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椎体骨折の診断は専門医でも困難、
早期にMRIを撮りたい

酒 井 　当院は二次救急医療機関であ
り、骨粗鬆症リエゾンサービスの対象
となる骨粗鬆症性椎体骨折患者さんの
うち、半数が救急搬送です。2016 年
11 月から 2017 年 12 月までのデータを

調べたところ、骨粗鬆症性椎体骨折入
院患者は 230 人、救急搬送が 47％、
かかりつけ医からのご紹介が 28％でし
た。このうち、経過不良と判断した 3
～ 4 割の患者さんにはパスに基づいて
バルーンカイフォプラスティ（BKP）を
行い（図 1）、残りは早期退院を目的と
した保存療法を行います。
　脊椎外科専門の整形外科医は私一人
で、すべての椎体骨折患者さんに対応
しています。以前は骨粗鬆症治療の必
要性は認識していたものの手術に追わ
れ、治療開始に至らないケースがありま
した。そうした患者さんが再骨折を来し
て来院されたこと等をきっかけに、2016
年 11 月、骨粗鬆症リエゾンサービス委
員会を立ち上げました（写真1）。月に 2
回、30分程度の定例会議を開き、新規
の入院患者さんを中心に経過を確認し
て今後の治療方針を議論しています（写

真2）。定例会議によって患者さんの経
過を漏れなく把握できるようになりまし

たし、多職種のメンバー間で情報共有
することで最良の対応を迅速に行える
ようになりました。現在の骨粗鬆症治
療薬の導入率は 86％と高く、残りの
14％も導入を検討した上での結果です
ので、委員会発足の成果が出ていると
感じます。
　現在の当院での治療プロトコールが
図2（4ページ）です。高齢の患者さん

 委員会の発足で
椎体骨折手術後の
治療開始がスムーズに
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の椎体骨折では、安静による廃用症候
群や認知症の進行、併存疾患の悪化、
内科的合併症の発症など様 な々問題が
生じる可能性が極めて高く、早期に手
術の要否を決めること、その後の大ま
かな方針を決めて治療を開始すること
は非常に重要です。ただ、せっかく治
療を開始しても退院先、転院先でその
治療が行えなければ意味がないので、
最近は退院先、転院先でも継続可能な
治療を確認し、治療方針を決めるよう
にしています。
平 方 　これまでの救急外来では腰痛

を訴える患者さんへの検査は X 線撮影
と CT 検査にとどまることが多かった
のですが、椎体骨折の正確な診断のた
めには MRI 検査をできるだけ早く実施
したいと酒井先生から相談されました。
高齢で腰痛を訴える患者さんの多くが
骨折しているものの、X 線像だけでは
整形外科専門医でも新規骨折の診断が
難しい場合があります。
　そこで、夜間救急で受診された患者
さんにも即座に MRI 検査を行う流れを
作りました。他の放射線課スタッフにも、
高齢者の椎体骨折は治療開始が遅れる

と生命予後にも影響し得ることを説明
し、協力をお願いしています。酒井先
生が他科の当直医にも呼びかけてくれ
たので、骨粗鬆症性骨折の疑いのある
患者さんは緊急枠で MRI 検査し、翌
朝には早期診断、治療介入できる環境
が作れていると思います。
　特に、年末年始や連休明けなど、受
診患者さんが多くなる日には検査依頼
も多く、思うように検査が進められない
ことがあります。そのため、連休中でも
検査が行えるよう休日の検査スケジュー
ルを見直す取り組みを始めています。

骨粗鬆症は治療が必要な
病気であると理解してもらう

米 内 　救急搬送やご紹介などで骨粗
鬆症性椎体骨折と確定診断されて入院
となった患者さんには、骨折のことだ
けでなく骨粗鬆症という病気について
も説明します。「骨がもろくなるのは歳
のせいだから仕方ない」と考えている
患者さんが多いので、骨粗鬆症は治療
が必要な病気であり、治療すれば改善
し得ることを理解してもらいます。そし
て退院後も治療を続けられるか確認を
行った上で治療開始となります。投与す
る薬剤の見直しが行われた場合にも、
再度患者さんやご家族と面談し、治療

