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 B病棟は産科･婦人科･内科･眼科の混合病棟。

過去3年間で年間平均3.6件の新生児の

MRSA感染が報告されている。

医療従事者の感染予防策に対する高い意識と

標準予防策の徹底が重要である。

Ⅰ．はじめに
近年は少子高齢化により全国的に総合病院の産

科病棟において約７割が混合病棟である。A病院の
B病棟も産科・婦人科・内科・眼科の混合病棟であ
る。年間約400件の分娩件数で、正常新生児のみを
取り扱っており、早期母子接触や母児同室を行って
いる。一方で、内科患者担当看護師が新生児の看護
に携わり、新生児担当助産師が内科患者の排泄介助
などの看護に携わらなければならないのが現状であ
る。北島らは「平成16年に日本の多くの総合病院が
抱える産科混合病棟の様々な問題点が明らかになっ
てきた。危険性のもっとも高いものとして婦人科内
科病棟の成人保菌者からの新生児へのMRSA院内
感染である。」1）と述べている。

B病棟でも感染経路は明らかではないが過去３年
間で年間平均3.6件の新生児のMRSA感染が報告さ
れている。これらは膿疱や臍部分泌物からMRSAを
検出されたものだが、重篤な症例は発生していない。
感染発生は日々の予防策が病棟において実施されて
いたか否かが問われる。普段より医療従事者の感染
予防策に対する高い意識と標準予防策の徹底が重要
であり、媒介者にならないように自分を守ることで、
患者を守ることに繋がると考える。A病院には院内
感染予防マニュアルがあり、標準予防策がしるされ
ているが、Ｂ病棟において実際に有効利用されてい
るかどうか疑問である

そこで、B病棟において感染予防について個々が
どの程度の意識を持っているのか、また、標準予防
策に基づき実行できているのかを確かめるため、意

識・実態調査を行った。その結果から問題点を明ら
かにし、環境の整備・スタッフに向けての啓蒙活動
を行い、個人防護用具の消費量が増加することで標
準予防策の徹底につながると考えた。その取り組み
により、有効な結果が得られたため報告する。

現状を把握した上、環境の整備と啓蒙

活動を行い、スタッフ全員の感染予防

への意識を高め、個人防護用具の消費

量が増加することで標準予防策の徹底

につなげる。

Ⅱ．研究目的
現状を把握し問題点を明らかにした上、環境の整

備と啓蒙活動を行い、スタッフ全員の感染予防への
意識を高まることで標準予防策の徹底につなげる。

標準予防策（スタンダートプリコーション）

全ての人は伝播する病原体を保有している
と考え、患者及び周囲の環境に接触する前後
には手指衛生を行い、血液・体液・粘膜など
に曝露する恐れのあるときは個人防護具を用
いることである。

個人防護用具（Personal  Protective 
Equipment以下PPEとする）

手袋・マスク・エプロン・ガウン・ゴーグ
ルを指す。

Ⅲ．用語の定義
１．標準予防策（スタンダートプリコーション）：
　標準予防策とは、すべての人は伝播する病原体を
保有していると考え、患者および周囲の環境に接触
する前後には手指衛生を行い、血液・体液・粘膜な
どに曝露するおそれのあるときは個人防護具を用い
ることである。
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手指衛生

アルコール消毒が手指消毒の基本である。

ただし、手指が肉眼的に汚れた場合は石鹸
と流水にて手洗いを行う。

 ATP測定法

すべての生物の細胞内に存在するATP（アデ
ノシン三リン酸）を酵素などと組み合わせ
て発光させ、その発光量を測定し微生物の
存在量を推測する方法。

２．手指衛生
　アルコール消毒が手指消毒の基本である。但し、
手指が肉眼的に汚れた場合は石鹸と流水にて手洗い
を行う。
３．個人防護用具（Personal Protective Equipment 

以下PPEとする）：
手袋・マスク・エプロン・ガウン・ゴーグルを指

す。
４．ATP測定法：
　すべての生物の細胞内に存在するATP（アデノ
シン三リン酸）を酵素などと組み合わせて発光させ、
その発光量を測定する方法。
５．産科マニュアル：
　A病院で作成した産科に関する看護手順。院内感
染予防に基づき産科に関する感染予防策を定めてい
る。

