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糖尿病の治療費糖尿病の治療費糖尿病の治療費糖尿病の治療費

境界型糖尿病境界型糖尿病境界型糖尿病境界型糖尿病

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

服薬有服薬有服薬有服薬有

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

服薬服薬服薬服薬+インスリン有インスリン有インスリン有インスリン有

糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病

透析治療有透析治療有透析治療有透析治療有

3ヶ月にヶ月にヶ月にヶ月に1回回回回

チェックチェックチェックチェック
内服治療内服治療内服治療内服治療

アマリールアマリールアマリールアマリール

ベイスンベイスンベイスンベイスン 等等等等

月月月月2回通院回通院回通院回通院 月月月月2回通院回通院回通院回通院

内服薬内服薬内服薬内服薬

グルコバイグルコバイグルコバイグルコバイ

インスイン注射インスイン注射インスイン注射インスイン注射 等等等等

内服薬内服薬内服薬内服薬

アマリール・ベイスンアマリール・ベイスンアマリール・ベイスンアマリール・ベイスン

降圧剤降圧剤降圧剤降圧剤

インスリン注射インスリン注射インスリン注射インスリン注射 等等等等

透析治療（透析治療（透析治療（透析治療（3回回回回/週）週）週）週）

２２，２８０円２２，２８０円２２，２８０円２２，２８０円 ３３３，１２０円３３３，１２０円３３３，１２０円３３３，１２０円 ５５４，２８０円５５４，２８０円５５４，２８０円５５４，２８０円 ４，７１３，３６０円４，７１３，３６０円４，７１３，３６０円４，７１３，３６０円

5,570円×4ヵ月 392,780円×12ヵ月46,190円×12ヵ月27,760円×12ヵ月

年間医療費（概算）年間医療費（概算）年間医療費（概算）年間医療費（概算）

香川県版 陶病院監修

１．はじめに

香川県では、平成２０年度患者調査で糖尿病受療率が全国ワースト１位となっ

たことを機に県全体で糖尿病予防対策に取り組んでいる。また、糖尿病は重症化

により高額医療の対象となりうる疾患である。国保連合会では、レセプト情報から

糖尿病と服薬等の状況・治療から、以下のようにそれぞれの階層毎に被保険者

に対し重症化予防対策を行う取組について検討を行った。

 

 香川県では、平成２０年度患者調査で糖尿病受療

率が全国ワースト１位となったことを機に、県全体

で糖尿病予防対策に取り組んでいます。 

現在、ワースト１位からは脱したものの、受療率

は依然高いままであり、また、糖尿病は重症化によ

り高額医療の対象となりうる疾患であることから、

本会では、レセプト情報の糖尿病と服薬等の状況・

治療から、それぞれの階層毎の被保険者に対して重

症化予防対策を行う取組について検討を行いました。 

保険者による保健事業推進保険者による保健事業推進保険者による保健事業推進保険者による保健事業推進

（医療費分析機能活用）（医療費分析機能活用）（医療費分析機能活用）（医療費分析機能活用）

・予防介入事業協力

（糖尿病受診勧奨）

・システム構築

作業部会

保険者

・助言・協力

・必要機能情報

指導・助言助言・調整

・予防介入事業協力

（歯科受診勧奨）

検討委員会

香川県医師会

香川県歯科医師会

香川県国保直診

学識経験者

香川県

・予防介入事業協力

国保連合会

・データ提供

・必要機能情報

〈事業実施体制〉

２．これまでの取組

糖尿病重症化予防対策にあたっては、下図のように各関係機関の協力のもと

検討会を立ち上げ、平成２５年度より特定健診及びレセプトデータを活用した独自

システムを構築、糖尿病重症化予防のための保険者支援を行っている。

このシステムは、要受診勧奨や要保健指導者を抽出し、勧奨を行い、勧奨後の

結果を反映させることで、対象者の事後把握、事業評価を可能とする。その機能

としては、糖尿病受療者階層化機能・歯科受診勧奨相談票機能を有している。

 

