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地域糖尿病センターの糖尿病予防指導について
地域糖尿病センター室長 五十嵐 雅彦

近年の厚生労働省の報告によれば、日本で糖尿病が強く疑われる患者さんは約 890 万人
いると推定されています。さらに、2008 年の調査では、山形県の糖尿病患者数は約 29,000
人と推定されており、人口 1 万人当たりでは 243 人と全国では第 9 位です。
糖尿病は、初期には自覚症状は全くありませんが、血糖コントロールの丌良が持続した場
合には御存知のように糖尿病特有の三大合併症が発症します。なかでも、腎症は患者さんの
QOL のみならず生命予後を大きく左右する疾患です。糖尿病腎症は、第 2 期になると尿中
に微量アルブミンが排泄され、この
図1
段階で厳格な血糖コントロールと
ｂｂ
降圧治療が行なわれれば腎症は改
善しますが、治療が丌十分な場合に
は持続性蛋白尿を呈する第 3 期（顕
性腎症期）になります。第 3 期では
厳格な血糖コントロールに加え適
切な降圧治療や蛋白制限食の実施
が必須となりますが、特に血圧管理
が十分ではない場合には第 4 期（腎
丌全期）になります。第 4 期になる
と、血中尿素窒素や血清クレアチニ
ン値の上昇とともに GFR も次第に
低下し、血糖管理よりも厳格な降圧
治療が優先され、低蛋白食の指導と
合わせて透析療法の導入が考慮さ
れます。（図１）
2011 年に報告された「透析導入患者の主要原疾患の推移」では、第１位が糖尿病腎症で
全体の 44.2％を占め、第 2 位の慢性糸球体腎炎の 2 倍以上で、年間導入者数も 16,971
人であることが明らかにされ、この数字は今後も確実に上昇することが予想されています。
そこで、最近公表された第２次「健康日本 21」における糖尿病の目標頄目では、平成 34
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年度までには糖尿病有病者数の増加を抑制し、同時に治療継続者の割合を増やすことにより
血糖コントロール丌良者数を減らすことが掲げられています。そして、国民医療費を圧迫す
る糖尿病腎症による新規透析導入患者数を現在の人数より尐ない 15,000 人以下しようと
計画されています。その一環として平成 24 年 4 月より「糖尿病透析予防管理料」が新設さ
れました。この対象は、「外来通院中の糖尿病患者［HbA1c(NGSP 値)が 6.5％以上、ま
たは内服薬やインスリン製剤を使用している者］であって、糖尿病腎症第 2 期以上の患者（現
に透析療法を行なっている者を除く）に対し、医師が糖尿病透析予防に関する指導の必要性
があると認めた場合に、月 1 回に限り算定（350 点）できる」と規定され、算定条件とし
ては糖尿病治療経験を有する医師（→専門医）、糖尿病指導の経験を有する看護師または保
健師［→糖尿病療養指導士（CDEJ）］、ならびに管理栄養士が同時（→受診日に全て一緒）
に指導管理することとなっています。したがって、この「糖尿病透析予防管理料」の算定に
は「チーム医療としての糖尿病の集学的治療」が要求されています。
山形市立病院済生館地域糖尿病センターでも、スタッフ間で協議を重ねて「糖尿病透析予
防指導」のシステムを構築し、本年 7 月より運用を開始いたしました（図２）。当センター
では、指導対象を糖尿病腎症の第 2 期から第 4 期までとし、費用と時間を含め同意の得ら
れた患者さんを毎週（火）の午前か午後の半日で管理栄養士による食事指導と看護師による
生活指導、医師による検査と診察を実施しております。（予約制で全行程で約 2 時間強）こ
の指導を通して、現時点でのプレリミナリーではありますが、対象の患者さんは糖尿病全般
の知識や合併症に関する理解度が決して高くはなく、個人のレベルに合わせてきめ細やかな
指導を繰り返し行なえば予防効果は期待できると考えております。
そこで、「診ます会」の先生方の診療所におかれましても、「糖尿病透析予防指導」が必
要と思われる糖尿病腎症の患者さんがいましたら、是非当院の地域糖尿病センターへ御紹介
をいただければ幸いです。どうかよろしくお願い申し上げます。
図2
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済生館における放射線治療について
放射線科

