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Ⅰ．はじめに

　近年わが国では看護師就業者数は増加の一途をたどり
１），平成��年度の診療報酬改定では新たに７対１入院基
本料が設定された．日本看護協会が�00�年に実施した病
院における看護職員受給状況調査によると，入院基本料
を算定している病院�,���施設のうち一般病棟７対１入
院基本料を算定する施設は��0施設と，全体の約３割を
占めている２）．
　平成��年４月からは新人看護職員の卒後臨床研修が努
力義務化され，看護師の「量」を維持しながら，一人一
人が提供する看護の「質」をさらに向上させていくこと
が課題となっている．そのために，提供した看護の質を
客観的に表し，質改善に継続的に取り組んでいくことが
必要となっている．
　今回，７対１入院基本料の導入に伴う看護職員の増員
が想定される一つの医療施設において，看護職員が大き
く増員される前から後にかけて，看護の質にどのような
変化が生じるかを明らかにすることで，看護職員の配置
や教育などを検討する資料を得たいと考えた．そこで，
同規模の医療施設，さらに類似した特性を有する病棟と

の比較ができ，看護実践の質改善に有用なベンチマーク
が示される NQI 看護質指標研究会が開発した方法に基
づいて看護の質を評価することにした．

Ⅱ．研究目的

　Ａ大学病院において７対１入院基本料の導入による看
護職員の増員の前後で，看護の質にどのような変化が見
られるのか，その実態を明らかにすることを目的に研究
を行った．本調査は，NQI 看護質指標研究会（東京大学
大学院医学系研究科看護管理学分野）が看護サービスの
質を評価するために開発した【看護サービスに関する患
者の意識調査】，【看護・介護職員の意識調査】，【患者ア
ウトカム調査】に基づき，当研究会のベンチマーキング
調査に参加する形で実施したものである．本稿は，【患
者アウトカム調査】について述べていく．

Ⅲ．研究方法

１．用語の定義

　病棟および有害事象の定義は，NQI 看護質指標研究会
によるものである．
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１）病棟の定義
　　内科系病棟：手術患者が�0％以下
　　外科系病棟：手術患者が�0％以上
２）有害事象の定義と収集基準
　⑴　転倒・転落
　　　定義：転倒，ベッドからの転落，移動時のずり落

ちなどにより，体幹が床につくこと
　　　収集基準：体幹が床についた時
　⑵　褥　　瘡
　　　定義：体の接触面から受ける圧迫により組織の末

梢血管が閉塞し壊死を起こす病態
　　　収集基準：入院中に新たに生じたステージⅠ（圧

迫除去後30分以内に消退しない発赤［紅
斑］）以上の褥瘡

　⑶　感　　染
　　　定義：「肺炎」のみ
　　　収集基準：入院時に症状のなかった患者が，入院

後に発症し，Ｘ線撮影後に医師が診断した
日

　⑷　ルート類の予定外抜去
　　　定義：カテーテル，ドレーン，チューブ類が抜去

予定前に抜去されること（患者によって引
き抜かれたり，移動時に引っ張られたり，
不十分な固定によって生じたものなど）

　　　収集基準：予定外に抜去された時．ただし，点滴
ルートは自己抜去のみ

　⑸　皮膚障害
　　　定義：入院中に生じた褥瘡以外の皮膚の障害

（テープかぶれ，おむつかぶれ，装具等に
よるものなど）

　　　収集基準：褥瘡のステージⅠと同等以上
　⑹　身体的抑制
　　　定義：患者の受傷のリスクを軽減するために，患

者の身体の動きを抑制するもの（ミトン状
手袋，メガホン，四肢・体幹の抑制，車椅
子抑制など）

　　　収集基準：身体的抑制をした日

２．研究対象

　Ａ大学病院の��病棟
　（内科病棟〔２〕，外科病棟〔４〕，混合病棟〔６〕）

３．データ収集期間

　前調査（第１回目）：平成�0年１月～３月
　後調査（第２回目）：平成��年１月～３月
　データ収集期間は，NQI 看護質指標研究会の【患者ア
ウトカム調査】に基づき，調査毎に３ヵ月間を設定した．

調査時期に関しては，有害事象発生への影響要因である
看護職員の異動時期（４月および�0月）と，年間で入院
患者の状況に時期の影響が少ない期間を統合的に考え，
１月～３月に調査を実施することにした．

４．データ収集方法

　NQI 看護質指標研究会の看護サービスのベンチマーキ
ング調査への参加申し込み手続き後，看護師長会で本研
究の説明を行い，各病棟に１名以上調査責任者を選出し
た．各病棟責任者から，各病棟スタッフに，本研究につ
いて伝達を図った．有害事象に関連する３つの委員会に
おいても説明を行い，データ収集の協力を依頼した．
　調査期間中に各病棟における患者入退院の状況と，
NQI 看護質指標研究会が提供する【患者アウトカム調
査】の有害事象６種（転倒・転落，褥瘡，感染，ルート
類の予定外抜去，皮膚障害，身体的抑制）の発生状況を
調査した．有害事象はインシデントレポート，褥瘡報告
書，発生毎に記述を依頼した記録用紙から各担当看護師
が抽出し，入力を行った．患者入退院の基礎情報は，医
療情報部に抽出を依頼した．

５．データ分析方法

　��病棟のデータを入力し，SPSS��.0を用いて記述統計
を行った．入院患者状況の前後の比較では，ｔ検定およ
びχ２検定（有意水準５％）による分析を行った．

６．倫理的配慮

　本研究は，福島県立医科大学倫理委員会の承認を得て
実施した．調査前から調査期間中には，院内に研究を説
明するポスターを掲示し，患者に調査への理解を求め
た．また，病院職員全員に対しても院内報に本研究の開
始を掲載して告知した．
　各病棟看護管理者には，研究説明書を用いて説明を行
い，研究協力をお願いする看護職員への承諾を得た．有
害事象の記録および電子保存媒体は，常時鍵つきロッ
カーにて保管された．

