
● 原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準
脆弱性骨折（大腿骨近位部骨折または椎体骨折）
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脆弱性骨折（大腿骨近位部骨折または椎体骨折以外）

骨密度が若年成人
平均値の 80%未満

骨密度が若年成人
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骨密度が若年成人
平均値の 71%～80%未満

大腿骨近位部骨折の家族歴 FRAXの 10年間の骨折確率
（主要骨折）15%以上

骨密度が若年成人
平均値の 80%以上

　　　　　 　〈危険因子〉
　 既存疾患：RA，DM，CRF，COPD
　 ステロイド薬の使用
　 両親の大腿骨近位部骨折歴
　 身長低下や円背
　 低栄養：Alb 値 3.0mg/dL 以下
　 アルコール摂取：1日 3単位以上
　 現在の喫煙：20本 /日以上

65歳以上
もしくは危険因子あり

薬物治療に該当 経過観察

はじめに
　骨粗鬆症がもたらす脆弱性骨折は，医療・介護
といった社会保障費用を増大させ，社会的負の影
響が大きく，それらの治療体制の整備と普及が急
務であることはいうまでもない．そこでわれわれ
は 2016 年，急性期病院である自院において骨粗
鬆症リエゾンサービスを展開した．
　活動に際し，①全身の脆弱性骨折に対応する，
②幾多の急性期病院において運用と継続が可能な

（汎用性をもたせた），③多面的な機能（多職種に
よる薬物・運動・栄養療法・医療連携等）を有す
る OLS（柏方式と命名）を構築することを目的と
した．さらに，急性期の医療機関とそこで働く医
師らにとって，広く受け入れられる “ 汎用型
OLS” とするため，①医師の負担が増えないこと，
②医師の裁量権と患者の選択権が担保されるこ
と，を柏方式の設計理念とした．

あまねく骨折患者に，必要とされる治療を！
　われわれは，全身すべての部位における 40 歳
以上の骨折入院患者を対象として，全例に骨量測
定を行うとともに，骨粗鬆症スクリーニングシー
ト（図 1）を適用した．これにより，ガイドライン
に準拠した薬物治療開始基準に該当する患者を，
的確に見つけ出し，主治医に対して個別の骨折リ
スク要因とガイドラインの薬剤推奨レベルが記載
された，薬物治療計画書を提示することが可能と
なった．主治医は，薬物治療計画書（図 2）に治療
開始・変更の記載，ならびに使用薬剤を選択する
のみであり，従来行っていた患者情報の収集や，
スクリーニング作業から解放された．全例で，
OLS 委員や病棟薬剤師が計画書内容と薬剤の適
正使用について監査した．
　柏方式の運用前 160 名程度であった薬物治療
該当者は，運用後その 3 倍となった．要治療患者

を “ 見つけ出す ” ことこそが，必要とされる薬物
治療を行う第一歩である．
　結果として，運用前 51.8％であった治療率は，
3 年目（2018 年度）には 85.1％に著しく向上した．
新規開始率（新規開始数 / 未治療患者数）は 39.3％
から 82.1％に向上し，3 年間で 646 人の “ 新規 ”
骨粗鬆症患者に対して薬物治療を開始できた．

多職種で行う多面的アプローチ
　患者へは，独自の骨折予防パンフレットを配布
し，病棟担当者が説明と指導を行った．
　近年，さまざまな研究から骨粗鬆症と筋減少の
関連が指摘されており，OLS における栄養指導の
重要性が再認識されつつある．このことから，本
方式では管理栄養士による栄養指導の介入状況を
管理する体制を構築した．薬物治療開始基準に該
当する患者の既往歴や入院食，病状を調査し，入
院食事指導料の算定対象となる患者に対し，算定
要件となった疾患と病態に応じて指導を行った後，
骨粗鬆症に関する内容も追加で指導した．算定対
象外の患者も同様，通常業務に影響しない範囲で
栄養指導を行った．管理栄養士による栄養指導の
介入率（栄養指導件数 / 薬物治療開始基準該当数）
は 58％であり，対象患者の半数以上に個別指導が
行えた．担当薬剤師，理学療法士もパンフレット
をもとに個別指導を行った．さらに，多職種によ
る「骨コツ教室」と称した集団指導も実施した．

