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1990年琉球大学医学部卒業後，琉球大学医学部附属病院（現 琉球大学病院）
第三内科，沖縄県立那覇病院（現 沖縄県立南部医療センター・こども医療セン
ター）勤務を経て，1993年より九州大学大学院にて免疫学・遺伝学について
研究。1998年九州大学にて医学博士号を取得し，琉球大学医学部附属病院第
三内科にて病棟医長などを歴任後，2001年田名内科クリニック開設。2006
年に首里城下町クリニック第一・第二に改称し，現在に至る。日本内科学会総合
内科専門医，日本透析医学会専門医，日本高血圧学会特別正会員・専門医，日
本医師会認定産業医。

比嘉氏がそれぞれ務める体制へと
移行した。透析専門の第二クリニッ
クの開設には，地域のなかでより専
門的な医療を提供したいという思い
が込められている。田名氏は「総合
病院と遜色のない治療を心がけてい
ます」と話し，血液透析外来に通院
中の約130人の患者の命を守るた
め，比嘉氏を含む医師3名体制で透
析医療に取り組んでいる。
　一方，内科全般の外来診療を行う
第一クリニックの来院患者数は1日あ
たり150人以上で，延べ5,000人程
度が定期的に通院している。診療体
制としては，常勤医師である田名氏・
比嘉氏による診療に加え，琉球大学
病院第三内科の大屋祐輔教授，琉
球大学病院心臓血管低侵襲治療セ
ンターの岩淵成志特命教授をはじめ
とする非常勤医師が週1～5回の専
門外来（高血圧，循環器，糖尿病）を
行っている。
　クリニックには，高血圧や糖尿病を
合併するCKD患者が多く訪れる。
腎臓病，循環器疾患，糖尿病の専
門医が一緒に1人の患者を診るとい
う理想的な診療環境を整えた田名氏
は，「糖尿病性腎症の場合，総合病
院などで糖尿病と腎臓病の診療を同
じ日に受けようとすると待ち時間が長
くなることもあると思います。当院で
は，私の診察室で血圧管理や腎臓
病に関する指導を行い，次に隣の診
察室で糖尿病専門医による指導やイ
ンスリン調整などが行われるというシ
ステムとなっていますので，患者さん
にとっても理想的な診療体制といえる
のではないでしょうか」と話した。ま
た，クリニックでは，腎臓病療養指導
士の資格をもつ看護師による専門的
な指導や管理栄養士による栄養指

導を必要に応じて行っている。さら
に，田名氏の妻を含め3名の保健師
が常駐し，生活習慣病に関する行
動変容のための保健指導を行う体
制を整え，高い診療レベルを維持し
ている。
　クリニック開設から今年で20年。
高齢患者が多い一方で，親子で患
者として通院するケースも増えつつ
あるという。「通院患者さんの平均年
齢は60代後半ですが，長年通院さ
れている患者さんの息子さんや娘さ
んが30～40代で高血圧や糖尿病
で通院されることもあります。このよう
な現状を踏まえ，地域における内科
専門医としてゲートキーパーの役割
を担うため，若年者から高齢者まで
多くの方々に専門的な診療を行える
環境を目指しています」（田名氏）。
田名氏は，治療を中断せずに継続し
て受診してもらうには，患者の納得・
理解を得ることが大切だと強調す
る。「当院では，初診の高血圧患者
さんの場合，まず家庭血圧計を貸し
出して2週間記録していただき，血
圧が高いことを認識していただくよう
にしています。そして，保健師や看
護師の指導を受けながら血圧値の
改善を目指し，3ヵ月経過しても改善
しない場合は，患者さんが納得した
段階で薬を処方します。患者さんが
服薬継続の必要性を理解したうえで
薬物治療を開始することがアドヒアラ
ンス向上につながると考え，実践して
います」。
　また，田名氏は地域の現状を次の
ように指摘した。「近年，沖縄県は65
歳未満の死亡率が全国より高く1），そ
の原因の背景には高血圧を放置して
いる人が多数存在することが推測さ
れています。肥満や糖尿病対策に加

え，高血圧など生活習慣病の管理を
しっかり行っていくことが新型コロナウ
イルス感染症流行下においても大変
重要であると考えています」。

 首里城下町クリニックにおける
 予防医療への取り組み

　田名氏は産業医としても活動して
おり，院内に「働く人健康支援室」を
設置して，現在，保健師・看護師ら
とともに13社，就業者約2,000人の
健康管理を担っている。産業保健活
動がライフワークのひとつになってい
るという田名氏は，「沖縄の現状をみ
ると，働き盛り世代の方々の生活習慣
病に対して適切な治療を行い，CKD
を予防するという早期介入が必要で
す。働く人たちの支援にも，力を入れ
て取り組んでいます」と語る。
　産業保健師・看護師を配置してい
る「働く人健康支援室」では，「町の
保健室」として，地域でのさまざまな
活動を行っている。活動のひとつとし
て，クリニック開設以来取り組んでい
るのが「地域むけ医療講演会」であ
る。正確かつ重要な医療情報の発
信を目的に，田名氏や連携先医療機
関の医師らが講師を務める講演会を
月1回開催しており，その回数は200
回を超えた。講演会には高齢者を
中心に毎回100人前後の参加者が
集まっていたが，新型コロナウイルス
感染症流行の影響でYouTube配
信に切り替えたところ，若い世代の
視聴も多く，聴講者数も増えたとい
う。田名氏は「いままでわれわれがア
プローチできなかった対象者にも，情
報が提供できているという手ごたえを
感じています。今後もYouTube配
信を定期的に行い，地域・社会への

われわれ世代，そして若い世代の専
門医をつなぐ懸け橋となることが私の
役割でもあり，若い先生方との協力
を意識しながらこの事業を進めてい
ます」。
　CKD78では，腎臓診療医への紹
介件数を取り組みの評価基準として
おり，1年あたりの紹介件数は開始
当初の70件程度から，5年を経た現
在は250件へと着実に増えてきてい
る。それでは，病診連携の実態はど
うなのか。「当院へは尿蛋白陰性で
eGFR値が低下している患者さんの
紹介が多く，腎機能が悪化する可能
性が低いケースが大半です。なかに
は蛋白尿が多いなど当院で継続して
診療を行うことが望ましいケースもあ
りますが，それ以外のケースは基本
的に紹介元へお返ししています。腎

臓診療医として，紹介元の先生や患
者さんに不安がないよう対応すること
が大切だと思っています」（田名氏）。

 取り組みを継続することが
 重症化予防につながる

　那覇市健康部健康増進課にはCKD
対策事務局が設置され，保健師1名
が専従で配置されている。CKD78
では，この体制により行政が積極的
に関わっているため，さまざまな活動
に継続的に取り組むことができている
という（表1）。行政との緊密な連携
がCKD78の最大の特徴であると強
調する田名氏は「行政担当者は地
域の方々のことを思い，積極的に動
いてくださっているので非常に心強
いです。医師会だけでは成し得ない

取り組みを継続することができ，緊密
な連携の在り方を具現化していただ
いていることに大変感謝しています」
と語り，これからもこうした支えに応え
ていきたいと続けた。
　最後に，今後の目標について田名
氏はこう語った。「最近，SDGs（持続
可能な開発目標）が注目を集めてい
ます。クリニックにおいても，CKD78
においても，大きな課題を攻略するに
は取り組みの継続性が大事であると
思います。いま行っていることを諦め
ずに継続して，大きな山に立ち向
かっていきたいです」。

健康啓発を継続していきたいと考え
ています」と話す。
　また，院内には「食を考えるコー
ナー」を設置し，月替わりで「腎臓を
守る食事のポイント」「減塩食のポイ
ント」などのテーマを決めて食生活に
役立つ情報を提供している。さらに，
毎月のテーマに合わせ，地域住民を
対象とした管理栄養士による料理
教室（定員10人程度，予約制）を月2
回開催，参加者の目の前で管理栄
養士が調理したものを実食し，健康
維持・重症化予防に関わる食の知
識を習得してもらう取り組みを続けて
いる。この取り組みは，第一，第二ク
リニックに組織改編したときから継続
しており，参加者にも好評だという。
　第一と第二クリニックを合わせて
70名に上る職員は，医療安全管理
委員会，感染症対策委員会，福利
厚生委員会など院内に設置された
いずれかの委員会に所属しており，
委員会活動を通じて同じ課題に取り
組むことで職員間の交流も深まって
いる。こうした職員同士のコミュニ
ケーションの活性化が院内のチーム
ワークを高め，予防医療の推進につ
ながっているようだ。

 那覇市CKD病診連携事業の歩み
 ～CKD48からCKD78へ

　クリニック開設以来，CKDの発
症・重症化予防に向けさまざまな取
り組みを展開してきた田名氏。しか
し，肥満者や糖尿病患者が増え続
ける地域の現状を目の当たりにし，自
施設の取り組みだけで透析患者数を
減らすことには限界があると考え，医
師会の活動として地域全体で透析
予防の推進を目指すことにした。田

名氏が常任理事を務める那覇市医
師会では，特定健康診査（特定健
診）のスタートを機に糖尿病治療対
策検討委員会を2008年に立ち上
げ，地域における糖尿病治療の標
準化を進めてきた。
　同委員会では，糖尿病だけでなく，
CKDの早期発見・治療も視野に入
れて取り組みを進めており，CKDに
関して地域の医療機関から協力・理
解を得るための工夫を模索してい
た。さまざまな活動を試みていたが，
市全体への広報という点では，どうし
ても限界があった。田名氏らが次の
一手に悩んでいたとき，当時那覇市
保健所副参事であった仲宗根正氏
（現 那覇市保健所所長）が那覇市医
師会のCKD病診連携推進事業に
関心をもち，行政の参画を提案した。
これにより，2015年，那覇市と那覇
市医師会が共同して取り組む「那覇
市CKD病診連携事業」が立ち上
がったのである。
　那覇市と那覇市医師会は，市民
に広く知ってもらえるようにと，当時人
気の高かったアイドルグループ名か
ら，同事業を通称「CKD48（シーケー
ディーフォーティーエイト）」と名づけ
た。同事業では，かかりつけ医であ
る「CKD登録医」と腎臓を専門に診
療する「腎臓診療医」が連携して患
者の治療にあたるCKD病診連携シ
ステムの構築を目指し，開始当初は
CKD登録医48医療機関の登録を
目標としていた。ところが，CKD病
診連携システムの運用が2016年4
月から開始されると，早い段階で
CKD登録医の医療機関数が48施
設を超えたため，事業の通称を
「CKD48」から「CKD78（なは）」へ
ステップアップ。同事業がスタートし

て5年が経った現在では，CKD登
録医の医療機関数は内科を中心に
60施設まで増えている。
　CKD病診連携推進会議の委員
である田名氏は，今後の活動につ
いて，「透析導入患者の高齢化が全
国的にも問題となっているいま，内
科と同様に高齢の患者さんが多い
整形外科との連携が重要であると
考えています。CKD78においても
整形外科医とコラボレーションした啓
発活動を行うなど，整形外科との連
携を意識した取り組みを進めていま
す」とした。
　一方，CKD78に腎臓診療医とし
て協力している腎臓・透析専門医は
34名である（2021年4月現在）。CKD
を取り巻く医療環境について田名氏
に尋ねると，次のように話した。「当院
において腎生検や透析入院が必要
となった場合には，市内および近隣
の総合病院と連携して対応していま
す。また，那覇市の人口は約32万人
で，市内の医療機関だけではCKD
病診連携システムの構築に向けて十
分な腎臓診療医を確保することがで
きません。実際には，CKD78の行政
担当者が浦添市や県南部地域など
市外の医療機関を訪ねて協力を依
頼するという地道なはたらきかけのお
かげで，腎臓診療医が順調に増え
てきているという状況です。また，私
は，現状では最後の国立大学医学
部として設立された琉球大学医学部
の第4期生で，ようやくわれわれのよ
うな琉球大学出身の腎臓専門医が
地域に増え始めている段階です。こ
れまで沖縄県の腎臓領域の医療は，
県外の大学医学部を卒業後，地元
に戻ってこられた多くの先輩方に支
えられてきました。こうした先輩方や
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 地域に根ざした専門医療を
 実践するためクリニックを開設

　首里城下町クリニックは，その名の
とおり首里城にほど近い場所に第一
クリニック（外来専門）と第二クリニッ
ク（透析専門）を開設しており，田名
氏が院長を務める第一クリニックで
は，腎臓病とその発症・悪化に関わ
る高血圧を中心とした内科全般の診
療を行っている。田名氏は医学生の
頃から「腎臓病に苦しむ患者さんの
力になりたい」と考え，腎臓診療医を

