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病棟改編を機に骨折患者への
骨粗鬆症治療を開始

山 際 　当院ではこれまで、骨粗鬆症
性骨折の患者さんが受診された際には、
人工骨頭置換術などの骨折の手術治療
を実施し、手術後は約2週間の経過観
察を経て、回復期病院に転院させてい
ました。骨折の部位は大腿骨近位部が
多く、骨折の手術のみを手がけ、骨粗
鬆症への治療はほとんど行われていま

せんでした。
　2016年4月に病棟改編で回復期リハ
ビリテーション病棟を設け、手術後の
患者さんの受け皿ができました。折し
も、新潟県でも高齢化が進んで骨粗鬆
症患者さんが増加しており、新潟リハビ
リテーション病院をはじめとする幾つか
の医療機関が、リエゾンサービスを取り
入れた地域連携による骨粗鬆症治療に
注力し始めた時期でした。そこで、新
潟市西部に位置する当院でも、先行す
る複数の医療機関の取り組みを参考に
しながら、骨粗鬆症診療により積極的
に取り組んでいこうということになりま
した。2017年4月に骨粗鬆症リエゾン
チームを立ち上げ、チーム医療体制を
作りました。
北 原 　骨折患者さんのうち、骨粗鬆

症が原因と思われる患者さんはやはり
多いです。当院でも年間数例は再骨折
で受診される患者さんがいらっしゃった
ので、まずは二次骨折の予防を目的と
しました。二次骨折の予防においては
転倒予防など、日常生活での意識も重
要ですから、リエゾンチームでの活動

を通して患者さんやご家族、そして連
携先となるかかりつけ医に、骨粗鬆症
治療の重要性についての認識を高めて
もらう、疾患啓発も大きな目的としまし
た。まだ道半ばの取り組みではありま
すが、従来の骨折手術を行う患者さん
に加え、保存治療を行う椎体圧迫骨折
患者さんの入院も増えてきています。
山 際 　現在は、主要メンバーで新規

患者さんの治療方針を確認する定例会
議を2週間に1回、放射線科、リハビ
リテーション科、栄養科、医事課、医師
クラーク、総務課など関連部署のチー
ムメンバー全員20人（写真1）が出席す
る会議を3カ月に 1 回開催しています。
リエゾンチームの発足から約半年後に
は、院内スタッフおよび院外にわれわ
れの活動内容を知ってもらいたいと「再
骨折予防を考える地域連携の会」を開
催しました。それ以降、院内の骨粗鬆
症治療に対する意識は高まってきたよう
に思います。
北 原 　直接的なリエゾンサービスへの

かかわりではありませんが、副腎皮質ス
テロイドを内服しているなど、続発性骨

 骨粗鬆症リエゾンチームで
二次骨折予防に取り組む
済生会新潟第二病院は2016年、一般病棟425床の一部に回復期リハビリテーション病棟を設けた。骨粗鬆症性
骨折に対する手術後患者の治療を継続する受け皿ができたことで二次骨折予防の重要性に注目、骨粗鬆症リエゾン
チームを立ち上げた。中心的な役割を果たしている7人に、チームでの取り組みと今後の課題を伺った。

参加者（※発言順）

山際  浩史 氏（済生会新潟第二病院整形外科部長）
北原  　 洋 氏（済生会新潟第二病院整形外科部長）
青木  梨絵 氏（済生会新潟第二病院整形外科外来看護師）
亀田  絵美 氏（済生会新潟第二病院整形外科病棟看護師）
佐藤真衣子 氏（済生会新潟第二病院地域医療連携室）
間宵   聖太 氏（済生会新潟第二病院薬剤部）
長谷川恭央 氏（済生会新潟第二病院医療ソーシャルワーカー）

済生会新潟第二病院

山際 浩史 氏
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粗鬆症の可能性がある他診療科の患者
さんが整形外科に紹介されるようになり
ました。新たに骨粗鬆症の治療を開始
する患者さんだけでなく、既に治療が開
始されていても、漫然と継続していたこ
の治療方針でよいのか、一度整形外科
で確認してもらおうという見直しの動き
が出てきています。骨折手術を行って回
復期病院に送り出し、数カ月後に外来

