
【Ⅰ．はじめに】　当院では、医師・看護師・コメ
ディカルを構成員とした院内感染対策委員会を組織
し院内横断的な感染対策に取り組んでいる。今回、
看護師にて標準予防策マニュアルに沿ったチェック
リストを作成し、院内ラウンドを実施し、ラウンド
前後にアンケート調査を行った。これにより院内で
の感染対策の現状が明らかになったのでここに報告
する。

【Ⅱ．研究目的】　院内の感染対策の現状を明確に
し、効果的な感染対策教育の示唆を得る。

【Ⅲ．研究方法】標準予防策マニュアルに沿って6
項目のチェックリストを作成し、感染委員の看護師
にて院内ラウンドを実施した。院内ラウンドの結果
を感染委員が評価し、各部署へ口頭・文書にて
フィードバックを行った。また院内ラウンド前後に
看護師45名を対象にアンケート調査を実施した。

【Ⅳ．結果】

1）属性
対象者の当院での経験年数は5年未満14名、5年以
上28名であった。感染委員の経験がある人は10名、
ない人は32名であった。感染委員の経験年数は1
年間2名、2年間6名、6年間1名、7年間1名であっ
た。
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１．調査期間：平成２３年６月～１２月 

２．調査対象：当院看護師４５名 

３．調査方法：①チェックリストを作成(６項目) 

         ②感染委員(看護師)による院内ラウンドの実 

           施(１回／月・計３回) 
           ③院内ラウンドの結果を評価し、各部署へ口 

           頭・文書にてフィードバック 
                   ④院内ラウンド前後にアンケート調査計２回 

          (属性・マニュアルについて・チェックリストに 

           よる自己評価)     
                                                                                         

Ⅲ．研究方法 

 当院では、医師・看護師・コメディカルを構成員とした
院内感染対策委員会を組織し院内横断的な感染対
策に取り組んでいる。今回、看護師にて標準予防策
マニュアルに沿ったチェックリストを作成し、院内ラウ
ンドを実施し、ラウンド前後にアンケート調査を行った。 

Ⅱ．研究目的 
 院内の感染対策の現状を明確にし、効果的な感染
対策教育の示唆を得る。 
 

Ⅰ．はじめに 

４．調査分析：単純集計・感染委員経験の有無による差に 
         ついてｔ検定 
５・倫理的配慮：対象者に対し研究の主旨、協力の自由、 
          個人が特定できないよう無記名とすること 
                      を説明し研究の同意とした。 
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2）感染対策マニュアルについて
感染対策マニュアルの存在は全員知っていたが、全
て読んだ者はラウンド前7名、ラウンド後14名、
理解できた者はラウンド前7名、ラウンド後11名
であった。
3）自己点検チェックリストの結果
自己点検チェックリストの結果のほとんどが、ラウ
ンド実施後に改善がみられている。

また、経験年数での合計点の比較では器材類と環境
整備に最も差がみられた。感染委員経験の有無によ
る平均点の比較のため t 検定を行い、その結果、廃
棄物分別についての有意差が確認できた。

4）ラウンドの結果

ラウンドではマニュアルに沿った確実な手洗い・手
指消毒を実施している人は少なく、廃棄物も感染性
廃棄物が8割以上になっていた部署もあった。また、
針の廃棄ではインシュリン用注射器のリキャップが
多くみられた。防護用具は以前より使用できている
が、着脱の手順が統一化されていないのがラウンド
で明らかとなった。また、1回目のラウンドで指摘
された血液製剤の廃棄分別やリキャップ率は、2回
目のラウンドでは改善傾向だったが、3回目ではま
た出来ていなかった。

【Ⅴ．考察】対象の看護師は平均年齢や経験年数が
高かったが、チェックリストの総合計点数の比較で
は大きな差は見られなかった。感染対策は経験年数
に関係なく各自の自覚次第である事が確認できた。
当院では各部署に感染委員が1名しか配置されてい
ないため感染委員を経験した者は10名と少なく、
経験年数も2年間が一番多かった。「感染委員は2
～3年ごとにメンバーが入れ替わることが多いが、
感染対策に携わった経験のある看護師が各部署に増
える利点はあるものの、慣れてきた頃に交代するた
め感染委員の戦力となりにくい。」と、小川2）が述
べているように、現場で感染委員が指導しやすい環
境を整えるためにも、感染委員の配置や年数などを
見直していく必要がある。
自己点検チェックリストでは手指衛生・廃棄物分
別・針刺予防ができている者が多くみられた。しか
し、ラウンドでは出来ていないことが確認できたた
め、チェックリストの自己評価は必ずしも適切では
なく、認識と行動にズレが生じていると思われる。
これはマニュアルの理解が不十分であった為と考え
られる。

