
ずにはがれてしまい、貼りかえればコストがかかる
など。今回、透明フィルムと綿花を使用する事で、
シーツ汚染やコストなどの問題が少しですが解決し
ました。また、処置の為の準備が少なくなった分、
看護師にも時間的に余裕ができ、ケアを行う時間が
増えたのではないかと考えます。

結論として、綿花は踵に対し十分な効果を示し、コ
ストダウンにつながりましたが、除圧効果はありま
せんでした。褥瘡を予防することは私たち看護師の
務めです。が、万が一、発生してしまった場合、早
期に発見し、適切な処置を行うことが求められます。
今後は使用方法を検討しながら、褥瘡発生ゼロをめ
ざし、看護に取り組んで行きたいと決意を新たにし
ました。

　一部、抄録と違いましたことをおわびいたします。
　ご清聴ありがとうございました＜ m（__）m ＞

結 論 
1．綿花は、踵に対し十分な効果を示し、コストダウン  
  にもつながった。 
２．綿花で踵の除圧は図れていない。 
  

今後も、方法を検討し、褥瘡ゼロをめざし看護に取り
組みたい。 
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健康教室参加者の HbA1c値から教室の内容を考える

発　表　者 佐々木　みちる 秋田県　国民健康保険小出診療所

共同研究者 伊藤　さやか、高橋　美佐子、鈴木　直子、和田　智子

【はじめに】　当診療所では平成17年度から平成20
年度までは糖尿病をテーマに、平成21年度からは
生活習慣病をテーマに加え、平成23年度までに計
24回の健康教室を行い、延べ279人が参加してい
ます。教室に参加した糖尿病患者の HbA1c 値から
健康教室の内容を検討したので報告します。

健康教室参加者のHbA1c値
から教室の内容を考える   

秋田県 
にかほ市国民健康保険小出診療所   

 佐々木 みちる 
 

はじめに 

  当診療所では、平成17年度から平
成20年度までは糖尿病をテーマに、
平成21年度からは生活習慣病を

テーマに加え、健康教室を行ってき
た。教室に参加した糖尿病患者の
HbA1c値から健康教室の内容を検討
する。 
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【方法・対象】平成17年度から平成23年度までの
健康教室に参加した糖尿病患者（以下、教室参加者）
5人の HbA1c 値と健康教室に参加していない糖尿
病患者（以下、教室無参加者）4人の HbA1c 値を追
跡可能な範囲で調査しました。ただし、内服薬・イ
ンスリン量に変更がなく、他の保健指導を受けてい
ない患者としました。

【結果】グラフ1は、教室参加者の HbA1c 値の推
移をみたものです。赤線は HbA1c6.0、黄色線は
HbA1c 6.5、黒色のマーカーは教室参加月を示して
います。全体的に6.0～6.5の間で推移しており、
比較的、良好にコントロールされています。
次に、グラフ1を個別に見ていきます。

A は、冬期間の上昇がありますが、比較的、良好
にコントロールされています。

B は、定期的に教室へ参加しています。HbA1c 値
は季節的な変動がみられますが、良好にコントロー
ルされています。

C は、初回の教室参加後に大きく改善がみられ、良
好にコントロールされています。

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

グラフ 1  Ｃ HbA1c(%) 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5
グラフ 1  Ａ HbA1c(%) 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5
HbA1c(%) 

教室参加者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ グラフ 1 

 【方法】 
  平成17年度から平成23年度までの健康教室に参加した
糖尿病患者（以下、教室参加者）のHbA1c値と健康教室に
参加していない糖尿病患者（以下、教室無参加者）の
HbA1c値を追跡可能な範囲で調査した。ただし、内服薬・
インスリン量に変更がなく、他の保健指導を受けていない
患者とする。 

 

 【対象】 
 ・健康教室に5回以上参加したことがある 

              参加者5人 （平均年齢80.4歳、女性） 

 ・一度も健康教室に参加したことがない 

                           無参加者4人   （平均年齢77.5歳、女性） 

                        
 

 
 
 
 
 

 
 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5
ＨｂA1c (%) グラフ 1  Ｂ 
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D、E は、途中、教室への参加がみられませんが、
大きな変動なく、良好にコントロールされています。

次に、グラフ2は、教室無参加者の HbA1c 値の推
移をみたものです。
A は、年齢と共に上昇しています。
B は、年々上昇しています。
C、D は、季節的な変動がみられますが、良好にコ
ントロールされています。

また、教室への参加意欲が HbA1c 値に影響がある
かを比較するために教室参加者と教室無参加者への
聞き取り調査をしました。教室参加者では、自分の
病気に興味があり、学んだことを日常生活に取り入
れようとする前向きな回答が多くありました。一方、
教室無参加者では、3人が都合の合わないことを理
由に教室へ参加しておらず、1人は内容を理解でき
ないという自己判断で参加していませんでした。

