JOINT-05 への参加について
年間の骨折発生リスクが計算されています。骨

テリパラチドによる皮質骨多孔性の増加、皮

折リスクが骨強度と直接関係すると考えると、

質骨厚の増加、海綿骨の骨梁数増加はいずれも

aBMDと骨強度の関係は男女でほぼ同じはずで

骨形成や骨リモデリングの亢進の結果として説

す。Srinivasanらは大腿骨頸部のaBMDが同レ

明可能です。一方、ゾレドロネートによる皮質

ベルの値を示す男女それぞれ114人をQCTで測

骨厚の増加は皮質骨内側でのリモデリングスペ

2）

定し、この検証を行っています 。それによる

ースの減少に起因するのかもしれませんが、海

と、男性では女性より骨のサイズが大きいが、

綿骨の骨梁数増加はこれまでの知見からは説明

vBMDが小さいため、お互いに相殺された結

が難しく機序がよくわかっていません。

果としてaBMDが同じ値になっています。さら
おわりに

に、有限要素解析で求めた骨強度、荷重・強度
比（転倒時に予測される荷重と骨強度の比）の

このように、これまでは骨生検によってしか

何れも男女でほとんど差がみられません。この

観察できなかった現象を、臨床用のCTなどを

結果は、DXA-BMDがサイズの要素を含んだ骨

用いて評価出来るようになってきています。ま

量指標であるため、骨強度指標として意義が増

た、一部の構造指標についてはDXAの検査か

し、QCT-BMDよりも有利である可能性を示し

ら推定することも可能になっています。今後、

ていると考えられます。

これらの方法が、骨疾患の病態解析、骨折リス

トまたはテリパラチドの治療を1.5年実施した後
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に、腰椎CTと有限要素解析にて治療効果を比較
3）

しています 。何れもvBMDと骨強度を増加さ
せますが、vBMDや骨強度の増加率はテリパラ
チドの方が大きく、テリパラチドでは海綿骨の
増加効果が顕著です。さらに、骨強度/vBMD比
の増加率をみるとテリパラチドの方が5倍高く、
強度的に重要な部位に骨を増加させることによ
って、効率よく骨強度の増加が得られています。
別のグループからは、テリパラチドまたは
ゾレドロネートによる1.5年間の治療効果を橈
骨と脛骨のHR-pQCTで比較した結果が報告さ
れています4）。テリパラチド群では皮質骨の多
孔性と皮質骨厚が増加し、皮質骨のvBMDは低
下、海綿骨の骨梁数は増加しています。一方、
ゾレドロネート群では皮質骨の多孔性は変化せ
ずに密度が増加し、皮質骨厚と海綿骨の骨梁数
も増加しています。国内で実施された週１回投
与のテリパラチドの臨床試験についても、大
腿骨近位部の骨構造が改善することがQCTや
5）
, 6）

DXA-HSAによって示されています

。
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骨強度の臨床的評価法とその進歩
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はじめに

JONT-04に参加している施設でも改めて、参加申請手続きが必要となります。A-TOP研究会の
ホームページの「JOINT-05 参加申請」より、手続きをしてください。Web上の参加申請画面
で、必要事項を記入した後、プリントアウトし、署名（自署）捺印したものを、事務局へ送付し
てください。
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JOINT-05 研究の概要
研 究 課 題

骨折リスクの高い原発性骨粗鬆症患者に対する骨粗鬆症治療薬の骨折抑制効果検証試験
− 週1回テリパラチド製剤とアレンドロネート製剤の群間比較試験 −

研 究 期 間

2014年10月〜2019年6月（57ヶ月）
症例登録期間：2014年10月〜2017年3月（30ヶ月）、観察期間：120週（約28ヶ月）
｢週１テリパラチド（72週）＋アレンドロネート（48週）
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ています。BMDに骨質に関する検査結果を組

