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はじめに

糖尿病の治療の進歩に伴い、インスリン持続皮下注入
療法（ContinuousSubcutaneouslnsulinlnfusion以下
CSIIと記載）の改良が進みL)、導入される患者が増加傾
向にある。ＣSIIの適応は、ｌ型糖尿病を中心として通常
のインスリンでコントロールが不良の場合や、妊娠を希

望され厳格なコントロールが必要な場合が多く、精神的
にも不安定な時期である。また従来のインスリン注射と
比べCSIIの留置針は長く､穿刺することに対する恐怖心
や、針を留置しておくことでの拘束感等、患者はさまざ
まな不安を抱いていると考えられた。これまで当病棟で
はCSIＩ導入患者に対しパンフレットを用いて指導して
きたが､CSII器機は様々な機能を備えた器械であるため
操作内容が膨大である。また看護師の指導経験もばらつ
きがあり、患者の生活に合わせた教育や精神面での関わ
りの不充分さを感じていた。

先行研究2)より、CSII導入前から導入後の患者の思い
や生活に合わせたケアが必要であり、今後看護レベルの
統一や患者を充分理解した上での看護ケアの充実をはか
っていくことが課題であった。

グループ30分～45分間）にインタビューを行った。
インタビューは、先行研究より明らかになった患者
の思いから［導入前の不安と期待に対する思い］［刺
し換え時の思い］［器械操作に対する思い］［CSII導入
後の生活の変動時に対する思い］［周囲への思い］［ア
ラーム対応等トラブル対処法への思い］にフォーカス
を当て、看護ケアについて話し合った。その内容を録
音し、逐語録に起こしてデータとした。
5.データの分析方法:データから看護ケア内容を抽出し、
コード化、カテゴリー化を行った。さらに時期につい
て検討し、ケアプラン案を作成した。
6．倫理的配慮：本研究の目的・方法、一旦同意しても撤
回できることを書面にて説明し、同意書への署名をも
って同意を得た。看護ケア内容抽出の際、患者名が特
定されないよう充分配慮する。録音されたテープや記
録物等のデータは鍵のかかる場所に保管し、研究終了
後直ちに破棄することとする。
Ⅲ結果

分析により５３個のコード、１９個のカテゴリーが導き

出された。各カテゴリーの時期について検討し、ケアプ
ラン案を作成した。

Ｌ目的

本研究は、第１段階として先行研究における患者の思
いをもとに、看護師の視点から、行っている看護ケアを
抽出し、時期や看護ケア内容を検討してケアプラン案を

作成することを目的とした。

このことにより、CSII導入患者の療養指導の充実、看
護師の指導レベルの統一を図る。さらに、第２段階とし
て、ケアプランの効果の検討へと進めていくことができ
ると考える。

Ⅱ研究方法

Ｌ研究デザイン：質的因子探索研究

2．対象：CSIＩ導入目的入院中の患者の看護ケアに
関わった看護師26名（CSII導入患者の看護歴７年目
２名、６年目３名､５年目１名、４年目２名、３年目３
名、２年目４名、１年目11名）

３期間：平成20年７月～平成20年10月
４データの収集方法:フォーカスグループインタビュー
にてデータ収集を行った．研究者にてロールプレイン

グ実施後、４～5名をｌグループとし、６グループ（各

以下、【】：カテゴリー、〈〉：コードで示す。
LCSII導入入院におけるケアプラン案の概要(図l）
CSII導入決定から入院時までに、【CSII導入への期待
度とイメージの確認】、【患者の持てる力の把握】、【生活
パターンの把握】を行う。これらより、【指導内容・方法
の選択】を行う。この選択により、【CSIIを具体的にイ
メージできる説明】、【CSIIの特殊性の説明】、【一連の手

技の指導】を行う。また、初回装着時には【初回穿刺時
の支援】を行い、同時期より【穿刺の苦痛の軽減への援
助】、【テープかぶれのトラブル対処方法の指導】、【トラ
ブル早期発見方法の指導】に取り組む。手技獲得できる
までは、【一連の手技の指導】、【一連の手技の確認】､【一
連の手技の見守り】、【指導内容・方法の評価】を繰り返
し行う。手技獲得後は、退院後も患者自身が自立して
CSIIを継続していけるように、【生活変動時等の対処．
工夫の説明】､【CSIIを継続していくための管理方法の説
明】、【退院後を見据えた練習方法の提案・実施】、【トラ
ブル対処自立への指導】、【家族への説明】を行う。
2．時期別のカテゴリーの説明(表1）
ＤＣSII導入決定から入院時

