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薬剤混合過程の手指衛生の
タイミングの統一化を目指して

国保野上厚生総合病院
本館3階

○松本 幾久子 佐野 綾香
三角 亜紀 山本 智子
大久保 雅世

はじめに

• 2003年に発表された「医療現場における手指
衛生のためのＣＤＣガイドライン」では、石鹸と
流水による手洗いから擦式消毒用アルコール
製剤を使用した手指消毒が推奨されるように
なったが、適切に実施することが難しく個人差
がみられる。

Ⅰ．はじめに
手指衛生は、医療行為の基本であり、最も簡単で

効果的な標準予防策の１つです。2003年に発表され
た「医療現場における手指衛生のためのCDCガイ
ドライン」では、石鹸と流水による手洗いから消毒
効果が期待できる擦式消毒用アルコール製剤を使用
した手指消毒が推奨されるようになったが、適切に
実施することが難しく、個人差がみられます。

A病院外科病棟
外科的処置や点滴を施行している患者が多い。
看護業務の中で薬剤を混合する頻度が高い。

看護者 血流感染の仲介役となるリスクが高い。

A病院
輸液準備から薬剤混合過程の手順書はある。

※手指衛生の記載はあるが、
タイミングに関する記載がない。

A病院外科病棟では、手術日から数日間は外科的
処置や点滴を施行している患者が多く、看護業務の
中で薬剤を混合する頻度が高くなります。そのため、
看護者が感染の仲介役となりうるリスクが高く、血
流感染により重篤な感染症をおこす危険性がありま
す。A病院には輸液準備から薬剤混合までの過程（以

後ミキシングとする）の手順書に手指衛生の記載は
あるが、タイミングに関する記載がなく、スタッフ
がどのタイミングで手指衛生を行っているか疑問を
もちました。そこで、スタッフの手指衛生に対する
知識・技術の現状を直接観察（以後観察とする）し、
介入を繰り返しました。その結果をここに報告しま
す。

目的

• ミキシング時における手指衛生の実施率の現

状を把握し、介入することでどのように行動変

容したか明らかにする。

Ⅱ．目的
ミキシング時における手指衛生の実施率の現状を

把握し、介入することでどのように行動変容したか
明らかにする。

研究方法

１.調査対象

A病院外科病棟看護スタッフ17名

２.調査期間

平成２６年５月から平成２７年３月

Ⅲ．方法
１．調査対象
　　A病院外科病棟看護スタッフ17名
２．調査期間
　　平成26年５月から平成27年３月
３．研究方法　
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図１
薬剤混合～清潔な場所での薬剤の混合～

①手荒い又は手指衛生

②ワゴンの清拭 ③手指衛生 ④注射ワークシートで点滴の確認

⑤手指衛生⑥穿刺部の消毒⑦薬剤の混合⑧混合後は速やかに
投与する

環境クロスを用いてワゴンを清拭する。
患者名・薬品を確認する。

※開封・未開封にかかわらず手順を同様に
行うことで、消毒を忘れるリスクを低減する。

菌が混入していた場合、
混合液を長時間保存すると、
混入した菌が増殖する
恐れがある。

手指の汚染レベルを
下げることにより、
交差感染のリスクを

低減させる

ワゴンの表面に接触した
手指を介して伝播する

可能性がある

無菌操作に入る
直前なので入念に
手指衛生を行う

バイアル栓に付着した
菌が穿刺により輸液に
混入する可能性がある飛沫汚染を防ぐため

しゃべらない・マスク着用

１）感染管理ベストプラクティスをもとに、院内に
あるミキシングの手順書をイラスト化しました。
（図１）
手順①を手指衛生、手順②をワゴンの清拭、手
順③を手指衛生、手順④を注射ワークシートと
薬剤のダブルチェック、手順を⑤を手指衛生、
手順⑥を穿刺部の消毒、手順⑦を薬剤混合とし、
手指衛生のタイミングと根拠を加えて作成しま
した。これをラミネートし、ミキシング時に確
認できるように、毎回注射ワークシートと一緒
にセットしました。

１.イラスト化した薬剤混合手順書、およびチェックリストの作成

2. 勉強会の開催

勉強会前の観察

３.勉強会前の結果のフィードバック

勉強会１ヶ月後に観察

４.勉強会前後の結果のフィードバックと個人指導

勉強会２ヶ月後に観察

a1

２）手順書をもとにチェックリスト（表１）を作成
し、勉強会前にミキシングの観察を実施。評価
方法は○・×で記入しました。

３）病棟全体で勉強会を開催しました。
勉強会は、手洗い・擦式消毒用アルコール製剤
での手指衛生の手技、ミキシングの手順を、実
演をまじえて説明しました。また、勉強会前の
病棟全体の観察の結果をグラフ化し、スタッフ
に報告しました。

４）勉強会１ヶ月後に観察を実施しました。その結
果をもとに勉強会前後の病棟全体の観察結果を
グラフ化したものと、個人の観察結果を個別に
報告しました。さらに、擦式消毒用アルコール
製剤の使用タイミングを再実演し、個人指導を
行いました。