Ⅳ．結　　果

１．看護職員および入院患者の状況

１）看護職員の状況
　⑴　看護部全体
　　　Ａ大学病院（病床数：���床）では，前調査年度

の４月時点での看護職員数は��3名（前年度より��
名増員）であった．後調査年度に採用となった看護
師���名のうち��名（��.�％）は新卒者であった．
７対１入院基本料の導入年度でもある後調査年度の
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４月時点では，看護職員数は���名と，前年度より
もさらに��名の増員となった．平成��年度から平成
�0年度までの３年間で約�00名の看護職員が増員さ
れるという変化があった．

　　　また，前調査と後調査の間で７対１入院基本料の
導入以外に，看護組織編成に関して，病棟・外来の
一体運営から外来部門の独立という変化があった．
この外来部門の独立に伴い，後調査年度には�0名程
度の看護師が外来部門へ異動となり，各所属には所
属での看護経験が少ない看護師の割合が増加した．

　⑵　調査対象となった��病棟
　　　調査開始月（１月）に��病棟に所属していた看護

職員数の平均を前後の調査で比較してみると，前調
査��.��名に対して，後調査��.00名と�.33名増加し

ていた．外来独立前にあたる前調査の看護職員数に
は外来担当の看護師も含まれているため，各所属で
の看護職員数は，実際には表１に提示されている数
よりも各所属１～３名増員したことになる．

　　　前後の調査年度４月時点での病棟毎に新採用者数
を比較してみると，前調査では平均�.��名に対して，
後調査では平均�.��名と3.�0名増加していた．さら
に新採用者を新卒者と既卒者にわけて見てみると，
既卒者は前調査年度で平均�.0�名，後調査年度でも
平均�.33名と，大きな差はなかった．一方，新卒者
は前調査年度で平均�.33名に対して，後調査年度は
平均�.��名であり，後調査における採用者数の増加
は，新卒者の増加であったといえる．

　　　調査期間（各年１～３月の３ヵ月間）の勤務帯別

表１　看護職員の状況

病棟 調査年 配属数

新　採　用　者
日　　勤 準　　夜 深　　夜

新 卒 者 既 卒 者 計

人数 割合
（％） 人数 割合

（％） 人数 人数 増減 人数 増減 人数 増減

内科１
前調査 �� � ��.�� � 33.33 3 ��.33

�.��
3.00

0.00
�.��

0.03
後調査 �� � ��.�3 � ��.�� � ��.0� 3.00 3.00

内科２
前調査 �� � �0.00 � �0.00 � �.��

�.��
3.00

0.00
3.00

0.00
後調査 �� � �3.33 � ��.�� � ��.�3 3.00 3.00

外科１
前調査 �� � �0.00 � �0.00 � ��.0�

0.��
3.00

0.��
3.00

0.��
後調査 �� � ��.�� � ��.�� � ��.�� 3.�� 3.��

外科２
前調査 �� 3 �00.00 0 0.00 3 �.��

�.��
�.�3

0.��
�.��

0.�3
後調査 �� � �00.00 0 0.00 � �0.�3 3.00 3.00

外科３
前調査 �� � ��.�� � 33.33 3 �.�0

�.00
3.00

0.00
3.00

0.00
後調査 �� � ��.�� � 33.33 � �.�0 3.00 3.00

外科４
前調査 �� 0 0.00 � �00.00 � ��.��

�.��
3.00

0.��
3.0�

0.��
後調査 30 � �3.33 � ��.�� � ��.�� 3.�� 3.��

混合１
前調査 �3 � ��.�� � 33.33 3 �.0�

�.��
�.��

0.3�
�.��

0.��
後調査 �� 3 ��.00 � ��.00 � ��.�� 3.00 3.00

混合２
前調査 �� � ��.�� � 33.33 3 �0.�0

0.��
3.00

�.00
3.��

0.��
後調査 �� 3 �0.00 � �0.00 � ��.�� �.00 �.00

混合３
前調査 �� 0 0.00 � �00.00 � �.��

0.��
3.00

0.00
�.��

－0.0�
後調査 �� 3 �0.00 � �0.00 � �0.�0 3.00 �.��

混合４
前調査 �� 0 0.00 � �00.00 � �.��

�.��
�.��

0.3�
�.��

0.3�
後調査 �� � �3.33 � ��.�� � ��.�� 3.00 3.00

混合５
前調査 �� � �0.00 � �0.00 � �.��

0.��
3.00

0.00
�.33

0.��
後調査 �3 � �0.00 � �0.00 � �0.3� 3.00 3.00

混合６
前調査 �� � ��.�� � 33.33 3 �0.��

�.��
3.00

0.�0
3.00

0.00
後調査 �� � ��.�3 � ��.�� � ��.�0 3.�0 3.00

平均
前調査 ��.�� �.33 ��.�� �.0� ��.�3 �.�� �.��

�.�3
�.��

0.��
�.��

0.��
後調査 ��.00 �.�� ��.�� �.33 ��.�� �.�� ��.�� 3.�0 3.��

【備考】調査時期 １月時点 ４月時点 １～３月の３ヵ月間
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の看護職員数を比較すると，日勤の看護職員数の平
均は前調査で�.��名に対して，後調査では��.��名と
増加した．また，後調査では準夜勤の看護職員数の
平均は0.��名，深夜勤は0.��名それぞれ増加し，２
名で夜勤を行う所属はなくなった．さらに，後調査
では［内科２］，［外科１］，［外科４］のように，曜
日や病棟の状況に合わせて，看護師数を増やす対応
が行われていた．

２）入院患者の状況
　　調査期間（各年１～３月の３ヵ月間）の��病棟全体

での入院患者数は，前調査3,���名に対して，後調査
では3,���名であった（表２）．病棟毎に見てみると，
前調査と後調査で入院患者数が増加した病棟と減少し
た病棟は，それぞれ６病棟ずつであった．このうち，