高井 憲司

当院は「地域がん診療連携拠点病院」の認定を受けており、癌治療の要である「手術」「薬
物療法（化学療法やホルモン療法など）」と共に、放射線治療も重要な柱として機能してい
ます。
放射線治療は、患者様の状態や進行度に応じ、根治目的から転移巣による症状の緩和目的
まで幅広く対応します。癌種によっては、根治においても放射線治療が第一選択になるもの
（初期の喉頭癌など）、あるいは放射線治療が手術など他療法と比較しても長期予後が劣ら
ないもの（前立腺癌など）があります。また、最近では食道癌などのように、「化学療法＋
放射線治療」の治療成績が手術に匹敵する可能性があると言われている癌種もあります。最
近、有名人が癌の手術を受けるケースが目立っていることもあってか、「癌の状態によって
は『切らずに治す選択肢』もある」ということがあまり世間に知られていないようです。も
っと世間に知られれば、と思っています。当院では、各科医師により、その患者様にとって
多様かつ適切な治療法の選択肢が提供され、当科では癌種によって各診療科と緊密に連携し
ながら放射線治療を施行しています。
当院の放射線治療装置は、普及型の直線加速器（ライナック）を 1 台装備しています。通
常の外照射のほかに、肺がんなどに対し定位放射線治療（SRT）も施行可能です。また、当
院の特色として、前立腺など可動性の軟部臓器に正確に照射できるように、超音波画像を取
得して位置を照合するシステム（US-IGRT）も装備しています。これらの方法や装備は、
非侵襲的な操作で患者様への負
担を最小限に済ませ、なおかつ
図１
なるべく精度を高めて標的部位
ｂｂ
に照射するためのものです。そ
れぞれもう尐し詳しく紹介致し
ます。
SRT は、肺などの癌病巣に対
し、1 回線量を通常照射よりか
なり多くして（通常は 2Gy/回
程度のところ SRT では 7.5～
15Gy/回）照射回数を尐なくす
る放射線治療（図１）で、県内
では当院が初めて開始しまし
た。1 回線量を多くすることで、
癌細胞の殺細胞効果を高めま
す。また、照射回数が尐なくな
（図１）SRT の線量分布図。（当院施行例）
る（通常数十回のところ 3～8
右肺尖部の原発性肺癌に対する SRT の例。多方向より病巣に
回）ので、短期間で「切らずに」 対して集中的に、高い精度（誤差 5mm 以内）で大線量（1 回
治療可能です。当院では、手術の
15Gyｘ3 回＝45Gy）を投不する。5 年局所制御率は 85％程度
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適応外あるいは拒否された患者様で、施行しても安全な部位に対して SRT を行っています。
また、前立腺がんの根治治療でも、放射線治療は重要な役割を担っています。当院では、
手術か放射線治療かを患者様に選択して頂き、放射線治療を選択された方に対しては
US-IGRT を用いて正確な照射を行なっています。前立腺は、膀胱の尿量や糞便の量・位置
により日々位置が異なり、1 日で 10mm も移動することが珍しくありません。位置のずれ
を見越して広い照射野を設定すると、照射される直腸壁の面積が広くなってしまい、晩期副
作用としての直腸粘膜出血のリスクが高くなる恐れがあります。そのリスクを最小限に抑え
るために、US-IGRT を用いています。当院では、手術等が必要なほどの重篤な直腸出血を
発症した患者様は、今のところ 1 人も見られず経過しています。局所制御率（PSA 非再発
率）は、新鮮例/ホルモン後地固め例では良好ですが、ホルモン後再発に対する救済例では
新鮮例より劣ります。（図２）
そのほかに、早期乳がんに対する乳房温存手術後など、再発予防目的でも多くの患者様の
治療をさせて頂いています。山形市中心部にある病院ですので、路線バスの便も良く、外来
通院回数が多い放射線治療などの患者様にとって便利にご利用頂けるものと思います。
がん診療の拠点病院として、当院を今後ともよろしくお願い申し上げます。
（図２）前立腺癌に対する根治放射線治療に
よる局所制御（PSA 非再発）率。（自験例）
赤線は新鮮例/ホルモン後地固め例
（n=63）、黒線はホルモン後再発に対する
救済例（n=12）。
いずれも 70Gy/35 分割投不。前者は 5 年
で約 7 割だが、後者は 5 年で約 3 割と、有
意に低下している。（p=0.0002、ログラ
ンク試験）
ちなみに、現在のプロトコールでは処方線量
を増量している。（中高リスク 76Gy/38
分割、低リスク 74Gy/37 分割）

