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在宅見聞録
在宅療養の現場での
コミュニケーション

　在宅療養の現場では患者さん・家族とケアマネジャーの
良好な関係づくりが大切だ。患者さんに最適なケアプランを
作成するためには、患者さん・家族のニーズを的確に把握
する必要がある。その時に重要となるのが普段から十分に
コミュニケーションが取れているかどうかだ。コミュニケーショ
ンの取り方の善しあしで患者さん・家族のQOLに大きな差が
出ることがある。
　内科診療所で外来診療と訪問診療を手掛けるA院長は、
在宅で診ている患者さんとは長い付き合いがあり、家族とも
親しい関係にあるので、家族は在宅療養で困ったことなどを
気軽に話してくれる。在宅療養スタッフに対する率直な言葉
が出てくる中でも、ケアマネジャーに関する話題は少なくない
という。ケアプランの内容についてよりもコミュニケーションの
すれ違いの問題が多いのが特徴だとA院長は語る。
　例えば、女性ケアマネジャーに「木製の椅子が床をすべり

やすいので困ってます」と家族が何気なく話したところ、「お
子さんの靴下を椅子の脚にはめたらいかがですか」という答
えが返ってきた。在宅療養する母親の面倒を見ているその
家族は独身女性で、小さな子どもがいないのでかなり気を
悪くしたという。また、別の患者さんの家族は男性ケアマネ
ジャーに「家に来ている訪問看護師は言葉遣いが荒いので、
もう少し丁寧に話してほしいのですが」と伝えたところ、それ
に対する返答はなく、「他に何かありますか」と事務的に話す
だけだった。いずれのケースでも、家族はケアマネジャーを
変更することになったという。
　A院長は「ケアマネジャーは忙しくて大変なことは理解でき
ますが、患者さんやご家族の立場に立って、より良いコミュ
ニケーションを取ってほしいと思います」と話し、日常生活で
の思いをきちんと受け止めるだけでも、在宅療養における患
者さん・家族の満足度が上がると指摘する。

介護ジャーナリストY.K.
糖尿病を専門として長年活動。
現在、介護分野の取材・執筆に従事。
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特 集 東日本大震災を振り返る

地域包括新時代

「話題の数字」の解説は3ページをご覧ください

医 療 現 場 の 今 を 知 り 、 明 日 に つ な げ る

話題の数字
東日本大震災における
医療関係者の派遣（JMAT、JMATⅡ）状況

公益社団法人 日本医師会（2016年3月発表）

医　師 6,057人

看護師 2,866人

薬剤師 1,607人
事務：1,329人
その他（臨床検査技師等）：769人

合計 1万2,628人
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図1　『再骨折予防手帳』の表紙と目次

図2　『再骨折予防手帳』の“あなたの骨の記録”（一部）

患者さんの骨の状態を入院前から退院後3年まで医療機関が記入し、患者さんは自分の状態変化を知
ることができる。※その他の内容は地域包括新時代WEB版に掲載。

図3　『再骨折予防手帳』の“次の骨折は予防できます”（一部）
新潟市医師会と新潟大学大学院医歯学総合研
究科整形外科学分野の編集協力で、2013年8
月に初版が発行された。

説明が難しくなりがちな栄養や運動
など再骨折予防に関する情報を、親し
みやすいイラストと大きめの文字で
解説している。
※その他の内容は地域包括新時代
WEB版に掲載。

高齢者の骨折の要因ともなる骨粗鬆症への対応は重要な課題となっている。新潟市北区では、医療法人愛広会 新潟リハビリ
テーション病院を中心として、骨粗鬆症治療と再骨折予防のシステマチックな地域医療連携に取り組んでいる。同院は
一般社団法人 日本骨粗鬆症学会が推進する骨粗鬆症リエゾンサービス®を支える骨粗鬆症サポーター制度を独自に立ち
上げるなど、その取り組みは国際的な評価にも裏付けられている。

を突き止め、解決していく必要があると考
えました」（山本院長）
　そして、根本的な要因が医療者の骨
折に対する認識にあると山本院長は指摘
する。従来、骨折は外傷が原因であり、
適切な治療を行った後は完治を待てばよ
いと考えられてきた。しかし、高齢化が進
む中で、骨折には内因性の要素（加齢に
伴う骨量減少と身体機能の低下）が占め
る割合も高くなってきた。「外因と内因の
両面から骨折治療を考えることが医療者
には求められます」と話す山本院長は、
そうした考え方に基づいた地域医療連携
システムの構築に取り組んだ。

