JOINT-05 への参加について
Ａ．日本骨粗鬆症学会正会員（医師）で前年度及び申請年度の会費を完納*

得前の若手医師）については、会

Ｂ．日本専門医制度機構の定める基本領域学会の専門医または認定医資格、

員歴／申請資格基準が満たされた
時点で、認定医試験を受験し認定
医資格を取得していただくことと
なる。

あるいは日本公衆衛生学会認定専門家資格を有する
Ｃ．骨粗鬆症の診療実務に3年以上従事
Ｄ．以下の何れかの実績

必要数：第一演者もしくは筆頭著者：1

骨粗鬆症リエゾンサービスに
した診療業務の分担と、情報共有

共同演者もしくは共同著者：3（合計3で可）
② 過去にA-TOP研究会症例登録を実施し、
１年以上の観察記録を提出した症例の経験

が不可欠である。診療の責任者と

③ 10症例（外来含む）の骨粗鬆症診療活動記録

なる医師は、従来通り医師間での

④ 日本骨粗鬆症学会評議員経験者（現評議員含む）

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。

骨粗鬆症マネージャーの活動を通
じて、施設間・施設内での情報管

資料の請求

*移行措置での認定医取得には2016年7月31日までに学会入会が必要

で、連続性の高い診療を患者サイ
ドに届けることができるようにな
る（図４）
。円滑な医療連携のた
めに、各地で骨粗鬆症マネージャ
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あり、本システムを活用する上で
の現場での取り組みも始まってい
る。今後は、骨粗鬆症マネージャ
ーならびに骨粗鬆症学会認定医の
先生方の連絡が容易となるための
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JOINT-05 研究の概要

骨粗鬆症学会認定医

ー同士をつなぐためのＯＬＳ研究
会などの地域の会も設立されつつ

急性期病院
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効率性の両立を証明するアウトカム研究の実行

らに多くの医師の先生方、医療スタッフの皆様

など喫緊に取り組むべき課題は多いが、我が国

方に本制度にご参加いただくことで、世界に誇

で「幸福な」超高齢社会を実現するために、本

れる診療支援サービスが、わが国で実現するよ

システムは必要不可欠であると考えられる。さ

う、学会委員会としても取り組みを続けていく。

鈴木 敦詞

超高齢社会の到来と

か消えていってしまう現象をいう。このような

ともに、高齢者の健康

現象がおきるということは、システム自体の変

寿命の延伸が社会的命

革が必要ということである。その一方、複数の

題となってきたが、従来限られた対象群の疾患

医療機関が関わる疾病管理には、包括的な支援

であった骨粗鬆症が、広く一般的な疾患となる

をおこなう支援体制が必要であることが認識さ

にあたり、医療を受ける側と供給する側との両

れるべきである。

者に対しての啓発活動と新しい仕組み作りが必

わが国の骨粗鬆症患者数は、およそ1300万人
と計算され、超高齢社会の到来とともに、健康

性の認識を高めることと、診療支援のための仕

寿命の延伸の為に避けて通ることの出来ない課

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）

組み作りである。一般に骨粗鬆症のバミューダ

題でありながら、その対策はとても十分とは言

トライアングルと呼ばれる現象が、国際的に認

えない。この問題を骨折一次予防と二次予防と

識されている（図１）
。これは、複数の施設がか

にわけて考えてみたい。まず一次予防における

かわる間に、治療の必要な患者が、いつの間に

骨検診の受診率の低さ（約５％）の原因として
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目標症例数

1,800例／2群（各群900例）

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）

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

適 格 基 準

臨床研究参加の文書同意が得られ、以下の基準を全て満たす患者を対象とする。
① 日本骨代謝学会 原発性骨粗鬆症の診断基準（2012年度改訂版）に基づき原発性骨粗
鬆症と診断された患者
② 同意取得時の年齢が満年齢75歳以上の日本人患者
③ 閉経後女性
④ 自立歩行（独歩および一本杖歩行、歩行器歩行）が可能な患者
⑤ 以下のいずれかを満たす患者
・骨密度が、YAMの60％未満または−3.3SD未満の患者
・登録時点で第4胸椎（Th4）〜第4腰椎（L4）に2個以上の椎体骨折を有する患者
・Grade 3の骨折を有する患者
・大腿骨近位部骨折の既往を有する患者