対策にあたっては医師会・歯科医師会・国保直診

施設や県等の協力のもと検討委員会を設置し、平成

２５年度より、特定健診及びレセプトデータを活用

した独自システムを構築し、糖尿病重症化予防のた

めの保険者支援を行っています。 

このシステムは、要受診勧奨者・要保健指導対象

者を抽出し、保険者にて勧奨を行い、勧奨後の結果

をシステムに反映させることで、対象者の事後把握

を行い、事業評価を可能としています。本システム

は、糖尿病受療者階層化機能・歯科受診勧奨相談票

機能の２つの機能を有しています。 

〈糖尿病受療者階層化機能〉

国保連合会にて管理しているレセプトデータ（医科）と特定健診データを活用し、糖尿病

患者の治療状況によるレベル分けを行い、要介入対象者及び治療中断者を抽出し、保

険者にて受診勧奨を行う。

レベル０レベル０レベル０レベル０ 糖尿病レセプトなし

レベル１レベル１レベル１レベル１ 糖尿病レセプトあり 服薬なし

レベル２レベル２レベル２レベル２ 糖尿病レセプトあり 服薬もしくはインシュリンあり

レベル３レベル３レベル３レベル３ 糖尿病レセプトあり 人工透析者（糖尿病関連性）

HbA1c値

6.9以上

受診

勧奨票

要介入者

リスト

＋

要介入者

リスト

HbA1c値

6.9以上

受診

勧奨票

要介入者

リスト ＋

レベルレベルレベルレベル1

HbA1c値

6.5以上

受診

勧奨票

要介入者

リスト ＋

レベルレベルレベルレベル0

レベルレベルレベルレベル2

治療中断治療中断治療中断治療中断３ヶ月３ヶ月３ヶ月３ヶ月以上以上以上以上

HbA1c値

6.9未満

治療中断治療中断治療中断治療中断３ヶ月３ヶ月３ヶ月３ヶ月以上以上以上以上

治療中断治療中断治療中断治療中断６ヶ月６ヶ月６ヶ月６ヶ月以上以上以上以上

 

糖尿病機能では、医科レセプトデータと特定健診

データとを活用し、受療者をその程度ごとに階層化

することで、より効率的な対策ができるよう整備し
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ました。ＨｂＡ１ｃの値や糖尿病治療薬の服薬状況、

治療中断の期間からレベルわけをして受診勧奨対象

者を抽出します。 

早期の受診・継続した治療をうながすことで、医

療費適正化につなげることがねらいです。 

〈歯科受診勧奨相談票作成機能〉

国保連合会にて管理しているレセプトデータ（歯科）と特定健診データを活用し、質問票

項目の「喫煙」の有無及び香川県独自項目である「歯について」、特定健診結果のＨｂＡ

１ｃ値より、歯周病の疑いのある者を対象に、保険者にて受診勧奨・保健指導を行う。

保健指導

票

要指導者

リスト

HbA1c値

5.0以上

受診

勧奨票

要介入者

リスト

・受診勧奨

・保健指導

喫煙有

HbA1c値

6.2以上

喫煙無

歯茎が腫れる

歯がぐらぐらする

歯茎が腫れる

歯がぐらぐらする

HbA1c値

5.0以上

HbA1c値

6.2以上

喫煙有

喫煙無

歯みがきの時、

歯茎から血が出る

１１１１.何でもかん何でもかん何でもかん何でもかん

で食べられるで食べられるで食べられるで食べられる

２２２２.歯みがきの時、歯歯みがきの時、歯歯みがきの時、歯歯みがきの時、歯

茎から血が出る茎から血が出る茎から血が出る茎から血が出る

３３３３.歯茎がはれ歯茎がはれ歯茎がはれ歯茎がはれ

ることがあるることがあるることがあるることがある

４４４４.歯がぐらぐら歯がぐらぐら歯がぐらぐら歯がぐらぐら

するするするする

５５５５.デンタルフロスやデンタルフロスやデンタルフロスやデンタルフロスや

歯間ブラシを使って歯間ブラシを使って歯間ブラシを使って歯間ブラシを使って

歯と歯のすき間もき歯と歯のすき間もき歯と歯のすき間もき歯と歯のすき間もき

れいにしているれいにしているれいにしているれいにしている

６６６６.フッ素入り歯フッ素入り歯フッ素入り歯フッ素入り歯

みがき剤を使っみがき剤を使っみがき剤を使っみがき剤を使っ

ているているているている

7.定期的（年に１回定期的（年に１回定期的（年に１回定期的（年に１回

以上）に歯の検診や以上）に歯の検診や以上）に歯の検診や以上）に歯の検診や

予防のために歯科予防のために歯科予防のために歯科予防のために歯科

医院を受診している医院を受診している医院を受診している医院を受診している

香川県独自項目

「歯について」

 

