
本来の業務を優先したい

——まず、取り組みに至った背景や経緯を教えてく
ださい。

佐々木：看護業務以外の取り組みが増えてきて、本
来の業務に手がまわらなくなってきた、ということ
がありました。それで、附帯業務についてほかの部
署に譲ることができれば、という思いで検討がなさ
れました。
　看護部では月に 2 回ほど各部署の管理者を集めて
会議をやっているんですよ。そのなかで、問題点を
あげてもらっています。「こういう業務は事務の方
にやってもらったらいかがでしょうか」とか、意見
を取り上げているんですね。それを受けて、やって
もらいたい部署に連絡をして話し合いをもち、「じゃ
あ、やりましょう」と決まれば、それを衛生委員会
に報告のうえ、実際に業務を移譲するという手順で
行っています。

業務の引継ぎは管理者同士の 

話し合いで

——貴院の取り組みでは、「シフト」と「シェア」
のどちらが主でしょうか。

佐々木：今のところ半々くらいですね。

——多くの職種にシェア／シフトをお願いしている
と思うのですが（表）、事務職員へのシフト／シェ
アについてお聞きします。取り組みはスムーズに進
みましたか。

佐々木：はい。全体的に大きな支障なく進めるこ 
とができました。管理職同士の話し合いのうえ、ス
タッフに周知徹底したことが要因ですね。

——臨床検査技師の方へのシェア／シフトはいかが
でしたか。

中平：それも事務職への移譲と同じでした。

タスク・シフト／シェア実践インタビューⅠ

社会医療法人仁寿会 加藤病院 看護統括部長 佐々木美智子

看護副部長 中平右子事務局長 田中　修
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佐々木：当院は、各部署間の仲が良いのでスムーズ
に進めることができました。

