横浜市感染防止対策支援連絡会（2013年3月21日）

我が国における感染対策における地域ネットワークの歩み

感染対策における地域ネットワークの構築
～現状と今後の展望～

宮城・東北感染制御地域ネットワーク
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東北大賀来教授らが県下で感染対策研究会を組織
地域での感染対策講習会を年2回定期開催
SARS発生時に様々な情報提供を実施
東北6県で東北感染制御ネットワーク事業始動
東北大で人材育成プログラム開始
東北感染制御ネットワークフォーラム開催
（学会形式で参加者は毎年900名規模となる）
A型インフルエンザ H1N1pdm2009のパンデミック
東日本大震災の発生時に様々な支援活動を実施
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東北大学における災害時医療支援の取り組み
院内感染防止に地域ネット：厚労省有識者会議が提案(2003)
2003年6月11日
院内感染防止策を話し合う厚生労働省の有識者会議が開かれ、約１年
間の検討結果をまとめた報告書の骨子案が示された。新たな対策として、
全国の各地域に院内感染に詳しい専門家のネットワークをつくり、対策
が追いつかない小規模医療機関を支援することを提案している。
（１）院内感染予防と治療体制の整備（２）院内感染発生時の速やかな
対応（３）対策の確実な実施と適時見直し
医療機関の取り組みとして、マニュアル整備や重要事例の自治体への
報告などを挙げ、大学病院などの大規模施設に対しては、院内感染対策
の知識がある専任の担当者を置くよう求めた。
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http://www.tohoku-icnet.ac/shinsai/hotline.html
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日本環境感染学会教育施設認定制度規則

2004年度厚労省モデル事業：院内感染対策地域支援ネットワーク
１．概要
院内感染対策の取り組みが遅れている中小病院等に対して、地域における支援体制
の整備を図るため、地域の専門家からなるネットワークの構築等により、中小医療機
関が速やかに相談・助言できる体制を整備する事業を全国８都道府県（平成１６年
度）においてモデル事業として実施する。
２．事業内容
○ 地域の医療機関（特に、独自の感染制御に関する専門家等を有しない中小病院や
診療所等）から寄せられた院内感染の予防や発生時の対処方法等に関する相談に対し
て、各地域支援ネットワークが日常的に対応する。
○ 各地域支援ネットワークは地域の医療機関からの相談事例について解析・評価を
行い、その結果を各医療機関へ還元することにより地域における院内感染予防対策に
反映させる。
○ より高度な技術的知識が要求される相談が生じた場合については、各地域支援
ネットワークからの要請に基づき、厚生労働科学研究班が専門的なアドバイスを行
う。
○ その他、院内感染対策として地域の中小医療機関を支援するための施策を行う。
３．事業実施都道府県
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青森県、埼玉県、静岡県、富山県、滋賀県、岡山県、香川県、鹿児島県

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/s0113-6d.html

第1章 総則 第1条
2002年～
この制度は、医療関連感染healthcare associated infection（HCAI）に
関連した知識と実践業務とを教育することにより、人類の健康と福祉
および医療の安全に貢献することを目的とする。
認定された教育施設は感染制御専門職等の教育研修、地域の病院およ
び診療所等の感染制御infection prevention and controlに関する相談への
対応、その他感染制御分野の教育に関する諸問題への対処等を行う。

横浜市内の日本環境感染学会認定教育施設
神奈川県立循環器呼吸器病センター
横浜医療センター
神奈川県立こども医療センター
済生会横浜市南部病院
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大学附属病院感染対策協議の歩み

日本環境感染学会の感染制御に関する相談窓口
2000年
2010年
2011年
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国立大学医学部附属病院感染対策協議の新設
※名古屋大学に中央感染制御部を設置
～～～
帝京大属病院で多剤耐性アシネトバクター事例
文科省・厚労省が全大学病院間の連携を要望
国公立大学医学部附属病院感染対策協議会へ移行
私立大学附属病院感染対策協議会の新設
※すべての大学病院が協議会に所属した

国公立大学附属病院感染対策協議の部会の活動
【集会・講習会】
(1) 年1回の総会
(2) 年1回のブロック別地域研修会
【訪問・調査】
(1) 3年に1回の相互訪問チエック
(2) 依頼を受けての改善支援調査

1-1加算の
必要要件

例

【部会・WG活動】
(1) 専門職部会活動
医師，看護師，薬剤師，臨床検査技師，歯科医療
(6) 作業部会活動
ガイドライン，職業感染，教育，サーベイランス
(7) ワーキンググループ活動
臨床研究・データ集積WG
感染対策相互チェックWG
災害時医療における感染対策のためのWG
ICT活動の貢献度評価のためのWG
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1-1加算の必要条件になっている相互チエック書式
国公立大学附属病院感染対策協議会の書式を転用している

