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リエゾンチームのメンバーは
入院当日から一斉に動き出す

寺 口 　当院が所在する医療圏（和歌
山県の橋本・伊都地域）の高齢化率は
約 37％で、全国平均の 28.1％に比べて
はるかに高く、それに伴い骨粗鬆症の
患者数も非常に多いのが現状です。ち
なみに、近年の和歌山県の骨粗鬆症

検診率は全国ワースト2 位（2018年、
公益財団法人骨粗鬆症財団報告）、要
介護認定者率はワースト1 位（2016年、
厚生労働省介護保険事業状況報告）
です。私は 2016年7月に当院に赴任し
たのですが、そのような状況を知り、
骨粗鬆症への取り組みが地域の喫緊の
課題であると考えました。
　そんなとき、院内の有志と一緒に参
加した 2018年の日本骨粗鬆症学会（長
崎開催）で、骨粗鬆症診療では多職種
連携のリエゾンチームによる介入が重
要であることを再認識しました。そこで
まず、2019年5月に骨粗鬆症の専門外
来を設置し、「骨粗鬆症リエゾンチー
ム」を立ち上げました。その後、2020年
5月に正式に「骨粗鬆症リエゾンサービ
ス委員会」となり、構成メンバーは現在、
整形外科医 2人、内科医 1人、放射線
医 1人、看護師 4人、薬剤師 1人、理学
療法士2人、栄養士 1 人、事務方2人の
合計14人です（写真 1）。

　当院の整形外科には、脊椎疾患に
特化して診療する「脊椎ケアセンター」
も設置されており、骨粗鬆症リエゾン
サービス委員会も協働しています。同
委員会、脊椎ケアセンターでは、外来で
椎体骨折の診断を受けて入院となった
患者さんに対する手術の周術期におけ
るサポート、および術後の再骨折の予
防（二次予防）を中心に取り組んでいま
す。骨粗鬆症性椎体骨折での入院では、
従来はベッド上でしばらく安静にした後
に少しずつリハビリを行い、フォローアッ
プのスケジュールを検討していました。
しかし当院では、入院当日からリエゾ
ンチームのメンバーが、それぞれの立
場で一斉に治療に向けて動き出します。

運動機能の維持を見据え
術前からリハビリを開始する

本 田 　私は医療クラークですので、
医師の業務負担軽減のための事務作業

骨粗鬆症リエゾンチームが
地域連携と
退院後支援に尽力
和歌山県立医科大学附属病院紀北分院では、骨粗鬆症を系統立てて治療していく取り組みとして「骨粗鬆症リエ
ゾンサービス委員会」を立ち上げ、院内外の多職種連携を基盤に骨粗鬆症の治療率・継続率の向上を図っている。
その過程では、術後管理に使用する骨粗鬆症治療薬も、患者の要望や生活状況に合わせた継続しやすい剤形を
提案する。リエゾンチームの取り組みの手応えと、得られた成果について、6人のメンバーにお話しいただいた。
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の補助が主な仕事になります。基本的
には医師の外来診療に同席し、患者さ
んが骨粗鬆症による骨折と診断されれ
ば、まず患者さんと入院の日取りを決め
ます。さらに入院日が決まれば、そこか
ら退院までに必要となる検査、リハビ
リテーション、手術、点滴、自己注射
の手技の指導、栄養指導など、すべて
のオーダーを電子カルテに入力し、それ
らを一連の流れで行えるようにスケジュ
ールを調整します。
田 所 　リエゾンチームには私を含め

た 4 人の看護師が配置されています。
外来に 1 人、病棟に 2 人、手術室に 1
人です。当院では、椎体骨折の患者さ
んのほとんどが手術日を含めて 1 週間
程度で退院されるので、初めに外来の
看護師が患者さんに面談して治療の概
要を説明し、ご要望なども聞き取りま
す。入院後は病棟看護師に引き継ぎ、
手術室では別の看護師が関わります。
術後は病棟看護師が再びケアし、退院
後は外来看護師がサポートを継続する
という流れになります。
寺 口 　手術では侵襲度の少ないBKP

（経皮的バルーン椎体形成術）を積極的
に選択し、早期の疼痛軽減とADL（日
常生活動作）の向上を目指します。その
ため、患者さんには入院当日あるいは
翌日からコルセットを装着していただ
き、理学療法士によるリハビリを開始

