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免責事項

「骨粗鬆症リエゾンネット」は、骨粗鬆症治療における多職種連携（骨粗鬆症リエゾンサービ

ス）を支援するアプリケーションです。

本アプリは非医療機器プログラムであり、本アプリのみで骨粗鬆症治療の診断・治療を期待す

るものではございません。

何卒ご了承くださいますようお願い致します。
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はじめに

• このガイドは、骨粗鬆症リエゾンサービスを支援するアプリケーションである「骨粗鬆症

リエゾンネット」の導入を検討するご施設向けに、アプリの概要と機能、利用までの流れ

を説明したものです。

• 本アプリに関するガイドはこの「導入ガイド」のほか、実際のアプリの利用方法・操作方

法を解説した「操作・活用ガイド」がございますので、アプリの利用にあたっては、そち

らのガイドもご参照ください。
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【１】骨粗鬆症リエゾンネットについて

骨粗鬆症リエゾンネット（以下「リエゾンネット」）は、骨粗鬆症治療継続のための多職種連

携（骨粗鬆症リエゾンサービス、以下「リエゾンサービス」）の支援を目的として、骨粗鬆症

学会理事長（当時）宗圓聰先生、アステラス製薬株式会社、エンブレース株式会社が共同開発

したアプリケーションです。

リエゾンサービスにおける情報連携をICTツールで支援することで、リエゾンサービスを効率

化したり、リエゾンサービスの取組みを開始しやすくすることを目的としています。
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骨粗鬆症リエゾンサービス
（多職種連携）

リエゾンネット
（ICTツール）

リエゾンサービスの効率化
取組み体制の構築

+



【２】骨粗鬆症リエゾンネットで解決したい課題
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「拠点施設」
骨粗鬆症治療開始する施設

（急性期病院等）

「連携施設」
骨粗鬆症治療を継続する施設
（慢性期病院や在宅診療所等）

拠点施設での課題

・転退院後治療が継続できているか不安

・転退院先の医療者が何に困っているかわからない

・転退院先と電話やFaxで連絡を取りにくい

連携施設での課題

・転退院前の治療の経過がわからない

・拠点施設に何を連携すればよいのかわかりにくい

・紙の連携パスや電話/FAXで共有するのは大変

骨折手術後、転退院

入院時や骨粗鬆症治療の情報共有

定期検査の情報共有

検査等のため定期的な受診

治療継続の状況共有



【３】骨粗鬆症リエゾンネットの機能
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骨粗鬆症リエゾンネットは
医療介護連携SNSであるMedical Care Station（MCS）上で稼働するア
プリケーションです。

多職種からなる治療チーム内でのチャット型のコミュニケーションの中
で、骨粗鬆症治療に関する情報共有を支援する機能として、以下の機能
を実装しています。

❶フォローアップ機能

❷治療履歴共有機能

定期的なリマインダーによって、治療継続状況や転倒の有無など、骨粗

鬆症治療継続に必要な情報の治療チーム内での共有を促します。

骨折・手術の情報や過去の服薬履歴、骨密度や代謝マーカーなどの検査
値の情報を含む治療履歴を、治療チームで共有し、いつでも参照するこ
とができます。



【３】骨粗鬆症リエゾンネットの機能１ フォローアップ機能
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アプリに用意された選択

肢で状況を簡単に報告

【フォローアップ機能】

リエゾンサービスにおいては、患者さん
の治療状況を定期的に確認することが重
要です。

リエゾンネットは、MCSのチャット機能
を活用した多職種間のコミュニケーショ
ンの中で、定期的な聞き取り調査をリマ
インドし、患者さんのフォローアップを
支援します。

服薬継続・転倒の有無といった基本的な
情報のほか、運動や食事の状況など、施
設の取組みレベルに応じてあらかじめ決
めた情報項目を、治療チーム内で共有し
ます。

また、フォローアップ機能により「何の
情報を」「いつ」共有すべきかが明確に
なるため、リエゾンサービスの取組みの
効率を高めることができます。

治療チーム内で

情報が共有される

1 2



【３】骨粗鬆症リエゾンネットの機能２ 治療履歴共有機能
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アプリに検査値等の情