目指して琉球大学医学部附属病院
（現 琉球大学病院）第三内科に入
局し，九州大学大学院での免疫遺
伝学研究を経て琉球大学に戻り，腎
臓内科および透析医療に携わってき
た。大学病院で重症患者の診療に
あたるなか，「地域の最前線で重症
化予防に取り組みたい」と考えるよう
になったことから，2001年に田名内
科クリニック（当時）を開設した。
　2000年代の初めといえば，沖縄
県男性の平均寿命の全国順位が26
位に下落し（2000年調査），「沖縄

26ショック」として医学会に衝撃を与
えた頃である。開設当時，健康問題
が深刻化していた沖縄県では，糖尿
病や肥満，それらを原因とする透析
患者が急増していたため，田名氏一
人での診療が困難な状況になりつつ
あった。同じ頃，大学の同期で卒業
後も親交を深めていた腎臓内科・透
析・リウマチ・膠原病専門医である
比嘉啓氏が開業を検討していたこと
から声をかけ，2006年に首里城下
町クリニック第一・第二に改称。第
一・第二クリニックの院長を田名氏と

予防医療に注力し，
地域を支える医療を展開
　近年，沖縄県では肥満者や糖尿病患者の増加にともない，それらが原因で透析に至る患者が増え続けて
いる。県内で人口が最も多い那覇市は，県全体の縮図ともいえる地域であり，肥満や糖尿病をともなう透析
患者の増加という問題に対し，行政と医師会が共同の取り組みを展開している。長年那覇市の医療と向き
合い，沖縄県医師会理事，那覇市医師会常任理事などを務める田名毅氏に，地域におけるCKD重症化
予防に向けた取り組みの現状についてお話を伺った。

那覇市CKD病診連携事業（CKD78）の取り組み

田名 毅
医療法人麻の会 首里城下町クリニック第一 院長

Tana
Takeshi

な は
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比嘉氏がそれぞれ務める体制へと
移行した。透析専門の第二クリニッ
クの開設には，地域のなかでより専
門的な医療を提供したいという思い
が込められている。田名氏は「総合
病院と遜色のない治療を心がけてい
ます」と話し，血液透析外来に通院
中の約130人の患者の命を守るた
め，比嘉氏を含む医師3名体制で透
析医療に取り組んでいる。
　一方，内科全般の外来診療を行う
第一クリニックの来院患者数は1日あ
たり150人以上で，延べ5,000人程
度が定期的に通院している。診療体
制としては，常勤医師である田名氏・
比嘉氏による診療に加え，琉球大学
病院第三内科の大屋祐輔教授，琉
球大学病院心臓血管低侵襲治療セ
ンターの岩淵成志特命教授をはじめ
とする非常勤医師が週1～5回の専
門外来（高血圧，循環器，糖尿病）を
行っている。
　クリニックには，高血圧や糖尿病を
合併するCKD患者が多く訪れる。
腎臓病，循環器疾患，糖尿病の専
門医が一緒に1人の患者を診るとい
う理想的な診療環境を整えた田名氏
は，「糖尿病性腎症の場合，総合病
院などで糖尿病と腎臓病の診療を同
じ日に受けようとすると待ち時間が長
くなることもあると思います。当院で
は，私の診察室で血圧管理や腎臓
病に関する指導を行い，次に隣の診
察室で糖尿病専門医による指導やイ
ンスリン調整などが行われるというシ
ステムとなっていますので，患者さん
にとっても理想的な診療体制といえる
のではないでしょうか」と話した。ま
た，クリニックでは，腎臓病療養指導
士の資格をもつ看護師による専門的
な指導や管理栄養士による栄養指

導を必要に応じて行っている。さら
に，田名氏の妻を含め3名の保健師
が常駐し，生活習慣病に関する行
動変容のための保健指導を行う体
制を整え，高い診療レベルを維持し
ている。
　クリニック開設から今年で20年。
高齢患者が多い一方で，親子で患
者として通院するケースも増えつつ
あるという。「通院患者さんの平均年
齢は60代後半ですが，長年通院さ
れている患者さんの息子さんや娘さ
んが30～40代で高血圧や糖尿病
で通院されることもあります。このよう
な現状を踏まえ，地域における内科
専門医としてゲートキーパーの役割
を担うため，若年者から高齢者まで
多くの方々に専門的な診療を行える
環境を目指しています」（田名氏）。
田名氏は，治療を中断せずに継続し
て受診してもらうには，患者の納得・
理解を得ることが大切だと強調す
る。「当院では，初診の高血圧患者
さんの場合，まず家庭血圧計を貸し
出して2週間記録していただき，血
圧が高いことを認識していただくよう
にしています。そして，保健師や看
護師の指導を受けながら血圧値の
改善を目指し，3ヵ月経過しても改善
しない場合は，患者さんが納得した
段階で薬を処方します。患者さんが
服薬継続の必要性を理解したうえで
薬物治療を開始することがアドヒアラ
ンス向上につながると考え，実践して
います」。
　また，田名氏は地域の現状を次の
ように指摘した。「近年，沖縄県は65
歳未満の死亡率が全国より高く1），そ
の原因の背景には高血圧を放置して
いる人が多数存在することが推測さ
れています。肥満や糖尿病対策に加

え，高血圧など生活習慣病の管理を
しっかり行っていくことが新型コロナウ
イルス感染症流行下においても大変
重要であると考えています」。

 首里城下町クリニックにおける
 予防医療への取り組み

　田名氏は産業医としても活動して
おり，院内に「働く人健康支援室」を
設置して，現在，保健師・看護師ら
とともに13社，就業者約2,000人の
健康管理を担っている。産業保健活
動がライフワークのひとつになってい
るという田名氏は，「沖縄の現状をみ
ると，働き盛り世代の方々の生活習慣
病に対して適切な治療を行い，CKD
を予防するという早期介入が必要で
す。働く人たちの支援にも，力を入れ
て取り組んでいます」と語る。
　産業保健師・看護師を配置してい
る「働く人健康支援室」では，「町の
保健室」として，地域でのさまざまな
活動を行っている。活動のひとつとし
て，クリニック開設以来取り組んでい
るのが「地域むけ医療講演会」であ
る。正確かつ重要な医療情報の発
信を目的に，田名氏や連携先医療機
関の医師らが講師を務める講演会を
月1回開催しており，その回数は200
回を超えた。講演会には高齢者を
中心に毎回100人前後の参加者が
集まっていたが，新型コロナウイルス
感染症流行の影響でYouTube配
信に切り替えたところ，若い世代の
視聴も多く，聴講者数も増えたとい
う。田名氏は「いままでわれわれがア
プローチできなかった対象者にも，情
報が提供できているという手ごたえを
感じています。今後もYouTube配
信を定期的に行い，地域・社会への

われわれ世代，そして若い世代の専
門医をつなぐ懸け橋となることが私の
役割でもあり，若い先生方との協力
を意識しながらこの事業を進めてい
ます」。
　CKD78では，腎臓診療医への紹
介件数を取り組みの評価基準として
おり，1年あたりの紹介件数は開始
当初の70件程度から，5年を経た現
在は250件へと着実に増えてきてい
る。それでは，病診連携の実態はど
うなのか。「当院へは尿蛋白陰性で
eGFR値が低下している患者さんの
紹介が多く，腎機能が悪化する可能
性が低いケースが大半です。なかに
は蛋白尿が多いなど当院で継続して
診療を行うことが望ましいケースもあ
りますが，それ以外のケースは基本
的に紹介元へお返ししています。腎

臓診療医として，紹介元の先生や患
者さんに不安がないよう対応すること
が大切だと思っています」（田名氏）。

 取り組みを継続することが
 重症化予防につながる

　那覇市健康部健康増進課にはCKD
対策事務局が設置され，保健師1名
が専従で配置されている。CKD78
では，この体制により行政が積極的
に関わっているため，さまざまな活動
に継続的に取り組むことができている
という（表1）。行政との緊密な連携
がCKD78の最大の特徴であると強
調する田名氏は「行政担当者は地
域の方々のことを思い，積極的に動
いてくださっているので非常に心強
いです。医師会だけでは成し得ない

取り組みを継続することができ，緊密
な連携の在り方を具現化していただ
いていることに大変感謝しています」
と語り，これからもこうした支えに応え
ていきたいと続けた。
　最後に，今後の目標について田名
氏はこう語った。「最近，SDGs（持続
可能な開発目標）が注目を集めてい
ます。クリニックにおいても，CKD78
においても，大きな課題を攻略するに
は取り組みの継続性が大事であると
思います。いま行っていることを諦め
ずに継続して，大きな山に立ち向
かっていきたいです」。

健康啓発を継続していきたいと考え
ています」と話す。
　また，院内には「食を考えるコー
ナー」を設置し，月替わりで「腎臓を
守る食事のポイント」「減塩食のポイ
ント」などのテーマを決めて食生活に
役立つ情報を提供している。さらに，
毎月のテーマに合わせ，地域住民を
対象とした管理栄養士による料理
教室（定員10人程度，予約制）を月2
回開催，参加者の目の前で管理栄
養士が調理したものを実食し，健康
維持・重症化予防に関わる食の知
識を習得してもらう取り組みを続けて
いる。この取り組みは，第一，第二ク
リニックに組織改編したときから継続
しており，参加者にも好評だという。
　第一と第二クリニックを合わせて
70名に上る職員は，医療安全管理
委員会，感染症対策委員会，福利
厚生委員会など院内に設置された
いずれかの委員会に所属しており，
委員会活動を通じて同じ課題に取り
組むことで職員間の交流も深まって
いる。こうした職員同士のコミュニ
ケーションの活性化が院内のチーム
ワークを高め，予防医療の推進につ
ながっているようだ。

 那覇市CKD病診連携事業の歩み
 ～CKD48からCKD78へ

　クリニック開設以来，CKDの発
症・重症化予防に向けさまざまな取
り組みを展開してきた田名氏。しか
し，肥満者や糖尿病患者が増え続
ける地域の現状を目の当たりにし，自
施設の取り組みだけで透析患者数を
減らすことには限界があると考え，医
師会の活動として地域全体で透析
予防の推進を目指すことにした。田

名氏が常任理事を務める那覇市医
師会では，特定健康診査（特定健
診）のスタートを機に糖尿病治療対
策検討委員会を2008年に立ち上
げ，地域における糖尿病治療の標
準化を進めてきた。
　同委員会では，糖尿病だけでなく，
CKDの早期発見・治療も視野に入
れて取り組みを進めており，CKDに
関して地域の医療機関から協力・理
解を得るための工夫を模索してい
た。さまざまな活動を試みていたが，
市全体への広報という点では，どうし
ても限界があった。田名氏らが次の
一手に悩んでいたとき，当時那覇市
保健所副参事であった仲宗根正氏
（現 那覇市保健所所長）が那覇市医
師会のCKD病診連携推進事業に
関心をもち，行政の参画を提案した。
これにより，2015年，那覇市と那覇
市医師会が共同して取り組む「那覇
市CKD病診連携事業」が立ち上
がったのである。
　那覇市と那覇市医師会は，市民
に広く知ってもらえるようにと，当時人
気の高かったアイドルグループ名か
ら，同事業を通称「CKD48（シーケー
ディーフォーティーエイト）」と名づけ
た。同事業では，かかりつけ医であ
る「CKD登録医」と腎臓を専門に診
療する「腎臓診療医」が連携して患
者の治療にあたるCKD病診連携シ
ステムの構築を目指し，開始当初は
CKD登録医48医療機関の登録を
目標としていた。ところが，CKD病
診連携システムの運用が2016年4
月から開始されると，早い段階で
CKD登録医の医療機関数が48施
設を超えたため，事業の通称を
「CKD48」から「CKD78（なは）」へ
ステップアップ。同事業がスタートし

て5年が経った現在では，CKD登
録医の医療機関数は内科を中心に
60施設まで増えている。
　CKD病診連携推進会議の委員
である田名氏は，今後の活動につ
いて，「透析導入患者の高齢化が全
国的にも問題となっているいま，内
科と同様に高齢の患者さんが多い
整形外科との連携が重要であると
考えています。CKD78においても
整形外科医とコラボレーションした啓
発活動を行うなど，整形外科との連
携を意識した取り組みを進めていま
す」とした。
　一方，CKD78に腎臓診療医とし
て協力している腎臓・透析専門医は
34名である（2021年4月現在）。CKD
を取り巻く医療環境について田名氏
に尋ねると，次のように話した。「当院
において腎生検や透析入院が必要
となった場合には，市内および近隣
の総合病院と連携して対応していま
す。また，那覇市の人口は約32万人
で，市内の医療機関だけではCKD
病診連携システムの構築に向けて十
分な腎臓診療医を確保することがで
きません。実際には，CKD78の行政
担当者が浦添市や県南部地域など
市外の医療機関を訪ねて協力を依
頼するという地道なはたらきかけのお
かげで，腎臓診療医が順調に増え
てきているという状況です。また，私
は，現状では最後の国立大学医学
部として設立された琉球大学医学部
の第4期生で，ようやくわれわれのよ
うな琉球大学出身の腎臓専門医が
地域に増え始めている段階です。こ
れまで沖縄県の腎臓領域の医療は，
県外の大学医学部を卒業後，地元
に戻ってこられた多くの先輩方に支
えられてきました。こうした先輩方や

