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ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療のガイドライン（2014年度改訂版）（文献5より引用）
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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。
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はじめに

聰

上より、積極的な骨折予防のための介入、特に

骨粗鬆症および関連

一次予防が望まれると言える。
ステロイド性骨粗鬆症の病因、病態

が高く、続発性骨粗鬆

骨組織におけるステロイドの主な標的細胞は

症の中で最も頻度が高

骨芽細胞や骨細胞であり、これらの細胞に対す

いのもステロイド性骨粗鬆症である。長期ステ

る影響により骨形成が低下することがステロイ

ロイド治療を受けている患者の30～50％に骨折

ド性骨粗鬆症の主な病態とされる（図1）。ま

が起こるとされ、骨折リスクの観点からはステ

た、ステロイドは腸管からのカルシウム吸収を

ロイド投与量の安全域はなく、投与後3～6ヵ月

抑制し腎でのカルシウム再吸収を抑制すること

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 −

で骨折リスクはピークに達する。ステロイド開

による負のカルシウムバランス、性ステロイド

始後の骨量減少率は初めの数ヵ月間は8～12％と

の減少、などに伴う二次性副甲状腺機能亢進症

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）

高く、その後は2～4％/年の割合で減少する。以

を介して骨吸収が促進される。骨形成低下、骨

｢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

図1 ステロイド性骨粗鬆症および骨折に至る
メカニズム（筆者作成）
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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）
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）

適 格 基 準
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筋に対する影響に伴

グルココルチコイド
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副次評価項目

120

吸収促進に伴う骨量減少に、生理的コラーゲン

48週
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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に参加するには

骨粗鬆症治療薬としての副甲状腺ホルモンの作用機序
竹内靖博 先生（虎ノ門病院）

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。
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時
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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。

治
日

Vol.

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
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

う転倒リスクの亢進
が加わり骨折リスク

骨
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カルシウム代謝
腸管からの吸収↓
腎からの排泄↑

RANKL

骨細胞

骨芽細胞

分化↓
機能↓
アポトーシス↑ 機能↓
アポトーシス↑

CSF

骨形成↓
骨質↓

筋
Proteolysis
of myofibrils

骨吸収↑

ホート調査

1）2）3）

で

は、共通して椎体骨折
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増加をきたす。各コ

Fibrils↓

GH/IGF-I↓ 性ステロイド↓

負のカルシウムバランス

骨量↓

Myopathy

のリスクが最も高く、
それに次いで大 腿 骨
頸部骨折のリスクが高
い（表1）。ステロイド
投与は骨密度と独立
した骨折危険因子で

骨折リスク増加

転倒リスク↑

筋力低下

1

あり、累積ステロイ
ド使用量で推計され

表1

2014年度改訂版ガイドライン（図2）5）

ステロイド使用者の部位別骨折リスク（筆者作成）

2014年改訂版ガイドラインにおいて

相対リスク
（95％信頼区間）
骨折
部位

GPRD1）

メタ解析2）
（GPRD以外の研究）

メタ解析3）
（7コホート）

1.91（1.68−2.15） 1.57（1.37−1.80）

すべて

は，リスク評価の考え方を取り入れ、
骨折リスクをスコアで評価することと
した。スコア作成と検証のために解析

非椎体

1.33（1.29 −1.38）

した対象はいずれも追跡調査期間が2～

大腿骨頸部

1.61（1.47−1.76） 2.01（1.74−2.29） 2.25（1.60−3.15）

4年の5つのコホートである。まず、903

椎体

2.60（2.31−2.92） 2.86（2.56−3.16）

̶

例の関節リウマチが多く含まれ，比較的

前腕骨

1.09（1.01−1.17） 1.13（0.66−1.59）

̶

1.66（1.42−1.92）

骨粗鬆症性

̶

̶

A-TOP研究会 社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院 副院長 整形外科部長 吉野 恭正
JOINT- 05 からA-TOP研究に参加、
リエゾンチームを稼働させました
はじめに

としての活動をスタートさせ、今年の4月には、
「じけい」という当院ニュースレターで「骨粗
鬆症リエゾンサービスを始めました」というタ
イトルで患者さんにも告知しました。現在メン
バーは総勢22名、職種は、医師、MSW、看護師
（外来・入院）、理学療法士、放射線技師、栄養

