あ る.ま た,VDR

knock-outmouseで は,血 中PTH濃 度 の上昇 とともに副甲状腺細胞 の増殖が認 め られ る.す なわち,

VDRの 量的減少 は腺細胞増殖の促進因子 として作用 してい る(図4).

Liuら5)は,myelomonocyticcellline(U937)で,1,25DがVDRを 介 し,GIarrestを 誘導す るCDKI

(p21,p27)の 転写 を活性化す ること,p21のpromoter領 域 にVDREが 存在 する ことを明 らかに し,p21

発現が,p53で はな く1,25D依 存性 に制御 され るこ とを示 した.わ れわれは6),2HPT患 者 の摘 出副 甲状

腺組織 においてVDR発 現が減少 し,そ の発現量がp21やp27の 発現低下 と相関 している ことを明 らか に

図3腎 不全患者 にお けるビタ ミンD抵 抗性 の発生機 序

治療 に よって,活 性型 ビタ ミンD(1,25D)が 生理 的濃度 に保たれた として も,ビ タ ミン

D受 容体(VDR)の 減少,レ チ ノイ ドX受 容体(RXR)の 減少,尿 毒症物質 に よる標的

遺伝子 への結合阻害な ど,1,25Dが 効果 を発現す るの に必要 な細胞内情報伝達機構が阻害

されてい るので,1,25Dの 効 果 は減弱 している.
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した.つ ま り,2HPTの 過形成副 甲状腺組織 において もU937細 胞 のように,VDR依 存性 にCDKIの 発現

が調節 され,VDRの 発現低下 が細胞周期制御 蛋白の発現 を低下 させ て腺細胞 の増殖 を促進 してい る可能

性が示唆 され る(図4).

4)ビ タ ミンD受 容体 の発現調節

1,25Dそ れ 自体がVDRの 発現調節 を してい る可能性が指摘 されている.正 常副 甲状腺 で は,Caで はな

く1,25Dに よってVDRmRNA発 現 が亢進 し,ラ ッ ト腎不全 モデルで は,1,25Dを8週 間 と長期間投与

する ことによってVDR発 現 の減少が抑制 される.こ の ように,1,25D作 用 の減弱 はVDR発 現 を抑制 して

1,25D抵 抗性 に関与 し,2HPTの 発症 ・進展の悪循環形成 に寄与 してい る.一 方,Pに よる直接的なVDR

発現調節作用 は小腸上皮細胞で確認 されているが,副 甲状腺 では明 らかで はない.

3.Caと 副 甲状 腺 細胞 増 殖

1)細 胞 外Ca濃 度 と副 甲状腺細胞増殖

Caは 副 甲状 腺細胞 の増殖 を抑制す る.ラ ッ ト副甲状腺 の培養細胞 を用いた検討で は,培 養液中のCa濃

度 を低下 させ る と細胞増殖が促進 し,Caを 上昇 させ る と細胞増殖が抑制 され,Ca濃 度 を上昇 させた条件

下 ではcyclinDImRNAの 発現が抑制 され る.正 常 ラッ トで も,低Ca食 で飼育す る とPTHmRNAが

増加 し,副 甲状腺 にお けるPCNA陽 性 細胞数 も6倍 に増 加 した こ とが報 告 され てい る.Cozzolinoら3)

は,高Ca食 は,P負 荷 によって亢進 したTGF一 α発現 を減弱 させ,同 時 に,p21発 現 を誘導 して副 甲状腺

細胞増殖 を抑制 す ると報告 した(図2).

細胞外Ca濃 度 も副 甲状腺細胞 の機能 と増殖 に寄与 する重要 な因子であ る.し か し,2HPTに おいては副

甲状腺細胞のCa感 受性 に異常があ ることが示唆 されている.

2)Ca感 受性の低下

PTH分 泌 は細胞外Ca濃 度 によって厳密 に調節 され,こ の関係 はS字 状 カー ブを示 す(図5).こ の曲

線 は,PTH最 大分泌能,setpoint(PTH分 泌が最大分泌量の50%に なる時のCa濃 度),setpointに お

図4 副甲状腺における受容体異常と二次性副甲状腺機能亢進 症の発症機序
ビタミンD受 容体(VDR)お よびカルシウム感受受容体(CaSR)の 発

現減少は,PTHの 過剰分泌をもたらす.ま た,こ れらの受容体 は細胞

周期 とも関連 し,細 胞周期の促進あるいは抑制因子の発現を調節 して

いると考えられている.こ れらの因子を介 して,副 甲状腺細胞が増殖

し,PTHの 過剰分泌に寄与 していると考 えられる.
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ける接線 の傾 き,そ してPTH最 小分泌能 の4つ の要因か ら成 り立 ち,PTH最 大分泌能 は腺細胞 の数 を,

