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骨粗鬆症とはどんな病気？
骨折を起こさないために
最新の治療法を含めて

諫早そよかぜクリニック

桐山 健

高齢化社会をむかえて、今まで生活習慣病と言われてきた、高血圧、糖尿病、高脂血症などの疾患に加えて、骨折の原因
となる骨粗鬆症が注目されてきました。長生きする時、どなたでも年を取ってから骨折したくはないと思います。最近、骨粗
鬆症の研究も進み、以前に比較してかなり効果の高い薬剤も利用できるようになりました。最新の治療法を含めて、骨粗鬆
症の全般をわかりやすくお話します。
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骨粗鬆症（オステオポローシス）とは

骨の量が減って、弱くなり骨折しやすくなる状態

正常 骨粗鬆症 骨軟化症

骨骨

塩塩

骨骨

基基

質質

骨粗鬆症における骨量減少の特徴骨量が減少し、しかも、骨の微
細構造の障害を来し、結果的
に骨が脆弱となり、骨折の危
険が高くなる疾患

(Consensus Development Conference, Kanis et al., 1993)

骨粗鬆症とは

骨粗鬆症とは、骨の量が減って、弱くなり骨折しやすくなる疾患です。

難しく言うと、骨量が減少し、骨の微細構造の障害、すなわち骨の中の、小さな柱や梁が壊れ、結果的に骨が脆弱、すなわち
弱くなり、骨折の危険が高くなる疾患です。

骨の中にはカルシウムに代表される骨塩と、それ以外のコラーゲンに代表される骨基質がありますが、その割合が同じまま全
体に骨の量が減るのが骨粗鬆症です。主として骨塩だけが減るのが骨軟化症です。
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実際の骨の断面です。

左が腰の骨、右が腕などの管状骨といわれる骨です。上半分がほぼ正常で、下半分が骨粗鬆症化している骨です。

骨粗鬆症になると、腰の骨では内部の網の目のような骨が、まばらになってきます（左下）。もっと骨が減ると、外側の皮のよう
な部分も薄くなってきます。

腕の骨では、もともと土管のような断面ですが（右上）、主として内部から骨の壁が薄くなってきます（右下）。
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高 齢 社 会 と骨 粗 鬆 症
・65歳以上の老年人口は2,000万人以上

（全人口の16％以上）

・骨粗鬆症の推定患者数は850～1,050万人
（50歳以上の女性で650～850万人，男性で200万人）

報告者

藤原ほか（1998）

山本（1999）
鈴木ほか（1998）

女性50歳以上

女性50歳以上
女性50歳以上

腰 椎

腰 椎
前腕部

650万人（28％）

771万人（33％）
856万人（36％）

対象者 骨塩測定部位 骨粗鬆症（％）

骨粗鬆症患者推定数

最近、骨粗鬆症という言葉をよく聞きますが、これは、わが国がいよいよ本格的な高齢化社会を迎えたからです。

６５歳以上の方の割合は全人口の１６％以上にも達していますし、骨粗鬆症の推定患者数は１０００万人前後となっています。５０歳以上の女
性では、全体の３０％前後が骨粗鬆症と推定されています。

これだけの方が骨折の危険にさらされているわけです。

実際、骨折される方の数も増加しています。昔は長生きするだけで満足という時代でしたが、最近は、せっかく長生きするなら幸せな生活を
送れるように、という時代になっていますので、年を取っても骨折しないように、骨粗鬆症を何とかしようという話になってきたわけです。
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どうして骨粗鬆症になるのか？

１、ヒトの一生の骨量の変化；

２つの大切な時期

子供；成長期、１８歳位まで

中高年期；減少期、閉経期（女性）

では、どうして骨粗鬆症になるのでしょうか？

ヒトの一生の骨の変化のうちで、二つの大事な時期があります。

一つは１８歳ぐらいまでの子供の時期で、骨の量が急速に増える時期です。

この時期に、充分に骨量を増やしておくことが大切です。

もう一つの時期は、主として女性の場合ですが閉経期です。

骨量が急速に減少する時期です。

この時期には、できるだけ骨を減らさないように、また、どのくらい減っているのか、把握しておくことが大切です。
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女性の骨量の変化

