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脆弱性骨折の患者に
骨粗鬆症の治療を開始

寺 元 　呉市では、人口減少・少子高
齢化が急速に進んでおり、高齢化率が、
人口15万人以上の都市の中で全国１～
２位を争うほど高い水準にあります。
国民健康保険と後期高齢者医療制度
のレセプトデータを使った調査では、

2016年度の呉市における65歳以上の
骨折の発生頻度は、大腿骨近位部骨
折が 1.06％、椎体骨折が 1.84％であり、
骨折が原因で要介護・要支援になる患
者さんがたくさんいます。
　呉市の医療・介護資源が近い将来
ひっ迫してくるのは明らかであったこと
から、2017年に呉市は、地域の医師会、
歯科医師会、薬剤師会の協力の下で「骨
粗鬆症重症化予防プロジェクト」を開始
し、医科歯科連携による「骨吸収抑制
薬関連顎骨壊死予防診療ネットワーク」
の構築や骨粗鬆症のリスク別重症化予
防事業などの様 な々取り組みを行ってき
ました。
　当院は広島県呉市に 3 施設ある急性
期病院の 1 つであり、大腿骨近位部骨
折や椎体骨折などの患者さんが救急搬
送されてきます。骨折された患者さん
の多くに骨粗鬆症がありますので、入
院のタイミングで骨粗鬆症の治療を開
始し、転倒リスクを調べて、回復期リ

ハビリテーション病院やかかりつけの
医療機関でのケアにつなげることが、
呉市の骨粗鬆症対策における我々の役
割です。
渥 美 　骨粗鬆症の治療や対策には、

食事、運動、生活習慣、生活環境、合併
症など様々な側面からの多職種による
介入が必要です。当院では、2015年に
最初の骨粗鬆症マネジャーが誕生し、
2016年には骨粗鬆症外来を開設して

「骨粗鬆症サポートチーム」が発足しま
した。チーム立ち上げ時のメンバーは、
整形外科医師、看護師、歯科口腔外科
医師、薬剤師、管理栄養士、理学療法
士、歯科衛生士、事務職員、腎臓内科
医師です。主な活動は、初発骨折への
対応や再骨折予防、最初の脆弱性骨折
の予防で、同年には患者さんやそのご
家族、一般の外来患者さんへの啓発を
目的に、骨粗鬆症教室も開設しました。
　しかし、同チームの活動は院内では
なかなか認識されず、一部のスタッフ

骨粗鬆症リエゾンサービス委員会による
クリニカルパスを使った多職種介入で
脆弱性骨折の再発を予防
人口減少・少子高齢化が急速に進む広島県呉市では、2017年に「骨粗鬆症重症化予防プロジェクト」を開始し、
市民の健康寿命の延伸に向けた取り組みを進めている。呉共済病院は、呉市の基幹病院の１つとして急性期病
院の立場から脆弱性骨折の再発予防に力を入れる。同院の骨粗鬆症リエゾンサービス委員会で活躍する5人の
メンバーに取り組みの実際について伺った。
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だけが参加する同好会のように見られ
ることもありました。そこで、サポート
チームの活動を院内の公式の取り組み
として認めていただくように病院の運営
会議に上申し、2019年に「骨粗鬆症リ
エゾンサービス委員会」が正式な組織
として承認されました。その後、メン
バーに臨床検査技師、診療放射線技
師、呼吸器専門医、研修を受けたメディ
カルアシスタント（MA）が加わり、現
在は 17人で活動しています。
　委員会では月1 回、第 4 月曜日にミー
ティングを開き、脆弱性骨折による入
院患者さんに運用するクリニカルパスの
検証や再骨折予防に関わる治療内容の

確認、院内の転倒骨折事例の検討、
運営・活動報告などを行っています。
また、現在は、新型コロナウイルス感
染症の影響で開催できていませんが、
骨粗鬆症教室も定期的に行っています。
　委員会として定期的にミーティングを
開催し議事録をつけることで、チーム
医療の重要性や各職種が果たす役割
が共有でき、それぞれの職種に覚悟や
責任感が生まれたと感じています。