 地域に根ざした専門医療を
 実践するためクリニックを開設

　首里城下町クリニックは，その名の
とおり首里城にほど近い場所に第一
クリニック（外来専門）と第二クリニッ
ク（透析専門）を開設しており，田名
氏が院長を務める第一クリニックで
は，腎臓病とその発症・悪化に関わ
る高血圧を中心とした内科全般の診
療を行っている。田名氏は医学生の
頃から「腎臓病に苦しむ患者さんの
力になりたい」と考え，腎臓診療医を

目指して琉球大学医学部附属病院
（現 琉球大学病院）第三内科に入
局し，九州大学大学院での免疫遺
伝学研究を経て琉球大学に戻り，腎
臓内科および透析医療に携わってき
た。大学病院で重症患者の診療に
あたるなか，「地域の最前線で重症
化予防に取り組みたい」と考えるよう
になったことから，2001年に田名内
科クリニック（当時）を開設した。
　2000年代の初めといえば，沖縄
県男性の平均寿命の全国順位が26
位に下落し（2000年調査），「沖縄

26ショック」として医学会に衝撃を与
えた頃である。開設当時，健康問題
が深刻化していた沖縄県では，糖尿
病や肥満，それらを原因とする透析
患者が急増していたため，田名氏一
人での診療が困難な状況になりつつ
あった。同じ頃，大学の同期で卒業
後も親交を深めていた腎臓内科・透
析・リウマチ・膠原病専門医である
比嘉啓氏が開業を検討していたこと
から声をかけ，2006年に首里城下
町クリニック第一・第二に改称。第
一・第二クリニックの院長を田名氏と
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比嘉氏がそれぞれ務める体制へと
移行した。透析専門の第二クリニッ
クの開設には，地域のなかでより専
門的な医療を提供したいという思い
が込められている。田名氏は「総合
病院と遜色のない治療を心がけてい
ます」と話し，血液透析外来に通院
中の約130人の患者の命を守るた
め，比嘉氏を含む医師3名体制で透
析医療に取り組んでいる。
　一方，内科全般の外来診療を行う
第一クリニックの来院患者数は1日あ
たり150人以上で，延べ5,000人程
度が定期的に通院している。診療体
制としては，常勤医師である田名氏・
比嘉氏による診療に加え，琉球大学
病院第三内科の大屋祐輔教授，琉
球大学病院心臓血管低侵襲治療セ
ンターの岩淵成志特命教授をはじめ
とする非常勤医師が週1～5回の専
門外来（高血圧，循環器，糖尿病）を
行っている。
　クリニックには，高血圧や糖尿病を
合併するCKD患者が多く訪れる。
腎臓病，循環器疾患，糖尿病の専
門医が一緒に1人の患者を診るとい
う理想的な診療環境を整えた田名氏
は，「糖尿病性腎症の場合，総合病
院などで糖尿病と腎臓病の診療を同
じ日に受けようとすると待ち時間が長
くなることもあると思います。当院で
は，私の診察室で血圧管理や腎臓
病に関する指導を行い，次に隣の診
察室で糖尿病専門医による指導やイ
ンスリン調整などが行われるというシ
ステムとなっていますので，患者さん
にとっても理想的な診療体制といえる
のではないでしょうか」と話した。ま
た，クリニックでは，腎臓病療養指導
士の資格をもつ看護師による専門的
な指導や管理栄養士による栄養指

導を必要に応じて行っている。さら
に，田名氏の妻を含め3名の保健師
が常駐し，生活習慣病に関する行
動変容のための保健指導を行う体
制を整え，高い診療レベルを維持し
ている。
　クリニック開設から今年で20年。
高齢患者が多い一方で，親子で患
者として通院するケースも増えつつ
あるという。「通院患者さんの平均年
齢は60代後半ですが，長年通院さ
れている患者さんの息子さんや娘さ
んが30～40代で高血圧や糖尿病
で通院されることもあります。このよう
な現状を踏まえ，地域における内科
専門医としてゲートキーパーの役割
を担うため，若年者から高齢者まで
多くの方々に専門的な診療を行える
環境を目指しています」（田名氏）。
田名氏は，治療を中断せずに継続し
て受診してもらうには，患者の納得・
理解を得ることが大切だと強調す
る。「当院では，初診の高血圧患者
さんの場合，まず家庭血圧計を貸し
出して2週間記録していただき，血
圧が高いことを認識していただくよう
にしています。そして，保健師や看
護師の指導を受けながら血圧値の
改善を目指し，3ヵ月経過しても改善
しない場合は，患者さんが納得した
段階で薬を処方します。患者さんが
服薬継続の必要性を理解したうえで
薬物治療を開始することがアドヒアラ
ンス向上につながると考え，実践して
います」。
　また，田名氏は地域の現状を次の
ように指摘した。「近年，沖縄県は65
歳未満の死亡率が全国より高く1），そ
の原因の背景には高血圧を放置して
いる人が多数存在することが推測さ
れています。肥満や糖尿病対策に加

え，高血圧など生活習慣病の管理を
しっかり行っていくことが新型コロナウ
イルス感染症流行下においても大変
重要であると考えています」。

 首里城下町クリニックにおける
 予防医療への取り組み

　田名氏は産業医としても活動して
おり，院内に「働く人健康支援室」を
設置して，現在，保健師・看護師ら
とともに13社，就業者約2,000人の
健康管理を担っている。産業保健活
動がライフワークのひとつになってい
るという田名氏は，「沖縄の現状をみ
ると，働き盛り世代の方々の生活習慣
病に対して適切な治療を行い，CKD
を予防するという早期介入が必要で
す。働く人たちの支援にも，力を入れ
て取り組んでいます」と語る。
　産業保健師・看護師を配置してい
る「働く人健康支援室」では，「町の
保健室」として，地域でのさまざまな
活動を行っている。活動のひとつとし
て，クリニック開設以来取り組んでい
るのが「地域むけ医療講演会」であ
る。正確かつ重要な医療情報の発
信を目的に，田名氏や連携先医療機
関の医師らが講師を務める講演会を
月1回開催しており，その回数は200
回を超えた。講演会には高齢者を
中心に毎回100人前後の参加者が
集まっていたが，新型コロナウイルス
感染症流行の影響でYouTube配
信に切り替えたところ，若い世代の
視聴も多く，聴講者数も増えたとい
う。田名氏は「いままでわれわれがア
プローチできなかった対象者にも，情
報が提供できているという手ごたえを
感じています。今後もYouTube配
信を定期的に行い，地域・社会への

われわれ世代，そして若い世代の専
門医をつなぐ懸け橋となることが私の
役割でもあり，若い先生方との協力
を意識しながらこの事業を進めてい
ます」。
　CKD78では，腎臓診療医への紹
介件数を取り組みの評価基準として
おり，1年あたりの紹介件数は開始
当初の70件程度から，5年を経た現
在は250件へと着実に増えてきてい
る。それでは，病診連携の実態はど
うなのか。「当院へは尿蛋白陰性で
eGFR値が低下している患者さんの
紹介が多く，腎機能が悪化する可能
性が低いケースが大半です。なかに
は蛋白尿が多いなど当院で継続して
診療を行うことが望ましいケースもあ
りますが，それ以外のケースは基本
的に紹介元へお返ししています。腎

臓診療医として，紹介元の先生や患
者さんに不安がないよう対応すること
が大切だと思っています」（田名氏）。

 取り組みを継続することが
 重症化予防につながる

　那覇市健康部健康増進課にはCKD
対策事務局が設置され，保健師1名
が専従で配置されている。CKD78
では，この体制により行政が積極的
に関わっているため，さまざまな活動
に継続的に取り組むことができている
という（表1）。行政との緊密な連携
がCKD78の最大の特徴であると強
調する田名氏は「行政担当者は地
域の方々のことを思い，積極的に動
いてくださっているので非常に心強
いです。医師会だけでは成し得ない

取り組みを継続することができ，緊密
な連携の在り方を具現化していただ
いていることに大変感謝しています」
と語り，これからもこうした支えに応え
ていきたいと続けた。
　最後に，今後の目標について田名
氏はこう語った。「最近，SDGs（持続
可能な開発目標）が注目を集めてい
ます。クリニックにおいても，CKD78
においても，大きな課題を攻略するに
は取り組みの継続性が大事であると
思います。いま行っていることを諦め
ずに継続して，大きな山に立ち向
かっていきたいです」。

健康啓発を継続していきたいと考え
ています」と話す。
　また，院内には「食を考えるコー
ナー」を設置し，月替わりで「腎臓を
守る食事のポイント」「減塩食のポイ
ント」などのテーマを決めて食生活に
役立つ情報を提供している。さらに，
毎月のテーマに合わせ，地域住民を
対象とした管理栄養士による料理
教室（定員10人程度，予約制）を月2
回開催，参加者の目の前で管理栄
養士が調理したものを実食し，健康
維持・重症化予防に関わる食の知
識を習得してもらう取り組みを続けて
いる。この取り組みは，第一，第二ク
リニックに組織改編したときから継続
しており，参加者にも好評だという。
　第一と第二クリニックを合わせて
70名に上る職員は，医療安全管理
委員会，感染症対策委員会，福利
厚生委員会など院内に設置された
いずれかの委員会に所属しており，
委員会活動を通じて同じ課題に取り
組むことで職員間の交流も深まって
いる。こうした職員同士のコミュニ
ケーションの活性化が院内のチーム
ワークを高め，予防医療の推進につ
ながっているようだ。

 那覇市CKD病診連携事業の歩み
 ～CKD48からCKD78へ

　クリニック開設以来，CKDの発
症・重症化予防に向けさまざまな取
り組みを展開してきた田名氏。しか
し，肥満者や糖尿病患者が増え続
ける地域の現状を目の当たりにし，自
施設の取り組みだけで透析患者数を
減らすことには限界があると考え，医
師会の活動として地域全体で透析
予防の推進を目指すことにした。田

名氏が常任理事を務める那覇市医
師会では，特定健康診査（特定健
診）のスタートを機に糖尿病治療対
策検討委員会を2008年に立ち上
げ，地域における糖尿病治療の標
準化を進めてきた。
　同委員会では，糖尿病だけでなく，
CKDの早期発見・治療も視野に入
れて取り組みを進めており，CKDに
関して地域の医療機関から協力・理
解を得るための工夫を模索してい
た。さまざまな活動を試みていたが，
市全体への広報という点では，どうし
ても限界があった。田名氏らが次の
一手に悩んでいたとき，当時那覇市
保健所副参事であった仲宗根正氏
（現 那覇市保健所所長）が那覇市医
師会のCKD病診連携推進事業に
関心をもち，行政の参画を提案した。
これにより，2015年，那覇市と那覇
市医師会が共同して取り組む「那覇
市CKD病診連携事業」が立ち上
がったのである。
　那覇市と那覇市医師会は，市民
に広く知ってもらえるようにと，当時人
気の高かったアイドルグループ名か
ら，同事業を通称「CKD48（シーケー
ディーフォーティーエイト）」と名づけ
た。同事業では，かかりつけ医であ
る「CKD登録医」と腎臓を専門に診
療する「腎臓診療医」が連携して患
者の治療にあたるCKD病診連携シ
ステムの構築を目指し，開始当初は
CKD登録医48医療機関の登録を
目標としていた。ところが，CKD病
診連携システムの運用が2016年4
月から開始されると，早い段階で
CKD登録医の医療機関数が48施
設を超えたため，事業の通称を
「CKD48」から「CKD78（なは）」へ
ステップアップ。同事業がスタートし

て5年が経った現在では，CKD登
録医の医療機関数は内科を中心に
60施設まで増えている。
　CKD病診連携推進会議の委員
である田名氏は，今後の活動につ
いて，「透析導入患者の高齢化が全
国的にも問題となっているいま，内
科と同様に高齢の患者さんが多い
整形外科との連携が重要であると
考えています。CKD78においても
整形外科医とコラボレーションした啓
発活動を行うなど，整形外科との連
携を意識した取り組みを進めていま
す」とした。
　一方，CKD78に腎臓診療医とし
て協力している腎臓・透析専門医は
34名である（2021年4月現在）。CKD
を取り巻く医療環境について田名氏
に尋ねると，次のように話した。「当院
において腎生検や透析入院が必要
となった場合には，市内および近隣
の総合病院と連携して対応していま
す。また，那覇市の人口は約32万人
で，市内の医療機関だけではCKD
病診連携システムの構築に向けて十
分な腎臓診療医を確保することがで
きません。実際には，CKD78の行政
担当者が浦添市や県南部地域など
市外の医療機関を訪ねて協力を依
頼するという地道なはたらきかけのお
かげで，腎臓診療医が順調に増え
てきているという状況です。また，私
は，現状では最後の国立大学医学
部として設立された琉球大学医学部
の第4期生で，ようやくわれわれのよ
うな琉球大学出身の腎臓専門医が
地域に増え始めている段階です。こ
れまで沖縄県の腎臓領域の医療は，
県外の大学医学部を卒業後，地元
に戻ってこられた多くの先輩方に支
えられてきました。こうした先輩方や