後調査の入院患者数が前調査よりも�0名以上増加した
病棟は，［混合３］��名，［外科２］��名，［内科１］
��名，［外科３］��名の４つがあった．前後の調査で
最も入院患者数が変化した病棟は［内科２］であり，
3�名の減少がみられた．一方，死亡退院者数に関して
は，前後の調査での増減の幅は，最大でも４名以内に
とどまった．

　　他病棟から転入した患者数の比較では，［外科１］（ｐ
＜0.0�）と，［混合２］，［混合３］，［混合５］（ｐ＜0.0�）
で有意差がみられ，いずれの病棟も前調査よりも後調
査で転入の割合が増加していた．転入者の割合が唯一
３割を超える［混合６］は，転棟者数も前調査3�名，
後調査�3名と��病棟のなかで１～２番目に多く，前後
の調査で最も増加していた．

病棟 調査年
患者数 入　院 他棟からの転入 死　亡 転　棟 年　　齢 平均在院日数

人数 増減 人数 割合
（％） 人数 割合

（％）
有意
差 人数 増減 人数 増減 平均

年齢
標準
偏差

有意
差 日数 標準

偏差
有意
差

内科１
前調査 ���

��
��� ��.�� 3� ��.3� �

－�
��

－�
��.�� ��.�0

＊＊
��.�0 ��.3�

後調査 ��� ��� ��.�� �� �.�� � �� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��

内科２
前調査 ���

－3�
��� ��.�� �� �.�� �

�
��

－�3
��.�� ��.�� ��.�� ��.��

後調査 ��3 ��3 �3.�� �0 �.�� � � ��.�3 ��.�� ��.�0 ��.�0

外科１
前調査 3�0

�
30� ��.�� � �.��

＊＊
0

0
�

��
��.�� �0.�� �3.�� ��.��

後調査 3�� ��� ��.�� �� �.�� 0 �� �3.�� ��.�� �3.�0 ��.��

外科２
前調査 3��

��
3�0 ��.�� �� �.�� �

－�
�3

�
��.3� �0.�� ��.�� �3.3�

後調査 3�3 3�0 �3.�� �3 �.0� 0 �0 �0.�� �0.�� �0.�� �3.��

外科３
前調査 ���

��
��� ��.�3 �0 �.�� �

－�
��

�
��.�� ��.�� ��.�� �0.�3

後調査 ��� ��� �3.�� �� �.0� � �� ��.�� ��.00 ��.�3 ��.3�

外科４
前調査 ���

－��
��� ��.3� �0 ��.�� �

0
��

�
��.�� �3.�� ��.�� ��.��

後調査 ��� ��� ��.�� �3 ��.�� � �� ��.�� �3.�3 ��.�� ��.3�

混合１
前調査 ���

－��
��� ��.�� �� �.0� 3

－�
��

�
�3.�� ��.�0 ��.�� �0.3�

後調査 ��� �0� ��.3� �� �0.�� � �� ��.�0 �3.0� ��.�� ��.�0

混合２
前調査 �0�

－�
��� ��.�� 30 ��.3�

＊
�

�
��

－�
�0.�3 ��.�� ��.�� 3�.��

後調査 �0� ��� ��.�� �� �3.�� � �0 ��.�� �0.�� ��.3� ��.3�

混合３
前調査 �3�

��
�0� ��.�� 3� ��.�3

＊
�

－3
��

�
�3.�� �3.�� ��.�� �0.��

＊＊
後調査 ��� ��0 ��.3� �� ��.�� � 3� ��.�3 ��.�� ��.�� �3.��

混合４
前調査 ���

－�0
��0 ��.3� 3� �0.�� 3

－�
�3

�0
��.03 ��.�� ��.�� ��.��

＊＊
後調査 ��� ��� ��.�� �� �.�� � 33 ��.�� ��.�� �3.�� ��.��

混合５
前調査 ���

－�
��� ��.�� �� �.��

＊
�

�
��

�
��.�� ��.0� ��.�� �3.��

後調査 ��� ��� �3.�� 3� ��.�� 3 �� ��.�� ��.�� ��.�3 ��.��

混合６
前調査 ���

��
��� ��.�� �0 3�.�3 �

－�
3�

��
��.�� ��.0� ��.�� ��.�3

後調査 ��� ��� ��.�� ��0 3�.0� � �3 ��.�� �3.�0 ��.�� ��.0�

計
前調査 3���

30
���� ��.�� 3�0 ��.�� ��

－��
���

��
後調査 3��� ���� ��.�� ��� ��.3� 3� 3��

平均
前調査 ���.��

�.�
�3�.�3 ��.�� 30.�3 ��.�� �.��

－�
��.��

�.�
��.�� ��.�� ��.3� ��.�0

後調査 ���.�� ���.0� ��.�� 3�.0� ��.3� 3.�� ��.00 ��.�� ��.�� ��.�3 ��.��

ｐ＜0.0�　＊＊　　　　ｐ＜0.0�　＊

表２　調査期間（各年１～３月）の患者状況
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　　調査期間（各年１～３月の３ヵ月間）に入院した患
者の平均年齢は，��病棟全体で前調査��.��歳に対し
て，後調査��.��歳と，ほとんど差はなかった．病棟
毎に比較してみると，［内科１］で有意差がみられた．
また，平均在院日数に関しては，［混合３］と［混合４］
と混合病棟２つで有意差が認められた．

　　ICD�0（国際疾病分類第�0版）に基づき入院患者の
主病名を分類すると，入院患者の８割以上を一つの病
名が占める病棟は３つあり，［内科２］と［外科３］の
新生物，［混合６］の循環器であった．また，［混合６］
の他に，新生物以外の病名が最多を占めた病棟は２つ
あり，［外科１］の筋骨格，［外科２］の眼であった．
ほぼ１つの病棟が独占していた主病名としては，［混
合１］の耳，［混合２］の神経，［混合５］の皮膚があっ
た．また，［混合１］と［混合３］は呼吸器，［内科１］
と［外科４］は消化器，［内科１］と［混合４］は尿