し、足腰が弱らないよ
うに配慮しています。
中 谷 　入院当日であ

ってもオーダーを受け
ればすぐにリハビリを
開始します。最初は患
者さんご自身のコルセ
ットがない場合が多い
ので、病棟に用意して
あるいくつかのコルセ
ットの中から患者さん
に合ったサイズのもの

を装着していただきます。また、BKP
では術後翌日には痛みがかなり改善さ
れるので、早期離床を目指す運動療法
も術後すぐに開始できます。特に、歩
行や筋力強化のための運動は積極的に
指導しますが、退院後のご自宅でのリ
ハビリを考え、特別な機器を使わなくて
もできる運動を中心に指導しています。
　ただ、認知症などでなかなか手順を
覚えられない患者さんもおられます。そ
こで、患者さん個々に合わせたプログ
ラムを考え、個別のパンフレットを作成
してお渡しし、ご家族にもご協力いた
だくようにお願いしています。脊柱の後
弯変形で伸展ができないなど、患者さ
んによって状態も異なるので、個別の
プログラムを考えることはとても重要で
す。骨折の二次予防だけでなく、転倒
予防という意味でも運動機能の維持・
強化は大切ですので、退院後に希望が
あれば、外来のリハビリ機器も利用し
ていただけるようにしています。

医師、薬剤師、歯科医師の
連携協議会立ち上げも計画

寺 口 　退院後のフォローアップは長く
続くので、患者さんが治療を継続しや
すい環境を整える必要があります。

林 　私が所属する地域医療連携室
の業務の中では、患者さんの退院後の

治療をお願いするかかりつけ医の先生
を決めるお手伝いがとても重要です。
骨粗鬆症の治療継続を図るためには、
患者さんが安心して治療を続けられる
先生を探すことがとても大切だからで
す。そして先生が決まれば、当院の主
治医に診療情報提供書（図 1）の作成
を依頼するとともに、かかりつけ医の
先生には私の方から前もって「患者さん
を紹介しますので、診療情報提供書に
記載されている治療を継続してくださ
い」とお願いの連絡をしておきます。
　また、そうした日常業務とは別に、
寺口先生が骨粗鬆症治療の地域連携
の拡充を目指されているので、当院の

本田 梨絵  氏

写真 1　和歌山県立医科大学附属病院紀北分院の
　　　　骨粗鬆症リエゾンサービス委員会メンバー

図 1　診療情報提供書の例
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医療圏の医師、薬剤師、歯科医師との
連携を図る協議会の立ち上げにも取り
組んでいます。その一環として、地域の
先生方の骨粗鬆症に対する意識も高め
たいと考え、かかりつけ医の先生が当
院の DXA（X線骨密度測定装置）を利
用できる仕組みもつくりました。予約し
ていただければ、当院未受診の患者さ
んであっても、いつでも検査を受けら
れます。これは医科・歯科だけでなく、
薬剤師も含めた連携を図る取り組みとし
て 2018年7月から開始したのですが、
現在はコロナ禍の影響で利用が滞って
いる状況です。1日も早くコロナ禍が終

息し、地域連携が再び動き出すことを
期待しています。
寺 口 　歯科との連携では骨粗鬆症治

療薬による顎骨壊死の回避が最も重要
になります。そこで、2020年9月から医
科歯科連携用紙（図2）を用いて歯科
の先生に処方薬剤や処方開始時期な
どをお伝えし、患者さんの適切な管理
ができるように配慮しています。またそ
の一環として、患者さんが骨粗鬆症治
療を行っていることを知らせる独自の
お薬手帳カバー（図3）を作成し、患
者さんに活用してもらっています。もち
ろんこのカバーは歯科だけでなく、地
域の様々な医療機関や薬局との情報共
有を通して、重複処方や併用禁忌薬の
処方などが行われないようにすること
が目的です。
　またカバーは通常のものと、「VIPお
薬手帳カバー」という特別なものの 2
種類を作成しました。VIPカバーは、
骨粗鬆症治療を2年以上継続している
人に差し上げるカバーで、表紙にスー
パーマンのようなイラストを入れている
ので、とても目立ちます。治療の継続
率を上げるためには、患者さんの治療
に対するモチベーションの維持・向上
を図る必要もあります。VIPカバーを
持つことが、治療継続の励みになれば
と考えました。

