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中山間地域における保健と医療が連携した「動脈硬化予防外来」の
取り組み ～予防外来中断者の実態と課題～

発 表 者 岡田 真紀子 （鳥取県：江府町国民健康保険江尾診療所）

共同研究者 奥田 佳子、加藤 愉理、亀山 笑子、小椋 りか、大下ゆう子、中村 智美、
田辺 美加代、武地 幹夫、谷口 晋一
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江府町は、中山間地に位置する人口約３，３００人

の小規模自治体で、高齢化率４０％を超える少子

高齢化のまちです。生活習慣病の専門医受診の

ためには片道４０分以上の時間を要します。

本町では、脳卒中発症が多いという健康課題

から、平成１６年に大学病院から専門医を招き、

糖尿病予防外来を開設しています。
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平成１６年に開設した動脈硬化予防外来が１０年

目をむかえるにあたって、外来中断者に着目し

てこの予防外来の問題点を抽出し、改善を行う

こととしました。

今回は、中断理由と関連因子についてカルテ

から分析を行い、分析結果に基づき、予防外来

のあり方、役割について考察を行ったので報告

します。
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診療所の特徴は二つあります。

一つ目は、非常に高齢者が多いという事です。

平成２５年４月のレセプト件数をみてみますと、

約８０％の患者は６５歳以上でした。

二つ目は、図に示したように、一般外来を一
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階部分と考えると、３つの専門外来が２階に乗っ

た仕組みになっています。予防外来は３～６ヶ

月の間隔で診察し、その間は一般外来で基本的

に月に一回の診察が行われ、二人主治医がいる、

二人主治医体制で患者を支える仕組みとなって

います。

今回は、予防外来について報告します。
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江府町では、従来の健診では異常なしと判定

された方に対しても、町独自の基準をあてはめ

てハイリスク者として抽出しています。これら

のハイリスク者に対して、７５gブドウ糖負荷試

験を実施して、その結果により正常型、境界型、

糖尿病型に分類し、その中で境界型と糖尿病型

に対しその受け皿として直診の中に予防外来を

開設しています。
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予防外来の受診時の流れです。保健師、栄養

士も加わり個々の患者をより包括的にサポート

出来る仕組みとなっています。一日の外来が終

わると、毎回スタッフカンファレンスを行って

います。
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これは現在使用しているコース別クリニカル

パスです。
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外来カルテより、予防外来通院状況、中断時

理由、その後抽出時通院状況を抽出しました。
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結果です。

まず、予防外来通院患者１８３人中、継続者１１８

人で６割以上の患者は専門外来を継続通院して

いましたが、残りの６５人、４割の患者が中断し

ていました。
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それでは、予防外来を中断者６５人の中断理由

をみてみます。

他疾患罹患による患者が３５人で、全体の半数

をしめ、ついで、自己都合による中断患者が１５

人で２３．１％、施設入所・在宅療養移行した患者

が７人で１０．８％でした。

自己都合による中断は少数で、癌、認知症、

脳血管疾患などの他疾患、高齢化に伴う疾患が

目立ちました。
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抽出時の当診療所通院状況です。

予防外来を中断した６５人のうち半数は一般外

来に継続通院していました。
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では、診療所に通院しなくなった３３人の内訳

をみてみます。

死亡、施設入所、他疾患罹患等のため通院不

可能となった患者を合わせると２６人、約８割で、

実際に自己都合や不明で通院を中断した患者は

２割しかいませんでした。

また、この２割は予防外来対象者１８３人からみ

ると４％になります。
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１．糖尿病治療の中断理由として先行文献にみ

られる患者の年齢層と違い、“勤務者”“男性”な

どの特徴はみられなかった。予防外来では、忙

しい等の自己都合による中断者は少数で、むし

ろ「癌」や「認知症」、「脳血管疾患」など、高

齢化による他疾患罹患に伴う中断者が多くみら

れました。

２．予防外来の半数は一般外来に継続通院して

いました。このことは、当診療所の二階建て構

造が機能しており、完全に外来通院を中断して

しまうことを防いでいます。
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診療所デイケアにおける回想療法

発 表 者 岩岡 美文 （兵庫県：洲本市国民健康保険五色診療所）

共同研究者 太田 博章、黒田 友子、中林 秀究、上田 峰代、柴峠 百合代
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当初は糖代謝異常などの動脈硬化予防に着目

して開設した外来でしたが、高齢化の進展とと

もに「癌」や「認知症」などのハイリスク集団

としても捉えるべきであり、今後はそれらの早

期発見の視点を持ってパスの項目を見直す必要

があります。
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増加する認知症対策として、いろいろな認知

症ケアが行われている。

今回、五色診療所デイケアでは、認知症予防

及び悪化防止を目的に、レクリエーションの一

環として「回想療法」を取り入れたので、その

取り組みと効果について報告する。
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五色診療所は、兵庫県淡路島の洲本市五色町

にある有床診療所で、１９床のうち介護保険療養

型病床が１０床となっている。一日平均入院患者

数は平成２４年度、１５．１人であった。
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