
加古泰一
兵庫医科大学　放射線医学講座　助教
放射線医学講座　助教

兵庫医科大学　放射線医学講座
加古泰一
助教　放射線医学講座　助教

加古泰一
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加古泰一
助教　放射線医学講座　助教

加古泰一
助教　放射線医学講座　助教

タイトルと縦並びの時は
上だけに飾りケイ

タイトルと横並びの時は
上下に飾りケイ

アキは配置状況で適宜決定

出野憲由　大阪労災病院　内視鏡センター　主任臨床検査技師

●スタッフ全員が勉強会で講師を務めることで，
興味を増やすことに加え，自発心が芽生えた。

●互いに共有できる仕事を増やすことで，
「ありがとう」の気持ちが増え，インシデントの低減にもつながる。

●3Kのままでも，やりがいや仕事の楽しさを感じることで，
働きたい職場へと転換することができる。

●IVRは画像下治療ともいい、血管系と非血管系に分けられる。

●腹部IVRでは、TACE、生検、ドレナージなどが有名である。

●一般にIVRは外科的治療と比べると低侵襲である。

消化器疾患消化器疾患の
消化器疾患消化器疾患の

検査・治療法検査・治療法
検査・治療法検査・治療法

消化器疾患消化器疾患の
消化器疾患消化器疾患の

検査・治療法検査・治療法
検査・治療法検査・治療法

3K（キツイ・キケン・コワイ）のイメージを乗り越える！

朝の５分間勉強会と
密なコミュニケーションによる変化

3K（キツイ・キケン・コワイ）のイメージを乗り越える！

朝の５分間勉強会と
密なコミュニケーションによる変化

特集2  先輩がいない！ 任せられるスタッフがいなくても！ できることから始める内視鏡室のスタッフ教育

　私は臨床検査技師（以下，技師）です。

生化学・免疫検査を10年間専門とした後，

当時の消化器内科副部長に誘われて2000

年に内視鏡センター（当時は内視鏡室）に

転属しました。内視鏡センターでのこれま

でを振り返れば，多職種が一緒に働くこと

の難しさと喜びの両方を実感した20年で

あり，今も継続中です。

“みる”ことの違いを知る
　私が内視鏡センターに配属され，最初の

生検介助でのことです。生検後にモニター

に映る出血に動揺し，気分が悪くなり，

15分程度トイレから戻れないことがあり

ました。その時に，大先輩の看護師から

「あんた，心配したで。技師さんには初め

ての慣れない仕事かもしれんから気にしな

や。ただ，あんたはあるもんをそのまま見

とるだけやからそうなるんやで。看護師

は，いつも患者さんのことを看護の眼で看

とるから，あんたみたいなことにならんね

ん」と言われました。「私も見ていますが…」

と思い，さらに尋ねると，図１に示す内容
を説明されました。そして，血が出ている

のであれば，「患者はどうしてるのか？　

しんどそうにしてないか？　背中をさすっ

てあげたほうがよいのか？」と思いながら

患者をみることが＂看る＂ということだと

教えてもらいました。

　翌日からは，技師であることはいったん

忘れ，看護師見習いとして一から先輩看護

師に学ぼうと決めました。この経験が，医

療人としての転機となっています。

「アサーション」の基本
　実は，前述のエピソードの会話の中に，

コミュニケーションで重要な手法の一つが

使われています。相手のことを理解し，思

いやり，素直に自分の言いたいことや感じた

ことを伝える「アサーション」という手法で
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す。前述の看護師からは，常にそのように接