写真 2　福岡青洲会病院の骨粗鬆症リエゾンサービス委員
会の定例会議の様子

写真 1　福岡青洲会病院の骨粗鬆症リエゾンサービス
　　　　委員会メンバー

（前列左から宋氏、津田氏、酒井氏、溝田氏、米内氏。後列左から
仲濱氏、小島氏、琴岡氏、尾崎氏、平方氏、川畑氏）

図 1　福岡青洲会病院で使用しているBKP患者向けパス

経皮的椎体形成術を受けられる患者さまへ
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・手術・麻酔に関する説明を受け同意
　している
・手術の準備ができる

・寝る前に下剤と睡眠導入剤を飲みます
・主治医確認後持参薬を服用して頂きます

・手術前日21時以降は水、お茶も含めて
　飲んだり食べたりできません

・入院のしおり
・入院診療計画書
・クリニカルパス
・入院中申込書兼契約書
・実費徴収に関する同意書
・個人情報保護法に伴う、入院患者
　同意項目
・その他　同意書（必要時）

注1. 病名等は現時点で考えられるものであり、今後検査等を進めていくに従って変わることがあります。
注2. 入院期間については、現時点で予想される期間です。
注3. 特別な栄養管理を行います。

福岡青州会病院　平成28年3月作成

手術後は食べることはできません
飲水は主治医・看護師の指示がある
までできません

・体拭きのタオルをお持ちします
・男性は髭を剃り、長い髪の方は
　まとめてください

・朝便がでなければ浣腸を行います
・尿の管が入っています

手術後、ご家族に手術の説明があり
ますので、2階家族控室でお待ちく
ださい
※手術後、痛みがある場合は看護師
　を呼んでください

リハビリで動作を確認したあと
尿の管を抜き、トイレへ行くこと
ができます

朝より食事が始まります

持参薬で大事な薬は服用して頂き
ます

持参薬を服用して頂きます

朝、夕に抗生物質の点滴があり
ます

・合併症がない 
・安静が保たれている
・疼痛コントロールができている
・全身状態が安定している

手術前と後の点滴があります
夜9時に抗生物質の点滴があります
痛みがあれば坐薬や注射を使います

コルセットを装着し歩くことが
可能になります
（歩行器を使用してください）

全身麻酔での手術になります
・手術は（　　　）時からです
・時間は（　　　）時間予定です

レントゲン検査があります レントゲン検査があります

血液検査があります 血液検査があります 血液検査があります

心電図検査があります

・創部の感染兆候がない
・コルセットを装着し、ベッドから
　起き上がることができる
・コルセットを装着し、痛みに応じ
　て歩行器を使用し、歩行ができる

・コルセットを装着し、痛
　みに応じて歩行器を使用
　し、歩行ができる
・傷口がきれい
・痛みが強くならない
・手足のしびれや感覚が悪
　くならない

・コルセットを装着し歩行
　器を使用し歩行ができる
・手足のしびれや感覚が悪
　くならない

・コルセットを装着し1
　人で歩行ができる
・手足のしびれや感覚が
　悪くならない
・退院支援が行われてい
　る

退院後の生活について
理解できる

・コルセットを装着し1人で歩行が
　できる
・手足のしびれや感覚が悪くなら
　ない

経過 1日前
/

当日
/

1日後
/

2日後
/

3日後
/

4日後
/

7日目後
/

8日目後（退院日）
/

5日後～6日後
/　～　/

目標

検査

投薬

病院内を自由に過ごせます 手術後はベッド上で安静にして頂き
ます コルセットを装着して歩行器を使用して歩くことが可能になります 歩行器なしで歩くことができます安静度

・自由に入浴・シャワー浴ができます 体拭きのタオルをお持ちします シャワー浴ができます お風呂に入れます

退院予定は主治医と相談
の上決定します

清潔

・病棟のトイレに行けます

看護師から入院生活について説明します

トイレへ行くことができます排泄

確認事項

文番

食事

リハビリを始めます 歩行器なしで歩くことができますリハビリ

注射

手術

傷口を観察します処置
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継続が可能かどうか確認します。
　例えば、テリパラチド週 1 回投与製
剤の初回導入時には、説明用パンフレ
ットを用いて薬剤の効果や副作用など
について詳しく説明します。当院では、
注射後の吐き気への対処として、事前
に多めの水分を飲んでいただいたり、
必要に応じて吐き気止めの使用を検討
したりしています。注射後はふらついた
りする可能性があるので、30分程度は
安静にするよう指導しています。今まで
に副作用で注射を中止した患者さんは