 地域に根ざした専門医療を
 実践するためクリニックを開設

　首里城下町クリニックは，その名の
とおり首里城にほど近い場所に第一
クリニック（外来専門）と第二クリニッ
ク（透析専門）を開設しており，田名
氏が院長を務める第一クリニックで
は，腎臓病とその発症・悪化に関わ
る高血圧を中心とした内科全般の診
療を行っている。田名氏は医学生の
頃から「腎臓病に苦しむ患者さんの
力になりたい」と考え，腎臓診療医を

目指して琉球大学医学部附属病院
（現 琉球大学病院）第三内科に入
局し，九州大学大学院での免疫遺
伝学研究を経て琉球大学に戻り，腎
臓内科および透析医療に携わってき
た。大学病院で重症患者の診療に
あたるなか，「地域の最前線で重症
化予防に取り組みたい」と考えるよう
になったことから，2001年に田名内
科クリニック（当時）を開設した。
　2000年代の初めといえば，沖縄
県男性の平均寿命の全国順位が26
位に下落し（2000年調査），「沖縄

26ショック」として医学会に衝撃を与
えた頃である。開設当時，健康問題
が深刻化していた沖縄県では，糖尿
病や肥満，それらを原因とする透析
患者が急増していたため，田名氏一
人での診療が困難な状況になりつつ
あった。同じ頃，大学の同期で卒業
後も親交を深めていた腎臓内科・透
析・リウマチ・膠原病専門医である
比嘉啓氏が開業を検討していたこと
から声をかけ，2006年に首里城下
町クリニック第一・第二に改称。第
一・第二クリニックの院長を田名氏と
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比嘉氏がそれぞれ務める体制へと
移行した。透析専門の第二クリニッ
クの開設には，地域のなかでより専
門的な医療を提供したいという思い
が込められている。田名氏は「総合
病院と遜色のない治療を心がけてい
ます」と話し，血液透析外来に通院
中の約130人の患者の命を守るた
め，比嘉氏を含む医師3名体制で透
析医療に取り組んでいる。
　一方，内科全般の外来診療を行う
第一クリニックの来院患者数は1日あ
たり150人以上で，延べ5,000人程
度が定期的に通院している。診療体
制としては，常勤医師である田名氏・
比嘉氏による診療に加え，琉球大学
病院第三内科の大屋祐輔教授，琉
球大学病院心臓血管低侵襲治療セ
ンターの岩淵成志特命教授をはじめ
とする非常勤医師が週1～5回の専
門外来（高血圧，循環器，糖尿病）を
行っている。
　クリニックには，高血圧や糖尿病を
合併するCKD患者が多く訪れる。
腎臓病，循環器疾患，糖尿病の専
門医が一緒に1人の患者を診るとい
う理想的な診療環境を整えた田名氏
は，「糖尿病性腎症の場合，総合病
院などで糖尿病と腎臓病の診療を同
じ日に受けようとすると待ち時間が長
くなることもあると思います。当院で
は，私の診察室で血圧管理や腎臓
病に関する指導を行い，次に隣の診
察室で糖尿病専門医による指導やイ
ンスリン調整などが行われるというシ
ステムとなっていますので，患者さん
にとっても理想的な診療体制といえる
のではないでしょうか」と話した。ま
た，クリニックでは，腎臓病療養指導
士の資格をもつ看護師による専門的
な指導や管理栄養士による栄養指

導を必要に応じて行っている。さら
に，田名氏の妻を含め3名の保健師
が常駐し，生活習慣病に関する行
動変容のための保健指導を行う体
制を整え，高い診療レベルを維持し
ている。
　クリニック開設から今年で20年。
高齢患者が多い一方で，親子で患
者として通院するケースも増えつつ
あるという。「通院患者さんの平均年
齢は60代後半ですが，長年通院さ
れている患者さんの息子さんや娘さ
んが30～40代で高血圧や糖尿病
で通院されることもあります。このよう
な現状を踏まえ，地域における内科
専門医としてゲートキーパーの役割
を担うため，若年者から高齢者まで
多くの方々に専門的な診療を行える
環境を目指しています」（田名氏）。
田名氏は，治療を中断せずに継続し
て受診してもらうには，患者の納得・
理解を得ることが大切だと強調す
る。「当院では，初診の高血圧患者
さんの場合，まず家庭血圧計を貸し
出して2週間記録していただき，血
圧が高いことを認識していただくよう
にしています。そして，保健師や看
護師の指導を受けながら血圧値の
改善を目指し，3ヵ月経過しても改善
しない場合は，患者さんが納得した
段階で薬を処方します。患者さんが
服薬継続の必要性を理解したうえで
薬物治療を開始することがアドヒアラ
ンス向上につながると考え，実践して
います」。
　また，田名氏は地域の現状を次の
ように指摘した。「近年，沖縄県は65
歳未満の死亡率が全国より高く1），そ
の原因の背景には高血圧を放置して
いる人が多数存在することが推測さ
れています。肥満や糖尿病対策に加

え，高血圧など生活習慣病の管理を
しっかり行っていくことが新型コロナウ
イルス感染症流行下においても大変
重要であると考えています」。

 首里城下町クリニックにおける
 予防医療への取り組み

　田名氏は産業医としても活動して
おり，院内に「働く人健康支援室」を
設置して，現在，保健師・看護師ら
とともに13社，就業者約2,000人の
健康管理を担っている。産業保健活
動がライフワークのひとつになってい
るという田名氏は，「沖縄の現状をみ
ると，働き盛り世代の方々の生活習慣
病に対して適切な治療を行い，CKD
を予防するという早期介入が必要で
す。働く人たちの支援にも，力を入れ
て取り組んでいます」と語る。
　産業保健師・看護師を配置してい
る「働く人健康支援室」では，「町の
保健室」として，地域でのさまざまな
活動を行っている。活動のひとつとし
て，クリニック開設以来取り組んでい
るのが「地域むけ医療講演会」であ
る。正確かつ重要な医療情報の発
信を目的に，田名氏や連携先医療機
関の医師らが講師を務める講演会を
月1回開催しており，その回数は200
回を超えた。講演会には高齢者を
中心に毎回100人前後の参加者が
集まっていたが，新型コロナウイルス
感染症流行の影響でYouTube配
信に切り替えたところ，若い世代の
視聴も多く，聴講者数も増えたとい
う。田名氏は「いままでわれわれがア
プローチできなかった対象者にも，情
報が提供できているという手ごたえを
感じています。今後もYouTube配
信を定期的に行い，地域・社会への

われわれ世代，そして若い世代の専
門医をつなぐ懸け橋となることが私の
役割でもあり，若い先生方との協力
を意識しながらこの事業を進めてい
ます」。
　CKD78では，腎臓診療医への紹
介件数を取り組みの評価基準として
おり，1年あたりの紹介件数は開始
当初の70件程度から，5年を経た現
在は250件へと着実に増えてきてい
る。それでは，病診連携の実態はど
うなのか。「当院へは尿蛋白陰性で
eGFR値が低下している患者さんの
紹介が多く，腎機能が悪化する可能
性が低いケースが大半です。なかに
は蛋白尿が多いなど当院で継続して
診療を行うことが望ましいケースもあ
りますが，それ以外のケースは基本
的に紹介元へお返ししています。腎

臓診療医として，紹介元の先生や患
者さんに不安がないよう対応すること
が大切だと思っています」（田名氏）。

 取り組みを継続することが
 重症化予防につながる

　那覇市健康部健康増進課にはCKD
対策事務局が設置され，保健師1名
が専従で配置されている。CKD78
では，この体制により行政が積極的
に関わっているため，さまざまな活動
に継続的に取り組むことができている
という（表1）。行政との緊密な連携
がCKD78の最大の特徴であると強
調する田名氏は「行政担当者は地
域の方々のことを思い，積極的に動
いてくださっているので非常に心強
いです。医師会だけでは成し得ない

取り組みを継続することができ，緊密
な連携の在り方を具現化していただ
いていることに大変感謝しています」
と語り，これからもこうした支えに応え
ていきたいと続けた。
　最後に，今後の目標について田名
氏はこう語った。「最近，SDGs（持続
可能な開発目標）が注目を集めてい
ます。クリニックにおいても，CKD78
においても，大きな課題を攻略するに
は取り組みの継続性が大事であると
思います。いま行っていることを諦め
ずに継続して，大きな山に立ち向
かっていきたいです」。

健康啓発を継続していきたいと考え
ています」と話す。
　また，院内には「食を考えるコー
ナー」を設置し，月替わりで「腎臓を
守る食事のポイント」「減塩食のポイ
ント」などのテーマを決めて食生活に
役立つ情報を提供している。さらに，
毎月のテーマに合わせ，地域住民を
対象とした管理栄養士による料理
教室（定員10人程度，予約制）を月2
回開催，参加者の目の前で管理栄
養士が調理したものを実食し，健康
維持・重症化予防に関わる食の知
識を習得してもらう取り組みを続けて
いる。この取り組みは，第一，第二ク
リニックに組織改編したときから継続
しており，参加者にも好評だという。
　第一と第二クリニックを合わせて
70名に上る職員は，医療安全管理
委員会，感染症対策委員会，福利
厚生委員会など院内に設置された
いずれかの委員会に所属しており，
委員会活動を通じて同じ課題に取り
組むことで職員間の交流も深まって
いる。こうした職員同士のコミュニ
ケーションの活性化が院内のチーム
ワークを高め，予防医療の推進につ
ながっているようだ。

 那覇市CKD病診連携事業の歩み
 ～CKD48からCKD78へ

　クリニック開設以来，CKDの発
症・重症化予防に向けさまざまな取
り組みを展開してきた田名氏。しか
し，肥満者や糖尿病患者が増え続
ける地域の現状を目の当たりにし，自
施設の取り組みだけで透析患者数を
減らすことには限界があると考え，医
師会の活動として地域全体で透析
予防の推進を目指すことにした。田

名氏が常任理事を務める那覇市医
師会では，特定健康診査（特定健
診）のスタートを機に糖尿病治療対
策検討委員会を2008年に立ち上
げ，地域における糖尿病治療の標
準化を進めてきた。
　同委員会では，糖尿病だけでなく，
CKDの早期発見・治療も視野に入
れて取り組みを進めており，CKDに
関して地域の医療機関から協力・理
解を得るための工夫を模索してい
た。さまざまな活動を試みていたが，
市全体への広報という点では，どうし
ても限界があった。田名氏らが次の
一手に悩んでいたとき，当時那覇市
保健所副参事であった仲宗根正氏
（現 那覇市保健所所長）が那覇市医
師会のCKD病診連携推進事業に
関心をもち，行政の参画を提案した。
これにより，2015年，那覇市と那覇
市医師会が共同して取り組む「那覇
市CKD病診連携事業」が立ち上
がったのである。
　那覇市と那覇市医師会は，市民
に広く知ってもらえるようにと，当時人
気の高かったアイドルグループ名か
ら，同事業を通称「CKD48（シーケー
ディーフォーティーエイト）」と名づけ
た。同事業では，かかりつけ医であ
る「CKD登録医」と腎臓を専門に診
療する「腎臓診療医」が連携して患
者の治療にあたるCKD病診連携シ
ステムの構築を目指し，開始当初は
CKD登録医48医療機関の登録を
目標としていた。ところが，CKD病
診連携システムの運用が2016年4
月から開始されると，早い段階で
CKD登録医の医療機関数が48施
設を超えたため，事業の通称を
「CKD48」から「CKD78（なは）」へ
ステップアップ。同事業がスタートし

て5年が経った現在では，CKD登
録医の医療機関数は内科を中心に
60施設まで増えている。
　CKD病診連携推進会議の委員
である田名氏は，今後の活動につ
いて，「透析導入患者の高齢化が全
国的にも問題となっているいま，内
科と同様に高齢の患者さんが多い
整形外科との連携が重要であると
考えています。CKD78においても
整形外科医とコラボレーションした啓
発活動を行うなど，整形外科との連
携を意識した取り組みを進めていま
す」とした。
　一方，CKD78に腎臓診療医とし
て協力している腎臓・透析専門医は
34名である（2021年4月現在）。CKD
を取り巻く医療環境について田名氏
に尋ねると，次のように話した。「当院
において腎生検や透析入院が必要
となった場合には，市内および近隣
の総合病院と連携して対応していま
す。また，那覇市の人口は約32万人
で，市内の医療機関だけではCKD
病診連携システムの構築に向けて十
分な腎臓診療医を確保することがで
きません。実際には，CKD78の行政
担当者が浦添市や県南部地域など
市外の医療機関を訪ねて協力を依
頼するという地道なはたらきかけのお
かげで，腎臓診療医が順調に増え
てきているという状況です。また，私
は，現状では最後の国立大学医学
部として設立された琉球大学医学部
の第4期生で，ようやくわれわれのよ
うな琉球大学出身の腎臓専門医が
地域に増え始めている段階です。こ
れまで沖縄県の腎臓領域の医療は，
県外の大学医学部を卒業後，地元
に戻ってこられた多くの先輩方に支
えられてきました。こうした先輩方や

