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スを月1回開催しており，「以前は透析
室で顔を合わせていただけの関係でし
たが，カンファレンスなどを通じて関係者
全員が密に接することができる環境が
築けたことは，腎センター発足による成
果のひとつです」と小西氏は話す。

 CKD患者における
 短期教育入院の意義

　大阪市立総合医療センター腎臓・
高血圧内科における2017年度の血液
透析導入患者数は90例であり，原因
疾患としては糖尿病性腎症が43例と
最も多く，次いで腎硬化症23例，慢性
糸球体腎炎・一次性ネフローゼ症候
群10例と続く。同科ではこれらの疾患
による保存期腎不全患者を対象に腎
不全教室を開催し，1週間以内の短期
教育入院により医師，看護師，栄養士
および薬剤師が病態，薬物療法，食事
療法に関する講義・指導を行うとともに
薬剤の見直しを実施してかかりつけ医
との連携につなげている。腎不全教室
には年間約80人の参加があり，「短期
でも入院していただくことで，短時間の
外来診療では十分に説明・指導がで
きない治療の重要性や日常生活上の
注意点を繰り返し伝えることが可能で

す。また，入院中に適正な食事量や内
容を患者さんに知っていただくことも大
きな意味があります」と小西氏はCKD
患者の教育入院を推進している。

 互いの役割を見据えた
 CKD医療連携の取り組み

　日本腎臓学会の「エビデンスに基づ
くCKD診療ガイドライン2018」では，
「かかりつけ医から腎臓専門医・専門
医療機関への紹介基準」（表1）2）が新
たに示された。それにともない，小西
氏のもとには軽症例の紹介が増えたと
いう。「クレアチニン値の上昇を認めて
からでは，当科での治療にも限界があ
ります。紹介基準に従い早い段階で
紹介し，患者さんにも早期診断・治療
の必要性を認識していただくことが大
切です。軽症例を紹介することに躊躇
される先生もいらっしゃいますが，われ
われとやりとりをする中で徐々に紹介す
べきケースの見極めがついてくると思
いますので，最初は幅広く紹介してい
ただくとよいと思います」。さらに小西
氏は「かかりつけ医の先生方全員が
CKD診療に十分対応できるわけでは
なく，CKD連携パスを活用できる施設
は一部に限られています。現状として

は，CKDの進行とともにかかりつけ医
の先生のご事情を踏まえながら，お互
いの役割分担を調整し，必要に応じて
併診するなど柔軟に対応しながら連携
をとっています」と説明した。

 地域連携を重視した
 糖尿病専門診療の実際

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科における2017年度の年間外来患
者数は21,098例。妊娠糖尿病外来，
透析予防外来，合併症予防外来など
特殊外来を設けてオープン化し（地域
医療機関からの直接予約可能），地
域連携を重視している。同科の外来
実患者数（かかりつけ医との併診含
む）約5,000例のうち1型糖尿病が約
300例，残りの大半が2型糖尿病で，
インスリン治療導入患者が2,000例弱。
糖尿病診療における地域医療連携の
実際について細井氏は「投薬・運動・
食事・フットケア・自己血糖測定などの
在宅療養指導や透析予防指導は，当
科特殊外来で専属のスタッフが受け持
ちます。必要であれば入院により薬剤
調整を行うなどして患者さんを紹介元
へお返しし，病状が安定している状態
の投薬・管理は原則として，かかりつ

1回行い，基幹病院のスタッフとかかり
つけ医の先生方が顔見知りの関係を
築き，パスが定着・拡大することを目指
しています。また，2年ほど前から薬剤
師の方々にも症例検討会に参加してい
ただき，処方箋だけでは得られない知
識を症例ベースで学んでいただくなど
病薬連携の推進にも力を入れていま
す」とする一方，「糖尿病連携手帳（日
本糖尿病協会作成）をツールとして活
用していますが，患者さんの半数が診
察時に持ってこないのが現実です。そ
の理由は忘れたり，なくしてしまったりと
さまざまですが，お薬手帳のようには普
及しておらず，なかなか100％の活用
には至っていません。連携手帳の持参
についても繰り返し指導しています」と
苦労も垣間見える。

 糖尿病性腎症の重症化予防に向けて

　大阪市立総合医療センターでは，
糖尿病性腎症患者の外来診療は糖
尿病内科が窓口となり，腎臓・高血圧
内科と連携して進めている。近年，高
齢の糖尿病患者が増えていることにと
もない腎機能低下例が増加傾向にあ
ることから，DM net Oneでは腎機能
低下例をできるだけ早期に基幹病院
へ紹介する基準（表2）を示し，重症
化予防を推進している。この基準は日
本腎臓学会作成・日本医師会監修の
紹介基準（表1）2）を簡潔にわかりやす
くしたものであるといい，細井氏は「糖
尿病性腎症の早期発見を見逃す最大
の原因は，蛋白尿を見落とすことです。
とにかくここを押さえて紹介してほし
い」と強調した。
　また，同センター糖尿病内科の透析
予防外来では，腎症2期（微量アルブ
ミン尿）以上の患者（現に透析療法を
行っている者を除く）を対象に医師・
看護師・管理栄養士のチーム体制で
日常生活指導（減塩，血糖管理，体重

コントロールなど）および運動療法指導
を患者1人あたり3回1クールで行う。
透析予防外来を受診した患者には看
護師作成の手帳を渡し，毎日の食事
内容，歩数，運動の有無などを記入し
てもらう。「糖尿病透析予防指導管理
料において，2016年度には進行した
糖尿病性腎症の患者を対象に，腎不
全期患者指導加算として運動指導が
算定できることになったことから（※現
在は，高度腎機能障害患者指導加
算），透析予防外来では運動療法の
指導にも力を入れています」と話す細
井氏。CKDにおける運動療法の意義
について尋ねたところ，「蛋白尿や腎機
能の悪化を防ぐのはもちろん，筋力維
持が期待できます。筋力維持はフレイ
ル，サルコペニア，骨粗鬆症の予防に
つながることから，特に高齢者におい
てきわめて重要であると考えています。
また，運動療法は認知症予防におい
ても非常に大切です」と指摘。同科で
はCKD患者に適した運動として，ゴム
チューブなどを使って筋肉に負荷をか
けながら行うレジスタンス運動を中心に
指導している。

 地域連携における
 CKD対策のこれから

　DM net Oneによる連携強化を目
指す細井氏は，「現状として，エリア内
すべてのかかりつけ医と連携ができて
いるわけではありません。できるだけ多
くの医師と関係を築いていきたいと考
えています。糖尿病患者さんの中に
は，骨粗鬆症や腰痛治療で通院して
いる整形外科の先生のもとで糖尿病
治療薬を処方されているケースも少な
くありません。なかには高齢者で腎機
能が低下しているにもかかわらず，最
大量の経口血糖降下薬などが投与さ
れているケースも見受けられることか
ら，今後は内科以外の医師との連携も

強化し，透析予防につなげたいと考え
ています」と話した。
　大阪府では大阪慢性腎臓病対策
協議会がCKDに関する定期的な勉
強会や世界腎臓デーに合わせたCKD
啓発イベントを開催し，基幹病院が存
在しない区域を含めたCKD対策に取
り組んでいる。一方，基幹病院が複数
存在する大阪市では，各区域におい
て透析施設も含めた病診・病病連携
が進められているものの，市全体にお
けるCKD対策は十分になされていな
いと小西氏は指摘する。その解決の
糸口は何か。小西氏は，保健師との
連携をポイントに挙げた。「大阪市の保
健所が中心となり，各区域の医師会，
基幹病院，診療所などを取りまとめ，
市全体が一丸となってCKD対策に取
り組める体制が築けると，地域連携も
さらに深まるのではないでしょうか。ま
た，糖尿病性腎症，糖尿病性腎臓病
に対して同じ治療目標をもつ糖尿病専
門医と腎臓内科医の敷居が低くなるよ
う心がけ，密に連携することがますます
必要になると考えています。まずはでき
ることから。その先に，新規透析導入
数の減少など，目に見える成果が待っ
ていると期待しています」（小西氏）。

け医の先生にお願いしています。そし
て半年に1回程度，当科を受診してい
ただき，癌を含めた合併症の精査など
を行うという方針で進めています」。さ
らに「当科ではチーム医療主体で糖尿
病診療を行っており，糖尿病看護認定
看護師が中心となって院内外における
円滑な連携を進めています。また，当
科の糖尿病看護認定看護師は日本糖
尿病療養指導士や大阪糖尿病療養
指導士などの育成にも尽力しており，
講習会の開催・運営にも積極的に取り
組んでくれています」と話し，地域にお
いてさらに連携のキーパーソンになって
ほしいと期待を込めた。

 体験型日帰り糖尿病教室で
 栄養療法や運動療法を実践指導

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科では，チーム医療による体験型日
帰り糖尿病教室（以下，糖尿病教室）
をオープン化で10年以上続けてきた。
同科では1週間の教育入院も実施して
いるが，入院を要するほど重症ではな

い患者，インスリン治療を導入せず内
服薬治療でコントロール可能な患者，
あるいは多忙な患者には1日で終了す
る糖尿病教室を勧めている（12ページ
参照）。糖尿病教室ではヘルシーラン
チを実際に食べながらの栄養指導，
室内でできる運動療法，自己血糖測
定，などをスモールグループで実践指
導している。現在，糖尿病教室は月1
回実施し，地域の医療機関からの参
加者も多いという。「糖尿病は自覚症状
のないバーチャルな病気です。患者さ
んが実際に食事や運動をして，血糖
値や血圧などの数値がどのように変動
するかを体験していただくことがいちば
ん重要だと考えています」（細井氏）。

 5つの基幹病院が参画する
 糖尿病地域連携パス

　大阪市都島区，旭区，鶴見区，城
東区医師会を中心に，2008年から糖
尿病地域連携パス『DM net One』を
導入している。このパスの大きな特徴
は，5つの基幹病院（大阪市立総合医

療センター，済生会野江病院，関西医
科大学総合医療センター，すみれ病
院，城東中央病院）が参画し，地域の
医療機関はいずれの基幹病院へも紹
介が可能という点である。基幹病院
は，研究会などを通じて以前から相互
交流のあった施設。現在，300近い医
療機関が参画しており，二人主治医
制で糖尿病患者の管理・治療や合併
症の発症・進展予防に地域で取り組
んでいる。DM net Oneにおける基幹
病院としての役割について細井氏は
「糖尿病患者さんには癌がみつかるこ
とが多いため，当科で約半年に1回検
査を受けていただいています。肝臓癌
と膵臓癌は見落としやすいことから，特
に早期発見に注力しています。また，
栄養指導，透析予防指導，フットケア
などかかりつけ医の先生のところでは
実施が難しいものは当科が受け持ち，
かかりつけ医の先生方とよい関係を築
けるように心がけています」と話した。
パスの円滑な運用に向けて，「同じこと
を繰り返し繰り返し，地道に続けていく
ことが大切です。症例検討会も2ヵ月に

 総合内科時代からの経験と連携で
 円滑なCKD診療を実践

　大阪市立総合医療センターは1993
年の開院以来，総合内科を設置して
内科系の総合的な診療と同時に腎・
高血圧疾患，代謝・内分泌疾患，血
液疾患などに対する高度な専門診療
を行ってきた。その後，専門領域がそ
れぞれ独立し，現在では腎臓・高血
圧内科，糖尿病内科，内分泌内科，
血液内科などが設置され，より一層充
実した地域医療の推進を図っている。
さらに，腎センター（腎臓・高血圧内
科，泌尿器科，腎移植・透析部），糖
尿病・内分泌センター（糖尿病内科，
内分泌内科，栄養部）などを設置して
センター化に取り組み，領域・臓器別
に内科医，外科医などが診療科の枠
を越え共同で専門的なチーム医療を
展開している。
　腎臓・高血圧内科における2017年
度の年間外来患者数は17,283例，入

院患者数は552例で，蛋白尿・血尿
を呈するネフローゼ症候群，腎炎（膠
原病関連疾患を含む），多発性嚢胞
腎，保存期・末期腎不全，そして血液
浄化療法導入に至るまで幅広い腎疾
患の診療，高血圧の管理・コントロー
ルなどを行う。また，腎生検による腎炎
の早期確定診断が同科診療の柱のひ
とつであり，腎生検数はIgA腎症，糖
尿病性腎症など毎年平均140例前後
にのぼる。大阪市立総合医療センター
の強みについて，小西氏は「臓器別に
捉われず，合併症を含めて患者さんを
全身的に診ることができる点だと思いま
す」と話す。心不全をはじめ多臓器に
わたる合併症を有する腎不全患者が
増えていることから，循環器内科など
他科との連携を密にしているほか，腎
臓・高血圧内科が発足する以前に同
じ総合内科に属していた診療科（内分
泌内科，総合診療科など）とは合同カ
ンファレンスを毎週開催。総合内科で
さまざまな疾患を診療した経験をもつ

