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 特集／生活習慣にまつわる診療の quality indicator

の実装と改善 

小坂鎮太郎 練馬光が丘病院 総合救急

診療科 

特集 第 1 章 医療の質，診療評価指標という概念の理解   

 1.医療の質を評価して改善することの社会的意義 東 尚弘 国立がん研究センターがん

対策研究所医療政策部／が

ん登録センター 

 2.診療評価指標（Quality indicator）って役に立

つ？ どう使う？ 

小坂鎮太郎 練馬光が丘病院 総合救急

診療科 

 3.プライマリケアにおける診療の質の評価と改善 青木拓也 東京慈恵会医科大学総合医

科学研究センター臨床疫学

研究部 

 4.入院医療における診療の質の評価と改善 中西 貴大・綿貫 

聡 

東京都立多摩総合医療セン

ター総合内科 

 5.質改善方策の実装方法と現場での課題 栗原 健 名古屋大学医学部附属病院 

患者安全推進部 

    

 第 2 章 生活習慣に関する疾患の診療評価指標とその

実装 

  

 6.糖尿病診療における一般的な総合評価視標とは 平良宏樹／小坂鎮

太郎 

練馬光が丘病院総合救急診

療科 

 7.糖尿病の運動療法・栄養療法における評価指標とそ

の実装方法は？ 

島田侑祐／新井康

弘 

総合救急診療科 

 8.糖尿病の予防指導における評価指標とその実装方法

は？ 

中西俊就／松本朋

弘 

練馬光が丘病院総合救急診

療科 

 9.高血圧治療の診療評価指標は？ 髙井咲弥/清田雅智 飯塚病院総合診療科 

 10.高血圧の栄養療法による評価指標とその実装方法

は？ 

髙井咲弥/清田雅智 飯塚病院総合診療科 

 11.肥満の診療評価指標は？ 安本有祐 板橋中央総合病院総合診療

内科 



 12.肥満のリスクと予防－運動・栄養療法の実装につ

いての評価指標は？ 

安本有祐 板橋中央総合病院総合診療

内科 

 13.脂質異常症の診療評価指標は？ 濵田 治 高槻病院 

 14.慢性腎臓病の診療評価指標は？ 藤田大貴／安本有

祐 

板橋中央総合病院総合診療

内科 

 15.慢性腎臓病のリスクと予防－運動・栄養療法の実

装についての評価指標は？ 

菟原洸司／安本有

祐 

板橋中央総合病院総合診療

内科 

 16.高尿酸血症の診療評価指標は？ 宇津野 瞳／安本

有祐 

板橋中央総合病院総合診療

内科 

 17.気管支喘息の診療評価指標は？ 伊藤 光／江原 

淳 

東京ベイ・浦安市川医療セ

ンター呼吸器内科 

 18.COPD の診療評価は？ 石丸直人 明石医療センター総合内科 

 19.断煙，減煙？ 喫煙診療の診療評価指標とその実

装 

中村正和 地域医療振興協会ヘルスプ

ロモーション研究センター 

 20.冠動脈疾患診療の評価指標は？ 金田和久／塩見紘

樹 

京都大学大学院医学研究科

循環器内科学 

 21.慢性心不全の診療評価指標は？ 河野隆志 杏林大学医学部附属病院循

環器内科 

 22.NAFLD/NASH の診療評価指標は？ 吉岡 翼 東京ベイ・浦安市川医療セ

ンター消化器内科 

  山田 徹 東京医科歯科大学総合診療

医学 

 23.断酒，減酒？ アルコール関連障害診療の診療評

価指標とその実装 

吉本 尚 筑波大学人間総合科学研究

科地域総合診療医学 

 24.骨粗鬆症診療の診療評価指標は？ 野尻晋太郎 三宅村中央診療所 

  綿貫 聡 東京都立多摩総合医療セン

ター総合内科 

 25.歯周病診療の診療評価指標は？ 松本朋弘 練馬光が丘病院総合救急診

療科 