いませんが、気分が悪くなったと話さ
れる方もいらっしゃるので注意していま
す。2 年間の投与期間の注射を完遂さ
れて、他の治療薬に移行した患者さん
も多くいらっしゃいます。
溝 田 　回復期リハビリテーション病棟

では、急性期病棟から移ってこられた
患者さんに対応しています。退院後は
自宅に戻るのか医療介護施設に行かれ
るのか、骨粗鬆症治療はどうするのか、
という視点から日常生活指導を進めま
す。テリパラチド週 1 回投与製剤を導
入している患者さんの場合、当院で継
続して注射を行うようであれば、週 1
回の通院が可能かどうかを再度確認し
ます。
　栄養に関しては、カルシウムや各種
ビタミンの日ごろの摂取量をチェックす
る表を使ったり、効率よく摂取できる食
べ物の資料を渡したりしています。これ
まで、退院のめどが立ってから栄養指
導を行ってきましたが、患者さんの退
院時期が複数重なってしまうと十分な
時間が取れなくなるため、早期から患
者さんの食事の合間などを利用して指

導するようにしました。
　また、患者さんが転倒して骨折した
のか、日常生活動作の中で骨折したの
かによっても指導内容が異なってきます
ので、リハビリテーション科と協力しな
がら介入しています。集中してリハビリ
に取り組める環境にあるので、今後は
転倒予防だけでなく、もっときめ細か
く日常生活指導を進めたいと考えてい
ます。私と米内さんは日本骨粗鬆症学
会の「骨粗鬆症マネージャー」の認定
を取得しましたので、新たに関われる
ことがないか検討しているところです。
津 田 　外来には、テリパラチド週 1 回

投与製剤などの定期的な注射で来られ
る患者さんが多いです。専用の注射記
録手帳「テリボン NOTE」を活用して、
次の受診予定日や何回目の注射になる
のかなど、患者さんと一緒に毎回確認
します。また注射部位を記載しておき、
連続で同一部位に注射しないよう注意
しています。
　さらに、骨吸収抑制薬を使用する患
者さんの場合には投与開始前にグラグ
ラする歯がないか、進行した虫歯がな
いか、歯茎が腫れたり痛みを感じたり
することがないか等、口腔内をチェック
して、歯みがきなどの口腔ケアを指導
したり、必要に応じて連携している歯

座談会CONNECTCONNECT

米内 未央  氏

溝田 茜  氏

図 2　福岡青洲会病院における椎体骨折の疑いのある患者に対する治療プロトコール

腰痛発症・体動困難　

MSW・看護師
椎体骨折が疑わしい

X線（+CT）

緊急枠MRI

5日目：X線・NRS・コルセット完成
           離床リハ開始

10日目：X線・NRS・家族面談

骨密度検査・採血採尿・NRS評価
半硬性コルセット・ベッドサイドリハ
PTH/BP/ビタミンD3の開始

半年ごと骨密度検査・採血採尿・NRS評価
RANKLの開始または
PTH/BP/ビタミンD3の継続

NRS5以上で手術希望体動時NRS5未満

椎体骨折診断確定したら

救急車 地域連携

医師・放射線技師 早期診断

医師・看護師
PT（・薬剤師） 早期治療

看護師・PT
OT（・薬剤師・栄養士）

患者指導

MSW・OT・看護師 退院支援

医師・MSW・看護師 地域連携

福岡青洲会病院

10日目
入院・OLS介入

退院・逆紹介

かかりつけ

BKP
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科に受診をしていただいています。

骨折の原因が転倒なら環境整備、
非転倒なら患者教育を

川 畑 　入院直後のベッド上安静の段
階からリハビリは関与していきます。き
ちんと指示しないと、早期に過剰な負
荷をかけて状態が悪化する場合もある
ので、慎重に運動指導を進めます。
　以前は作業療法士の間でも、どの程
度患者さんに動いてもらった方がいい

