
 第６２回日本糖尿病学会年次学術集会  
          シンポジウム２４ 

  ジェンダーフリーな働き方から 
          糖尿病診療を考える 

女性糖尿病医をpromoteする委員会 企画 
                       (2019/０5/25 仙台市） 

  女性が活躍する 
     糖尿病の多職種連携 
 
     秋田赤十字病院 代謝内科/糖尿病サポート・透析予防診療チーム 
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日本糖尿病学会 
ＣＯＩ開示 

発表者名： 後藤 尚 

演題発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などとして、 

顧問：なし 

講演料：サノフィ、ノボ ノルディスク ファーマ（デンマーク本社） 

治験・受託研究・共同研究費：なし 

奨学寄附金： なし 



糖尿病診療へのマンパワーが 

足りない時期・地域 

“その時・その場にこそ 

  チーム医療・医療連携   

      の意義は膨らむ” 

白夜の国フィンランド 



日本糖尿病療養指導士 
 

患者支援  高橋郁子  畠山薫子 

センター 
 

健診部  生田京子 

 
 

産科  正木真澄 

 
 

５Ａ病棟 遠藤恵美子 

 
 

６Ａ病棟  須藤智恵子 菊池彩貴子 太田笙子 

 
 

７Ｂ病棟  菅原まゆみ 山上佳子 大原千賀 

 

薬剤部  斎藤晃 越後洋平 佐藤優弥 

 
 

検査部  舩木稲子 佐藤慶子 齋藤裕之 
 

 

栄養課  児玉芙美子 新田智子 

 
 

糖尿病のこと（薬・インスリンの取り扱い、自己血糖測定、フットケア等々）
でお困りでしたら、お近くの療養指導士に気軽にご相談ください！！ 

H29年5月改訂 
糖尿病透析予防サポートチーム 

秋田県糖尿病療養指導士 
 
患者支援 藤田李恵 

センター 
 
外来 舟山美代子 杉山智子 舘岡聖子 

 
 

外来 白鳥利枝子 

 

検査部 畠山菜々美 

 

New! 

New! 

New! 



ＣＤＥＪは圧倒的に女性の世界 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

男性 女性

人数

年



実践、チーム医療 ! 

“スライドの使い回しも 

        チーム医療” 

白夜の国フィンランド 



糖尿病地域医療連携 
～きずな外来の取り組み～ 

平成24年10月2日 
秋田赤十字病院 

糖尿病サポートチーム 
菅原 まゆみ 



きずな外来の医療連携パスの流れ 

   

       
（１ヶ月毎） 

（１カ月毎） 

（６カ月後） 

二人主治医制として糖尿
病地域連携パスを用い、
専門的な治療や定期的な
検査を双方行い、標準化
した糖尿病医療を提供し
ていきたいと考えています 

   診療所受診 
     診察・検査 

     赤十字病院受診 

診察・検査・ＣＤＥＪ外来
（療養指導・フットケア 
 栄養指導など） 

パス対象者を診療所（連携医）へ紹介 
患者さんが共通ﾌｧｲﾙを 
診療所と病院に持参する 

      診療所受診 
   診察・検査 

１２ヶ月後 

    赤十字病院受診 

診察・検査・ＣＤＥＪ外来
（療養指導・フットケア 
 など） 



糖尿病地域連携パスについて 
パスの対象者 

１．２型糖尿病で良好な管理（ＨｂＡ１ｃ７％未満JDS）を 
  半年継続できた全例 
２．合併症ハイリスク群は対象としない 
３．教育入院やそれに準じた指導が終了した２型糖尿病患者 
４．赤十字病院の糖尿病教室に参加可能な２型糖尿病患者 
５．「糖尿病地域連携パス」使用による治療に同意された患者  

治療目標（アウトカム） 
  １．糖尿病の合併症の進行がない 
  ２．血糖コントロールの悪化がない 
パスからの離脱（バリアンス）と対応 
  １．血糖値の増悪（ＨｂＡ１ｃ２％以上増加） 
  ２．合併症の増悪 
  ３．受診中断 
  ４．連携医に３ヶ月間受診がない場合、連携医は患者に連絡を  
    する。またその旨を病院へも連絡をする 
  ５．病院受診予定日に患者が受診しない場合、担当CDEＪが 
    患者へ連絡をする 
  ６．連絡し通院の意思がない場合、またはやむをえない場合は  
    中断とみなす。またその旨を連携医へも連絡する 
  



取り組みの経緯と取り組みの状況 
☆増える糖尿病患者さんによる外来診療の混雑 

☆紹介した患者さんの経過が把握できず、必要時に早期介入できない悩み 

☆総合病院と診療所の双方の負担にならず、必要な情報をお互いが共有でき
る糖尿病地域連携パスが必要 

・平成２１年１０月より連携地域パスに関する学習会を開始 

 秋田市内の診療所(連携医）の先生及びスタッフの方々との研修会と懇親会を開催 

 