骨粗鬆症リエゾンサービス委員会で
クリニカルパスを運用

寺 元 　当院では、大腿骨近位部骨折

の患者さんに対するクリニカルパスを作
成し、現在、骨粗鬆症リエゾンサービ
ス委員会が中心となって多職種協働に
よる骨折の再発予防に取り組んでいま
す（図1）。大腿骨近位部骨折の患者さ
んの急性期病院での入院は平均 2 週間
程度。その間、術前検査、転倒予防、
栄養介入、薬剤の見直し、骨粗鬆症の
検査、骨粗鬆症薬物治療の開始などを
行うほか、急性期治療後に転院する回
復期リハビリテーション病院や患者さん
のかかりつけの医療機関との連携も進
めます。
　大腿骨近位部骨折のクリニカルパス
ではまず、救急搬送などで入院後は、

渥美 綾子  氏

写真 1　呉共済病院・骨粗鬆症リエゾンサービス委員会メンバー

図 1　呉共済病院の骨粗鬆症リエゾンサービス委員会による大腿骨近位部骨折の再骨折予防の取り組み

大腿骨近位部骨折患者に対する
再骨折予防の多職種の介入
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医師や臨床検査技師が手術のための
検査や骨代謝マーカーの測定を行いま
す。また、診療放射線技師がX 線や
CTの撮影を行い、既往症に応じて循
環器科医や呼吸器科医が術前診察を
行います。さらに、周術期の治療の安
全対策と術後の骨吸収抑制薬の使用を
念頭に置いて、歯科医師が口腔内評価
を行います。
東 森 　口腔内に問題があると、手術

時の挿管による誤嚥性肺炎や菌血症な
どのリスクが高まります。そこで、歯科
医師や歯科衛生士が術前に全ての患者
さんの口腔内をチェックし、問題があ
れば応急処置を行い、手術の前日に徹
底的に口腔内の除菌もします。
　手術の翌日も、歯科衛生士が口腔内
を再チェックします。術後に骨吸収抑
制薬を使用する場合は、重篤な合併症
として顎骨壊死のリスクもあるので、そ
の防止のためのケアと患者教育も行い
ます。その際は骨粗鬆症と歯の関係や
口腔ケアについて説明したパンフレット
をお渡ししています（図 2）。
　顎骨壊死を必要以上に心配して骨吸
収抑制薬の使用をためらったり、自己
判断で服薬を中止したりする患者さん
もいます。そのため、治療薬の必要性
と安全性を歯科医師がしっかり説明す
ることはとても大切です。
渥 美 　術前の内科系医師による問診

では、既往症だけでなく服用中の薬剤
なども確認します。術前術後の管理の
中で、継続が可能な薬剤なのか休止す
べき薬剤なのかを確認しておく必要が
あるからです。転倒による骨折は救急
対応となるため、手術となれば様々な
準備を迅速に行うことが重要になりま
す。その中で骨粗鬆症の治療について
も考えていきます。

早期離床と転倒予防のために
手術翌日からリハビリを開始

渡 邊 　手術後は早期離床の重要性が
エビデンスで示されているため、当院で
も術後 1日目からリハビリテーションを
開始します。とはいえ術後は痛みがあり
ますし、どれくらい動けるかも患者さん
によって異なりますので、まずはベッド
から体を起こすところから始めます。
　急性 期リハビリテーションでは、
ADLを拡大させ、回復期病院へ円滑に
つなげることが最も重要と考えますが、
当院では転倒予防にも力を入れていま
す。院内で転倒しにくい療養環境を整
えることも、理学療法士と作業療法士
の重要な役割の 1 つです。当院では入
院中の転倒を予防するために、理学療
法士と作業療法士が病室のベッドの向
きや L字柵、ポータブルトイレの位置、

歩行補助具などを、患者さんの体の動
きの特徴に合わせて調整し、転倒リス
クを減らしています。
渥 美 　また当院では以前から、入院

患者全員の転倒リスクを評価して院内
のスタッフに注意喚起するために、看護
師と理学療法士が協働し、「転倒転落
アセスメントスコアシート」を作成してい
ます（図 3）。転倒リスクは身体機能の
ほか、認知機能評価や使用薬剤などの
情報を基に評価し、シートは電子カル
テ上で運用しています。
寺 元 　術後 1 週間目には、痛みのた

