
　山内　この領域は非常に薬が増えて
きて、専門外の先生ですと選択に迷わ
れることが多いと思われますが、使い
分けの基本的な考え方として、どうい
ったところから始めていったらよいで
しょうか。
　竹内　骨粗鬆症の病態を考えますと、
骨の吸収が亢進していることとビタミ
ンD関連のカルシウム代謝が障害され
ているという２点になります。そのた
め、骨の吸収を抑えるような薬剤とし
ては、アレンドロネートに代表される
ようなビスホスホネート、最近では抗
体製剤のデノスマブ（プラリア）で 
すとか、あとは閉経後の女性ですと、
SERMと呼ばれるラロキシフェンなど
があり、これらの中から１つ選ぶこと
になります。それに加えて、患者さん
によってはビタミンD薬を一緒にのん

でいただく。この２つが骨粗鬆症治療
薬を選択するうえでの基本的な考え方
だと思います。
　今は、骨吸収抑制薬でも少なくとも
３種類あり、さらにビスホスホネート
にはたくさんの種類がありますから、
その中でどう選ぶかという問題になっ
てくるのだと思います。
　山内　一般医家で、骨吸収の状態な
どを判断する簡便な方法はあるのでし
ょうか。
　竹内　一番簡便なのは骨吸収マーカ
ーで、採血あるいは採尿でわかります。
最近では、例えば日内変動とか、食事
の条件とか、腎機能、こういったもの
に影響されないものとしては、TRACP-
5bが血清で測れます。それを指標にし
ていただくのが一番わかりやすいかと
思います。

　山内　病態からはそのようなアプロ
ーチになりますが、対象の患者さんの
いろいろな条件でまた使い分けが出て
くるわけでしょうね。
　竹内　幾つかありますけれども、ま
ずは年齢です。一般的には高齢の方で
すけれども、時には比較的若い方、40
代、50代の方もいらっしゃると思いま
すが、そういった方では薬剤のリスク
とベネフィットの比較評価が難しく、
ビタミンD薬以外には使い勝手のよい
薬剤がありません。若年者に関しては
可能なかぎり専門の施設なり診療科に
相談いただくのがいいと思います。
　あとは、男性と女性の違いです。骨
粗鬆症治療薬は原則として、閉経後の
女性を対象にして開発されていますの
で、男性における効果や安全性はごく
少数例でしか検討されていません。し
かしながら、エストロジェン受容体に
作用するSERMは閉経後女性のみです
けれども、それ以外の薬剤は特に薬理
学的に性差はないと思われますので、
男性に使っていただいても構わないと
思います。
　山内　あと、重症度もあるのでしょ
うね。
　竹内　重症度に関しては、日本では
コンセンサスのある重症度の定義はな
いのですけれども、WHOの診断基準
などを参考にしますと、すでに椎体の
圧迫骨折がある方、とりわけ複数ある
方は重症と考えられます。あとは骨密

度で、日本の実臨床ではなじみがない
のですけれども、Tスコアによる評価
で－４以下とか、－3.5以下のように、
著しく低い場合には重症と考えます。
　次に骨折の予防という視点で、どの
骨折を主なターゲットにするかを考え
ます。今、重症とお話ししたような患
者さんに対しては、大腿骨の近位部骨
折を予防したい。そうしますと、大腿
骨近位部骨折を予防できるというエビ
デンスのある薬剤をまず検討します。
このような薬剤は限られていて、アレ
ンドロネート、リセドロネート、それ
から抗体製剤のデノスマブ（プラリア）、
この３つですので、特に重症の方は候
補になると思います。
　ただし、まだ椎体骨折がないとか、
比較的お若い方、骨密度もそんなに低
くない方は、まずは、椎体つまり背骨
の骨折をちゃんと予防することが、次
に来る大腿骨の骨折を起こさないため
の前提になります。椎体骨折が予防で
きるということであれば、非常に多く
の薬剤が候補となります。エストロジ
ェン受容体に作動するラロキシフェン
などのSERMやイバンドロネート、そ
れから日本で開発された新しい活性型
ビタミンD3であるエルデカルシトール、
こういった薬剤で椎体骨折はしっかり
予防できることがわかっていますので、
そういったものからまず始めることも
十分可能です。
　山内　この領域では、長年ビスホス

