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様式３ 

 

審 議（会 議）結 果 

 

 次の審議会等を下記のとおり開催した。 

審 議 会 等 名 称 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会 

開 催 日 時 平成 30 年 10 月 18 日（木曜日）18 時 30 分～20 時 00 分 

開 催 場 所 神奈川県総合医療会館 ２階Ｂ会議室 

（ 役 職 名 ） 

出 席 者 

 

（会 長）衣笠えり子  

（副会長）河野博充 

鎌田貢壽  

川口孝典 

久々津裕敏  

小林陽子 

佐々木秀弘  

田村功一  

 長谷川嘉春 

 服部雅子 

 森聡 

 加藤貴美子（梅澤委員代理） 

 

次回開催予定日 未定 

問 い 合 わ せ 先 

所属名、担当者名 がん・疾病対策課 瓦谷 

電話番号    ０４５－２１０－１１１１ 内線４７３９ 

ファックス番号 ０４５－２１０－８８６０ 

下 欄 に 掲 載 

す る も の 

・ 議事録 

・ 議事概要 議事概要とした

理由 

未成熟な情報であって、公開する

と混乱を生じさせるおそれがある

情報（神奈川県情報公開条例第５

条（３）の内容）のため 

審議(会議)経過 

開会 

 

あいさつ 

 

 

会議の傍聴 

事務局  

 本協議会は、「附属機関等の設置及び会議公開等運営に関する要綱」

に基づき公開となっている。傍聴の希望が２名あったため、後ほど入



2 

室していただく。また、発言者氏名と発言内容の要約を議事録として

公開することをご承知おき願いたい。 

 

会長、副会長の選任 

 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会設置要綱第５条第２

項の規定により、協議会構成員の互選により衣笠委員を会長に選任。

衣笠会長から河野委員を副会長に指名。 

 同要綱第６条の規定により、会長が議長として議事を進行すること

となっている。 

 

 

衣笠会長 

 報告（１）「慢性腎臓病（ＣＫＤ）の現状について」事務局から説明

をお願いする。 

 

報告（１）慢性腎臓病（ＣＫＤ）の現状について 

資料１に沿って事務局から説明。 

 

衣笠会長 

 このことについて御質問等はあるか。 

  

田村委員 

 神奈川県単独での患者の推移などがわかり大変参考になった。日本

透析医学会が出している透析患者の各年度別の血液透析患者数のデー

タを見てみると、65 歳未満の透析患者数は減少傾向にある。一方で 65

歳以上の透析患者数は増えているという真逆のことが起こっている。

神奈川県単独でも同じような傾向が起こっているのかどうか、今後調

査することも検討に入れていただければと思う。 

 

事務局 

 専門医の先生方に話を聞くと、高齢者層に透析患者数が多いとよく

聞くので、検討させてもらう。 

  

田村委員 

 神奈川県単独の新規透析患者数はどの程度か、わかるものなのか。 

  

事務局 

 日本透析医学会が県別の新規透析導入患者数及び死亡患者数の集計

データを所持しているということで確認をとったところ、現時点での

統計の最新年である 2016 年では新規透析導入患者数 2,527 人、死亡患

者数 1,879 人との回答をもらっている。 
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衣笠会長 

 続きまして、報告（２）「平成 29 年度慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の

実績について」事務局から説明をお願いする。 

 

（２）平成 29 年度慢性腎臓病対策の実績について 

資料２－１、２－２、２－３、２－４に沿って事務局から説明。 

 

衣笠会長 

 今年度は政令市・中核市の取組みについて事務局が資料にまとめて

くれたため、取組みがわかりやすかった。 

 今の説明について、本日出席の政令市・中核市として、何か補足し

たいことはあるか。また、29 年度慢性腎臓病の取組み実績について御

質問等はあるか。 

 

特に無いようなら、次の報告（３）「平成 30 年度慢性腎臓病（ＣＫ

Ｄ）対策の実績について」事務局から説明をお願いする。 

 

（３）平成 30 年度慢性腎臓病対策の取組について 

資料３に沿って事務局から説明。 

 

衣笠会長 

 ｅＧＦＲ値についての市町村調査というのは、以前にも行わなかっ

たか。 

 

事務局 

 27 年度に実施している。当時は特定健康診査等実施計画に記載がな

かったためか、県下全市町村のうち 70％程度がｅＧＦＲ値を診断結果

に記載していないという回答だった。 

 第３期特定健康診査等実施計画に盛り込まれたため、血清クレアチ

ニン値の検査が項目として加えられたものの、医師の判断で追加検査

を行う詳細項目に留まっているため、ｅＧＦＲ値や血清クレアチニン

値の扱いにまだ市町村毎に差異があるとの話も聞く。 

 現状把握という意味でも、市町村がどう対応しているのかについて

調査を行いたいと思っている。 

  

衣笠会長 

 ＣＫＤ対策の根幹を成すところである。平成 30 年度から検査項目と

して加えられたので、検査結果にｅＧＦＲ値も加えるよう是非指導を

していただきたい。 

 他に何か御意見等はあるか。 

 

