CLOSE
医療界の動き

UP

慢性腎臓病の診療連携体制の
構築などに向けた取り組みが進む
〜腎疾患対策検討会の報告を踏まえ〜

「健康寿命延伸プラン」
の疾病予防・重症
化予防に係る取り組みにも位置付け
慢性腎臓病の診療提供体制の構築は、
医師会など
関係団体と連携して取り組みを進めている糖尿病性

書に基づいた戦略策定と対策の実践、③評価指標等

ています。

連携して、CKD 患者が早期に適切な診療を受けられ

に基づく対策の進捗管理の実施 ─ などが行われ、

るよう、
地域のCKD 診療体制を充実させるなどの成果

2020 年度は、
①腎疾患対策検討会報告書に基づく対

等との連携のもと、市区町村で、
かかりつけ医と腎臓専

目標を掲げていました。

策の実践および進捗管理の継続、②対策の市区町村

門医療機関との連携を軸に、医師以外の医療従事者

への横展開、③モデル事業に参加していない地方公

による療養指導の体制も含めて構築されます。

病患者を早期に適切な診療につなげることができる体

39,000 人）
に減少させるという目標も打ち出されており、

制の全国展開を目指しています。

それが国の成果指標になっています。

全国展開への準備段階となる
2020年度のモデル事業
慢性腎臓病診療提供体制構築モデル事業は、
国が

しい慢性腎臓病（CKD）
を早期に発見・診断し、良質

です。都道府県から市町村への横展開を図り、
さらに

で適切な治療を早期から実施・継続することにより、

全国へ対策を均てん化していきます。

CKD 重症化予防を徹底するとともに、CKD 患者
（透

モデル事業では、①保険者や地方公共団体と医療

析患者、腎移植患者を含む）
のQOLの維持向上を図

従事者が連携した腎疾患対策推進のための会議体

【糖尿病性腎症重症化予防プログラム】
新規人工透析導入患者の約 4 割は糖尿病性腎症であるなどの
状況を踏まえ、
重症化予防の全国横展開を目指すとともに取り組
みの質を確保するためとして、2016 年４月に策定された。
対象者

の抽出、
関係者との連携や評価など、PDCA サイクルに沿って事
業を進めるための基本的事項がまとめられたもので、
日本医師会、
日本糖尿病対策推進会議、
厚生労働省の連名で公表されている。
2018 年 4月に、
市町村等の実践事例を踏まえて改訂されている。

●対 策の好事例は存在するもの
の、横 展 開が十 分とは言えな
い。対策を均てん化するため、
行政と医療従事者とが連動して
対策を実施することが必要。

都道府県

地域の医師会、関係団体など

市区町村に対策を周知

連携

会員・関係団体に対策を周知

支援・協力

市区町村

●市 町村単位のモデル事業を全
国に広げるには時間と手間がか
かるため、都道府県と市町村を
一括したモデル事業を実施し、
都道府県を軸とした市町村への
均てん化が可能なCKD診療連
携体制構築の一助とする。

情報共有

行政：円滑な CKD 診療連携を推進
紹介

対象者の抽出

者が連携して対策モデルを構築するといった取り組み

●新 規透析導入患者数を今後10
年で10％削減するなどの目標を
設定。透析導入の主原因である
糖尿病対策に加え、増加傾向の
腎硬化症、難病対策とも連動し
た対策等が必要。

