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JOINT-05参加医師募集中
Factor）阻害薬に関する検討がなされ、骨吸収
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れることが示されている。しかし、骨密度に対
しては必ずしも増加効果は確認されていない。
骨折に対する影響をTNF阻害薬、メトトレキサ
ートと他の非生物学的抗リウマチ薬との比較に
よれば、有意差がないことが示されている（表
9）

２） 。つまり、現時点でRAそのものの治療薬に
よる骨折抑制効果のエビデンスは得られていな
いと言える。
一方、骨粗鬆症治療薬の骨折に対する効果に
ついては、RA患者に対する中山らの前向き無作
10）

為化比較対照試験のみが報告されている 。３
年間の試験により、アレンドロネートとリセド
ロネートはアルファカルシドールに比し有意に
優れた椎体骨折抑制効果を示したとされる。
その他，直接骨折抑制効果は示されていない
が抗RANKL抗体であるデノスマブがRA患者に
対して骨密度増加効果を示す11）とともにRAによ
12）

る骨破壊を抑制できることが示されている 。
わが国で実施された骨破壊抑制効果に関する第
Ⅲ相試験も終了し、現在新たな適応を申請中で
ある。
テリパラチド製剤による骨密度増加効果につ
いても報告されているが、連日製剤の遺伝子組
換えテリパラチドは骨形成とともに骨吸収も促
進して皮質骨の多孔性を促進することから、先
に述べた抗シトルリン化タンパク抗体陽性例に
おける皮質骨の多孔性の増加を考慮すれば、同
抗体陽性例に対する使用は慎重に行うべきであ
ると考えられる。
おわりに

JOINT-05は、利益相反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、明確な利益相反管理が実現され、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。
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関節リウマチによる骨粗鬆症
近畿大学医学部奈良病院整形外科・リウマチ科 教授 宗圓

聰

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、記名捺印したものを、事務局へ送付してください。

はじめに

資料の請求

は、骨密度とは独立

傍関節性骨粗鬆症がある。傍関節性骨粗鬆症の

した骨折危険因子と

原因のうち最も重要なのは炎症性サイトカインで

して、WHOの提唱し

あり、全身性骨粗鬆症の原因ともなりうる。炎

ている個々の患者の

症性サイトカインは破骨細胞による骨吸収を促

10年間の絶対骨折危険率を算定するためのツー

進するとともに、骨形成シグナルであるWntシ

JOINT-05 研究の概要
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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 −
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症例登録期間：2014年10月〜2017年9月（なお、期間内に目標症例数に達しない場合
は2017年12月31日までを限度として症例登録期間を延長する）、観察期間：120週
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主要評価項目

新規椎体（形態）骨折発生率（72週時点）

ルであるFRAX にも採用されている。また、

グナルを抑制するDKK-1の亢進を介して骨芽細

同様に骨密度と独立した骨折危険因子であるス

胞による骨形成を抑制する1）。他の疾患関連の

テロイドを使用されるRA患者も少なくなく、

原因として、局所および全身の不動、高用量ス

その際にはステロイド性骨粗鬆症の合併による

テロイド、サルコペニアなどがある（図１）2）。

さらなる骨折リスクの増加を引き起こすことに

一方、RA患者には女性が多く、閉経後女性や50

なる。本稿では、RAに伴う骨粗鬆症、その診

歳以上の男性も多く含まれるため、一般的な骨

断と薬物治療開始基準、薬物治療について述べ

粗鬆症および骨折の危険因子もRAに伴う骨粗

る。

鬆症および骨折の原因となり得る（図１）2）。
ステロイドの影響がなくて

48週

アレンドロネート（ALN） 120週

目標症例数
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RAにおける骨粗鬆症には全身性骨粗鬆症と
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JOINT-05に参加するには

デンスを有するのは、アレンドロネートとリセ

するためにもこれら薬剤を用いた積極的な介入

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。

骨粗鬆症ともに確実な椎体骨折抑制効果のエビ

症を改善して骨折を抑制し、患者のQOLを維持

7

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、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。

現時点でRAにおける骨粗鬆症、ステロイド性

ドロネートの２剤のみであり、RA患者の骨粗鬆

Vol.

