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DSTラウンド２年目の評価と課題
～アンケート調査から分かったこと～

発 表 者 市川 雅美 （長野県：佐久市立国保浅間総合病院 看護部）

共同研究者 坂下 恵美、丸山 友子、井出 美子、須田 美穂、小泉 さよ子
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当院は一般病床２４３床・療養病床８０床のケアミッ

クス型の総合病院です。１９５９年開設以来 糖尿

病外来を行っており、昨年も年間１，４８９人の方が

通院しており、糖尿病を主疾患として入院した

方は１２５人いました。
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２０１１年１月より 糖尿病サポートチームによる

他病棟への回診（以下 DSTラウンドとします）

を行っています。ご覧のような構成メンバーで

ラウンドチームを結成し、毎週１回、依頼され

た患者のカンファレンスを行い、ベッドサイド

で、患者と共にインスリン量の調整や食事内容

の検討を行っています。
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DSTはこの２年間にスライドに示したような活

動を行ってきました。
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【目的】DSTの２年間の活動を振り返り評価す

る。
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【方法】２０１３年３月に院内の医師・看護師・薬剤

師による DSTラウンドとラウンドマニュアルに

ついてその周知度と使用状況に関するアンケー

ト調査を行いました。
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倫理的配慮は以上です。
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当院の DSTの活動は、２０１０年１２月から開始しま

した。DSTラウンドを開始するまえに、全看護

師２１６名に糖尿病患者に対し看護上困った事がな

いか、糖尿病療養指導士に相談する場が必要か、

などについて無記名選択式アンケート調査を実

施し、現状把握を行いました。アンケート調査

の結果、７８％の看護師が、糖尿病について困っ

た経験があると回答し、６６％が糖尿病チームに

介入して欲しいと回答し、DSTラウンドが必要

性とされていることがわかりました。
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DSTラウンド対象患者はご覧のとおりです。
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こちらが DSTラウンドマニュアルです。各病棟

での依頼までの手順と、必要書類の記入例を作

成し、全病棟に配布しました。
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各科の依頼も増えており、ラウンド件数も２０１１

年はのべ件数２００件でしたが２０１２年は３２４件とな

りました。この結果、１回のラウンドで１０名ほ

どの患者を対象とすることになりました。
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医師・看護師・薬剤師の３１８名を対象にアンケー

ト調査を行い、２２８名７２％の回収が得られまし

た。その結果、糖尿病患者にかかわっているス

タッフは全体の８３％でした。
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DSTラウンドの認知度は７５％であり、そのうち

有益であると回答されたのは５６％でした。無回

答が多いのは DSTを知っていても、実際に関

わっていないからと考えられます。

実際に依頼された内容は血糖コントロールがお

もでした。
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DSTによる業務・意識の変化の問いに対して、

医師からは DSTがかかわることにより、自分の

治療がスムースに進み、業務量が減り不安も軽

減されていることがわかりました。
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薬剤師からはご覧のような、血糖コントロール

に対する意見が聞かれました。
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看護師からは インスリンに関する不安の軽減

と血糖コントロールの対応がしやすくなり、業

務が楽になった。また、フットケアの有用性が

認識され、フットケアに目をむけるようになっ

た。糖尿病併存患者が入院した時にマニュアル

を利用し、学習したりしているという意見が聞

かれました。
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DSTへの意見・感想として、医師から、すみや

かに対応してくれ助かっているが、糖尿病医師

の負担が心配。コンサルトの方法を研修医に教

えてほしいと言う意見が聞かれました。
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薬剤師からは、化学療法時の血糖コントロール

や、相談窓口についての意見が聞かれ、血糖コ

ントロールに不安を感じており、DSTの介入を

希望していることがわかりました。
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看護師からは、DSTの介入により糖尿病に関し

ての関心が高まり、学びの場となり、相談でき

る場所もでき、安心にもつながっていることが

わかりました。
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DSTの負の感想として、ラウンドの依頼方法・

書類提出・活動内容が解らないなどの意見が聞

かれました。
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【考察】DSTラウンドは他科のスタッフの業務

の助けとなり、糖尿病の意識の向上と糖尿病患

者の支援に役立っている。DSTラウンド依頼時

の書類作成が、他病棟の看護師の負担となって

いる。DSTラウンドの活動内容を知らない職員

が、ラウンドを行っている病棟にもいることが

わかりました。
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【今後の課題として】DSTラウンドの書類の簡

略化と依頼経路、相談窓口、ラウンド回数の検

討、マニュアルの使用方法を研修医も含め、全

職員に伝達し DSTに対しての理解を広めてい

く。また、DSTラウンドに対する患者の反応を

知り評価を行っていきたいとおもいます。
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【結語】DSTラウンドは、糖尿病を持つ患者の

他科での治療・療養において必要とされており

有用であった。
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施設で看取るための体制作り

発 表 者 遠藤 健史 （島根県：隠岐広域連合立隠岐島前病院）

共同研究者 井上 順子、瀬戸 真由美、木村 幸枝、奥田 八重子、今岡 麻保、酒井 和久、
福田 聡司、白石 裕子、白石 吉彦
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こちらが実際のラウンド風景です。

ご清聴ありがとうございました。

¡�`Pr�rH�Øvö�
��Wvá"� ��b±��

-. �dA�

[\r%�m]�

隠岐島前病院の内科、遠藤と申します。よろし

くお願いします。
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施設で看取るためには、施設、病院、入所者家

族が入所者の状況、今後の方針についての情報

を共有する事が必須であると思われます。その

根拠について発表したいと思います。
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私たちの住む西ノ島は、人口３，１５０人、高齢化率：

３８．５％であり、施設看取りは１９．８％と全国平均

の４倍の高い数字になっています。
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