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今回は、教育入院や糖尿病治療チームの取組み内容について、ご紹介させていただきます。 

 

 

 

 

当院の糖尿病教育入院では、医師(内科・眼科・歯科口腔外科)・ 

看護師・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・臨床 

心理士・歯科衛生士からなる糖尿病治療チームで患者さんをサポート 

します。 

当院の糖尿病教育入院は 2週間が基本です。ただし、患者さんに 

合わせて入院期間の調整は可能です。 

入院後は患者さんにあわせた食事療法・血糖測定・講義形式での 

糖尿病教育を行います。また、インスリン分泌能や合併症の検査を行 

い、今後の治療方針を検討していきます。 

 

 

 

 

  

 

 

など、糖尿病でお困りの患者さんをご紹介ください。 

                               

                                          各々に応じて血糖コントロール、糖尿病教育に 

ついて治療計画を立てます。 

  月曜・木曜の内科新患外来にご紹介ください。 

教育入院のみのご紹介も可能であり、基本的に 

教育入院終了後はかかりつけの先生に引き続き 

ご加療の継続をお願いしています。 

血糖でお困りの場合は、何でもご相談ください。 

糖尿病教育入院について（内科より） 

近藤 容子 (こんどう ようこ）  ※写真左 

内科医師 

【今回の担当医師】 

   

永尾 優子 (ながお ゆうこ）   ※写真右 

内科副部長 

 糖尿病と診断された患者さん 

 血糖コントロール不良が続いている患者さん 

 合併症の精査が必要な患者さん 

 治療意欲が高く糖尿病について学びたい患者さん 

 病識が乏しく、外来での指導が困難な患者さん 

 治療の再検討をしたい患者さん   

糖 尿 病 教 室 

※入院費用は一般的に 10～15 万円(+食事や病衣などの実費)かかりますが、限度額適用認定証を事前に申請することにより、1 万 5 千円

～8万円(+実費)に抑えられる可能性があります。所得に応じて自己負担額が決まるため所得によっては限度に達しない場合もありますが、当院

では事前に申請して入院時にご持参いただいています。(医事課より) 

 

 



 

 地域ともっとクロス！する山口赤十字病院 

 

あお し ら せ  

10月 22日（日）に当院で開催するイベント“やまぐち赤十字フェスタ 2017”の中で『食事療法』に関するセミナーを開催します。 

ご関心のある患者さんがいらっしゃいましたら、ご周知いただけると幸せます。 

 

。 

       
● 看護師（南病棟 6階） 

当院では年間約 100人の糖尿病教育入院患者さんを受け入れています。 

糖尿病の知識を習得していただく DVD 視聴や糖尿病教室での集団指導参加、

またスタッフがベッドサイドに行き個別に生活指導も行っています。毎週木曜日には

他職種を交えたカンファレンスを行い、患者さんの個別性にあった療養生活が送れ

るようスタッフ間で情報共有を行っています。当院には山口県 

糖尿病療養指導士の資格を有するスタッフが 10名在籍し 

ており、教育入院の質の維持に努めています。 

● 管理栄養士 

糖尿病は食事療法が最も経済的負担が少なく、効果が期待できる治療方法

です。入院・外来ともに管理栄養士による個別栄養指導を実施しており、患者 

さんそれぞれの病態や家庭環境に配慮した食事計画を一緒に考えてまいります。 

また、2週間の糖尿病教室では、食事療法の講義を 4回設け、バランスのいい 

血糖を上げにくい食事のとり方を学びます。ご家族も自由に参加いただける、 

糖尿病食を試食するプログラムも用意しています。 

● 臨床検査技師 

検査データーは、今の体の状態を反映しています。糖尿病治療を

行うためには、体の状態を知る事が大切です。糖尿病教室では、 

血糖、尿糖、HbA1cなどの糖尿病関連検査の紹介と、それらの 

データーの見方をわかりやすく説明しています。 

 

 

● 理学療法士 

｢運動療法｣は理学療法士が担当し、｢理論と実施｣、｢レジスタンス 

トレーニング｣というテーマで２コマの講義を行なっています。｢理論と実施｣ 

では、有酸素運動について解説を行い、種類や運動強度、頻度について 

指導しています。｢レジスタンストレーニング｣は認知度が低いため、具体的な 

トレーニング方法や効果を提示し、指導しています。 

また、運動療法が長続きするよう｢継続するコツ｣について、 

経験や知見による話を交えて講義をしています。 

● 臨床心理士 

自己管理に関する心理的サポートを行います。心理教育では、患者さんに治療への 

抵抗を自覚していただき、一緒に心の準備状態にあった課題や対処法を考えます。 

治療に対する抵抗や不安の強い患者さんには 

個人面接を行い、共に治療への取り組みを困難に 

している背景（環境要因、否定的感情、思い込み、 

行動パターンなど）を整理したり、一歩ずつ取り組める 

ことを見つけるなどして、治療意欲の維持をサポートします。 

 

