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はじめに

前回は，小児糖尿病とはどのような病気か，とくに１型糖

尿病の診断と治療を中心にお話しさせていただいた．今回は

主に，実際に患者指導を行ううえで，看護サイドに必要な心

構えおよび具体的な指導方法についてふれてみたい．

患者が糖尿病と上手につきあうためには，｢病気を受容で

きるかどうか｣が大切なポイントである．

患者が病気を受容するとは，どういうことなのか．小児イ

ンスリン治療研究会（代表･北里大学小児科松浦信夫）に登録

された15歳未満発症１型糖尿病患者594名中，HbA1c値が

10％を超える患者65名とHbA1c値７％未満の患者63名に病

気の受容に関するアンケート調査を実施した．結果は表１の

ように，コントロール不良群で糖尿病治療による負担度が大

きく，言い換えれば，｢病気を受容できていない｣ことがわか

る．

ちなみに，｢病気を受容した状態｣を個人的に以下のように

まとめてみた．

①病気のある生活がほとんど苦にならない．毎日の注射や血

糖測定が生活の一部であり，そのことが生活に大きな支障

をきたすことはない．

②病気のために，将来の夢あるいは進路が制限されていない．
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糖尿病看護

つまり，病気のせいで自分の人生が台なしになったと考え

ていない．

③病気が原因の家庭内トラブルがない．母親だけが一生懸命

で，父親の協力が得られなければ，夫婦間に不協和音が生

じる．家族全員が協力している．

＊

看護スタッフの役目は，患者が病気を受容する過程を支援

することにあり，患者指導も最終的には，患児が病気を受容

することが目標である．指導するうえでの原則を表２に示し

た．

8％ 40％ 52％

64％ 32％ 4%

全くない
ほとんどない ときどき よくある

いつもある

HbA1c＞10%

HbA1c＜ 7%

質問　糖尿病の治療がいやだと感じることがありますか．

表１　患者へのアンケート
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子どもは大人に比べ，新しいことへの適応力があるため，

｢毎日注射なんて，かわいそうに｣などと過剰な心配の必要は

ない．

しかし，病気になったことで自信をなくしている場合は，

何かをなしとげたとき（初めて注射ができたとか，低血糖が

わかるようになったとか），たくさんほめることが大切である．

また，常に血糖管理上の目標（来月はHbA1c値を0.5％下げ

よう，など）をもつことも重要である．

初発時の糖尿病教育は，その後の血糖管理に大きな影響を

与えるため，慎重な対応が必要になる．病気に関しては事実

を正しく伝えることで患児との間に信頼関係が生まれる．

ときに，親や医師には言えない悩みを相談できる相手にな

ることも重要である．とくに血糖コントロール不良な患児に

は，病気の悩みや学校，家庭でのトラブルを，｢本音で｣話せ

る相手が必要になるため，看護スタッフの存在が重要である．

良好な血糖コントロールは自分のためであり，何でも自分

自身でできるようになることが糖尿病の子どもにとっての最

終目標である．

illustration：増田 康夫

①年齢にあった指導法を考える
思春期の子どもに対して幼児と同じような接し方はしない

②子どもだからと下に見ない
子どもはいろいろなことをよく観察している．看護側の態度
を敏感に感じ取る

③余計な同情から甘やかしてはいけない
不憫に思われることで，患児自身も自分をかわいそうな子ど
もと考えるようになる

④子どもの意見をきちんと聞く
親との間だけで病気に関連することを決定してはいけない．
自分の意見が言える年齢であれば，子どもの考えをきちんと
聞く

①親の不安を受け止める
親の精神状態が安定していないと，子どもの良好な血糖管理
はできない．親の悩みや愚痴を時間をかけて聞く

②親の性格にあわせた指導をする
心配性の親には，不安をかきたてるような言動はしない．反
対に病気の重大さを理解できない親には，少しきびしく指導
する

③過保護にならないようアドバイスする
子どものできることは子どもにさせ，親は我慢して手を出さ
ないようにする

④いつも子どもの将来を考える
自立した社会人として生きるためには，いま，親がどのよう
に子どもと向き合うべきかのサジェスチョンをする

子ども 親

表２　患者指導の原則

患者指導の実際
――子ども編
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次に年齢に応じた指導目標と指導方法を示すが，あくまで