路性器が，各病棟で約２割前後の割合を占めていた．

２．有害事象の発生状況（リスク調整なし）

１）転倒・転落
　　転倒・転落の発生件数は，前調査��件に対して，後

調査は��件と�0件増加した（表３）．入院�,000人日あ
たりの発生率を比較すると，前調査�.��に対して，後
調査は�.�3と0.3�上昇した．後調査の有害事象発生率
が前調査を上回った病棟は��病棟中８病棟あり，内訳
は内科系病棟の［内科２］と，外科系病棟が［外科１］，

［外科２］，［外科３］と３つ，混合病棟が［混合１］，［混
合３］，［混合４］，［混合５］と４つであった．また，
病院毎に発生率の推移をみると，［内科２］と［外科４］
は，前調査に引き続き後調査でも発生率の上位を占め
た．
２）褥　　瘡

表３　有害事象の発生状況（転倒・転落，褥瘡，感染）

病棟 調査年 延べ
患者数

転 倒 ・ 転 落 褥　　　　　瘡 感　　　染（肺炎）
発生
件数

発生率
（�,000人日）

病棟種別 発生
件数

発生率
（�,000人日）

病棟種別 発生
件数

発生率
（�,000人日）

病棟種別

内科１
前調査 �3�� � �.0� 内

科
系
病
棟

前調査 �.��
� 0.�� 内

科
系
病
棟

前調査 0.�0
3 0.�� 内

科
系
病
棟

前調査 0.3�
後調査 ���� � 0.�� � 0.�� � �.�3

内科２
前調査 3��� �0 �.��

後調査 �.��
� 0.��

後調査 0.��
0 0.00

後調査 �.��
後調査 3��� �3 3.�� � �.�� 3 0.��

外科１
前調査 �0�� � �.��

外
科
系
病
棟

前調査 �.3�

� 0.��

外
科
系
病
棟

前調査 0.��

� 0.��

外
科
系
病
棟

前調査 0.��
後調査 3��� � �.�3 0 0.00 � 0.��

外科２
前調査 3��� � 0.�� � 0.�� 0 0.00

後調査 3�03 � �.3� 0 0.00 0 0.00

外科３
前調査 3��3 0 0.00

後調査 �.�3

� �.��

後調査 0.��

0 0.00

後調査 0.��
後調査 3��� � �.�� 0 0.00 0 0.00

外科４
前調査 ���� �3 3.0� � 0.�� � 0.��
後調査 �000 �� �.�� � �.00 � �.��

混合１
前調査 3��3 0 0.00

混

合

病

棟

前調査 �.��

0 0.00

混

合

病

棟

前調査 0.�0

0 0.00

混

合

病

棟

前調査 0.��

後調査 3��� � �.�� � �.�� 0 0.00

混合２
前調査 3�33 0 0.00 � 0.�� 3 0.�3

後調査 ���0 0 0.00 3 �.0� � 0.��

混合３
前調査 3��3 � �.3� � �.3� � �.3�

後調査 3��� �� 3.�3 3 0.�3 � 0.3�

混合４
前調査 ���� � �.��

後調査 �.��

0 0.00

後調査 0.��

� 0.�3

後調査 0.��

後調査 3��� � �.�� � �.�� 0 0.00

混合５
前調査 30�� � �.�� 0 0.00 0 0.00

後調査 300� � �.33 � 0.�� 0 0.00

混合６
前調査 3��� � �.�0 � �.0� 0 0.00
後調査 3��0 � 0.�� 0 0.00 0 0.00

計
前調査 ����� �� 全

体
前調査 �.�� �� 全

体
前調査 0.�� �� 全

体
前調査 0.33

後調査 ����� �� 後調査 �.�3 �� 後調査 0.�3 �� 後調査 0.��
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　　褥瘡の発生件数は，前調査と後調査いずれも��件と
同数であった（表３）．前調査で褥瘡の発生がなかっ
た病棟は��病棟中３病棟であったのに対して，後調査
は４病棟であった．このなかで，前調査と後調査の両
方共に褥瘡が発生しなかったという病棟はなかった．

　　入院�,000人日あたりの発生率を比較すると，前調
査0.��に対して，後調査は0.�3と，７対１入院基本料
導入後で発生率はわずかながらも上昇を示した．前調
査よりも後調査で発生率が上昇した病棟は，��病棟中
６病棟あった．前調査で�.��と最も高い発生率を示し
た［外科３］は，後調査で褥瘡の発生はなく，逆に後
調査で�.��と最も高い発生率を示した［混合１］は，
前調査での褥瘡発生はなかった．また，発生率が上位
を示す３つの病棟を比較してみると，前調査と後調査
の両方に共通してあがる病棟はなかった．
３）感　　染

　　感染の発生件数は前調査��件に対して，後調査��件
と増加した（表３）．感染が発生しなかった病棟は，
前後いずれの調査でも６病棟あった．このうち２年続
けて感染が発生しなかった病棟は５つあり，それは外
科系病棟２つと，混合病棟が３つであった．

　　入院�,000人日あたりの発生率を見ると，前調査よ
りも後調査で発生率が上昇した病棟は，��病棟中４病
棟であった．このなかに，内科系病棟は２つとも含ま
れていた．さらに，前調査と後調査それぞれに発生率
の高かった上位３病棟を比較すると，［内科１］は前
後の調査共通であがり，さらに前調査0.��に対して，
後調査�.�3と，後調査の発生率は前調査を上回った．
４）ルート類の予定外抜去
　　ルート類の予定外抜去が無かった病棟は，前後いず

