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座談会CONNECTCONNECT

重症骨粗鬆症患者の診療は
大学が中心になる

帖 佐 　骨粗鬆症は閉経後の高齢女性
によくみられる疾患ですが、大学附属
病院を受診されるような重症患者であ
っても、多くの方が骨粗鬆症治療を受
けていません。大腿骨近位部骨折で入
院し、手術をして骨粗鬆症治療を開始し
て退院しても、うまく治療が継続されず、
反対側の大腿骨近位部を骨折して再入
院というケースを以前に経験しました。
　一般的には「病診連携」というと市中
病院と診療所で連携し、診療を円滑に
進めていくイメージがあります。大学附
属病院は高度先進医療を担っています
から、診療する骨粗鬆症患者はきわめ
て低骨密度の患者、腎機能低下の著し
い患者、複数の内科的合併症を有する
患者など、何らかのきっかけで重症化
する恐れがあり、大学附属病院での経
過観察が望ましい患者が中心です。
　近年、テリパラチド週 1 回投与製剤
をはじめとする、骨形成促進作用を有

する新たな骨粗鬆症治療薬が登場し、
重症化する恐れのある骨粗鬆症患者で
あっても、地域で協力して骨粗鬆症治
療を継続してもらうことが可能になって
きました。こうした新たな治療薬の有
効性や安全性について、できるだけ多
くの症例データを蓄積して成績を臨床
現場にフィードバックし、地域全体の骨
粗鬆症診療レベルの底上げを図ること
は、高度先進医療を担う大学附属病院
の責務であるといっても過言ではありま
せん。
舩 元 　骨粗鬆症患者は骨折を伴わな

い場合、自覚症状はほとんどありませ
ん。病院を受診しておらず、骨粗鬆症
の治療機会を逸している患者はかなり
の数に上ると指摘されています。骨折
を契機に病院を受診したり搬送された
りする骨粗鬆症患者は多いですが、急
性期病院では骨折への対応が先とな
り、骨粗鬆症治療は後回しになりがち
です。
　他の疾患を複数合併している患者で
は使用できる治療薬に制限があり、対
応に苦慮することもあります。また従来

の薬物治療では十分な効果がみられな
かった重症骨粗鬆症患者もいます。そ
のような場合に、テリパラチド週 1 回投
与製剤は有効ではないかと期待されて
います。72 週間※にわたりきちんと治療
を継続してもらうためにも、大学附属
病院と診療所の連携体制は重要だと感
じています。
　注射薬は導入時に予期せぬ有害事象
を来す可能性がありますから、初回導
入は大学附属病院で実施して安全性を
十分に確認し、その後は診療所で週 1

地域医療の中核を担い、
骨粗鬆症診療レベルを上げる
宮崎大学医学部附属病院は、地域の要望にこたえる医療連携の推進を基本方針に掲げ、診療所と直接連携して骨
粗鬆症診療に当たっている。教育研究機関でもある大学の附属施設が地域連携に取り組むことは、多くの診療デー
タの蓄積と得られた結果の臨床現場へのフィードバックを可能にする。大学と診療所が連携して骨粗鬆症診療に
取り組む意義について、中心的な役割を果たしている5人にうかがった。

参加者

帖佐 悦男 氏（感覚運動医学講座整形外科学分野教授）
舩元 太郎 氏（感覚運動医学講座整形外科学分野助教）
緒方 佳奈 氏（附属病院看護部）
富田 由起美 氏（附属病院看護部）
山口 美幸 氏（附属病院看護部）

宮崎大学医学部附属病院

帖佐 悦男 氏

【テリボンの用法・用量】通常、成人にはテリパラチドとして56.5μgを1週間に1回皮下注射する。なお、本剤の投与は24ヵ月間までとすること。
※ 2017 年 5月　用法・用量が以下のように一部変更
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回注射を継続しながら、定期的に大学
附属病院でもフォローする体制が最も望
ましいと考えます。テリパラチド週 1 回
投与製剤の導入当初は 1 カ月ごと、徐々
に 3 カ月、4 カ月ごとと、当科を定期的
に受診する間隔を延ばしていくようにし
ています。