　地域医療連携には
　目的の共有が必要
　再骨折予防のための仕組みを

　大腿骨頸部骨折の医療連携では、10
年度の診療報酬改定で維持期との医療
連携にも点数が設けられた。しかし、年
間にごくわずかな患者さんしか診る機会
のない診療所にとっては関心が低く、連
携会議への参加などの負担も大きい。

「大事なのは、病院の専門医が医療連
携する診療所医師と目的を共有すること
です。目的は当然、再骨折予防となります。
その他に、大腿骨近位部骨折の予後の
悪さ、再骨折率の高さ、そして、治療
次第では再骨折リスクを下げることが可
能であることについて認識を共有すること
が大切だと考えました」（山本院長）
　診療所との地域医療連携の強化を図
るため、一般社団法人 新潟市医師会に
働き掛けると、12年には同医師会内に骨
粗鬆症連携委員会が設置された。病院
の専門医と専門外の診療所医師が顔を
合わせて話し合う勉強会を開催するよう
になり、医療者と地域住民に向けた啓発
用のポスターを作成した。また、骨粗鬆
症の早期発見・早期診断を促すために、
骨密度検査DXA法を行っている医療機
関を把握し、その情報を同医師会のホー
ムページで開示するようにもなった。

骨粗鬆症サポーター制度を独自に立ち上げ、
地域から歓迎される骨粗鬆症リエゾンサービス®を提供

　地域連携パス導入では
　骨折予防の取り組みが低迷
　骨折には外因と内因がある

　新潟リハビリテーション病院は、2001年
に新潟市内では初となるリハビリを専門的
に提供する医療施設として誕生した。同
院の山本智章院長は「“寝たきりゼロ”をめ
ざし、高い在宅復帰率の維持と退院後
の継続的なケアを重視しています」と語る。
　新潟県は骨粗鬆症治療に関してパイ
オニアともいえる地域だ。1985年に全国
で初めて大腿骨近位部骨折の全県疫学
調査が実施された。

「当時は、骨粗鬆症が疾患であるのか、
老化現象であるのかという議論が学会内

でも行われていた時代でしたから、非常
に画期的な取り組みでした」（山本院長）
　その後、日本全体で骨粗鬆症や大腿
骨近位部骨折への関心が高まり、医学
研究や医療制度も進化していった。06年
からは大腿骨頸部骨折の地域連携パス
に保険点数も設定されている。しかし、
そうした流れの中で山本院長は違和感を
覚えるようになった。

「標準治療をめざしてツールを導入したは
ずですが、制度化されることによって知
識や理解、診療体制など施設間に差が
あり、結果としてむしろ治療の質の低下
を招いているように感じられたのです」

（山本院長）
　山本院長がそのように感じたのは、地

域医療連携で骨粗鬆症の治療が期待し
たほど進展しなかったことに起因してい
る。入院期間の短縮が求められる急性
期では、骨粗鬆症の検査や説明に十分
な時間を割くことができず、回復期施設
には整形外科医を配置していない病院も
ある。骨粗鬆症の薬剤治療方針も施設
ごとにばらばらだった。

「再骨折予防への取り組みに不安を抱い
ていた頃、米国の学会で“骨粗鬆症性
骨折患者のバミューダトライアングル”とい
う言葉を知りました。急性期、リハビリ、
そして慢性期へと移行し医療機関を移る
間に、治療を続けるべき患者さんがいつ
のまにか消えてしまう現象が国際的に問
題視されていたのです。この現象の原因

「骨粗鬆症の懸念がある人が、精度の
高い検査が受けられる医療機関を容易
に知ることができ、その後の治療が継続
できる仕組みをめざしました。また、その
医療機関に対し、かかりつけ医がファク
スで検査を申し込むシステムが市内全域
で確立しています」（山本院長）
　申し込みのファクス書式では、

という項目が設けられ、患者さんの状態
に応じて選択して申し込みできる。依頼
を受けた医療機関は検査を行って診断を
確定し、治療方針を示して患者さんをか
かりつけ医に戻す。

「こうした仕組みづくりの中で重視すべき
ことは再骨折予防の視点です。これを浸
透させるためには、一度骨折した患者さ
んの再骨折予防に取り組むことから始め
る方が効果的であるといわれています」

（山本院長）
　こうした観点から山本院長は、13年に

『再骨折予防手帳』を作成した（図1）。

　骨粗鬆症リエゾンサービス®を
　支える骨粗鬆症サポーターを
　育成

「『再骨折予防手帳』をつくる意義は、院
内でのチーム医療、院外との地域医療
連携、患者さんの啓発において“形”を
共有することにあります」（山本院長）
　作成に当たっては分かりやすさを重視し
た。骨密度の測定値や治療履歴、転倒
リスク評価を時系列で記録できる（図2）。