で経過観察を行うのみであった頃と比
べれば、大きな進歩だと思います。

リエゾンサービスの同意を得たら
患者情報を収集しメンバーで共有

山 際 　リエゾンサービスの対象となる
骨粗鬆症性骨折患者さんには、平日の
日勤帯に外来を経由するケースと時間

外・休日に救急外来を経由して入院とな
るケースの2通りがあります。
青 木 　私は整形外科外来を担当して

いますが、骨粗鬆症性骨折の患者さん
が外来を受診されたら、まず患者さん
やご家族に「骨粗鬆症リエゾンサービ
ス」について説明し、再骨折予防のた
めの経過観察を行うことについて同意
を得ます（図 1）。

北原 洋 氏 写真 1　済生会新潟第二病院の骨粗鬆症リエゾンチーム

図 1　済生会新潟第二病院で使用している
再骨折予防に関する同意書

図 2　済生会新潟第二病院で使用している
入院時問診票

「再骨折予防」に関する説明と同意書

「再骨折予防」骨粗鬆症リエゾンサービス

済生会新潟第二病院
　　　　　　　　院　長　殿

　当院では、大腿骨近位部骨折や脊椎の椎体骨折をはじめとする骨粗鬆症による骨折を受傷さ
れた患者さんに対し、再骨折の予防を行いながら、元気で健やかな生活を行っていただくため
に、多職種の連携により骨折受傷後・退院後の経過観察を行っています。これを「骨粗鬆症リ
エゾンサービスといいます。

1.　電話による治療・療養状況の聞き取りについて
退院・通院時にお渡しした「再骨折予防手帳」にもとづき、定期的に当院のスタッフが
電話で健康状態や治療状況をお伺いします。
また、ケアマネージャーがいる場合はケアマネージャーにお伺いすることがあります。

2.　個人情報の取り扱いについて

　　　患者さんやご家族に関する個人情報について厳重に管理いたします。

3.　治療内容の決定について
再骨折予防のための薬物治療については、当院の整形外科医師（必ずしも主治医では
ありません）をはじめとする多くの職員ならびに地域のかかりつけ医師を含めて全体で
相談して決定します。状況によっては薬物治療を行わない選択もありえます。

4.　その他
同意を頂いた後に不都合がある場合には、途中で本サポートをお断りになることも可
能ですので、遠慮なく申し出ください。継続していただくことを推奨いたします。

　　　以上、説明を行い、質問に返答いたしました。（説明者の□にチェック）

私または代理人は、上記の説明を受け、「再骨折予防手帳」並びに骨粗鬆症リエゾン
サービスを活用したサポートを受けることに同意します。

登録
番号

部署
科名

氏名

性別

年　　　　月　　　　日

年　　月　　日 担当医師名

説明者

生年
月 日

年　　月　　日 患者氏名

家族等氏名

（患者との続柄 ：　　　　　　　　　）
②同意書

（整形科F0003）  20170324　整形外科責任者 承認　

氏　名 カルテ No

年　齢

性　別

初診日

骨折部位

生活場所

骨折の既往
（問診で）

骨粗鬆症
治療

胸腰椎 X 線 椎体圧迫骨折 1.   1つ 2.   2つ以上 3.   なし 4.   撮影なし

受傷前の
ADL

（6か月以上
継続している）

受傷した所

受傷原因

既往症

認知症

骨密度

TRAP5b

備考

1.  自宅など

1.  歩行

腰椎  YAM　　 ％　AM 　％

mU/dL　（入院後1週間程度で）　女性で 120-420

注1.　非定型骨折は転子下から骨幹部のもの

股関節 YAM　　 ％　AM 　％

2.  車椅子 3.  床上

1.  屋内

2.  介護施設

2.  野外

3.  病院

3.  不明

4.  その他

骨折日男　・　女

歳（※50歳以上）, 生年月日 : 年19 月 日

年20 月

月

右　・　左
1.  大腿骨頸部

1.   大腿骨近位部
4.   橈骨遠位

1.   高血圧

入院から術後 3日目までの MMSE    （    　　　　）点

1.   ビスホスホネート　月・週・日
3.   PTH　 週・日
6.   カルシウム
8.   治療していないまたは該当しない

4.   坑 RANKL 5.   ビタミン D
7.   エルカトニン

2.   SERM

5.   糖尿病
4.   腎疾患
8.   胃 ・ 腸切除後

3.   呼吸器疾患
7.   消化器疾患

2.   循環器疾患
6.   脳 ・ 神経疾患

2.   椎体圧迫
5.   なし 6.   不明

3.   上腕骨近位

1.   寝ていて ・ 体をひねって
4.   段差の踏み外し
7.   不明 8.   その他   (　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