してもらいました。このような職種の垣根に

こだわらずに働くことやアサーションは，

多職種が従事する内視鏡センターにおいて

前向きに働く上で重要だと考えています。

　ここからは，具体的に，当院の内視鏡セ

ンターでスタッフが前向きに働くための教

育や取り組みを紹介します。

内視鏡センターの運営
　当院の内視鏡センターの概要は表のとお
りです。

　曜日ごとに責任医師が決まっており，当

日のリーダー看護師と共に内視鏡検査の運

営を統括しています。午前中は主に上部消

化管内視鏡を，午後は主に下部消化管内視

鏡を行います。

　主な検査までの流れは次のとおりです。

①�事前準備：担当は看護師。看護師の数が

少ない時は，技師が行うこともある。前

日の午後に検査一覧表を用いてカルテを

チェックし，翌日分の検査の依頼内容，

同意書，既往歴，抗血栓薬，常用薬，薬

剤アレルギー，同一名などを確認する。

次に，内視鏡モニター貼り付け用のシグ

ナル（生検禁やキシロカイン禁など）と

介助者用のB5判のシグナル（写真）を準

見る………眺める

観る………観察する

診る………診察する

看る………看護する

小林宏之：講演「チーム医療に必要なノンテクニカルスキル」，
P.195，第60回日本職業・災害医学会学術集会，2012.

患者を“みる”

図1  “みる”の違い

内視鏡検査室：５室，透視室２室（共用），リカバリー４室

内視鏡トロリー：５台（2019年６月より６台），小
腸ダブルバルーン内視鏡（DB）用１台

スタッフ：医師６～ 10人（曜日により異なる），看
護師９人（うち消化器内視鏡技師２人），技師３
人（うち消化器内視鏡技師２人），派遣事務員２
人，派遣洗浄員２人
看護師は外来所属で専ら内視鏡センター勤務。突
発的な休みなどの欠員補充は，可能であれば，他
外来からの内視鏡室経験者による応援で対応。技
師は専属勤務で，休みの補充はなし。派遣社員が
休む場合は技師が対応。

主な検査数（2018年度）：上部消化管内視鏡検査
7,356件，下部消化管内視鏡検査3,415件，ERCP
603件，小腸DB52件

表  内視鏡センターの概要

内視鏡モニター貼り付け用シグナル

介助者用のシグナル

写真  シグナル
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備し，午前の検査進行表（資料）を作成
する。

②�検査前：担当は当日の早出技師。当日朝，

検査一覧表を出力し，前日に確認した内

容からの検査キャンセル・追加，必要な

処置具の確認などを行い，前日作成した

チェック記載済み一覧表に追記する。

③�検査：運営は，リーダー看護師１人，各

検査室担当（看護師，技師とも担当）７

人，リカバリーや各検査室の応援対応な

どのフリー看護師・技師数人。問診票の

記載担当は事務員。リーダー看護師は，

記載された問診票の内容とシグナルを照

らし合わせ，再度患者に口頭で確認し，

前処置（ガスコン水内服まで）後に依頼

書，シグナルなどの書類一式と共にフ

リー看護師へ申し送りを行う。フリー看

護師が注射薬を準備し，各検査室担当に

依頼内容，抗血栓薬の有無，禁忌事項な

どを申し送る。午後の検査進行表は，便

スケールから勘案し，責任医師が11時

ごろまでに作成する。

多職種間に起こった化学反応 
「一緒にやりましょう」
　最近まで，内視鏡センターへの配属は敬

遠されがちでした。過去には，配属される

のであれば退職するとまで言われることも

ありました。どうしても3K（キツイ・キ

ケン・コワイ）のイメージがあるのだと思

ブース １ ２ ３ ４ ５ ７番透視室

内視鏡検査一覧（AM）

８：45着連絡済み
E4 ○○Ns
１－①
E4 ○○Dr
EUS-FNA

１－②
W4 ○○Dr

１－③
E4 ○○Dr

１－④
E4 ○○Dr

１－⑤
当日入院
W4 ○○Dr

外来

①

③

⑤

⑨

⑫

２－①
W4 ○○Dr

２－②
M5　整外

鎮静②

鎮静④

⑥

⑩

⑬

３－①
E4 ○○Dr

３－②
W4 ○○Dr

②

④

⑦

⑪

⑭

外来鎮静

鎮静①

鎮静③

⑧

５－①
E4 ○○Dr

７－①M7：N16
ERCP

W4 ○○Dr

７－②
EIS

W4 ○○Dr

７－③
ERCP　ENBD
E4 ○○Dr

７－④
大腸ステント

M4

特記事項

９：00
　：10
　：20
　：30
　：40
　：50
10：00
　：10
　：20
　：30
　：40
　：50
11：00
　：10
　：20
　：30
　：40
　：50
12：00