も目安であり，子どもの成長にあわせ，たとえできなくても

強制しないように心がけたい．

1 ◆幼児期

①３歳になれば，血糖測定や自己注射に必要な道具を自分で

用意したり，アルコール綿で消毒できる．

〈ポイント〉

血糖測定やインスリン注射は絶対に必要であることを繰り

返し教える．

②低血糖の自覚は困難なため，低血糖時には，いま現れてい

る症状が低血糖であることを子どもに確認しながら繰り返

し伝える．

〈ポイント〉

低血糖時に糖分を摂取するが，甘い物を食べたいために故

意に低血糖を装うことがあるため，必ず血糖を測定する．

③指導には，かわいい絵本（表３）や，手づくり紙芝居などを

利用したり，サマーキャンプのビデオを見せる．

〈ポイント〉

痛いこと，大変なことも，笑顔で明るく話す．

糖尿病看護

① 子どもの糖尿病なんでも相談 内潟安子監訳 医歯薬出版 2000円　

② わたし糖尿病なの 南昌江，南加都子 医歯薬出版 1890円

③ ぼく糖尿病なの？ 油屋順子 オリオン出版 2200円

④ 知ってる？ 子どもの糖尿病 上村悦子 径書房 2100円

⑤ 小児糖尿病治療と生活 佐々木望編著 診断と治療社 3914円

⑥ インスリンはともだち 日本糖尿病協会 医歯薬出版 1800円

⑦ 小児糖尿病の子どもたち 三木裕子編 大月書店 1890円

書　名 著者･訳者 出版社 価　格

注）低学年向け：③．高学年以上向け：②，⑥，⑦．親向け：①，④，⑤

表３　小児１型糖尿病患者指導に使用できる本
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2 ◆学童期

