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骨粗鬆症治療を継続する仕組みを
作り、増え続ける骨折患者を減らす

鷲 見 　私は脊椎外科を専門としてい
ますが、骨粗鬆症性骨折に対して手術
をする際、骨が脆くなっているために手
術に難渋するケースを何度も経験し、
骨粗鬆症治療の重要性を実感してきま
した。また、2012年には日本骨粗鬆症
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）」を開始するなど、骨粗
鬆症を取り巻く環境も変化してきました。
　骨粗鬆症診療では、患者に治療を
継続してもらうことが最も重要ですが、
医師だけでは到底対応できません。そ
こで専門外来を立ち上げ、多職種で連
携しながら骨粗鬆症患者を治療してい
ってはどうかと考えました。

楊 　私は以前から骨粗鬆症診療に
携わってきましたが、骨折後に骨粗鬆
症性骨折だったとわかる患者への対応
が多く、有用な骨粗鬆症治療薬が増え
てきたにもかかわらず、骨折患者が毎
年増え続けていることに疑問を持ってき
ました。そして、骨折後の治療がきちん
と継続できているかどうかが重要なポ
イントであることに気づきました。
骨粗鬆症治療は骨折予防が最大の目標
ですが、健康寿命の延伸を考えれば、
これまで重きを置かれてきた骨折後の
二次予防から、骨折させない一次予防、
そして骨折のきっかけとなる転倒予防へ
と、より予防医学に近い段階へと目標
を切り替えていく必要があります。その

ためには、生活指導や栄養指導、運動
指導など、より幅広い職種による指導
が大切です。
医師だけでは、骨粗鬆症治療の導入は
可能でも、継続させることは非常に困
難です。鷲見先生の構想は、骨粗鬆症
マネージャーの力も借りて、多職種で
連携しながらより綿密に多方面から骨
粗鬆症患者さんを支えるもので、まさ
に理想的であり、ぜひ参加したいと思
いました。

15人の骨粗鬆症治療チーム、
骨粗鬆症マネージャーは10人

鷲 見 　現在、事務職員を1 人含む総
勢 15 人の多職種骨粗鬆症治療チーム
で診療に当たっています（写真 1）。骨
粗鬆症マネージャーの資格は看護師 3
人、管理栄養士 4 人、薬剤師 2 人、理
学療法士 1 人の計 10 人が取得してくれ
ました。医師は日本骨粗鬆症学会認定
医が 4 人おり、このチームで週 1 回の骨
粗鬆症外来（のべ 800人）に対応してい
ます。骨粗鬆症の専用窓口を設けてい
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るため、効率よい診療ができていると
思います。
松 田 　医事課の地域医療推進室で紹

介患者の受付業務を担当しています。
骨粗鬆症外来の日に予約を入れ、同時
に骨密度検査などの必要な検査につい
ても予約を入れます。また、これは後
の作業になりますが、患者さんの基本
情報に加え、行った様々な検査結果等
をまとめた「骨粗鬆症外来データベース」
を作成しています。
川 畑 　X 線検査や骨密度検査、採血

等が終わり、問診票などを手に患者さ
んが骨粗鬆症外来に来られます。受付
で内容をチェックし、運動状況や栄養
状況によってはそちらの確認を先に行い
ます。
野 間 　開眼片脚立ちの持続時間や歩

行テストなど、バランス機能を中心とし
た運動機能の評価を実施しています。
必要に応じて個別の運動指導も行いま
す。これまで、骨折後の患者さんに対
するリハビリテーションが中心でした
が、骨粗鬆症治療チームに参加し、骨
粗鬆症性骨折に対する一次予防の重要
性にも目を向けるようになりました。
久 永 　身体機能に関連する項目を確

認し、普段の食生活についてうかがいま
す。高齢の患者さんが多く、独居で買い

物に外出するのがおっく
うなど、細々とした悩み
相談に応じることもあり
ます。
　最初は、管理栄養士
が骨粗鬆症患者さんに
どのようなアドバイスが
できるか戸惑う気持ちも
ありましたが、高血圧や
糖尿病など様々な併存
疾患を有する方が多く、
単に「なるべくカルシウ
ムを摂るように」などとい