研究対象者：B病棟スタッフ 22名

アンケート対象者：計11人

看護師2名・助産師8名・看護助手1名

※病棟師長･研究委員･新人･外来スタッフを除く

期間：平成26年5月～10月の6ヶ月間

Ⅳ．研究方法
１．研究対象者　B病棟スタッフ　23名（産婦人科

外来スタッフ除く）
２．アンケート調査対象者

看護師２名・助産師８名・看護助手１名　計11
名　（病棟師長・研究委員・新人・産婦人科外

来スタッフを除く）
３．研究期間　平成26年５月～ 10月の６ヶ月間
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意識・知識調査(アンケート調査）

細菌培養検査(病棟内に存在する一般細菌)

新生児室：調乳室蛇口周囲・インファントウオーマ
のスイッチ・新生児コット周囲・パソコンマウス

内科病室：室内入口のドアノブ・病室内洗面台・

担当者使用のパソコンのマウス

４．方法
１）実態調査
①PPE消費量調査

標準予防策徹底の取り組み開始前のPPEの使用状
況を把握するため、消費量を測定する。（病棟全体・
新生児室）消費量は、患者数の増減の影響を排除す
るため、１か月間測定し、のべ患者数で割ることで
一人当たりの使用量を出す。
②意識・知識調査

対象者の標準予防策に対する意識あるいは知識を
１回目の啓蒙活動（取り組み）開始前にアンケート
形式で調査する。
③細菌培養検査

病棟内下記場所に存在する細菌（一般細菌・
MRSA・緑膿菌・大腸菌など）を調査する。

a．新生児室　⇒　調乳室の蛇口周囲・インファ
ントウォーマーのスイッチ・新生児コット周
囲・パソコンのマウス

b．内科病室　⇒　室内出入り口のドアノブ・介
護が高い患者の使用しているベッド柵・病室
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内の洗面台・内科患者担当者が使用している
パソコンのマウス

スタッフ制服の細菌数調査

（ATP測定法）

対象者：

産褥・切迫早産・内科患者担当者

各１名 計3名
方法：

洗濯後の制服を勤務前後、

右ポケット10ｃｍ×10ｃｍの場所

で採取

④スタッフ制服の細菌数調査
スタッフ制服をATP測定器を用いて細菌数を調

査する。
※ATP測定器はメーカー　３M社ATP測定機器

ルミノメーター（レンタル）を使用した。
a．対象：産褥担当者・切迫早産患者担当者・内

科患者担当者　各１名（患者層に変化のない
３日間で実施）

b．方法：
・洗濯後の制服を勤務開始前に、右ポケット　10

㎝×10㎝の場所で採取する。
・勤務終了後、同スタッフの制服の右ポケット10

㎝×10㎝の採取する。

実態調査結果の報告

院内標準予防策・産科マニュアルの

PPE着用・手指消毒方法の再確認

院内標準予防策の伝達

２）標準予防策徹底への取り組みを開始する。
①スタッフへ向け啓蒙活動を１週間行う。

病棟会や各勤務に申し送りを利用し、実態調査結
果の報告と院内標準予防策（PPEの着用・手指消毒
の方法）の伝達を行う。

ポスター掲示 PPEを正しい装着
順序に12か所設置

②手指消毒の５つのタイミング・手指消毒の方法に
ついてのSARAYA既成ポスターを、病棟内の
PPE設置付近12カ所、看護師詰所に掲示する。

③PPEを正しい装着順序に沿って使用できるように
に設置する。

携帯用擦式手指消毒液を各スタッフに配布

④携帯用擦式手指消毒剤を各スタッフに配布し利用
を開始する。

３）PPE消費量調査１）①と同様に再度４週間行う。
１週間ごとに集計し、患者一人当たりの使用量

を出す。
４）啓蒙活動は、PPEの設置、ポスターの掲示等の

環境作りを継続して実施する。
５）３週間目は取り組み開始時と同様、申し送りを

利用してスタッフに院内標準予防策の呼びかけ、
更に未だ不十分と思われることや消費量の結果に
ついても伝達する。

６）取り組み前に行った１）②の意識・知識調査を
再度行う。
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本研究は院内の看護部倫理委員会で承認を
得た上で、個人の特定ができないように
し、記録類は、厳重に保管し調査以外の目
的には用いない。

