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脆弱性骨折患者の増加を機に
チームでの介入を開始、
資格取得も積極的に

本 田 　私は10年ほど前まで整形外科
で、骨粗鬆症外来も担当していました。
リハビリテーション科への異動後、両立
を模索しましたが困難で、骨粗鬆症外
来は終了していました。しかし、超高
齢社会となり、骨折や再骨折により受

診される患者さんの増加が大きな問題
になってきました。高齢の患者さんでは
骨折やその前後の体力低下に加え、認
知症や肺炎などの合併症にも注意が必
要です。そこで、二次骨折の予防に力
を入れることになり、2016年春から多
職種による骨粗鬆症リエゾンサービス

（OLS）体制の準備が始まりました。
　同年 8 月、整形外科およびリハビリ
テーション科の医師に、看護師、薬剤師、
理学療法士を加えたメンバーで活動を
始めました。当初は骨粗鬆症に伴う脆
弱性骨折患者さんを対象に介入してい
ましたが、現在は骨粗鬆症のリスクの
高い患者さんへも積極的に介入してい
ます。当院の特徴は、参加メンバーがと
ても熱心なことで、月1回の定例会のほ
か、データの収集、学会発表などを意
欲的に行っています。骨粗鬆症マネー
ジャーの資格取得（現在13人）も支援
しています。
井 上 　介入は、整形外科病棟から開

始となる場合と、外来から開始となる場

合があります。骨折患者さんや骨粗鬆
症のハイリスク患者さんを対象に、まず
は看護師が介入すべきかどうかのスクリ
ーニングを行い、介入の必要性が高い
という結果になった場合には、医師へ
確認します。この統一されたスクリーニ
ングは、骨粗鬆症に対する認識に差の
ある医師間のバランスを取り、介入機
会を増やすのに有用な仕組みだと思い
ます。私は、提案されたら介入を開始
してもらうのを基本としています。
　このように、早期に確実に OLS の
対象となる患者さんを拾い上げること
で、骨折で入院して手術を受けた患者
さんの骨粗鬆症治療開始率は、改善し
ている印象を持っています。
久 保 　骨粗鬆症マネージャーであれ

ば事前のスクリーニングをきちんと実施
できると考えますが、そうではない看
護師が最初に対応した場合にも判断に
困らないよう、2016年末頃にOLSの手
順をまとめたフローチャートを作成しま
した（図 1）。チームの立ち上げ当初は、

 所属を超え、意欲的に
骨粗鬆症対策の
チーム活動を拡大する
香川県立中央病院では、医療スタッフの異動を機に途絶えがちなリエゾンチーム活動が、異動先でも広がり継続
されているのが特徴だ。既に血液内科、呼吸器外科、歯科口腔外科、消化器・一般外科、腎臓・膠原病内科と、
多くの診療科と骨折二次予防で連携している。病院全体の意識を高めていくリエゾンチーム活動の詳細につい
て、中心的な役割を果たしている 6 人に伺った。
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業務が増えることにスタッフから不安
の声もありましたが、徐々に骨粗鬆症
治療継続の重要性が浸透してきて、今
はスタッフ全員がとても協力的です。介
入対象と思われる患者さんが来られた
際には「OLS テンプレート」を立ち上げ、
身長、体重や骨折の既往歴などを記入
してスクリーニングを行うという流れが
徹底できています。
植 松 　関連病棟と整形外科外来共通

で、OLS 介入方法を解説したマニュア
ルを作成しており（4 ページ図 2）、テン
プレートの立ち上げから、専用の問診
票を用いた他の疾患の既往歴などの情
報収集や必要な患者指導など、看護師
の業務の流れを明確にしています。
　チーム発足前は、長期に継続治療中

の患者さんやご家族への声かけがおざ
なりになってしまうこともありました。
ある時、「注射で困っていることはあり
ますか」と聞いてみたところ、細かい悩
みを色 と々お話しされ、今まできちんと
した指導ができていなかったことに気
づかされました。ケアをどのように継続
していくか、チームで考えながら議論し
ていくことで成長できているように思い
ます。

家族への指導を重視、
転倒予防だけではなく

家族の一次骨折予防を目指す

徳 田 　患者指導については、患者向
けDVDの視聴や栄養指導、薬剤指導

などを行っています。特に重視している
のはご家族への指導で、転倒予防など
患者さんの生活環境を整える指導のほ
か、ご家族の方たち自身も一次骨折を
起こさないよう啓発しています。例えば、
患者さんの付き添いでいらした娘さん
に、骨粗鬆症のパンフレットを渡した
り骨密度検査を勧めたりしています。
患者さんだけではなく、家族の方にも骨
粗鬆症に対する問題意識を持ってほし
いと思って活動しており、とても真剣に
聞いていただけることが多いです。
山 田 　薬剤指導では、既に治療薬が