「最新骨粗鬆症 －病態 診断 予防 治療－」ライフサイエンス出版（1999）

最大骨量 閉 経

年齢（歳）

骨
量

10 20 30 40 50 60 70 80 90

図のように、若い頃骨量が充分増えて、人生で最高の骨量を持つようになるのが２０歳前後と言われています。

この、最大骨量をできるだけ引き上げておくことが大切です。閉経後は急速に骨量が減りますので、今度はできるだけ減らさな
いような努力が必要です。
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どうして骨粗鬆症になるのか？

２、最大骨量の不足

（１）遺伝的因子；

最大骨量の７０－８０％を規定

（２）栄養；カルシウム等

（３）運動量

（４）ホルモン

前述の骨の一生の変化の中で、骨粗鬆症になる原因として、一つは最大骨量の不足があります。
これは遺伝的因子が、７０－８０％とかなりの割合を占めていて、体質的に骨の量の少ない人がいることになります。
しかし、後の２０－３０％を幼少時から青年期までのカルシウムに代表される栄養の摂り方、運度の仕方で変えることができる
ので、この時期の栄養と運動は特に大切です。
女の子の場合は、女性ホルモンの分泌の良し悪しが骨に影響します。
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どうして骨粗鬆症になるのか?

３、骨量減少速度の亢進

骨芽細胞；骨を作る細胞
破骨細胞；骨を壊す細胞

両者のバランス

（１）加齢
（２）閉経；女性ホルモンの欠乏

破骨細胞の活性化

骨量は骨を作る細胞、骨芽細胞と、骨を壊す細胞、破骨細胞の両者のバランスによって決定されます。

加齢、すなはち、年を取ることによって両者のバランスが崩れ、作る量より壊す量が多くなると骨は減少します。

女性の場合、閉経という現象で、女性ホルモンが欠乏すると、破骨細胞が活性化され、骨が作られる以上に壊され骨量が減少
します。



1-9

骨粗鬆症の症状

初期は無症状；沈黙の疾患

腰痛；腰痛患者の１０人に７－８人は骨粗鬆症が
原因でない。

骨折；４大骨折

腰が曲がる、身長が低下する
腰が曲がって、息がすぐあがる、食後胃がもたれる

骨粗鬆症は高血圧や高脂血症と同じように初期にはまったく無症状です。したがって、沈黙の疾患と言われています。

よく腰痛があると骨粗鬆症と考えがちですが、腰痛のある方の１０人中７－８人は、変形性脊椎症、椎間板ヘルニアなどの、骨
粗鬆症が原因でない腰痛です。骨粗鬆症が進行して骨が弱くなると骨折を起こしやすくなります。よく起こす骨折は後で説明し
ます。

骨折すると、腰が曲がる、身長が低下する、などの症状が現れます。腰が曲がることによって、息がすぐあがる、食後胃がもた
れるなどの症状が出ることもあります。
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骨粗鬆症がある程度進むと腰や背中が痛む、背中や腰が丸くなる、背が縮むなどの症状が出てきます。
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骨粗鬆症で骨折しやすい部位

背骨･腰骨

手首太もものつけね

上腕のつけね

骨粗鬆症で起こしやすい骨折には、腕（上腕）のつけねの骨折、太もものつけね（大腿骨頚部）の骨折、背骨、腰骨（脊椎）の骨
折、手首の骨折などがあります。
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太もものつけね（大腿骨頚部）の骨折は転んだり、しりもちをついたりして起こります。背骨、腰骨の骨折は、重いものを
持ったり、しりもちをついたりして起こります。手首の骨折は、転んだとき手をついて起こります。
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生涯骨折リスク

42.0％＞50％いずれかの骨折

-16.7％橈骨遠位端骨折

37.0％10.0％脊椎圧迫骨折

5.5％16.7％大腿骨頚部骨折

日本人女性白人女性50歳女性

一生の間にどのくらい骨折する危険性があるかを生涯骨折リスクと言いますが、５０歳の女性が一生を終える間に骨折す
る可能性は、大腿骨頚部（足のつけね）の骨折、脊椎圧迫（背骨、腰骨がつぶれる）の骨折、橈骨遠位端（腕の骨の手首
に近いところ）の骨折、前三箇所のいずれかの骨折の合計の順に、白人女性が、16.7%、10.0%、16.7%、50%以上で日本
人女性が5.5%、37.0%、データなし、42.0%です。
日本人と比較して白人に足のつけねの骨折が多いのは、生活スタイルの違いや足のつけねの骨の構造の違いによる可
能性が指摘されています。背骨、腰骨の骨折が日本人に多いのも、やはり重い荷物を持つような作業が多いなどの生活
スタイルの違いによると考えられています。
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日本人女性の椎体圧迫骨折有病率

