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はじめに
　当院は救急外傷治療に重点を置く 3 次救急病院
であり，骨粗鬆症患者への治療介入が不足してい
た．原因として，整形外科医が急性期医療に追わ
れ骨粗鬆症まで治療が行き届いていない，在院日
数が短く繁忙度が高い，多職種連携が不十分で骨
粗鬆症への包括的な治療が行えない，という問題
があった．2016 年に OLS 運動器ケアチームが立
ち上がり，骨粗鬆症患者への治療介入，市民の骨
粗鬆症リテラシー向上を目標に活動を開始した．

OLS運動器ケアチーム結成後の取り組み
　当院における 2014 年の脆弱性患者に対する骨
粗鬆症治療介入率は 20％に満たなかった．その
理由として，当院は DPC 対象病院であるため，
入院中の患者に対する骨密度検査や治療介入が
認められていなかった．また，医師やメディカ
ルスタッフの知識不足や異動などから，介入内
容が異なり，治療介入が十分とは言えない状況
であった．
　そこで当チームでは，以下の取り組みを行っ
た．①院内外の医療従事者に対する骨粗鬆症セ
ミナーの開催，②骨粗鬆症治療薬有無のスクリー
ニングを行い医師へ連絡をするシステムの構築，
③市民に対する講演や骨粗鬆症無料スクリーニ

よろしくで決定
　「骨粗鬆症リエゾンサービス（以下 OLS）を開始
するからよろしく」
　突然の指名に入社数カ月のヒヨっ子が断れるわ
けがなく，2016 年度の準備期間が始まった．多
職種にて会議を始めたものの「誰こいつ？」と警戒
される中，案の定，提示した案は拒否され，叩き
台は誰も叩いてくれない寂しい一年だった．担当
を振り分けても，殺陣の中で「そんなん無理」の飛
び道具を乱れ打ちされた挙句，「結局何をすれば
いいの？」と背後から辻斬りされる毎日の中，チー
ムを率いる院長が貫き通す，①患者満足度の向上，
②医師の業務軽減，③地域連携，これを当院の 3
本柱とした．
　2017 年度，外来中心の一次予防（OLS）と入院
中心の二次予防（FLS）を開始したが，FLS は即
破綻した．外来看護師と師長の理解が得られた
OLS は患者介入を開始し，一点突破だが工夫さ
れ発展した．

リエゾンナースとパフォーマンス表
　医師以外の専門性を模索する中で，看護師に
フォーカスした．具体的には，『①骨粗鬆症に精
通したリエゾンナース（以下 LN）の育成』のため，
骨粗鬆症マネージャーによる講義・医師の診察を
録画し教育用 DVD を作成・医師監修のマニュア
ル作成などを行った．また，『②外来診察への LN
介入』のため導線に事前介入を組み込んだ．さら
に，A4 用紙に患者情報を濃縮した支援シート『③
パフォーマンスシート（以下 PM 表）の運用』を行っ
ている（図）．PM 表は 3 つの機能に特化している．

ング検査の実施，　④ 50 歳以上女性の整形外科
初診患者に対する骨密度検査の励行，⑤骨粗鬆
症注射薬投与前に禁忌事項の有無を確認後，薬
剤の払い出しが行われるシステム（図）の構築，
⑥関節リウマチ患者への介入，⑦歯科や近隣の
施設との連携などを行った．その結果，院内の
医療従事者の骨粗鬆症に対する認識が変わり，
2017 年以降は約 90％まで脆弱性骨折に対する治
療介入率が上昇した．また，入院中の骨密度検
査や治療介入が認められるようになり，大腿骨
近位部骨折患者に対する治療介入をクリニカル
パスに組み込むこととした．

今後の課題と目標
　3 次救急病院は脆弱性骨折患者に治療介入する機
会が多い．当院ではさまざまな取り組みの結果，骨
粗鬆症に対する治療介入は上昇してきている．しか
し，転院後や骨折の治療が終了した後の治療継続に
ついて，転院先や連携病院などへ引き継ぎ，追跡の
できるシステムの構築が課題である．メンバーのモ
チベーションを保つためにも自発性を大切にし，お
のおのの職種が先頭に立つことで，今後も骨粗鬆症
のトータルケアを実践し，全国のモデルケースとな
れるようさまざまな取り組みに挑戦したい．