「そして、山本先生をはじめとする整形外
科医の先生方が地域ぐるみで骨粗鬆症
に関する医療連携体制をつくろうと考えて
いたことも、私たち内科医の要望とも合
致しました」（山口院長）
　新潟リハビリテーション病院を中心とし
て構築された地域医療連携システムは、
的確な判断と明確な治療方針の指示に
よって、かかりつけ医の大きなサポートに
なっているという。

「特に優れている点は、新潟リハビリテー
ション病院に骨粗鬆症マネージャー®と骨
粗鬆症サポーターが配置されていること
です。単に診断され、治療されていると
いうだけでなく、見守り、見届けてくれる
人がいるということが患者さんの自覚と治
療・予防意欲を促すのです」（山口院長）
　また、地域医療連携の促進によって、
見えないものが見えるようになってきたとも
感じている。骨粗鬆症リエゾンサービス®

のスタッフやケアカンファレンスに参加する
多職種、さらには『再骨折予防手帳』を
通じて、それまでは知り得なかった患者
さんの心情や家庭環境、服薬状況など
が伝わってくるようになった。

「多職種協働を進めながら、皆が自分を
医療提供の主人公と位置付け、一方で、
医師は転倒骨折の責任は自分にあると意
識することが重要です」（山口院長）

　多職種同士の交流の深化で、
　質とモチベーションも向上

　山口クリニックと同じく北区で開業する
いしざか整形外科クリニックは、あらゆる
整形外科疾患に対応している。14年に
MRIを導入したことで、隣接する新発田
市などから画像撮影のために紹介される
患者さんも増えた。

「患者さんに満足を与えられるよう丁寧に
説明し、質問にも誠実に答えることに日々
努めています」と石坂眞樹院長は診療方
針を語る。
　同クリニックで骨粗鬆症と診断される患
者さんは年間600人を超える。患者さん

また、薬の説明や栄養、運動、環境面
からの再骨折予防に関する具体的な情
報は、イラスト付きで簡易に表現されてい
る（図3）。

「患者さんの状態や治療・指導の在り方
について、かかりつけ医と院内の多職種、
そして患者さん自身も同じ情報や指針を
基に取り組むことができます」（山本院長）
　同手帳の表紙には“骨折をしたあなた
のための”という言葉が付いている。患
者さんは“自分は骨折のリスクが高いこと”
を理解して、主体的に治療・予防に努め
る。ただし、それを支え、促すのはやは
り医療者だ。治療・予防に栄養や運動、
生活環境への理解が重要な意味を持つ
からこそ、多職種の活躍が取り組みの成
否の鍵を握る。
　日本骨粗鬆症学会は骨粗鬆症の治療
開始を誘導し、治療継続をサポートする
骨粗鬆症リエゾンサービス®の普及をめざ
し、その担い手として骨粗鬆症マネー
ジャー ®の認定制度を立ち上げた。ただ
し、認定を得るには学会に入会して講習
を受け、試験に合格する必要がある。
現在、その講習が行われているのはごく
限られた大都市のみだ。
　新潟リハビリテーション病院でも骨粗鬆
症リエゾンサービス®を展開する山本院長

は、その重要性や学会が認定する骨粗
鬆症マネージャー®の有用性を高く評価し
つつ、同制度のみに依存する提供体制
には限界を感じている。

「認定を得るには学会の会費や講習料、
遠方までの交通費など、かなりの負担が
必要です。その一方で、骨粗鬆症の患
者さんは医療現場にあふれており、少数
の骨粗鬆症マネージャー®だけでは対応
し切れていませんでした」（山本院長）
　そこで、山本院長は新潟大学大学院
医歯学総合研究科新潟地域医療学講座
の協力を仰ぎ、15年から骨粗鬆症の診
療を行う医師や骨粗鬆症マネージャー®を
支援する骨粗鬆症サポーターの育成を
行っている。

「内容は骨粗鬆症マネージャー®講習をモ
デルにしています。17年10月現在、県内
に約350人の骨粗鬆症サポーターがいま
すが、その人数が近い将来1,000人に達
することをめざしています」（山本院長）
　そのように高い数値目標を掲げるのは、
ここで育成した人材の活躍する場が骨粗
鬆症という分野のみにとどまらないと考え
ているからだ。骨粗鬆症への介入は、医
療と介護の連携にも深く関わる。骨粗鬆
症をきっかけとした連携が地域包括ケアシ
ステムに発展する可能性を見据えている。

