
【Ⅰ．はじめに】　糖尿病患者数は年々増加の一途
をたどり、糖尿病による網膜症がもとで失明する人
は1年間に4,000人に達し、腎症により透析導入と
なる人は同じく約16,000人にのぼる。糖尿病の治
療の目標はこれら合併症の発症予防と進展の阻止で
ある。多くの臨床研究から、よい血糖コントロール
の継続が、この目標達成のために重要であることが
明らかにされている。糖尿病は「自己管理の病気」
と言われるが、糖尿病治療の成否は患者自身が治療
法を十分に理解し、自己に対する管理を実行できる
か否かにかかっている1）。ただし、「自己管理」の
内容は糖尿病医療の進歩と共に多岐にわたり、自己
管理を継続・実行することは容易ではない。このた
め療養をサポートするチームの存在が重要であり、

コメディカルスタッフの専門職としての役割とチー
ムアプローチが重要である。
　そこで今回は、患者の社会的背景を考慮し、入院
中から日頃の食生活パターンに合わせた1日2回食
での治療に関して多職種で関わりながら検討・実施
したことで、退院後も自己管理が継続でき、良好な
血糖コントロールが得ることができた事例をここに
報告する。

【Ⅱ．研究目的】　社会的背景から1日3回食が困難
な糖尿病患者に対して、多職種との連携のもとで患
者のライフスタイルに合わせた治療方法を提供し、
自己管理の継続へとつなげる。

【Ⅲ．方法】

1. 入院期間：H23年9月5日～9月30日
2. 患者紹介：45歳　男性（独身）
1）病名：2型糖尿病
2）家族構成：母と2人暮らし
3）職業：居酒屋経営
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研究目的 
社会的背景から1日3回食が困難な糖尿病患者に対して、

多職種との連携のもとで患者のライフスタイルに合わせ
た治療方法を提供し、自己管理の継続へとつなげる。 
患者紹介 
45歳  男性（独身） 
病名： 2型糖尿病 
家族構成： 母と２人暮らし 
職業： 居酒屋経営 

倫理的配慮 
患者本人に研究の趣旨を口頭で説明し、個人が特定さ
れないように配慮すること、研究以外に使用しないことを
約束し同意を得た。 

糖尿病は「自己管理の病気」と言われ、糖尿
病治療の成否は患者自身が治療法を十分に
理解し、自己に対する管理を実行できるか否
かにかかっている。ただし、「自己管理」の内
容は糖尿病医療の進歩と共に多岐にわたり、
自己管理を継続・実行することも容易ではな
い。このため療養をサポートするチームの存
在が重要であり、コメディカルスタッフの専門
職としての役割とチームアプローチが重要で
ある。 
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4）入院までの経過
35歳：2型糖尿病と診断され SU 薬等の内服治療を
開始されるも、HbA1c 9% 程度で血糖コントロー
ルは不良であった。同年、外来にて頻回インスリン
療法を開始。
40歳：食事指導も併せて繰り返し行うも、不規則
な食生活のため、HbA1c は8% 台で大きな改善は
認めず。3食摂るように指導するも実際はほとんど
2食で、SMBG も行わない状態であった。
42歳：下肢の痺れ、こむら返りが出現し不安になっ
たとのことで仕事の都合をつけて、教育入院となっ
た。入院時 HbA1c は10.9% と高値であり、糖尿病
食1,800Kcal 及びノボラピッド（8、6、4）、レベミ
ル（0、0、0、16）にて血糖コントロールは改善され
た。入院中は栄養指導を頻回に行い、退院後は3食
摂るように指導し退院となった。

退院後約2ヶ月間 HbA1c は低下したが、徐々に
9% 台に戻ってしまい（図1）、H23年9月、2度目
の入院となった。

3．倫理的配慮
患者本人に研究の趣旨を口頭で説明し、個人が特定
されないように配慮すること、研究以外に使用しな
いことを約束し同意を得た。

【Ⅳ．結果】

1．看護の展開
1）糖尿病パンフレットに沿った再指導と、病識の

確認
2）3回食と薬物療法を継続し、血糖ターゲスの結果

をみながら食生活について患者と共に話し合う。

入院までの経過 

 
  
  
 
 
  
   

35歳：2型糖尿病と診断される。内服治療を開始されるも 
  HbA1c 9％程度と血糖コントロールは不良であった為、 
  にて、頻回インスリン療法を開始。 
40歳：3食摂るように繰り返し指導するも実際はほとんど 
  2食で、HbA1cは8%台と大きな改善は認めず、 
  SMBGも行わない状態であった。 
42歳：下肢の神経症状が出現し、不安になったとのこと 
  で、仕事の都合をつけて教育入院となった。入院時 
  HbA1cは10.9%と高値であり、糖尿病食1,800Kcal 
  及び頻回インスリン療法にて血糖コントロールは改善。  
  また、栄養指導を頻回に行い、退院後は3食摂るよう 
  に指導し退院となった。 

