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症例

5年前に腰椎圧迫骨折(L1)の既往がある80歳女性

3年前に関節リウマチと診断されプレドニゾロン

(PSL)10mg/dayを内服。

3週間前から両側下腿痛と筋力低下を来し入院。

腰椎(L1 L4)圧迫骨折、腰椎すべり症、骨粗鬆症

と診断され手術を受けることになった。

術後、ビスホスホネートを開始する予定。



症例についての疑問点

患者さん

「あまり薬を増やしたくないのですが始めたら

ずっと飲まないといけないのでしょうか？」

骨粗鬆症治療薬として、経口ビスホスホネートが

よく用いられる。ビスホスホネート内服を始めた

場合、どれくらいの期間、内服を続けないといけ

ないのかを調べることとした。

「骨粗鬆症治療のビスホスホネート剤は

いつまで続けるべきか？」



【EBMの実践 5 steps】

•Step1 疑問の定式化（PICO）

•Step2 論文の検索

•Step3 論文の批判的吟味

•Step4 症例への適応

•Step5 Step1-4の見直し



Step1 疑問の定式化

治療の論文を検索

ビスホスホネート内服継続

Patient : 

Intervention：

Comparison：

Outcome：

閉経後骨粗鬆症＋ステロイドにより

ビスホスホネート 一定期間内服

骨折の発生頻度

その後中止

多発性圧迫骨折を抱える80歳女性
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Step2 論文の検索

UpToDateで「The use of bisphosphonates in 
postmenopausal women with osteoporosis」

で検索「Alendronate」の項の引用論文を用いる



JAMA. 2006;296:2927-2938

アレンドロネートの効果を検証したFIT試験の実薬群参加者を対象
ランダム化二重盲検試験 アメリカの10施設 1998～2003年
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論文の背景

ビスホスホネート剤の長期内服により

非定型大腿骨頚部骨折のリスク上昇の可能性。
J Bone Miner Res. 2014;29(1):1

ビスホスホネート長期間投与と骨折リスクを研

究した論文は乏しい。一つの論文では10年間投

与群で非定型骨折は増えなかった。
N Engl J Med. 2004;350:11891199.



ビスホスホネート長期的内服による効果について
大規模ランダム化比較試験は存在しないため、
最適な治療期間を決定するのは難しい。

CurrMedRes Opin. 2004;20:1291-1300.

論文の背景

薬力学的には、骨基質に取り込まれたビスホスホ
ネートは骨吸収に伴って徐々に溶け出していき
内服中断後数年は効果が持続すると考えられる。

アレンドロネートの半減期は最長10.5年といわれ、
骨基質と同等である。



アレンドロネート内服継続

Patient : 

Intervention：

Comparison：

Outcome：

プラセボに変更

大腿骨近位部(total hip) 骨密度

論文のPICO

頚部骨密度が低下した閉経後女性

FIT試験に参加してアレンドロネートを

3年間以上内服中



Inclusion Criteria

先行研究のFIT試験のinclusion criteria

55~81歳閉経後女性

大腿骨頚部骨密度が低い(<0.68g/cm2 Tscore -1.6以下相当)

FIT試験に参加しアレンドロネートを
3年間以上内服している女性



Exclusion Criteria

近位部骨密度が低すぎる

(<0.515g/cm : T score<-3.5相当)

近位部(total hip)骨密度がFIT試験開始時より低値

FIT試験では以下が除外

ビスホスホネートやフッ化ナトリウム服用歴

6ヶ月以内のエストロゲン・カルシトニン服用歴

治療を要する消化性潰瘍・消化不良 重度吸収不良症候群

コントロール不良の高血圧、最近の心筋梗塞 不安定狭心症

甲状腺・副甲状腺機能異常 肝・腎機能障害

3年間の試験継続が困難な疾患を合併



大腿骨頚部骨折

Femoral neck fracture

大腿骨転子部骨折

trochanteric fracture

大腿骨転子下骨折

subtrochanteric fracture

大腿近位部骨折

hip fracture

骨粗鬆症標準用語集
日本骨粗鬆症学会 編より

骨折部位と用語
近位部(total hip)とは



3236人

FIT試験
アレンドロネート内服

384人
中断・死亡

2852人

FLEX試験へ案内
1657人

内服期間不足
参加拒否など

1195人

FLEX試験のスクリーニング
96人

骨密度条件 4
消化管出血 5

その他・拒否 87

1099人

アレンドロネート 5mg/日 ・10mg/日
プラセボ の3群に割付



1099人

アレンドロネート 5mg/日 ・10mg/日
プラセボ の3群に割付

アレンドロネート

5mg/day

アレンドロネート

10mg/day
プラセボ

30% 30% 40%

Intervention(参加者の60%)

介入群の半数が10mg/day

半数が5mg/dayをさらに5年間内服

Comparison
プラセボ投与を5年間

Intervention/Comparison



Outcome

Primary outcome 
大腿骨近位部の骨密度
(total hip BMD)

