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Voice from the Field

に積極的に取り組んできました。入院中の患者さんに二次骨
折予防の啓発を含め骨粗鬆症治療を行いましたが、治療継続
率は骨折で痛い思いをした二次骨折予防の患者さんより、外
来で治療を開始した一次骨折予防の患者さんのほうが有意に
高い結果となりました。やはり一人での対応には限界があると
痛感し、2016年7月にOLS（Osteoporosis Liaison Service）
チームを発足させました。

 院内のほぼ全職種が関わる 
 多職種連携チームを発足

――まずはじめに、多職種連携チームを設立された経緯につ

いて教えてください。

辻　私は当院に2013年に着任し、その頃から骨粗鬆症治療

座談会

朝日野総合病院における多職種で取り組む
骨粗鬆症治療継続と二次骨折予防

辻　王成先生 
＊整形外科・副センター長＊

安部明日香さん 
＊看護部＊

小野陽子さん 
 ＊事務部庶務課＊

那須照広さん 
＊法人本部業務推進室＊

　急性期、回復期、療養型、緩和ケア等の病棟を有し、総合的な医療を熊本市で提供する朝日野会朝日野
総合病院では、2013年から骨粗鬆症治療に積極的に取り組んでおり、2016年7月には二次骨折予防の治
療継続を目的とした多職種連携チームを院内に発足した。さらに2017年には一次骨折予防対策の充実を
図るために骨粗鬆症外来を開設した。また、骨粗鬆症地域連携パス（以下、連携パス）を活用して地域の医
院やクリニックとの連携も行い、地域における骨粗鬆症治療を牽引している。今回は、多職種連携チーム
の活動や、院内で独自に開発したITシステムについてお話をうかがった。

（開催：2019年6月17日（月）朝日野会朝日野総合病院）
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　たとえば、退院カンファレンスは電子カルテに記録されま
すが、退院予定の患者さんの退院までの流れを確認するには、
診療録をさかのぼらなければなりませんでした。それを、シ
ステム構築により、カンファレンス専用記録システムとして
1つにまとめ、多職種で情報を効率的に共有できるようにし
ました。
　また病棟ごとに骨粗鬆症患者さんの病名、検査データや服
用薬などの状況をシートにまとめ、一目で判断できるように
しました（写真2）。シート内で空欄があった場合には、それ
に気付いた人が実施したり、関連する部署に連絡するルール
で運用しています。さらに電子カルテの自動付箋を活用して、
処方や検査結果を基にOLSメンバーがカルテを閲覧した際
にその患者さんが骨粗鬆症の治療中であることが一目で認識
できるようにもしました。
　処方の際にはさまざまな要素を考慮する必要があるという
ことで、辻先生の提案により非専門医でも短時間で正確に最
適な薬剤を選択できるよう、投薬アルゴリズムも作成しまし
た。

　“患者さんを中心に”、ゆくゆくは病院全体の取り組みにし
たいとの思いから院内のほぼ全職種に関わってもらうため
に、メンバーの人選は原則として各職種の所属長からの推薦
とし、チーム発足当時には20名以上のメンバーに参加しても
らうことができました。現在は医師、歯科医師、看護師、放
射線技師、理学療法士、管理栄養士、メディカルソーシャル
ワーカー、歯科衛生士、事務など総勢28名で活動しています。

――具体的にどのような活動をされているのでしょうか。

辻　勤務時間内に月2回、30分の会議を開催し、OLSチー
ム内の問題点を議論しています。またケースカンファ、研究
会などの参加報告により、情報共有を図っています。チーム
発足時には、私が骨粗鬆症全般について説明し、その後は各
部門からわかりやすい言葉で業務内容を講義してもらい、他
職種の仕事をチーム全体で理解できるようにしました。この
会議で、外来看護師からの提案により、患者さんとのコミュ
ニケーションツールとして、治療経過を記録した「折れない
骨
コツ
」手帳をチームの意見を取り入れ作成し、患者さんにお渡
ししていました。作成当初はいろいろな項目を手帳に盛り込
みましたが、患者さんが使用されない項目もあり、必要な項
目のみに減らしました。また、治療状況や今後の来院時期が
わかるようにカレンダー機能を活用し「コツカレ」手帳にバー
ジョンアップしました（写真1）。これにより、診察室で患者
さんと次回の予約日を確認し合うだけでなく、理学療法士の
指導に基づいてご自宅で取り組まれている運動の確認にま
で、活用の幅が広がりました。