小西氏は，「合同カンファレンスでは多
彩な疾患が取り上げられるのでスタッフ
の知識が広がり，また患者さんの紹介
も適切なタイミングでスムーズに行うこと
ができます。これは，総合内科時代の
関係性を維持しつつ診療科が細分化
されていることの大きなメリットであると
感じています」と語った。

 腎センターにおける密接な連携で
 末期腎不全に対応

　透析療法は，腎臓・高血圧内科と
泌尿器科が協力して行っている。近年
では透析導入後早期に腎移植に至る
例や，透析を経ずに先行的腎移植
（PEKT）を行う例が増えている。現在，
腎センターでは血液透析のほか，腹膜
透析，腎移植の選択が可能である。ま
た，小児科や小児腎臓専門医とも連携
し，小児期から成人期まで切れ目なく腎
臓疾患に対応できる体制が整ってい
る。腎センターでは腎移植カンファレン

　大阪府にある8つの二次医療圏のうちの1つである大阪市域には，大阪市立総合医療センターをはじめ複数の基幹
病院が存在する。また，大阪府は慢性透析患者数が全国上位であり1），CKD対策の対象とすべき患者数がきわめて多
いと推測される。このような現状を踏まえ，CKD対策はどうあるべきか。地域連携推進のため，かかりつけ医とのきめ細
やかな連携を探る大阪市立総合医療センター糖尿病内科部長の細井雅之氏と，同センター腎臓・高血圧内科部長で，
難病を含む腎疾患・膠原病領域で患者に向き合う医療を続ける小西啓夫氏にお話を伺った。

細井雅之
地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 
糖尿病内科部長/栄養部部長/糖尿病・内分泌センター長
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病センター部長等を経て現職。大阪市立大学医学部臨床教授を兼任。日本内科学会指導医，
日本内科学会認定内科医，日本糖尿病学会専門医・研修指導医，日本内分泌学会内分泌代
謝科指導医。
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スを月1回開催しており，「以前は透析
室で顔を合わせていただけの関係でし
たが，カンファレンスなどを通じて関係者
全員が密に接することができる環境が
築けたことは，腎センター発足による成
果のひとつです」と小西氏は話す。

 CKD患者における
 短期教育入院の意義

　大阪市立総合医療センター腎臓・
高血圧内科における2017年度の血液
透析導入患者数は90例であり，原因
疾患としては糖尿病性腎症が43例と
最も多く，次いで腎硬化症23例，慢性
糸球体腎炎・一次性ネフローゼ症候
群10例と続く。同科ではこれらの疾患
による保存期腎不全患者を対象に腎
不全教室を開催し，1週間以内の短期
教育入院により医師，看護師，栄養士
および薬剤師が病態，薬物療法，食事
療法に関する講義・指導を行うとともに
薬剤の見直しを実施してかかりつけ医
との連携につなげている。腎不全教室
には年間約80人の参加があり，「短期
でも入院していただくことで，短時間の
外来診療では十分に説明・指導がで
きない治療の重要性や日常生活上の
注意点を繰り返し伝えることが可能で

す。また，入院中に適正な食事量や内
容を患者さんに知っていただくことも大
きな意味があります」と小西氏はCKD
患者の教育入院を推進している。

 互いの役割を見据えた
 CKD医療連携の取り組み

　日本腎臓学会の「エビデンスに基づ
くCKD診療ガイドライン2018」では，
「かかりつけ医から腎臓専門医・専門
医療機関への紹介基準」（表1）2）が新
たに示された。それにともない，小西
氏のもとには軽症例の紹介が増えたと
いう。「クレアチニン値の上昇を認めて
からでは，当科での治療にも限界があ
ります。紹介基準に従い早い段階で
紹介し，患者さんにも早期診断・治療
の必要性を認識していただくことが大
切です。軽症例を紹介することに躊躇
される先生もいらっしゃいますが，われ
われとやりとりをする中で徐々に紹介す
べきケースの見極めがついてくると思
いますので，最初は幅広く紹介してい
ただくとよいと思います」。さらに小西
氏は「かかりつけ医の先生方全員が
CKD診療に十分対応できるわけでは
なく，CKD連携パスを活用できる施設
は一部に限られています。現状として

は，CKDの進行とともにかかりつけ医
の先生のご事情を踏まえながら，お互
いの役割分担を調整し，必要に応じて
併診するなど柔軟に対応しながら連携
をとっています」と説明した。

 地域連携を重視した
 糖尿病専門診療の実際

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科における2017年度の年間外来患
者数は21,098例。妊娠糖尿病外来，
透析予防外来，合併症予防外来など
特殊外来を設けてオープン化し（地域
医療機関からの直接予約可能），地
域連携を重視している。同科の外来
実患者数（かかりつけ医との併診含
む）約5,000例のうち1型糖尿病が約
300例，残りの大半が2型糖尿病で，
インスリン治療導入患者が2,000例弱。
糖尿病診療における地域医療連携の
実際について細井氏は「投薬・運動・
食事・フットケア・自己血糖測定などの
在宅療養指導や透析予防指導は，当
科特殊外来で専属のスタッフが受け持
ちます。必要であれば入院により薬剤
調整を行うなどして患者さんを紹介元
へお返しし，病状が安定している状態
の投薬・管理は原則として，かかりつ

1回行い，基幹病院のスタッフとかかり
つけ医の先生方が顔見知りの関係を
築き，パスが定着・拡大することを目指
しています。また，2年ほど前から薬剤
師の方々にも症例検討会に参加してい
ただき，処方箋だけでは得られない知
識を症例ベースで学んでいただくなど
病薬連携の推進にも力を入れていま
す」とする一方，「糖尿病連携手帳（日
本糖尿病協会作成）をツールとして活
用していますが，患者さんの半数が診
察時に持ってこないのが現実です。そ
の理由は忘れたり，なくしてしまったりと
さまざまですが，お薬手帳のようには普
及しておらず，なかなか100％の活用
には至っていません。連携手帳の持参
についても繰り返し指導しています」と
苦労も垣間見える。

 糖尿病性腎症の重症化予防に向けて

　大阪市立総合医療センターでは，
糖尿病性腎症患者の外来診療は糖
尿病内科が窓口となり，腎臓・高血圧
内科と連携して進めている。近年，高
齢の糖尿病患者が増えていることにと
もない腎機能低下例が増加傾向にあ
ることから，DM net Oneでは腎機能
低下例をできるだけ早期に基幹病院
へ紹介する基準（表2）を示し，重症
化予防を推進している。この基準は日
本腎臓学会作成・日本医師会監修の
紹介基準（表1）2）を簡潔にわかりやす
くしたものであるといい，細井氏は「糖
尿病性腎症の早期発見を見逃す最大
の原因は，蛋白尿を見落とすことです。
とにかくここを押さえて紹介してほし
い」と強調した。
　また，同センター糖尿病内科の透析
予防外来では，腎症2期（微量アルブ
ミン尿）以上の患者（現に透析療法を
行っている者を除く）を対象に医師・
看護師・管理栄養士のチーム体制で
日常生活指導（減塩，血糖管理，体重

コントロールなど）および運動療法指導
を患者1人あたり3回1クールで行う。
透析予防外来を受診した患者には看
護師作成の手帳を渡し，毎日の食事
内容，歩数，運動の有無などを記入し
てもらう。「糖尿病透析予防指導管理
料において，2016年度には進行した
糖尿病性腎症の患者を対象に，腎不
全期患者指導加算として運動指導が
算定できることになったことから（※現
在は，高度腎機能障害患者指導加
算），透析予防外来では運動療法の
指導にも力を入れています」と話す細
井氏。CKDにおける運動療法の意義
について尋ねたところ，「蛋白尿や腎機
能の悪化を防ぐのはもちろん，筋力維
持が期待できます。筋力維持はフレイ
ル，サルコペニア，骨粗鬆症の予防に
つながることから，特に高齢者におい
てきわめて重要であると考えています。
また，運動療法は認知症予防におい
ても非常に大切です」と指摘。同科で
はCKD患者に適した運動として，ゴム
チューブなどを使って筋肉に負荷をか
けながら行うレジスタンス運動を中心に
指導している。

 地域連携における
 CKD対策のこれから

　DM net Oneによる連携強化を目
指す細井氏は，「現状として，エリア内
すべてのかかりつけ医と連携ができて
いるわけではありません。できるだけ多
くの医師と関係を築いていきたいと考
えています。糖尿病患者さんの中に
は，骨粗鬆症や腰痛治療で通院して
いる整形外科の先生のもとで糖尿病
治療薬を処方されているケースも少な
くありません。なかには高齢者で腎機
能が低下しているにもかかわらず，最
大量の経口血糖降下薬などが投与さ
れているケースも見受けられることか
ら，今後は内科以外の医師との連携も

強化し，透析予防につなげたいと考え
ています」と話した。
　大阪府では大阪慢性腎臓病対策
協議会がCKDに関する定期的な勉
強会や世界腎臓デーに合わせたCKD
啓発イベントを開催し，基幹病院が存
在しない区域を含めたCKD対策に取
り組んでいる。一方，基幹病院が複数
存在する大阪市では，各区域におい
て透析施設も含めた病診・病病連携
が進められているものの，市全体にお
けるCKD対策は十分になされていな
いと小西氏は指摘する。その解決の
糸口は何か。小西氏は，保健師との
連携をポイントに挙げた。「大阪市の保
健所が中心となり，各区域の医師会，
基幹病院，診療所などを取りまとめ，
市全体が一丸となってCKD対策に取
り組める体制が築けると，地域連携も
さらに深まるのではないでしょうか。ま
た，糖尿病性腎症，糖尿病性腎臓病
に対して同じ治療目標をもつ糖尿病専
門医と腎臓内科医の敷居が低くなるよ
う心がけ，密に連携することがますます
必要になると考えています。まずはでき
ることから。その先に，新規透析導入
数の減少など，目に見える成果が待っ
ていると期待しています」（小西氏）。

け医の先生にお願いしています。そし
て半年に1回程度，当科を受診してい
ただき，癌を含めた合併症の精査など
を行うという方針で進めています」。さ
らに「当科ではチーム医療主体で糖尿
病診療を行っており，糖尿病看護認定
看護師が中心となって院内外における
円滑な連携を進めています。また，当
科の糖尿病看護認定看護師は日本糖
尿病療養指導士や大阪糖尿病療養
指導士などの育成にも尽力しており，
講習会の開催・運営にも積極的に取り
組んでくれています」と話し，地域にお
いてさらに連携のキーパーソンになって
ほしいと期待を込めた。

 体験型日帰り糖尿病教室で
 栄養療法や運動療法を実践指導

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科では，チーム医療による体験型日
帰り糖尿病教室（以下，糖尿病教室）
をオープン化で10年以上続けてきた。
同科では1週間の教育入院も実施して
いるが，入院を要するほど重症ではな

い患者，インスリン治療を導入せず内
服薬治療でコントロール可能な患者，
あるいは多忙な患者には1日で終了す
る糖尿病教室を勧めている（12ページ
参照）。糖尿病教室ではヘルシーラン
チを実際に食べながらの栄養指導，
室内でできる運動療法，自己血糖測
定，などをスモールグループで実践指
導している。現在，糖尿病教室は月1
回実施し，地域の医療機関からの参
加者も多いという。「糖尿病は自覚症状
のないバーチャルな病気です。患者さ
んが実際に食事や運動をして，血糖
値や血圧などの数値がどのように変動
するかを体験していただくことがいちば
ん重要だと考えています」（細井氏）。

 5つの基幹病院が参画する
 糖尿病地域連携パス

　大阪市都島区，旭区，鶴見区，城
東区医師会を中心に，2008年から糖
尿病地域連携パス『DM net One』を
導入している。このパスの大きな特徴
は，5つの基幹病院（大阪市立総合医