6.   坐位から転落5.   転落 ・ 交通事故
2.   オムツ骨折 3.   転倒

4.  上腕骨近位 5.  橈骨遠位 6.  椎体圧迫（新規胸腰椎）
3.  非定型骨折2.  転子部  ・  転子下

日,

日,

不明

済生会新潟第二　骨粗鬆症リエゾンサービス　1　入院時

救急車 紹介 （　　　　 　　　）より

チーム医療

（整形科F0005）20170401 整形外科部長承認　

紹介先

注1
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亀 田 　私は整形外科病棟を担当して
います。同じようにまず骨粗鬆症リエゾ
ンサービスについて説明し、医療スタッ
フのかかわり方や、定期的な聞き取りを
行うことなどを理解していただきます。

「今すぐには決められない」とおっしゃっ
て、後日お返事される患者さんもいらっ
しゃいます。
青 木 　同意を得られた患者さんに関

しては、専用の問診票（3ページ図 2）
に基づいて、骨折の部位や原因、骨粗
鬆症治療の有無、併存疾患や認知症の
有無などを確認していき、データベース
に入力します。医師の診察や薬剤師の
聞き取りで判明することもありますので、
1 つのデータベースを共有して、担当者
が協力して項目を埋めていきます。
亀 田 　リエゾンサービスでは連携先

の確認が欠かせないので、ソーシャル
ワーカーに、かかりつけ医などに関する
情報を確認してもらうよう依頼書を出し
ます。また、骨粗鬆症に関連する検査
結果を適宜患者さんやご家族に説明す
るのですが、「骨粗鬆症は歳のせいで
仕方ないから、治療しなくてもよいので
は」といった考えの方もいらっしゃるの
で、骨粗鬆症治療の重要性についても
合わせて説明し、きちんと認識してもら
えるよう心がけています。

長谷川　ソーシャルワーク依頼書を受け
取ったら、患者さんやご家族との面談
を行い、かかりつけ医の有無をお尋ね
します。今後、骨粗鬆症治療が開始さ
れるかもしれないことを告げ、当院で
治療を続けるのか、かかりつけ医で治
療するのか、例えば飲み薬であればど
うか、点滴であればどうか、治療内容
や受診間隔など、受け入れられる範囲
について具体的な確認を行います。得
られた結果は2週間に1回の定例検討
会で共有しています。
　特に介護老人保健施設に入所予定の
患者さんは、転院先で行える治療が限
られてしまいます。基本的には患者さ
んの希望する転院先に連絡し、可能な
範囲で骨粗鬆症治療を続けてほしいと
依頼はしていますが、治療の継続が難
しいこともあります。その場合には、ゾ
レドロン酸年1回投与製剤の点滴のた
めに 1 年後の外来受診をお願いするこ
ともあります。1年後という先の話にな
るのですが、少しずつ骨粗鬆症治療の
重要性を理解してくださる施設が増えて
きた印象はあります。

多職種で服薬コンプライアンスも
考慮して治療方針を決定する

佐 藤 　地域医療連携室では、かかり
つけ医に対して骨粗鬆症治療の継続を
お願いできるか確認したり、かかりつ
け医が特にいないという患者さんに、
お住まいの地域の連携医療機関を紹介
したりしています。
　リエゾンチームの発足時、当院と病
診連携や病病連携を行っている医療連
携協力機関を対象に、リエゾンサービ
ス開始のお知らせと協力を依頼するア
ンケート調査を行ったところ、半数以
上の医療機関から協力するとの回答が
寄せられました。使用可能な骨粗鬆症

