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糖尿病は生涯にわたり治療を続けていかなければならない

慢性疾患であり，食事療法，運動療法，薬物療法など多岐に

わたる治療が行われる．治療を継続させるには，合併症を出

させないことが重要で，患者の厳密な自己管理が必要となる．

毎日の生活のなかでこの治療の継続性を保つためには，外来

通院が重要な治療の場となる．

当院の外来は糖尿病専門外来であり，その特徴としては，

次の３点があげられる．

①糖尿病専門外来は患者の社会生活，日常生活に最も近く，

糖尿病の治療をすぐに展開できる場所である．社会と医療

の接点であり，医療のかかわりが患者の予後や自己管理，

社会生活にも大きな影響を与える．

②糖尿病に関する専門的知識や技術を提供する教育の場であ

る．それは，知識･技術の提供だけでなく，患者一人ひと

りの生活にあわせた計画をともに考え，実践の結果をその

場ですぐに評価し，修正しながら患者にあった治療方法を

検討していける．

③治療を継続していくには，長期にわたる精神的な負担も大

きい．したがって糖尿病専門外来は，治療と並行して精神

的なサポートを行い，患者の価値観や生活の質を患者とと

もに守っていく共同体，すなわちチームである．

糖尿病は自覚症状がないことが多く，そのことが治療の意

義づけや継続治療を難しくさせている．それゆえに，外来で

行われる患者教育が重要であり，外来通院，つまり生涯をと

おしての継続治療が必要なのである．

1 ◆糖尿病専門外来のシステム

当院の糖尿病専門外来には，１日約150名の患者が通院し

ている．年間の新患患者は900名前後である．スタッフは，

医師：午前中４～５人･午後３～４人，栄養士１～２人，看護

婦３人，クラーク６人の体制である．

図１にそのシステムを示す．内科から独立していること，

専門医が常時診療にあたっていること，クラークが複数いる

ため看護婦は本来の仕事に専念できること，などが特徴であ

る．外来は本来，煩雑な事務量が多く，看護婦がその処理に

忙殺されてしまうのだが，ここでは十分な人数のクラークが

いるので，そういう問題は解決されている．

また，ここでの看護婦の業務内容は表１に示すように，新

患患者指導，コントロール不良患者指導，教育入院退院後の

フォロー，インスリン指導，血糖自己測定指導，フットケア，

電話相談などである．患者情報収集のための用紙を表２，３，
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４（p.84，85参照）に示す．

