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❖医療連携の取り組み❖
　糖尿病専門医・一般内科医・
　各合併症専門医との連携

　神奈川県の内科医学会は県下5ブ
ロックに分かれています。私は県全体
の委員長を務めており、それぞれのブ
ロックにいる複数の副委員長、委員の
先生方に協力いただき、糖尿病対策に
あたっています。
　もともと神奈川県内科医学会は、病
診連携に早くから積極的に取り組ん
できました。この土壌があったので、
糖尿病においても地域連携がスムー
ズに進んだと思います。
　私たちが糖尿病対策で最も注力し
てきたのは、合併症対策です。特に3
大合併症である糖尿病神経障害・糖
尿病眼合併症・糖尿病腎症について
県内の実態調査を行い、それに基づ
いた対策を講じたり、市民向けの講
演会を開催してきました。また、非専
門医向けの外来インスリン導入の体
験・勉強会なども行っ
てきました。

▶�糖尿病神経障害に�
おける医療連携

　糖尿病で最初に現れ
てくる合併症が神経障
害です。そこでまず県
内の実態を把握するた
めに、一般内科医に協
力してもらい、患者さ
んに対しては「足の感
覚」について、医師に
は「診断や検査結果」に

ついてのアンケート調査を行いまし
た。その結果、5,077例の症例を集め、
神経障害の合併頻度は41％であるこ
とがわかりました。これは日本臨床
内科医会で報告された頻度とほぼ同
等でした。またアンケートと同時に
ティッシュペーパーを用いた下肢 
触覚検査を行ってもらったところ、
アキレス腱反射、下肢（内果）振動覚
と同様に、糖尿病神経障害の診断を
補完する手段として有用であると考
えられました。これらの結果は論文1）

にして国内外に発表し、協力いただ
いた先生方にもフィードバックしま
した。こうした活動を通じて、糖尿病
専門医以外の一般医にも、糖尿病合
併症について関心をもってもらうよ
う努めています。
▶糖尿病腎症における医療連携
　一般内科医に糖尿病腎症診断の重
要性を啓発するため、まず検尿の実施
状況に関する調査を行いました。各ブ

ロックで糖尿病腎症に関する講演会
を行い、そこに参加して調査に賛同し
てくれた医師898名から回答を得まし
た。その結果、糖尿病患者の診察時に

「毎回尿定性検査を実施している」医
師は30.8％、「数カ月に一度」が58.2％
で、「ほとんどしていない」という医師
は9.1％でした。尿検査の種類として
は、「尿中蛋白検査」を行っている医師
が75％、「微量アルブミン尿検査」を
行っている医師が50％でした。
　糖尿病腎症の早期発見のためには
微量アルブミン尿検査をもっと普及
させる必要があると考え、次に神奈川
県内科医学会の会員に対してアン
ケートを行い、7,191例の症例を集め
ました。調査の結果、微量アルブミン
尿 の 頻 度 は4,885例 中28.9 ％（30～
300mg/g･Cr未満）で、4.7％は顕性腎
症（300mg/g･Cr以上）でした。これら
の結果も詳しく解析し、国内外の医学
誌に発表2）しました。

平成27年の都道府県別糖尿病死亡率ランキングで、最も死亡率が低かったのは神奈川県※。 
その理由は、早い時期から糖尿病専門医を中心に一般内科医・各合併症専門医による糖尿病診療
における連携を模索し、早期発見・治療するための対策を重ねてきたこと、また県をあげての
多職種による療養指導を推進してきたことにある。糖尿病専門医として対策をリードし、県内
の地域連携の仕組み作りにおいても大きな役割を果たしてきた、神奈川県内科医学会・糖尿病
対策委員会委員長の松葉育郎氏に話を伺った。

松葉医院�院長
松葉育郎

医療連携による糖尿病治療と
多職種で挑む療養指導

｢糖尿病重症化ゼロを目指す｣

 表1   糖尿病腎症における連携

糖尿病透析患者を紹介される時に欲しい情報（施設数）
項目名 特に欲しい あれば良い

糖尿病の病型（Ⅰ型、Ⅱ型） 12 9
血糖値 10 8
HbA1c 13 6
血清フルクトサミン 2 7
血清尿素窒素, クレアチニン 14 6
総コレステロール, 中性脂肪 3 10
糖尿病の推定罹病期間 6 13
糖尿病家族歴の有無 3 13
食事の指示カロリー 13 6
食事療法の遵守度 5 10
糖尿病の治療歴 11 8
合併症に対する理解度 4 13