　在宅医療でも骨粗鬆症は
　重要な課題
　地域ぐるみの連携構築を歓迎

　医療法人社団 山口クリニックは、新潟
リハビリテーション病院と同じ新潟市北区に
立地する。山口正康院長の父が開業し
た約40年前、周囲は農村地帯から新興
住宅地へと変貌し始めた。しかし、40年
が経過する中で高齢化が進み、山口院
長は、寝たきりやがん末期の患者さんの
訪問診療・往診も行っている。

「在宅医療も担うかかりつけ医として、骨
粗鬆症への対応は大きな課題だと感じて
きました」（山口院長）
　1カ月平均約2,000人の外来患者の中で
骨粗鬆症と診断される患者さんは約1割
に達し、そのうち約半数が同クリニックで
薬剤治療を続けている。しかし、在宅に
おいてはそれ以上に骨粗鬆症の比率が
高い。現在、山口院長が診ている在宅
患者33人中24人が骨粗鬆症と診断され
ている。寝たきりでありながら骨折する人
も少なくない。

「かかりつけ医の大きな役割の一つに、
最期まで自宅で生活することを希望する
患者さんの願いを叶えることがあります。
しかし、骨折によって入院を余儀なくされ、
最期まで退院できない人も多いのです」

（山口院長）
　骨粗鬆症を見付けられず、あるいは
適切に治療継続を促すことができなかっ
た経験に深い後悔の念が残ったという
山口院長。そこで、同クリニックでスクリー
ニングできるよう、超音波骨密度測定器
を導入した。
　しかし、数値に基づいて患者さんにア
ドバイスするようにはなったが、さらに適
切な治療に関する専門医のアドバイスも
必要だと感じていた頃、新潟リハビリテー
ション病院の山本院長が主導する骨粗鬆
症治療や再骨折予防に関する勉強会と
出合った。専門的な知識が得られると同
時に、整形外科医と顔の見える関係を構
築できた。

の症状に応じてレントゲン撮影を行い、疑
わしい症例に対しては骨密度を測定した
り、医療連携する病院に検査を依頼した
りしている。
　11年に新潟リハビリテーション病院の主
導で地域医療連携システムが構築された
ことで、医師個人のつながりから、施設間・
多職種間の連携に進化したと石坂院長
は感じている。看護師同士の勉強会など
も開催され、交流が深まったことも歓迎し
ている。

「当クリニックの看護師も専門性の高い知
識を身に付けるようになり、それに伴って
モチベーションが高まったように感じます」

（石坂院長）
　また、『再骨折予防手帳』の導入により、
長期的視野から骨粗鬆症治療を提示で
きるようになったことは患者さんも喜んで
いる。

「特に骨折で入院した患者さんは、退院
後の治療に対する意識が高くなっていま
す。新潟リハビリテーション病院の骨粗鬆
症リエゾンサービス®がとても効果的なの
でしょう」（石坂院長）
　課題に感じているのは、専門外である
内科系診療所医師の骨粗鬆症治療への
参加だ。
　非専門の医師にも利用しやすい地域
医療連携システムだと評価する石坂院長
は、内科系診療所医師の参加を促す方
策も模索する。骨密度測定機器の導入
施設が増えることが望ましいが、診診連
携を強化することによって骨折の一次予
防、二次予防に貢献する可能性も見据
えている。
　整形外科専門医としての今後の課題
は骨形成自己注射薬の普及だ。

「適切な指導を行うためには時間がかか
り、当クリニックのみでは難しい面もありま
す。山本先生に相談し、新潟リハビリテー
ション病院に患者さんを紹介して指導して
もらうようになりました」（石坂院長）
　基幹病院の医療資源を効果的・効率
的に活用しながら、患者さんを最適な医
療にアクセスさせたいという思いがある。

まだ紹介例は少ないが、骨折予防の重
要性を地域社会に発信しながら理解を促
したいと考えている。
　

　日本初の国際認定を取得
　今後はデータベースの構築へ

　新潟リハビリテーション病院における骨
粗鬆症治療の取り組みは、国際骨粗鬆
症財団の“脆弱性骨折の二次骨折予防
の取り組みに対する認定制度”で日本で
は初めて認定された。
　これまでの取り組みを振り返った山本院
長は、骨粗鬆症リエゾンサービス®の要
点を次の3つにまとめる。

　これらを統率するのが骨粗鬆症マネー
ジャー®であり、その支援を多方面から行
うのが骨粗鬆症サポーターという構図で
ある。そして、現在推進しているのがデー
タベースの構築だ。

「英国ではデータを集積した結果、再骨
折の予防により医療費が削減できている
ことが把握されています」（山本院長）
　15年に設立され、山本院長も理事を
務めるNPO法人 日本脆弱性骨折ネット
ワークは、“National Hip Fracture Database

