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緒 言

超高齢社会を迎えた本邦において骨粗鬆症を背
景とする脆弱性骨折の予防は，要介護者発生率の増
加を防ぐための重要な課題である1)。本邦における

骨粗鬆症患者は1,200万人と予測されており，その
症状の１つが脆弱性骨折である2)。骨粗鬆症を背景
とした脆弱性骨折に起因する転倒・骨折は高齢者が
要介護４，５になる原因の第３位にあげられるな
ど3),医療経済にも大きな影響を及ぼす病態であると
言える。

脆弱性骨折は悪性腫瘍の骨転位などを除きその
多くが骨粗鬆症を背景とした病態であるため，外科
的あるいは保存的骨折治療に加え，骨粗鬆症の薬物
治療が必要となる。骨粗鬆症治療の中心は薬物療法
であるにも関わらず，骨折や運動機能障害が生じる
まで自覚症状に乏しい病態であるため，継続的な薬
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抄録：緒言；骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS）は，骨粗鬆症治療率の向上を目的とした多職種による
医療連携システムである。東京歯科大学市川総合病院では2017年より整形外科医師を中心に OLS チー
ムが発足し，多職種連携と先進的な医科歯科連携の取組みを行っている。今回，当院 OLS チームの介
入症例を調査し，活動報告を行うこととした。
方法；2018年度 OLS チームが介入した脆弱性骨折症例を対象に患者背景，骨粗鬆症に関する項目，口
腔内環境に関する項目を後方視的に調査した。
結果；対象は79症例で骨折部位は大腿骨72％，椎体20％，その他の部位８％だった。歯性感染症で要抜
去歯ありと診断された症例は全体の48.1％で，抜去された歯の平均は1.92本だった。OLS チーム活動
開始前後の骨粗鬆症治療開始率は20％から92.4％へ向上し，現在までに骨吸収抑制薬関連顎骨壊死の発
症はない。
結論；脆弱性骨折患者の約半数には要抜去歯があり，脆弱性骨折患者に対する歯科医療の必要性が再認
識された。脆弱性骨折患者の歯科医療充足には，院内の医療連携に加え地域包括医療の構築が課題であ
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物治療から脱落した患者に再び新たな骨折が生じる
二次骨折，すなわち骨折の連鎖が問題となってい
る2)。また，骨吸収抑制薬には重大な有害事象とし
て，骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ : Anti-
resorptive agent-related Osteonecrosis of the Jaw)
があり4－6)，ARONJ の予防には医科歯科連携による
口腔管理が重要と言われている7)。

これら骨粗鬆症を取り巻く問題は欧州，北米な
どを中心に各国の重要課題となっており，これらに
対する対策として日本骨粗鬆症学会は，治療率の向
上を目的とした多職種による医療連携，骨粗鬆症リ
エゾンサービス（OLS）の概念を策定，メディカル
スタッフを対象とした認定マネージャー制度を制定
し，OLS 活動を推進している8,9)。

東京歯科大学市川総合病院は歯科単科大学が有
する本邦最大の総合病院で，以前より多職種連携に
よる医療連携を推進している10,11)。骨粗鬆症におい
ては2017年より骨粗鬆症認定医，骨粗鬆症マネー
ジャーに加え歯科医師, 歯科衛生士が参画する OLS
チームが発足し整形外科を中心とした多職種連携と
シームレスな医科歯科連携を目標に活動を行ってい
る12)。今回，当院における OLS チーム介入症例の
把握と活動報告を目的に，介入症例について調査，
検討を行ったので報告する。

研究方法

１．当院OLSチームについて
当院 OLS チームのメンバーは医師，看護師，理

学療法士，放射線技師に加え歯科医師，歯科衛生士
の計12名が参画し，うち２名の骨粗鬆症認定医と，

３名の骨粗鬆症マネージャーがいる。活動開始当時
の OLS 介入基準は，①大腿骨近位部骨折などの脆
弱性骨折をきたした症例，②手術の方針で，かつ金
属体を埋入する術式が選択された症例の２つを満た
すものとしていた。現在はこれらに加え，経皮的椎
体形成術症例，非観血的治療症例も対象とし患者抽
出を行っている。介入症例のスクリーニングに関し
ては，認定看護師が整形外科入院加療となった患者
の中から脆弱性骨折症例を抽出，整形外科医師と相
談の上，介入の決定を行っている。介入が決まると
同時に，整形外科医師は歯科・口腔外科へ口腔内ス
クリーニングの依頼を行う（図１)。