10施設以上が特に欲しいと回答した項目 

「糖尿病透析患者における内科と透析施設の連携を探る　川崎市の透析施設における糖尿病患者紹介時の希望についての 
アンケート調査」より抜粋・一部改編   プラクティス Vol.15  No.2  p192  (1998.3)

透析施設（腎臓専門医）と内科（糖尿病専門医）の
連携に関する意見・要望

・両者の連携をもっととるべきである

・  糖尿病専門医から腎臓専門医に送るタイミング
が遅い傾向にあるので、もう少し早期から両者に
よる併診の形がよい

・  血 清Crが2〜3mg/dLに な っ た 時 は、1〜2カ 月 に 
1回は両者で診ることが望ましい

・蛋白尿出現時より、両者で診ることが必要である

・  腎機能がなるべく保たれているうちに、紹介して
欲しい

・早期腎症の発見に努力して欲しい

※『平成27年人口動態統計月報年計概数』厚生労働省
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　尚、内科医が透析施設（腎臓専門医）
に患者紹介する際にどのような情報
を伝えたらよいかは、かつて川崎市内
の21の透析施設に協力いただいた調
査結果が参考になります（表1）。
▶糖尿病眼合併症における医療連携
　神奈川県眼科医会との合同委員会
を立ち上げ、独自の3枚複写の診療情
報提供書を作成して、患者情報交換
ツールとして活用することにしました
（図1）。これを普及させるために、ブ
ロックごとに眼科責任者と内科責任
者をそれぞれ置き、症例検討会等を各
地で開催して連携を進めてきました。
現在は、糖尿病眼手帳も連携に利用し
ています。
　尚、内科医が眼科医に患者紹介する
際の情報提供についても、かつて川崎
市内の眼科医院30施設に協力いただ
いた調査結果があります（表2）。
▶一般内科医での外来インスリン導入
　近年は病院の糖尿病外来が、患者が
多くなり過ぎたため、重症患者だけを
診て軽症の患者さんはクリニックで
診て欲しいという逆紹介の流れに
なっています。そこで、糖尿病の非専
門医にもインスリンの有用性を理解
してもらい、導入できるようにプロト
コールを作り、県内の各地域で小規
模な体験勉強会を開催しています
（写真）。1例の外来導入経験が「イン
スリンの壁」を取り除く、との思いか
らです。すでに30回以上開催し、300
以上の医療機関の参加がありました。
　また医療機関だけでなく、今後は介
護施設との連携も重要です。高齢化に
伴い、介護施設に入所している糖尿病
の方が増えています。ところが、イン
スリンの使用者は入所させないとい
う施設もあるなど、対策を講じなけれ
ばならない問題がいろいろあります。
▶その他の専門医との連携
　3大合併症だけでなく、糖尿病は他に
も様々な疾患と関連することがわかっ
ています。その一つに歯周病があり、県
内の一部地域では、すでに歯科医との
連携の取り組みが始まっています。
　またNASHが注目されていますが、

肥満や糖尿病を原因とする非アル
コール性脂肪肝炎で、放置すると肝硬
変から肝細胞癌に進行することがあ
ります。今後確実に増えるとされてい
るので、肝臓専門医との連携も必要に
なってくるでしょう。もちろん、動脈

硬化による心筋梗塞、脳梗塞の危険も
ありますから、循環器専門医との連携
も必要です。
　このように糖尿病はまさに全身病
なので、様々な専門の医師が連携して
治療に当たることが大切です。

 図1  糖尿病合併症における連携

糖尿病診療情報提供書 （糖尿病データ報告書）

病院・医院
診療所・クリニック

患者名 殿 （男・女） 明・大・昭・平 年 月 日生 （ 歳）

眼科紹介先 先生侍史

【診断名】 糖尿病 （２型 ・ １型 ・ その他 ・ 妊娠糖尿病）
【合併症】 １．腎 症 （なし ・ あり：早期 ・ 蛋白尿 ・ 腎不全 ・ 透析） ２．神経障害 （なし ・ あり）

３．高血圧症 （なし ・ あり） ４．高脂血症 （なし ・ あり） ５．低血糖発作（なし ・ あり）
６．その他（ ）

【糖尿病罹患期間】 約 年 （昭 ・平 年 発症 ・ 発見）
【糖尿病家族歴】 （ なし ・ あり ・ 不明 ）
【治療】 食事単独 ・ 経口薬 ・ インスリン ・ 抗凝固薬 （なし ・ あり： ）

【検査結果】

【特記事項】

HbA1c (%)

血糖値：食後 hr (mg/dL)

