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第５５回全国国保地域医療学会

千葉県いすみ市長 太田 洋

日本慢性疾患重症化予防学会理事長 平井 愛山

いすみ医療センター病院長 伴 俊明

京葉道

千葉市

茂原市
アクアライン

いすみ市

市 章

人 口
65歳以上
高齢化率
世 帯 数

４０，３６５人
１４，６５５ 人
３６．３１ ％

１６，８８７ 世帯

Ｈ２７．４．１現在

●誕生 平成１７年１２月５日

（夷隅町・大原町・岬町が合併）

●面積 １５７．５平方キロメートル

●農・海産物 農業（米、野菜、梨など）

漁業（イセエビ、タコ、ヒラメなど）

●気候 暖流の影響で年間を通して 温暖。

降雪ほとんどなし。

●交通 東京から７０分（特急利用）

（JR大原駅⇔JR東京駅）

東京方面

はじめに
行政が医師会・医療機関・地域のボランティアな

どの連携により、地域ぐるみで糖尿病対策事業を行
い、重症化予防につなげた取り組みを報告する。
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糖尿病患者の推移：Ｈ21～23

糖尿病患者の推移：Ｈ21 ～ 23
図は、いすみ市が糖尿病対策を始める以前の、平

成21年から23年における国民健康保険の疾患別受診
者数であり、糖尿病の受診者数は、最も増加率が高
い疾患となっていた。

糖尿病対策事業への取り組みの背景
生活習慣病の増加

糖 尿 病

重 症 化

人工透析

年間１人当たり総額

合 併 症

約500万円
内：医療保険負担額 約340万円
【いすみ市：平成22年12月時
点】

人工透析になると

透析患者数 １２４人
内：国保加入者 ６４人

64人 × 約340万円

約2億2000万円

●いすみ市：国保からの年間支出

糖尿病対策事業への取り組みの背景
人工透析は、年間、１人当たりの治療総額が、約

500万円かかると言われる。
平成22年12月時点の試算では、今後、国民健康保

険からの支出が、年間約２億2000万円見込まれ、市
の国民健康保険財政は、益々厳しい状況になると予
想されたことが、糖尿病対策事業に取り組んだ背景
にある。

（１）特定健康診査の充実と

生活習慣病予防健診の実施
腎機能低下の早期発見・予防につなげる

対象者：３０歳から３９歳まで 国保＋社保
検査項目は特定健診と同じ

検査項目に腎機能検査を５項目加えた
クレアチニン・ｅＧＦＲ・尿中アルブミン・尿中蛋白量・尿酸）

健康診査の充実

（＊検査結果から腎機能の判定を行う機関の設置が必要）

② 生活習慣病予防健診の実施

① 特定健診に検査項目の追加

健康診査の充実　（１）特定健康診査の充実と生活
習慣病予防健診の実施

こうしたことから、市では糖尿病対策事業に取り
組んだ。先ず、糖尿病の合併症と重症化を予防する
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為に、特定健診に腎機能検査として、尿中アルブミ
ン・ｅＧＦＲなどの５項目の検査を追加し健康診査
の充実を図っている。

また、若年期から健診を受けて腎機能の異常を早
期発見できるよう健診の対象年齢を市独自で引き下
げ、生活習慣病健診を実施している。

（２） 腎機能判定委員会の設置
（いすみ市独自で平成23年5月立上げ）

腎機能判定基準策定委員会

医師会推薦

医師：６名

腎機能判定委員会

内科医師：４名

◆ 糖尿病関連腎機能検査判定基準値の策定

「ｅＧＦＲ・尿中アルブミン・尿中蛋白量・尿酸・Ｈｂ
Ａ１ｃ等」から総合的に判定

◆ 判定基準に基づく特定健診検査結果の判定
判定会議

3 回

健康診査の充実

健康診査の充実　（２）腎機能判定委員会の設置
健康診査に、腎機能関連の検査項目を追加したが、

全国的にも健診での腎機能検査の判定基準がないた
め、地元の医師会の協力により、腎機能判定基準策
定委員の推薦を得て委員会で協議し、いすみ市の基
準値を定めた。

この委員の内、４名の内科医師で腎機能判定委員
会を立ち上げ、特定健診の結果も含めて総合的な判
定を行っている。

市 民
・受診勧奨
・治療継続支援
・保健指導

患者データ

データ一元管理
（疾病管理マップ）

検査・同意書取得

・治療中の方
・健診結果が
受診勧奨の方

医療機関 いすみ市

データの一元管理で重症化予防

治療中断予防・連絡

特定健診データ

データの一元管理で重症化予防
糖尿病患者への支援として、医療機関の協力によ

り、糖尿病を治療中の患者で同意書を得た者のデー
タと特定健診のデータを一元管理するためのシステ
ムとして「疾病管理マップ」を導入し、治療継続支
援などを行うと共に、減塩指導を中心に腎症伸展阻
止療法を行い重症化予防に繋げている。