報を入力

【治療履歴共有機能】

リエゾンサービスにおいては、患者さん
の治療状況を把握するため、骨折や治療
の履歴を共有することも有用です。

リエゾンネットでは、患者登録時に骨折
や手術、過去の治療履歴などの基本的な
情報を登録し、治療チーム内でいつでも
参照できる形で共有することで、その後
のスムーズな治療連携をサポートします。

また、過去の検査値情報を含め、検査値
の推移を記録・共有し、グラフで可視化
することで、患者さんの治療の経過を治
療チームで把握することができます。

グラフ化されるため全

員で治療経過を把握し

やすい

1 2
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施設利用申し込み
アカウント作成

患者グループ
作成 + 招待

アプリ
利用開始

患者同意取得

同意を得た患者のグル

ープを作成し、アプリ

の利用を開始します。

情報共有に必要な医療

者や連携施設の方を招

待します。

本アプリポータルサイト*

の「施設利用申込フォー

ム」より施設情報等を入

力・送信してください。

お申込み後、エンブレー

ス担当者より折り返しご

連絡を差し上げますので、

しばらくお待ちください。

また、MCSのアカウント

登録のため、「一括登録

代行申込書」にてユーザ

ー登録をお願い致します。

「同意説明書」を使用し

て、患者さんから本アプ

リを使った治療を開始す

ることについて書面で同

意を取得します。

「同意書の写し」は、事

務局の作成するMCS内の

同意書提出用のグループ

に提出ください。

リエゾンネットの設定
を行い、連携施設へ共
有したい情報を入力し
ます。

また、定期的に患者の
情報共有を行えるよう
運用のルールを決めて
おくのがおすすめです。

【４】骨粗鬆症リエゾンネットご利用までの流れ

2～5営業日

*ポータルサイト：https://about.medical-care.net/html/document/asn/
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施設利用申し込み
アカウント作成

患者グループ
作成 + 招待

アプリ
利用開始

患者同意取得

同意を得た患者のグル

ープを作成し、アプリ

の利用を開始します。

（操作ガイド「1.患者

登録」参照）

情報共有に必要な医療

者や連携施設の方を招

待します。他施設のメ

ンバーを招待する場合

は、当該施設が、エン

ブレースとの間で施設

向け利用規約を締結し

ていることを確認して

ください。（操作ガイ

ド「2.招待と承認」参

照）

本アプリポータルサイト*

の「施設利用申込フォー

ム」より施設情報等を入

力・送信してください。

お申込み後、エンブレー

ス担当者より折り返しご

連絡を差し上げますので、

しばらくお待ちください。

また、MCSのアカウント

登録のため、「一括登録

代行申込書」にてユーザ

ー登録をお願い致します。

ポータルサイト*の「患

者同意説明書」および

「患者同意書」を使用し

て、患者さんから本アプ

リを使った治療を開始す

ることについて書面で同

意を取得します。

「同意書の写し」は、事

務局の作成するMCS内の

同意書提出用のグループ

に提出ください。（操作

ガイド「3.リエゾンネッ

トの開始-同意書の写しの

提出」参照）

リエゾンネットの設定
を行い、連携施設へ共
有したい情報を入力し
ます。（操作ガイド
「3.リエゾンネットの
開始-機能の有効化」
参照）

また、定期的に患者の
情報共有を行えるよう
運用のルールを決めて
おくのがおすすめです。
（操作ガイド「11.運
用ルール設定表」参
照）

【４】骨粗鬆症リエゾンネットご利用までの流れ（詳細）

*ポータルサイト：https://about.medical-care.net/html/document/asn/



【５】ポータルサイトのご案内
骨粗鬆症リエゾンネット 施設利用申込方法①
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下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル

②の申込みフォームへのリンクが出
てくるまでスクロールしてください。

①骨粗鬆症リエゾンネットポータル
サイトトップページ

②「骨粗鬆症リエゾンネット」施設利用
申込みフォームへのリンク

「骨粗鬆症リエゾンネット」施設利用申
込みフォームをクリックしてください。

③「骨粗鬆症リエゾンネット」施設利用
申込みフォーム

赤枠内リンクから必ず利用規約の確
認をお願いします。
確認後、スクロールし画面に沿って
入力を進めてください。

下
へ
ス
ク
ロ
ー
ル

＊リエゾンエット/ほね通信それぞれでの利用申込が必要です

*ポータルサイト：https://about.medical-care.net/html/document/asn/



【５】ポータルサイトのご案内
骨粗鬆症リエゾンネット 施設利用申込方法②
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各項目の記載事項に沿って、入力あるいはチェックし
てください。
全ての項目をもれなくご入力いただきましたら、送信
ボタンを押すことで施設利用申込が完了いたします。