急変時は大学附属病院で
対応可能、患者の安心感につながる

帖 佐 　大学附属病院と診療所の連携
体制は、約 7 年前に関節リウマチ診療
における生物学的製剤の導入に際して
開始したという経緯があります。骨粗
鬆症診療においても同様の体制で実施
できるのではないかと考え、既存の仕
組みを利用したため、連携体制作り自
体は非常に円滑に進みました。
　ただ、テリパラチド週 1 回投与製剤
を用いた骨粗鬆症診療において、現在
のところ、大学附属病院と積極的に連
携していただいている診療所の数はさ
ほど多くありません。定期的に整形外
科開業医を主な対象とした「連携の会」
を開催し、地域連携の重要性を説き参
加を呼びかけていますが（次ページ記
事参照）、地域連携のメリットがわから
ない、結局は大学附属病院に患者を取
られてしまうのではないか、と思われて

いる医師がまだ少なくないようです。
　一度大学附属病院に紹介して精密検
査を受けてもらい、その後、診療所で
経過観察して急変したらまた大学附属
病院を受診するという地域連携は、患
者にも開業医にもメリットのある仕組み
だと思います。診療所を週 1 回受診し
て注射を継続することは、高齢患者に
とって不便さや大変さよりも安心感があ
るようですし、急変時には大学附属病
院で対応してもらえる点も心強いと感じ
ているようです。
　大学附属病院は、骨粗鬆症の治療方
針などを気軽に相談でき、また患者が
急変した際に対応できる“よりどころ”と
言える施設でありたいと思っています。
患者がかかりつけ医で定期的な注射な
どきめ細かなフォローをしてもらうこと
は非常にありがたいと感じています。当
科の手術件数は年間約 1400 件、外来
患者数は年間約 3000 人超に上ってお
り、教育機関としての側面もあるので、
効率的な診療を進める意味でも、より
多くの施設と地域連携を行っていきたい
と考えています。

効果を実感して
注射を継続する患者が多い

富 田 　テリパラチド週 1 回投与製剤
の初回導入時には、まず骨粗鬆症とい
う病気について患者用パンフレットを
使用して説明します（写真 1）。さらに、
これから開始する治療薬の効果と、ど
のような副作用が起こる可能性がある
か、副作用が起こったらどうすればよい
か、といったことを詳しく説明していき
ます。
　口頭で説明しても患者の記憶には残
りにくいため、パンフレットの模式図を
指さしながら説明することで、患者の
視覚にも訴えるよう工夫しています。ま
た、テリパラチド週 1 回投与製剤の手帳

（テリボン NOTE、次ページ写真 2）を
渡し、診療所を受診する際にも当院を
受診する際にも持参するようお願いして
います。
緒 方 　「コルセットをしていて特に痛

みもないのに、どうして注射を72週（回）※

も続けないといけないのか」と患者に質
問された経験があります。事前に医師が
検査結果を渡し、現在の状態を説明し
ています。患者ともう一度検査結果を見
ながら注射の必要性を説明しています。
　また、他の患者も頑張って注射を続
けており、効果が出ていると話すと、
自分も頑張ってみようかと思われるよう
です。以前の患者が 72 週（回）※ 投与を
達成できたことを次の患者に説明するこ
とで、説得力が増すようです。やはり、
痛みがなくなるともう注射しなくてもい
いのではないか、と考える患者が多い
ようなので、自己中断せずに治療を継続
する重要性を繰り返し伝えるように心が
けています。
山 口 　毎回注射後に微熱がみられる

ものの、「注射を続けていて腰痛が軽く

舩元 太郎 氏

写真 1　宮崎大学附属病院での
　　　　骨粗鬆症患者への説明の様子
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なったように感じる」と話され、72 週
（回）※ 継続できた患者を経験しました。
また、受診した患者に最近の様子を尋
ねたときに「寝返りがうてるようになっ
た」「顔を洗う際にかがむのが楽になっ
た」と話された事例もあります。
緒 方 　介助が必要だったけれど自分