・平成２１年１２月より準備開始・１回／３ヶ月 定例会議を開催 

 情報共有できるクリニカルパスの作成と運用マニュアルの作成 

 

平成２２年１２月よりプレテスト開始 ４名の患者に糖尿病地域連携パスを実施しながら
パスに必要な情報を検討・修正しながら実施 

 

・平成２３年７月より本格稼働開始   

 平成２４年９月現在 連携パス導入患者数  66 名  

              診療所数 9 施設 

現在も定例会議を行っており学習会を開いたり現状・問題点を検討している。 

 

 

  



総合入院体制加算算定対象者の 
地域連携パスについて 

2018年12月3日  生田京子 

 

 



 

総合入院体制加算算定 

 

地域の他の医療機関との連携を図って、退院 

翌月に転院させる患者を4割以上にする 

 

→1年後の経過はどうなっているのか 
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【きずな外来の今後①】 

  循環器合併症の診療を念頭に血糖管理
が一段落した段階で循環器専門医だけと
の連携を継続してきた 

   

 → 血糖管理手段、また合併症領域の拡

がりとともに連携先を複数と（専門性の活
用、地域の糖尿病診療水準向上の狙いも
）、ただし連携診療水準の維持・向上へカ
ードシステムの導入を検討中 

   



女性だから活躍できてることは
自身でありますか？ 
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【当院透析予防診療チーム】 

医師          5 (女性 3) 

看護師         7 (全員女性, CDEJ 5, LCDE 2)  

検査技師     3 (女性 2, CDEJ 2) 

薬剤師         4 (女性 2, CDEJ 2) 

管理栄養士 3 (女性 2, CDEJ 1)  

 

※ チーム外: CDEJ 5(女性 4), LCDE 3(全員 

                       女性) 

 

 



【当院透析予防診療チーム】 

医師          5 (女性 3) 

看護師         7 (全員女性, CDEJ 5, LCDE 2)  

検査技師     3 (女性 2, CDEJ 2) 

薬剤師         4 (女性 2, CDEJ 2) 

管理栄養士 3 (女性 2, CDEJ 1)  

 

※ チーム外: CDEJ 7(女性 6), LCDE 3(全員 

                       女性) 

 

 



妊娠・出産・育児で手薄になったとき 

（管理栄養士版） 

 
  補充はなく、仕事総量は変わらないので
各々の仕事が増える 

 

  病棟栄養士業務は他の病棟からの支援
で補充 



妊娠・出産・育児で手薄になったとき 

（病棟看護師版） 

 
  病棟を超えての支援というのは病棟同士
で行うことはない 

 

  ４年目くらいで志ある人がCDEJ受験して

るのが現状であるが、手薄になると自然発
生的に受験をということになってるようだ 

   

 → CDEJを核にした療養指導体制の定着 



妊娠・出産・育児で手薄になったとき 

（女性医師版） 

 
  派遣いただく医師をはじめ、残りのメンバ
ーで補充(研修医の眼、医療資源の確保) 

  ただ、病院にとっては定員増ということに
なるので診療実績と給与支払いの病院管
理者への回答を、診療科長はいつでも出
来るよう把握しておくべき 

 

  女性医師はまた病欠も多くなるとされて
おり、偶発と片づけていいのかの確認も 



 



 



  米国の女性は長い間、望むすべての職業に就いています。この国
では、女性が仕事をするという「女性の権利」についての問題、一流
の医学教育を受けることへの女性が直面する深刻な困難はもはや
ありません。 

  卒業後、問題と困難が生じます。それは？女性が医学、医療、社
会医学の3つの大きな医学分野のいずれかを占領し、育成すること

を禁じる法律はありません。が、それでもなお法律よりもはるかに微
妙で強力な障害があります。これらの障害は、医師の3つの業務か
ら考えると説明しやすい。 

 

 （a）医学は、調査と教育に専念する人々の選択です。 

 （b）医療行為は私たちの職業の大部分の選択であり、他の医師と競
争して病気の人々のケアに自分の人生の献身を意味します。 

 （c）社会医学は給料と公益のために行われます。 

 

【Cabot R., Women in medicine JAMA 65(11): 947-8, 1915.】 



 



  かなり不合理なことに、大多数の人々（男女を問わず）は依然とし
て一流の女医よりも平凡な男医を好む。これがそうである限り - そし
て過去20年間に改善は見られない - 、女性は最も広い経験を得るた

めにまたは医療行為において彼女らの最高のサービスを提供する
ための公平な機会を得ることができないでしょう…… 

 

  医療を実践したことがある人は、それはある種の競争を伴うものと
感じる筈。公衆衛生の観点から、この競争の無駄と不合理性は明白
であり、これからも続くものかを疑われ始めています。協同または社
会医療は、より良いようですが、それはほとんど女性にこそ響く内容
と信じます。経済的な心配や他人を遠ざけること、下手な診療、欺く
診療、に大小を問わず労力を費やす必要はありません。すべての努
力は衛生向上へ向けられるべきです。 

【Cabot R., Women in medicine JAMA 65(11): 947-8, 1915.】 



65歳以上例の入院後30日での
死亡・再入院は女性が担当医の
場合により有意に少なくなる 

    (Tsugawa Y., et al., JAMA Intern Med 177(2): 206-13, 2017.) 