めに術前にできなかった骨密度の検査
を行います。さらに術後2 週間辺りで
骨粗鬆症治療薬を開始するので、それ
に合わせて服薬指導も行います。
　治療薬の投与開始を術後2週間にし
ている理由は、ビスホスホネート製剤（以
下、BP製剤）の使用を想定しているた
めです。BP製剤は起床後すぐに服用し
ますが、服用後30分間は横になれませ
ん。でも、大腿骨骨折の術直後の患者
さんは座位や立位を30分も続けられま
せん。そのため投薬開始は、ある程度
座位や立位が可能になる術後 2 週間が
目安になるわけです。
渡 邊 　術後2 週間目には重心動揺、

体組成、身体機能検査などを約30分
かけて評価します。急性期病院で患者
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図 2　歯科検診で使用する資料
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さんの状態を評価し、その情報を転院
先の医療機関と共有し、地域連携につ
なげていくことが重要です。
渥 美 　これらの過程では、看護師が

退院後の医療連携のツールにしている
骨粗鬆症財団の「骨粗しょう症連携手
帳」に、処方薬や検査データなどを書
き込みます。患者さんには、この手帳
を転院先となる回復期リハビリテーショ
ン病院やかかりつけの医療機関にお持
ちいただき、双方で患者さんの情報を
共有できるようにしています。

栄養指導では
患者さんの嗜好も考慮し

受け入れられそうな食品を提案する

寺 元 　骨粗鬆症を改善するためには、

食生活の見直しも必要です。そこで、
退院の目安がついた時点で、管理栄養
士による栄養指導も行います。
齊 藤 　栄養指導では、入院前のご自

宅での食事内容や調理をしている人な
どの食生活の状況をお聞きし、資材を
お見せしながらカルシウムをしっかり摂
取できる食品を説明します（図 4 次ペ
ージ）。ただ、カルシウムの必要性は
理解されても、アレルギーなどの理由
から乳製品が苦手な方もいます。そう
した場合はその方の嗜好も考慮しなが
ら、受け入れやすそうな食品を提案し
ます。
　また、高齢で独り暮らしの方は料理
そのものが面倒とおっしゃることもある
ので、できるだけ簡単に調理できるも
のをお伝えしています。高齢の患者さ

んに対しては、ご家族にも一緒にお話
ししたいのですが、今はコロナ禍にあ
るため患者さん 1 人だけで面談するこ
とがほとんどです。そこで YouTubeな
どを利用して、栄養バランスの良いメ
ニューも配信しています。
寺 元 　以上のように、骨粗鬆症リエ

ゾンサービス委員会では限られた期間
に効率的に多職種が介入し、患者さん
の早期回復と地域への円滑な移行を図
れるように努めています。

リエゾンサービスで再骨折が減少
STGsと地域連携を
追求していきたい

寺 元 　骨粗鬆症リエゾンサービス委
員会がクリニカルパスの中で重視してい
るのが、退院後の長期の薬物療法を見
据えた適切な骨粗鬆症治療薬の導入で
す。最近はサステナブル・トリートメント・
ゴールズ（STGs）などといわれ、継続可
能な薬剤を患者さんごとに選択し、提
供することが強く求められています。
　当院では骨粗鬆症サポートチーム発
足前から大腿骨近位部骨折の患者さん
に対してクリニカルパスを作成しており、
治療薬の円滑な導入を図るために2011年
には活性型ビタミンD3製剤を、2013年
にはBP製剤を、2014年には腎不全の患
者さんを対象とするヒト型抗RANKL

渡邊 啓太  氏

図 3　呉共済病院で使用している転倒転落アセスメントスコアシート

転倒転落アセスメントスコアシート

分類
年齢

転倒経験

活動領域

認識力

薬剤使用

排泄

環境

スコア
1
1

2

3

5
4
1
1
1
1

2

4

2

評価
□70歳以上
□過去1年以内に、立った位置から転倒、転落をしたことがある
□足腰の弱り、筋力の低下、ふらつきがある
□車椅子・杖・歩行器を使用している
□簡易版転倒リスク評価が6点以上である
□不穏行動がある
□自立心が強い、何でもできると自分を過大評価する
□理解力・記憶力の低下がある
□認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱ以上である
□麻薬
□抗うつ剤、向精神薬（頓用使用を含む）
□睡眠安定剤
□抗パーキンソン薬
□血糖降下薬
□降圧利尿剤
□排泄時見守りが必要
□ポータブルトイレを使用する
□夜間３回以上トイレに行く

