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　このような生活習慣 病の患者さんや、大腿
骨近位部の骨折を起こした患者さんを骨粗 鬆
症の治療に誘導し、治療を継続することが最
初の脆弱性骨折や、それに続く再骨折を防ぐ
上で重要ですが、医師だけで実行することは
不可能です。こうした現状をうけ、骨 粗 鬆 症
学会では骨 粗 鬆 症の専 門知 識を持って骨 粗
鬆 症の治 療 率や治 療 継 続率の向上に取り組
む、骨 粗 鬆症マネージャーの育成を行うこと
となりました。ぜひ、骨粗 鬆症に関する適切
な知 識と経 験を身につけ、 地 域の骨 粗 鬆 症
治 療においてリーダーシップを発揮し欲しい
と願っています。このコースがより実効性のあ
る骨粗 鬆症の治療の普及に繋がることを期待
しています。

　ご存知のように、わが国の人口における 65
歳以上の割合は 20％を超えました。 高齢に
なっても日常生活動作を維 持して自立した生
活をおくることが、個人にとっても社会にとっ
てもきわめて重要になっています。わが国の
女性の平均寿 命は 86 歳ですが、自立して健
康的な生活を送ることが出来る寿命を表す健

康寿命は 80 歳です。この健康寿命を抑制し
ている原因として、脳血管障害がもっとも大き
な要因であることはよく知られていますが、そ
の次に続くのが骨折や高齢による虚弱といっ
た要因です。健康寿命抑制の大きな原因とな
る大 腿骨近位部の骨折は骨 粗 鬆 症性骨折の
代 表的なものですが、 わが 国では大 腿 骨 近
位部骨折の発生率は増 加の一 途を辿ってい
ます。 骨 粗 鬆 症の予防と治 療 の重 要性 がお
分かり頂けると思います。
　 骨 粗 鬆 症は当 初 女 性ホル モンの 減 少 や、
骨の材料であるカルシウム、ビタミン D の不
足が原因で起こる疾患として考えられていまし
た。しかし、骨粗鬆症の実態が明らかになる
につれて、原因はより根源的な老化そのもの

と関係しているということが明らかになってき
たのです。骨 粗 鬆症患者の 60％以上は生活
習慣 病を合併しています。例えば、骨粗 鬆症
患者の約 40％が高血圧症を、約 10％が糖尿
病を合併しています。また、慢性腎臓病（CKD）
の合併も 20％近くあり、COPD も 5％程度あ
ります。このような事実は、骨 粗 鬆症が老化
とともに起こるさまざまな生活習慣 病の一環
として発 症することを示唆しています。 また、
これらの生活 習 慣 病と関 連する、 糖 化 最 終
産物（AGEs）の身体への蓄積も骨の老化に関
連していることが分かっています。こうしたこ
とから、 生活 習 慣 病患者の中に骨 粗 鬆 症を
すでに発症している方がいないかという視 点
も重要です。
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▲会場では関連書籍の展示も行われ、多くの参加者が手にとっていました。

▲日本骨粗鬆症学会 OLS 委員会委員長の中村利孝先生

▲前日には骨粗鬆症リエゾンサービスに関する医師向け
のシンポジウムが開催され、こちらも盛況となりました。

▲骨粗鬆症の疫学・総論について講演する萩野浩先生

▲骨粗鬆症マネージャーレクチャーコース（リエゾンサービス）は学術集会 3 日目に 3 時間余りにわたって開かれました。参加
者は 450 名におよびました。

▲コースの参加者全員に講演内容が網羅されたテキスト（左）
と､ 修了証書（右）が配られました。

フォトレポート

▲会場の新潟市朱鷺メッセ。

骨粗鬆症マネージャーの
趣旨について
産業医科大学整形外科
骨粗鬆症リエゾンサービス委員会委員長

中村利孝
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骨粗鬆症という病気は
　骨粗鬆症は 1993 年に「低骨量と骨梁構造の
悪化が特徴で、その結果、骨の脆弱性が亢進し、
骨折しやすい状態にある全身的な骨疾患」と定義
されました。その後 2000 年に「骨強度の低下に
よって、骨折のリスクが高くなる骨の障害」と新た
に定義されています。なお、骨強度とは、「骨密度」
と「骨質」の 2 つの要因からなり、骨強度の 7 割
が骨密度によって規定されると言われます（図 1）。
　この定義から、骨粗鬆症は症状が無くても「骨
折しやすい状態であるかどうか」で診断されるとい
うことがわかるかと思います。糖尿病や高血圧が、
症状が無くても診断されるのと同様です。

骨粗鬆症患者は1,280 万人いる
　わが国の人口における骨密度の年齢別の分布か
ら、骨粗鬆症の診断基準にあてはまる人口の割合
を計算し、骨粗鬆症の有病率を算出することがで
きます。2005 年の人口構成から、わが国の骨粗
鬆症の患者数は約 1,280 万人（男性約 300 万人、
女性約 980 万人）と推計されています。一方、骨
粗鬆症の年間発生数は約 97 万人（男性約 16 万
人、女性約 81 万人）と推計されています。
　わが国は現在でも超高齢社会をむかえています
が、今後さらに社会における高齢者の占める割合
が高まるため、骨粗鬆症の患者数は増加すること
が予想されます。大腿骨近位部骨折の将来推計
では、2040 年頃に現在の 1.5 倍以上まで増加す
るとされており、予防が急務となっています。

骨吸収と骨形成のバランスが崩れる
　骨芽細胞によって新しい骨が形成される「骨形
成」と、破骨細胞によって既存の骨が削られる「骨
吸収」のバランスが崩れることで骨量が減少して発
症するのが骨粗鬆症です（図 2）。
　骨量は 20 歳代までに生涯で最大となり、これ
を「最大骨量」と呼びます。女性の場合はその後
閉経によって骨量が大きく低下しますが、最大骨
量が少ないほど骨粗鬆症の発症が早まります。

脆弱性骨折が一番こわい
　立った高さからの転倒に相当する「軽微な外力」
で発生する骨折を脆弱性骨折と呼び、骨粗鬆症が
原因で発生します。高齢者に発生しやすい脆弱性

骨折のうちでもっとも多いのが椎体の骨折で、四
肢における脆弱性骨折では、大腿骨近位部、橈
骨遠位端、上腕骨近位部の骨折の発生数が多い
傾向があります。
　一度脆弱性骨折を起こすと、再骨折のリスクが
2 ～ 4 倍に高まり､骨折しやすくなります。これが

「骨折の連鎖」です。閉経後女性の 16％に脆弱性
骨折の既往があり、大腿骨近位部骨折の 50％は

この中から発生します。
　骨粗鬆症性骨折でもっとも問題になるのがこの
大腿骨近位部の骨折です。大腿骨近位部骨折を
起こした患者の多くが日常生活動作（ADL）を阻害
されてしまうなど、身体能力の低下や死亡の大き
な原因となります。女性の 5 人にひとりが生涯に
一度大腿骨近位部骨折を起こすとされており、啓
発を含めた予防対策が必要です。

　骨折を起こした人に対し
「骨が折れただけで済んでよ
かったね」と言葉がかけられ
ることが少なくありませんが、
骨折が高齢者の QOL を大き
く損ない、死亡に繋がること

を考えれば、これはとんでもない言葉だということ
が分かると思います。心筋梗塞や脳卒中を起こし
た人に「それだけで済んで良かったね」などと言う
人はいません。骨粗鬆症とそれに伴う骨折の危険
性を認識し、骨粗鬆症の治療の目的が、骨密度を
増やすことではなく、骨折を予防することだという
ことを忘れないで下さい。

骨粗鬆症の総論・疫学
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩

図 1 骨強度に対する骨密度と骨質の関係

図 2  骨の新陳代謝

図 3 大腿骨近位部骨折発症 1 年後の患者の身体機能

総　論

骨強度は骨密度と骨質からなる

骨は生成と破壊を繰り返して、
強さと柔軟さを保つ。このバラ
ンスが崩れると骨粗鬆症に。

すべての骨折は死亡や身
体能力低下と関係する
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骨粗鬆症診断の 2 つの柱
　骨粗鬆症の診断で重要なことは、「骨に関する
評価」と「鑑別診断・除外診断」です。骨粗鬆症
でもっとも多いのは原発性骨粗鬆症で、閉経後骨
粗鬆症と男性骨粗鬆症、特発性骨粗鬆症が含ま
れます。これに対して、他の疾患や薬物などによっ
て引き起こされる続発性骨粗鬆症や、骨粗鬆症
以外に骨量を低下させる疾患があります（図 1）。
　続発性骨粗鬆症の場合は原因となっている疾
患に対処する必要があり、原発性骨粗鬆症の診
断基準をそのままあてはめることができないことに
注意しなくてはいけません。