 OLSに関わるITシステムを 
 独自に開発

――貴院独自のOLSに関わるITシステムついて、開発の経緯

を教えてください。

那須　院内には患者さんに関する膨大な情報がありますが、
その情報が散在していました。OLSチームのメンバーに加
入したことを契機に、必要な患者さんの情報を集約するシス
テムの構築を行いました。現在では、システムの構築によっ
て、入院患者さんから外来患者さんまでシームレスに診るこ
とができるようになっています。 写真1　コツカレ （辻先生ご提供）
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辻　提案を反映してもらい、今では患者IDを入力すると入
院時に行われた検査結果が表示され、その後の質問の答えを
選択するとエビデンスに基づいた薬剤が表示されるだけでな
く薬価、禁忌も示されます。
安部　その他にも、処方から骨粗鬆症患者さんの服薬状況を
俯瞰するOLS-CRM（Customer Relationship Management）
の開発により処方状況が時系列で確認できるので、来院して
いない患者さんを把握することができます。これをもとに、
私たち外来看護師が患者さんに電話をかけています。

 OLSチームにおける 
 各職種の役割

――OLSチームにおける各職種の役割をお聞かせください。

安部　骨折を起こして来院した50歳以上の患者さんは、救
急外来ないしは外来においても入院を想定し、統一的に血液
検査およびレントゲン検査、胸腰椎移行部の骨密度測定
（DXA）を行います。その結果を基にして、医師の判断によ
り薬物治療をスタートしています。入院中に薬物治療が開始
され、退院後も当院外来で継続予定の患者さんが、予約日の

1週間後までに受診されない場合には確認の電話をしていま
す。また、外来に定期的に受診されている患者さんには
OLS-CRMを使って、前月に受診予定にも関わらず受診され
ていない患者さんを確認し、電話にてお体の具合や転倒の有
無などについてお聞きしています。
小野　病棟では骨粗鬆症の治療介入をしています。他院から
当院に転院された方や疼痛がひどく入院時に骨密度の測定を
していない方がいます。私は脆弱性骨折が原因で入院された
患者さんを洗い出して、検査実施の有無を確認し、治療が必
要かどうかを調べています。また、入院時の検査で骨粗鬆症
と診断されたのにもかかわらず治療が開始されていない患者
さんは病棟の看護師に連絡します。
　また、骨粗鬆症治療薬を処方されている患者さんが、退院
後に他院や他施設で治療される場合には、退院後の治療の流
れを示した地域連携パスを作成して、退院時に患者さんにお
渡ししています。そして、その患者さんの退院後の治療継続
を確認しています。最近は連携パスの中に返信用のFAX用紙
を添付しており、転院先に患者さんが来院されたことや骨粗
鬆症治療の継続状況を確認できるようにしています。退院後
に通院されている病院がわからない患者さんや、治療が中断
している形跡がある患者さんには、直接電話でお話をうかがっ

Voice from the Field
朝日野総合病院における多職種で取り組む

骨粗鬆症治療継続と二次骨折予防
座談会

写真2　病棟俯瞰システム （辻先生ご提供）
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てできるだけ治療を継続していただくよう促しています。
辻　退院後の治療継続には、比較的時間のある入院期間中に、
患者さんだけでなくご家族にも骨粗鬆症治療の必要性につい
て理解していただくことがとても大切です。そのため、病棟
の看護師の退院支援を通じての治療継続の啓発、薬剤師によ
る服薬指導、管理栄養士による食事指導、理学療法士による
運動の評価と指導は欠かせません。

 患者さんの治療への 
 モチベーションを上げるために

――今後の課題や展望などについてお聞かせください。

安部　外来診療中は、患者さんとゆっくり話す時間をなかな
か取ることができませんが、可能な限り患者さんと関わりを
持ち、骨粗鬆症治療の必要性や薬剤についてお伝えするよう
に努めています。治療の必要性が患者さんに伝われば、さら
に治療の継続率は向上すると思います。

