
（私は佐賀県伊万里有田共立病院の病棟に勤務して
いる黒髪美幸と申します。）本日は糖尿病行動変化
ステージを活用した事例ということでお話をさせて
いただきます。

患者の背景は、48歳男性、発症して15年の2型糖
尿病の患者です。家族構成は両親と妻と小学生の子
供2人の6人暮らしです。食事は妻が作っています。
身長173cm・体重84.5kg・BMI28.73やや肥満傾向
です。入院時の HbA1c11.5%・食前血糖372mg/dl
で高値でした。合併症は単純網膜症あり、月1回眼
科受診しています。今回教育入院2回目で心理的適
応期は前熟考期でした。その理由は「わかってい
るけどなかなか続けられない」と言う言葉が聞か
れ、わかっているけど、まだ行動に変化が見られて
いませんでした。

仕事では、役職があり帰宅時間が毎日遅く、食習慣
が不規則でした。朝食は7時・昼食は1時・夕食は
24時に摂取していたそうです。昼食から夕食まで
の時間が長いため、間食に菓子パンや飴を食べて空
腹感をみたしていたそうです。昼食はコッテリした
脂肪分の多い外食をされていたそうです。帰宅が遅
く、それから運動をする時間もなく食べてから就寝
する生活が続いていました。

治療としては、入院時よりスライディングスケール
を行いながら、内服と併用し4/8～インスリン固定
打ちとなりました。退院後外来にてインスリン調整
を行い、5/13～インスリンを14単位まで増量後よ
り HbA1c が低下し、現在10月よりジャヌビア内
服のみに変更になりました。

糖尿病行動変化ステージ
を活用した事例 

伊万里有田共立病院                                    
黒髪  美幸 

1.患者背景 
48歳  男性   2型糖尿病     発症15年  
両親・妻・子供2人の6人暮らし 
身長 173ｃｍ  体重 84.5ｋｇ    BMI28.73 
HbA1c  11.5%       食前血糖372ｍｇ/ｄｌ 
合併症 単純網膜症あり 
教育入院2回目（Ｈ21.4/3～4/17） 
心理的適応期  前熟考期 

・食生活 
 （朝食7時.昼食1時. 夕食24時） 
 
・昼食から夕食までの時間が長く、コッテリしたものを摂 
 取（昼食は外食をしていた） 
 
・運動習慣（特になし） 

2.治療 
・入院時よりスライディングスケール（4/3～4/7） 
・4/8～インスリン固定打ち  （ノボラピット30MiX) 
・5/13～朝14単位 夕14単位施行中 
 
・内服  ベイスン（0.3）3錠×毎食前 
     サンリズム（50）3Ｃ×毎後 
     キネダック（50）3錠×毎後 
 現在インスリン中止しジャヌビア内服 
・食事 1800カロリー食 
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糖尿病変化ステージを活用した面接の効果の検討
～事例を通して～

発　表　者 黒髪　美幸 佐賀県　伊万里有田共立病院
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入院時の問題点として、血糖コントロール不良・不
規則な食生活と運動不足ということを取り上げまし
た。

看護計画としては、ステージに合わせて立案しまし
た。目標は知識の再認識を行い行動変化が見られ血
糖値の改善につながるとしました。計画内容としま
しては、
1．教育において疑問・質問については、いつでも

相談できるように声かけし、本人が必要な情報
について提供しました。

2．ビリーフ質問表を活用しながら本人が自己管理
の方法を見つけ出せるように援助しました。

3．病室で面接を行うが同室者がいる場合はサン
ルームで行い話せる環境を作るようにしました。

計画に対しての評価として、
1．糖尿病教育2回目で知識も十分にあり、本人が

知りたい情報・疑問について情報を提供するこ
とで、今までの状況を把握し、今後どのように
していけばよいかのきっかけとなったと思いま
す。

2．ビリーフ質問表・行動変化ステージを活用し、
話せる環境の中で面接を行うことで、患者が自
分自身を表出することで、行動を起こすことが
できたと考えます。

外来通院中の看護計画としましては、目標を行動変
化を維持できるとし、計画内容として、
1．毎食前の血糖測定値を記入したものを基に生活

リズム・食生活・運動について一緒に振り返る
とし、数値を自分の目で見ることで現状を把握
してもらうようにしました。

2．患者が安心して話せる環境を作り、行動や経験
を振り返ることにより、生活リズム・食生活・
運動の改善ができるように援助するとしました。

3.入院時問題点 
・血糖コントロール不良 
 
・不規則な食生活と運動不足 
 
 

4.看護計画（前熟考期～準備期） 
目標 
  知識の再認識を行い行動に変化が見られ血糖
値の改善につながる 

計画内容 
1）教育において疑問・質問については、いつで                                         
    も相談できるように声かけし、本人が必要な情 
  報について提供する。 
2）ビリーフ質問表を活用し、変化ステージの確認 
  をしながら本人が自己管理の方法を見つけ出 
せるように援助する。 

3）話せる環境を作る。            

5.評価 
1）糖尿病教育2回目で知識も十分にあり、本人 
  が知りたい情報・疑問について情報を提供 
  することで、今までの状況を把握し、今後どの 
  ようにしていけばよいかのきっかけとなった。 
 
2）ビリーフ質問表・行動変化ステージを活用し、 
  話せる環境の中で面接を行うことで、患者が 
  自分自身を表出し、行動を起こす事ができた。 
 
   
   