決まっている場合には、その薬の注意点
や服用を続ける上での注意点などをお
話しします。症例カンファレンスにも参
加し、腎機能や患者さんの理解力などに
合った治療薬の提案などを行います。
　先ほど話に出ていた OLSテンプレー
トに関してですが、OLS 介入の結果に
ついて各医療スタッフが随時記入して
いくページがあります。すべての記入を
終えると、その記入内容はお薬手帳に
貼ることができる専用の地域連携用紙

（5ページ図 3）に反映され、それを印
刷してお薬手帳に貼ってもらいます。受
けた手術内容や投与されている治療
薬、骨粗鬆症に対してどのような患者
指導を行ったのか、などが詳しく記載
されており、かかりつけ医での治療継

図 1　香川県立中央病院で使用している OLS 介入フローチャート

入院中の骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）

◆骨粗鬆症性脆弱骨折患者
　【転倒しただけで、大腿骨近位部骨折・脊椎圧迫骨折、橈骨遠位端骨折・上腕骨近位端骨折した患者】

◆骨粗鬆症のリスクがある患者
　【ステロイド・高齢者・閉経・・・】

◆骨密度測定
　【整形外科入院患者】→主治医に依頼
　【5東病棟婦人科患者のみ】
　→主治医にオーダーしてもらい整形外科コンサルト。OLSの外来枠にコンサルトをしてもらう。
　  治療やフォローを希望される場合は整形外科で紹介状を作成しカルテに保存。
　  宛名は空欄にしてくれており、受診する病院が決定したら主治医が宛名を入力し看護師が印刷
　  する。整形外科の紹介状と主科の紹介状を持って受診する。
　  または・・・
　  主科の医師が当院で内服薬を処方する。
◆患者に問診。
◆骨の健康手帳を使用し指導　◆DVDの視聴
◆栄養指導　　　　　　　　　◆服薬指導
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など・・・・・・

【対象外】となれば
介入終了

OLSテンプレート立ち上げスクリーニング
★整形外科入院の場合は全患者テンプレート立ち上げ
★婦人科の場合は介入が必要な患者のみテンプレート立ち上げ

【主治医にOLS介入するか確認】となれば主治医に確認

介入となれば……

主治医の判断で
介入しない場合は
介入終了

井上 智雄  氏
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続や調剤薬局での患者指導に活用して
もらうことを目指しています。
　専用手帳の導入も検討しましたが、
高血圧や糖尿病など、別の疾患でも手
帳を渡されている患者さんも多く、混
乱が予想されたので、お薬手帳に貼付
できる簡便な専用用紙という形式にしま
した。最後のメッセージ欄には、治療
の継続にあたり気をつけてほしい点を
幅広く書くようにしており、申し送り的

な役割を果たせるようにしています。
当院はいわゆる三次救急医療機関です
ので転院される患者さんも多く、転院
先でも治療が続けられるよう、あらか
じめ地域連携室に継続いただける骨粗
鬆症治療薬の種類を確認してもらい、
円滑に治療継続できるような薬剤選択
を心がけています。
井 上 　地域連携室によって、退院後

の骨粗鬆症治療の継続状況は、大分
改善してきたように思います。当院はや
はりハイリスク患者さんの最後の砦とな
る施設ですから、症状の安定している
患者さんはなるべくかかりつけ医にお
願いしたいと考えており、その意図を
理解してくださる医療機関が増えていま
す。しかし、例えばテリパラチド週 1
回投与製剤を初めて投与するので手順
が不安、などと相談を受けることがあ
ります。山田さんに相談したところ、
資料や投与上の注意点、薬剤選択の意
図などをまとめてくれて、紹介状と一緒

に郵送したことがありました。

転院後の骨粗鬆症治療の継続には
主治医の熱意や

詳しい情報提供もカギ

植 松 　外来でテリパラチド週 1 回投
与製剤を導入する際には、吐き気や血
圧低下などの副作用とその対処法につ
いてあらかじめ説明するためのマニュア
ルを作成しています。外来看護師用の
マニュアルの他に、病棟看護師用のマ
ニュアルも作成したところです。副作用
をなるべく軽減し、患者さんにできる
だけ治療継続してもらえるよう、注射
の前後で血圧を測定し、水分も積極的
に摂るよう指導しています。
　骨粗鬆症性の椎体骨折でテリパラチ
ド週 1 回投与製剤の投与が開始された
患者さんは、1 カ月ほど継続されると、
立ち座りなどの動作が楽になったという
ような変化を感じられることが多いよう