脆弱性骨折があるかどうか
　骨に関する評価は骨量の測定と、脆弱性骨折（前
項「骨粗鬆症の総論・疫学」参照）を経験している
かどうかで行います。脆弱性骨折の既往を確認す
るためには、病歴の聴取のほかに、椎体のエック
ス線写真が必要です。
　問診の時点で過去に脆弱性骨折を起こしたこと
がわかったら、それ自体が骨の弱さを示している
ので、骨量測定の結果をより厳しく判定する必要
があります。特に脆弱性骨折を起こした部位が、
椎体や大腿骨近位部の場合は将来の骨折リスク
が高いため、骨量測定の結果にかかわらず、骨粗
鬆症と診断します。

骨量の測定法と解釈
　骨量の測定はエックス線を用いる方法と超音波を
用いる方法があり、前者には 2 種類のエネルギー
のエックス線を用いて腰椎や大腿骨近位部を測定
する dual energy X-ray absorptiometry（DXA）
や、第 2 中手骨のエックス線写真上での骨陰影の
濃度を評価するmicro densitometry（MD）などが
あります。超音波による測定は、硬い物質ほど音が
速く伝わるという性質を利用したもので、超音波が
骨内を伝わる速さを測ります。以上のうち、DXA
が骨粗鬆症の診断や治療効果の判定などでもっと
も推奨されている方法です（表 1）。
　これらの測定で得られた値に原発性骨粗鬆症
の診断基準を適用し、骨粗鬆症かどうかを判定し
ます。骨粗鬆症の診断には、脆弱性骨折の有無
と、若年者（20 ～ 44 歳）の骨量の平均値（young 
adult mean: YAM）を基準として用います。
　脆弱性骨折の既往がある場合、骨密度値が
YAM の 80％未満で骨粗鬆症と判定します。
　脆弱性骨折が無くても、骨密度値が YAM の
70％未満の場合は骨粗鬆症と判定します。脆弱性
骨折が無く、骨密度値が YAM の 80％未満 70％
以上の場合は骨量減少と呼びます。

血液・尿検査について
　骨では古い骨が新しい骨に置き換わる骨代謝が
常に進行していますが、その際に生じる物質をマー

カーとして調べ、骨代謝の状態を知ることができま
す。この骨代謝マーカーには古い骨を壊す骨吸収
作用を反映するものと、新しい骨を作る骨形成作用
を反映するものがあり、その他に骨代謝におけるビ
タミン K の不足を示す骨マトリックス関連マーカー
があります。
　骨代謝マーカーは診断や薬物治療開始の判断には
使用せず、薬物の選択やその効果判定に用います。

　骨量の低下を引き起こす原
因となる疾患は、原発性骨粗
鬆症のほかにもいくつかある
ため、骨粗鬆症の診断では原
発性骨粗鬆症、続発性骨粗
鬆症、その他の疾患を鑑別・

除外することがとても重要になります。
　診断において、鑑別・除外診断と並んで重要な
要素が、骨の評価です。エックス線検査や骨量測
定をもとに骨を評価し、骨粗鬆症かどうかを判定
します。骨折リスクの高い患者さんや骨折で入院
した患者さんには、この骨量測定を行って骨粗鬆
症の評価を行うことが重要ですが、別項で述べる
ように、骨量測定は十分に行われていないのが現
状です。骨粗鬆症検診を受けるよう勧めたり、日
常診療の中で適切に骨量測定を行っていくことは
OLS の重要な役目だといえます。

骨粗鬆症の診断・検査
伊奈病院整形外科
石橋英明 

図 1 低骨量を呈する疾患

表 1  主な骨量測定方法の名称と特徴
総　論

原発性骨粗鬆症以外は診断基準
をあてはめることができないの
で、慎重な鑑別が必要。

骨粗鬆症の診断は DXA（デキサ）
による骨密度測定で行う。他の方
法はスクリーニングに用いる。

出典：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版
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を担う必要があります。
　食事指導や運動療法、理学療法は、OLS の活
躍主体となる分野で、薬物療法はこれらが行われ
てはじめて十分な効果が得られます。別項にて詳
しく検討します。

　骨粗鬆症の治療の目的は、
骨折を予防して骨の健康を維
持することですが、まだこの
認識は広く知られていません。
骨粗鬆症の治療の位置づけに

ついて啓発することは、OLS の重要な役割の一つ
です。 

が目的で、ひいては、寝たきりではなく、健康長
寿を目指して健康寿命を延ばすことでもあります。
　骨粗鬆症の治療薬が臨床試験において「骨折
率の低下」をエンドポイント（評価項目）に定めてい
るのはこのためです。

薬物治療の開始基準
　現在の骨粗鬆症の薬物治療開始基準（図 1）で
は、脆弱性既存骨折の有無に加え、骨密度、大
腿骨近位部の家族歴の有無、または FRAX® に
よる骨折リスクを元に治療開始の判断を行います。
　骨粗鬆症の治療薬には多くの種類があり、ガイ
ドラインでは薬物ごとに推奨グレードが設けられ
ています（図 2）。現在、推奨グレードも高く、骨
粗鬆症の治療でもっとも用いられているのはビス
ホスホネート系の薬物ですが、服薬方法に注意す
る点があり、コンプライアンス維持の難しい薬で
もあります。推奨度だけでなく、各薬物の特性や
エビデンスを熟知することが重要です。

治療の効果を知る
　治療効果を評価する指標としては骨量と骨代謝
マーカーがあります。骨代謝マーカーは骨量よりも
ダイレクトに全身の骨代謝状態を評価することが出
来ますが、基礎疾患がある場合は影響を受けてし
まうため、その解釈は簡単ではありません。

その他の治療法について
　椎体骨折は保存的療法が主体となりますが、痛
みが残る場合や偽関節を形成した場合は固定術
を用いる場合もあります。
　大腿骨頸部あるいは転子部を骨折した場合は
手術の適応になり、多くの場合手術を主体とする
急性期の病院で手術をうけ、回復期の治療を行う
施設へ転院することになります。OLS は患者の現
在の状況を正しく把握し、役割の異なる施設間の
スムーズな医療連携のために、情報の共有と連絡

分 類 薬物名

グレードA：行うよう強く勧められる　
グレードB：行うよう勧められる
グレードC：行うよう勧めるだけの根拠が明確でない　
グレードD：行わないよう勧められる

#1：骨粗鬆症は保険適用外　　
#2：疼痛に関して鎮痛作用を有し，疼痛を改善する（グレードA）
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L-アスパラギン酸カルシウム
リン酸水素カルシウム
エストリオール
結合型エストロゲン#1

エストラジオール
アルファカルシドール
カルシトリオール
エルデカルシトール
メナテトレノン
エチドロン酸
アレンドロン酸
リセドロン酸
ミノドロン酸
ラロキシフェン
バゼドキシフェン
エルカトニン
サケカルシトニン
テリパラチド（遺伝子組換え）
イプリフラボン
ナンドロロン

カルシウム薬

女性ホルモン薬

活性型
ビタミンD3薬

ビタミンK2薬
ビスホス
ホネート薬

SERM

カルシトニン薬#2

副甲状腺ホルモン薬
その他

なぜ骨粗鬆症を治療するのか
　椎体や大腿骨近位部の骨折は日常生活動作

（ADL）を阻害し QOL を著しく低下させ、寝たきり
の大きな原因になります。骨粗鬆症の治療は、骨
折を予防して骨の健康を維持するために積極的に
行われなくてはいけませんが、まだこの概念は広
く浸透しているとは言い難いのが現状です。骨粗
鬆症の治療の位置づけについて広く国民に啓発す
ることは、OLS の重要な役割の一つだといえるで

しょう。
　骨粗鬆症の予防と治療の目的は、最初の脆弱
性骨折を起こさせないということです。これまでの
項目でも述べたように、一度脆弱性骨折を起こす
と新たに骨折を起こす確率が高まり、脆弱性骨折
を起こした部位が椎体や大腿骨近位部の場合は、
それだけで骨粗鬆症の薬物治療を開始する必要
があります。骨量を増加させ、骨質を改善するこ
とは骨強度を改善して骨折リスクを低減させること