『パフォーマンス機能』…各種検査値がグラフ化
された「データ項目」と看護師が聞き取り，評価す
る「患者情報項目」から構成され，現状が見える化
されている．

『連絡帳機能』…フリーコメント欄を通じ，LN
から医師への伝言機能をもたせることで，医師は
容易に問題点やニーズを抽出し，テーラーメイド
医療を決定できる．

『情報共有機能』…PM 表は当院，かかりつけ医，
患者間で同じものが共有される．かかりつけ医に
は紹介状に添付し治療継続を依頼し，処方を一元
化しアドヒアランスを向上できる．
　現在は，PM 表作成・医療面接ともに多職種で
かかわっている．このシステムは，医師の負担軽
減と診療時間短縮だけでなく，多忙な医師では成
し得ない，きめ細やかな情報収集と評価・説明，
連携が可能となる．さらに，待ち時間というブラ
ンクを充実化させ，治療満足度向上にも寄与する．

気が付けば
　思い悩んでいた頃，「邪念を払いに座禅して滝
に打たれに行くわ」と言った PT や，「あの患者さ
ん酸素しながらタバコ吸うらしいよ，怖いね」と
言った看護師の声が聞こえてくると，修行するな
ら OLS をマネジメントしろ．邪念なんて癒しに
思えるぞ！私は看護師に接するときは火薬庫で爆
発物扱うくらい気を遣っているぞ！と心が毒され
ていた頃もあった．
　詳細は割愛するが，現在はメンバーの自発的な
活動が国際骨粗鬆症財団（IOF）の機能評価（CTF-
BPF）取得に，学会で「ご当地リエゾン」と揶揄され

た 3 本柱が OLS 活動奨励賞受賞につながった．紆
余曲折あったが，積み重ねていたものに気付かさ
れた．今後はさらなる地域貢献に努めていきたい．

OLS活動奨励賞

済生会横浜市東部病院薬剤部

土屋篤史

なのはな薬局（元 野瀬病院薬剤科）
原　克樹

3 次救急病院における OLS の構築
～ OLS 運動器ケアチームの形成と多職種で始める骨折予防～

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

済生会横浜市東部病院における注射の骨粗
鬆症治療薬運用フロー（デノスマブの場合）図

デノスマブ皮下注シリンジ投与手順

以下の４点を満たさないと原則投与不可
□医療機関において骨粗鬆症治療薬（ビタミンD・カルシウム製剤を除く）及び抗 RANKL　
　モノクローナル抗体が投与されていない
□当日の血清Ca値†≧8.8mg/dL
□（初回投与の場合）当院の口腔外科を受診している
　 ※他病院からの継続の場合は当院の口腔外科受診は不要
□活性型ビタミンD製剤とカルシウム製剤が処方されている
     処方されていない場合、その理由が医師のカルテに記載があるか確認する††　
※適宜、口腔内の管理状態の確認、定期的な歯科検査を受けることの患者説明を行う

医師または看護師が施行前テンプレートをカルテに入力する。
　↓
薬剤部（内線●●●●）へ払い出しを依頼する。　※依頼があるまで薬剤は払い出されない
　↓
薬剤師は①施行前テンプレートが入力されており、②血清Ca値が上記を満たしていること、
③低Ca血症予防薬の処方、④口腔外科を受診していることが確認できれば、本剤を箱から
開封せずに該当部署へ払い出す。払い出し先が病棟の場合は、当該病棟担当薬剤師に連絡する。

お薬手帳の持参有無に応じて、デノスマブお薬手帳用シール（以下、シール）を下表の通り取り扱う。
　 なお、シールを取り扱う職種は以下の通り
　　  ・外来患者⇒外来看護師　　　・入院患者⇒病棟薬剤師

OLS 運動器ケアチーム

2020年 7月 1日

ご不明な点は、整形外科担当薬剤師（内線 :●●●●）または整形外科外来看護師（内線 :●●●●）へ
お問い合わせください。

 

デノスマブお薬手帳用シール

表　シールの取り扱い
（手帳表紙に）（手帳の中に）

左記に示したお薬手帳の位置にシールを貼付するお薬手帳
持参あり

お薬手帳
持参なし

シールを患者に交付し、次の 2点を指導する
　①お薬手帳にシールを貼付すること
　②次回投与の際、お薬手帳を持参すること

初回投与
以降

・初回投与後 2週以内に血清Ca値†を確認する。血清Ca値†＜8.8mg/dL であれば、
 カルシウムまたは活性型ビタミンD製剤で補正を行う。
・前回投与時、お薬手帳を持参されていなかった患者に関しては、お薬手帳にシールを
 貼付したかを確認する