座談会CONNECTCONNECT

久保 さよみ  氏

図 2　香川県立中央病院で使用している OLS 介入手順マニュアル（一部抜粋）

介入方法

【対象外】となれば介入終了

OLS介入検討時は、テンプレートを立ち上げ、スクリーニングを実施する。体重・身長が自動で取り込まれ
るようになっているので、測定値をプロファイルに入力してからテンプレートを立ち上げる。対象患者と
判定されれば、主治医に骨粗鬆症リエゾンサービスを開始するか確認する。
◆テンプレートに付箋をつける。

入院時やOLS介入開始時、問診票で情報収集し、テンプレートに入力する。
◆患者の認知度によっては家族からの情報収集が必要となる
◆紙の問診票は使用せず直接テンプレートへ聞き取り入力しても可。紙を使用した場合は入力後破棄。

テンプレートが入力できれば、テンプレートの「お薬手帳」の【印刷】を押して用紙を印刷する。印刷された
紙に必要事項を記載し、患者のお薬手帳に貼付する。お薬手帳がない場合は病棟薬剤師に相談する。

◆手帳（骨の健康手帳）を使用し指導する。手帳に治療薬や骨密度の数値を記入する。
　【補足として骨粗鬆症ハンドブックや再骨折手帳の併用可】
◆骨粗鬆症のDVD視聴。（DVDは7西、7東、5東病棟にある。）
◆主治医に確認し許可があれば、病棟担当栄養士に栄養指導を依頼する。栄養士が行えない時には、
　骨粗鬆症健康手帳を用いて看護師が指導する。
　【主治医で代行入力可。ナビゲーションマップ→オーダー→栄養指導依頼】
　①特別食を必要とする患者②癌患者③摂食機能もしくは嚥下機能が低下した患者④低栄養状態の
　患者のどれかに該当される場合は栄養指導料が算定できる】
◆新しく内服薬や注射が開始となり、薬剤指導が必要であれば薬剤師に依頼する。

→指導を実施すれば、テンプレートに沿って入力する

入院期間中に以下の項目を指導する。■

■

■

■
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です。骨粗鬆症は、疾患自体が自覚症
状に乏しいですし、治療を続けても効
果を実感しにくいので、患者さんが治
療を続けたいと思ってもらえるような意
識付けが重要です。患者さんが意欲的
になったところを捉え、「よかったです
ね、この調子で続けていきましょうね」

「頑張ってこれからも週 1
回来てくださいね」などと
積極的に声をかけていま
す。
久 保 　以前、転院後の

骨粗鬆症治療継続率を
調べようとスタッフが電
話をかけてお聞きした際
に気になったのは、地域
連携先の医師に「もう治
療を続けなくてもいいと
言われた」という回答が
意外に多かったことです。
井 上 　連携先の医師に

治療継続の必要性をき
ちんと理解してもらえる
かどうかは、主治医の情
報提供にもかかっている
のではないかと思いま
す。私は紹介状を書く際、
紹介先の医師がどの程
度骨粗鬆症について認識
しているかわからないこ

とから、失礼に当たるかもしれないほど
多く詳記するようにしています。治療継
続が必要な重度骨粗鬆症である旨を必
ず書き、テリパラチド週 1 回投与製剤
であれば、投与終了後にはビスホスホ
ネート製剤等で必ず治療を継続してほ
しい、と書きます。また、医療スタッフ
から「治療を続けていますか」と定期
的に電話することも大切でしょう。

他の診療科でも骨粗鬆症は大問題、
まずは骨密度検査を受けてもらう

久 保 　整形外科と口腔外科の病棟を
担当しているので、顎骨壊死に関して
連携したいと声をかけ、大腿骨近位部
骨折の入院患者さん全員を対象に、口
腔外科に口腔管理を依頼してリスク評
価をしてもらう連携を開始しました（6

ページ図 4）。紹介状を書くことなく、
看護師が口腔管理依頼書を提出すれ
ば、口腔外科の医師が一度往診し、
患者さんの口腔チェックを行います。4
段階のリスク評価は治療薬選択の参考
になりますし、口腔ケアの指導の際に
も有用です。
徳 田 　私は 4 月に血液内科病棟勤