れの調査でも２病棟ずつあった．このうち２年連続で
ルート類の予定外抜去が発生しなかった病棟は［混合

表４　ルート類の予定外抜去の発生状況

病棟 調査年 延べ
患者数 実人数 発生率

（�,000人日）
病 棟 種 別 延べ

回数
発生率
（�,000人日）

病 棟 種 別

内科１
前調査 �3�� � �.�� 内

科
系
病
棟

前調査 �.3�
� �.�� 内

科
系
病
棟

前調査 �.��
後調査 ���� � �.�� � �.�0

内科２
前調査 3��� 3 0.��

後調査 �.��
� �.00

後調査 �.��
後調査 3��� 3 0.�� 3 0.��

外科１
前調査 �0�� � �.�3

外
科
系
病
棟

前調査 �.��

�� �.��

外
科
系
病
棟

前調査 �.��
後調査 3��� � �.�3 �0 �.��

外科２
前調査 3��� � 0.�� � �.3�

後調査 3�03 0 0.00 0 0.00

外科３
前調査 3��3 � 0.��

後調査 �.00

� 0.��

後調査 �.�0
後調査 3��� � 0.30 � 0.��

外科４
前調査 ���� � �.�� �� �.��
後調査 �000 � �.00 �� 3.00

混合１
前調査 3��3 � �.��

混

合

病

棟

前調査 �.�0

�� 3.��

混

合

病

棟

前調査 �.��

後調査 3��� � �.30 �3 3.��

混合２
前調査 3�33 0 0.00 0 0.00

後調査 ���0 0 0.00 0 0.00

混合３
前調査 3��3 � �.�� �� 3.0�

後調査 3��� � �.�� � �.��

混合４
前調査 ���� � �.��

後調査 �.3�

� �.��

後調査 �.��

後調査 3��� � 0.�� � 0.��

混合５
前調査 30�� 0 0.00 0 0.00

後調査 300� 3 �.00 3 �.00

混合６
前調査 3��� �� �.�� �� �.��
後調査 3��0 � �.�� �� 3.3�

合計
前調査 ����� �� 全

体
前調査 �.�0 �� 全

体
前調査 �.�3

後調査 ����� �� 後調査 �.�0 �� 後調査 �.��
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２］の１病棟のみであった．
　　ルート類の予定外抜去の実人数は，前調査��名に対

して，後調査では��名と�3名減少した（表４）．病棟
毎に見てみると，［混合６］は前調査��名に対して，
後調査では約半数の９名に減少したものの，前調査と
後調査の両方で��病棟中最多人数を示した．入院�,000
人日あたりの発生率で比較すると，後調査に発生率が
上昇した病棟は［内科２］，［外科１］，［外科３］，［混
合５］の４病棟があった．

　　ルート類の予定外抜去の延べ回数も，前調査��回に
対して，後調査は��回と減少傾向を示した．入院�,000
人日あたりの発生率を病棟毎に見てみると，前調査と
後調査では最多回数の病棟は入れ替わるものの，［混
合６］と［混合１］が発生率上位２つを占めた．また，
前調査よりも後調査で延べ回数の発生率が上昇した病
棟は，��病棟中５病棟あった．それは，実人数と共通

の［外科３］と［混合５］の２病棟の他に，［内科１］，
［外科３］，［混合１］があった．

　　ルート類の予定外抜去の発生した��病棟の実人数と
延べ回数を比較すると，［混合５］を除いては，同じ
人に複数回の抜去が起こっていた．そのなかでも，［外
科１］，［外科４］と外科系病棟２つと，［混合１］，［混
合３］，［混合６］の混合病棟３つの計５病棟では，前
調査と後調査のいずれでも，同一者による複数回の抜
去が発生していた．
５）皮膚障害
　　皮膚障害の発生件数は，前調査���件に対して，後

調査は�0�件と，��件減少した（表５）．皮膚障害が発
生しなかった病棟は，前調査と後調査とそれぞれ２病
棟あり，このうち［混合１］は，２年続けて皮膚障害
の発生がなかった．前調査で発生件数が�0件を超えた
病棟は，［外科３］，［混合３］，［混合６］の３病棟に

病棟 調査年 延べ
患者数

発生
件数

おむつかぶれ テープかぶれ 装具のあたり その他 不明
発生率
（�,000人日）

病棟種別
件数 割合

（％） 件数 割合
（％） 件数 割合

（％） 件数 割合
（％） 件数 割合

（％）

内科１
前調査 �3�� 3 0 0.00 � 33.33 0 0.00 � ��.�� 0 0.00 0.�� 内

科
系
病
棟

前調査 0.��
後調査 ���� �0 � �0.00 � �0.00 � �0.00 � �0.00 �.3�

内科２
前調査 3��� � 0 0.00 � �0.00 0 0.00 � �0.00 3 �0.00 �.��

後調査 3.0�
後調査 3��� �� � ��.�� � �0.00 0 0.00 � 3�.�� 3.�0

外科１
前調査 �0�� 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 � 33.33 � ��.�� 0.��

外
科
系
病
棟

前調査 �.��
後調査 3��� � 0 0.00 � �0.00 0 0.00 � �0.00 �.��

外科２
前調査 3��� 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

後調査 3�03 � 0 0.00 � ��.�� � ��.�� � ��.�� �.��

外科３
前調査 3��3 �� 0 0.00 �3 ��.�� 0 0.00 3 ��.�� 0 0.00 �.��

後調査 �.�3
後調査 3��� �� 0 0.00 �� �3.33 0 0.00 � �.�� �.��

外科４
前調査 ���� � 0 0.00 � �0.00 0 0.00 � �0.00 0 0.00 0.��
後調査 �000 �� � �.�� � ��.�� 0 0.00 � 3�.�� 3.�0

混合１
前調査 3��3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

混　

合　

病　

棟

前調査 3.��

後調査 3��� 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

混合２
前調査 3�33 � 3 �0.00 0 0.00 0 0.00 3 �0.00 0 0.00 �.��

後調査 ���0 � 0 0.00 0 0.00 � �0.00 � �0.00 0.��

混合３
前調査 3��3 �� 0 0.00 � ��.00 3 �0.�� �� ��.�� 0 0.00 �.��

後調査 3��� �� � �.�� 0 0.00 0 0.00 �� ��.�� �.�0

混合４
前調査 ���� � � ��.�0 � ��.�0 0 0.00 � ��.00 0 0.00 �.��

後調査 �.��

後調査 3��� � � �0.00 � �0.00 0 0.00 � �0.00 �.�0

混合５
前調査 30�� �� � �3.33 � ��.�� � �3.33 � ��.�� 0 0.00 �.�3

後調査 300� 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

混合６
前調査 3��� �� 3 ��.�� � ��.�� 3 ��.�� �� ��.�� 0 0.00 �.��
後調査 3��0 �� � ��.�� 3 ��.�� � �.0� � ��.�� 3.��

合計
前調査 ����� ��� � �.�0 �� �0.�0 � �.�0 �� ��.�0 � �.00 全

体
前調査 �.��

後調査 ����� �0� � �.�� 3� 3�.�� � 3.�� �0 ��.�0 後調査 �.3�

表５　皮膚障害の発生状況
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対して，後調査では最多でも［混合３］の��件にとど
まった．皮膚障害の内訳をみると，前調査と後調査と
では割合にほとんど変化はみられず，最も多くを占め
る「その他」と，それに次ぐ「テープかぶれ」で全体
の８割以上を占めた．「その他」の皮膚障害は，前調
査で計��件発生し，そのうち２病棟（［混合３］：��件，

［混合６］：��件）が��.�％を占めた．一方，後調査で
は「その他」の皮膚障害が��病棟で計�0件起こったう
ち，��件（3�.0％）は［混合３］で発生していたが，
それ以外の�0病棟の発生件数は，１～６件（平均3.�
件）にとどまった．また，「テープかぶれ」の発生は，
前調査で計��件，後調査で計3�件と減少したものの，
病 棟 毎 に 見 て み る と［ 外 科 ３］ が， 前 調 査�3件

（��.0％），後調査も��件（3�.�％）と２年続けて最多
の件数を示した．

　　入院�,000人日あたりの発生率を病棟毎に比較する

と，前調査と後調査で発生率上位の病棟は，［混合３］
と，それに次ぐ［外科３］の順に変化はなかった．ま
た，後調査において発生率が�.00以上前調査よりも低
下した病棟は，［混合５］と［混合６］と２つがあり，
いずれも混合病棟であった．一方，後調査において前
調査よりも皮膚障害の発生率が上昇した病棟は５つ
あった．それは，［内科１］，［内科２］と内科系病棟
が２つと，［外科１］，［外科２］，［外科４］と外科系
病棟が３つであった．
６）身体的抑制
　　身体的抑制が行われなかった病棟は，前後いずれの

調査でも３病棟ずつあった．このうち前調査と後調査
のいずれにおいても身体的抑制が行われなかった病棟
は，［外科３］の１病棟のみであった（表６）．

　　日ごとに身体的抑制を受けた患者数をみると，前調
査�0�名に対して，後調査�3�名と半数以下に減少し

病棟 調査年 延べ
患者数 人日 発生率

（�,000人日）
病棟種別 実人数 発生率

（�,000人日）
病棟種別 延べ

時間
発生率
（�,000人日）

病棟種別

内科１
前調査 �3�� �� �.�3 内

科
系
病
棟

前調査 �.��
3 0.�� 内

科
系
病
棟

前調査 0.3�
�3.33 ��.�3 内

科
系
病
棟

前調査 ��.��
後調査 ���� 30 �.�� � �.�� ��3.�� �0�.3�

内科２
前調査 3��� 0 0.00

後調査 �.�3
0 0.00

後調査 �.��
0.00 0.00

後調査 ��.��
後調査 3��� �� 3.�0 � �.3� ��0.�0 ��.��

外科１
前調査 �0�� �� �.��

外
科
系
病
棟

前調査 3.��

� 0.��

外
科
系
病
棟

前調査 0.��

�0�.00 ���.��

外
科
系
病
棟

前調査 ��.��
後調査 3��� �� �.�� 3 0.�� ���.�3 ��0.3�

外科２
前調査 3��� � �.�0 � 0.�� ��.�0 ��.��

後調査 3�03 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

外科３
前調査 3��3 0 0.00

後調査 �.��

0 0.00

後調査 0.�3

0.00 0.00

後調査 ��.��
後調査 3��� 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

外科４
前調査 ���� �� �.�3 � �.�� �3�.�� 30.��
後調査 �000 �� �.�� � �.�� ��.00 ��.��

混合１
前調査 3��3 �� �.0�

混

合

病

棟

前調査 3�.��

� 0.��

混

合

病

棟

前調査 3.0�

���.�� ��.3�

混

合

病

棟

前調査 ���.��

後調査 3��� 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

混合２
前調査 3�33 ��� ���.30 �� �.�� �0��3.33 ��0�.��

後調査 ���0 �03 ��.�� �� �.3� 3�3�.�� �3��.��

混合３
前調査 3��3 �� ��.�3 � �.�� �03.00 ���.��

後調査 3��� 3� �.�� � �.�� ���.�3 ���.30

混合４
前調査 ���� 3� �.��

後調査 ��.�3

� 0.�3

後調査 �.3�

�3�.�0 ���.3�

後調査 ��3.�3

後調査 3��� �0 �.�� � 0.�� �0.�� �.��

混合５
前調査 30�� 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

後調査 300� �� �.�� � 0.33 ���.00 ��.��

混合６
前調査 3��� ��� ��.�3 �� �.�� ����.0� ��0.0�
後調査 3��0 �� ��.0� �� �.�� �0�.�3 ���.��

合計
前調査 ����� �0� 全

体
前調査 ��.�� �� 全

体
前調査 �.�� ���3�.�� 全

体
前調査 3��.��

後調査 ����� �3� 後調査 �0.�� �� 後調査 �.�� �30�.�0 後調査 ���.��

表６　身体的抑制の発生状況
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た．前調査と後調査いずれにおいても，［混合２］で
身体的抑制が行われている人数が圧倒的に多く，前調
査は���名（全体の��.0％），後調査では�03名（全体
の��.�％）であった．入院�,000人日あたりの発生率を
比較してみると，身体的抑制が行われた��病棟のうち
４病棟は，前調査よりも後調査で発生率が上昇してい
た．それは，［内科１］，［内科２］，［外科１］，［混合５］
の４病棟であり，内科系病棟は２つとも増加してい
た．

