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新たな骨粗鬆症治療薬の発売や
リエゾンサービス開始を機に

連携を立ち上げ

住 田 　当院はケアミックス病院である
ため、整形外科病棟へ新規に入院され
る患者さんの大半は、椎体骨折や大腿

骨近位部骨折など、背景に骨粗鬆症を
有すると考えられる脆弱性骨折手術後
の患者さんとなっています。入院患者さ
んのほとんどが骨粗鬆症の患者さんだ
と言っても過言ではありません。以前は、
急性期病院から受け入れた患者さんに
リハビリテーション主体の機能回復を行
って退院していただくのみで、骨粗鬆症
治療についてはあまり意識していません
でした。しかし、再骨折を来して再び
入院される患者さんも多く、課題だと
は感じていました。
　骨形成促進作用を有し、新規椎体骨
折抑制効果の高いテリパラチド週 1 回
投与製剤が 2011年に発売されたこと、
また 2012 年から日本骨粗鬆症学会が
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育成する「骨粗鬆症
マネージャーレクチャーコース（リエゾ
ンサービス）」を開始し、2014 年から
認定試験が実施されるようになったこと

など、骨粗鬆症治療をめぐる状況の変
化によって、当院としても地域連携しな
がら骨粗鬆症治療と再骨折予防に取り
組んでいく必要があると考えました。
　骨粗鬆症治療の地域連携を開始する
上で最初に問題となったのが、連携先
となる診療所についてです。当院のあ
る碧南地区には整形外科開業医が少な
いため、内科開業医に地域連携を依頼
することにしました。これには、骨粗
鬆症を足掛かりに地域全体のつながり
を強め、診療ネットワークを構築してい
きたいとの思いもありました。実際、循
環型リエゾンサービスを開始してから、
内科疾患の紹介患者も増加しています。

近隣の内科開業医を戸別訪問して
地域連携への協力を依頼

鈴 木 　私は 2014 年に当院で最初に骨
粗鬆症マネージャーの資格を取得しまし
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た。その過程で学んだ地域連携の枠組
み等を参考に、院内でリエゾンチームの
仕組みを構築していきました。地域連携
に関してはまず、急性期病院の碧南市
民病院と地域医師会に骨粗鬆症治療に
関する地域連携を立ち上げる了承を得て
から、当院の小田高司院長と地域連携
室の担当者と私の 3 人で各診療所を戸
別訪問し、協力をお願いしました。
　当初は、訪問して地域連携への協力
を直接依頼することに緊張もしました
が、意図を説明すると、比較的すぐに
協力いただけることが多いです。地域
連携を進める上では、顔を合わせて話
し、信頼関係を築くことが重要だと痛
感しました。
　協力いただけることになった場合に
は、継続使用可能な骨粗鬆症治療薬
を確認します。これを後で表にまとめ、
週 1 回リエゾンチームで行う、患者さん
が退院された後の地域連携に関する方
針を決める定期カンファランスにおい
て、治療薬選択の参考にしています。
　連携先が内科開業医のため、内服薬
に関してはほぼ問題ないのですが、注
射薬については要相談となるケースもあ
ります。それでも、やはり最初に信頼関
係を築けているからか、実際にテリパ

ラチド週 1 回投与製剤などの注射薬を
導入すると決まった場合にご連絡する
と、注射の継続を承諾いただけること
がほとんどです。逆に、内服薬の数が
増えるより注射薬の方がよいとおっしゃ
る先生もおられます。
住 田 　医療者側がテリパラチド週 1

回投与製剤を使ってほしいと考えていて
も、週 1 回の受診は難しいという患者
さんには、治療継続を最大の目標とし、
無理なく継続してもらえる治療薬を選
択するようにしています。患者さんと話

し合いながら治療薬を総合的に判断し
ていくことは、治療継続率を上げること
にもつながると感じています。紹介後、
半年に 1 度は当院を受診してもらい、
治療効果判定を行う点も、患者さんに
は安心なのではないでしょうか。