務になったのですが、その前は整形
外科、さらに前には腎臓内科を担当
していました。以前から腎臓病の患者
さんには骨折が多い印象を持ってお
り、一度骨折してしまうと日常生活動
作（ADL）が低下して生活の質（QOL）
も低下していき、病態もさらに悪化し
ていく様子を間近に見てきました。そ
こで、腎臓病の患者さんにも整形外
科的な面から何かできることはないか
と考え、院内の「ほじほじの会（腎臓
病教室）」という患者会で年 9 回開催
している講演会の中で、理学療法士
と私の 2 人で「骨について」と「骨の
健康（ロコモ体操）」というテーマで
講演する取り組みを始めました。年間
250 人ほど参加されるので、骨につい
ての認識は少しずつ広まっていると思
います。
　血液内科では、ステロイドパルス療
法の患者さんの続発性骨粗鬆症に取り
組んでおり、まずは骨の状態に興味を植松 聖美  氏

德田 佳子  氏

図 3　香川県立中央病院で使用している
　　　お薬手帳に貼る地域連携用紙
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持って骨密度検査を受けてもらうよう働
きかけています。癌の治療はもちろん
大切ですが、QOL低下も大きな問題な
ので、少しずつ患者さんの意識を変え
ていきたいです。既に成果は出てきて
おり、腰が痛いという患者さんを血液
内科から整形外科へ紹介してもらいま
した。整形外科から他科へ異動しても、
その異動先で整形外科の知識を活用す
ることを考えています。
本 田 　2年前、消化器外科病棟で胃

癌術後患者さんの予後改善のためのチ
ーム活動が始まりました。私は各患者
さんのリハビリ処方と骨粗鬆症対策に
当たっています。胸腹部CTの矢状断
像で椎体骨折が見つかる方も多く、さ
らに胃切除は骨粗鬆症のリスクファクタ
ーです。将来 QOLを維持するためにと
骨密度測定や血液検査、骨粗鬆症の
治療の必要性を説明すると、ほとんど
の患者さんが私のアドバイスに応じて下
さいます。

　また、肺癌患者
さんは手術決定日
に当科で呼吸リハ
を始めるため、呼
吸器外科と相談し、
CT で椎体骨折が
ある患者さんなど
にはその日に骨密
度検査を勧めてい
ます。德田さんの
異動先の血液内科
病棟でも活動を広
げています。その
他の各病棟でも治
療が必要な患者さ
んがいた場合には、
かかりつけの先生
方に治療を依頼し
ています。私の担
当患者さんは全入
院患者さんのごく一
部です。各科との
連携の下、全病棟を OLS がカバーして
骨粗鬆症患者さんを見逃さずに指導し

て、その後は地域連携で治療を続けて
いける環境を作りたいと考えています。

座談会CONNECTCONNECT
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香川県立中央病院

山田 佳奈  氏

図 4　大腿骨近位部骨折患者を対象にした
　　　口腔外科との連携の仕組み

対象患者

大腿骨近位部骨折で入院した患者さん

1.看護師が大腿骨近位部骨折患者口腔管理依頼書を入力する。

文章作成→科別→口腔外科→大腿骨近位部骨折患者口腔管理依頼書

2.入力した大腿骨近位部骨折患者口腔管理依頼書を印刷し、口腔外科処置室前の箱に入れておく

3.提出したら掲示板に「○／○口腔外科介入依頼済み」と記載する

4.平日8時30分からのカンファレンス後にDr.が箱を確認する

5.できる限り当日または翌日に診察（往診）

6.診察済めばDr.がカルテに顎骨壊死のリスク評価を記載する

　★顎骨壊死評価

　　→レベル0：特に問題なし

  　　 レベル1：リスクは低いがなんらかの影響を与える可能性がある。

  　　  　　　　　口腔内の局所性のリスク因子がある

  　　 レベル2：リスクは高いが必要であれば使用してよい

  　　  　　　　　口腔内の局所性リスク因子に加え全身性・先天性・ライフスタイル・併用薬などのリス

　　　　　　　　　ク因子がある

  　　 レベル3：使用しない方がよい

  　　  　　　　　 リスク因子があり、感染がみられている

7.看護師が口腔外科連携患者一覧に情報を記載

共有フォルダ→看護部→病棟→骨粗鬆症関連→口腔外科連携患者一覧

★レベル3である場合

Dr.が掲示板で整形のDr.宛てに報告する

①BP剤をどうしても使いたい場合は口腔内の処置を行ってから→BP剤投与を待ってもらう

　 （最低でも2週間ぐらい）

②別の骨粗鬆症治療薬を選択してもらう

運用方法

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）
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