
令和３年度 圏域別検討会の取組予定

区中央部 区南部 区西南部 区西部 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 東京女子医科大学病院 東京都立大塚病院
東京慈恵会医科大学

葛飾医療センター

圏域別検討会
開催実績

・総会
①6月16日
（1.作業部会役員の選出、2.2020年度活
動報告、3.2021年度事業計画・予算
等）
・作業部会
①9月10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19日
（１.各部門進捗状況、2.広報誌案　等）

日時:2021年11月頃
場所:オンライン開催
【主な議事内容】
・登録医療機関の報告
・本検討会の今年度の実施計画について
・区南部圏域における糖尿病性腎症重症化
予防の取組状況と課題について
・各医療機関・団体等における糖尿病予防の
取組み、連携に関する取組み等について
・薬剤師との連携について

 ・検討会
①5月13日（木）（ 1.今年度の事業実施
計画等について）
②9月16日（木）（1.事業計画の進捗状
況ほか）
③1月20日（木）（1.事業実績報告ほ
か）

 ・検討会開催（WEB開催） ①9月6日（月）
・令和2年度活動報告および会計報告につい
て・登録医療機関進捗状況・事業実施状況
・令和3年度予算および事業計画について
②11月開催予定
・登録医療機関進捗状況、事業実施状況他
③2月開催予定
・登録医療機関進捗状況、事業実施状況他

・検討会
11月～2月に1回開催する。可能ならば対面
で実施したいが困難な場合はWeb開催とす
る。

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
・2021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

・登録医療機関の新規登録・変更・抹消手
続き
・登録医療機関リストの作成
・四半期ごとの登録状況報告
・実績報告とりまとめ

 ・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の作成
・四半期ごとの登録状況報告
・実績報告のとりまとめ

 ・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
・未登録医療機関の抽出
・東京都糖尿病医療連携協議会および専門
部門で検討された登録手続きの開始にあた

・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

荒川区、足立区、葛飾区の医師会と協力し
てすでに作成してある「糖尿病地域連携の登
録医療機関」を充実させる。
・登録医療機関リスト作成
・四半期ごとの登録機関報告
・荒川区、足立区、葛飾区の医師会への協
力要請

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)】

・圏域別検討会において、各区での取り組み
状況と課題を共有予定。

・糖尿病性腎症重症化予防に関する各区の
取組状況と課題を、検討会において共有

 ・圏域別検討会において、各区での取り組み
状況と課題を共有予定。
・尿中アルブミン測定による啓発活動の検討。

 ・診療情報提供書と糖尿病連携手帳を有
効に使用し、かかりつけ医と専門医との連携に
よる患者情報の共有を計る

【豊島区】特定健診受診者のHbA1c値に応
じて保健指導もしくは受診勧奨を行う。
豊島区国保糖尿病性腎症重症化予防事業
として保健指導、受診勧奨を行う。
【北区】北区糖尿病重症化予防事業（国保
実施）について医学的な助言等を行う。
【板橋区】板橋区健康生きがい部と協力、特
定検診で拾い上げた当該者への啓発活動

・東京都糖尿病医療連携協議会の方針に従
い荒川区、足立区、葛飾区で行われている糖
尿病性腎症重症化予防化プログラムの進捗
状況を把握する。
・荒川区、足立区、葛飾区の各区の糖尿病
に関する取り組みをまとめる。

普及啓発に関す
る取組
【検討事項(6)】

市民講座・医療従事者対象研修会
日時:2021年2月5日(土)14時00分～
WEBにて開催（予定）
テーマ:「糖尿病と食事について（仮）」
＜市民講座＞
講演１:『〇〇』
講演２:『〇〇』

＜医療従事者対象研修会＞
講演:「〇〇」

・「DM Conference in 品川」
　日時:2021年6月28日19:00～20:05
　場所:講演者施設／オンライン開催

・「品川区薬剤師会スキルアップセミナー」
　日時:2021年6月2日19:30～21:00
　場所:オンライン開催

 ・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。
・ウェブコンテンツ紹介冊子制作の検討。
・ウェブサイトの立ち上げについての検討。