当院では，2018年度より新たな試みとして介入
症例に対し週１回のチーム回診を行っている（図
２)。回診では手術日，骨密度検査の日程，骨粗鬆
症治療薬の選択，栄養指導，ARONJ 予防のための
歯科受診について患者に説明しながら介入漏れがな
いか確認を行っている。回診の際にも歯科医師・歯
科衛生士が参画することで，治療が必要な歯の有無
や，ARONJ リスクについて共有できるため，整形
外科医師は口腔内の状況を把握した上で治療薬を選
択，開始することができる。歯科医師が OLS に参
画することでシームレスな医科歯科連携が得られ，
安全な骨粗鬆症治療を行うことが可能となってい
る。また，脆弱性骨折患者では高齢者が多いため，
患者本人や家族に向けベッドサイドに OLS チーム
介入の通知を掲示している（図３)。これには骨密
度検査，薬剤投与日程，ARONJ 予防のための定期

図１ 当院における OLS チーム介入の流れ 図２ 当院 OLS ラウンドの様子
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的な歯科受診の必要性について記載し，脆弱性骨折
の原因である骨粗鬆症は，多職種のチームアプロー
チで治療に臨む疾患であることを患者や家族に理解
してもらう工夫を行っている。骨密度検査，歯科パ
ノラマエックス線写真撮影は術後およそ１週間程度
の車椅子へ移乗可能な時期に撮影し，その結果を
チーム回診の際に報告，骨粗鬆症治療薬の選択につ
いて説明と相談を行う。リハビリが進み，退院が決

まった際には半年後の骨粗鬆症外来とそれに併せた
歯科口腔外科の受診の必要性を説明している。

２．対象と方法
2018年４月から2019年３月の期間に，OLS チー

ムに歯科が併診した脆弱性骨折患者79例を対象に後
方視的に診療情報を取集した。患者背景として性
別，年齢，骨粗鬆症に関する項目として骨折部位，
骨密度計測による骨粗鬆症の診断基準である YAM
（Young Adult Mean：若年成人比較％)，脆弱性
骨折のリスク因子である低体重，低身長の指標とし
て BMI（Body Mass Index)，骨粗鬆症治療薬投与
歴を調査した。口腔内環境に関しては，歯性感染症
や ARONJ のリスク因子として要抜去歯の有無，実
際に抜歯を施行した症例数，抜歯部位とその本数，
非抜歯症例においては施行した歯科治療についてそ
れぞれの割合を調査, 検討した｡ その他, OLS チー
ム介入前後の骨粗鬆症治療開始率，ARONJ 発症率
について調査した。なお，本研究は東京歯科大学市
川総合病院倫理審査委員会の承認を得て行った。(I
19－23）

結 果

介入患者内訳は，男性21名，女性58名の計79症
例，平均年齢は男性77.1±10.5歳，女性78.3±10.6
歳だった（表１)。骨折部位は大腿骨近位部で男性
14例（66.7％)，女性43例（74.1％）と最も多く，
次いで脊椎で男性７例（33.3％)，女性12例（20.7

表１ 介入患者のおける調査項目

骨折部位
大腿骨
n＝57

椎体
n＝19

その他
n＝３

年齢 78.6±10.8 76.3±10.0 75.7±9.6
性別（男／女） 14/43 7/12 0/3
YAM（％）

大腿骨 60.8±11.9 68.1±10.4 64.7±19.0
脊椎骨 78.8±16.7 79.2±19.6 83.0±19.0

BMI（kg／㎡） 21.9±3.3 22.3±3.1 19.3±3.8

入院時骨粗鬆症治療率（％）
22.8

(13/57例)
36.8

(7/19例)
66.7

(2/3例)

要抜去歯の有無（％）
45.6

(26/57例)
63.2

(12/19例)
0

(0/3例)

