
これより南砺市民病院　脊椎圧迫骨折プロジェクト
チームの取り組みを紹介する。

本来、脊椎圧迫骨折は一定期間の安静臥床と装具固
定より軽快し致死的な疾患ではない。しかし、保存
的治療である長期臥床中に合併症や廃用進行が起こ
り入院期間が延長する例がある。当院で過去35か
月間に既存の脊椎圧迫骨折クリニカルパスを用いて
入院治療した全例の後ろ向き調査では、合併症発症
率は14.6% で、その大半は尿路感染症、誤嚥性肺
炎あるいは基礎疾患の増悪が原因だった。死亡率は
3.4% で、リスク因子は、高齢、認知機能低下、低
栄養だった。合併症発症は在院日数延長の主たる要
因だった。

後ろ向き調査の結果から、脊椎圧迫骨折の保存的治
療においては、入院時から患者のリスクを把握し内
科的管理を行う事で合併症、死亡、在院日数の延長
を予防できるのではないかという仮説をたてた。

この仮説を検証するためにプロジェクトチームを組
み、多職種協働で治療に関わることにした。既存の
パスを元にして、内科的合併症予防に重点をおいた
新たなクリニカルパスを作成した。今回はその紹介
と介入試験の中間報告を行う。
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 本来、脊椎圧迫骨折は一定期間の安静臥床と装具固定よ
り軽快し致死的な疾患ではない。 

 しかし、保存的治療である長期臥床中に合併症や廃用進
行が起こり入院期間が延長する例がある。 

 当院で過去35か月間に既存のクリニカルパスを用いて入
院治療した全例（N=89）の後ろ向き調査では、合併症発症
率は14.6%（N=13）で、その大半は尿路感染症、誤嚥性肺炎、
あるいは基礎疾患の増悪が原因だった。死亡率は3.4%で、  
リスク因子は、高齢、認知機能低下、低栄養だった。 
 合併症発症は在院日数延長の主たる要因だった。 
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プロジェクトチームは整形外科医・総合診療医・看
護師・リハビリから成る。整形外科医は骨折の診断
や治療方針を決定し、総合診療医は入院主治医とし
て全身管理を行う。加えて看護師、リハビリは毎日
の観察と評価を行う。

新たなパスの概要を示す。既存のパスは14日間の
安静期間であったが、新たなパスでは8日目以降を
離床期とし、コルセットが完成している、椎体 X
線撮影で圧潰進行なくベッドギャッジアップしても
疼痛増強なければその時点で離床可能か整形外科医
にコンサルトする方針とした。パスのアウトカムは
既存パスの項目に加え、基礎疾患や全身状態の評価
を行い、合併症を予防、あるいは早期発見できるこ
ととした。
総合診療医は入院時に従来の採血検査に加え、栄養
状態、基礎疾患を評価するための採血項目を追加し
た。心電図、心エコーや頭部 CT などもルーチンで
行うこととした。
看護サイドでは、尿路感染症予防のため不要な尿カ
テーテル留置を極力避け、水分摂取への意識付けを

強化する方針とした。また栄養状態と食事摂取の評
価を加えた。
リハビリは理学療法士のみの介入であったものに、
作業療法士と言語聴覚士による評価を入院時から追
加した。OT による認知機能評でリスク評価ができ
るようになり、ST による嚥下機能評価で安全な食
形態が早期に決定可能となり誤嚥防止を強化するこ
とができるようになった。PT も入院時だけでなく
離床後の ADL も評価する方針とした。
現在はこの新たなパスで各職種が協働して安静治療
中の合併症予防に努めている。

その結果旧パスでは半数近くが尿バルーンを使用し
ていたが、新パスではオムツと尿器の割合が増加し
た。

旧パスでのリハビリ介入を調べると、OT では6.7%
と低い数値であった。ST に関してはパスには入っ
ていなかったが、医師の判断でほぼ全例に介入され
ていた。

多職種協働による介入 

整形外科医：圧迫骨折の診断・治療方針決定 
 
総合診療医：入院主治医として全身管理 
         誤嚥性肺炎や尿路感染症を予防  
         基礎疾患の悪化予防 
 
多職種（看護師 リハビリ等） 
        医師の指示のもと合併症予防と 
        基礎疾患増悪がないかを毎日確認 

入院日 安静期 14日目 
 
アウトカム 
 
 
 
 

①安静が守れる 
②痛み・痺れがない 

①離床
できる 

Dｒ 尿検査 
血算 
CRP, 血沈, TP, AST, 
ALT, γGTP, BUN, 
Cre, Na, K 
胸部X線撮影 

Ns 排泄は尿道カテーテ
ル留置 
オムツ内排泄 

排便状況の確認を行ない、排便が
なければ緩下剤の使用や水分摂
取を促す 

離床許可後、ﾘﾊﾋﾞﾘとカンファレ
ンスを行ないADL状況に応じて

排泄動作や移動動作を決定す
る。 

リハビリ PTによる床上リハ 

尿一般  

血算  

CRP 

骨折部の
X線撮影 

合併症を予防できる 
合併症の早期発見 
合併症がないか評価 

離床評価 
離床後の合併症の早期発見 
ADLの評価 

基礎疾患の把握 
安静治療の説明 
床上リハ開始 
食形態決定 

アルブミン 
コレステロール 

血糖 
心電図 

尿培養 
甲状腺機能 
心エコー 
頭部CT 

骨密度測定 

新パスの概要 

PT：身体機能評価 
OT：認知機能評価 
ST：嚥下機能評価 機能低下・合併症

の確認 

基本動作・歩行評価 
排泄動作評価 

坐位での嚥下評価 

８日目以降離床期 

コルセット 
完成 

③ベッド80-90度ギャッジアップしても疼痛増強なし 

②椎体X線撮影で圧潰進行無し 

感染予防のため
排泄に関しては
オムツ内(尿管は
留置しない) 

