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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告

【背景】本邦の糖尿病患者は約 1000 万人に達するとされる。近年の特徴は１)特定健診等による発症早期の診
断患者数増加,２)治療の進歩と新規高齢発症増加による高齢患者増加,3)大血管合併症や認知症等新規合併症
発症増加,4)新規治療薬を含む病態複雑化等である。糖尿病学会は血糖コントロール目標を 3 分化したが適応
の均てん化は遅れ，診療方針や合併症対応内容の施設間差も大きくかかりつけ医と専門医療機関の役割分担も
不明確である。
【目的】本邦糖尿病診療実態と合併症等の重症化予防のエビデンスを得て科学的根拠に基づく糖尿病標準治療
法の開発を目的とした。具体的に,かかりつけ医の診療実態を,国保加入糖尿病患者を医師会協力下,自治体に
(松久ら),社保加入は日本医療データセンターに依頼し,専門診療の実態は大学病院等の電子カルテ内容の
SSMIX2 解析調査にて糖尿病診療実態を把握し、代表者等の従前研究追加解析や海外状況も検討し、科学的根拠
に基づく糖尿病標準治療ガイドラインを開発し、糖尿病治療均てん化の課題を整理し医療機関の適切な役割分
担を検討した。
【新規性・独創性・優位性】糖尿病ガイドラインを現状に合わせ、本邦の大規模研究の成績に基づきわかりや
すく改定した。
（1）糖尿病診療実態情報、(2)標準的診療開発、(3)地域診療体制構築について研究班として科
学的根拠に基づく原著論文を執筆、 ガイドラインと合わせ近医及び専門医各々の診療改善に寄与した。病診
連携における役割分担も提唱し、健康寿命延長，医療介護費の効率的長期継続可能な運用を目指した。
【方法・概略】平成 27 年度:①かかりつけ医と糖尿病専門医の診療実態調査と海外状況解析：患者紹介基準と
診療方略。①-A:医師会(徳島)の協力下での自治体国保加入糖尿病患者実態調査(松久,林)①-B:日本医療デー
タセンター所有社保加入糖尿病患者の健診,受診成績受領,解析(野田,林)。①-C:糖尿病専門医調査用 WEB

製作 (横手,久保田,林)。①-D:国立大学病院,医療センターの DPC 診療成績の SSMIX２での検討（九大;中
島）
。①-E:海外関連文献の収集とシステマティックレビュー(後藤,能登)。②先行研究追加分析:2 型糖尿病
患者 4014 名 11 年度コホート(JCDM)各合併症治療主体別解析(横手,林)
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平成 28 年度:①かかりつけ医と糖尿病専門医の診療実態調査と海外状況解析：患者紹介基準と診療方略。①A:医師会(徳島)の協力を得て自治体国保加入糖尿病患者の実態調査施行（松久,林）①-B:日本医療データセン
ター所有社保加入糖尿病患者の健診,受診成績解析(野田,金子，林) ①-C:糖尿病専門医調査。病診連携遂行

糖尿病専門医約 800 名の質問票調査(WEB 使用，久保田,林)。①-D:海外文献収集とシステマティックレ
ビュー・メタアナリシス(後藤,能登,野田)。②先行研究追加分析:連携効果を検証し①を補強。②-A:2 型糖
尿病患者 4014 名 9.2 年間のコホート(JCDM)各合併症治療主体別,病診連携度別解析,11 年度調査③診療
方針マニュアル-27 年度研究,上記①-A,B,C②-A,B より作成。かかりつけ医と専門医のコンセンサスに基
づく均てん化された糖尿病標準治療法,ガイドラインを作成した（全員）
。関連学会での発表及び医師会講
演等も利用し周知を図り始めた。

【Background】Number of Japanese Type 2 Diabetic Patients are estimated over 10 million.
Recently, they can be diagnosed early by comprehensive medical checkup. Dramatic advances of
diabetes treatment and frequent onset in aged persons are increasing number of aged diabetic patients.
Patients of cardiovascular diseases and dementia as the diabetic complications are also increasing.
Further, new agents of diabetes are increasing. Japanese diabetes association declared the guideline
for the treatment of diabetes in the Elderly. However, diabetic population ageing and the progresss of
treatment tools make the situation complicated. Role-sharing between medical institutions such as
general hospital, diabetic special clinics and primary care clinics are not established.
【Objective】Based on scientific evidences of prevention of serious diabetic complications, we tried
to develop the clinical practice guideline of diabetes. Concretely, primary doctors’ data are investigated
by consulting national health insurance society and corporate health insurance society. Further, patients’
data in university hospitals are also investigated. Collecting and statistically analyzing these data, we
developed the clinical practice guideline of diabetic patients including elderly.
【Novelty】We revised prier and existing guideline of Japanese diabetic patients to be able to apply
for elderly diabetic patients. Especially, avoiding hypoglycemia by strict treatment of diabetes is
important for prevention of cerebral infarction and dementia as serious diabetic complications.
【Methods and Results】2015 ①Actual condition survey of primary physicians and diabetologists
certificated by Japan Diabetes Society on the medical examination and prescription on diabetic patients.
These studies are performed by consulting national health insurance society and corporate health
insurance society. Further, patients’ data in university hospitals are also investigated. Review of
international papers on diabetes treatments are also performed. ②Our longitudinal cohort study of
4014 Japanese diabetic patients including 1021 elderly diabetic individuall for 9.2 years are also
analyzed for the incidence of various complications such as cardiovascular diseases and microvascular
complications like renal failure.
2016 We continued the analyses of population based health insurance society and university hospitals
etc. Further, we applied these data into our longitudinal cohort study and analyzed by medica
economical aspects. We were also interested in the incidence of cereblar infarction and demntia due to
hypoglycemia. Taken together, we revised the guideline for Japanese diabetic patients to be able to
apply very elderly diabetic individuals to avoid the hypoglycemic complications. We plan to present
these new guideline and its basal data at annual meeting of American diabetes association etc.
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