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「骨こつアプローチ」
医療法人健愛会 健愛記念病院 看護部

豊永 淳子
平成 25 年，日本骨粗鬆症学会の OLS ワーキン
ググループの一員であった池田医師の，
「うちで
OLS を始めるけど，名称は何にする？」の一言か
ら当院の OLS「骨こつアプローチ」は始まった．
その後，紆余曲折を経て，今の形になっている．
現在，OLS は骨粗鬆症マネージャー７名を中
心に活動しているが，活動自体は病院全体で組織
化され，病棟，外来，各職種により分業化されて
いる．
リエゾン会議
まず，チーム構成を決め，半ば強制的に招集し
た．幸運にもメンバーに恵まれ，主旨に賛同後，
一気にシステムの構築，役割分担などを決定でき
た．物事の始めは勢いが必要だと痛感した．その
後は月 1 回集まり，事例検討などを行い，情報の
共有を図っている．この会議を定例化し，お互い
が慰労し合うことはメンバーのモチベーションの
維持に不可欠である．
「骨こつアプローチ」
の実際
入院中の OLS は事務局を要とし，
情報共有ファ
イルを活用した運営で，病棟看護師による対象患

者の抽出から始まる．該当項目に一致した患者が 「骨こつアプローチ」
の現状
発生すると，病棟看護師は事務局へ連絡する．事
現在，対象患者は 300 人を超え，莫大なデー
務局は患者登録後，チームの情報共有ツールであ
タ管理に追われている状況であるが，院外の連携
る 2 種類のファイルを作成し病棟へ届ける．患者
に関しては，地域連携室の協力を要請し，窓口と
の登録情報は事務局より各職種に伝達される．
することで治療継続の評価なども得られやすく
病棟看護師は患者から同意書を取り，必要事項
なってきた（図）．OLS は分業化すればするほど，
の聞き取りや骨粗鬆症についての生活指導を実施
活動は継続しやすくなると実感している．
する．薬剤師，理学療法士，管理栄養士は各専門
的指導を行い，その結果をファイルに残していく．
患者の理解度や再指導の必要性もチェックする．
骨粗鬆症マネージャーは指導の進捗状況の確認を
している．
来院なしの
骨粗鬆症
退院すると OLS の基盤は病棟から外来へと，
患者
マネージャー
引き継がれる．外来では，「骨こつアンケート」用
ハガキで検査案内
紙を用いて外来看護師が服薬状況などを問診し，
電話で再診確認
連携室
骨粗鬆症マネージャーに報告し，必要に応じてサ
連携室
ポートしていく．
活動の効果
治療率は OLS 開始前の 33% から 82.7% へ高ま
り，継続率に関しても 2 年以上経過しても，およ
そ 70％前後を推移しており，
OLS「骨こつアプロー
チ」
は骨粗鬆症治療に関して有効であると言える．

電話で
確認

他院・施設
紹介患者

図

担当
ケアマネジャー

在宅患者

現在の院外連携

「回復期病院入院患者に対する，骨粗鬆症評価システムの運用と
データベースを用いた循環型リエゾンサービスの構築」
医療法人愛生館 小林記念病院 看護部 1） 同 整形外科 2）

鈴木 雪絵 1） 住田 憲治 2）
はじめに
当院は，平成 27 年 4 月から急性期病院，回復
期病院
（当院）
，診療所の相互連携を図るために，
骨粗鬆症に関する患者情報を地域で共有し，患者
を紹介した後も整形外科専門医が定期的に評価を
行って，かかりつけ医にフィードバックする仕組
み
（循環型リエゾンサービス）の運用を開始した．
この取り組みは骨折で入退院を繰り返す患者が多
く，骨粗鬆症治療を開始し継続する必要性を感じ
た整形外科医の熱意から始まった．当院で骨粗鬆
症マネージャーが 3 名誕生後，骨粗鬆症チームを
結成，やがては病院全体で行う大きな取り組みと
なった．その活動内容を①病棟，②循環型リエゾ
ンサービス，③外来に分けて紹介する．
整形外科病棟入院患者の骨粗鬆症カンファレンス
（病棟）
骨粗鬆症チームで毎週行われる骨粗鬆症カン
ファレンスのベースとなる骨粗鬆症評価表を作成
した．整形外科回復期病棟入院患者の骨粗鬆症評
価表を病棟スタッフが記載をし，骨粗鬆症治療の
指導をすることになったため，当初病棟スタッフ
に混乱が生じた．入院患者の書類が多く評価表記
載まで難しい，骨粗鬆症治療を指導する時間の余

