
ないなどです。 【結語】歯科医、歯科衛生士などの専門職が介入す
ることにより、口腔ケアに関するシステムの統一を
図ることができた。課題が上がったが項目に関して、
講義などを行うことにより、知識 / 技術の向上図る
ことができた。アンケート調査では、困難事例に対
する対応に苦慮するケースが少なくなく今後の課題
と考える。ご清聴有難うございました。

郡上市地域医療センター和良介護老人保健施設 

結語 
歯科医、歯科衛生士などの専門職が介入
することにより、口腔ケアに関するシステム
の統一を図ることができた。 

課題が上がった項目に関して、講義などを
行うことにより、知識/技術の向上を図る
ことができた。 

アンケート調査では、困難事例に対する対
応に苦慮するケースが少なくなく今後の課
題と考えられる。 

演  題
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訪問看護の継続的な関わりを通し、高血糖患者の行動変容を考える

発　表　者 市川　千代子 長野県　国保依田窪病院

共同研究者 上沢　時枝

【はじめに】糖尿病患者の血糖コントロールには、
生活習慣を改める行動変容が必要となり、患者の心
理や行動に配慮した継続的な働きかけが重要である。
長年、血糖コントロール不良であった A 氏に対し、
下肢の熱傷がきっかけとなり、定期的な訪問看護が
開始された。介入2ヶ月後には血糖値が低下し、安
定した。この症例を通し、どのような患者への関わ
りが血糖改善に影響を与え、良好な血糖維持につな
がったのか振り返る。

 
 

国保 依田窪病院 
市川 千代子 

糖尿病患者の血糖コントロールには、生活習慣を
改める行動変容が必要となり、患者の心理、行動
に配慮した継続的な働きかけが必要である。長年、
血糖コントロール不良であった患者へ、下肢の火
傷がきっかけとなり、定期的な訪問看護が開始さ
れた。介入後、短期間で血糖値は安定した。この
症例を通し、何が血糖改善に影響を与えたのか、
良好な血糖維持には何が必要か、明確にする。 

症例 

・67歳  ・女性  ・夫と二人暮らし 

・１型糖尿病  病歴約20年  H16年2月より 

 インシュリン導入現在インシュリン3回打ち 

・DM食1200Kcal 

調査期間 

 2011年9月～2012年5月 
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【方法】訪問看護介入前後で変化のあった事柄につ
いてカルテより情報収集する。また夫・本人より聞
き取り調査をする。
症例：A 氏・67歳・女性・夫と二人暮らし・1型糖
尿病・病歴約20年
・2004年 イ ン シ ュ リ ン 導 入3回 打 ち・DM 食
1200Kcal
調査期間：2011年9月～2012年5月
調査内容：1．HbA1c・インシュリンの量の変化
　2．食事量・間食の状況
　3．夫の関わり状況
　4．本人の病状・心理・行動の変化

【看護の実際】「日本糖尿病療養士ガイドブック」
より抜粋した「5段階の変化ステージ」と照らし合
わせ、カルテからの情報より1回目の教育入院は

「前熟考期」とし血糖コントロールと、血糖自己測
定の方法、自己注射手技の確実な習得時期とした。
2回目の入院は「熟考期」として血糖コントロール
と手技の再確認を行った。「準備期」を訪問看護が
開始された時期とし、実際の食事内容や自宅での行

動を観察し、目標設定をした。また、自己血糖測定
ノートにより医師と連携をとった。
目標
1，間食しない。
2，3食きちんと食べる。
3，HbA1c を6.5に近づけるとした。