●生活習慣病予防活動を行う上で必要な知識や

技術を学習する 講師：保健師・栄養士等

いすみ市食生活改善協議会との連携

地域ぐるみの活動

● 味噌汁の塩分測定、試食の提供

● 「減塩キャンペーン」「体重1ｋｇ、１日塩1ｇ減らしましょう」

（１）講習会・勉強会の開催

（２）食を通じた生活習慣病予防の地域活動

（３）糖尿病教室や講演会・健康フェアに参加

地域ぐるみの活動
事業を効果的に進めるには、行政の力だけでは限

界がある。
市では、食生活改善協議会に協力を求め、減塩キャ

ンペーンや糖尿病教室などのイベントで積極的な協
力を得て、地域ぐるみで活動を行っている。

（１） 勉強会や研修の開催

●講演会：①「糖尿病疾病管理の最新動向」
②「急増する糖尿病と合併症を地域ぐるみで乗り切るには」

●血糖値測定・栄養指導・健康相談・血管年齢測定
●みそ汁塩分測定・減塩食の試食

（３） 健康フェアの開催

●ＨｂＡ１ｃ・ｅＧＦＲ等の腎機能検査から、毎年対象者を絞り込み開催

（４） 糖尿病教室

●講師として、地域の医師や大学教授などの協力を得る
●糖尿病予防の食生活 ●標語の募集 ●運動教室の紹介

（２） 健康公開講演会 （対象：市民、患者）

啓発活動

啓発活動
専門職の研修や勉強会を行いスキルアップを図る

とともに、市民向けの健康公開講演会や健康フェ
アーを開催している。糖尿病教室は、糖関連検査や
腎機能検査の結果から、毎年対象者を絞り込んで実
施している。
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健康体力づくり教室 フィットネス教室

国際武道大学の協力で、週２回
の運動を実施しています。
卒業後も、自主組織を運営し楽
しく、運動を継続しています。

運動指導士の指導の下、腰痛・
膝痛で軽い運動が必要な方を
対象とした、運動教室です。

継続的な健康づくり事業

継続的な健康づくり事業
運動は、生活習慣病の予防に欠かせない。継続的

な健康づくり事業として大学の協力を得て、週２回
の健康体力づくり教室や運動指導士の指導による
フィットネス教室を行っている。それぞれ、教室の
修了後は、サークル活動として、継続して運動に取
組んでいる。

透析見込み数と実数の比較

H２０～２２年の増加率が６％と
想定した場合の透析見込み数

透析患者の現状分析
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透析患者の現状分析
この事業に取り組む以前の、平成20年から平成22

年までの透析患者の増加率は６％で、毎年増加して
いた。

４年後の平成26年度には、154人になると推計し
ていたが、平成22年以降は増加が抑制され、平成24
年から横ばい状態となっている。

（単位：千円）

年 度 国保法定外繰出金
いすみ医療センター補助金

（市の負担金額）
合計

平成２１年度 100,000 298,138 398,138

平成２２年度 120,000 393,126 513,126

平成２３年度 120,000 397,916 517,916

平成２４年度 120,000 404,831 524,831

平成２５年度 80,000 426,440 506,440

平成２６年度 80,000 399,243 479,243

平成２７年度 20,000 372,369 392,369

平成２８年度 0（見込み） 350,000（見込み） 350,000（見込み）

町ぐるみの糖尿病透析予防により１億円の改善効果

いすみ市の医療支援の状況

いすみ市の医療支援の現状
当地域は、高齢化と共に生活習慣病患者が多く、

国民健康保険の医療費は増加し、毎年、法定外繰り
出しをせざるを得ない状況になっている。

こうした中で、糖尿病対策事業への取り組みで、
透析患者の抑制等の裏付けが得られたこともあり、
平成22年度に１億2,000万円だった国民健康保険会
計への法定外繰り出しは、平成27年度では2,000万
円に抑えることが出来きている。

地域の医師会

医療機関 ボランティア
（食生活改善協議会）

いすみ市

連携

地域ぐるみの連携

地域ぐるみの連携
最後に、糖尿病対策事業の取り組みは、行政が医

師会・医療機関・地域のボランティアなどの協力を
得て、地域ぐるみで連携をとり、糖尿病対策事業を
実施していく事で、これまでの取組みが、少しずつ
効果を表しているものと感じる。

今後も、地域ぐるみで重症化予防に取組んで行き
たい。
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ご清聴ありがとうございました。