骨粗鬆症の理解度を調査し
個別のサポートにつなげる

田 所 　和歌山県には 7つの医療圏が
ありますが、当院の医療圏の高齢化率
は 2 番目に高く、椎体骨折の好発年齢
である80～90歳の方が非常に多くお
られます。そうした患者さんたちに積
極的に健診を受けていただき、骨粗鬆
症の早期診断と早期治療につなげられ
れば、骨折も少なくなると思います。た
だ、骨粗鬆症に対する理解度は患者さ
んの間でかなり差があります。
　そこで理解度を把握する骨粗鬆症チ
ェック表（図4）を作成し、当院の患者
さんを対象に 2020年10月から実態調
査を開始しました。食事などの生活習
慣の質問から始めて、骨粗鬆症に関す
る知識までお聞きするという内容です。
その結果を、個別の指導を考えるきっ
かけにしたいと考えています。例えば、
カルシウムは牛乳を飲んでいればよい
と考えている患者さんは少なくありませ
ん。しかし、カルシウムはビタミンDと
合わせて摂取する必要があるわけで
す。そうしたことを管理栄養士による
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田所 真紀  氏

図 2　和歌山県立医科大学附属病院紀北分
院で使用している医科歯科連携用紙

図 4　和歌山県立医科大学附属病院紀北分
院で使用している骨粗鬆症チェック表

図 3　和歌山県立医科大学附属病院紀北分
院で患者に渡しているお薬手帳カバー
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栄養指導なども通して、患者さんにお
伝えできればと考えています。

林 　患者さんへの啓発活動の一環
として、骨粗鬆症に関するクイズを作成
し、パンフレットにして待合室などに置
くという取り組みも10月から始めました

（図5）。リハビリについては理学療法
士に、栄養については管理栄養士に、
治療や検査については医師に、薬物療
法については薬剤師に、それぞれクイ
ズを作成してもらいました。
寺 口 　骨粗鬆症について患者さんに

興味を持ってもらうことが主目的です。
治療の必要性を十分に理解していただ
いたうえで治療を開始できれば、脱落
も減ると思います。外来はどうしても待
ち時間が長くなるので、逆にその時間
を活用して、骨粗鬆症への理解を高め
ることができればと考えました。

皮下注射製剤の剤形は
患者が対応できるかで決まる

寺 口 　術後の再骨折を予防するため
には、適切な薬物療法を提供する必要
もあります。私は、腎機能に特に問題
がなければ、テリパラチド皮下注製剤
を使用することが多いです。テリパラ
チド皮下注製剤の投与期間は 2 年間に
限定されていますので、その後は年 1
回投与型のビスホスホネート製剤に切

り替えていきますが、まずはテリパラチ
ド製剤によって骨質をしっかり安定さ
せることが重要になります。そのため
には患者さんが2年間継続しやすい剤
形を選ぶことも大切ですので、入院後
すぐに薬剤師や看護師が面談し、退院
後に使用するテリパラチド製剤にはか
かりつけ医の先生に対応をお願いする
週 1 回皮下注射製剤と、毎日あるいは
週 2 回型の自己注射製剤があることを
説明します。その面談で患者さんおよ
び家族の要望を聞き取り、それを主治
医にフィードバックしたうえで治療計画
を立てます。
　剤形の選択は、その患者さんが対応
できるかどうかで、おおむね決まります。
自己注射はできないということであれ
ば週 1 回皮下注射製剤を提案します。
必要な検査などは当センターで行いま
すが、週1回皮下注射製剤であれば毎
週かかりつけ医の先生に診てもらえる
ので、それはそれで大きなメリットだと
思います。一方、かかりつけ医に毎週
通院は大変だとおっしゃる患者さんに
は、自己注射製剤をお勧めします。い
ずれにしても、注射剤は慣れていただ
くことが重要ですので、テリパラチド皮
下注製剤は入院後すぐに、可能な限り
術前から導入するようにしています。
瀬戸口　私は、テリパラチドの自己注
射製剤の手技指導に携わっています。
経口の骨粗鬆症治療薬が長年定着して
いることもあって、「自分に針を刺すの
は怖い」とおっしゃって、自己注射に抵
抗感を示す患者さんは少なくありませ
ん。しかし、針は細くて短いので痛み
が少ないこと、使っているうちに手技
に慣れて上手にできるようになること、
もしできるようにならなくても、週１回
病院に通えるのであれば、病院で注射
してもらえる薬に変更できることなどを
お話しし、「取りあえず 1 回やってみま
せんか」というと、ほとんどの患者さん