 ・これまでの啓発用冊子を配布し、食事・運
動の重要性、細心の薬物療法について啓発
活動を行う
・区民に向けた公開講座開催予定(Web)
・糖尿病センターとの医療連携の会(Web)
・Diabetes Update Seminar

・4区合同区民公開講座の開催
・各区で区民向け公開講座・講演会、医療
従事者対象の研修会を開催

・日本糖尿病学会が発行している糖尿病関
連書籍を登録医療機関に配布する。

医療資源・連携
ツールに関する
取組
【検討事項
(1),(2),(3)】

・2021年度版登録医療機関リスト作成
・総会において「糖尿病地域連携の登録医療
機関精度」について説明をし、圏域内関係者
への周知した

　  ・「糖尿病重症化予防のための地域医療連
携マップ2022年度版」の改訂。

 ・ツールについて理解と普及のための検討会の
開催
・糖尿病診療に係る既存ﾃﾞｰﾀの更新と新規
ﾃﾞｰﾀの収集

【豊島区】・糖尿病医療連携ネットワークリスト
の更新および冊子の配布等・「身近な医療機
関」の発刊、配布・医師会ウェブサイトへの糖
尿病ネットワークリストの掲載
【板橋区】「かかりつけ医から腎臓専門医・専
門医療機関への紹介基準表」（下敷き）の
更新
【北区】糖尿病連携マップの作成、配布

・荒川区、足立区、葛飾区の日本糖尿病学
会専門医、日本糖尿病療養指導士(CDE-
J)および東京糖尿病療養指導士(東京CDE)
を把握する。
・医療機関リスト、上記の糖尿病専門医、糖
尿病療養指導士リストを関係医療機関等に
配布する。

その他の取組
【検討事項(7)】

調剤薬局の薬剤師との連携に関する取組、
各地区における糖尿病予防に関する取組等
について情報共有

 ・登録医療機関情報の収集と名簿作成方
法の検討、実施
・登録医療機関のためのマップ配布

【豊島区】豊島区糖尿病医療連携ネットワー
ク協議会・豊島区医療連携推進検討会運営
介護

・病院や調剤薬局の薬剤師との連携に関する
取り組みを検討する。

 （医科）　　　155　　　　　　件  （医科）　　　　　167　件  （医科）224件  （医科）　　　　249　　　　　件  （医科）　　　　　403件  （医科）　　　 　33　　　　件

 （歯科）　　　200　　　　　　件  （歯科）　　　　　　62　件  （歯科）191件  （歯科）　　　　211　　　　　件  （歯科）　　　　　323件  （歯科）　　　　　65　　　　件

 糖尿病地域連携の登録医療機関数
(R3.7.1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

資料8



令和３年度 圏域別検討会の取組予定

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 多摩南部地域病院 立川病院 杏林医学附属病院 東久留米市医師会

圏域別検討会
開催実績

・検討会　8月　紙上会議（主な議事内
容:1.昨年度の実績報告と今年度の実施
計画について　2.実行委員会の現状報告
3.糖尿病腎症重症化予防プログラム等）

・検討会
　①4月8日（主な議事内容:１.今年度の
事業予定）
　②7月8日
　③11月11日
　④3月10日

 ・検討会　(状況により書面開催を検討)
・協議会
　令和4年３月頃
（主な議事内容:事業報告等）

・幹事会
　7月（主な議事内容:R3事業計画）
・検討会
　令和4年３月（主な議事内容:R3実績報告
及び事業計画等）

糖尿病ネットワーク委員会　３回実施
　　①令和３年９月
　　②令和３年１２月
　　③令和４年３月
作業部会　１回実施
　　時期未定
検討会（ネットワーク委員会と合同開催）
　　①令和３年１２月