第17回日本骨粗鬆症学会/A-TOP Annual meeting開催のお知らせ

本年度も「A-TOP研究会 Annual meeting」を開催します。
JOINT研究に関連する最新内容を用意します。
プログラム内容、会場等詳細は追ってご案内いたします。
【開催日時】 2015年9月17日（木）15：50〜17：50
【場
所】 広島国際会議場 〒730-0811 広島市中区中島町1番5号（平和記念公園内）

藤田保健衛生大学医学部 内分泌･代謝内科学 教授

要となった。端的に言えば、予防と治療の必要

長所である臨床的実効性と経済的

3

骨粗鬆症マネージャーと骨粗鬆症学会認定医制度
−骨粗鬆症リエゾンサービスを支える2つの柱−

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 −

介護施設

情報開示の方法の検討、ＯＬＳの 図４リエゾンサービスにおける認定医とマネージャーの位置づけ

2015年度
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JOINT-05に参加するには

共有・医療連携を行うと同時に、 表１骨粗鬆症認定医制度移行措置資格（抜粋）

理・診療方針の統一をはかること

A-TOP研究会ニュース

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。

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。

診療情報提供書を中心とした情報

6

Vol.

Adequate Treatment of Osteoporosis

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。

① 過去5年以内の骨粗鬆症臨床にかかわる学会発表
もしくは学術論文

は、何よりも職種の専門性を活か

A-TOP
TOP NEWS

JOINT-05参加医師募集中

ない場合（主に認定医・専門医取
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齢が主として就業者年齢であるものは、雇
用者側からの受診勧奨がおこなわれ、二次
検査施行への動機付けも極めて高い。さら
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に、治療開始後にも、治療目標を臨床的イ
ベント発生予測率の高い検査項目（サロゲ
ートマーカー）で設定できることは、医療
従事者にとっても患者にとっても、病状を
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把握し意欲を維持する上で有用性が高い。
具体的な目標をもって診療を続けることが

図１ 骨粗鬆症のバミューダトライアングル：
複数の医療施設が関与する中で、治療方針が伝わらないまま
患者が治療から脱落していく
1

できるからである。しかしながら骨粗鬆症
の好発年齢層である退職者・年金受給者
は、検診の受診動機が市町村からの受診勧
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第17回日本骨粗鬆症学会/A-TOP Annual meeting開催のお知らせ

本年度も「A-TOP研究会 Annual meeting」を開催します。
JOINT研究に関連する最新内容を用意します。
プログラム内容、会場等詳細は追ってご案内いたします。
【開催日時】 2015年9月17日（木）15：50〜17：50
【場
所】 広島国際会議場 〒730-0811 広島市中区中島町1番5号（平和記念公園内）

藤田保健衛生大学医学部 内分泌･代謝内科学 教授

要となった。端的に言えば、予防と治療の必要

長所である臨床的実効性と経済的
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骨粗鬆症マネージャーと骨粗鬆症学会認定医制度
−骨粗鬆症リエゾンサービスを支える2つの柱−

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 −

介護施設

情報開示の方法の検討、ＯＬＳの 図４リエゾンサービスにおける認定医とマネージャーの位置づけ

2015年度
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JOINT-05に参加するには

共有・医療連携を行うと同時に、 表１骨粗鬆症認定医制度移行措置資格（抜粋）

理・診療方針の統一をはかること

A-TOP研究会ニュース

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。

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。

診療情報提供書を中心とした情報
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Vol.

Adequate Treatment of Osteoporosis

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。

① 過去5年以内の骨粗鬆症臨床にかかわる学会発表
もしくは学術論文

は、何よりも職種の専門性を活か

A-TOP
TOP NEWS

JOINT-05参加医師募集中

ない場合（主に認定医・専門医取

᛬ᛮ⒢
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齢が主として就業者年齢であるものは、雇
用者側からの受診勧奨がおこなわれ、二次
検査施行への動機付けも極めて高い。さら

㦭⢊㧴ᝀ⩽

に、治療開始後にも、治療目標を臨床的イ
ベント発生予測率の高い検査項目（サロゲ
ートマーカー）で設定できることは、医療
従事者にとっても患者にとっても、病状を

䝮䝓䝗䝮䝊䞀䜻䝫䝷
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把握し意欲を維持する上で有用性が高い。
具体的な目標をもって診療を続けることが

図１ 骨粗鬆症のバミューダトライアングル：
複数の医療施設が関与する中で、治療方針が伝わらないまま
患者が治療から脱落していく
1

できるからである。しかしながら骨粗鬆症
の好発年齢層である退職者・年金受給者
は、検診の受診動機が市町村からの受診勧