療センター，済生会野江病院，関西医
科大学総合医療センター，すみれ病
院，城東中央病院）が参画し，地域の
医療機関はいずれの基幹病院へも紹
介が可能という点である。基幹病院
は，研究会などを通じて以前から相互
交流のあった施設。現在，300近い医
療機関が参画しており，二人主治医
制で糖尿病患者の管理・治療や合併
症の発症・進展予防に地域で取り組
んでいる。DM net Oneにおける基幹
病院としての役割について細井氏は
「糖尿病患者さんには癌がみつかるこ
とが多いため，当科で約半年に1回検
査を受けていただいています。肝臓癌
と膵臓癌は見落としやすいことから，特
に早期発見に注力しています。また，
栄養指導，透析予防指導，フットケア
などかかりつけ医の先生のところでは
実施が難しいものは当科が受け持ち，
かかりつけ医の先生方とよい関係を築
けるように心がけています」と話した。
パスの円滑な運用に向けて，「同じこと
を繰り返し繰り返し，地道に続けていく
ことが大切です。症例検討会も2ヵ月に

 総合内科時代からの経験と連携で
 円滑なCKD診療を実践

　大阪市立総合医療センターは1993
年の開院以来，総合内科を設置して
内科系の総合的な診療と同時に腎・
高血圧疾患，代謝・内分泌疾患，血
液疾患などに対する高度な専門診療
を行ってきた。その後，専門領域がそ
れぞれ独立し，現在では腎臓・高血
圧内科，糖尿病内科，内分泌内科，
血液内科などが設置され，より一層充
実した地域医療の推進を図っている。
さらに，腎センター（腎臓・高血圧内
科，泌尿器科，腎移植・透析部），糖
尿病・内分泌センター（糖尿病内科，
内分泌内科，栄養部）などを設置して
センター化に取り組み，領域・臓器別
に内科医，外科医などが診療科の枠
を越え共同で専門的なチーム医療を
展開している。
　腎臓・高血圧内科における2017年
度の年間外来患者数は17,283例，入

院患者数は552例で，蛋白尿・血尿
を呈するネフローゼ症候群，腎炎（膠
原病関連疾患を含む），多発性嚢胞
腎，保存期・末期腎不全，そして血液
浄化療法導入に至るまで幅広い腎疾
患の診療，高血圧の管理・コントロー
ルなどを行う。また，腎生検による腎炎
の早期確定診断が同科診療の柱のひ
とつであり，腎生検数はIgA腎症，糖
尿病性腎症など毎年平均140例前後
にのぼる。大阪市立総合医療センター
の強みについて，小西氏は「臓器別に
捉われず，合併症を含めて患者さんを
全身的に診ることができる点だと思いま
す」と話す。心不全をはじめ多臓器に
わたる合併症を有する腎不全患者が
増えていることから，循環器内科など
他科との連携を密にしているほか，腎
臓・高血圧内科が発足する以前に同
じ総合内科に属していた診療科（内分
泌内科，総合診療科など）とは合同カ
ンファレンスを毎週開催。総合内科で
さまざまな疾患を診療した経験をもつ

小西氏は，「合同カンファレンスでは多
彩な疾患が取り上げられるのでスタッフ
の知識が広がり，また患者さんの紹介
も適切なタイミングでスムーズに行うこと
ができます。これは，総合内科時代の
関係性を維持しつつ診療科が細分化
されていることの大きなメリットであると
感じています」と語った。

 腎センターにおける密接な連携で
 末期腎不全に対応

　透析療法は，腎臓・高血圧内科と
泌尿器科が協力して行っている。近年
では透析導入後早期に腎移植に至る
例や，透析を経ずに先行的腎移植
（PEKT）を行う例が増えている。現在，
腎センターでは血液透析のほか，腹膜
透析，腎移植の選択が可能である。ま
た，小児科や小児腎臓専門医とも連携
し，小児期から成人期まで切れ目なく腎
臓疾患に対応できる体制が整ってい
る。腎センターでは腎移植カンファレン

小西啓夫
地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

腎臓・高血圧内科部長/腎センター長

1987年大阪市立大学医学部卒業。同大学医学部附属病院第一内科での研修を経て，淀川キリス
ト教病院，馬場記念病院に勤務し，一般内科，腎臓内科および透析を中心とした診療に従事。その
後，大阪市立大学医学部附属病院第一内科臨床研究医を経て1995年より大阪市立総合医療セン
ター総合内科勤務。2009年より同センター腎臓・高血圧内科部長，2014年より同センター腎
センター部長兼務。日本内科学会指導医，日本内科学会近畿支部評議員，日本内科学会総合内科
専門医，日本腎臓病学会指導医・評議員，日本透析医学会指導医，日本高血圧学会指導医・評議員。

5つの基幹病院が
紹介患者の
受け入れを準備
簡潔な紹介指針と連携パスを用いた
地域連携の取り組み
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スを月1回開催しており，「以前は透析
室で顔を合わせていただけの関係でし
たが，カンファレンスなどを通じて関係者
全員が密に接することができる環境が
築けたことは，腎センター発足による成
果のひとつです」と小西氏は話す。

 CKD患者における
 短期教育入院の意義

　大阪市立総合医療センター腎臓・
高血圧内科における2017年度の血液
透析導入患者数は90例であり，原因
疾患としては糖尿病性腎症が43例と
最も多く，次いで腎硬化症23例，慢性
糸球体腎炎・一次性ネフローゼ症候
群10例と続く。同科ではこれらの疾患
による保存期腎不全患者を対象に腎
不全教室を開催し，1週間以内の短期
教育入院により医師，看護師，栄養士
および薬剤師が病態，薬物療法，食事
療法に関する講義・指導を行うとともに
薬剤の見直しを実施してかかりつけ医
との連携につなげている。腎不全教室
には年間約80人の参加があり，「短期
でも入院していただくことで，短時間の
外来診療では十分に説明・指導がで
きない治療の重要性や日常生活上の
注意点を繰り返し伝えることが可能で

す。また，入院中に適正な食事量や内
容を患者さんに知っていただくことも大
きな意味があります」と小西氏はCKD
患者の教育入院を推進している。

 互いの役割を見据えた
 CKD医療連携の取り組み

　日本腎臓学会の「エビデンスに基づ
くCKD診療ガイドライン2018」では，
「かかりつけ医から腎臓専門医・専門
医療機関への紹介基準」（表1）2）が新
たに示された。それにともない，小西
氏のもとには軽症例の紹介が増えたと
いう。「クレアチニン値の上昇を認めて
からでは，当科での治療にも限界があ
ります。紹介基準に従い早い段階で
紹介し，患者さんにも早期診断・治療
の必要性を認識していただくことが大
切です。軽症例を紹介することに躊躇
される先生もいらっしゃいますが，われ
われとやりとりをする中で徐々に紹介す
べきケースの見極めがついてくると思
いますので，最初は幅広く紹介してい
ただくとよいと思います」。さらに小西
氏は「かかりつけ医の先生方全員が
CKD診療に十分対応できるわけでは
なく，CKD連携パスを活用できる施設
は一部に限られています。現状として

は，CKDの進行とともにかかりつけ医
の先生のご事情を踏まえながら，お互
いの役割分担を調整し，必要に応じて
併診するなど柔軟に対応しながら連携
をとっています」と説明した。

 地域連携を重視した
 糖尿病専門診療の実際

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科における2017年度の年間外来患
者数は21,098例。妊娠糖尿病外来，
透析予防外来，合併症予防外来など
特殊外来を設けてオープン化し（地域
医療機関からの直接予約可能），地
域連携を重視している。同科の外来
実患者数（かかりつけ医との併診含
む）約5,000例のうち1型糖尿病が約
300例，残りの大半が2型糖尿病で，
インスリン治療導入患者が2,000例弱。
糖尿病診療における地域医療連携の
実際について細井氏は「投薬・運動・
食事・フットケア・自己血糖測定などの
在宅療養指導や透析予防指導は，当
科特殊外来で専属のスタッフが受け持
ちます。必要であれば入院により薬剤
調整を行うなどして患者さんを紹介元
へお返しし，病状が安定している状態
の投薬・管理は原則として，かかりつ

1回行い，基幹病院のスタッフとかかり
つけ医の先生方が顔見知りの関係を
築き，パスが定着・拡大することを目指
しています。また，2年ほど前から薬剤
師の方々にも症例検討会に参加してい
ただき，処方箋だけでは得られない知
識を症例ベースで学んでいただくなど
病薬連携の推進にも力を入れていま
す」とする一方，「糖尿病連携手帳（日
本糖尿病協会作成）をツールとして活
用していますが，患者さんの半数が診
察時に持ってこないのが現実です。そ
の理由は忘れたり，なくしてしまったりと
さまざまですが，お薬手帳のようには普
及しておらず，なかなか100％の活用
には至っていません。連携手帳の持参
についても繰り返し指導しています」と
苦労も垣間見える。

 糖尿病性腎症の重症化予防に向けて

　大阪市立総合医療センターでは，
糖尿病性腎症患者の外来診療は糖
尿病内科が窓口となり，腎臓・高血圧
内科と連携して進めている。近年，高
齢の糖尿病患者が増えていることにと
もない腎機能低下例が増加傾向にあ
ることから，DM net Oneでは腎機能
低下例をできるだけ早期に基幹病院
へ紹介する基準（表2）を示し，重症
化予防を推進している。この基準は日
本腎臓学会作成・日本医師会監修の
紹介基準（表1）2）を簡潔にわかりやす
くしたものであるといい，細井氏は「糖
尿病性腎症の早期発見を見逃す最大
の原因は，蛋白尿を見落とすことです。
とにかくここを押さえて紹介してほし
い」と強調した。
　また，同センター糖尿病内科の透析
予防外来では，腎症2期（微量アルブ
ミン尿）以上の患者（現に透析療法を
行っている者を除く）を対象に医師・
看護師・管理栄養士のチーム体制で
日常生活指導（減塩，血糖管理，体重

コントロールなど）および運動療法指導
を患者1人あたり3回1クールで行う。
透析予防外来を受診した患者には看
護師作成の手帳を渡し，毎日の食事
内容，歩数，運動の有無などを記入し
てもらう。「糖尿病透析予防指導管理
料において，2016年度には進行した
糖尿病性腎症の患者を対象に，腎不
全期患者指導加算として運動指導が
算定できることになったことから（※現
在は，高度腎機能障害患者指導加
算），透析予防外来では運動療法の
指導にも力を入れています」と話す細
井氏。CKDにおける運動療法の意義
について尋ねたところ，「蛋白尿や腎機
能の悪化を防ぐのはもちろん，筋力維
持が期待できます。筋力維持はフレイ
ル，サルコペニア，骨粗鬆症の予防に
つながることから，特に高齢者におい
てきわめて重要であると考えています。
また，運動療法は認知症予防におい
ても非常に大切です」と指摘。同科で
はCKD患者に適した運動として，ゴム
チューブなどを使って筋肉に負荷をか
けながら行うレジスタンス運動を中心に
指導している。

 地域連携における
 CKD対策のこれから

　DM net Oneによる連携強化を目
指す細井氏は，「現状として，エリア内
すべてのかかりつけ医と連携ができて
いるわけではありません。できるだけ多
くの医師と関係を築いていきたいと考
えています。糖尿病患者さんの中に
は，骨粗鬆症や腰痛治療で通院して
いる整形外科の先生のもとで糖尿病
治療薬を処方されているケースも少な
くありません。なかには高齢者で腎機
能が低下しているにもかかわらず，最
大量の経口血糖降下薬などが投与さ
れているケースも見受けられることか
ら，今後は内科以外の医師との連携も

強化し，透析予防につなげたいと考え
ています」と話した。
　大阪府では大阪慢性腎臓病対策
協議会がCKDに関する定期的な勉
強会や世界腎臓デーに合わせたCKD
啓発イベントを開催し，基幹病院が存
在しない区域を含めたCKD対策に取
り組んでいる。一方，基幹病院が複数
存在する大阪市では，各区域におい
て透析施設も含めた病診・病病連携
が進められているものの，市全体にお
けるCKD対策は十分になされていな
いと小西氏は指摘する。その解決の
糸口は何か。小西氏は，保健師との
連携をポイントに挙げた。「大阪市の保
健所が中心となり，各区域の医師会，
基幹病院，診療所などを取りまとめ，
市全体が一丸となってCKD対策に取
り組める体制が築けると，地域連携も
さらに深まるのではないでしょうか。ま
た，糖尿病性腎症，糖尿病性腎臓病
に対して同じ治療目標をもつ糖尿病専
門医と腎臓内科医の敷居が低くなるよ
う心がけ，密に連携することがますます
必要になると考えています。まずはでき
ることから。その先に，新規透析導入
数の減少など，目に見える成果が待っ
ていると期待しています」（小西氏）。