お申込み後、エンブレース担当者より折り返しメール
連絡を差し上げますので、しばらくお待ちください。

＊リエゾンエット/ほね通信それぞれでの利用申込が必要です



【５】ポータルサイトのご案内
一括登録代行申込書の提出
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ポータルサイトから、一括登録代行申込書（Excelファイル）

をダウンロードいただき、必要事項を入力の上、メールにて
運営事務局（エンブレース）へ送付してください。
送付先：
・MCSサポートデスク support@embrace.co.jp

＊MCSユーザーアカウントをお持ちの場合も、アプリの利用
権限設定を実施するため、一括登録代行申込書の提出が必要
となります。
一括登録をご希望されない場合には、お問い合わせください。

一括登録代行申請書

mailto:support@embrace.co.jp


【５】ポータルサイトのご案内：各種ガイド
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ポータルサイトでは骨粗鬆症リエゾ
ンネットの導入ガイドや操作・活用
ガイドの最新版をダウンロード（閲
覧・印刷）することが可能です。



【５】ポータルサイトのご案内：同意取得/撤回に関する書面
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ポータルサイトでは、アプリ利用開始前に患者さんに同意を得ていただく際にご使用いただ
く説明書、同意書、および、必要に応じて使用いただく同意撤回書、また、同意取得の流れ
を解説した同意取得の説明書をダウンロード（閲覧・印刷）していただくことができます。



【５】ポータルサイトのご案内：利用規約
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➢ 施設向け利用規約
骨粗鬆症リエゾンネットご利用の前に、施設
向け利用規約への同意が必要です。（骨粗鬆
症リエゾンネット 施設利用申込方法②をご
確認ください。）

➢ ユーザー向け利用規約
各ユーザーがはじめて骨粗鬆症リエゾンネッ
トを使用する際に、ユーザー向け利用規約が
MCS上に表示されますので、利用規約を確
認の上で同意をしていただく必要があります。

ポータルサイトでは、施設向け利用規約とユ
ーザー向け利用規約を確認することができま
す。



【６】MCSおよび本アプリの情報セキュリティについて

• MCSシステムのセキュリティについて

本アプリが基盤とするMedical Care Station（MCS）は、政府の医療情報システムの安全管

理基準として定められている、厚労省・経産省・総務省の3省ガイドラインに準拠してお

使いいただけるシステムです。非公開型のSNSとして、患者さんの医療情報を安全にやり

取りすることが可能です。

• ご施設における情報セキュリティ管理について

情報入力の端末管理やユーザー管理など、ご施設における情報セキュリティ管理について

は、ご施設内の方針に沿った運用をお願いしております。ご施設内のID/パスワードの管理

不備による事故については、サービス提供者は責任を負いかねます。

© Embrace Co., Ltd. 17



【７】骨粗鬆症リエゾンネット運用のTips

本アプリをつかってより円滑なOLS活動につなげるため、連携されるご施設と

「運用ルール」を取り決めることをおすすめしております。

「どの施設の誰が」「いつ、どのタイミングで」「何の情報」を共有するか、あらかじめ連携

されるご施設間で運用のルールに関して合意しておくと、連携がスムーズです。
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「拠点施設」 「連携施設」

● 連携開始時にはその時点の骨密度等の検査

値を臨床検査技師が必ず共有

● 継続施設の聞き取り調査にはマネージャー

が確認したら「了解」を行う

● 外来受診の予定日を、地域連携室の担当者

が予定に入力

● １ヶ月に１回フォローアップを実施し、治

療チームに共有

● 検査値は３ヶ月に１回フォローアップを実

施し、治療チームに共有

● 「骨粗鬆症治療薬服薬状況」と「転倒情

報」のみを転院先が共有し、食事や運動状

況は介護施設が共有

※運用ルール例



【８】運用ルール設定表
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カテゴリ 情報項目 入力 入力担当 タイミング