薬剤の適正使用と安全性確保に向けた取り組み
（テリパラチド使用申請制度）
　入院中にテリパラチド製剤を使用する場合，適
正使用と安全性確保，DPC 対策の観点から，当
院独自の使用申請制度を運用した（図 3）．委員会
で定めた適応基準のいずれかに該当，かつ骨粗鬆
症学会認定医の承認を使用許可要件とした．結果，
全例で適応基準を満たしており，患者背景を含め
た安全性を確認した後に投与が可能となった．使
用目的や使用予定期間，患者背景といったデータ
を委員会で把握できただけでなく，必要に応じて
入院中の自己注射指導を行うことができ，さらに
無秩序なテリパラチド製剤の使用を抑制できたと
推測する．

骨粗鬆症患者を地域で支える，循環型OLS
　急性期病院における OLS の運用は，介入数の
急激な増加と治療率の向上を通じて，退院後の外
来診療を逼迫させる懸念が生じる．そこで，かか
りつけ医や近医での継続治療を推奨するため，
OLS 専用の紹介状フォーマットを作成し，紹介
状作成を支援した．文書形態は選択制の簡便なも
のとし，紹介状と同時に OLS 病診連携案内状を
配布し，服薬状況や副作用の確認を目的とした半
年後の看護外来受診，加えて治療効果の確認のた
め，退院 1 年後に当院外来を受診させることで循
環型の OLS 体制を構築した．2016 年からは看
護外来で紹介状の作成支援を開始し，逆紹介率（紹
介件数 / 薬物治療開始数）は 6％から 28％に上昇
した．患者と連携医療機関が安心して治療を継続
できる体制は OLS において重要である．

　これらすべての結果は，各分野の OLS 委員に
よって集計され，アニュアルレポートとしてまと
め，病院ホームページと病院年報で公開した．自
らの活動内容を客観的データとしてまとめること
で，弱点や不足部を明らかにし，問題点の抽出と
解決策を検討できた．学会発表や講演会，他施設
との交流を通じ，継続して行う重要性を認識でき
活動意欲の維持と向上につながっていると考える．

OLS活動奨励賞

図 1　骨粗鬆症スクリーニングシート
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体動困難な重症心身障害児（者）施設入所者に対する
ゾレドロン酸による骨粗鬆症治療

骨粗鬆症リエゾンサービス（循環型含む）による高い治療継続率は
再骨折率の低下をもたらす －骨粗鬆症治療 3 年継続率を調査して－

目　的
　重症心身障害者は，自力での体動や歩行が不能で
あるため不動性骨粗鬆症を合併しやすく，臥床や嚥
下が困難のため内服薬の使用が困難である 1）．当施
設ではゾレドロン酸（ZOL）を用いて重症心身障害
者の骨粗鬆症治療を行ったので，結果を報告する．

対　象
　2018 年 8 月から 2019 年 3 月に当施設入所中
の成人重症心身障害者のうち，骨粗鬆症治療歴が
なく，家族から同意が得られた 10 例（男性 7 例 
女性 3 例）を対象とした．平均年齢 42（26～61）歳，
体重 35.5（25.4～44.2）kg，BMI 15（12.4～18.4）で
あった．

方　法
　骨密度を DXA 法で測定し，骨粗鬆症と診断さ
れた者に ZOL を投与した．投与後の脱水および
急性腎不全予防として全例で酢酸リンゲル液
500mL を点滴静注した．38.5℃以上の発熱を認
めた者にはアセトアミノフェン 10 ～ 15mg/kg を
投与した．評価項目は骨密度，採血結果，禁忌症
例の有無，投与後有害事象とした．

はじめに
　当院では平成 27 年 4 月から，脆弱性骨折で入院
した患者の院内カンファレンスを開始し，治療継続
可能な薬剤を選定するとともに，骨粗鬆症に関する
情報を地域で共有し，患者を紹介した後も整形外科
医がかかりつけ医にフィードバックする仕組み，すな
わち循環型リエゾンサービスを構築し，運用してきた．

今回学会発表を行った概要と経緯
　OLS 活動を始めて 4 年目となり，カンファレ
ンス対象患者が再骨折し入院するケースを認めた
ため，当院で治療評価している患者の骨粗鬆症治
療継続率と併せて再骨折率を調査し，OLS 介入
効果を確認することを目的とした．
　その結果当院で治療評価をしている患者の平成
27 年 4 月～平成 31 年 2 月末までで退院後治療が
行われた OLS 介入患者の継続率は死亡例を除い
て，144/161 例 89％だった．経年別継続率は 1
年目 89.4％，2 年目 86.9％，3 年目継続率 80.5％
と高い継続率が得られた（図）．
　OLS 介入により，当院で治療評価を行いかつ 3