「行動期」に入り、目標に近づいた事への賞賛や不
適切な行動に対し注意を促した。

【結果】

1．HbA1c とインシュリン量の変化
20011年9月 HbA1c が12.1となり2週間の教育入
院を行った。インシュリン量は、朝ヒューマログ6
単位・昼6単位・寝る前ランタス16単位と減量に
なったが、HbA1c は9.7→9.5→10.6と高めで推移
した。12月、右踵部に湯たんぽによる熱傷と、高
血糖による意識障害で10日間の入院をした。退院
後1ヶ月、HbA1c9.5、インシュリンも同量施行し
ていたが、右踵部の熱傷後の潰瘍がなかなか改善せ
ず、血糖コントロールと右踵部の処置目的で、訪問
看護が週1回、30分の予定で開始された。訪問看護
2ヶ月目 HbA1c7.2　3ヶ月目6.6　4ヶ月目7.0と
低下し、その間インシュリンはヒューマログ朝2単
位・昼2単位・寝る前ランタス12単位に減量となり、
右踵部の熱傷も1ヶ月余りで治癒した。

訪問看護介入前後で変化のあった事柄を、カルテ
より情報収集。夫、本人より聞き取り調査をする。 

 

調査内容 
１．ＨｂＡ１ｃ・インシュリン量の変化 
２．食事量・間食の状況 
３．夫の関わり状況 
４．本人の症状・心理・行動の変化 

5段階の変化ステージ 
                      日本糖尿病療養指導士ガイドブックより抜粋 

 
  
   
   
  
                

 
 

     
 
     
 
 前熟考期    熟考期        準備期           行動期       維持期 
 1回目入院    2回目入院    訪問看護介入 
 血糖           再確認    実際の食事内容   目標に近づいた    逆戻りの予防 
  コントロール         自宅での行動を評価  事への賞賛や 
  血糖測定方法        目標設定        不適切な行動に対し注意 
        自己注射手技            １．間食しない   
                 ２．3食きちんと食べる 
                 ３．HbA1ｃを6.5に近づける 
        

考えや感情
を聞く 

情報提供 

利益障害を
知りバラン
スを変える 

段階的目標設
定・行動強化 

逸脱・再
発予防と

対策 

 
QOL配慮。 

ライフイベント 
 

期間 
1回目入院 
2011年9月
2週間入院 

2011年
10月 

 
2011年
11月 

 
2011年
12月 

2回目入院
2011年12月
～2012年1月
10日間入院 

 
２０１２年
２月 
１ヶ月 
訪問看護 

 
３月 
２ヶ月 

 
４月 
３ヶ月 

 
５月 
４ヶ月 

HbA1C 12.1 9.7 9.5 10.6   9.5 7.2 6.6 7 

ヒューマログ（朝） 16 6 6 6 6 6 4 2 2 

ヒューマログ（昼） 16 6 6 6 6 6 6 2 2 

ランタス（寝る前） 22 16 16 14 14 14 12 12 12 
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2．食事量・間食の状況
1）食事については1週間の食事内容を書き出し、栄

養科でカロリー計算をし、約900～1300Kcal 摂
取されていた。食事量は訪問看護介入前・後で
ほとんど変わりなかった。

2）間食は訪問初期の頃はピーナッツやせんべいな
ど、訪問時にもたびたび間食されていたが、そ
の後訪問時は間食されなくなった。理由として
患者からは「間食すると血糖が上がるから、し
ないようにしている」と言葉が聞かれた。

3．夫の関わり状況
入院前は夫がインシュリン量を一緒に確認しようと
すると、患者より「もう打ったからいい」といわ
れほとんど関われていなかった。退院後、訪問看護
師より夫に対しては「インシュリン量を確認して
いますか ?」患者に対しては「インシュリン量をご
主人に見てもらってくださいね」と訪問時に声か
けをしていくうちに、夫も一緒に関われるように
なった。

4．本人の病状・心理・行動の変化について
訪問1ヶ月目
全身倦怠感があり、居間で横になっていることがほ
とんどだった。
2ヶ月目
HbA1c の値が下がり、先生からほめられた事を笑
顔でうれしいと話し、表情が明るくなり、自ら「間
食しないようにしている」と話してくれるように
なった。「やる気」が起こってきた時期と考える。
3ヶ月目
検査結果が良好となり、インシュリン量も減量とな
り、先生からほめられ、やればできるという「自
信」へつなげることができたと考える。
4ヶ月目
少し検査結果が上がったことに対し、やや「スト
レス」を感じ、食欲がなく食事が食べられない時
は牛乳だけの時もあったが、近所の家に出かけてい
くようになり、行動範囲が広がった。