（NHFD）日本版構築プロジェクト”を立ち
上げ、参加医療機関を募集している。
英国で構築されているNHFDに倣い、日
本における大腿骨近位部骨折のデータ
ベースを作成し、それを分析、二次活用
する取り組みだ。

「再骨折予防の効果を明らかにし、提供
する医療の改善にもフィードバックすること
ができるデータベースを構築するつもりで
す」（山本院長）
　再骨折予防の重要性を証明しつつ、
その取り組みを地域包括ケアに生かして
いく。骨粗鬆症から発展する地域医療
連携の将来像に山本院長は大きな期待
を寄せている。

医療法人社団 山口クリニック／いしざか整形外科クリニック医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院 新潟県新潟市

医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院
院長

山本 智章 先生
1985年新潟大学医学部卒業。同年同大
学医学部整形外科入局。92年米国ユタ
大学へ留学、95年社会福祉法人新潟市
社会事業協会 信楽園病院整形外科部長、
2001年医療法人愛広会 新潟リハビリ
テーション病院整形外科部長、新潟骨の
科学研究所所長。04年新潟リハビリテー
ション病院副院長、09年同院院長に就
任し、現在に至る。

医療法人社団 山口クリニック
院長

山口 正康 先生
1982年岩手医科大学卒業。新潟市民病
院、新潟大学医学部附属病院（現・新潟
大学医歯学総合病院）第3内科。95年新
潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院
内科部長を経て、98年山口クリニック
を開設し、現在に至る。

いしざか整形外科クリニック
院長

石坂 眞樹 先生
1984年新潟大学医学部卒業。同年同大
学医学部整形外科入局。新潟大学医学部
附属病院（現・新潟大学医歯学総合病院）、
東京大学医学部麻酔科、労働福祉事業団 
新潟労災病院（現・独立行政法人労働者
健康安全機構 新潟労災病院）、医療法人
社団共生会 中条中央病院、新潟県立中
央病院などを経て、99年いしざか整形
外科クリニックを開設し、現在に至る。

新潟市における骨粗鬆症地域医療連携

・骨粗鬆症総合診断および治療
・骨密度検査
・薬剤治療アドバイス
・転倒予防運動指導
・栄養指導
・その他

医療法人社団 山口クリニック／いしざか整形外科クリニック医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院 新潟県新潟市
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The連携

図1　『再骨折予防手帳』の表紙と目次

図2　『再骨折予防手帳』の“あなたの骨の記録”（一部）

患者さんの骨の状態を入院前から退院後3年まで医療機関が記入し、患者さんは自分の状態変化を知
ることができる。※その他の内容は地域包括新時代WEB版に掲載。

図3　『再骨折予防手帳』の“次の骨折は予防できます”（一部）
新潟市医師会と新潟大学大学院医歯学総合研
究科整形外科学分野の編集協力で、2013年8
月に初版が発行された。

説明が難しくなりがちな栄養や運動
など再骨折予防に関する情報を、親し
みやすいイラストと大きめの文字で
解説している。
※その他の内容は地域包括新時代
WEB版に掲載。

を突き止め、解決していく必要があると考
えました」（山本院長）
　そして、根本的な要因が医療者の骨
折に対する認識にあると山本院長は指摘
する。従来、骨折は外傷が原因であり、
適切な治療を行った後は完治を待てばよ
いと考えられてきた。しかし、高齢化が進
む中で、骨折には内因性の要素（加齢に
伴う骨量減少と身体機能の低下）が占め
る割合も高くなってきた。「外因と内因の
両面から骨折治療を考えることが医療者
には求められます」と話す山本院長は、
そうした考え方に基づいた地域医療連携
システムの構築に取り組んだ。

　地域医療連携には
　目的の共有が必要
　再骨折予防のための仕組みを

　大腿骨頸部骨折の医療連携では、10
年度の診療報酬改定で維持期との医療
連携にも点数が設けられた。しかし、年
間にごくわずかな患者さんしか診る機会
のない診療所にとっては関心が低く、連
携会議への参加などの負担も大きい。

「大事なのは、病院の専門医が医療連
携する診療所医師と目的を共有すること
です。目的は当然、再骨折予防となります。
その他に、大腿骨近位部骨折の予後の
悪さ、再骨折率の高さ、そして、治療
次第では再骨折リスクを下げることが可
能であることについて認識を共有すること
が大切だと考えました」（山本院長）
　診療所との地域医療連携の強化を図
るため、一般社団法人 新潟市医師会に
働き掛けると、12年には同医師会内に骨
粗鬆症連携委員会が設置された。病院
の専門医と専門外の診療所医師が顔を
合わせて話し合う勉強会を開催するよう
になり、医療者と地域住民に向けた啓発
用のポスターを作成した。また、骨粗鬆
症の早期発見・早期診断を促すために、
骨密度検査DXA法を行っている医療機
関を把握し、その情報を同医師会のホー
ムページで開示するようにもなった。