density; BMD）が骨

み合わせたり、BMDと骨質を統合したような

粗鬆症診療の中で重要

骨評価法が利用できれば、より正確に骨粗鬆症

な役割を果たしている

の診断や治療が実施できるという考え方です。

ことは論を待ちません

骨質は大きく構造特性と材質特性の2つに分

が、BMDのみでは骨強度が低く骨折を起こし

けられ、これまでにそれぞれの成因および骨強

そうな人を見つけるのに十分でありません。例

度との関係、種々の病態や薬物治療による変化

えば、BMDが骨粗鬆症のカットオフ値より高

などについての検討が行われてきました。この

い値を示す症例の中からも無視できない頻度で

間、臨床現場ではCTやMRIなどの画像診断技

骨粗鬆症性骨折が発生します。さらに、最近の

術が進歩し、最近では高分解能の画像により骨

骨粗鬆症治療薬は優れた骨折抑制効果を示しま

の微細構造にまで迫れるようになっています。

すが、BMDの改善効果のみでは骨折抑制効果

A-TOP研究でも、JOINT-04でDXAによる大腿

を十分に説明できません。治療によってBMD

骨近位部の骨構造解析が実施され、JOINT-05

が少ししか増えない、あるいはほとんど変化な

からは腰椎DXAによる海綿骨の構造解析も予

いのに骨折の予防効果は十分に期待できるとい

定されています。ここでは、骨質に関する評価

うことです。治療をすると強度的に重要な部位

のうちでマクロおよびミクロの構造特性につい

に優先的に骨塩が増えて骨の微細構造が改善す

て最近の臨床研究で得られている知見をいくつ

る、あるいは骨塩の量ではなく骨の材質的な面

かご紹介いたします。

1,800例／2群（各群900例）

で改善するなどの機序が考えられ

主要評価項目

新規椎体（形態）骨折発生率（72週時点）
新規椎体（形態）骨折発生率および非椎体（臨床）骨折発生率（120週時点）

ますが、詳しい機序はわかってい

副次評価項目

非椎体（臨床）骨折発生率（72週時点）
、新規椎体（臨床）骨折発生率、増悪椎体骨折発
生率、骨密度、変化率、QOL（EQ-5D など）変化率、骨構造解析 など

ません。
BMDのみに依存した骨強度評
価の限界は、BMDが臨床現場で
利用されるようになった直後から

1. 日
2. 場

時： 2015年3月14日（土）17:00〜20：30
所： 東京スクエアガーデン 5階 東京コンベンションホール 大ホール

〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 TEL：03-5542-1995
JR「東京駅」八重洲南中央口より徒歩10分または東京メトロ銀座線「京橋駅」直結
3. 参加方法： 1月にご案内状を各施設の責任医師宛にお送りしますので、所定の方法でお申込み願います。

プでも既に骨質についての特集が取り上げられ

骨密度（bone mineral

目標症例数

2014年度 A-TOP研究会 年会開催のお知らせ
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〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-1-7
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634

JOINT-05に参加するには

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目1番7号
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター 骨粗鬆症至適療法研究支援事業事務局
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634 E-MAIL：a-top05@csp.or.jp
A-TOP研究会のホームページ（http://www.a-top.jp/）
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JOINT-04までのJOINT-studyとは、参加施設条件、研究実施システム、協力業者等が異なっ
ております。A-TOP研究会のホームページのJOINT-05の内容をよくご確認ください。

ることが期待されます。

Keavenyらは骨粗鬆症患者でアレンドロネー

A-TOP研究会ニュース

JOINT-05では、セキュリティ向上のため、データ収集にEDC（Electronic Data Capture）
を導入します。そのため、被験者登録、割付等は、原則Web上で実施しますので、インターネッ
ト環境が必要です。Web上での症例登録となる事で、24時間登録が可能となります。

資料の請求

Vol.

Adequate Treatment of Osteoporosis

JOINT-05は、COIを明確とした契約臨床研究となるため、すべての参加施設と公益財団とで、
受委託研究契約を締結します。この契約により、明確なCOI管理が実現され、医師主導臨床研究
として、国内に誇れる研究実施システムを構築して運用します。

