
平成２７年度 圏域別検討会の取組状況

圏域

 事務局

 （医科） 156 件  （医科） 163 件  （医科） 208 件  （医科） 258 件  （医科） 381 件  （医科） 30 件

 （歯科） 208 件  （歯科） 3 件  （歯科） 203 件  （歯科） 211 件  （歯科） 282 件  （歯科） 13 件

圏域

 事務局

 取組内容

 （医科） 117 件  （医科） 63 件  （医科） 261 件  （医科） 127 件  （医科） 207 件  （医科） 145 件

 （歯科） 152 件  （歯科） 30 件  （歯科） 49 件  （歯科） 141 件  （歯科） 87 件  （歯科） 39 件

 

○区東北部保健医療圏糖尿病連携機関リストの

配布

○糖尿病患者診療情報提供書の配布

○荒川区区民向け糖尿病講演会で参加者へ電

子塩分計の提供

○地域住民対象の市民講座の開催（年2回）

・12月5日　第3回城北糖尿病地域医療研究会

市民講座（後援）

　「糖尿病とのつきあいかた」

・3月21日　第7回かつしか糖尿病区民公開講座

　「糖尿病と遺伝」

 取組内容

○圏域別検討会を開催（年4回）

総会　①6月24日

部会　①7月22日　②9月16日

　　　　③10月21日

○市民講座・医療従事者対象研修会

 2月27日「あなたの足は大丈夫？－糖尿病

のフットケアから全身合併症発見へ－」

（第一部　市民講座）

・「糖尿病の合併症について」

・「糖尿病のフットケアについて」

・「足を守る効果的な方法」

（第二部　医療従事者対象研修会）

・「糖尿病足病変の早期発見について」

・「予防的フットケアについて」

・「足病変のチーム医療について」

○広報誌「あなたの足は大丈夫？－糖尿病

のフットケアから全身合併症発見へ－」の配布

○登録医療機関制度

・各医師会と連携した登録

・糖尿病連携診療ネットワークDM2の活用

　⇒DM2、現在登録している151の医家と232名

　　の患者データを定期的に交換し異常値が出た

　　場合、受診を薦める。

○普及啓発活動

・4月23日　大田区3医師会第4回糖尿病医療

連携検討会

　「高齢糖尿病患者に対する取り組み

　　～認知症、低血糖をテーマに～」

・7月22日　品川福祉カレッジ医療専門講座

　「糖尿病と腎障害の基礎知識」

・9月17日　品川薬剤師学術分科勉強会

　「2型糖尿病の治療

　　～Key Word 有効・安全・継続～」

 

○圏域別検討会を開催（年3回）

　①7月2日　②10月8日　③1月21日

〇医療資源の調査・把握

　「地域医療連携マップ」の更新

○連携ツールの利用促進

　「診療情報提供書(標準様式)」の利用促進

○合併症予防等の取組

　ヘモグロビンＡ1ｃ測定器を用いてのイベントで

の検査、健康相談の実施

○世界糖尿病デーに合わせてポスター掲示

 

○圏域別検討会を開催（年1回）

　7月30日

○糖尿病医療連携フォーラム2015

　3月16日 「どう支える！高齢者の糖尿病～地

域での連携を目指して～」

○「これでわかる糖尿病の予防と対策」改訂版の

作成

○医療機関登録普及啓発

○講演会

　11月11日「名医に聞く ー糖尿病予防の秘

訣ー」

 西多摩医師会
 国家公務員共済組合連合会

立川病院

○圏域別検討会を開催(年2回)

  ①7月10日　②3月10日

○医療従事者向け研修の開催

  10月23日「妊娠と糖尿病」他

○市民公開講座の開催

  10月31日 「妊娠糖尿病って糖尿病？知って

得する妊娠と糖尿病の不思議な関係」他

〇医師会・歯科医師会・薬剤師会合同研修

①5月11日（国分寺市）②11月13日（昭島

市）③11月20日（東大和市）④2月5日

（武蔵村山市）⑤2月23日（立川市）

⑥2月29日（国立市）

○医科歯科連携啓発ポスターの作成・配布

○圏域別検討会を開催(年2回)

　検討会　①7月2日　②3月9日

　作業部会　12月9日

　地区別部会  ①5月27日　②7月22日

　　③10月22日　④12月16日　⑤1月14日

　　⑥1月21日　⑦2月4日　⑧2月21日

　　⑨3月15日

○世界糖尿病デー　ポスター・チラシ作成・配布

○「糖尿病スキルアップセミナー」の開催

　（3月13日）

○糖尿病予防市民講座の開催（3月13日）

○南多摩保健医療圏　糖尿病治療マニュアル

の増刷・配布（1,000部）

区西南部 区西部

北多摩南部

 順天堂

東京江東高齢者医療センター
 多摩総合医療センター 多摩市医師会

北多摩北部

区西北部 区東北部

 東京慈恵会医科大学附属病院  NTT東日本関東病院 日本赤十字社医療センター  帝京大学医学部附属病院東京女子医科大学病院

区中央部 区南部

 糖尿病地域連
携の登録医療

機関数
(H29.1.1時点)