結　果
　全 10 例が骨粗鬆症と診断された．平均 YAM 値
は腰椎で 64（11～103）％，大腿骨で45（23～61）％，
YAM 値 40％以下の重症例が 7 例あった．ZOL 投
与前の腎機能低下や低カルシウム血症など禁忌症
例はなかった．7 例で血清 25（OH）D 値 20ng/mL
未満を認め活性型ビタミン D3 製剤を併用した．
ZOL 投与後は 8 例で 24 時間以内に 38.5℃以上の
発熱を認めたが，アセトアミノフェン投与後 3 日
以内に 37℃以下に解熱した（図）．投与後急性期反
応である発熱は一般的に 39.3％とされているが，
本研究では 80％と高頻度に生じ
た．発熱を認めた 8 例は自力飲
食不可で経管栄養による食事摂
取をしており，発熱を認めない
2 例は自力飲食が可能であり常
食であった．

考　察
　成人重症心身障害者は骨粗鬆
症を高率に合併し，重症度も高
かった．内服が困難なため年 1
回製剤の ZOL は有用と考える．

カ月以上骨粗鬆症治療を行った患者のうち，再骨
折が原因の再入院患者は死亡例を含めて 18/195
例 9％だった．当院の 8 割を超える高い治療継続
率により再骨折率が低くなったと考えた．
　再骨折患者の内訳を調べると，治療開始から再
骨折までの期間は，再骨折例の 18 例中 14 例
78％が治療開始から 2 年以内だった．かつ 2 年
以内の再骨折例の 71％が大腿骨近位部骨折だっ
た．また再骨折のほとんどがYAM値60％未満か，
続発性骨粗鬆症患者だった．

今後の展望
　OLS 介入により骨粗鬆症治療を開
始することで再骨折予防が可能と思っ
ていたが，低骨量患者や続発性骨粗鬆
症患者には限界があることが確認された
ため，骨折する前から，健診で骨密度
測定を行い，適切な治療を早期に開始
する重要性が確認できた．今後は骨折
をしたことがない方が骨粗鬆症に関心を
もってもらえるよう，啓発活動を行いたい．

加賀ら 2）は「重症心身障害者の骨粗鬆症に対する静
注用 alendronate の有用性」を調べ，32 例中 1 例

（3.125％）に一過性の発熱があったと報告してい
る．これと比較し，ZOL を使用した本研究での発
熱を生じた頻度は明らかに高いと考えられる．自
力飲水不能の患者に発熱を多く認め，脱水が発熱
の一因である可能性があるため，今後補液量調整
等で低減できるかを検討したい．ZOL の効果につ
いては今後調査予定である．

おわりに
　循環型を利用している患者は，長年診てもらっ
ているかかりつけ医で骨粗鬆症治療も併せて行う
ことができ，整形外科へ行く手間も省け好評を得
ている．当初はかかりつけ医を戸別訪問し手間が
かかったが，患者の治療継続のためには良い結果
となった．今後もかかりつけ医との連携を強化し
ていきたいと考えている．

図　経年別継続率（平成 27年 4月～平成 31 年 2月末まで）

1） 辻 春江 : 医療 50 : 215-218, 1996
2） 加賀佳美 : 脳と発達 49 : 113-119, 2017
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整形外科を標榜していない病院においてメディカルスタッフが
主体となって行った骨粗鬆症リエゾンサービス委員会の立ち上げ

はじめに
　当院は，在宅サービスや介護老人保健施設等を
併設する回復期病院である．手術後のリハビリ
テーションやその後の在宅生活を担う病院とし
て，二次骨折予防を目的とした OLS 活動は必要
不可欠であるが，当院にはチャンピオンとなる整
形外科医が常勤していない状況であった．

行政・近隣施設との連携
　われわれはまず，院外活動を始めた．近隣施設
の骨粗鬆症マネージャーと協働し，東広島市が主
催する骨密度測定会に参加し，個別指導を含めた
啓発活動を行った．また，大学生を対象とした骨
密度測定および意識調査を行った．広島県内で
OLS 活動の活発な広島市や呉市での各種研修会

