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はじめに

徳島県は連続１３年間，糖尿病死亡率全国１位という憂

慮すべき状態にある。この状態から脱却すべく，徳島県

医師会は徳島県の委託を受け，平成１６年糖尿病対策班を

立ち上げた。対策班は現状を分析し，これに応じての短

期的対策を講じるとともに，糖尿病征圧についての中・

長期的戦略を提案しつつある。その概要は表１の如くで

ある。

本論文ではこの各事項について，概説することとする。

戦略の実際

１．短期的戦略

現状分析の結果，ただちに実施することが望ましいも

のとして，

１）県民への糖尿病についての啓蒙

２）医療従事者の糖尿病征圧戦略についての認識の共通化

，などがある。

１）県民への糖尿病についての啓蒙：糖尿病の克服は食

事・運動など患者（予備軍も含む）自身の自発的対応に

負うところが多く，従って，糖尿病をよく知ることが極

めて重要となる。対象者は地域住民のみでなく，職域に

属する人々も含まれる。両集団の対象者は，それぞれラ

イフスタイルも相違しているため，時間，場所をあらた

め，これらを別々に啓蒙する必要があった。

前者として“糖尿病ってどんな病気？”鳴門市健康教

室のような，１５０人前後の参加者の講演会から，“糖尿病

は万病のもと”つるぎ町健康づくり講座，６０人前後のも

のまで，参加人数は色々であるが，班員がそれぞれ分担

して，講演活動を行った（表２）。

一方，職域対象者に対しては，“糖尿病は万病のもと”

大塚製薬社員研修会など，職場に赴き，就業時間内での

講演会，また，“労働者の健康の確保－糖尿病予防のた

めに－”徳島産業安全衛生大会の講演のどで，企業にお

ける衛生管理者を啓蒙し，従業員への知識の浸透をはか

ろうとした（表２）。 さらに，“糖尿病”，ふれあい健

康ネットワークなどのテレビ放送を通じての啓蒙，“糖尿

病の原因とその怖さ”いのち輝くのような広報誌を通じ

ての啓蒙活動を展開してきた（表２）。

２）医療従事者の糖尿病征圧戦略についての認識の共通化

糖尿病征圧戦略において，予備軍への対応は重要な柱

となる。しかし，この予備軍に対する対応の仕方が，医

療従事者間で必ずしも統一されていなかった。特に，予

防医学に軸足を置いている保健所，保健センターなどに

勤務する医療従事者（主として保健師），治療医学に専

念している医師とでは予備軍に対する対応が異なった。

具体的には HbA１c あるいは血糖値のどの辺りから生活

指導をし，介入していくかに関し，両者にはっきりした

温度差が認められた。これは，予備軍への介入に関する

表１ 糖尿病征圧の戦略

１．短期的戦略

１）県民への糖尿病についての啓蒙

２）医療従事者の糖尿病征圧戦略についての認識の共通化

２．中期的戦略

１）健診事後指導の徹底

�）予備軍に対する指導の強化

�）“受診勧奨”者に対する受診の徹底

２）治療中断者の継続治療への勧奨

３）かかりつけ医における生活習慣指導体制の確立

３．長期的戦略

運動ができ易い環境の整備

１）運動施設の整備，運動指導員の育成

２）歩道，自転車道の整備

２０６ 四国医誌 ６２巻５，６号 ２０６～２１０ DECEMBER２０，２００６（平１８）



表２ 短期的戦略の実践例

広報活動
あなたも予備軍？糖尿病を食事と運動で予防，おはようとくしまテレビ対談，７月８日 ２００５
生活習慣病とその対策，公開シンポジュウム“健康であるために何をすべきか”，第２３１回徳島医学会学術集会，８月２８日，２００５，徳島
糖尿病，ふれあい健康ネットワーク，日本医師会テレビ放送，四国放送，１１月１３日，２００５
糖尿病の原因とその怖さ，いのち輝く，５２：４‐５，２００６
糖尿病征圧の戦略，公開シンポジウム：糖尿病の征圧に向けて，第２３３回徳島医学会，７月３０日，２００６