Int. J. Epidemiol.,  24 : 1171-1177, 1995
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骨折2つ以上

骨折1つ

日本人女性に椎体圧迫（背骨、腰骨のつぶれる）骨折がどのくらい存在するかが有病率です。

７０台、８０台と年齢が上がるにつれて２５％から４０％以上の方に骨折があることになります。

その中でも２個以上骨折している方も半分近くおられることになります。
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骨折の判定

Th6

L2

L1

Th12

胸椎 腰椎

背骨、腰骨の骨折があるかどうかは写真のように背中や腰を横からレントゲンで撮影して判定します。

左は背骨（胸椎）の横からの撮影ですが、第６胸椎（Th6）が骨折しています。

右は腰骨（腰椎）の撮影ですが、第１２胸椎（Th12）と第１と第２腰椎の軽度の骨折を認めます。第４腰椎も骨折している可
能性があります。
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超音波骨密度測定装置

これは超音波で踵の骨の性質を調べる器械です。

便宜上、超音波骨量測定装置と呼ばれることが多いですが、実際は骨密度ではなく、骨の性質を超音波で調べるもので、
骨密度と関係が深い値が得られます。
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前腕骨Ｘ線密度測定装置（DXA）

橈骨（前腕）骨専用の骨密度測定装置です。比較的簡単に腕の骨密度が測定できます。
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踵骨Ｘ線骨密度測定装置

踵専用の骨密度測定装置です。
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末梢骨定量的
コンピュータ断層装置
（pQCT）

橈骨（前腕骨）の骨密度をコンピュータ断層撮影装置（CT）で測定する装置です。



1-20

DXA法による骨密度測定

当院において二重エネルギーＸ線吸収法（DXA法）で、腰椎（腰骨）の骨密度を測定しているところです。DXA法は最も正
確に骨量が測定可能であるといわれており、骨粗鬆症の診断基準も基本にもなっています。

また、治療効果の判定において、最も感度がよい方法と言われています。
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骨密度正常対象者と低値対象者の比較

正常 低骨密度+骨折L1

DXA法で骨密度が正常の方（左）と低骨密度で第１腰椎に骨折のある方（右）の骨量を測定したときの画像です。

骨量正常の方では骨の輪郭がはっきりしていて全体に濃度が濃い（白い）ですが、低骨密度の方では、第１腰椎は圧迫
（潰れる）骨折のため骨の背丈が縮んでいます。骨の輪郭も不規則で骨として認識されていないところもあります。
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大腿骨骨密度測定

大腿骨（足のつけねの骨）の骨量を測定する際の画像です。
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骨粗鬆所の危険因子（骨粗鬆症になりやすいこと）は、どんなことでしょうか？
女性ホルモンが不足すること（一般には閉経すること）が骨量を減らします。閉経する頃は骨量に要注意です。
前述していますが、骨量は遺伝や体質によるところが大きいです。おばあちゃんが骨粗鬆症だったら、その娘さんは要注
意です。
副甲状腺機能亢進症や癌の骨転移などの病気では、二次的に骨粗鬆症になることがありますが、原因となる病気を治療
しなければなりません。
副腎皮質ホルモン（ステロイド）や子宮内膜症に使うゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、免疫抑制剤のシクロスポリンな
どは骨量を減らします。薬を使う前や使っている途中は骨量を測定することが大切です。
もちろん加齢（年を取ること）で骨量は減少します。
日光浴不足は皮膚でビタミンＤができるのが減少し骨量を減らす可能性があります。半そでの着衣で普通の太陽光線に１
５分もあたれば充分です。
運動不足や過度の飲酒、喫煙は骨量を減らすと言われています。
カルシウムやビタミンＤなどの栄養が不足すると骨量が減ると言われています。
しかし、これらの危険因子といわれているものは、こういうことがあると骨粗鬆症になりやすいというだけで、危険因子があ
れば、必ず骨粗鬆症になるというものではありません。できるだけそういう状況を避けましょうということです。また、これら
の危険因子がまったくない人は骨粗鬆症にならないかというと、そういうことはなく、骨粗鬆症になる人もいます。
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ライフステージごとの骨粗鬆症対策