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
・歯科医師との連携の推進

・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（医科、歯科）の各市医
師会・歯科医師会を通じた新規登録の働き
かけと変更・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

・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

・登録医療機関リストの作成及び関係機関へ
の周知
・登録医療機関の実績報告の調査及び周知
・未登録医療機関への制度周知及び登録案
内
・登録医療機関の増加に向けた周知方法等
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）
・症例より学ぶ会の開催
・療養指導を学ぶ会の開催

・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
・糖尿病性腎症重症化予防のための市民向
け講演会（開催日:調整中、開催方法:ｵ
ﾝﾗｲﾝ配信予定）

 ・検討会において各市の糖尿病腎症重症化
予防の取組状況及び課題について情報共有

・圏域内における糖尿病性腎症重症化予防
の取組状況及び災害時インシュリンの備蓄等
に関する情報交換会をオンライン形式での実
施を予定（令和3年10月頃）

・圏域別検討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

・昨年度までの活動及び東京都からの情報を
もとにネットワーク委員会で検討し、地域への
普及啓発活動実施

普及啓発に関す
る取組
【検討事項(6)】

・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）
・症例より学ぶ会の開催
・療養指導を学ぶ会の開催

・糖尿病教室（7月～3月の全９回開催、
参加者への資料送付による書面開催）
・個別栄養指導（6月～3月の全10回開
催、会場:西多摩医師会館）
・市民公開講座（開催日、開催方法:調
整中、テーマ:「糖尿病のことを知りましょう～
患者さんと糖尿病専門医からのメッセージ
～」）
・管理栄養士情報交換会（開催日:調整

 ・糖尿病連携手帳等の普及啓発ポスターの
作成、配布
・糖尿病対策に係るアメニティグッズ等の作
製、配布
・市民向け公開講座
・医療機関向け症例検討会

①医療関係者向け研修会の実施
オンデマンド形式の研修を予定
（医師・歯科医師・薬剤師向けを予定）

②市民及び医療者向け普及啓発
昨年度デザインした尿中微量アルブミン検査の
紹介ポスター及びチラシの配布等

・糖尿病に関する啓発資料の作成
・医療従事者研修会の開催

①医療従事者向け研修会
　テーマ:未定
　開催日:令和３年１１月頃
　会場:未定
②都民公開講座
　テーマ:未定
　開催日:令和４年２月頃
　会場:未定

医療資源・連携
ツールに関する
取組
【検討事項
(1),(2),(3)】

・区東部糖尿病医療連携用 登録医名簿の
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」を補う「連携小冊子」の
今後の取扱いに関する検討

北多摩南部保健医療圏糖尿病医療連携マップの
周知・活用

・「北多摩北部保健医療圏　糖尿病地域連
携の登録医療機関名簿」の配布
・医療連携ツールの活用促進について、昨年
度までの活動及び東京都からの情報をもとに
ネットワーク委員会で検討し、地域に周知

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
・コロナ禍の糖尿病診療の現状や今後の展望
について調査し、医療連携ニュースで報告

・生活習慣病栄養指導外来の実施（通
年）

 ・事務局を通じての圏域内の各地区（八王
子市、町田市、日野市、稲城市、多摩市）
における研修会等の情報の共有

・糖尿病を専門としない医療機関への普及啓
発
・糖尿病診察時に参考となる診療支援ツール
の作成配布について、糖尿病ネットワーク委員
会で検討し、必要に応じて作業部会を開催。

 （医科）　　　　　　114件  （医科）　　　　　６２　　　　件  （医科）　　　　　　　269件  （医科）　　　　１４０　　　件  （医科）　　　　　２０４　件  （医科）　　　１４５　　　件

 （歯科）　　　　　　159件  （歯科）　　　　　２６　　　　件  （歯科）　　　　　　　106件  （歯科）　　　　１３８　　　件  （歯科）　　　　　　９１　件  （歯科）　　　　４２　　　件

 糖尿病地域連携の登録医療機関数
(R3.7.1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
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