け医の先生にお願いしています。そし
て半年に1回程度，当科を受診してい
ただき，癌を含めた合併症の精査など
を行うという方針で進めています」。さ
らに「当科ではチーム医療主体で糖尿
病診療を行っており，糖尿病看護認定
看護師が中心となって院内外における
円滑な連携を進めています。また，当
科の糖尿病看護認定看護師は日本糖
尿病療養指導士や大阪糖尿病療養
指導士などの育成にも尽力しており，
講習会の開催・運営にも積極的に取り
組んでくれています」と話し，地域にお
いてさらに連携のキーパーソンになって
ほしいと期待を込めた。

 体験型日帰り糖尿病教室で
 栄養療法や運動療法を実践指導

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科では，チーム医療による体験型日
帰り糖尿病教室（以下，糖尿病教室）
をオープン化で10年以上続けてきた。
同科では1週間の教育入院も実施して
いるが，入院を要するほど重症ではな

い患者，インスリン治療を導入せず内
服薬治療でコントロール可能な患者，
あるいは多忙な患者には1日で終了す
る糖尿病教室を勧めている（12ページ
参照）。糖尿病教室ではヘルシーラン
チを実際に食べながらの栄養指導，
室内でできる運動療法，自己血糖測
定，などをスモールグループで実践指
導している。現在，糖尿病教室は月1
回実施し，地域の医療機関からの参
加者も多いという。「糖尿病は自覚症状
のないバーチャルな病気です。患者さ
んが実際に食事や運動をして，血糖
値や血圧などの数値がどのように変動
するかを体験していただくことがいちば
ん重要だと考えています」（細井氏）。

 5つの基幹病院が参画する
 糖尿病地域連携パス

　大阪市都島区，旭区，鶴見区，城
東区医師会を中心に，2008年から糖
尿病地域連携パス『DM net One』を
導入している。このパスの大きな特徴
は，5つの基幹病院（大阪市立総合医

療センター，済生会野江病院，関西医
科大学総合医療センター，すみれ病
院，城東中央病院）が参画し，地域の
医療機関はいずれの基幹病院へも紹
介が可能という点である。基幹病院
は，研究会などを通じて以前から相互
交流のあった施設。現在，300近い医
療機関が参画しており，二人主治医
制で糖尿病患者の管理・治療や合併
症の発症・進展予防に地域で取り組
んでいる。DM net Oneにおける基幹
病院としての役割について細井氏は
「糖尿病患者さんには癌がみつかるこ
とが多いため，当科で約半年に1回検
査を受けていただいています。肝臓癌
と膵臓癌は見落としやすいことから，特
に早期発見に注力しています。また，
栄養指導，透析予防指導，フットケア
などかかりつけ医の先生のところでは
実施が難しいものは当科が受け持ち，
かかりつけ医の先生方とよい関係を築
けるように心がけています」と話した。
パスの円滑な運用に向けて，「同じこと
を繰り返し繰り返し，地道に続けていく
ことが大切です。症例検討会も2ヵ月に

表1 かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準

（作成：日本腎臓学会　監修：日本医師会）文献2より引用

 総合内科時代からの経験と連携で
 円滑なCKD診療を実践

　大阪市立総合医療センターは1993
年の開院以来，総合内科を設置して
内科系の総合的な診療と同時に腎・
高血圧疾患，代謝・内分泌疾患，血
液疾患などに対する高度な専門診療
を行ってきた。その後，専門領域がそ
れぞれ独立し，現在では腎臓・高血
圧内科，糖尿病内科，内分泌内科，
血液内科などが設置され，より一層充
実した地域医療の推進を図っている。
さらに，腎センター（腎臓・高血圧内
科，泌尿器科，腎移植・透析部），糖
尿病・内分泌センター（糖尿病内科，
内分泌内科，栄養部）などを設置して
センター化に取り組み，領域・臓器別
に内科医，外科医などが診療科の枠
を越え共同で専門的なチーム医療を
展開している。
　腎臓・高血圧内科における2017年
度の年間外来患者数は17,283例，入

院患者数は552例で，蛋白尿・血尿
を呈するネフローゼ症候群，腎炎（膠
原病関連疾患を含む），多発性嚢胞
腎，保存期・末期腎不全，そして血液
浄化療法導入に至るまで幅広い腎疾
患の診療，高血圧の管理・コントロー
ルなどを行う。また，腎生検による腎炎
の早期確定診断が同科診療の柱のひ
とつであり，腎生検数はIgA腎症，糖
尿病性腎症など毎年平均140例前後
にのぼる。大阪市立総合医療センター
の強みについて，小西氏は「臓器別に
捉われず，合併症を含めて患者さんを
全身的に診ることができる点だと思いま
す」と話す。心不全をはじめ多臓器に
わたる合併症を有する腎不全患者が
増えていることから，循環器内科など
他科との連携を密にしているほか，腎
臓・高血圧内科が発足する以前に同
じ総合内科に属していた診療科（内分
泌内科，総合診療科など）とは合同カ
ンファレンスを毎週開催。総合内科で
さまざまな疾患を診療した経験をもつ

小西氏は，「合同カンファレンスでは多
彩な疾患が取り上げられるのでスタッフ
の知識が広がり，また患者さんの紹介
も適切なタイミングでスムーズに行うこと
ができます。これは，総合内科時代の
関係性を維持しつつ診療科が細分化
されていることの大きなメリットであると
感じています」と語った。

 腎センターにおける密接な連携で
 末期腎不全に対応

　透析療法は，腎臓・高血圧内科と
泌尿器科が協力して行っている。近年
では透析導入後早期に腎移植に至る
例や，透析を経ずに先行的腎移植
（PEKT）を行う例が増えている。現在，
腎センターでは血液透析のほか，腹膜
透析，腎移植の選択が可能である。ま
た，小児科や小児腎臓専門医とも連携
し，小児期から成人期まで切れ目なく腎
臓疾患に対応できる体制が整ってい
る。腎センターでは腎移植カンファレン

原疾患 蛋白尿区分 A1 A2 A3

糖尿病

高血圧
腎炎
多発性嚢胞腎
その他

尿アルブミン定量（mg/日）
尿アルブミン/Cr比（mg/gCr）

正常 微量アルブミン尿
30～29930未満

0.15未満

正常
（－）

軽度蛋白尿
（±）尿蛋白定量（g/日）

尿蛋白/Cr比（g/gCr）

G3b
G4
G5

≧90正常または高値G1

G2

G3a

正常または軽度低下

軽度～中等度低下

60～89

45～59

中等度～高度低下
高度低下
末期腎不全

GFR区分
（mL/分/1.73㎡）

紹介

紹介

紹介紹介

紹介
紹介
紹介

紹介
紹介
紹介

紹介
紹介
紹介

40歳未満は紹介，40歳以上は
生活指導・診療継続

30～44
15～29
＜15

血尿+なら紹介，蛋白尿のみ
ならば生活指導・診療継続

0.15～0.49

顕性アルブミン尿
300以上
高度蛋白尿
（＋～）

0.50以上

血尿+なら紹介，蛋白尿のみ
ならば生活指導・診療継続

上記以外に，3ヵ月以内に30％以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。
上記基準ならびに地域の状況等を考慮し，かかりつけ医が紹介を判断し，かかりつけ医と腎臓専門医・専門医療機関で逆紹介や併診等の受診形態を検討する。

●腎臓専門医・専門医療機関への紹介目的（原疾患を問わない）
1） 血尿，蛋白尿，腎機能低下の原因精査
2） 進展抑制目的の治療強化（治療抵抗性の蛋白尿（顕性アルブミン尿），腎機能低下，高血圧に対する治療の見直し，二次性高血圧の鑑別など）
3） 保存期腎不全の管理，腎代替療法の導入

●原疾患に糖尿病がある場合
1） 腎臓内科医・専門医療機関の紹介基準に当てはまる場合で，原疾患に糖尿病がある場合にはさらに糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。
2） それ以外でも以下の場合には糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮する。
 ①糖尿病治療方針の決定に専門的知識（3ヵ月以上の治療でもHbA1cの目標値に達しない，薬剤選択，食事運動療法指導など）を要する場合
 ②糖尿病合併症（網膜症，神経障害，冠動脈疾患，脳血管疾患，末梢動脈疾患など）発症のハイリスク患者（血糖・血圧・脂質・体重等の難治例）である場合
 ③上記糖尿病合併症を発症している場合
 なお，詳細は「糖尿病治療ガイド」を参照のこと。
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スを月1回開催しており，「以前は透析
室で顔を合わせていただけの関係でし
たが，カンファレンスなどを通じて関係者
全員が密に接することができる環境が
築けたことは，腎センター発足による成
果のひとつです」と小西氏は話す。

 CKD患者における
 短期教育入院の意義

　大阪市立総合医療センター腎臓・
高血圧内科における2017年度の血液
透析導入患者数は90例であり，原因
疾患としては糖尿病性腎症が43例と
最も多く，次いで腎硬化症23例，慢性
糸球体腎炎・一次性ネフローゼ症候
群10例と続く。同科ではこれらの疾患
による保存期腎不全患者を対象に腎
不全教室を開催し，1週間以内の短期
教育入院により医師，看護師，栄養士
および薬剤師が病態，薬物療法，食事
療法に関する講義・指導を行うとともに
薬剤の見直しを実施してかかりつけ医
との連携につなげている。腎不全教室
には年間約80人の参加があり，「短期
でも入院していただくことで，短時間の
外来診療では十分に説明・指導がで
きない治療の重要性や日常生活上の
注意点を繰り返し伝えることが可能で

す。また，入院中に適正な食事量や内
容を患者さんに知っていただくことも大
きな意味があります」と小西氏はCKD
患者の教育入院を推進している。

 互いの役割を見据えた
 CKD医療連携の取り組み

　日本腎臓学会の「エビデンスに基づ
くCKD診療ガイドライン2018」では，
「かかりつけ医から腎臓専門医・専門
医療機関への紹介基準」（表1）2）が新
たに示された。それにともない，小西
氏のもとには軽症例の紹介が増えたと
いう。「クレアチニン値の上昇を認めて
からでは，当科での治療にも限界があ
ります。紹介基準に従い早い段階で
紹介し，患者さんにも早期診断・治療
の必要性を認識していただくことが大
切です。軽症例を紹介することに躊躇
される先生もいらっしゃいますが，われ
われとやりとりをする中で徐々に紹介す
べきケースの見極めがついてくると思
いますので，最初は幅広く紹介してい
ただくとよいと思います」。さらに小西
氏は「かかりつけ医の先生方全員が
CKD診療に十分対応できるわけでは
なく，CKD連携パスを活用できる施設
は一部に限られています。現状として

は，CKDの進行とともにかかりつけ医
の先生のご事情を踏まえながら，お互
いの役割分担を調整し，必要に応じて
併診するなど柔軟に対応しながら連携
をとっています」と説明した。

 地域連携を重視した
 糖尿病専門診療の実際

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科における2017年度の年間外来患
者数は21,098例。妊娠糖尿病外来，
透析予防外来，合併症予防外来など
特殊外来を設けてオープン化し（地域
医療機関からの直接予約可能），地
域連携を重視している。同科の外来
実患者数（かかりつけ医との併診含
む）約5,000例のうち1型糖尿病が約
300例，残りの大半が2型糖尿病で，
インスリン治療導入患者が2,000例弱。
糖尿病診療における地域医療連携の
実際について細井氏は「投薬・運動・
食事・フットケア・自己血糖測定などの
在宅療養指導や透析予防指導は，当
科特殊外来で専属のスタッフが受け持
ちます。必要であれば入院により薬剤
調整を行うなどして患者さんを紹介元
へお返しし，病状が安定している状態
の投薬・管理は原則として，かかりつ

1回行い，基幹病院のスタッフとかかり
つけ医の先生方が顔見知りの関係を
築き，パスが定着・拡大することを目指
しています。また，2年ほど前から薬剤
師の方々にも症例検討会に参加してい
ただき，処方箋だけでは得られない知
識を症例ベースで学んでいただくなど
病薬連携の推進にも力を入れていま
す」とする一方，「糖尿病連携手帳（日
本糖尿病協会作成）をツールとして活
用していますが，患者さんの半数が診
察時に持ってこないのが現実です。そ
の理由は忘れたり，なくしてしまったりと
さまざまですが，お薬手帳のようには普
及しておらず，なかなか100％の活用
には至っていません。連携手帳の持参
についても繰り返し指導しています」と
苦労も垣間見える。

