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－手洗い効果の視覚化を導入した教育方法の実践とその評価－
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The Effects of the Teaching Method on Hygienic Hand-Washing
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近年, 麻疹流行など旧来型感染症の再興や, SARSな

ど新興感染症, MRSAなど耐性菌の出現による院内感

染症など多くの問題があり, 感染対策はあらためて大

きな問題となっている｡ 医療機関において, 易感染性

の患者が感染すると重篤な病状を引き起こすこともあ

る｡ そのため, 医療従事者の適切な感染対策が求めら

れている｡ 特に, 患者と多く触れ合う看護職には, 感

染予防の原則に沿った知識や技術の修得と援助場面で

の確かな実践が求められている｡

保菌患者のケアによって付着した一過性細菌叢は,

石鹸と流水による手洗いによって除去できる７)｡ 看護

職の感染対策の目標は, 感染の発生と広がりを予防す

ることである｡ したがって , 看護基礎教育における

｢衛生学的手洗い｣ 教育は, 最も基本的で重要な技術

の一つとして位置づけられており , 様々な取り組

み１～３) が行われている｡
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感染予防のエビデンスに基づいた確実な手洗い技術の習得を目指して, 学生の手洗いの効

果を視覚的に提示する教育方法を実践した｡ 学生に対する教育効果を知識と技術の習得と,
その後の臨地実習における実践の側面から検討し, 以下の結果を得た｡
学生は, ｢普段の手洗い｣ と ｢衛生学的手洗い｣ を比べ, 確実な実践での効果を客観的に振

り返ることで, 知識や手技の獲得につながった｡ ｢衛生学的手洗い｣ の正確な実践は１回の演
習では難しく, 洗い残しや細菌の残存を実感していた｡ それにより, 患者への感染予防効果や,
今後の感染予防に対する課題を発見するなど, 感染予防に関する理解を深めていた｡ 臨地実
習の場における手洗いの実践は, 他大学の実態調査に比べて明らかに高かった｡ しかし, 中に
は隣地実習で適切な手洗いのできない学生もおり, 具体的な行動をイメージできるような感
染予防についてのさらなる指導の必要性を示唆している｡������
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手洗いの必要性の認識は高いにもかかわらず, 臨地

実習でケア前に“必ず”手洗いを行った看護学生は25

％で, ケア後は60％が手洗いをしている４) 実態や, 手

洗いが習慣化している認識があるにもかかわらず, 知

識と技術の統合にいたっていない５) という報告もある｡

我々は, エビデンスに基づく看護技術の習得を目標

に, 学内の演習室で行う ｢看護方法｣ の演習を展開し

ている｡ この一環として平成17年度に 『手洗い教育用

キットUV照射ボックスてあらいくん』 (株式会社杉山

元GG-100) を用いて, ｢衛生学的手洗い｣ の効果を視

覚的に評価する方法を取り入れ, その教育効果の手ご

たえを得た｡ それをふまえ, 感染予防技術を確実に身

につけ, その後の演習・実習に活用できるよう, 従来

は２年後半に行っていた手洗い教育を, 平成18年度か

らは１年後期に変更した｡

先行研究には, １年次で手洗いの効果を視覚的に評

価する ｢衛生学的手洗い｣ 演習を行い, 学生が臨地実

習で適切に手洗い行動を実践できたか, 評価した論文

はみあたらなかった｡

そこで, ｢衛生学的手洗い｣ 演習で得られた学生の

知識と技術の評価と, 基礎看護学実習Ⅰ (以下, 実習

とする) での実践の側面から評価を行い, 今後の手洗

い教育及び感染予防技術教育の課題を検討した｡

１. 研究対象

本学の１年生62名を研究対象とした｡ 細菌培養及び

レポート分析については承諾の得られた学生を, 実習

中の手洗い行動に関する調査については, 調査用紙を

提出した学生を分析対象とした｡

２. 演習方法の実際と研究方法 (表１)

｢衛生学的手洗い｣ は, １年後期で実施する看護方

法論演習Ⅰの感染予防の技術－医療従事者と患者間で

の病原体の伝播を防ぐための基本的な予防策としての

標準予防策 (standard precautions) の講義・演習(90分)

