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特集　当院におけるＮＳＴ活動

まず始めに・・・ＮＳＴとは？

「NST」 とはNutrition(栄養) Support （サポート）  Team(チーム)の頭文字をとったもので、
医師、 看護師、 薬剤師、 管理栄養⼠、 リハビリスタッフ等多職種が集まって⾏うチーム医療の
一つです。
適切な栄養管理により、 栄養状態を改善し、 治療の回復、 床ずれの予防、 合併症の減少等、
様々な効果が期待できます！
NST 活動は全国各地の病院に広まっており、 当院でも平成 20 年度より褥瘡 ・ NST 委員会が発足
し NST 活動を開始しています。 また、 昨年 7 ⽉より療養病棟において NST 加算算定も実施して
います。

 

 
チーム医療によって、より

安全で有効な栄養療法を

患者様へ提供します！ 
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どんな活動をしているの？
○NST回診・カンファレンス
毎週⾦曜⽇14 ：30〜NSTメンバーが集まり、 栄養状態の悪い方や床ずれが

ある患者様の回診・カンファレンスを実施しています。 各専⾨スタッフがそれぞれの知識や技術を出し合
い、 栄養状態の改善を図っています。

○褥瘡症例検討会

　毎月の委員会内で各病棟の床ずれのある方を報告し、 身体計測値、 血液データ、 栄養ルート・内容等
を確認し、 適切な栄養管理や床ずれのケアについて話し合っています。

○NST勉強会の開催

　委員会内で定期的に小勉強会を開催し、 委員の知識習得に努めています。 また、 年に⼀度、 全職員対
象でNST 勉強会を開催し、 委員だけでなく、 病院全体で栄養管理について問題意識を持ってもらえるよ
う取り組んでいます。

ＮＳＴ活動周知度調査結果報告

H25年1 月下旬に、 NST活動についてのアンケート調査を全職員対象で実施しましたので結果をここに報
告致します。 今回のアンケートは、 NST 活動に対する理解度や興味・関⼼の程度、 各科によっての周知
度の違いがあるかを知り、 得られた結果・意⾒を今後のNST 活動に反映させていく事を⽬的として⾏い
ました。
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【アンケートの結果より】
・患者様と直接関わる看護部やリハビリ科は周知度がやや⾼い傾向にある。
・NST の存在は知られていても、 活動内容を詳しく知る職員は限られている。
今回のアンケート結果をもとに、 より多くの職員がNST に対する関心を深め、 多職種で情報を共有
し、 より良いNST 活動へ繋げていきたいと考えています。
今後もNST 活動の周知度を⾼める為に、 ポスター掲⽰やリーフレットの作成を中心に活動を⾏い、
委員だけでなく、 病院全体で取り組んでいけるNST 活動にしていけるよう努めて参ります。

おくすりの便り

こんにちは、 薬剤科です。 新緑が目にあざやかな季節となりましたね。
さて、今回のおくすりの便りの特集は『糖尿病』です。現在⽇本の糖尿病⼈⼝は1000万⼈を超え、
世界第6位となっています。 40歳以上の日本人では3人に1人は糖尿病であるといわれています。 し
かし、 糖尿病は⾃覚症状が少ないことから実際に治療を受けている⼈は4分の1程度だそうです。
他⼈事と思わずに、 まずはセルフチェックからはじめてみましょう！

糖尿病ってどんな病気？
私たちが食事をし、 それにより体内に取り入れられた糖質はブドウ糖
になって血液中に吸収されエネルギーの源となります。 糖尿病とは
インスリン （※１） というホルモンの作用が低下したため、 体内に取り
入れられた栄養素がうまく利用されずに
血液中のブドウ糖 （血糖） が多くなっている状態です。
（※１） インスリンとは血糖値を下げるホルモンです。
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糖尿病の分類は？
糖尿病には 1 型と 2 型があります。 1 型糖尿病はインスリン依存性糖尿病といわれ若年者に多く、 インスリ
ンがほとんど分泌されないためインスリンの注射が不可⽋です。 2 型糖尿病は遺伝的要因が⾼く、 中年以上
に多いです。 日本人の 95% が 2 型です。 インスリンの分泌低下と感受性の低下 （インスリンが細胞に作
用しにくくなっていること） が原因です。