　地域連携パス導入では
　骨折予防の取り組みが低迷
　骨折には外因と内因がある

　新潟リハビリテーション病院は、2001年
に新潟市内では初となるリハビリを専門的
に提供する医療施設として誕生した。同
院の山本智章院長は「“寝たきりゼロ”をめ
ざし、高い在宅復帰率の維持と退院後
の継続的なケアを重視しています」と語る。
　新潟県は骨粗鬆症治療に関してパイ
オニアともいえる地域だ。1985年に全国
で初めて大腿骨近位部骨折の全県疫学
調査が実施された。

「当時は、骨粗鬆症が疾患であるのか、
老化現象であるのかという議論が学会内

でも行われていた時代でしたから、非常
に画期的な取り組みでした」（山本院長）
　その後、日本全体で骨粗鬆症や大腿
骨近位部骨折への関心が高まり、医学
研究や医療制度も進化していった。06年
からは大腿骨頸部骨折の地域連携パス
に保険点数も設定されている。しかし、
そうした流れの中で山本院長は違和感を
覚えるようになった。

「標準治療をめざしてツールを導入したは
ずですが、制度化されることによって知
識や理解、診療体制など施設間に差が
あり、結果としてむしろ治療の質の低下
を招いているように感じられたのです」

（山本院長）
　山本院長がそのように感じたのは、地

域医療連携で骨粗鬆症の治療が期待し
たほど進展しなかったことに起因してい
る。入院期間の短縮が求められる急性
期では、骨粗鬆症の検査や説明に十分
な時間を割くことができず、回復期施設
には整形外科医を配置していない病院も
ある。骨粗鬆症の薬剤治療方針も施設
ごとにばらばらだった。

「再骨折予防への取り組みに不安を抱い
ていた頃、米国の学会で“骨粗鬆症性
骨折患者のバミューダトライアングル”とい
う言葉を知りました。急性期、リハビリ、
そして慢性期へと移行し医療機関を移る
間に、治療を続けるべき患者さんがいつ
のまにか消えてしまう現象が国際的に問
題視されていたのです。この現象の原因

「骨粗鬆症の懸念がある人が、精度の
高い検査が受けられる医療機関を容易
に知ることができ、その後の治療が継続
できる仕組みをめざしました。また、その
医療機関に対し、かかりつけ医がファク
スで検査を申し込むシステムが市内全域
で確立しています」（山本院長）
　申し込みのファクス書式では、

という項目が設けられ、患者さんの状態
に応じて選択して申し込みできる。依頼
を受けた医療機関は検査を行って診断を
確定し、治療方針を示して患者さんをか
かりつけ医に戻す。

「こうした仕組みづくりの中で重視すべき
ことは再骨折予防の視点です。これを浸
透させるためには、一度骨折した患者さ
んの再骨折予防に取り組むことから始め
る方が効果的であるといわれています」

（山本院長）
　こうした観点から山本院長は、13年に

『再骨折予防手帳』を作成した（図1）。

　骨粗鬆症リエゾンサービス®を
　支える骨粗鬆症サポーターを
　育成

「『再骨折予防手帳』をつくる意義は、院
内でのチーム医療、院外との地域医療
連携、患者さんの啓発において“形”を
共有することにあります」（山本院長）
　作成に当たっては分かりやすさを重視し
た。骨密度の測定値や治療履歴、転倒
リスク評価を時系列で記録できる（図2）。

「そして、山本先生をはじめとする整形外
科医の先生方が地域ぐるみで骨粗鬆症
に関する医療連携体制をつくろうと考えて
いたことも、私たち内科医の要望とも合
致しました」（山口院長）
　新潟リハビリテーション病院を中心とし
て構築された地域医療連携システムは、
的確な判断と明確な治療方針の指示に
よって、かかりつけ医の大きなサポートに
なっているという。

「特に優れている点は、新潟リハビリテー
ション病院に骨粗鬆症マネージャー®と骨
粗鬆症サポーターが配置されていること
です。単に診断され、治療されていると
いうだけでなく、見守り、見届けてくれる
人がいるということが患者さんの自覚と治
療・予防意欲を促すのです」（山口院長）
　また、地域医療連携の促進によって、
見えないものが見えるようになってきたとも
感じている。骨粗鬆症リエゾンサービス®