入院時に手術の詳細や合併症、
かかりつけ医などの情報を

幅広く聴取

中 村 　病棟担当看護師として、紹介鈴木 雪絵 氏

図 1　小林記念病院で使用している「骨粗鬆症患者評価表」



4 CONNECT

入院患者や緊急入院患者に対応してい
ます。通常の入院手続き時に、週 1 回
のリエゾンチームのカンファランスで基
本となる患者情報をまとめた「骨粗鬆症
患者評価表」（P3 図1）へ記載すること
が新たな業務に加わりました。この情
報を基に連携先を決めたり治療薬を決
めたりするため、忘れないよう入院業務
のための書類等の中に組み込んでおり、
必要に応じて家族からも事情をお聞き
するなどして、なるべく多くの情報を短
時間に得るように心がけています。
　看護師は主に患者の基本情報とかか
りつけ医などの情報を記載しており、骨
粗鬆症評価については医師が、身体能
力情報については理学療法士が、使用
中の骨粗鬆症治療薬については薬剤師
がそれぞれ役割分担して記載し、充実
した内容となっています。これらの内容
を基に退院後の地域連携に関する調整
を進めていきます。
住 田 　入院患者全員の骨の状態を正

確に把握しておくことが重要と考え、股
関節骨折であっても脊椎 X 線写真を撮
って評価を行います。骨粗鬆症が背景
にある患者さんでは新たに他部位の脆
弱性骨折が明らかになることも多く、必
須の手順と言えます。記載内容はリエゾ

ンチームのデータベースとして保存して
おり、今後このデータの活用についても
考えていきたいです。
　最近、骨粗鬆症患者評価表を貼り付
けてかかりつけ医とやり取りする「連携
連絡ノート」の改訂を検討しています。
3年間にわたり骨量測定結果や血液検
査の結果、体調や疼痛の変化などを幅
広く記載するようにしていましたが、医
師向けの情報と患者向けの情報が混在
し、煩雑で十分に活用できていません
でした。テリパラチド週 1 回投与製剤
に関しては専用の注射記録手帳「テリ
ボン NOTE」（図2）が別にありますの
で、内容の重なりもありました。

　そこで、当院で行った検査結果のう
ち情報共有が必要なものは ICTを活用
して直接医師と医療文書をやり取りす
ることとし、患者さんが投薬継続して
いればカレンダーにシールを貼るシンプ
ルな「服薬手帳」に変更予定です（図3）。

連携患者の状況を逐次把握する
データベースを作り
ドロップアウト防ぐ

岡 本 　薬剤師の業務としてはまず、入
院中にビスホスホネート製剤など内服薬
の投与が開始された患者さんやご家族
に対する服薬指導が挙げられます。一

座談会CONNECTCONNECT

中村 雄次 氏

図3　小林記念病院で新たに導入予定の「骨粗鬆症服薬手帳」

図 2　テリボン NOTE
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度の説明では十分に理解してもらうこと
が難しいので、2 カ月に 1 回程度、入
院患者さん向けに看護師や理学療法士
らと協力し、「骨粗鬆症勉強会」を開催
しています。骨粗鬆症という病気や生活
上の注意点などを紹介し、少しでも理
解を深めてもらう機会を作っています。
　テリパラチド週 1 回投与製剤につい
ては退院後の骨粗鬆症外来から導入開
始となりますが、入院中にテリボン
NOTE などの資料をお渡しし、週 1 回
24 カ月にわたり治療を継続する必要が
あること、最初の 1 カ月間は当院外来
を受診して副作用などのチェックを行っ
てから、かかりつけ内科開業医の下で
治療を継続することなどをあらかじめ説
明し、退院後の流れを把握してもらい
ます。切れ目なく治療が続くことは患者
さんにとって安心できるようです。
戸 水 　骨粗鬆症外来で整形外科医の

診察後、テリパラチド週 1 回投与製剤
の注射を行います。吐き気や血圧低下
などの副作用とその対処法について説

明し、週 1 回継続して受診できるかど
うかも確認します。問題なければ、1 カ
月後に連携先へと橋渡しを行います。
入院中に治療の流れを説明してあるた
め、大体きちんと通院いただけていま
す。予定通り受診しなかった患者さん
にはすぐに電話連絡し、次回の予約を
できるだけ入れていただくようにしてい
ます。
　なお、患者さんの状況を逐次把握し
なければ地域連携を行う意味がないの
で、必要な情報のデータベース化作業
を主に担当しています。地域連携開始
の際にも地域医師会のホームページか
ら内科開業医の情報を抽出してデータ
ベースを作成しましたし、現在も循環
型リエゾンサービスの対象患者につい
て、使用している治療薬や受診状況、
症状悪化の有無などを記録し続けてい
ます。
住 田 　現在、地域連携を行っている