骨粗鬆症治療薬の適切な使い方
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　骨粗鬆症治療薬は、剤形も内服・注射などがあり、また投与間隔も様々です。
こうした骨粗鬆症治療薬の適切な使い方をご教示ください。
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になります。それに加えて、患者さん
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ホネートが主流といいますか、第一選
択薬的な使われ方がなされてきたと思
うのですが、これに関しては現時点で
も揺るぎがないのでしょうか。
　竹内　骨粗鬆症治療薬として、ビタ
ミンDやエストロジェンを除くと、ビ
スホスホネートの臨床データが圧倒的
に多いということがあります。また、
これまで骨折の予防に実際に役立って
きたという意見も強いので、ビスホス
ホネートが基本ということは現時点で
は確かなことだと思います。
　しかしながら、多くの先生方もご存
じのように、例えば長期に使った場合
の顎骨壊死の問題や、大腿骨の非定型
骨折の問題がビスホスホネートにはあ
ります。また、そもそもビスホスホネ
ートは骨に蓄積していく薬剤なので、
長期投与の影響そのものも懸念されて
います。そのため最近では５年を一つ
の目安にして、５年たったら患者さん
の状態を見直して、継続するかどうか
を含めて次の選択を考えるのが一般的
になってきています。
　山内　顎骨壊死はいっとき話題にな
りましたけれども、これはどのような
ものでしょうか。
　竹内　これは薬剤が本来持っている
骨を溶かさないという作用に由来する
ものなので、どうしてもある程度のリ
スクは切り離せないものです。ビスホ
スホネート以外でも、骨の吸収を強力
に抑えれば、そういったリスクはある

と考えられます。顎骨壊死とは、顎骨
の骨髄炎がなかなか治らない、つまり
治癒が遷延して腐骨ができるという状
況を表していますので、それは骨代謝
が抑制されていると、どうしてもある
一定のリスクで起こってくることにな
ります。
　ただし、骨髄炎は細菌感染症なので、
口腔内がきれいに維持されていれば、
つまり日々の清潔の維持がちゃんとで
きていれば、リスクはそれだけでも十
分下がるといわれています。そういっ
た薬剤を始める前に、歯科で診療して
いただき、早めに治療できる歯は治療
していただいたうえで骨粗鬆症の治療
薬を始めるのが良いと思います。
　山内　言い換えますと、そういった
ものがやや危ないなという方は、あま
り使わないほうがいいのでしょうか。
　竹内　そこまで気にされる必要はな
いと思うのですけれども、そういった
意識を持っていただくのは、それ以外
でも、例えば誤嚥性肺炎の予防にもつ
ながるので良いと思います。
　山内　ビスホスホネートはたくさん
あるのですが、これにもおのおのの特
徴があり、効果に関して大きな差はな
いとみてよいのでしょうか。
　竹内　今日本で使われている薬剤で
は、様々な注射薬、内服薬でも、週に
１回とか、月に１回とか、いろいろあ
りますが、基本的な効果の優劣はほと
んどないと思います。ですから、患者

さんの利便性を考えて、間隔を空けた
ほうがいいだろうとか、あるいは内服
薬がとても多いので減らしたいとか、
認知症があったり介護が必要だったり
する方では、医療機関に来ていただい
たときに注射をして済ませるほうが良
いといった配慮をします。患者さんに
とって、あるいは家族にとっての利便
性、そして継続をきちんとしていただ
けるような環境を整えるために、薬の
剤形や投与間隔を選んでいただくのが
良いと思います。
　山内　薬の使用方法を説明したうえ
で、患者さんに選んでいただくのも手
だということでしょうか。
　竹内　そうですね。あとは、最近で
すと、嚥下障害があるような方では、
アレンドロネートですとゼリー剤もあ
ります。どうしても注射薬に抵抗のあ
る方もいらっしゃいますので、ゼリー
剤も良いかもしれません。
　山内　日本人におなじみのビタミン