協議会の
書式そのもの
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国公立大学附属病院感染対策協議会発行の報告書

国公立大学附属病院感染対策協議会：各部会の構成
作業別部会
サーベイランス

専門職部会
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ガイドライン

教育作業

職業感染対策

医師部会

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

看護師部会

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

薬剤師部会

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

臨床検査技師部会

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

歯科医療部会

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表

ブロック別代表
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2011年6月17日
感染制御の組織化
感染制御チーム
標準予防策と感染経路別予防策
手指衛生
職業感染防止
環境整備と環境微生物調査
医療機器の洗浄、消毒、滅菌
手術と感染防止
新生児集中治療部門での対応
感染性廃棄物の処理
医療機関間の連携について
地方自治体の役割
アウトブレイク時の対応
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【アウトブレイク時の対応】
○ 同一医療機関内又は同一病棟内で同一菌種（ここでは、原因微生物が
多剤耐性菌によるものを想定。以下同じ。）による感染症の集積が見
られ、疫学的にアウトブレイクが疑われると判断した場合、当該医療
機関は院内感染対策委員会又は感染制御チームによる会議を開催し、
１週間以内を目安にアウトブレイクに対する院内感染対策を策定かつ
実施すること。
○ アウトブレイクを疑う基準としては、一例目の発見から４週間以内に、
同一病棟において新規に同一菌種による感染症の発病症例（以下の４
菌種は保菌者を含む：バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌（VRSA）、
多剤耐性緑膿菌(MDRP)、バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）、多剤耐
性アシネトバクター・バウマニ（Acinetobacter baumannii））が計３例
以上特定された場合、あるいは、同一機関内で同一菌株と思われる感
染症の発病症例（抗菌薬感受性パターンが類似した症例等）（上記の
４菌種は保菌者を含む）が計３例以上特定された場合を基本とするこ
15 と。

○ アウトブレイクに対する感染対策を実施した後新たな感染症の発病症例（上
記の４菌種は保菌者を含む）を認めた場合、院内感染対策に不備がある可能
性が有ると判断し、速やかに通常時から協力関係にある地域のネットワーク
に参加する医療機関等の専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼するこ
と。
○ 医療機関内での院内感染対策を講じた後、同一医療機関内で同一菌種による
感染症の発病症例（上記の４菌種は保菌者を含む）が多数にのぼる場合（目
安として10名以上となった場合）または当該院内感染事案との因果関係が否
定できない死亡者が確認された場合においては、管轄する保健所に速やかに
報告すること。また、このような場合に至らない時点においても、医療機関
の判断の下、必要に応じて保健所に連絡・相談することが望ましいこと。
○ 報告を受けた保健所は、当該院内感染発生事案に対する医療機関の対応が、
事案発生当初の計画どおりに実施され効果を上げているか、また地域のネッ
トワークに参加する医療機関等の専門家による支援が順調に進められている
か、一定期間、定期的に確認し、必要に応じて指導及び助言を行うこと。そ
の際、医療機関等の専門家の判断も参考にすることが望ましいこと。
○ 保健所は、医療機関からの報告を受けた後、都道府県や政令市等と緊密に連
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携をとること。

感染防止対策加算の変遷

加算の条件：カンファランスの実施
３００床以上 感染防止対策
３００床以下 感染防止対策
加算1 400点
加算2 100点

加算(*^o^*)
2010年診療報酬制度改定
14年ぶりに感染防止に関する独自加算として
「感染防止対策加算」が新設されるとともに
それまでの「医療安全対策加算」が1と2に分けられた。
医療安全対策加算1（入院初日）
85点
医療安全対策加算2（入院初日）
35点
感染防止対策加算 （入院初日）
100点

特別な関係
（開設者が同じ）
でも構わない。
（平24.3.30事務連絡）

加算２の施設と年4回程度のカンファレンスを
実施しその内容を記録すること
日常的な感染対策上の相談に乗る

加算１の施設と年4回程度のカンファレンスを
実施しその内容を記録すること

年1回相互チエック
加算(*^o^*)

2012年診療報酬制度改定
（新設）感染防止対策加算1
（入院初日）
（新設）感染防止対策加算2
（入院初日）
（新設）感染防止対策地域連携加算 （入院初日）

400点
100点
100点

感染防止対策
地域連携加算 100点
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加算１

感染防止対策加算における課題

2012

＜加算の取り組み自体の課題＞
(1)院内部門設置や専従・専任者雇用の契機に至らない
☞使途別に収益が入金されるわけではない
(2) 組み替え換えによる感染防止対策加算の運用面でのリスク
☞地域での加算1と加算2の偏在，加算2が加算1に移行など
(3) 不適切な加算申請をした場合の 診療報酬給付金の返納要求