５）勉強会２ヶ月後に観察を実施しました。

調査方法

１．観察前に統一した調査が行えるようにチェック方法
を研究者で統一した。

２．観察は勉強会前、勉強会1ヶ月後、勉強会2ヶ月後
の3回で、日勤帯の朝のミキシング時にチェックリ
ストを用いて、研究者が観察した。

３．勉強会前、勉強会1ヶ月後、勉強会2ヶ月後の3回
の手順別実施率を算出し、介入効果の判定をした。

４．調査方法
１）観察前に統一した調査が行えるようにチェック

方法を研究者で統一しました。

チェックリスト

※ 評価は○・×で記入 △は×とみなす

２）観察は勉強会前、勉強会１ヶ月後、勉強会２ヶ
月後の３回で、日勤帯の朝のミキシング時に
チェックリストを用いて、研究者が観察しまし
た。

３）勉強会前、勉強会１ヶ月後、勉強会２ヶ月後の
３回の手順別実施率を算出し、介入効果の判定
をしました。

倫理的配慮

研究開始前に口頭および文章で研究の主旨を説
明し、研究参加は自由であること、拒否する権利が
あること、研究中断によって、不利益にならないこと、
プライバシーの保護を行うなどの説明をし、同意を
得た。

本研究で得たデータは、研究メンバー内で管理し、
終了後に破棄する。

本研究は国保野上厚生総合病院の倫理審査委員
会で承諾を得た。

Ⅳ．倫理的配慮
研究開始前に口頭および文章で研究の主旨を説明

し、研究参加は自由であること、拒否する権利があ
ること、研究中断によって、不利益にならないこと、
プライバシーの保護を行うなどの説明をし、同意を
得ました。

本研究で得たデータは、研究メンバー内で管理し、
終了後に破棄する。

本研究は国保野上厚生総合病院の倫理審査委員会
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で承諾を得ました。

結果
（％）

Ⅴ．結果
手 順 ① は、 勉 強 会 前64.7%、 勉 強 会 １ ヶ 月 後

88.2%、勉強会２ヶ月後100%と全員が実施。手順②
は、勉強会前41.1%、勉強会１ヶ月後58.8%、勉強会
２ヶ月後94.1%と向上しました。手順③、手順⑤の
擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生の実施率
は勉強会前と勉強会１ヶ月後ともに変化を認めず
5.8%と低値であったが、勉強会２ヶ月後、手順③は
88.2%、手順⑤は70.5％と向上を認めました。

手順④は100％と全員が実施。手順⑥は、勉強会
前は88.2％から勉強会１ヶ月後、勉強会２ヶ月後と
もに100％で全員実施できていました。手順⑦は、
勉強会前は82.3％から勉強会１ヶ月後、勉強会２ヶ
月後は94.1％と向上しました。

考察

先行研究で明らかになっていること

・手洗いの必要性や重要性などを強く認識しながら
も必要な場面で適切な手指衛生行動が見られず
手洗い行動と認識の間の「ずれ」が生じている。

・ 一木薫は、行動変容を起こし習慣化するための
要因には、「知識」「技術」「動機付け」の３つがある
述べてといる。

Ⅵ．考察
看護師は手洗いの必要性や重要性などを強く認識

しながらも必要な場面で適切な手指衛生行動が見ら
れずほとんどの看護師の手洗い行動と認識の間の
「ずれ」が生じていると山本美紀らの先行研究に報
告があります。1）また、一木薫は、行動変容を起こ
し習慣化するための要因には、「知識」「技術」「動
機付け」の３つがあると述べています。2）今回介入
することで勉強会前より勉強会後の全手順において
実施率の向上を認めました。

・ 実践をまじえた勉強会を開催
院内にあるミキシングの手順書を
手指衛生のタイミングと根拠を示し
イラスト化する

「知識」の習得

勉強会前の観察では、手順③⑤の実施率が著しく
低く、ミキシング時における手指衛生に対する意識
が低いということがわかりました。そこで、実践を
まじえた勉強会を開催したことや、院内にあるミキ
シングの手順書にタイミングを加えイラスト化し、
すぐにミキシング時に確認できるように注射ワーク
シートにセットしたことで視覚的効果が得られたと
考えます。また、手技の根拠を示すことで「知識」
の習得につながり、手順①②④⑥⑦の実施率向上に
つながったと考えます。

・ 勉強会を個人指導へと

介入方法を変更。

・ タイミングをより具体的に示した。

「技術」の習得

しかし、勉強会１カ月後の観察でも、手順③⑤の
実施率の向上は認めず、その要因として介入方法に
問題があると考えました。病棟全体での勉強会では
手指衛生に対する意識の向上は図れなかったため、
勉強会を個人指導へと介入方法を変更し、タイミン
グをより具体的に示すことで、「技術」の習得につ
ながったと考えます。

・ 個人の結果をスタッフにフィードバックした
ことで、認識と行動のずれの修正ができた。

「動機付け」の習得

また病棟全体の実施率の結果をフィードバックし
たが、単なる結果報告として受け止められ、実施率
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が低いことが印象に残らなかったと予測されます。
そこで、個人の結果をスタッフにフィードバックし
たことで、認識と行動のずれの修正ができ、「動機
付け」の習得につながったと考えます。その結果、
手順③⑤の実施率が向上したと考えます。

今後の課題

・実施率の向上を阻害する要因を

探究すること

・感染リンクナースやICTを含めた

教育活動を継続すること

手順③⑤ともに勉強会２ヶ月後に実施率の向上が
認めたものの100％ではありませんでした。今回は
研究期間に限りがあったため、継続した観察が出来
ず、また実施率の向上を阻害する要因を探究するま
でに至りませんでした。勉強会により高まった意識
を、今後はどのように確実に実践に結びつけるかが
重要であり、そのためには、感染リンクナースや
ICTを含めた教育活動の継続が必要であると考えま
す。

結論

• 介入前のミキシング時における

手指衛生の実施率は低かった。

• 効果的な介入を繰り返し行うことで、

行動変容を認め、実施率の向上に

つながった。

Ⅶ．結論
介入前のミキシング時における手指衛生の実施率

は、低値でした。効果的な介入を繰り返し行うこと
で、行動変容を認め、実施率の向上につながったと
考えます。
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