医療機関は、碧南地区 14 医院、高浜
地区 7 医院、西尾地区 3 医院です。当
院で治療効果判定を行い、循環型リエ
ゾンサービスが達成されたのは 40 人ほ
ど、紹介先で治療継続中は 70 人ほど
と増えてきました。治療継続率、再骨
折率ともに、以前よりも改善傾向にある
という印象を持っています。
戸 水 　テリパラチド週 1 回投与製剤

の投与期間上限までの治療を完遂でき
た患者さんには、最後の注射を行った
日に手作りの表彰状（図 4）をお渡しし
ています。手の空いているスタッフには
できるだけ集まってもらい、表彰式の雰
囲気を出すようにしています。泣いて喜
ばれる患者さんもいらっしゃいますし、
これから別の治療薬に変更して骨粗鬆
症治療が続くことを説明する契機にもな
っています。
鈴 木 　治療中の患者さんには「頑張っ

てきましたね、残り半分ですよ」「テリ
ボンNOTEもあと 1 ページになりまし
たね」などと積極的に声かけし、でき
るだけ治療を継続いただけるように心
がけています。

内科開業医との連携はメリットが
大きい、他地域でも取り組んでほしい

中 村 　骨折に伴う痛みが薄れてきた
患者さんに、骨粗鬆症治療を行う重要
性を説明してもなかなかご理解いただ
けないことがありました。そのような場
合でも、「近所のかかりつけの内科でよ
いなら治療に行く」と言われることが
何度かありました。通院先が 1 カ所で
済みますし、歩いて行ける距離なら家
族の送迎にかかる負担も軽くなります。
住 田 　循環型リエゾンサービスを進め

ていくと、内科開業医と患者さんとの目
に見えない深い絆を感じることはよくあ
ります。それこそ子どもの頃から数十
年受診してきた顔見知りの内科開業医
であれば、いつものように診てもらって
同時に骨粗鬆症の注射もしてもらう、と
いうのは自然な流れと受け止められるよ
うです。内科開業医との連携は患者さ
んの安心感にもつながり、骨粗鬆症治

戸水 悦子 氏

図4　小林記念病院でテリパラチド週 1
回投与製剤の投与期間上限までの
治療完遂患者に渡している表彰状
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療の継続にも有用だと感じています。
岡 本 　以前、骨吸収抑制薬が関連す

る顎骨壊死（ARONJ）に関する情報を
目にされて、すごく気にしている患者さ
んがおられました。薬剤師の立場から
ARONJ の確率は高くないこと、適切な
口腔ケアを心がければ起こりにくくなる
ことなどを説明したところ、きちんと服
薬継続してもらえました。今後、より治
療継続率を上げていくためには、当院
周辺の調剤薬局での適切な説明を働き
かけていく取り組みも重要だと思ってい
ます。
住 田 　ARONJ に関しては、内科開

業医からも歯科医との連携を望む声を
いただいたことから、ARONJ の可能性
のある薬剤を新規処方する際、当院の
歯科衛生士に口腔内の状態を評価して
もらい、かかりつけ歯科医を定期受診

して予防に努めるような新たな連携シス
テムを立ち上げようと検討しています。
中 村 　当初は病棟担当看護師から入

院手続き時の骨粗鬆症患者評価表（P3
図1）への記載は難しいとの声もありま
したが、記載例を作成したり住田先生
に協力いただいてスタッフ向けの骨粗
鬆症勉強会を開催したりして、担当看
護師の意識はだいぶ向上してきたと思
います。まだスタッフ間の知識に差があ
るので、今後はスタッフ教育の時間を
設け、全員が同じ知識レベルで患者さ
んに説明でき、骨粗鬆症患者評価表に
記載できるようになることが目標です。
戸 水 　他の診療科の医師にもっと骨

粗鬆症に関心を持っていただくことも
課題です。他の疾患で受診している患
者さんであっても、骨粗鬆症の疑いが
あれば骨密度を測定し、早期発見・早
期治療につなげていきたいと思います。
現在は二次骨折予防のための骨粗鬆症
治療となっていますが、一次骨折予防

ができれば理想的です。
住 田 　循環型リエゾンサービスは、

骨粗鬆症治療を継続すると、姿勢がよ
くなったり立ち座りが楽になったりする
などの変化が得られることを内科開業
医に実感してもらうことも目的の一つで
す。実際、骨粗鬆症由来と思われる腰
痛などを訴える患者の紹介も増えてお
り、治療して再び内科開業医に戻すこ
とで、またこうした患者が受診したら紹
介しよう、と思ってもらえれば、さらに
よい骨粗鬆症治療の循環ができていく
ことになります。
　理想は、当院の循環型リエゾンサー
ビスを参考に、同じような仕組みを各
地で構築してもらうことです。現在大き
な問題になっている骨粗鬆症患者の再
骨折率や治療継続率が全国で改善して
いけば素晴らしいことです。そのために
も汎用性の高い簡便で他施設でも導入
しやすいモデルケースを作り上げていき
たいと考えています。