入院

資料  検査進行表
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います。

　2017年度の冬に内視鏡センターの看護

師リーダー，サブリーダーと私の３人で，

2018年度はどのように内視鏡センターを

運用するか，教育方法，スタッフ間でのコ

ミュニケーションの取り方などを話し合い

ました。内視鏡検査件数を増やしながら，

つらくても楽しく仕事がしたいという切実

な思いがありました。

　そこで，次の３点を中心に2018年度の内

視鏡センターの運営に臨むこととしました。

① 職種の違いによる垣根をなくすこと（業

務についても，看護師は技師の，技師は

看護師の業務をできることから覚えるよ

うにする。ちなみに，技師も救急カート

に入っている薬剤の大まかな配置と薬効

などを覚えている）。

② ①を可能とするためにも，勉強会を行

い，互いの知識を高めること。

③ 密に情報を共有し，共に改善点などを話

し合うこと。

　具体的に決まったこととして，朝の５分

間勉強会，全員が参加可能な週１回の内視

鏡ミーティング（それまでは議題がある時

に開催）から始めました。これらのことは，

看護師側から「一緒にやりましょう」と提

案されたことがきっかけです。

朝の５分間勉強会

　朝の準備終わりの５分間（８時45分ご

ろから）という短時間で行える量の勉強会

を始めました。内容は内視鏡スコープ，プ

ロセッサー，前投薬，内視鏡処置（止血や

EISなど）などについてで，場合によって

は同じ内容を複数回に分けて講義します。

講師は看護師と技師が持ち回りで行いま

す。事前に担当を決めておき（Ａさんは

EIS，Ｂさんは止血など），およその発表時

期を明示しておきます。資料作りなどは，

担当者が職種に関係なく聞き合い，時には

医師にも加わってもらいながら行っていま

す。2019年度に入ってからは，遅い時間

に出勤するスタッフが在籍していることも

あり，週１回程度で比較的空き時間が取り

やすい時に行っています。

　11月ごろからは，消化器内視鏡技師試

験対策の模擬テスト問題なども作成し，配

布しました。2019年度も作成予定です。

週１回の内視鏡ミーティング

　医師不在時を除いて，議題のある・なし

にかかわらず（大抵ありますが）集まって

います。その席上で，意見のある人や提案

のある人は話すことができます。多職種が

集まるため，直接他職種の意見を聞くこと

もでき，得心することもあります。

　ここで大事なことは，意見に食い違いが

出そうな場合に，あらかじめ中心者や関係

のあるスタッフ間で意見のすり合わせを

行ったり，落としどころを打ち合せたりし

ておくことです。なるべくなら，＂炎上＂

だけは避けたいところです。

小さなことも早期解決

　「互いに気づいたことは何でも言おう」

ということを心掛けました。気になったこ

とは，翌日に持ち越さない。ためてから言

うと，わだかまりもできやすく，小さなこ
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とが知らぬ間に大きくなっていることもあ

