
平成２８年度 圏域別検討会の取組状況

圏域

 事務局

 （医科） 157 件  （医科） 163 件  （医科） 210 件  （医科） 267 件  （医科） 393 件  （医科） 31 件

 （歯科） 208 件  （歯科） 3 件  （歯科） 203 件  （歯科） 220 件  （歯科） 292 件  （歯科） 13 件

圏域

 事務局

 取組内容

 （医科） 117 件  （医科） 62 件  （医科） 250 件  （医科） 130 件  （医科） 205 件  （医科） 145 件

 （歯科） 151 件  （歯科） 30 件  （歯科） 49 件  （歯科） 142 件  （歯科） 87 件  （歯科） 39 件

○圏域別検討会を開催（年1回）

　11月24日

○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糖

尿病予防に係る啓発物品の提供

○地域住民対象の市民講座の開催

・9月19日　第8回かつしか糖尿病区民公開講座

　「糖尿病と歯」

・12月3日　城北地域糖尿病市民講座(共催)

　「糖尿病とのつきあいかた」

・12月4日　荒川区区民向け講演会(協賛)

　「運動と食事で血糖値をコントロールする」

・3月12日　第9回かつしか糖尿病区民公開講座

　「糖尿病と目」

 取組内容

○圏域別検討会を開催（年4回）

総会　①6月29日

部会　①7月20日　②9月28日

　　　　③10月12日

○市民講座・医療従事者対象研修会

 2月27日「ライフステージに合わせた糖尿病と

のつきあい方－高齢者糖尿病を地域で支え合

う－」

（第一部　市民講座）

・「入れ歯と嚥下－食事療法のために－」

・「糖尿病とすこやかにいつまでも」

（第二部　医療従事者対象研修会）

・「高齢者糖尿病と医療連携－高齢者総合

機能評価の重要性－」

○広報誌「ライフステージに合わせた糖尿病と

のつきあい方－高齢者糖尿病を地域で支え合

う－」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154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　品川区医療圏における医療連携の基礎

作り　シンポジウム

　「地域を支えるために競争から協調へ」

・7月8日　品川区のデータヘルス戦略

　「薬物療法と低血糖」

・8月9日　大田区薬剤師会学術講演会

　「変遷する糖尿病治療薬

　～有効で安全な薬物使用メトホルミンを中心に

～」

 

○圏域別検討会を開催（年3回）

　①7月6日　②10月6日　③1月25日

○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

○講演会

　11月26日「地域で支える糖尿病治療　医療

従事者・介護従事者のための講演会」

 

○圏域別検討会を開催（年1回）

　8月4日

○「これでわかる糖尿病の予防と対策」改訂版の

配布

○登録医療機関向けに、歯科検診推進キャン

ペーンとして、歯科検診ポスター「糖尿病患者さん

の歯を守ろう」の作成・配布

○医療機関登録普及啓発

 西多摩医師会
 独立行政法人国立病院機構

災害医療センター

○圏域別検討会を開催(年2回)

  ①7月8日　②3月17日

○市民公開講座の開催

  10月29日 「糖尿病患者さんの災害への備え」

他

○医療従事者向け研修の開催

  11月30日「災害に備えた糖尿病対策」他

〇医師会・歯科医師会・薬剤師会合同研修

①9月6日（昭島市）②12月6日（東大和

市）

③2月17日（武蔵村山市）④2月21日（立

川市）⑤2月27日（国立市）⑥3月8日（国

分寺市）

○災害時対応啓発ポスターの作成・配布

○圏域別検討会を開催(年1回)

　検討会　6月15日

　作業部会　①7月13日　②9月29日

　　③3月28日

　地区別部会  ①6月22日　②7月25日

○医療連携マップの作成（5000部）

○登録医療機関向け研修会

（町田：3月15日、南多摩：2月12日）

○症例検討会

（八王子：1月25日）

○住民向け講演会

（八王子：10月29日「糖尿病とうまく付き合

えていますか？」、町田：2月4日「栄養学の大

逆転～えっ、油って控えてちゃいけないの～」、南

多摩：2月12日「介護と糖尿病～そのときあな

たは？～」）

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
 慈恵会医科大学附属第三病院 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  練馬総合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
(H30.1.1時点)

 糖尿病地域連
携の登録医療

機関数
(H30.1.1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5回)

  委員会　①7月4日　②12月5日　③3月27日

　作業部会　①10月3日

　検討会  12月5日

○都民公開講座の開催

　3月5日「糖尿病患者のための骨粗鬆症対策」

他

 

○医療従事者向け研修会の開催

　・第1弾　11月4日「高齢者糖尿病治療～新し

いガイドラインを実臨床に生かす！～」

　・第2弾　12月8日「心血管イベント抑制～過去

20年のＥＢＭを踏まえた新旧糖尿病治療薬の活

用術～」

○糖尿病に関する患者向け災害時マニュアルの作

成

○登録医療機関リストの活用状況についてアン

ケート実施

 

 

○圏域別検討会を開催(年4回) 

①4月19日 ②7月26日 ③9月27日 ④1月

31日 

 

【板橋区】 

・慢性腎臓病の診断基準等の下敷き作成、配布 

・会員向け講座（1回） 

【豊島区】 

・豊島区糖尿病医療連携ネットワークリスト改定 

・区民公開講座（1回） 

・ウォークラリー 

【北区】 

・北区糖尿病連携医療機関名簿及び糖尿病連

携医マップの作成、更新 

・北区糖尿病連携医療機関一覧のHP更新 

・会員向け講座（1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（3月4日） 

○圏域別検討会を開催(年3回) 

  全体会 2月2日 

 幹事会 ①7月7日 ②12月1日 

○圏域別検討会を開催(年4回) 

 ①6月9日  ②9月8日  

 ③12月8日 ④3月9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 

 ①6月11日(福生、羽村、瑞穂) 

 ②7月 2日(青梅、奥多摩) 

 ③9月10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10日 ②11月11日 

○西多摩地域糖尿病セミナーの開催  

 ①6月22日 ②3月5日 

○市民公開講座の開催  

 10月22日「糖尿病と上手くつきあうために」 

○糖尿病予防フェスタの開催 

 11月19日 講演（知って得する糖尿病のお話し

他）、医師・看護師・栄養士による無料相談、体

験コーナー（血糖・ヘモグロビンAlc・身長・体重・体

脂肪・血圧）、看護師によるフットケア講座 

 ○医療従事者向け研修会の開催 

 3月18日 医師向けセミナー、歯科医師向けセミ

ナー、合同セミナー、パネルディスカッション 

 〇一般向け講演会の開催 

 3月20日 

 「今日から始めよう、糖尿病を予防する食生活」 

 「ハツラツ健康ライフのための日常活動量upのヒケ

ツ！！」 

〇圏域各市所在の薬局のインスリン製剤販売量に

ついて、災害時医療対策の一環としてアンケート実

施、検討会にて報告 

資料８－１ 

 

○圏域別検討会の開催(年2回) 

 委員会 ①7月21日 ②1月12日 

  療養指導を学ぶ会幹事会 

  ①6月16日 ②10月27日 ③1月26日 
 

○「症例より学ぶ会」学術講習会の開催 

 ①10月13日 ②2月23日 
 

○「療養指導を学ぶ会」研修会の開催 

  ①6月16日 ②10月27日 ③1月26日 
 

○医療機関リストの作成・配布 

 28年度区東部糖尿病医療連携用登録医

名簿を登録医344名へ配布（7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） 