● 薬剤師 

当院では薬剤師が病棟に常駐しており、インスリン自己注射や血糖自己測定

手技の指導を行っております。その際、個々の患者さんの身体能力や理解力に 

合わせた指導を行うよう心掛けています。また、各々の患者さんのライフスタイルに 

適応できるよう注射回数や服用回数の検討を主治医と共に行っています。                           

薬剤師は｢薬物療法｣の講義を担当させていただいています。 

学会や勉強会に積極的に参加し最新の情報を講義内容に 

盛り込めるよう努力しています。 

 歯科衛生士 

歯周病は、糖尿病の合併症の一つであり、慢性炎症である歯周病の 

存在が糖尿病の発症と増悪に影響するといわれています。歯周病の治療 

には、歯科医院でのプロフェッショナルケアとご家庭でのセルフケアが重要です。 

               そこで、糖尿病教室ではかかりつけ歯科医を持ち、 

口腔ケアを継続的に実施していくことを目的に、 

糖尿病と歯周病の相関性、ホームケアの方法に 

ついてご説明し、口腔環境を整えるエクササイズなども 

楽しくお伝えしています。 

 

多職種のチームで、患者さんに合わせた治療を行っています。 

 看護師（糖尿病療養指導士） 

内科外来では、糖尿病療養指導士による療養相談や、フットケア研修を 

終了した看護師によるフットケア、医師・管理栄養士とともに糖尿病透析予防 

指導を個別で行っています。患者さん自身が 

糖尿病とうまく付き合いながら、自分らしく 

日常生活が送れるようにセルフマネジメント 

の支援を行います。月～金曜日、お一人 

30～60分程度で完全予約制と 

なっています。 
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糖尿病教室日程 

 

入院診療計画書 

 １３：４５－１４：３０ １４：３０－１５：００ 

第 

１ 

週 

水 食品交換表の使い方 管理栄養士 糖尿病とは 糖尿病内科医師 

木 自己血糖測定・低血糖 内科看護師 合併症①  網膜症 視能訓練士 

金 シックデイ 〃 運動療法①  理論と実施 理学療法士 

月 栄養バランスのとり方 管理栄養士 薬物療法（内服） 薬剤師 

火 糖尿病と心 臨床心理士 

第 

２ 

週 

水 日常生活の注意 内科看護師 
合併症② 

神経症・腎臓障害・動脈硬化 
糖尿病内科医師 

木 
フットケア・災害時の準備と対応 

療養相談室のご案内 
〃 

検査の紹介 

コントロールの目標 
臨床検査技師 

金 試食会（※11:00-12:00） 管理栄養士 口腔ケア（※13:45-14:30） 歯科衛生士 

月 薬物療法（インスリン）およびインスリン注射 薬剤師 

火 
外食のとり方（調理のポイント） 

外泊時の食事チェック 
管理栄養士 

運動療法② 

レジスタンストレーニング 
理学療法士 

【発行元】  綜合病院 山口赤十字病院 地域医療連携室    

 〒753-8519 山口市八幡馬場 53-1 Tel 083-923-0390 Fax 083-923-0391  http://www.yamaguchi-redcross.jp/ 

平日は毎日開催しています!! 

栄養指導１：本人のみ 栄養指導２：家で食事を作る方と一緒に受けて下さい

低血糖の対処法がわかる

入院前の生活について見

直し、問題点を認識でき

る

<必要時>

SMBG（血

糖自己測

定）の手技

の獲得ができ

る

<必要時>

インスリン自

己注射手技

の獲得ができ

る

日常生活の

注意点、シッ

クデイの知識

を習得できる

食事指示

量、目標体

重、血糖値

の目標値が

分かる

運動療法が

習得できる

教育

チェックリ

ストの項

目が全て

○になる

退院指導

入院後薬物療法が始まった方には砂糖またはブドウ糖を購入していただくよう説明します。

低血糖の症状

対処法指導

（薬物療法患者のみ）

経過

目標

説明

食事
食事は（　　　　　　）kcal　　　（塩分　　　ｇ・蛋白　　　ｇ）

治療食で血糖の変化を見て行きますので、間食はしないでください

11日目

前日に検査の説明があります

5日目4日目3日目2日目入院1日目 10日目

その他

清潔

排泄

処方

安静度

処置

注射

指導

検査

運動療法指導

運動コース説明

低血糖

チェック
運動療法チェック

シックデイ

チェック

家族

指導

日常

生活

チェック

インスリン注射（有　・　無）：注射前に血糖自己測定を行います。血糖自己測定・インスリン注射の手技はご自分でできるように指導します

医師の指示によります

入浴できます

トイレへ行けます

内服薬（有　・　無）

頸動脈エコー予約

足関節上腕血圧比予

約

採血　・　検便　・　眼科

受診

１日血糖検査

２４時間（１日）蓄尿

DVDを視聴します（月～金10：00～11：00）南病棟6階面会室。　糖尿病教室を開いています（月～金　１３：４５～１５：００）南病棟７階栄養課前。

運動療法について先生の許可の出た方は、指導を受けた後開始してください。　　目標体重：（　　　　　）㎏

＜運動の種類＞：有酸素運動（　歩行　　・　その他　　　　　　　　　　）、　レジスタンストレーニング　、体操　・　ストレッチ

＜運動を開始する時間帯＞：　いつ（　9：00～9：30　・　13：00～13：30　）

＜運動を続ける時間＞：（　　　　　　　　　　）分間です。　    　＜万歩計＞：１日（　　　　　　　　　　）歩です。　　＜服装＞運動に適した靴・服装の準備をしてください

＜記録＞毎日の運動量を時間や距離や歩数など、健康ノートに記入してください

入院中毎日起床後に排尿を済ませてから、体重・血圧測定をご自分で行って頂き、健康ノートに記入してください。　　第２土日で試験外泊します。

9日目8日目7日目6日目 15日目14日目13日目12日目

運動療法で外出されるときの携行品

・糖尿病手帳

・砂糖、またはブドウ糖（薬物療法の方）

・携帯電話（あれば）