や意見交換会に積極的に参加し，各
地域，各施設のノウハウを学んだ．
近隣施設と連携を取る中で，マネー
ジャー同士のつながりはもとより，
他施設の整形外科医からアドバイス
をもらえる環境を構築していった．

院内活動およびOLS委員の選定
　院外活動の報告を院内へ向けて定
期的に行うことで，われわれの活動
が徐々に認知されていった．整形外
科医不在の中，委員会を立ち上げる
にはスタッフの OLS に対する関心を
高めることが最も重要と考え，各種
取り組みを行った．
①職員を対象とした骨密度測定週間

②広島県 OLS 先駆的施設のマツダ病院へ看護師
長や地域連携室長など施設見学

③ OLS ワーキンググループ委員である健愛記念
病院の池田聡先生，地域基幹病院の整形外科医
やマネージャーに講師を依頼，近隣施設の医師
やスタッフ，行政職員も参加する院内研修会

④自法人が主催する祭りの企画として，地域住民
を対象とした骨密度測定会

　経営者には，地域連携をもとにした新規患者獲
得を目標とすることで理解を得る．各部門の責任
者には他施設の OLS 活動を実際に見てもらい，
研修会等に積極的に参加するスタッフに委員と
なってもらえるよう協議した．

まとめ
　当院は介護施設や在宅の患者を診る医師の骨折
予防に対する意識が高く，OLS 活動に協力的で
あった．また，施設見学や院内研修が実現したの
は地域連携による他施設の医師やスタッフの協力
も大きかった．
　常勤の整形外科医が不在の中の OLS 委員会

（図）立ち上げを通して，OLS 活動には院内，ま
た地域の連携が不可欠であると感じている．

病院長，整形外科医，外来看護師，病棟看護師，薬剤師，理学療法士，作業療法
士，管理栄養士，診療放射線技師，医療ソーシャルワーカー，事務職員，クリニッ
ク，介護老人保健施設，看護小規模多機能型居宅介護，居宅介護支援事業所，訪
問看護ステーション．

図　OLS委員会構成メンバー

東大和病院診療放射線科 1），東大和病院整形外科 2）

時岡弘行 1），上村一貴 1），内藤哲也 1），大杉  圭 1），山岸賢一郎 2）

当院における放射線技師としてのリエゾンサービスへの関わり方
－CT 画像より脊椎圧迫骨折の評価－

はじめに
　当院では，2015 年 4 月より，整形外科 山岸医
師が旗振り役となり，看護師，理学療法士，作業
療法士，薬剤師，管理栄養士，診療放射線技師，
医療事務，情報システムと多職種のスタッフが集
まり，「骨粗鬆症リエゾンサービスチーム」（以下
OLS）を発足した．同年，6 月に全身型骨密度測定
装置を導入し，本格的に骨粗鬆症治療を開始した．
　当院の OLS メンバーのうち，現在 8 名が骨粗
鬆症マネージャー資格を取得している．

当院でのOLS活動
　当院では 2 週に 1 回の朝カンファレンス，「東大
和骨粗鬆症だより」の発行，地域住民向けの講演，
健康フェアでの骨密度測定や運動指導，職員骨密度
検査の実施，クリニカルパスに DXA・骨粗鬆症治
療薬を導入，骨粗鬆症セット・検査をルーチン化，
糖尿病内・内分泌内科かかりつけ患者様の誕生日月
ごとに骨密度検査を行い，骨粗鬆症外来受診へ案内
していただくなど多岐にわたって活動している．

診療放射線技師として活動
　今回，OLS 活動を行う中で，「診療放射線技師
はどのように OLS 活動にかかわることができる
のか」を考えた．診療放射線技師における骨粗鬆
症診療での役割は，主に腰椎の X 線撮影，骨密
度検査であるが，体幹部 CT の脊椎矢状断画像を

用いることで脊椎圧迫骨折の発見率向上により，
骨粗鬆症治療の一翼を担えるか検証した（図）．
　整形外科だけでなく，他科の検査でも，体幹部
CT を撮影した際に，自動で脊椎矢状断画像を再
構成するように設定を行い，放射線科医の協力の
もと，検査目的の読影だけでなく，脊椎圧迫骨折
の有無を読影してもらった．
　本結果より，全患者さんの体幹部 CT の脊椎矢
状断再構成を行うことで，整形外科を受診に来た
方のみにかかわらず，他科の患者さんも同時に「い
つの間にか骨折」を発見することができ，また患
者さんにとって，余計な被曝や検査のコストの面
からも非常に有用であることが考え
られる．
　放射線科医，整形外科医，各科の
担当医，看護師，診療放射線技師と
さまざまな職種がかかわることで，
多職種で効果的に連携しており，二
次骨折発生の防止に有用であった．
診療放射線技師は，直接的に骨粗鬆
症治療にかかわることができない
が，適切な画像提供と読影の補助を
行うことで骨粗鬆症治療の一翼を
担っていると考えられる．
　今後もこの活動を行い，二次骨折
を見逃さずに早期発見，早期治療を
行うことが望ましいと思われる．