のスタッフやケアカンファレンスに参加する
多職種、さらには『再骨折予防手帳』を
通じて、それまでは知り得なかった患者
さんの心情や家庭環境、服薬状況など
が伝わってくるようになった。

「多職種協働を進めながら、皆が自分を
医療提供の主人公と位置付け、一方で、
医師は転倒骨折の責任は自分にあると意
識することが重要です」（山口院長）

　多職種同士の交流の深化で、
　質とモチベーションも向上

　山口クリニックと同じく北区で開業する
いしざか整形外科クリニックは、あらゆる
整形外科疾患に対応している。14年に
MRIを導入したことで、隣接する新発田
市などから画像撮影のために紹介される
患者さんも増えた。

「患者さんに満足を与えられるよう丁寧に
説明し、質問にも誠実に答えることに日々
努めています」と石坂眞樹院長は診療方
針を語る。
　同クリニックで骨粗鬆症と診断される患
者さんは年間600人を超える。患者さん

また、薬の説明や栄養、運動、環境面
からの再骨折予防に関する具体的な情
報は、イラスト付きで簡易に表現されてい
る（図3）。

「患者さんの状態や治療・指導の在り方
について、かかりつけ医と院内の多職種、
そして患者さん自身も同じ情報や指針を
基に取り組むことができます」（山本院長）
　同手帳の表紙には“骨折をしたあなた
のための”という言葉が付いている。患
者さんは“自分は骨折のリスクが高いこと”
を理解して、主体的に治療・予防に努め
る。ただし、それを支え、促すのはやは
り医療者だ。治療・予防に栄養や運動、
生活環境への理解が重要な意味を持つ
からこそ、多職種の活躍が取り組みの成
否の鍵を握る。
　日本骨粗鬆症学会は骨粗鬆症の治療
開始を誘導し、治療継続をサポートする
骨粗鬆症リエゾンサービス®の普及をめざ
し、その担い手として骨粗鬆症マネー
ジャー ®の認定制度を立ち上げた。ただ
し、認定を得るには学会に入会して講習
を受け、試験に合格する必要がある。
現在、その講習が行われているのはごく
限られた大都市のみだ。
　新潟リハビリテーション病院でも骨粗鬆
症リエゾンサービス®を展開する山本院長

は、その重要性や学会が認定する骨粗
鬆症マネージャー®の有用性を高く評価し
つつ、同制度のみに依存する提供体制
には限界を感じている。

「認定を得るには学会の会費や講習料、
遠方までの交通費など、かなりの負担が
必要です。その一方で、骨粗鬆症の患
者さんは医療現場にあふれており、少数
の骨粗鬆症マネージャー®だけでは対応
し切れていませんでした」（山本院長）
　そこで、山本院長は新潟大学大学院
医歯学総合研究科新潟地域医療学講座
の協力を仰ぎ、15年から骨粗鬆症の診
療を行う医師や骨粗鬆症マネージャー®を
支援する骨粗鬆症サポーターの育成を
行っている。

「内容は骨粗鬆症マネージャー®講習をモ
デルにしています。17年10月現在、県内
に約350人の骨粗鬆症サポーターがいま
すが、その人数が近い将来1,000人に達
することをめざしています」（山本院長）
　そのように高い数値目標を掲げるのは、
ここで育成した人材の活躍する場が骨粗
鬆症という分野のみにとどまらないと考え
ているからだ。骨粗鬆症への介入は、医
療と介護の連携にも深く関わる。骨粗鬆
症をきっかけとした連携が地域包括ケアシ
ステムに発展する可能性を見据えている。

　在宅医療でも骨粗鬆症は
　重要な課題
　地域ぐるみの連携構築を歓迎

　医療法人社団 山口クリニックは、新潟
リハビリテーション病院と同じ新潟市北区に
立地する。山口正康院長の父が開業し
た約40年前、周囲は農村地帯から新興
住宅地へと変貌し始めた。しかし、40年
が経過する中で高齢化が進み、山口院
長は、寝たきりやがん末期の患者さんの
訪問診療・往診も行っている。

「在宅医療も担うかかりつけ医として、骨
粗鬆症への対応は大きな課題だと感じて
きました」（山口院長）
　1カ月平均約2,000人の外来患者の中で
骨粗鬆症と診断される患者さんは約1割
に達し、そのうち約半数が同クリニックで
薬剤治療を続けている。しかし、在宅に
おいてはそれ以上に骨粗鬆症の比率が
高い。現在、山口院長が診ている在宅
患者33人中24人が骨粗鬆症と診断され
ている。寝たきりでありながら骨折する人
も少なくない。