った画一的な指導ではなく、個々の患
者さんの日常生活をお聞きして、丁寧に
指導していく重要性を感じます。
西本 　開業医の先生方が患者さんを

紹介される際には、当院の骨粗鬆症外来
宛てに専用の「診療情報提供書」（図 1）
を送っていただきます。骨粗鬆症の疑
いで検査だけ実施してほしい、治療方

楊 鴻生 氏

写真 1　神戸労災病院の骨粗鬆症チーム

図 1　神戸労災病院で使用している「診療情報提供書」
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針についても決定してほしい、などの選
択肢を設け、開業医の先生方の希望に
合わせて診療を進めています。
松 田 　予約した日に来院されなかっ

た患者さんには後で電話し、理由を確
認します。単に都合が悪くなったという
場合には次回の予約日を調整し、お薬
が足りなくなるようであれば、かかりつ
け医に出してもらうよう依頼をします。

多職種連携の専門外来で
患者数増加や治療継続率改善の効果

鷲 見 　骨粗鬆症外来を設けたことで、
受診する骨粗鬆症患者さんは明らかに
増加しました。また、院内でも徐々に認
知され、内科から骨粗鬆症リスクの高
い糖尿病や関節リウマチの患者さんの
骨密度検査を依頼され、実際に骨粗鬆
症治療が開始となることもあります。
川 畑 　印象に残っている患者さんとし

て、テリパラチド週 1 回投与製剤を当
院で導入後、地域連携先を探したので
すが、適切な連携先が見つからず、比
較的遠方にお住まいでしたが結局当院
で治療継続となった患者さんが挙げら
れます。その患者さんは、週 1 回やや遠
出となる当院への受診がよい気分転換
になられたようで、受診されるたびに笑

顔が増え、生活の質もよくなったようで
す。当初はご家族が付き添って受診さ
れましたが、投与を続けるうちに一人で
歩いて来られるようになりました。
　「毎週来るのは大変でやめようかとも
思ったけれど、実際に受診すると色 な々
方に励ましてもらえるので続けてこられ
た」と言われ、ご家族も「寝たきりにな
るのを防げてとても良かった」とお話し
されました。
　当院の近くに住んでいる患者さんの
場合は、半年に 1 度の定期検査だけ来
られることも比較的多いのですが、「か
かりつけ医でのテリパラチド週 1 回投与
製剤の投与期間があと半年になったわ」
などと嬉しそうに声をかけられることも
あります。

楊 　骨形成促進作用を有するテリ
パラチド週 1 回投与製剤は、骨折後の
骨粗鬆症患者に対し、以前から積極的
に使用してきました。ただ、2 年間にわ
たり毎週注射のために受診するという
のは、患者さんにとってはかなり大きな

負担だろうと思います。今までも骨折の
二次予防の重要性を説明してきました
が、途中で脱落する患者さんは少なく
ありませんでした。
西 本 　これまでの受診患者データを

まとめてみたところ、骨粗鬆症治療を
84％の患者さんが継続できており、こ
のうち 1 年以上継続できている割合は
78％に上りました。骨粗鬆症外来を設
ける前の骨粗鬆症治療継続率が 50％
程度でしたので、大きく改善しています。
多職種で連携し、きめ細かな患者サポ
ートを行う有効性が確認できました。
川 畑 　治療継続率をさらに改善する

ため、再診患者さんには質問票（図 2）
をお渡しし、服薬状況などを調査して
います。結果は電子カルテに入力し、
骨粗鬆症治療チームで情報共有してい
ます。この結果と指導内容を見比べれ
ば、例えば、患者さんから何を食べた
らいいのかわからないという質問があ
り、栄養指導を行った結果、次の受診
時には栄養状況が改善した、といった
変化がわかります。