クの評価、薬物治療効果の判定などに活用され
骨粗鬆症治療薬による骨力学特性の変化

A-TOP
TOP NEWS

JOINT-05参加医師募集中

既に指摘されていました。BMD
以外の骨強度規定因子はまとめて

表 臨床画像による骨の密度と構造の評価
方法

評価項目

DXA

aBMD

HSA

大腿骨近位部の骨構造

TBS

海綿骨微細構造

超音波法

骨量、海綿骨微細構造

QCT

vBMD、骨構造、有限要素解析

HR-pQCT

vBMD、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

骨質（bone quality）と総称され

HR-MRI

骨体積率、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

ますが、1992年のアメリカ国立老

HSA: hip stractural analysis
TBS: trabecular bone score

化研究所（NIA）のワークショッ

1

骨構造の臨床的評価法
骨構造の画像化・解析を行う際には，その目

新しい方法で何が明らかになったか
加齢による皮質骨多孔性の増加

医療法人社団幸紀会 安江病院 副院長 兼 整形外科部長
A-TOP研究会
10年間のJOINT研究が教えてくれたこと

呉 和朗

た。しかし次第に、通院コンプライアンスに関す
る重大な懸念が現実化しました。それというの

的に応じた画像分解能が必要です。すなわち，

年齢はBMDとは独立した骨折リスクです

大きな骨の形状の観察は１mm程度の分解能で

が、例えば、DXAによるBMD（DXA-BMD）

十分に可能ですが、骨梁の分布状態まで観察す

が同程度の若年者と高齢者を比較した場合にど

るためには100μｍ程度の分解能が必要です。

のような違いがあるかなどはよく知られていま

当院は県庁所在地の岐阜市の西端に位置し、

落胆した患者が脱落しそうになるのです。そこで

さらに、骨梁の幅や連結性の正確な評価には10

せん。最近、HR-pQCTを使って加齢による骨

最寄り駅は、JR東海道本線「西岐阜駅」です。

研究費を8年間コツコツ貯金して、念願の骨密度
測定装置QDRを購入することができました。

1）

当院のあらまし

も、当院では非荷重骨である橈骨で骨塩定量を
行っていたため、投薬してもさほど骨密度の変化
が反映されにくいのです。そのため、検査結果に

μｍ近くの分解能が望まれます。ただし、基礎

微細構造の変化が検討されています 。その結

のどかな田園風景が広がり、空気もきれいな地方

研究で要求されるレベルの分解能が得られなく

果によると、DXA-BMDを一致させた平均年齢

都市です。1975年当時、町はずれの小さな道路の

JOINT-02では、単なる栄養剤の一つに過ぎな

とも、臨床的評価法として利用できることもあ

41歳の女性44人と平均年齢63歳の女性44人の橈

行き止まりの場所に、安江外科として開院したた

いと思っていたVD3が、アレンドロネートとの

ります（表）
。

骨と脛骨をHR-pQCTで比較したところ、骨梁

め、医師会からは経営難を危惧されていました。

併用によって新規椎体骨折予防効果があると証

ます。私としては、治療継続率の向上と骨折予

最近のマルチスライスCTでは、分解能（画

幅や骨梁数などの海綿骨微細構造の指標には両

開業当初より、「救急患者のたらいまわし」、

明され、とても感動しました。このVD3は近年

防効果の実証が叫ばれる昨今だけに、このよう

素径）200μｍ、スライス厚500μｍ程度の撮影

群に有意な差はみられません。皮質骨について

「少子高齢社会の到来」を見越して、「地域の

の研究でも転倒予防効果と筋力増強効果を証明

に長期間通院を続けるくださる患者さんには、

が出来るようになっており、椎体や大腿骨近

も皮質骨厚や外径、内径に有意差はありません

救急箱」、「高齢者医療の充実」を追求し続け

されており、いまだに未知の可能性を秘めた不

思い入れも感慨もひとしおです。

位部などのマクロの構造を立体的に観察できま

が、皮質骨のBMDは高齢群の方がやや低く、

ています。それは、専門診療科が充実した病院

先駆者であり、翌年以降、これを踏襲する施設

す。また、MRIでも分解能100〜300μｍ、スラ

特に皮質骨の多孔性が高齢群で有意に高い値を

が林立するなかで、診療科の枠を超えて年365日

が相次いだという事実が自慢になっています。

イス厚250〜

示しました。この結果は、骨微細構造の劣化の

24時間救急患者を即時対応することからはじま

うちで特に皮質骨の多孔性がDXA-BMDと独立

りました。日中は救急担当医が常駐し、手術中

した加齢変化を示すことを示唆しています。皮

でも対応可能な状態になっています。創立者の

私が着任した翌年の2004年に、A-TOP研究会

質骨の厚さやBMDがあまり変わらず多孔性の

安江幸裕名誉会長は、今でもその初心を貫いて

設立の趣旨とJOINT-02を紹介する講演に参加し

増加のみが目立つのは少し矛盾しているように

おり、82才を越えた現在でも土日を問わず、毎

ました。日本発のEBM確立をめざす熱意に触発

思われるかもしれませんが、検出感度の違いの

朝7時に出勤し、当直医が出勤する夜8時まで在

され、私はJOINT-02への参加を決断しました。

長所は、①患者さんの生活背景を十分把握す

影響などが考えられます。いずれにしても、