投与前

投与時

†：血清Ca値＜8.8mg/dL かつ Alb＜4.0 であれば、補正Ca値で代用する。
　　　　補正Ca値＝血清Ca値＋4－Alb
††: 血清補正Ca値が高値（10.3mg/dL 以上）でない限り、毎日活性型ビタミンD製剤と
　　　　カルシウム製剤を経口補充すること。腎機能障害患者は適宜投与量を調整すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（添付文書より）

図   骨粗鬆症パフォーマンスシート
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取材協力
　林　綾野
   （済生会横浜市東部病院看護部）

施 設 探 訪 OLS活動奨励賞受賞者インタビューOLS活動奨励賞受賞者インタビュー

土屋篤史
　済生会横浜市東部病院薬剤部

　そこでチームは，院内外の医師やメディカルス
タッフを対象に勉強会やセミナーを開催，啓発活
動を推進した．また病棟では，薬剤師が医師に対
し，骨粗鬆症治療薬の導入を提案することをルー
ティンとした．その結果，大腿骨近位部骨折に対
する骨粗鬆症治療介入率は 2017 年に 89％，2018
年は 93％にまで上昇した．
　飛躍的に上昇した理由について，土屋氏は「医
師に対し，根気強く治療介入の重要性を訴えた結
果」と説明する．「病棟には薬剤師が常駐していま
す．医師の姿を見かければ未治療患者さんについ
て相談し，個々の病態に適した薬剤を提案するな
ど，とにかく地道な活動を続け 9 割に到達できま
した」．

　2017 年からは，脆弱性骨折患者の見逃し防止
と続発性骨粗鬆症患者への治療介入を目的とし
て，チームでの骨粗鬆症回診を開始．対象は，脆
弱性骨折の既往のある患者，ステロイドをはじめ
続発性骨粗鬆症の原因となる治療薬を服用中の患
者である．
　3 次救急病院という性質から介入可能なケース
は限られるが，回診を行うごとに院内での周知が
進み，他科からの依頼と治療介入が増えていっ
た．「たとえば呼吸器内科では，喘息や間質性肺
炎などでステロイドを内服する患者さんに骨粗鬆
症治療薬が処方されていないケースが目立ちまし
たが，回診を重ねるうち処方が増えていきました．
未処方の理由は，単に主治医の意識が向いていな
かっただけのケースがほとんど．回診自体が意識

づけの契機となったようです」と土屋氏は言う．
　また，同院は重症心身障害児（者）施設を併設す
るが，入所者の多くは自力での体動や歩行が難し
く，不動性骨粗鬆症を呈しやすい．なかには骨密
度 YAM 値が 20％まで低下し，骨折を経験した入
所者もいる．
　そこで，回診を知った施設の医師からの依頼の
もと，施設入所者に対してもチームによる治療介
入をスタートした．入所者は臥床や嚥下が困難な
ため，年 1 回の点滴投与製剤を投与し，副作用な
ど有害事象のモニタリングを継続している．
　さらに土屋氏は，「この骨粗鬆症回診を通じ，
活動の場を広げていきたい」という．「以前，ネフ
ローゼ腎炎などステロイド使用の多い腎臓内科の
医師が，われわれの活動に関心を寄せチーム活動
に参加してくれていました．異動によりチームか
ら抜けましたが，今後も内分泌や呼吸器内科など
関連の強い診療科に声をかけ，院内全体の取り組
みとして根付かせていきたいですね」．

　また，土屋氏はチームとして活動を行う中，薬
剤師として安全に骨粗鬆症治療薬を投与する方法
を模索していた．「年 1 回や半年 1 回の注射製剤
を投与する患者の場合，かかりつけ医でそのこと
が把握されず，骨粗鬆症治療薬が重複投与される
リスクがあります．そうした事態を回避する仕組
みが必要と考えたのです」．
　そこで，骨粗鬆症治療中であることを示すシー
ルを作成し，注射製剤を投与する際には必ずお薬
手帳の表面に貼付，重複投与を防止する取り組み