治療薬についても確認してありますの
で、治療方針決定の際の参考にもなっ
ているようです。当初は医師が直接か
かりつけ医に電話して治療方針を説明
し、了承を得てから地域連携を開始し
ていましたが、現在は地域医療連携室
から連絡を入れます。
　患者さんから、リストにはないかかり
つけ医の申し出があれば、その医療機
関にリエゾンサービスへの協力をお願
いし、承諾いただければ連携協力機関
に加えています。整形外科以外の先生
方にも積極的に協力いただけており、
スムーズに進むケースが多いです。
間 宵 　薬剤師としては、腎機能などの

検査値や併用薬を確認して治療選択が
適切かどうかをチェックし、また患者さ
んの日常生活動作（ADL）レベルに合わ
せた薬剤の提案などを行っています。
先ほども話に出ましたが、転院先によっ
ては使用できる薬剤が限られてくるの
で、それも考え合わせて骨粗鬆症治療
を少しでも長く続けられるような薬剤を
選択します。例えば、ビスホスホネート
製剤の飲み薬の場合、既に多くの薬を
服用している患者さんや座位の維持が
困難な患者さんには、点滴や服薬間隔
がより空くような他の剤型を提案してい
きます。

座談会CONNECTCONNECT

青木 梨絵  氏

亀田 絵美  氏
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北 原 　ゾレドロン酸年1回投与製剤
は、飲み薬に対する服薬コンプライアン
スが悪い患者さんに対し、優先的に投
与を考慮しています。リエゾンサービス
の対象患者さんは年1回は経過観察の
ために受診されるので、外来で確実に
点滴できます。当院はDPC制度（DPC/
PDPS）対象病院のため、退院後に外
来で投与を開始していますが、年1 回
の投与というのは利便性が高く、本来
は入院中から積極的に使用したいと感

じています。
青 木 　外来受診時に、血液検査の結

果などから投与できると確認した後、
患者さん説明用の資材や冊子（図 3）
を活用して、薬剤の効果や副作用に関
して説明します。「年に 1 回の点滴は楽
だわ」とおっしゃる患者さんもいらっし
ゃいますし「熱が出るのは心配」と戸惑
う患者さんもいらっしゃいます。
間 宵 　「発熱が 4 割」と聞くと患者さ

んは不安に思うかもしれませんが、ア
セトアミノフェンなどで対処でき、ほと
んどの方が数日で回復することを説明
します。現在は人員的な問題で、外来
で始まる薬物治療に関しては対応でき
ていませんが、薬剤師が外来での説明
の際に関与できれば、より患者さんの
不安を和らげられるのではないかと感
じています。

治療の重要性を繰り返し説明、
患者や医療スタッフの意識が変化

北 原 　医師の診察だけでは、腎機能、

肝機能などの全身状態や服薬コンプラ
イアンスについて、十分に把握できな
いことがあります。この患者さんにはこ
ういう治療がよいと思っても、実施でき
なければ意味がありません。理想的な
治療と、現実に行える最適な治療を見
極めるのに、リエゾンチームでの会議
は非常に有用です。
間 宵 　患者さんの日常生活に寄り添

ったきめ細かな配慮は、比較的近くで
長時間かかわる看護師や薬剤師だから
こそ可能なこともありますから、医療ス
タッフそれぞれが役割を果たすことで、
医師の負担をできるだけ減らせるよう
意識して業務に取り組んでいます。医
療スタッフ全員の意見をすり合わせて、
患者さんに最適な治療を提供していく
ことが、チーム医療の目的だと思いま
す。
北 原 　リエゾンチームの医療スタッフ

が患者さんへ繰り返し骨粗鬆症治療の
重要性を説明しているため、診察時に
最近の様子を確認すると「転ばないよ
うに気をつけています」「カレンダーに
丸を付けて薬を飲み忘れないようにし
ています」などと、意識的に骨粗鬆症
治療に取り組んでくださる患者さんが
多くなってきました。
青 木 　退院から3、6、12カ月後、その

