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物品チェック表の活用と

看護補助者の意識の変化

町立西和賀さわうち病院

介護福祉士 ○新田ゆかり

病棟看護補助 久保真弓 高橋幸子 藤田真理子

副院長兼総括看護師長 村田純子

１. はじめに
忘れ物や紛失物は、病院や介護施設でも問題視されており

様々な対応策がとられている。
Ａ病院の病棟も例外ではなく、退院時の忘れ物はあったが

最終確認に携わる看護補助者の忘れ物に対する意識が低く、
問題と捉えていなかった。
平成25年12月、退院した患者さんより 「スプーンが無

い」との連絡を受け探したが見つけることができず、どんな
スプーンだったのか、そもそもスプーンはあったのかさえ分
からなかったということがあった。
そこで対策として、物品チェック表を作成したが、その後

も紛失物、忘れ物はあり、管理不足、認識不足が浮き彫りと
なった。

この件を踏まえ、物品チェック表を入院時から退院時
まで使用できるよう修正し活用した。その中で、看護補
助者の忘れ物に対する意識も変化したので報告する。

はじめに・・・忘れ物や紛失物は、病院や介護施設
でも問題視されており、様々な対応策がとられてい
ます。
　Ａ病院の病棟も例外ではなく、退院時の忘れ物は
ありましたが、最終確認に携わる看護補助者の忘れ
物に対する意識が低く、問題と捉えておりませんで
した。
　平成25年12月に、退院した患者さんよりスプーン
がないとの連絡を受け探しましたが、見つけること
が出来ず、どんなスプーンだったのか、そもそもス
プーンはあったのかさえ分からなかったという事が
ありました。
　そこで対策として、物品チェック表を作成しまし
たが、その後も紛失や、忘れ物はつづきました。こ
の件をふまえ、物品チェック表を入院時から退院時
まで使用できるよう修正し、活用しました。その中
で、看護補助者の忘れ物に対する意識も変化したの

で報告いたします。

２. 目的

「物品チェック表」を活用することで、

退院時の忘れ物に対する看護補助者の

意識を高めたい。

目的・・・物品チェック表を活用することで、退院
時の忘れ物に対する看護補助者の意識を高めたい。

３. 研究方法 調査研究

（１）研究期間 平成２６年５月７日～８月３１日
（２）調査期間 平成２６年５月１４日～８月８日
（３）対象者 看護補助者 ４名

４． 調査方法
（１）アンケートによる意識調査

第１回（５月１４日～５月１６日）
第２回（８月６日～８月８日）

調査項目 ※ 表１
独自に作成したアンケート内容で調査

（２）入院時の物品チェック表の修正
（３）アクシデント報告の集計

研究方法・・・調査研究で、対象は病棟勤務の看護
補助者４名です。調査方法は、アンケートによる意
識調査で、２回実施しています。また、入院時物品
チェック表の修正とアクシデント報告の集計を行っ
ています。
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３．退院時の確認
（１）退院時確認
⑩退院時、チェックシートを基
に最終確認をしている