 糖尿病性腎症の重症化予防に向けて

　大阪市立総合医療センターでは，
糖尿病性腎症患者の外来診療は糖
尿病内科が窓口となり，腎臓・高血圧
内科と連携して進めている。近年，高
齢の糖尿病患者が増えていることにと
もない腎機能低下例が増加傾向にあ
ることから，DM net Oneでは腎機能
低下例をできるだけ早期に基幹病院
へ紹介する基準（表2）を示し，重症
化予防を推進している。この基準は日
本腎臓学会作成・日本医師会監修の
紹介基準（表1）2）を簡潔にわかりやす
くしたものであるといい，細井氏は「糖
尿病性腎症の早期発見を見逃す最大
の原因は，蛋白尿を見落とすことです。
とにかくここを押さえて紹介してほし
い」と強調した。
　また，同センター糖尿病内科の透析
予防外来では，腎症2期（微量アルブ
ミン尿）以上の患者（現に透析療法を
行っている者を除く）を対象に医師・
看護師・管理栄養士のチーム体制で
日常生活指導（減塩，血糖管理，体重

コントロールなど）および運動療法指導
を患者1人あたり3回1クールで行う。
透析予防外来を受診した患者には看
護師作成の手帳を渡し，毎日の食事
内容，歩数，運動の有無などを記入し
てもらう。「糖尿病透析予防指導管理
料において，2016年度には進行した
糖尿病性腎症の患者を対象に，腎不
全期患者指導加算として運動指導が
算定できることになったことから（※現
在は，高度腎機能障害患者指導加
算），透析予防外来では運動療法の
指導にも力を入れています」と話す細
井氏。CKDにおける運動療法の意義
について尋ねたところ，「蛋白尿や腎機
能の悪化を防ぐのはもちろん，筋力維
持が期待できます。筋力維持はフレイ
ル，サルコペニア，骨粗鬆症の予防に
つながることから，特に高齢者におい
てきわめて重要であると考えています。
また，運動療法は認知症予防におい
ても非常に大切です」と指摘。同科で
はCKD患者に適した運動として，ゴム
チューブなどを使って筋肉に負荷をか
けながら行うレジスタンス運動を中心に
指導している。

 地域連携における
 CKD対策のこれから

　DM net Oneによる連携強化を目
指す細井氏は，「現状として，エリア内
すべてのかかりつけ医と連携ができて
いるわけではありません。できるだけ多
くの医師と関係を築いていきたいと考
えています。糖尿病患者さんの中に
は，骨粗鬆症や腰痛治療で通院して
いる整形外科の先生のもとで糖尿病
治療薬を処方されているケースも少な
くありません。なかには高齢者で腎機
能が低下しているにもかかわらず，最
大量の経口血糖降下薬などが投与さ
れているケースも見受けられることか
ら，今後は内科以外の医師との連携も

強化し，透析予防につなげたいと考え
ています」と話した。
　大阪府では大阪慢性腎臓病対策
協議会がCKDに関する定期的な勉
強会や世界腎臓デーに合わせたCKD
啓発イベントを開催し，基幹病院が存
在しない区域を含めたCKD対策に取
り組んでいる。一方，基幹病院が複数
存在する大阪市では，各区域におい
て透析施設も含めた病診・病病連携
が進められているものの，市全体にお
けるCKD対策は十分になされていな
いと小西氏は指摘する。その解決の
糸口は何か。小西氏は，保健師との
連携をポイントに挙げた。「大阪市の保
健所が中心となり，各区域の医師会，
基幹病院，診療所などを取りまとめ，
市全体が一丸となってCKD対策に取
り組める体制が築けると，地域連携も
さらに深まるのではないでしょうか。ま
た，糖尿病性腎症，糖尿病性腎臓病
に対して同じ治療目標をもつ糖尿病専
門医と腎臓内科医の敷居が低くなるよ
う心がけ，密に連携することがますます
必要になると考えています。まずはでき
ることから。その先に，新規透析導入
数の減少など，目に見える成果が待っ
ていると期待しています」（小西氏）。

け医の先生にお願いしています。そし
て半年に1回程度，当科を受診してい
ただき，癌を含めた合併症の精査など
を行うという方針で進めています」。さ
らに「当科ではチーム医療主体で糖尿
病診療を行っており，糖尿病看護認定
看護師が中心となって院内外における
円滑な連携を進めています。また，当
科の糖尿病看護認定看護師は日本糖
尿病療養指導士や大阪糖尿病療養
指導士などの育成にも尽力しており，
講習会の開催・運営にも積極的に取り
組んでくれています」と話し，地域にお
いてさらに連携のキーパーソンになって
ほしいと期待を込めた。

 体験型日帰り糖尿病教室で
 栄養療法や運動療法を実践指導

　大阪市立総合医療センター糖尿病
内科では，チーム医療による体験型日
帰り糖尿病教室（以下，糖尿病教室）
をオープン化で10年以上続けてきた。
同科では1週間の教育入院も実施して
いるが，入院を要するほど重症ではな

い患者，インスリン治療を導入せず内
服薬治療でコントロール可能な患者，
あるいは多忙な患者には1日で終了す
る糖尿病教室を勧めている（12ページ
参照）。糖尿病教室ではヘルシーラン
チを実際に食べながらの栄養指導，
室内でできる運動療法，自己血糖測
定，などをスモールグループで実践指
導している。現在，糖尿病教室は月1
回実施し，地域の医療機関からの参
加者も多いという。「糖尿病は自覚症状
のないバーチャルな病気です。患者さ
んが実際に食事や運動をして，血糖
値や血圧などの数値がどのように変動
するかを体験していただくことがいちば
ん重要だと考えています」（細井氏）。

 5つの基幹病院が参画する
 糖尿病地域連携パス

　大阪市都島区，旭区，鶴見区，城
東区医師会を中心に，2008年から糖
尿病地域連携パス『DM net One』を
導入している。このパスの大きな特徴
は，5つの基幹病院（大阪市立総合医

療センター，済生会野江病院，関西医
科大学総合医療センター，すみれ病
院，城東中央病院）が参画し，地域の
医療機関はいずれの基幹病院へも紹
介が可能という点である。基幹病院
は，研究会などを通じて以前から相互
交流のあった施設。現在，300近い医
療機関が参画しており，二人主治医
制で糖尿病患者の管理・治療や合併
症の発症・進展予防に地域で取り組
んでいる。DM net Oneにおける基幹
病院としての役割について細井氏は
「糖尿病患者さんには癌がみつかるこ
とが多いため，当科で約半年に1回検
査を受けていただいています。肝臓癌
と膵臓癌は見落としやすいことから，特
に早期発見に注力しています。また，
栄養指導，透析予防指導，フットケア
などかかりつけ医の先生のところでは
実施が難しいものは当科が受け持ち，
かかりつけ医の先生方とよい関係を築
けるように心がけています」と話した。
パスの円滑な運用に向けて，「同じこと
を繰り返し繰り返し，地道に続けていく
ことが大切です。症例検討会も2ヵ月に

表2 DM net One紹介指針

1） 日本透析医学会. わが国の慢性透析療法の現況. 
2016年12月31日現在.

2） 日本腎臓学会 編. エビデンスに基づくCKD診療ガイド
ライン2018. 東京 : 東京医学社 ; 2018.
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 総合内科時代からの経験と連携で
 円滑なCKD診療を実践

　大阪市立総合医療センターは1993
年の開院以来，総合内科を設置して
内科系の総合的な診療と同時に腎・
高血圧疾患，代謝・内分泌疾患，血
液疾患などに対する高度な専門診療
を行ってきた。その後，専門領域がそ
れぞれ独立し，現在では腎臓・高血
圧内科，糖尿病内科，内分泌内科，
血液内科などが設置され，より一層充
実した地域医療の推進を図っている。
さらに，腎センター（腎臓・高血圧内
科，泌尿器科，腎移植・透析部），糖
尿病・内分泌センター（糖尿病内科，
内分泌内科，栄養部）などを設置して
センター化に取り組み，領域・臓器別
に内科医，外科医などが診療科の枠
を越え共同で専門的なチーム医療を
展開している。
　腎臓・高血圧内科における2017年
度の年間外来患者数は17,283例，入

院患者数は552例で，蛋白尿・血尿
を呈するネフローゼ症候群，腎炎（膠
原病関連疾患を含む），多発性嚢胞
腎，保存期・末期腎不全，そして血液
浄化療法導入に至るまで幅広い腎疾
患の診療，高血圧の管理・コントロー
ルなどを行う。また，腎生検による腎炎
の早期確定診断が同科診療の柱のひ
とつであり，腎生検数はIgA腎症，糖
尿病性腎症など毎年平均140例前後
にのぼる。大阪市立総合医療センター
の強みについて，小西氏は「臓器別に
捉われず，合併症を含めて患者さんを
全身的に診ることができる点だと思いま
す」と話す。心不全をはじめ多臓器に
わたる合併症を有する腎不全患者が
増えていることから，循環器内科など
他科との連携を密にしているほか，腎
臓・高血圧内科が発足する以前に同
じ総合内科に属していた診療科（内分
泌内科，総合診療科など）とは合同カ
ンファレンスを毎週開催。総合内科で
さまざまな疾患を診療した経験をもつ

小西氏は，「合同カンファレンスでは多
彩な疾患が取り上げられるのでスタッフ
の知識が広がり，また患者さんの紹介
も適切なタイミングでスムーズに行うこと
ができます。これは，総合内科時代の
関係性を維持しつつ診療科が細分化
されていることの大きなメリットであると
感じています」と語った。

 腎センターにおける密接な連携で
 末期腎不全に対応

　透析療法は，腎臓・高血圧内科と
泌尿器科が協力して行っている。近年
では透析導入後早期に腎移植に至る
例や，透析を経ずに先行的腎移植
（PEKT）を行う例が増えている。現在，
腎センターでは血液透析のほか，腹膜
透析，腎移植の選択が可能である。ま
た，小児科や小児腎臓専門医とも連携
し，小児期から成人期まで切れ目なく腎
臓疾患に対応できる体制が整ってい
る。腎センターでは腎移植カンファレン

❶ 尿蛋白 ±以上（繰り返す）または
 尿アルブミン30mg/g Cre以上
 （繰り返す）

❷ 尿蛋白と血尿がともに＋1以上

❸ eGFR45mL/min以下

以下のいずれかに当てはまる糖尿病患者：
（尿定性検査　必須）

腎症重症化予防のために基幹病院へ紹介してい
ただく指針（平成30年2月の日本医師会の紹介
基準を簡潔にしました。）
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Answer

Question糖尿病に関連する腎疾患では，
糖尿病性腎臓病という新たな概念が出てきています。
地域連携は今後どうあるべきでしょうか。

References
1） 日本腎臓学会 編. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018. 東京 : 東
京医学社 ; 2018．

2） Perkins BA, et al. J Am Soc Nephrol. 2007 ; 18 : 1353-61．

小西先生からの質問

INTERFACE
糖尿病専門医，腎臓専門医，腎移植医，かかりつけ医がそれぞれの立場から，
日常診療で気をつけるべきポイントなどについて解説します。

腎臓専門医

　糖尿病性腎臓病（diabetic kidney disease；
DKD）は典型的な糖尿病性腎症に加え，顕性アル
ブミン尿を伴わないままGFRが低下する非典型的な
糖尿病関連腎疾患を含む概念であり1），糖尿病診
療を担うわれわれと腎臓専門医のより密な連携が必
要になると思われます。特に，最近ではeGFRの低
下速度が速い症例が存在することが明らかになって
おり2），そういった症例には糸球体腎炎やその他の
腎炎が隠れている可能性もありますので，腎臓内科
医の視点で一度診ていただくことが重要だと考えて
います。実際，われわれの施設では腎臓内科と糖尿
病内科が併診で対応している糖尿病患者さんが非
常に多く，腎症4期（eGFR30mL/分/1.73m2未
満）に至り，一度腎臓内科の先生に診ていただいた
ケースが増えている印象です。DKDの管理において
は，腎臓専門医と糖尿病専門医がそれぞれの専門
性を生かして両者の視点で患者さんを見守り，互い
に協力しながら同日に診る，あるいは交互に診るなど
患者さんが双方の診療を受けやすい環境を整えるこ
とも大切ではないでしょうか。
　一方，かかりつけ医の先生には，蛋白尿とGFRの