間宵 聖太  氏

佐藤 真衣子  氏

図 3　ゾレドロン酸年 1回投与製剤の投与患者さん説明用の資材や冊子



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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後は年1 回、看護師から患者さんにお
電話して二次骨折予防の聞き取り調査
を行っています（図 4）。処方されてい
るお薬をちゃんと飲んでいるか、歩行
状況や転倒していないかなどを確認し
ています。こうした取り組みも骨粗鬆症
治療の継続につながっているのではな
いかと思います。
亀 田 　比較的若い患者さんは骨粗鬆

症への関心が高く、日ごろの食生活で
どんな点に気をつければよいか、どん
な運動をすればよいか、などと質問さ
れることがあります。栄養科やリハビリ
テーション科と、日ごろからもっと連携
していきたいです。また、院内での周
知が進んできたとはいえ、ベッドに空き
がなく整形外科以外の病棟に入院とな
った骨粗鬆症性骨折患者さんがリエゾ
ンサービスの対象から外れてしまうこと
があるので、別の部署の医療スタッフ
の教育も必要だと思います。

山 際 　リエゾンサービスを
開始する際に、各部門の責
任者に協力をお願いしました
が、人員のやり繰りが難しい
部署もあり、まだ手厚い体制
とは言えません。リエゾンチ
ーム専任の医療スタッフが欲
しいところですが、定期的な
部署異動によって、リエゾン
チームを経験した医療スタッ
フが様 な々部署に少しずつ増
えていくことで、全体的な底
上げにつながるとも考えてい
ます。いわゆる“トップダウン”
方式よりも“ボトムアップ”方
式で骨粗鬆症治療に取り組
んでいった方が、息の長い取
り組みが可能になるのではな
いでしょうか。
　リエゾンチームの発足から1 年と少し
が経過したところですが、この取り組み
の意義については3年間継続してから再
骨折率や治療継続率の推移などを検証
する必要があると思います。定期的な骨
密度測定などで経過は追えていても治

療開始に至っていない患者さんもいらっ
しゃいます。90歳代の大腿骨近位部骨
折の患者さんは珍しくありません。個々
の患者さんおよび周囲の方 と々相談し
て、骨粗鬆症治療が必要かどうかを常に
問いかけながらリエゾンサービスに取り
組んでいきたいと考えています。

座談会CONNECTCONNECT

〒950-1104　新潟県新潟市西区寺地280-7

済生会新潟第二病院

長谷川 恭央  氏

図 4　済生会新潟第二病院で使用している
再骨折予防の説明用紙

再骨折を予防するために
済生会新潟第二病院　骨粗鬆症リエゾンサービス

　再骨折予防の目的は、骨密度の低下を抑え、骨折を防ぐことにあります。骨折す
ると歩けなくなり寝たきりにつながります。最近の研究では、骨粗鬆（そしよう）
症による骨折で寿命が短くなることが分かっています。
　治療の中心は薬物治療となりますが、食事や運動などの長年の習慣も深く関わっ
ています。そのため、薬物治療とともに食物療法や運動療法も並行して行い、骨の
強度を高めていくことが重要です。

　薬物治療は継続することが重要です。患者様の状態に合わせ、かかりつけ医師と
相談し薬剤を選択していきます。患者様及びご家族の方々に、後日、薬剤師より選
択可能な薬剤について希望をお聞きする場合もあります。
　また、薬剤の種類によっては、退院後、外来にて開始となる場合もあります。基
本的に、当院にて骨折の治療が終了したら、かかりつけ医にて治療を継続していき
ます。

　理学療法士より、日々のリハビリに加えて、『再骨折予防手帳』を用いて、患者
様に合う退院後も継続可能なうんどうについて説明・指導させていただきます。ま
た、転倒しないための日常生活の注意点もおはなしさせていただきます。

退院日決定時、『再骨折予防手帳』をもとに、看護師より「栄養」について説明い
たします。希望がありましたら、当院栄養士より栄養指導をいたします。

★『再骨折予防手帳』は、退院時、入院時の骨密度の値を記載しおわたしします。
　外来通院時も持参していただき活用していきます。
　1回／年のペースで、当院又はかかりつけ医で骨密度と脊椎X線、血液検査など
をしていきます。

