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i

はじめに

いうまでもなく糖尿病は代表的な common disease の一つである．また，糖
尿病自体が心血管障害の大きいリスクファクターであるとともに糖尿病患者に
癌の頻度が高いことも良く知られている．したがって，かかりつけ医にとって
日常診療で避けて通れない領域であるとともに，糖尿病を専門としない基幹病
院勤務医や他領域の専門医にとっても臨床的に適切な対応が可能な否かが重要
な問題となる．
糖尿病治療は血糖コントロールの面から見ても，多くの要素を考慮しながら
すすめる必要があり，チーム医療が極めて有効な分野である．生活習慣への介
入も極めて重要である点はいうまでもないが，薬物療法一つをとってみても他
の領域に比較してまったく新しいカテゴリーの薬剤が相次いで臨床的に使用可
能となっている点で際立った違いがある．例えば経口糖尿病薬は現時点で作用
機序の異なる 7 カテゴリーに及び，今後さらに増加することが予想されている．
また，糖尿病の管理は単に血糖のみならず，生活習慣への介入を含めた全身
管理に他ならない．疾病管理としての糖尿病治療には医療連携が極めて有効に
機能し得るが，その構築には know how の蓄積と地道な努力の積み重ねが必要
とされる．
こうした状況のなかで，糖尿病診療に関連して糖尿病専門医や他の熟練した
メディカルスタッフに対し行うコンサルトは，問題の解決に有効に機能する．
しかし，現実には必要が生じたときに随時アクセス可能なコンサルタントが存
在しないケースが多いと思われる．
この様に多岐にわたる糖尿病診療に従事するにあたって，「座右の書として
疑問に答えてくれる存在」が手元にあれば専門家のいない環境下でも適切な対
応に向かって診療をすすめることが容易になると考えられる．
本書は糖尿病の日常診療において問題になることの多い項目を整理すること
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ii
から編集作業をすすめた．本書の目的である日常診療にすぐ役立つ構成内容を
実現するためにこの作業は極めて重要と判断し，最も時間をかけ魅力ある内容
にすることに意を用いた．
糖尿病診療における基礎的知識の整理とともに，日常臨床で良く遭遇する
ケースについて具体的症例を提示して問題点の抽出とその対応を明示した．執
筆者には糖尿病診療の実際に経験の深い専門家を依頼し，疑問点をわかりやす
く具体的に提示することを可能にするために練られた執筆要綱に添った記述を
特にお願いした．
これらの過程を検証しつつより上質の内容を目指して編集作業をすすめたた
め，企画立案から発行まで時間を要したが，その過程で最新の内容を随時追加
することで十分な補足を行った．
本書は通読する教科書的な使用にも有用であるが，むしろ，随時必要となっ
た知識を求めて該当する項目を選んで読んでも充分な理解が得られるように配
慮した点が特徴である．
本書を日常診療のパートナーとして糖尿病の治療に活用していただければ幸
いである．
2015 年 7 月

貴田岡正史
豊田
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プロブレムを的確に認識するには

認識されないと何も始まらない

認識されない限り，プロブレムは抽出も解決もできない．これは，臨床プロブレ
ムに限らず，神話時代から，人間の活動に共通の事実であろう．
本シリーズの最初にあたる「腎臓・水電解質コンサルタント」（金芳堂，2009）
の冒頭では，プロブレムをもれなくリストアップするためには，診察，検査は，必
ず結果を予想してから行うべきこと，異常値の印がついていないことが正常である
ことを必ずしも意味しないこと，一つの病態で説明出来るか常に考えて診ること，
一点だけでなく経過で判断することなどを強調したが，これは内科的アプローチと
して，どの分野にも共通することではないだろうか 1）．
本書「糖尿病・血糖管理コンサルタント」の読者は，内科を研修している若い医
師，科に限らず受け持ちに糖尿病ないし耐糖能異常患者のいる主治医，コンサルト
される側の糖尿病専門医に大別されよう．全員の血糖を専門医がチェックしている
規模の病院でない限り，主治医が認識しなければ，血糖管理に関してコンサルトさ
れることはない．ここでは，必ずしも糖尿病がメインプロブレムではない患者の担
当になった非専門医の立場で，いかにしてプロブレムを認識し，解決を進めて行く
かについて簡単に考えてみたい．