裕がないとのことだった．取りまとめをした病棟
骨粗鬆症マネージャーは諦めず継続的に病棟ス
タッフに説明し協力を求めた．整形外科医がス
タッフ向けの勉強会を行い，入院患者・家族には
外来看護師，薬剤師，健康運動指導士による月 1
回の骨粗鬆症教室を開催した．その後徐々に病棟
スタッフの理解が得られ，マネージャー以外のス
タッフが骨粗鬆症治療継続に関する情報や評価表
の記載ができるようになり，現在は骨粗鬆症カン
ファレンスがスムーズに行えるようになった．
かかりつけ医との連携
（循環型リエゾンサービス）
循環型リエゾンサービスはかかりつけ医と
「顔
の見える関係」をもつことが重要だと院長が考え，
院長，地域連携看護師，骨粗鬆症マネージャーと
ともに各かかりつけ医を訪問した．
訪問時，治療のしやすさから注射製剤を好まれ
る，逆に副作用が心配なため注射は好まないなど，
それぞれの要望を聞き，採用薬リストの作成を行
いカンファレンスの資料とした．問い合わせは骨
粗鬆症マネージャーが行い，かかりつけ医との連
携をスムーズにするよう努めた．かかりつけ医を
訪問したことで，当院との相互理解がもてるよう
になった．

外来での骨粗鬆症指導
当院の外来では患者退院後に引き継いだチェッ
クリストをもとに看護師がテリパラチド毎日製剤
の指導を行っている．外来で初回テリパラチド毎
日製剤導入患者には看護師が導入前 1 回，導入後
も 3 回指導，できるまで指導を行っている．自己
注射確立後も必ず診察時困ったことはないか声掛
けをし，ノートや廃棄針，空の注射器を確認して
いる．テリパラチドは治療期限があるため，終了
時に賞状を渡し次の治療へのモチベーション向上
を目指している．ほかの注射製剤に関しては医
師・看護師が副作用の有無や歯科医定期受診の確
認，治療の必要性を丁寧に説明しその後の治療継
続のため指導に当たるようになった．
おわりに
活動当初は 5 名だった骨粗鬆症チームは総勢
19 名まで増え患者の骨粗鬆症治療継続のため奔
走している．現在，施設入所後の治療継続が困難
で課題が残っている．私たち骨粗鬆症チームは患
者がどこに行っても骨粗鬆症治療が途切れること
なく，再骨折患者を 1 人でも減らせるよう願って
おり治療継続率を限りなく 100％に近づけたいと
思っている．
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OLS 活動奨励賞受賞者インタビュー
田宮 真一
名古屋第二赤十字病院薬剤部 調剤課／
八事整形医療連携会／
NPO 法人 名古屋整形外科地域医療連携支援センター
取材協力
名古屋第二赤十字病院
佐藤 公治（副院長，整形外科・脊椎脊髄外科部長）
古城 敦子（副看護部長）
甲村 亮二（管理栄養士）

1. 転倒・骨折を地域で
予防すべく有志が集う
名古屋市にある
「八事整形医療連携会
（以下，連
携会）」は，2002 年，八事地区周辺の医療職・介
護職が集まり，多施設間の連携を推進する有志の
会として発足した．当初の活動は連携パスの導入
が中心であったが，2011 年に NPO 法人化した後
はさらに活動の場を広げ，運動器疾患に関する多
様な取り組みを展開している．
立ち上げメンバーの一人である田宮氏
（薬剤師）
は，自身の関与について
「私の場合，病棟薬剤師
として最初に整形外科病棟に配属されたのがきっ
かけです．骨粗鬆症による転倒，再骨折の問題に
直面し，これは急性期病院で治療をして終わりで
はない．地域で取り組むべきテーマだと思いまし
た」
という．
甲村氏
（管理栄養士）は，管理栄養士の病棟常駐
がスタートする際，自ら整形外科病棟への配属を
願い出た経験をもつ．
「栄養介入というと消化器，

患者さんに伝えるべき情報だと理解できます」と
その効果を強調する．
連携会は知識の共有化・標準化のため年 2 回の
合同勉強会も開催しているが，参加者は毎回 200
名近い人数に上る．特に生活期を担う施設の参加
者が増加している状況について，佐藤氏は
「予防
面は生活期が請け負うところが大きい．転倒，再
骨折の予防に生活期のスタッフで関心を寄せてく
れているのはとても心強く感じます」
という．

3. 地域住民に向けて
一次・二次予防の大切さを普及
さらに連携会では，一般向けの啓発活動として
年 2 回，市民公開講座の開催も手がけている．参
加者は近隣 5 区の 70 代女性が中心だが，
「お子さ
ん世代が同伴されている様子を会場でよくみかけ
ます．高齢者の骨折の二次予防はもちろん，若い
世代に向けた一次予防にもつながるのではないで
しょうか」
と田宮氏は期待する．
講座では，多職種の講師が変形性膝関節症や骨
粗鬆症，睡眠やロコモなど話題性の高いテーマに
ついて講演するほか，ロコモ度テストや FARX®