このように，外来看護婦の業務は幅広く，どれも大切だが，

たとえばコントロール不良患者への指導を例にとってみよ

う．外来診察のなかで，通院患者全員に声をかけることは看

護婦の人員問題などから難しいので，データ不良，合併症の

進行状況などをもとに患者を抽出している．コントロール不

良の患者は１日15名前後であるが，その全員について，食事

療法がうまく行われていないといえる．

その原因としては，勤務時間が長い，外食中心，出張が多

い，三交替勤務，家族の看病，運動療法しか行っていない，

過食症，食事療法からの逃避，糖尿病の受け入れができない

など，さまざまな理由があげられている．

2 ◆看護婦の面談が継続看護のカギ

診察面接後に行う看護婦による患者との面談は，治療の継

続を支えるうえで重要である．何度も面接を繰り返している

人や，他の指導をとおして信頼関係のできあがっている人と

の面接では，いきなり問題の核心に入っても（たとえば，コ

ントロール不良の原因を聞き始めるなど）とくに支障はない．

しかし，初対面の患者の場合は，患者心理を十分に配慮し

て，患者の気持ちや状況を確認するような話から始めていく

ことが必要である．

患者自身が自分の思いや考えを話し始めるには，医療者へ

の信頼がなければ成立しない．ときには，糖尿病への拒否感

や，思うように血糖が下がらないことへの不満感や自己批判

への怒りなどから，会話が全く成立しない場合もある．

そのような場合，むりに話をしようとしても，さらに拒否

感を増し，患者との関係を悪化させることになりかねない．

次回の診察まで待ち，再度声をかけて話をしてみる，といっ

た｢つなぎ｣が治療を継続させ，患者の治療意欲を高めること

にもなる．

大切なことは，私たち医療者は，正しい知識・技術を提供

するだけでなく，専門的な知識を活用しながら患者が生活の

なかで治療を負担なく続けていけるような，よき援助者とな

ることである．そのためには，患者とのよりよい信頼関係が

不可欠で，それなくしては患者のニーズにあった指導･教育

は難しいことになる．

次に，面接を重ねることで患者の意欲がみられるようにな

った事例をとおして，外来での患者教育について考えてみた

い．

表１　外来看護婦の業務内容

図１　糖尿病専門外来システム

糖尿病外来（予約制）�

総合内科� 医師� 栄養士�

看護婦�

基礎講習� 外来教室（４回コース）�

教育入院（２週間）�

①新患患者指導
初めて糖尿病と診断された患者，または以前から糖尿病と診断
され，当院に初めて来院した患者に，糖尿病の病態，治療など
基礎的なことを説明している．糖尿病と診断されて，精神的に
ショックを受けている人も多く，精神的フォローも行う

②コントロール不良患者指導
HbA1c8％以上の患者を診察前日にピックアップして，診察後
に面接を行っている．

③教育入院退院後のフォロー
退院1，3，6か月後のフォローを行う．入院時に患者が計画し
た内容が退院後の生活のなかで実践可能であったか，患者と一
緒に振り返り，できなかった計画は患者とともに修正していく．

④インスリン指導
外来導入のインスリン指導から，インスリンの量，種類，器具
の変更･故障など，インスリンに関する指導のすべてを行う．外
来インスリン導入の場合は，安全のために，電話で連絡をとり
あいながら行っている．