のか考え方が異なり、統一したリハビ
リの進め方ができていませんでした。
そこで皆で意見を出し合って、椎体骨
折患者さん向けの運動療法パス（図 3）
を作成して指導内容を統一し、スケジ
ュール通りの運動が難しい患者さんの
み、適宜内容を変更して実施するよう
にしました。
　また、椎体骨折の患者さん 201人の
骨折原因を調べたところ、転倒が 56％、
非転倒が 44％でした。先ほど回復期リ
ハビリテーション病棟の溝田さんからも
話がありましたが、転倒で骨折した患
者さんに対しては、その転倒の原因が
段差やコードなど外的要因なのか、麻
痺やロコモティブシンドロームなど内的
要因なのかをまず把握します。外的要
因に問題がありそうな場合には、入院
後早期にご自宅を訪問し、危険な場所
を確認して段差をなくすなどの対策を
取ってもらいます。内的要因の場合に
は看護師とも協力し、自宅での生活に
支障がないか、外出訓練などで評価し
ていきます。
　転倒が原因ではない骨折患者さんの

場合には、骨密度が非常に低くないか、
高度の腰曲がりがないか、あるいは日
ごろの生活動作の中で骨折に至る危険
なものがないかを詳しく調べていきま
す。ご本人が特に危険と思っていない
何気ない動作が骨折の原因となること
も多く、その場合には、その動作が危
険であるということを“繰り返し”指導
します。
酒 井 　転倒していないのに知らないう

ちに骨折して痛みが出る方は、昔から
やっている布団の上げ下ろしやお米・
灯油缶など重いものの持ち運びといっ
た動作が原因であることが非常に多い
です。問題は「本人が危険な動作だと
認識していないこと」であり、残念なが
ら再骨折する危険性が高いです。つま
り、転倒骨折例に対しては生活環境の
整備、非転倒骨折例に対しては患者教
育を中心にした対応が必要です。筋力
をつけるだけでは、骨折の二次予防と
して不十分だと考えています。

退院後の長期フォローが課題、
地域連携カードを作成

尾 崎 　二次救急医療機関のため入院
できる期間が短く、退院後どうするかは入
院時からの課題です。かかりつけ医がい

川畑 僚汰  氏

津田 亜希子  氏

図 3　福岡青洲会病院で使用している椎体骨折患者運動療法パス

安静度
0週～

・ベッド上安静、仰臥位禁止
・ギャッチアップ30°まで

・受傷後1週から離床開始、1週間状態観察
・受傷後2週で疼痛半減の場合保存。疼痛半減せず手術希望で手術施行。
・手術の場合、術後1週で退院。

・コルセット装着
・離床開始

コルセットOFF可

入院リハビリ

□寝返り指導 □基本動作指導、訓練

□上下肢関節可動域運動
肩甲骨、股関節

□歩行訓練
（歩行器使用）

□歩行訓練
（独歩or補助具使用

□床上動作訓練

□入浴動作訓練

□NRS（Numerical Rating Scale）

□ODI（Oswestry Disability Index）

□臥位下肢抵抗運動
股関節：屈曲、伸展、外転、内転　複合：キッキング
膝関節：伸展　足関節：背屈、底屈　足趾：屈曲、伸展

□自主ストレッチ
肩甲骨内転方向、股関節全方向

□体幹筋力増強運動
ブリッジ（ヒップリフト）

□自主ストレッチ
脊椎伸展方向

□体幹筋力増強運動
背筋トレーニング（求心性収縮）

□抗重力位下肢筋力増強運動
ハーフスクワット
カーフレイズ

□体幹筋力増強運動
四つ這いトレーニング（片手挙上、片足挙上）

□体幹筋力増強運動
腹式呼吸

外来リハビリor 自宅での自主訓練or 介護保険リハビリ

1週～ 2週～ 4週～ 8週～ 12週～ 24週～

リハビリテーション内容

評価項目

＜椎体骨折　リハビリテーション　運動療法パス＞

□椎体骨折の運動療法目的
組織の治癒過程を考慮して運動療法を行うことで、椎体への圧縮ストレス軽減、転倒リスク軽減、骨密度を増加させ、椎体骨折の再発予防を図る。

□運動負荷変更基準
NRS（Numerical Rating Scale）を使用。NRS4/10以下であれば運動負荷変更可。ただし、歩行器歩行、体幹筋力増強運動、体幹ストレッチについては開始時期を超え、かつNRS4/10以下であれば開始する。

□運動内容について
下記の運動内容が困難な患者に関しては、適宜変更して実施する。
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ないという患者さんの場合、当院で作成
している地域連携先リストから連携先を
探しますが、地域によっては旭化成ファー
マの「骨粗鬆症治療 情報サイト（http://
www.ak-hcc.com/osteoporosis/）」も活用
しています。
　入院直後から、患者さんやご家族に
話を伺って方向性を検討しますが、ご
家族の協力がないと通院が難しかった
り、認知症で意思疎通が困難だったり
と、退院後の治療の選択肢が限られる
ケースもあります。患者支援センターと
しては、患者さんやご家族との橋渡し
役として、最適な選択肢を見つけられ
るように努力しています。
米 内 　当院で骨粗鬆症治療をずっと