－４１－

この時期は､CSIＩ導入にあたって必要な情報収集を行

うための重要な時期である。〈CSIＩへの期待度の確認〉
〈医療者への期待度の確認〉〈入院生活への期待度の確
認〉〈csllに対するイメージの確認〉の【cslI導入への
期待度とイメージの確認】と、〈家族､周囲のサポートカ
の把握〉（身体機能の把握槻力障害の有無等)〉〈性格、

理解力の把握〉の【患者の持てる力の把握】、〈最小限の
普段の日常生活のパターンの把握（起床、仕事、食事、
就寝等)〉〈活動量の#EH屋〉の【生活パターンの把握】を
CSII導入決定時から早期に行うことは､手技指導だけで
なく､退院後を見据えた関わりを行う上でも重要である。
また、情報収集する際の関わりにて患者との信頼関係を
構築していくためのステップとしても大事な時期である。
２）入院時
入院時に、上記の３つのカテゴリーから患者の思いや
持てる力などによる適性を把握し､【指導内容･方法の選
択】を行うことで、入院中に患者に合った一貫した指導
を提供できる｡
３）入院時から手技獲得まで
この時期には､csllのイメージをしやすくし、新しい
ものを知ることへの不安の軽減につなげるためく看護師

がかかわった患者の経験談の紹介><インスリンと比較し
た説明〉等【CSIIを具体的にイメージできる説明】を行
う。また､CSII導入によりペン型インスリンの注入量が
安定するまで、頻回な血糖測定が必要であるという〈入
院中の頻回な血糖測定の必要性の説明〉や具体的な例を
･用いたくメリットの説明〉等、器機に関してどのような
ものかを知り、不安の軽減につなげるため、【CSIIの特
殊性の説明】が必要である。
また、〈穿刺時の時間、場所､人の確保》やく初回穿刺

後の思いの確認〉等の【初回穿刺時の支援】が、初回穿
刺時という特定の時期のこととして明らかとなった。こ

の支援を行いつつ、〈穿刺部位の選定>等【穿刺の苦痛の
軽減への援助】を始めていき、CSII器機装着へスムース
に導入できるように関わっていく。
手技獲得までは、【一連の手技の指導】として、ボー
ラス、サスペンド、刺し換え等の基本的な手技のく一連
の穿刺手技の模擬実施〉を行い、手技が￣通り行えてい
るのかの【一連の手技の確認】を行い、自立へと促して
いくために、【一連の手技の見守り】へとつなげていく。
また、手技の獲得状況を評価し、手技獲得後の指導へ進
むべきか【指導内容・方法の評価】を行う。これらの手
技指導は、基本的操作を獲得できるまで繰り返し行う。
この手技指導は、アセスメントから決定された患者の個

別性に合わせた指導内容によって行われる。
さらに手技の練習を始めた頃より患者自身がCSIＩ
器機のトラブルに気付き早期対処へとつなげることがで
きるように【トラブル早期発見方法の指導】【テープ力蝉
れのトラブル対処方法の指導】を行う。この段階では、
〈アラーム音の説明〉〈トラブル時の画面の説明〉〈パッ
チテスト実施〉といったトラブルの早期発見が主な目的

の指導であり、手技獲得後から退院までに行う【トラブ
ル対処自立への指導】へとステップアップしていくこと
が必要である。

3）手技獲得後

手技獲得後からは、退院後自立してＣSIIを継続して
いくことができるように、〈試験外泊の提案〉〈生活のシ
ミュレーション実施〉等の【退院後を見据えた練習方法

の提案．実施】、〈容姿面の工夫の説明〉等の【生活変動

時等の対処・工夫の説明】、〈退院後の血糖測定指導〉等
の【CSIIを継続していくための管理方法の説明】や､〈コ
ールセンターの紹介>等の【トラブル対処自立への指導】
を行う。また、患者が視力障害等にてサポートが必要な
場合や重症低血糖時等の緊急時に対応できるように、家
族に対してもCSIＩについての基本的なことを確認して
おく必要がある。そのため、患者への指導や説明だけで

はなく、【家族への説明】も必要である｡
Ⅳ、考察

本研究結果より、作成されたケアプラン案が患者の思
いと看護師の行ってきた看護ケアの融合であることにつ
いて、カテゴリーの分析により明確になった時期の重要
`性について、作成されたケアプラン案の利点について、
以下に考察する。
Ｌ患者の思いと看護師の行ってきた看護ケアの融合