現在（ / ）（ / ）（ / ）月 日

年 月 日 印

病院・医院
診療所・クリニック内科紹介先 先生侍史

【現 症】

【手術歴】

【治療方針】

【特記事項】

なし ・ あり ・ 不明なし ・ あり ・ 不明高血圧性変化

なし ・ ありなし ・ あり白内障

なし ・ ありなし ・ あり黄斑症

なし ・ 単純 ・ 増殖前・ 増殖なし ・ 単純・ 増殖前 ・ 増殖網膜症

なし ・ ありなし ・ あり緑内障

裸眼（ ） 矯正（ ）裸眼（ ） 矯正（ ）視 力

左右

なし ・ ありなし ・ あり白内障手術

なし ・ ありなし ・ あり硝子体手術

なし ・ ありなし ・ あり光凝固術

１．前回と比較して （ 悪化 ・不変 ・ 改善 ） ２．光凝固の適応が （ なし ・ あり ）
３．硝子体手術の適応が （ なし ・ あり ） ４．白内障手術の適応が （ なし ・ あり ）

５．次回の受診は （ ２週間後 ・ １ヵ月後 ・ ３ヵ月後 ・ ６ヵ月後 ・ １年後 ）

年 月 日 印

病院・医院
診療所・クリニック

病院・医院
診療所・クリニック

紹介用 

糖尿病診療情報提供書の流れ　眼科→内科

内科紹介Dr
紹介用に内科の

データを記入

眼科Dr
3枚複写の

1枚目紹介用
（黄色）に

眼科の
データを記入

返信用（2枚目）を 
持ってDrへ

紹介用（1枚目）と
返信用（2枚目）を
持って内科紹介

Drへ

眼科医が返信用を
神奈川県眼科医会にFAX

糖尿病診療情報提供書の流れ　内科→眼科

眼科紹介Dr
紹介用に眼科の

データを記入

内科Dr
3枚複写の

1枚目紹介用
（黄色）に

内科の
データを記入

返信用（2枚目）を
 持ってDrへ

紹介用（1枚目）と
返信用（2枚目）を
持って眼科紹介

Drへ

眼科医が紹介用を
神奈川県眼科医会にFAX

（2枚目）返信用　（3枚目）手元保管用

 表2   眼科医との連携

1）内科医が眼科医に伝えるべき情報
　●�新患の紹介時に特に欲しい情報
　　   「血糖値」、「HbA1c」、「推定罹病期間」を各々3割以上

が選んだ。さらに「あれば良い情報」まで含めて半数
以上が選んだ項目としては、「糖尿病の病型」および

「血圧関係」と「治療内容」に関する情報であった。
　●�定期フォロー時に欲しい情報
　　   半数 が「血糖値」と「HbA1c」を選び、多数を占めた。

2）血糖のコントロール状況を知る方法（複数回答も可）
　（1）内科医のつける糖尿病手帳を見る .................... 53.3%
　（2）内科医と手紙又は電話のやりとりをする ...... 20.0%
　（3）患者に血糖値ないしHbA1c値を聞く ............... 73.3%
　（4）特にコントロール状況は気にしていない ......   3.3%
　（5）その他 ........................................................................... 10.0%

「糖尿病患者の眼科診療所との病診連携を探る　川崎市の眼科医院
に対する糖尿病の病診・診診連携に関するアンケート調査」より抜粋・
一部改編   プラクティス Vol.14  No.6  p630,632  (1997.11)

 写真  インスリン導入セミナー風景

プロトコールの説明をし、ペン型インス
リンや自己血糖測定機を用いた実技を
行う
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❖多職種連携の取り組み❖
　�神奈川糖尿病療養指導士の育成

　糖尿病の治療・療養指導は、医師と
多くのコ・メディカルスタッフが協力
し患者指導にあたることが大切です。
この考え方に基づいて、2001年より
日本糖尿病療養指導士（CDEJ）の認定
制度がスタートしました。
　ところがCDEJの受験資格は限定的
で、実際に現場で患者さんの指導に当
たっている多くの人、たとえば保険薬
局の薬剤師、保健師、糖尿病クリニッ
クの事務職員、病院勤務以外の栄養士
などが受験できません。
　そこで神奈川県では、実際に実務に
携わる人たちを広く認定しようと、
2006年に県内の10の発起団体によっ
て神奈川糖尿病療養指導士認定機構
を発足しました。
　神奈川糖尿病療養指導士（KLCDE）
の最大の特長は職種を問わないこと
です。
　申請に必要な条件は、県内または近
隣の「医療・福祉施設で糖尿病療養支
援活動に2年以上携わっていること」
です。また認定にあたっては筆記試験
を行わず、自身が行ってきた療養指導
のケースレポートの提出と、認定機構
が認めた研修会に参加して20単位以
上を取得することを求めています。資
格の有効期間は5年間で、更新を希望

