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インスリンアルゴリズム法を取り入れた糖尿病教育入院の試み
～看護師がインスリンを動かす新しい取り組み～

発 表 者 沼田 夏季 （神奈川県：三浦市立病院 内科病棟）

共同研究者 平山 典子、竹内 馨、瀧端 正博

発赤を伴う粘膜不整像を認め、生検にて Group

５（Sig）が検出されました。ESD適応外と判

断し、手術目的に紹介。最終病期は Stage�A

で現在看護師として勤務されています。
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次の症例は６９歳男性、心窩部痛を主訴に来院さ

れ、精査目的に内視鏡検査を施行しました。胸

部食道の上部と中部の境界に一部白苔を伴う表

面顆粒状の隆起性病変を認め、生検にて Group

５（por）が検出されました。大学病院に紹介、

術前化学療法を施行の上、手術加療を行いまし

た。最終病期は Stage�で、現在経過良好で当
診療所でもフォローアップ中です。
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結語ですが、高齢化の進む当村の診療所で内視

鏡検査が可能という事は、交通手段や時間を選

ばないという利点を有しています。導入当初は

不安も懸念されましたが、アンケート結果のよ

うに満足度と必要性ともに高く、今後も疾患の

早期発見に寄与すると考えられます。
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はじめに、国民健康・栄養調査によれば、日本

人の約５．５人に１人が糖尿病もしくは予備群とさ

れており、三浦市では人口の約１０％にあたる

４，６００人の糖尿病患者がいると考えられていま

す。糖尿病患者は増加傾向にあり、今後は合併

症の管理のために急激な医療費の増加が予測さ

れます。

uv·a~aV��0�Û0T����

w�|��ÍÎ���©v���

�h���i¸�uv·��de�

���p�

糖尿病合併症の予防は市の医療費抑制につなが

ることから、当院では平成２４年度から糖尿病教

育入院が開始することになりました。
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教育入院を開始するにあたり、糖尿病内科医が

非常勤のため、インスリン注射単位数の指示受

けが、週２回と限られることが問題点として挙

がりました。この問題を解決するために、スラ

イディングスケール法ではなく、責任インスリ

ン法の概念のもと、糖尿病内科医が予め定めた

指示通りに看護師がインスリン単位数を動かす

試みが行われました。
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責任インスリンとは、ある時点の血糖値に最も

大きく影響を及ぼしているインスリンのことで

あり、血糖値を見ながらその責任インスリン単

位数を調節することで血糖のコントロールを行

いました。
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以上を踏まえ、私たちは全く新しいスタイルの

糖尿病教育入院に挑戦することになり、１年が

経過した現在、院内全体で教育入院が実施出来

るまでになりました。これまでの過程を振り返

り、評価とともに糖尿病教育入院から見えてき

たことを報告します。
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今回の研究目的は、新しい糖尿病教育入院の取

り組みに作用した要素及び糖尿病教育入院患者

の HbA１c値の推移を明らかにすることです。
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研究方法は、平成２４年４月から１１月までに３階

内科病棟看護師２０名を対象としたアンケート調

査を実施し、また平成２４年５月から平成２５年５

月までの糖尿病教育入院を行った２６人の退院後

の HbA１c値を追跡しました。
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結果です。教育入院導入前に責任インスリンを

知っていたスタッフはわずか１５％でした。
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教育入院を導入するにあたり、４５％の看護師か

ら事前の準備や疑問発生時の対応といった不安

に対する回答が寄せられました。
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開始までの１ケ月間、不安改善のアプローチを

行いましたが、それでも１０年目未満の看護師で

は、理解度が７０％未満にあり、経験年数による

有意差が見られました。
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不安が残る中での開始となりましたが、入院後

もミーティングを行い、疑問点の改善と知識の

共有化を繰り返し、当院独自のマニュアルを確

―９７８―



立しました。
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その結果として責任インスリン法に対する理解

度は上がり、導入当初の不安は自信の声に変わっ

ていきました。
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約１年間での糖尿病教育入院を行った２６人のう

ち、退院後２１人は血糖値が安定しています。そ

のうちの２人はインスリン離脱までに至りまし

た。
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また入院前と退院後の HbA１c値を比較する

と、入院時 HbA１c値が１０％以上と高値を示し

ている患者は、２ヶ月後には明らかにデータが

改善しているのが分かります。
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結論です。不安のまま導入が開始された糖尿病

教育入院でしたが、これまで大きなインシデン

トもなくやってこられたのは、当院の常勤内科

医師のサポートや、私たち看護師の新しい試み

に結果を出そうと取り組んだ総意と、糖尿病療

養指導士を中心に、チームアプローチを推進す

る体制づくりがあったためと考えます。

そして、責任インスリンに対する認識が深まっ

たこと、マニュアルを作成し、知識の共有化が

図れたことも自信に繋がったのではないかと考

えます。私たちの新しい概念に対するチャレン

ジは、看護ケアを構成する三つの要素である「知

識」「精神」「技術」の持てる力を発揮したことが

良い結果に導いたと考えます。
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おわりに、地域に根差した医療・看護を展開す

るに当たり、新たなる課題が生じていますが、

今後もこの知識・技術の広がりが図れ、つなぎ

目のない良質な看護を地域に提供できるよう、
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至急検体報告の時間短縮に向けた試み

発 表 者 川嶋 雄二 （神奈川県：小田原市立病院 病理診断・臨床検査科）

共同研究者 高橋 秀之、本間 奈緒美、日比野 俊一

努力していきたいと思います。 ご静聴ありがとうございました。
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当院は神奈川県西部に位置する４２０床ほどの地

域医療支援病院・地域がん診療連携拠点病院で

ある。他施設においても外来患者の待ち時間に

ついては常に意識し問題となることであるが、

当院においても外来での患者クレームの第１位

は待ち時間となっている。最近では診察前に結

果を知りたいという外来至急検体が増加し腫瘍

マーカーや甲状腺ホルモンなど測定原理上３０分

近くかかる項目についても至急報告を要望され

ているのが現状であります。そこで当臨床検査

科ではまず病棟由来の朝一番の検体至急率が高

いことに注目し調査を行った。
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これは臨床化学分野の調査開始当初の検体が

集中する朝８時～１０時３０分頃に提出される各病

棟の至急率を表にしたものであるが、ほとんど

の病棟で７０％を超えるといった状況であった。

病棟検体はまとめて８時３０分までに提出される

ため、検体集中による結果報告時間への影響が

大きいと考えています。
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そこで副院長でもある検査科部長に協力して

頂き、部長会で現状報告をお願いした後、朝提

出された至急指示のない通常検体でも１３時まで

に、１６時までに出された検体でも当日中に報告

がなされていること、至急率が高いために検査

室側では本当に必要な至急なのかどうかが判断

できていないことを示した資料をすべての臨床

医に配布しました。
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