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急性期病棟における手洗い行動を検討する

発 表 者 福井 陽子 （岐阜県：国民健康保険関ヶ原病院 南病棟１階）

共同研究者 三谷 直恵
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【結論】

当院の伝達している感染情報の内容には、医

療機関・福祉施設・自宅に関してばらつきが

あった。

看護情報提供書の運用や記載の少ない自宅に

関しては、家庭内感染や地域の開業医への治療

等で、感染伝搬のリスクがあるため、情報の伝

達と患者教育が必要である。

急性期医療を地域包括ケアにつなげていくた

めに感染症情報を正しく伝達し、共有すること

で、地域の感染防止に努めていく必要がある。
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はじめに

医療従事者にとって手洗いは、感染予防対策

とし最も基本的な行為で、一処置一手洗いが原

則となっているくらい重要なものです。しかし、

「臨床現場では手洗いの必要性や重要性を強く

認識しながらも、看護行為の場面での適切な手

洗い行動の実施がみられず、手洗い行動と認識

の間に「ずれ」を生じていた。」という報告があ

ります。A病棟でも病院内の感染に対する勉強

会に参加しているものの、石鹸と流水による手

洗い時間の短さや、病室の入室、退室時のアル

コールによる擦式手洗いの実施がされていない

ことなどがみられました。

そこで今回私たちは流水下での手洗いに着目

し、看護職員の手洗いに対する自己監査と手洗

いの現状の違いを明らかにすることにより、手

洗いの重要性を再認識し、医療職として身につ

けておくべき正しい手洗い方法を意識し、衛生

的手洗い法に移すための手掛かりとするため

に、この研究に取り組みました。
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目的

看護職員の手洗いに対する自己監査と手洗い

の現状の違いを明らかにする。
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研究方法

対象者は A病棟看護職員１８名。方法は１．手洗

いに関する自己監査調査、２．スタッフの手洗い

行動場面をビデオ撮影し衛生的手洗い方法がさ

れているか分析する。

研究期間 H２５年２月、３月

結果

自己監査調査の結果は次の通りになりまし

た。
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日頃手洗いで気をつけていることでは、手洗

い時間については、している５０％、いつもして

いる５％と、合計５５％のスタッフが手洗い時間

に気をつけているとの回答がありました。
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流水と石けんによる手洗いを通常２０秒以上か

けて洗っているかの問いに対しては、している

４４％、いつもしている１６％との６０％のスタッフ

が時間を気にしているとの結果となりました。
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手洗いの手技はしている５０％、いつもしてい

る１１％と６１％のスタッフが手技について気をつ
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けているとの回答がありました。
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気をつけて洗っているところは、指間、爪、

指、手の平側の手首、指先、手の甲側の手首、

手の平、手の甲の順番で回答がありました。
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手洗いビデオの撮影結果では、２０秒以上の手

洗い時間は７３回中４０回（５４％）、２０秒以下は７３回

中３３回（４５％）で最も長い時間は９０秒で最も短

い時間は、２秒、３秒、４秒という結果となり

ました。
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手洗いのビデオ撮影での手洗い部位について

は、手の平、手背、手首、指間、指先、指とい

う結果となりました。
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手洗いビデオでの手洗い時間と手洗い部位と

の関係は、７０秒、８０秒、９０秒と長い時間をかけ

て洗っても、７カ所すべてが洗えている結果と

なりませんでした。また、２０秒以上手洗いを

行っていても、最も多くて６カ所、少なくて２

カ所という結果となりました。
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考察

２０秒以上かけての流水下での手洗いについ

て、自己監査とビデオ撮影での結果とほぼ差が

なかったことは、手洗いの時間については、意

識と行動が伴っていると考えました。しかし、

残り半数のスタッフは、２０秒以上の手洗いが行

われていないのは、勉強会などで、２０秒の手洗

いが必要であるという、時間に対しては、衛生

的手洗い手技が認識出来ていないのではないか

と考えました。

自己監査と、ビデオ撮影による手洗い行動の

手技では、意識している箇所と、実際に洗って
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尿道留置カテーテル抜去の取り組み

発 表 者 飯田 綾子 （鳥取県：国民健康保険智頭病院）

共同研究者 中嶋 あゆみ、青山 葉子、岡村 敦子、桑本 晃、国政 恵子

いる箇所に違いが出たことと、２０秒以上手洗い

を行っていても衛生的な手洗い手技が行われて

いないことは、山本らの「臨床現場では手洗い

の必要性や重要性を強く認識しながらも、看護

行為の場面での適切な手洗い行動の実施がみら

れず、手洗い行動と認識の間に「ずれ」を生じ

ていた。」いう報告があるように当病棟でも同じ

ことがいえるのではないかと考えました。

また、大須賀らは看護師の手洗い行動に関係

した因子は、忙しさ、教育、経験であり、特に

忙しさとの関連が優位に高かったと報告してい

ます。このことから当病棟でも、手洗い行動を

阻害する因子を分析し介入していくことが必要

であると感じました。

以上のことから、

１．手洗い行動の時間については、自己監査調

査では２０秒以上の手洗いを６０％のスタッフがし

ていると回答したのに対して、ビデオ撮影でも

２０秒以上の手洗いは５４％と同じような結果とな

りました。

２．気をつけて洗っているところの自己監査

と、ビデオ撮影では、手洗い部位に違いがあり

ました。

３．２０秒以上の手洗いが行われていても、衛生

的な手洗いの手技がおこなわれていない。

以上のような結果となりました。
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まとめ

看護職員の衛生的手洗い行動に対する意識と

実際の流水下での手洗い行動を比較し、違いを

明らかにすることが出来ました。

今後、衛生的手洗い行動を阻害する因子を分

析し改善する必要があり、定期的に手洗い行動

を調査し、看護職員にフィードバックし、衛生

的手洗い行動を習慣化する必要があると思いま

す。
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当院療養病棟では、尿道留置カテーテル（以
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