座談会CONNECTCONNECT

〒447-8510　愛知県碧南市新川町三丁目88番地

小林記念病院

岡本 妙子 氏

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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〒447-0089
愛知県碧南市東浦町２－８５

山中従天医館

　当院は内科なので、受診されるのは
高血圧や糖尿病、脂質異常症などのい
わゆる生活習慣病の患者さんがほとん
どです。高齢の患者さんが多いため「腰
が痛い」といった整形外科に関する訴
えを聞く機会も時にはありますが、そう
した患者さんに痛み止めを処方したとこ
ろ、調剤薬局より「碧南市民病院整形
外科から痛み止めが出ています」と連
絡が入ったことがありました。
　診察時に他科の疾患の詳細まではあ
まり確認しませんし、患者さんご自身か
らお話しいただくこともまれです。高齢
患者さんはさまざまな疾患を有すること
を念頭に、医師同士がより密接に連携
していく必要があると思いますし、日々
の診療で他科の疾患についても詳しく
聞き出す工夫が求められると感じます。

長期間継続が必要な注射薬は
かかりつけ医での投与が適している

　当院を何らかの慢性疾患で定期的に
受診されていた患者さんが転倒・骨折
された場合、以前から小林記念病院で
回復期リハビリテーションを受けて退院
となるケースがほとんどでした。循環型
リエゾンサービスが開始され、当院で
骨粗鬆症治療を継続してほしいと問い
合わせがあった当初は戸惑いましたが、
小林記念病院整形外科でその後も定期
的なフォローアップを行うと聞き、治療
の継続のみであれば取り組んでみようと
決意しました。
　骨粗鬆症に関するきめ細かなフォ

ローアップや治療効果判定については
やはり整形外科専門医にお願いしたい
ものです。しかし、テリパラチド週 1
回投与製剤のために、遠方の病院を
週 1 回 24 カ月にわたり受診することは
困難な患者さんもおられるでしょう。
比較的若い骨粗鬆症のみの患者さん
では内科を受診するメリットは乏しい
かもしれませんが、さまざまな内科的
疾患を有する高齢患者さんにおいて、
当院のような近所のかかりつけの内科
開業医で、慢性疾患と同時に骨粗鬆症
も治療できるというのは利便性が高い
と思います。
　当院としても、小林記念病院でテリ
パラチド週 1 回投与製剤を導入されて
から1 カ月後に紹介となるので、患者さ
んは副作用や注射直後の日常生活での
注意点などについて十分説明を受けて
理解し、納得されており、問題なく投
与継続できています。
　今まで、診療科別に専門分野を生か
して患者さんを治療していけばよいと考
えていましたが、高齢者医療において
は健康寿命の延伸が求められています。

高齢化に伴い骨粗鬆症のリスクが増加
し、一度骨折すると再骨折しやすくなる
こと、未治療の骨粗鬆症患者さんが大
勢いることなどは既に明らかになってお
り、他科疾患であっても予防に努める
姿勢が重要で、医療連携は有用な手段
となり得ます。

患者の健康寿命延伸を目指し、
未治療骨粗鬆症の拾い上げを

　受診患者さんが高齢で骨粗鬆症に伴
う腰痛が疑われる場合や転倒リスクが
高いと考えられる場合などは積極的に
介入し、「一度骨を詳しく診てもらった
らどうか」と声をかけ、埋もれた未治
療の骨粗鬆症患者さんに治療のきっか
けを作っていきたいです。
　循環型リエゾンサービスは、より多方
面に広がる可能性を秘めていると感じ
ています。整形外科開業医との地域連
携にも取り組んでいきたいですし、病院
との検査データなど医療文書のやり取
りについては、ICTの活用も検討して
いきたいと考えています。

かかりつけ医の定期的な受診時に
骨粗鬆症治療を継続
山中従天医館 院長　山中 寛紀 氏

連携先の1つである山中従天医館院長の山中氏は消化器内科専門医。これまで
骨粗鬆症に対しては整形外科専門医に委ねる姿勢を取ってきたが、地域連携を機に
考え方が変化していったという。詳細をうかがった。

※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。
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