する場合は50単位（過去5年間の合
計）の取得が必要です。神奈川県は研
修に熱心な地域で、ほぼ毎週のように
県内のどこかで糖尿病の研修会が行
われています。認定機構が主催するだ
けでなく、各発起団体が各地域でそれ
ぞれ独自に開催しているので、トップ
ダウンというよりボトムアップ方式と
言えるでしょう。
　KLCDEの認定は、CDEJと比べれば

「広く、浅く」です。しかし、糖尿病患者
が急増している中で、療養指導士の数
も増やしていかなければ今後ますま
す対応できなくなっていきます。
　一方で、私たちは広く認定するだ
けでなく、継続してもらうことも大事
だと考えています。そのため年1回、
資格取得者の交流会を行い、日頃の
疑問や悩みなどを話し合う場も設け
ています。大病院に勤務していれば
周囲に相談できる人もいますが、クリ
ニックや保健所などでは話し合える
人が近くにいるとは限りません。交流
会は孤立を防ぐ貴重な機会になって
います。

❖結びにかえて――❖
　�患者の治療中断を防ぐために

　地域の医療資源を有効に活用する
ことが、合併症を減らし、重症化を防
ぎ、結果、糖尿病死亡率を下げること
につながります。

　こうした医療連携や多職種連携へ
の取り組みの一方で、一医療者として
できるのは、治療はもとよりその中断
を防ぐことです。糖尿病は、合併症が
起こるまでは自覚症状がほとんどなく
痛くも痒くもないので、患者さんの足
が治療から遠のいてしまう危険が常
にあります。しかし中断して放置する
と重症化し、最悪の場合は死に至り 
ます。
　治療継続のためには、患者さんの話
を常に親身に聴き、的確なアドバイス
をしなければいけません。昔ながらの
叱りつけるような医師の所には患者
さんは行かなくなります。また診察時、
患者さんを見ずにパソコンの画面ば
かり見ている医師は信頼されません。
定期的に通院していた患者さんが来
なくなったら、たとえばハガキを出す
などして医療者側からアプローチす
るといったことも必要だと思います。
　まずは医療機関の医師やスタッフ
が魅力的になることです。患者さんか
ら「会いたい、話を聴いて欲しい」と
思ってもらえるような関係を作ること
が、治療中断を防ぐベストな方法だと
考えています。

1）  Jin Y, J Diabetes Investig. 2012, 6;3(3) : 252-258. 
ほか

2）  日本臨床内科医会会誌. 2012, Vol.26, No.5,. 633-
640. Diabetology International. 2013, Vol.4, 
Issue 2, 101-105.

▶KLCDEに対する療養指導に関するアンケート調査（2011年）
　KLCDEの資格取得が、糖尿病療養指導や支援に携わる医療スタッフのレベルアップやモチベーション向上に関わっていることが明らかに
なった。一方、今後さらにKLCDEの活動を充実、推進するためには、KLCDE有資格者の活動を正しく評価し、職場での地位ならびに経済的な待遇
向上を働きかけていく必要があると考えられた。

アンケート回収率：50.9%（176/346）
職種：薬局薬剤師 45人、病院薬剤師 16人、他薬剤師 2人、管理栄養士 33人、看護師 41人、准看護師 4人、臨床検査技師 12人、

健康運動指導士 6人、事務職 6人、理学療法士 2人、歯科衛生士 2人、その他 5人

自分のモチベーション向上
糖尿病研修会参加回数増
糖尿病の情報が入手可能

患者に正確な情報
自信を持って指導
患者の気持ち理解
Dr.&MSと連携可能
患者・家族から感謝

患者の行動変容
Dr.&MSに正確な情報
仲間が見つかった
患者の状態改善

その他

n＝171（複数回答可）
MS：メディカルスタッフ

106
85
85
80

73
48

40
23
23
23

16
13

11

Q. KLCDEを取得して良かったことは何ですか？ Q. KLCDEを取得後、取得前に比べてあなたの療養指導は
変わりましたか？

0 20 40 60 80 100 120（人）

あまり
変わらない
14.4%

まあまあ
変わった
3.4%

大変変わった・
少し変わった
82.2%

n=174

大変変わった・
少し変わった内容
n＝143（複数回答可）

患者に正確な情報提供.......... 87人
自信を持って指導................... 78人
患者の気持を理解................... 56人
患者の行動変容を促す.......... 56人
コ・メディカルと連携が可能... 30人
医師と連携が可能................... 26人
コ・メディカルに正確な情報提供... 21人
医師に正確な情報提供.......... 11人
その他.............................................8人
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