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●ビスフォスフォネー ト剤による食道癌・非定型大腿骨骨折について文献的に考察 した結果、食道癌

に関 してはまだ明確な因果関係は認められていないが、非定型大腿骨骨折に関しては、薬剤との因

果関係が認められた。大腿骨骨折全体の中では発現頻度は低いようだが、人種的にアジア人に著 し

く多く発現 しているとの報告があるため、国内で顎骨壊死を含めた発生率を調査 し、医療従事者お

よび患者に周知 しなければならない。

1.はじめに

2010年 頃から、経口用窒素含有 ビスフォ

スフォネー ト製剤 (ONBP)の 副作用として

大腿骨の非定型骨折のニュースが話題になっ

ている (写真 )。 2010年 の 3月 10日 に米国

食品医薬品局 (FDA)か ら、ONBP服用 と

非定型大腿骨骨折に関して因果関係が認めら

れないと発表された。そこで、医療従事者に

対し今まで通 り、適応症の患者に処方するこ

とを勧めていた
1)。

しかしその後、同年の 10月 13日 の FDA
は、ONBPと の因果関係ははっきりしない

ものの、骨粗承症患者に生じた大腿骨骨折の

うち非定型大腿骨骨折が 1%未満で発生して

いるので、 5年以上長期にONBPを 投与し

ている患者は、ONBP長期使用との関係を

疑い、投与の継続を再検討するよう医療従事

者に向け声明を出した
力
。2010年 3月 12日 、

米国整形外科学会 (AAOS)の 年次総会で

ONBPに よる非定型大腿骨骨折に関して 2

つの発表があった。 1つ 目は、JOseph Lane,

MDに よる発表で、生検の結果、ONBP服
用で骨折した患者の骨は minera1/matrix比

の不均一性が ONBP服用しない骨折患者に

比べ、減少しており、骨の結晶性も減少し

ていた。」というものである。もう 1つ は、

Melvin Po Rosenwasserら に よる発 表 で、

ONBP服用 4年 もしくは、5年で座屈比 (荷

重と直角方向に生じる変形率)は減少し、断

面積は増加して骨の状態は改善されるが、そ

れ以上使うと逆効果になるというものであっ

た。これらの研究結果に対 して、Thomas

Moore MD(Emory Universityの 主任 教
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授)は、「この新 しいタイプの ONBPに よる

骨折は、悲惨な副作用であ り、有意に起 こ

ることを認識する必要がある。」 と述べた。

それに対 して、 5月 24日 に the」 ournal of

Clinical Endocrinology and ⅣIetabolism,the

JOurna1 0f Bone and ⅣIineral Research,and

OsteoporOsis lnternationalの 編集委員でもあ

り、FDAの Advisory Commiteeの 議長 を

務める著名なNelson Watt,MDが Medscape

(医療系の情報サイトの一つ)の インタビュー

にて反論しており、「もしこれら副作用の情

報により患者が ONBPの 服用を患者が中止

するようなことがあれば、シートベルトも装

着せず、猛スピードで車を運転するようなも

のだ。」と述べている。非定型骨折は顎骨壊

骨幹部
(ferntlr sh爺 )

穎上部フレアー

(supra codylar lare)

顆部 (∞ndゴar)

死の副作用に引き続き、ONBPについて現在

最も論争されている問題である。

筆者は、2009年 に ONBPに よる顎骨壊死

(BRONJ)に 関して本誌に「経口投与でも4%
の発生率―ビスフォスフォネー ト剤による顎

骨壊死 /2009年発表」という論文を発表した。

そこで、今回はONBPに よる食道癌、そし

て非定型大lil骨 骨折に関して最新の研究成果

をまとめたいと思う。

2.食道癌との関連

3つの研究結果が発表されている。 1つ 目

はケースコントロールスタディーで 2,954症

例を調査し、最終的にOllBP服用により30%

の食道癌発生の危険率が増加した
の
。 2つ 目

はコホー トスタディーで General Practice

Research Databaseを 使 い、結論 として

写真 非定型大腿骨骨折の症例

(提供 :D■ 」oseph M Lane)
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ONBP服用 と食道癌発生とに因果関係は認

められなかった
゛
。 3つ 目は、デンマークの

調査で ONBPの うち alendrOnate月艮用によ

り食道癌の発生が 2倍増加する危険性を認め

る結果となった
D。

しかし、今のところ、議

論は分かれるところで、FDAも 2011年 3月

に研究調査に取 りかかると発表したが、今の

ところ潜在的な増加と言う表現にとどまって

いる。2011年 11月 、英国医師会雑誌 (BA/1J)

にYana Vinogradovaら は、UK(英国)の

QRsearch Database(1300万 人患者データ)