先行研究z)より、患者がCSIＩを導入する前に《CSIＩ

に対する不安》《CSIIに対する先入観・イメージ》《良好
な血糖コントロールへの期待》《ペン型インスリンよりい
い》《医師への信頼感》といった様々な思いを抱いている
ことが明らかとなった｡これらに対する看護ケアは【CSIＩ

導入への期待度とイメージの確認】【CSIIを具体的にイ
メージできる説明】【CSIIの特殊性の説明】である。患

者がCSIＩ導入に対しどのような思いを抱いているかを
引き出し、アセスメントにて必要な看護ケアを行うこと
はCSII導入､継続への指導を進めていく上で欠かせない

ことである。また、患者の《注入セット準備の困難感》
《ボタン操作の困難感》に対しては､【一連の手技の指導】

【一連の手技の確認】【一連の手技の見守り】を繰り返し
行うことによりそれぞれの困難感を軽減し、患者自身が

csilの一連の手技を自立して行えるよう促していく。そ

して､《穿刺時の痛みや位置の制限､固定テープの皮膚ト
ラブル》に対し、【穿刺の苦痛の軽減への援助】【テープ
かぶれのトラブル対処方法の指導】、《針が留置されてい

ることでの不安や疑問》《衣類などの工夫》に対し、【生
活変動時等の対処･工夫の説明】があり、《アラーム・器

機トラブルへの不劫に対しては､【トラブル早期発見方
法の指導】を行い、自ら対処していけるように【トラブ
ル対処自立への指導】を行うことへとつながる。患者が
《周囲の疾患理解不足への不満》《周囲のサポートへの希
望》を持っていたことに対して、【患者の持てる力の把握】
から患者のサポート状況と希望を確認し【家族への説明】
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を行うことへとつながる。

以上が患者の思いに対し看護師が行っている看護ケ
アであるが、本研究で新たに、看護師の知識や経験から
必要とされた看護ケアとして､<初回穿刺時の時間､場所、
人の確保〉やく初回穿刺後の思いの確認〉等の【初回穿
刺時の支援】があげられた｡また､【生活パターンの把握】

【退院後を見据えた練習方法の提案・実施】【csIIを継

続していくための管理方法の説明】は、退院後も自立し
てｃSIIを継続していけるよう、個々の患者に合わせた
ｃＳＩＩの指導へとつなげていくために必要であるという
視点が得られた。

本研究にて、患者の思いと看護師自身の知識や経験の
両方を融合し入院期間に必要とされた看護ケアをプラン
案として描けたと考える。これは、正木3)のいう「臨床
の知」を言語化し、実践知として形にしていくこととな
り、csII導入入院における看護という専門分野における
看護の援助構造として、その実践知を他人に伝える形と
して描けたのではないかと考える。
２カテゴリーの時期の検討

分析を重ねたことにより、ケアプラン案では､cslI導
入決定から入院時、入院時、入院時から手技獲得まで、
初回穿刺時、手技獲得後の５つの時期が導き出された。
限られた入院期間の中で、最大限の看護ケアを行うた
めにも、csII導入が決定となった時から、看護ケアの介
入が必要である。【csll導入への期待度とイメージの確
認】【患者の持てる力の把握】【生活パターン】からアセ
スメントを行い､入院時は、【指導内容･方法の選択】を
もって個々の患者に合わせた看護ケアを進めていく。
手技獲得までの時期の中でも【初回穿刺時の支援】が、
初回穿刺時という特定の時期のこととして明らかとなっ

た。初回穿刺時はトラブルが起こりやすく、不安が増強
しやすいため、まず環境を整えることが大切である。ま

た､針を束付ことによる患者の反応やCsll器機装着後の
感想を聴き､.その後の指導内容や指導方法を考えていく
上でも、初回穿刺時は、重要なアセスメントの時期であ
る。

手技獲得後は、患者の自立へ向けた退院指導が行われ
る時期である｡ｃSIIの一連の手技が獲得できないうちに
退院後の生活に関する指導を行っても患者を混乱させる

ことになる。患者が自立して一連の手技が行えると判断

することがこの時期には重要である。
それぞれの時期には重要な意味があり、適切な時期に
必要な看護ケアを行うことにより、その後の看護ケアへ
とつながり、段階を踏んで患者が混乱せず学ぶことがで
きると考える。
３．作成されたケアプラン案の利点
ｃSIIの導入の経過は1型糖尿病特有の血糖値の変動が
激しく、コントロールが不良である場合、妊娠に向けて
厳格なコントロールが必要な場合、仕事等社会生活上の
､理由でペン型インスリンでのコントロールが困難な場合