　　調査期間に身体的抑制が施行された実人数は，前調
査��名に対して，後調査��名であった．前調査で最多
の��名であった［混合２］は，後調査では��名に減少
し，これに替わって［混合６］が��名と最多人数を示
した．入院�,000人日あたりの発生率で比較すると，［混
合６］は前調査�.��に対して，後調査�.��とわずかな
がら上昇し，後調査で前調査よりも発生率が上昇した
病棟は合わせて５病棟となった．

　　身体的抑制の延べ時間は，前調査��,�3�.��時間に対
して，後調査�,30�.�0時間と半数以下に減少した．前
調査と後調査ともに［混合２］が多くの割合を占めた．
入院�,000人日あたりの発生率を比較してみると，［混
合２］は，前調査�,�0�.��に対し，後調査では�,3��.��
と，発生率は�,���.��低下し，最も顕著であった．こ
れに次いで後調査で発生率低下の割合が高かった病棟
は，�0�.��の低下がみられた［混合６］と，���.�3低
下した［混合４］であった．

　　身体的抑制の実人数一人あたりの抑制延べ時間を比
較すると，［混合２］と［外科１］はいずれも前調査
よりも後調査で抑制時間は減少していたものの，前調
査と後調査の両方で上位３病棟に含まれていた．後調
査で最長の���.00時間を示した［混合５］の場合，抑
制の実人数は１名であり，前調査では身体的抑制の発
生はなかった．
７）有害事象発生状況の病棟間比較
　　病棟毎に有害事象の発生状況を比較し，前調査より

も後調査で発生率低下を示した有害事象が数多くみら
れた病棟として，［混合６］と［混合３］があった．［混
合６］の場合には，２年連続で発生しなかった感染以
外の有害事象すべてで発生率の低下がみられた．また，

［混合３］の場合には，転倒・転落だけは発生率が上
昇したものの，それ以外はすべて低下していた．逆に，
前調査よりも後調査で発生率の低下が１項目のみで
あった病棟は，［内科２］と［混合１］，［混合５］があっ
た．

　　病棟種別毎に見てみると，��病棟中７病棟で発生し
た感染は，混合病棟のみ発生率が低下した（表３）．
また，��病棟で行われていた身体的抑制のうち，７病

棟で発生率の低下がみられた（表６）．それは，外科
系病棟２病棟と混合病棟５病棟であり，内科系病棟は
いずれも発生率が上昇していた．

Ⅴ．考　　察

　今回の調査では，７対１入院基本料の導入前後での看
護の質のアウトカム指標の一つである有害事象６種（転
倒・転落，褥瘡，感染，ルート類の予定外抜去，皮膚障
害，身体的抑制）の発生状況の変化の実態を明らかにし
た．その結果，入院�,000人日あたりの発生率は，有害
事象６種のうち転倒・転落，褥瘡，感染の３つは上昇し，
残るルート類の予定外抜去，皮膚障害，身体的抑制の３
つは低下した．前調査よりも後調査で発生率が低下した
３つの有害事象のなかで，特に身体的抑制の低下は明ら
かであり，人日と延べ時間の発生率はおおよそ半減した．
以下，６種の有害事象それぞれについて考察していく．

看護職員の増員前後で発生率が低下した有害事象
　人日と延べ時間の発生率が半減ほどに低下した身体的
抑制は，施行された人数および時間が突出していた［混
合２］での変化が全体の結果に大きく影響したと考え
る．これに加えて，身体的抑制が行われていた��病棟の
うち，［混合２］を含めた７病棟と多くの病棟で発生率
が低下した．今回の調査は，合間に７対１入院基本料の
導入を挟む２年間の実態を比較したものであり，新たに
採用された看護職員の��.�％は新卒者で占められてい
た．これは，身体的抑制に対する十分な判断能力が備
わった看護師の割合が増えたというわけではない状況を
意味する．
　中馬は，外科病棟に勤務する3��名の看護師を対象と
した質問紙調査で，��.�％がスタッフ不足の時に抑制具
を使用すると回答したことを報告している３）．今回の実
態調査では，患者一人あたりの看護職員の比率が増え，
夜勤者の増員や病棟状況に合わせた人員配置がなされた
後では，患者一人に対して身体的抑制を行う日数や時間
が実際に減少した．しかし，身体的抑制の判断や行動の
選択には看護師の価値観や知識が影響すると言われ，高
齢者の身体的抑制に対して看護系経験年数が高い看護師
ほどジレンマが有意に高いという結果も先行研究で示さ
れている４）．これらのことから，今回の患者一人に対す
る身体的抑制の実施日数や時間の減少という結果には，
単に看護職員の数だけでなく，看護師個々あるいは看護
師達で行われた判断，背景として有する知識，身体的抑制
に対するジレンマなど，様 な々要因が影響したと考える．
　今回の調査では，身体的抑制の実人数が前後の調査共
に�0名を超え，前調査よりも後調査で発生率が上昇した
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［混合６］や，前調査と後調査のいずれでも実人数一人
あたりの身体的抑制の延べ時間が上位の［混合２］およ
び［外科１］のように，発生率の高い病棟が存在した．
また，［混合５］では，後調査のみで唯一１名に行った
身体的抑制が，後調査において最長の延べ時間を記録し
たように，身体的抑制の発生には入院患者の特徴が大き
く影響することが示された．身体的抑制の発生状況を把
握する際には，前述の看護職員の要因と併せて，入院患
者に関しても，年齢や疾患，手術などの要因を複合的に
病棟毎あるいは患者個々にとらえていく必要性が今回の
結果から示された．
　ルート類の予定外抜去では，［混合６］は実人数と延
べ回数共に，前調査よりも後調査で発生率は低下したも
のの，前後の調査両方で発生率上位を示し，同一者によ
る複数回の抜去も発生していた．また，［混合６］と並
んでルート類の予定外抜去の延べ回数の発生率が上位で
あった［混合１］は，実人数と延べ回数共に後調査で発
生率が上昇し，前後の調査両方で同一者が複数回抜去す
ることが起こっていた．
　皮膚障害でも，前後の調査両方で［混合３］は「その
他」，［外科３］は「テープかぶれ」の皮膚障害が最多件
数を示し，皮膚障害の発生率上位としての順も前後の調
査で変化はなかった．これらのことから，ルート類の予
定外抜去や皮膚障害の発生には，患者特性による発生リ
スクが大きく影響していることが考えられる．発生率を
低下させていくためには，病棟毎に有害事象の内容を確
認し，看護職員が提供しているケアの内容やそのケアに
看護職員によって違いがあるのかどうかなどの要因分析
が必要と考える．