図１  退院後経過（42歳） 

退院後約2ヶ月はHbA1cは低下したが、徐々に9%台に戻ってしまった 

治療プラン① 

結果 

1）糖尿病パンフレットに沿った再指導と、病識の確認 
2）3回食と薬物療法を継続し、血糖ターゲスの結果を 
 みながら食生活について患者と共に話し合う 
本人曰く、 
『3食が良いのは解るが、どうしても仕事の都合で、実
際は1日2食しか摂れない。だから、インスリンを打った
り打たなかったりで… 』  
3）医師、コメディカルと共に治療方針の検討、実施 

看護の展開  

  （600Kcal  主食180g） （800Kcal  主食250g） 

3回食（朝食） 2回食（朝食） 

3回食（夕食） 2回食（夕食） 

（1000Kcal  主食250g） （600Kcal  主食180g） 
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3）医師、コメディカルと共に治療方針の検討、実施
1）～3）の項目に沿って看護実践し、評価した。
2．看護の実際
1）糖尿病教育入院患者用の指導パンフレットを使

用して糖尿病の病態・成因、治療、生活上の注
意点などを説明し、当院独自で作成している病
識確認表を用いて病識確認を行ったところ正解
率96.6% であり、1日3回規則正しい食生活と治
療の継続の必要性は理解されていた。

2）糖尿病食1800Kcal、および入院前同量の頻回イ
ンスリン療法を継続。血糖ターゲス結果をみな
がら1日3食摂ることの必要性を再度指導し、食
事パターンについて話し合った。患者の今まで
の食事パターンは12時と23時の1日2食であり、

「3食が良いのは解るが、どうしても仕事の都合
で、実際は1日2食しか摂れない。だから、イン
スリンを打ったり打たなかったりで…」と、今
後も1日3食摂ることが仕事上困難であるとの申
し出があり、3回食では退院後の治療の継続が難
しいという問題点が明らかとなった。

3）患者は1日3食摂る必要性は理解されているが、
今後数十年は1日2食という現在のライフスタイ
ルを変えることができないとの申し出があった
ことを主治医へ相談した。原則1日3食をベース
にインスリン調整を行うべきだが、入院中のみ1
日3食にあわせて血糖コントロールを行っても、
退院後は時間的なズレが生じてしまい、結局コ
ントロールがうまくいかなくなる可能性が高い
ため、1日2食での治療を検討することとなった。
その後、医師、コメディカルと共にカンファレ
ンスを行った。

実際、患者のライフスタイルは12時と23時の1日
2食であり、食事の間隔は約11時間であった。そこ
で、食事間隔を同じ11時間として食品衛生上可能
な範囲で1日2回の食事を提供できるよう、次のよ
うな治療プランへ変更することとなった。
①食事1日総量は1800Kcal とし、朝食800 Kcal、

夕食1000 Kcal に設定。時間は普段の生活により
近いスケジュールにするため、9時と20時に提
供する。

②インスリンは、超速効型：持効型がほぼ1：1で良
好なコントロールが得られているため、ヒューマ
ログミックス50（朝18、夕14）の2回注射を開始。

③血糖測定は朝夕食前後に加え、15時に低血糖有
無の確認のため行う。

以上の治療プランを実施した結果、良好な血糖コン
トロールが得られ退院となった。（図2）

また、退院後もインスリンおよび SMBG を継続さ
れ、血糖コントロールが持続的に改善している。

（図3）

治療プラン② 
 インスリンは前回入院時、超速効型：持効型 
 がほぼ1：1で良好なコントロールが得られて 
 いたため、ヒューマログミックス50（朝18・夕 
 14）を開始した。 
 
治療プラン③ 
 血糖測定は朝夕前後に加え、15時に低血糖 
 有無の確認のために行った。  

図３  退院後経過（45歳） 

図２ 入院中血糖ターゲス（退院前1週間） 
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【Ⅴ．考察】　糖尿病の食事療法を効果的に行うに
は、通常1日の指示エネルギー量を朝食・昼食・夕
食の3回の食事にほぼ均等に分割し、食後血糖値の
変動を少なくして著しい高血糖や低血糖を避けるこ
とが大切である。しかし近年、朝食の欠食に代表さ
れるような朝・昼・晩の規則的な食事をとらない、
いわゆる不規則な食事が、子どもを含めて目立つよ
うになってきた。朝食の欠食は朝食以外の1回の食
事摂取量が多くなり、過食につながる可能性もある
ことから肥満や生活習慣病の発症を助長すること、
午前中のエネルギー供給が不十分となり体調が悪く
なることなど問題点が多く指摘されている。また、
先行研究にて幼少時より朝食を摂らない成人は、ウ
エスト径や空腹時血糖値、空腹時インスリン、
LDL-C などがいずれも高値であることが明らかと
なっているため、1日3回規則正しい食事の必要性
は患者指導に欠かせないことである。
谷澤らは、糖尿病は多様であり、病態と生活環境は
個々それぞれに異なる。患者が自己管理の質を維持
し継続するためには、認識を変えることによる行動
修正が望まれる。一方、患者が現実を受容し、その
条件下で自己管理を実行する心のケアを重視しなけ
ればならない2）と述べている。食事療法は糖尿病
治療の基本であるが、ストレスが多く忙しい毎日を
余儀なくされる現代社会においては食習慣をかえる
ことは簡単ではない。おしきせの画一的な食事指導
ではなく、患者1人ひとりのライフスタイルや価値
観に見合った食事療法の指導こそが重要といえる。
ただし、2回食による食後高血糖や高インスリン血
症をはじめとした様々な問題も存在するため、主治