小野　骨粗鬆症は他の疾患に隠れてしまいがちで、患者さん
が自己判断で治療を中断されていることがしばしばありま
す。患者さんが納得し、安心して治療を継続していただける
ように、私たちOLSチームがその環境をしっかりと作れる
よう努めたいと思います。
那須　患者さんと直接接する機会が少ない部門からでも、患
者さんに貢献できることは大変やりがいのあることです。こ
れからも自分にできることを見つけていきたいと思います。
辻　骨粗鬆症治療に対する患者さんのモチベーションを上げ
るためには、まずはチームのスタッフのモチベーションを上
げることが大切であり、それは私にとって最も重要な役割の
1つと考えています。
　他院のOLSチームが当院のOLS活動を参考にしてくださ
るということは、我々は目の前の患者さんだけでなく、全国
の骨粗鬆症患者さんたちにも貢献できるものと感じます。で
すから、当院のスタッフには自信とやりがいを持って、日々
のOLS活動に取り組んでほしいと思っています。

OLSチームでの各職種における役割や取り組みについて教えてください。

　放射線科は治療に関わる部分が少な
いのですが、患者さんの骨密度を正確
に測定し、治療のモチベーションにつ
ながるように努めています。測定時に
は患者さんに服薬や転倒の有無につい
てお声掛けを行っています。

　リハビリテーション科では、OLSス
タッフを骨粗鬆症外来、入院、地域の
3つに役割分担し、運動機能の検査や
転倒予防の指導をしています。OLS

チーム発足により事務面でのサポート
が増え、業務が効率的に行えるように
なりました。

　栄養科では週に1度、骨粗鬆症外来
で栄養指導をしています。また、高齢
の患者さんが簡単に作れるような、カ
ルシウム、ビタミンDやKが多く含ま
れる骨によいレシピを、月に2回無料
で提供しています。

　患者さんが当院からご自宅や他施設
へ退院される際に、骨粗鬆症治療の地
域連携や歯科連携の情報提供を患者さ
んに行っています。

甲斐原　匠さん （診療放射線技師）
　

霍田賢太郎さん（理学療法士）

嶋崎美夏さん（管理栄養士） 渡邉宗一郎さん（医療連携室）
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宮腰尚久先生
＊秋田大学大学院医学系研究科整形外科学 准教授＊

椎体骨折の早期治療
Easy to understand

わかりやすい骨粗鬆症

●原因
　椎体骨折は、骨粗鬆症が原因となって生じることが多い骨折です。高齢の女性

に多く発生しますが、日本人の椎体骨折の発生率は欧米人よりも高く、1,000人当たりの 1年間の発生数は、
70代女性で 40件、80代女性で 84件と推定されています 1）。
　椎体骨折は、骨が丈夫な人では、高所からの墜落などの大きな外力が加わらない限り生じませんが、骨粗鬆
症患者では、転倒してしりもちをつく、重いものを持つなどの軽微な外力でも生じます。さらに骨粗鬆症患者
では、転倒などの誘因がなくても椎体骨折が生じますが、実に約 3分の 2の椎体骨折には誘因がないとされ
ています 2）。
●急性期の症状
　転倒などの誘因がはっきりとしている場合には、骨折の直後から、背中や腰に強い痛みが生じます。このよ
うな急性期の痛みは、臥位から起き上がる時などの “動作時に強い ”という特徴があります。
　椎体の潰れ方が強いと、脊柱管内の神経（脊髄、馬尾、神経根）を圧迫することにより、①下肢の痛みやし
びれ、②筋力低下、③膀胱直腸障害などの神経症状が生じます。神経症状が強い場合には手術が必要となります。
●慢性期の状態
　椎体骨折が治癒しても、潰れた変形は残ってしまいます。そのために、骨折した椎体の数が多ければ多いほど、
身長が低下し、背中や腰が曲がります。背中や腰が後方に弯曲するこのような変形を、脊柱後弯変形と呼びます。

椎体骨折の原因と症状について教えてください。

　脊柱後弯変形が起こると、頑固な慢性の腰背部痛が生じるとともに日常生活動作
が障害され、生活の質（quality of  life：QOL）が低下します 3）4）。また、立った

ときのバランスが悪くなるため転倒しやすくなり 5）、腹部臓器が圧迫されることによって胃食道逆流症が生じ
やすくなります 6）。さらに、脊柱後弯変形の存在は、早期死亡のリスクも高めてしまいます 7）。

椎体骨折による脊柱後弯変形が起こるとどうなりますか？

　新規の椎体骨折が生じるリスクは、既存の椎体骨折の数が多ければ多いほど高く
なります 8）。したがって、骨折の連鎖を防ぐには、最初の椎体骨折が生じた時に、

ただちに、椎体骨折の抑制効果にエビデンスのある骨粗鬆症治療薬による薬物治療を開始する必要があります。
　また、転倒由来の骨折連鎖を防ぐためには、転倒予防のためのバランス訓練や下肢の筋力訓練を行いますが、
脊柱後弯予防のための背筋訓練もお勧めです。日常の生活においては、中腰で重いものを持つなどの動作は椎
体骨折の誘因になりますので、控えるべきです。

