
平成３０年度 圏域別検討会の取組状況
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圏域別検討会
開催実績

・総会

①7月25日

（1.作業部会役員の選出、2.H29年度活

動報告、3.H30年度事業計画・予算　等）

・作業部会

 ①9月19日

（1.今年度の方針・スケジュール、2.市民講

座・医療従事者対象研修会共通テーマについ

て　等）

②11月21日

（１.各部門進捗状況、2.広報誌案　等）

・検討会

　＊開催なし

・作業部会

　＊開催なし

・検討会

　①7月5日（１.検討事項の一部改正（糖

尿病性腎症重症化予防を含む糖尿病の合

併症予防等の総合的な取組）について、２.

今年度の事業実施計画について、3.事業実

施計画書及び年間執行計画書の作成につい

て、等）

　②10月25日（1.糖尿病性腎症重症化予

防を含む糖尿病の合併症予防等の総合的な

取組について、2.今年度の事業について、

等）

　③1月24日（1.糖尿病性腎症重症化予

防を含む糖尿病の合併症予防等の総合的な

取組について、2.今年度の事業について、3.

来年度の事業計画について、等）

・検討会2回開催

①7月30日

（平成30年度の区西部糖尿病医療連携検

討会の取組）

②3月28日

（次年度の活動等について）

・検討会

①4月17日

(1.登録医療機関進捗状況2.30年度予算

及び事業計画)

②7月24日

(1.登録医療機関実績状況2.30年度予算

及び事業計画)

③1月22日

(1.30年度事業実施状況)

・圏域別検討会（2月25日開催）

主な議題

1. 糖尿病性重症化予防プログラムなど東京

都の施策について

2. 荒川・足立・葛飾各区の実績報告および

対策事業について

3. 平成31年度の取り組みについて

4. その他

登録医療機関に
関する取組
【検討事項(4)】

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手

続き

・平成30年度版登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・登録医療機関新規登録手続き

・登録医療機関リスト作成

・登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・2019年度より登録医療機関への病院情報

の定期配送検討

・登録医療機関の新規登録手続き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

等

 ・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手

続き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手

続き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・区東北部保健医療圏糖尿病連携機関の

現況把握（新規登録・変更・抹消手続き）

・希望医療機関に糖尿病患者診療情報提

供書の配布

糖尿病性腎症重
症化予防を含む
糖尿病の合併症
予防等の総合的
な取組
【検討事項(5)】

・総会において、東京都福祉保健局の担当者

より「糖尿病性腎症重症化予防」についての

東京都及び圏域内各区国保の取組の説明を

受け、圏域内各区における糖尿病性腎症重

症化予防の取組状況及び課題の共有をした

・糖尿病性腎症重症化予防をテーマとした広

報誌「糖尿病性腎症を予防しよう！」の作成・

配布

・2018年12月3日　蒲田医師会主催の講

講演の際、大森・蒲田・田園調布医師会会

長を含めた地域の医療機関と糖尿病性腎症

重症化予防強化について協議した。

・2019年3月18日、品川区医師会と荏原医

師会の会長と協議の場を持ち、糖尿病性腎

症重症化予防を含む糖尿病の合併症予防

等について意見交換を行い、次年度の取組み

についても協議した。

・圏域別検討会において、圏域内区市町村に

おける糖尿病性腎症重症化予防の取組状況

及び課題の共有(医療圏内各区の国保担当

者からの活動報告)

・糖尿病性腎症重症化を含む合併症の予防

等をテーマとした啓発用ポスターの作成

 ・新宿区糖尿病対策専門部会において新宿

区健康部健康づくり課、新宿区医師会、新

宿歯科医師会などと糖尿病性腎症重症化予

防プログラムを作成（第1回　9月20日、第2

回　1月29日）

・圏域別検討会において、圏域内各区におけ

る糖尿病性腎症重症化予防の取組状況及

び課題の共有

・圏域別検討会において、糖尿病性腎症重

症化予防の取組状況及び課題に関して各区

報告し、情報共有

・東京都の糖尿病性重症化予防プログラムの

周知

・荒川・足立・葛飾区の行政を中心とした取り

組みの現状についての意見交換

普及啓発に関す
る取組
【検討事項(6)】

・市民公開講座・医療従事者対象研修会

開催日：平成31年2月9日

テーマ：「糖尿病性腎症を予防しよう！」

会場：東京慈恵会医科大学大学１号館講

堂３階

参加者：市民講座（77名）

　　　　　　医療従事者対象研修会（75名）

・糖尿病性腎症重症化予防をテーマとした広

報誌「糖尿病性腎症を予防しよう！」の配布

・「これからの医療を考える会」蒲田医師会主

催

　2018年12月3日　20：00～にて講演

　「東京都の糖尿病医療連携について」

　蒲田医師会館　講堂　30名

・糖尿病啓発のための冊子(改訂版)の作成

・糖尿病性腎症重症化を含む合併症の予防

等をテーマとした啓発用ポスターの作成

・糖尿病啓発イベントにおけるHbA1c簡易測

定器を用いた検査等の実施

　(11/14：渋谷区　JR東京総合病院、来

場者数120名、検査実施者数75名)