を使 い、1996年 ～ 2011年 の期 間の ONBP
とさまざまな固形癌との関係を調査するため

のプロトコルを発表した
゛
。

3.非定型大腿骨骨折との関連

非定型の大腿骨骨折は、非定型転子下大腿

骨骨折 (atypical subtrochanteric fractures,

略して Atypical ST)と 非定型大腿骨幹部骨

折 (atypical femur shaft fractures, 略 して

Atypical FS)の 2種類に分けられ、定型の

大腿骨骨折 (Typical sTと Typical FS)と

は区別される。非定型骨折の定義は、米国骨

代謝学会 (ASBMR)の基準から、Maiorと

Minorの特徴に分けられる。前者は、大腿小

転子の遠位から顆上部フレアーの近位までの

範囲で、立位からの転倒などによる外傷では

なく、粉砕骨折でない横、もしくは短い斜め

の骨折である。後者は、骨皮質に限局性の骨

膜反応、骨幹部の外側級密骨の肥厚があり、

前駆症状として股間、大腿部に疼痛などがあ

る
の
。発生率に関しては、現在までに7つ の

報告があるが、その中で X線を用いていな

い 3つの調査に関しては除外し、 4つの報告

を表にまとめた。

Andrea Giusiら は、非定型大腿骨骨折は、

大腿骨骨折の約 1%と わずかであったと述

べている。Shicher Jorgら も、非定型大腿

骨骨折は約 0.5%であった。これらのグルー

プの 76%(コ ントロール群 10%)は ONBP
を服用 してお り、服用をやめた場合 1年 に

つき骨折の危険が 70%減少すると述べてい

る。Arianne Feldsteinら は、米国で大規模

な調査を行い、最終的に発生率は非常に低 く、

ONBP以外のステロイ ドなどの要因が絡ん

でいると結んでいる。John C Loら も、カリ

フォルニアで大規模に調査 しており、発生率

は 2.8%で あった。また、人種的に非常に高

い確率でアジア人に発生していた。

4.考察

ONBP投薬患者において、食道癌に関して

は、発生率は非常に低いものであろうが、食

道炎を起こす可能性が ONBPに はあるため、

食道癌に移行する可能性があるという懸念が

ある。Yanaら の研究結果の公表予定は不明

だが公表されれば、最も信頼性の高い結果と

なるであろう。最近は、 1カ 月に 1回投与の

OllBPも あるので発生率はさらに低 くなるで

あろう。また、今年承認された国内発の骨粗

選症用注射薬では発生はなくなるかもしれな

い。

非定型大腿骨骨折については、Adrianne

らの報告は年間 12万人以上調査 している。

非定型大腿骨骨折は、1999年 までは minor

特徴 を持ったものは全 くなかった。初めて

ONBPが発売されたのが 1996年 であること

から、これらの特徴の出現は ONBPに よる
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表

報 告 者
大腿骨骨折数

調査期間、場所
結 論

と考えられなくもな

い。また彼 らの調査

対象は人種的に自人

が ほ とん ど (X線

評価 を行った 12カ

月以上調査対象の保

険 に加入 している

781人 中白人は750

人 で、割合 として

96%)であるため、

われわれアジア人と

は異なる可能性があ

る。

Joanら の報告 に

よるとアジア人にお

いては、非定型大腿

骨骨折非常に高い確

率で起きやすい。ま

た、反対側の大腿骨

骨折も併発する確率

が高いことが、2011

Gusi A,et a1 9

(2011年発表)

Schilcher J,et a1 9

(2011年発表)

Feldstein A,et a1 10

(2012年発表)

Lo C Joan,et a1 11'

(2012年発表)

Hip&Femur 906
Typical ST 35,FS 18

Atypical ST 5,FS 5

調査期間 :1997～ 2007

オランダ

Hip&Femur 12,740
Typica1 263

Atypica1 59

調査期間 :2008

スウェーデン

Hip&Femur 5,034
Typica1 122
Atypica1 75

調査期間 :1996～ 2009

米国北西部

Hip&Femur約 2,820

Typica1 41
Atypica1 38

調査期間 :2007～ 211118

米国北カリフォルニア

Atypical STと FSは 、 す
べての大腿骨骨折のわず
か 11%の発生率であった。

OW3P服 用の有無 との関

係は、症例数が少ないた

め、因果関係は見いだせ

なかった。

絶対 リス クは、10000人

につ き5症 例増加す る。

ONBP服 用患者 に発生率
が高いが、絶対 リスクは
/1ヽ さい。

A"pical STと FSの 発生

率は、年間 10万人あたり
59人 (62%は ONBP月艮

用)であり、若い人に多い。

大腿骨骨折は、年間 10万

人あた り350人 (21%は
ONBP服用 )