チームで治療方針を議論、より広範囲
をカバーする病病連携も模索

楊 　骨粗鬆症治療チームで月 1 回

座談会CONNECTCONNECT

図 2　神戸労災病院で看護師が使用して
いる再診患者さんへの質問票

西本 華子  氏

川畑 真由  氏
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定期的に集まり、基本的な治療方針を
決めていることも大きな特徴だと思い
ます。他施設では医師が治療方針を決
定することがほとんどでしょうが、患者
さんごとに重点的に指導すべき内容は
異なります。個々の患者さんについて、
チームで様々な意見を出し合い、治療
方針を協議するようにしています。
川 畑 　以前から看護師は患者さんと

医師との橋渡しをすることが多い職種
ではありますが、患者さんの話を聞い
て気づいたことは診察前に医師になる
べく伝えます。積極的に私たち骨粗鬆
症マネージャーの意見を聞いてくれるの
で、骨粗鬆症治療チームは、とてもよ
い信頼関係を築けています。
　今後は、連携先クリニックの医療ス
タッフの教育にも取り組んでいきたいで
す。医師を対象にした勉強会は比較的
多く開催されますが、医療スタッフの
教育機会は限られています。しかし、
病診連携を進め、治療継続率をさらに
上げていくためには、医療スタッフの
教育も欠かせないと思います。
西 本 　「待ち時間が長い」という患者

さんからの声がかなり多いので、地域
の骨粗鬆症リエゾンネットワークをより
活用したいところです。ただ、現在加
入している施設は 78 施設で神戸市内

が多く、当院と近隣開業医のネットワー
クとしては、これ以上患者さんを増や
すのは難しいのが現状です。兵庫県内
で新たな核となる病院と開業医のネット
ワークができれば、そちらと連携してよ
り広範囲の患者さんを網羅できると思
われますので、病病連携も模索してい
きたいです。
　また、骨粗鬆症外来では EQ-5D-5L
や SF-8 といった QOL 評価を定期的に
実施していますが、運動指導や栄養指
導と異なり、十分には活用できていま
せん。「骨粗鬆症外来データベース」の
データ解析も、今後進めていきたいと
考えています。

多職種の集大成となる手帳を作成、
一般市民の啓発も目標に

川 畑 　現在、骨粗鬆症治療チームの
メンバーがそれぞれ患者指導で使用し
ていた資料等を1 冊にまとめた「こつこ
つロッサ手帳」（図3）を作成しています。

今後の予定や診療の記録も書き込める
ような形にする予定です。
野 間 　運動に関する項目では、12 種

類の運動を写真と文章で紹介しまし
た。軽めの運動から比較的負荷の高い
運動まで幅広く取り上げたのですが、
今後はその中から汎用性のある運動を
選び、動画を撮って待合室で見てもら
うことを検討しています。また将来的に
は、ロコモティブシンドローム対策として

図 3　神戸労災病院で使用している骨折予防パンフレット「こつこつロッサ手帳」

野間 健  氏

久永 文  氏
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の運動の重要性に関しても、一般の方
を対象に啓発活動を企画したいです。
久 永 　食生活の改善はすぐには効果

が出ないので、継続して取り組んでもら
う必要があります。そのためには、小
さな悩みでも気軽に相談できるイメー
ジを持ってもらい、治療中の脱落をで
きるだけ減らしていきたいです。なお、
当院では他疾患の治療チームも複数活
動しているので、骨粗鬆症を合併する
リスクの高い疾患治療チームとうまく連
携し、患者さんをより早期に発見できる
ような体制作りをしていきたいです。
鷲 見 　地域における開業医の先生方

にも骨粗鬆症診療に高い関心を持って
いただきたいと考え、「兵庫ロコモと骨
粗鬆症を語る会」を 3 年前に開始しま
した（写真 2）。この会は単なる講演の
ためだけではなく、地域連携で問題と
なった症例をパネル形式で検討する場
を設け、医師と医療スタッフを対象に

開催しているのが特徴です。
　骨粗鬆症は、高齢になれば誰でも罹
患する可能性があります。しかも、放
置していると骨折を引き起こし、寝たき
りになることもある怖い疾患です。そ
れを一般市民にもより広く知ってもらい

たいものです。「兵庫ロコモと骨粗鬆症
を語る会」を拡充し、一般市民も参加
してもらうなど、広く骨粗鬆症について
啓蒙する場にすることを最終目標に、
まずは地域医療の底上げを図っていき
たいと考えています。