糖尿病のセルフチェックで予防をしよう！
糖尿病⾃体は合併症がでるまでほとんどこれといった症状がありません。
定期健診を受ける習慣のない人は、 合併症がでてはじめて糖尿病が発⾒されることも多いのです。
糖尿病の最⼤の怖さは合併症です。 しかし、 症状がないとはいっても、 その 兆候はあります。
定期健診等を受けない人は以下のセルフチェックを参考にして、 受診のきっかけにしてください！

☆糖尿病自己診断チェック☆
⽣活習慣と環境から糖尿病にかかりやすいかどうかがわかります。
あなたの点数は何点でしょう？
●⾎縁者に糖尿病の人がいる （3 点）
●⾎縁者に肥満、 脳卒中、 心臓病 （心筋梗塞、 狭心症） （1 点）
● 20 代前半より体重が 10% 以上増えている （2 点）
●甘いものや脂っこいものが好きだ （1 点）
●⾞によく乗る⽣活で運動不⾜だ （1 点）
●アルコールをよく飲む （1 点）
●ストレスが多い⽣活をしている （1 点）
合計点が 6  点以上の人は要注意です！検査を受けましょう。
3 〜 5 点の人もリスクはあるので、 ⽣活習慣を改善しましょう。

糖尿病の症状は？
成人に多い糖尿病 （2 型糖尿病） では、 多くの場合無症
状で始まります。 この無症状の時期に糖尿病を発⾒するこ
とが重要です。 （検診などで） 糖尿病がひどくなると尿
が多くなる、 のどが渇く、 お腹がすく、 体重が減る、
疲れやすい、 手足のこむらがえり （足がつる） などの症
状が出ます。 時には意識障害 （糖尿病性昏睡） となるこ
ともあります。
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なお、 1 型糖尿病の⼈、 内服薬で⾎糖の下がらない⼈はインスリン治療が必要です。 また
薬はスケジュールどおりに、 正しい⽤量を正しいタイミングで服⽤することが⼤切です。

怖いのは「合併症」です！
糖尿病は単に⾼⾎糖の病気と捉えるのは要注意です。 早期に適切な治療をしなければ合併症を引き起こ
し、 失明や腎不全などを招き、 最悪の場合、 命をおとすこともあるのです。  つまり糖尿病は進⾏させ
ないことが⼤切なのです。  早期発⾒、 早期治療が合併症を防ぐことにつながります。

≪3大合併症≫
★糖尿病性網膜症
最悪の場合失明します。 発病から約 15 年で
半数以上が併発します。
★糖尿病性腎症
腎機能が低下します。 治療しないと腎不全を起こし、 ⼈
工透析が必要になります。
★糖尿病性神経障害
手足のしびれや痛み、 ⽴ちくらみなど全⾝に症状がでま
す。 進⾏すれば、 感覚が消失し、 最悪の場合、 壊疽や
切断にいたる。

糖尿病の治療

糖尿病の治療法には
1、 ⾷事療法 
2、 運動療法 
3、 薬物療法 
がありますが、 ⾷事療法

が最も基本になります。
⾷事療法と運動療法で効果

が現れない場合は薬物療法に
移⾏します。 通常、 2型糖尿
病は飲み薬の 『経⼝糖尿病
薬』 を使って⾎糖値やインス
リン分泌をコントロールしま
す。

右に示した図と次ページの
経⼝糖尿病薬の表を参考にし
てください。
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〇糖尿病治療薬〇