Atypical ST と FS は

Typic」 に比べ、有 意 に

若い女性に多 く (740 vs
810歳 )、 アジア人 に起

き や す い (500 vs 24)、

ONBP服用者に多い (97.4

vs 415%)ま た、それらの

うち、395%は 反対側大lil

骨骨折を併発していた。

年の北米放射線学会

第 97回 学術総会で初めて報告された。同大

会で Zehara Rozenbergは 、調査対象数は少

ないが無症状の非定型大腿骨骨折が少なくと

も3年以上 ONBP服用者では2%存在 して

いたと報告している。

BRON」 に関しても2009年のParishら の報

告
1°

では、 9人中 7人はアジア人であった。

そしてその他の 2人はヒスパニック系であっ

た。現在、彼らもこのテーマに関して大規模な

調査を開始していると聞く。これらを総合して

考えると、アジア人である日本人において大規

模な副作用の調査がなされる必要がある。関連

する学術団体としては、骨粗丞症学会が2010

年にBRONJに 関するポジショニングペーパー

を出しており、非定型大腿骨骨折および食道癌

に関する国内での調査が急がれる。

厚生労働省も2010年 に医薬品安全情報 (海

外規制機関)に おいて非定型大腿骨骨折に

ついて FDAの 発表に触れている
日)。

その

FDAに 関しては、2010年 10月 に非定型大

腿骨骨折の警告を関連薬剤の添付文書に明示

するよう指導し
141、

その中で医療従事者は

患者にこの副作用の注意を促すように求めて

いる。日本では2010年 9月 の医薬品・医療
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機器安全情報 No.272で ONBPの 服用に関す

る注意など書いた患者カー ドを患者に渡すこ

とになっているが、筆者の歯科医院に来る

ONBP服用患者でそのカー ドをもらったこ

とのある者はいなかった。2011年 9月 9日

の FDAの 副作用委員会で ONBPの服用期

間を明示する案が可決されたが、いまだ添付

文書に明示されていない (非定型大腿骨骨折

の警告については日米とも記載済み)。

米国医療研究品質局 (AHRQ)よ り、すべ

ての 65歳以上女性で二重エネルギー X線吸

収測定法 (DXA)に よる骨密度検査を行 う

スクリーニング検査を行うことを推奨してい

る
5)。

特に自人女性は他の人種 よりも骨粗

柩症や骨折の危険が高い。日本人において白

人と同じ骨粗基症基準を採用すべきかどうか

は分からないが、65歳未満の人に安易に処

方されていないか確認すべきであろう。

コクラン共同計画から、2010年 7月 にス

テロイ ド服用患者においてステロイ ドによ

る骨量の減少に対 して ONBP投薬による骨

折予防効果は認められないとする総説
1°

が、

また、2011年 9月 に alendronate(フ オサ

マック、ボナロンなど)に よる骨折予防効果

は、以前に骨折があった場合には有効だが、

primary case(過去に骨折が認めない症例 )

では、大腿骨骨折予防効果は認めないとの報

告があった
1つ

。

米国では、例えば2∞5年に限ると骨粗柩

症による骨折で 43万人が入院し、18万 人が

介護施設に入所 し、それらに掛かる費用は

170億 ドルになる。特に大腿骨骨折は、最終

的に死亡率を上げる。そしてこれに伴う疼痛

や身体能力・社会生活への関わりの減少によ

る生活の質の低下が大きな問題である。予防

のためには安全なカルシウム・ビタミンD製

剤、運動による体重コントロール、最小限の

転倒危険の回避が重要であるとされる
1°

。特

にビタミンDに関しては最近多 く発表され

ている。2012年 の米国整形外科学会(AAOS)

年次総会で、ビタミンDに 関して 2つ発表

があった。 1つは「整形外科的外傷を持った

患者は、ビタミンDが有意に不足している。」

というもの。もう1つ は、「閉経後の撓骨骨

折患者の44%は、ビタミンDが不足してい

た。」というものであった。

また、介護施設での低ビタミンDが死亡

率を上げるとの前向きコホートスタデイーも

あった
19。

1995年 に最初に alendronateが 米国で認

可され、1996年 に発売され、国内でも2001

年に発売された。その後、重篤な副作用とし

ては、BRONJが最初に報告され、米国では

BRON」 による訴訟が数百件に上っている。

国内では医療機関から医薬品医療機器総合機

構に副作用が報告されているが、2010年では

Jendronateだけで顎骨壊死と骨髄炎 77件、

大腿骨骨折 32件報告があった。BRONJの発

生率については、筆者は2010年に報告を渉猟

し発表しているので詳細は参照してほしい
2の

。

少なくとも10万人中 1人未満ではない。

5。 まとめ

ONBPに よる骨折予防効果の利益は、こ

れら副作用による危険度よりも明らかに大き

い。だから、ONBPを 投与すべきとの意見

を聞くが、ONBPは国内で発売されて10年

過ぎたばかりであり、次々と新しい副作用が
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出現している。米国の ONBP添付文書など

参考にして情報を知らせていくことが大事で

ある。医師は一番に患者、そして薬剤師、場

合により歯科医師とも相談し、納得のいく治

療を患者に提案していくべきである。また、

不適切な薬剤投与を防ぎ、医療費を削減する

という観点からも国もこの問題に取り組んで

いただきたい。日本医療の問題として、医師

の裁量の範囲に薬剤師、歯科医師、他の医療

従事者が立ち入ることを遠慮する傾向が見ら

れる。国も同様に直接関係する団体に丸投げ

する傾向があるように見受けられる。これら

関係する医療従事者が遠慮なく意見を言える

ような方向に国に音頭を取ってもらい、迅速

な対応により、薬害に発展しない安全なシス

テムの構築を望みたい。
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