「かかりつけ医の大きな役割の一つに、
最期まで自宅で生活することを希望する
患者さんの願いを叶えることがあります。
しかし、骨折によって入院を余儀なくされ、
最期まで退院できない人も多いのです」

（山口院長）
　骨粗鬆症を見付けられず、あるいは
適切に治療継続を促すことができなかっ
た経験に深い後悔の念が残ったという
山口院長。そこで、同クリニックでスクリー
ニングできるよう、超音波骨密度測定器
を導入した。
　しかし、数値に基づいて患者さんにア
ドバイスするようにはなったが、さらに適
切な治療に関する専門医のアドバイスも
必要だと感じていた頃、新潟リハビリテー
ション病院の山本院長が主導する骨粗鬆
症治療や再骨折予防に関する勉強会と
出合った。専門的な知識が得られると同
時に、整形外科医と顔の見える関係を構
築できた。

の症状に応じてレントゲン撮影を行い、疑
わしい症例に対しては骨密度を測定した
り、医療連携する病院に検査を依頼した
りしている。
　11年に新潟リハビリテーション病院の主
導で地域医療連携システムが構築された
ことで、医師個人のつながりから、施設間・
多職種間の連携に進化したと石坂院長
は感じている。看護師同士の勉強会など
も開催され、交流が深まったことも歓迎し
ている。

「当クリニックの看護師も専門性の高い知
識を身に付けるようになり、それに伴って
モチベーションが高まったように感じます」

（石坂院長）
　また、『再骨折予防手帳』の導入により、
長期的視野から骨粗鬆症治療を提示で
きるようになったことは患者さんも喜んで
いる。

「特に骨折で入院した患者さんは、退院
後の治療に対する意識が高くなっていま
す。新潟リハビリテーション病院の骨粗鬆
症リエゾンサービス®がとても効果的なの
でしょう」（石坂院長）
　課題に感じているのは、専門外である
内科系診療所医師の骨粗鬆症治療への
参加だ。
　非専門の医師にも利用しやすい地域
医療連携システムだと評価する石坂院長
は、内科系診療所医師の参加を促す方
策も模索する。骨密度測定機器の導入
施設が増えることが望ましいが、診診連
携を強化することによって骨折の一次予
防、二次予防に貢献する可能性も見据
えている。
　整形外科専門医としての今後の課題
は骨形成自己注射薬の普及だ。

「適切な指導を行うためには時間がかか
り、当クリニックのみでは難しい面もありま
す。山本先生に相談し、新潟リハビリテー
ション病院に患者さんを紹介して指導して
もらうようになりました」（石坂院長）
　基幹病院の医療資源を効果的・効率
的に活用しながら、患者さんを最適な医
療にアクセスさせたいという思いがある。

まだ紹介例は少ないが、骨折予防の重
要性を地域社会に発信しながら理解を促
したいと考えている。
　

　日本初の国際認定を取得
　今後はデータベースの構築へ

　新潟リハビリテーション病院における骨
粗鬆症治療の取り組みは、国際骨粗鬆
症財団の“脆弱性骨折の二次骨折予防
の取り組みに対する認定制度”で日本で
は初めて認定された。
　これまでの取り組みを振り返った山本院
長は、骨粗鬆症リエゾンサービス®の要
点を次の3つにまとめる。

　これらを統率するのが骨粗鬆症マネー
ジャー®であり、その支援を多方面から行
うのが骨粗鬆症サポーターという構図で
ある。そして、現在推進しているのがデー
タベースの構築だ。

「英国ではデータを集積した結果、再骨
折の予防により医療費が削減できている
ことが把握されています」（山本院長）
　15年に設立され、山本院長も理事を
務めるNPO法人 日本脆弱性骨折ネット
ワークは、“National Hip Fracture Database

（NHFD）日本版構築プロジェクト”を立ち
上げ、参加医療機関を募集している。
英国で構築されているNHFDに倣い、日
本における大腿骨近位部骨折のデータ
ベースを作成し、それを分析、二次活用
する取り組みだ。

「再骨折予防の効果を明らかにし、提供
する医療の改善にもフィードバックすること
ができるデータベースを構築するつもりで
す」（山本院長）
　再骨折予防の重要性を証明しつつ、
その取り組みを地域包括ケアに生かして
いく。骨粗鬆症から発展する地域医療
連携の将来像に山本院長は大きな期待
を寄せている。

新潟市における骨粗鬆症地域医療連携

・骨粗鬆症総合診断および治療
・骨密度検査
・薬剤治療アドバイス
・転倒予防運動指導
・栄養指導
・その他

・院内の多職種連携
・院外との地域医療連携
・患者さん・家族、住民への啓発
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