今後の活動
　まだまだ診療放射線技師でのリエゾンサービス
についての認知度が低いと感じる．診療放射線技
師が多く参加する研修会において，骨粗鬆症やリ
エゾンサービスに関する講演聴講が少ないのが原
因だと思われる．今後積極的に参加し，研修会な
どでの講演会が増えることで骨粗鬆症リエゾンマ
ネージャーの重要性に関しての理解が深まり，診
療放射線技師の骨密度検査へのモチベーションお
よびリエゾンサービスへのさらなる参加意識向上
が期待できると思われる．

図　脊椎矢状断再構成画像
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高齢者大腿骨近位部骨折患者における多職種連携と骨折リエゾンサービス
～追跡調査の結果から見えた今後の課題～

はじめに
　当院では高齢者大腿骨近位部骨折患者に対し，
2014 年から多職種が連携した診療を行っている．
入院中の骨粗鬆症治療の取り組みは，薬剤師と連
携した治療薬の管理・指導，骨粗鬆症マネージャー
による患者教育，管理栄養士と連携した栄養管理，
また二次骨折予防（骨粗鬆症・転倒）教室を行って
いる．また 2016 年からは，退院後の骨折リエゾ
ンサービス（以下：FLS）を開始し，骨粗鬆症治
療連絡票・再骨折予防手帳の活用や電話によるサ
ポートを行っている．

FLSの結果
　2014 年からの 5 年間に観血的治療を行った 65
歳以上の大腿骨近位部骨折患者 678 例の退院時
骨粗鬆症薬物治療率は，2014 年 95％，2015 年
81％，2016 年 86％，2017 年 95％，2018 年 91％
であった．入院中に骨粗鬆症治療が開始されなかっ
た理由は，腎機能障害・嚥下障害が多かった．
　また FLS 開始後，電話サポートに同意が得ら
れた患者 351 例の骨粗鬆症治療継続状況は，退
院後 1 カ月 90％，3 カ月 84％，6 カ月 85％，1
年 83％であった．骨粗鬆症治療が中断された理

由は，嚥下障害や他疾患治療に伴うものが多かっ
たが，中には転院先で治療が中断されるケースも
あった．再転倒は，当院を退院後 3 カ月から増加
し，転倒場所は自宅が最も多く，次いで病院内で
あった（表）．
　術後 1 年の死亡率は，10.9％（192 例中 21 例）
であり，死亡原因は誤嚥性肺炎（5 例 23.8％）が最
も多かった．

今後の課題
　高齢者大腿骨近位部骨折患者の骨粗鬆症治療
は，多職種連携・FLS の積
極的介入により入院中の高
い治療率と，1 年後の高い継
続率を認めた．
　しかし，日常生活動作が
改善した退院後 3 カ月頃よ
り再転倒が増加しており，
急性期施設以降の転倒予防
への取り組みが必要であり，
今後いかに連携をとるかが
重要であると感じた．
　また骨粗鬆症治療の中断

理由，退院後の死亡原因として誤嚥性肺炎などの
嚥下機能障害によるものが多かった．当院では入
院時に簡易嚥下評価を行い，周術期の誤嚥性肺炎
予防に努め，また骨粗鬆症治療薬の内服の際にも
嚥下機能に注意しているが，退院後も定期的な嚥
下評価と，患者に応じた注射薬への変更も有用で
あると考えている．
　今後も，維持期医療機関での骨粗鬆症治療の
重要性の啓発，患者・家族の骨粗鬆症教育とア
ドヒアランス向上のためサポートを継続してい
きたい．

