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インシデントレポートのイメージに対する意識調査で明らかになっ
た現状と今後の課題

発 表 者 松井 美鈴 （山口県：周防大島町立大島病院）

共同研究者 岩崎 美和
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【おわりに】

転倒転落をゼロにすることはできませんが、

重大な外傷を予防するための取り組みは少しず

つ身を結んでいます。今後はさらに多職種が連

携して、転倒転落防止の具体的なガイドライン

の作成が必要と考えています。
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�．はじめに
当院では、医療事故防止のための有効な方法の

一つとして、インシデントレポートシステムを

導入しており、発生した問題の分析や改善に努

めています。

一般的に、インシデントの報告数の目安は病床

数の５倍と言われています。当院の報告数の目

安としては約４５０件ですが、平成２４年度の報告数

は２６２件であり目安との差は大きいと感じまし

た。「書くことに抵抗がある」等の意見もあり、

インシデントレポートの提出を拒む要因がある

のではないかと考えました。

そこで、スタッフがインシデントレポートに対

してどのように捉えているのか、自由記

載でアンケート調査を行いました。その結果を

受けて勉強会を開催し、再度同様の調査を

行ったところ、勉強会の有効性と今後の課題が

明らかになったのでここに報告します。
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�．研究方法
対象者は全看護職員です。
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調査方法

インシデントレポートに対するイメージについ

て、率直な意見を聞くために自由記載でアンケー

トしました。
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自由記載の内容をカテゴリー分類し、その中の

否定的なイメージを払拭するために勉強会を実

施しました。

勉強会の内容はご参照下さい。

勉強会後に再度アンケートを実施し、同じカテ

ゴリーに分類し評価しました。
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�．結果
勉強会前のインシデントレポートのイメージに

対する自由記載をカテゴリー分類した結果、

否定的な意見は「個人の評価」「責められる」「書

きにくい様式」肯定的な意見は「業務改

善」「事故防止」「情報共有」としました。当ては

まらない少数意見はその他として分類し

ました。表１・２をご参照下さい。

否定的な意見を払拭するために勉強会では、イ

ンシデントレポートは報告した個人を責め

るものではなく事故防止に役立てるためのもの

だということに重点を置き説明しました。

その結果、「早く報告することで事故を防げる

んだという気持ちになった。」「レポート提出の

必要性がわかり、インシデントに対して抵抗が

なくなった」等、否定的な意見が肯定的に変わっ

た意見がみられました。その他、勉強会前にあっ

た「評価につながる」という意見はなくなりま

した。
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勉強会が有意義だったかという問いに対して

は、図１をご参照下さい。とても有意義だった

が１９％、まあまあ有意義だったが１９％、有意義

だったが４４％と、合計８２％が有意義だったと答

えています。
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インシデントレポートの報告数について図２を

ご参照下さい。青が平成２４年度、赤が平成２５年

度です。昨年と比べて、勉強会後の４月は１５件、

５月は４件、６月は１件増加しました。７・８

月は減少しています。

「責められる」については「会議で責められる」「徹

底追及される」等の意見も根強く残っており、

今回の勉強会でそのイメージを改善することは

できませんでした。
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�．考察
勉強会についてはカテゴリーの「個人の評価」

について意見がなかったこと、その他の「早く

報告することで事故を防げるんだという気持ち

になった。」「レポート提出の必要性がわかり、

インシデントに対して抵抗がなくなった」等、

知識で改善できることには効果があったと考え

ます。

また、勉強会後のインシデントレポートの提出

数が増えたことは、一時的な意識の向上の結果

と言えます。しかし、３か月後より提出数の落

ち込みがあり、勉強会は継続する必要があると

考えます。

勉強会で改善できなかった「責められる」とい

う意見については、感情的なものであり知識だ

けでは改善困難であったと考えます。

ヴィンセントは、インシデント報告と学習を奨

励する項目の中で「もし何かまずいことになっ

たとき、報告する者が自動的に責められるので

はなく、むしろ感謝されるべきという前提」「エ

ラーをした者への支援と理解」等を挙げていま

す。

「会議で責められる」という具体的な意見もあ

り、会議の在り方を見直す等、報告者が支援と

理解を受けたと感じられるように、報告しやす

い環境をつくっていくことが今後の課題です。
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�．結論
１．知識不足による否定的なイメージに対して勉

強会は有効であった。

２．「責められる」という感情的なものには勉強会

は無効であった。
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�．今後の課題
１．勉強会等で報告の重要性を継続して呼びかけ

ることが必要。

２．エラーした報告者への支援と理解が感じられ

るような環境づくり等、組織全体としての取

り組みが必要。
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手掌の浸軟および不快臭に対するミョウバン水を用いたケアの効果

発 表 者 森井 和子 （鳥取県：南部町国民健康保険西伯病院）

共同研究者 古澤 洋子
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はじめに

脳血管疾患などにより手の拘縮のある患者

は、手掌の皮膚が密着しているため通気が妨げ

られやすい。そのため、手掌内の温度・湿度が

拘縮のない患者に比べて高くなり、細菌の繁殖

しやすい状態にある。当病棟では日々の手掌の

ケアとして入浴時の石鹸洗浄と微温湯を使用し

た洗浄を行いガーゼやタオルを把持してもらう

などの対応をしていた。しかし手掌内が湿潤し

浸軟や表皮剥離、不快臭などの皮膚トラブルを

繰り返すという現状があった。

先行研究では竹酢液を使った湿潤・消臭効果

１）や重曹水を使った消臭効果２）が報告され

ている。本研究では、今井氏が考案したミョウ

バン水に注目した。ミョウバン水には制汗・消

臭・殺菌作用があり、わきが・手汗対策として

も使用されている。拘縮した手掌内の汗と菌の

増殖を抑えることで、皮膚の除湿・消臭に効果

があるのではないかと考え、手掌のケアを検証

した結果を報告する。
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