部署間の“仲良し”が重要

——次に救急救命士へのシフト／シェアについてお
聞きします。救急救命士は、院内に在籍されている
のでしょうか。

佐々木：そうです。救急救命士の資格をもった人が、
診療部と看護部で働いています。

——そうですか。では、やはり救急救命士との場合
も、部署の責任者間で話し合いのうえで、業務の移
譲を進められたのでしょうか。

佐々木：はい。こちらもスムーズに進みました。当

看護師負担軽減のために
移譲した業務 移譲した職種 具体的計画

診療材料・消耗品などの
在庫確認・発注業務 事務職員 在庫管理・発注手順をマニュアル化し、在庫確認・発注業務等を事

務部門に全面的に移管する

入院患者の移送 事務職員 事務職員も看護師と共同し移送介助を行う（単独では行わない）

認知症患者の見守り 事務職員 事務職員も患者の見守りを行い、転倒や離棟などの危険を感じた場
合には看護師に連絡する

薬剤処方箋の運搬 事務職員 1日 2回（他、依頼時）薬剤処方箋の運搬を事務職員が行う

入院時の業務 事務職員 入院時のオリエンテーションの一部（書類の説明）とデータベース
の入力を行う

当日指示の採血 臨床検査技師 当日指示の採血を病棟看護師と連携し、検査技師が行う

予定入院患者の採血 臨床検査技師 病棟との連携方法を決め、臨床検査技師が採血を行う

検体（血液・尿等）の検
査室への運搬 臨床検査技師 検体提出の流れをマニュアル化し検査技師も検体の運搬を行う

内視鏡洗浄機の消毒液の
交換 臨床検査技師 内視鏡消毒液の交換を定期的に行う

視力・聴力検査 臨床検査技師 視力・聴力検査担当者を決め、外来診察日に対応できるようシフト
を組む

訪問診療の同行 救急救命士 訪問診療に同行できるようシフトを組み、医師・看護師がOJTを行
う

内視鏡の洗浄など 救急救命士 内視鏡の洗浄について業者による研修を行い、実施する

救急カートの点検 救急救命士 定期的な救急カートの点検を行う

入浴介助（看護師・看護
補助者） リハビリスタッフ 患者の生活リハビリとして、リハビリスタッフも入浴介助を行う

リハビリ出し リハビリスタッフ リハビリスタッフが担当患者をリハビリ室へ誘導・移動介助を行う

退院後のベッドメイキン
グ（看護師・看護補助者） 外部委託の清掃業者 外部委託の清掃業者と契約し、病棟スタッフとの連携方法を決め、

実施する

エンゼルケア 看護補助者（共同） 看護補助者にOJTを行い、看護師と共同で行う

表　移譲された業務の一覧
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院の自慢です。

——お聞きしていると、“部署間で仲良く” という
のが何より大切なのかもしれないと思います。

佐々木：そうですね。そう思います。

——リハビリスタッフに対しても、同じような形
だったかと思うのですが、清掃業者など、外部につ
いては、どのように移譲を進められたのでしょうか。

佐々木：それについても、やはり問題なく進められ
ました。

中平：そうした業者さんとも毎月会議の場をもって
いて、現場の問題点やこちらの要望なども出して話
をしているので、スムーズでした。

田中：まぁ、そのぶんの費用は発生しているんです
けれども。
（一同笑）

——「定例的な話をする場がある」というのが大事
なんでしょうね。

佐々木：窓口を事務局に置いておりますので、何か

問題があれば、そちらを通じて話し合いの場を設け
るようにしています。

看護補助者とのエンゼルケアのシェア

——看護補助者に、OJTでエンゼルケアのシェアを
行っているとのことですが、いかがだったのでしょ
うか。

佐々木：とくに問題はなかったですね。もともと看
護師と看護補助者も関係が良好で、入浴や体位交換
も一緒に介助していますので、エンゼルケアについ
ても一緒にやることになりました。

——看護補助者は、どういった人が多いのでしょう
か。

佐々木：介護福祉士ですね。

——看護補助者は、看護や介護とは無縁な人がなる
こともあると思うのですが。

佐々木：うちも資格のない人が入職することがあり
ますが、入った後に、介護福祉士の資格を取っても
らい、今は有資格者が 8 ～ 9 割になっています。

——看護師ではない人にエンゼルケアを「やってく
ださい」とお願いして、抵抗なくスムーズにやれる
ものなのでしょうか。

佐々木：とくにうちの場合は、抵抗なくやってもら
えました。

——そうですか。看護補助者の年齢層を教えてくだ
さい。

中平：幅広いですね。20代から60代まで。加藤病院の全景
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佐々木：平均年齢が42やから。

「やってもらえる」という心のゆとり

——看護師から他職種へ、どの程度の業務量がシフ
トされたのでしょうか？

佐々木：数字にするのは難しいのですが、内容から
考えて、まだ 5 ～10％くらいなのかな、と思います。
検討すれば、まだいくらでもあるんじゃないかな、
と。どのくらいあるかはちょっとわからないので、
はっきりとした回答はできないのですが。

——効果として表れやすいのは勤務時間だと思うの
ですが、あまり変動はないのでしょうか。

佐々木：とくにはないですね。だいたい勤務時間内
に仕事は終わっています。時間外勤務がないような
業務改革をやっていますので、時間外の削減という
意味で、タスク・シフト／シェアは貢献しているか
なというところです。

——すると、本来の業務の質が高まっているという
ことなのでしょうか。

佐々木：そうですね。感覚的なことしか言えないの
ですが。

中平：でも、「やってもらえる」ということが心の
ゆとりにつながっていると思います。なかなか数字
では示せないのですが。

——ところで、取り組みの実施後、シフトされた側
は業務量が増えたということになりますが、シフト
先のスタッフの様子はいかがですか。

佐々木：相手側もそれほど負担ではなくて、かえっ

て「まだこのあたりの業務をシフトしてもらえませ
んか」と言ってくれる部署もあります。

——やはりそれも、コミュニケーションが密な「仲
良し」であることによるのでしょうか。

佐々木：そうですね。「お互い助け合いましょう」
の精神で。

他部署の自律的な対応につながった

——こうした取り組みは、業務の偏りの改善という
ことになると思うのですが、想定していなかった
「あぁ、こういうこともあるのか」という影響はあっ
たのでしょうか。

佐々木：悪影響というのはとくにはなかったかな。

中平：それは先ほど部長が言ったように、「移譲先
の部署が負担に思っているかな？」という思いはあっ
たのですが、意外と「まだありませんか」とか、こ
ちらから連絡しないでも、採血なんか自らオーダー
を見て対応してくれるとか、そういう動きがみられ
ました。よい意味での意外だったことです。