setpointは 細胞外Ca濃 度 に対 す る感受性 を表 してい る.腺 細胞数が増加 して もCaの 感知機構 に異常が

なけれ ばsetpointは 不変であ る.2HPTに おけるCa-PTH曲 線で は最大分泌能の上昇 とsetpointの 右

方への偏 移が特徴 で,腺 細胞が増殖 してい るだけで な く形質が変化 し,Ca感 受性が低 下 している ことを表

している(図5).前 述 した ように,CaはPTH分 泌だ けでな く副 甲状腺増殖 に対 して も抑制 的 に作 用す

る.し か しなが ら,2HPTで は,腺 組織 のCa感 受性 が低下 し,細 胞外Ca濃 度 の上昇 によるPTH分 泌や

増殖 の抑制作用が減弱 している と考 えられている.こ の ことは,び まん性過形成 に くらべて結節性過形成

で著 しく,過 形成パ ター ンの違 いがCa感 受性 に影響す ることか ら,細 胞 形質 の変化が質的 に異な る可能性

があ る.

1993年,ウ シ副 甲状腺のCaSRが クローニ ングされ,2HPTの 副 甲状腺で はCaSRの 発現が減少 し,結

節性過形成 で著 しいこ とが明 らかになった.副 甲状腺 の初代培養細胞 では,時 間経過 とともにCaSR発 現

が減少 し,そ れに伴 ってCaに よるPTH分 泌抑制作用が消失す る ことが報告 されてい る.こ の ように,

CaSR発 現 の量的減少 は,副 甲状腺過形成組織,特 に,結 節性過形成 にお けるCa感 受性 の低下 に寄与 して

いる.し か しなが ら,CaSR遺 伝子 の変異や機能 的異常 な ど質的な異常 について は明 らかでない.

3)Ca感 受受容体 の異常 と副 甲状腺細胞増殖

2HPTに おける摘出副 甲状腺組織で はCaSR発 現量が減少 し,結 節性過形成 で著 し く,そ の発現量 は細

胞増殖度 と負の相 関関係 を示す7).ま た,CaSRknock-outmouseで は,血 中PTH濃 度の上昇 とともに

副 甲状腺細胞の増殖 が認 め られ る.CaSRに 特異的に結合す る薬 剤 として開発 されたcalicimimeticsを 用

いた実験的検討で,calcimimetics投 与 は血 中PTH濃 度 を低下 させ,副 甲状腺過形成 を抑制 してCaと 同

様 の作用 を発揮す るこ とが明 らか にな った.す なわ ち,CaSRを 介 した細胞 内情報伝達系の活性化 は,PTH

分泌だ けでな く腺細胞 の増殖 を も抑制す るこ とを示 している.細 胞外Ca濃 度 の低 下 はcyclinD1の 発現

亢進を介 して細胞増殖 を促進 す る.2HPTで は,び まん性過形成 とくらべて結節性過形成でcyclinD1の

発現が亢進 している ことか ら,CaSRの 発現低下がcyclinD1の 発現亢進 をもた らし,副 甲状腺 の細胞増殖

に寄与 してい る可能性が ある(図4).

図5 カル シウム感受性の異常

細胞 外Caイ オ ン濃度 とPTH分 泌 の関係 は

sigmoidalcurveを 描 く.腎 不全で はこの曲

線 は右上方に偏移 し,Caイ オ ンによるPTH

分泌抑制効 果が低下 している.
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CaSR発 現低下 と副甲状腺過形成の どちらが先行 するので あろうか.マ ウス副 甲状 腺 にcyclinD1を 過

剰 発現 させ ると,副 甲状腺 が腫大 し,そ れ に伴 ってCaSRの 発現が低下 す る.ま た,腎 不全 ラッ トを低P

食 で1週 間飼育 した後 に高P食 に変更す る と副 甲状腺細胞が増殖す るが,こ の増殖 はCaSRの 発現減少 に

先行 してい る.こ れ らの結果 は,副 甲状 腺細胞 の増殖がCaSR発 現の減少 よりも先行 してい ることを強 く

示唆 し,発 端 は増殖腺細 胞の形 質変化 に よってCaSR発 現が減少 す ることで ある可能性が高 い.し か し,

この一連 の過程 は細胞増殖 をさらに促進 させ る機序 として2HPTの 進展 に寄与 してい るか も知 れない.

4)Ca感 受受容体 の発現調節

ビタ ミンDパ ルス療法 で,偏 移 したsetpointが 正常化す ることがある.す なわ ち,大 量の1,25Dに 暴

露 され る とCaSR発 現が増加す る ことを示 し,CaSRの 発現が1,25Dに よって調節 されてい る可能性が

考 え られ る.ラ ッ トを1,25D欠 乏食で飼育す ると,副 甲状腺のCaSRmRNA発 現が減 少するが,高Ca

食で はな く1,25D投 与 によってその発現 は容量依存性 に回復す る(図4).ま た,Canaffら8)は,CaSR遺

伝子のpromoter領 域 にVDREが 存在す る と報告 した.