（YAM ; Young Adult Mean BMI ; Body Mass Index）

図３ OLS チーム介入の掲示物
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％）であり，その他の部位（上腕，骨盤）で男性０
例（０％)，女性３例（5.2％）だった。骨折部位別
の YAM 平均値は大腿骨骨折患者の大腿骨で60.8
±11.9％，腰椎で78.8±16.7％，脊椎圧迫骨折患者
の大腿骨で68.1±10.4％，腰椎で79.2±19.6％だっ
た。その他の骨折患者の大腿骨で64.7±19.0％，腰
椎83.0±19.0％だった。BMI の平均値は大腿骨骨
折患者で21.9±3.3 kg/ｍ2，脊椎圧迫骨折患者で
22.3±3.1 kg/ｍ2，その他の骨折患者で19.3±3.8
kg/ｍ2，痩せ型とされる BMI 値18.5未満の割合は
大腿骨骨折患者で12.3％（７/57例)，脊椎圧迫骨折
患者で5.3％（１/19例)，その他の骨折患者で33.3
％（１/３例）だった。入院時の骨粗鬆症に対する
治療は大腿骨骨折患者の22.8％（13/57例)，脊椎圧
迫骨折患者の36.8％（７/19例)，その他の骨折患者
の66.7％（２/３例）で何らかの骨粗鬆症治療薬が
投与されていた。

介入時に抜去が必要な歯性感染があると診断さ
れた症例は，全体の48.1％（38/79例）で，骨折部
位ごとの内訳は大腿骨骨折患者で45.6％（26/57
例)，脊椎圧迫骨折患者で63.2％（12/19例)，その
他の骨折患者で０％（０/３例）だった。この内，
実際に抜歯術を施行した症例は大腿骨骨折患者で
80.8％（21/26例)，脊椎圧迫骨折患者で91.7％（11
/12例）だった（表２)。残りの症例は要抜去歯があ
るものの抜歯の同意が得られず，歯科の専門職が行
う PMTC（Professional Mechanical Tooth Clean-
ing）のみを施行していた。要抜去歯がなかった症
例は，無歯顎が11.4％（９/79例)，歯周基本治療を

施行した症例が30.3％（24/79例)，口腔衛生状態が
良好で処置を必要としなかった症例が10.1％（８/
79例）だった。抜歯部位は上顎前歯９症例（13
本)，上顎臼歯12症例（23本)，下顎前歯７症例（14
本)，下顎臼歯20症例（23本）だった。要抜去と診
断された歯の合計本数は73本で，全症例あたりでは
0.92本/例（73本/79例)，要抜去歯を持つ症例あた
り1.92本/例（73本/38例）だった（表３)。

退院時の骨粗鬆症治療開始率は，OLS チームが
活動を開始する以前では20％（18/90例）だった
が，活動開始後には92.4％（73/79例）へ向上し
た。現在までに OLS 介入症例において顎骨壊死の
発症は認めていない。

考 察

骨粗鬆症リエゾンサービス（OLS) とは Osteopo-
rosis Liaison Service の略で，日本骨粗鬆症学会が
策定した骨粗鬆症の啓発，予防，診断，治療のため
の多職種連携システムと定義される8,9)。リエゾンと
は「連絡係」と訳され，診療におけるコーディネー

表２ 介入患者における口腔内環境と治療内訳

大腿骨
n＝57

脊椎骨
n＝19

その他
n＝３

要抜去歯あり
n＝38

抜歯
80.8％

(21/26例)
91.7％

(11/12例)
0％

(0/0例)

抜歯拒否
19.2％

(5/26例)
8.3％

(1/12例)
0％

(0/0例)

要抜去歯なし
n＝41

歯周基本治療
58.0％

(18/31例)
57.1％
(4/7例)

66.7％
(2/3例)

経過観察
12.9％

(4/31例)
42.9％
(3/7例)

33.4％
(1/3例)

無歯顎
29.0％

(9/31例)
0％

(0/7例)
0％

(0/3例)

表３ 骨折部位と実際に抜歯した部位

抜歯部位
大腿骨
n＝21

脊椎骨
n＝11

上顎前歯 ７本/６例 ６本/３例
上顎臼歯 16本/７例 ７本/５例
下顎前歯 11本/６例 ３本/１例
下顎臼歯 16本/14例 ７本/６例
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ターの役割を意味する。その目的は，最初の骨折へ
の対応および骨折リスク評価と，新たな骨折の防
止，また最初の脆弱性骨折の予防であり，OLS の
提供対象は大腿骨近位部骨折例，その他の脆弱性骨
折例，および骨折リスクの高い例や転倒リスクの高
い例，高齢者一般とされる。すでに英国，豪州，カ
ナダではこのようなサービスが実施され，多職種連
携による骨折抑制を推進するコーディネーターの活
動によって，骨折発生率が低下し医療費の削減につ
ながることが報告されている13)。