医と共に患者の背景や Risk － Benefit Balance を
慎重に検討することが必要である。

今回、患者のライフスタイルに合わせた1日2回食
の実施においては病院のシステム上の問題点も次の
ように挙げられた。
①衛生管理面（食品衛生法）からみた食品の保存可

能時間は2時間までであり、日常生活との食事時
間のすり合わせを試みても、完全に一致した時
間帯に提供することは困難である。

②入院時食事療養費の算定について
1日3食（朝・昼・夕）を限度に、実際に提供した
食数に応じて入院時食事療養費を算定できる。す
なわち、通常1日1,800Kcal の3回食を2回に分
けて提供したとしても、算定は2回食分のみであ
る。

以上の問題点から、多くの患者に適応できる試みと
は考えにくいが、3回食の必要性や重要性を繰り返
し説明しても理解が得られない場合は今回実施した
2回食とそれに合わせた薬剤調整も、次の選択肢と
して考えておくことは有用ではないかと思われる。
糖尿病の治療で最も大切なことは治療を中断しない
ことである。食習慣をかえること、そしてそれを継
続することは難しいものであるが、長期的な視野に
立って療養指導を行うことが必要である。

考察1  
-食事回数（特に朝食欠食）の現状について - 

朝食の欠食に代表されるような、朝・昼・晩の規則
的な食事をとらない、いわゆる不規則な食事が、
子どもを含めて近年目立つようになってきた。 
幼少時より朝食を摂らない成人は、ウエスト径や
空腹時血糖値、空腹時インスリン、LDL-Cなどが

いずれも高値であることが明らかとなっているた
め、1日３回の規則正しい食事指導は欠かせない。 
しかし、食習慣をかえることは容易でなく、個人の
ライフスタイルや価値観に見合った指導が重要。 
 

考察２  
- 2回食のシステム上の問題点 - 

① 衛生管理面（食品衛生法）からみた、保存可能時 
   間は2時間まで 
 
 
② 入院時食事療養費の算定について 
  1日3食（朝、昼、夕）を限度に、実際に提供した食 
  数に応じて入院時食事療養費を算定できる 
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【Ⅵ．結論】糖尿病の治療は患者の日常生活そのも
のであり、処方は医師により行われるが、治療の実
施は患者の自己管理により行われるため、ライフス
タイルを考慮した指導が重要である。糖尿病患者の
中には、社会的理由などから1日3食を規則正しく
摂取できない者も多い。今回実施した2回食とそれ
にあわせた薬剤調整では多職種の専門性を活かし、
連携と協力のもと療養指導に関わることの必要性を
実感できた。多職種で治療に関わり患者のライフス

タイルに沿った治療を実践することは、患者の QOL
を高め自己管理の定着に有効であると思われる。

引用・参考文献

1）2）糖尿病療養指導ガイドブック2011　糖尿病療
養指導士の学習目標と課題
日本糖尿病療養指導士認定機構　2011年11月30
日発行系統看護

3）学講座　専門10　成人看護学6　医学書院　
2003年2月1日発行

 
 
ご清聴ありがとうございました。 

結論 

糖尿病の治療は患者の日常生活そのものであり、
処方は医師により行われるが、治療の実施は患者
の自己管理により行われるため、患者のライフスタ
イルを考慮した指導が重要である。 
多職種で治療に関わり患者のライフスタイルに
沿った治療を実践することは、患者のQOLを高め
自己管理の定着に有効であると思われる。 
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リハビリと病棟との連携
～リハビリカンファレンスの定着を目指して～
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共同研究者 岳下　みつ代、豊増　尚子、冨澤　京代、出口　ミユキ

【はじめに】入院中のリハビリ患者の多くは高齢で
複数の疾患を有しています。しかし、病棟看護師は
患者のリハビリ状況を十分把握できておらず、PT
との情報交換もあまり行われていないため、病棟に

おいての患者の ADL 拡大がスムーズに行われてい
ませんでした。そこで、自立に向けた統一した援助
を行うため、PT と病棟看護師との合同カンファレ
ンス（以下リハビリカンファレンス）の必要性を感

 リハビリ患者の多くが複数の疾患を 

 有する高齢者  

 

 患者のＡＤＬ・リハビリ状況を十分把握 

 できていない 

 

 PTと病棟看護師とのカンファレンスの 

 必要性 

平戸市立生月病院  

看護師 ○神田亜矢子 冨澤京代 出口ミユキ  

     岳下みつ代 豊増尚子 
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