骨折連鎖を防ぐにはどのようなことを心掛けたらよいでしょうか？

【References】

1）Fujiwara S, et al. J Bone Miner Res. 2003；18：1547-53.
2）骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版. ライフサイエンス出

版, 東京, 2015.
3）Miyakoshi N, et al. Osteoporos Int. 2003；14：1007-12.
4）Miyakoshi N, et al. Osteoporos Int. 2007；18：1397-403.

5）Ishikawa Y, et al. Osteoporos Int. 2009；20：2049-53.
6）Miyakoshi N, et al. Osteoporos Int. 2009；20：1193-8.
7）Kado DM, et al. Ann Intern Med. 2009；150：681-7.
8）Lunt M, et al. Bone. 2003；33：505-13.



更年期女性と骨粗鬆症
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科女性健康医学 教授　

寺内公一先生

7

更年期における女性の骨量と、骨粗鬆症
との関係について教えてください。

　更年期を迎えると、エストロゲンの急激な減少により骨代 

謝のバランスが崩れ、閉経後1年ごとに2％ずつ骨量は減り、
10年後には 20％も減少すると言われています（図 1）1）2）。 
閉経後の骨量は急激に減少しやすく、70～ 80歳代で骨量
が減少する割合よりも、割合が高いことがわかっています。
　骨量は減り始めても自覚症状が現れません。また、閉経
後から骨粗鬆症と診断されるまでの期間は人さまざまです
が、若い時に蓄えた最大骨量（ピーク・ボーン・マス）が高
ければ骨粗鬆症になりにくく、低ければ骨粗鬆症になりや
すいと言われています。しかし、手術で卵巣を切除してしまっ
た方は、最大骨量が高くても、骨量が急激に減ることがあ
ります。そのため、できるだけ 20代の若い時に最大骨量
を高めておくことが、骨粗鬆症を予防するために重要です。

更年期以降における、女性の骨について
教えてください。

　更年期は、女性ホルモンの1つであるエストロゲンの分
泌が大きく揺らぎながら、急激に減少します。骨は常に吸収
と形成の新陳代謝をバランスよく繰り返しており（図 2）、エ
ストロゲンは骨を吸収する破骨細胞の働きを抑制し、骨を
形成する骨芽細胞の働きを促進させ、カルシウムを骨につ
なぎとめるコラーゲンの生成を促進させる働きがあります。
　更年期以降はエストロゲンが低下することによって破骨
細胞による骨吸収は亢進し、骨芽細胞による骨形成はその
速さに追いつくことができない状態となることにより、骨量
が徐々に下がっていきます。

骨粗鬆症の予防や早期治療のために、 
効果的なことを教えてください。

　バランスのよい食事によって、カルシウムやビタミンを十
分に摂ることは骨粗鬆症を予防するために大切ですが、単
にカルシウムやビタミンが豊富な食事を勧めるだけでなく、
患者さんの日ごろの食生活を共に確認していくことが重要
だと考えています。
　当院の外来では、骨粗鬆症の予防だけを目的とした取り
組みではありませんが、女性の健康をトータルで考え、医
師と管理栄養士とが協同して中高年女性の患者さんに 1ヵ
月間の食事調査を行い、どのような栄養素をどれぐらい摂
取しているかを評価するプログラムがあります。この結果に
基づいて、栄養指導の面から生活習慣のアセスメントを行
い、必要に応じて薬物治療を行っています。
　また、婦人科の医師であれば、若い時の月経不順や過
剰なダイエットによる痩せの経験、婦人科系疾患の病歴や
月経の有無について問診を行いますが、内科や整形外科の
医師がどの程度まで婦人科に関する病歴を問診しているか
は、それぞれの医師によって異なることと思われます。今後、
骨粗鬆症マネージャーが閉経以前の患者さんの骨粗鬆症に
なりやすいリスク因子を確認していくことができるようにな
れば、より一層、骨粗鬆症のリスク因子を持った患者さん
への積極的な骨粗鬆症検診の受診を勧めることができるよ
うになるのではないかと考えています。
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