院し、救急医が不在でないことに腐心していま

私立である当院では、医師主導型臨床研究

るようになりました。問診スキルが向上したの

DXA-BMDによる海綿骨と皮質骨の全体的評価

す。その真摯な姿勢に、スタッフ全員、頭が下

であっても、看護師や事務員の長時間の拘束や

でしょうか。②研究業務もライフワークに据え

や従来のpQCTによる皮質骨BMDではとらえ

がりっぱなしです。また、1～2次救急を扱うた

検査費用の浪費は許されません。まずは医局会

ることが出来ました。学び続けるチャンスをい

臨床研究では、ご厚意により参加してくださ

きれなかった加齢変化が、HR-pQCTによって

めに、外科以外に内科、小児科、眼科、整形外

で、骨粗鬆症疑い症例を全て私に紹介してもら

ただいたのです。③スタッフとともに骨粗鬆症

った被験者の負担を最小限にする必要がありま

検出できたということです。

科、脳神経外科、麻酔科、泌尿器科を拡充し、

い、JOINT-02を通して、骨粗鬆症の治療効率

診療を積極的に取り組むようになりました。自

す。それは検査による身体的な負担、通院を含

入院病棟を増床（1979年、安江病院へ改称）し

を改善することを、宣言しました。さらに全て

信をもって患者に治療効果やADL、QOLの改善

めた時間的な負担、そして投薬を中心とした経

ました。さらに、高齢者医療のために、往診、

の診察室に骨塩定量検査の自作パンフレットを

を説明しています。④安易な設備投資をしない

済的な負担です。もちろん、患者のための合理

DXAによる骨量測定の欠点の一つとして、

訪問看護などの在宅治療をはじめ、デイケア

掲示して、症例の発掘を促しました。これによ

民間病院でも、研究費をためて骨密度測定装置

的な治療の延長線上にこのような臨床研究が存

BMDが単位体積ではなく単位面積当たりの

施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケ

り約半年で52名を症例登録できました。初期の

を更新できました。

在すべきなのです。さらに、患者のインフォー

値（areal BMD; aBMD）として得られること

アハウス、小規模多機能型居宅介護（ホーム）

JOINT-02では1症例ごとのファイルはありまし

短所は、①診察時間が長くなりやすいことで

ムドコンセントが得られやすい研究デザインで

があげられます。同じ体積密度（volumetric

を新設しました。これらを十分に活用すること

たが、通院の途絶（未来院）を早期発見して、

す。初回の症例登録時に30分ほどかかります。

あり、日常診療でも容易に実施可能な調査項目

BMD; vBMD）の骨でもサイズが大きな骨は小

で、60床の小病院であっても、緊急入院の受諾

検査もれを防ぐ仕組みが不十分でした。そこで

専任協力者がいないため、私が、問診票、徒手

にしてほしいです。テレビ番組による骨粗鬆症

さい骨より面積密度が大きい値を示します。こ

率、高齢者の自宅復帰率を向上させました。

被験者を20症例ずつ、１年単位で来院日と検査

検査等の聴取をします。②臨床研究では医療記

の啓発機会が増え、患者さんにも 「骨強度＝骨

DXAによるBMDの男女差

A-TOP研究会の出会い

現在、養老整形外科の石井光一先生を中心と

思議な補酵素ともいえます。
JOINT-03ではVK2の治療効果がはっきりとは

した有志のメンバーとともに、「通院継続率を

証明されず、とても残念でした。JOINT-02と同

上げるための骨粗鬆症診療マニュアル」の作成

様に5年間ぐらいは研究を継続したら、新しい知

を試みています。整形外科以外の、他科の診察

見が得られたかもしれないと思います。

室にも常備してもらえるように、具体的な手引
きと患者説明図譜を作成し、高血圧や糖尿病の
ように骨粗鬆症が標準的な診療の一風景として

JOINT研究に参加して感じること

広がることをめざしています。
今後の臨床研究への提言

れは、男性のaBMDが女性よりも大きい値を示

福祉事業として、施設に入居中の高齢者とそ

日が分かる一覧表の作成をA-TOP事務局に提

録等の保存期間が10年間なので、カルテの誤廃

密度+骨質」 と理解してもらえる時代になりま

す主な理由とされています。一方、疫学調査の

の家族である地域住民のために、13年前から夏

案し、採用していただきました。このようにし

棄予防のために保管する場所を新たに確保する

した。骨質の改善度を測定する機器やツールが

結果では、DXAによるaBMDと骨折リスクと

祭りを開催し、盆踊り、屋台（飲食、遊戯）を

て、最終的には80例ほどを症例登録し、約60%

必要がありました。

一般化され、骨質改善により骨折予防が出来た

の関係は男女間であまり差がありません。実際

楽しんでもらっています。高齢者施設で定期的

の症例を5年間観察できました。

にFRAXでは男女とも女性の平均値を使って10

に夏祭りを開催するのは、この地方では当院が

さらにJOINT-03、JOINT-04にも参加をしまし

というエビデンスが、将来のJOINT研究のテー

JOINT-02に参加された約80名の被験者のう

マになることを望みます。

ち、30例は今でも骨粗鬆症の治療を継続してい
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年間の骨折発生リスクが計算されています。骨

