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【背景】 
•  医療への貢献・重要性が認められ「臨床工学技士業務指針」から
「臨床工学技士基本業務指針2010」へ移行してから4年。臨床工学技
士（以下、技士）は様々な分野で飛躍的な活躍をみせている。 

• そのひとつが、「チーム医療」である。技士は医療チームの潤滑油とし
て、より円滑で密な連携の実践に努めてきた。そして医療全体でも、
医師中心の医療から患者中心のチーム医療へと移行してきている。 

•当院においても2010年の開院以来、チーム医療を重視しより専門的
な診療の実現に努めている。 

•透析室回診は、医師・看護師・技士・管理栄養士（以下、栄養士）・メ
ディカルクラーク（以下、MC）の回診チームで行い、外来では、医師・
看護師・臨床検査技師（以下、検査技師）・技士のバスキュラーアクセ
ス（以下、VA）チームでのチーム医療を実践している。 



【目的】 

•当院でのチーム医療の現状を報告する。 

 

【対象】 
•臨床工学技士7名 

•医師2名 

•透析室看護師12名、栄養士1名、MC2名 

•外来看護師6名、検査技師2名 

計32名 



【内容】 
１.技士の役割 
  ａ.回診：VA、心胸比、透析経過などの患者情報の提供を行いチームで共有。 

  ｂ.外来：血管超音波検査（以下、エコー）やVAIVTへの参加、他施設への情報提供。 

 

  ※ａ.ｂ.をチームの一員として行い、診療方針や治療方針の決定に関わっていく。 

 

２.「チーム医療」についてのアンケートを対象スタッフへ実施 



【技士のＶＡ外来での役割】 
＜血管エコー検査＞ 

透析経過情報や測定結果から内容の報告・技士としての見解を
チームへ反映し、治療方針の決定に関わる 



＜ F.V.(血流量) ・ P.I.(拍動指数) ・R.I.(抵抗指数)の計算式＞ 

・F.V.(ml/min)=Vm-mean×area×60(s)×100  

・P.I.=PSV-EDV/TAMV 

・R.I.=PSV-EDV/PSV 

PSV：収縮期最大速度 
EDV：拡張期最大速度 
TAMV：平均血流速度 
Vm-mean：時間積分値の平均速度(cm/s) 
Area：血管断面を正円と仮定したときの 
   血管径より求められた断面積(㎠) 

PSV 
EDV TAMV 

【技士のＶＡ外来での役割】 
＜血管エコー検査＞ 

①機能的評価（透析に必要な機能が確保できているか） 



B-Flow 

【技士のＶＡ外来での役割】 
＜血管エコー検査＞ 

②形態的評価 

（血管径、狭窄部位、狭窄径、血管走行など、ＶＡの全貌を確認） 

Bモード カラードプラ法 



【技士のＶＡ外来での役割】 
＜血管エコー検査＞ 

③その他 

・ＶＡレポート 
（穿刺困難やエコー設備の無い施設へ作
成する事が多い） 

 