【まとめ】　以上のことから、教室参加者は HbA1c
値を意識し、何度も教室へ参加していると考えられ、

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

グラフ 1  Ｅ HbA1c(%) 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

グラフ 1 Ｄ HbA1c(%) 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5
HbA1c(%) 

教室無参加者 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ グラフ ２ 

 教室に参加しようと思ったきっかけは何ですか？ 

親が糖尿病だったので、遺伝が関係あるのか、何に気をつければ良いのかを知りたかった 

健康でありたいと思ったから 

血糖値が気になるので、色々な話を聞いてみたいと思ったから 

自分の病気のことを勉強して、どのような生活をしたら良いのか知りたいと思ったから 

分からないことばかりなので、聞いてみたいと思ったから 

 教室に参加後、何か変化がありましたか？ 
生活を振り返るようになった。教室へ参加する学びがあり、安心できる 

教室で学んだことを思い出して、できる限り実践して生活している 

できる限り実践している 

学んだことを実践して血糖コントロールをしようとしている努力している 
血糖値が悪かった時は、心あたりを振り返っている 

学んだことを時々、振り返って食事バランスや運動はできているか気にするようになった 

教室参加者への聞き取り調査 

食事バランスに気を付けていますか？ 

はい ４人 

食事時間は決まっていますか？ 

はい ４人 

間食の習慣（おやつ、お茶タイム）がありますか？  
はい 3人 

せんべい、ロールパン、飴、ジュース 

決まった運動習慣がありますか？どのような運動ですか？ 

はい 2人 
30分のウォーキング5日/週、 毎日田んぼの周りを歩く 

今まで健康教室に参加しなかった理由はありますか？ 

参加したいと思っていたが都合がつかなかった  3人 
               聞いても内容を理解できないと思った                       1人 

教室無参加者への聞き取り調査 

まとめ 
教室参加者はHbA1c値を意識し、何度も教室 
 に参加していると考えられる 
教室の参加有無に関係なく、問題意識を持っ 
 て日々生活している患者のHbA1c値は安定し 
 ている 
糖尿病患者がいつでも参加できるように糖尿 
 病をテーマにした教室の継続が必要 
行動変容に結びつくような教室づくりを目指し 
 たい 
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HbA1c 値の上昇があってもその後、速やかに下降
がみられました。また、教室に参加することで問題
意識を持って日々生活していると思われます。一方、
教室無参加者では、個々の意識の差があると考えら
れます。
今後、教室の計画を立てるうえで、糖尿病患者自身

が生活を振り返り、いつでも教室に参加できるよう
に糖尿病をテーマにした教室も継続的に行う必要が
あると考えます。さらに、患者だけではなく、家族
も一緒に参加でき、行動変容に結びつくような教室
づくりを目指したいと思います。

【目的】今回療養病棟で左視床出血で摂食、嚥下障
害のある患者への摂食リハビリ、アイスマッサージ
を行っていった中で経管栄養から、経口摂取へ移行
できた事例を経験したのでここに報告します。

【患者紹介】患者は77歳女性で、左視床出血、右
麻痺と診断されており、既往に脳梗塞があり、介護
度は要介護5でした。他院で保存療法が行われ、
NG チューブが挿入されたまま当院へ転院されてき
ました。入院時は簡単な単語のみの発語があり、右
上下肢の麻痺がありました。排泄はオムツで尿意、
便意ともに訴えはありませんでした。移動時は全介
助で車いすを使用していました。
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左視床出血で摂食、嚥下障害のある患者への援助を通して

発　表　者 金子　志帆 愛媛県　久万高原町立病院

共同研究者 伊藤　初枝、一柳　佐代子

 背 景   

≪久万高原町≫ 
◆愛媛県と高知県の県境に位置する 
    山間地域 
◆人口：9885人(平成24年8月現在) 
    全体の43％が65歳以上、 
    県内でも高齢化率が著しく高い 
 
≪久万高原町立病院≫ 
◆診療科目：内科、外科、整形外科、眼科、小児科       
  歯科、リハビリテーション科、心療内科、精神科 
◆常勤医師：内科3名、外科2名、歯科1名 
◆病床数：77床(一般病棟49床、療養病棟28床) 
 
 

① 

【77歳、女性、要介護５】 

（診断名）左視床出血、右片麻痺、右腎出血、 

  右下肢深部静脈血栓症後 

（家族構成）夫と死別、3人の子供あり、 

  キーパーソン長女 

（既往歴）脳梗塞 

（入院時栄養スクリーニング）身長136㎝、 

 体重48.9ｋｇ、BMI26.5・・・軽リスク(経管栄養)  

 患者紹介   ③ 

 左視床出血で摂食、嚥下障害のある患者への

摂食リハビリ、アイスマッサージを行っていったな

かで、経管栄養から経口摂取へ移行できた事例を

経験したのでここに報告する。  

 目 的   ② 
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