10 20 30 40 50 60 70

骨
量
の
相
対
値 女性

男性

より緩やかな
骨量減少

危険因子の排除

骨量の維持

より高い最大骨量
転倒予防を含めた
骨折予防

ヒトの一生の骨量変化を示しています。ピンクが女性、青が男性です。
男性は、４０から５０歳までは、女性より高い骨量ですが、変化としては同じです。女性において見られる閉経時の急速な骨量減少は、男
性では見られずゆっくりと減少します。
骨量増加時期には、できるだけ骨量が増加するように、運動や栄養を心がける必要があります。２０台、３０台では、危険因子を避けて
骨量の維持に努め、５０歳前後では、より緩やかな骨量減少となるように、さらに危険因子を避け、運動、栄養に気をつけることが大切で
す。７０歳近くになると、筋力を増やしたり、家の中の環境整備など、転倒予防にも気を使う必要があります。
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骨粗鬆症予防のための健康教育
（１）栄養指導

１．カルシウムの摂取

２．ビタミンＤの摂取

年齢

小児
思春期・青年期
成人期
51歳以上
妊娠期
授乳期

500～700
700～900

600
600
900

1,100
*：ホルモン補充療法実施者

日本
（厚生省）

800
1,300
1,000
1,200
1,000
1,000

アメリカ
（米国科学アカデミー）

1,200
1,000

1,000 (*800)

ヨーロッパ
（骨粗鬆症財団）

カルシウム所要量（mg/日）

さけ
さば
いわし
うなぎ蒲焼
まぐろ赤身
鴨
生しいたけ
卵黄

1切れ
1切れ
1尾

1/2尾
5切れ
1/2枚
2枚
1個

（四訂 日本食品標準成分表）

1回に食べる量

1,050
310
105
300
150
100
20
20

ビタミンＤ（IU）

ビタミンＤの豊富な食品（所要量：100IU/日）

カルシウム所要量として勧められている一日量を日本とアメリカ、ヨーロッパで比較してありますが、概して日本の量が少
なく設定してあり、日本で定められている量より多く摂取されることをお勧めします。現在の日本人の平均一日摂取量は５
５０ｍｇ前後で、定められた量にも達していません。少なくとも、一日８００ｍｇ前後は摂取することをお勧めします。
ビタミンＤの豊富な食品が示されていますが、これもできるだけ一日の所要量として定められた量より多く摂取されること
をお勧めします。一日２００ＩＵぐらいが目安です。
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骨粗鬆症予防のための健康教育
（２）運動指導

２．運動指導の実際
（１）運動を始める、続ける（運動習慣のある人は骨密度は高い）

（２）活動的な日常生活を（よく歩く人は骨密度が高い）

（３）体力をつける（筋力の強さと骨密度は関係が深い）

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.1

0
40～49歳 50～59歳 60～69歳

腰 椎（QDR）

運動なし
運動あり

90

80

70

60

50

10

0
40～49歳 50～59歳 60～69歳

踵骨の骨密度（QUS法）

運動なし
運動あり

*

*

*

現在の定期的な運動の実施と骨密度 * : p<0.05 運動なしvs 運動あり

（骨粗鬆症財団：骨粗鬆症と寝たきり防止の為の年齢に応じた保健事業の体系化に関する研究事業報告，1996より作表）

運動を続けている人、筋力の強い人は骨密度が高いことがわかっています。

日ごろから、運動習慣をつけて、粘り強く適度な運動を続けましょう。
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腰痛を予防し、また、再発を予防するための体操です。腹筋、背筋を鍛えることが大切です。体操は無理をせず軽めから
スタートし、我慢強く長く続けることが大切です。一度、体操して痛みがひどくなったときは、体操をやめてしまわずに、しば
らく休んで痛みが軽くなってから、前より軽く、回数を減らして再挑戦しましょう。
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体操とともに日常生活での注意も大切です。
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骨粗鬆症の治療