医療法人社団十善会野瀬病院薬剤科 1），医療法人社団十善会野瀬病院整形外科 2），医療法人社団十善会野瀬病院リハビリテーション科 3）

原　克樹 1），野瀬範久 2），漁野裕太 3）

IOF-Capture the Fracture Best Practice Framework 認証を
通して見る当院の OLS の現状と課題

～ 2019 年骨粗鬆症学会発表に向けた当院の取り組み～

はじめに
　野瀬病院（以下当院）は神戸市長田区にある 90 床

（一般病棟 30 床，地域包括ケア病棟 60 床）の病院で
ある．多職種で委員を募り，①患者満足度の向上，
②医師の業務軽減，③地域連携，を 3 本柱とし，
2016 年度（0 年目）を準備期間とし，2017 年 4 月，
薬剤師が骨粗鬆症マネージャーを取得し，骨粗鬆症
リエゾンサービス（以下 OLS）を開始している．

活動の状況
　外来を中心とした一次予防（OLS）と入院を中心に
した二次予防（FLS）を同時に準備したが，FLS は
開始直後に破綻した．一方，外来看護師と師長の理
解と協力が得られ患者介入を開始した OLS は，工
夫を重ね，後に日本骨粗鬆症学会による表彰（2019
年度 OLS 活動奨励賞「パフォーマンスシートを用い
たリエゾンナースによる医療面接と循環型 OLS の
構築」参照）につながった．
　多くの医療機関が「治療開始」「治療継続」「ADL
評価」に重きを置く中，当院の上記の方針は「ご当地
リエゾン」と揶揄されることもあった．世界的な主
流や再骨折予防を鑑み，2018 年度（2 年目）は，FLS
を白紙撤回し，ボトムアップ式のワークショップ

（WS）を行った．WS は院内パス作成につながり，
コメディカルの自発的な活動の礎となった．
　現在は，FLS，OLS に並行し，目的別（職員教育

目的，地域かかりつけ医との連携目的，集学的な一
般市民向けの啓発目的）学習会の定例化など，活動
が広がっている．ブラッシュアップする中，国際骨
粗鬆症財団（以下 IOF）が行う「二次骨折予防に対す
る認定制度」の情報を入手した．

発表に向けて
　Capture The Fracture（以下 CTF） による BEST 
PRACTICE FRAMEWORK（ 以 下 BPF）は， 世
界の医療施設で行われる FLS の活動を，各項目
でスコア化し，「金」「銀」「銅」として表彰してい
る．CTF運営の概要を把握し，
集 計 期 間 は 2017 年 10 月 ～
2018 年 9 月として BPF 調査
票を作成し，2018 年 10 月に
日本で 10 例目の申請を行っ
た． 結 果，Global　Score は
86 点の Silver（銀）であった

（図）．詳細は割愛し，別の機
会にて寄稿させていただきた
い．
　筆者は毎年学会発表を行っ
ているが，今回は積み重ねた
FLS 活動のひとつの成果であ
ると考え，一連のやり取りを
演題としてまとめた．

今後の展望
　CTF は，患者のためだけでなく医療機関の客観的
評価を得られる点で，OLS-7 を淡々とこなすより高
い意識で取り組むことができた．困難が身に染みる
OLS だが，FLS を IOF から，OLS を日本骨粗鬆症
学会から評価を受け，自信につながった．今後は，
　①人的資源の整理（活動のスマート化が必要）
　②収益への貢献（保険適応を見据えた業務標準化
　　や患者数増など経営面を考慮）
　③地域活動（地域の脆弱性骨折の抑制）
といったことを念頭に，活動を進めていきたい．

表　退院後の再転倒と転倒場所

退院後 退院～ 1 カ月 1 ～ 3 カ月 3 ～ 6 カ月 6 カ月～ 1 年
再転倒（例 / 例） 17/303 14/281 25/242 27/189

認知症あり 11/17 10/14 16/26 15/27
転倒率 5.6％ 4.9％ 10.3％ 14.2％

退院後の各期間中の転倒場所と転倒数
自宅（屋内） 9 5 12 8
　　  （屋外） 1 1 6 0

病院 4 6 7 7
介護施設 2 1 0 1

不明 1 1 0 11

退院後 3 カ月から転倒率は増加．
転倒場所は自宅が多く，退院後 3 ～ 6 カ月では屋外転倒も多い傾向があった．

図　IOF︲CTF 委員会より送られてきた実際の審査結果票

86％　Silver( 銀 )
の評価であった
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川野きみ