フォロー
アップ

ベー
シッ
ク

検査値情報（骨密度/Ca/P/25OHD/代謝マーカー）（更新） ✔ 更新時／ 3 月毎

服薬継続状況・服薬中止理由 ✔ 1 月毎

転倒有無・転倒状況 ✔ 1 月毎

アド
バン
ス

摂食状況 ✔ 1 月毎

歩行・運動状況 ✔ 1 月毎

ADL（バーセルインデックス） ✔ 1 月毎

サルコペニア評価 ✔ 1 月毎

FRAX ✔ 1 月毎

転倒リスク評価 ✔ 1 月毎

認知機能(MMSE) ✔ 1 月毎

ロコモティブシンドローム評価 ✔ 1 月毎

入力の役割分担やタイミングなど、連携先との運用ルール設定にご活用ください。

１．患者登録時には、何の情報を、誰が入力しますか？

カテゴリ 情報項目 入力 入力担当 タイミング

基本情報
氏名・生年月日・性別 ✔ 登録時／退院時

服用薬剤 ✔ 登録時／退院時

治療履歴 過去の治療履歴・薬の服用管理 ✔ 登録時／退院時

連絡先 本人・家族・ケアマネ・かかりつけ医・薬局・急性期病院 ✔ 登録時／退院時

介護 介護保険・介護サービス ✔ 登録時／退院時

骨折・
疾患基礎情報

骨折・手術情報 ✔ 登録時／退院時

骨粗鬆症以外の疾患 ✔ 登録時／退院時

検査値 検査値情報（骨密度/Ca/P/25OHD/代謝マーカー）（登録時） ✔ 登録時／退院時

２．聞き取り調査は、何の情報を、誰が、どの程度の頻度で入力しますか？

３．MCS上のやり取りを、メンバーはどの程度の頻度で確認しますか？ 毎日／週 日／ ____



【９】リエゾンネットに関するQ&A 1/3

• リエゾンネットのサービスは、どのように提供されていますか？

リエゾンネットは、エンブレース株式会社が提供するサービスです。アステラス製薬は骨

粗鬆症治療を支援するため、本サービスの医療介護現場での普及や活用の支援を実施して

います。

• リエゾンネットを利用するのに費用はかかりますか？

リエゾンネットのサービスは、無料でご利用いただけます（通信費用はご負担いただきま

す）。

© Embrace Co., Ltd. 20



【９】リエゾンネットに関するQ&A 2/3

• リエゾンネットに入力された患者さんのデータはどのように管理されますか？

リエゾンネットに入力された患者さんのデータは、「MCS利用規約」およびエンブレース

株式会社の「プライバシーポリシー」等に則り、個人情報保護法等に照らして、適切に管

理されます。

• リエゾンネットに入力された患者さんのデータはどのような目的で利用されますか？

リエゾンネットに入力された患者さんのデータは、その患者さんの治療に関わる医療介護

従事者の間で共有され、骨粗鬆症の治療継続を支援する目的で利用されます。

また、患者さんのデータから、個人を特定できる氏名などの情報を取り除いたデータは、

本アプリの改善・改良、医薬品・医療機器等・医療サービス、アプリを含む医療ツール等

の研究開発活動、医薬品の適正使用情報の提供活動、学会発表、本アプリを利用した医療

介護従事者間連携の効果検証等を目的として、患者さんおよび医療従事者の利益に資する

形で2次利用されることがあります。詳しくは、患者さんへの同意説明書等をご参照くだ

さい。
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【９】リエゾンネットに関するQ&A 3/3

• リエゾンネットを利用することで、患者さんにはどのようなメリットがありますか？

リエゾンネットは、骨粗鬆症治療における多職種間の情報連携をサポートすることで、治

療が適切に継続するよう支援します。骨粗鬆症の治療が適切に継続されることで、患者さ

んは治療の結果として骨折のリスクを抑えられることが期待されます。

• リエゾンネットを利用することで、医療介護従事者にはどのようなメリットがありま

すか？

リエゾンネットは、骨粗鬆症治療における多職種間の情報連携をサポートすることで、治

療が適切に継続するよう支援します。

リエゾンネットをご利用いただく医療介護従事者のユーザーの方は、必要な時に患者さん

の治療情報を参照することができるほか、MCSのチャット機能で他施設に問合せを行なっ

たり、いつ何の情報を治療チーム内で共有すべきかわかるようになります。

このような多職種連携の結果として、患者さんの治療脱落が抑制され、患者さんの治療満

足度の向上につながることが期待されます。
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