——自律的に動いてくれるということですよね。

佐々木：そうですね。

——部長同士が仲良しということはあると思うので
すが、スタッフの方々も自分で考えて判断し、“先
回り”の対応ができるようになったというのは、と
てもよいことですよね。

今後の展望

——今後の課題や「こういうことができたら」など
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新たに考えられている取り組みがありましたら、教
えてください。

中平：移譲先がどこになるかまだわからないのです
が、配膳や下膳の業務、内視鏡検査の介助、検査の
送迎、外来患者さんの呼び出し業務、入院されてき
た患者さんのたくさんの持参薬を箱に入れたりする
などの管理業務、機器の点検などを考えています。
また、食事介助が必要な患者さんが増えてきている
ので、そのあたりもシェアができないかなと思いま
す。

コミュニケーションとリスペクト

——これからタスク・シフト／シェアに取り組む病
院の看護管理者にアドバイスするとすれば、どのよ
うなことでしょうか。

佐々木：やはり、日ごろから他職種としっかりコミュ
ニケーションをとって、よい人間関係をつくってお
くということが、一番大切だと思います。それから、
お互いの職種を尊重し合う、リスペクトし合うとい
うことが大事なのかな、と。院長が好きな言葉でも
あるんですけれど（笑）。

——コミュニケーションについては、具体的にどの
ような方策を考えているのでしょうか。

佐々木：結構うちは多部署と触れ合う機会をもって
いるんです。

田中：法人全体で年 3 回の基幹研修を行うのですが、
そのなかにグループワークも組み込んでいるので他
職種同士が交わって意見交換などもできます。もと
もと小さな病院で、お互いの顔が見える環境なので、
スタッフ同士、非常に近いということもあります。
今年はコロナがあってなかなか「みんなでワイワイ」

とはいきませんけれど、新人歓迎会、忘年会、あと
は部活として野球やバレーボールがあったり。

佐々木：バレー部は県の病院対抗の大会で準優勝も
しておりますので（写真）。

——なかなかの強豪チームですね。

佐々木：ヤングチームとオールドチームの 2 チーム
編成しています。

——そうした部活への打ち込みも、先ほどの「仲良
し」の秘訣かもしれませんね。

田中：そのほかにも地域のお祭などにも参加してい
ます。職場以外でもみんなが交流し合う場をつくる
ことで、よりコミュニケーションの取りやすい状況
をつくるのが一番だと思います。

佐々木：最近は月に 1 回、等級別研修というものも
やっています。等級別にグループに分けて、いろい
ろな職種のスタッフが混ざるので、“職種が違って
も顔見知り” という関係ができているのがよいのか
な、と。

中平：日々の業務でもNSTカンファレンス、リハ
ビリカンファレンスなど、多職種で話をする機会が
あります。

——等級別というのは？

田中：われわれの施設では、等級による職務給を設
定しています。等級の同じ人たちがグループワーク
をやって、お互い意見交換をするということですね。

佐々木：同じ等級の人が集まっているので、話しや
すいのかなと思います。勉強するのは大変だけど
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（笑）。

——なかなか珍しい形の研修だと思います。

田中：もうこれも数年、続いています。今は 4 つの
等級に分けてやっていますね。

おわりに

——ほかにありましたら自由にお願いできますで
しょうか。

田中：タスク・シフト／シェアには、それぞれのコ
ア業務をしっかりやってもらいたい、という背景が
あります。看護は看護、介護は介護というような。
病棟配置について考えたいんですが、リハビリテー
ションについても専門職の人がやる、ということで
すね。それを進めていけば、看護の業務に対する質
もサービスも向上すると思っています。

——これまでは、看護にいろいろな業務が集中して
しまっていた、ということでしょうか。

田中：慢性期の病院なので、看護と介護の業務量が
突出しているところがあったのですが、そこに他職
種がいろいろと入ってきたということですね。あと
はリハビリもそうですが、管理栄養士さんも入って
きてくれれば、そのあたりの業務も移管できるかと
思っています。

——本日は、ありがとうございました。

【病院概要】

　　所在地：〒696-0001
　　　　　　島根県邑智郡川本町川本383-1
　　ＴＥＬ：0855-72-0640
　　病床数：81床
　　職員数：226人（うち看護職員72人）

写真　バレー部の活躍
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