中断者リストを用いた調剤薬局と診療所の連携により
90％以上の治療継続を維持する

OLS 介入前後でのデノスマブの治療継続率の比較

　骨粗鬆症の治療継続率は低く，1 年目での継続
率は 50％程度といわれている．特に，経口薬では
注射薬に比べて，治療継続率が低いことも知られ
ている．しかしながら，骨粗鬆症による二次骨折
予防には，80％以上の高いアドヒアランスの治療
が求められる．そのため，治療中断者を早期に発
見し，受診勧奨を行うことで，治療からの脱落を
防ぐことが重要と考えられる．しかし，診療所に
おいて，治療中断者を抽出することは困難である．
そこで，調剤薬局に導入している電子薬歴システ
ムを用いて治療中断者を抽出し，診療所と連携を
図ることで，治療継続の向上に寄与できると考え
た． 本研究の目的は，調剤薬局にて中断者を早期
に抽出し，診療所と連携することにより，中断理
由や中断者の特徴を明らかにすることである．さ
らに，継続率の維持と向上に役立つか否かを明ら
かにすることを目的とした．
　本研究では，当薬局を利用している骨粗鬆症治
療患者の来局日，処方日数から次回来局予定日を
推測し，来局予定月に来局がなかった患者を治療
中断者としてリスト化し（表），診療所へ毎月報告
を行った．診療所では，そのリストとカルテから，
必要に応じて患者本人へ連絡を行い，未来院となっ
ている理由や体調を確認し，受診勧奨を行い，当
薬局へのフィードバックを行った．
　調査期間 8 カ月での中断者の報告者数は 133 名
で，診療所から 12 名の患者に連絡を取ることで，
8 名の再受診につなげることができた．報告者に

はじめに
　当クリニックでは，2018 年に看護師 3 名，理
学療法士 1 名，診療放射線技師 2 名の骨粗鬆症
マネージャーが誕生，医師と管理栄養士 1 名を含
む5職種による骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）
外来が始まり，各職種さまざまな骨粗鬆症治療へ
の取り組みを行っている．
　看護師としての介入は治療薬別に作成したク
リニカルパスや独自に作成した「骨あんしん手
帳」を用いて行い，患者さんから好評をいただい
ている（図）．

演題を発表することになった経緯
　当院でデノスマブが導入されてからは，1 患者
1 枚の紙ベースによる管理であった．A4 用紙に

は他薬局利用者や転院・入院となっていた患者も
いたが，残りの 121 名のうち，71 名は電話連絡な
く再診に至っていた．治療継続率については，介
入前から平均 96.9％と高かったが，介入後も平均
98.1％と高い継続率を維持することができた．
　調剤薬局の電子薬歴システムを用いることで，
治療中断者を早期に抽出することができ，さらに，
診療所と連携を図ることで 8 名の中断者の治療再

は，ID や名前，デノスマブの開始日，次回注射
予定日，骨塩や採血の施行日を記入していた．し
かし，この用紙は該当月のデノスマブの発注数を
把握するために使用されており，治療中断の把握
には至っていなかった．
　そこで，この紙ベースでの管理を表計算ソフト
へ変更し，該当月の患者さんの把握に加えて治療
中断者の把握を簡便に行えるようにした．そして
治療中断者への電話による介入を行った結果デノ
ズマブの治療継続率が上昇し，このことが演題を
発表するきっかけとなった．

発表の要約
　2015 年 1 月～ 2018 年 5 月にデノスマブによ
る治療を開始した OLS 介入前群（240 名：男性 5

開につながった．さらに，調剤薬局と診療所の連
携により，90％を超える高い継続率を維持するこ
とができた．
　今後の検討課題として，患者本人への受診勧奨
の必要なく再診しているケースが多かったため，
中断者の特徴を分析し，中断リスク因子の特定を
行うことで，調剤薬局と診療所の負担を減らしな
がら，効率的に介入できるよう検討していきたい．

