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プレパレーションに関する診療放射線技師の認識
―小児を対象とした放射線検査・治療への認識を中心に―

加藤　萌1）・住吉智子2）
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Ⅰ．は じ め に

近年，医療の主体者として子どもを捉え，子どもの意思を
尊重したケアの一つとしたプレパレーションが注目されてお
り，看護研究も盛んに行われている1～3）。一方，看護職以外
の医療従事者の認識については，医師についてはその重要性
の理解があることを石館ら4）が報告し，本元5）は，小児専門
病院の臨床検査技師らが，プレパレーションを行うことの理
解があることを報告した。しかし，小児の専門病院ではない
一般病院や総合病院の場合は，看護職以外の医療従事者は，
子どもの権利擁護としてのプレパレーションを行うことの重
要性をどのように認識しているのだろうか。
他職種の子どもへのプレパレーションについての認識を理
解することは，チーム医療を行う上で意見を統一し，連携を
とるために重要である。今回，看護職以外の医療従事者，特
に，子どもに関わることが日常的にあり，時には子どもが一
人きりで暗室で固定されて撮影されるレントゲン検査や治療
は，恐怖体験になると推測されたことから，その場に立ち会
う診療放射線技師の認識を明らかにすることを研究の目的と
した。

Ⅱ．目　　　的

一般病院または総合病院に勤務する診療放射線技師の子ど
もへのプレパレーションに対する理解の有無と，子どもへの
放射線検査や治療に対して，どのような認識で医療にあたっ
ているのかを明らかにすることを研究目的とした。

Ⅲ．方　　　法

1．研究対象者：総合病院に勤務し，5年以上臨床経験の
ある診療放射線技師（以下，技師と略す）5名。なお，臨床
経験 5年以上とした理由は，技師を含めたインタビューガイ
ドの表面妥当性を検証した結果，小児を対象とした撮影・検
査経験で，様々な臨床経験を踏まえて語ることができるのは

5年目以上との示唆を得たためである。
2．データ収集期間：2012 年 8 月
3．場所：A県内の総合病院 3か所
4．調査手順及び調査内容
（1）調査方法：インタビューガイドを用いた半構造化面接
法
（2）調査内容
インタビューガイドは①対象者の基本的属性，②小児の放
射線治療や検査経験の有無と回数，③小児の検査・治療時に
気を付けようと思ったこと，④検査・治療時にうまくいった
場面とその理由，⑤検査・治療時に困った場面とその理由，
⑥プレパレーションについて知っているか，⑦知っている方
はどのように考えて，どのように行っているか，⑧子どもの
権利についてどのように考えているか，⑨小児の検査・治療
を行う際の意識について語っていただいた。なお，インタ
ビューガイドは，オリジナルとして作成したが，表面妥当性，
概念妥当性など技師らを含めた検討会を実施し，妥当性を確
保した。
5．分析方法
データ分析は KJ法に基づいて，質的に分析した。面接し
た内容は一文を逐語録に起こしてラベルを作成した。ラベル
の内容の意味，同意性，相違性に注目しながらグループ編成
と統合を行った。全体を図解化し，記号を添える用語，テー
マを記入しながら全体の関係性を示し，叙述化を行った。な
お，本研究の信頼性と妥当性の確保のため，KJ法に精通し
た研究者からスーパーバイズを受けながら，分類・統合を
行った。

Ⅳ．倫理的配慮

本研究は，新潟大学医学部保健学科看護研究倫理審査委員
会の承認を得てから実施した。さらに厚生労働省の疫学研究
の倫理指針を遵守した。倫理的配慮として，研究対象者に対
し，研究の趣旨と方法について，文書と口頭にて説明した。
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さらに，研究参加への自由意思の尊重，途中の辞退も可能で
あること，個人情報保護の徹底，また協力しない場合も職務
内容などに不利益を被ることは一切ないことを説明した。同
意書への署名を得た。

Ⅴ．結　　　果

1．研究対象者の属性
対象者は総合病院に勤務し 5年以上臨床経験のある技師男
性4名，女性1名の計5名で，平均インタビュー時間は23分，
平均臨床経験は 21.4 ± 10.3 年であった。
2．分析結果とグループの内容
プレパレーションの用語および内容については，5名全員
が「知らなかった」と回答した。基本属性以外のインタ
ビュー内容については KJ法の分析手順に則り，ラベルを作
成した。総ラベル数 211，このうち分析に有効なラベル数は
197（93.4％）であった。それを編成して統合させた結果，
第一分析では 57 束，第二分析では 22 束，第三分析で生成し
た最終表札は 15 束（以下，グループとする）となった。ま
た図解化を行ったところ，「診療放射線技師の患児に対する
困難さとその対応」，「固定の協力を欲している現状」，「撮影
時の医師や看護師への期待と要望」，「個人的に小児に対して
工夫しながら対応できている自覚」，「患児へのよりよい対応
について検討する機会はないという現状」の 5つの意味内容
が抽出された。以下，こちらの意味内容について述べる。な
おグループは【　】，生データは‘　’で示した。
1）診療放射線技師の患児に対する困難さとその対応（6
グループ）
技師は，患児を困難な対象として捉えていた。‘小児の患