・新宿区歯科医師会講演会（8月29日）

　テーマ：糖尿病の診断と治療における最近

の進歩

・新宿区民医療公開講座（5月19日）

　テーマ：知っておきたい「糖尿病」と「肺がん」

のお話

・４区合同区民公開講座

開催日：平成31年2月16日

テーマ：「糖尿病と運動療法」

会場：北区　北とぴあ　つつじホール、参加者

297名

・ほか各区区民公開講座の開催

・7月2日　第11回かつしか糖尿病区民公開

講座（共催）「血糖変動」

・3月31日　第12回かつしか糖尿病区民公

開講座（共催）「喫煙と糖尿病」

・12月8日　第6回城北地域糖尿病市民講

座（共催)　「糖尿病と嚥下機能」

・11月26日　荒川区区民向け予防講演会

(協賛)  「食事を美味しく！楽しく！野菜を

ちゃんと食べよう」

参加者54名　カロリー茶碗の参加者への提供

医療資源・連携
ツールに関する
取組
【検討事項
(1),(2),(3)】

・平成30年度版登録医療機関リスト作成

・糖尿病性腎症重症化予防をテーマとした広

報誌「糖尿病性腎症を予防しよう！」の作成・

配布

・2018年7月27日「第１回医療連携懇談

会」にて糖尿病内分泌内科より、経口糖尿病

薬および糖尿病連携パスについて紹介

・「2018年版・糖尿病重症化予防のための地

域医療連携マップ」の配布

 (区西南部の内科・眼科・歯科および薬局の

名称・所在地を区ごとに掲載した冊子を配布)

 ・登録医療機関MAP作成 ・板橋区医師会において医科用・歯科医院用

に受診勧奨用パンフレットの作成

・豊島区糖尿病ネットワークリストの改定

・北区糖尿病連携医療機関名簿（冊子）

の更新（医科・歯科）

・荒川・足立・葛飾区の日本糖尿病学会専

門医および日本糖尿病療養指導士をそれぞ

れのHPを調べて把握

その他の取組
【検討事項(7)】

・医療従事者対象研修会への出席を圏域内

各区国保担当課へ要請した

・荒川・足立・葛飾区の保健所や関連部局が

主体となって行った取組に関する情報交換

 （医科）　　　１５９　　　件  （医科）　　　１６３　　　件  （医科）　　　２０５　　　件  （医科）　　　２６６　　　件  （医科）　　　４０１　　　件  （医科）　　　　３１　　　件

 （歯科）　　　２０８　　　件  （歯科）　　　　　３　　　件  （歯科）　　　１９８　　　件  （歯科）　　　２２２　　　件  （歯科）　　　２９６　　　件  （歯科）　　　　１３　　　件

 糖尿病地域連携の登録医療機関数
(H31.1.1時点)

　【検討事項】（◎：必須事項、○選択事項）
　　　○（１）圏域内での糖尿病治療に係る医療資源の調査及び把握　　　　 　　　◎（５）糖尿病性腎症重症化予防を含む糖尿病合併症予防等の総合的な取組
　　　○（２）糖尿病医療連携に資する医療機関リストの作成・周知　　　　　　 　◎（６）地域の住民及び医療従事者に対する糖尿病対策に係る普及啓発活動
　　　○（３）糖尿病医療連携に資するツールの活用促進　　　　　　　　　　　　 ○（７）その他、糖尿病医療連携体制の構築について、地域の特性に応じた対応が必要な事項
　　　◎（４）「糖尿病地域連携の登録医療機関」制度に係る取組