⑤血糖自己測定指導
各機種の使い方や故障などのトラブルへの対応，血糖値の見方，
血糖値とインスリンとの関係など，患者の自己管理に必要な問
題の説明．

⑥フットケア
糖尿病足病変，足の手入れに関する教育，胼胝（たこ），爪白癬，
鶏眼（うおのめ）などの処置

⑦電話相談
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1 ◆当院受診までの経過

患　者：Oさん，48歳，男性，身長167cm，体重64.9kg．

18年前に高血糖を指摘され，飲酒制限，節食を勧められる

が治療放置で経過する．９年前に検診で糖尿病を診断され，

他院で１週間の教育入院を受け，一時的に血糖コントロール

が改善するが，徐々に悪化していく．1998年６月に会社の関

係で当院通院を希望して受診となる．

〈初診時のデータ〉

検査結果：HbA1c9.6％，血糖200mg/dl，中性脂肪236mg/dl，

コレステロール177mg．

合併症：なし

生活状況：妻と娘，息子２人との５人家族，妻は夫の治療に

協力的であるが，子どもの世話などで外来教室（外来で行

っている糖尿病の講習会）への参加は難しい．

糖尿病看護

食　事：アルコール１回４合，２回/週．他院で指示エネル

ギー2100kcalの指導を受けたが，実際には2400kcalはとっ

ていた．

仕　事：会社員

価値観：1番目は家族関係，次には健康な身体，３番目は友

人とのつきあい，４番目は仕事．

１日の流れ：６時起床，６時30分 朝食，８時45分 出勤，10

時外出（営業活動），12時 営業先で昼食，16時 帰社，19時

退社，23時帰宅，24時就寝

治療方針：メルビン750mg（１日３回）

2 ◆１回目の面接（初診時）

外来受診時に看護婦による個人面接を行う．

Oさんの言動：「運動はよくやるんだけどねえ，食事はむり

だね……」と，かなりなげやりな態度．

アセスメントの結果：Oさんの糖尿病の知識がどの程度ある

かはっきりしないが，自己流の考え方もあり，不十分な部

事 例 …… 2

◆価値観　1～３位まで�

（　）仕事や勉強　        （　）家族関係　             （　）健康な身体　�

（　）趣味やスポーツ　  （　）友人との付き合い　 （　）地位や名誉　�

（　）異性との付き合い  （　）収入や財産         　 （　）社会への貢献 

No. １� （　　年　　月　　付）�

家族構成　　�

�

体重�
･20歳ころ：　　kg�
･max：　　　　 kg�
（　　　歳ころ）�

◆家族歴�
･DM：�
･CVA：�
･MI：  �
�

◆既往歴�
･　年：�
･　年：�
･　年：�

◆生活パターン�

�

◆糖尿病について知りたいこと・心配事など�

表２　糖尿病外来専用の情報用紙-A：一般共通

◆価値観　1～３位まで�

（　）仕事や勉強　        （　）家族関係　             （　）健康な身体　�

（　）趣味やスポーツ　  （　）友人との付き合い　 （　）地位や名誉　�

（　）異性との付き合い  （　）収入や財産         　 （　）社会への貢献 

No. １� （　　年　　月　　付）�

家族構成　　�

�

体重�
･20歳ころ：　　kg�
･max：　　　　 kg�
（　　　歳ころ）�

◆家族歴�
･DM：�
･CVA：�
･MI：  �
�

◆既往歴�
･　年：�
･　年：�
･　年：�

◆生活パターン�

�

◆糖尿病について知りたいこと・心配事など�

表２　糖尿病外来専用の情報用紙-A：一般共通

No. 2 活動：学生･仕事をしている者�
�

（　　年　　月　　付）�

�
［反応］□肯定的   □否定的：S）�
［キーパーソン］　□肯定的�
　　　　　　　　　□否定的：S）�

項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備　考�
�

１．仕事�
�

［内容］□営業　□肉体労働　□自営�
　　　　□デスクワーク　□その他（　）�
［時間］開始（　）時～終了（　）時�
［通勤手段］�
　　□車（　）分　□自転車（　）分�
　　□電車（　）分　　  □バイク（　）分�
　　□バス（　）分　　  □徒歩（　）分　�
　*駅～会社：（ 　）分�
�２．周囲へ�

　　の伝達�
�

３．つき�
　　あい�
�

４．食習慣�

５．糖尿病�
　　への�
　　認識�
�

□家族　□友人　　　□親戚�
□同僚　□会社の人　□誰にでも�

［頻度］□ない　□毎日　□ときどき�
［飲酒習慣］□飲まない�
　□飲む１）アルコール固執度�
　　　　　　□ない　　□ある：S）�
　　　　２）量：　　　３）頻度　日/週�
　　　　４）理由：□接客 □晩酌習慣 □好き�
�［食回数］1日：（　）食�
･朝食：□自宅　□外食　□社食　□なし�
･昼食：□自宅　□外食　□社食　□なし�
･夕食：□自宅　□外食　□社食　□なし�
［間食習慣］□なし    □あり�
 時間：（　）時ころ　内容：（　　     　）�
［調理者］□自分 □妻 □母 □嫁 □その他（　）�

表３　糖尿病外来専用の情報用紙-B
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分が多いのではないかと考えられた．飲酒についても，や