治療の目的は骨折予防
治療の方法は患者さんの年齢、性、食事スタイル、

運動能力、骨の減少速度、骨折の有無など、
によって異なる

基本的にはお薬による治療
しかし、副作用のないお薬はこの世の中には存在

しない

骨粗鬆症の治療の目的は、骨粗鬆症を治すことでなく、骨折を予防することです。

治療の主になるものは、薬物治療ですが、それぞれの患者さんに適した治療法を選びます。しかし、薬物治療では、必ず
副作用の危険が伴います。よく、患者さんから、「このお薬は副作用はないでしょうね？」と聞かれますが、「副作用のない
薬はこの世の中に存在しません」と答えています。副作用の出現する危険性と骨粗鬆症で骨折する危険性を天秤にかけ
てみたとき、その薬物を服用することが患者さんにプラスになると判断してお薬を服用していただく訳です。しかし、あくま
で危険性ですので、絶対副作用が出ないという保障はありません。だからこそお薬を服用してからは、血液検査などを含
めて充分な経過観察を行なうわけです。
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骨折は骨粗鬆症の合併症
一次予防：骨粗鬆症の発症予防

二次予防：早期発見・早期治療

三次予防：合併症としての骨折予防

骨粗鬆症骨粗鬆症

糖尿病糖尿病

動脈硬化動脈硬化

高血圧高血圧

疾 患 と合 併 症 の 関 連

骨骨 折折

網膜症・腎症・神経症網膜症・腎症・神経症

虚血性心疾患虚血性心疾患

脳卒中脳卒中

合 併 症疾 患

骨粗鬆症、糖尿病、動脈硬化、高血圧などの疾患は、その疾患そのものは対して怖くありませんし、初期には症状がない
ことが多いです。骨粗鬆症による骨折や糖尿病での網膜症により失明すること、動脈硬化が進んで起こる狭心症や心筋
梗塞などの虚血性心疾患、高血圧で起こる脳卒中などがこれらの疾患の合併症と呼ばれていますが、この合併症が怖い
わけです。これらの疾患は疾患そのものを治すことはできませんが、怖い合併症を防ぐことができます。まずは、前のスラ
イドで出てきたようないろいろな危険因子を避けて、できるだけ骨粗鬆症になりにくくすることが大切です。次に、骨粗鬆症
は初期には無症状ですので、検診を受けて骨量を測定し、早く骨粗鬆症に診断をつけて、早くに治療することが大切です。
最後に、不幸にして骨粗鬆症といわれる状態になったとしても、骨折するとは限らないので、平衡機能や筋力トレーニング
をして転倒を予防し、可能な限り骨折を予防することが大切です。
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国内で利用可能な骨粗鬆症治療薬

＋＋＋＋＋＋＋＋リセドロネート

＋＋＋＋＋＋＋＋アレンドロネート

＋＋＋＋＋エチドロネート

？＋？ビタミンK2
＋（根拠：弱）＋（根拠：弱）？イプリフラボン

＋＋＋ （根拠：弱）活性型ビタミンD

＋＋＋（根拠：弱）カルシトニン

？＋（データ；少）？蛋白同化ステロイド

＋＋＋＋±エストロゲン
±？？カルシウム

骨吸収抑制作用骨量増加効果骨折防止効果

現在、日本国内で骨粗鬆症に対して使用されている薬剤のリストです。一応私なりに骨折防止効果、骨量増加効果、骨吸
収抑制効果に分けて評価をしていますが、異論のある方もおられると思います。
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アレンドロネートによる
脊椎圧迫骨折リスクの低下

44％低下
p = 0.002

47％低下
p = 0.001

Cummings SR, et al. JAMA.  1998; 280:2077-2082.
Black DM, et al. Lancet.  1996; 348:1535-1541.

アレンドロネート

プラセボ

なし あり
試験開始時における脊椎圧迫骨折の有無

6

4

2

0

年
間
発
生
率

（％）

─ 低骨密度（Ｔ≤ -1.6）の閉経後女性 ─

ビスフォスフォネートという種類の薬剤の一つで、比較的最近登場したアレンドロネートという薬による治療効果を示しています。低骨密度の
患者さんにアレンドロネートかプラセーボと呼ばれる薬効成分の入っていない薬剤かどちらかを服用していただいて、骨折の発生率を観察し
たものです。左側が最初は脊椎の骨折がなかった人、右側が初めから骨折していた人のデータです。注目していただきたいのは、初めから骨
折があった人は、一定期間に骨折する数が、最初に骨折が無かった人と比較してかなり多いということです。すなわち、一度骨折すると次に
骨折する危険性がかなり高くなるということです。いずれにしても、アレンドロネートによる治療で、骨折の数はおよそ半分まで減少しています。
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臨床的な脊椎骨折（Clinical Vertebral 
Fracture）に対するリセドロネートの