者さん，もうほんと，色々ありますよね。まず動くっていう
のが一番。固定しないとダメっていう’に代表される，【動
いてしまう患児に対する固定のむずかしさ】，【子どもは感情
の変化が大きいことや，意思の疎通が取れない対象であるこ
とにより，検査や治療が困難であるという認識】があり，検
査・治療の理解が得られにくい対象との認識があった。
一方で，【検査・治療の際には，物品の事前準備を短時間
で行っているという意識】があり，対象特性に合わせた準備
を行っているという自負と，【検査・治療時は診療放射線技
師でどうにかするしかないという覚悟の気持ち】があり，工
夫して乗り越えていこうとする覚悟が示されていた。さらに
【患児が泣こうがわめこうが，しっかりと固定して一度で正
しく低被ばくで撮らなければならないという役割意識】，【セ
デーションのリスクを考慮して，使いたくないと考える専門
的意識】があり，低被ばくでの撮影，鎮静剤のリスクを考慮
しているものの，患児の納得や理解よりも短時間での検査・
治療を優先させる行動をとっていた。
2）固定の協力を欲している現状（2グループ）
技師らは，患児の固定は家族の協力を得ているが，レント
ゲン室などで家族の固定が甘かったり，親が患児に叱咤する

ことで余計に泣いてしまうなどの場面から【患児を固定する
ことに関して家族の協力を得ている一方で，家族の患児への
対応について抱えている不満】が示されていた。しかし，検
査・治療は時間に追われていることから，患児の固定に対し
て短時間で確実に行うためにも，‘何回もってわけにはいか
ないので，やっぱりプロが押さえたほうがいいに越したこと
はないけど’に代表される，【検査・治療時には，周囲の人
に協力してほしいという要望】があり，医師・看護師・家族
など，周囲からの協力を欲していた。
3）撮影時の医師や看護師への期待と要望（2グループ）
技師は，患児に鎮静が必要ではないかと判断した場合に
は，医師に連絡を取らなくてはならない。しかしそれでは必
要以上に時間がかかってしまう。そこで，【鎮静の必要性に
ついては事前に医師や看護師で判断し対応しておいてほしい
という想い】があった。患児に対しては鎮痛剤が事前に判断
できない場合もあり，また第一選択は鎮痛剤なしであること
を考えると，このカテゴリーは技師の一つの特徴的な，時間
に追われている姿勢を反映しているものであると推察された。
また技師からは，‘看護師は患児が受ける放射線検査や治
療の内容をよくわかっていない，できるのか’，‘本当だった
ら，看護師には是非やってもらいたい’に代表される，【検
査・治療の内容理解と患児への説明を事前に実施しておいて
ほしい看護師に対する期待】があった。これは，技師が考え
ている患児への事前説明の要望にあたると推測された。技師
らは，プレパレーションの用語は知らなかったが，事前に説
明することの必要性は理解されていた。そして‘まあ，でき
れば一番いいですけどね，今これ撮ってくださいって来たの
に，それはとても無理。看護師がしてくれるなら。’と，事
前説明は看護師に期待していた。
4）個人的に患児に対して工夫しながら対応できている自
覚（4グループ）
患児に対しての配慮や気遣う姿勢も聞かれており，【子ど
もに対して，検査されることで怖いこともあるし不安であろ
うと慮る気持ち】が示されていた。そのような思いから行わ
れる配慮は，個々の判断に委ねられており，【患児の年齢・
性別・検査や治療内容などその子一人ひとりに合わせた工夫
ややり方を考え，行っているという自負】があり，またプレ
パレーションと考えられる，検査・治療前の事前説明につい
ては，【怖がらせないように話す患児への検査・治療前の内
容や痛みの有無】が聞かれていた。
技師が子どもの立場に立ち，検査・治療への不安や恐怖に
ついて考えている場面があった。【患児の検査・治療の場面
を回想しながら，うまく持っていけた理由の振り返り】であ
り，過去に経験した，患児の検査・治療時のことを思い出し
ながら，その理由について回想する場面も多々みられてい
た。その内容は，患児を上手にあやしながら短時間で撮影が
出来た場面であった。
5）患児へのよりよい対応について検討する機会はないと
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いう現状（1グループ）
【患児に関する情報交換やよい方法への提案を行うことは
あるが，場を設けて検討することはないという現状】は，技
師にとっては困難性の高い小児という対象への対応につい
て，検査時に情報を技師間で共有することはあるが，検討会，
カンファレンスなど特別な機会を設けて学習することはない
という現状であった。