で立って歩けるようになった、曲がって
いた腰が少し伸びたようだなど、患者

の日常生活動作（ADL）が改善するこ
とで、家族の方から喜びの声を聞くこ
ともあります。その場合には患者自身も
診察室に入ってくるときの表情が明る
く、こちらもうれしくなります。
舩 元 　これまで、遠方に住んでいるな

どの理由で当院では経過が追えなくな
った患者が 2 ～ 3 人いますが、注射の
継続率は高いと思います。テリパラチド
週 1 回投与製剤の注射を継続していて
再骨折した患者も経験していません。
　診療所で骨粗鬆症診
療を継続していく上で
は、骨密度の定期的な
評価が欠かせませんが、
全身用の X 線骨密度測
定装置（DXA）を持って
いる施設は限られていま
す。そこで大学附属病院
の設備を利用してもら
い、各種の検査結果を
情報共有してうまく連携

を進められればよいと思います。実際、
当科で精密検査を受けて複数の椎体
骨折が判明し、「痛みはないのにこんな
に背骨が折れているなんて」と驚かれ
る患者もいます。
　重症骨粗鬆症患者の精密検査と合
併症対策を大学附属病院が行い、経
過観察を診療所で行うという地域連携
の狙いを広く発信しつつ、連携施設を
少しずつでも増やしていきたいと考えて
います。

緒方 佳奈 氏

座談会CONNECTCONNECT

　3月30日に宮崎市内で整形外科開業医を主な対象と

した「連携の会」が開催された。座長を務めた宮崎大学

医学部感覚運動医学講座整形外科学分野教授の帖佐悦

男氏は、同大学附属病院で進めている骨粗鬆症診療の

地域連携について、「単に橈骨遠位端を骨折したような骨

粗鬆症患者まで幅広く地域連携するのではなく、あくまで

も複数の他疾患を合併しているなど、対応に難渋する重

症骨粗鬆症患者をきちんと経過観察していくことが目的」

と話し、積極的な参加を呼びかけた。

　また、同大学整形外科学分野助教（現：宮崎市立田野

定期的に「連携の会」を開催し、地域連携の重要性を呼びかける

写真 2　テリボンNOTE

【テリボンの用法・用量】通常、成人にはテリパラチドとして56.5μgを1週間に1回皮下注射する。なお、本剤の投与は24ヵ月間までとすること。
※ 2017 年 5月　用法・用量が以下のように一部変更
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大学と連携するメリットを
より広く周知していきたい

舩 元 　骨粗鬆症治療薬の中心を担っ
ているのは、ビスホスホネート製剤や選
択的エストロゲン受容体モジュレーター

（SERM）、ビタミン D3 製剤といった内
服薬です。治療効果は骨量や骨代謝マ
ーカーで総合的に判断しますが、期待
通りに骨量が増加しない症例は誰でも
経験するところではないでしょうか。
　テリパラチド週 1 回投与製剤の適応
は「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」な
ので、既存椎体骨折を有する患者が主
な対象でしょうが、再骨折や痛みもなく、
内服薬で経過をみている骨粗鬆症患者
において、将来的な骨折リスクの低減
のみを理由に、テリパラチド週 1 回投
与製剤への変更に踏み切るのは難しい
ように思います。
　そこで、治療効果に疑問がある場合

に精査目的で大学附属病院に紹介して
もらうのも、治療薬見直しのきっかけに
なるのではないかと思います。腰椎
DXAや骨代謝マーカーの検査結果によ
っては、テリパラチド週 1 回投与製剤
を大学附属病院で導入し、診療所で注
射を継続してもらうことになるでしょう。
富 田 　テリパラチド週 1 回投与製剤の

初回導入時に看護師として最も気をつけ
ていることは、やはり副作用への対応で
す。最初の注射後には約30分、必ず院内
に待機してもらい、副作用出現時に対
処できるようにしています。
山 口 　 患 者 が 持 参 するテリボ ン