 26.嚥下障害の診療評価指標は？ 前田圭介 国立長寿医療研究センター

老年内科 

 27.食事介助の診療評価指標は？ 小山珠美 NPO 法人口から食べる幸せ

を守る会 

 28.サルコペニアの診療評価指標は？ 吉村芳弘 熊本リハビリテーション病

院サルコペニア・低栄養 

研究センター 

 29.フレイルの診療評価指標は？ 若林秀隆 東京女子医科大学病院リハ

ビリテーション科 

 30.高齢者診療の診療評価指標は？ 玉井杏奈 台東区台東病院総合診療科 

 31.認知症診療の診療評価指標は？ 小川朝生 国立がん研究センター東病

院精神腫瘍科 



 32.成人のがん検診 東 尚弘 国立がん研究センターがん

対策研究所医療政策部／が

ん登録センター 

 33.肺がんの診療評価指標は？ 鶴田慧司郎／官澤

洋平 

明石医療センター総合内科 

 34.乳がんの診療評価指標は？ 坂間玲子 NTT 東日本関東病院国際診

療科 

 35.大腸がん，胃がんの診療評価指標は？ 岡田 悟/戸田智也

/野﨑由迅 

東京北医療センター総合診

療科 

 36.GERD/NERD の診療評価指標は？ 富田詩織 多摩ファミリークリニック

内科 

 37.機能性ディスペプシア（FD）の診療評価指標は？ 黒川雄太／近藤敬

太 

豊田地域医療センター総合

診療科 

 第 3 章 生活習慣に影響・関連するエトセトラ   

 38.片頭痛診療の診療評価指標は？ 金子 惇 横浜市立大学医学群データ

サイエンス研究科 

 39.月経困難症の診療評価指標は？ 柴田綾子 淀川キリスト教病院産婦人

科 

 40.Multimobidity の診療評価指標は？ 大浦 誠 南砺市民病院診療部 

 41.LGBTQs の診療評価指標は？ 金久保祐介 亀田ファミリークリニック

館山家庭医診療科 

 42.不眠症の診療評価指標は？ 榎本 貴一 練馬光が丘病院薬剤室 

  原田 拓 練馬光が丘病院総合診療科 

 43.便秘症の診療評価指標は？ 前沢 めぐみ／森川 

暢 

市立奈良病院総合診療科 

 44.成人の予防接種における診療評価指標は？ 中山久仁子 マイファミリークリニック

蒲郡 

 45.外来診療の診療評価指標作成（コラム） 松村真司 松村医院 

 46.卓越した総合診療の診療評価指標は？ 藤沼康樹 生協浮間診療所  

 47.緩和ケア？（or 看取り）における診療評価指標 柏木秀行 飯塚病院連携医療・緩和ケ

ア科 

 48.在宅医療における診療評価指標は？ 佐々木 淳 医療法人社団 悠翔会 

 49.スポーツ医学における診療評価指標は？ 濱井彩乃 安房地域医療センター総合

診療科 

 50.外国人診療における診療評価指標は？ 佐々江龍一郎 NTT 東日本関東病院総合診

療科 

 51.こころと生活習慣病（コラム） 小澤秀浩 練馬光が丘病院総合救急診

療科 

 52.ロコモティブシンドローム（コラム） 小川貴久 東京医科歯科大学整形外科 

連載 ローテクでもここまでできる！ おなかのフィジカル

診断塾 

中野 弘康 大船中央病院内科 

 治らない咳、どう診る・どう処方する？ 中島 啓 亀田総合病院呼吸器内科 



 主治医の介入でこれだけ変わる！ 内科疾患のリハビ

リテーション 

上月 正博 東北大学大学院医学系研究

科内部障害学分野 

 続・ケースレポートを書こう！ “論文の軸の設定”

トレーニング 

見坂 恒明 兵庫県立丹波医療センター 

地域医療教育センター 

 ここが知りたい！ 欲張り神経病巣診断 難波 雄亮 難波メディカルクリニック 

 目でみるトレーニング   
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