ています。骨粗鬆症外来も標榜しています。ま

士、薬剤師で、各部門からの混成チームです。

当院は埼玉県北部を代表する人口約20万人の

た、救急では年間1,700台の救急車を受け入れて

ミーティングには各部門から必ずひとりは出席

年齢が高く、ステロイド投与量が1日平

熊谷市にあります。最近では、江戸時代に中山

います。入院病床30床は我われ2名の常勤医で診

します。情報を共有しながらアイデアを出し合

均7.4mgのコホートを用いて骨折危険因

道の宿場町として栄えたことよりも、「猛暑の本

なくてはなりません。入院理由は、椎体圧迫骨

っての活動ですから、自然と職種間の垣根が低

子の解析を行った。抽出された危険因

場」として全国的に有名です。

折、頸椎、腰椎の変形性疾患に由来する脊椎骨

くなりました。また、MSW 3名と看護師1名、理

折、大腿骨頸部骨折に対する手術例がほとんど

学療法士4名は、既に日本骨粗鬆症学会主催の講

しなくてはならないこと、そのためには、継続

社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院
〒360-0816 埼玉県熊谷市石原3-208
TEL 048-521-0321

た骨密度低下から予測される閉経後骨粗鬆症に

子は、年齢、1日平均ステロイド投与量、骨密

当院開設は明治36年ですので既に約130年の

おける骨折リスクに対し、英国のコホート研究

度、既存椎体骨折であり、ビスホスホネート治

歴史があり、施設名が示すように主に慈恵医科

です。

習会に参加、今秋の骨粗鬆症マネージャー認定

して骨粗鬆症治療が欠かせないことを説明して

やその他の調査のメタ解析から、ステロイド

療では有意な骨折リスクの減少が認められた。

大学出身の歴代の先生方が、当地域の医療を広

当院のミッションと私のポリシー

試験を受験します。

理解頂きます。JOINT-05は、被験薬によっては

使用者の骨折リスクはいずれも高値を示した。

さらに、骨折危険因子の連続変数からカテゴリ

く担い今日に至ります。かつて当地域には、整

当院の関連施設には、介護老人保健施設や、

JOINT-05について

毎週通院が必要ですので自宅から徒歩で通院可

前向きコホート研究を用いたメタ解析 にて、

ー化を行い、各危険因子のハザード比を求め

形外科診療を主体とした他の施設があったそう

500床を有する埼玉県でもっとも長い歴史を持つ

①初めてA-TOP研究に参加

能な方を主に対象としています。被験薬は両剤

骨密度で調整すると骨折リスクは少し低下した

た。その際のパラメータ推計値を基にして、骨

です。政策的後押しを受け急性期病床を増床し

精神科病院もあります。当院には「社会福祉法

臨床研究につきましては、私自身はある程度

共に注射です。アレンドロネートも内服ではな

がなお統計学的に有意であった。さらに、リセ

折危険因子ごとにスコア付けを行った。その上

た時代もありましたが、現在その整形外科施設

人」としての役割があります。そのひとつに無料

の経験を積んでいますし、現在もある治験に参

く月1回の点滴投与ならば確実に投薬できます。

ドロネートの臨床試験のプラセボ群のデータか

で、骨折/非骨折例を最も効率よく判別できる

は、健診を主体とする施設に変わりました。そ

定額診療事業があり専門の医療ソーシャルワー

加しています。JOINT-05は昨年春に母校の准

入院中にリハビリも含む継続治療に同意された

らは、ステロイド使用例ではより高い骨密度で

スコアをROC解析で求めると、スコア6であっ

の影響で、当院が受け皿となり整形外科を担う

カー（以下MSW）が以前から活躍しています。社

教授に紹介され、初めてA-TOP研究に参加する

患者さんで、JOINT-05のエントリー基準を満た

椎体骨折を発生していることが示され、腰椎骨

た。次いで、関節リウマチがほとんど含まれて

ようになり、私が初めての常勤整形外科医とし

会制度、社会生活について相談の受け皿となり

ことにしました。臨床研究の円滑な実施には、

す方です。年齢が75歳以上で、前述の条件を満

密度が若年成人平均値であっても椎体骨折を発

おらず、より年齢が若く、1日ステロイド投与

て2002年2月に着任しました。現在2名の常勤医

ます。DPC対象病院の当院に骨折で救急搬送さ

何よりも施設内の体制が肝心なのですが、当院

たす方は限られます。ご家族同伴で通院頂ける

症することも示されている 。

量の平均が44.7mgの144例のコホートを用いて

と大学からの支援により1ヶ月で延べ1,700名の外

れ入院するわけですが、早期治癒・快復に有益

では、以前に外科が医師主導型臨床研究を実施

