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当院における糖尿病の現状調査

発 表 者 江頭 早苗 （佐賀県：小城市民病院）
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平成２３年７月より糖尿病専門外来が開始さ

れ、院内でも糖尿病診療に対する意識が高まり

つつあります。そこで糖尿病患者の意識調査と

してアンケートを行いました。

アンケートの結果、糖尿病教室に参加したこ

とがある患者と糖尿病手帳を持っているかた

と、ない患者さんとでの行動変容効果がありま

した。

方法は当院にて（平成２３年１１月～平成２４年４

月まで）糖尿病内服処方を受けた患者さんを対

象として、外来受診時の待ち時間に行いました。

回答者は２５１名です。
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アンケートの結果では受診者は、７０代、６０代

が大半を占めています。
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アンケートでは、全体で糖尿病手帳を持って

いる人が７１％、運動をしている人が７７％、その

内、毎日している人が３３％でした。
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喫煙者は１７％で現在メディアなどの情報で禁

煙ブームでもあるためか、禁煙者は８２％です。

アルコールは、飲まないという方が６８％の回

答がありました。

当院での糖尿病教室は月２回第２、４木曜日

に１時間おこなっています。平均１５～２５名の参

加があります。
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全く参加したことない人が５５％もあり、糖尿

病教室への参加呼びかけの周知のほうが、まだ

まだうまくいっていないように感じました。
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糖尿病教室に参加したことがない人は、「糖

尿病手帳を持っていない」、「運動をしていな

い」、「タバコを吸っている」、「お酒飲んでい

る」、「１日に食べてよい量を知らない」という

人が参加したことがある人と比べると差がみら

れ、「糖尿病教室参加者と非参加者」、「糖尿病

手帳持っているか、いないか」での行動変容が

みられるのではないか？と、このアンケートか

ら分析してみました。
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喫煙者４２名中２５％が糖尿病教室に参加したこ

とがあり、７５％の方が糖尿病教室に参加したこ

とがないと回答されています。
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手帳を持っていない人は６８名中、糖尿病教室

に参加したことがない人が７３％、糖尿病教室に

参加したことがある人が２７％でした。
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１日に食べてよい量を知らない人８１名中、糖

尿病教室に参加したことがある人は２９％、教室

に参加した事がない人が７１％でした。
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１日に食べてよい食事量を知っている人１６３名

中、１２５名が糖尿病手帳をもっている方で手帳な

しが３８名、食べていい食事量を知らない方は７９

名中５１名が糖尿病手帳を持っている方で、手帳

がない人は２８名でした。
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運動をしている人では、１９０名中１４４名が糖尿

病手帳を持っている方、４６名が手帳なしでした。

運動しない人では、５２名中３２名が手帳を持っ

ている方で、２０名が手帳なしの方でした。
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これが佐賀県の糖尿病手帳です。２４年春頃よ

り佐賀県版に切り替わっています。

佐賀県医師会で作成されたもので、中身も学

習タイプで分かりやすくカラーでできていま

す。現在はこの手帳をもとに患者指導を行い、

他院への受診時にも紹介状代わりになるので常

に携帯していただくよう指導しています。

今回意識調査を行いましたが、「糖尿病教室

に参加したことがある」「糖尿病手帳を持ってい

る」と回答した患者さんからは、行動変容ステー

ジアップに影響している結果がみられました。

糖尿病の正しい知識と、病識を持ってもらうた

めに糖尿病教室の参加や手帳の所持等の啓蒙活

動は、行動変容の介入の１つの手段であり今後

もより発展した指導とチーム医療を考えるきっ

かけとなりました。
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摂食・嚥下障害に対するシームレスケア
～多職種連携による摂食・嚥下リハビリテーションの取り組み～

発 表 者 後藤 拓朗 （香川県：三豊総合病院）

共同研究者 木村 年秀、合田 佳史、茨城 洋子、中津 守人

私たちコメディカルが医療チームとして活動

し、糖尿病患者、その家族に正しい知識と情報

を提供、支援することにより、糖尿病合併症が

予防できるよう、これからも糖尿病教室、糖尿

病チーム医療をより発展し、より患者に寄り添

える医療を提供できるチームを目指していきた

いと思います。

【目的】

近年、高齢者の肺炎が増加しており、社会問

題となっている。平成２３年人口動態統計月報年

計の概況１）では、肺炎の死亡率が脳血管疾患を抜

き第３位の死亡原因となった。また肺炎による

死亡率は、男女ともに年齢が高くなるにつれて

高くなっている。高齢者の肺炎の多くは誤嚥性

肺炎である。高齢者は生理的な加齢変化に伴い、

筋力の低下や安静時の喉頭の位置の著しい低

下、また嚥下誘発閾値が上昇することなどによ

る嚥下機能の低下が認められる２）。またそれに加

え、脳血管疾患やパーキンソン病などの疾患に

罹患して嚥下障害を併発すると、誤嚥の可能性

が高くなり肺炎に罹患しやすくなる。

誤嚥性肺炎の治療および予防については、多

職種による摂食・嚥下リハビリテーションが重

要となるが、本院では NST委員会内のチームの

一つとして歯科医師を中心とする摂食・嚥下

チームを設置し、入院～在宅における取組を開

始したので報告する。

【方法】

入院時に主治医より紹介のあった患者に対

し、NSTより摂食・嚥下チームが介入する。歯

科医師が診断し、食環境・食内容・摂食機能療

法について指示を行い、言語聴覚士（ST）と共

に摂食・嚥下リハビリテーションを行う。

また自宅及び施設への退院においては、歯科

医師・ST・管理栄養士が在宅及び施設訪問を行

い、診断、摂食・嚥下リハビリテーション及び

適切な食形態の作成方法を指導する。

【結果】

摂食・嚥下障害に対して歯科医師が中心とな

り、STや管理栄養士と協力して入院時から在宅

におけるシームレスな摂食・嚥下リハビリテー

ションを行うシステムが構築できた。

経験した在宅の１症例を報告する。８０代男性

で原疾患は脳梗塞後遺症で寝たきり、栄養摂取

方法は全量経口摂取であり、エンジョイゼリー

及びヨーグルト状のとろみ水分を摂取してい

た。常にゴロゴロ音がして困っているとの主訴

であった。そこで嚥下内視鏡検査を行い、綿密

な食事姿勢の調整・適切な一口量・食事形態を

家族に指導し、また同行した管理栄養士より適

切な食形態であるお茶ゼリー及びソフト食の作

成方法を指導した。また指導には作成したレシ

ピ集を使用した。

その結果、介入時と比較し熱発は無くなり、

また主訴であるゴロ音も消失した。他の事業所

より訪問看護が介入しており、夜間に吸痰に来

てもらうことも以前はあったとのことだが、介

入後はそれも無くなり訪問看護師の負担も減っ

たと思われる。

【結論】

NSTに歯科医師が参加する事により、入院中

から在宅まで摂食・嚥下リハビリテーションに
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