骨粗鬆症の治療
藤田保健衛生大学医学部臨床検査科
田中 郁子

図 1 原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準基準

図 2  骨粗鬆症治療薬の推奨グレード一覧表

総　論

薬物治療開始

ない ある

ない ある

大腿骨近位部
骨折の家族歴

脆弱性骨折
（大腿骨近位部骨折および椎体骨折以外）#2

FRAX®の10年間の骨折確率
（主要骨折）15%以上#4,5

脆弱性骨折
（大腿骨近位部骨折または椎体骨折）#1

BMDがYAMの
70%以上80%未満#3

BMDがYAMの
80%未満#3

BMDがYAMの
70%未満#3

#1：女性では閉経以降，男性では50歳以降に軽微な外力で生じた，大腿骨近位部骨折または椎体骨折をさす。
#2：女性では閉経以降，男性では50歳以降に軽微な外力で生じた，前腕骨遠位端骨折，上腕骨近位部骨折，骨盤骨折，下腿骨折または肋骨
骨折をさす。

#3：測定部位によってはTスコアの併記が検討されている。
#4：75歳未満で適用する。また，50歳代を中心とする世代においては,より低いカットオフ値を用いた場合でも,現行の診断基準に基づいて薬
物治療が推奨される集団を部分的にしかカバーしないなどの限界も明らかになっている。

#5：この薬物治療開始基準は原発性骨粗鬆症に関するものであるため，FRAX®の項目のうち糖質コルチコイド，関節リウマチ，続発性骨粗鬆
症にあてはまる者には適用されない。すなわち,これらの項目がすべて「なし」である症例に限って適用される。

脆弱性既存骨折の有無のほか、骨
密度、大腿骨近位部骨折の家族歴、
または FRAX® による骨折リスク
を元に治療開始の判断を行う。 出典：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版

出典：骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版
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まったなしの現状
　2011 年におけるわが国の要介護者数は、介護
保険開始当初の約 2.5 倍となる 516 万人まで増
加しています（図 1）。要介護となった原因のうち「骨
折・転倒」は 10％を占めており、その主な骨折は
大腿骨近位部骨折です。諸外国では、大腿骨近
位部骨折は減少傾向にありますが、わが国では増
加しており、2007 年では約 15 万人と、1995 年
の 2 倍になっています。
　この原因として、わが国における骨粗鬆症の治
療率と治療継続率の低さが考えられます。わが国
の骨粗鬆症患者数は 1,280 万人と推定されてい
ますが、治療を受けているのは約 200 万人、さ
らに、大腿骨近位部骨折や椎体骨折を起こした、
骨粗鬆症リスクの高い患者さんで骨粗鬆症の治療
を受けていたのは 20％程度とされており、治療率
は高くありません。また、治療継続率では、もっ

とも処方の多いビスホスホネート薬の 1 年目の服
薬率が 50％にも満たないことがわかっています。

英国での取り組み 
骨折リエゾンサービス（fracture liaison services）
　英国では 2000 年より「骨折リエゾンサービス」
を展開しています。これは、骨粗鬆症性骨折によっ
て入院した 50 歳以上の患者さんに対して、骨折
治療と並行してリエゾンナースが骨粗鬆症の評価
を行い、それに基づいて治療計画を立て、退院
後も診療所と連携をとって患者をフォローする仕組
みです。これによって、骨粗鬆症性骨折を繰り返
すことの予防に貢献しています。
　同様のモデルは米国やカナダなどででも展開さ
れており、医療制度が異なる面はあるものの、わ
が国でもこのようなメディカルスタッフを養成する
必要があります。

骨粗鬆症リエゾンサービス
　骨粗鬆症リエゾンサービスの目的は、骨粗鬆症
治療開始への誘導（治療率の向上）と治療開始後
の治療の継続（治療継続率の向上）をはかり、骨
折リスクの低下と骨折発生率の低下を目指すこと
です（図 2）。
　治療率と治療継続率の向上には、地域の医師、
看護師、薬剤師などのメディカルスタッフが、1 人
の患者さんの治療を通してチームとして連携を行
いつつ関わっていくことが重要です。

骨粗鬆症マネージャー
　骨粗鬆症マネージャーの職種や役割は関わる
場によって異なりますが、職種は国家資格を有す
るものとし、骨粗鬆症検診を含む地域社会での「地
域部門」、開業医などの「診療所部門」、入院患
者を扱う「病院部門」の大きく3 つに分けられます。
これらの部門は互いに連携をとり、地域の医療機
関全体で 1 つの病院のような機能を持つ地域完
結型医療によって治療率と治療継続率の向上を目
指すことが求められます（図 3）。
　骨粗鬆症マネージャーは地域ネットワークの中
で、自分がどこにどう関わることが出来るかを意
識して取り組んで欲しいと思います。

骨粗鬆症マネージャーの役割
（総論）　　　　　健愛記念病院整形外科

池田　聡

図 1 要介護者数の推移と要介護となった要因

図 2  OLS の目的とその方法 図 3 骨粗鬆症ネットワークの概念図 

総　論

　FRAX®（fracture risk assessment tool）は
WHO（世界保 健 機構）が開発し 2008 年に発
表した骨折リスク評価法で、WEB 上で無料で
使用することができるツールです。日本語版も
あり、簡便に扱うことができるのが特徴です。
　FRAX® の サ イ ト（http://www.shef.ac.jp/
FRAX）にアクセスして使用する言語を選択し、
年齢 や 性 別、 身長、 体 重、 骨折リスクなど、
12 項目を入力すると患者（受診者）の 10 年以
内に骨折する確率（％）が算出されます。骨密
度値を入力しなくても、身長と体重から得られ
る BMI で代用することが出来るので、骨密度

測定設備が無い場合でも使用できます。さまざ
まな骨折危険因子が反映された骨折リスクを比
較的簡単に分かりやすい形で得ることが出来るの
で、予算や時間、人的資源に制限がある状態で
の骨折危険度の評価に適しています。
　WHO が示しているのは、わが国を含む世界各
国の疫学データをもとに作成された標準モデルの
ため、それぞれの国の実情に合わせて改変・調
整して使用することになり、2011 年版の骨粗鬆
症の予防と治療ガイドラインの薬物治療開始基準
にも注釈付きで取り入れられています。

　「FRAX® とは」 
要介護者の数は増え続け
ており、その原因の1 割を
骨折・転倒が占めている。

出典：左図：介護保険事業状況報告（平成 23 年 8 月）　右図：「平成 22 年国民生活基礎調査」　いずれも厚生労働省
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はじめに　
　病院部門で骨粗鬆症リエゾンサービスの対象
となるのは、おもに入院患者さんです。病院部門
の骨粗鬆症マネージャーの役割は、骨折を扱う
整形外科とそれ以外の診療科では大きく異なりま
す。さらに、骨折の急性 期に DPC（diagnosis 
procedure combination: 診断群分類）対象病
院で初期治療を受けた場合と、治療完結型の
非 DPC 対象病院で治療を受けた場合でもマネー
ジャーの関わり方が異なります。
　病院部門の骨粗鬆症マネージャーは、骨粗鬆
症の評価を行って、次の施設との連携をとること
が重要になります。
 
DPC 対象病院：整形外科
　骨粗鬆症性骨折を起こした患者さんの多くは

DPC 対象病院に搬送され、必要に応じて手術や
急性期の処置が行われ、その後は回復期の施設
へ転院となります。DPC 対象病院では急性期の
治療が中心となるため、医師も骨粗鬆症に関して
十分に評価できていないことが少なくありません。
このため、DPC 対象病院における骨粗鬆症マネー
ジャーの役割は大きく、短い入院期間の中でいか
に骨粗鬆症の評価を行って、次の施設との連携を
とるかが重要になります（図 1）。

一般病院（非 DPC 対象病院）・回復
期リハビリテーション病棟：整形外科
　骨粗鬆症マネージャーの関わりは、DPC 対象
病院から転院してきた場合と、新規に入院してき
た場合で異なります。
　前者の場合は治療の継続と理学療法士による

運動指導、薬剤師による服薬指導、栄養士によ
る栄養指導などの患者指導も行うことが求められ
ます。後者の場合は、前述の患者指導に加え、骨
粗鬆症の評価を行うことが重要です。