の技術項目である｡ 演習を含む研究方法の主な点は,

次のとおりである｡

①授業前に同意の得られた８名の学生にあらかじめ

｢普段の手洗い｣ を行ってもらいその前後で, 一般細

菌SCD培地 (株式会社 日研生物医学研究所) を用い

て, 手指及び手掌の細菌培養をした｡ 授業では氏名が

わからない形で結果を写真で示した｡ ②標準予防策の

講義を行い, ｢衛生学的手洗い｣ の実演を行った｡ ③

学生はそれぞれ ｢衛生学的手洗い｣ を実施し, 『手洗

い教育用キットUV照射ボックスてあらいくん』 (株式

会社杉山元GG-100) を用いて, 手洗いの洗い残しをチェッ

クした｡ ④演習後に再び８名に ｢衛生的手洗い｣ をし

てもらい, 前後の細菌培養を行い, 次の授業時間にそ

の結果を提示した｡ そのうえで自分の洗い残しの結果

とともに, ｢衛生学的手洗い｣ 演習終了後, 学びについ

てのレポート (以下, 学びのレポートとする) をA４

用紙１枚程度にまとめ提出してもらった｡

３. 調査方法

平成18年10月～平成19年３月を調査期間とした｡

１) 授業中の知識と技術の習得の側面
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①細菌培養：採取方法は, 手掌を培地表面に密着さ