6.外来通院中看護計画            
（行動期～維持期） 
目標 
  行動変化を維持できる 
計画内容 
1）毎食前の血糖測定値を記入したものを基に 
  生活リズム・食生活・運動について一緒に 
  振り返る。 
2）患者が安心して話せる環境を作り、行動や 
  経験を振り返ることにより、生活リズム・食生活 
  ・運動の改善ができるように援助する。 
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3．食生活に関することは栄養士と連携をとり、運
動に関しては PT へ、治療に関することは主治
医へ相談しながら今後の生活リズム・食生活・
運動について疑問・不安を取り除き管理の選択・
決定の幅を広げるようにしました。

4．自覚症状の有無を確認するようにしました。
5．生活リズム・食生活・運動に関して聞くように

しました。
6．疑問・質問に対して資料を参考にして情報を提

供しました。
7．ビリーフ質問表を活用しオープン質問で行うよ

うにしました。
8．変化ステージに沿って、患者に関わってきました。

計画に対しての評価として、再来時1カ月の生活を
聞き、手帳を見ながら一緒に振り返りを行い、どの
ステージか確認することと、再来時に生活リズム・
食生活・運動について疑問・不安を聞くことで行動
の維持ができているのか、それとも再発の危険性が
ないかを知り、ステージに合った介入や援助を行う
ことができました。

修正としては介入中、仕事のストレスがあり、規則
的食生活・運動を続けているにもかかわらず、血糖
値が思うように下がらず、挫折するような言動あり、
今までの状況とこれからのことについて、ゆっくり
考え相手のペースで進むように説明し共に歩む姿勢
を見せました。

参考資料として入院時より関わった時からの
HbA1c の経過です。入院時11.5% あったのが現在
7.5% までになっています。

3）食生活に関することは栄養士と連携をとり、運 
  動に関してはＰＴへ、治療に関することは主治 
  医へ相談しながら今後の生活リズム・食生活 
  運動について疑問・不安を取り除き管理の選   
  択・決定の幅を広げる。 
4）自覚症状の有無を確認する。 
5）生活リズム・食生活・運動に関して聞く。 
6）疑問・質問に対して資料を参考にして情報を 
  提供する。 
7）ビリーフ質問表を活用しオープン質問で行う。 
8）変化ステージに沿った関わり方。 

7.評価 
1）再来時一か月の生活を聞き、手帳を見ながら 
  一緒に振り返りを行い、どのステージなのか確 
  認することができた。 
 
 
2）再来時に生活リズム・食生活・運動について 
  疑問・不安を聞くことができた。 
 

8.修正 
 
1）介入途中、仕事のストレスがあり血糖値     
の降下がないため、挫折する危険性があり、 
今までの状況とこれからについて、ゆっくり   
考え、相手のペースで進むようにする。 
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9.考察 
共に歩む姿勢をみせ、今後どのようにしていきた 
いのか関心を持って聞きだすことにより患者が行 
動を起こすきっかけになったと考える。 
見守り・支える関わりにより、継続していく気持ち 
になったと考える。入院中から外来通院中に 
かけて一貫性のある支援及び看護間での連携に 
より長期間の療養指導が必要である。 
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【考察】共に歩む姿勢をみせ、今後どのようにして
いきたいのか関心を持って聞きだすことにより患者
が行動を起こすきっかけになったと考えます。見守
り・支える関わりにより、継続していく気持ちに
なったと考えます。入院中から外来通院中にかけて
一貫性のある支援及び看護間での連携により、長期
間の療養指導が必要であると考えます。
ご清聴ありがとうございました。

 
 
 
 
ご清聴ありがとうございました 
 

演  題

223

眼科の手術を受ける患者の心理
～加齢白内障患者を通して～

発　表　者 本瀬　京子 熊本県　上天草市立上天草総合病院

共同研究者 木下　久美

【Ⅰ　はじめに】　当病棟では、加齢白内障の手術
を受ける患者を年間約170名受け入れています。

このうち、両眼とも手術をうける患者は、月曜、水
曜と片眼ずつ手術をうけることになります。現在、
パス表を用いて、患者への説明も行っており、ス
タッフの少ない日曜入院も、事前にアナムネ聴取な
ど行い、スムーズな入院を心がけています。
しかし、実際、手術に対する患者の声を聞く機会は
少なく、眼科医からも「患者は術中どんな気持ち
でうけているのだろう ?」と疑問がありました。以
上のことから、患者の心理を考慮した援助を行う為、
手術に対して具体的にどのような心理状況にあるの
か知る必要があると考えました。

Ⅱ  研究目的 
 
眼科の手術を受ける患者の心理を知る。 

 
 
 

術前、術中、術後の具体的な心理状況を明確に
し、 入院中の精神的援助を検討する。 

Ⅰ はじめに 
  当病棟では、加齢白内障の手術を受ける患者を年間
約１７０名受け入れている。 
 

現在、スタッフの少ない日曜入院も、外来での術前説明
の際、アナムネ聴取など行い、スムーズな入院を心がけ
ており、DVDを使用しての自己点眼などを含む、退院指
導も継続している。しかし実際、手術中や手術に対する
患者の声を聞く機会は少く、眼科心理の研究は少ない。
今回、患者の心理を考慮した援助を行うため、術前、術
中、術後の具体的な心理状況を明確にし、入院中の精
神的援助を検討した。 

 

眼科の手術を受ける患者の心理               
         

         ～加齢白内障患者を通して～ 
 

 上天草市立上天草総合病院  本瀬 京子 
                     木下 久美  
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