テリパラチドによる皮質骨多孔性の増加、皮

折リスクが骨強度と直接関係すると考えると、

質骨厚の増加、海綿骨の骨梁数増加はいずれも

aBMDと骨強度の関係は男女でほぼ同じはずで

骨形成や骨リモデリングの亢進の結果として説

す。Srinivasanらは大腿骨頸部のaBMDが同レ

明可能です。一方、ゾレドロネートによる皮質

ベルの値を示す男女それぞれ114人をQCTで測

骨厚の増加は皮質骨内側でのリモデリングスペ

2）

定し、この検証を行っています 。それによる

ースの減少に起因するのかもしれませんが、海

と、男性では女性より骨のサイズが大きいが、

綿骨の骨梁数増加はこれまでの知見からは説明

vBMDが小さいため、お互いに相殺された結

が難しく機序がよくわかっていません。

果としてaBMDが同じ値になっています。さら
おわりに

に、有限要素解析で求めた骨強度、荷重・強度
比（転倒時に予測される荷重と骨強度の比）の

このように、これまでは骨生検によってしか

何れも男女でほとんど差がみられません。この

観察できなかった現象を、臨床用のCTなどを

結果は、DXA-BMDがサイズの要素を含んだ骨

用いて評価出来るようになってきています。ま

量指標であるため、骨強度指標として意義が増

た、一部の構造指標についてはDXAの検査か

し、QCT-BMDよりも有利である可能性を示し

ら推定することも可能になっています。今後、

ていると考えられます。

これらの方法が、骨疾患の病態解析、骨折リス

トまたはテリパラチドの治療を1.5年実施した後

1. Nicks KM , Amin S , Atkinson EJ , et al. Relationship of
age to bone microstructure independent of areal bone
mineral density. J Bone Miner Res 27(3): 637-644, 2012.
2. Srinivasan B, Kopperdahl DL, Amin S, et al. Relationship
of femoral neck areal bone mineral density to volumetric
bone mineral density, bone size, and femoral strength in
men and women. Osteoporos Int 23(1): 155-162, 2012.
3. Keaveny TM, Donley DW, Hoffmann PF, et al. Effects
of teriparatide and alendronate on vertebral strength as
assessed by fi nite element modeling of QCT scans in
women with osteoporosis. J Bone Miner Res 22(1): 149157, 2007.
4. Hansen S, Hauge EM, Beck Jensen JE, et al. Differing
effects of PTH 1-34, PTH 1-84, and zoledronic acid
on bone microarchitecture and estimated strength in
postmenopausal women with osteoporosis: an 18-month
open-labeled observational study using HR-pQCT. J
Bone Miner Res 28(4): 736-45, 2013.
5. Ito M, Oishi R, Fukunaga M, et al.: The effects of onceweekly teriparatide on hip structure and biomechanical
properties assessed by CT. Osteoporos Int 25(3):116372, 2014.
6. Sone T, Ito M, Fukunaga M, et al: The effects of onceweekly teriparatide on hip geometry assessed by hip
structural analysis in postmenopausal osteoporotic
women with high fracture risk. Bone 64: 75-81, 2014.

に、腰椎CTと有限要素解析にて治療効果を比較
3）

しています 。何れもvBMDと骨強度を増加さ
せますが、vBMDや骨強度の増加率はテリパラ
チドの方が大きく、テリパラチドでは海綿骨の
増加効果が顕著です。さらに、骨強度/vBMD比
の増加率をみるとテリパラチドの方が5倍高く、
強度的に重要な部位に骨を増加させることによ
って、効率よく骨強度の増加が得られています。
別のグループからは、テリパラチドまたは
ゾレドロネートによる1.5年間の治療効果を橈
骨と脛骨のHR-pQCTで比較した結果が報告さ
れています4）。テリパラチド群では皮質骨の多
孔性と皮質骨厚が増加し、皮質骨のvBMDは低
下、海綿骨の骨梁数は増加しています。一方、
ゾレドロネート群では皮質骨の多孔性は変化せ
ずに密度が増加し、皮質骨厚と海綿骨の骨梁数
も増加しています。国内で実施された週１回投
与のテリパラチドの臨床試験についても、大
腿骨近位部の骨構造が改善することがQCTや
5）
, 6）

