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金沢市立 

 

 

🌸 高齢者と糖尿病 

 近年、65 歳以上の高齢者の方が糖尿病にかかるケースが増えてき 

ているのをご存知でしょうか。その原因はさまざまですが、加齢に伴 

い膵臓から分泌されるインスリンというホルモンがうまく分泌されな 

くなったり、活動量や筋肉量が減ってしまうこと、食事摂取が不安定 

になりやすいことなどがもとになっていると考えられています。 

 高齢の糖尿病患者さんの治療では、食事療法が重要なポイントとな 

ります。高齢者の方の場合、噛むことが困難になり、硬いものや野菜 

を知らず知らずのうちに避け、柔らかく消化の良い炭水化物（ごはん、パン、麺、菓子など）に

食事内容が偏りがちになります。1日の摂取目標とされるエネルギー量＊のうち、糖尿病患者さん

が炭水化物から摂ってよいエネルギー量は 50～60％です。意識して炭水化物の量を減らすとと

もに、食事をゆっくりよく噛んで食べる、食物繊維を多く含む食品（きのこ、豆、海藻など）を

多く摂るなど、食事の摂り方、内容を工夫するようにしましょう。実際に何をどのくらい食べた

らよいのかわからないと難しく感じられる方も多いことと思いますが、医師や栄養士とよく相談

し、患者さんご自身に合った食事療法を見つけて継続していくことが重要です。 

高齢の方にとって、食事は一日の楽しみのひとつでしょう。自分に合った食事療法を見つけ、前

向きに病気と向き合っていきましょう。 

 

＊ ＊1 日の目標摂取エネルギーは[[身長（ｍ）]2×22]×25～30（kcal） 

 

地域連携室メンバーにソーシャルワーカー木舩
き ぶ ね

 湖
いずみ

が加わりました。 

今後とも宜しくお願いいたします。 

🌸 新任研修医紹介 

金沢市立病院 地域連携室 
TEL:245-2626   FAX:245-2693 

お問い合わせ・ご予約などお気軽にご連絡ください。 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp 

 

前列右側より  

木舩 ソーシャルワーカー 

 村上 看護副部長 

 高桑 地域連携室長 兼 腎臓内科長 

 長谷川 地域連携副室長 兼 看護副部長 

 北村 主任 

 
後列右側より  

川口 地域連携室事務員 

 北野 地域連携副室長 兼 医事室長 

 當間 退院支援担当看護師 

 東 地域連携室事務員 

 中村 地域連携室事務員 

中川 ソーシャルワーカー 

 小林 入院センター事務員 

🌸 地域連携室新メンバー紹介 

7 月より新任臨床研修医 長井
な が い

 一樹
か ず き

 が着任しました。どうぞ宜しくお願いいたします。 

臨床研修医 

長井
な が い

 一樹
か ず き

 

7 月より 1 年間お世話になります長井と申します。4 月から 6 月までは金沢

大学病院消化器内科で研修しておりました。新たな環境にもようやく慣れ、充

実した毎日を過ごさせて頂いております。今後ともご指導よろしくお願いいた

します。 

[趣味] スキー、写真  [血液型] Ｏ型 

共同診療で患者さんの病室へ訪問の際、患者さんがご不在であった場合にかかりつけの先生が

診療においでたことをお知らせするメッセージ用紙を作成致しました。平日日中は地域連携室に、

また時間外・休日は時間外窓口内の開放病床登録医受付ファイルに入っております。患者さんが

不在であった場合、メッセージ用紙に日付とお名前をご記入いただき保管ファイルにお入れくだ

さい。翌日または週明けに地域連携室職員が患者さんのお部屋にお持ちいたします。 

（平日時間内は速やかに地域連携室職員が病室へお持ちいたします） 

 

本日診察に伺いましたが 

お会いできませんでした。 

 

平成 年 月 日(  )  時  分 

       医師               

🌸 開放病床ご利用の先生方へ 

内分泌・糖尿病内科医長 

宇野 将文 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/36001/byouin/index.jsp
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🌸 開放病床運営委員会 