時間毎に  
配茶し水分
摂取の促進 

 

STと共同で

食形態・摂取
状況確認 

 

排泄方法の変化 

新パス 

尿バルーン 

オムツ 
尿器 

旧パス 

ポータブル 
尿バルーン 

オムツ 

尿器 
ポータブル 

リハビリ介入の比較 

新パス 旧パス 

PT 100% 100% 

OT 100% 6.7% 

ST 100% 97% 
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次は各職種のスクリーニングシートを紹介する。総
合診療医は既往歴や基礎疾患の管理と血液検査など
のデータを、看護師は合併症有無と疼痛の評価を、
リハビリでは ADL と認知機能、嚥下機能を評価し
たものをひとつのデータとしてまとめ、各職種が情
報を共有できるようにした。

介入試験の概要を紹介する。
期間は2011年8月1日から2012年12月31日の予
定である。対象は65歳以上で受傷2週間以内、新
クリニカルパスを用いて治療する症例とした。アウ
トカムは合併症発症率の低下、在院日数短縮とした。

調査開始から2012年4月末までの中間解析結果を
紹介する。新たなクリニカルパス治療の対象となっ
た40症例のうち6症例に合併症が発症した。

合併症発症率と在院日数を後ろ向き調査と比較した。
介入試験では合併症発症率は15% で後ろ向き調査
と比較して有意差は認められなかった。介入試験で
死亡症例は発生していない。在院日数も有意差は認
められなかった。

合併症の内訳は、尿路感染症と誤嚥性肺炎であった。
基礎疾患の増悪や新たな骨折は発症していない。

各職種スクリーニングシート 

介入試験の概要 

【期間】 2011年8月1日～2012年12月31日（予定） 
 
【対象】  ６５歳以上 
      受傷2週間以内 
      新・クリニカルパスを用いて治療する症例 
 
【アウトカム】 一次：合併症発症率低下  
                      二次：在院日数短縮 

合併症発症6例 合併症なし 34例 

クリニカルパス治療の対象となった症例 40例 

 除外・中止12例 

対象期間中のクリニカルパス使用例 52例 

中間解析結果 
2011年8月1日～2012年4月30日（９ヶ月） 

合併症発症率と在院日数 

介入試験 

(N=40) 

後ろ向き調査 

(N=89) 
 P 

 合併症 1.00＊ 

発症 6 (15.0%) 13 (14.6%) 

非発症 34 (85.0%) 76 (85.4%) 

 退院時転帰 0.55☆ 

軽快 40 (100%) 86 (96.6%) 

死亡 0 (0%) 3 (3.4%) 

 在院日数 44.45 ±21.73 42.77 ±23.68 0.70★ 

＊：カイ二乗検定（Yatesの補正後） 

☆：Fisherの直接確率計算法（両側確率） 

★：対応のないt検定 

合併症の内訳 

発症した疾患名 介入試験 後ろ向き調査 

尿路感染症 
3 

（軽快 ３） 
4 

（軽快 ３ 死亡 １） 

誤嚥性肺炎 
3 

（軽快 ３） 
2 

（軽快 ２） 

基礎疾患の増悪 0 
6 

（軽快 ４ 死亡 ２） 

骨折 0 
1 

（軽快 １） 

計 6 13 
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【まとめ】多職種でリスク因子を管理することによ
り、合併症を予防し在院日数延長と死亡を防ぎ得る
のではないかと予測し、新たなクリニカルパスを作
成した。
現在のところ、合併症発症率低下と在院日数短縮は
認められなかったが、基礎疾患の増悪や合併症発症
による死亡例はない。
以上で発表を終わります。ご静聴有難うございまし
た。

【補足情報】

パスの除外・中止内容
神経麻痺をともなう症例や、悪性腫瘍転移、細菌感
染に起因する症例は除外した。治療や検査に同意が
得られない症例や、他の重傷病態の治療が優先され
る症例は中止とした。

新パスの除外・中止疾患
直腸癌治療、脳梗塞治療、腸腰筋膿腫、神経麻痺、
イレウス治療、大腿骨頚部骨折治療、など

在院日数は介入試験では合併症発症群でも非発症群
でも優位な差は認められない。

病前と退院時のバーサルインデックスを比較した。
ドットの大きさと線の太さは人数を表している。合
併症発症群では67% が ADL を維持することがで
きた。

旧パスの合併症と死亡基礎疾患の増悪：狭心症発作、
完全房室ブロック、失神発作、甲状腺クリーゼ、総
胆管結石嵌頓、肝性脳症、大腿骨頸部骨折があり、
そのうち総胆管結石嵌頓と肝性脳症が死亡例であっ
た。

離床までの日数は10日前後で介入前後での有意差
はなかった。

認知機能が低下することで訴えの減少と、食事への
認知が低下し誤嚥のリスクに繋がったり、栄養状態
の低下をまねく恐れがあるからではないかと考えら
れる。

まとめ 

• 多職種でリスク因子を管理することにより、  
合併症を予防し在院日数延長と死亡を    
防ぎ得るのではないかと予測し、        
新たなクリニカルパスを作成した。 
 

• 現在、合併症発症率低下と在院日数短縮は 
認められなかったが、基礎疾患の増悪や   
合併症発症による死亡例はない。 
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