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

図1

関節リウマチにおける全身性骨量減少と骨折の危険因子（文献２より引用） も、RAによる骨折リスクは骨

折の種類を問わず1.3倍程度、
一般的な危険因子
●
年齢
●
性
● 家族歴
● 低BMI
● 転倒リスク
● 生活習慣

疾患関連の危険因子
●
炎症
●
不動
●
高用量ステロイド
●
サルコペニア

大腿骨近位部骨折で1.7倍程度
に増加することが示されてい
る（表１）3）,4）,5）。
さらに、最近関節リウマチ
において診断特異性が高い抗
シトルリン化タンパク抗体が
陽性で関節炎兆候のない健常
人では、同抗体陰性の健常人
と比し骨密度減少とともに皮

骨関節リウマチにおける骨粗鬆症と骨折

質骨幅の減少と皮質骨の多孔
性の増加が認められ、本抗体
陽性例では関節炎の臨床的な

1

表1

関節リウマチにおける骨折リスク

文献

例数
13,738

3) 4)

5)

試験デザイン

相対リスク
（95％信頼域）

骨折の種類

エビデンス
レベル

CaMoS+DOES+Sheffield 全ての骨折
コホート研究のメタ解析 骨粗鬆症関連骨折
（ステロイド使用は14％） 大腿骨近位部骨折
大腿骨近位部骨折（骨密度で調整）

1.45（1.16-1.80）
1.56（1.20-2.02）
1.95（1.11-3.42）
1.73（0.94-3.20）

Ⅳ

CaMoS+DOES+Sheffield
コホート研究のメタ解析
（ステロイド使用で調整）

全ての骨折
骨粗鬆症関連骨折
大腿骨近位部骨折

1.38（1.11-1.72）
1.46（1.12-1.90）
1.76（0.97-3.19）

Ⅳ

臨床骨粗鬆症関連骨折（男）
臨床骨粗鬆症関連骨折（女）
大腿骨近位部骨折
臨床椎体骨折
臨床骨粗鬆症関連骨折（ステロイド非使用例）
大腿骨近位部骨折（ステロイド非使用例）

1.4（1.2-1.7）
1.5（1.4-1.6）
2.0（1.8-2.3）
2.4（2.0-2.8）
1.3（1.2-1.4）
1.7（1.5-2.0）

RA: 30,262， GPRDコホートの縦断分析
対照: 90,783 （RA患者の経口ステロイド
使用37.7％）
, 平均7.6年の
経過観察

6）

な破壊が始まることが示されている 。

の声が聞こえますが、前述の様々な工夫に
より確実な薬剤投与が保証されます。非常
に少ないですが、物理的制約により患者さ
んのライフスタイルにあわせ経口剤を用い
る場合もあります。