2

受け持ち患者の血糖には将来問題が生ずるかもしれない
と疑う姿勢

受け持ちになった時点で糖尿病であるとわかっていれば，専門医に丸投げすれば
それで済むのであろうか？
そんなことは，主治医としてあり得ないことである．まずは食事の内容，治療法
の内容について，妥当であるか確認する．そして，インスリン分泌能の評価，全身
の合併症の評価を行うことになる．
それでは，ルーチン検査で血糖が基準値であれば，そこで終わりで，あとは何も
考えなくて良いのであろうか？
受け持ち患者の血糖には将来問題が生ずるかもしれないと疑うことは，主治医と
しての義務であり，そのためには病歴や身体所見が重要なヒントとなる．
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3
過去に一度でも高血糖を指摘されていたら，少なくとも外来での随時血糖に問題
がなかったかどうかは確認するであろう．もし，高血糖があったことが確認されれ
ば，HbA1c くらいは追加の検査をするであろうが，これも基準値内にあるかだけ
でなく，貧血など検査値に影響を及ぼす因子がないかも考慮して判断しなければな
らない．
次に考えるべきことは，原病，ないしはこれから行う治療，手術によって耐糖能
異常が生ずる可能性があるのかどうかである．このような予想が立てば，血糖を定
期的にモニターし，異常が生じた場合に短期的，長期的にどのように対処すべきか
の計画が前もって立てられる．
さて，糖尿病と診断された場合は，糖尿病は全身疾患であることを配慮して，さ
まざまな臓器の合併症の有無と程度を正確に評価することも重要である．腎症は，
アルブミン尿の程度と腎機能によって病期が分類されている 2）．アルブミン尿が著
明であれば，血漿の膠質浸透圧の低下によって浮腫が生じやすい状態になっている
し，腎機能低下によっては使用する薬剤の用法，用量を調節する必要が出てくるか
もしれない．網膜症の存在は眼科にコンサルトすることもできるが，これも丸投げ
にするのでなく，例えば緊急に血液透析をしなければならないときは，現在 active
な出血があるのかどうかを事前に自分で判断しないといけないこともある．神経障
害については，振動覚の低下や末梢神経障害だけでなく，自律神経障害もチェック
が必要となる．
それにもまして重要なのが，糖尿病にともなう心血管病変，脳血管病変の存在を
見逃さないことである．これも，基本になることは自分で行い，専門医に精査をお
願いすることとなる．

3

自分で考え，予想し，前もって準備する：丸投げ厳禁

主治医としての基本は，患者の病歴と所見をもとにして，自分で考え，予想し，
前もって十分な準備をして経過を追うということにつきる．専門家へのコンサルト
はその助けにはなるが，丸投げしていては，専門家が一人もいない環境に移ったと
きに何もできないことになる．ベーシックなことは自分で評価，診断し，それをも
とに，いったいどういう専門的な情報が欲しいのかを明確にして，コンサルトする
べきであろう．つまり，可能な限り自分の答えを用意して，聞くということである．
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また，専門医がいる環境であれば，それはコンサルトした内容の答え合わせができ
るということであり，やはり丸投げは厳禁である．
糖尿病のような全身疾患を診る場合には，血糖だけ見るのではなく，内科医とし
ての能力を最大限発揮して，総合的に診療することが強く望まれている．

文 献 ────
1） 深川雅史：プロブレムを的確に認識するためには？
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医療連携とチーム医療

1

患者を中心にすえた
医療連携とチーム医療とは

限られたリソースの中で診療の質を保ちつつ効率的な糖尿病治療を行うには，疾
病管理の視点から必要とされる外部連携（病診連携と診診連携）と個々の患者のた
めの内部連携（チーム医療）の両者が重要となる．広義に解釈すると「医療連携」
はこの外部連携と内部連携の両者を包括した意味で使用されるが，ここでは医療機
関同士の連携（病診連携と診診連携）に限定して用いる．
この糖尿病診療における連携の形態を理解するには，車輪型（医療連携）とクロ
ス型（チーム医療）モデルをイメージすると良い．車輪型とは専門医療機関（病院
および専門クリニック）を中心とし，かかりつけ医や関連する様々な診療科を結ぶ
基本的医療連携の形態である．クロス型はオーダーメイド治療を目指した個々の患
者を中心として成り立つ各職種間の連携であり，チーム医療の根幹をなすモデルと
いえる．
医療連携とチーム医療は糖尿病地域医療システムを構築する過程で必要とされる
基本的要素を構成している．すなわち，糖尿病診療は各医療機関，各地域の実情に
即して最適化を進めることが重要であるが，この両者はその過程で必要とされる共
通の基盤といえる．

