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順天堂大学
医学部附属
順天堂医院

iPad専用の「手指衛生観察アプリ」を使用し
手指衛生の実施状況を現場主導で観察・評価

場面別の実施状況が
タイムリーに明確化

順天堂大学医学部附属順天堂医院で使
用している速乾性擦式手指殺菌・消毒薬
は，テルモのReal Safety＊というコンセ
プトのラインアップの 1つであるゴージ
ョーMHS．感染対策室では，この消費
量をモニタリングすることで手指衛生の
量的評価を行っている．また，質的評価
を行うため，2013年3月，iPad専用の「手
指衛生観察アプリ」を開発した．

感染対策室室長の堀賢氏（順天堂大学大
学院医学研究科感染制御科学教授）は，「従
来は臨床現場で紙の観察シートを用いて
チェックし，エクセルに入力してデータ
を分析していましたが，この作業を行う

と，どんなにがんばっても 3 日間くらい
かかっていたのです．観察の結果を臨床
現場にフィードバックするのですが，観
察したときから日時がたってしまうと，
スタッフの印象が薄くなってしまうので
す．観察したらすぐにフィードバックで
きないかと思い，iPadの観察アプリを開
発しました」と言う．

また，観察シートに書くこととエクセ
ルに入力するという二重の作業を一度で
終わらせる意味でも，iPadの観察アプリ
開発のきっかけになったという．
「実施状況の数値化，すなわちグラフに

するなどの“見える化”をして，結果を
タイムラグなく臨床現場に伝えることが
できるので，改善のターゲットが明らか
になるという意味でも効率的です」

iPadの観察アプリは，感染制御の専門

知識を必要としないこともメリットだと
いう．つまり，感染対策室のスタッフだ
けではなく，病棟のリンクナースも簡単
に使えるという利便性がある．

感染対策室主任で感染管理認定看護師
の石井幸さんは，「WHOのガイドライン
も 5つの手指衛生の場面（下表）に則して
実施状況を直接観察することを推奨して
いますが，場面②と③は，私たち感染対
策室のスタッフが病棟に行っても観察で
きないことが多いのです．病棟のリンク
ナースがiPadのアプリを使って処置の前
後に観察することで，場面②と③の観察
件数が増えました」

石井さんは，WHOが推奨する場面別
の実施状況がタイムリーに明らかになる
ことのメリットを感じている．たとえば，
場面②の「清潔操作の前」では，包帯交換

感染防止のスタンダードプリコーションの1つである手指衛生は，そのスキルや実施
する場面をどう評価するかが重要だといわれている．
順天堂大学医学部附属順天堂医院の感染対策室では，速乾性擦式手指殺菌・消毒薬の
消費量をモニタリングすることによる量的評価に加え，直接観察によって場面やスキ
ルを観察する質的評価を行っている．その実際と効果などについて紹介する．

「iPadのアプリを使用す
ることで，観察の結果
をすぐに臨床現場にフ
ィードバックできるよ
うになったことが大き
なメリットです．改善
のターゲットを明らか
にするという意味でも
効率的です」と話す感
染対策室室長の堀賢氏

「iPadを使うことで，エ
クセルに入力してグラ
フをつくる手間が省け
ました．また，場面ご
との遵守率を評価でき
るので，具体的な改善
ポイントを示すことが
できるようになりまし
た」と話す感染対策室
の石井幸主任（感染管
理認定看護師）

R e p o r t［ 日常業務にひそむリスクとその対策 ］

＊ Real Safety「安全を，もっと楽に，簡単に．」：医療従事者の業務負担を軽減しながらいままで以上の安全を実現するため，
慣れやコツ，人頼みを必要とせず，誰でも簡単に確実に安全が機能するをコンセプトに開発された製品やサービスに付け
られる総称

● WHOのガイドラインが推奨する
5つの手指衛生の場面

①患者への接触前

②清潔操作の前

③血液・体液に曝露されたおそれのあるとき

④患者への接触後

⑤患者周囲の環境への接触後
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の前に手指衛生ができていなかったとい
ったことを，臨床現場のスタッフから直
接伝えることができるので手指衛生遵守
率の上昇につながっているという．
「感染対策室のスタッフが観察すると，

“見張られている”という意識から，手指
衛生の遵守率が約10％上昇するという報
告＊＊があります．私たちもそれを実感し
ていて，ふだん現場にいるリンクナース

が観察すれば，より現状に近い手指衛生
の実施状況を評価できるというメリット
もあります」と石井さんは言う．

堀氏も，「リンクナースが観察すること
で，感染対策が日常業務の教育として確
立することも期待できます．とかく感染
対策は，日常業務とは別の特別なものと
して意識されがちですが，日常業務の教
育の1つとして当たり前のことになれば，
おのずと手指衛生遵守率も上昇するので
はないでしょうか」と言う．

集計に費やす時間が
短縮化

「手指衛生観察アプリ」の使用方法はい
たって簡単だ．

まず，病棟名と入力担当者名を入力．
観察対象者の職種を画面から選び，5 つ
の場面（手指衛生機会）を選択する．そし
て，対象者の実施状況を観察し，「アルコ
ールゲルで十分に洗えた」「アルコールゲ
ル利用だが不十分」「水洗いで十分に洗え

●「手指衛生観察アプリ」の概要

＊＊McCarney R, et al : The Hawthorne Effect : a randomised, controlled trial. BMC Med Res Methodol, Jul 3;7:30, 2007.