非 DPC 対象 : 整形外科以外
　どこまでの患者を対象とするかは判断の難しい
ところですが、少なくとも、続発性骨粗鬆症をき
たす疾患や ､その原因となる薬物を使用している
患者さんには骨粗鬆症の評価が必要になると考え
られます。さらに、近年骨粗鬆症との関連が指摘
されている生活習慣病患者についても評価対象と
すべきです。

OLS による骨粗鬆症評価
　表 1 に示す項目を参考に、病院と地域の連携
施設の骨粗鬆症マネージャーが協力して「骨粗鬆
症クリニカルパス」を作成し、1 人の患者の治療経
過を通して関わっていくことが必要です。

問題点
① DPC 対象病院では、疾患によって診療報酬が
決まっており、入院期間が短いほど診療報酬も高
いため、骨粗鬆症に対する十分な評価が出来な
い状況にあります。
②各地で大腿骨近位部骨折地域連携クリニカルパ

スが徐々に普及し始めていますが、このようなもっ
とも骨折リスクの高い患者さんに対して骨粗鬆症
治療の介入がされていません。術後のレントゲン
撮影の際に、DXA による骨密度測定を行うことな
どが重要です。
③骨粗鬆症評価に関する情報を施設間で共有す
ることが重要ですが、骨密度や骨代謝マーカーと
いった重要な項目が共有されていないことが少な
くありません。チェックリストや数値の記入だけで
済むような、簡便な診療情報提供書を作成してお
くことが重要です。
④認知症の合併や内科的合併症を複数抱える患
者さんの治療継続率は低くなりやすいので、個別
に対策を立てていくことが必要です。

　 病 院 部 門の骨 粗 鬆 症マ
ネージャーの対象となる患者
さんは、骨折患者、骨折術
後患者、骨折リスクの高い患
者、高齢者などに分けられま

す。それぞれ関わり方は異なりますが、もっとも重
要な目標は、治療率と治療継続率の向上です。骨
粗鬆症性骨折を起こした患者さんに対し確実に骨
粗鬆症の評価を行い、患者さんや家族への教育と
次の施設との連携を行うことが病院部門の骨粗鬆
症マネージャーに求められます。

骨粗鬆症マネージャーの役割
（病院部門）　　　　　健愛記念病院整形外科

池田　聡

図 1 骨粗鬆症性骨折の治療における OLS の介入ポイント

表 1 骨粗鬆症マネージャーの関わり方　
総　論

主な連携先
回復期病院、非 DPC 対応病院
診療所、介護施設

主な連携先
診療所や介護施設
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　骨粗鬆症の治療率の低さや、服薬率低下によ
る治療継続率の低さなどの問題を解決するには、
ひとつの施設だけでは限界があります。
　外来診療が中心のクリニックは、①骨粗鬆症
の啓発による治療率の向上や、②薬物治療の継
続率の維持において重要な役目を持つと考えられ
ます。また、かかりつけ医として、③他施設との
治療連携では中心的な役割を果たす必要がありま
す。

治療率と治療継続率の向上のために
　治療率の向上には患者さんに対する骨粗鬆症の
啓発が重要になりますが、院内勉強会などでスタッ
フの知識を向上させ、クリニック全体で啓発が可

能な状態にすることが重要です。また、患者さん
は自分が骨粗鬆症かどうかに興味があることが多
く、自己評価ツール（FOSTA や FRAX®）を用い
ることで、患者さんの意識を骨粗鬆症に向けるこ
とが出来るでしょう。骨折歴や骨折危険因子の聴
取、転倒危険性の把握など、治療を開始するため
に必要な情報の収集も骨粗鬆症マネージャーの重
要な役目です。
　骨粗鬆症の薬物治療は長期的な継続が必要で
す。骨粗鬆症の治療薬の服薬継続率は高くありま
せんが、服薬を中止してしまうのは治療開始早期
に多いことが分かっています。治療の重要性を十
分に説明し、治療効果を実感できるように患者さ
んにフィードバックすることや、中長期的な治療計

画を伝えることが重要です。
　骨折の予防には転倒の予防も欠かせません。
症例ごとに治療計画を立て、有害事象の有無を
チェックするリストなどを活用してアドヒアランスの
向上に役立てましょう。
　有用なツールの一例として、図のようなものがあ
ります（図 1、2）。

治療の連携
　対象患者の多くが高齢者である骨粗鬆症は、骨
折や合併症の治療など、さまざまな理由によって
転院、入院することが多く、転院を機に治療が中
断することもあります。治療継続のためには、一施
設の中だけに限らず、周囲の医療機関との連携や、

ケアマネージャーなどとの地域ぐるみの連携が重
要になります。クリニックにおける OLS は、かかり
つけ医としてその中核を担う役割があります。

　クリニックは治療率の向上
において重要となる患者さん
への啓発の拠点になります。
特に骨折リスクの高い患者さ
んに治療を促すことは重要で
す。また、骨粗鬆症の薬物治

療は長期的な継続が必要です。クリニックのスタッ
フがチェックリストを利用して継続状況のモニタリ
ングを行うことが欠かせません。

骨粗鬆症マネージャーの役割
（クリニック）鶴上整形外科リウマチ科

鶴上　浩

総　論

・自己注射指導ツール（導入リスト、継続確認リスト、検査スケジュール表）

　「大腿骨近位部骨折地域連携パスとは」 
のリスクを軽減させる工夫を組み入れることが
必要です。しかし、骨折の治療を行う急性期
病院の多くが DPC 対応病院であることや、地
域連携診療計画の施設基準に一般病棟の平均
在院日数は 17 日以内という基準があることか
ら、コストや時間的な制限があり、新たな検
査や治療を行うことが難しいのが現状です。
　FRAX® や FOSTA など簡便で低コストな骨
折リスク評価ツールの使用や、医師だけでな
くメディカルスタッフ間の連携を構築すること
で、改善可能な部分は多いと考えられ、OLS
の役割に期待が寄せられています。
 

　2006 年の診療報酬の改定によって「地域連
携クリニカルパス」の運用による連携治療のう
ち「脳卒中」と「大腿骨近位部部骨折」について、
地域連携診療計画として保険が適用されること
になり、大腿骨近位部骨折の地域連携クリニカ
ルパスの普及が進んでいます。
　代表的な骨粗鬆症性骨折である大腿骨近位
部骨折は、治療 後の骨折の連鎖を防ぐために
骨粗 鬆症の治療を行うことが 重要ですが、 各
地 域で運 用されている連携パスの中に骨粗鬆
症の評価や治療が組み込まれている例はまだ少
ないのが現状です。
　この診 療 体制の中に骨粗鬆症による再骨折

図 1 治療計画を立てる上で有用なツールの例

図 2  治療計画を立てる上で有用なツールの例（転倒予防）

1.導入リスト

導入～3ヵ月

2.継続確認リスト

4ヵ月以降

3.検査スケジュール表

全治療期間を通じて

24項目 4+α項目 診断・X-P・DXA・マーカー
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骨粗鬆症の予防
　骨粗鬆症の予防では対象者の年齢に応じたア
プローチを行う必要があります（図 1）。
若年者における予防　若年期に高い最大骨量

（peak bone mass: PBM）を獲得しておくことで、
後年になって骨密度が低下しても、骨折閾値への
到達を遅らせることが出来ます。高い PBM を獲
得するためにも、日本人女性なら PBM が最大と
なる18 歳以前に、カルシウムの摂取を促したり、
荷重的な運動を行うよう指導することが重要です。
中高年における予防　BMI が低い例では骨折リ
スクが高いことから、適正な体重の維持、やせの
防止を指導することが重要です。また、飲酒と喫
煙も骨折リスクを高めるため、禁煙や過度の飲酒
を避けるよう指導しましょう。
高齢者における転倒予防　高齢者の転倒の危険

因子としては、①転倒の既往、②歩行能力の低下、
③特定薬物の服用があります。このような危険因
子をもつ高齢者には、運動の推奨やビタミン D の
摂取促進、日常環境の評価改善など、多角的な
介入が必要です。

骨粗鬆症患者の早期発見
　骨粗鬆症は症状がないため患者が医療機関を
受診しないことが多く、発見を遅らせる大きな原
因になっています。早期発見には検診が重要で
す。骨粗鬆症検診率の高い都道府県では要介護
率が低いという調査もありますが、全般に受診率
は低く（2008 年 4.7%）、他の特定検診（2011 年 
42.7%）に比べて遠くおよばないのが現状です。
　骨粗鬆症マネージャーには検診受診率の向上
への取り組みが期待されます。実施にあたっては、