が受け入れてくださいます。さほど難し
くなく受容できることが週 2 回型の自
己注射製剤のメリットだと思います。
　週 2 回型の自己注射製剤は、消毒し
て、キャップを外して、数秒間押し当
てればおしまい──という感じなので、
指導する側としてもかなり扱いやすい
印象があります。そのためか、週 2 回
型の自己注射製剤の指導例で「怖くて
自分では注射できない」とおっしゃる
患者さんは、今のところ1 人も経験し
ていません。見た目も注射とは違います
し、操作も簡単なので、受け入れやす
いのだと思います。

中谷 友洋  氏

林 和幹  氏

図 5　和歌山県立医科大学附属病院紀北分
院で作成した骨粗鬆症クイズ
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田 所 　当院では、院外処方のみの取
り扱いなので、院内採用ができれば入
院時から患者さんの選択肢が広がると
思います。また、薬物療法に関しては、
治療開始も継続も、「これだったらでき
る」と思ってもらえることがポイントだと
考えます。
本 田 　私は外来診療で必ず同席して

いるわけですが、自己注射製剤で1日
1 回型と週2回型のどちらがよいかと主
治医の先生が聞くと、週 2 回型を選択
される患者さんが多い印象があります。
当初は我々スタッフの間で、週 2 回型
だと何曜日に注射するのか混乱しやす
いのではないかという懸念が少しあり
ましたが、それは考え過ぎだったよう
です。
寺 口 　最初は何曜日にするかで結構

迷いますが、3～4日に1回ということで、
今は「月曜と木曜」とか「火曜と金曜」
にすることが多いように思います。
本 田 　独り暮らしの患者さんも結構

多いので、1日1回型の場合は、別に

暮らしているご家族が毎日患者さんの
ところに出向き、サポートしていたとい
うケースも少なくありませんでした。
田 所 　週1回製剤でも、クリニックに

付き添うご家族にとっては毎週通院日
の都合をつけることが結構大変です。
その点、週2回だけ在宅でケアすれば
よいのは大きなメリットだと思います。
患者さんの選択肢が複数あれば、自分
に適した方法を選べるので、おのずと
治療継続率も上がっていくと思います。

チームの連携をさらに強化し
地域の要介護率を低くしたい

寺 口 　リエゾンチームを立ち上げて
約1年半たちました。こうした取り組みは

「transdisciplinary team」とも呼ばれ、
患者さんを中心に自分たちの専門性を
生かして多面的に介入していくという、
チーム医療の1つの理想型です。医師
1人で関わっていると治療継続率なども
含め分からないことが多いのですが、
多職種で連携すると患者さん個 人々の
様 な々変化を把握できるようになります。

　例えば、テリパラチド製剤で週 1 回
型であればかかりつけ医の先生にサ
ポートしていただけますが、自己注射
製剤では継続状況が分かりません。
幸い当院では、事務方の本田さんが
患者さんにお会いするたびにチェッ
クしているので、脱落を予防できてい
ます。そうしたサポートをチーム全体
でこまめに行うことで、治療継続率も
着実に上がっており、現時点でのデ
ータでは約 87％に達しています。ま
た、椎体骨折患者さんの再骨折率は
一般に約 20％といわれますが、当院
の直近のデータでは 7％程度に収まっ
ています。これらは全てリエゾンチー
ムの取り組みの成果の 1 つだと考え
ています。
　今後もチームのメンバー相互のコミュ
ニケーションと連携をさらに強化しな
がら、様々な取り組みを着実に発展さ
せていきたいと思います。冒頭に申し
上げた通り、この地域の要介護率は非
常に高いので、我々の取り組みによっ
て要介護率が下がることを期待してい
ます。
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〒649-7113　和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺219

和歌山県立医科大学附属病院
紀北分院

瀬戸口 夕貴  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/