1年目の効果

臨床的な脊椎骨折（臨床的な脊椎骨折（Clinical Vertebral Clinical Vertebral 
FractureFracture））に対するリセドロネートのに対するリセドロネートの

11年目の効果年目の効果

0.0

1.0

2.0

0 3 6 9 12
ヶ月

患
者

の
累
積
率
（
％
） 対照群 リセドロネート群

**
**

**
69%

n 治療開始後6ヶ月目から、有意なリスク低下が認められた。

*対照群と比較した場合p＜0.01；絶対危険度の低下＝1.1％（1年目）
閉経後女性2442名に関するVERT-NA試験とVERT-MN試験の総合解析。全ての患者に対してカルシウム1000 mg／日を投与し、ベース
ライン値が低い場合にはビタミンD 500 IU／日の投与も行った。臨床的な脊椎骨折を有害事象として報告した。脊椎骨折は全てX線撮
影により確認された。
Watts N, et al. J Bone Miner Res. 2001;16(suppl 1):S407.
処方に関する情報の詳細は、アクトネルの添付文書を参照してください。

前述のアレンドロネートと同じ仲間であるリセドロネートという薬剤の効果を示しています。やはり対照群も患者さんには薬
効成分の入っていない薬剤を服用してもらっています。時間の経過とともに６ヶ月、１２ヶ月と対照群の方では骨折する方
が増加していますが、リセドロネートを服用している患者さんでは、骨折する方が半分以下になっています。
（スライド監修；大阪市立大学医学部代謝内分泌病態内科学 中塚喜義先生）



1-34

0 12 24 36 48 60 72 84

月

12

10

8

6

4

2

0

平
均
変
化
率

（％）

７年間の脊椎骨密度の変化

アレンドロネート5mg

8.2％

プラセボ （６～７年）

8.9％

20mg （１～２年）→ 5mg （３～５年）

11.4％

アレンドロネート10mg

アレンドロネートを一日５ｍｇを７年間、１０ｍｇを７年間、２０ｍｇ（１－２年）と５ｍｇ（３－５年）で６－７年目は有効成分の
入っていないプラセボといわれる薬剤を服用した人の骨量の変化を示しています。骨量増加効果は最初の２－３年が顕
著でその後緩やかに増加しています。７年間で約１０％前後増加しています。また、５年でアレンドロネートを中止しても骨
量は低下していません。骨の中に有効成分が蓄えられたためと考えられています。いづれにしても、お薬を飲み続けると
本来は年齢とともに低下する骨量が逆に増加することがわかりました。
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治療試験：1年後の骨密度の変化

ベ
ー
ス
ラ
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ン

か
ら
の

変
化

率
（
％
）

±
標
準
誤
差

–2

–1

0

1
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3

4
* †

* †
*

長期グルココルチコイド治療を受けている患者において、
リセドロネートの投与によりBMDが増加する

長期グルココルチコイド治療を受けている患者において、長期グルココルチコイド治療を受けている患者において、
リセドロネートの投与によりリセドロネートの投与によりBMDBMDが増加するが増加する

* p≦0.05（ベースラインとの比較）；† p≦0.05（対照群との比較）全ての患者が経口プレドニゾン7.5 mg以上、またはそれに相
当する薬剤の投与を受けていた。
Reid DM, et al. J Bone Miner Res. 2000;15:1006-1013.
処方に関する情報の詳細は、アクトネルの添付文書を参照してください。

対照群 リセドロネート5 mg群

腰　椎 大腿骨頸部 大腿骨大転子部

一般にステロイドと呼ばれている薬剤は骨量を減らして骨折しやすい状況になりやすいといわれていますが、ステロイドの
仲間であるグルココルチコイドを長期服用している患者さんにリセドロネートを服用していただいたデータです。リセドロ
ネートを服用していただくと明らかに骨密度が増加しています。リセドロネートを服用することによってステロイドの副作用
である骨量減少が防げる可能性があることがわかりました。
（スライド監修；大阪市立大学医学部代謝内分泌病態内科学 中塚喜義先生）
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治療効果と副作用の定期的チェック
治療効果のチェック