等さまざまで、患者の背景や心理状態は複雑である。本
研究にて、先行研究から明らかとなった患者の思いを重
要視した専門分野における看護ケア内容を明らかにし、
その看護ケアの時期を検討しケアプラン案として提示で
きた。このケアプラン案を用いることで、看護ケアに携
わる看護師が共通の認識を持って関わることができ、過
不足なく必要な看護ケアを適切な時期に患者に提供でき
ると考える。そして、患者の個別性を重視し退院後の生
活を見据えた看護ケアを行うことは、患者自身が主体的
にcSIIを習得､活用できるように導くことにつながると

考える。また、ケアプラン案は指導に用いる手段のみで
はなく、看護師自らの知識の振り返りや不十分な項目の
認識にも役立てることができると考える。
4．今後の展望

今回作成されたケアプラン案をもとに、具体化された
看護ケアを患者に実践し、妥当性の検討からケアプラン
を確立して、効果の検証へと研究を進めていくことが今
後の課題である。

Ｖ・結論

1．看護ケアの抽出、時期や内容の検討により､５３個の
コード、１９個のカテゴリーが導き出され、ケアプラ
ン案を作成することができた。
2．カテゴリーの時期の検討により､CSIＩ導入決定から
入院時、入院時、入院時から手技獲得まで、初回穿
刺時、手技獲得後の５つの時期が導き出された。
3．作成されたケアプラン案を活用していくことで、患
者の思いや背景、退院後の生活に合わせた、一貫性
のある看護ケアを行うことができると示唆された。
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どん４A生i舌を送りた】,ﾍかを逼麹こして、CSIIがどういう風ﾉﾋ鰍 櫛sあるのﾜｸを鋤;ドルていく。

〔SIIに対するイメージめW鶴：
患者U□持てる力の'四量 曽戴ﾘﾐﾉ藺晒のﾘｵｰﾄｶのf曾屋

IﾊIハイメーSﾉｶ(ﾛの瓶顧､イメージなのﾜｳわていうのをそこでちょっと聞き比hjB
自分からtiｺﾞﾘ盃場の人に言いにくいとは思うけ些低1,1箔Mこなった時〈こうして欲しいと７mわかってもらってたｶｶｮﾊI,Ｂ

蛍舌ﾊﾟﾀｰ→/UDI凹屋

入Ｉ院 擢ｌｉｌ村容．
時～

』H科織目の|笹屋
性格､理ﾘｷﾞヵの'四量
ｊｍＭ､限の普段の 日常生活のパタ
－ﾝの佃屋
活､n週p,掴屋

方蟻,魑択｝

指鞠ｸﾞ丁容趨択
指導）調麺択

にイメー

謂欝i『'`鰊。

目ｶﾐ見えにく(,)人に使うときIミあｵＬ('､/フレット)はあﾊﾉまり。
覚えらｵ1る人}よペースの変更も教えｵTl:ロハ1,3
とi括ﾊﾟﾀｰﾝを泌輿iMgNﾖL職業と食VIのパターンと力umlg限の普彊hの日常生活のﾊﾟﾀｰﾝI対把握し〆ておく必要ｳ;あるｂ

ﾍﾟｰｽ"ｉｎ侭i］土日中のi舌nimEtと力滉ｽﾞ助§ら先生と考え『ていくし。
手技で覚えFdmって欲しI,､ところだIﾅしっかりできjru乱いと思って関わる。
必要rf項目だけをピックアップしﾉて雷lパてあるようなものがあ11ばす．､便ﾄﾞﾘやと思う。
た患者7つ経験談 その他のｉｆ渚さん0ヒワ雪を杙5hＦして言ってあげています8

CSII器機のBﾖ料 を用いての生活 具鰄勺にイメージできるようにz卜を持ってくると力、}覇slを持ってきて見】せるとかした方)ｳｺ､1,8
の具*軸《】頓Bi明.