Secondary outcome measures
他部位の骨密度
骨リモデリングのバイオマーカー

Exploratory outcome
骨折の発生



毎年1度の検査。

3か月に一度、患者に電話でアドヒアランス向上を
呼び掛け、同時に副作用（骨折）や併用薬剤など
の情報を収集。

アドヒアランスは自己申告と薬剤の個数を数える
ことで評価。

Follow up



倫理的配慮

患者の紙面による同意あり

倫理審査会による承認あり



結果は妥当か？

介入群と対照群は同じ予後で開始したか
患者はランダム割り付けされていたか

ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか

既知の予後因子は群間で似ていたか=baselineは同等か

研究の進行とともに、予後のバランスは維持されたか
研究はどの程度盲検化されていたか(一重～四重盲検) 

研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれていたか
追跡は完了しているか＝追跡率・脱落率はどうか

患者はIntention to treat解析されたか

試験は早期中止されたか



介入群と対照群は同じ予後で開始したか

患者の割り振りはランダム化されているか
-Randomized, double-blind trialである。

ランダム化割り付けは隠蔽化(concealment)されていたか
-されている。

At FLEX baseline, participants were randomly allocated 
(using a permuted block design, stratified by study stratum 
and center) 



既知の予後因子は群間で似ていたか=baselineは同等か



既知の予後因子は群間で似ていたか=baselineは同等か

群間で同等
カイ2乗検定 両群に差はない



研究の進行とともに、予後のバランスは
維持されたか

研究はどの程度盲検化されていたか

-二重盲検であった。

スタディの対象の治療以外は

等しく治療されているか？
-ビタミンD250単位とカルシウム錠500mgは全員が内服



研究完了時点で両群は予後のバランスが
とれていたか

追跡は完了しているか
＝追跡率・脱落率はどうか

脱落率：プラセボ群437人のうち138人が脱落
5mg/day群の329人のうち93人が脱落
10mg/day群の333人のうち109人が脱落

追跡期間：5年間 研究の主題を考慮すると適切



研究完了時点で両群は、予後のバランスがとれ
ていたか

患者はIntention to treat解析されたか
-Modified Intention to treat解析が行われた
（完全なITT解析ではなく、少なくとも1回のフォロー
がされた患者の情報を使用）

試験は早期中止されたか
-されていない



Primary/Secondary Outcome

Femoral neck, Trochanter , Lumber spine, Total body, Forearm BMD
アレンドロネート継続群がプラセボ群に比べて有意に高い。

骨密度について
Total hip BMD (primary outcome)
アレンドロネート継続群がプラセボ群に比べて有意に高い。



5年経過時点 total hip  trochanter におけるプラセボ群の
骨密度は低下してきている。

しかし、FIT試験開始時にくらべ同等かそれ以上。

Total hip Femoral neck

Trochanter Lumber spine

● Alendronate

○ Placebo



骨折リスク(Exploratory Outcomeのため参考程度だが）

脊椎の臨床的骨折

アレンドロネート継続群で有意に少ない

5.3% vs 2.4% 絶対リスク減少 2.9%/5年間

34人 アレンドロネート中断すると5年間で1件

臨床的椎体骨折増える

脊椎の形態的骨折・他部位/全臨床的骨折は有意差なし

有意差あり

有意差なし

Vertebral

Non-

vertebral



コストについて

アレンドロネートを5年間休薬する場合

アレンドロネート 10mg (ボナロン錠®5mg×2) 

82.4円×2=164.8円

164.8×365×5=約30万円/5年間/人

34人の休薬で1020万円/5年間

椎体骨折の治療費の目安
通院： 7.5万円
入院：77.8万円 （日老医誌 2005; 42: 596-608）

単純な治療費のみならば
休薬のほうが全体のコストは低下する



有害事象

アレンドロネート継続群とPlacebo群の間に

重篤な副作用発生頻度の差や死亡率の差はみら
れなかった。
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自分の患者に適応できるか？

論文の患者と自分の患者は大きく違って
いないか。
⇒ 違いがある

論文中の患者は55-81歳（平均73歳）
自分の患者は80歳女性である。

自分の患者は日本人、
論文においてアジア人は約2%
ステロイドについては不明。
（除外はされていない。）
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STEP5 STEP1-4までの見直し

•臨床上の疑問から出発し、問題を定式化して文献を検
索した。二次文献を利用することで短時間で文献を検
索出来た。

•論文については骨折リスクの解析において95%信頼区
間が広く、厳密な評価ができないことがあげられる。
また、副作用についての詳しい記述が不足している。

•加えて、骨折リスクについてはprimary outcomeではな
く、あくまでもexploratory outcomeであることに留意
すべきである。



症例について

•ベッド上坐位を30分以上保つことができれば

ビスホスホネートを開始できる。

•腰椎骨折の既往があること、ステロイド使用歴がある

ことから、論文の対象患者より、脊椎再骨折のリスク

は高い可能性がある。

•手術の治療効果、ADLの改善の程度、予後の見込みを

内服開始後5年で再評価して、休薬もしくは継続を

検討することにした。



まとめ

閉経後骨粗鬆症の女性にアレンドロネートを

5年投与した後に中断した場合

継続した場合に比べると骨密度は低値となる
しかし
中断5年間程度ならば
骨密度上昇効果はある程度は保たれる

(exploratory outcomeであり 参考所見だが）
骨折リスクに関して 椎体の臨床的骨折以外は
5年間程度の中断ならば継続群と大差ない

症例によっては5年内服後、数年休薬してもよい


