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II. 成果の概要（総括研究報告）
（和文）
研究開始初年度において、糖尿病合併症重症度の指標として、様々な診療科間の意見を基に患者情
報・検査項目等の選定し、糖尿病合併症重症度評価パネルを構築した。また、各研究分担者らと合議
の上、評価パネルに基づいた診療科間･地域連携パスシートの作成を行った。更に、軸機関と地域病
院との効率的な連携のため、効果的なパンフレットやバインダー型ツール（DEP NOTE）の開発を
行った。糖尿病とうつを包括した地域連携バインダーは、糖尿病診療における臨床面で画期的ツール
として活用が期待される（日本糖尿病協会承認）
。
次年度より、各地域の糖尿病地域診療体制構築と全国レベルでの均てん化に向けた標準化の試み
について各地域で連携会・講演会を開催している。同時に基軸病院及び地域診療所の先生を対象に、
地域連携実態アンケート調査により地域連携患者登録前における「診療の質」や地域連携への意識調
査を行っており、次年度には 1 年後意識調査も実行しており、現在集計・評価中である。また、上記
評価パネルや連携ツールを活用した診療科間・地域診療体制（基軸病院･地域医院紹介）による新規
糖尿病前向きコホートの構築を行った。当該研究計画の倫理委員会での承認は平成 27 年 11 月を持
って全施設にて完了した。平成 27 年 7 月にキックオフミーティングを開催し、同年 8 月より登録開
始となった。
本年度、上記データベースにおいて設定された登録期間（１年）が完了し、目標登録症例数の 1,500
例を超える 1,522 例（基軸病院群：1156 例、地域病院群：366 例）の登録が行われた。更に、登録
1 年後の追跡調査を実行しており、2017 年 3 月時点にて、982 例（基軸病院群：750 例、地域連携
群：232 例）の追跡調査が完了している。2017 年 2 月時点で、データクリーニング完了した追跡調
査データを用いて、本研究の評価項目である HbA1c、BMI、尿中微量アルブミン量（UACR）につ
いて中間解析を行った。結果、基軸病院群（n=691）では、研究開始１年で有意な HbA1c と BMI の
改善が認められた（HbA1c：7.4±0.1→7.3±0.1、BMI：25.7±0.2→25.4±0.2. [mean±SE]）
。一方、
UACR においては、有意な変化を認めなかった（23.5[10.9,78.2]→25.4[11.1,79.4],[median, IQR]）
。
地域連携病院群（n=124）では、BMI においては有意な改善が認められたものの（25.9±0.4→25.6
±0.4）
、HbA1c においては有意な変化を認めなかった（HbA1c：7.0±0.1→6.9±0.2）。これは地域
連携群の HbA1c 初期値が低いことから想定されるように、地域連携群の症例はすでに HbA1c が改
善した後に連携が実施されているためであると推測され、今後地域連携群症例が増えることによる
HbA1c 初期値別の層別解析実施等でより現状が明確に見えるものと考えられる。更に、HbA1c や
UACR 改善に寄与する因子を、評価パネル項目やパス使用率・検査の実施率等を候補因子として一
般化線形モデル等にて解析・検討することで、連携効果が発揮される因子等が抽出でき、新規診療科
間･地域連携方式の提唱のエビデンスとなることが期待される。
本研究により、効果的な地域連携法を検証できれば、将来的にどのような診療所でも標準的な糖尿
病診療を受けることが可能になる。更に現在、
「糖尿病治療ガイド」
「科学的根拠に基づく糖尿病診療
ガイドライン」等の既存エビデンスに加え、本研究班で作成した成果である、
「評価パネル」
、
「地域
連携パス」
、
「連携支援ツール」
、
「糖尿病コホート成果」、
「診療連携実態（QI 指標含む）アンケート
調査成果」をまとめ、
「糖尿病合併症予防ための医療連携体制構築・運営マニュアル」を作成してお
り、完成次第 Web 上などで無料公開し、広く利用を呼びかける。
更に、今回構築する地域連携コホートを活用して、長期検討（5～10 年）することにより、糖尿病
地域連携強化による糖尿病合併症（腎症･透析等）の予防効果･医療経済効果の検証が期待される。
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（英文）
In the first year of our research plan, we developed the diagnostic panel for diabetic complications as an indexing
method of severity of diabetic complications, by selecting patients’ information and inspection items according to the
opinions of various diagnosis and treatment departments. In addition, we developed the pass sheet for cooperation of
clinical departments/local health care on the basis of the diagnostic panel, by mutual consent of the members of the
research project. Further, we explored the effective tools such as a pamphlet and a filing cabinet-type tool (DEP
NOTE) for efficient cooperation between central and regional medical institutions. It is expected that the newly
developed, cooperating filing cabinet integrating diabetes and depression would be highly useful as an innovative
tool in diabetes medical care (approved by Japan Association for Diabetes Education and Care).
