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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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では新生児の個別標識は足首へのネームバンド

装着と、マジックでの児体記入（以下児体記入

とする）を実施していた。
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そのような現状の中、足首のネームバンドがは

ずれ児体記入もほぼ消えていた児を抱いた母よ

り「私の子ですか？」と質問されたというアク

シデントが発生した。足首のネームバンドは装

着しにくく、頻繁に外れ児体記入は時間経過と

ともに薄くなり、再三転記しなければならない

という問題点があり医療安全面、新生児の皮膚

へのダメージ、倫理的な配慮に欠けるという点

からも改善策を検討すべきだと考えた。新生児

標識法の基準をクリアし、スタッフ全員が統一

した方法で新生児標識の装着が実施できること

を目的とし、ネームバンドを変更、マニュアル

を作成し実践した結果問題点を解決することが

できたので報告する。
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�、研究目的
新生児標識の基準をクリアし、スタッフ全員

が統一した方法で新生児標識の装着ができる事

を目的とする。

�、用語の定義と概念枠組み
本研究のデザインは実践報告である

新生児標識とは、新生児を個別に識別するた

めに用いる方法である。

�、対象への倫理的配慮
本研究内容については、院内倫理委員会にお

いて承認をうけた。
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�、方法
１）研究期間：平成２４年１０月２２日～平成２５年

１月１７日

２）対象者と対象件数

改善前調査：平成２４年１０月２２日～１１月２日

の間、入院管理の新生児（２０人）に行った

延べ１０３件の標識チェック

改善後調査：平成２４年１２月１８日～平成２５年

１月１７日の間、入院管理の新生児、（４７人）
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に行った延べ２２９件の標識チェック、計３３２

件

３）収集するデータの内容（改善前）

沐浴の際、�新生児の足首ネームバンドのみ
はずれている件数、�児体記入が薄い・消え
ている件数、��両方あてはまる件数を日勤
スタッフがチェック表を用いて確認し従来の

新生児標識の現状調査を行った。

４）収集するデータの内容（改善後）

変更したネームバンドを手首と足首の２ヶ所

につけ、児体記入も行い実践した。沐浴の際、

�手首のネームバンドがはずれている件数、
�足首のネームバンドがはずれている件数、
�手首・足首両方のネームバンド両方はずれ
ている件数、�児体記入が薄い・消えている
件数を日勤スタッフがチェック表を用いて確

認した。

５）分析方法

チェック表の結果は単純集計し記述統計によ

り分析した。

�．結果
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改善前の調査の結果、以前実施していた新生

児標識では、延べ１０３件中、足首のネームバンド

のみがはずれている件数は１２件（１１．６％）児体

記入が薄い・消えている件数は３３件（３２％）、足

首のネームバンドがはずれかつ、児体記入が薄

い・消えている件数は２件（１．９％）であった。
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新ネームバンドへ改善後の調査では延べ２２９件

中、手首、足首のネームバンドが外れているも

のは０件、児体記入が薄い・消えている件数は

５１件（２２．２％）であった。
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また、改善前と改善後の比較では、足首のネー

ムバンドの外れている件数は改善後０％であ

り、大幅な減少が見られた。児体記入が薄い・

消えている件数は改善前３２％から改善後２２．２％

の変化であり、大幅な減少はみられなかった。
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�．考察
以前使用していたネームバンドは装着困難で

外れやすいという問題点があった為、簡便に装

着でき外れないネームバンドへの変更が必要と

考えた。県内外の他施設の情報を収集し、各社

のネームバンドを比較、検討した結果柔らかな

ゴム素材を使用し装着後もサイズ調節が可能

で、名前が消えにくいというメリットがあるソ

フトメディカル社製のネームバンドを選択し

た。新ネームバンドへ変更後は手首、足首のネー

ムバンドともに外れることがなくなった。これ

は、新ネームバンドがベルト式で調節可能なス

トッパーが８個あり、体重差があっても対応可

能で、生理的体重減少により細くなった手首、

足首でもストッパーの位置を変え、きつくする

ことで外れ落ちることが防止でき改善策に効果

があったと考えられる。またネームバンドをき

つく調整しても、皮膚への圧迫や損傷はみられ

ず装着部へのダメージは与えにくいと考える。

新ネームバンド改善前の実態調査では、１０３件

中１２件のネームバンドが外れその中でもう１つ

の標識である児体記入が薄い、もしくは消えて

いた件数が２件該当した。常時複数名の新生児

をケアする新生児室において個別標識が装着さ

れていないということは、医療過誤はもちろん

新生児取り違えという事態をもひきおこしかね

ないと推察する。
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昭和４３年、新生児標識法の基準が作成され、

その中で児体記入は１つの方法として認められ

ている。当科でも下腿へ児体記入を行っている

が、以前から薄い、もしくは消えている場合は

転記することになっていたが実際は徹底されて

おらず、標識の確実性に欠けていると思われる。

マニュアル作成時、児体記入について名前の書

き方の統一、薄いもしくは消えたら再度必ず転

記すると記したが、改善後の調査でも大幅な減

少は見られずスタッフ全員に浸透しにくい方法

であると考える。また新生児の表皮は薄く、

ちょっとした刺激にも変化を受けやすいという

特性がある。従って児体記入は、インク成分が

皮膚透過性の高い新生児の皮膚に浸透していく

ことになり、皮膚へダメージを与えてしまうと

推測される。これらのことから、２カ所確実に

新ネームバンドの装着ができれば児体記入がな

くても新生児標識として役割を成すことが可能

といえる。

竹田らの調査によると児体記入の経験がある

看護者は「ネームバンドのように外れることが

ない」という安全に関連する理由で肯定し、逆

に経験がない看護者は、「新生児をもの扱いす

ることになる」という倫理的な理由で否定した、

とあり児体記入の安全神話に疑問を感じないの

は、変化の妨げとなる「慣性」によって現行の

行為を過剰に評価する認識結果と考えられた２）と

ある。このことから児体記入を行う場合は親へ

説明し同意を得て実施されることが望ましく、

言葉によるコミュニケーションが成立しない新
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生児を看護する私たちは新生児を１人の人間と

して尊厳を保ち日々ケアしていくことが求めら

れているといえる。ネームバンドの装着、児体

記入いずれを実施するにせよ、標識がなくなれ

ばどういうリスクがあるか、災害対策も考慮し

常に心にとめ実践することが大事だと認識し

た。
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�、おわりに
装着困難で外れやすいネームバンドと児体記

入を個別標識として実施していた際、発生した

アクシデントの対策として、新ネームバンドへ

変更しマニュアルを作成した。新ネームバンド

は外れることなく装着できており、改善策に効

果があったと考えられる。今後もネームバンド

が安全に確実に装着できるよう、あらゆる場面

を想定しスタッフ全員が危機感を持ち、対処で

きるよう努めていきたい。
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