座談会CONNECTCONNECT

〒651-0053 兵庫県神戸市中央区籠池通四丁目1番23号

神戸労災病院

写真 2　「兵庫ロコモと骨粗鬆症を語る会」の様子

松田 好平  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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　当院を受診されるのは、高齢で変形
性関節症もしくは骨粗鬆症の患者さん
がほとんどです。骨粗鬆症患者さんの
場合、前腕骨骨密度や血液検査での骨
代謝マーカーの数値などを総合的に判
断し、治療方針を決めています。以前
から骨粗鬆症診療には積極的に取り組
んできましたので、骨粗鬆症リエゾン
ネットワークの発足当初は、他診療科
で骨粗鬆症診療に携わっている先生方
のニーズが高いのではないかと思って
いました。

全身状態や日常生活まで評価して
治療方針を決定してもらえる

　しかし時には、他の疾患の可能性も
考えられるため、全身状態をより詳しく
評価した方がよいと思われる患者さん
や、複数の治療方針の中でどれを選択
すべきか、判断が難しい患者さんがお
られます。
　そうしたケースに対し、病院において
全身の骨密度や筋肉量、さらには栄養状

態や日常生活まで総合的に評価して治
療方針を提案してもらえるのはたいへん
ありがたいことです。特に、内科にもか
かっている患者さんの場合、当院では内
科的検査まで踏み込みにくいので、肝機
能や腎機能の詳細な検査は有意義です。
　また、治療の継続に不安があるなど、
より理解を深めてもらう必要のある患
者さんを中心に病院に紹介しています
が、そうした患者さんも一度神戸労災病
院で詳しく検査を受け、最適な治療方
針を提示されると、スムーズに当院で治
療継続できています。診療所レベルで
はどうしても行き届かない部分が出てき
ますから、それを補い、手助けいただけ
る病院との連携は非常に頼もしいです。
　当院で治療継続している患者さんで
も、半年ごとに病院で定期的な検査が
行われ、受診されない場合には病院か
ら電話連絡が入ることも、骨粗鬆症の
治療継続に有用だと感じます。例えば、
テリパラチド週 1 回投与製剤のように、
毎週受診される患者さんは当院でもス
ケジュール管理しやすく、来院されな

い場合は連絡を入れます。しかし、飲
み薬は「かかりつけの内科で出してもら
いました」と言われることもあり、現状
把握が難しくなりがちです。2 つの医療
機関でより密に患者さんをフォローでき
れば、治療継続率がさらに上がるので
はないかと期待しています。

椎体骨折患者には早めにテリパラ
チド週1回投与製剤を考慮したい

　これまで、骨折後にビスホスホネー
ト製剤等で治療し、効果が不十分だと
思われる場合にテリパラチド週 1 回投
与製剤を導入してきました。しかし、
骨折後速やかに骨形成を促進した方が
よい印象もあり、今後は椎体骨折後の
患者さんに、より積極的にテリパラチド
週 1 回投与製剤を使用していきたいと
考えています。
　「兵庫ロコモと骨粗鬆症を語る会」
には立ち上げ時から参加しています
が、年々規模が拡大してきました。実
地医家の知りたい情報がまさに詰まっ
ているからでしょう。特に、具体的な症
例検討は他の医師や様々な職種の考え
方を知ることができ、とても参考にな
ります。患者指導や栄養指導に関して
は最先端のアプローチに触れる機会が
少ないので、多方面の知識を吸収でき
る貴重な場になっています。自分の治
療方針が正しいか、常に確認する姿勢
を忘れずに、今後もこうした会には積極
的に参加していきたいと考えています。

判断が難しいケースに
骨粗鬆症地域連携を活用
やまだ整形外科クリニック 院長　山田 博 氏

連携先の1つであるやまだ整形外科クリニック院長の山田氏は、「骨粗鬆症リエゾ
ンネットワーク」を、他の疾患が隠れていると疑われるケースや治療方針の決定に
難渋するケースなどで活用している。定期的な講演会等の開催も、自身の研鑽に
役立ち、有用だと振り返る。

7CONNECT※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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