める必要性について納得できていないようであった．他院

で１週間入院の糖尿病講習を受けていたが，その効果もみ

られなかった．

看護問題：知識不足からくる飲酒，過食に伴う高血糖，自分

が糖尿病であることの認識不足，治療に対して拒否的考え

をもっている，自己管理がなかなか実践できない，などか

ら通院を中断する可能性が考えられる．

目標：次回の診察まで，自宅での飲酒をやめてみる．

3 ◆ 2回目の面接

（受診３回目．受診２回目では面接なし．前回の目標である

自宅での禁酒もできていないようであった）

検査データ：体重64.6kg，HbA1c9.0％，血糖211mg/dl，中

性脂肪294mg/dl，コレステロール200mg

Oさんの言動：｢何か話ですか？」｢（飲酒について）わかって

いるんですよ｣｢仕事をやっていると断れないことだってあ

るし，つきあいをしなければ，いろいろと支障も出てくる

でしょう｣と相変わらずなげやりな態度．

面接の状況：否定的な言動が目立ったが，話をもちかけてい

くうちに，自分自身が実行できないことへの罪悪感もある

などの話も聞かれた．しかし，これ以上食事療法や飲酒に

ついての話をしてもさらに患者の拒否感を増強させること

になると判断して，患者の感情を表出させることを中心に

進めることに変更した．

禁酒や食事療法への不満と医療者へのいらだちなどの話が

出ていた．仕事が忙しいからと，面接の途中で帰ろうとする

ので，「次に，また話を聞かせてください」と次回につなぐこ

とで面接を終了した．

4 ◆３回目の面接（受診５回目）

検査データ：体重65kg，HbA1c8.7％，血糖207mg/dl，中性

脂肪176mg/dl，コレステロール174mg

Oさんの言動：｢やっぱり禁酒は難しいな｣｢仕事が遅くなる

と外食が多くなるだろ，そうすると飲酒の機会も多くなる

しね，大変だよ｣｢家で飲む酒はやめてみたよ．これだけな

らやれそうかな｣

面接の状況：進んで自分の感情を表現して，何がつらいのか

もはっきり言語化できていた．初診時に比べ，看護婦へも

積極的に話をするようになり．次の段階に進むためのよい

関係もできつつあった．

血糖コントロール不良の原因が自分自身のなかにあること

をOさんも理解しているようなので，看護婦からの提案はと

くにせずに，Oさんができる実践内容を次回まで継続させる

illustration：増田 康夫

No. 3 活動：自宅中心の者�
�

（　　年　　月　　付）�

�
［反応］□肯定的   □否定的：S）�
［キーパーソン］　□肯定的�
　　　　　　　　　□否定的：S）�

項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備　考�
�

１．食習慣�
�
�

［［食回数］一日（　）食�
･朝食：□自宅　□外食　□出前　□なし�
･昼食：□自宅　□外食　□出前　□なし�
･夕食：□自宅　□外食　□出前　□なし�
［間食習慣］□なし�
　□あり…時間：（　）時ころ，不定  内容：（　）�
［調理者］□自分---味見習慣（ あり ･ なし ）�
　　　　　計量習慣（ あり ･ 一部 ･ なし ）�
　□その他（□妻　□母　□嫁　□娘）�

２．運動�
　　習慣�
�
�

３．飲酒�

４．ボディ�
　イメージ�
�
５．糖尿病�
　　への�
　　認識�
�

□なし…理由□面倒　□恥ずかしい　�
□腰痛がある　□その他（　）�
□あり…内容：（  ）継続時間：（  分）頻度：（  /週）�

［頻度］□ない　□毎日　□ときどき�
［飲酒習慣］□飲まない�
　□飲む１）アルコールへの固執度�
　　　　　　□ない　　□ある：S）�
　　　　２）量：　　　�
　　　　３）頻度　日/週�
　　　　４）理由：□接客 □晩酌習慣 □好き�
�
□やせたい：理想体重（　kg） �
□このままでいたい �
□とくに何も考えていない�

表４　糖尿病外来専用の情報用紙-C
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糖尿病看護

ことを目標とした．

Oさんに明らかによい徴候がみえはじめたので，検査デー

タが改善していることを評価して，以前と比べて何が違うの

かを質問したりして，さらに関心を高めるようにした．そし

て，知識習得のために外来教室を勧めた．

5 ◆４回目の面接（受診６回目）

検査データ：体重64kg，HbA1c８％，血糖200mg/dl，中性

脂肪170mg/dl，コレステロール177mg

Oさんの言動：｢やっぱり外食は難しいね．外食ではむりだ

けど，家では食べすぎないようにしているよ｣

面接の状況：検査データが改善していること，食事療法を自

分なりに実践できていることをOさんとともに評価してい

った．Oさんから｢いまの状況で続けていこうと思う｣とい

う言葉が聞かれた．これを次回につなげていくことが大切

である．

★

面接を繰り返していくなかで，Oさんの表情も和らぎ，感

情表出もスムーズにできるようになった．このようにして良

好なコミュニケーションがはかられるようになると，Oさん

自身のなかから治療を実践しようという意欲が出て，計画も

しっかり立てられていく．

この事例では，面接を継続して行っていくことで，患者の

意欲をもつ動機づけができたと思われる．状況によっては，

話を聞くだけで終わったり，カウンセリングになることも多

いが，継続した患者教育では，患者の状況にあわせて臨機応

変に対応を変えていくことが必要である．患者との信頼関係

も良好なコミュニケーションから始まっていく．指導だけに

走らないことが重要である．

最後に，面接を継続していくコツをまとめておく．

①治療計画を実践するのは患者自身である．本人がやる気に

ならなければ，医療者の一方的な計画の押しつけでは，長

期継続は難しい．患者の状況にあわせて対応する．

・患者に治療を実践する気持ちの準備ができていないとき

は，むりに計画を立てない．患者が何に悩んでいるのか，

どうしていきたいと思っているのか，考えを整理できる

ようにアプローチしていくことが肝要．

・データの改善はみられないが，努力している場合は，そ

の努力を認め，血糖コントロールがうまくいかない原因

を患者と一緒に考えていく．

②患者とのコミュニケーションを大切にして，話しやすい環

境を整える．

③継続フォローをするために，患者情報を管理して，次回に

情報を活用していく．

④家族，キーパーソンを巻き込みながら指導する．

⑤患者を指導しようと思わない．あくまでも患者の自主性を

尊重する．聞く姿勢，共感的態度をもつ．