NOTEは、患者と大学附属病院と診療
所を結ぶ貴重な情報共有手段です。カ
ルテに記載されているような情報を盛
り込むなど、患者の記録として、より充
実したものに工夫していきたいと考え
ています。
緒 方 　連携先施設の看護師との間で

の役割分担が確立されていないので、

相互理解を深めるためにも看護師同士
の情報交換の場がほしいところです。
患者の状態について他の看護師の意見
を聞いてみたいですし、様々な患者の
声を広く他の看護師に伝えたいとも思っ
ています。
帖 佐 　日本骨粗鬆症学会では現在、

骨粗鬆症に関する専門知識を有するメ
ディカルスタッフを「骨粗鬆症マネージ

富田 由起美 氏

病院整形外科助教）の渡邊信二氏は、テリパラチド週1

回投与製剤の使用経験を報告した。渡邊氏は、自らの使

用経験からテリパラチド週1回投与製剤についての印象を

「骨代謝回転を正常化する働きがあるように感じる。新規

骨折抑制効果は高く、患者の声を聞くと疼痛軽減の可能

性もあるようだ」と述べた。

　その後の質疑応答では、嘔吐などの有害事象への対応

について質問がなされ、渡邊氏は「ほとんどの有害事象

は原因を探った上で、点滴や制吐剤によって対応可能で

あった。注射を継続すると徐々に症状が治まる場合もあ

るので、それを患者に説明し、できるだけ注射を継続して

もらうようにしている」と話した。

定期的に「連携の会」を開催し、地域連携の重要性を呼びかける

写真　左：帖佐悦男氏／
　　　右：渡邊信二氏
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ャー」として認定する「骨粗鬆症マネー
ジャーレクチャーコース」を設けていま
す。しかし、多忙なメディカルスタッフ
が遠方で開催される学会に参加するの
は困難なケースもあるのではないかと思
います。学会主導で、看護師、薬剤師、
医療ソーシャルワーカーなど、関連する

多職種が広く課題を話し合うような場を
各地に設けられれば理想的です。
　宮崎県では、宮崎大学医学部医療
情報部と宮崎県医師会が中心になって

「はにわネット」という電子カルテの共有
システムを運用しています。患者の了解
が得られれば、病院と診療所でカルテ
情報を共有できます。常に患者の最新
情報を把握できることで、より安心して
骨粗鬆症診療に当たれるのではないか

と思います。
　現在、はにわネットに参加していない
診療所に対しては、各種検査結果を患
者に渡し、医師に見せるよう伝えていま
すが、はにわネットについてもより多く
の方に知ってもらいたいところです。今
年中には、より多くの情報を共有できる
ようにシステムを変更する予定で、開業
医へのメリットがより明確になるのでは
ないかと期待しています。

　当院の受診患者のうち、骨粗鬆症と

診断する患者さんは半分以上を占めて

います。腰痛などの一般的な訴えの中

に無症状の骨粗鬆症性椎体骨折が隠れ

ていることは比較的多いです。骨粗鬆

症の治療開始時は、ビスホスホネート

製剤などの内服薬で経過観察し、多発

性の椎体骨折が認められ、疼痛の訴え

が続く場合にはテリパラチド週 1 回投与

製剤の導入を検討します。骨密度が低

い場合はもちろんですが、骨密度がさほ

ど低値ではなくても疼痛が続く患者さ

んについては、骨質を改善する必要があ

ると考え、テリパラチド週 1 回投与製剤

を積極的に考慮するようにしています。

　テリパラチド週 1 回投与製剤の導入

を視野に入れた際に、「骨を作る働きを

持つ注射薬を使用した方がよいかもし

れないので、一度きちんと検査をしても

らってください」と患者さんに説明し、

大学附属病院に紹介します。大学附属

患者の急変に大学附属病院が
救急対応できる安心感
まつばし川野整形外科 院長　川野 啓一郎 氏

連携先の1つであるまつばし川野整形外科院長の川野氏は、大学附属病院と連携す
る最大のメリットは、万一患者が急変した場合に、幅広い診療科が充実している施
設で救急対応が可能な安心感であると強調する。川野氏に、これまでの紹介実績に
ついて詳しくうかがった。