1．医療連携とは
糖尿病は年余にわたる生活習慣の改善の継続がより良い血糖コントロールに重要
であることはいうまでもない．従って，日常の生活自体が適切な糖尿病療養となる
ように生活習慣の変更を行い，尚かつそれを長期にわたり維持していくことが必須
の条件となる．しかし，日常診療で経験するように，flying away や dropout の症例
は常に存在する．このような現象はなぜ生じてくるのかその原因を探ってみると，
医療に対するアクセスの問題が一番大きい．
糖尿病診療の現状をみると糖尿病専門医療機関に糖尿病患者が集中し，診療に十
分な時間を割くことが困難な状況が未だに解消されていない．それに加えて長期間
未治療で放置されていた症例や血糖コントロール不良の合併症進展例が集中する傾
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向も著しい．
従って，予約制を厳格に施行している施設では受診間隔が長くなり，そうでない
施設では診察に至るまでの待ち時間が長いのみならず，受付から支払い終了までの
在院時間が長時間にわたることになる．患者満足度の観点からすると極端に低い評
価にならざるを得ない．即ち，多くの症例が長期にわたり継続的に専門医療機関を
受診できる環境にはないということになる．一方，かかりつけ医の側からすると生
活習慣に対する介入を効率的に行うには人的リソース不足が大きい問題となる．
このような現状を考えると通常の診療や療養指導も極めて重要であるが，それ以
上に医療連携（病診連携と診診連携の両者を含む）に対する積極的な関与を各人が
意識していくことが必要である．また，糖尿病診療にかかわる医師の持つリソース
が患者数に比して充分ではない現状の中で各種連携が機能していくためには，糖尿
病療養指導士（CDE）の果たす役割が大きい（後述）．医療連携の必要性は高齢化

糖尿病医療連携のイメージ
糖尿病地域連携の
登録医療機関

紹

かかりつけ医

専

逆紹介
（返送）
医

療

指

治療
薬剤師

糖尿病地域連携の
登録医療機関

介

門

医

導
運動

検査

栄養

臨床検査技師

服薬
糖尿病地域連携の
登録医療機関

かかりつけ
眼科医・歯科医等

管理栄養士

理学療法士

看護師

図1

糖尿病医療連携のイメージ
（東京都糖尿病医療連携協議会のイメージ図を元に作成）
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社会，専門医療化，患者意識の変化，医療費高騰等を背景とした，適切かつ良質な
医療への要望に由来する．良質な医療を迅速に実現するには，現在あるリソースを
効率的に活用することも重要である．各医療機関の「機能分担」と「連携」，「専門
知識をもった人材」がその主な要素となる．これらの有機的活用により中核病院，
専門クリニックやかかりつけ医間の円滑な紹介・逆紹介が進展し，医療機器共同使
用等が有効に機能し，その結果として患者の継続的な通院治療が可能になることが
期待できる．
その中で忘れてはいけないことは，患者のための医療連携を目指すことである．
すなわち，医療連携の糸は，コメディカルスタッフの協力のもとに，患者を中心と
して専門医とかかりつけ医が縦と横に織りなすものである点に留意する必要があ
る．
実際に患者が医療側に望むことは，一貫したていねいな治療方針の説明や治療の
標準化と継続性などである．この点については専門医とかかりつけ医を中心として
緊密なネットワークを構築し，治療方針や治療内容の確実な共有を実現しながら，
常に地域における診断と治療の均霑化のための活動を続けることで対応可能と考え
られる．その一例として図 1 に東京都の糖尿病医療連携のイメージ図を示した．

２．チーム医療とは
チーム医療とは医療に従事する多種多様な医療スタッフが，各々の高い専門性を
前提に，目的と情報を共有し，業務を分担しつつ互いに連携・補完し合い，患者の
状況に的確に対応した医療を提供することである．療養指導をはじめとして糖尿病
の診療はチーム医療が非常に有効に機能する代表的な領域の一つである．
①

糖尿病のチーム医療

糖尿病専門医療機関では専門医，教育担当看護師，管理栄養士，健康運動指導士，
薬剤師，臨床心理士などがそれぞれ役割を分担し，専門性を生かし診療にあたるこ
とが可能な仕組みを構築する必要がある．即ち，医師とコメディカルスタッフが患
者の生活習慣，目標，治療内容など患者プロファイルに関する情報を共有し，1 例
ごとに目標，問題点，特別な配慮の必要性などについて検討することになる．
チーム医療のメリットは，それぞれの専門性を生かした多角的な指導や支援がで
きることであるが，かかわる人間が増えれば増えるほど，円滑な情報共有が難しく
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なり，チームとしての意見がまとまりにくくなる傾向が存在する．それを避けるた
めには定期的にカンファレンスを開催することはもちろん，患者について何か気に
なることがある場合には，直ちに電話確認をするか直接話すなど可能な限りその場
で解決を図ることがポイントである．即ち，些細なことでも全員で情報を共有する
意識が重要である．
地域において限られた糖尿病医療のリソースを有効に生かす点からは，専門医療
機関は主として治療困難例や重篤な合併症を持つなど intensive care が必要な患者の
急性期医療を担い，慢性管理についてはかかりつけ医の負担を過度に増やさないか
たちで機能分担をすすめることが望まれる．
②