参加は同意を得た上で行い、断ることで不
利益が生じることがないことを文章で説明
する。

消費量は単純集計及びｔ検定を用いた。

アンケート調査は単純集計を用いた。

Ⅴ．データの分析方法
１．消費量の単純集計およびt検定を用いた。
２．アンケート調査は単純集計を行った。
Ⅵ．倫理的配慮

本研究は院内の看護部倫理委員会で承認を得た上
で、個人の特定ができないようにし、記録類は、厳
重に保管し調査以外の目的には用いない。

参加は同意を得た上で行い、断ることで不利益が
生じることがないことを文章で説明する。

調査場所 菌名

調乳室蛇口 Pseudomonas  aeruginosa (緑膿菌）

インファントスイッチ （-）

新生児室パソコンマウス （-）

新生児コット周囲 Staphylococcus sp （ブドウ球菌属）

病室入口ドアノブ(内科) （-）

洗面台(内科) Stenotrophomonas maltophilia
(マルトフィリア菌）

ベッド柵(内科) （-）

病室ドアノブ(内科） （-）

細菌増加数 １回目 ２回目 ３回目

内科担当者 983 177 281

切迫担当者 1019 303 33

産褥担当者 -22 184 222

３．細菌培養検査
新生児室は調乳室蛇口から緑膿菌、コット周囲か

らブドウ球菌属が検出された（表１）。

表１　病棟内に存在する細菌培養検査
調査場所 菌名

新
生
児
室

調乳室蛇口 緑膿菌
インファントウォーマー
スイッチ （－）

パソコンマウス （－）
コット周囲 ブドウ球菌属

内
科
病
室

病室入り口ドアノブ （－）
洗面台 マルトフィラリア菌
パソコンマウス （－）
ベッド柵 （－）

４．スタッフ制服のATP測定結果
ATP測定におけるスタッフ着用制服の細菌増加

数について、１回目で担当患者により大きく結果が
分かれた。内科担当者は、オムツ交換時・処置毎
にPPEを着用していた。切迫早産担当者はほとんど
PPEの着用をしていなかった。産褥担当者は、母子
共のケアを行っており、新生児の処置ではPPEの着
用はしていなかったが、母の処置時には部屋毎にエ
プロンを交換し、ほぼ１日中エプロンを着用してい
た。１回目でPPE着用状況が結果に大きく作用した
ため、直後より申し送りされてしまった。そのため、
2.3回目のATP測定に影響を与えた可能性は否定で
きない（表２）。

表２　ATP測定による細菌増加数
１回目 ２回目 ３回目

内科担当者 983 177 281

切迫担当者 1019 303 33

産褥担当者 -22 184 222

制服交換時期
毎勤務交換
36％→75％
2～3勤務交換
63％→25％

回収率
取り組み前
11名(100％)

取り組み後
8名(72％)

PPE着用順
正答数
18％→63％

1.エプロン
2.マスク
3.ゴーグル
4.手袋

２．意識・知識調査（アンケート）結果
１）回収率　取り組み前11名（100％）
　　　　　　取り組み後８名（72％）
２）回答結果
①手指衛生『一処置一手洗い（消毒）』を実行でき

ていますか？
取り組み前　はい１名（９％）
いいえ７名（64％）
無回答　３名（27％）
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取り組み後　はい６名（75％）
いいえ１名（13％）
無回答　１名（13％）

②院内感染マニュアルを知っているか
取り組み前　知っている11名（100％）
知らない０名
取り組み後　知っている５名（63％）
知っていない１名（13％）　
無回答２名（25％）