骨折予防への取り組み① 環境づくり

はじめに

Ⅳ

さんがリクライニングチェアでリラックス

大学卒業後は整形外科医として防衛省・海

ひと昔とは異なり作用機序も剤型も多様な治

しながら、隣で治療中の同世代あるいは小

上自衛隊に所属し、各地の自衛隊病院・衛生隊

療薬を使える現在だけに、適正な薬剤治療を実

学生〜高校生との会話を楽しむという和や

をはじめ、艦艇勤務、防衛省での医療行政や人

施したいところです。早期からの色々な情報を

かな光景が日常の様子です。注射すること

事、東日本大震災などの医療活動に従事してま

駆使した一般的啓発も欠かせないのですが、骨

自体が主体的に治療に取組んでいる自覚

いりました。2013年の退官後は中規模病院に勤

折予防にはなんといっても確実な薬剤投与と継

と満足感をもたらしているようです。特に

務し、高齢者の転倒骨折に対する手術の多さ、

続が重要です。そのための工夫が、①来院を苦

JOINT-05の被験者の中には、医師主導型

術後のリハビリの長期化と、超高齢社会の厳し

痛に感じさせないこと

臨床研究に参加することが社会貢献と感じ

い現実に直面しました。そのような現実から系

感を得てもらうことです。

②治療をしている満足

る方もいるようです。

受付カウンター5ｍ以上、ソファーはすべてひとり掛け。
雑誌、張り紙はせず、案内はモニターで作成。
つちはら整形外科クリニック
〒247-0009 神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ谷2-53-10-3
TEL 045-392-3908

統的な転倒予防医療に総合的に取組みたく、昨

当院では、ホテルのような優雅な待合室に２

準は国際的にも提唱されていない。ただし、同

年2015年の10月に自宅のある横浜市栄区で当院

台の大型モニター画面を設置し、クリニックの

じく続発性骨粗鬆症である２型糖尿病に関して

を開設しました。開院して１年になりますが、最

紹介をはじめ、骨粗鬆症の病態から治療、運動

開業しても、手術と研究は続けたいという気

わが国の骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015

近では1日130～150名の患者さんを診ており、そ

の仕方、食事療法のための簡単レシピなど、季

持ちがあり、休診日には自衛隊病院で手術を行

のうちの約1/3が骨粗鬆症患者さんです。

節感あふれる独自のプログラムを提供していま

い、研究については本研究に参加することにしま

このJOINT-05に参加することで、骨粗鬆症の

7）

RAにおける骨粗鬆症の診断と薬物治療開始基準

土原 豊一

当院では、点滴を受ける骨粗鬆症患者

CaMoS: the Canadian Multicenter Osteoporosis Study, sample size; 9,411, 25歳以上，女性の比率; 69.
DOES: the Dubbo Osteoporosis Epidemiology Study, sample size; 2,163, 60歳以上，女性の比率; 61.
Sheffield: the Sheffield cohort, sample size; 2,164, 75歳以上，女性の比率; 100.
GPRD: the British General Practice Research Database, 40歳以上.