⑪床頭台の中、ベッドの下など
忘れ物がないか確認している

⑫退院時、確認した結果を看護
師に報告している

⑬退院後、担当者が入院一覧表
にサインしている

４．日常業務の中での行動確認
（１）伝達、報告に関して
⑭アクシデントが起きた場合、
速やかに上司に報告している

⑮患者、業務等の伝達事項を助
手間で報告している

⑯伝達事項が相手に伝わってい
るのか再確認をしている

⑰分からない事は、そのままに
せず確認している

⑱助手間は分からないことが聞
きやすい環境である

（２）業務への責任について
⑲作業の必要性を理解して行っ
ている

⑳一つの作業を最後まで責任を
持って行っている

質問 はい いいえ
「いいえ」
の理由

１．入院時の確認
（１）持ち物点検
①入院時、物品のチェックをし
チェックシートに記入している

②物品に記名があるか確認し無
記名の場合は記名している

③他の助手が携わったチェック
表に目を通し確認のサインをし
ている

（２）貴重品の取り扱い
④貴重品があった場合、助手間
で報告している

⑤貴重品があった場合、看護師
に報告している

２．入院中の確認
（１）持ち物の増減の確認
⑥入院中、物品に増減があった
際、チェックシートに記入して
いる

⑦入院中、物品の紛失がないか
確認している

（２）週に１度の定期的な点検
⑧床頭台、ベッドサイドの整理
整頓をしている

⑨定期的にチェックシートと物
品を照合している

表１ アンケート

表１は、独自に作成したアンケート内容で２回と
も同じ質問をしています。質問は、20項目で項目ご
とに「はい」と回答したものを１点として単純集計
しました。

入退院時チェック表

入院日 平成 年 月 日

患者名

担当者

物品名 個数 物品の詳細
入院中に
増えた物品

入院時
チェック

退院時
チェック

Ａ

入
院
時
項
目

１ コップ類

２ 歯ブラシ

３ シャンプー・石鹸

４ 義歯ケース

５ 髭剃り

６ 食事用エプロン

７ スリッパ・シューズ

８ 腕時計

９ めがね

Ｂ

退
院
時
項
目

１ 物品表通りあるか

２ 浴室、オムツ管理室、食堂は確認したか

３ ベッド下、床頭台の中を確認したか

４ ベッドまわり、床頭台の掃除はしたか

５ ベッドメーキングをしたか

６ 床頭台、ベッドのギャジ、ブレーキの確認をしたか

７ カーテン、コード類をまとめたか

８ 入退院一覧表にサインをしたか

チェック表確認サイン

表２

退院時
チェック！！

増減した物品の
記入欄を追加

全員がチェック表を
確認しサインする

表２は、入退院時のチェック表で、１回目のアン
ケート調査結果から修正を行っています。修正前は、
別にしていた入院と退院のチェック表を１枚にまと
め、退院時のダブルチェックや、チェック表の確認
後にサインをする欄をつくり全員が責任を持って取
り組めるようにしました。

５． 分析
（1）アンケート調査の１回目と２回目を比較
（2）アクシデント件数の比較

倫理的配慮

１. 得られたデータは研究以外には使用しない
２. 個人が特定されないようにする
３. 研究に参加しなくても不利益を生じないこ

とを説明し実施

分析・・・アンケート調査の１回目、２回目の比較
と平成25年度、26年度の同時期の入院患者数と忘れ
物、紛失物によるアクシデントの件数を比較してい
ます。倫理的配慮はスライドの通りです。

６. 調査結果
アンケート回収率 １００％
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大項目ごとの比較（できていると回答）

１回目

２回目

調査結果・・・アンケートの回収率は100％でした。
こちらは大項目ごとの比較です。入院時の確認が35
ポイント、入院中の確認が56.2ポイント、退院時の
確認が12.5ポイント、日常業務の中での確認が14.3
ポイント、それぞれ上昇していました。

中項目ごとの比較（できていると回答）
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こちらは、中項目ごとの比較です。それぞれ１回
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目のアンケート回答時よりポイントが上昇していま
した。出来なかったと回答した主な理由として、誰
かがやると思った。伝わったつもり、知っていると
思った等があげられました。

７. アクシデント件数

平成２５年６．７月 平成２６年６．７月 差

７件 ４件 ３件

２１．９％ ９．５％ １２．４％

主な内容 平成２５年６．７月 平成２６年６．７月

紛失物 ２件 ０件

退院時の忘れ物 ３件 ２件

無記名のため所有者不明 １件 １件

確認不足 １件 １件

アクシデント件数
入院患者数

✽ ＝％

こちらは、アクシデント件数です。平成25年度
21.9％だったものが、26年度は9.5％と12.4ポイント
減少していました。主な内容は平成25年度、腕時
計等の紛失が２件、無記名の為、所有者不明が１
件、オムツ等の忘れ物が３件、病衣と一緒に下着を
クリーニングに出してしまった確認不足が１件でし
た。26年度は、忘れ物が２件、所有者不明が１件、
確認不足が１件。これは、カバンの中のハサミを確
認できず、酸素チューブを切ってしまうアクシデン
トにつながりました。

８. 考察－１
今回の調査結果から、物品チェック表がうまく活用できて

いないことが分かった。そこで、入院と退院のチェック表が
別々だった物を一枚にまとめ入院中に増減した物品のチェッ
クと、退院時のダブルチェックの項目を増やしたことで、忘
れ物を減らすことにつながった。
また、１回目のアンケートでは、確認不足、伝達不足、思