 糖尿病地域連
携の登録医療

機関数
(H29.1.1時点)

 東京女子医科大学

東医療センター

区東部 西多摩 南多摩 北多摩西部

 西東京市医師会

○圏域別検討会を開催(年6回)

  委員会　①7月9日　②12月7日　③3月14日

　作業部会　①9月4日　②1月18日

　検討会  12月7日

○都民公開講座の開催

　3月6日「食事から日本人の健康長寿を保つため

の秘訣を考える」他

 

○医療従事者向け研修会の開催

　12月5日「糖尿病患者のトータルケア～他科連

携の実際」

　①「糖尿病患者の口腔衛生管理～歯科医が望

むこと知りたいこと～」

　②「糖尿病網膜症の内科・眼科連携～放置中

断を防ぐ工夫と配慮～」

　③「糖尿病網膜症診断～現状の課題と展望ー

開業医の立場から」

　④「糖尿病足病変の一次予防～実地診療にお

ける正しい足の評価と管理法～」

　⑤「糖尿病足病変の水際作戦」

 

○圏域別検討会を開催(年4回) 

①4月14日 ②7月7日 ③9月1日 ④1月26

日 

【板橋区】・板橋区連携医療機関機能表のHP掲

載及び配布・糖尿病連携パスポートを配布・慢性

腎臓病の診断基準等の下敷き作成 
 

【豊島区】・豊島区糖尿病医療連携ネットワークリ

スト冊子配布 ・区民公開講座（1回）・ウォーク

ラリー（1回）・研修会（3回）・講習会（3

回）・懇話会（1回） 
 

【北区】・北区糖尿病連携医療機関名簿及び糖

尿病連携医マップの印刷配布 ・北区糖尿病連携

医療機関一覧のHP更新・区民公開講座（1

回）・講演会（3回） 
 

【練馬区】・区民公開講座（1回）・歯科医師対

象研修会（1回）・薬剤師対象研修会（1

回）・講演会（1回） 
 

【４区合同】区民公開講座を開催（2月20日） 

○圏域別検討会を開催(年3回) 

  全体会 3月10日 

 幹事会 ①7月23日 ②12月3日 

○圏域別検討会を開催(年4回) 

 ①6月11日 ②9月10日  

 ③12月10日 ④3月10日  

○糖尿病教室・個別栄養相談の開催 

 （年10回）  

○ブロック別糖尿病教室の開催 

 ①5月30日(福生、羽村、瑞穂) 

 ②7月11日(青梅、奥多摩) 

 ③9月12日(あきる野、日の出、檜原) 

○症例検討会の開催 

 「症例から学ぶ糖尿病診療」  

 ①6月12日 ②11月13日 

○西多摩地域糖尿病セミナーの開催  

 ①6月24日 ②3月6日 

○市民公開講座の開催  

 10月31日「糖尿病と上手くつきあうために」 

○「糖尿病アンケート」の作成及び結果報告 

○世界糖尿病デーにあわせて、病院前バス停にバ

ナーサインの掲示 

○糖尿病予防フェスタの開催 

 11月6日「糖尿病予防・治療の大切さについて

一緒に考えてみませんか？」 

・医師・看護師・栄養士による相談コーナー、糖尿

病川柳コーナー、皮膚ケア、ミニ講習会、血圧測定 

○医療従事者向け研修会の開催 

 2月4日「災害に向けた糖尿病対策」 

〇患者・家族・一般向け講演会の開催 

 ①2月27日 ②3月5日 

 「いつ起きるかもしれない災害に どのように 

備えるか」 

〇講習会の開催（4月を除く毎月1回） 

○圏域別検討会の開催(年5回) 

 委員会 ①7月23日 ②2月5日 

  幹事会 ①7月4日 ②10月3日  

             ③1月28日 
 

○「症例より学ぶ会」学術講習会の開催 

 ①9月10日 ②3月18日 
 

○「療養指導を学ぶ会」研修会の開催 

  ①6月4日 ②10月3日 
 

○医療機関リストの作成・配布 

 27年度区東部糖尿病医療連携用登録医

名簿を登録医約360名へ配布（6月発行） 
 

○「糖尿病連携手帳」・「糖尿病眼手帳」の配

布 
 

○登録管理栄養士紹介事業の継続実施 
 

○区東部糖尿病医療連携ニュース「つながる」

の発行（年2回） 
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