県民への啓蒙活動
地域住民
糖尿病ってどんな病気？，鳴門市健康教室，１月２６日，２００４，鳴門
症状のない生活習慣病，あなたのからだは大丈夫？，楽，らく，健康フェスタ２００４，２月２９日，２００４，由岐
血糖値の高い方へ～しのびよる糖尿病の恐怖～，羽ノ浦町糖尿病教室，６月７日，２００４，羽ノ浦
高血糖が及ぼす身体への影響について，楽！らく！健康フェスタ２００４ ７月５日，２００４，由岐町
糖尿病から血管を守ろう－合併症を起こさないために，牟岐町糖尿病教室 １１月１５日，２００４，牟岐町
糖尿病にならないために－糖尿病は万病のもと。第７回生活習慣病を考える会，１１月２８日，２００４，徳島
油断できない境界型糖尿病，藍住糖尿病大学，１月１７日，２００５，藍住
糖尿病は万病のもと，糖尿病フォーラム徳島２００５，１０月３０日，２００５，徳島
もっと糖尿病を知ろう！，糖尿病とは，鳴門市民フォーラム，１１月１３日，２００５，鳴門
糖尿病になりやすい生活習慣とは？～徳島になぜ多いのか～，徳島市健康セミナー，１１月２５日，２００５，徳島
糖尿病を発病させないために－今なら発病にいたらず血管を守ることができます－，牟岐町検診結果学集会，１２月１５日，２００５，牟岐
糖尿病予防につながる健康づくり，糖尿病予防教室，北島町保健相談センタ２月１３日，２００６，北島
糖尿病は万病のもと，糖尿病フォーラム，穴吹保健所，３月２４日，２００６，脇町
糖尿病とは，名西郡町民健康講座，７月２３日，２００６，徳島
糖尿病は万病のもと，つるぎ町健康づくり講座，７月２５日，２００６，つるぎ町
職域住民
糖尿病は万病のもと，医師会主催，大塚製薬社員研修会，１２月１日，２００５，徳島
糖尿病は万病のもと，医師会主催，四電工社員研修会，１月１９日，２００６，徳島
糖尿病は万病のもと，徳島県商工会 第４５回通常総会，５月２６日，２００６，徳島
労働者の健康の確保－糖尿病予防のために－ 徳島産業安全衛生大会，７月６日，２００６，徳島
糖尿病について，健康保険組合連合会徳島連合会研修会，７月１１日，２００６，徳島
糖尿病の予防，四国電力健康研修会，７月１３日，２００６，徳島
徳島県における糖尿病予防と医療保険者による健診義務化への期待，８月１日，２００６，徳島

医療従事者の征圧戦略の共通認識のために
糖尿病スクリーニングにおける HbA１c の意義，市町村保健師研修会，２月２日，２００４，徳島
糖尿病治療の最近の展開，海部郡薬剤師会研修会，６月２４日，２００４，海部
生活習慣病の怖さ，那賀川町教職員研修会，８月２０日，２００４，那賀川町
糖尿病基本指針の作成にあたって－食事指導編－，美馬郡医師会糖尿病研修会，１月２０日，２００５，穴吹
栄養士のための糖尿病学，栄養士会，２月２１日，２００５，徳島
糖尿病基本指針の作成にあたって－運動指導編－美馬郡医師会糖尿病研修会，３月１０日，２００５，穴吹
徳島県医師会の糖尿病対策，市町村保健士協議会 ４月２５日，２００５
糖尿病とその対策，徳島県医療推進協議会総会・記念講演会，５月２７日，２００５，徳島
徳島県の糖尿病対策について，徳島保健所管内集団給食施設協議会研修会，６月３日，２００５，徳島
最新糖尿病対策について，藍住町医師会研修会，７月２７日，２００５，藍住
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 徳島市，名東郡，名西郡医師会講習会，８月２日，２００５，徳島
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 吉野川市，阿波市医師会合同講習会，８月３日，２００５，吉野川
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 小松島市医師会合同講習会，８月２９日，２００５，小松島
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 板野郡医師会講習会，９月１２日，２００５，板野
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 海部郡医師会講習会，９月２０日，２００５，海部
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 三好郡医師会講習会，９月２２日，２００５，三好
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 美馬市医師会講習会，９月２８日，２００５，脇町
糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざして－糖尿病予防の大切さ－ 阿南市医師会講習会，１０月４日，２００５，阿南
糖尿病の概念と患者指導の実際，栄養士会研修会，１０月８日，２００５，阿南
糖尿病の概念と患者指導の実際，栄養士会研修会，１０月２０日，２００５，穴吹
徳島県医師会糖尿病対策班の取り組み，平成１７年度国保診療施設看護士研修会，１１月２６日，２００５，徳島
糖尿病治療の現状と管理栄養士の役割，平成１７年度地域活動実践栄養士研修会１月２日，２００６，徳島
徳島県糖尿病対策班の取り組み，平成１７年度糖尿病対策検討会議，池田保健所，２月２３日，２００６，池田
最新の糖尿病のすべて，藍住医師会研修会，４月１７日，２００６，藍住
最新の糖尿病のすべて；糖尿病とは（病態，診断，検査，合併症，治療）徳島県医師会生涯教育シリーズ ５月９日，２００６，徳島
メタボリックシンドローム，看護協会勉強会，７月１５日，２００６，徳島
糖尿病の予防について，三好郡学校保健連合会総会，７月２７日，２００６，三好市