歯科機能においては、歯科レセプトデータと特定

健診データを活用し、歯科質問票項目やＨｂＡ１ｃ

の値から歯周病の疑いのある対象者を抽出し、保険

者にて受診勧奨・保健指導を行います。本県では、

質問票に県独自の「歯について」の７項目を追加し

ており、その回答のうち自覚症状の項目を含めて判

定を行います。 

近年、歯周病と糖尿病の関連性が明らかにされ、

歯周病は糖尿病の６番目の合併症とも言われること

から、歯周病の予防・治療により血糖コントロール

を改善し、糖尿病重症化予防につなげることを目的

としています。 

糖尿病受療者階層化機能運用流れ図

被保険者被保険者被保険者被保険者

保険者保険者保険者保険者

医療機関医療機関医療機関医療機関

保険者保険者保険者保険者

香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会

・糖尿病受診勧奨票（PDF）

・糖尿病受診勧奨票リスト

（Excel）

・集計帳票

・納品物内容確認

・勧奨票の印刷、送付

・送付必須物

・糖尿病受診勧奨票

・糖尿病受診勧奨用案内文

・各保険者独自パンフレット等

・連合会から※国保ライ

ンを通じて送付物納品

毎月２５日毎月２５日毎月２５日毎月２５日

・要受診勧奨票リスト（各レ

ベル毎）に医療機関からの

結果入力後、国保ラインに

て翌月５日までに返送

毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分））））

・受診勧奨票を持参して

医療機関へ受診

・医療機関から勧奨票報

告欄に結果記入後、各

保険者に返送

・医療機関からの報告

結果を確認、リスト

（Excel）に入力

歯科受診勧奨相談票作成機能運用流れ図

（受診勧奨分）

被保険者被保険者被保険者被保険者

保険者保険者保険者保険者

歯科医院歯科医院歯科医院歯科医院

保険者保険者保険者保険者

香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会

・歯科受診勧奨票（PDF）

・歯科受診勧奨票リスト

（Excel）

・集計帳票

・納品物内容確認

・勧奨票の印刷、送付

・送付必須物

・歯科受診勧奨票

・歯科受診勧奨用案内文

・各保険者独自パンフレット等

・連合会から※国保ライ

ンを通じて送付物納品

毎月２５日頃毎月２５日頃毎月２５日頃毎月２５日頃

・歯科受診勧奨票リストに

歯科医院からの結果入力

後、国保ラインにて翌月５

日までに返送

毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分））））

・受診勧奨票を持参して

歯科医院へ受診

・歯科医院から勧奨票報

告欄に結果記入後、各

保険者に返送

・歯科医院からの報告

結果を確認、リスト

（Excel）に入力

※ 香川県国民健康保険

情報ネットワーク（閉域網）

香川県、香川県下国保保険者

及び広域連合並びに国保連合

会を結ぶグループウェアを運

用するネットワークです。

 

それぞれの機能の流れ図です。国保連合会・保険

者・医療機関が連携し、運用を行います。 

３．新たな取組

糖尿病重症化予防対策を取り組む中で、糖尿病を起因とする人工透析患者が

増加傾向にあり、かつその割合が高いことに着目、患者のQOLを著しく低下させ、

また、高額な医療費が国保財政を圧迫することから保険者からのＣＫＤ事業の取

組の要望も強く、慢性腎臓病予防対策事業を新たに開始した。

2014年末の透析患者数年末の透析患者数年末の透析患者数年末の透析患者数

全国全国全国全国320,448名名名名

香川県香川県香川県香川県 2,615名名名名

わが国の慢性透析療法の現況

（日本透析医学会）

透析の原因となった疾患

1位 糖尿病 43.5％

2位 慢性腎炎 17.8％

3位 腎硬化症 14.2％

透析への移行を透析への移行を透析への移行を透析への移行を

防ぐこと、遅らせること防ぐこと、遅らせること防ぐこと、遅らせること防ぐこと、遅らせること

が重要！が重要！が重要！が重要！

香川県慢性腎臓病対策協議会

山崎委員

特定健診等説明会資料より

 

こうした糖尿病重症化対策に取り組む中で、糖尿

病を起因とする人工透析患者が増加傾向にあり、か

つその割合が高いこと、また、高額な医療費が国保

財政を圧迫することから保険者からのＣＫＤ事業の

取組みの要望も強く、既存のシステムにＣＫＤ機能

を追加することで、新たに慢性腎臓病予防対策事業

を開始しました。 

この取組にあたっては、平成２６年３月に発足し

た香川県慢性腎臓病対策協議会に監修いただくこと

ができ、平成２７年９月からの稼働となりました。 

香川県特定健診受診者に対する保健指導・受診勧奨 基準

健診判定
（eGFRの単位：ml/min/1.73㎡） 尿蛋⽩（－） 尿蛋⽩（＋） 尿蛋⽩（＋＋）

正常

異常

60 ≦ eGFR 今後も継続して
健診受診を

50≦eGFR＜60
（40）注 保健指導
eGFR＜ 50

（40）注 受診勧奨
注：70歳以上は()