図２
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高度な頚椎後縦靱帯骨化症により
呼吸筋麻痺を呈した症例について
神経内科
田野 大人
診療研修センター 小野 紘彦

この度我々は高度な頚椎後縦靱帯骨化症（OPLL）により呼吸筋麻痺を呈した珍しい 1 症
例を経験いたしましたので、この場をお借りして、御報告申し上げます。
症例は、57 歳、男性。主訴は意識レベル低下でした。現病歴ですが、普段から、手足の
動きがよくないという方でしたが、平成 24 年 8 月中旪より食欲丌振あり、8 月 20 日頃か
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ら自力で起き上がれなくなりました。8 月 24 日昼頃
から頭痛の訴えあり、22 時頃から意識レベル低下が
みられ、救急要請となりました。救急隊接触時は会話
が可能でありましたが、経皮的酸素飽和度の低下がみ
られ、高濃度酸素投不中に搬送中に意識レベル 3 桁ま
で低下いたしました。搬送後、頭部 CT に移動を待っ
ている間に呼吸停止し、気管挿管、人工呼吸器管理と
なりました。原因丌明の意識レベル低下および呼吸状
態丌良のため、入院加療となり、原因精査のため、当
科転科となりました。入院翌日には意識清明となり、
抜管可能となりました。その時点での所見ですが、意
識は沈静下ではありましたが、JCS で 10、四肢には左優位の四肢丌全麻痺を認め、深部腱
反射も左優位で著明な亢進があり、病的反射も両側で陽性でした。採血、頭部 CT、MRI で
は異常認めませんでした。しかしながら、抜管後再度意識レベルの低下があり、血液ガス分
析を行ったところ、二酸化炭素の貯留を認めました。肺野には明らかな異常なく、神経学的
所見より、頚部の病変の可能性を考え、頚部 CT および MRI を施行したところ、著名な OPLL、
頸髄狭窄を、図 1、2 の如く認められました。OPLL による頚髄病変に由来する呼吸筋麻痺
と四肢麻痺が出現していると考え、整形外科にコンサルトの上、椎弓切除術施行となりまし
た。術後は、気管切開後、人工呼吸器離脱し、歩行器歩行、車椅子自操も可能となりました。
さらなるリハビリテーションのため、転院となりました。
頚椎 CT