出版物
糖尿病診療の早期介入マニュアル，２００５
糖尿病診療における HbA１c の位置づけ－HbA１c が正常値でも精密検査が何故必要なのか－，徳島県医師会誌，４２２，３１‐３４，２００６

徳島県医師会の糖尿病征圧戦略 ２０７



アンケート調査結果１）からもあきらかとなった。

この問題を解決するためには，マニュアルを作成し，

医療従事者総てがそれに準拠して対処することが必要と

考え，“糖尿病診療の早期介入マニュアル”，“糖尿病診療

における HbA１c の位置づけ－HbA１c が正常値でも精密

検査が何故必要なのか－”などの出版物を通じ，認識の

統一化をはかろうとした。

さらに，“糖尿病死亡率ワーストワンからの脱却をめざ

して－糖尿病予防の大切さ－”と題して，マニュアルを

解説する説明会を，９郡市医師会において行い，医師を

はじめ，コメディカルにこの問題の理解及び共通認識の

助長をはかった（表２）。医師会がこの問題にどのよう

に取り組もうとしているのか，チーム医療を実施するに

際し，他の医療従事者にも，よく理解してもらう必要が

ある。そのような観点から，“徳島県医師会の糖尿病対

策”と題し，市町村保健師協議会など，コメディカルを

対象にした講演会を実施し，医師会活動の理解につとめ

た（表２）。

２．中期的戦略

数年間をかけ，体系化する戦略（中期的）として次の

ようなものがある

１）健診事後指導の徹底

�）予備軍にたいする指導の強化

�）“受診勧奨”者に対する受診の徹底

２）治療中断者の継続治療への勧奨

３）かかりつけ医における生活習慣指導体制の確立

これまでも，これらの事柄は重視され対策が講じられ

てきていたが，必ずしも満足できる状態ではなかった。

医療費適正化ということもあり，平成２０年度より健診を

医療保険者の義務と定め，健診及び事後指導を医療保険

者が主体的に行うことになった。また，対象疾患として，

糖尿病を含めメタボリックシンドロームに焦点が絞られ

ることになっている。この制度上の変更も視野に入れ，

中長期的戦略も新制度に適合するよう進める必要がある。

１）健診事後指導の徹底：予備軍にたいする指導の強化，

“受診勧奨”者に対する受診の徹底，が必要である。

一般住民に対しては市町村国保保険者の管轄の下に，

市町村保健師，管理栄養士等が関係者の協力を得て，

指導，勧奨を行う。また，職域対象者に対しては，事

業所や健康保険組合に所属する産業医や保健師等が行

うが，専門職がいない事業所においては指導を外部に

委託して行う。

１）�）予備軍にたいする指導の強化

糖尿病の疑いがある者に対して動機付け支援また

は積極的支援が提供される。この際，HbAc５．５％

以上６．１％未満で，他に異常がなければ，動機付け支

援のみとされている。しかし，阿南保健所管内での

７５gOGTT 被検者のデーターによると，HbA１c５．５％

～５．７％の対象者の内，５７．９％に耐糖能異常が認め

られている。予備軍に対しても，早期に積極的に介

入する必要があるとする見地からすると，HbA１c５．５％

以上の者には受診を勧奨し，７５gOGTTにより，診断

を明確にする必要がある。そのような事もあって，

詳細な健診（精密健診）項目に７５gOGTT を追加す

ることが望まれる。

１）�）“受診勧奨”者に対する受診の徹底

空腹時血糖１２６mg/dl 以上，随時血糖値１８０mg/dl

以上，又は HbA１c６．１％以上の未治療者は受診が勧

奨される。この際，２つの問題が生じる。ひとつは，

受診勧奨者が受診したか否かの確認の難しさである。

しかし，今後は，保険者に健診・保健指導とレセプ

トが同時に集められるため，両者を突合することが

でき，受診の有無の確認が容易になる。さらに，２０１１

年度にレセプトが原則オンライン化されることも，

この突合にとって好都合である。

もうひとつの問題は，受診を勧奨された対象者が

医療機関を受診した際の，医療機関での対応の仕方

である。糖尿病の診断基準は空腹時血糖１２６mg/dl

以上，随時血糖値２００mg/dl以上で，HbA１c６．５％以

上となっている。そのため，それ以下の数値の受診

勧奨者に対して医療機関が，どのように対処するか，

問題である。これには，新たな健診・保健指導の主

旨を医療機関従事者（特に医師）がよく理解する必

要がある。これらの対象者には，まだ，糖尿病でな

く，治療の必要はないというのでなく，食事・運動

療法の徹底を教育してもらう必要がある。

２）治療中断者への対応

このことに関して，新たな健診・保健指導において

は触れられていない。しかし，糖尿病合併症の抑制，

医療費削減の観点からして，治療中断者は等閑視でき

ない集団である。糖尿病コントロール状態が悪いなが

らも，月々規則正しく受診している患者からの合併症

の発生は少なく，中断者からの発生が多いという臨床

医としての印象をもっている。これらの患者を特定し，

受診継続を勧奨する必要がある。

医療保険者には，健診・保健指導データとレセプト
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が集まることになるため，オンライン化された健診・