Ⅵ．考　　　察

1．患児への検査・治療に対する技師の認識（図 1）
技師は患児の検査・治療に対し困難さを感じていた。その
中核には，子どもは感情の変化が大きく，意思の疎通が取れ
ない対象であるとの認識，それに伴い固定が難しいとの想い
があった。これに対し技師は，自分達でどうにかするしかな
いと覚悟して撮影・治療を行っていたが，短時間で行うため
にも，固定については，もっと周囲からの協力を得たいと感
じていた。
患児への放射線検査・治療の際の鎮痛剤の使用について
は，できるだけ短時間で行う必要性からも，医師と看護師に
対しては，鎮痛剤使用の対応について，事前に検討していて
もらいたいとの要望，そして看護師には，事前に患児に治療

や検査について，説明を行っていてもらいたいとの要望が導
きだされていた。
一方で，自分たちでできる工夫も行っていた。技師は，患
児の検査・治療は困難である認識を持ちながらも，患児の気
持ちを考慮し，患児一人ひとりに合わせて，年齢に合わせた
工夫と説明を行っていた。しかし，患児への対応の具体策は
技師間では話し合われておらず，患児へのよりよい対応につ
いては各個人の意識と経験で行われていることが示唆された。
技師のプレパレーションに対する理解と認識については，
患児への事前の説明は看護師に対して期待していることか
ら，看護師には役割期待があること，また技師らが患児に対
して行う説明については，倫理的必要性として意識したもの
ではなく，むしろ‘短時間で，うまく撮影ができる’ことを
目指して発展してきたスキルであると推察された。
2．プレパレーションと患児の権利に関する認識
技師らが患児に対して行っていた行動は，子どもがもつ権
利を遵守した，倫理的必要性を明確に意識した行動ではな
かったことが示唆されていた。しかし，それは，プレパレー
ションとして機能している部分もあると考えられた。
第一に，技師は時間がなくて無理だと発言する一方で，治
療内容や検査内容を患児に合わせて，怖がらせないよう言葉

図 1　放射線検査・治療を受ける患児への診療放射線技師がもつ認識
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や表現で前もって説明を行い，安心させようとしていた。こ
れは子どもの持つ「説明を受ける権利」の遵守につながって
いた。第二に，技師は検査や治療の際に，患児をしっかりと
固定し撮影を行っていた。これは子どもの体への侵襲を少な
くすることを第一に考え，低被ばく量を目指したものであり
「最低限の侵襲」で検査・治療を受ける権利の遵守につな
がっていた。
しかし，その一方では‘泣いてもわめいても’に象徴され
る，撮影時の固定や抑制との専門職としての行動が，子ども
の権利への脅かし，子どもの恐怖体験にも繋がる可能性を推
察させた。さらに技師の中には，‘動かれると，全てがパー
になる’‘良い画像ができることが一番’と，子どもの権利
擁護よりも専門職としての業務優先の考え方が根底にあるこ
とが示唆されていた。これらのことから，技師らに対しては，
業務優先の考え方から，患児の権利優先の考え方に認識をシ
フトさせていけるような学習の機会や情報交換の機会も必要
と考えられた。チーム医療として，チームが共通目標に向
かっていくためにも，対象となる子どもの権利遵守と擁護の
共通理解を高める機会が看護職を含む医療職者全体に対して
も必要ではないかと考える。
3．小児看護における実践への示唆
技師は，患児の放射線検査・治療に関して，医師や看護師
にチームとしての協力を求めていた。現在，技師が患児に
行っている事前説明は，時間がない中で行われていることも
あり，患児が十分納得し，理解できるとは限らない。そこで，
入院している患児にとって技師よりも身近な存在である看護
師が，事前に検査・治療内容について説明を行い，患児が心
理的準備を行う環境を整える必要があると考えられる。ま
た，この際には‘看護師は患児が受ける放射線検査や治療の
内容をよくわかっていない’に示されている，看護師の知識
不足を補強するためにも，合同勉強会などを開催し，放射線
検査・治療に関する知識の共有化と信頼関係を築くことが必
要である。さらに，検査・治療後には患児の頑張りをほめ，

自尊心を高め次につなげるために，検査・治療を行った後に
患児の自己肯定感を支える役割は重要である。これも看護師
の役割であると考えられる。
すなわち，看護師としての責務を果たし，常にスキルアッ
プを図ることこそが，チームとしての医療を推進するために
必要不可欠であり，その役割を広く知らしめていくことが重
要であることが示唆された。

Ⅶ．結　　　論

1．小児に対するプレパレーションの用語と意味内容につ
いては，5名全員の技師が「知らなかった」と述べていた。
2．技師は，子どもを意思疎通が難しく，動いてしまうと
の認識により「撮影や治療が困難な存在」と捉えていた。
3．技師は，検査・治療時の説明や同意，固定については，
子どもが持つ権利の遵守としてよりも，専門職としての役割
として実施していたことが示唆された。また検査・治療の事
前説明の役割は，看護師に対する期待があった。
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