自治体財政の問題や、骨量測定装置の普及率の
低さなどの問題があります（図 2）。そこで、問診
のみで骨折リスクを計算できる FRAX® を検診に
応用していくなどの工夫が必要です（図 2）。

骨粗鬆症患者の治療の継続
　骨粗鬆症の薬物治療では 5 年以内に 52.1％が
脱落してしまうとされています。また、大腿骨近位
部骨折後、反対側の脚を骨折する確率は高く、骨
折後の治療を継続することは重要です。
　現在、全国で運営されている大腿骨近位部骨
折地域連携クリニカルパス（図 3）に骨粗鬆症治療

を加える試みがなされていますが、DPC に基づく
包括医療制度のために骨粗鬆症の薬物治療を開
始することが難しい施設が多いのが現状です。骨
粗鬆症マネージャーには、病診連携、病病連携
の中に骨粗鬆症治療の連携を組み込むことや、骨
折後に在宅療養となった患者さんとともに、家族
へのアプローチを通して治療のアドヒアランスの維
持、向上を行うことが求められます。

骨粗鬆症教育・啓蒙・検査機会の
提供
　60 歳以上の男女に対する骨粗鬆症の意識調査
では、9 割以上が骨粗鬆症の症状について理解し
ているのに対し、6 割が検査を受けたことがない
と答えています。
　検査を受けていない理由として、「自分が骨粗
鬆症だとは思っていない」という人がもっとも多く、

「どこで検査を受けて良いかわからない」が 2 位と
なっています。また前者の理由を述べた人のうち

「骨粗鬆症の本当の怖さを知ったら検査を受けた
い」と答えた人が 8 割以上に達することから、骨
粗鬆症の教育・啓発が潜在患者を検査に誘導し、
早期発見に繋がることが期待されます。

　地域において対象となる患
者さんは様々です。若年者、
中高年、高齢者と年齢ごとに
アプローチを変えて取り組む
必要があります。また、検診
の実施により骨粗鬆症患者の

早期発見率を高めることが重要です。
　骨粗鬆症の治療において問題となるのが治療継
続率の低さですが、施設間連携の中に骨粗鬆症治
療の連携を組み込むとともに、骨折後の患者さん
と家族へのアプローチを通して、治療継続率の向
上に努めましょう。骨粗鬆症教育・啓蒙・検査機
会の提供を通して、骨の健康を身近に捉えてもらえ
るような工夫も必要です。 

骨粗鬆症マネージャーの役割
（地域・社会の中でのマネージャーの関わり方）

あさひ総合病院整形外科
中藤真一

図 1 年齢による骨密度の変化
図 3  大腿骨近位部骨折治療における地域連携の例

図 2 骨粗鬆症検診を受診しない理由とその解決方法

総　論

対象者によって教育指導の
方法を分けることが必要。

一連の地域連携に骨粗鬆症マネージャーとして
どのように関わっていくかを考えることが重要
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運動療法とは
　運動療法の目的は ､骨量を維持 ､ 増強して骨
折や骨折の原因としての転倒を予防し ､QOL を維
持、改善することです。
　運動療法は腰椎や大腿骨など､骨折しやすい
部位の骨密度を増加させるほか ､ 体幹や下肢の筋
力の増強 ､ バランス能力を改善することで､ 転倒
を予防できることが研究から明らかになっていま
す。また ､ 食事療法とともに薬物療法の有効性を
支える重要な基礎療法で ､骨粗鬆症治療のどの
段階においても介入しやすい治療法です（図 1）。
　
エアロビクスとレジスタンス
　エネルギーの利用効率での分類では有酸素運
動（エアロビクス）と無酸素運動（アネアロビクス）
があります。有酸素運動は長時間の運動が可能
で ､ 持久力維持や安全の面からも ､骨粗鬆症の
運動療法には有酸素運動が推奨されます。
　筋力の使用部位での分類では全身運動と局所
運動があります。全身運動は全身の体力増進や心

肺機能の改善などの効果があり､ 局所運動は関節
の運動能力や局所の筋力改善などの効果がありま
す。
　筋力の使用強度からみた分類では ､ 比較的重
い負荷をかけるレジスタンストレーニングと持久力
を維持する持久性トレーニングがあります。レジス
タンストレーニングは負荷の大きさによって筋力や
骨密度の増加作用が変化します。
　関節運動の有無で分類すると､関節運動を伴わ
ない等尺運動と伴う等張運動があります。等尺運
動はおもに筋肉の持久力を高め ､等張運動は筋肉
の瞬発力を高めます。転倒予防の観点からはいず
れの運動も重要だと考えられます。
　運動療法を実施するには ､ 運動実施の 6 原則
に注意して取り組みましょう（表 1）。個別に行う
指導は ､個人に最適な運動の指導が出来る反面 ､
指導者側の効率が悪くなります。反対に ､ 集団で
運動療法を行う場合は一度に多くの患者さんに指
導でき ､ 患者さんのモチベーションも上がりやす
いのですが ､その人にとって最適な運動を提供で

きる訳ではなくなります。人的資源や時間などを
考慮して､ 施設にとって最適な方法を構築していく
ことが重要です。

運動療法
全身の調整運動
　ウォーキングはただ歩くのではなく､Exercise 
Walking の注意点にしたがって行うことが重要で
す。比較的安全な運動で､ 腰や下肢の筋力を保
持できます。太極拳も骨密度増加のエビデンスの
ある運動です。

各部位の骨折予防　脊柱
　腰上げや杖体操などの背筋訓練は筋力増強や
柔軟性の維持に効果があります。

各部位の骨折予防　大腿骨近位部

　大腿骨近位部骨折の原因となる転倒を予防する
ため ､ウォーキングが有効です。また ､ 片脚起立
訓練は筋力増強 ､骨量増加 ､バランス感覚維持な
どに効果があるほか ､ 片脚で 1 分立つだけで 40
分ほどのウォーキングに匹敵する負荷を得ることが
出来るため ､ 効率よく効果を得ることの出来る運
動です。
各部位の骨折予防　上肢

　橈骨遠位端や上腕骨近位部の骨折予防には ､ 握
力訓練 ､ 受け身の練習 ､ 腕立て伏せが有効です。

　運動療法は骨折や骨折の原
因となる転倒を予防して QOL
を維持 ､ 改善することを目的
としています。食事療法ととも
に薬物療法を支える基礎療法

で ､ 骨粗鬆症治療のどの段階においても介入しや
すい治療法です。運動は ､ 有酸素（エアロビクス）
と負荷をかけた運動（レジスタンストレーニング）
の効果が高く推奨されますが ､ 施設の人的資源や
時間を考え ､ 最適な方法で取り組みを行うことが
重要です。

骨粗鬆症の運動療法
日高整形外科病院整形外科
日高 滋紀

図 1 骨粗鬆症治療の全体像と運動療法の介入点

表 1 運動実施の 6 原則

運動療法は骨粗鬆症治療
において介入可能なポイン
トが豊富。

総　論

▲ Exercise Walking

▲背筋訓練（腰上げ）

▲ダイナミックフラミンゴ療法

▲背筋訓練（ペットボトル挙げ）
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適正な体重と適度な蛋白質の摂取
　一般に体重が軽い高齢者では骨量、筋肉量とも
に低下するため、骨粗鬆症性骨折のリスクが高く
なります。また、肥満例では、骨折リスク、生活
習慣病、がんなどの疾患が増加することが知られ
ており、適正なカロリー摂取を行い、適正体重を
維持することが重要です（表 1）。

カルシウムが足りない
　骨粗鬆症予防のためには 1日 800 ～ 1000mg
のカルシウム摂取が望ましいとされますが、2010
年の国民健康・栄養調査では 20 歳以上のカルシ
ウム摂取量は 1 日あたり平均 502mg に過ぎず、
推奨量を下回っているのが現状です（図 1）。また、
高齢者はカルシウムの吸収能が低下しているため、
魚などを多くとっていても注意が必要です。
　高齢女性でもカルシウム摂取量増加が骨折防止
に繋がるという報告があり、カルシウム摂取量の

向上は重要ですが、カルシウムサプリメントの過
剰摂取が心筋梗塞などの心血管イベントのリスク
を上昇させる可能性が指摘されています。現状で
は 1 回に 500mg 以上摂取しないようにする必要
があります。なお、食事から摂取するカルシウム
量はリスクを上昇させません。