2つを必ずみていただきたいと考えています。なかには
クレアチニン値で腎機能を判断している先生もいらっ
しゃいますが，慢性腎臓病の診断基準や進行度は
GFRによって判定するためGFRの測定が必須です。
さらに，血尿は腎炎やその他の泌尿器疾患の指標に
もなりますので，見落とさないよう注意する必要があり
ます。われわれはこれらを踏まえ，基幹病院の糖尿病
内科を中心とした糖尿病地域連携強化のため，基幹
病院への紹介指針をかかりつけ医の先生方に配布
し，糖尿病性腎症の早期発見・重症化予防に取り組
んでいます。基幹病院によっては腎臓内科のない施
設もありますので，泌尿器系の疾患が疑われる場合も
含めて，まずは糖尿病内科に紹介いただくかたちで展
開しています。また，糖尿病患者さんが内科以外に整
形外科などをかかりつけにしている場合もあることから，
幅広い診療科の先生方に尿蛋白・GFR測定の重要
性を理解していただく必要があると考えています。

細井先生の回答
糖尿病専門医

細井雅之

地方独立行政法人
大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター　
糖尿病内科部長/栄養部部長/
糖尿病・内分泌センター長

糖尿病専門医の立場から

糖尿病専門医と腎臓専門医は
それぞれの専門性を生かしつつ
互いに協力し，かかりつけ医は尿蛋白・GFR測定の
重要性に注目して早期発見に努めることが一層求められます。
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Answer

Question

かかりつけ医の立場から

糖尿病性腎症患者を腎臓内科へ紹介する適切な
タイミング，外来フォロー間隔，処方内容決定の
あり方について教えてください。

1） 日本腎臓学会 編. エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2018. 東京 : 東
京医学社；2018．

Reference

紹介基準に沿って早いタイミングで
紹介し，外来フォロー間隔や処方内容の決定は
お互いの状況に応じて柔軟に行うことが望ましいと思います。

泉岡利於

小西先生の回答
腎臓専門医

細井先生からの質問
糖尿病専門医

　紹介時期は，「エビデンスに基づくCKD診療ガイドラ

イン2018」において新たに示された「かかりつけ医から

腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準」1）に沿って

いただくことが最も適切であると思います。微量アルブミ

ン尿を認めて血尿ありまたはeGFR60mL/分/1.73m2

未満（CKDステージG3a）の患者さん，さらに顕性アル

ブミン尿に進行した患者さんは腎臓専門医が一度診察

するべきであると考えています。たとえばネフローゼ症候

群を呈し，eGFR30mL/分/1.73m2未満の段階で紹

介となった場合，腎代替療法へ至る時間も短く，患者さ

んの病識の受け入れが悪くなってしまうことが多々ありま

す。そのため，早期に腎臓専門医が診て，糖尿病性腎

症または糖尿病性腎臓病を合併していることを指摘し，

患者さんに治療への心構えをしていただくことが重要で

す。また，CKDステージG3b，G4に至ると代謝性アシ

ドーシス，カルシウム・リンの代謝異常，腎性貧血，高

血圧が増悪することから，常に糖尿病専門医と腎臓専

門医で併診を行うのが望ましいと思います。最近では，

先行的腎移植症例が増えていますので，早い段階から

腎臓内科や腎センターが関与すべきだと考えています。

　外来フォロー間隔，処方内容の決定は，それぞれの

病院，専門医によって，また地域医療機関との連携体

制に従って柔軟に行えればよいのではないでしょうか。

当科では2～3ヵ月に1回の定期受診を基本とし，かか

りつけ医で2週または4週ごとに診ていただき，状態が

悪化した場合にはすぐに当科で対応する方針にしてい

ます。一方，大阪市立総合医療センター内で糖尿病専

門医と腎臓専門医の診察を受けている患者さんの場合

は，それぞれの主治医が1ヵ月または1ヵ月半ごとなど交

互に診察を受け持つ，あるいは2～3ヵ月に1回受診す

る同日に両者がそれぞれ診察するなどさまざまで，患者

さんの病状や都合に応じて決めています。また，かかり

つけ医に患者さんをお返しする際に処方薬の情報もお

伝えしますが，たとえば診療所では血中重炭酸濃度の

測定が難しく，アルカリ化剤の重炭酸ナトリウムを処方

しづらかったり，貧血に対するエリスロポエチン皮下注

射の扱いが難しい場合もあると思いますので，状況に

応じて必要な場合は当科で対応するようにしています。

腎臓専門医の立場から

地方独立行政法人
大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター　
腎臓・高血圧内科部長/
腎センター長

地方独立行政法人
大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター
泌尿器科 副部長

医療法人社団宏久会
泉岡医院 院長

浅井利大小西啓夫
腎移植医の立場から
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Answer

Question今後透析を経ずに腎移植を行う先行的腎移植患者が
ますます増えていくと考えます。紹介すべき患者や
適切なタイミングを教えてください。

INTERFACE

　先行的腎移植（p r e - e m p t i v e  k i d n e y  
transplantation；PEKT）について，末期腎不全
に至るリスクのあるCKD患者さんは，以下のような
場合を除けばほぼすべて適応といってもよいでしょう。
感染症や悪性腫瘍がある場合は，移植後の免疫抑
制により増悪するリスクがあるため，適応を慎重に検
討する必要があります。また，心血管系疾患などの
合併症も，場合によってはまず透析を導入し，検査・
治療を終えてからの移植となることもあります。特に
年齢の上限はありませんが，身体年齢を考慮して適
応を検討します。
　これらの評価を厳密に行う必要があるため，紹介
のタイミングはCKDステージG4（eGFR30mL/分/ 
1.73m2未満）となった時点，DKD（diabetic kidney 
disease：糖尿病性腎臓病）の患者さんではもう少し
早くステージG3b（eGFR 45mL/分/1.73m2未
満）となった時点を目安にしていただければと考えて
います。腎移植はあくまでも腎臓を提供してくださるド
ナーあっての治療ですが，わが国では献腎ドナー（脳
死・心停止）の数がまだ少ないのが現状です。現在

では透析導入前に献腎移植の登録を行うことも可能
となりましたが，現実的にはPEKTのほとんどが生体
腎移植ということになります。このためCKD患者さん
のみならず，ドナー候補の方に対しても，時間をかけ
て腎移植の説明を行う必要があります。CKD患者さ
んにとっても新たな段階の治療に移行していくわけで
すから，信頼関係を築き深めるためにも，紹介のタイ
ミングを遅らせないことは重要です。実際にドナー・レ
シピエント両者の，組織適合性検査を含めた精査の
ためには，最低でも2～3ヵ月必要です。
　また，移植後には免疫抑制を行うため生ワクチン
の接種ができないこと，不活化ワクチンも免疫誘導
が不十分となりやすいことから，移植前に必要なワク
チン接種を行っておく必要があります。なかでもB型
肝炎ワクチンは，3回の接種に約6ヵ月間が必要で
す。腎臓内科にご紹介の際に，一緒に泌尿器科や
腎移植レシピエントコーディネーターの外来も受診
し，腎移植の説明を受けていただいてもよいかと考え
ます。

感染症や悪性腫瘍がある場合を除き，
多くの患者さんが適応といえます。
CKDステージG4またはG3bが紹介の目安です。

小西先生からの質問
腎臓専門医

浅井先生の回答
腎移植医
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Answer

Question腎代替療法の説明時に気をつけていることを
教えてください。

　以前，先行的腎移植を考慮に入れていないときは，
CKDステージG5（eGFR15mL/分/1.73m2未満）に
なる頃より，血液透析と腹膜透析の選択を中心に話し
ていました。腎移植についても，透析導入の際に，腎移
植・透析部や泌尿器科の先生にお話をいただくかたち
でした。しかし，生体腎移植患者の増加や先行的腎移
植患者の生着率や生存率が良好であることが知られる
ようになりました。また当院でも2009年より腎センター
として，腎臓・高血圧内科と腎移植・透析部，泌尿器
科の連携が密になるにつれて，腎臓・高血圧内科医師
全員が，腎代替療法の説明が以前に比べ，早くなって
きました。現在は，当科の腎不全教室に参加される患
者さんにはCKDの病期に関係なく，腎代替療法の説明
をしています。CKDの早い段階では，腎代替療法に関
して関心をもてない方もいますが，説明を聞くと慢性腎
臓病の保存療法への意識も大きく変わります。また，教
室に参加されない患者さんにも，CKDステージG4
（eGFR30mL/分/1.73m2未満）の段階でお話するよ
うにしています。さらに興味をもたれる方には，腎代替療
法選択外来を受診していただき，日本臨床腎移植学会
腎移植認定医である腎移植・透析部の金 卓部長，浅
井利大先生に受診し，さらに移植コーディネーターであ

り，腎臓病療養指導士である看護師より説明してもらう
ようにしています。当院では，蛋白尿・血尿からCKDス
テージG5までは腎臓・高血圧内科中心に診療し，ス
テージG5D（透析療法中）以降では，金部長を中心に，
浅井先生を含む泌尿器科医師と当科医師がともに治療
に参加し，血液透析，腹膜透析，腎移植患者に対応し
ています。腎センターには日本腎臓学会，日本泌尿器
科学会，日本透析医学会，日本臨床腎移植学会，日本
高血圧学会などの専門医が重層的に患者さんに対応で
きる体制があります。また当院は小児腎臓内科，小児泌
尿器科，糖尿病内科など58科があり，すべての年齢の
慢性腎臓病とその合併症の患者さんに対して対応でき
ます。腎臓・高血圧内科では，腎移植患者の管理治療
において金部長，浅井先生が行う内科的治療への依
存度を少しでも軽減できるよう，移植管理を内科医中心
に行っている施設に若手医師を派遣し，研修を進めて，
移植内科医を育成する予定です。今後も院内での
CKD患者の診断・治療の力を，腎移植・透析部を腎
臓・高血圧内科と泌尿器科の連携の接着剤として，浅
井先生とともに高めていきたいと考えています。そのうえ
で，患者さんの腎代替療法の選択が，より一層スムーズ
かつスピーディーに進むよう努力していきたいと思います。

CKDの病期に関係なく，
腎代替療法の説明をするなど，患者さんに慢性腎臓病の
保存療法に対する意識を変えていただけるよう努めています。

小西先生の回答
腎臓専門医

浅井先生からの質問
腎移植医



Answer

Question

CKD Liaison No.1310

INTERFACE

重症低血糖が危惧される薬剤を
使用している場合には腎機能低下を考慮し，
年齢層別の目標値および目標下限値を目安とします。

1） 一般社団法人 日本糖尿病学会ホームページ（http://www. jds.or. jp/）

Reference

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c値）が
発表されています。身体機能が高い高齢患者において，
治療目標を個別に設定する際のポイントについて教えてください。

細井先生の回答
糖尿病専門医

泉岡先生からの質問
かかりつけ医

　高齢者糖尿病の治療向上のための日本糖尿病
学会と日本老年医学会の合同委員会が発表した
「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c
値）」では，患者の特徴・健康状態に応じてカテゴリー
Ⅰ～Ⅲに分類し，カテゴリー別の目標値が示されま
した1）。身体機能が高い高齢糖尿病患者は，認知
機能正常かつ日常生活動作（ADL）が自立している
カテゴリーⅠに分類されます。
　カテゴリー別の目標HbA1c値は，重症低血糖が
危惧される薬剤（インスリン製剤，スルホニル尿素薬
（SU薬），グリニド薬など）の使用の有無に分けて示
されており，さらにカテゴリーⅠのうち，重症低血糖が
危惧される薬剤使用ありでは，「65歳以上75歳未
満」と「75歳以上」の年齢層それぞれに目標下限値
が設けられています。これは，腎機能に基づく考え方
が大きく，SU薬やインスリン製剤の使用により重症
低血糖に陥ると腎機能低下を起こすこと，さらに75
歳以上ではeGFR45mL/分/1.73m2未満の患者
が多くなることに鑑みたものです。高齢者は低血糖
の自覚症状が乏しいため，重症低血糖をきたしやす