腎臓専門医紹介

(腎臓専門医リスト作成済み)

圏内医療機関(かかりつけ医・開業医)へ受診勧奨

・ 問診、診察、検尿2回以上

採血（高血圧、糖尿病、高尿酸血症、高脂血症）

①～③のいずれかに該当する者は腎臓専門医腎臓専門医腎臓専門医腎臓専門医紹介

①蛋白尿0.5g/gCrもしくは２+以上

②eGFR50未満（70歳以上は40未満）

③蛋白尿と血尿がともに１＋以上

市町村での腎臓病サポート教室案内（集団指導）

•腎臓病について、生活指導、食事指導

•検尿試験紙検査、血圧測定等

①、②のいずれかに該当する場合は受診勧奨受診勧奨受診勧奨受診勧奨

検尿試験紙にて

①蛋白尿が２＋以上

②蛋白尿と血尿がともに１＋以上

・上記以外の者は1年後の健診受診を指導

・かかりつけ医があれば、相談を促す

・必要なら内科開業医への受診は妨げない

保健指導 受診勧奨

第2版 香川県慢性腎臓病対策協議会 2015.3.21

 

香川県慢性腎臓病対策協議会より作成いただいた

受診勧奨及び保健指導の基準です。日本腎臓学会が

作成している「ＣＫＤ診療ガイド」に準拠しており、

特定健診の血清クレアチニンの値より算出されるｅ

ＧＦＲの値と尿検査結果により判定します。本県で

は、特定健診開始当初より追加健診項目に血清クレ

アチニンを設定していたためｅＧＦＲの算出が可能

であったこと、また、既存のシステムがあったこと

より、スムーズな事業運営につながりました。 
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CKD予防対策受診勧奨票作成機能

運用流れ図（受診勧奨分）

被保険者被保険者被保険者被保険者

保険者保険者保険者保険者

医療医療医療医療機関機関機関機関

保険者保険者保険者保険者

香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会

・CKD受診勧奨票（PDF）

・CKD受診勧奨票リスト

（Excel）

・集計帳票

・納品物内容確認

・勧奨票の印刷、送付

・送付必須物

・CKD受診勧奨票

・CKD受診勧奨用案内文

・各保険者独自パンフレット等

・連合会から※国保ライ

ンを通じて送付物納品

毎月２５日頃毎月２５日頃毎月２５日頃毎月２５日頃

・CKD受診勧奨票リストに医

療機関からの結果入力後、

国保ラインにて翌月５日ま

でに返送

毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分））））

・受診勧奨票を持参して

医療機関へ受診

・医療機関から勧奨票報

告欄に結果記入後、各

保険者に返送

・医療機関からの報告

結果を確認、リスト

（Excel）に入力

9

 

受診勧奨の流れ図です。先に述べました糖尿病・

歯科機能と同様の流れです。 

CKD予防対策保健指導票作成機能

運用流れ図（保健指導分）

被保険者被保険者被保険者被保険者

保険者保険者保険者保険者

かかりつけ医かかりつけ医かかりつけ医かかりつけ医or
専門医専門医専門医専門医

保険者保険者保険者保険者

香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会香川県国保連合会

・CKD保健指導票（PDF）

・CKD保健指導票リスト

（Excel）

・集計帳票

・納品物内容確認

・指導票の印刷、送付

・送付必須物

・CKD保健指導票

・CKD保健指導用案内文

・各保険者独自パンフレット等

・連合会から※国保ライ

ンを通じて送付物納品

毎月２５日毎月２５日毎月２５日毎月２５日

・保健指導及び医師からの

結果を保健指導票リスト入

力後、国保ラインにて翌月

５日までに返送

毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分毎月末締め（当月受領分））））
・保健指導票を持参して

保健センターへ受診

・かかりつけ医or専門

医からの報告結果を確

認

保健センター保健センター保健センター保健センター

保健指導の際の検尿結果にて、要受診勧奨者は

かかりつけ医へ

・勧奨票報告欄に結果記入後、

各保険者に返送 15

 