このように,1,25DはCaSR発 現 の主要 な調節因子 として関与 してい る.一 方,Pの 直接的な効果 につい

ては明 らかで はない.

4.リ ン と副 甲状 腺細 胞

1)副 甲状 腺 に対 する リンの直接作用

高P血 症 は2HPTを 増悪 させ る主因の一 つで ある.高P食 に よるPの 負荷 は,副 甲状腺細胞の増殖 を促

進 し,PTHの 合成 ・分泌 を亢進 させ る.一 一方,低P食 によってPの 摂取量 を制 限する と2HPTの 進展 が

抑制 され る.Pに よる2HPTの 増悪機序 について は,近 位尿細管上皮細胞 にお ける1α 一hydroxylase作 用

の阻害(ビ タ ミンD活 性 化抑制),そ の結果 としての腸管か らのCa吸 収減少 に伴 う低Ca血 症が主 因で,

間接的 である と考 えられて きた.し か し,腎 不全患者 や動物 の腎不全 モデルでは,低P食 によってPの 摂

取量 を制限す る と,血 清Ca値 や1,25D値 の変化 を介 さず に血 中PTH濃 度が低下 する ことも知 られてい

る.正 常 ラッ トか ら摘 出した副 甲状腺 をwholeglandの ままで潅流 し,潅 流液 中のCaやP濃 度 を変化 さ

せてPTH濃 度の変動 を観察 した実験 で は,Ca濃 度 を固定(1.25mM)し た条件下 でP濃 度 を1mMか ら

4mMに 上昇 させ るとPTH分 泌が4倍 に増加 した.こ の ことは,PがCaを 介 さず に独立 して副 甲状腺細

胞 に対 する直接的作用 を有 している ことを示 している.

2)リ ンと副 甲状腺細胞増殖

Pは 直接的にPTH分 泌 を亢進 させ るだけで な く,副 甲状腺細胞 の増殖 も促進す る ことが明 らかになっ

てい る.正 常 ラ ッ トを低P食 で飼育す る と,副 甲状腺組織のPCNA陽 性細胞 はほ とん ど検 出で きないが,

高P食 下 ではPCNA陽 性細胞数が低P食 の1.5倍 に増加 した ことが報告 されてい る.PCNA陽 性細胞 数

の増加 とともに重量,DNA含 量や蛋 白含量 も増加 する.

Dussoら9)は,ラ ッ トの5/6腎 摘慢性腎不全 モデルを用いてPの 副 甲状腺細胞 増殖 に対 する直接作用 に

ついて検討 し,P制 限食で はp21発 現 の増加 とともに副 甲状腺増殖が抑制 され,高P食 ではTGF一 α発 現

の増加 に伴 って増殖が促進す ると報告 した(図2).TGF一 α は,癌 や増殖性疾患 にお ける主要 な細胞増 殖

因子で,epidermalgrowthfactorreceptorに 結合 し,Ras-Raf-MAPKpathwayな ど多 くの細胞内情

報伝達 系 を活性化 し,同 時 にcyclinD1の 転 写因子 あるいは共同活性化因子 として作 用 して細胞増殖 を誘

導す る.

副甲状腺細胞 にお いて も,Pが これ らの過程 を介 して腺細胞増殖 に関与 してい る可能性が示唆 され る.

3)副 甲状腺 にお ける リンの感知機構

最近,Tatsumiら10)は,ラ ッ ト副 甲状腺 において,細 胞膜 に存在 するNa/P輸 送担体(Na/Pco-tran・

sportertype1;Pit1)をcloningし,こ の遺伝子発現が1,25D欠 乏ラ ッ トで減少 している ことを報告

した.Pit-1mRNAの 発現 は,1,25D投 与 あ るいはP制 限な ど,PTH分 泌 を抑制す る条件下 で上昇す る

ことか ら,Pに よるPTH合 成の亢 進 はPit-1を 介 してい る可能性が示唆 されている.
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Pを 感知す る機構 としてPit-1が 初 めて明 らか にされた.今 後 は,Pit-1の 発現調節 やPTH合 成 ・分泌

や腺細胞増殖の調節機構 な どへの作用 を明 らか にす る必 要が ある.

おわ りに

2HPTの 病態について,　Caお よび1,25　Dと 副甲状腺細胞増殖の関係,特 に,そ の受容体であるVDR　 9

⊃aSRを 介する機序を中心に概説した.副 甲状腺細胞は細胞周期が停止した高分化細胞である.このよう1

田胞が腎不全 という特殊な環境下で増殖 し細胞形質が変化する機序を解明することで,慢 性腎不全患者々.

6"ける2HPTを 適正に管理できる治療が可能 となるであろう.

ヲ
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