CDE の役割

現在，療養指導士制度には日本糖尿病療養指導士認定機構が認定する日本糖尿病
療養指導士（CDEJ）と各地の NPO 法人などで認定される地域糖尿病療養指導士
（L-CDE）とがある．CDEJ は，その限定された受験資格のため，かかりつけ医療
機関に勤務する看護師や薬局薬剤師，保健師など地域の糖尿病診療において密接な
関わりを持つ人材であっても取得が困難であるのが現状である．このため実際の臨

事務局

2

3
コーディネーター

管理栄養士

1

4

登録医院

1

◆紹介までの流れ（管理栄養士）
①申込用紙で，事務局まで登録申請
②コーディネーターと面接（履歴書・管理栄養士免許が必要）
③審査後，理事長から登録書の発行
④登録医院へ紹介
図2

管理栄養士紹介派遣事業の仕組み
（NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会）
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床の場で必要とされる人的リソースをカバーするために L-CDE 制度が全国各地で
普及している．療養指導士制度では，最新の知識を常に維持できるような研修が組
まれており指導内容の質が担保されている．
最近，調剤薬局所属の薬剤師が地域 CDE の資格を取得する事例が増加しつつあ
る．服薬指導を通した生活習慣への介入効果の向上も期待でき，地域糖尿病診療シ
ステム構築にとってこれから取り組むべき課題の一つであると考えられる．
③

管理栄養士紹介派遣事業

かかりつけ医療機関で食事栄養指導を管理栄養士が行う枠組みも準備されてい
る．日本栄養士会が主導して各都道府県に栄養ケアステーションが設置されてお
り，管理栄養士の紹介派遣を可能とする事業展開を図っている．これとは別に首都
圏では，NPO 法人西東京臨床糖尿病研究会が先行して同様の事業を実施しており，
年間 1 万件を超える栄養指導の実績が示されおりここに実例として提示したい
（図 2）．
この地域では西東京糖尿病療養指導士（地域 CDE）認定事業を通じて数多くの
優秀なコメディカルスタッフが育ち，いろいろな場で活躍している．その中で重要
な位置を占めるものとして管理栄養士紹介派遣事業が存在する．実地医家が栄養指
導のため管理栄養士を常勤として雇用することは一部の糖尿病専門クリニックを除
いて経済的に極めて困難である．必要に応じて常勤雇用関係を構築するには管理栄
養士を雇用したい医療機関と非常勤雇用を希望する管理栄養士双方にとって情報を
共有するシステムの存在が不可欠である．そのニーズを満たすため同研究会所属の
糖尿病療養指導士の資格を持ち，かつ面接を含む審査の上登録された管理栄養士
を，同研究会会員である医院へ紹介し，院内での栄養指導や情報交流を行う管理栄
養士紹介事業が展開されてきた．
糖尿病のチーム医療には様々な形態が存在しうるので，それぞれの状況に最適化
した運用形態を検討していくことが重要である．その中で中長期的視野に立ち人を
育てて生かす観点からの地道な努力が期待される．
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糖尿病の特殊性
〜糖尿病に主治医なし〜

