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骨粗鬆症に対する取り組み

大分県 杵築市立山香病院
放射線科 診療放射線技師 ○濱田 彰、甲斐田 健太、

中野 雄吉、御堂 憲太郎、
廣瀬 和美

【はじめに】

骨粗鬆症は「沈黙の疾患」と呼ばれ、骨脆弱化が

進行したのみでは症状はみられないが、ひとたび骨

折を生じると、疼痛と同時に新たな骨折のリスクが

高まり、“骨折の連鎖”を引き起こす。中でも大腿

骨近位部骨折は寝たきりの主な原因となりQOLを著

しく低下させる。

わが国においての骨粗鬆症患者は年々増加傾向に

あり、その数は約1,300万人と推測されている。し

かし、治療患者の割合は約20%程度と言われている。
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わが国においての骨粗鬆症患者は年々増加傾向に
あり、その数は約1,300万人と推測されています。
しかし、治療患者の割合は約20%程度といわれてい
ます。

【目的】

1． 骨粗鬆症の

早期発見、早期治療、治療の継続

２．骨粗鬆症による

椎体骨折や大腿骨近位部骨折の防止

そこで我々は、骨粗鬆症の早期発見と早期治療そ
して治療の継続により骨粗鬆症による椎体骨折や大
腿骨近位部骨折を防止することを目的とした取り組
みを始めることにしました。

【対象】
期間：平成26年5月19日～平成27年4月30日

対象：当院新規入院患者

①男性75歳以上、女性65歳以上

②低骨量を呈する疑いのある患者

上記①②を満たす患者を放射線技師がピックアップし、

週2回開催される新規入院患者に対する多職種合同カ

ンファレンスに骨密度測定を提案

主治医（もしくは他の医師）が必要と判断した患者519名

対象です
期間は、平成26年５月から平成27年４月までです。

週２回新規入院患者を対象に開催される院内多職種
参加によるカンファレンス時に、男性75歳以上、女
性65歳以上で低骨量を呈する疑いのある患者に対し
私ども放射線技師が骨密度測定を提案し、主治医が
必要と判断した患者519名を対象としました。
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【方法】

1.  骨密度測定 使用機器：PRODIGY-C（GE社）
≪測定部位≫ A. 腰椎

B. 左大腿骨近位部
→ YAM（Young Adult Mean）にて評価

2.  初回のみFRAX（骨折リスク評価ツール）を実施

・患者背景とYAM
・骨粗鬆症と骨量減少症の割合
・治療対象の割合と実際の治療状況

について検討

　方法です
対象者に対して、GE社のPRODIGYにて腰椎と左

大腿骨近位部の骨密度を測定し、YAMにて評価を
しました。

また、初回のみFRAXを実施し、患者背景と
YAM、骨粗鬆症と骨量減少症の割合そして、治療
対象の割合と治療状況について検討しました。

ちなみに、
YAMは「Young Adult Mean」の略で若年成人

平均値を意味し、％で表示します。
YAMは20 ～ 44歳の健康な女性の骨密度を100％

として、現在の自分の骨密度が何％であるかを比較
した数値です。

スライドは、原発性骨粗鬆症の診断基準に掲載さ
れている「低骨量を呈する疾患」の一覧です。

FRAX
１．年齢(40歳～90)歳あるいは生年月日

２．性別

３．体重(kg)

４．身長（cm)

５．骨折歴

６．両親の大腿骨近位部骨折歴

７．現在の喫煙

８．糖質コルチコイド服用歴

９．関節リウマチの有無

１０．続発性骨粗鬆症リスクの有無

１１．ｱﾙｺｰﾙ摂取量（毎日平均3単位以上）

◆左大腿骨近位部（頸部）骨密度の実測値◆

○今後10年以内に骨粗鬆症による骨折をする確率

○今後10年以内に大腿骨近位部骨折をする確率

FRAXは2004年にWHOが提唱した骨折リスク評
価ツールで、11のチェック項目と左大腿骨近位部（頸
部）の骨密度の実測値から、今後10年以内に骨粗鬆
症による骨折と大腿骨近位部骨折をする確率を算出
します。