　済生会横浜市東部病院は，横浜市東部地域の急
性期医療を支えるべく 2007 年に設立された 3 次
救急指定病院である．救急搬送受け入れ件数は
年間約 5,000 件にのぼり，整形外科手術件数は約
1,700 件，うち緊急手術件数は 350 件に及ぶ．
　「ほぼ毎日手術が行われ，病棟には次々新規患
者が入院する状況です．平均在院日数は 8.3 日．
整形外科の医師は手術に専念せざるを得ない状況
でした」と林氏は振り返る．
　ただ，病棟には救急外傷治療を要する患者だけ
でなく，脆弱性骨折患者も数多く入院する．骨
粗鬆症への対策に強い関心を寄せていた林氏は
2016 年，もう 1 名の看護師とともに骨粗鬆症マ
ネージャーの資格を取得する．
　ちょうどその頃，整形外科部長（当時）が「この
状況はいけない．骨粗鬆症にも十分な治療介入を
すべき」と発起．OLS（骨粗鬆症リエゾンサービス）
運動器ケアチームとして骨粗鬆症への取り組みを
スタートする．整形外科病棟に勤務していた土屋
氏も，翌 2017 年に骨粗鬆症マネージャーの資格
を取得，チームの一員に加わった．

　チームとして最初に行ったのが，整形外科病棟
における治療介入の現状把握である．すると，大
腿骨近位部骨折に対する骨粗鬆症治療介入率は
17％に止まり，医師やメディカルスタッフの骨粗
鬆症に対する認識は低いことが明らかとなった．

3 次救急指定病院で
OLSチームを立ち上げ

整形外科病棟での骨粗鬆症対策の推進へ

骨粗鬆対策を院内全体の取り組みへ

骨粗鬆症治療薬投与における
問題点に注目

図 1　済生会横浜市東部病院 OLS 運動器ケアチームメンバー 図 2　骨粗鬆症市民公開講座の様子
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カー，メディカルアシスタントなど多彩な職種が
加わり，院内の OLS 運動器ケアチームとして活
動を展開している．
　チームのサブリーダーを務める林氏に，チーム
活動を成功させる秘訣について伺った．「当チー
ムは目的を持って集まった人ばかり．骨粗鬆症マ
ネージャーの資格も，個人のお金と時間を費やし
て取得しています．自主的に活動しているのは大
きいですね」．
　また，林氏はサブリーダーとして全体を見渡
し，チームの中でも啓発活動，システムづくりな
ど個々の得意分野を尊重し，全体で協力する体制
づくりを意識している．「職種ごとに多忙な業務
を抱える中，チーム活動で疲弊するのは本末転倒．
大変そうならチーム内で調整し，スタッフが燃え
尽き，活動が萎縮することがないよう配慮してい
ます」．

　これまで同院の OLS 運動器ケアチームは，3
次救急病院という多忙な環境にありながら，着実
に骨粗鬆症対策の成果を積み上げてきた．その
中でチームの今後の課題として，土屋氏は，大腿

明確な目標を掲げ次のステップへ

を開始した．
　ほかにも，骨粗鬆症治療薬にまつわる課題とし
て，アドヒアランス不良の問題がある．林氏は，「患
者は高齢者が多く，内服を忘れるなど服用管理能
力が低下しがちです．なかには認知機能が低下し，
治療の意味そのものを理解できていない場合もあ
ります」と説明する．
　そこで，自己注射製剤に関しては投与対象者全
員，通院時に使用済みシリンジや注射針を持参し
てもらい看護師が使用状況をチェック．内服薬に
ついては，患者の「このお薬はまだたくさんある
から不要」といった発言を聞き逃さず，残薬の有
無を確認している．
　林氏は，「看護師が毎回声かけすることで，患
者さんは徐々に信頼を寄せてくれるようになりま
す．その信頼関係が治療を頑張ろうという動機付
けとなり，ひいてはアドヒアランス向上につなが
ると考えています」と期待を寄せる．

