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研究成果の概要： 
2007 年度の計画と経過： 看護師が行う感染予防のための遮断技術を検討するために， 集

中治療室 [ 以下 ICU ] で多く検出されるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 [ 以下 MRSA ] を

指標として，人工呼吸器を装着した患者に行う気管吸引操作時の看護技術と療養環境の汚染に

注目し次のことを行った．①気管吸引時の看護師の感染予防行動を観察して気管吸引操作前の

不適切操作や気管吸引操作終了後の療養環境と医療器具の高頻度接触部位を明らかにする．②

臨床における患者の MRSA の有無別にみた療養環境からの環境検出菌を明らかにする．その

結果，40 人の人工呼吸器装着患者 100 場面の観察から，気管吸引操作終了後の高頻度接触部位

はリネン，ベッド柵，モニター／ポンプボタン等であった．気管吸引を必要とする患者の療養

環境の細菌検索から 60 検体中 15 検体（ 5.8％ ）から MRSA が検出された（ リネン， 聴診器， 

ジャクソンリース， 人工呼吸器の消音ボタン ）．その中の 2検体（ 0.8％ ）は，MRSA感染

者ではない患者の療養環境からの検体であった． 

2008年度の計画と経過： 本学と同程度の教育環境にあるイギリスの看護系大学を選定した

後に訪問して，イギリスにおける看護基礎教育における感染看護の実態と教育教材の収集を行

い効果的な感染看護の教育方法の示唆を得る．2007年度に本学の教育をまとめたものを踏まえ

Oxford Brookes 大学を訪問し，収集した資料をまとめ成果発表を行った． 
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１．研究開始当初の背景 

 療養環境表面が病原微生物のリザーバー

となり，医療従事者の手を介して患者へ伝播

する可能性が生じることから，医療従事者の

手指の衛生や環境表面の適切な洗浄が重要

であることが示された.感染予防のための優

れたガイドラインをいくつも発表している

米国疾病管理予防センター（CDC：Centers 

for Disease Control and Prevention）は,｢医

療施設における環境感染制御のための CDC

ガイドライン｣において，医療従事者の手指

の衛生に加えドアノブ,ベッド柵など医療施

設の｢手の高頻度接触面」を清掃することを

推奨した．しかし，患者の重症度により療養

環境の｢手の高頻度接触面｣は異なり，汚染状

況も違うことから清掃を画一的に実施する

のではなく，患者の重症度による療養環境の

汚染状況に適切な方法を検討する必要があ

ると考えられた． 

一方，Sung‐Hyun Cho ら（2003）はカ

ルフォルニアの疫学的調査によって看護ス

タッフの充足状況と患者の肺炎の発生率と

に関連があり，正看護師の配置の割合が 10%

増加すると肺炎が 9%減少したという報告を

行っていたが，正看護師が具体的にどのよう

な介入を行ったかについての検討はなされ

ていなかった． 

そこで今回，患者の重症度の違う病床環境

と療養環境に焦点を絞り, その汚染状況や看

護師の介入についての調査から療養環境か

らの院内感染へのリスクを軽減するための

看護技術の検討を行うことにした. 

 

２．研究の目的 

 Boyce JM.ら（1997）は，患者と接触し

ていない看護師の手袋が病原体汚染してい

ることを示し「環境からの間接伝播」が院内

感染を生じる可能性を示した．しかし，「手

の高頻度接触面」は患者の重症度により異な

っていて，そこに注目した看護技術のあり方

を検討した研究は今のところ見当たらない．

今回，重症度の違いによる療養環境に焦点を

あてて，伝播への影響と感染を予防する看護

技術と教育を提案し，臨床看護の質の向上に

寄与することを目的とした． 

 
３．研究の方法・研究成果 

（１）2007 年度（第一研究） 

耐性菌の伝播が起きると治療が難航し,生

命予後に影響しかねない医療器具等の留置

が多い易感染患者の入室する ICUでの間接伝

播の可能性について,気管吸引時の多剤耐性

菌の感染リスクを検討し,リスクの軽減可能

な看護技術を明らかにし提示することを目

的として行った. 

①蛍光試薬及び ATP（アデノシン三リン

酸）量を指標として汚染度を比較した実験室

での汚染部位の検討（療養環境，保護具）. 

②臨床における ICU 入室患者の療養環境の

汚染実態の調査（看護師の吸引時の行動観察,

意識調査）.③臨床での ICU療養環境を介し

ての微生物伝播の検討（人工呼吸器装着患者

の療養環境,患者の病原体の検討）.倫理的配

慮については,調査への協力は自由意志で参

加できるよう説明し同意書に承諾を得て行

った． 結果は40人の人工呼吸器装着患者100

場面の観察から,気管吸引後の ICU病棟看護

師の手の高頻度接触部位はリネン,患者装着

ドレン,ベッド柵等であった.実験及び観察

から汚染が予測された療養環境の細菌検索

をしたところ気管吸引を必要とする患者の

療養環境の 260 検体中 15 検体（5.8％）から



 

 

MRSA が検出された（リネン,聴診器,ジャクソ

ンリース,人工呼吸器の消音ボタン）.その中

の 2検体（0.8％）は,MRSA 感染者ではない患

者の療養環境からの検体であった.得られた

資料をまとめるのに時間を要した．微生物伝

播の検討については，現在まだまとめの段階

にあり誌上発表による成果発表を準備して

いる．看護教育に関しては，国際比較から示

唆を得るための準備を行った． 

（２）2008 年度（第二研究） 

『効果的な感染看護教育』の示唆を得るこ

とを目的として，先進諸国で日本と同様に登

録前基礎教育に学士課程と専門課程がある

イギリスの成人看護学の教育現状とその中

の「感染看護」について『どのような教育が

されているのか』の資料を集めた．比較する

ために選定したイギリスの A大学は，学生数

を含めた規模や教育環境が当該大学と類似

し，また，イギリスで行われた「シミュレー

ションを用いた方法を導入することの効果」

を検討するために行われた調査において，調

査の条件を満たしている施設として選ばれ

た 13の大学の１つであった．  

イギリスの A 大学の成人看護の 27 項目の

実習目標の中の 6 つは，中心となる目標として

「 Risk Assessment and Management」，

「 Communication Skills 」，「 Universal 

Precautions / Infection Control」，「Multi 

and Inter professional teamwork」，「Self 

Awareness」，「Personal and Professional 

Development」が示され，開講されるいずれ

の実習においても実施することを求めてい

た．実習に用いられる記録用紙は「学生自身が

目標達成を計画する」ことに役立てることをねら

い，目標ごとに「知識」，「技術」，「態度」の３つ

の視点について，実習指導者と学生双方が評

価し 3 年間で不十分部分な部分を補い積み上

げ完成させていた．日本において卒業までに

成人看護学を含む 7つの実習を行うことから，

そのままあてはめることはできないが，核と

なる項目の選定や積み上げて評価表を行う

方法を知り得た利益は大きく，基礎教育にお

ける感染看護に関連する示唆を得ることが

できた．結果の誌上発表は現在準備している． 
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