脆弱性骨折とは普通に立った高さからの転倒
や，ベッドから起きる際に床に尻もちをつく，など
の軽微な外力で発生する骨折のことと定義されてい
る。脆弱性骨折の予防は大きく２つに分けられ，１
つは未治療または無自覚の骨粗鬆症による最初の脆
弱性骨折を予防すること，２つ目は生じてしまった
脆弱性骨折への対応とその背景にある骨粗鬆症の治
療を確実に行うことで，骨粗鬆症が未加療のまま放
置され，新たな脆弱性骨折が生じないよう予防して
いくことであり，これら２つの課題達成が骨折の連
鎖を防ぐ重要な方策である。本邦における OLS は
骨粗鬆症マネージャーを中心として活動の広がりを
みせており14)，近年の骨粗鬆症治療の治療体系その
ものが，医師主導から骨粗鬆症マネージャーを中心
とした多職種連携の治療体系へとシフトし，大きな
成果を上げている15)。

入院加療を要した大腿骨脆弱性骨折症例に対す
る OLS 導入に関する調査として山本らは，対象症
例88名における男女比は１：4.9，平均年齢は男性
77.5歳，女性85.1歳と報告している16)。女性の比
率，平均年齢が本調査より高いものの，後期高齢の
女性が最も多いという点で本調査に近似していた。
また，入院時の骨粗鬆症治療率および退院時治療率
が26％，97％であり OLS の介入による効果が高い
ことを報告しており，本調査の27.8％，92.4％と近
似し高い治療率であった。また，一ノ瀨らの調査で
は，術後の回復期病院を退院した後，維持期にいず
れかの医療機関で骨粗鬆症治療を継続する症例の割
合は46.4％にまで低下すると報告している17)。さら
に，維持期に医療機関を受診した症例では骨粗鬆症
治療継続率が59.5％だったのに対し，回復期で受診
が中断した症例では骨粗鬆症治療継続率が12.8％ま

で低下するとし，脆弱性骨折によって ADL が低下
すること，回復期病院や慢性期施設に入居し受診に
限界があることを背景に，低い再受診率や骨粗鬆症
治療そのものが中断することの危険性を報告してい
る。当院 OLS チームは活動開始から約２年が経過
したので，新たに課題として，再受診率および転院
先での骨粗鬆症治療継続率に関しても調査，検討を
行う必要が挙げられた。

当院は歯科大学附属総合病院であると言う特殊
性から，歯科医師・歯科衛生士が OLS チームに積
極的に参画している12)。OLS における歯科医師の介
入目的は，①脆弱性骨折手術における周術期の感染
対策や術後肺炎の予防などといった周術期口腔機能
管理，②骨粗鬆症治療薬に対する ARONJ 発症リス
クの軽減である。2017年の保険改訂では，周術期等
口腔機能管理において人工股関節置換術等の整形外
科手術が算定要件に加わり，脆弱性骨折に対する金
属体を埋入する手術では，口腔管理を通し周術期の
感染対策や術後肺炎の予防が推奨されている。
ARONJ 発症リスクの軽減においては，入院直後か
ら口腔内スクリーニングと必要な歯科治療が行われ
るため，骨粗鬆症治療薬の投与前に歯科的リスクに
対応する治療期間を設けることができる。この期間
内に歯性感染症があれば抜歯を行うほか，歯科衛生
士による口腔衛生指導を行い，退院後は整形外科の
骨粗鬆症外来に併せて歯科口腔外科を併診，
ARONJ を発症してないか継続的な経過観察を行っ
ている。退院後の継続的な口腔管理に関しては，歯
科医師より歯科一次医療機関へ管理依頼を行ってい
る。

