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地方独立行政法人 市立大津市民病院

多職種連携によるチーム医療の実践で
糖尿病患者・家族の療養生活を支援
〜院内での組織横断的活動を地域へ波及〜

糖尿病の療養指導において、食事・運動療法はもちろん、薬物療法、血糖自己測定、フットケア、合併症検査、メンタルヘルス
など、多職種連携によるチーム医療が欠かせない。兼ねてから多職種連携による糖尿病チーム医療に取り組んできた市立大津市
民病院（滋賀県大津市・439床）では、2013年にチーム名を Team Compass と定め、院内のみならず院外との多職種連携を
推進し、地域全体で糖尿病患者さん・家族の療養生活を支援している。Team Compassの活動を通じて、糖尿病の療養指導を
支えるチーム医療のあり方を紹介する。
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CDE/LCDE薬剤師を中心に
糖尿病薬物療法の
安全性・有効性に寄与
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このような中、薬剤師は糖尿病チーム
医療が始まった当初より積極的に関わ
り、安全かつ有効な糖尿病の薬物治療を
推進している。薬剤部薬剤長の中山英夫
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「医療安全については、ヒューマ
ンエラーを最小限に抑えることを目的
に、薬剤部で様々な取り組みを行ってい
ます」と話す。その一つとして2014年か
ら、医薬品に表示されたバーコードを利
用して医薬品の取り違えをチェックする
調剤過誤防止システムを構築・稼働さ
せている。
「例えば糖尿病の治療には、
作用機序の異なる薬剤や、配合薬、後
発医薬品など、様々な薬剤が処方され、
腎機能等の確認が必要な薬剤も含まれ
ています。そのため、医薬品の取り違え
や投与量の間違いなどヒューマンエラー
が起こりやすいのですが、システム稼働
後の調剤過誤はほぼゼロになっていま
す」と中山先生。
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記載）
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