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清野弘明 せいの内科クリニック院長プランナー：

糖尿病は自覚症状が乏しく、患者自身が気づかないまま放置することで全身の血管が傷つき、合併症をひき起こす病気

です。糖尿病の医療者は、病態生理や治療について十分な知識をもち、療養指導にあたる必要があります。特集1～3は

糖尿病の病態生理と治療の基本、患者のライフスタイル別の療養指導について、図解を用いながら視覚的にわかりやす

く解説します。また、各項目についている患者説明シートはWebでダウンロードでき、臨床現場で活用してもらうことができ

ます。特集4は栄養指導、運動指導、薬物指導、検査などさまざまなテーマについて、看護師以外の多職種から看護師に

向けて患者指導の基本や注意点を解説します。どの項目にも「プラスコラム」が入り、解説よりもステップアップした内容や

多職種連携につながる内容を学ぶことができるようにします。自身の学びなおしにも、後輩スタッフへの指導にも、患者指

導にも活用できる、まさに【保存版】の1冊です。

特集

特集1 イラストでみる！ 糖尿病患者の体のしくみ

1 膵臓のはたらきとおもな役割

2 糖とインスリン・血糖値とHbA1c

3 糖尿病の分類と違い

4 高血糖のとき、糖尿病患者の体で起こっていること

河邉顕 独立行政法人国立病院機構九州医療センター消化器内科医長

鈴木進 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院糖尿病内科

福井智康 昭和大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科学部門准教授

後藤尚 秋田赤十字病院代謝内科部長

松久宗英 徳島大学先端酵素学研究所糖尿病臨床・研究開発センター教授

出口尚寿 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科人間環境学講座

糖尿病・内分泌内科学特任講師

5 低血糖のとき、糖尿病患者の体で起こっていること

6 糖尿病と神経の関係（糖尿病性神経障害）

7 糖尿病と眼の関係（糖尿病網膜症）

8 糖尿病と腎臓の関係（糖尿病性腎症）

9 糖尿病と心血管の関係（糖尿病大血管症）

10 糖尿病と血圧・肥満との関係

11 糖尿病とがん・認知症との関係

12 糖尿病とサルコペニアの関係

高木均

馬場園哲

島袋充生

脇裕典

吉田祥子

古川慎哉

聖マリアンナ医科大学病院眼科診療部長／教授

東京女子医科大学糖尿病・代謝内科学教授・講座主任

福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座教授

秋田大学大学院医学系研究科医学専攻

病態制御医学系内分泌・代謝・老年内科学講座教授

公益財団法人朝日生命成人病研究所附属医院糖尿病内科部長

愛媛大学総合健康センター教授
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●広告原稿は完全データでお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

広告料
（税抜き）

仕上がりに天地左右3mm

タチシロありの印刷物

掲載面 刷色 スペース 料金

表4 カラー 1頁 250,000
表2 カラー 1頁 230,000
表3 カラー 1頁 210,000

記事中 1色 1頁 80,000
記事中 1色 1/2頁 50,000
綴込 1枚 100,000

サイズ（mm）

205×172
257×182
257×182

220×150
105×150
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【断ち切り】
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記事中※ カラー 1頁 160,000 257×182 【断ち切り】

※掲載場所指定は20％増の料金となります（記事中カラーのみ対応）。

目次裏 カラー 1頁 180,000 257×182 【断ち切り】
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特集2 イラストでみる！ 糖尿病患者の治療の基本

1 食事と血糖コントロール（きほんの食事療法）

2 運動と血糖コントロール（きほんの運動療法）

3 きほんの薬物療法①（経口薬・インクレチン関連薬）

4 きほんの薬物療法②（インスリン製剤）

5 糖尿病患者にしてほしいフットケア・口腔ケア

特集3 イラストでみる！

ライフスタイル別 糖尿病患者へのアプローチ

1 発症間もない若年1型糖尿病患者

2 お酒・たばこが楽しみでやめたくないという患者

3 仕事の都合で生活リズムが不規則な患者

4 インスタント食品中心の食生活で血糖コントロールが

悪化している患者

5 他者からのサポートを拒否する高齢患者

特集4 多職種から学ぶ！ 糖尿病患者のアプローチ＆看護ケア

1 医師から看護師へ：糖尿病療養指導のきほん＆落とし穴

2 管理栄養士から看護師へ：食事指導のきほん＆落とし穴

3 理学療法士から看護師へ：運動指導のきほん＆落とし穴

堂川冴子

星野武彦

奥貞智

朝倉俊成

熊野真美

大倉瑞代

米田昭子

小江奈美子

江尻加奈子

肥後直子

小川吉司

和田啓子

大阪赤十字病院医療技術部栄養管理課

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

リハビリテーションセンター運動指導室

神戸市立医療センター中央市民病院薬剤部

新潟薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センターセンター長／教授

大阪市立総合医療センター看護部糖尿病看護認定看護師

千葉大学医学部附属病院糖尿病・代謝・内科病棟

糖尿病看護認定看護師

山梨県立大学看護学部成人看護学教授

京都大学医学部附属病院看護部慢性疾患看護専門看護師

大阪市立大学医学部附属病院生活習慣病・糖尿病センター

11東病棟／糖尿病看護認定看護師

京都府立医科大学附属病院看護部糖尿病看護認定看護師

青森県立中央病院 糖尿病センターセンター長／副院長

三重大学医学部附属病院栄養診療部栄養診療部副部長

四條畷学園大学リハビリテーション学部准教授本田寛人
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清野弘明 せいの内科クリニック院長プランナー：

糖尿病診療に携わる診療科・専門クリニック・内科クリニックの看護師・医療スタッフ。

調剤薬局の医療スタッフ（管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師など）。

創刊19年目。『糖尿病ケア』は、糖尿病患者を支える知識と技術をプラスする専門誌『糖尿病ケア＋

（とうにょうびょうケアプラス）』へリニューアルしさらにパワーアップ。「食事」「運動」「服薬」「インスリン
自己注射」「SMBG・CGM・CSⅡ・SAP・FGM」「サルコペニア・フレイル予防」などの患者指導を行うの
は医療スタッフであり、本誌読者は患者さんが使用する製品の選択に強い影響力を持つため、指導
ルーツや薬剤、機器のPRに最適です。

読者ターゲット

ＡＤポイント

連載
●糖尿病患者さんにおすすめ！

コンビニ商品＆季節の食事をたのしむポスター

●糖尿病患者のからだがわかる ロジックとwebミニ講座

脱 しったかぶり病態生理

4 薬剤師から看護師へ：薬物指導のきほん＆落とし穴

5 臨床検査技師から看護師へ：

糖尿病の検査のきほん＆落とし穴

国立病院機構東京医療センター薬剤部

渡辺内科クリニック臨床検査技師

工藤浩史

山口由以子

●患者が話すあれこれを徹底検証！

ただしく知ろう◎ 糖尿病にまつわる薬の“説”

●他職種はどうみる？

誌上でカンファ！みんなで考える ケース別糖尿病療養支援

●訪看びより 在宅で出会った糖尿病患者さんのはなし。

●糖尿病療養支援に魅了された医療者たち

看護師に送るメッセージ
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