い込みが目立った。全員が責任をもって取り組めるように、
物品の確認後にサインする欄をつくり、看護補助者の週間分
担表に物品とチェック表の照合をする作業を取り入れた。
２回目のアンケートでは、できていると回答したものが全

体で４８．６％から７８．１％と２９．５ポイント上昇し、
アクシデントの件数も減少している事が分かった。

このことは、一人ひとりが忘れ物や紛失物を減らすために
確認や管理に責任を持ち整理整頓を行うようになった為と
考える。

考察・・・１回目の調査結果から物品チェック表が
活用できていないことが分かり、別々だった入院と
退院のチェック表を１枚にまとめました。入院中に
増減した物品のチェックと、退院時のダブルチェッ
クの項目を増やしたことで、忘れ物を減らすことに
つながりました。
　また、１回目のアンケート調査では、確認不足、
伝達不足、思い込みが目立ちました。全員が責任を

持って取り組めるように、チェック表の確認後にサ
インをする欄をつくり、看護補助者の週間業務分担
表に物品とチェック表の照合をする作業を取り入れ
たところ、２回目のアンケートでは出来ていると回
答したものが、全体で48.6％から78.1％と29.5ポイ
ント上昇し、アクシデントの件数も減少しているこ
とがわかりました。
　このことは、一人ひとりが忘れ物、紛失物を減ら
すために、確認や管理に責任を持ち、配置の工夫や
整理整頓を行うようになったためと思われます。

考察－２
今後の課題として

（１）衣類、タオル等、常に物品枚数の変動する物の把握がで
きない

（２）患者さんのカバンの中までの確認が難しい
（３）すべての方を物品チェックの対象としておらず、自己管

理可能な方が紛失しても確認できない
（４）物品にだけとらわれて患者さんへの配慮に欠けてしまう

ということが上げられる

私たち看護補助者の業務のひとつに患者さんの身の回り
の環境整備がある。

を理解し、
作業を行っているのか、一人ひとりが意識すれば忘れ物や
紛失物は今以上に減ることを学んだ。

　今後の課題としては、衣類、タオルの様な、物品
枚数の変動する物の把握ができない、物品にだけと
らわれて患者さんへの配慮にかけてしまう等があげ
られました。

私たち看護補助者の業務の一つに患者さんの身の
回りの環境整備があります。ただ業務をこなすので
はなく、普段との違いに気づくことが必要だと思い
ます。その為にも、確認、報告の必要性を理解し、
何のために、誰のために作業を行っているのかを一
人ひとりが意識すれば忘れ物や紛失物は今以上に減
ることを学ぶことができました。

１０. まとめ

①「物品チェック表」を修正したことで、物品の照合
がしやすくなり、忘れ物を減らすことができた。

②アンケート調査から、看護補助者の意識が変化した
ことがわかった。

今回、看護補助者に意識の変化がみられ、
責任をもって確認・伝達することで忘れ物
を減らすことができた。

まとめ・・・今回、物品チェック表の修正やアンケ
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ート調査を実施したことで、看護補助者に意識の変
化がみられ、責任を持って確認、伝達することで忘
れ物を減らすことができました。

参考文献

1・医療法人あいち診療会 あいち診療所野並デイケア：忘れ物をなくす取り組み
～ヒヤリハット報告より～，2012年．

203.183.81.15/~aichisin/official/wp-content/uploads/2012/06/t-
inshihara01.pdf．
2・長谷川 剛：医療安全とモニター －コミュニケーション改善の視点から－，
自治医科大学付属病院安全対策本部，2011年．

www. maruishi-pharm.co.jp/mecls/files/anesth/book/16/3.pdf?1368491819．
3・明日 徹：情報伝達を阻害する心理的要因について，2004年．

www5ｂ.biglobe.ne.jp/～anzen/reikai-004-akebi-siryo1.pdf．
4・鬼塚 佳奈子、 高木 修：医療安全とチームワーク －看護師チームからの
考察－，

www.kansai-u.ac.jp/keiseiken/books/seminar09/seminar09-sl82-2.pdf．
5.社会福祉法人 慈恵会 デイサービスセンター小川の里：ｻｰﾋﾞｽ事故を減らす！，
2011年．

www.airokyo.com/page/report/h23/23taikai/9c.ogawanosato.pdf．

これで、私たち、看護補助者の研究発表を終わり
ます。

ご清聴ありがとうございました

ご清聴ありがとうございました。