DXA-HSAによって示されています

。
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骨強度の臨床的評価法とその進歩
川崎医科大学 放射線医学（核医学）教授 曽根照喜

はじめに

JONT-04に参加している施設でも改めて、参加申請手続きが必要となります。A-TOP研究会の
ホームページの「JOINT-05 参加申請」より、手続きをしてください。Web上の参加申請画面
で、必要事項を記入した後、プリントアウトし、署名（自署）捺印したものを、事務局へ送付し
てください。

文献

JOINT-05 研究の概要
研 究 課 題

骨折リスクの高い原発性骨粗鬆症患者に対する骨粗鬆症治療薬の骨折抑制効果検証試験
− 週1回テリパラチド製剤とアレンドロネート製剤の群間比較試験 −

研 究 期 間

2014年10月〜2019年6月（57ヶ月）
症例登録期間：2014年10月〜2017年3月（30ヶ月）、観察期間：120週（約28ヶ月）
｢週１テリパラチド（72週）＋アレンドロネート（48週）
」投与群、
｢アレンドロネート（120週）｣投与群

治

療

群

0

高骨折リスク
骨粗鬆症

24

48

72

週1回テリパラチド 72週

96
ALN

120

48週

アレンドロネート（ALN） 120週

ています。BMDに骨質に関する検査結果を組

density; BMD）が骨

み合わせたり、BMDと骨質を統合したような

粗鬆症診療の中で重要

骨評価法が利用できれば、より正確に骨粗鬆症

な役割を果たしている

の診断や治療が実施できるという考え方です。

ことは論を待ちません

骨質は大きく構造特性と材質特性の2つに分

が、BMDのみでは骨強度が低く骨折を起こし

けられ、これまでにそれぞれの成因および骨強

そうな人を見つけるのに十分でありません。例

度との関係、種々の病態や薬物治療による変化

えば、BMDが骨粗鬆症のカットオフ値より高

などについての検討が行われてきました。この

い値を示す症例の中からも無視できない頻度で

間、臨床現場ではCTやMRIなどの画像診断技

骨粗鬆症性骨折が発生します。さらに、最近の

術が進歩し、最近では高分解能の画像により骨

骨粗鬆症治療薬は優れた骨折抑制効果を示しま

の微細構造にまで迫れるようになっています。

すが、BMDの改善効果のみでは骨折抑制効果

A-TOP研究でも、JOINT-04でDXAによる大腿

を十分に説明できません。治療によってBMD

骨近位部の骨構造解析が実施され、JOINT-05

が少ししか増えない、あるいはほとんど変化な

からは腰椎DXAによる海綿骨の構造解析も予

いのに骨折の予防効果は十分に期待できるとい

定されています。ここでは、骨質に関する評価

うことです。治療をすると強度的に重要な部位

のうちでマクロおよびミクロの構造特性につい

に優先的に骨塩が増えて骨の微細構造が改善す

て最近の臨床研究で得られている知見をいくつ

る、あるいは骨塩の量ではなく骨の材質的な面

かご紹介いたします。

1,800例／2群（各群900例）

で改善するなどの機序が考えられ

主要評価項目

新規椎体（形態）骨折発生率（72週時点）
新規椎体（形態）骨折発生率および非椎体（臨床）骨折発生率（120週時点）

ますが、詳しい機序はわかってい

副次評価項目

非椎体（臨床）骨折発生率（72週時点）
、新規椎体（臨床）骨折発生率、増悪椎体骨折発
生率、骨密度、変化率、QOL（EQ-5D など）変化率、骨構造解析 など

ません。
BMDのみに依存した骨強度評
価の限界は、BMDが臨床現場で
利用されるようになった直後から

1. 日
2. 場

時： 2015年3月14日（土）17:00〜20：30
所： 東京スクエアガーデン 5階 東京コンベンションホール 大ホール

〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 TEL：03-5542-1995
JR「東京駅」八重洲南中央口より徒歩10分または東京メトロ銀座線「京橋駅」直結
3. 参加方法： 1月にご案内状を各施設の責任医師宛にお送りしますので、所定の方法でお申込み願います。

プでも既に骨質についての特集が取り上げられ

骨密度（bone mineral

目標症例数

2014年度 A-TOP研究会 年会開催のお知らせ
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〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-1-7
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634