リンクナースの三宅さんは，
ICNが観察できない場面で
もチェックすることができる

①�利用者登録画面
アプリ起動時に病棟名と入力担
当者を入力します．

②�職種選択画面
観察する対象者の職種を選択し
ます．

⑤�入力完了画面
続けて入力を行うか，グラフ表示
を行うかを選択します．

③�手指衛生機会選択画面
手指衛生の機会を5つの選択肢
から選択します．

⑥�グラフ表示職種選択画面
グラフを表示する職種を選択し
ます．

④�手指衛生評価選択画面
手指衛生の評価を5つの選択肢
から選択します．

ICUのリンクナース三宅千与さん（左）
は，この日はじめて「手指衛生観察アプ
リ」を使用する．感染対策室主任の田中
恵美さん（感染管理認定看護師）がアプ
リの使い方と観察のポイントを指導した
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た」「水洗いだが洗い方が不十分」「洗って
いない」を選択する．これで対象者1人の
評価が終わり，「続けて入力する」（他の対
象者を選ぶ）か「ここまでのグラフ表示」を
選択する．「ここまでのグラフ表示」を選択
すると，場面別の実施状況などがグラフ
になって表示される．

整形外科病棟主任でリンクナースを務
める尾上香代子さんは，「いままでは件数
や対象者の割合，手指衛生の場面などを
エクセルで集計していましたが，iPadの
アプリになってからは集計が自動になっ
たことが最大のメリットです．集計にかか
る時間がとても短縮されました」と言う．

今年は 5 月に 2 日間，30 分ずつ術創の
処置時間を選んで，約30人を観察した．
「グラフ表示の色分けが見やすく，説明

もしやすいです．他職種者には指摘しに
くいこともあるのですが，一緒に働いて
いる私たちがタイムリーに結果を伝える
ことで，職員の意識も向上すると期待し
ています」

ゴージョーMHSの
使用量も増加

形成外科，脳内外科，乳腺科の混合病
棟主任のリンクナースである髙幸子さん
は，「創傷ケアの前後で手指衛生が重要な
患者さんが多いのですが，今回の観察で
清潔操作前に徹底できていないことがわ
かりました．手指衛生はしていても，と
くに重要なタイミングで実施しているの
かどうかが評価できたことはよかったと
思います」と言う．

髙さんは，結果を病棟スタッフにすぐ
に報告し，同時に清潔操作前の手指衛生
の徹底を指導した．
「できていなかった場面を再現しまし

た．こうした教育的要素を加えたフィード
バックは，早ければ早いほど効果的だと
実感しています．実際，ゴージョーMHSの
使用量も増えました．フィードバック前
は目標量の50％弱だったのですが，フィ
ードバック後は80％強まで増えたのです」

髙さんは，iPadアプリになったことで
年間の観察・評価回数も増やしていきたい
という．
「評価を続けることで，今後も継続して

ゴージョーMHS目標量を目指していき
たいと思います」と髙さんは言う．

なお，同院の昨年度までの 2 年間のゴ
ージョーMHSの目標達成率と使用量は
図のとおりである．臨床現場のスタッフ
が主体的に目標量を設定することで，
年々，ゴージョーMHSの使用量が増加
しているという．

目標は
臨床現場のスタンダードにすること

iPadを使用することで，感染対策室の
期待以上の効果もあったという．
「ある病棟のリンクナースが，iPadの

カメラを使って動画を録画したのです．
すると，おむつ交換のあとに手指衛生を
していなかった場面などが記録されてい
て，より具体的に結果をフィードバック
できたのです．その場で実施状況を振り
返ることができるので教育効果が高いと

実感しています．今後はリンクナースだ
けでなく，臨床現場の誰もが観察と評価
ができるようにしていきたい」と石井さん．

堀氏も，「感染対策室の介入に依存する
ことなく，現場のスタッフの業務管理の
一環とすることが今後の課題です．感染
対策室はサーベランスによって感染対策
の効果を間接的に評価して改善を促すと
いう立場になれれば，効率のよい感染制
御のシステムが確立できると考えていま
す」と言う．

なお，ゴージョーMHSを販売するテ
ルモのホームページでは，「手指衛生観察
アプリ」のダウンロード方法，使い方の確
認が可能である．また，医療機器の適正
使用をはかるため，医療機関の要望に応
じてアレンジ可能なT-PAS研修＊＊＊の提
案，実施を行っている．

● 順天堂医院のゴージョーMHSの
　目標達成率と使用量

＊＊＊ T-PAS研修：シリンジや輸液セットといった汎用医療機器などによる事故を防ぐために，添付文書に記載された注意事項のうち， 
発生する頻度や危険度が高いものを体験して理解する教育プログラム．詳細については，テルモ株式会社にお問い合わせください

整形外科病棟主任看
護師の尾上香代子さ
ん．タイムリーに集計
されるので，医師と共
有でき実践に生かすこ
とができると実感して
いるという

混合病棟主任看護師の
髙幸子さん．フィードバ
ックが早くなったこと
で，ゴージョーMHSの
使用量も増加したという

同院の感染対策室では，手指衛生の遵守率などが
高い部署の表彰も行っている．ニュースレターに表
彰の写真やコメントを掲載することで，スタッフのモ
チベーションの向上や情報の共有に役立てている

※�目標量設定値を増加したことにより，2012年度の
達成率は低下しているが，使用量は増加している．

達成率＝�期間中の使用量合計�×100　　　　（部署目標量合計×6）
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