①自分でインスリン注射も血糖測定もする．

〈ポイント〉

学校の宿泊訓練などに参加するには，自分で注射すること

が絶対必要なことを説明する．

②低血糖を自覚し，自分で対処する．

〈ポイント〉

症状が出現したら，どんな場所でも我慢せず，すぐに対処

する．常に糖分豊富な食べ物，糖尿病カードを携帯するこ

とを指導する．

③食事に関しては，血糖値を上げる食品とそうでない食品が

理解でき，簡単なカロリー計算ができる．

〈ポイント〉

お腹が空いた状態を我慢していないかの確認をする．

④精神的に病気と正面から向き合い，病気から逃げようとし

ない．

〈ポイント〉

サマーキャンプなどに１人で参加することで，社会から孤

立することなく少しずつ自信を取りもどす．

3 ◆思春期以後

①自己注射，自己血糖測定など，すべての手技を自立して

（親に言われなくても）行える．

〈ポイント〉

慣れると注射方法などの手技がいい加減になる場合がある

ので，定期的にチェックする．

②生活にあわせて，インスリン量や食事量の調節をする．

〈ポイント〉

適切な変更方法を教える．

③将来の就職や結婚に対して大きな不安を抱いていない．

〈ポイント〉

１型糖尿病で，社会で活躍している患者の本やビデオを紹

介し，安心してもらう．

4 ◆血糖管理の不良なとき

①血糖値が高いことを患児自身のせい（注射の打ち忘れ，食

べ過ぎなど）にして子どもを責めない．

②なぜ血糖値が下がらないかを患児と一緒に考える．

③なんらかの心理社会的な問題を抱えていないか，時間をか

けて患児と話をする．

まず，わが子が病気になったときの親の気持ちを理解する

努力をすることから始まる．そして，親自身がわが子の病気

を受容できるように，支援する必要がある．

親は子どもの病気を自分のせいと考え，責任を感じ自分を

責める傾向にあるため，病気のマイナス面にばかり目を向け

ず，プラス思考を指導する必要がある．

たとえば，｢わが子が病気になったおかげで――｣

・規則正しい生活ができるようになった．

・バランスのとれた健康的な食生活になった．

・運動する機会が増えた．

・人のやさしさ，思いやりにふれられた．

などが考えられる．最終的には，子どもの自立を第一に考

え，親とともに悩みながら指導する．

自己注射，血糖測定の指導

患者指導の前に必ず，すべての手技を実践しておく．痛み

はどのくらいのものか，どのように注射すれば痛くないか，

指導する側が事前のチェックをしておく必要がある．

また，子どもに針を刺す前に，できれば親にも針を刺して

痛みを実感してもらう．とくに，小さな子どもの場合には，

痛みはさほどでないことを親がわかっていると，子どもへの

注射もしやすくなる．

患者指導の実際
――親編
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糖尿病看護

の仲間に出会うチャンスは少ない．自分だけではないとい

う安心感を得ることができ，心の支えができる．

②看護スタッフの仕事

主なものは自己注射，血糖測定の指導，低血糖の処置など

である．しかし，思春期以後の患児は日常生活のなかでさま

ざまな悩みを抱えていることが多い．長い時間ともに生活す

ることで信頼感が生まれ，患児が悩みを話すようになって，

解決の糸口がみつかる．

2 ◆患者会

全国にたくさんの会があるが，運営は患児の親が中心にな

って行われている．筆者が副代表をしている１型糖尿病患者

家族の会｢つぼみの会｣は東京にあり，会員数約450名である．

多くの看護婦（士），栄養士，医師がボランティアとして参加

している．年に数回の講演会や懇親会を行うだけでなく，事

務局では発病したばかりのお子さんの両親の相談に乗った

り，悩みを聞いたりする．

体験者の話を聞くことは，病気の子どもをもつ親にとって

大きな心の支えとなる．また，毎月，日本糖尿病協会発行の

会報誌『さかえ』を発送し，情報提供にも努めている．

まとめ

一方通行の患者指導は，効果がないだけでなく，ときには

弊害になる．患児とその親には一人ひとりにそれぞれの生活

があり，オーダーメイドの指導をしていく必要がある．

小児期に発病し，すでに社会人になっている男性から，初

めて入院したときに病棟の看護婦さんが教育用につくってく

れた紙芝居をいまも大切にしていて，つらいことがあるとそ

れを見ながら子ども時代を思い出すという話を聞いた．

子どもとその親が最初に出会った看護スタッフからもらっ

た｢やさしさ｣は，何ものにも代えがたい宝物になるであろう．

患者支援のためのボランティア活動

糖尿病のサマーキャンプや患者会の運営にかかわること

で，患者の生活がより理解できるようになり，患者指導に非

常に役に立つ．

1 ◆糖尿病サマーキャンプ

筆者が毎年参加しているキャンプは，1963年に日本で初め

て丸山博医師によって始められたものである．表４に７泊８

日のキャンプのスケジュールを示した．参加者は小学校１年

生から高校３年生までの約50名の１型糖尿病患児である．実

は，筆者自身もこのキャンプを25年前に卒業した．

①サマーキャンプの目的

・自己注射など技術の習得．とくに乳幼児期に発症した患児

はキャンプ中に自己注射を覚える．

・糖尿病に関する知識の習得．年齢にあった勉強会を開き，

自分の病気の理解を深める．

・いろいろな生活体験．山登りや海水浴など，さまざまな状

況下の血糖の変化を知り，補食のとり方を学ぶ．

・心の安定をはかる．発症頻度の低い疾患のため，同じ病気

１日目 往路　　自己紹介

２日目 山登り

３日目 講義（糖尿病のこと，栄養のこと）

４日目 調理実習

５日目 海水浴

６日目 運動会，きもだめし

７日目 感想文書き，キャンプファイア

８日目 復路

表４　サマーキャンプの日程表