看護職員の増員前後で発生率が上昇した有害事象
　転倒・転落は，��病棟中８病棟で前調査よりも後調査
の発生率が上昇し，［内科２］と［外科４］と２つの病
棟が前調査に引き続き後調査でも発生率の上位を占め
た．今回実施した【患者アウトカム調査】を開発した NQI

看護質指標研究会の菅田らが，平成��年度に�0施設�0病
棟で実施した調査では，入院�,000人日あたりの転倒・
転落の発生率は，回復リハビリテーション病棟で突出し
て高く，ほかは�.0～�.�の範囲であったことを報告して
いる５）．今回の調査でも，内科系病棟，混合病棟，外科
系病棟と３種の病棟間で発生率に大差はなかった．また，
寺田は転倒・転落事例の��％は入院時のリスクアセスメ
ントがなされておらず，特に緊急入院患者と ADL が自
立し，入院当日に手術をする患者で実施率が低いという
原因を明らかにし，対策を講じて改善を図った取り組み
を報告している６）．寺田が転倒・転落発生のリスク因子
であることを示した「入院時転倒・転落リスクアセスメ

ントの実施率」については，今回は調査しておらず明ら
かではない．今後は，「入院時転倒・転落リスクアセスメ
ントの実施率」を含む転倒・転落の発生につながる要因に
ついて，患者と看護職員と両方の側面から検討し，詳細
な分析とその結果に基づく確実な対策が必要と考える．
　褥瘡の場合には，発生率の上昇はわずかであるうえに
発生率が上昇した病棟と低下した病棟は半数ずつ，また
発生率の高い病棟は前後の調査で入れ替わっており，褥
瘡発生の実態における傾向をつかむことはできなかっ
た．実施した【患者アウトカム調査】を開発した NQI

看護質指標研究会の菅田らが，平成��年度に�0施設�0病
棟で実施した調査では，入院�,000人日あたりの褥瘡発
生率は，混合病棟が最も高く，次いで外科系病棟，内科
系病棟が続いたという結果を示している５）．今回の調査
では，前調査では外科系病棟が最も高く，後調査では混
合病棟が最も高く，内科系病棟は前後いずれの調査でも
これらに継ぐ高さを示し，同様の傾向はみられなかった．
　調査期間（�0日間）や発生率の算出方法（病床数�,000
床あたりの発生件数）は異なるものの，同じ褥瘡をアウ
トカム指標とする Web 版看護ケアの質評価総合システ
ムの�00�年～�00�年の調査では，病床数が多いほど，ま
た平均在院日数が高いほど褥瘡発生率が高くなり，逆に
看護師の配置が多いほど褥瘡発生率は低くなるという結
果を報告している７）．今回の調査では，対象となった病
棟間で病床数の差はなく，平均在院日数および看護師配
置数と褥瘡発生率との間に先行研究と同様の関係を見る
ことはできなかった．前後の調査を比較した際に，［混
合３］と［混合４］で平均在院日数に有意差がみられた
が，後調査での褥瘡発生率は片や低下，片や上昇を示し，
一様ではなかった．寺田は，褥瘡ケアの質を病棟単位で
評価するうえで，患者の ADL や重症度，診療科の病態
に関連した特有の褥瘡発生リスクについて考慮する必要
性を述べ，診療科の褥瘡発生要因を分析し，個別の対策
を講じたことを報告している８）．今回の調査結果から
も，褥瘡は患者側の発生リスクと看護職員が実施する褥
瘡予防ケアを合わせて細かく分析し，質を評価する必要
性が示されたといえる．
　感染（肺炎）は，��病棟中７病棟で発生し，このうち
発生率の低下は混合病棟のみでみられ，それ以外の内科
系病棟や外科系病棟では発生率は上昇していた．Web

版看護ケアの質評価総合システムでは，病床数が多いほ
ど院内感染の発生率が高いという結果が示されている
７）．今回の調査で対象病棟間に病床数の差はなく，さら
にそれ以外に発生率が低下した３つの混合病棟に共通す
る患者あるいは看護師の特徴を見つけ出すことはできな
かった．しかし，前後の調査を比較して�.��と発生率の
上昇の割合が高かった［内科１］は，入院患者の平均年
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齢で唯一有意差がみられた病棟であり，発生リスクとし
ての関連性を確認していくことを検討する必要がある．

Ⅵ．おわりに

　今回の実態調査では，患者一人あたりの看護職員の比
率が増えた後では，明らかに身体的抑制を実施する日数
や延べ時間の発生率に減少がみられた．この結果には，
看護職員の数だけではなく，看護職員および患者の特性
などの影響が考えられた．病棟毎に看護職員の特性，患
者特性，組織特性や施設要素などを統合して有害事象の
発生状況を把握すること，さらにその実態の分析から発
生の要因を探る必要性が示された．
　本研究の限界としては，患者の特性によって変化する
有害事象の発生リスクを調整するための解析を行ってお
らず，病棟間比較上のゆがみを補正できていない．また，
有害事象の適確な把握のためにマニュアル作成と担当者
への説明などを実施したが，病棟によって報告率に違い
が生じた可能性がある．今後も有害事象の発生状況につ
いてデータを蓄積し，実態から基準値を見出し，看護ケ
アの改善と評価への活用について検討を重ねていくこと
が必要である．
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