せ, 手形をとる要領で押し付けた｡ その後, 室温 (約

25℃前後) で48時間培養し, 培地表面の発育したコロ

ニーの有無を観察し, 算定した｡

②手洗いの洗い残しの部位：33名の学生から回答を

得た｡ 学生が, ｢衛生学的手洗い｣ 後に, 手の洗い残し

部位を各自確認し, 記録した｡

③学びのレポート：学びのレポートについては同意

の得られた33名を対象とした｡

４)臨地実習での実践の側面

④実習での手洗い行動：50名の学生から回答を得た｡

実習中の手洗い行動調査用紙は, 掛谷ら６) の新人看護

師を対象とした手洗い行動のアンケート調査を本学の

実習内容に照らして変更して用いた｡ 調査内容は, 実

習中の手洗いの実施, 手洗い行動についての実態を自

己評価するものである｡ 手洗いの実施は, 訪室前後の

手洗いの実施 (２項目), 手洗いの行動 (10項目) に

ついて, ｢全く実施しなかった｣ から ｢よく実施した｣

まで５件法で回答を得た｡

４. 分析方法

手洗い前後の細菌培養でのコロニー数の比較, ｢普

段の手洗い｣ 後と ｢衛生学的手洗い｣ 後の比較をWill-

coxonの符号付き順位検定で , 実習中の訪室前後の手

洗い行動のアンケート結果についてχ２検定を用いて

分析を行った｡

学びのレポートは, 批判的・評価的態度をとらずに

文章を読み, 意味のある内容ごとに対象者の言葉のま

ま単文化してコードを抽出した｡ 分析の信頼性, 妥当

性の確保のために, 複数の研究者で内容の類似性・相

違性を比較検討し, カテゴリーとして抽出した｡

５. 倫理的配慮

本研究は島根大学医学部看護研究倫理委員会の承認

を得た｡ その後, 対象者に文書と口頭で研究の目的,

方法, 協力は個人の自由意志に基づくこと, 個人が不

利益になるような事態は生じないこと及び研究成果の

公表について説明した｡ 実習中の手洗い行動のアンケー

ト結果は, 無記名自記式の調査用紙を用い, 留置法で

回収した｡ 学びのレポートは, 返却する時に複写した

ものを添え, 研究に協力するものは複写の氏名を切り

取ったうえで, 留置法で回収した｡

１. ｢普段の手洗い｣ と ｢衛生学的手洗い｣ の細菌培

養によるコロニー数の変化

｢衛生学的手洗い｣ 演習前後に, ｢普段の手洗い｣ と

｢衛生学的手洗い｣ の細菌培養を行った８名の結果を,

図１に示す｡

手洗い前は, ｢普段の手洗い｣ が大コロニー14.1±12.1,

小コロニー30.0±12.8, ｢衛生学的手洗い｣ が大コロニー

3.0±1.5, 小コロニー25.8±10.7で, 手洗い前のコロニー

数に統計学的な有意差はなかった｡ 手洗い後は, ｢普

段の手洗い｣ が小コロニー数1.9±0.5, 最大で５個発

生していた｡ しかし, ｢衛生学的手洗い｣ 後は, 一名の

学生にのみ小コロニーが１個発生しただけだった｡

｢衛生学的手洗い｣ 後は, すべての学生に大コロニー

の発生がなかった｡

手洗い後の小コロニー数は, ｢衛生学的手洗い｣ で

は0.1±0.1で ｢普段の手洗い｣ 後に比べ統計学的な有

意差がみられた (p＜0.05)｡

２. 手の洗い残し部位

学生は, ｢衛生学的手洗い｣ を行っていても, 爪の周

囲 (90.9％), 手掌 (51.5％), 指間 (48.5％) などの洗

い残しがあった(表２)｡

３. 学びのレポートの評価

学びのレポートからは, 97のコード, ９のサブカテ

ゴリーが得られた (表３)｡ これらは, [普段の手洗い

に関する気づき] [衛生学的手洗い手技の理解] [感染

予防の理解] [今後の課題] の4大カテゴリーに分類さ

れた｡ [普段の手洗いに関する気づき] は,〈普段の手

洗いでの汚れ残りの実感〉〈普段の手洗いでの細菌の

落ちにくさの実感〉〈自己の手洗いへの反省〉が分類
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図１ ｢普段の手洗い｣ と ｢衛生学的手洗い｣ 手洗い後
の細菌培養によるコロニー数の比較
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できた｡ [衛生学的手洗い手技の理解] は,〈汚れ・細

菌が残りやすい部位の理解〉〈衛生学的手洗い手順の

理解〉〈衛生学的手洗い後の清潔保持の理解〉が分類

できた｡ [感染予防の理解] は,〈手指衛生への理解〉

〈患者への感染予防効果の理解〉が分類できた｡ [今

後の課題] は,〈手洗いに関する新たな課題の発見〉

のみが分類された｡

４. 実習での手洗い行動の実態

実習では, 学生46名のうち訪室前が27名 (58.7％),

訪室後が32名 (69.6％) 手洗いを行っていた｡ 訪室前,

後のいずれの場面でも手洗いをしていたのが24名

(52.2％) であった｡ 訪室前に手洗いした学生27名の

うち, 訪室後にも手を洗っていたのは24名で, 訪室前

に手洗いをしなかった学生19名のうち訪室後に手洗い

をしなかったのは11名だった (p=0.001) (表４)｡ 90

％以上の学生が, ｢手掌｣, ｢手の甲｣, ｢指先, 爪の間｣,

｢指間｣ を洗うということに留意して, 手洗いをして

いた (図２)｡
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表３ ｢衛生学的手洗い｣ 演習から得た学び����� ������� ��������������������� ����������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� �������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������

表４ 実習での訪室前後の手洗い行動の実態��������������� ��������� ������ �� ������� � ���������
図２ 実習での手洗い行動の自己評価の実態
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１. 手洗い技術の学習効果