食事療法の注意点
　骨粗鬆症の食事療法では、カルシウムだけ摂
ればよいわけではなく、バランスよく様々な食事を
とることが重要です。リンは骨を構成するミネラル
ですが、適切な量の蛋白質を摂取していれば通常
不足しません。インスタント食品やかまぼこなどに
使用される防腐剤や酸化防止剤には大量のリンが
含まれており、リンの摂取量が多すぎるとカルシ
ウムの吸収を低下させるので注意が必要です。
　また、食塩はカルシウムの排泄を促進すると同
時に、高血圧の原因となります。塩分の過剰摂取
には注意が必要です。

ビタミン D 摂取不足の危険性
　ビタミン D はカルシウムを吸収するため

に必須の物質ですが、近年世界的にビタミ
ン D 欠乏が問題視されており、わが国で
もビタミン D の平均摂取量は推奨量を下
回っています。一部の魚類や日光にあてた
キノコ、卵黄など、天然ビタミン D を含む
食品の摂取や、ビタミン D 合成促進のた
め適度な日光浴が重要です。

骨代謝に必要なその他のビタミン、
ミネラル
　ビタミン K は骨の健康と密接な関わりがあり、
ビタミン K を多く含む納豆の消費量と骨折の発生
率は反比例の関係にあるという報告もあります。
納豆の他には緑黄色野菜に多く含まれます。
　その他、正常な骨代謝に必要な栄養素には、
マグネシウム、カリウム、リン、ビタミン C、ビタ
ミン B などがあります（図 2）。
　蛋白質に含まれるメチオニンはホモシステインに
代謝されます。ホモシステインは骨質の劣化や動
脈硬化に関連すると考えられていますが、ビタミン
B6、B12、葉酸が十分あれば骨にとって無害な、

システインやメチオニンに代謝されます。
　また、ビタミン C は骨の形成やコラーゲン合成
に寄与すると考えられています。

骨によくない嗜好品
　喫煙は骨に直接悪影響を与え、性ホルモンの代
謝にも悪影響を与えることが分かっています。ま
た、適度な飲酒は問題ありませんが、過度の飲酒
は骨折リスクの増加に繋がります。ガイドラインで
は 1日 3 単位以上（1 単位：エタノール 8 ～ 10g）
の飲酒を骨折リスク要因としています。
　カフェインも骨の形成を抑えることで骨折を増加
させますので、過度の摂取は禁物です。

　骨に関係する栄養素という
と、一般的にカルシウムがあ
げられますが、「カルシウムを
たくさんとっているから骨は大
丈夫です」という人が少なく

ありません。カルシウムをとっていれば骨折しない
というわけではなく、正しい知識を身につけ、全身
の健康を保つことが重要です。 

骨粗鬆症と栄養
藤田保健衛生大学医学部内分泌代謝内科
鈴木 敦詞

表 2  日本人のカルシウムの推奨量（㎎ / 日）

図 1 日本人の年代別カルシウム摂取量

各　論

身体活動レベル
18～29（歳）
30～49（歳）
50～69（歳）
70歳以上

性　別 男　性 女　性
I

2250
2300
2100
1850

II
2650
2650
2450
2200

III
3000
3050
2800
2500

I
1700
1750
1650
1450

II
1950
2000
1950
1700

III
2250
2300
2200
2000

100 200 300 400 500 600 700

70歳以上
60～69歳
50～59歳
40～49歳
30～39歳
20～29歳
15～19歳
7～14歳
1～6歳

全体の摂取量

12～14歳

15～17歳

18～29歳

30～49歳

50～69歳

70歳以上

年　齢 男　性 女　性
1000

800

800

650

700

700

800

650

650

650

650

600

低マグネシウムは副甲状
腺機能異常をひきおこし、
骨粗鬆症との関連も示唆
されている。
豆類、穀類、根菜、緑黄色
野菜に富む。

ナトリウムによる尿中カル
シウム排泄をブロックする
果物、野菜、根菜に富む。

適切なカロリーとタンパク
質を摂取していれば通常
は不足しない。カルシウム
サプリメントを使用すると
リンの吸収が低下する危
険がある

マグネシウム

カリウム

リン

表 1 エネルギーの食事摂取基準
　　 推定エネルギー必要量（kcal/ 日）

図 2 カルシウム以外の電解質

ほとんどの世代で推奨量（表 2）に達
していないことが分かる。

出典：日本人の食事摂取基準（2010 年版）

タンパク質の推定平均必要量（1日あたり）は成人男性で 50g、成人女
性で 40g 推奨量（1日あたり）は成人男性で 60g、成人女性で 50g

出典：平成 22 年国民健康・栄養調査結果の概要 成人期以降やや低めに設定されているが、これは成長期に
十分にカルシウムを摂取した健常人を対象としているため。

出典：日本人の食事摂取基準（2010 年版）
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骨折を引き起こす転倒
　骨粗鬆症の予防と治療の目的は骨折を予防する
ことですが、骨折の発生を防ぐには骨粗鬆症の治
療を行うと同時に、転倒を予防することが欠かせ
ません。
　わが国の地域在住高齢者の年間転倒発生率は
10 ～ 25％、施設入居者では 10 ～ 50％です。転
倒者の 30 ～ 60％が外傷を受け、6 ～ 10％が骨
折に至り、そのうち1％が大腿骨近位部骨折をき
たします。また、大腿骨近位部骨折の 92％、橈
骨遠位端骨折の 96％は転倒が原因で発生してい
ます。

転倒のリスクアセスメント
転倒の危険因子
　転倒の危険因子は、内的因子と外的因子に分
けられます。内的因子には各種の疾患や加齢に伴
う変化、薬物などがあります（図 1）。外的因子に
は滑りやすい床や電化製品のコード、手すりの不
備や暗い廊下などの住宅環境、施設ではポータブ
ルトイレの位置やベッドの高さなどの環境因子が
あります。
　また、ここ最近転倒したかどうかという転倒の
既往歴は有力な危険因子となりますので、忘れず
に聞き取る必要があります。

転倒のリスク評価
　危険因子に関する十分な問診を行うほか、在宅
高齢者の場合は 10m 歩行速度、3m timed up 
and go test、開眼片足起立時間の測定、ロコチェッ
ク、足腰 25 などのチェックリストを使用すること
が出来ます。施設入院患者では、転倒転落リスク
アセスメントスコアシートでの評価が有用です。薬
物は睡眠薬や坑うつ薬など、転倒の原因となりや
すいものがあるため、患者さんが服用している薬
物に転倒の原因（図 1）となりやすいものがないか
どうか聞き取りを行います。

介入の際は個別に対策を立てて
　転倒予防対策では危険因子の評価を実施し、
個別に介入プログラムを実施することが基本になり
ます。介入方法は在宅高齢者と施設入所者で異な
り、在宅高齢者でも自立、非自立によって異なり
ます。また、施設においても、急性期病院と回復期、
維持期病院で差があるため、それぞれ個別に対
策を実施しなくてはいけません（図 2）。
地域在宅の健康高齢者
　単一の介入方法で転倒予防に有効なものはあり
ません。事例を個別に評価したうえで、可能な介
入をすべて実施する必要があります。
　薬物では、睡眠薬、精神安定薬、抗不安薬、
抗うつ薬を中心に、種類、量を再評価します。運
動療法はバランス練習を取り入れた、効果的で安

全かつ楽しく、継続できる内容が推奨されていま
す。栄養の改善では、ビタミン D の値が低い場合
は補充を行います。この他に、自宅の安全性の改
善や白内障の手術も転倒率を低下させます。
施設内の転倒予防
　在宅の例同様、包括的な介入が必要です。ケ
アプランの作成や薬物の評価、身体環境の改善、
教育プログラムの実施など、可能な取り組みはす
べて行いましょう。転倒が室内のベッド周辺で起
きやすいことや、排泄行動に関連することから、
睡眠や排泄のパターンを入院初期に把握すること
が大切です。
　認知症例では周辺症状が重要な転倒要因とな
るため、そのコントロールが重要になります（図 3）。