・術前後の血管評価 



【技士のＶＡ外来での役割】 
＜オペ室＞ 

・造影下ＰＴＡ 

 造影機器の準備・操作・編集など（照射は医師） 

・エコー下ＰＴＡ 

 エコーの準備・操作 

・術中エコー 

 エコーの準備・操作 

技士 医師 



医師 

看護師 

技士 

栄養士 

ＭＣ 

患者 

【技士の透析室での役割】 

チームによる回診 



【技士の透析室での役割】 

＜チーム回診＞ 

•透析経過報告 

• ＶＡ管理について 

•各種検査予定計画、結果報告 

•透析条件について 

•今後の治療方針についての提案 

タブレット端末を 
使用した回診 



【スタッフへのアンケート調査】 
1.あなたの職種を教えてください。 

（ 医師 ・ 看護師 ・ 管理栄養士 ・ メディカルクラーク ・ 臨床工学技士 ） 

2.技士が回診につくことについてどう思いますか？ 

（ 役立っている ・ 何とも言えない ・ 役立たず ） 

具体的な理由があれば教えてください↓ 

（                                           ） 

3.以前働いて施設での透析室回診には、どの職種がつい
ていましたか？ 

（ 医師 ・ 看護師 ・ メディカルクラーク ・ 管理栄養士 ・ 薬剤師 ） 

（ 臨床検査技師 ・ 臨床工学技士 ・ その他（       ）） 

4.あなたが患者側になった場合、「単独回診」と「チーム回
診」どちらで診てもらいたいですか？ 

（  単独回診（医師のみまたは医師+看護師）  ・  チーム回診   ） 

5.当院の「チーム回診」についてどう思いますか？ 

（ 良いと思う ・ どちらでもない ・ 改善が必要 ・ チームの必要はない ） 

改善点があれば教えてください↓ 

（                                     ） 

6.回診時の他職種からの情報の提供と共有は、役立って
いますか？ 

（  役立っている   ・   役立っていない  ） 

7.回診時、チームに増やしたいと思う職種はありますか？
（当院にいない職種でも可） 

（ 現状で十分 ・ 薬剤師 ・ 検査技師 ・ 放射線技師 ・ ケアマネ ・ その他（      ） ） 

8.現在の「チーム回診」を止めたとしたら？ 

（ 負担が大きくなる ・ 負担は変わらない ・ 負担が減る ） 

9.「チーム医療」についてどう思いますか？ 

 （当院に限らず医療全体として） 

（ 重要だと思う ・ それ程重要ではない ・ 必要ない ・ よくわからない ） 



【アンケート調査対象】 

＜現在、回診に参加しているスタッフ＞ 

•臨床工学技士6名 

•医師2名、透析室看護師9名、栄養士1名、MC2名 

•計20名 

 

• アンケート回収率：100％ 



【アンケート結果】 
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１.あなたの職種を教えてください 



【アンケート結果】 
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何とも言えな
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２.技士が回診につくことついてどう思いますか？ 

＜役立っている＞ 
・当院でのVA管理は技士が行っているため 
・VA管理や透析効率による条件変更などについて報告や意見を言ってもらえるので助かる。 
・透析効率や透析経過、ＶＡ管理などをタブレット端末ですぐに説明してくれるのでスムーズ。 
・ＶＡ管理、透析条件、透析効率などの評価は、すべて技士に任せている。 
・ＶＡ情報を医師へ伝え、血管エコーやその他検査やＶＡＩＶＴなどの時期をチームで検討する事が出来ている。 

＜何とも言えない＞ 
・情報共有に役立っているが、時間に追われる 
・事前の打ち合わせを行い必要時に参加すればよい 
・スタッフ数によって、他の業務に手が回らなくなる事がある 
・VA管理の話だと必要だが、それ以外は役立っていない。 



【アンケート結果】 
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３.以前働いていた施設での透析室回診には、 

                  どの職種がついていましたか？ 

単独回診 
35% 

チーム回診 
50% 

無回答 
15% 

４.あなたが患者側になった場合、 

      「単独」と「チーム」どちらで診てもらいたいですか？ 

スタッフの経験では、７割以上が「医師のみ」または「医師+看護師」の回診であった。 
患者側に立場が代わった場合、「チーム回診」を希望するスタッフは半数に達した。 



【アンケート結果】 
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５.当院の「チーム回診」についてどう思いますか？ 
・患者がスタッフに話した情報が事前に医師に伝わるので助かる。 
・治療にとって有益な情報だけを共有できれば良い。 
・業務や流れのマニュアル化（全員の動きを統一）。 
・技士の患者データの把握がもっと必要。 
・時間配分をきちんと行い、効率よく回す。 
・回診につくのは看護師あるいは技士のみでよい。 
・回診時間を決めて回る。 
・毎回でなくてもいいと思う。 
・必要時に必要な職種がつけばいいと思う。 
・回診前に医師を含めて情報交換があればよい。 
・透析室の人手が足りない時があるので、必要時につけばよいと思う。 
・毎回では負担が大きく、技士本来の業務に手が回らないと思う。 
・チーム回診と単独回診の組み合わせでいいと思う。 

「改善が必要」と考えているスタッフが６割を超えた。 
限られたスタッフ数の中実施しているため、スタッフへの負担が大きいのが現状。 
システムの改善が必要。 



【アンケート結果】 
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６.回診時の他職種からの情報の提供と共有は、 

                    役立っていますか？ 
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７.回診時、チームに増やしたいと思う 
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８.現在の「チーム回診」を止めたとしたら？ 

チームでの情報共有は重要。 



【アンケート結果】 
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8.現在の「チーム回診」を止めたとしたら？ 
 ＜回答ごとの業種割合＞ 



【アンケート結果】 
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9.「チーム医療」についてどう思いますか？ 



【まとめ】 
#１ 透析室だけでなく、血管エコーの実施やVAIVTに関わることで、技士としての 

    視野が広がり、より専門的な情報や視点を提供し共有することができる。 

ＶＡＩＶＴ 血管エコー 

透析室 

ＶＡ管理 



【まとめ】 
#2 「チーム医療」が重要ということは認識できているが、自分たちの 

    「チーム医療」が十分なものとして実施できているかという点には 

    疑問が残っているのが現状である。 

#3 目的を統一し、役割を明確にした組織作り・スタッフ教育の実施が 

    課題。 

#4 全体の知識・技術が効率よく、有効に発揮できる「チーム医療」を 

    実現するには、「臨床プロセス・業務プロセス」を設計し、各部門 

    が効率的に融合できる業務マネジメントに着手する必要がある。 
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