JOINT-05に参加するには

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目1番7号
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター 骨粗鬆症至適療法研究支援事業事務局
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634 E-MAIL：a-top05@csp.or.jp
A-TOP研究会のホームページ（http://www.a-top.jp/）
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JOINT-04までのJOINT-studyとは、参加施設条件、研究実施システム、協力業者等が異なっ
ております。A-TOP研究会のホームページのJOINT-05の内容をよくご確認ください。

ることが期待されます。

Keavenyらは骨粗鬆症患者でアレンドロネー

A-TOP研究会ニュース

JOINT-05では、セキュリティ向上のため、データ収集にEDC（Electronic Data Capture）
を導入します。そのため、被験者登録、割付等は、原則Web上で実施しますので、インターネッ
ト環境が必要です。Web上での症例登録となる事で、24時間登録が可能となります。

資料の請求

Vol.

Adequate Treatment of Osteoporosis

JOINT-05は、COIを明確とした契約臨床研究となるため、すべての参加施設と公益財団とで、
受委託研究契約を締結します。この契約により、明確なCOI管理が実現され、医師主導臨床研究
として、国内に誇れる研究実施システムを構築して運用します。

クの評価、薬物治療効果の判定などに活用され
骨粗鬆症治療薬による骨力学特性の変化

A-TOP
TOP NEWS

JOINT-05参加医師募集中

既に指摘されていました。BMD
以外の骨強度規定因子はまとめて

表 臨床画像による骨の密度と構造の評価
方法

評価項目

DXA

aBMD

HSA

大腿骨近位部の骨構造

TBS

海綿骨微細構造

超音波法

骨量、海綿骨微細構造

QCT

vBMD、骨構造、有限要素解析

HR-pQCT

vBMD、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

骨質（bone quality）と総称され

HR-MRI

骨体積率、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

ますが、1992年のアメリカ国立老

HSA: hip stractural analysis
TBS: trabecular bone score

化研究所（NIA）のワークショッ
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強度的に重要な部位に骨を増加させることによ
って、効率よく骨強度の増加が得られています。
別のグループからは、テリパラチドまたは
ゾレドロネートによる1.5年間の治療効果を橈
骨と脛骨のHR-pQCTで比較した結果が報告さ
れています4）。テリパラチド群では皮質骨の多
孔性と皮質骨厚が増加し、皮質骨のvBMDは低
下、海綿骨の骨梁数は増加しています。一方、
ゾレドロネート群では皮質骨の多孔性は変化せ
ずに密度が増加し、皮質骨厚と海綿骨の骨梁数
も増加しています。国内で実施された週１回投
与のテリパラチドの臨床試験についても、大
腿骨近位部の骨構造が改善することがQCTや
5）
, 6）

DXA-HSAによって示されています

。
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骨強度の臨床的評価法とその進歩
川崎医科大学 放射線医学（核医学）教授 曽根照喜

はじめに

JONT-04に参加している施設でも改めて、参加申請手続きが必要となります。A-TOP研究会の
ホームページの「JOINT-05 参加申請」より、手続きをしてください。Web上の参加申請画面
で、必要事項を記入した後、プリントアウトし、署名（自署）捺印したものを、事務局へ送付し
てください。

文献

JOINT-05 研究の概要
研 究 課 題

骨折リスクの高い原発性骨粗鬆症患者に対する骨粗鬆症治療薬の骨折抑制効果検証試験
− 週1回テリパラチド製剤とアレンドロネート製剤の群間比較試験 −

研 究 期 間

2014年10月〜2019年6月（57ヶ月）
症例登録期間：2014年10月〜2017年3月（30ヶ月）、観察期間：120週（約28ヶ月）
｢週１テリパラチド（72週）＋アレンドロネート（48週）
」投与群、
｢アレンドロネート（120週）｣投与群