住民

腎疾患対策検討会の報告書は、
「自覚症状に乏

慢性腎臓病の診療連携体制は、
都道府県と医師会

慢性腎臓病
（CKD）
診療提供体制構築モデル事業の概要
事業目的

都道府県を対象に補助金を交付し、行政と医療提供

制の構築として位置付けられています。

を生かして全国自治体への横展開（均てん化）を図っていく計画です。

りつけ医、
メディカルスタッフ、腎臓専門医療機関等が

35,000 人以下
（2016 年の新規透析導入患者数は約

実現するための健康寿命延伸プランにも、
診療連携体

年間で 10％削減するなどの目標を見据えたもので、2021 年度からは、診療連携体制のモデル

共団体向けの成果報告会の実施 ─ などが想定され

かりつけ医・腎臓専門医療機関等が連携し、
慢性腎臓

策の一環であり、国が目指す「全世代型社会保障」を

図る取り組みの一環として 2019 年度に導入されました。新規人工透析導入患者数を今後 10

の設置、研修会等の実施、②腎疾患対策検討会報告

また、2028 年までに年間の新規透析導入患者数を

とりまとめた報告書を踏まえ、
腎疾患対策を強化する施

ます。同事業は、
CKD を早期に発見・診断し、早期治療によって CKD 重症化予防の徹底などを

る」
といった全体目標を立てていました。
その上で、
かか

腎症重症化予防プログラムをさらに進めるとともに、か

厚生労働省の腎疾患対策検討会が、2018 年 7月に

厚生労働省の「慢性腎臓病（CKD）診療提供体制構築モデル事業」が、4 月から 2 年度目を迎え

かかりつけ医

保険者など

腎臓専門
医療機関

二人主治医制度
逆紹介

薬剤師

療養指導
保健師

管理栄養士

看護師
（厚生労働省資料に基づいて作成）

「健康寿命延伸プラン」
に盛り込まれている慢性腎臓病の対策に係る取り組み
（2025年度までの工程表）
取り組み事項

予防・健康づくりを推進するため、
関係団体と
連携して取り組みを進めている糖尿病性腎症
重症化予防プログラムをさらに進めるととも
に、
かかりつけ医・腎臓専門医療機関等が連
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携し、
慢性腎臓病
（CKD）
患者を早期に適切な
診療につなげる慢性腎臓病診療連携体制の
構築や先進事例の横展開等を通じて疾病予
防・重症化予防を実施する。

2019 年度

2020 年度

慢性腎臓病（CKD）診療連携
体制の構築に向けたモデル
事業の実施、評価

実 施 年 度
2021年度
2022 年度

2023 年度

2024 年度

2025 年度

モデル事業で得られた知見等を踏まえ、保険者とも連携
しながら、全国の都道府県・市町村へ横展開を実施

進捗管理指標

実施指標（アウトプット）

成果指標（アウトカム）

慢性腎臓病
（CKD）
診療連
携体制を構築した都道府
県数の増加

2028 年 度 ま で に、年 間
新 規 透 析 導入 患者 数を
35,000人以下に減少
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腎疾患対策を 10 年ぶりに見直して
さらなる推進を図る

率、②地域別のCKD 診療を担う医療従事者数、③紹

基準、かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関

ことで、
かかりつけ医と腎臓専門医等との連携を図るこ

介基準に則った腎臓専門医への紹介率 ─ などがあ

への紹介基準の普及が必要とされているほか、かか

となどが挙げられました。

ります。

りつけ医と腎臓専門医等が連携するため、腎臓専門

かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関へ

厚生労働省の腎疾患対策検討会が2018年7月にと

また、2028 年までに、
年間の新規透析導入患者数を

医等が所属する医療機関やCKD 診療を実施する医

の紹介基準については、下表の基準が紹介されて

りまとめた報告書は、
その 10 年前に報告された「今後

35,000 人以下に減少させるとの目標を踏まえ、
その評

療機関の周知が必要であるなどの課題が示されてい

います。

の腎疾患対策のあり方について」
を改訂したものです。

価指標に、
新規透析導入患者数の2016 年比が、
「5 年

ます。

で5％以上減少、10 年で10％以上減少」
を達成する都

腎疾患対策のさらなる推進を目指す今後の取り組み

道府県数なども挙げられています。

とし、達成すべき成果目標の中に、
かかりつけ医、
メディ
カルスタッフ、専門医等が連携し、全てのCKD 患者が

かかりつけ医から専門機関への
紹介基準の普及も課題に

早期に適切な診療を受けられるよう、
地域のCKD 診療
体制を充実させることなどを掲げています。
これら医療提供体制の整備に係る評価指標には、

また、人材育成に関し、関連学会等が、腎臓病療養

今後取り組むべき事項には、関連学会や関係団体

指導士等の CKDに関する基本的な知識を有する医

が国、都道府県と連携し、受診勧奨基準や腎臓専門

療従事者を育成するとしたほか、かかりつけ医と腎臓

医等への紹介基準を普及させるとともに、
地域のCKD

病療養指導士との連携や、腎臓病療養指導士と関連

診療を担うかかりつけ医や非腎臓専門医、腎臓専門

する療養指導士等との連携を推進するなどの取り組み

医等が所属する医療機関等の情報を共有・発信する

が期待されています。

地域の医療提供体制の整備については、
健診から、

①かかりつけ医と腎臓専門医等の間の紹介・逆紹介

かかりつけ医をはじめとする医療機関への受診勧奨

かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準
※厚生労働省の腎疾患対策検討会で例示された紹介基準＝日本腎臓学会作成・日本医師会監修

原疾患

腎疾患対策検討会報告書 ～腎疾患対策のさらなる推進を目指して～
（概要）

糖尿病

全体目標
自覚症状に乏しい慢性腎臓病（CKD）を早期に発見・診断し、良質で適切な治療を早期から実施・継続することにより、
CKD重症化予防を徹底するとともに、CKD患者（透析患者、腎移植患者を含む）のQOLの維持向上を図る。