医療者の手の総細菌数は3.9×104から4.6×106CFUs

／cm２までの幅で存在し, その細菌叢は一過性細菌叢

と常在細菌叢に分類される｡ そのうち, 一過性細菌叢

は, 保菌患者のケアや汚染した機器に触れることで医

療従事者に付着し, その後数時間検出され, 感染の主

役となる可能性がある７)｡ その一過性細菌叢は, 手洗

いを適切な方法で行うならば, 15秒で機械的除去が可

能であるとされている７)｡ そこで, 感染予防の基本技

術として ｢衛生学的手洗い｣ は, 重要なものの一つと

して位置づけられている｡

｢衛生学的手洗い｣ 教育は, 細菌培養を通して視覚

的にイメージして学ばせる教育方法１,２) や, 洗い残し

のマッピングを分析する方法３) など, 様々な取り組み

が行われ, その効果が報告されている１～３,８～10)｡

本研究でも, 学生は適切な手洗い方法である ｢衛生

学的手洗い｣ が, これまでの生活習慣として行ってい

る ｢普段の手洗い｣ と比べ, コロニー数が限りなくゼ

ロに近い値となり, 効果的であることを視覚的に確認

していた｡ 手洗い前の手の汚染と ｢普段の手洗い｣ で

の細菌の落ちにくさを実感し, 手を洗うことで清潔に

したつもりだった自分を振り返っていた｡ この気づき

が, 看護師を目指すものとして ｢衛生学的手洗い｣ 技

術を獲得し, 実践しようという高い動機づけとなった｡

一方で, ｢衛生学的手洗い｣ 演習後でさえも多くの学

生が, 爪の周囲, 指間の手の洗い残しを確認していた｡

これは, 近藤ら８) や杉田９) らの爪部分, 手掌部分, 指

間部分の洗い残しや, 森松らの手洗い後のコロニー発

生と洗い残し10) の報告と同様の結果である｡ 学生にとっ

て, 爪の周囲や指間は最も手の洗い残しを起こしやす

い部位であり, ｢衛生学的手洗い｣ の正確な技術の習

得の難しさを示している｡ 学生は, 自らの ｢衛生学的

手洗い｣ 後の洗い残し部位を視覚的に捉え, 自らの汚

れ・細菌の残存を認め, 確実な手順とその後の清潔保

持の大切さ再認識していた｡ さらに, 衛生学的手洗い

の習慣化を意識しており, 今後の課題を発見していた｡

２. 臨地実習につながる学習効果

｢衛生学的手洗い｣ 演習は, 感染予防技術を確実に

身につけ, その後の演習・実習に活用できることを目

的としている｡ 前田らは, ケア前に手洗いを行った学

生は25％で, ケア後が60％と, 手洗い行動が取れてい

ない実態４) を報告している｡ それと比較すると, 今回

の実習ではより多くの学生が適切なタイミングで手洗

い行動をとることができていた｡

すなわち, 細菌培養や手の洗い残しを確認する演習

の導入で, 手洗い効果を視覚的に捉え, アセスメント

する教育が , 感染予防技術のエビデンスに基づいた

｢衛生学的手洗い｣ の手技の獲得につながったと考え

られる｡ さらに, ｢衛生学的手洗い｣ 教育を受けた学

生は, 患者への感染予防効果につながることや, 今後

の感染予防に対する自らの課題を見いだすなど, 今後

の臨地実習や看護師としての臨床実践に応用できるよ

うな理解の深まりを示していた｡

そのことで, 学生は, ｢衛生学的手洗い｣ の知識と技

術を, 臨地実習での手洗いの実践として行動化を示し

た｡

３. 教育的課題

多くの学生は, 演習での ｢衛生学的手洗い｣ 後でさ

えも, コロニーの発生や爪の周囲, 指間などの手の洗

い残しがあった｡ そして, ｢衛生学的手洗い｣ 技術の

習得が容易でないことを理解していた｡ したがって,

｢衛生学的手洗い｣ 技術の習得のためには, 洗い残し

が多い部位の正確な手洗いについて, より具体的な教

育の工夫が必要であることを示唆している｡ 併せて,

本学で看護方法論演習ⅠからⅡ及びⅢへと積み上げて

学習する他の基本援助と組み合わせて, 感染予防技術

としての ｢衛生学的手洗い｣ 技術を確実なものとする

繰り返しの学習機会の必要性を示唆している｡

手洗い行動の調査では, 看護師のケア前の手洗いが

100％の実施率ではなく , ケア後に自己防衛のための

手洗いを行っていた11)｡ 手洗いが, 看護師の手を介し

た患者への感染予防のための手洗いという認識が薄かっ

た11)｡ また, 手洗いのタイミングについても問題がみ

られたことが指摘されている12)｡ いまだ, 新興再興感

染症や院内感染などの感染対策に対する課題を抱えて

おり, たとえケアを実施しない実習の学生であっても

手洗いの徹底は必須である｡ しかし, 初めて実習に臨

む学生には, 病院で手を洗うタイミングを自ら判断す

ることは困難であったと考えられ, 意識の高さにもか

かわらず学生の40％が訪室前に手洗いをしていなかっ

た｡ これは, 学生が実習で感染予防対策を具体的にイ

メージし, 実践できるような, 実習前のオリエンテー

ションの必要性を示唆している｡

本研究は, 手洗い効果を視覚的に捉える ｢衛生学的

手洗い｣ 演習を行った学生のみを対象とし, 他の演習

方法での教育効果との比較を行えないことが研究の課

題としてある｡ また, ｢衛生学的手洗い｣ 演習から実

習までの期間が短く, 一時的な成果である可能性を否

定できない｡ そこで, ｢衛生学的手洗い｣ は他の援助

技術と組み合わせて行う援助であり, 2年次や3年次の
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実習でも手洗い行動として実践できているか, 長期的

な経過を追跡する必要がある｡

１� 学生が ｢衛生学的手洗い｣ の効果を客観的に振り

返ることでエビデンスに基づいた ｢衛生学的手洗い｣

の実践に対する高い学習動機となり, ｢衛生学的手

洗い｣ の手技の獲得につながった｡

２� 学生は, 手の洗い残しや細菌の残存を実感するこ

とで, ｢衛生学的手洗い｣ の正確な実践が難しいこ

とを学習した｡ そして, 正確な ｢衛生学的手洗い｣

を実践が患者への感染予防になることを理解した｡

さらに, 今後の感染予防に対する自らの課題を見い

だすなど, 臨地実習や臨床実践に応用できる理解の

深まりを示している｡

３� 演習では, 手洗い技術の習得に向けての教育効果

が認められ, 50％以上の学生が実習で訪室前に ｢衛

生学的手洗い｣ をしていたが, 40％の学生が実習で

適切なタイミングでの手洗いをしていなかった｡ １

年次の学生は, 初めて臨床実習に望むため, 具体的

な行動をイメージできるような感染予防についての

指導の必要性が示唆された｡
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