③院内標準予防対策を実行できているか
a．手袋
〈オムツ交換〉

取り組み前　実行できている11名（100％）。
取り組み後　実行できている８名（100％）

〈新生児室の抱っこ〉
取り組み前　実行できている　６名（55％）
　　　　　　実行できていない４名（36％）
　　　　　　経験ない１名（９％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「これくらい大丈夫」１名
取り組み後　実行できている　５名（62％）
　　　　　　実行できていない２名（25％）
　　　　　　経験ない１名（13％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「面倒くさい」「近くにないか
　　　　　「これくらい大丈夫」各２名

b．エプロン
〈オムツ交換〉

取り組み前　実行できている11名（100％）。
取り組み後　実行できている８名（100％）

〈新生児室の抱っこ〉
取り組み前　実行できている　４名（36％）
　　　　　　実行できていない６名（54％）
　　　　　　経験ない１名（１％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「これくらい大丈夫」１名　
取り組み後　実行できている　４名（50％）
　　　　　　実行できていない３名（37％）
　　　　　　経験ない１名（13％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「これくらい大丈夫」１名

c．マスク
〈口腔ケア〉

取り組み前　実行できている８名（73％）
　　　　　　実行できていない３名〈27％〉
取り組み後　実行できている８名（100％）

〈新生児室の抱っこ〉
取り組み前　実行できている　７名（64％）
　　　　　　実行できていない３名（27％）
　　　　　　経験ない１名（９％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「面倒くさい」１名　
取り組み後　実行できている　４名（50％）
　　　　　　実行できていない３名（38％）
　　　　　　経験ない１名（12％）
　実行できていない人の理由として
　　　　　「面倒くさい」１名

④個人防護具の装着の順序について
取り組み前　正しく記載できた　２名（18％）
　　　　　　正しく記載できない９名（82％）
取り組み後　正しく記載できた５名（63％）
　　　　　　正しく記載できない２名（32％）

④制服を洗濯する時期について
取り組み前　毎勤務　２名（18％）
　　　　　　２～３勤務　６名（55％）
取り組み後　毎勤務　５名（63％）
　　　　　　２～３勤務　２名（25％）
　　　　　　無回答１名（13％）
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処置別PPE選択表の掲示
休憩室内、作業台前、新生児室前
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新生児室

新生児室前にポスター掲示

病棟全体は、取り組み前後比較すると全ての項目
で取り組み前より後が増加した（図１）。ほとんど
の項目で、取り組んだ１週目は増加したが、２週目
に消費量が減少したため、院内マニュアルの処置別
PPE選択表を拡大して詰所内数か所に提示した。３
週目には２週目より増加した。４週目は減少したが、
２週目よりは増加している。

新生児室の取り組み前の調査時には、学生実習を
うけており一人の新生児に対して複数のスタッフが
関わったため消費量が多かった。エプロンとマスク
は取り組み後１・２週目使用量が少なかっためた
め、３週目にポスター掲示を新生児室入り口に掲示
した。３・４週目には増加した。
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Ⅷ．考察
　PPE消費量は取り組み前後で比較し取り組み後は
有意に増加した。手指消毒・石鹸に関しては有意差
はみられなかった。（図１）これは、スタッフの意
識向上、正しい知識の習得、PPEを適切に使用でき
るよう環境を整えた結果であると考える。

スタッフの意識の向上には、啓蒙活動の一つとし
て行った細菌培養検査およびATP検査が特に影響
したと考える。ATP測定に関してはスタッフの関
心が高く、自身のPPE着用状況が結果に反映するこ
とと、細菌数が数字で表示されることで、感染予防
の必要性の意識を高めたと考えられる。

正しい知識の習得については、申し送りの時間を
利用して、PPEの正しい使用方法や手指消毒の５つ
のタイミングなどを繰り返し伝え、病棟各所にポス
ター掲示することで視覚に訴えることができた。さ
らに院内感染マニュアルの処置別PPE選択表を見や
すくして休憩場所や詰所に掲示した。このことが正
しい知識の習得に繋がったと考える。