D薬ですが、これは今どういう位置づ
けになっているのでしょうか。
　竹内　新規に開発されたエルデカル
シトールに関しては、単独で骨折の抑
制効果が証明されていますので、その
他の薬剤がどうしても使いにくい、あ
るいはまだ比較的軽症という場合には、
エルデカルシトール単独でいくことも
十分選択肢に入ります。
　もう一つの使い方としては、最初に
お話ししたように、骨吸収抑制薬など、
その他の中心になる骨粗鬆症治療薬に
加えて、併用というかたちでビタミン
D薬を使います。併用する理由の一つ
としては、昨今、高齢者を中心に、ビ
タミンD不足あるいは欠乏の方が非常
に増えていることがあげられます。で
すから、そういう状況が一般的である
という前提で併用していただくのは、
骨粗鬆症の治療としては有意義だと思
われます。
　山内　ありがとうございました。
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ホネートが主流といいますか、第一選
択薬的な使われ方がなされてきたと思
うのですが、これに関しては現時点で
も揺るぎがないのでしょうか。
　竹内　骨粗鬆症治療薬として、ビタ
ミンDやエストロジェンを除くと、ビ
スホスホネートの臨床データが圧倒的
に多いということがあります。また、
これまで骨折の予防に実際に役立って
きたという意見も強いので、ビスホス
ホネートが基本ということは現時点で
は確かなことだと思います。
　しかしながら、多くの先生方もご存
じのように、例えば長期に使った場合
の顎骨壊死の問題や、大腿骨の非定型
骨折の問題がビスホスホネートにはあ
ります。また、そもそもビスホスホネ
ートは骨に蓄積していく薬剤なので、
長期投与の影響そのものも懸念されて
います。そのため最近では５年を一つ
の目安にして、５年たったら患者さん
の状態を見直して、継続するかどうか
を含めて次の選択を考えるのが一般的
になってきています。
　山内　顎骨壊死はいっとき話題にな
りましたけれども、これはどのような
ものでしょうか。
　竹内　これは薬剤が本来持っている
骨を溶かさないという作用に由来する
ものなので、どうしてもある程度のリ
スクは切り離せないものです。ビスホ
スホネート以外でも、骨の吸収を強力
に抑えれば、そういったリスクはある

と考えられます。顎骨壊死とは、顎骨
の骨髄炎がなかなか治らない、つまり
治癒が遷延して腐骨ができるという状
況を表していますので、それは骨代謝
が抑制されていると、どうしてもある
一定のリスクで起こってくることにな
ります。
　ただし、骨髄炎は細菌感染症なので、
口腔内がきれいに維持されていれば、
つまり日々の清潔の維持がちゃんとで
きていれば、リスクはそれだけでも十
分下がるといわれています。そういっ
た薬剤を始める前に、歯科で診療して
いただき、早めに治療できる歯は治療
していただいたうえで骨粗鬆症の治療
薬を始めるのが良いと思います。
　山内　言い換えますと、そういった
ものがやや危ないなという方は、あま
り使わないほうがいいのでしょうか。
　竹内　そこまで気にされる必要はな
いと思うのですけれども、そういった
意識を持っていただくのは、それ以外
でも、例えば誤嚥性肺炎の予防にもつ
ながるので良いと思います。
　山内　ビスホスホネートはたくさん
あるのですが、これにもおのおのの特
徴があり、効果に関して大きな差はな
いとみてよいのでしょうか。
　竹内　今日本で使われている薬剤で
は、様々な注射薬、内服薬でも、週に
１回とか、月に１回とか、いろいろあ
りますが、基本的な効果の優劣はほと
んどないと思います。ですから、患者

さんの利便性を考えて、間隔を空けた
ほうがいいだろうとか、あるいは内服
薬がとても多いので減らしたいとか、
認知症があったり介護が必要だったり
する方では、医療機関に来ていただい
たときに注射をして済ませるほうが良
いといった配慮をします。患者さんに
とって、あるいは家族にとっての利便
性、そして継続をきちんとしていただ
けるような環境を整えるために、薬の
剤形や投与間隔を選んでいただくのが
良いと思います。
　山内　薬の使用方法を説明したうえ
で、患者さんに選んでいただくのも手
だということでしょうか。
　竹内　そうですね。あとは、最近で
すと、嚥下障害があるような方では、
アレンドロネートですとゼリー剤もあ
ります。どうしても注射薬に抵抗のあ
る方もいらっしゃいますので、ゼリー
剤も良いかもしれません。
　山内　日本人におなじみのビタミン

D薬ですが、これは今どういう位置づ
けになっているのでしょうか。
　竹内　新規に開発されたエルデカル
シトールに関しては、単独で骨折の抑
制効果が証明されていますので、その
他の薬剤がどうしても使いにくい、あ
るいはまだ比較的軽症という場合には、
エルデカルシトール単独でいくことも
十分選択肢に入ります。
　もう一つの使い方としては、最初に
お話ししたように、骨吸収抑制薬など、
その他の中心になる骨粗鬆症治療薬に
加えて、併用というかたちでビタミン
D薬を使います。併用する理由の一つ
としては、昨今、高齢者を中心に、ビ
タミンD不足あるいは欠乏の方が非常
に増えていることがあげられます。で
すから、そういう状況が一般的である
という前提で併用していただくのは、
骨粗鬆症の治療としては有意義だと思
われます。
　山内　ありがとうございました。
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