保健指導の流れです。保健指導の際の検尿結果で

受診勧奨基準を満たした者に対しては、かかりつけ

医への受診をうながします。 

保健指導（集団）の様子保健指導（集団）の様子保健指導（集団）の様子保健指導（集団）の様子→

参加者１０１名！参加者１０１名！参加者１０１名！参加者１０１名！

住民の関心の高住民の関心の高住民の関心の高住民の関心の高

さがうかがえます。さがうかがえます。さがうかがえます。さがうかがえます。

←塩分を多く含む食品の掲示

日ごろよく食べる食品（カップめん、お菓

子等）の塩分量が一目でわかる展示

たんぱく質、たんぱく質、たんぱく質、たんぱく質、

塩分の摂り過ぎ塩分の摂り過ぎ塩分の摂り過ぎ塩分の摂り過ぎ

要注意！要注意！要注意！要注意！

 

こちらは、昨年、香川県内で開催された集団保健

指導の様子です。腎臓病専門医による講演・管理栄

養士による食事指導が行われ、100 名を超える住民

が参加し、大盛況となりました。市民の間でも、Ｃ

ＫＤの認知度・関心が高まっていることがうかがえ

ます。 

2015201520152015年度年度年度年度 香川県特定健診香川県特定健診香川県特定健診香川県特定健診 受診勧奨への反応受診勧奨への反応受診勧奨への反応受診勧奨への反応

県全体県全体県全体県全体 勧奨なし勧奨なし勧奨なし勧奨なし 保健指導保健指導保健指導保健指導 受診勧奨受診勧奨受診勧奨受診勧奨 専門医紹介専門医紹介専門医紹介専門医紹介

発送者発送者発送者発送者((((人人人人))))

70707070歳未満歳未満歳未満歳未満 39,356

58,914

4,884

10,414

1,532

2,266

449

666

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上 19,558 5,530 734 217

受診者受診者受診者受診者((((人人人人))))

70707070歳未満歳未満歳未満歳未満 659

1,043

449

666

56

88

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上 384 217 32

受診率受診率受診率受診率((((％％％％))))

70707070歳未満歳未満歳未満歳未満 13.5

10.0

29.3

29.4

12.5

13.2

70707070歳以上歳以上歳以上歳以上 6.9 29.6 14.7

• 保健指導票を送った方の10.0%10.0%10.0%10.0%が保健指導を受講

• 受診勧奨票を送った方の29.4%29.4%29.4%29.4%が開業医/かかりつけ医受診

• 受診勧奨で受診した方の13.2%13.2%13.2%13.2%が専門医に紹介された。

 

昨年度のＣＫＤ事業の実績です。10,414 人に対し

保健指導票を送付した結果、10％にあたる 1,043 人

が保健指導を受講しました。受診勧奨では、2,266

人に勧奨票を送付し、29.4％にあたる 666 人が医療

機関を受診しました。さらに、受診勧奨による受診

者のうち 13.2％が専門医に紹介されています。 

2015年度 香川県特定健診者における受診勧奨及び保健指導勧奨割合

（%）

４.システムを活用した今後の方向性

①データの詳細な分析①データの詳細な分析①データの詳細な分析①データの詳細な分析

②②②②糖尿病性腎症重症化予防プログラムと並行した事業推進糖尿病性腎症重症化予防プログラムと並行した事業推進糖尿病性腎症重症化予防プログラムと並行した事業推進糖尿病性腎症重症化予防プログラムと並行した事業推進

・予防に重点を置いた幅広い対象者の抽出

 

今後の方向性として、様々なデータを保有してい

る国保連合会ならではのデータの詳細な分析を行い、

保険者に提供することで、さらに効果的な取り組み

とすることが課題です。 

グラフは昨年度の特定健診実施者におけるＣＫＤ

受診勧奨及び保健指導勧奨割合の状況です。棒グラ

フ及び左側の数値が受診勧奨・保健指導の割合、折

れ線グラフ及び右側の数値が特定健診受診率を示し

ています。市町によりばらつきはあるものの、受診

勧奨率が約 1.5％から 4.4％、保健指導率が約 12.1％

から 22.2％となっています。 
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国保保険者の特定健診受診者は、60～70 歳代が多

く、市町における受診年齢層や高齢化、男女比等と

の関係分析、また、新規透析導入者の推移や専門医

紹介患者のｅＧＦＲ値の推移等による効果分析を行

っていく必要性を感じています。 

さらに平成２８年４月に糖尿病性腎症重症化予防

プログラムが策定され、本システムでは予防の観点

から国の示す基準よりも広く対象者が抽出されるこ

とから、国の示すプログラムと併せ、その果たすべ

き役割を明らかにし、より効率的な取り組みとなる

よう、本会は関係機関や県と連携を図っていく予定

としています。 
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