    手指衛生 防護用具 器材類 針刺予防 環境整備 廃棄分別 総合計点 

５年未満 平均点 5.0 4.8 4.1 5.2 4.4 4.9 28.5 
５年以上 平均点 5.3 4.8 4.8 5.3 3.7 5.5 29.6 

  手指衛生 防護用具 器材類 針刺予防 環境整備 廃棄分別 総合計点 

平均の差 0.443 1.017 0.006 0.412 0.525 0.512 0.675 
T値 1.407 0.498 0.017 1.133 0.837 2.084 0.373 
P値 0.17 0.621 0.987 0.191 0.408 0.045 0.711 

経験年数での合計点数の比較(ラウンド後) 

 各項目の合計点数：０～6点  総合計点数：０～36点 
 

感染委員経験の有無による平均点数のｔ検定 

 
 

＊：P＜0.05 
（Ｌeveneの検定にて等分散の仮定が非却されたものについては等
分散を仮定しないt値を採用した） 

 ３)自己点検チェックリストの結果 

ラウンド前後での合計点数の比較 

２）感染対策マニュアルについて 

ラウンド前 ラウンド後 

マニュアルを読んだ ７名（１６.６%） １４名(３３.３%) 

マニュアルが理解できた ７名(１６.６%) １１名（２６.２%) 

    手指衛生 防護用具 器材類 針刺予防 環境整備 廃棄分別 総合計点 

ラウンド前 平均点 5.0 4.5 4.6 5.1 3.6 5.0 27.8 
SD 1.24 1.29 1.23 1.12 1.71 1.33 5.50 

ラウンド後 平均点 5.3 4.8 4.6 5.3 4.0 5.3 29.3 
SD 1.17 0.96 1.63 0.86 1.72 1.00 4.94  

 
各項目の合計点数：０～6点      総合計点数：０～36点 

・マニュアルに沿った確実な手洗い・手指消毒を実践している人 

 は少なかった。 

・廃棄物も感染性廃棄物が８割以上になっていた部署もあった。 

・針の廃棄はインシュリン用注射器のリキャップが多くみられた。 

・防護用具は以前より使用できているが、着脱の手順が統一化 

 されていない。 

・１回目のラウンドで指摘された血液製剤の廃棄分別やリキャッ 

 プ率は、２回目のラウンドでは改善傾向だったが、３回目では 

 また出来ていなかった。 
                                                                                                                                                              
 

４）ラウンドの結果 

１）属性 

勤務年数：５年未満１４名(３３.３%)５年以上２８名(６６.７%) 

感染委員経験：「有」１０名(２３.８%）「無」３２名(７６.２%） 

感染委員経験年数：１年間２名,２年間６名,６年間１名,７ 

             年間１名 

年齢分布 
 
 

Ⅳ．結果 

年代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 計 

人数 ５名 ９名 １１名 １７名 ４２名 

％ １１．９ ２１．４ ２６．２ ４０．５ １００ 
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チェックリストの結果のほとんどがラウンド実施後
に改善がみられていた。ラウンドを行うことで現状が
把握でき、明らかとなった各部署の問題点を感染委員
で共有し、現場へフィードバックし指導したことで、
携帯用の針廃棄容器の導入や、安全器材の活用など
様々な改善がみられた。感染対策の遵守率向上には定
期的なラウンドを行い、継続して指導していく事が大
切であると考える。李3）は「感染対策の実践上で重
要な事は、現場の意識を高め、行動変容をもたらす教
育と現場で必要な対策の定着・継続である」と述べ
ている。患者さんや家族の満足度、医療の質の向上を
図るためにも、感染率を低下させる事は必須である。
全ての看護師が感染対策の理解を深め、継続して実施
できるような取り組みを今後も検討していきたい。

【Ⅵ．結論】

1．チェックリストの自己評価とラウンドの結果に
ズレが生じた原因として、マニュアルを理解出
来ていない事が明らかになった。

2．定期的にチェックリストの自己評価と院内ラウ
ンドを実施し、感染委員を通して現場へフィー
ドバックし指導する事が、効果的な感染教育だ
と示唆された。
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・感染対策は経験年数に関係なく、各自の自覚次第 

 である事が確認できた。 

・感染委員の配置や年数及び、活動内容について具 

 体的に検討していく必要がある。 

・チェックリストの自己評価とラウンドの結果にズレが 

 生じたのは、マニュアルの理解が不十分であった 

 為だと考える。 

Ⅴ．考察 
１.チェックリストの自己評価とラウンドの結果にズレが 

  生じた原因として、マニュアルを理解できていないこ 

   とが明らかになった。 

２.定期的にチェックリストの自己評価と院内ラウンドの 

   実施し、感染委員を通して現場へフィードバックし指 

   導することが、効果的な感染教育だと示唆された。 

Ⅵ．結論 

・チェックリストの結果のほとんどが、ラウンド実施 

 後に改善が見られていたのは、ラウンドを行うこと 

 で把握ができ、明らかとなった各部署の問題点を 

 感染委員で共有し、現場へフィードバックし指導し 

 た為だと思われる。 

・感染対策の遵守率向上には定期的なラウンドを行 

 い、継続して指導していく事が大切であると考える。 
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