治

療

群

0

高骨折リスク
骨粗鬆症

24

48

72

週1回テリパラチド 72週

96
ALN

120

48週

アレンドロネート（ALN） 120週

ています。BMDに骨質に関する検査結果を組

density; BMD）が骨

み合わせたり、BMDと骨質を統合したような

粗鬆症診療の中で重要

骨評価法が利用できれば、より正確に骨粗鬆症

な役割を果たしている

の診断や治療が実施できるという考え方です。

ことは論を待ちません

骨質は大きく構造特性と材質特性の2つに分

が、BMDのみでは骨強度が低く骨折を起こし

けられ、これまでにそれぞれの成因および骨強

そうな人を見つけるのに十分でありません。例

度との関係、種々の病態や薬物治療による変化

えば、BMDが骨粗鬆症のカットオフ値より高

などについての検討が行われてきました。この

い値を示す症例の中からも無視できない頻度で

間、臨床現場ではCTやMRIなどの画像診断技

骨粗鬆症性骨折が発生します。さらに、最近の

術が進歩し、最近では高分解能の画像により骨

骨粗鬆症治療薬は優れた骨折抑制効果を示しま

の微細構造にまで迫れるようになっています。

すが、BMDの改善効果のみでは骨折抑制効果

A-TOP研究でも、JOINT-04でDXAによる大腿

を十分に説明できません。治療によってBMD

骨近位部の骨構造解析が実施され、JOINT-05

が少ししか増えない、あるいはほとんど変化な

からは腰椎DXAによる海綿骨の構造解析も予

いのに骨折の予防効果は十分に期待できるとい

定されています。ここでは、骨質に関する評価

うことです。治療をすると強度的に重要な部位

のうちでマクロおよびミクロの構造特性につい

に優先的に骨塩が増えて骨の微細構造が改善す

て最近の臨床研究で得られている知見をいくつ

る、あるいは骨塩の量ではなく骨の材質的な面

かご紹介いたします。

1,800例／2群（各群900例）

で改善するなどの機序が考えられ

主要評価項目

新規椎体（形態）骨折発生率（72週時点）
新規椎体（形態）骨折発生率および非椎体（臨床）骨折発生率（120週時点）

ますが、詳しい機序はわかってい

副次評価項目

非椎体（臨床）骨折発生率（72週時点）
、新規椎体（臨床）骨折発生率、増悪椎体骨折発
生率、骨密度、変化率、QOL（EQ-5D など）変化率、骨構造解析 など

ません。
BMDのみに依存した骨強度評
価の限界は、BMDが臨床現場で
利用されるようになった直後から

1. 日
2. 場

時： 2015年3月14日（土）17:00〜20：30
所： 東京スクエアガーデン 5階 東京コンベンションホール 大ホール

〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 TEL：03-5542-1995
JR「東京駅」八重洲南中央口より徒歩10分または東京メトロ銀座線「京橋駅」直結
3. 参加方法： 1月にご案内状を各施設の責任医師宛にお送りしますので、所定の方法でお申込み願います。

プでも既に骨質についての特集が取り上げられ

骨密度（bone mineral

目標症例数

2014年度 A-TOP研究会 年会開催のお知らせ

Vol.5 No.6 2014年11月

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-1-7
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634

JOINT-05に参加するには

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1丁目1番7号
公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター 骨粗鬆症至適療法研究支援事業事務局
TEL：03-5287-2638 FAX：03-5287-2634 E-MAIL：a-top05@csp.or.jp
A-TOP研究会のホームページ（http://www.a-top.jp/）
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JOINT-04までのJOINT-studyとは、参加施設条件、研究実施システム、協力業者等が異なっ
ております。A-TOP研究会のホームページのJOINT-05の内容をよくご確認ください。

ることが期待されます。

Keavenyらは骨粗鬆症患者でアレンドロネー

A-TOP研究会ニュース

JOINT-05では、セキュリティ向上のため、データ収集にEDC（Electronic Data Capture）
を導入します。そのため、被験者登録、割付等は、原則Web上で実施しますので、インターネッ
ト環境が必要です。Web上での症例登録となる事で、24時間登録が可能となります。

資料の請求

Vol.

Adequate Treatment of Osteoporosis

JOINT-05は、COIを明確とした契約臨床研究となるため、すべての参加施設と公益財団とで、
受委託研究契約を締結します。この契約により、明確なCOI管理が実現され、医師主導臨床研究
として、国内に誇れる研究実施システムを構築して運用します。

クの評価、薬物治療効果の判定などに活用され
骨粗鬆症治療薬による骨力学特性の変化

A-TOP
TOP NEWS

JOINT-05参加医師募集中

既に指摘されていました。BMD
以外の骨強度規定因子はまとめて

表 臨床画像による骨の密度と構造の評価
方法

評価項目

DXA

aBMD

HSA

大腿骨近位部の骨構造

TBS

海綿骨微細構造

超音波法

骨量、海綿骨微細構造

QCT

vBMD、骨構造、有限要素解析

HR-pQCT

vBMD、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

骨質（bone quality）と総称され

HR-MRI

骨体積率、骨構造、骨微細構造、有限要素解析

ますが、1992年のアメリカ国立老

HSA: hip stractural analysis
TBS: trabecular bone score

化研究所（NIA）のワークショッ
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