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MRI 検査における安全教育の取り組み

発 表 者 市川 靖久 （島根県：安来市立病院）

共同研究者 小川 広志、池田 秀樹、田中 留美子、渡部 博昭

±²³ uÑI?TÒ

,I´µ31� D´Ó¶1� ·.¸F1�

¹P/º2� .â»092�

¼½¾¿ÀE1� j%uÁ´µ~2�

MRI�Â
��]
uÁjk�Q�±B

1

MRIYZE
�Ó�s()*�&Ã�Ó�Äp�
�ÅÆÇÖx���Ä^
��ÈÉ¹sNO
Ê��Ë

ÌÍÎP���]h¹�Å��*

¼½¾P�
��ÅÏÐPK	
� ~PdÓsáÎ

�Ñj%�zo�Òe~ÅdÓ¢P_
MRIE�E
¤hu£¿PnÝ�*·��sÒ�j%uÁ´µ~�

�ÔMRIuÁjk��~P�ò\]����]*

Õc
2

MRI検査において磁性体の持ち込みによる吸着

事故は全国でもまだまだ報告されています。

当院においても看護師の所持していた磁性体（金

属製ハサミ）が磁場により飛び出し、患者に軽

度の皮膚損傷をあたえる事例が発生しました。

放射線部内にて再発防止を目的に検討会を行

い、日本画像医療システム工業会発行資料を参

考にMRI室入室マニュアルを作成しました。そ

の後、院内医療安全委員会と協力しMRI安全教

育講習会を実施することとなりました。
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目的です。MRI装置の特殊性や入室マニュアル

を周知することで、磁性体（金属物）の持ち込

みをなくし医療事故を未然に防ぐことを目的と

しました。
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方法です。看護部を対象に安全教育講習会を行

いました。＜期間＞：平成２４年８月２３日～１２月

２０日までの毎週木曜日に行いました。＜対象＞：

看護師、介護員、看護助手 ＜場所＞：MRI室

内。＜参加人数＞個々の理解を深めるために少

人数制で行い、一回の講習会を１０名としました。

＜内容＞：１）入室マニュアルの周知、２）ス

タッフ磁性体（金属物）脱着場所の確認、３）

磁性体（金属物）を用いた磁場強度の体験、紐

付きクリップを使用、４）講習会前後にアンケー
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ト調査、講習会半年後にアンケート調査を実施

しました。

今回作成しました入室マニュアル、入室手順マ

ニュアル、チェックリストはスライドをご参照

下さい。
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講習会の様子です。まず始めにMRI室前室にて

今回作成した入室マニュアルを周知し入室手順

の確認、スタッフの磁性体（金属物）脱着場所

の確認を行いました。
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次に磁性体（金属物）を用いた磁場強度の体験

の様子です。実際に撮影室に入り、紐付きクリッ

プを用いて参加者全員に磁場強度の体験をして

もらいました。スライド右下にあります、クリッ

プにひもを付けた物を使用しました。

強磁場によりクリップが強く引きつけられるた

め、ほとんどのスタッフは驚きと恐怖感を体感

できた模様でありました。
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高磁場によりクリップが引き付けられる様子で

す。クリップは、ガントリーに近づく程強く引

き付けられます。金属物が大きく、また重たく

なるに従って引き付けられる磁力は強くなりま

す。また吸着すると人間の力では脱着不可能な

場合があり磁場を落とす作業が必要となりま

す。磁場を落とした場合、復旧には一週間以上

の日数が必要となり、また数百万円の費用がか

かる場合があります。
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アンケート調査�の結果はスライドの通りとな
りました。１）～４）は講習会でキーポイント

となる点の内容とし講習会前に答えてもらいま

した。５）．６）は講習会後に答えてもらいました。
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アンケート調査�の結果はスライドの通りとな
りました。その後、MRIについてどの程度理解

されているか半年後にもう一度アンケート調査

を行いました。１）～３）は講習会時と同様の

内容としました。

アンケート結果�、�より全てのスタッフが１００
％理解された結果ではなかったが、９割以上は

周知できている結果となりました。
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結果です。今講習会において看護部９２．１％と高

い受講率が得られました。半年後の調査ではマ

ニュアルが厳守され磁性体の持ち込みは見られ

なくなりました。アンケート結果より、講習会

実施前に比べ、MRI装置の特殊性、入室マニュ

アルについての知識に理解が深まったことがわ

かりました。
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新生児標識の問題点に対する改善策の効果

発 表 者 阿部 明美 （徳島県：つるぎ町立半田病院）

共同研究者 平田 良子、二宮 美雪、西川 良江
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考察です。今回の講習会では放射線技術室と医

療安全委員会、看護部と連携を持ったことで、

多数の参加者を得ることができました。実際に

高磁場を体感することで、個々のMRIに対する

認識がより一層深まり、同時に入室マニュアル

を周知することができたことで磁性体の持ち込

みが見られなくなりました。また、講習会を少

人数制で行ったことにより、個々に直接指導が

行え、このような大きな成果を上げたと考えま

す。
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おわりに、磁場内吸着事故において、安全教育

講習会を実施したことはとても有用でありまし

た。今後も、看護部に留まらず全医療スタッフ

を対象とし継続的に講習会を行っていきたいと

考えております。
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�、はじめに
昭和４３年に新生児標識委員会が発表した新生

児標識法の基準では、標識の条件は、正確、安

全、簡便であること、標識数は新生児の場合に

は少なくとも２種類の併用が必要であると記さ

れている。当病棟新生児室（以下当科とする）
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