　当初は整形外科部長と看護師でスタートした骨
粗鬆症の取り組みだが，現在は薬剤師，管理栄養
士，理学療法士，放射線技師，ソーシャルワー

骨近位部骨折に対する治療介入率を「9 割台から
100％にまで引き上げること」と挙げた．
　「整形外科の医師はどうしても手術治療が優先
となり，骨粗鬆症まで手が回らないことがある．
加えてわれわれ薬剤師の間でも，骨粗鬆症に対す
る関心度にばらつきがあるのが現状です．今後さ
らに後進の薬剤師を育成し，チーム継続に貢献し
ていきたいと思います」．
　林氏は加えて，骨粗鬆症治療介入後の継続率の
調査を課題に挙げた．「当院を退院して回復期に
転院後，また戻ってくる患者さんの中には，骨
粗鬆症治療薬の処方が切られているケースが少な
からずあります．実態を詳細に把握するため，今
年度の行動計画として継続率の調査を挙げていま
す」．
　そして，土屋氏と林氏が口をそろえたのが，「全
国の OLS のモデルケースを目指したい」という
チームの将来像である．
　現在，同院では，骨粗鬆症性骨折の二次予防の
活動に対し，IOF（国際骨粗鬆症財団）から銅メダ
ルを授与されている．さらにチームでは金メダル
獲得を目標に掲げており，両氏は「金メダルを原
動力に，さらに骨粗鬆症の取り組みにおいてさま
ざまな活動に挑戦していきたい」と述べた．
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チーム活動の運用のコツ

医療法人あんしん会あんしんクリニック画像診断部

木村博俊

骨粗鬆症外来における無症候性椎体骨折の調査：
診療放射線技師の OLS 介入

はじめに
　2018 年当院に看護師，理学療法士，診療放射線
技師，管理栄養士合わせて 6 名の骨粗鬆症マネー
ジャーが誕生した．当院の骨粗鬆症リエゾン外来は，
医師による診察以外に，診療放射線技師の骨折リス
クの説明や理学療法士の運動指導，管理栄養士が栄
養指導を行うなど，5 つの職種からなるチームで患
者に 2 年間向き合うことを特徴としている（図）．

診療放射線技師としての活動
　骨粗鬆症マネージャーは看護師が 51％，理学
療法士が 18％と多いが，診療放射線技師はわず
か 5％ととても少なく，活動している報告も多い
とは言えない．そのためチームの一員として何が
できるのか検討している中で，日常診療において
椎体骨折がないと申告しているが X 線撮影にて
椎体骨折を認める患者が多い印象を受け，そこに
重点を置くことを考えた．
　実際，既存椎体骨折が存在する場合の新規椎体
骨折発生の相対リスクは約 4 倍になると報告され
ており，既存椎体骨折の有無は骨粗鬆症リエゾン
サービス介入で骨折の一次予防を行うか，二次予
防を行うかの判断につながり非常に重要である．
そこで取り組みとしてリエゾン介入時に胸腰椎の
X 線撮影を行い，医師の診断後に既存椎体骨折が
あった場合はその自覚について確認し，椎体骨折
を有する際の二次骨折のリスクについて説明する
こととした．

今回の学会発表演題
　骨粗鬆症による椎体骨折は，その約 3 分の 2
が無症候性であるため患者は気づかないことが多
いと報告がされており，当院の骨粗鬆症リエゾン
外来でも無症候性椎体骨折患者について調査しリ
エゾン介入を行った．結果は対象患者 223 名中，
椎体骨折の既往がないと回答し
た患者が 191 名で，その中で実
際に椎体骨折があった患者は
60 名と無症候性椎体骨折患者
は全症例の 26.9％となり少な
かったが，無症候性椎体骨折の
患者を多数確認でき，この方々
に今回リエゾン介入での説明を
行ったところ，診療放射線技師
と話をすること自体が新鮮であ
るのか治療に対して前向きな回
答をもらえるようになった（表）．

他施設の方に伝えたいこと
　今回の研究と取り組みを踏ま
え，医療機関にて治療前の椎体
骨折の確認は無症候性椎体骨折
の早期発見につながると考え
る．また，既存椎体骨折を有す
る場合にそのリスクについて患
者にしっかり説明することは，
治療への意欲向上から骨粗鬆症

治療率・治療継続率の向上につながり，非常に重
要であるとリエゾン介入を通じて思った．そして，
診療放射線技師の骨粗鬆症マネージャーとしてリ
エゾンの中でまだまだできることがあると思うの
で，それを今後さらに見つけていきたいと考えて
いる．