保健指導データとレセプトを突合し，３ヵ月以上治療

を中断した者（治療中断者）を特定することが可能と

なる。

特定された治療中断者への対応

医療保険者に所属する医師，保健師，管理栄養士等

は特定された治療中断者と面談し，中断の理由を明

確にした上で，治療の継続を勧奨する。

医療保険者に医師，保健師，管理栄養士等が所属し

ていない場合には，地域・職域の医師，保健師，管

理栄養士等の協力を得て，上記と同様の対応をする。

継続治療を勧奨した対象者の受療状況の確認

医療保険者は当該対象者のレセプトより受療の有無

を確認し，当該対象者が引き続き受療を継続するよ

う側面より援助する。

３）かかりつけ医における生活習慣指導体制の確立―特

に栄養指導体制の確立

かかりつけ医に専属の管理栄養士がいず，従って，

食事指導が不十分であるという問題がある。食事療法

が糖尿病の基本的治療法であるという事を考えた場合，

前記の事実は深刻な問題であり，早急に対策を講じる

必要がある。特に，平成２０年度以降，事後保健指導の

外部委託が可能となるため，地域医療の担い手である

かかりつけ医は，保健指導の委託基準を満足すべき医

療環境を早急に整備する必要がある。

地域の医療機関における生活習慣改善指導の内容を充

実するためには；

○ かかりつけ医の生活習慣改善指導の重要性につい

ての認識

○ かかりつけ医に対する生活習慣改善指導システム

についての周知

○ 管理栄養士等の確保における経済的問題

○ 管理栄養士等の人材確保と指導による質向上の必

要性

また，関係団体は本体制の確立のために，それぞれ以

下の如き役割を演じる必要がある；

① 医師会：糖尿病患者や予備軍の減少を目指し，

生活習慣改善指導の重要性と管理栄養士派遣制

度について周知し，栄養士等のいない医療機関

における生活習慣改善指導の充実をはかる。

② 栄養士会：関係機関と連携して研修会等を開催

し，派遣する管理栄養士の資質向上と人材確保

を図る。

３．長期的戦略

長期的戦略として小児肥満の対策など種々なものがあ

るが，ここでは，特に，運動環境の整備について強調し

たい。

食事療法とともに運動療法は糖尿病治療の根幹である。

運動は特別に行うのでなく，日常生活の中に運動（身体

活動）を多く取り入れるという姿勢が大切で，これが長

続きの秘訣である。要は，一人ひとりの意志の問題であ

るが，これが容易に行える環境の整備も重要である。こ

の問題の解決には，諸医療団体の熱意もさることながら，

行政に負うところが大きい。

おわりに

糖尿病死亡率全国一位の汚名を返上すべく，ここ３年

間，徳島県医師会糖尿病対策班が行ってきた対応策を，

糖尿病征圧の短期的戦略としてまとめた。また，糖尿病

征圧のためには，戦略を体系化する必要があり，これを

中・長期に分けて論じた。

要は，県民一人ひとりが糖尿病の深刻さ，これに対す

る対応の仕方をよく理解し，自発的にこれに対処するこ

とが大切で，医療関係者には，これを可能にする体制の

確立が求められている。対象者の自助努力を支援する体

制，これが糖尿病征圧の戦略の総てである。
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Strategies for conquering increasing incidence of diabetes mellitus in Tokushima proposed
by Tokushima Medical Association

Kenji Shima

Working team of Tokushima Medical Association for countermeasuring against diabetes mellitus, and Kawashima Hospital,

Tokushima, Japan

SUMMARY

We, a working team for countermeasuring against increasing incidence of diabetes mellitus in

Tokushima set up by Tokushima Medical Association, has proposed urgent, middle-and long-terms

strategies for solving these problems.

The urgent strategy consists of two parts ; one is to educate the general public on diabetes

mellitus and the other to have all medical staffs understood the strategy in common. There are

three middle-term strategies which require several years to be accomplished ; one is to be thor-

ough in taking aftercare for people who have taken the medical check, the other is to recommend

patients who have discontinued medical treatments for longer than 3 months, to see a doctor and

the remaining is to establish a system for consulting with medical practitioners on living conditions

like dieting and/or exercising. As the long-term strategy, an environment in which every body

can easily exercise should be provided.

Key words : diabetes mellitus, Tokushima Medical Association, diet, exercise
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