※新型コロナウイルス感染症流行前の状況

 地域に根ざした専門医療を
 実践するためクリニックを開設

　首里城下町クリニックは，その名の
とおり首里城にほど近い場所に第一
クリニック（外来専門）と第二クリニッ
ク（透析専門）を開設しており，田名
氏が院長を務める第一クリニックで
は，腎臓病とその発症・悪化に関わ
る高血圧を中心とした内科全般の診
療を行っている。田名氏は医学生の
頃から「腎臓病に苦しむ患者さんの
力になりたい」と考え，腎臓診療医を

目指して琉球大学医学部附属病院
（現 琉球大学病院）第三内科に入
局し，九州大学大学院での免疫遺
伝学研究を経て琉球大学に戻り，腎
臓内科および透析医療に携わってき
た。大学病院で重症患者の診療に
あたるなか，「地域の最前線で重症
化予防に取り組みたい」と考えるよう
になったことから，2001年に田名内
科クリニック（当時）を開設した。
　2000年代の初めといえば，沖縄
県男性の平均寿命の全国順位が26
位に下落し（2000年調査），「沖縄

26ショック」として医学会に衝撃を与
えた頃である。開設当時，健康問題
が深刻化していた沖縄県では，糖尿
病や肥満，それらを原因とする透析
患者が急増していたため，田名氏一
人での診療が困難な状況になりつつ
あった。同じ頃，大学の同期で卒業
後も親交を深めていた腎臓内科・透
析・リウマチ・膠原病専門医である
比嘉啓氏が開業を検討していたこと
から声をかけ，2006年に首里城下
町クリニック第一・第二に改称。第
一・第二クリニックの院長を田名氏と

1） 沖縄県 市町村別健康指標 死亡数及び標準化死亡比 
参考資料. 主な死因の死亡数, 粗死亡率, 年齢調整
死亡率の推移（沖縄県・全国 1973年～2019年）. 
（http://www.kenko-okinawa21.jp/090-docs/ 
2021011800012/file_contents/4.pdf）

引用文献

表1 CKD78に関する主な取り組み

CKD病診連携推進会議

地区別症例検討会

医療者向け
「CKD連携講演会」

市民向け
「CKD予防講演会」

CKD病診連携に関する
アンケート調査

那覇市CKD対策推進
NEWSレター発行
（那覇市ホームページにも掲載）

年2回

年2回

年2回

年1回

年2回

年2～3回

取り組み 内 容頻 度※

腎臓専門医，糖尿病専門医，かかりつけ医代表，患者代表，
協会けんぽ保健師，保健所職員などで構成される委員が集
い，CKD78の半年間の成果を振り返り，今後の対策につ
いて話し合う。

全国の医療機関から演者を招いて行う。医師・コメディカル
合わせて毎回70～80人が参加。

CKD病診連携に関する現状と課題把握のため，CKD登録
医・腎臓診療医を対象に行う。

CKD78の進捗状況や各取り組み実施後の報告など，詳細
な情報を紹介。

地域の腎臓専門医がCKDの正しい知識と予防に役立つ情
報を伝える講演と，透析患者が自身の体験談から予防の大
切さを伝える講演で構成される。
特定健診の結果をもとに該当者に予防講演会の案内を行
い，毎回70～80人が参加。

より顔の見える連携を目指し，各地区の腎臓診療医とその
周辺施設のCKD登録医が集って症例検討を行う。
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Answer

Question那覇市における糖尿病患者さんの
実態について教えてください。

1） 沖縄県. 県民健康・栄養調査の現状─平成28年度沖縄県県民健康・栄養
調査結果─第2部 身体状況調査. p216.（http://www.kenko-okinawa21.jp/ 
090-docs/2018033000018/）

2） 厚生労働省. 令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要.（https://www. 
mhlw. go.jp/stf/newpage_14156.html）

引用文献

INTERFACE
高血圧専門医・腎臓専門医，糖尿病専門医・かかりつけ医，腎臓専門医・かかりつけ医，腎臓診療医，
行政担当者がそれぞれの立場から，地域での医療連携や行政施策の現状・課題について解説します。

屋宜先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医

田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

　当院は2001年に那覇市内に開業し，糖尿病専門医
である私のほかに非常勤医師2名（循環器専門医，糖
尿病専門医各1名），看護師5名，日本糖尿病療養指
導士（CDEJ）の資格をもつ管理栄養士2名，事務スタッ
フ4名という体制で，糖尿病を中心とした生活習慣病の
診療を行っています。2020年に那覇市古波蔵地区に
移転してからは診療所面積が広くなり，紹介患者さんをは
じめ受診患者数が増加傾向にあります。月あたりの外来
患者数は約750人で，そのうち約450人が糖尿病患者
さんです。糖尿病以外では，高血圧，脂質異常症，痛風
などの患者さんが多く受診されます。通院患者さんの6割
は60歳以上，約1割は80歳以上であり，動脈硬化性
疾患，神経障害，CKDなどさまざまな合併症を有する
ケースが増えてきています。
　沖縄県における肥満者の割合は全国平均よりも高く1）2），
肥満をともなう糖尿病患者さんが増えているのが現状で
す。一方，若年の糖尿病患者さんも増えつつあり，特に
肥満をともなわない若い女性で2型糖尿病を発症する
ケースが増えていると感じています。その理由について，
若年発症例が増えているのか，啓発などにより早期受診
者が増えているのか明確なことはわかりませんが，若年の
患者さんに受診のきっかけを尋ねると，「インターネットで糖
尿病専門医を検索して来ました」と答える方が大半です。
もし，若年での糖尿病発症頻度が高まっている場合，積

極的に医療機関を受診される方は治療介入が可能であ
るのに対し，受診に至らない方は糖尿病の進展により合
併症の発症や悪化につながることが懸念されます。
　また，当院では，管理栄養士が患者さんからの栄養相
談に毎日応じています。診察時の食事指導だけでは患者
さんから十分なお話を伺うことができないため，管理栄養士
への相談を通じて知ることができた情報も多いです。最近
では，健康食品に関する相談が多く，管理栄養士がそれ
ぞれの食品の糖尿病への影響について説明を行い，患者
さんに正しい知識を身につけていただけるようにしていま
す。加齢性難聴で耳の聞こえに不安のある高齢患者さん
も増えており，必要な方には当院で準備している聞こえを
補助する機器を装着していただいたうえで説明を行うように
しています。高齢患者さんのなかには，聞こえづらくて内容
を十分に理解できなかったとしても，医師にそのことを言い
出しにくい方もいますので，さまざまな工夫をして患者さんの
本音や受診までのあいだに変わったこと，努力したことなど
最近の状況を丁寧に聞き取り，治療の経過をみています。

生活習慣が原因となる肥満による
糖尿病は依然として多く，患者さんの
平均年齢は上昇しています。その一方で，最近では
若年層の受診が増えている印象があります。

こはぐら
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Answer

QuestionCKD78では那覇市CKD安心カードの導入を
新たに開始しました。糖尿病専門医として
どのように活用されていますか。

屋宜先生の回答
糖尿病専門医・かかりつけ医

屋宜宣治
Yagi Noriharu

田名 毅
Tana Takeshi

高血圧専門医・
腎臓専門医の立場から

糖尿病専門医・
かかりつけ医の立場から

適切な薬剤処方の推進に向け，他の
医療機関の医師や薬剤師に患者さんの
腎機能の程度を伝えるツールとして活用しています。腎臓を守ることに
対する患者さんの意識を高めるツールとしても有用であると考えます。
　「那覇市CKD安心カード」（以下，CKDカード。12
ページ参照）は，糖尿病領域で活用している「糖尿病
連携手帳」からヒントを得て発案したもので，患者さんの
クレアチニン値とeGFRを記入して腎機能の程度を通
院中の医療機関の医師や薬剤師に伝えることで，適
切な薬剤処方を推進することを目的としています。
CKDカードを患者さんにお渡しする際には，「今回の血
液検査の結果，あなたの腎機能が低下していることが
わかりました。腎機能が低下していると，使えないお薬
や量を減らさなければいけないお薬があります。そのよう
なお薬が処方されることを避けるためにも，薬局やあな
たの腎機能検査を行ったことがない医療機関を受診す
る際には，このカードを提示してください」とお伝えしてい
ます。機能が低下している腎臓に負担のかかる薬剤が
処方されないよう，自分を守るために提示してくださいと
強調することで，大半の患者さんは実践を心がけてくれ
るようになります。処方薬が増えることに抵抗のある患
者さんは多く，それに加えて腎臓を守るという意識から
活用する方も増えており，配布を開始してから4ヵ月程
度ですが，CKDカードの携帯率は60％以上に上って
います（インタビュー当時）。
　また，CKDカードは，患者さんにご自身の腎機能に問
題があることを認識していただくためのツールとしても有

用性が高いと考えています。CKDカードを配布する際に
は，記入した検査値について説明し，「腎機能がさらに悪
くなると，腎臓専門医の先生に一度相談する必要があり
ます」とお話しして，危機感をもっていただくようにしてい
ます。CKDカードを携帯することは，腎機能に対する患
者さんの意識向上にもつながるのではないでしょうか。実
際，定期的な腎機能検査がいつもの間隔で実施できて
いなかったとき，自らCKDカードを提示して腎機能検査
を行ってほしいと要望される患者さんも出てきています。
　沖縄県では，若い世代における糖尿病管理が十分
でないために透析に至ってしまうケースがほかの地域よ
りも多い印象があり，糖尿病治療の重要性をみなさん
に知っていただく必要があると痛感しています。糖尿病
やCKDをはじめとする慢性疾患においては，専門医と
かかりつけ医の連携が大切です。また，地方都市は大
企業が少なく，職場での健康診断を受けている人が少
ないのが実情です。自治体の特定健康診査対象者が
異常値を示した場合には行政の保健指導スタッフとか
かりつけ医や専門医の連携も重要であると考え，糖尿
病専門医として那覇市健康部健康増進課と協力しな
がら対象者の医療機関受診を推進しています。私が現
役で診療を続けているあいだは，当院に通院されている
患者さんを透析へ移行させないことが一番の目標です。

医療法人かねや
屋宜内科医院 院長

医療法人麻の会
首里城下町クリニック第一
院長

田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

なは
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Answer

Question

INTERFACE
田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

　CKD78では，はじめに那覇市医師会全体を対象と
した「CKD症例検討会」を開催しましたが，CKD病診
連携システムに関わる腎臓診療医，CKD登録医（か
かりつけ医），医師，看護師，那覇市職員・保健師な
ど40名ほどが集まり，時間的な制約もあって活発な討
議に至れないという難しさがありました。別の機会に医
師会の班会議という小規模な会合でCKDに関する講
演をした際は，腎臓領域以外の先生方からその場でさ
まざまな質問が寄せられましたので，小規模な集まりも
必要だと実感しました。そこでその後，本事業のCKD
病診連携推進会議で小規模グループでの症例検討
会の開催を提案したという経緯があります。やはり，顔
見知りの先生同士が多い集まりのほうが意見交換がし
やすく，顔の見える関係が構築されるため，患者さんを
紹介しやすくなるのではないかと考えました。
　私は，那覇市立病院内科部長，人工透析室長兼
務を経て2019年に那覇市真嘉比地区に一般内科・
腎臓病・リウマチ・人工透析を中心とする「みやら内
科クリニック」を開設し，腎臓専門医として主に地域の
医療機関から紹介された患者さんの診療に取り組んで
おり，当地区における症例検討会の進行・まとめ役を
担当しました。症例検討会の実施にあたって周辺のク
リニックへ案内したところ，糖尿病診療，一般内科診
療，在宅医療などに携わる8名の先生が参加してくだ

さいました。
　約1時間半の症例検討会では，CKD診療のポイン
トについて講演した後，典型的な症例や腎機能低下
時に注意が必要な薬剤を使用した症例を含む4症例を
取り上げ，各症例について質疑応答を行うという形式
で進めました。質問内容は，紹介基準に関する確認，
薬剤の処方方針，血圧値の設定目標などCKD管理
における重要なことから，先生方それぞれが難渋してい
る症例に関する相談まで，非常に多岐にわたりました。
　また，この検討会で相談のあった症例を後日ご紹介
いただくなど，地域連携の推進につながっている面もあ
ります。一度紹介のやりとりをする関係が築けると，2
回目以降は紹介時のハードルが低くなります。患者さ
んにもかかりつけ医の先生と併診で進めていく方針を
伝えて安心感をもっていただくことで，さらに連携しやす
くなると考えています。特に高齢者は，複数の併存疾
患がある，ポリファーマシーの状態にある，認知症をと
もなっているなど，CKDの進行や生命予後に影響を及
ぼす要因を抱えていることから注意が必要です。こうし
た情報共有をさらに促進できるよう，今後も地区別症
例検討会を定期的に継続していければと思います。こ
の会をさらに有意義なものとするため，事前に質問をお
預かりする，各地区の内容・形式を統一するなどといっ
た工夫も検討していきたいと考えています。