 平成 2７年度開放病床運営委員会が 6 月 2４日（水）に金沢市立病院で 

開催されました。金沢市医師会竹田康男委員長の司会で、当院地域連携室 

長より開放病床利用実績についての報告をさせていただきました。 

平成 2６年度の開放病床の利用実績は、新規入院患者数 175 名と前年度 

に比べ 31 名増加となりましたが、病床利用率は 44.4％と前年の 0.7％減 

となりました。これは、10 月から地域包括ケア病棟の運用が始まり、地域 

包括ケア病棟では開放病床の利用をしていないことが一因と考えられます。 

退院後の動向については、紹介いただいた患者さんの 135 名（79.8%）が登録医へ逆紹介され

ています。しかし、高齢化に伴い療養型病床への転院や施設入所が増え、23 名（13.6%）の

方が登録医への逆紹介には至りませんでした。これは、昨年度よりも 8 名（2.6％）の増加とな

っています。 

意見交換では、眼科の利用者が減少しているにも関わらず総利用者数が伸びているのは他の診

療科が増えているということであり、病院一丸となった頑張りであると評価を頂きました。共同

診療に一度も来院されない登録医が増えていることについては、患者さんの退院が近くなった時

点で電話や FAX で連絡してみるのもいいのではないかとのアドバイスを頂きました。また、外

科系疾患で入院した場合、かかりつけ医が内科的な診察をすることで患者さんは安心でき、また

必要があればかかりつけ医が処方することもできたので、そのような貢献の仕方が今後もできる

のではないかとのご意見を頂きました。 

今後はいただいたご意見、ご要望について速やかに検討し、対応させていただきたいと考えて

おります。登録医の先生方が利用しやすい環境をご提供できるように今後とも、ご指導・ご鞭撻

のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

H25 84.7 79.0 43.2 48.0 37.8 14.8 41.3 39.2 26.5 44.5 49.6 32.4

H26 40.3 43.0 54.0 50.6 53.2 53.2 58.6 47.2 34.8 36.9 26.4 34.7
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平均病床利用率 

地域連携室師長 

兼 

看護副部長 

長谷川 真由美 

 百万石減塩レシピ本 “活用編” 

高田重男院長監修 

高田院長の声かけで 

      石川県 36 病院管理栄養士が大集合！ 

 何度も試作を重ねた結果、ついに完成！ 

   簡単で、おいしい減塩のアイディアが満載・・・ 

      
石川県は面白食材の宝庫。今回は夏野菜の活用編です。 

※ 食材の紹介や作り方については、本に記載されてます。 

ひとつの食材で色んな減塩の調理方法があります。  

金沢市立病院 

栄養管理室 掛場清美 

  金糸うり 

かぼちゃの一種。 

繊維質が豊富で 

かぼちゃの中では 

糖質が少なく低カロリーな野菜。 

高血圧の改善にお薦めです。 

  金時草 

伝統の加賀野菜 

ビタミン A、鉄分、 

カルシウムを含む 

 夏の健康野菜！ 

夏野菜の代表的な食材として・・・ 

           ﾚｼﾋﾟあります 

つるまめ・すいか・トマト・ 

打木赤皮甘栗かぼちゃ・ 

加賀太きゅうり・へた紫なす・ 

赤ずいき・梨 

おいしく減塩するポイント 

①だしの利用 
②お酢・かんきつ類の活用 
③アクセントを付ける 
 （香味野菜・スパイス・ナッツ類・ハーブ） 

 変わりだしの紹介  

べジブロス（野菜のだし） 

水の代わりにこれを使うと、より野菜の甘さや 
旨みが生かされコクが増します。 
活用：味噌汁、スープ、煮物など、通常のだし 
の代わりにも使えます。 

 

 
鍋に水を入れ、玉ねぎ、にんじん、セロリ、キャベツ 
などを 30 分～60 分ほど煮込み野菜を取り出す。 

（皮やヘタでも可能です） 

オーロラソースかけ 酢の物 

わかめとの酢の物 炒め物 

ごま酢和え 

金時草ところてん スープ えのきとの和えもの 煮びたし 

金時草ごはん 酢の物 金時草ソース 

作り方 