田村委員 
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 ７月に出された腎疾患対策検討会報告書にも、腎疾患関係の成果目

標をある程度明確にして事業を実施していく旨が記載されているが、

まさに血清クレアチニン値測定達成率などは成果目標になるのではな

いかと思う。 

 

 

衣笠会長 

続きまして、次の報告（４）「腎疾患対策検討会報告書の概要につい

て」事務局から説明をお願いする。 

  

（４）平成 30 年度慢性腎臓病対策の取組について 

資料４－１、４－２、４－３、４－４に沿って事務局から説明。 

 

衣笠会長 

 この報告書は７月に出されて、厚生労働省からも役割について通知

が来ている。１，２年で済むような話ではないが、行政も医療機関も、

全体で腎疾患対策を行う必要性を痛感させられるところである。 

 この内容について、何か御質問等はあるか。 

  

佐々木委員 

 「かかりつけ医から腎臓専門医へ紹介する」という記述が報告書に

ある。例えばがんの場合なら、がんの疑いがあるということで紹介状

も書いて、その場で専門医への予約をとることもある。しかし、ＣＫ

Ｄに関してはＣＫＤの疑いがあると言うだけに留まっている。腎臓専

門医へ掛かってくださいと言っても、実際に腎臓専門医に掛かってい

るかどうかはわからない。紙ベースでもいいので、用意があったほう

がもっと把握が進むのではないか。 

  

事務局 

 紙ベースというのは、腎臓専門医への紹介状のようなものを言って

いるということでいいか。 

  

佐々木委員 

 そうである。電子媒体でも構わないが。 

 

衣笠会長 

 横浜市には横浜市のＣＫＤ対策協議会というのがあって、そこで紹

介票を作成して提案している。書くことが多くても大変なので、蛋白

尿がどういう状態かとか、どのように対応してほしいかなど、チェッ

クを入れるだけで済むようになっている。横浜市内科医学会の取組と

しては、出来ればその様式を使って腎臓専門医へ紹介するような体制

は一応ある。逆に返事がしやすい書式にもしたのだが、開業医の先生
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は現在電子カルテを使っているところも多く、手書きで紹介状を書く

というのが大変だという意見もあり、実際普及しづらい状況である。

今後リーフレットなどを作成する過程の中で、そういった様式などに

ついても、いい案があれば提案させていただきたい。 

  

長谷川委員 

 がんの場合は紹介状を書くというのは、診療報酬が取れるような制

度があるからか。 

  

佐々木委員 

 検診に関しては無い。 

  

長谷川委員 

 ではどういう理由でがんの場合は皆さん紹介状を書くのか。 

  

佐々木委員 

 検診でがんの疑いがあるとなった場合、がんの場合だと、患者さん

は専門医へ掛かろうと動く。紹介状自体は簡単な文書なので、そうい

ったものがＣＫＤにもあるといいと思う。 

  

衣笠委員 

 がんだと、命に係わるという意識はもつということ。ＣＫＤに関し

てもリーフレット等を通して怖い病気だと言ってはいるのだが。 

  

鎌田委員 

 最近健診センターなどがｅＧＦＲ値を書いてくれるようになったの

で、患者さんがその数値について認識するようにはなった。ところが、

それを認識した後、患者さんがどこに行けばいいのかわからなくて困

っている。開業医から大病院への紹介がきちんと流れるような診療体

制作りが出来れば、それによってうまく患者さんが診療の流れに乗り、

ＣＫＤ対策もうまく流れていくのではないかと思う。地域ごとに連携

体制が出来れば、ＣＫＤがもっと早くピックアップされて早く対応で

きると思うのだが、問題はその体制作りを誰がやるのかということで、

医師会なのか、行政なのか、非常に難しい問題だと思う。このことは

報告書にも連携体制について素晴らしい記述はあるのだが、問題はそ

れを誰がやるのかということである。 

 

田村委員 

 組織として考えると県が直接的に診療体制の整備をやるというわけ

ではないように思うが、そうなると有志で連携してある程度形を作っ

ていく、そういう形作りに神奈川県医師会や神奈川県内科医学会など

に相談して協力してもらうという理解でよろしいか。 
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鎌田委員 

 そのような動きをしていかないと、ＣＫＤ対策が進まないのではな

いかと思う。 

 

衣笠会長 

 地域の診療体制について、神奈川県医師会も含めて話をしなくては

ならないかもしれない。その際は県にも少しサポートを頂きたい。 

  

事務局 

 直接的なサポートが難しい部分もあるかと思うが、行政としてサポ

ートできる部分があれば協力したいと思う。 

  

田村先生 

 民間の活力を利用して、医師会なども巻き込んで連携の形を作って

いければと思う。 

  

 

衣笠会長 

続きまして、議題「神奈川県における慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の

今後の取組みについて」事務局から説明をお願いする。 

 

議題「神奈川県における慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の今後の取組みに

ついて」 

資料５に沿って事務局から説明。 

 

衣笠会長 

 資料５は県の取組についてまとめたものだが、この点について御意

見、御質問等はあるか。 

 