く，重症低血糖が危惧される薬剤を使用している場
合には特に注意が必要であることから，目標下限値
が設定されたと考えられます。ただし，目標下限値を
下回ったり，目標値を上回ったりしてはいけないという
ことではありませんので，目標値および目標下限値は
あくまでも目安として考えればよいでしょう。
　一方，重症低血糖が危惧される薬剤を使用して
いない場合は，目標下限値が設定されていません。
高齢の糖尿病患者における合併症予防のための目
標HbA1c値は7.0％未満ですが，適切な食事療法
や運動療法だけで達成可能な場合，または薬物療
法の副作用なく達成可能な場合の目標を6.0％未
満，治療の強化が難しい場合の目標を8.0％未満と
することが推奨されています1）。これらの目標値を目
安に，健康状態や認知機能，身体機能などを考慮し
てそれぞれの患者さんの治療目標を決めていきます。
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Question
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細井先生からの質問
糖尿病専門医

　大阪市北東部（都島区，旭区，鶴見区，城東区）
では糖尿病地域連携の会『DM net One』を立ち上
げ，5つの基幹病院（大阪市立総合医療センター，
済生会野江病院，関西医科大学総合医療セン
ター，すみれ病院，城東中央病院）と地域の医療機
関とが連携して患者さんの糖尿病管理を行っていま
す。近年，わが国では糖尿病性腎症の重症化予防
が大きな課題であり，DM net Oneでは腎症予防に
介入すべき患者を基幹病院へ紹介する指針［以下
のいずれかに当てはまる糖尿病患者（尿定性検査 
必須）：①尿蛋白±以上（繰り返す）または尿アルブ
ミン30mg/g Cre以上（繰り返す），②尿蛋白と血
尿がともに＋1以上，③eGFR45mL/min以下］を
示し，重症化予防に取り組んでいます。この指針が
示される前は，多忙な基幹病院の先生方に軽症例
を紹介するのを躊躇することが多々ありましたが，具
体的な紹介基準が示されたことで，われわれかかり
つけ医は，腎症の合併を疑う糖尿病患者さんを紹介
しやすくなりました。紹介患者さんの診察予約は基
幹病院の地域医療連携室を介して行っており，平日
（月曜日～金曜日）の午前中から夜8時までご担当

者に対応いただき，予約診察日時などが決定するシ
ステムとなっています。一方，当院は地域医療連携
室が業務を行っていない土曜日の午前中も診療を
行っていますが，そのときに患者さんを紹介しようとし
ても，その場で予約受付を済ませることができないの
が現状です。一部の地域で実践されているインター
ネットを利用したシステムを導入できれば，地域医療
連携室が業務時間外であっても，予約可能な診療
時間をこちらで検索して予約できるという利点がある
と思います。
　また，基幹病院とかかりつけ医で併診により経過
観察を行っていくうえでも，患者さんの検査データを
電子的に共有できるシステムがあると書類作成など
の手間が省けて医師の負担軽減につながるのでは
ないでしょうか。さらに，腎症をはじめとする合併症を
有する患者さんの管理において，専門医とかかりつ
け医がメールなどで双方向に相談し合えるシステム
が構築されれば，紹介するタイミングの見極めや在
宅医療の受け入れ状況といった情報交換も行いや
すくなるかもしれません。

インターネットによる予約など，
紹介先の予約窓口（地域医療連携室）が
受付を行っていない曜日や時間帯にも
予約可能なシステムがあると便利だと思います。

泉岡先生の回答
かかりつけ医

腎症の合併を疑う糖尿病患者さんを
専門医・専門医療機関へ紹介する際に，
どのような予約システムがあるとよいとお考えでしょうか。
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細井雅之 糖尿病内科部長/栄養部部長/糖尿病・内分泌センター長
小西啓夫 腎臓・高血圧内科部長/腎センター長

大阪市立総合医療センター

クリニカルパス・その他ツール

大阪市立総合医療センターの『体験型日帰り糖尿病教室』と
『腎不全教室』についてご紹介します。

　当院には1週間の療養指導入院（教育入院）もありますが，
そのほかに月に1回，「体験型日帰り糖尿病教室」を開催して
います。内服薬治療でコントロール可能な患者さんや多忙で
入院が難しい患者さんなどが対象です。食事療法や運動療
法，薬剤に関する講義も行いますが，この教室の目玉は，ヘ
ルシーランチを食べながら行う栄養指導やウォーキングコー
スを使っての運動療法の実践，血糖の自己測定などを患者さ
んに体験してもらうこと。最大6人のスモールグループでの
実践指導で，運動療法の前後に血圧や血糖測定を行うなど，
実際の効果を目で見て確かめてもらっています。
　こういった日帰り教室は，毎週開催して2ヵ月で1クールに

するなどの方法もありますが，途中で来られなくなる方もい
らっしゃいますので，当院では1回でひととおりの内容が終わ
る方式にしています。日帰り教室を始めてから約10年，体
験型の教室にしてから約8年経ちますが，仕事などで忙しく
1週間の教育入院を受けられない方などが紹介で来られる
ケースも多く，参加された方にも大変好評です。
　糖尿病は自覚症状に乏しいバーチャルな病気と言われま
す。数値だけ見てにらめっこをしていてもよくわからないこと
も多いと思いますので，食べる，運動する，血糖値を測って
みるこの体験型教室に1人でも多く参加してもらえるよう，
今後も力を入れていきたいと思います。（細井雅之）

図1 体験型日帰り糖尿病教室

10時

10時20分

11時00分

11時50分

12時50分

13時20分

14時40分

15時10分

15時40分

16時10分

オリエンテーション

講義「糖尿病ってどんな病気？」

講義「食事療法ってツライのですか？」

昼食　◎ランチを食べながら学びましょう

講義「運動療法はどうやればいいのですか？」

実技　◎みんなで一汗流しましょう（血圧・血糖測定）

講義「合併症って怖いんですか？」「治療に必要な検査って？」

薬のQ＆A：知っておきたい薬の知識

日常生活Q＆A：知っておきたい日常生活の注意点

まとめ　◎質疑応答  糖尿病医療
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　糖尿病性腎症は新規透析導入原疾患の第1位1）ですが，
当院でも新規導入の約半数が糖尿病性腎症で，第2位が慢
性腎炎，第3位が腎硬化症と続きます。当院では，これら3
疾患の慢性腎不全の患者さんを対象に，1週間以内の短期
教育入院を行う腎不全教室を行っています。対象人数は毎週
1～2人。病気や治療法への理解を深めてもらうため，マン
ツーマンのQ＆A（質疑応答）形式を採用しています。教室で
は，医師や看護師が腎臓のはたらきや腎不全について講義を
行うほか，薬剤師は服薬指導を行い，管理栄養士は実践的な
食事療法を指導します。この教室のために入院されるのは，
1年間で80人ほど。栄養指導などは外来でもできるのです
が，入院してもらうと食事も数回体験してもらうことができま

すし，外来の5分，10分では伝えきれないことも，じっくり話
してお伝えすることができます。
　金曜日の夕方には，医師，看護師，薬剤師，管理栄養士の
四者でカンファレンスを行い，患者さんの理解度を確認して
います。患者さんのモチベーションが高まり，腎不全の進行
が緩やかになるケースも多く，四者で役割分担をしながらも，
重層的に繰り返し重要なことをお伝えできるのが効果的なの
ではないかと考えています。（小西啓夫）

図2 腎不全教室日程表

/

木

10時

13時

14時

15時

体重

血圧 朝

夕

帰院

金 土 日 月 火

/ / / / /

講義：看護師
（ビデオ）
「腎臓の働き」
（パンフレット）
「日常生活の過ごし方」

講義：栄養士
（パンフレット）
「食事療法」
「外泊時の食事表
記入について」

外泊
（1泊2日）

外泊中のお食事を
食事表に記入して
ください

/　（　）
:

栄養士
「個人栄養指導」
2階栄養指導室

9：45～
講義：腎臓内科専門医
「腎不全とは」

講義：薬剤師
「薬物療法」

（ビデオ）
「腎不全と食事療
法について」
「透析について」

1） 日本透析医学会. わが国の慢性透析療法の現況. 2016年12月31日現在.
Reference
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　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

　2000年九州大学医学部卒業。同年5月 九州大学
病院，2001年5月北九州市立若松病院（現 産業医
科大学若松病院）勤務を経て，2001年11月 新日鐵
八幡記念病院（現 製鉄記念八幡病院）勤務。その後，
聖マリア病院糖尿病内科，九州大学病院第二内科，福
岡歯科大学総合医学講座，聖マリア病院糖尿病内分泌
内科，公立学校共済組合九州中央病院糖尿病内分泌
内科勤務を経て，2014年4月より製鉄記念八幡病院
糖尿病内科医長，2016年4月 門司掖済会病院内科
部長，2018年4月より製鉄記念八幡病院糖尿病内科
部長。研修医時代，治療に前向きでない糖尿病患者さ
んの様子を見て，専門医になることを決意。

〒805 -8508 福岡県北九州市八幡東区春の町一丁目1番1号　http://www.ns.yawata -mhp.or.jp/

　糖尿病治療の基本は，良好な血糖コントロールを維持
し，合併症の発症や進展を阻止することにあるのはいうま
でもない。各施設では医師や専門職による懸命な療養指
導が行われているが，病気と向き合い，主体的かつ積極的
に治療に取り組んでもらうことをすべての患者に納得して
もらうのは難しい。製鉄記念八幡病院糖尿病内科は
1988年以来，30年にわたる糖尿病教育入院の歴史を有
しており，患者教育には特に力を入れてきた。現在は，
チーム力の活用や，これまでにないユニークな手法の提案
によって，患者が「これならできる」と前向きになれる療養
指導を実現している。糖尿病内科部長の井元博文先生，
看護師の藤島妙子さん，栄養管理部栄養管理課課長の
安永勝代さんに，同科の取り組みについてお話を伺った。

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
井元　当科では，充実したチーム体制のもと，糖尿病
発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
療を実施してきました。そして，チームによる指導をシ
ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや

「これならできる」と患者のやる気を引き出す療養指導を展開
社会医療法人製鉄記念八幡病院

井元博文
糖尿病内科 部長

　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。
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　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
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発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
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ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや

施設紹介 社会医療法人 製鉄記念八幡病院

　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。
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　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
井元　当科では，充実したチーム体制のもと，糖尿病
発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
療を実施してきました。そして，チームによる指導をシ
ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや

　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。
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　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
井元　当科では，充実したチーム体制のもと，糖尿病
発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
療を実施してきました。そして，チームによる指導をシ
ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや
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　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。

図1 さとしおグッズ
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　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
井元　当科では，充実したチーム体制のもと，糖尿病
発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
療を実施してきました。そして，チームによる指導をシ
ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや

　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。

図2 生活習慣病啓発ポスター

図3 世界糖尿病デーで披露したオールディーズde運動療法
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さとしおと糖尿病内科スタッフのみなさん．抜群のチームワークで，明るく楽しく，そしてきめ細かく
一人ひとりの患者さんを指導する．1番右が藤島妙子さん，左から2番目が安永勝代さん．

　 患者教育を重視した糖尿病診療を展開

─糖尿病内科の診療体制について教えてください。
井元　製鉄記念八幡病院糖尿病内科は，糖尿病専門
医である私を筆頭とする医師3名体制で，定期外来通
院患者約1,200名，入院患者約200名（うち教育入
院約100名）/年に対応しています。
　当院のある北九州市は，65歳以上人口の割合が
30.1％1）と全国平均の27.7％2）を上回り，高齢化が
進んだ地域です。そのため当科の糖尿病診療におい
ては，いかに低血糖を回避しながら，適切な血糖コント
ロールを行うかが求められています。さらに，さまざま
な状態の糖尿病や合併症，シックデイ時の精査加療，
糖尿病を合併する他科患者の精査加療などに加え，近
隣医療機関より紹介される幅広い症状の患者さんに
対応しています。
　また，当科は1988年以来，30年にわたる糖尿病
教育入院の歴史を有しており，患者教育に特に力を入
れているのも特徴です。日本糖尿病療養指導士
（CDEJ）13名，地域糖尿病療養指導士（LCDE）20
名（重複あり）など療養指導にかかわる専門知識をもっ
たコメディカルの数も多く，糖尿病治療において最も
重要な自己管理をきめ細かく指導しています。
　私が赴任して間もないこともあり，近隣の医療機関
との間で細かい紹介基準はまだ設けていませんが，「初
めて糖尿病あるいは境界型糖尿病と診断された方」
「血糖コントロール不良の方」「急に血糖コントロール
が悪化した方」については是非一度，紹介していただき
たいと考えています。
　急に血糖コントロールが増悪したケースには，1型糖
尿病のほか，何らかの癌が潜んでいる可能性がありま
す。当院の前に勤務していた病院では，精査の結果，
年間20名以上に癌が発見されました。癌の見落とし
は生命に関わるため，急に血糖コントロールが増悪し
た場合は癌の精査を最優先事項とするよう，院内でも
指導を徹底しています。
　また，当科は療養指導に携わるコメディカルが多数
勤務しています。糖尿病に対する理解が十分でなく，
あらためて正しい知識を身につけていただく必要があ
る患者さんなどには，当院のシステム化された教育入