宮良先生の回答
腎臓専門医・かかりつけ医

CKD78では地区別の症例検討会を行っています。
開催経緯や反響・成果などについて教えてください。

地区別症例検討会は，より顔の
見える連携を目指して実施しました。
活発な質疑応答の場となり，専門医とかかりつけ医との
連携推進につながったと感じています。

まかび
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Answer

Question田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

　私が那覇市立病院に勤務していた当時，CKDが進
行した段階で受診されるケースが多いという印象があり
ました。特に，若年者で急激に腎機能が悪化したり，
末期腎不全の状態であったりするケースが目立ちまし
た。そういった症例には，特定健康診査（特定健診）
未受診者やかかりつけ医のもとで十分な腎機能検査
が実施されていない方などが含まれていたことから，早
期に専門医へつなぐことが那覇市におけるCKDを取
り巻く課題であると認識しています。
　CKD78が開始してから5年経ち，CKD病診連携
システムにおけるCKD登録医の数も順調に増えてい
ますので，CKDという言葉はかかりつけ医の先生方に
もある程度浸透したのではないでしょうか。次の目標
は，腎臓疾患に対して苦手意識のある先生方が抱い
ている不安を解消し，専門医へ紹介するためのハード
ルを下げることです。そのためには，地区別症例検討
会を開催するなど，より顔の見える連携を目指した活動
を継続したいと考えています。
　CKD78の今後の課題のひとつは，特定健診およ
び医療機関未受診者への対策であると考えています。
那覇市の特定健診受診率は決して高くない状況で1），
特定健診で異常が認められても医療機関を受診する
人は少なく，アウトリーチを必要とするケースが多いの
が現状です。CKD78においては，那覇市国保・協会

けんぽなどの保健指導スタッフが特定健診結果に基づ
き，受診勧奨対象者にCKD登録医を紹介して再検
査・受診を勧めていますが，すべてをカバーするまでに
は至っていないと思われます。やはり，一番重要なこと
は未受診者をいかに受診へ導くかではないでしょうか。
　また，CKD患者さんの大半を高齢者が占めることか
ら，超高齢社会における課題にも目を向ける必要があり
ます。末期腎不全に至った高齢患者さんで，透析を拒
否される方もいらっしゃいます。そういった方々に対して，
医療上どのようなソフトランディングが可能かということ
も，地域で話し合うことが望ましいのではないかと考えま
す。CKD発症・重症化予防を進める一方で，高齢の
重症例へのケアに対し地域でどのように取り組むかなど
末期腎不全へと進行した患者さんのこともみんなで考え
ていければと思います。末期腎不全に至らないために
は，市民のみなさんにCKDのことを知っていただくこと
が大切です。CKD78では市民向け講演会などを開催
しており，CKDへの認識がより浸透する方法を関係者
で話し合いながら見出していきたいと考えています。

1） 那覇市国民健康保険 第 2 期データヘルス計画・第 3 期特定健康診査等実
施計画（概要版）. 2018年度～2023年度.

 （https://www.city.naha.okinawa.jp/fukusi/kenkoiryo/kenkou/tokuteikensin/ 
datahealthplan.files/datahealth_2andjissiplan_3_gaiyou.pdf）

引用文献

みやら内科クリニック
院長

宮良 忠
Miyara Tadashi

腎臓専門医・
かかりつけ医の立場から

CKD78を発展させるための課題について，
腎臓専門医の立場からお考えをお聞かせください。

宮良先生の回答
腎臓専門医・かかりつけ医

特定健康診査および医療機関
未受診者への対策が重要課題であると
考えます。また，CKD発症・重症化予防を進める一方で，
高齢の患者さんのケアのあり方も地域で検討できればと思います。
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INTERFACE
田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

糸数先生の回答
腎臓診療医

那覇市立病院はCKD患者さんの教育入院に
取り組まれていますが，その実態について
教えてください。

患者さんは教育入院に意欲的に
取り組まれており，退院後の腎機能低下抑制に
関しても手ごたえを感じます。
　教育入院はCKD患者さんの予後改善（透析予防，心
血管・脳血管イベント抑制）を目標として行っており，軽症
～中等度あるいは若年の患者さんで高い効果が期待でき
ると考えられますが，かかりつけ医から紹介いただいた患者
さんは，原則としてCKDステージに関係なく全例対応してい
ます。紹介患者さんの診療情報提供書からは，われわれへ
の相談に至るまでのかかりつけ医の先生方のご苦労や，よ
りよい環境での治療を望む気持ちが伝わってきます。また，
患者さん自身も勉強したいという気持ちが強く，われわれも
双方の気持ちに応えたいという思いで取り組んでいます。
　教育入院の期間は7日間で，水曜日に入院し，土日に
は外泊を行い，翌週の火曜日に退院です。外泊では入
院期間中に行う蓄尿検査を継続して，それまでに学んだ
食事管理がご自宅で実践できているかを確認し，その結
果を患者さんと共有します。
　患者教育は，日本腎臓学会が発行している各種ガイド
ラインに沿って，医師，薬剤師，臨床検査技師，管理栄
養士，理学療法士，透析室の看護師・臨床工学技士に
よる多職種のチームで行っています。それぞれ専門の立
場でCKD教室を開催しており，退院時のアンケートで
は，患者さんから各部門に対して高い評価をいただいて
います。特に栄養指導への関心が高く，定期的な通院
や検査，薬剤の服用に加え，毎日の食事がCKDの進行
予防に重要であることを認識して退院されています。ま

た，寝たきりの原因となるサルコペニア・フレイルによる
予後悪化を防ぐため，患者さんの臨床的背景に応じた運
動指導も行っています。
　沖縄県内でCKD教育入院を開始した基幹病院は，お
そらく当院が初めてです。講演会などで教育入院につい
て，市民やかかりつけ医に通院中の患者さん・ご家族に
向けて案内したところ，多職種からの説明を受けられるこ
とに多くの方が興味を示されました。外来診療という限ら
れた時間でCKDステージの説明や療養生活に関する指
導を受けても，十分に理解できない方もいます。特に高
齢者はその傾向があり，教育入院を受けたことで「理解が
深まった」「透析にならないよう頑張っていきたい」と話す
方がたくさんいらっしゃいました。実際，これまでに17名
の方に実施し，症例数が少なく統計的有意性は示せませ
んが，教育入院後の腎機能やHbA1cなどの経過は比
較的良好と思われます。
　しかし，紹介元のかかりつけ医はこれまでのところほと
んどが腎臓専門医であるため，今後は非専門医の先生
方からも紹介いただけるよう，取り組みの裾野を広げてい
きたいと考えています。当院では2018年4月より教育入
院を開始し，実施した患者数は2018年度11例，2019
年度5例であり，2020年度は新型コロナウイルス感染
症流行の影響で7月以降休止となり1例でしたが，状況
が落ち着いたら再開する予定です。
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田名先生からの質問
高血圧専門医・腎臓専門医

糸数昌悦
Itokazu Masayoshi

地方独立行政法人
那覇市立病院
腎臓リウマチ科 科部長

行政の
立場から

腎臓診療医の
立場から

那覇市 健康部 健康増進課
保健師

高良めぐみ
Takara Megumi

高良さんの回答
行 政

CKD78の行政担当者として感じられている
やりがいや，取り組みの推進において
難しいと感じる点などをお聞かせください。

市民の腎臓を守るための取り組みに
携われていることにやりがいを
感じる一方で，地域の先生方に症例検討会参加のための
時間を割いていただく難しさを感じています。
　那覇市では，健康増進計画「健康なは21（第2
次）」の重点取り組み項目のひとつにCKD対策を掲げ
ています。透析に移行される方の減少を目標に，かか
りつけ医と腎臓専門医との連携を推進するCKD48
（現 CKD78）のキックオフを2015年10月に宣言し，
翌2016年4月から事業がスタートしました。私は，
CKD78へとステップアップした2018年度から担当し
ており，本事業のCKD病診連携推進会議委員（以
下，委員）の先生方に相談させていただきながら，那覇
市保健所所長，所属長とともに事業の運営に取り組
んでいます。
　CKD78では，CKD登録医（かかりつけ医）から腎臓
診療医（専門医）への紹介がスムーズに行われることが
市民の腎臓を守ることにつながると考えています。その
ため，地区別の症例検討会において，かかりつけ医の
先生方と専門医の先生とのあいだで活発な意見交換
がなされ，今後の相談を行いやすい関係が築き上げられ
ていく様子を見たときには感慨深いものがありました。一
方，症例検討会の開催にあたって地域の先生方にお
声をおかけするなかで，日常診療でお忙しい先生方に会
場へ足を運ぶための時間を割いていただくことの難しさ
も感じています。現在は，新型コロナウイルス感染症の
流行下ということでオンライン形式での開催も考慮に入
れていますが，その場に集まることで顔の見える連携に

つながるという点もありますので，検討会は会場に来て
いただける開催方式が本来は望ましいと考えています。
　また，市では，CKD78の取り組み状況を報告する
ために，那覇市医師会に所属する先生方にお届けし
たい内容を中心に記事を作成し，NEWSレターを定期
的に発行しています。腎臓診療医への質問に対して
専門医が回答するコーナーなどを設けて先生方にも作
成に参加いただくなど，現場の先生方のお役に立つ情
報をお届けできるよう努めています。
　新たな取り組みである「CKD78シール」と「那覇市
CKD安心カード」（以下，CKDシール・カード。12ペー
ジ参照）は，委員の先生方のCKD重症化予防に向け
た熱い思いから企画が立ち上がり，話し合いを重ねて
実現に至りました。こうした先生方の努力や目標に向
けた歩みが市民のみなさんの腎臓を守ることにつながっ
ていることを実感しながら，この事業に携われているこ
とに行政の担当として大きなやりがいを感じています。
　CKD78がスタートして5年が経ちますが，CKDに関
する認識は，市民のみなさんに十分には浸透していな
いようです。CKDシール・カードの導入によってeGFR
という言葉が糖尿病のHbA1cのように周知され，市民
のみなさんが腎機能を意識されるようになることを期待
しています。その一助として，CKDシール・カードの配
布・啓発を推進していくことが現在の一番の目標です。
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お薬手帳は一人一冊
病院や診療所、歯科診療所、薬局、薬店、ドラッグ
ストアーなどへ行くときには毎回、提示しましょう。

CKD78シール

田名 毅 医療法人麻の会 首里城下町クリニック第一 院長

那覇市CKD病診連携事業 （CKD78）　

クリニカルパス・その他ツール

CKD78で新たに運用を開始した「CKD78シール」と
「那覇市CKD安心カード」をご紹介します。　

図1 CKD78シール

　那覇市では，行政と医師会が共同で「那覇市CKD病診

連携事業（通称：CKD78）」を2016年4月より行ってお

り，CKD登録医（かかりつけ医）と腎臓診療医（腎臓・透析

専門医）とのCKD病診連携システムの構築に向けて取り

組んでいます。

　CKD78では，CKDの患者さんをかかりつけ医である

CKD登録医がいち早く見つけ，できるだけ早めに腎臓診

療医に紹介することを大切にしています。特定健康診査

（特定健診）結果に基づいた受診勧奨によりCKD登録医か

ら腎臓診療医に紹介されるほか，普段の診療でeGFR値や

蛋白尿による紹介基準を満たした場合や気になる症状があ

る場合には，患者さんの意向も確認したうえで，CKD登録

医が腎臓診療医に紹介します。腎臓診療医は検査・診断な

どを行い，CKD登録医が希望する紹介後の方針も踏まえ

て，専門的な立場から治療方針をアドバイスしています。

CKD登録医と腎臓診療医が協力して患者さんの治療にあ

たることで，CKDの早期発見・治療を実現したいと考えて

います。2021年4月現在，CKD登録医64名，腎臓診

療医34名に協力いただき，病診連携を推進しています。

　2021年度からは新たな取り組みとして，CKD登録医

や腎臓診療医が腎機能に注意が必要と判断した患者さんの

お薬手帳に貼付する「CKD78シール」（図1）と，腎機能の

情報について記載する「那覇市CKD安心カード」（図2）の

運用を開始しました。このCKDシール・カードを患者さん

が他の医療機関や薬局に出向いた際に提示することで，医

師・歯科医師や薬剤師に情報が伝わり，腎機能を意識した対

応をしていただけると考えています。

　CKD78がスタートして5年が経ち，腎臓診療医への紹

介件数は着実に増えています。しかし，地域の医療機関には

尿蛋白2＋以上など潜在する透析導入ハイリスク者が多数

いると考えられます。CKDシール・カードを通じて他科の

先生方に患者さんの腎機能を意識していただくことで，

CKD病診連携システムの推進につながり，透析患者数減

少に寄与すると期待しています。また，近年は，医薬分業

が進み，薬剤師に医師の処方意図が十分に伝わらない

ケースがみられます。CKDシール・カードは，医師と薬剤

師が情報を共有する有用なツールとなり得ます。医薬連

携がより深まることで，CKD78の取り組みにもよい影響

を与えるのではないでしょうか。

Tana Takeshi

高良めぐみ 那覇市 健康部 健康増進課 保健師
Takara Megumi

な は

お薬手帳お薬手帳

氏名

年　  月  　日～　　年　  月  　日　

No.