★退院後、当院看護師より、3・6・12か月後、その後1年ずつ電話にて治療・健康
状況にてお電話を聞かせていただきます。その際、何かお困りな点・不安な事な
どありましたらお聞かせください。
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整形外科・皮膚科
 しまがきクリニック

　当院では、骨粗鬆症リエゾンサービ
スという言葉が生まれる前の 2008年
から多職種が連携し、施設全体で積
極的に骨粗鬆症診療を行ってきまし
た。以前から済生会新潟第二病院とは、
変形性膝関節症や関節リウマチに関し
て地域連携してきましたが、骨粗鬆症
診療においても連携できるようになっ
たことはたいへん喜ばしいです。

多方面から骨折手術後の骨粗鬆症
治療の重要性を働きかける

　これまでは、大腿骨近位部骨折の患
者さんを手術治療のために紹介しても、
その後の経過がわからなくなってしまう
ことが少なくありませんでした。病院に
回復期リハビリテーション病棟が設けら
れ、リエゾンサービスが開始となって、手
術後の患者さんの様子が把握できるよ
うになりましたし、容態が安定してから
当院へ骨粗鬆症治療に戻ってこられる
患者さんも増えてきました。
　骨折を起こしても、手術して痛みが
取れたら全快だからもう何もしなくてよ
い、と考えておられる患者さんはまだ多
いです。これまで行っていた骨粗鬆症治
療が入院手術で中断されると、そのま
ま治療は途絶えてしまいがちでした。も
ちろん折に触れてわれわれは骨粗鬆症
治療を続ける重要性を説明してきたので
すが、病院側からも働きかけてもらうこ
とは、確実に治療を続けていく上で非常
に有用です。

　二次骨折予防という観点から、病院
側が患者さんに定期的な聞き取り調査
を行っており、円滑な骨粗鬆症治療の
継続を後押ししてくれていると感じます。
患者さんの情報を病院とかかりつけ医
がネットで共有するシステムも構築され
ており、骨密度検査の結果など、患者
さんの経過を逐次報告できます。
　当初、地域連携の対象は主に大腿骨
近位部骨折の患者さんでしたが、近年は
椎体圧迫骨折の患者さんに関しても
徐々に受け入れていただいています。

ゾレドロン酸年1回投与製剤であっ
ても数カ月に1度は経過を確認

　当院は、ビスホスホネート製剤を中心
に様々な治療薬を使用しています。長
期にわたり治療を続けてもらうには、患
者さんの生活や希望に沿った治療薬の
選択が重要ですから、適していると思
われる治療薬を選んだ後、服薬頻度に
ついては患者さんに特徴を詳しく説明し
て、選択してもらっています。
　注射薬のゾレドロン酸年 1 回投与製

剤を希望される患者さんもいらっしゃい
ます。年 1 回の投与で済むことから、
高齢で定期的な通院が困難な方、軽度
の認知症の方、介護老人保健施設に
入所予定の方などに非常に適している
と思います。当院で投与する際には、
ビタミンD3製剤と併用し、約3カ月に 1
度は経過を見ていくようにしています。

治療継続の向上には内科医と整形外
科医の地域連携をさらに進めるべき

　内科開業医と整形外科開業医の診診
連携も今後さらに重要になってくると考え
ます。通院が困難になって骨粗鬆症治療
から脱落してしまう患者さんは結構いら
っしゃいます。近所の内科開業医で骨粗
鬆症治療薬を定期的に処方してもらい、
当院を年2回受診して骨密度検査を行い、
治療効果を確認して適宜治療薬の見直
しを行う形で連携を始めています。内科
医の骨粗鬆症に対する意識が高まれば、
未治療の骨粗鬆症患者さんの拾い上げ
も進み、地域全体の骨粗鬆症診療レベ
ルが向上すると期待されます。

骨粗鬆症地域連携で
地域全体の診療レベル向上を
整形外科・皮膚科しまがきクリニック 院長　島垣 斎 氏

連携先の1つである整形外科・皮膚科しまがきクリニック院長の島垣氏は、十年
以上前から熱心に骨粗鬆症診療に取り組んできた。骨粗鬆症地域連携がより多く
の医師を巻き込み深化していくことで、地域全体の診療レベルが向上していくの
ではないかと期待している。
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