座談会CONNECTCONNECT

〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200

宮崎大学医学部附属病院山口 美幸 氏

【テリボンの用法・用量】通常、成人にはテリパラチドとして56.5μgを1週間に1回皮下注射する。なお、本剤の投与は24ヵ月間までとすること。
※ 2017 年 5月　用法・用量が以下のように一部変更
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まつばし川野整形外科

　週 1 回 72 週※にわたる注射を継続し

ていくには、患者さんを励まし続けるこ

とが大切です。週 1 回受診して注射を

受けてもらえば、確実に治療していると

わかりますし、患者さんの様子を観察

して「折り返し地点まで来ましたよ」「体

調がよくなっているならもう少し頑張り

ましょう」などと、状況に応じたこまめ

な声かけができます。

判断に迷う場合には
積極的に紹介し役割分担を

　テリパラチド週 1 回投与製剤は注射

後に気持ち悪くなることがあるため、当

院では注射後、約30分は院内にいても

らい、帰宅前に看護師が必ず声をかけ

て体調を確認するようにしています。次

の注射時には前回帰宅後の様子を尋ね

るようにしており、食欲がなかったなど

と話す患者さんはいますが、制吐剤を

処方したケースは少ないです。テリパラ

チド週 1 回投与製剤の初回導入時に大

学附属病院で副作用について詳しく説

明するため、概要を理解し、安心して注

射を受ける患者さんが多いためではな

いかと思います。

　大学附属病院との連携については、

関節リウマチ診療の頃から行っていた

ので、骨粗鬆症診療においても連携で

きてありがたいの一言に尽きます。高齢

の骨粗鬆症患者さんは様 な々内科的疾

患を抱えていることが多いので、各診

療科がそろい、救急体制も整っている

大学附属病院と連携することは、われ

われ開業医にとっても患者さんにとって

も安心できる環境であると思います。

　特に、敷居が高いなどと戸惑うこと

もありませんし、紹介に対する意識はよ

り前向きに変わりました。紹介すべきか

どうか判断に迷う場合には、積極的に

大学附属病院に紹介するよう心がけて

います。連携体制があることで、大学

附属病院と役割分担し、きめ細かく患

者さんの容態を観察して、変化があれ

ば早めに大学附属病院に紹介して精査

してもらうという開業医の本来の役割に

専念できると実感します。

※本資材（CONNECT）の先生方のご所属やご役職は、発行当時のものを記載しています。

病院でテリパラチド週 1 回投与製剤の

初回導入後、当院で治療を継続します。

大学附属病院と連携している受診患者

は約7割に上っています。

注射開始から 3～4カ月で動くのが
楽になったと口にする患者が多い

　これまでに当院でテリパラチド週 1

回投与製剤を導入したのは 45 人で、13

人が投与終了しました。テリパラチド週

1 回投与製剤を投与している患者さんで

今までに新規骨折の発生はありません。

残念ながら途中で来院されなくなるな

ど、脱落してしまった方もいますが、注

射開始から 3 ～ 4 カ月で、調子がよくな

った、動くのが楽になった、などという

患者さんからの声を耳にすることが多い

です。72 週※は意外と早かったと話す

患者さんもいます。

　安静にしていても骨折後の痛みがな

かなか取れないと話していた患者さん

が、テリパラチド週 1 回投与製剤の投

与で痛みが改善したと喜ばれることもあ

ります。また、姿勢がよくなり歩き方の

バランスが改善した患者さんも多く、診

療の際に指摘すると喜ばれます。注射

を継続していくと 1 割程度の骨密度の

上昇が認められるのですが、患者さん

の自覚症状には直結しませんから、より

わかりやすい指標を示せる点は、治療継

続のためにも大きなポイントです。

旭化成ファーマのサイトから
全国の骨粗鬆症治療施設を
手軽に検索していただくことができます。

（情報提供：ヘルシー）

https://akp-pharma-digital.com/
products/teribone/
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