循環器が主な対象となるイメージだと思います
が，骨折患者では低栄養が多く，整形外科領域で
の介入ニーズは大きいと感じていました」
また，副院長の佐藤氏
（医師）は，
「病棟の大腿
骨頚部骨折患者をみていると，数年後にもう片方
の脚，背中，手と次々骨折していくケースが少な
くありません．同じ患者が何度も入院してくるの
をみるたび，“われわれ医療者は局所をみて患者
さんをみていないのでは”と危機感を募らせてい
ました」という．
「そこで思い立ったのが，地域の
中での骨折連鎖を防ぐこと．職種は違えども志を
同じくするメンバーが集まり，15 年の歩みを重
ねてきました」

2. パスやマニュアル導入で知識の
共有化・標準化をめざす
連携会を発足して活動の手始めに着手したの
が，大腿骨頚部骨折の連携パスの作成である．当
時は全国的にパスの運用例が少なく手探り状態で

の計算，サルコペニアの簡易チェックなども実施
している．2015 年には『八事ロコモ健康手帳』を
作成し，チェック結果をスタッフが記入する試み
を始めると，数値の変化を知りたくて毎回参加す
るリピーターも出始めているという．
また，一般向けに啓発が必要なテーマの 1 つ
に骨粗鬆症治療薬のアドヒアランスが挙げられる
が，田宮氏は
「自覚症状がない病気なので，服薬
継続率は低いのが現状です．われわれの活動に
よって，たとえば循環器のお薬と同じように，そ
の人の健康のベースとなる薬剤と理解してもらえ
るよう啓発を続けていきたいです」と語る．

4. 活動の裾野を広げ，より深く地域に
根付いていきたい
田宮氏はこれまでの活動を振り返り，「15 年の
間に，気づけばロコモや骨粗鬆症リエゾンサービ
スといった概念が登場していました．われわれが
独自に行ってきた活動の方向性は正しかったと改
めて実感します」という．
また佐藤氏は，連携会の今後について，自院の
役割を交えながら説明する．
「地域において，当

の作成となったが，できあがったパスは転倒予防，
骨粗鬆症予防まで組み込んだ先見性の高いものと
なった．
そして，A4 判 52 ページからなる「地域で転倒
や骨粗鬆症を防ごう マニュアル」を作成し，パス
を運用する中での患者指導に取り入れている．マ
ニュアルには，高齢者に多い運動器疾患の解説と
チェック法，栄養面や運動面でのアプローチ法な
どが記載され，急性期から生活期のあらゆる段階
で活用できる点で好評を得ている．
マニュアルを活用する意義について，田宮氏は
「地域で知識を共有し，標準化するのに欠かせま
せん．臨床では患者さんが，栄養のことを薬剤師
に，運動のことを看護師に質問する場面もあるで
しょう．そのとき連携会のメンバーであればどの
職種でも同じだけの知識をもって，同じ答えを返
すのに役立っています」
と説明する．
古城氏（看護師）も，「チーム医療はどうしても
“私の役割はここまで”となりがち．マニュアルが
あると，これはみんなで共有して，同じレベルで

院のような急性期の役割は本来，高度の救急と
手術であって，連携会がめざす予防に関してでき
ることは限られています．よって，この活動をさ
らに地域に根付かせるためにはより広い，多様な
方々の参加が必要です」
その際，地域での連携をうまく推進させるコツ
として，古城氏は「スタッフの意識の持ちようが
大きい」と指摘する．「医療は専門特化が進み，患
者の問題ごとに NST などの専門チームが対応す
るシステムになっています．すると，そのチーム
内では他職種連携が実践されて良いのですが，俯
瞰して地域全体で考えると，大事なのはやはり患
者を包括的にみる意識です．それにより地域の多
職種はつながりやすくなると思います」
最後に田宮氏は，連携会の事業について新たな
構想を語った．「活動の裾野を広げる意味でも，
整形外科に限らず，受診患者全般を対象とした骨
粗鬆症のスクリーニングを実現したいですね．す
ると多忙な外来で時間的制約がある中，どうやっ
てコンパクトに実施できるかが課題となってきま
す．その解決法についても，連携会の今後の活動
の中で，われわれに続く新たな世代によって提案
がなされることを望みます」
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IOF Capture the Fracture Best Practice Framework
認定の経緯
新潟リハビリテーション病院 整形外科 1）