のは安心ですが、独居だからと言っても心身共

ROC解析のカットオフ値の検証を実施した。

来受診患者を診ています。今では、内科、ある

であれば医療費が包括対象になる薬剤であって

していたことがあり、院内の理解、手続き、受

にしっかりとしたかたなら問題はありません。

カットオフ値は先のコホートと同じ6であり、

いは外科の受診数を上回ります。私自身は週2日

も（例えばPTH製剤）投与します。また、当院は

け入れは円滑でした。

④PTH製剤の薬剤特性は明確に

1996年の米国リウマチ学会の勧告以来、ステ

スコアの妥当性が示された。しかし、スコア6

の外来を持ち、1日約140の外来患者を診ていま

保険診療として導入されたADL維持向上等体制

②当院オリジナルの「骨折予防手帳」を作成

ロイド性骨粗鬆症に対する予防および治療のガ

をカットオフ値とした場合には臨床的に治療が

す。この中の約40%は骨粗鬆症です。当地も超

加算等による早期離床チームを近く立ち上げるな

イドラインや勧告が各国より提唱され、改訂もな

必要と考えられる症例が治療対象とならないこ

高齢社会であり骨粗鬆症患者さんは年々増加し

ど、常に医療の質の向上に努める病院です。

されてきた。2001年の米国リウマチ学会の改訂

とから、カットオフ値をいずれのコホートでも

版では1日プレドニゾロン換算5mg以上、3ヵ月

1）

3）

4）

ステロイド性骨粗鬆症に関する歴史

PTH製剤については、特に初回投与時は十分

JOINT-05実施に際しては、まずは骨粗鬆症

な時間の観察をします。悪心、嘔吐、めまいが

についてOLSチームで知識を深め、その集大成

起きるので注意観察が欠かせないのですが、投

私の骨粗鬆症に対する基本的スタ

として当院オリジナルの「骨折予防手帳」を作

与方法の工夫で緩徐に吸収させることができれ

感度が80％以上となる3とすることとした。薬

ンスは、国際骨粗鬆症財団のキャンペ

成し、用いています。既製の手帳を参考に患者

ば症状軽減あるいは回避が可能ではと考え、検

以上投与予定例に対しての一次予防が初めて提

剤については、骨密度増加効果および骨折予防

ーン「Stop at one：make your first

さんと自分達が使い易いことを求めました。手

討中です。

唱された。2005年にわが国初のステロイド性骨

効果に関しては一次予防と二次予防の有効性に

break your last」です。骨折予防のた

間をかけて自分達で作成すると、その過程から

最後に

粗鬆症の管理と治療ガイドラインでも同様の考

ついて検討し、全ての効果が確認されているも

め出来ること、骨折を連鎖させないた

得るものは多く、骨粗鬆症管理のノウハウが格

今秋の日本骨粗鬆症学会には、私はPTH製剤

えが示されている。つまり、ステロイド性骨粗鬆

のを第一選択薬、効果は確認されているものの

めに出来ることに取組んでいます。

段に進歩したように思います。知識の確認・整

投与の工夫について、MSWは当院OLS立上げに

症の診断基準ではなく、骨折リスクを有する例

全ての項目が揃っていないものを代替え治療薬

当院OLSチーム発足

理だけではなくチーム医療としての一体感も醸

関して発表いたします。院内で国際骨粗鬆症財

に対してはステロイド投与開始と同時に骨粗鬆

と判定した。最終的なガイドラインの骨格を図

当院OLS（osteoporosis liaison

成されました。

団のキャンペーンを実践するためには、学会等

症治療薬を開始するという考え方である。2010

2に示す。本ガイドラインも一次予防を基本と

service）導入準備は、昨年1月から着

③被験者リクルートは

の外との繋がりを深め、新しい情報を入手し、

年の米国リウマチ学会の最新の改訂勧告では

し、スコア3点以上の例で3ヵ月以上のステロイ

手し、毎月2回昼休みの15～30分程度

年間の当科入院患者のうち約100例が大腿骨頸

我われ自身で種々の新しい活動（OLSチーム）を

初めて妊娠可能な女性に対する対応が示され、

ド投与予定患者に対しては、仮に骨密度値や骨

を返上して、定期的にミーティングを

部骨折です。その入院中に、退院後、健やかな

実施し、そしてJOINT-05もそのOLSチームで取

2014年にわが国のガイドラインが改訂された。

代謝マーカー値が正常であっても、ステロイド

重ねてきました。昨年秋にはチーム

生活を続けるには、まずはさらなる骨折を回避

り組んでいます。

前列左から4番目が筆者
2

4
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