 



女性医師が活躍してると他職種
から捉えられている事 

 
  女性医師は男性医師と比べて、問診の
際に、広く深く話題を拡げることが多いの
で、そこから見えてくる病期や療養環境の
実態が課題の発見や把握へ繋がることが
多いと病棟看護師は評価している 



女性医師の診療実態② 
(Kaplan SH., et al. Med Care 33:1176-87, 1995.) 

(Bertakis KD., et al. J Am Med Womens Assoc 58(2):69-75, 2003.) 

     Female physicians are more likely to talk 
about psychosocial issues and probably 
conduct more detailed analysis of the 
patients’ condition, which could potentially 
improve drug treatment, although 
interestingly time spent with patients is 
comparable for male and female 
physicians.  



心不全への診療ガイドの遵守は女性医師の男性患者診療が最善 

 



【女性患者とのライフステージの共有】 

  子供を亡くした本当の悲しみや苦しみは
男性にわかるはずがない 

                                          (大森 安恵 先生) 

 



先生のインスリン作用の研究はなぜ男性だけが対象なのですか？ 

 

Because  

they don’t 

menstruate ! 



【世界一ジェンダーフリーな言語】 

日本語   彼,彼女 

英語    He, She 

独逸語   Er, Sie 

仏蘭西語 Il, Elle 

丁抹語       Han, Hun 

瑞典語       Han, Hon 

芬蘭語       H ̈an   

 

ae 

 

 



【代謝内科抄読会 2019.5.16.】 

     The perceived organizational 

impact of the gender gap across a 

Canadian department of medicine 

and proposed strategies to combat 

it: a qualitative study 
                                        (Pattani R., et al. BMC Medicine16:48, 2018.) 

 



【結果③】 

提案された解決手段(2) 

  ③労働環境の改善 

   無意識な偏見解消へ, gender sensitivity  

  trainingを(少なくとも指導立場の)職員へ 

   会議は就業時間内に 

   特に育児休暇後の復帰支援(業務やそ 

    の時間の分担など)とカウンセリング 



【結果③】 

提案された解決手段(3) 

  ④メンターシップ 

   早期からの(特に女性の)メンター育成! 

    メンターへの報酬・褒章 

    ⑤男女格差への調査・継続的監視 

   雇用・昇進についてのデータ収集、そし
てそこからの問題探求 



【組織にとっても】 

  指導層、管理層に女性医師がいないと、
その視点を活かす機会を失うことになる 



東北支部の評議員は前回まで全員男性 

 評議員 

 

 名誉会員 （ 3 名 ） 

後藤 由夫 佐藤 讓 豊田 隆謙 

 功労学術評議員 （ 19 名 ） 

猪股 茂樹 上原 修 梅津 正矩 衛藤 雅昭 及川 登 大平 誠一 大山 武 
奥口 文宣 甲斐 之泰 柿崎 正栄 木村 健一 工藤 幹彦 久保田 奉幸  

 堺 秀人 本間 一男 増田 光男 松橋 昭夫 八木橋 操六 渡辺 清 

 学術評議員 （ 35 名） 

赤井 裕輝 石垣 泰 今井 淳太 江口 英行 大泉 俊英 大澤 佳之  

 大沼 寛 小川 吉司 小野 利夫 片桐 秀樹 金子 能人 後藤 尚  

 佐藤 靖史 佐藤 義憲 佐野 隆一 鈴木 進 鈴木 教敬 清野 弘明  

 大門 眞 高橋 和眞 玉澤 直樹 内藤 孝 中園 誠 成田 琢磨 檜尾 好徳 
平井 敏 平井 完史 松井 淳 間中 英夫 村上 宏 山口 宏 山下 英俊  

 山田 憲一 山田 祐一郎 渡辺 毅 

 



チーム医療の歴史 

“糖尿病診療は 

        チーム医療の 

            老舗である” 

白夜の国フィンランド 



【チーム医療の老舗】 

  糖尿病診療は、古くから女性の眼を入れ
ざるを得なかったのかもしれない 

 



    A richy colored tapestry within which many colors are 

interwoven to create a picture that no one color can 

produce on its own.  (タペストリーは、一色にして為らず) 



 

世界に名を得し神秘の十和田 
(World-famed mysterious Lk. Towada) 

ご清聴ありがとうございました 

http://www.lastfm.jp/music/Monica+Groop/+images/70354206