院プログラムを経験してほしいと思います。

　 コメディカルスタッフによる最新の療養指導

─システム化された教育入院プログラムとは，どのよ
うなものですか。
井元　当院の教育入院プログラムは，13日間の日程
で，基本的な食事・運動療法の知識を身につけてもら
うとともに，退院後も継続できるオーダーメイド治療を
患者さんと一緒に考えることを目的としたものです。
　教育入院中は，持続血糖モニタリングシステム
「FreeStyleリブレPro」を使って，血糖値が食事や運
動，薬剤などの影響で変動することを患者さんに実感
してもらいます。食事・運動療法の知識は，講義のほ
か調理実習や運動指導など，実際に体験しながら習得
できるシステムとなっています。
藤島　ほかには，グループで話し合いながら学び合う
「糖尿病カンバセーション・マップTM」を用いたグルー
プ学習を行っているのも，特徴です。「糖尿病カンバ
セーション・マップTM」とは，日本糖尿病協会が推進す
る学習教材で，6つのテーマ「糖尿病とともに歩む」
「糖尿病とはどんな病気ですか？」「食事療法と運動療
法」「インスリン注射」「フットケア」「糖尿病合併症」の
中から1つを選び，ファシリテーターである医療スタッ
フの進行に従って，グループで1時間ほどかけて話し
合いを行います。参加者はお互いの会話を通じて知識
を整理したり，前向きな目標を立てたりすることを目
指します。
井元　最後に教育入院の仕上げとして，管理栄養士が
個別指導を行い，患者さん一人ひとりに合わせた食事
療法の内容を一緒に考えていきます。教育入院で身に
つけたことは，退院後，かかりつけの先生方のもとで
継続してもらいますが，近隣の先生方からは，当院の
教育入院プログラムを経験した患者さんは，糖尿病に
対する理解力が大幅に向上して戻ってくると評価して
いただいています。

─退院後はどのように患者さんをフォローしていくの
でしょうか。
井元　退院後は1，3，6，12ヵ月後に当科を外来受

し，腎症予防のための具体策をみんなで考えます。
井元　当院の医療スタッフは，それぞれの専門性を生
かしながらも連携することを意識して，みな活動してい
ます。3職種が同じ空間で指導を行い，患者さんや家
族の反応を共有することで，各職種間の見解や指導方
針が統一されやすく，その患者さんにより適した指導
や目標設定の提案を可能にしていると思います。

　 患者さんを変えるには，
　 医療側がやり方を変えてみる

─療養指導において啓発キャラクターを活用するなど
独自の手法を採り入れていらっしゃいます。きっかけを
教えてください。
井元　私が糖尿病専門医になろうと考えたのは，いま
から17年前，研修医2年目のことです。当時は，産業
医科大学若松病院（旧：北九州市立若松病院）に勤務
し，内科外来を担当していました。そこで患者さんに
「治療を頑張りましょうね」と励ますと，ほかの疾患の患
者さんはこちらの期待する通りに頑張ってくれることが
多いのですが，糖尿病の患者さんの多くは，あまり治
療に積極的ではありませんでした。
　患者さんの理解力を深め，正しい方向へと導くこと
は療養指導の基本ですが，私はふと，「もしかしたら，

もっと別のよいやり方があるのでは」と考えたのです。
患者さんを変えるには，医療側もやり方を変える必要
があるのではないか―そうした疑問を抱いたことを
きっかけに，糖尿病という疾患そのものに興味をもち，
糖尿病内科医を目指すことにしました。
　その後も糖尿病内科医として先の問いに対する答え
を模索し続ける中，当院に医長として勤務していた
2015年に後輩医師とともに作成したのが，当院の生
活習慣病啓発キャラクター「さとしお」です。さとしお
は，砂糖と塩を両手に持ったメタボ風の妖精という設
定で，糖質と塩分の節制が重要であることを，患者さ
んに楽しく伝えることを目的としたキャラクターです。
「さとしお」は製鉄記念八幡病院の名義で，商標登録も
行っています。
　さとしおの着ぐるみは，啓発イベントでも世代を超え
て人気です。また，さとしおのイラストが入った生活習
慣病の啓発カレンダーや運動時に使えるスポーツタオ
ル，生活習慣に関する標語を記したポスター 20種類
などを作成して（図1，図2），近隣の先生方に配布して
います。いずれも，患者さんに，ニコニコ笑顔で食事
療法や運動療法にいそしんでもらえたらという思いを
込めて作りました。
　医療従事者と患者さんとの間に，さとしおという親し
みやすいキャラクターを介在させることで，同じ指導

診してもらい，医師の診察のほか，生活指導，栄養指
導，運動指導により患者さんをフォローしていきます。
かかりつけの先生方とは，糖尿病連携手帳（糖尿病協
会作成）を活用。当院で行った合併症の評価や，療養
指導の内容について記載するほか，今後の目標や患者
さんへのアドバイスも記入するなど，情報の共有に努
めています。
安永　なお，2016年1月～2017年3月までに当
科で教育入院した患者さん109名のうち，途中脱落
と欠損データを除いた41名について調べたところ，
受講後にBMI，HbA1cのいずれも低下し，6ヵ月後，
12ヵ月後も低下した状態をほぼ維持できていました。
井元　糖尿病は自覚症状があらわれにくい病気である
ため，まだ症状があらわれていない時期の入院時に
は，どこか他人事のように受講している方が多いのも
事実です。
　したがって，教育入院については1回での完結が必
ずしも最善なわけではなく，患者さんが真剣に自身の
病気に向き合えるようになるのであれば，複数回入院

することも意義があるのではないかと考えています。

─今後，どのような方に教育入院をしていただきたい
とお考えでしょうか。
井元　教育入院の適応があると思われる方には，1人
でも多く参加してもらいたいところですが，実際には，
近隣のかかりつけの先生方の勧めがあっても，積極的
に受講する患者さんはそれほど多くはありません。
　働き盛りの世代の方であれば13日間の入院は調整
が難しいでしょうし，高齢の方でもそれぞれ家庭の事情
などがあって，簡単には入院できないことも多いよう
です。教育入院に参加され，私の目の前に座っている
患者さんの姿を見ると，かかりつけの先生方の相当な
ご苦労や説得があってのことだと有り難く思います。
　また，入院に積極的になれないのは，単に患者さん
に教育入院の意義が理解されていない場合もありま
す。糖尿病療養指導に携わっているスタッフの協力を
得ながら，外来で粘り強く教育入院の必要性を説明し，
少しずつでも患者さんが関心をもてるようにこちらも
努力したいと思います。

─糖尿病透析予防外来の取り組みについても教えて
ください。
安永　当科では，HbA1c 6.5％以上の糖尿病性腎症
第2期（早期腎症期）以上の患者さんを対象に，医師
が糖尿病透析予防に関する指導の必要があると認めた
場合，透析導入の予防や腎症の進展予防を目的とし
て，医師，看護師，管理栄養士の3職種からなる透析
予防診療チームが重点的に指導を行います。
　糖尿病の指導では，各職種がそれぞれで患者さんを
サポートしている場合も多いと思いますが，当科の
チームは，3職種が同席して同時に1人の患者さんを
指導するのが特徴です。医師，看護師，管理栄養士，
患者さんとその家族が診察室に集まり，みんなで生活
習慣における改善点などを話し合っています。患者さ
んとご家族も合わせて1つのチームといってもいいか
も知れません。
　たとえば，24時間蓄尿検査の結果，1日の塩分摂取
量の過剰が判明すれば，食事のどこに問題があるのか，
管理栄養士を中心にチェックシートを使用しながら確認

行動変容のきっかけになると確信しています。

　 基幹病院としての今後の課題

─糖尿病内科の今後について，構想をお聞かせくだ
さい。
井元　当科では，充実したチーム体制のもと，糖尿病
発症前の予防から合併症の管理まで，幅広い糖尿病診
療を実施してきました。そして，チームによる指導をシ
ステム化し，地域医療支援病院としてより一層，近隣の
医療機関から信頼される糖尿病内科となることを目指
して頑張っているところです。
　今後は，さらにチーム力を強化することが目標です。
現在，糖尿病透析予防外来などへの関与は看護師と管
理栄養士に限られていますが，今後は臨床検査技師の
協力も得て，検査データを積極的に活用した指導など
も行いたいと考えています。
　また，院内での取り組みにとどまらず，今後は広く地
域住民の健康づくりにも貢献できるよう，さまざまな活
動を展開していきたいと思います。当院の𡈽橋卓也病
院長は高血圧専門医であり，病院の理念として「地域
の健康寿命を支える病院でありたい」を掲げています。
さとしおも，院長が生活習慣病対策の一環として，啓
発キャラクターとすることを後押ししてくださいました。

内容であっても柔らかく，楽しく伝えることができてい
るのか，指導中に笑顔をみせてくれる患者さんも多く，
前向きに生活習慣改善に取り組むきっかけのひとつに
なっていると実感しています。

─運動療法においても，ユニークな取り組みを展開さ
れていますね。
井元　運動療法については，2016年に赴任した門
司掖済会病院において「オールディーズde運動療法」
を発案し，各種患者会やイベントで披露しています
（図3）。
　私は10年ほど前から，オールディーズ（1950～
1960年代の曲）の楽曲の生演奏が行われるライブハ
ウスで踊ることを趣味としており，いつか患者さんと一
緒に踊りたいと考えていました。すると，門司掖済会病
院に勤務していた看護師が，たまたま北九州市内で活
躍するオールディーズバンドに所属しており，そのご縁
からバンドの協力を得ることが可能となったのです。そ
して2016年9月に病院で初めて患者さん向けのラ
イブを行い，オールディーズの生演奏にあわせて患者
さんと踊りたいという私の夢も実現しました。
　多くの患者さんは運動療法に対し「きつい，大変，面
倒くさい」というイメージを抱きがちです。でも，「オー
ルディーズde運動療法」であれば，患者さんが若い頃

に慣れ親しんだ曲を聴きながら，健康だった時代を思
い出し，お金をかけずに身体を動かすことが可能です。
座ったまま，上半身だけで踊れる振り付けも考案済み
で，実際に体験してもらうと，患者さんも「こんなに簡
単で楽しいのならできる」と，考え方が変わるようです。
　私が17年前，糖尿病専門医になることを決めるきっ
かけとなった「医療側もやり方を変えるべきではない
か。何かよいやり方があるのではないか」という疑問に
対して，ある程度の答えが得られたと感じています。
　糖尿病は発症予防から合併症予防，その重症化予防
まで含め，生涯にわたって自己管理が必要な疾患です。
ただ，糖尿病の療養指導は，真面目に頑張らなければ
ならないという側面を強調しすぎると，患者さんのモ
チベーションは長続きしません。相手に変わってほしい
のであれば，まず自分が変わってみること。指導する
側が工夫をすることで，患者さんが頑張る動機付けや
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　院内では，2015年から当院ロビーを地域住民に開
放して毎年10月に「健康・減塩フェスタinせいてつ病
院」（参加費無料）を行い，「オールディーズde運動療
法」を取り入れたイベントを開催しています。さらに
2017年4月以降は，地域のショッピングモールから
の依頼で健康をテーマとした啓発イベントに協力する
など，院外にも活動の場を広げているところです。
　院内で実施すると，どうしても参加者は健康意識が
高い方が中心となりますが，街中のショッピングモール
なら，偶然居合わせた住民の方に血糖測定を行い，異
常がみられればその場で受診を促すことも可能です。
すでに糖尿病に罹患している方の血糖コントロールや
合併症予防も重要ですが，並行して，地域住民に糖尿
病や生活習慣病についてよりよく知ってもらうための
普及活動にも取り組んでいきたいと考えています。
　地域における啓発活動は，地域医療支援病院の医療
従事者の責務です。今後も院内で培った療養指導のノ
ウハウを駆使して，地域全体の健康度の向上に貢献し
ていきたいと思います。

1） 北九州市の人口［町別］（2018年3月31日現在. 住民基本台帳より集計）.
2） 内閣府. 平成30年版高齢社会白書.
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