CSII器機の沼介

:i識ﾛｽBi１月力1H1けｵIばこういう鵠懲Ｗ<ﾕっていう少ｕ奏凶こもyつ０９ｺｳｽるし

3日Iこ１回ﾎﾟﾘすってことをイメージLﾉやすいように今まで12回inIしてたのﾜｩ31回こなるよっていうとイメージがわく。イ
ンスリンとkU紋してどうかとか;柵Y1Tや同ｈＢ
入院中のl飼回 な血糖測定の必要 8検i近い近山Yでしよ｡何回やると力､掴｡ちゃんとliii明せyしなんと思う。２時潤毎とカミ夜中もずっと測るでしよ､(万rで
そこまでせﾊﾉitMﾉCDかってら
I1hpDIi;ilﾘヲ
具体的７３M薊lを用しＴＥレル､ところ､メリットとかを鯖司)ろ
メリッに餅明
ペ ﾝ型インスリンと上b枚した説

明

csnの梼呂樅白の鯛現

cSII導入初期に起こりうること ﾍﾟｰｽﾎﾟｰﾗｽＣＤ：in壇EPI弍低血鍍lこなりやすいことを伝えへ｛9ｍ慰鳰$の対処ｺﾗ法をiOiDX砺認Lﾉておく。
のiBi明

一連の手伎の指導

初巨 初団穿iﾇ時U､皮援
察、
時

絶ｳﾄﾞｌ１回ゴプレテストとしC露ｉｉ８ｉｶｳBやってみせて、２回目以降fで73ﾖ,､とさせてな''8
刺L換えたj麹､３時１１１１自分が起きとってﾌｫﾛｰできるI廟111じゃなI'､と。
手技 に自信を持たせるための 一日一回しかできな',刺し換えをあんまりうまくＷ小fbいったとき､lﾂﾞﾛの日に1ｺ『できとったりして、徐々Iごできていくつ
ていう気持ちにな+Uるんなら毎日やったら1N,8
援助
理解度に合わせ、 必要時'←ス ﾍﾞｰｽの指調取j患者さんのIlii兄]響;W渡iご合わ{iFQ必要な らぱiﾃう。当i鍾涛体11mをﾅｶiしやすし（仕ﾖﾘｪ･休日パターンがIゴ
らばら､１hMJ鞭E廻駈噸轍ｕ,vljeどで>必野寺行う。
変Z[蝶作りD朧溺【
初互圏辣 Ｉ】罰0,崎ｉｉｌｌ鰻訴人pDW& やっぱり１１;imBをW圏係すること､場所もちゃんととらんitにんなって思う。
CSIIに関わったASF音の人数ｳ鐘う゜そういうのをわかった-1:fで関わる人が多いIまうｶｮﾊ1,8
保
自分でやるﾀｲﾌﾂﾋﾞつたらﾛでどんど入鯛]月してやっていけＩ乱1'下で弓にjﾆｵ□し
初亘Bi輔ﾘf；の患者の様子観察
一連の穿iiﾘﾖ割剴yｺｲ蟻溪施
刺し換え113綱の検討

薊'す時本当に勇気を持ってしとって. ･ストレスやと思うよ。

1m亘B謙Ｉ後の恩』'轆蝿

初め｢て彊IをiiiＩした後lこ自分が齪魯やしったら､感じiｳ:どうやつﾌﾟﾐかと力鋼こなる。

サーター０，紹介

鋤こIIHﾃﾞDi3ある人'よクイックサーターと力鵠具もあるよっていうことを伝えられると''１％

今後0,$列し換え方法巨鴎h、識 ｲﾘ回に刺したときにどのくらし繍鰹必要bWig恩する＠セット13毎日でもしたIまう汎いと思った
戸～

手技

穫絹
時

霧Iの蕾舗iの纒減への 野輔I針の選定

鋼iUiHmD選定
舗繊1作･刺し換えppW鶴忍
一連のEﾌﾟﾆ鼓囮ﾌﾄﾞ鶴忍（
器ｌｊｌ９』iM1E･刺L換えの見高Fり
弓連のEFI支､見守り
指導k癖･方法0口關価 指導Ｐｔ癖･方1;、設定
１１鍔PhF容・方法,目＃;稲ｉ）
トラゴ’ し早期発見方法 アラーム音UDiBi5月
ﾄﾗﾗ笏ﾙ時UDi亘西WDi3i明
の指導

刺し換え後の血断鰯定指導

テープかぶｵLのトラプ パッチﾃｽﾄ実i慰
バリアの使用提案
ノI3Gi処ﾉﾗ法０，籠駕【

手技 生涜変鼠1時等の対処・ 容衡面W>工夫のi1ii明
獲栂 工夫に蔚湘月
生I露通り時UD5侭i処或ﾗ法pDiiiiB月
後～ CSIIを継続していくた ﾀ}来てUﾌ藤圏則端u1瞥恕
退院 めのi刮理方法の:jI明
過；識の、鰯(淀指導