 取組内容

必須
事項

選択
事項

 事務局

圏域

資料７ 



平成３０年度 圏域別検討会の取組状況

区東部 西多摩 南多摩 北多摩西部 北多摩南部 北多摩北部

順天堂

東京江東高齢者医療センター
西多摩医師会 多摩市医師会 災害医療センター 武蔵野赤十字病院 東村山市医師会

圏域別検討会
開催実績

・検討会

①8月2日（主な議事内容：１.実行委員会

の現状報告、２.糖尿病腎症重症化予防プロ

グラム等）

②1月17日（主な議事内容：１.実行委員

会の現状報告、２.糖尿病腎症重症化予防

プログラム等）

・検討会

①平成30年6月14日（１ 30年度取組、２

糖尿病性腎症重症化予防の取組等）

 ②平成30年9月1３日（１ 30年度取組

進捗状況、２ 糖尿病性腎症重症化予防の

取組等）

③平成30年12月13日（１ 30年度取組

進捗状況、２ 糖尿病性腎症重症化予防の

取組等）

④平成30年３月14日（１ 次年度取組　、

２ 糖尿病性腎症重症化予防の取組等）

 ・検討会　7月30日

・作業部会（スキルアップセミナー打合せ）10

月3日

・地区別部会

八王子市：6月6日、10月18日

町田市：11月9日

日野市：3月30日

多摩市：糖尿病医療推進会議の開催（12

月6日）

稲城市：糖尿病病診連携講座（1月11

日）

 圏域別検討会を開催（年1回）

3月19日

主な議題内容：事業報告（①市民公開講

座・医療従事者向け研修会、②医師会・歯科

医師会・薬剤会合同研修、③登録医療機関

の状況について等）及び圏域内各市における

糖尿病性腎症重症化予防の取組状況に関す

る情報共有

・検討会

　３月７日開催（主な議事内容：１.Ｈ３

０実績報告、２..Ｈ３１事業計画等）

・幹事会

　①７月５日（主な議事内容：医療連携

マップ改訂等）

　➁１１月２９日（主な議事内容：糖尿

病予防フェスタ等）

糖尿病ネットワーク委員会　３回実施

　　①平成３０年５月２１日

　　②平成３０年１２月１７日

　　③平成３１年３月２５日

作業部会

　　①平成３０年７月３１日

検討会（ネットワーク委員会と合同開催）

　　①平成３０年１２月１７日

登録医療機関に
関する取組
【検討事項(4)】

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手続

き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・新規登録の案内の継続

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手続

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

 ・圏域内の医療機関及び歯科医療機関につ

いて、各市医師会・歯科医師会を通じた登録

の働きかけ

・糖尿病医療連携登録医療機関リストの作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手続

き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手続

き

・登録医療機関リスト作成

・四半期ごとの登録状況報告

・実績報告取りまとめ

①登録医療機関リストの作成及び関係機関へ

の周知

②登録医療機関の実績報告の調査及び周知

③登録医療機関リストの活用状況報告及び

活用方法の検討

糖尿病性腎症重
症化予防を含む
糖尿病の合併症
予防等の総合的
な取組
【検討事項(5)】

・検討会において、3区における糖尿病性腎症

重症化予防の取組状況及び課題の共有

・学術トピックスを掲載した医療連携ニュース

「つながる」の配布（年2回）

・「症例より学ぶ会」学術講習会の開催

・「療養指導を学ぶ会」研修会の開催

・圏域内区市町村における糖尿病性腎症重

症化予防の取組状況及び課題の共有（平成

30年６月14日検討会）

・糖尿病性重症化予防のためのダイジェスト作

成、お薬手帳用シール作成に関する検討

・糖尿病性重症化予防のための医療従事者

向け講演会（９月28日　公立福生病院

39名参加）

・糖尿病性重症化予防のための市民向け講

演会（12月6日　青梅市立総合病院　29名

参加）

 ・南多摩圏域糖尿病医療連携推進検討会

スキルアップセミナーにおいて、「南多摩圏域にお

ける糖尿病性腎症重症化予防の取組」をテー

マとした、医療従事者向け合同シンポジウムを

開催

平成31年2月17日（日）多摩市立関戸公

民館　102名参加

・糖尿病性腎症重症化予防をテーマとした市

民公開講座の開催

平成31年2月17日（日）多摩市立関戸公

民館　129名参加

・圏域別検討会において、圏域内各市におけ

る糖尿病性腎症重症化予防の取組状況及び

情報共有

・圏域別検討会及び幹事会において糖尿病

性腎症重症化予防の取組について情報共有

・糖尿病教室の開催：原則、毎月テーマ毎に

講師が講義、本年度２０回開催

①平成３０年７月３１日作業部会におい

て、各市の取組状況を紹介、情報共有を図っ

た。

②平成３０年１２月８日、医療従事者向け

研修会を実施

