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手指衛生に対する看護師の意識向上への取り組み

発 表 者 出口 ミユキ （長崎県：平戸市立生月病院）

共同研究者 松本 千信、山西 由美、掛屋 美治
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帰宅可能な軽症者のトリアージには診療所は

寄与したが、入院が必要な転送の比率増加を考

えれば、診療所による救急体制についても課題

が残ると考えられる。直接他院への搬送増加は、

近隣の中核病院まで約１時間要することを考え

ると患者搬送の安全性及び救急隊のストレスを

考慮しなければならない。救急搬送数の絶対的

な減少、入院を要しない疾患を診療しているた

め救急医療における医師教育の点では不利であ

る。
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高野町における診療所化に伴う救急搬送を検

討した。今後の医療体制拡充の一助としたい。
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（はじめに）医療現場において手指衛生は最も基

本的で効果的な感染対策の一つです。

２００２年医療現場における手指衛生のガイドラ

インでは擦式消毒用アルコール製剤を使用した

手指衛生を推奨しています。当院では、擦式消

毒用アルコール製剤の設置はされているが、使

用量が少なく実践されていませんでした。今回、

手指衛生の意識向上に向け、現状を把握し、研
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修会前後の擦式消毒用アルコール製剤の使用量

の変化を指標とし、手指衛生の実践状況の比較、

検討を行ったので報告します。
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（目的）看護師の手指衛生の実態調査を行い、現

状を把握する。研修会前後の擦式消毒用アルコー

ル製剤の実践状況の比較です。
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（研究方法）

期間 平成２４年７月～平成２５年１月

対象 病棟看護師２２名

方法 １．質問紙調査

２．研修会の実施

３．擦式消毒用アルコール製剤の使用量の

測定
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（倫理的配慮）看護師対象の質問紙調査は研究以

外に使用しないことを説明し、無記名、自己意

思により提出とした。
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（質問紙調査の結果）研修会前後の質問紙調査の

結果です。１００％の回答率が得られました。「手

指に見える汚染がない場合は速乾性手指消毒法

のみ用いて手指消毒を行うことが推奨されてい

ることを知っていますか」の質問に対しては、

「知っている」と答えた人が１７名。研修会後は２０

名となっています。
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「擦式手指消毒法を処置前にしていますか」の

質問に対しては、「いつもしている」２名、「時々

している」が１６名、研修会後では１７名となって

います。
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「擦式手指消毒法の手順を知っていますか」の

質問に対して、「知っている」と答えた人は４名、

研修会後は１８名となっています。
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「擦式手指消毒法の１回使用量を知っています

か」の質問対して、「知っている」と答えた人は

７名、研修会後は１８名となっています。
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「１０月の手指衛生の研修会は理解できました

か」の質問に対しては「理解できた」、「まあま

あ理解できた」と答えた人は２１名でした。「理解

できなかった」と答えた人は研修会に参加して

いない為でした。
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（パームスタンプ法）手指衛生の効果を視覚で伝

えようと１０名の看護師にパームスタンプ法を実

施しました。スライドは手指培養の結果です。

培養結果をみた看護師の意見では、自分ではで

きていたつもりだったが不十分だった。細菌が

減っていないのには驚いた。手指消毒の重要性

を感じた。などの意見がありました。
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（手指衛生回数）病室前においてある擦式消毒用

アルコール製剤の使用量です。使用量を手指衛

生回数で表しています。使用量を計算するにあ

たり、「１患者１日あたりの擦式消毒用アルコー

ル製剤による手指衛生回数＝擦式消毒用アル

コール製剤の使用量÷のべ患者数÷手指消毒１

回あたりの適正使用量」の計算式を用いました。

全体的に使用量が少ないことがわかりました。
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研修会後より少しずつ上昇がみられ、１２月、１

月はインフルエンザの流行時期とも重なり、使

用量が増加しました。
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２階病棟と、３階病棟の使用量を比較したも

のです。２階病棟は看護度の高い患者が多く、

処置も多い為、擦式消毒用アルコール製剤も多

く使われています。３階病棟は病状も安定し自

立した患者が多い為、擦式消毒用アルコール製

剤の使用は少なくなっています。回数は、患者

へ接する頻度、ケアの頻度に影響をうけますが、

各病棟とも研修会後より使用量の増加がみられ

ました。
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（考察）研修会前の質問紙調査では、擦式手指消

毒法についての知識が浅く、擦式消毒用アルコー

ル製剤の使用量も少なかった。その後研修会を

行うことにより、手指衛生についての知識、技

術の再確認ができ、擦式消毒用アルコール製剤

の使用量も増加しました。しかし、既定使用量

としては少なく、質問紙調査の結果からも従来

の流水と石鹸による手指衛生が多く実践されて

いました。

一木氏は「病院感染対策と手指衛生の重要性

は広く認識されているが、必要性を理解してい

るだけでは実践に結びつかず、手指衛生のコン

プライアンスを改善することは容易ではない」

と述べています。知識、技術の習得だけでは、

CDCガイドラインに沿った手指衛生の実践には

至りませんでした。

現場の実践状況を確認し、手指衛生環境を整

え習慣化するためには、継続的に介入していく

ことが重要であると考えます。
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（結論）手指衛生を実践、継続することは難しい

のが現状です。今後も感染対策委員会として、

手指衛生遵守率向上のために、積極的な働きか

けを行っていきたいと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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