田村会長 

 神奈川県では糖尿病について取組みが進んでいると思うが、糖尿病

性腎症とＣＫＤの棲み分けをどう考えているか。また、地域における

医療提供体制という点について、日本で多い腎疾患血液透析患者だけ

でなく腹膜透析や腎移植の統計状況の収集とＱＯＬの向上も課題では

ないかと考えるがいかがか。 

 

事務局 

 糖尿病性腎症については、国が糖尿病性腎症重症化予防プログラム

を示しており、県もそれに伴い神奈川県版の神奈川県糖尿病対策推進

プログラムを策定して糖尿病全般についての取組みを行っているな

ど、糖尿病性腎症はＣＫＤに内包される概念ではあるが、独立した動
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き方をしているのが県の現状である。 

 もっとも、今後糖尿病性腎症とＣＫＤの両面について、県の施策的

に共同で行うのが望ましいこともあるだろうし、関わる専門医の先生

が重なる場面も多く想定されるので、場面ごとに協力して進めて行け

ればと思う。 

  

田村委員 

 ＣＫＤについても、神奈川県糖尿病対策推進プログラムのような県

のプログラムがあればと思う。組織が出来上がって、プログラムが出

来上がってくれば、鎌田委員が言うとおり状況が変わってくるのでは

ないか。 

  

鎌田委員 

 そうなれば、もっと透析患者が減ると思う。 

  

事務局 

 腹膜透析や腎移植については、人工腎臓保有状況等調査の中で毎年

調査を行っており統計データとして持っている。今後の調査でも引き

続き調査項目とする予定である。 

  

鎌田委員 

 神奈川県糖尿病対策推進プログラムは、糖尿病の初期の人たちを主

な対象としているのかもしれないが、あるレベルを超えたらＣＫＤ対

策と連携できるようにして、ＣＫＤ対策と糖尿病対策の双方で動ける

ようにしたほうがいい。これまでの私の経験からすると、糖尿病の先

生は血糖の管理は一生懸命やるのだが、腎臓の管理はもっと厄介で、

総合的に管理しなければ良くならない。糖尿病の患者さんがとても多

く管理が大変だと思うが、その中の一部の腎臓が悪くなってきた患者

さんについてはＣＫＤ対策の先生で受け取るようにすれば、悪化せず

に済むのではないかと思う。 

  

衣笠委員 

 昨年の協議会で神奈川県糖尿病対策推進プログラムが出来ることを

聞いて、ＣＫＤ側としても協力できることは協力させてほしいと伝え

たところである。垣根を取り払って進めてもらえればと思う。 

  

事務局 

 ご存知の方もいるかもしれないが、今年日本腎臓学会と日本糖尿病

学会が共同で診療基準を作成して発表しており、それを普及していく

ことも腎疾患対策検討会報告書に記載されている。診療提供体制に関

わる部分だと思うが、腎疾患をより手前で抑制するために、各専門医

間でも連携していくことが要請されているということなのだと思われ
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る。 

  

衣笠委員 

 他に何か御意見等はあるか。他に無いようなら、最後にその他とい

うことだが、何か御意見、御質問等はあるか。 

 

田村委員 

 厚労課研費の募集などが年明けからあると聞いている。 

 

事務局 

 国の予算要求の中で新規事業として上がっている診療体制のモデル

事業の話もある。国に問合せたところ、公募で参加団体を募るという

こということ以外に固まっておらず、予算が取れるのかも不透明だと

いう話だったため、県として具体的な検討のしようがない状況である。 

  

田村委員 

 厚労科研費の方も、神奈川県の大きな予算規模からすると金額的な

魅力というのはないのかなという気もするが、このような募集に応募

することがきっかけとなって全体的な活動が加速すればと思う。 

  

衣笠会長 

 国の動きを見ながら、神奈川県としても出来れば参加してもらえれ

ばと思う。 

 

他に御意見がないようであれば第６回神奈川県慢性腎臓病対策連絡

協議会を終了させていただく。 

 

閉会 

  

                             以上 

会 議 資 料 

資料１   慢性腎臓病（ＣＫＤ）の現状 

資料２－１ 平成 29 年度慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の実績について 

資料２－２ 神奈川県糖尿病対策推進プログラム 

資料２－３ 政令市・中核市の腎疾患の取組みについて 

資料２－４ （相模原市の取り組み）作成資材 

資料３   平成 30 年度慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の今後の取組みに 

ついて 

資料４－１ 腎疾患対策検討会報告書～腎疾患対策の更なる推進を目 

指して～ 

資料４－２ 腎疾患対策検討会報告書（概要） 

資料４－３ 平成 30 年７月 12 日付 厚生労働省健康局長通知 

資料４－４ 腎疾患対策検討会報告書記載の全体目標と個別対策につ 

いて 

資料５   神奈川県における慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策の今後の取 

組みについて 
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参考資料１ かかりつけ医の皆様へ（かかりつけ医向けリーフレット） 

参考資料２ 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会設置要綱 

参考資料３ 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会傍聴要領 

参考資料４ 神奈川県慢性腎臓病（ＣＫＤ）対策連絡協議会構成員名 

      簿 

 

 