　テーマ：「今日からはじまる糖尿病重症化予

防～いよいよスタート！地域での取り組み～」

③平成３１年２月１６日　都民講座を実施

　テーマ：糖尿病性腎症重症化予防

普及啓発に関す
る取組
【検討事項(6)】

・「症例より学ぶ会」学術講習会の開催

開催日：①11月5日　 ②2月28日

会場：順天堂東京江東高齢者医療センター

・「療養指導を学ぶ会」研修会

開催日：①6月21日　②10月18日　③12

月1日

会場：順天堂東京江東高齢者医療センター

・糖尿病教室・個別栄養相談（８.12月を除

く毎月第４木曜日）

・糖尿病１日教室（平成30年６月16日：

公立福生病院 52名参加、平成30年９月

29日：公立阿伎留医療センター 41名参

加、平成30年11月24日：西多摩医師会館

31名参加）

・市民公開講座（平成30年10月６日）

テーマ：「糖尿病と上手く付き合うために」

会場：青梅市立総合病院、参加者：38名

・糖尿病症例検討会（平成30年7月6日）

テーマ：「症例提示」

会場：公立福生病院　参加者：24名

 ・糖尿病連携手帳等の普及を目的としたポス

ターの作成・配布

・症例検討会の実施

開催日：平成31年1月20日

①市民啓発のための公開講座：11名（内子

ども2名）参加

②糖尿病医療連携研修会：13名参加

①・②テーマ：「運動療法の極意、自転車ツー

キニストの勧め」

①・②会場：独立行政法人国立病院機構災

害医療センター地域医療研修センター

〇医師会・歯科医師会・薬剤師会合同研修

①11月20日（東大和市）、②11月28日

（昭島市）、③2月19日（立川市）、④2

月27日（国分寺市）、⑤3月4日（国立

市）、⑥3月15日（武蔵村山市）

・糖尿病フェスタ２０１８の開催

開催日：１１月１１日

内容：医師・看護師・栄養士による無料相

談、体験コーナー（血糖・HｂＡlｃ・体脂肪

測定等）

会場：武蔵野赤十字病院、参加者：１８

０名

・市民向け講演会

開催日：１１月１１日

テーマ：「家族で知りたい！糖尿病予防」

会場：武蔵野赤十字病院、参加者：８０

名

上記に同じ

①医療従事者向け研修会

「今日からはじまる糖尿病重症化予防～いよい

よスタート！値域での取り組み～」

日時：平成30年12月8日

場所：東村山市市民センター

②都民講座　糖尿病性腎症重症化予防

日時：平成31年2月16日

場所：東村山市市民ステーション「サンパルネ」

医療資源・連携
ツールに関する
取組
【検討事項
(1),(2),(3)】

・平成30年版 区東部糖尿病医療連携用 登

録医名簿の制作、配布

・「糖尿病連携手帳」及び「糖尿病眼手帳」を

セットにして各医療機関へ配布

・「糖尿病連携手帳」及び「糖尿病眼手帳」を

各医療機関へ配布

・糖尿病性重症化予防のためのダイジェスト作

成、お薬手帳用シール作成についての検討

 ・「南多摩保健医療圏糖尿病治療マニュア

ル」の配布

・「糖尿病連携手帳」「連携小冊子」「糖尿病

眼手帳」をスキルアップセミナーにおいて紹介・配

布

 2018年度版「糖尿病治療のための地域医

療連携マップ」の周知

・北多摩南部保健医療圏糖尿病医療連携

マップ（第３版）の作成、配布

・「北多摩北部保健医療圏　糖尿病地域連

携の東特医療機関名簿」の配布

・糖尿病患者診療情報提供書

・東京都糖尿病医療連携ツール運用の手引き

その他の取組
【検討事項(7)】

・登録管理栄養士紹介事業の継続実施

・調剤薬局薬剤師との連携推進

・歯科医師との連携推進

・生活習慣病栄養指導外来の実施

（実績：４～１２月２８例）

　症例検討会・連絡会：８月２８日

・西多摩医師会報での症例提示

 ・圏域内5市（八王子市、町田市、日野市、

多摩市、稲城市）における糖尿病予防の取

組状況及び課題の共有

・診療支援ツールの作成、配布

・糖尿病に関する普及啓発用リーフレット等の

配布（都民講座等で配布）

・その他糖尿病医療に関する情報交換

 （医科）　　　１６６　　　件  （医科）　　　　６１　　　件  （医科）　　　１５６　　　件  （医科）　　　１３３　　　件  （医科）　　　２０４　　　件  （医科）　　　１３７　　　件

 （歯科）　　　１５４　　　件  （歯科）　　　　２９　　　件  （歯科）　　　１２１　　　件  （歯科）　　　１４２　　　件  （歯科）　　　　８６　　　件  （歯科）　　　　３５　　　件

 糖尿病地域連携の登録医療機関数
(H31.1.1時点)

　【検討事項】（◎：必須事項、○選択事項）
　　　○（１）圏域内での糖尿病治療に係る医療資源の調査及び把握　　　　 　　　◎（５）糖尿病性腎症重症化予防を含む糖尿病合併症予防等の総合的な取組
　　　○（２）糖尿病医療連携に資する医療機関リストの作成・周知　　　　　　 　◎（６）地域の住民及び医療従事者に対する糖尿病対策に係る普及啓発活動
　　　○（３）糖尿病医療連携に資するツールの活用促進　　　　　　　　　　　　 ○（７）その他、糖尿病医療連携体制の構築について、地域の特性に応じた対応が必要な事項
　　　◎（４）「糖尿病地域連携の登録医療機関」制度に係る取組

圏域

 事務局

 取組内容

必須
事項

選択
事項