継続する患者さんはそれほど多くなく、
すべての患者さんの退院後経過を追う
のは困難であり、長期フォローが課題
と感じていました。そこで、患者さんが
持っているお薬手帳に貼り付けて使用

する「椎体骨折リエゾン・地域連携カー
ド」（図 4）を作成しました。受傷歴や
これまでの治療、併存症など、骨粗鬆症
に関する情報を記載しておき、患者さん
ご本人、かかりつけ医と情報共有できる
仕組みです。今後さらに地域連携体制
を充実させていきたいと考えています。
酒 井 　最近、退院後の骨粗鬆症性

椎体骨折患者さんには半年に 1 度、

当 院のDXA（dua l - energy X-ray 
absorptiometry）測定装置での骨密度
検査、骨代謝マーカー測定、骨折部の
画像検査を受けてもらうようにパスを見
直しました。今後、受診されなかった
患者さんを拾い上げて外来看護師から
電話連絡して受診を促す仕組みを作り、
できるだけ多くの患者さんを定期的に
フォローできればと考えています。

座談会CONNECTCONNECT

〒811-2316　福岡県糠屋郡粕屋町長者原西4丁目11-8

社会医療法人青洲会

福岡青洲会病院

尾崎 友昭  氏

図 4　福岡青洲会病院で使用している「椎体骨折リエゾン・地域連携カード」

氏名

ID
紹介元・かかりつけ

＜検査＞検査日（　　　　　）　 ＊約6ヶ月に1回行います
□骨塩定量（DEXA）　　　　　　　　腰椎　　　 ％　大腿骨　 　％
□Ca（補正値）
□P1NP（形成）/TRACP-5b（呼吸）                      /
□eGFR
＜併存症＞□既存骨折（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
□糖尿病　□腎不全　□COPD　□内分泌疾患
□悪性疾患　□認知症　□ステロイド内服
 

□第　　胸椎椎体骨折　□第　　腰椎椎体骨折
□大腿骨（頚部・転子部）骨折　□その他（　　　　          　）

＜退院時＞NRS 　　 /10
□独歩　□杖　□歩行器　□伝い歩き　□車椅子　□ベッド上
＜退院先＞□独居　□同居　□病院　□施設　□他
＜今後の予定＞
1）コルセットは受傷後3ヶ月
2ヶ月で夜間、安静時解除
2）骨粗鬆症治療を続けましょう
3）かかりつけ受診・検査
□毎週　□毎月
□その他（　　　　　  　　）
4）歯科受診
□要　□不要
口の中はきれいにしましょう

歯の治療の際は骨の薬を休む
ことがあるので歯科医とよく相談
しましょう

5）青洲会受診
□毎週　□毎月
□半年ごと　□年1回
□不要（かかりつけへ）

青洲会担当医　　酒井　翼
青洲会病院：092-939-0010（代）

かかりつけ医

歯科医

受傷日　　　　年　　　月　　　日　　□受傷日不明
受診日　　　　年　　　月　　　日　
入院日　　　　年　　　月　　　日　
退院日　　　　年　　　月　　　日

＜治療＞□コルセット（硬性・半硬性・フレーム・軟性）
□BKP（　　  /　　　）　　□その他（　　　　　　　　　  ）
Vit.D3：vエディロール0.5　□ヒポテリオール0.25
PTH：□テリボン　□フォルテオ（　　　  年　　　　 月開始）
BP：□ボンビバ　□フクラリスト　□（　　　　　　　　　 　）
抗RANKL：□プラリア

＜口腔衛生＞□良好　□要注意　□不良
＜歯科治療＞□あり　□なし

＜入院時＞□歩行不能　□麻痺　□NRS  /10
＜受傷前＞□独歩　□杖　□歩行器
□伝い歩き　□車椅子　□ベッド上

＜受傷機転＞□転倒　□軽作業　□重量物　□他

＜受傷前居住地＞□独居　□同居　□病院　□施設　□他
＜備考＞

□男　□女
年　　月　　日生

椎体骨折リエゾン・地域連携カード Ver.2-1

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/