またPPE着用では、研究委員が率先して実践する
ことで結果としてロールモデルとなり、スタッフの
意識の向上と正しい知識の習得の両方に有効であっ
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たと考える。
環境づくりでは、病棟内のどこでも正しくPPEを

着用できるよう新たな設置個所を増設し、着用順に
並べて設置した。病棟内のポスターは勤務中に目に
止まり実施を促すことができたと考える。さらに、
携帯用手指消毒剤を導入したことは、処置後設置場
所である室外に出なくてもその場で使用でき、移動
中も手軽に行えるようになった。結果、実施回数が
増え消費量増加の要因となったといえる。

アンケート結果より、回収率が開始前より開始後
は72％に低下しているため、取組前後の比較対象に
ならず有効な結果は得られなかった。このことはア
ンケートが回答しづらい質問形式だったからだとい
える。

新生児室においては、環境調査で新生児のコット
の周囲や調乳室の蛇口から細菌が検出されたことが
（表１）、PPEの徹底に加え、環境整備を見直すきっ
かけとなった。以前は、新生児室外で装着したまま
のマスクをつけて入室ことも多かったことから、詰
所でマスクを外し新生児室で新しいマスクを装着す
るように呼びかけ、ポスターを掲示した。さらに、
院内マニュアルの処置別PPE選択表に、産科マニュ
アルに基づいたPPE選択表を加えて掲示を行った。
このように、新生児室においては特に環境調査結果
がスタッフの意識を向上につながり、産科マニュア
ルをまとめ視覚化させたことでPPE消費量増大につ
ながったと考える。因みに、この取り組みを始めて
以降、新生児のMRSA感染は報告されていない。
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取り組み後のPPE消費量の変化について、特徴的
な変化が見られた（図２，３，６）。啓蒙活動を開始
した週の消費量は増加するが、申し送り等口頭の啓
蒙活動を行わなかった２週目にはすべての項目で減
少した。さらに３週目に口頭での啓蒙活動を再開し
た所、また消費量は増加、４週目に口頭での啓蒙行

わなかったところ、再び消費量は減少した。この様
に、口頭での啓蒙活動が消費量に影響を与えた。さ
らに手袋、エプロンで見られるように、２週目に低
下した消費量より４週目に低下した消費量の方が上
回っている。

赤峰らは「外発的動機づけの啓発から専門職とし
ての義務感を育てれば内発的動機づけにつながる可
能性も考えられる。何度も繰り返して意識づけるこ
とが必要でありその中で専門職としての義務感責任
感を養う事が専門職としての自立に向かわせるので
はないかと考える」2）と述べているように、専門職
として“重要だからする”といった内発的な動機づ
けが自主的な行動につながる。しかしアンケート結
果からもわかるようにPPEを装着しない理由として
「これくらいは大丈夫・近くにないから」との回答
がみられる。このことから、内発的動機付けに刺激
を与えるためには、今後も引き続き啓蒙活動は定期
的に行っていく必要があることがわかった。

 意識の向上・正しい知識の習得

環境づくりのへの働きかけ

PPEの消費量増加

 標準予防策の徹底のためには啓蒙

活動を定期的に繰り返すことが必要

動機付け

Ⅸ．結論
１．意識の向上、正しい知識の習得、環境づくりの

への働きかけが動機づけとなり、PPEの消費量
増加につながった。

２．標準予防策の徹底のためには啓蒙活動を定期的
に繰り返すことが必要であるとわかった。



― 889 ―

取り組みを始めて以降MRSA感染の

報告はない

正しい標準予防策の遵守にはモニタ
リング・評価・見直しの継続が必要

Ⅹ．おわりに
混合病棟においては、身近な問題であるMRSA感

染予防も含め標準予防策の実施は不可欠である。今
回は、標準予防策の徹底をPPE消費量の測定するこ
とで評価を行い、取り組みによって有効な結果を得
ることができた。今後は、PPE選択や着脱のタイミ
ングのモニタリングを取り入れ、さらに評価を行い
正しい標準予防策の遵守・継続とさらなる意識向上
につなげる必要があると考える。
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