□状態変化（意識レベルの変化、せん妄、排泄方法変更時、
　ADL拡大時、転倒転落発生時、転倒）がある

□点滴・酸素吸入・ドレーンがある

【危険度と評価スコアの合計】
危険度Ⅰ（0～４点） 転倒を起こす可能性がある
危険度Ⅱ（5～15点） 転倒を起こしやすい
危険度Ⅲ（16点以上） 転倒をよく起こす

合計：

危険度：

サイン：

項目

転倒転落アセスメントスコアシートの運用
1. 入院時は最小限にチェックする
2. 危険度Ⅱ以上に関しては全評価を行う
3. 入院 3 日目の評価は、より慎重に評価　必要時カンファレンス実施
4. チームでのカンファレンスを行う（リハビリテーション科や薬剤師・医師）
5. 状態変化時とは、急変時のみでなく、改善傾向の場合にも同様に必要
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モノクローナル抗体製剤デノスマブを、
クリニカルパスに追加しました。治療薬
の導入は円滑に進んだのですが、骨粗
鬆症治療薬は効果をすぐには実感でき
ないため、服薬中断が多いという問題
もあり、処方開始4 ～5カ月後の再診
時には服薬継続率の低下傾向が確認さ
れました。また、2 次骨折の発生率は
10％以上とずっと横ばい状態で、2 次
骨折を起こした症例では服薬継続率が
より低いことが分かりました。
　しかし 2016年に骨粗鬆症サポートチ
ームが活動を開始してからは、服薬継
続率が徐々に上昇。2019年の骨粗鬆
症リエゾンサービス委員会の立ち上げ
後は、2 次骨折発生率も1 桁台に低下
しました。骨粗鬆症リエゾンサービス
委員会の、チームとしての活動の意義
が強く感じられる結果でした。
　近年は、新規の骨粗鬆症治療薬が
次 と々開発されています。当院では術
後 2 週間で BP製剤などの薬物療法を
開始するとお話ししましたが、基礎疾

患によっては使えない薬剤もあります。
服薬継続率を一層向上させるために
は、患者さんの好みや生活のリズムな
どを詳しくお聞きし、より継続しやすい
治 療 薬を選 択すること、 すなわち
STGsをさらに追求する必要があると考
えています。
　例えば、テリパラチド製剤の導入時
には、まず週 1 回の注射製剤をお勧め
していますが、最終的には週 2 回の自
己注射製剤を選択する患者さんが多い
印象があります。患者さんに使い勝手
を聞くと、週 2 回製剤はオートインジェ

クターで、針が見えないのが良いという
声を伺うことがよくあります。
　また、通院の負担を減らすという意
味では、年 1 回のゾレドロン酸水和物
注射液製剤も良い選択肢だと思いま
す。骨密度測定のために年１回受診し
ていただき、その際に注射することで
確実に投与することが可能だからです。
骨粗鬆症リエゾンサービスで円滑に治
療薬を導入し、そのあとは地域の医療
機関の先生方と連携していくことで、
患者さんに最良の骨粗鬆症治療を提
供できるのではないかと考えています。

座談会CONNECTCONNECT

〒737-8505 広島県呉市西中央2丁目3-28

呉共済病院

齊藤 裕子  氏

図 4　栄養指導で使用する資材

カルシウムの目安量

牛乳・乳製品でとるカルシウム量

0

牛乳200g（コップ1杯）

ヨーグルト100g（1カップ）

スキムミルク10g（大さじ1杯）

チーズ15g（1切れ）
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大豆製品でとるカルシウム量

※1日のカルシウムの目標量は800mgです

魚介類・海藻類でとるカルシウム量

野菜でとるカルシウム量

0

がんもどき80g（中1個）

木綿豆腐150g（1/2丁）

厚揚げ50g（1/2個）

凍り豆腐10g（乾燥1個）
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絹ごし豆腐の3倍

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/