　転倒は地域在宅高齢者で
年間 10 ～ 25％に、施設入
居者では 10 ～ 50％に発生
します。施設入居者では早朝
や夕方の排泄行動に関連し

た、活動が活発になる時間帯に集中しています。
　転倒を予防するための介入を行う際は、個々の
患者さんごとに介入プログラムを実施する必要があ
ります。  

転倒予防
鳥取大学医学部保健学科
萩野 浩

図 1 転倒の原因

図 3  認知症の症状

各　論

図 2  転倒予防の基本

内的因子などの情報の共有は重要で
す。転院・退院の際にも引き継げるよ
うな体制づくりを心がけましょう。

出典：武藤芳照 . 転倒予防の知識と実践プログラム
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 薬物療法の目的と骨折リスク因子
　骨粗鬆症の治療の目的は、骨粗鬆症性骨折の
予防であり、骨折による ADL や QOL の低下を
防ぐことです。食事療法や運動療法は、全身の健
康を保ち骨折リスクを低下させるほか、薬物の効
果を高める重要な役割があります。
　薬物治療の開始を判断する上で、骨折リスクを
評価することが重要になります。骨密度の低下は
骨折リスクの重要な因子ですが、この他にも脆弱
性骨折の有無や生活習慣に関連する因子がありま
す。
　骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン 2011 年版
では、脆弱性骨折の部位別の有無と骨密度に加
え、大腿骨近位部骨折の家族歴や、その他の因
子の総合的な評価を行うために FRAX® による主
要骨折 10 年リスクを薬物治療開始基準に用いて
います（総論  「骨粗鬆症の治療」参照）。

薬物療法開始基準
　薬物治療を開始するにあたってまず考慮される
のが、大腿骨近位部もしくは椎体における脆弱性
骨折の有無です。このどちらかがある場合は、骨
密度や他の因子に関わりなく薬物治療を開始しま
す。この 2 箇所以外の脆弱性骨折がある場合は、
骨密度が YAM の 80％未満の場合に薬物治療を
検討します。また、これらの脆弱性骨折がなくても、
骨密度が YAM の 70％未満の場合は骨粗鬆症と
診断されますので、薬物治療を検討します。
　上記の脆弱性骨折が無く、骨密度が YAM の
70％以上 80％未満の場合は骨粗鬆症ではなく、

骨量減少と判断されます。骨量減少のうち、大腿
骨近位部の家族歴がある場合や FRAX® による
10 年間の主要骨折確率が 15％以上の場合も薬
物治療を検討します。なお、FRAX® は 75 歳以
上ではほとんどの女性がこの 15％を上回ることか
ら、75 歳未満で適用します。
　これらは原発性骨粗鬆症に関するものなので、
続発性骨粗鬆症においては、それぞれの症例ごと
の検討が必要になります。

治療薬の種類
　骨粗鬆症治療薬は、骨で起きている骨吸収と
骨形成のサイクル（骨代謝）に作用します（図 1）。
ビタミン D3、K2　
　活性型ビタミン D3 関連薬であるアルファカルシ
ドールやカルシトリオール、近年加わったエルデカ
ルシトールは骨密度増加作用に加え、転倒予防効
果が期待されています。ビタミン K2 薬も骨折抑制
効果が報告されていて、高齢者での効果が期待さ
れています。
ビスホスホネート製剤
　強力な骨吸収抑制作用を持ち、高い骨密度増
加効果があります。また、骨折防止効果も高く、
そのエビデンスも豊富なことから、骨粗鬆症の治
療における主要な治療薬となっています。毎日 1
回、週 1 回の他に 4 週に 1 回のものもあります。
　ビスホスホネート製剤の副作用として、消化器
症状や急性期反応があります。その他に、顎骨壊
死、非定型的大腿骨転子下・骨幹部骨折との関
連が指摘されており、適切に使用することが求め

られますが、これらの発生率はきわめて低く、骨
粗鬆症における本薬の有用性が勝ることから、臨
床現場ではもっとも使用されています。
SERM　
　女性ホルモン受容体に作用して骨吸収を抑制す
る働きがあります。女性ホルモンによく似た性質を
持ちますが、乳癌などの副作用が無いという利点
があります
テリパラチド　
　副甲状腺ホルモンの構造の一部を使用した薬物
で、骨の形成を促進させる働きがあります。骨折
リスクの高い患者さんに使用することが出来ます。
カルシトニン
　高齢者の骨粗鬆症治療では、すでに骨折を発
生していることも多く、骨折に対する処置が必要
になりますが、カルシトニンは骨粗鬆症性骨折の
疼痛に用いられます。また、骨密度増加作用もあ
ります。
 
薬物療法の経過観察
　椎体骨折については、胸腰椎のエックス線写真

を 6 ヵ月～ 1 年ごとに撮影して検討します。治療
効果を骨密度で把握する際は、DXA による腰椎
または大腿骨近位部の測定が望ましいとされます。
いずれにしても骨粗鬆症性骨折の発生時期を問診
で詳しく確認する必要があります。
　また、骨吸収抑制薬の治療効果は骨代謝マー
カーによっても把握することが可能です。

　骨粗鬆症の治療は骨粗鬆
症性骨折の予防を目的として
いるため、骨粗鬆症の治療薬
も骨密度増加効果や、椎体、
非椎体、大腿骨近位部の骨
折防止効果について評価され

ています。骨粗鬆症治療薬には、骨吸収を抑制す
るものや骨の形成を促進するもの、カルシウム代
謝の調整作用など、いくつかの作用機序がありま
す。ガイドラインでは国内の骨粗鬆症治療薬につ
いてこうした特徴やエビデンスが整理され、推奨グ
レードが提案されていますので、目を通しておくと
よいでしょう。 

    薬物療法
国立長寿医療研究センター
細井 孝之

図 1 骨粗鬆症治療薬の主な作用

各　論 ビスホスホネート、SERM,
カルシトニンは骨吸収を抑制

ビタミン K2 は
基質の改善

テリパラチドは
骨形成を促進

活性型ビタミン D3 は
カルシウム代謝の調整
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骨折連鎖を断つために
　わが国では超高齢社会の到来により、骨粗鬆症に