高血圧
腎炎
多発性囊胞腎
その他

達成すべき成果目標（KPI）
①地方公共団体は、他の行政機関、企業、学校、家庭等の多くの関係者からの参画を得て、腎疾患の原因となる生活習慣病対策や、
糖尿病性腎症重症化予防プログラムの活用等も含め、地域の実情に応じて、本報告書に基づく腎疾患対策に取り組む。
②かかりつけ医、メディカルスタッフ、腎臓専門医療機関等が連携して、CKD患者が早期に適切な診療を受けられるよう、地
域におけるCKD診療体制を充実させる。
③2028年までに、年間新規透析導入患者数を35,000人以下に減少させる（2016年の新規透析導入患者数は約39,000人）。
実施すべき取り組み

研究の
推進

①関連学会との連携による、
データベース間の連携構築
②研究および診療への ICT やビッグデータの活用
③国際共同試験を含めた臨床試験の基盤整備

①関連学会等が合同で協議し、推奨内容を合致させた、
ガイドライン等の作成
②利用する対象を明確にしたガイドライン等の作成・普及
③関連する疾患の専門医療機関との連携基準等の作成・
普及

人材育成

医療連携体制

①かかりつけ医から腎臓専門医療機関等や糖尿病専門医療
機関等への紹介基準の普及
②定期的な健診受診を通じた適切な保健指導や受診勧奨
③地域で CKD 診療を担う医療従事者や腎臓専門医療機関等
の情報共有・発信
④かかりつけ医等と腎臓専門医療機関等が連携した CKD 診
療連携体制の好事例の共有と均てん化

診療水準の向上

普及啓発

①対象に応じた普及啓発資材の開発とその普及
②糖尿病や高血圧、心血管疾患等と連携した取り組み
③地域での取り組みの実施状況等を把握し、活動の効果の評
価、
効果的・効率的な普及啓発活動の共有、横展開

①腎臓病療養指導士等の CKD に関する基本的な知識を
有するメディカルスタッフの育成
②かかりつけ医等と腎臓病療養指導士等との連携、また、
関連する療養指導士等との連携推進

④病態解明に基づく効果的な新規治療薬の開発
⑤再生・オミックス
（ゲノム等）研究の推進
⑥腎臓病の基礎研究や国際競争力の基盤強化

GFR区分

（mL/ 分 /
1.73m2 ）

蛋白尿区分

A1

A2

A3

尿アルブミン定量（mg/日）
尿アルブミン /Cr 比（mg/gCr）

正常
30未満
正常
（－）

微量アルブミン尿
30～299
軽度蛋白尿
（±）

顕性アルブミン尿
300以上
高度蛋白尿
（＋～）

0.15未満

0.15～0.49

0.50以上

≧90

血尿 + なら紹介、蛋白尿のみなら
ば生活指導・診療継続

紹介

60～89

血尿 + なら紹介、蛋白尿のみなら
ば生活指導・診療継続

紹介

紹介

紹介

紹介
紹介
紹介

紹介
紹介
紹介

尿蛋白定量（g/日）
尿蛋白 /Cr比（g/gCr）

G1

正常または高値

G2

正常または軽度低下

G3a 軽度～中等度低下

45～59

G3b 中等度～高度低下

30～44

G4

高度低下

15～29

G5

末期腎不全

＜15

40 歳未満は紹介、
40 歳以上は生活指導・診療継続

紹介
紹介
紹介

上記以外に、3カ月以内に30%以上の腎機能の悪化を認める場合は速やかに紹介。
上記基準ならびに地域の状況等を考慮し、かかりつけ医が紹介を判断し、かかりつけ医と専門医・専門医療機関で逆紹介
や併診等の受診形態を検討。

腎臓専門医・専門医療機関への紹介目的（原疾患を問わない）
１）血尿、蛋白尿、腎機能低下の原因精査。
２）進
 展抑制目的の治療強化（治療抵抗性の蛋白尿
〈顕性アルブミン尿〉、
腎機能低下、
高血圧に対する治療の見直し、
二次性高血圧の鑑別
など）
。
３）保存期腎不全の管理、腎代替療法の導入。

原疾患に糖尿病がある場合
１）腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準に当てはまる場合で、原疾患に糖尿病がある場合にはさらに糖尿病専門医・専門医療機関
への紹介を考慮。
２）それ以外でも、以下の場合には糖尿病専門医・専門医療機関への紹介を考慮。
①糖尿病治療方針の決定に専門的知識（3カ月以上の治療でもHbA1c の目標値に達しない、薬剤選択、食事運動療法指導など）を要
する場合
②糖尿病合併症（網膜症、神経障害、冠動脈疾患、脳血管疾患、末梢動脈疾患など）発症のハイリスク者（血糖・血圧・脂質・体重等の難
治例）
である場合
③上記糖尿病合併症を発症している場合
なお、詳細は「糖尿病治療ガイド」を参照。

（厚生労働省資料に基づいて作成）
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