従来，骨粗鬆症治療をめぐる医科と歯科の関係
は，ARONJ 発症リスクに関する議論や休薬のお伺
いという接点でのみの関係が長らく続いていた。し
かし ARONJ ポジションペーパーや7)，国際顎骨壊
死コンセンサスでは，｢顎骨壊死予防には骨吸収抑
制剤処方前に顎骨での感染巣を除去し，治療すべき
歯の治療を終了して口腔管理と口腔ケアを定期的に
行う」と提言されており，当院 OLS チームにおけ
る歯科医師・歯科衛生士の参画はこの提言を実践し
ていると言える。当院は歯科大学附属総合病院であ
る利点から，骨折発症数日後という早い時期に歯科
医師が骨粗鬆症治療に参画することで，骨粗鬆症治
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療薬投与前の要抜去歯に対応することができる。入
院早期に歯性感染症対策を行うことは，入院中から
シームレスな骨粗鬆症治療薬開始に繋がり，入院中
の骨粗鬆症治療開始率向上の一助になったものと考
える。また，ARONJ 発症リスクに対して歯科治療
および周術期口腔機能管理を行ったことは，観察期
間内での ARONJ 発症予防に寄与したものと考え
た。これらの結果より，ARONJ 発症予防には，歯
科医療従事者が骨粗鬆症治療を取り巻く医療連携の
中で積極的に治療に参画することが最も重要である
と考えた。

歯性感染症の抜歯基準については，科学的根拠
に基づいて定められた基準が存在しないため，日本
口腔ケア学会編集，造血幹細胞移植患者の口腔ケア
ガイドラインを改変し，チーム内で統一した基準を
設け治療にあたっている（表４)。本調査の結果，
脆弱性骨折患者で抜歯基準を満たす要抜去歯を持つ
症例は全体の48.1％であった。脆弱性骨折症例の口
腔内環境を調査した先行研究や報告がないため比較
は困難であるが，骨折部位での差は無く脆弱性骨折
患者の約半数は要抜去歯を持って入院していること
が本調査によって明らかになった。

平成28年歯科疾患実態調査では年齢層ごとの口
腔内環境について報告されており18)，本調査の平均
年齢に近い75歳前後の高齢者の14.5％が無歯顎で，

15.1％が６mm 以上の歯周ポケットを保有するとし
ている。本調査において，脆弱性骨折患者の11.4％
（９/79例)，大腿骨骨折患者の15.8％（９/57例）
が無歯顎であり実態調査結果に近似した結果であっ
た。それに対し，抜歯要件のすべてが深い歯周ポ
ケットではないものの，脆弱性骨折患者の48.1％が
要抜去歯を有している結果は，実態調査と比較し非
常に高い結果であるものと考える。これは脆弱性骨
折が骨代謝の異常をきたした病態であり，顎骨も同
様に脆弱性が生じている可能性や，高齢者を中心に
生じる病態であるため，進行した骨粗鬆症や椎体の
変形が患者の ADL（日常生活動作）低下の一因と
なり，口腔衛生状態を保つことが困難になった結果
であると推測される。

当院では，歯性感染が ARONJ のリスクの１つで
あることを十分に説明し必要な抜歯を推奨している
が，患者より同意を得られなかった場合，抜歯は拒
否され，歯性感染を持ったまま骨粗鬆症治療が開始
される。この場合には，感染の拡大や ARONJ の発
症を予防する点から，健常な状態より緊密な口腔管
理や経過観察が重要となる。また，要抜去歯がある
と診断された症例では１症例あたり約２本の要抜去
歯を持っていた。脆弱性骨折患者では，術後十分な
リハビリを受けることが出来たとしても骨折前の運
動機能が完全に回復することは難しく，要治療歯の

表４ 当院における周術期等口腔機能管理における抜歯基準

う蝕 治療方針

C１～C３（歯肉縁上う蝕） 保存処置
C３（歯肉縁下う蝕）～C４ 抜歯

根尖性歯周炎

Per 像５mm 未満 保存処置
Per 像５mm 未未満（急性症状あり） 抜歯
Per 像５mm 以上 抜歯

歯周炎

PD４mm 未満 保存処置
PD４mm 以上６mm 未満
（急性症状あり）

期間あり：保存処置
期間なし：抜歯

PD６mm 以上または動揺２度以上 抜歯

C：齲蝕症 Per：根尖性歯周炎 PD：歯周ポケット

（日本口腔ケア学会造血幹細胞移植患者の口腔ケアガイドラインを
参考に独自で設定した）
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対応に関しては歯科一次医療機関への通院が困難に
なる場合や，通院を躊躇する可能性も考慮されるた
め，こうした患者に対する歯科医療の提供に関して
は地域ごとの方策，つまり連携パスなどを利用した
地域包括医療への歯科医療の参画が重要であると考
えた。