なは
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腎機能の結果で、飲めない薬や、量の調整が必要となるお薬があります。お薬を
処方してもらう際に提出してください。G3b、G4、G5の患者様は腎臓内科受診
が推奨されています。 　那覇市慢性腎臓病(CKD)病診連携推進会議・CKD78

日本腎臓学会「CKD診療ガイドライン2018」より引用、改変

透析の準備透析の準備疲れ、むくみ、息切れなど自覚症状はほとんどなし

クリニカルパス・その他ツール

図2 那覇市
      CKD安心カード

　那覇市では，行政と医師会が共同で「那覇市CKD病診

連携事業（通称：CKD78）」を2016年4月より行ってお

り，CKD登録医（かかりつけ医）と腎臓診療医（腎臓・透析

専門医）とのCKD病診連携システムの構築に向けて取り

組んでいます。

　CKD78では，CKDの患者さんをかかりつけ医である

CKD登録医がいち早く見つけ，できるだけ早めに腎臓診

療医に紹介することを大切にしています。特定健康診査

（特定健診）結果に基づいた受診勧奨によりCKD登録医か

ら腎臓診療医に紹介されるほか，普段の診療でeGFR値や

蛋白尿による紹介基準を満たした場合や気になる症状があ

る場合には，患者さんの意向も確認したうえで，CKD登録

医が腎臓診療医に紹介します。腎臓診療医は検査・診断な

どを行い，CKD登録医が希望する紹介後の方針も踏まえ

て，専門的な立場から治療方針をアドバイスしています。

CKD登録医と腎臓診療医が協力して患者さんの治療にあ

たることで，CKDの早期発見・治療を実現したいと考えて

います。2021年4月現在，CKD登録医64名，腎臓診

療医34名に協力いただき，病診連携を推進しています。

　2021年度からは新たな取り組みとして，CKD登録医

や腎臓診療医が腎機能に注意が必要と判断した患者さんの

お薬手帳に貼付する「CKD78シール」（図1）と，腎機能の

情報について記載する「那覇市CKD安心カード」（図2）の

運用を開始しました。このCKDシール・カードを患者さん

が他の医療機関や薬局に出向いた際に提示することで，医

師・歯科医師や薬剤師に情報が伝わり，腎機能を意識した対

応をしていただけると考えています。

　CKD78がスタートして5年が経ち，腎臓診療医への紹

介件数は着実に増えています。しかし，地域の医療機関には

尿蛋白2＋以上など潜在する透析導入ハイリスク者が多数

いると考えられます。CKDシール・カードを通じて他科の

先生方に患者さんの腎機能を意識していただくことで，

CKD病診連携システムの推進につながり，透析患者数減

少に寄与すると期待しています。また，近年は，医薬分業

が進み，薬剤師に医師の処方意図が十分に伝わらない

ケースがみられます。CKDシール・カードは，医師と薬剤

師が情報を共有する有用なツールとなり得ます。医薬連

携がより深まることで，CKD78の取り組みにもよい影響

を与えるのではないでしょうか。
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　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ
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2015年には糖尿病センター（院内標榜）を新設。糖尿病専門
医と多職種による，糖尿病進展予防のための専門医療を提供
している。病院名の「HITO（ひと）」には，人を診る医療であり
たいという願いが込められている。同院のコンセプトである
「いきるを支える」医療を目指し，糖尿病患者の長い療養生活
のサポートの在り方を考える糖尿病センター長/糖尿病内科部
長の扇喜真紀先生に，同院の取り組みや課題について伺った。

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，

社会医療法人石川記念会 HITO病院
扇喜真紀
Ogi Maki

糖尿病センター長/
糖尿病内科部長

　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。

多職種による多様な診療形態で，患者さんの長い療養生活を支える

　1995年愛媛大学医学部卒業。同年愛媛大学医学部附属病院第3内
科入局。一般財団法人永頼会松山市民病院内科，市立大洲病院内科，社
会福祉法人恩賜財団済生会今治病院内科を経て，2002年より医療法人
綮愛会石川病院（現 社会医療法人石川記念会HITO病院）消化器内科医
長，2015年4月より社会医療法人石川記念会HITO病院内科部長，糖
尿病内科部長，同年11月糖尿病センター長兼任，現在に至る。日本糖尿
病学会専門医，日本内科学会総合内科専門医，日本消化器内視鏡学会専
門医，日本消化器病学会指導医，人間ドック指導医。
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　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，

施設紹介 社会医療法人石川記念会 HITO病院

　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。

※ 減塩の参考として，塩辛さの比較を簡単に確認できる検査。食塩含有量の異なる濾紙（0，
0.6，0.8，1.0，1.2，1.4，1.6mg/cm2）を1枚ずつ舌に乗せ，どの食塩含有量の濾紙
を塩辛く感じるかにより，塩辛さを比較確認する。
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みそ汁、スープなど 1日 2杯以上 1日1杯くらい 2～ 3回 / 週

2～ 3回 / 週
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つけ物、梅干しなど
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ハムやソーセージ
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人より多め

しょうゆやソースなどをかける頻度は？

うどん、ラーメンなどの汁を飲みますか？

昼食で外食やコンビニ弁当などを利用しますか？

夕食で外食やお惣菜などを利用しますか？

家庭の味付けは外食と比べていかがですか？

食事の量は多いと思いますか？

ほとんど
かけない

ほとんど
飲まない

利用しない

利用しない

人より少なめ

あまり
食べない

半分くらい飲む

合 計 点 評　　価

0～ 8 食塩はあまりとっていないと考えられます。引き続き減塩をしましょう。

9 ～ 13

14 ～ 19

20 以上

チェック

食塩摂取量は平均的と考えられます。減塩に向けてもう少し頑張りましょう。

食塩摂取量は多めと考えられます。食生活のなかで減塩の工夫が必要です。

食塩摂取量はかなり多いと考えられます。基本的な食生活の見直しが必要です。

あなたの塩分チェックシート 
年　　　月　　　日　　年齢　　　歳　　性別：    男　女

当てはまるものに○をつけ、
最後に合計点を計算してください。
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点
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点点

点

医療スタッフからのコメント：

No. 

0 点

○をつけた個数

合計点

0点

　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，

　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。

図2 塩分チェックシート

❶ 採血・採尿（早朝尿持参）
❷ 血圧・体重測定
❸ 看護師による問診　体調や水分摂取などの聞き取り
  塩分チェックシートの記載（前日の食事内容）
❹ 管理栄養士による指導
  推定塩分摂取量と塩分チェックシート 照らし合わせる
　　　　　　　　　　→塩分過剰食品の見える化
❺ 医師の診察（指導内容の理解度を確認）
❻ 次回診察日用の早朝尿採尿セットを渡す

1回目  早朝尿（1日塩分摂取量）
2回目  ソルセイブ（塩味検査）
3回目以降，適宜  早朝尿提出

図1 糖尿病透析予防指導の内容

•完全予約制
  （月・火・水・金）
•４回１クールの指導
  （多職種で指導用ツール作成）
•指導時間15分程度
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　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，
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　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。



HITO病院栄養士が登録された患者さんに対し，
オンライン診療用のURLを発行
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図3 糖尿病オンライン診療の流れ

次はオンライン栄養指導になります。準備が整いましたので下のURLからアクセスして下さい。（※iPhone
の人はトップページにLINEからZoomのURLに接続する方法の動画がありますので1度ご参照ください。）

Zoomミーティングに参加する
https://zoom. us/j/96133421714?pwd=amx2MTFXdTJ2THBCbxBTd05zXXXXXX

ミーティングID : ○○○○○○○
パスコード : ○○○○○○○

★接続が上手くいかない場合はZoomアプリを開きミーティングIDとパスコードを入力しアクセスして下さ
い。それでも接続できない場合は，こちらのLINEに「接続できない」とメッセージをお願いします。

登録 反映
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　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，

　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。

各患者さんとのやりとりが一覧化
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院内で育成された多職種による糖尿病療養スタッフ．それぞれの専門分野での経験や知識を
チームの力として集約し，患者さん一人ひとりに合わせた専門医療を提供している．

1） 四国中央市 まち・ひと・しごと創生 『第2期 人口ビジョン』. 2020年3月．
（https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/uploaded/attachment/ 
5172.pdf）

2） 愛媛県. 宇摩圏域 地域医療再生計画. 2009年．（https://www.mhlw.go.jp/ 
file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000095076.pdf）

引用文献

　 HITO病院の地域における役割

─貴院を取り巻く医療状況について教えてください。
　当院は，愛媛県の東端に位置し，香川県，徳島県と県境
を接する四国中央市（宇摩医療圏）にあります。四国中央
市は，「日本一の紙のまち」といわれるように江戸時代から
製紙業が盛んで，大手企業の本社もあり，紙製品の製造
業に携わる人が多いのが特徴です。
　その一方で，高齢化率は33.3％（2020年推計値）と
全国平均28.9％（同）を上回り1），今後も高齢化が進むこ
とが予測されています。当院の入院患者さんをみても，す
でに75歳以上が約6割を占めている状況です。
　そうしたなか，宇摩医療圏の糖尿病診療は，糖尿病専門
医が私を含め2名という環境で，血糖コントロール不良の
患者さんであっても専門治療につながりにくい状況が続い
ていました。高齢化が進めば，さらに糖尿病患者さんが増
えることも懸念されます。そのため，どのような体制で糖尿
病患者さんを支えていくかが地域の課題となっていました。

─どのような経緯で「糖尿病センター」が開設されたので
しょうか。
　当院は1976年開設の石川外科医院をはじまりとして，
長きにわたり地域住民の健康維持に努めてきました。ま
た，近年は急性期のケアミックス型病院として，急性期か
ら回復期，リハビリテーション，緩和ケア医療を提供し
（HCU［高度治療室］12床，SCU[脳卒中集中治療室]6
床，地域包括ケア病棟53床，緩和ケア病棟17床，回復
期リハビリテーション病棟50床），地域中核病院として専
門性を高めた高度医療の提供を目指してきました。
　そうしたなか，愛媛県の宇摩圏域地域医療再生計画
（2009年）2）において，糖尿病診療の充実のため当院に
「糖尿病センター」を設置する計画が掲げられ，2015年
に開設に至ったという経緯があります。宇摩医療圏では長
らく，糖尿病領域での地域連携が不十分な時代が続きまし
たが，糖尿病センターを標榜したことでかかりつけ医の先
生方が紹介しやすくなり，進展予防を目指した専門治療に
多くの患者さんがつながることが期待されます。

─糖尿病センターにおける診療の現状を教えてください。
　糖尿病センターの外来患者数は約3,500人で，年齢層
は10代から100歳まで，さまざまな年代の患者さんが
受診しています。当センターでは，糖尿病専門医を中心
に，看護師6名，薬剤師1名，管理栄養士3名，理学療法

士4名，臨床検査技師1名，医療事務・クラーク2名によ
る多職種チームで，患者さん個々に合わせた総合的アプ
ローチを行っています。院内で糖尿病治療への関心が高
いスタッフに声をかけた結果，結集してくれた仲間です。
その後，より専門的なアプローチを行えるようにと糖尿病
療養指導士の資格も取得してもらいました。現在，スタッ
フのうち，12名が糖尿病療養指導士の資格を有していま
す。院内で募集し育成した，いわば院内で一から作り上げ
たチームといえます。

　 HITO病院における糖尿病療養指導の実際

─療養指導について，地域中核病院ならではの特徴はあ
りますか。
　生活習慣病の代表格ともいえる糖尿病は，患者さん
個々の食事や運動，仕事といった生活習慣が深く関係して
います。糖尿病と上手く付き合うには，それらのなかから
改善が必要なポイントを見つけ，生活習慣をよい方向へ変
えていくことが不可欠になります。
　そこで，当センターでは，糖尿病に必要な治療や療養方
法を身につけてもらうことを目的に，クリニカルパスを活
用した1～2週間の教育入院を行っています。
　特に，治療開始時にしっかりとした意識づけを行うこと
は，その後の血糖コントロールを大きく左右するため，若
い患者さんや未治療だった患者さんに教育入院を勧める
機会が多いです。また，外来通院中で，HbA1cが8.5％
を超えるまたは腎機能低下が認められる患者さんにも，療
養方法をあらためて考えてもらえるよう，生活習慣の見直
しも兼ねた教育入院を勧めています。