よる大腿骨近位部骨折が急増しています。大腿骨近

位部骨折患者は、二次骨折（再骨折）を起こすリスク

が最も高く（図１）、その二次骨折予防と骨粗鬆症に

対する薬物治療とその継続、転倒予防をしながら、

生活支援をすることが、極めて重要です。そして高

齢者の多様な愁訴に対して、もはや単一職種のみで

は対応が困難となり、多職種連携によるチーム医療

が必須です。

　心筋梗塞や脳卒中を起こすと、再発防止のために

高血圧症や糖尿病の治療が行われることは一般化し

ています。一方、骨粗鬆症による大腿骨近位部骨折

が起きても、若年者の外傷性骨折の治癒過程と同じ

と誤解されて、骨粗鬆症治療の必要性に関する認識

は一般的にも、医療職、福祉職にも不足しています。

寝たきりの原因となる大腿骨近位部骨折の二次骨折

予防の重要性を啓発する必要があります。

　本稿の用語について説明します。「骨粗鬆症リエゾ

ンサービス」との用語に相当する多用されている英語

は、「Fracture Liaison Service: FLS」です。従って、

英国の現状を述べる場合はこの FLS を、そのまま使

用します。しかし、「liaison、リエゾン」は、一般市

民には使い慣れない用語です。医療現場で医療者か

ら患者さんに、患者さんからその家族に「リエゾン」

の意味を説明する時間を省くために、本稿ではその

代わりに、「骨折予防サービス」との用語を使います。

「Fracture Prevention Service」との用語は、英国保

健省も FLS と同義に使用しています。

英国における二次予防の取り組み
　2000 ～ 10 年代前半当時、英国でも高齢者人口

の増加により増えた大腿骨近位部骨折に対する治療

の水準を高めるために、英国整形外科学会（British 

Orthopaedic Association: BOA）と英国老年医学会

（British Geriatrics Society: BGS）は協働で、大腿骨

近位部骨折の治療指針として Blue Book と呼ばれる

「The Care of Patients with Fragility Fracture」を

2003 年に作成しました。そして改訂版 Blue Book 2

を 2007 年に刊行しました。そのケアに、６つの基

準（standards）を設定（表１）しました。

　この骨折を治療する急性期病院の整形外科医

と、 退 院 後 の 治 療 を 担 当 する 開 業 医（General 

Practitioner: GP）と骨折患者ケアを専門に担当する

専門看護師（Nurse Specialist: NS）の連携は 1990

年代後半から始まりました。2000 年になった当初は

困難でしたが、病院別、地域別データベースによっ

て患者を確認し、2007 年には全国的な National 

Hip Fracture Database が BOA と BGS との協働で

設立されました。同年に National Health Service

（NHS）によって、前述の６基準に達した病院に対して

診療報酬制度（Best Practice Tariff: BPT）で加算が

認められるようになり、この基準は急速に全国に普

及するようになりました。

　そして NHFD は 2009 年度から全参加病院の 6

基準の達成状況を年度別 Report として、その審査

（audit）結果を Web 上に公表しています。

　Fracture Liaison Service（FLS）は病院退院後に

骨折患者をフォローして骨粗鬆症薬物治療の継続を

確認します。図２は FLS の役割を示します。病院の

指導臨床医（lead clinician: LC）と NS による病院型

と、地域のかかりつけ開業医（GP）と NS による地域

型があります。FLS では、LC としてリウマチ科医、

内分泌科医が多く活動しています。そして NS が主

導的に FLS を運用しています。電話による患者との

連絡、定期的外来診察を実施しています。この二次

予防は、費用対効果もエビデンスとして英国保健省

に認められています。この成果に基づき、脆弱性骨

折の二次骨折予防は欧州連合諸国、オーストラリア、

ニュージランド、米国に急速に普及しています。

わが国における二次予防の現状
　わが国でも、連携パスを使用する場合、急性期や

回復期では患者さんのフォローが出来ているのに、

維持期に移るとフォローが途絶えてしまうのは、パス

を使用しない場合も含めて、10 年前の英国と似た状

多職種連携による脆弱性骨折の
予防・治療と生活支援

新潟骨の科学研究所
新潟リハビリテーション病院
髙橋　榮明

学会特別講演 概要

―英国における大腿骨近位部骨折の二次予防の現状と
　わが国における二次予防のための卒前・卒後連携教育

表 1  NHFD の 6 つの基準と達成率の変化

基　準
基準達成率

2009 2010 2011 2012
整形外科病棟に4時間以内に入院する

勤務時間内、48時間以内に手術をする
褥瘡の発生を最小限にする評価とケア
を行う（右の数字は褥瘡の発生率）
入院時から老人病内科医のサポートを
可能にする
将来の骨粗鬆症性骨折の予防に、骨吸
収抑制薬を投与する
転倒予防を多職種連携で評価する

1
2

3

4

5

6

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

44%

55%
80%

6%

31%

57%

63%

56%
87%

3.7%

37%

66%

81%

52%
83%

3.7%

43%

69%

92%

脆弱性骨折を
既に有している患者

新規脆弱性骨折
患者

高骨折リスク患者

中骨折リスク患者

低骨折リスク患者

1次予防

女性
170万人

女性
890万人

骨折リエゾンサービス
2次予防

骨折の50％は
人口の16％から

骨折の50％は
人口の84％から

図 1  患者発見と骨折リスクピラミッド

出典：Mitchell PJ. Osteoporos Int 2011; 22: S487-94. 改変

出典：NHFD National Report 2012. 改変
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況にあります。大腿骨近位部骨折患者を継続的に管

理し、骨粗鬆症治療を継続することで二次骨折の発

生を予防するためには、まず病院や地域の、そして

NHFD のような全国的な骨折患者の情報を管理する

データベースの構築が必要です。

　さらに FLS に相当する「骨折予防サービス」の設立

が各地域において必要になります。わが国における

二次予防では骨折患者の所在を把握している急性期

病院、退院後のかかりつけ内科医、地域の臨床整形

外科医が診療科を超えての連携と多職種連携による

転倒予防が欠かせません。

わが国における二次予防のための
多職種連携と連携教育
　専門職養成教育課程における卒前の連携教育は

卒後のチーム医療を向上させると考えられます。しか

し、連携教育を正式なカリキュラムに入れている大

学は相当多くなりましたが、多職種連携の知識と連

携するスキル習得の進行度に従って、複数学年にわ

たって実施している大学は未だ少数です。

　私たちは 2008 年度に日本保健医療福祉連携教育

学会を設立し、教員・学生が学術集会で発表し、現

役の専門職も現場からのフィードバックができる仕

組みを設定しました。この際、成人教育の原則に基

づいた多職種連携の教育プログラムの開発が必要と

考えています。この脆弱性骨折の二次予防に携わる

専門職の知識とスキルの質保証のための教育プログ

ラムは骨折予防に関連する諸学会・研究会が共通に

相互に使用できる内容となる制度設計が望まれます。

このことを包括的な仕組みとして定着させることが必

要です。

　実務者に対して二次骨折予防を仮想事例モジュー

ルを使用して小人数専門職混成グループで、過去２

年間実施しました。多職種連携のチーム形成研修で

重要なことは、座学による単方向性講義のみでなく、

自己主導型双方向性研修を目指すことです。この際、

医師を含めた指導者による指導は、ファシリテーター

として方向付けを行うのみにとどめます。

　わが国において激増する大腿骨近位部骨折の骨折

連鎖を断つためには、その二次予防ならびに一次予

防の実践が必要です。多職種連携で行う全てのケア

とサービスは患者さんの QOL を高く保つことを共通

の目的として、実践することが重要です。
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図 2  英国における骨折リエゾンサービス（FLS）のモデル

出典：Mitchell PJ. Osteoporos Int 2011; 22: S487-94. 改変 

事例紹介 ( 一般口演演題より)

　テリパラチド自己注射製剤の外来導入にあ
たっては、患者さんへの注射手技指導の時間
の確保や、看護スタッフの人員確保、自己注
射に対する患者さんの意識などを考慮する必
要があります。同院では、軽度を含む腰椎圧
迫骨折や非椎体骨折、骨密度の低下がみられ
る患者さんに対して骨折予防や術後の癒合促
進、QOL の向上を目的としてテリパラチドを取
り入れています。外来、病棟看護師、薬剤科、
栄養科、リハビリ科でチームを構成し、自己
注射製剤の懸念事項をクリアする試みを行っ
ています。
　外来はマニュアル化することで他科のスタッ

フでも対応が可能としているとのことですが、最
も特徴的なのが教育入院です。毎月 1 回 4 泊 5
日定員 4 名で自己注射指導とスタッフによる講義
を患者参加型で行う取り組みです。2011 年 4 月
から取り入れられたこの取り組みにより、現在（学
会発表時）服薬継続率は外来で 100％、教育入
院で 100％、病棟で 91％と高い値を維持してい
ます。特に外来と比較して教育入院の患者さんの
モチベーションは高いとのことです。
　今後は外来においても患者さんが教育入院と
同程度の意欲を保てるよう向上を図っていきたい
とのことで、今後の取り組みも期待されます。

  「南魚沼市立ゆきぐに大和病院　整形外科」の事例
　学会発表抄録演題番号　183　

　大腿骨近位部骨折の発生率は欧米では減少
に転じているものの、わが国では 2030 年ま
での増加が予想されており、骨折手術後の患
者さんに対して次の骨折予防を主軸においた
骨粗鬆症診療を急性期病院だけで行うにはす
でに限界がきているといえます。同院では将
来の骨粗鬆症リエゾンサービスの充実に向け

て、骨粗鬆症患者の診療サポートを充実させる
試みを行っています。具体的には、部門別データ
ベースの構築、患者サポートの実践、データベー
スを基本とした患者情報の院内共有、外部医療
機関との連携の試み、スタッフの知識鍛 錬など
です。

  「名古屋膠原病リウマチ痛風クリニック」の事例
　学会発表抄録演題番号　208　

　2006 年より大腿骨近位部骨折地域連携パ
スに保険が適用され、同部位への骨折には地
域連携パスを利用した治療が行われるように
なり、同院でも 2006 年 10 月からこの連携パ
スを取り入れています。この連携医療は、ひと
りの患者さんが自宅へ退院するまでの過程を
複数の病院や診療所が役割を分担して支援し
ていくものですが、これを利用することでさら
なる骨粗鬆症性骨折の発生を予防できること
が理想です。
　学会では、同院が連携パスを導入前後に治
療した大腿骨近位部骨折例を対象に、その後

5 年間に対側に発生した大腿骨近位部骨折の発
生数の比較調査が発表されました。
　調査から、連携パス導入前に治療した例の対
側大腿骨発生数は 13/124 例（10.5％）、連携パ
ス導入後に治療した例では 16/161 例（9.9％）と
いう結果でした。この結果から発表を行った同
院の山崎氏は、同院のように周術期の管理に徹
し、以降の治療を回復期病院や診療所に全面的
に依存するシステムでは、対側の大 腿骨近位部
骨折の発症を予防することが困難であると結ん
でいます。まさに骨粗鬆症リエゾンサービスが必
要とされている状況だといえます。

  「磐田市立総合病院　整形外科」の事例
　学会発表抄録演題番号　209　