糖尿病治療薬には飲み薬の『経口糖尿病薬』があります。

くすりの種類 薬剤名 主な作用 主な副作用
服用上の注

意点

スルホニル尿素

（SU）薬

オイグルコン、アマリールパ

ミルコン

膵臓でのインスリン

分泌の促進
低血糖

速効型インスリ
ン分泌促進薬

スターシス

ファスティック
膵臓での速やかなイ
ンスリン分泌の促進

低血糖

必ず食事の直前

に服用

ビグアナイド

(BG)薬 メトグルコ

インスリン作用の

増強

胃腸症状

乳酸アシドーシス

αグルコシダー
ゼ阻害薬

グルコバイ、ベイスン
ボグリボース

糖質の吸収遅延・
阻害

腹部膨満感
放屁増加

食事の直前に
服用

チアゾリジン薬
（TZD薬）

アクトス
インスリン抵抗性の
改善と分泌促進

体重増加、むくみ、
肝障害、貧血

1日1回、朝食前
または朝食後

DPP-4阻害薬

ジャヌビア

ネシーナ、エクア

インスリン分泌を促

すホルモンの分解を
阻害

便秘

アルドース還元
酵素阻害薬 キネダック

糖尿病の合併症であ
る末梢神経障害を改

善させる

肝障害

もしも家族が糖尿病になったら？
もしも家族が糖尿病になったとしたら、 糖尿病になった本⼈は当然でしょうが、 周りにいる家族の⼈たち
もまた、 糖尿病に関してどう対処していいのか分からず不安に感じると思います。 できれば、 糖尿病に
なった本⼈と⼀緒に医師から話を聞くのが⼀番良いでしょう。 複数でしっかりと話を聞くことによって、
病気にどのように対処すれば良いのか理解が深まりますし、 疑問に思うことも直接尋ねられます。
また、 「糖尿病教室」 「糖尿病セミナー」 などに⼀緒に参加するのも良いでしょう。
たとえば、 低血糖 （※2） で意識障害が出たりすると、 自分では何もできなくなってしまいます。 本⼈
だけでなく家族に、 糖尿病の知識や対処法などを知っておいてもらった⽅が良いことがたくさんありま
す。 まずは糖尿病について知ることから始めましょう。
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（※2） 低血糖とは
血糖値が60 ㎎ /dl 以下になった状態をいいます。 低血糖症状としては （主に空腹時、 夜間に） 異常な
空腹感・脱⼒感・手足のふるえ・冷汗・動悸などが突然に出現し、 血糖を上げることにより速やかに
消失します。
⾷事の量が少なかったり、 ⾷事時間が遅れたり運動量が多い時は低血糖になりやすいです。
低血糖症状を感じたらすぐ、 ブドウ糖10 ｇまたは砂糖10~20g、 もしくは糖質を含むジュース等を飲ん
でください。
（あめ玉やチョコレートなどは効果がすぐにでません。） 意識がなくなった場合はすぐに救急⾞で最寄り
の病院へ⾏き、 処置を受けてください。

病院行事のご案内

月 行事

４月 お花見

５月 端午の節句

７月 七夕会

８月 納涼会・盆踊り

９月 秋祭り・敬老会

１２月 クリスマス会

１月 お正月・書き初め会

２月 節分

３月 ひな祭り

東所沢病院では患者様や地域の皆様をはじめ、 多くの⽅が楽しんでご参加いただける⾏事を企
画・開催し、 入院患者様に日常生活と同様の彩りや四季の移ろいを感じていただける環境づく
りを心掛けております。



平 日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００ １４ ： ００〜１７ ： ００         （診察開始時間９ ： １５〜）
土曜日 ： ９ ： ００〜１２ ： ００        （診察開始時間９ ： １５〜）
日 ・ 祝 ・ 祭日は休診です

外 来 診 療 担 当 医

診 療 科 ⽬
月 火 水 木 ⾦ 土

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前

内   科 山口 馬島 山口 ⻲⽥ 山本 山本 高崎
深澤

高崎
深澤 林 林 馬島

認定
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理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療 ・ 看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、全員で働きやすい職
場環境を作る

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、 入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、 専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。

相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

社会福祉相談室のご案内

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択 ・ 決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。