─外来ではどのような診療を行っているのでしょうか。
　外来では，腎機能低下が認められる患者さんを対象に，
多職種による糖尿病透析予防指導を行っています（図1）。
腎機能が低下すると，血糖コントロールに加え，減塩や血
圧正常化の指導も重要となるため，体成分分析装置によ
る体組成測定をはじめ，チェックシートを用いた塩分摂取
量の評価（図2），推定塩分摂取量検査（早朝尿検査），塩
味検査（食塩含浸濾紙ソルセイブ®による検査※）などを
行っています。そうすると，患者さんご自身では減塩して
いると考えていても，当センターでは，塩辛さに対する味
覚に問題があると考えられる患者さんは約56％，推定塩
分摂取量が8g以上10g未満の患者さんが約31％，
10g以上の患者さんが約48％と，塩分味覚に問題があ

もによい方向を目指していく世界では，多職種による包括
的なアプローチの重要性をしばしば実感するところです。

　 宇摩医療圏における
　 糖尿病診療の向上を目指して

─かかりつけ医の先生方との連携について，教えてください。
　当センターでは，コントロール不良で困っている患者さ
んの受け皿として，1人でも多くの方を多職種による専門
的介入につなげたいと考えています。現在，かかりつけ医
の先生からの紹介があるのは外来が中心ですが，今後は
教育入院の紹介が増えるよう，こちらからはたらきかけて
いく必要があるかもしれません。
　ただ，初発でコントロール不良の患者さんは教育入院を
受け入れてくれる傾向にありますが，治療歴が長い患者さ
んで「入院が必要」となると，糖尿病治療そのものに対し
「面倒だな」という意識が生じるようです。そのため，教育
入院の適応と考えられる患者さんでも，その方の心理面に
は慎重な配慮が必要と考えています。
　そして，外来，教育入院いずれの場合も，紹介いただい
た後はダブル主治医制とし，状態が落ち着けば当センター
には半年あるいは1年ごとに検査目的で受診してもらい，
日常的にはかかりつけ医の先生方に診ていただくようにし
ています。

─連携上の課題はありますか。
　連携という点でひとつ気がかりなのは，紹介いただいた
後，当センター単独での受診継続を希望される患者さん
が少なくないことです。ダブル主治医制による地域連携を
推進したいのですが，半年後の検査時に患者さんから「こ
のままセンターで診てほしい」と希望されることもありま
す。病院と診療所では，検査体制や待ち時間の面などでそ
れぞれメリット，デメリットがありますので，もう少しダブル
主治医制を地域に浸透させることが必要と考えています。
　また，なかには，コントロール不良であっても，ダブル主
治医制までこぎつけられない患者さんもいることが推測さ
れます。地域で勉強会なども開催しましたが，やはり熱意
や治療内容などは先生によってさまざまという印象を受け
ました。昨今，多くの糖尿病治療薬があり，患者さんの病
態やライフスタイルに応じた治療薬の選択が可能です。ど
のようにアプローチすればよいのかは，われわれ糖尿病専
門医が考え，提案していく必要があります。
　宇摩医療圏は医療資源の乏しい地域であり，糖尿病診

療における地域連携は必須です。充実した地域連携を目
指し，中核病院としてどのように旗振りしていくかは，今後
の重要課題と捉えています。

　 新型コロナウイルス感染症下の糖尿病診療

─最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大にはどの
ように対応されていますか。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進むにつれ，
当センターでも受診を控える患者さんが増えました。通常
の受診間隔が1～2ヵ月ごとのところ，3ヵ月ごとを希望し
たり，電話再診を希望したりする声も聞かれるようになりま
した。
　そうしたなか，当院ではもともとICT（情報通信技術）の
活用が進んでいたこともあり，まずは総合診療科でオンラ
イン診療アプリを導入し，初診対応も含めたオンライン診
療を開始することになりました。これを機に，当センターで
も同じ方式で糖尿病患者さんに対するオンライン診療を
導入することを検討したのですが，導入したアプリは患者
さんの身元確認のために，顔写真つき本人確認書類など
が必要です。当センターで想定したオンライン診療の対象
は，長年通院している患者さんであったため，そうした身
元確認の作業は不要でした。また，患者さん側に，アプリ
利用料という診療費以外の費用負担が発生することも躊

るまたは高塩分摂取の患者さんが多いことがわかりまし
た。こうした患者さんには，塩分測定器の貸し出しを行い，
減塩に役立ててもらっています。
　また，定期的に栄養教室や糖尿病教室を開催し，糖尿病
を悪化させないための食事指導や運動指導なども行って
います。教室では，療養指導士がそれぞれの専門性を存
分に発揮し，患者さんの疑問や質問にも丁寧に対応してく
れています。

　 糖尿病療養指導において重視していること

─糖尿病患者さんを指導するうえでのコツや診療方針を
教えてください。
　糖尿病治療では，薬物療法に加え，多職種による介入が
非常に重要です。糖尿病の進展を防ぎ，合併症を予防す
るためには，患者さん自らの気づきのもとで生活習慣や行
動を変えていくことが不可欠です。患者さんの行動変容を
お手伝いするために，当院スタッフ全員が療養指導を行う
うえで徹底して実践しているのが「傾聴・称賛」です。
　「コントロール不良で合併症になると失明することもあり
ますよ」などと恐怖心を植えつけても，おそらく患者さん
の心に響くのはその一瞬だけです。自分から「よくなりた
い」「そのためにはやらなければならない」という意識を
もってもらえるよう，センターの療養指導士がチームと
なって「傾聴・称賛」を徹底しています。
　スタッフは患者さんの不安な思いに寄り添い，頑張った
ことについてはしっかりと褒め，カルテにも「療養指導でこ
の点を称賛した」などと書き込んでくれます。時々，改善

が必要な点は，あえて私が患者さんに目標設定を細かく設
定するなど，チーム全体でバランスをとりながら，患者さ
んのモチベーションが上がるよう工夫しています。

─患者さんとの関わり方が治療効果に影響するというこ
とですね。
　私はもともと消化器内視鏡治療を専門とし，のちに糖尿
病領域を専門としたという経歴をもっています。消化器疾
患も糖尿病も，“人を診る”という点で大きな違いはありま
せん。ただ，消化器疾患は急性期の側面が強い一方，糖
尿病はより長期的な視点が求められるという違いがあり
ます。つまり，HbA1cの変動で一喜一憂するのではなく，
治療目標を定めて，そこに向かって長い経過のなかで診て
いく世界といえます。
　療養指導でなかなか効果が得られない患者さんに対し
ても，決して焦らず，「まずはここを頑張ってみましょう」と
ポイントを絞って行動変容を促すなど，アプローチの仕方
を工夫しています。また，合併症対策が必要になった場合
に，患者さんが「これ以上薬は増やしたくない」という意向
であれば，その方の思いや生活スタイルに寄り添った提案
を行わなくてはなりません。時間をかけて，患者さんとと

背景に赤ちゃんを抱っこしている方が映り込むことがあり，
それまでお聞きしていなかった生活状況の変化を把握する
ことができました。
　対面診療では，患者さんが診察室に入ってきた時点で
「ちょっと体重が増えたかな」「歩き方がおぼつかなくなっ
てきたかも」などの点に気づきやすいメリットがあります。
一方，オンライン診療では，日常生活の実態が垣間見える
ことで，日頃の取り組みの姿勢や生活背景など，療養指導
のプラスになる情報が得られやすいと感じています。

─オンライン診療は，糖尿病の療養指導に活かせる点も
多いのですね。
　今回のオンライン診療はLINEで運用するので，当セン
ターで作成した動画や教材をLINEで送付し，患者さんに
視聴していただいています。当センターでは従来，糖尿病
患者さんが楽しく食事療法を学べる機会として，定期的に
集団栄養教室を開催していましたが，新型コロナウイルス
感染症の影響でそれも難しくなりました。そこで，管理栄
養士が考案した糖尿病患者さん向けのレシピを3分程度
の動画にまとめて配信したり，理学療法士から運動療法の
実際を配信したりしています。
　残念ながら，これまで当センターの集団栄養教室には若
年層の患者さんの参加はほとんどありませんでした。平日
は仕事で忙しく，土曜日も都合がつかないという方が多く，
参加していただけるのはいつも60～70代の患者さんが
中心です。若い世代の方を対象とした情報発信のあり方
を模索していたのですが，若い方はYouTubeなどで動画
視聴にはなじみがあると思いますので，動画での情報に興
味をもっていただけるのではないかと期待しています。

躇されました。
　そこで，当センターでは，コミュニケーションアプリ
「LINE」を用いたオンライン診療を導入することにしまし
た。スマートフォンを持ち，ご自身で操作できる方が対象
となるため，外来受診時に10代から60代ぐらいまでの
患者さんを中心に登録を呼びかけています。

─オンライン診療の流れについて教えてください。
　手順としては，まず当センターのLINE公式アカウントを
登録してもらい，診療希望日を選択してもらいます。予約
時に保険証の登録，決済方法や処方箋の送付方法などを
指定いただき，診療予約時刻の5分前までにセンターの
代表番号に連絡を入れてもらいます。そこでオンライン診
療予約を確認後，こちらから患者さんのスマートフォンに
LINEアプリを通じてオンライン診療用のメッセージを送信
しますので，患者さんからアクセスしてもらい，ビデオ通話
で診療を実施します（図3）。

─患者さんの反応や受けとめ方はいかがですか。
　オンライン診療は感染リスクに対する不安が軽減され，
待ち時間の問題も解消されることから，患者さんにも好意
的に受けとめてもらえるのではないかと思ったのですが，
いまのところ，利用している患者さんは少ない状況です。
オンライン診療の利用を承諾していただけたのは，患者さ
ん全体の20％ほどです。
　そこで，オンライン診療を受けた患者さんの感想を聞く

ために，現在アンケートをとっているところです。実際にオ
ンライン診療を受けた方はおおむね好印象のようで，病院
での長い待ち時間が省ける点をメリットとして捉えていた
だいています。ただ，事前に来院して検査を受けていただ
く必要があるのと，薬局に処方箋を受け取りに行く手間は
省けないため，複数回足を運ばなければならないのが大
変という意見もありました。
　オンライン診療であっても，対面診療と同様に検査情報
が重要なため，事前に外来で採血，検尿，体重測定，血圧
測定を済ませていただくことが必要です。それが負担にな
る面は確かにありますが，事前検査だけであれば短い時間
で済ませることができます。感染リスクへの不安が強い方
にとってはトータルの待ち時間が省けるのは安心だと思い
ますし，今後，実績を積んでいくなかで，オンライン診療
のメリットを感じていただける患者さんが増えることを期
待しています。

─オンライン診療を実施して気づいたことはありますか。
　オンライン診療を始めてみて，患者さんの実際の生活
背景を把握できたのは，思いもよらぬ収穫でした。停車し
た自家用車内からアクセスした患者さんがいたのですが，
隣には普段は診察に同席されないご家族が映っていまし
た。そこで初めて，ご家族とも会話を交わすことができ，
「ご主人は食事指導を守っていますか」「それが，全然言う
ことを聞いてくれなくて」などと，診察室で聞く情報とは異
なる情報が得られました。また，別の患者さんの場合は，
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　 多職種かつ多様なツールで
　 糖尿病患者さんを長期に支える

─最後に，今後の展望についてお聞かせください。
　今後，新型コロナウイルス感染症が終息したとしても，
オンライン診療はひとつの診療形態として残し，よりよい
運用方法を模索していきたいと思います。対象は若年層
が中心になると想定されるため，受診継続や治療のモチ
ベーションアップにつなげるうえでも，オンライン診療はよ
いツールになると思います。
　実際に，20代や30代の患者さんは，治療脱落するこ
とも珍しくありません。少し状態が安定してきたなと思う
と，いつの間にか受診しなくなることもあります。患者さ
んが病院を受診し，療養指導を受けるのは数ヵ月に1回の
ことですから，そのあいだも常に糖尿病の問題と向き合
い，継続の意識づけを行える場が必要と痛感しています。
　そのため，今後はLINEアプリの機能を活用し，当セン
ターの患者さん同士が糖尿病治療についてつぶやきあう
など，コミュニティ形成の場としても発展させていければ
と考えています。当センターを受診する糖尿病患者さん
は，若い方から高齢の方までさまざまです。一人ひとりの
日常生活や思考に合った療養方法を実現するため，多職種
かつ多様な診療ツールでアプローチの工夫を重ね，患者
さんの長い療養生活を支えていきたいと思います。
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