骨密度；４－６ヶ月に一回、DXAという方法で、
腰椎、大腿骨の測定しか確実に判定できない。

血液検査；副作用のチェック
血液、尿中の骨代謝マーカーで、ある程度の治療効
果チェック可能
腰痛、筋力のチェック

副作用の防止
診察、問診、血液、尿検査が大切

骨粗鬆症に限らず何らかの治療を開始したときには、常に治療効果が上がっているか、また、副作用は出現していないか
のチェックが大切です。
骨粗鬆症の治療では骨密度のチェックが大切です。骨密度測定装置は数多くありますが、治療効果が正確に判定できる
のは、現状ではDXAと言う方法で腰椎または大腿骨を測定した場合だけであると言われています。４ヶ月から６ヶ月に１
回測定するとよいでしょう。
血液検査は主として副作用のチェックのために最初は１ヶ月に１回、その後２－３ヶ月に１回ぐらいが適当でしょう。血液や
尿中の骨代謝マーカーである程度治療効果のわかる薬剤があります。もちろん、腰痛や筋力の評価も大切です。
皆さんが心配される副作用は、お薬だけもらっていても防げません、必ず診察を受けて、主治医と話をして、必要なら血液、
尿検査を受けてください。
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治療中；治療目的は骨折予防

すべての薬剤：副作用のない薬剤は存在しない！

自分の健康のために飲んでいる！

自分で把握しておく！

どんな薬を飲んでいるのか？

副作用はどんなものがあるのか？

効果と副作用のチェックはどうか？

医者まかせにしない！

あくまで骨粗鬆症の治療の最終目的は骨折予防です。症状が無くても地道に治療を続けましょう。
この世の中に副作用がないお薬は存在しません。しかし、その副作用をできるだけ出さないように、出ても最小限にとどめ
るような努力を、医者がしなければなりません。副作用の可能性を考えてもなお患者さんにとって利点の方が大きいと判
断するのでお薬をさし上げているわけです。
お薬を服用中は自分がどんなお薬を何のために飲んでいるのか、副作用はどんなものがあるのか、効果はちゃんとあ
がっているのか、副作用と効果はいつもチェックしてもらっているのか、などを気をつけて医者まかせにせずに自分自身で
把握しておくことが大切です。
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最高の医療とは？

１、診断をしっかりつける。
２、治療、予防手段を的確に選ぶ。
３、治療の必要性を説明。生活改善を勧める。
４、治療開始してよいかチェックする。
５、治療後、副作用を出さない。出ても軽症に抑える。

早期発見する。
６、お薬の服用状況確認する。
７、治療効果を確認する。予防効果も含めて。
８、すべての情報をわかりやすく患者さんに説明する。
９、お医者さんと患者さんの連携プレーで病気を治す、予防する。

私が考える最高の医療です。
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骨粗鬆症チェック（１）

１、骨粗鬆症になると骨が折れやすくなる？
２、腰が痛いときは、必ず骨粗鬆症である？
３、症状がなくても骨粗鬆症であることがある？
４、骨粗鬆症は女性に多い？
５、身長が縮んだとき骨粗鬆症の場合が多い？
６、骨粗鬆症で、膝や肩の関節が痛むことがある？
７、骨量が減っていれば骨粗鬆症である？
８、治療していても骨量が減ることがある？
９、骨量の変化は、手の骨やかかとの骨でわかる？
１０、治療しないでいると必ず骨折する？

骨粗鬆症のことを勉強していただいた後に復習の意味で皆さんに答えていただいている質問です。

※答えは最後のページにあります。
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骨粗鬆症チェック（２）

１１、カルシウムとビタミンＤをたくさん摂っていれば、骨粗鬆
症にはならない？

１２、ヒトは若い頃骨量が増えた後、年を取って徐々に骨の
量が減っていく？

１３、骨が減った後でも、カルシウムをたくさん取れば骨は
増えてくる？

１４、慢性関節リウマチで骨粗鬆症になる？
１５、骨密度を測らなくても骨粗鬆症の治療はできる？
１６、何かのお薬を飲むと骨量が減ることがある？
１７、運動するとどんどん骨量が増える？
１８、骨量を増加させる薬はある？
１９、糖尿病は骨粗鬆症とは関係ない？
２０、骨粗鬆症のお薬を飲んでいれば骨折しない？

質問の続きです。
答えは、１（O）、２（X）、３（O）、４（O）、５（O）、６（X）、７（X）、８（O）、９（X）、１０（X）、

１１（X）、１２（O）、１３（X）、１４（O）、１５（X）、１６（O）、１７（X）、１８（O）、１９（X）、２０（X）です。