In the next year, we held the meeting for cooperation/lecture at each area, which was focused on the trial for
establishing and standardizing the diabetic treatment systems of local hospitals, thereby providing the uniform
accessibility in the level of whole country. In parallel, we conducted a questionnaire attitude survey in doctors of
central and regional medical institutions, regarding the cooperating system and the medical care before registering
patients into the system. We further performed the attitude survey after one year, and we are compiling and analyzing
the data. We also developed the novel prospective cohort comprising diabetic patients, which was based on the
cooperation between clinical departments, central and regional medical institutions by utilizing the aforementioned
diagnostic panel and tools for cooperation. The approval of the study protocol by ethics committee was obtained in
all the institutes for this project by November 2015. We held the project kickoff meeting in July 2015, and the
enrollment began in August 2015.
This year, the enrollment period (one year: designed in the study protocol) has expired, and the number of the
enrollment was 1522 (central and regional medical institutions, 1156 and 366, respectively), which was higher than
that of the target enrollment number, 1500. We are also conducting a follow-up study one year after enrollment, and
we have already obtained the data of 800 subjects (central and regional medical institutions, 677 and 123,
respectively) in February 2017. At this time, we performed the interim analyses on HbA1c, BMI, and Urine Albuminto-Creatinine Ratio (UACR), which are efficacy endpoints in this study, using the follow-up data after data cleaning.
We found that in central medical institutions (n = 591), HbA1c and BMI were significantly improved in one year
[before cooperation vs. after cooperation: HbA1c, 7.4 ± 0.1 (mean ± SE) vs. 7.3 ± 0.1; BMI, 25.8 ± 0.2 vs. 25.6 ±
0.2], whereas UACR did not exhibit the significant changes {23.3 (10.9, 75.2) [median, interquartile range (IQR)
(25%, 75%)] vs. 25.2 (11.6, 78.9)}. In contrast, in regional medical institutions (n = 54), HbA1c showed no significant
changes (7.0 ± 0.1 vs. 7.0 ± 0.2), while BMI was significantly improved after cooperation (25.8 ± 0.5 vs. 25.6 ± 0.5).
Since the initial values of HbA1c in diabetic patients were lower in regional medical institutions than those in central
medical institutions, these results may be attributed to the possibility that in regional medical institutions, diabetic
patients enrolled in the study might include the subjects whose HbA1c were already substantially improved, as
compared to those in central medical institutions. Accordingly, further analyses such as the stratified analysis based
on the initial values of HbA1c would provide more insights into the efficacy of the cooperation, which would be
possible by obtaining the subsequently increasing number of the subjects in the follow-up study especially in regional
medical institutions. In addition, further analyses would identify factors which exhibit the cooperative efficacy, by
the use of generalized linear models to examine factors contributing to the improvement of efficacy endpoints such
as HbA1c and UACR, in which the possible candidate factors would be endpoints in the diagnostic panel, pass sheet
usage rates, and inspection executing rates. Therefore, our findings would be the rationale to advocate the novel
cooperation system between clinical departments, central and regional medical institutions.
The development of the effective cooperation system between central and regional medical institutions by this
study would provide the standard medical treatment of diabetes at any clinic in our country in the future. Further, we
are in the middle of designing ‘Manual to Establish and Manage the Medical Cooperative Systems for the Prevention
of Diabetic Complications,’ according to our research results including the diagnostic panel, pass sheet for
cooperation of clinical departments/local health care, tools for assisting the cooperation, findings of cohort study of
diabetic patients, and results of questionnaire attitude surveys on actual conditions of medical cooperation (including
Quality Indicator), in addition to the existing evidences such as ‘Treatment Guide for Diabetes’ and ‘Evidence-based
Practice Guideline for the Treatment for Diabetes in Japan.’ We are planning to make the manual freely available to
the public through website etc when we finish designing it, and to advocate it for utilization.
Moreover, it is expected that, using the cooperative cohort comprising diabetic patients which was developed by
this study, analyses on the longer periods of the cooperation (5 to 10 years) would further provide more insights into
the preventive effects on diabetic complications (e.g. diabetic nephropathy) and beneficial effects on medical
economy by enhancement of cooperation between clinical departments, central and regional medical institutions.
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