多職種合同カンファレンスの様子
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多職種合同カンファレンスの様子です。

原発性骨粗鬆症の薬物治療開始基準
（2011版骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインより）

ガイドラインによる原発性骨粗鬆症の薬物治療開
始基準です。

これを参考に担当医が治療が必要とみなせば治療
開始となります。
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結 果

結果です

男性 女性 計

検査人数

143名 376名
519

＊内1名（女性）大腿
骨頸部ﾃﾞｰﾀ無27.6% 72.4%

平均年齢
(歳) 80.2±25.2 80.9±40.9 80.7±40.7

大腿骨近位部
平均YAM値(%) 81.5±49.5 66.6±59.4 70.4±43.4

患者背景と大腿骨近位部のYAM

男女比は、男性27.6%、女性72.4%と女性が圧倒的
に多く、平均年齢は、男性も女性も80歳と同等でし
た。

大腿骨近位部YAMの平均は、男性では約82%、
女性で約67%で女性が男性よりも約15%ほど低い値
となりました。

【骨粗鬆症と骨量減少症の割合】

骨粗鬆症（≦69）
男性

骨粗鬆症（≦69）
女性骨量減少症（70～79）

男性

骨量減少症（70～79）
女性

正常（80≦）
男性

正常（80≦）
女性

ﾃﾞｰﾀ無

女性 1名

33名

6.4%

221名

42.7%

41名

7.9%

81名

15.6%

69名

13.3%

73名

14.1%

骨粗鬆症（254名） 骨量減少症（122名） 正常（142名）

＊大腿骨近位部YAMを用いて判定

48.9％ 23.5％ 27.4％

大腿骨近位部YAMを用いて判定した骨粗鬆症と
骨量減少症の割合のグラフです。

骨粗鬆症と骨量減少症を併せると、519人中376人
で約70％でした。
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＊大腿骨近位部YAMを用いて判定

48.9％ 23.5％ 27.4％

治療対象と治療状況についての結果です。
さきほどのスライドからガイドライン上治療対象

となるのは、骨粗鬆症の254名と骨量減少症の122名
中80名で、あわせて334名でした。

約47%の方が今回の測定にて治療開始、もしくは
すでに治療中であるという結果になりました。

【結論1】

・ 今回の結果では骨粗鬆症や骨量減少症
の治療率は47%と全国平均に比べ高い水

準であった。これは多職種合同カンファレ
ンスの実施等、今回の取り組みの効果と
考えられる。

・ 残りの53%の患者は、今なお骨粗鬆症の

治療が開始されていない。これは治療の
実施に関して主治医の判断のみで行われ
ていた点が理由と思われる。

結論です
今回の結果では、骨粗鬆症や骨量減少症の治療率

は47%と全国平均に比べ高い水準でした。
これは多職種合同カンファレンスの実施等、今回

の取り組みの効果と考えられます。
しかし、残りの53%の患者は、今なお骨粗鬆症の

治療が開始されていません。
これは治療の実施に関して主治医の判断のみで行

われていた点が理由と思われます。
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【結論２】

・今後は骨粗鬆症チームを作り、そのリーダーと
なる医師と主治医の判断により治療を開始する
ことで、骨粗鬆症患者の早期治療および治療の
継続率の向上を目指していきたい。

・骨粗鬆症検診にも積極的に取り組み、骨粗鬆症
の予防および骨粗鬆症による骨折の予防に努
めていきたい。

今後は骨粗鬆症チームを作り、そのリーダーとな
る医師の判断で治療を開始することで、骨粗鬆症患
者の早期治療および治療の継続率の向上を目指して
いきたいと思います。

また、骨粗鬆症検診にも積極的に取り組み、骨粗
鬆症の予防および骨粗鬆症による骨折の予防に努め
ていきたいと思います。
（以上です）
（ご清聴ありがとうございました）