ります。

　ここでは，最初に紹介した「アサーショ

ン」の手法が必要となります。相手のこと

を理解した上で，素直に自分の言いたいこ

とや感じたことを伝えます。「昨日は遅く

までお疲れ様やったね。急いでたからやと

思うんやけど，○○出っぱなしやったよ」

「ごめん。片付けといてくれたん？　あり

がとう」という感じです。過去には，オブ

ラートに包んで相手に伝えたことで，誤解

を生んでしまったことも経験しています。

素直に伝えることが大切だと思っています。

勉強会やミーティングを 
始めた後の変化
　以前は，看護師と技師の業務内容を分け

ていました。話し合いも別々のことが多く，

いろいろためてから話し合うこともありま

した。そうすると，「これは看護師の仕事

だから置いておこう」「技師さんを呼んで」

など，お互いの業務に全く手を出さない風

潮ができ上がります。

　私は，チーム医療を構成するメンバー間

の関係は家族のような関係だと考えていま

す。「ごはんを作るのは嫁の仕事だろう」

と言われたら，女性は「はあ？　誰に言う

てるねん！」となりますよね。これと同じ

ことではないでしょうか。法律上，技師に

は行えず，看護師にしかできないことはあ

ります。これは女性にしか子どもを授かる

ことができないことと似ており，それなら

ばほかに何か協力できることはないかと考

えることが円満の秘訣です。医療現場で

は，責任の所在の明確化を求めるあまり

に，仕事の線引きをしすぎてはいないかと

感じていました。

　朝の５分間勉強会は，知識や興味を増や

すことに加え，講師を務めることで自発心

を芽生えさせました。各個人が知らないと

いうことが分かるようになり（無知の知），

質問されることが増えましたし，こちらか

ら質問することも増えました。内視鏡につ

いて何か話をしていると，知らず知らずス

タッフが集まってきていることもありま

す。知識の垣根は，互いに学ぶことで低く

なります。

　また，週１回の内視鏡ミーティングを行

うことは，医師を含めた職種間の意思疎通

を円滑にしています。話し合い，課題を見

付け，翌週に確認するというサイクルがで

きました。問題解決（意思決定）１）の鉄則

であるノンテクニカルスキルの一つ，ブ

リーフィング，ハドル，ディブリーフィン

グを１週間掛けて，自然と行えていると思

います。例えば，医師から「〇曜日の検査

間はなぜ時間が掛かったのか」と質問があ

れば，その理由と背景を説明，翌週の課題

を検討し，その翌週のミーティングで結果

を再検討するなどしており，必要な時には

病棟にもミーティングに加わってもらいま

す。時には，単純な勘違い（例えば，医療

器材の変更を知らずに探していたなど）の

時もあり，「聞いてよかった」ということ

もあります。

　ミーティングの議事録は，共有できるよ

うにホワイトボードに掲示し，その後はす

ぐに閲覧できる場所にファイルしていま
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す。また，何か変更などがあれば，申し送