【考察】行動変化には5段階の「変化ステージ」が
あるといわれている。「前熟考期」、「熟考期」は2

１）食事量 
 ・訪問後・・・1週間の食事内容を書き出

していただき、栄養科にてカロリー計算施行。
約 900～1300Kcal／日、摂取されていた。
食事量は訪問前・後で変化はなかった。 
２）間食 
・訪問初期の頃はたびたび間食されていたが、
しばらくすると訪問時は間食されなくなった。
「間食すると血糖があがるから、しないよう
にしている」と言葉が聞かれた。 

【入院前】 
・夫より、外来でも注射時は確認するようい
われていたが、確認しようとすると「もう
打ったからいい」といわれ、ほとんど関われ
なかった。 
【退院後】 
・先生・看護師より注射の目盛りあわせや、
血糖チェックの確認をするよう指導された。
訪問看護師からも確認していますかと、聞か
れているうちに関われるようになった。 

  １ヶ月目 ２ヶ月目 ３ヶ月目 ４ヶ月目 

病状 
 
 
 
 
 

全身倦怠感が
あり、訪問時
も横になって
いる事が多い 
 
 

検査結果が改善
され、先生から
褒められたこと
をうれしいと話
すようになった 
 

インシュリンの
量が減量された
ことに対し、ま
た、褒められた
とうれしそうに
話された 

少し検査結果が
上がった。食欲
がなく朝食が食
べられない時は、
牛乳だけ飲む時
もあった 
 

心理 このままでは
「まずい」と
感じている 
 

「やる気」が起
こる 
 

「自信」へつな
がる 

「ストレス」を
感じつつある 

行動 訪問時も間食
されていた。 

表情が明るくな
り、自分から間
食しないように
していると話す 
 

夕飯の準備がで
きるようになっ
た 
 
 

近所の家にも行
けるようになり
行動範囲が広
がった 

行動変化には５段階の「変化ステージ」があ
る。前熟考期、熟考期は２回の入院でA氏の
「やる気」を引き出すことができたと考える。
準備期、行動期は、訪問看護の開始により、
良い結果をその都度伝え、「やればできる」
「血糖値が良くなる」という自信へつなげる
ことができた。また、夫に対しても、夫の協
力があったから良い結果が得られたと、伝え
ることでサポート体制の継続につながったと
考える。 
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回の入院でこのままではいけない、どうにかしよう
という患者の「やる気」を引き出すことができた
と考える。

「準備期」「行動期」は訪問看護の開始により、A
氏の状態にあわせながら、良い結果をその都度伝え、
ほめることにより「やればできる」「血糖値が良く
なる」という自信へつなげることができたと考え
る。また、夫に対しても夫の協力があったから、良
い結果が得られたと伝えることで、夫のサポート体
制が整った。以上により生活習慣を改める行動変容
を行ったことで、結果的に血糖値が安定したと考え
られる。

【結論】

1．夫のサポート、週1回の訪問看護、また自己血
糖測定ノートによる医師との連携は血糖コント
ロール改善に効果的であった。

2．週1回の訪問看護で実際の本人の行動変化や、
夫の協力体制を評価しタイムリーに伝えること
は、次の行動変容へつながり、良好な血糖維持
へつながった。

3．今後「逆戻り」が起きないよう、見守り、適切
な助言が必要である。

１．夫のサポート、週1回の訪問看護、自己血  

糖測定ノートによる医師との連携は血糖改善に 
効果的であった 
２．週1回の訪問看護で実際の行動変化や、夫

の協力体制を評価しタイムリーに伝えることは、
次の行動変容へつながり、良好な血糖維持へつ
ながった 
３．今後「逆戻り」が起きないよう、見守って 
いく必要がある 
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