糖尿病の特殊性とは
慢性疾患である糖尿病は生涯に渡る治療が必要であり，治療の継続性が重要であ
る．2012 年の国民健康・栄養調査 1）によれば糖尿病が強く疑われる人は約 950 万人，
糖尿病予備軍を含めると 2,050 万人と推定されており，実に国民の 5 人に 1 人が該
当する．強く疑われる人のうち医療機関に継続的に通院出来ている者は約 6 割程度
に留まり，約 3 割は受療にも至っていないと推定されている．一方，糖尿病学会認
定の糖尿病専門医は平成 27 年 4 月現在で 5,176 人を数えるのみである．従って，
多くの糖尿病患者がかかりつけ医である実地医家を中心として診療を受けることと
なるが，医師の臨床経験や専門領域も様々であり当然その診療レベルは一様でな
い．
歴史的に日本の医療制度はフリーアクセスが担保されており，それが全体として
医療の質と供給に貢献してきたことが特徴であった．医療制度が変遷を遂げるなか
未だに地域の基幹病院など比較的規模の大きい病院に通院を希望する患者は少なく
ない．患者にその理由を問うと「なにかあったときに優先的に入院させてもらえる」
といった誤解から，「病院の通院のほうが医療費が安く済む」といった現実まで患
者側には様々な理由がある．地域連携を円滑に稼働させるために，医療者はこれら
一つ一つの患者の思いを常に意識する必要がある．
すべての糖尿病患者が，その時代の標準的な糖尿病医療を均等に享受する機会を
提供するためには，医療連携・チーム医療により限られた医療資源を有効に活用す
る仕組みが必要であり，地域ごとに様々な連携システムが工夫されている．医療連
携を確実に進めるためには，診療情報の共有化が鍵となる．限られた診療時間の中
で必要十分な診療情報を記録するために日本糖尿病協会の「糖尿病連携手帳」を活
用する他，地域ごとに様々な記録方法が工夫されている．これらは医療者の診療情
報共有のみならず患者自身が治療に対するモチベーションを維持するためにも重要
なツールである．
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2章

医療連携とチーム医療

診療の役割分担
糖尿病地域連携における役割分担には，かかりつけ医と糖尿病専門医との連携
（二人主治医制），かかりつけ医と眼科をはじめとした他科医との連携，かかりつけ
医とコメディカルとの連携がある．
① かかりつけ医と専門医の連携
複数の医療機関・医療スタッフで一人の患者の療養を継続的に行うためには，医
療者同士で顔の見える関係を築くことが重要である．このためにも，地域で行われ
る症例検討会などの機会を積極的に利用することが重要となる．このような活動か
ら地域全体の糖尿病診療の質を上げるとともに地域連携医療の標準化を目指すこと
が可能となる．
② かかりつけ医と眼科をはじめとした他科医との連携
糖尿病には様々な合併症があり，その進展を防ぐためにはそれぞれの専門医との
連携が必要となる．網膜症に対する眼科との連携は特に重要であり，日本糖尿病眼
学会の発行する「糖尿病眼手帳」や，日本糖尿病協会の発行する「糖尿病連携手帳」
を活用することは，詳細な情報共有が出来るのみならず，患者の網膜症に対する注
意を常に喚起させ，しばしば陥りがちな網膜症に対する病識不足からくる眼科通院
中断を防ぐ目的でも有効である．
③ かかりつけ医とコメディカルとの連携
療養指導において運動指導・食事指導が重要であることは言うまでもないが，日
本の医学教育では多くの医師が，その卒前後に栄養療法学や運動療法学などの系統
的な教育は受けておらず，専門的に教育を受けたコメディカルによる指導がより実
践的であることが多い．しかし，全てのかかりつけ医療機関において，療養指導を
展開出来る人材を常に雇用することは困難である．日本栄養士会では，この問題に
対応するために栄養ケアステーション事業 2）を展開しつつあり，各診療所は非常
勤雇用の形態で外来個別栄養指導，外来集団栄養指導が出来る管理栄養士の紹介を
受けることが可能である．
またフットケアをはじめとした療養生活全般における指導も不可欠であり，かか
りつけ医療機関においても激増する糖尿病患者に適切な療養指導を展開出来る人的
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リソースを確保することは重要である．ここでは糖尿病療養指導士（CDE）
，特に
地域 CDE の資格を有するコメディカルスタッフの果たす役割が大きい．CDE はそ
の資格取得の課程で糖尿病診療に必要な知識とスキルを体系的に習得可能なため，
かかりつけ医との協同作業で，質の担保された糖尿病診療が効率的に実現できる．
また，かかりつけ医療機関では，病院において開催されるような糖尿病教室を常
時行うことは，集団教育としての非効率性や医師の時間的制約などから困難である
ことが多い．この教育は特に糖尿病の初療時に受講することが必要であるが，連携
病院で行われる糖尿病教室の受講が出来ない場合には，各地で行われる市民公開講
座などの活用 3）も有効である．
糖尿病は急性期の重篤性や，その合併症の多様性から連携医療が真価を発揮する
疾患の代表であるが，治療継続こそが糖尿病診療の全てである．一人の脱落者も出
さないためには，「糖尿病に主治医なし」の立場に立った連携を構築していくこと
が成功の鍵である．

文 献 ────
1） 2012 年国民健康調査，厚労省．
2） 坂根久仁子，他：栄養ケア・ステーション活動の実際診療所等の医療機関と連携した事
業展開をめざして．臨床栄養 116:147-151, 2010.
3） 糖尿病ネットワーク（http://www.dm-net.co.jp/event/ippan.php）
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