りノートに記載し，閲覧者は印鑑を押すよ

うにしています。

　問題が起こった場合，緊急度によっては

業務中であっても，主に責任医師，リー

ダー看護師，主任技師の３者が集まり，協

議します。小さなことであっても，なるべ

く早く情報を共有し，知らせることが大事

です。責任が共有され，他職種の仕事につ

いても興味を持つきっかけになっています

（心配されることもありますが）。

　業務の共有化は，できる仕事を増やし，

互いの「ありがとう」の気持ちを増やしま

す。また，互いの仕事を知ることでインシ

デントを低減させ，患者の安全・安楽に対

する看る眼を増やすことにつながります。

3K（キツイ・キケン・コワイ）は
変わらないけれども…
　図２は，2018年度にスタッフに行った
アンケート調査の結果で，内視鏡センター

への配属前と配属後のイメージの変化を示

しています。このグラフから分かるよう

に，配属前後ともに「キツイ」や「残業が

多い」など3Kにつながる項目が挙げられ

ています。しかし，配属後には，「やりが

いがある」「明るい」「楽しい」など，配属

前にはなかった内視鏡センターのイメージ

が加わっています。キツイ仕事であること

に変わりはありませんが，やりがいを感じ

楽しく仕事をしていることが分かります。

　また，配属後に気持ちが変化した理由と

して，「朝の５分間勉強会」と「日常のコ

ミュニケーション」を挙げるスタッフが多

く（図３），学ぶこととコミュニケーショ
ンの改善がスタッフの内視鏡センターに対

するイメージを変えたことがうかがえま

す。これまでにはなかったことです。この

ことが，内視鏡センターでの仕事を続けた

いと思うスタッフが増える結果となりまし

た（図４）。先日他部署へ異動したスタッ
フも，また内視鏡センターで仕事をしたい

と言っており，うれしい限りです。

すぐ教えてもらえる

週１回の内視鏡
ミーティング
センター長の
リーダーシップ

医師の協力

増員

朝の５分間勉強会

日常の
コミュニケーション

０ ２ ４ ６ ８ 10（人）

図３  配属後に気持ちが変化した理由

人間関係が
良くなった
他職種との

かかわりが面白い

やりがいがある

楽しい

明るい

人間関係（難）

残業が多い

気を遣う

キケン

キツイ

暗い

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９（人）

■配属前　　■配属後

（複数回答）

図２  内視鏡センターのイメージ
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まとめ

　2019年度は６月より技師が１人，10月

より看護師が２人減り，このような状況を

続けられるか雲行きが怪しくなってきまし

た。さらなる工夫が必要になるでしょう

が，まずは，今までやってきたことを再点

検し，充実させたいと思います。先日の

ミーティングにおいても，「ネガティブに

考えることは疲れるだけ」と，看護師・技

師ともに前向きに，ピンチはチャンスとと

らえていこうと話したところです。

　多職種だからこそ面白い。一緒に楽しく

働きましょう。

引用・参考文献

１）小林宏之：講演「チーム医療に必要なノンテクニ

カルスキル」，P.195，第60回日本職業・災害医学

会学術集会，2012.

２）日本臨床衛生検査技師会監修：臨床検査技師のた

めのチーム医療教本，じほう社，2015.

PROFILE
いでの・のりゆき●1990年大阪労
災病院に入職。生化学・免疫検査業
務に従事した後，2000年内視鏡室

に転属。2010年より現職。2018年より近畿消化器
内視鏡技師会代表理事，日本消化器内視鏡技師会
評議員を務める。

行きたくない・変わりたい

どちらかと言うと
行きたくない・変わりたい

どちらでもない

どちらかと言うと
行きたい・続けたい

続けたい

０ １ ２ ３ ４ ５ ６（人）

■配属前　　■配属後

図４  配属前後での気持ちの変化
医療・介護と法律をよく知る
「医師兼弁護士」から学ぶ！

事故・トラブル
を想定した

事故・トラブル
を想定した

転倒転落・身体抑制や
不適切な記録など，
裁判で問題となった
ケースを解説！ 

同意書同意書 記 録記 録

１月近刊

医師として、病院・
老人保健施設等の
勤務経験をもつ
弁護士が
わかりやすく解説

A5判 184頁予定　予価2,600円+税

●医療安全の概観  ●医療訴訟
●転倒・転落と身体抑制 ～裁判例から読み解く予防と対処
●インフォームドコンセント（説明と同意）
●やってはいけない謝罪の方法
●いざという時のカルテ・看護記録の書き方

「訴えてやる！」という
言葉に慌てないために！

［主な内容］

事故・トラブルを想定した
同意書・謝罪・記録の方法

福岡
20年 3/14（土）
日総研 研修室（第７岡部ビル）大阪

20年 1/19（日）
田村駒ビル

［時間］10：00～16：00

ほか2名の弁護士が指導
鈴木孝昭氏

［編著者］
弁護士法人
MIA法律事務所
鈴木孝昭  医師・弁護士
　　　　　　　　　　　 ほか

日総研 601898 検索検索詳細はWebへ

日総研 14873 検索検索講師の詳細は

本誌購読者 17,000円　一般 20,000円参加料／税込

著書セミナー「訴えてやる！」と言われても
慌てないために！

万が一の時を念頭に！ 
裁判官や弁護士の考え方を理解する。
医療安全を実現するための法律的な知識を学ぶ

プログラム
１．意味のない同意書、意味ある同意書
　●同意書の前提となる「しっかりとした説明」とは？
　●インフォームドコンセントはどこまでやればよいのか？
　   どのように記録に残すか？

２．やってはいけない謝罪の方法
　●謝罪の法的意味と取るべき初期対応

３．いざという時のカルテ・看護記録の書き方
　●裁判において診療録、看護記録、
　   意見書などの書類の持つ法的な意味とは？　ほか

４．転倒転落・身体抑制・裁判例が読み解く予防と対処
　●裁判所はどのように考えているか（昨今の情勢も含め）
　●病院や施設側が管理責任を果たすためのポイント　ほか

５．日常業務で感じる疑問点や
　  お困り事例への対処法を回答（質疑応答）

弁護士法人 MIA法律事務所
医師・弁護士
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