これら骨粗鬆症治療を取り巻く歯科医療の継
続・充実という課題に対し，地域の病診連携，診診
連携の構築の具体策として，当院 OLS チームで
は，退院後および他の医療施設でも同様の医療連携
が行えるよう活動を行っている。近隣の東葛南部医
療圏においては，医師会，歯科医師会と連携し
ICHIKAWA 骨粗鬆症カンファレンスを開催してい
る（図４)。このカンファレンスでは，骨粗鬆症の
診断，治療の流れ，使用する骨粗鬆症治療薬に関す

る情報を共有し，骨粗鬆症治療における医科と歯科
の相互理解，医療連携の重要性を伝えている。不必
要な骨粗鬆症治療薬の休薬を指示されるなど，患者
の不利益が生じることが無いよう骨粗鬆症治療に関
する情報を共有し，医科歯科の相互理解を深めるこ
とで地域包括医療の構築を目的としている。

また，千葉県全域を対象とした骨粗鬆症治療を
取り巻く医療連携の構築においては，千葉県骨粗鬆
症マネージャー連携協議会と連携し，処方薬の内容
や投与期間までの猶予，観血処置に対する休薬の検
討などが簡便に記載できる医科歯科連携情報提供書
フォーマットの作成や共有を推進している（図５)｡

近年，骨粗鬆症をめぐる歯科医療に対する期待
として，ARONJ 発症予防だけでなく，歯科パノラ
マエックス線画像による骨粗鬆症患者のスクリーニ
ング方法に注目が集まっており，骨粗鬆症患者に対
し歯科医師が提供可能な医療，情報は今後増加して
いくものと考える。OLS を通し，歯科医療の重要
性と可能性を提供できるよう今後も活動を推進して
いきたい。

結 語

当院 OLS チームの活動報告および介入症例の検
討を行ったので報告した。骨粗鬆症治療において
シームレスな医科歯科連携が実施されていた。骨粗
鬆症の治療開始率は20％から92.4％に上昇し，また
ARONJ の発症は無かった。脆弱性骨折患者の約半図４ ICHIKAWA 骨粗鬆症カンファレンスの様子

図５ 千葉県共通の骨粗鬆症医科歯科連携書
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数に要抜去歯があることから，骨粗鬆症治療におけ
る歯科医療の重要性が再認識された。脆弱性骨折患
者の歯科医療充足には，院内の医療連携に加え地域
包括医療の構築が課題であると考えた。
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Introduction ; The Osteoporosis Liaison Service(OLS)is a multi-professional medical collaboration system
aimed at improving the treatment rate of osteoporosis．The OLS team was launched at Ichikawa General
Hospital，Tokyo Dental College，mainly from orthopedic surgeons in 2017．We are working on multi-pro-
fessional collaboration and advanced medical and dental collaboration．This manuscript is a research and
activity report of intervention cases in OLS team.

Study design ; We retrospectively investigated the background of the patient，items related to osteoporo-
sis and oral environment in the OLS team intervention cases in 2018．

Results；79 patients with insufficiency fractures in 72％ of the femur，20％ in the lumbar spine，and ８
％ in the other lesion．In 48.1％ of the cases diagnosed as having tooth removal due to dental infection，
the average number of extracted teeth was 1.92．The initiation rate of osteoporosis treatment after OLS
team activity started increased from 20％ to 92.4％，and there was no occurrence of Anti-resorptive agent-
related Osteonecrosis of the Jaw.

Conclusion ; The need for dentistry for insufficiency fracture patients has been reaffirmed，as approxi-
mately half of those patients have teeth that need to be removed．In order to satisfy dental care for insuffi-
ciency fracture patients，it was considered that the establishment of comprehensive regional medical care
in addition to in-hospital medical cooperation was an issue. （The Shikwa Gakuho，120：321－329，2020)
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