患者さんの皮T1i罰ｊ麹鰄iのF鶴忍を行1,161Unｶ日､のどちらが良Ｗﾜﾜｳ糖認する。
針をililH-のIｶﾞﾋﾞﾊﾉだAﾉ苦痛lこなる｡やっぱり16罰ﾗｶﾞｺﾞﾋﾞつかり1こなったら､吸収悪<なって６
ボーラスーサスペンドの器I1i鋪Mｲﾖ刀Ni認1ｺQZFfするｂ
ﾝl吾ラスのB課Fりと力斜習を通Oねると力3口を出さkﾉﾐいと力｛届U濁されたら｢すぐに画うんじゃなくて自分で零ﾌﾋｱてもらつ。
(白ウラＷﾉﾗｶﾞ､の半lMyfヴザlゴロ今後見守りのみで良いかを決める。

ｲ可逼]目と力何日目とかっていうこと力R1つﾜｳやとったｶｶ、いポーラスは自分でできますとi､見守り必要ですっていつの
売り'『ず秤#掃才Zｉ

アラーム1号ZkH醸し泡王う力､,､廿曰って宮おって、とにかく閉塞させてみせたりとかしﾉてもし､1,8
ｚA"G2i百i百i(=Ｈ１弓h）になったらﾄﾗﾌﾞｳﾙだもってKjU］月lﾉて､早;01対iinOnできるようにす届し
HiIIu鎚喘介総DtflIl兼Ni懸け巾H繭i旬Iってもらう。何て刺u9Q身径Ⅱn籾､醐匝且b､必要ﾜｳﾈDB据必：鍵

毎日稲１，糠ﾌﾞi_てﾘﾓP』1Ｊｳ遡塩響bHらそのﾃｰﾌｾ少しとって洞,．Tてあとからｲ1mのところでテストしてみｵu動､ＷＷｊやZfl'$
BUHmいＰ西バリアＬしった"Ｌ

#雛ｷﾝu功勤いよとカュそういうアドバイスをしてるのをITI、淀ことありまＦ１､
ﾌﾄ｡i(シカの鍵凹g廃BII券汐Ｈｔろのは1時nmまでと7Ｗ目W1罫91塑亀
;囲穿f譜１４１６典零轆I廓lｳ1鼎山ｶﾞﾖ等HHhlLろように外来とH1､塔をとってｋ準ｍＷｕｑａｉｍんｍＷｇＬ

鳴って-から姥れくケルＵワペ員スでihlH鰯ﾄﾞｲ則る力｛退廃して1ｸﾛの受診までは今ぐらＷ回ぐらⅦ｡JlIらんZにんと1.画フ0丁と。
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鶏I懲亡;FfIZでしか趣入した自分がどう力１;耐､B而と患者さんと－瀦l覇1Ninする。

緊急鯖りっ由i応の指導

ニオLまでの鰯;『でこういうときはどうするって聞く

トラ ﾌﾟﾙ引鮒処自立への ｺｰﾙｾﾝﾀｰ､】紹介
鶏機楓i藤iUD対処ｼﾞﾌﾞ法の指導
指導

-T執ﾖﾋ知fHT3TTH1-I-〔識2輪ﾀ１４白弓Iﾗｫu剴閃,Ｉ卦らのﾘﾗが葵漂のと目舌がlつかる力もｕＴなﾙＢ

１１霊を虫舌に合わ{2Fでいくっていうスタイルでいくのがほんと1ｺEsllの艮さやレォュ退暇識の電古を冨嶽心人ＩＤ同日Ｅｗｊ囹吉
左梢t展しシミュレーション色

｡

コーノレlアンクーレカ”B報JW管し子ういうのﾚｳ;あるよってV云える。
具艶鍾bS蝉約士E割を仁暁申ムルログレカ冠Iihﾂﾞ1ft；ｉｊｌ荷ph9b1寺ってＵＴてそﾌﾞrUG椒厭１－ることを知つとｵ刊后KｺﾋｵでていI'ViJNPと忠ﾌ。

檀i血糖･I】u血糖時の対処庁怯の igl完する噸二生活も変わるのrで血鯛ii[も変}つってくるのでこまめにImlimillって､1mか3bったら.連緒して〈たごいって。

家族へ`､駁例月

揮騨
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