同 看護部 2）

山本 智章 1） 髙橋 榮明 1） 菊池 達哉 1） 星野 美和 2） 中川マユミ 2）
国際骨粗鬆症財団
（International Osteoporosis Foundation：IOF）は
2012 年 3 月に Capture the Fracture global campaign を開始した．これ
は脆弱性骨折後の患者に対してコーディネーターによる包括的なケアモ
デルを構築し，二次骨折予防をゴールにして Best Practice を世界各国
の医療機関に普及させることを目指している．同年 10 月からは IOF の
ウエブサイト上に世界地図が掲載され，認定を受けた病院の旗が地図上
に掲げられるようになった．本認定制度への申請は IOF のウエブサイト
から行うことが可能で費用は無料である．
Best Practice Framework は 13 項目の標準的なケア内容に分類され，
それぞれの実施状況によって金
（Gold）
，銀
（Silver），銅（Bronze）の 3 つ
のレベルに認定される
（http://www.capturethefracture.org/ を参照）．
以下にその項目を示す．
1）骨折患者の特定 医療機関で骨折患者を特定して追跡するシステム
2）骨折患者評価として将来の二次骨折リスクの評価実施率
3）骨折後の二次骨折リスク評価の時期の特定
4）椎体骨折のスクリーニング
（過去の椎体骨折既往）
5）臨床ガイドラインに基づいた方法での骨粗鬆症評価，診断
6）続発性骨粗鬆症鑑別診断の検査
7）転倒予防サービス
8）二次骨折予防のための多面的な評価の実施
9）骨粗鬆症治療薬の開始
10）骨粗鬆症治療薬の再評価
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11）地域の医療機関との患者情報共有
12）1 年間以上の長期フォローアップの実施
13）データベースによる登録
新潟リハビリテーション病院では 2013 年 11 月から大腿骨近位部骨折
患者へのリエゾンサービスを開始し，2015 年 4 月から椎体骨折患者へ
のリエゾンサービスを追加した．
その活動内容をもとにして認定制度への申請を行ったところ，2016
年 6 月に IOF 本部から銀
（Silver）レベルの認定がされ，世界地図の上に
日本で初めての flag（旗）が立ち上がった．
認定を受けるにあたって最も障壁となることは骨折患者の追跡システ
ムの構築とその実施である．これはリエゾンサービスの中で最重要課題
の 1 つであることから，骨粗鬆症マネージャーの役割として施設での共
通認識をもつことが必要となる．現在のところ日本においては骨折リエ
ゾンサービスに対する診療報酬上の評価はされていないが，海外での二
次骨折予防を含めた骨折患者への包括的なチームアプローチの成功事例
をモデルにした日本式のリエゾンサービスの発展が求められる．今後，
金レベル（Gold）認定を目指すに当たっては，より大きな組織でのデー
タベースや審査システムが必要であることから，まずは 1 つでも多くの
病院が各自のリエゾンサービスを開始し，IOF 認証に挑戦していただき，
日本における Best Practice 構築に向けた流れになることを期待する．

国際骨粗鬆症財団「Capture the Fracture」

図2

スイスから送られてきた認定

2017 年度 OLS 活動奨励賞受賞者決まる！
！
2017 年度の OLS 活動奨励賞が厳正なる審査を経て下記のとおり決定いたしました．
＊ 荒井 國三 金沢大学医薬保健研究域 薬学系 臨床薬物情報学
「保険薬局における FRAX による骨粗鬆症スクリーニングと骨粗鬆症薬物治療の医薬連携システムの構築」
＊ 大平 正和 あさひ総合病院 リハビリテーションセンター
「潜在的な転倒骨折リスク者を抽出する骨粗鬆症とロコモティブシンドロームの二段階スクリーニングの実施」
＊ 加藤木丈英 聖隷佐倉市民病院 リハビリテーション室（骨粗鬆症リエゾンサービス委員会）
「内科医師から始まる院内多職種協働による OLS の展開―慢性腎臓病保存期から透析期における続発性骨粗鬆症患者に対する試み―」
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2017 年 8 月号

●日本骨粗鬆症学会 第 3 期骨粗鬆症マネージャー誕生

●「OLS のひろば」投稿募集

＊ 2017 年 4 月 1 日に第 3 期骨粗鬆症マネージャーが誕生しました．
その結果，認定者は以下となりました．
（4 月 1 日現在）

＊ OLS かわら版に「OLS のひろば」欄を設け，骨粗鬆症マネージャーや
当学会認定医の方々から OLS 活動に関する情報を募集し，短信として
掲載します．他の OLS 活動を行っている方々に伝えたい経験／情報／
ご意見をお待ちしています．
投稿は，投稿内容と「氏名」
「会員番号」
「所属施設」
「e メールアドレス」
を記載の上，下記住所に郵送あるいは下記メールアドレスに e メールに
て「OLS のひろば投稿」
と題してお送り下さい．

認定者総人数：1,867 名
認定者男女比：男性 30％，女性 70％
職種別比率：看護師
（保健師，助産師を含む）50％，理学療法士 19％，
薬剤師 18％，診療放射線技士 5％，管理栄養士 4％，
その他 4％

住所

〒 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 5-7
トウセン小舟町ビル 3F
日本骨粗鬆症学会事務局
メールアドレス
osteo@josteo.com