本症例は緩徐に進行した高度の OPLL による著明な頚髄圧迫から、四肢および呼吸筋の丌
全麻痺を呈していたと考えております。OPLL による呼吸筋麻痺を呈した症例は、外傷を契
機とした頚髄損傷を除き、我々が渉猟しえた範囲では報告は認められませんでした。しかし
ながら、 C1-2 に著明な狭窄があること、他に明らかな呼吸筋麻痺の原因は認められない
こと、手術により呼吸状態が改善していることより、本症例は OPLL により呼吸筋麻痺とな
ったと考えられます。
この度我々は、高度な OPLL により呼吸筋麻痺を呈した非常に珍しい 1 症例を経験いた
しました。本症例は、緩徐に呼吸丌全が進行したため、様々な神経症状を呈し、原因丌明な
意識障害として、救急要請されました。その結果、高濃度酸素を投不開始後 CO2 ナルコー
シスの状態となり、急速な意識レベル低下から呼吸停止までいたった点が特徴であります。
意識障害の鑑別には CO2 ナルコーシスの検索は重要であり、酸素投不の際は十分に留意す
る必要があると、改めて痛感させられる症例でありました。
頚髄 MRI
水平断

頚髄 MRI
矢状断

5

入院・外来患者満足度調査結果報告
入院・外来の患者満足度調査を実施しました。入院・外来ともに満足率が概ね 90%を
超えており、紹介患者の満足率は、非紹介と比較して尐し高い結果でした。
入院患者満足度調査結果
調 査 期 間： 平成24年9月1日～9月30日（1ヶ月間）
退 院 患 者 数： 1,033人（平成24年9月）
アンケート回収数 ： 472 人 （回収率 45.7%） うち紹介患者数 136 人 紹介患者率 28.8%
前回アンケート回収数： 475 人 （回収率 48.8%） うち紹介患者数 146 人 紹介患者率 30.7%
◇医師部門
Q.医師の診療、応対、説明等に満足していただけましたか？
患者タイプ
大変満足
満足
不満
大変不満 回答数
全患者
51.7%
45.5%
2.8%
0.0%
429
紹介患者
62.0%
37.2%
0.8%
0.0%
129
非紹介
47.3%
49.0%
3.7%
0.0%
300
前回 全患者
43.9%
53.4%
2.8%
0.0%
431
◇病院総合評価
Q.あなたは、「済生館に入院されてよかった」と思いますか？
患者タイプ
大変満足
満足
不満
大変不満 回答数
全患者
45.2%
53.9%
0.7%
0.2%
451
紹介患者
44.0%
56.0%
0.0%
0.0%
134
非紹介
45.7%
53.0%
0.9%
0.3%
317
前回 全患者
38.6%
60.3%
1.1%
0.0%
451
外来患者満足度調査結果
調 査 期 間： 平成 24 年 9 月 24 日～28 日（5 日間）
外 来 患 者 数： 3,997 人
アンケート回収数 ： 2,157 人（回収率 54.0%）うち当日紹介患者数 35 人 予約紹介患者数 61 人
前回アンケート回収数： 2,261 人（回収率 57.0%）うち当日紹介患者数 43 人 予約紹介患者数 51 人
◇待ち時間、施設、環境について
設問項目
全患者
紹介
非紹介
予約したのに、長時間待たされた。
60.6%
72.2%
60.1%
どのくらい待つのか知らされなかった。
48.5%
48.7%
42.9%
※満足率は「はい/いいえ」形式で「いいえ」と回答した割合です。
◇医師について
設問項目
全患者 紹介
非紹介
治療や処置の前に本人確認をされなかったことがあ
る。
94.8% 98.8%
94.6%
症状や治療について、十分な説明をしてくれなかっ
た。
91.5% 98.8%
91.2%
治療・処置中、痛みや不快感を訴えたが、対応してく
れなかった。
96.0%
100%
95.8%
期待していた専門的治療を受けられなかった。
94.5% 93.2%
94.6%
処置や会話の際に、プライバシーに配慮しない医師
がいた。
96.8% 96.3%
96.8%
※満足率は「はい/いいえ」形式で「いいえ」と回答した割合です。
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前回全患者
61.6%
50.7%