名，女性 235 名，平均年齢 74 歳）と 2018 年 6 月
から 2019 年 2 月にデノスマブによる治療を開始
した OLS 介入後群（105 名：男性 3 名，女性 102
名，平均年齢 74 歳）についてデノスマブの治療
継続率を比較した．また OLS 介入とし当該月に
来院のない患者さんに対して電話にて現況を確認
し来院を促した．
　OLS 介入前群のデノスマブの平均治療継続率
は 77％（184 名 /240 名），OLS 介入後群のデノ
スマブの平均治療継続率は 97％（102 名 /105 名）
であった．
　電話介入の際に診察予約日に来院されなかった
理由として，当日の体調不良や失念，転居や施設
入所による通院困難，がんなどの他疾患の治療開
始に伴う来院困難が主であったが，中には予約の
変更方法がわからなかった，連絡をするのが面倒
という理由で通院を中断していた方もいた．電話
をかけた際には　「わざわざ電話いただけるなん
て…」とか「私のことを覚えていてくれたんです
ね」と拒否されることはほとんどなかった．
　今後も診察予約がキャンセルされた場合は，で
きるだけ早期に対応し治療意欲の低下を防いだ
り，診察予約変更時の方法を「骨あんしん手帳」へ
記載をしたり，電話連絡が困難時は葉書で対応す
るなど少しずつ OLS のアップデートを行ってい
き，治療継続率の向上に努めたいと考えている．図　骨あんしん手帳（一部抜粋）とクリニカルパス

表　骨粗鬆症薬中断者リスト

医薬品名 最終来局日 受診予定日 氏  名 生年月日 備  考
アクトネル ® 錠 75mg
フォサマック ® 錠 35mg
フォサマック ® 錠 5mg
ベネット ® 錠 17.5mg
ベネット ® 錠 75mg
ボナロン ® 経口ゼリー 35mg
ボナロン ® 錠 35mg
ボノテオ ® 錠 50mg
ボノテオ ® 錠 1mg
ボンビバ ® 錠 100mg
リカルボン ® 錠 50mg
フォルテオ ® 皮下注 600μg
エディロール ® カプセル 0.75μg
エビスタ ® 錠 60mg
ラロキシフェン錠 60mg「EE」
デノタス ® チュアブル配合錠
アルファロールカプセル 0.5μg
アルファカルシドールカプセル 0.25μg
アルファカルシドールカプセル 0.5μg
アルファカルシドールカプセル 1μg
ワンアルファ ® 錠 0.5μg
カルフィーナ ® 錠 0.5μg
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● 2020 年度 OLS 活動奨励賞募集始まる !!
2020 年度の OLS 活動奨励賞の募集が 2 月 1 日より始まってい

ます．

　骨粗鬆症マネージャーによる公募を以下の通り実施していますのでご

応募をお待ちしています．

【募集要項】

主　　催： 一般社団法人 日本骨粗鬆症学会 

件　　数： 3 件以内（副賞 1 件 10 万円）

公募期間： 2020 年 2 月 1 日～ 2020 年 4 月 30 日（消印有効）

【日本骨粗鬆症学会 OLS 活動奨励賞規定】

目的：OLS 活動における優れた成果を示した活動に対して，その活動

を奨励することを目的とする． 

対象：骨粗鬆症マネージャー，または骨粗鬆症マネージャーおよびその

所属機関／グループとし，国内で行われた OLS 活動に限る．過

去に本賞を受賞した者の同一案件での再受賞は認めない．

申請用紙等詳細は下記学会ホームページで確認をお願いします．

http://www.josteo.com/ja/award/ols-syourei/about.html

●第 21 回日本骨粗鬆症学会が開催
　第 21 回日本骨粗鬆症学会が 2019 年 10 月 11 日から 13 日の 3 日
間，あいにく台風の接近する中でしたが神戸国際会議場にて盛大に開催
されました．今回も多くの骨粗鬆症マネージャーやメディカルスタッフ
の方が参加，演題発表されました．2020 年第 22 回は 10 月 9 日か
ら 11 日の 3 日間，神戸国際会議場での開催を予定しています．皆様方
の奮ってのご参加，演題発表を期待します．

●骨粗鬆症マネージャー認定更新
　第 1 期骨粗鬆症マネージャー（2015 年認定）が認定より 5 年経過し，
初めての認定更新作業が行われています．第 1 期認定者でまだ手続きを
されていない方，第 2 期骨粗鬆症マネージャー（2016 年認定）で認定更
新について不明な点がある方は学会事務局までご連絡ください．

●第 6 期骨粗鬆症マネージャー認定試験
　合格者発表
　第 6 期骨粗鬆症マネージャーの認定試験は 2019 年 11 月 3 日に専
修大学神田キャンパスにて実施され，2019 年 12 月 10 日に合格者が
発表されました．
　この方たちは 2020 年 4 月 1 日に新たな骨粗鬆症マネージャーとし
て認定，仲間入りされます．