発症に先だって骨量減少、特に皮質骨の構造的

つちはら整形外科クリニック 院長
A-TOP研究会
開業から半年でJOINT-05研究に参加

年版 では、２型糖尿病の骨折リスクを評価し、

JOINT-05参加
め、インフォームドコンセントはご家族同伴の受
診の際に取得するようにしています。

ステロイド性骨粗鬆症については、わが国の

罹病歴が長い、HbA1cが7.5％以上、インスリン

当院がある医療モールには、内科、形成外

す。診察室前の待合室では、必ず読んで頂きた

した。この研究のいいところは、アレンドロネー

治療がより進むことだけでなく、治療を受けた患

ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライ

使用中、などの骨折リスクが高い例では骨密度

科、歯科と調剤薬局が、そして21台分の充分な

い情報をピックアップして貼っています。当院

ト製剤の選択が自由な点であることで、私は注射

者さんが満足し、当院のスタッフの知識・技量・

ンが存在するが、その他の続発性骨粗鬆症につ

が若年成人平均値の80％未満での治療介入を考

駐車場を確保しています。閑静な分譲住宅街の

ホームページでも紹介のオリジナル“骨そ・マ

剤を選択しています。

団結力が上がることを目標としています。

いては診断基準や治療開始基準は存在しない。

慮するとの試案が示されている。RAにおいて骨

中に、大規模マンションや二世帯住宅もあるた

フィン（Ca、ビタミンD、ビタミンKで骨の強化

当院のスタッフは、看護師、放射線技師、理学

そのため、RAにおける骨粗鬆症についてもステ

密度減少の危険因子としては、3ヵ月を越す不

め3世代で暮らす家庭も多く、整形外科一般はも

に！）
”を治療の必要な方に提供しています。実

療法士、作業療法士、リハビリ助手、受付、と総

ロイド非使用例については原発性骨粗鬆症の診

動、28関節で評価した疾患活動性スコアである

とより、骨粗

はこれらのオリジナルな工夫は、敬愛する妻と

勢16名です。定例の朝・昼・夕方の3回のミーテ

断基準が用いられてきた。

DAS28が3.2以上、ステロイドの1日平均投与量

鬆症、スポー

のアイデアです。

ィングで情報を共有しています。JOINT-05は、

8）

本来ステロイド非使用でもRA患者の骨折リス

が7.5mg以上、などが挙げられており 、このよ

ツ整形、リハ

この1年間にDXAでBMD測定した約350例の

各セクションの役割が生じますので格好の勉強

クが高いことを考えると、より高い骨密度での

うな例では同じく骨密度が若年成人平均値の80

ビリテーショ

方のうち、治療の必要な約85％のほとんどの患

材料であり、スタッフのモチベーションアップと

治療介入が望ましいと考えられるが、一定の基

％未満での介入を考慮してもよいと考えられる。

ン、ロコモテ

者さんが薬剤治療を開始しました。このような

なっています。足が遠のいてしまいそうな患者さ

ィブシンドロ

取り組みの効果があり、治療継続率は約85%で

んには、看護師から電話連絡をいれ通院意欲を

ーム対策と広

す。

上げます。MMSE担当の受付は、患者さん目線

表2

骨折発生に対するTNF阻害薬、メトトレキサートと他の
非生物学的抗リウマチ薬との比較（文献９より引用）
骨折部位

TNF阻害薬

メトトレキサート

他の非生物学的
抗リウマチ薬

全骨折
大腿骨近位部
上腕骨
骨盤
手関節

1.18（0.60-2.34）
0.65（0.18-2.32）
2.87（0.56-14.62）
1.11（0.32-3.82）
1.22（0.35-4.19）

1.07（0.57-1.98）
0.44（0.13-1.54）
1.18（0.23-5.90）
1.25（0.44-3.57）
1.24（0.39-3.92）

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

年齢，性，ステロイド使用，骨粗鬆症診断，アルツハイマー型痴呆，パーキンソン病，転倒既往，
既存骨折，骨粗鬆症治療薬使用，抗けいれん薬使用，ベンゾジアゼピン使用，オピオイド使用，
選択的セロトニン再取込み阻害薬使用，PPI使用，Charlson併存疾患スコアで調整

2

RAにおける骨粗鬆症の薬物治療
一般的に続発性骨粗鬆症に関し

い年齢層の患

ては、原疾患のコントロールによ

者さんのニー

り骨粗鬆症のコントロールも可能

ズに応えられ

私は骨折予防に注射剤を用いるメリットは大

であると考えられる。その意味で

る地域の健康

変大きいと思います。BP製剤ならば静注や点滴

被験薬のひとつであるPTH製剤は副作用が強

は、RAに対する生物学的製剤の

づくりの拠点

静注、PTH製剤やデノスマブなら皮下注があり

いことと治療費が高いことも問題です。副作用軽

使用により骨粗鬆症も改善できる

を目指してい

ます。マンスリーの注射剤が通院頻度からか継

減と、衣類の着脱の問題から、当院では、投与前

ます。

続率も良好です。経口剤に比べると、特に点滴

の飲水や、摂取部位を肘頭の皮下にするなどの

静注は時間がかかり患者さんに敬遠されそうと

工夫をしています。また、家族の協力も必要なた

可能性があることになる。実際に
数多くのTNF（Tumor Necrosis

骨粗鬆症用スウィーツ
（骨そ・マフィン）の開発・販売

JOINT-05の参加施設を
募集しています！
※参加希望の場合は、
ぜひお問合せ下さい。

で対応するなどインフォームドコンセント取得後
骨折予防への取り組み② 私のポリシー

4

は、各担当が責任をもって来院を管理し、検査を
行っています。
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