前回全患者
95.0%
92.5%
96.3%
95.4%
96.5%

◇病院総合評価
Q.あなたは、「済生館を受診してよかった」と思いますか?
患者タイプ
大変満足
満足
不満
大変不満
全患者
19.7%
75.2%
4.6%
0.4%
紹介患者
11.9%
83.3%
3.6%
1.2%
非紹介
20.1%
74.8%
4.7%
0.4%
前回 全患者
21.9%
74.5%
3.4%
0.2%

回答数
1,861
84
1,777
1,923

新任医師紹介
氏名

所属学会

名木野 匡

履歴

日本内科学会（認定医）
H14 年 山形大学卒
日本消化器病学会（専門医） H23 年 山形大学大学院修了
日本消化器内視鏡学会(専門 （医学博士）
医）
日本消化管学会

消化器内科の名木野匡と申します。専門は消化管疾患で、これまで ESD など内視鏡治療を中心に仕事
をして参りました。今後は炎症性腸疾患の治療に関しても尐しずつ力を入れていきたいと考えておりま
す。どうぞ宜しく御願い申し上げます。

H15 年 東北大学卒
佐藤

大通

美香

尚

日本小児科学会(専門医)
日本内分泌学会
日本小児内分泌学会
先天代謝異常学会

H16 年 山形大学卒

平成１６年山形大学卒の大通（だいつう）と申します。平成 22 年 11 月から 2 年間、東京都立小児総
合医療センター内分泌代謝科で研修を受けてきました。内分泌代謝領域は疾患数が多く、まだまだ多く
のことを学ばねばならないと実感しております。よろしくお願い致します。

佐藤

慎治

日本脳神経外科学会
日本脳神経外科コングレス
日本脳卒中学会
日本脳卒中の外科学会
日本脳神経血管内治療学会
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H20 年 山形大学卒

今後の講演会・症例検討会などのご案内

☆ 済生館 症例検討会 （第 147 回 平成 24 年度第 4 回）
日
場

腎臓内科 循環器内科 神経内科 小児科
時： 平成２5 年１月９日（水） 午後６時 30 分～午後 8 時 30 分まで
所： 済生館 ４階中会議室

☆ 済生館 がん治療症例検討会 （第 29 回 平成 24 年度第 5 回）
放射線科・緩和ケア・外科
日
場

時：
所：

平成 25 年２月 13 日（水） 午後６時 45 分～午後 8 時 30 分まで
済生館 ４階大会議室

☆ 診ます会講演会 （第 147 回 平成 24 年度第 4 回）
日
場
議
講

時：
所：
題：
師：

平成２5 年２月２７日（水） 午後７時～午後 8 時 30 分まで
済生館 ４階大会議室
緩和ケア ペインクリニックについて（仮題）
奥山慎一郎 先生 （山形大学医学部麻酔科）

※
※

いずれも「日本医師会生涯教育制度指定講習会（1。5 単位）」になります。
検討したい症例がございましたら、ご一報ください。

年末年始の臨時開院のお知らせ
年末年始期間中における当院の外来診察は、
12 月 29 日（土）から 1 月 3 日（木）まで年末年始休みとなりますが、
12 月 30 日（日）の午前中については外来診察を行います。（ただし歯科・歯
科口腔外科、放射線科を除く）
12 月 30 日ついては午前中のみご紹介の電話を地域医療連携室で承りますが、そ
れ以外のときは、救急室に電話と患者さんの情報を FAX お願いいたします。
また、済生館では先生方の出張や長期の休診時において、先生方が担当されておら
れます患者さんが急変したときに診察させていただく体制（休診時患者登録制度）を
構築しております。是非ご活用いただきたくお願い申し上げます。
・ 予め別紙に患者さんの情報をご記入いただき、地域医療連携室に FAX をお願いし
ます。
・ 患者さんやご家族の方には、急変時や病気に変化があったときに済生館を受信す
るようお話ください。上記制度を利用している旨お話していただければ幸いです。
・
地域医療連携室

Tel

023-626-6516 F a x

023-626-6517

救

Tel

023-634-7119 F a x

023-634-7180

急

室
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