骨折 n群 女性 男性

あり 60
※全症例の 26.9％ 55 5

なし 131 130 1

表　椎体骨折の既往がないと回答した患者の X 線撮影後の内訳
※ n 群：全患者 223 名中，椎体骨折の既往が「ない」と回答した患者．

図　当院の骨粗鬆症リエゾン外来チームとパンフレット（表紙）

看護師

医師

診療放射線技師

理学療法士管理栄養士
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東埼玉総合病院地域医療推進部

石飛裕樹

骨粗鬆症サポーター制度の創設と骨粗鬆症地域連携
―多職種連携による骨粗鬆症治療の充実と脆弱性骨折予防を目指して―

　当院では 2015 年度に骨粗鬆症リエゾンサービ
ス委員会（以下 OLS 委員会）が発足した．構成メ
ンバー（図）に 4 名の骨粗鬆症マネージャーが在籍
している．
　OLS 委員会では脆弱性骨折の二次予防として
入院患者の中から脆弱性骨折やその既往がある患
者を抽出して骨粗鬆症検査，治療につなげること，

「胸部・腹部 CT から椎体骨折発見プロジェクト」
などを行っている．また一次予防としては，管理
栄養士による家族同席での栄養指導，DM および
ステロイド内服患者を抽出して骨粗鬆症検査，治
療へつなげること，医療クラークによる外来モニ
ターやポスターを利用した骨粗鬆症検査の推進な
どを行っている．さらに，骨粗鬆症治療連携施設

（医科，歯科）とのタイアップ（循環型骨粗鬆症診
療，定期的な口腔ケアの推進など）は事務（地域連
携課）が中心となって取り組んでいる．
　当院が属する医療圏は幸手市とそれに隣接する
杉戸町，宮代町の 1 市 2 町であり，この地域の
人口は約 15 万人だが，骨粗鬆症マネージャーは
当院の 4 名と堀中病院（幸手市）の 2 名の計 6 名

だけである．脆弱性骨折の予防と骨粗鬆症治療の
普及には地域での協力体制が不可欠であるが，マ
ンパワー不足が顕著であった．そこで，当院から
郡市医師会へ働きかけ，郡市医師会認定の骨粗鬆
症サポーター制度が 2018 年 3 月に発足された．
骨粗鬆症サポーターは医療機関，介護施設，行政
などの従事者であれば国家資格の有無は問わず，
試験は行わずに，医師会主催の講習会または当院
で開催している勉強会に参加すればサポーターに
なれるようにした．骨粗鬆症マネージャーのよう
に高いハードルを設定せず，熱意のある人ならば
誰でも参加できる仕組みを作った．その結果，骨
粗鬆症マネージャーの資格要件である国家資格を
もった医療専門職のほかに，行政職員，ケアマネー
ジャー，事務職員など多彩な顔ぶれが加わった．
発足から 1 年の 2019 年 3 月には骨粗鬆症サポー
ターは 186 名となった．
　この時点で骨粗鬆症サポーター協議会を結成
し，これまでに 3 回の集会を開催した．当地域の
骨粗鬆症マネージャー 6 名は幹事となって，啓発
のための基調講演や顔の見える関係づくり，グ

ループディスカッションを企画した．グループ
ディスカッションでは各職種の現状や問題提起な
ど忌憚のない意見が交わされ，今後の具体的な取
り組みなどについて議論された．われわれ 6 名の
骨粗鬆症マネージャーは学会，研究会などに積極
的に参加して知識の向上や各地域での取り組みな
どの情報収集に取り組み，それを還元して骨粗鬆
症サポーター協議会が地域での脆弱性骨折の予防
と骨粗鬆症治療の普及に貢献できるように努力を
続けていきたい．

医師 ☆ 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 ※ 臨床検査技師 社会福祉士 ※

事務職員（医療クラーク・地域連携課員）

図　OLS 委員会構成メンバー職種
☆：骨粗鬆症認定医，※：骨粗鬆症マネージャー．
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2020年度の第5回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．　　

受賞者は 10 月の学術集会会員総会で表彰され，賞状と副賞が贈呈されます．（敬称略）

＊ 石井直美　北九州総合病院
　 「循環型医療連携をめざした急性期基幹病院での骨粗鬆症リエゾンサービスの構築」

＊ 村山　優　千葉県骨粗鬆症連携協議会 東京歯科大学市川総合病院　
　 「OLS チーム回診と医科歯科連携の取り組み」

＊ 今岡真和　大阪河﨑リハビリテーション大学
　 「産官学連携による地域リソースを活用した１次、２次骨折予防活動モデルの構築」

授賞内容，施設紹介は次号以降の「学会雑誌 JJOS」や「OLS かわら版」で紹介していく予定です．

20202020年度 第年度 第55回 回 OLSOLS活動奨励賞 受賞者決まる!!活動奨励賞 受賞者決まる!!