加算2の病院

＜加算の取り組みでカバーできない課題＞
(1)感染症対策上の多施設間連携の枠組みがない
(2) 全国と地域の耐性菌等の病原体のサーベイランス情報の共有
(3) アウトブレイク対策上の相談窓口となるような上位のシステム

加算1の病院

どちらも取得しない
（できない）病院

行政との連携による感染対策の必要性
19

20

神奈川県の取り組み

2014?
加算1の病院
↓↑
加算1の病院

どちらも取得しない
（できない）病院
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神奈川県の取り組み

アウトブレイク発生時対応

患者・職員情報

・患者年齢別
・術式別
・処置内容別
・症状別
・診療医別
・看護担当者別

A.アウトブレイクの存在を確認…
（真のアウトブレイク?見がけの増加か?）

B.事態収拾のための対応
当面の処置
(1)感染源・感染経路の討策
過去の事例を参照
(2)感受性者対策
(3)その他

C.実地疫学調査の実施
病棟マップ
(1)症例定義の作成
(2)情報収集
流行曲線
(3)記述疫学（時間･場所・人）の実施
(4)仮説の設定
PFGE
(5)分析疫学による仮説検証
(6)遡り調査の実施
(7)仮説の機序を追求
●
●● ●

【ラインリスト作成】

D.対策の評価(介入疫学)
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E.提言のまとめ(将来的な再発防止策など)

MDRP患者

病室

担当看護師

診療科医

112-323-9

402

ABC

A

有り

222-363-9

401

ACD

B

有り

333-666-9

403

ADE

C

有り

444-666-8

402

ADF

E

有り

555-325-6

402

AEF

F

なし

558-262-5

401

AEF

A

有り

757-269-6

404

ABG

B

なし

尿路留置カテ

院内における感染アウトブレイク（疑いを含む）発生時の体制（例）

神奈川県の取り組み（今後の課題）

アウトブレイク（疑いを含む）発生
・多数の患者が短期間に発症した場合
・重篤な感染症の伝播が発生した場合
・その他病院として対応が必要な事例
感染制御部
報告

連携

医療安全管理室

病院長（感染対策委員長）
感染対策副委員長
（管理部長，リ血感内科教授，看護部長）
＜対応の協議：いずれかで対応を協議＞
①病院長・感染対策副委員長との協議
②臨時感染対策委員会の開催
③トップマネージメント会議

【感染制御部】
※連絡対象者の選定
＜例＞
診療科部長
リンクドクター⇒受け持ち医
病棟師長
外来師長
看護部
臨床検査部・薬剤部等
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国立感染症研究所FETPによるVRE集団発生調査事例

具体的な対応の実施
事例の分析
検査の確認
症例の定義
サーベイランスの計画・運用
ラインリストの作成
関連する診療科の抽出
前向きの観察期間の設定
職員・患者さん向け説明書雛形作成
早期収束に向けての対策立案と実行

＜区福祉保健センターへの連絡＞
①届け出対象感染症の発生時
②多数の患者が短期間に発症した場合
③重篤な感染症の施設内伝播が発生したとき
【総務課・医事課】
①連絡対象者連絡簿（所属・氏名・連絡先）の作成支援
②連絡対象者の連絡先確認や招集をかける際の連絡支援
診療科部長
リンクドクター⇒診療医
病棟師長
外来師長
看護部
臨床検査部・薬剤部等
③医療費の減免措置（対象者）等の調整・対応
④退院後で曝露を受けていた患者さんへの連絡支援
⑤④の患者さんで電話連絡が取れない場合の郵送での対応
⑥患者さん，ご家族，メディア等からの問い合わせ窓口

日本感染症学会提言2012
「インフルエンザ病院内感染対策の考え方について
（高齢者施設を含めて）」
院内で発生した際は他の入院患者への予防投与を行う
・発症した患者に接触した他の患者には予防投与を開始する
・予防投与は初発患者の発症から12～24時間以内
・予防投与の効果は70～80％程度
・経過観察・サーベイランスを継続し発症したら通常量で治療する
予防投与の対象者の範囲
・最初はインフルエンザ発症者の同室者に対して予防投与を実施
・複数病室に渡り発症者が出た場合病棟や区画全体で予防投与を考慮
※2～3日以内に2名以上発生したらフロア全体で予防投与を開始
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ほとんどが非発症者だが感染対策のため
保菌者把握のためのスクリーニングが重要

※国立感染症研究所の実地疫学専門家養成コース
（Field Epidemiology Training Program：FETP）
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http://www.kansensho.or.jp/influenza/1208_teigen.html

ノロウイルスの遺伝子型GII/4 2012変異株を31都道府県で検出
(Sydney/NSW0514/2012/AU(JX459908)類似株)
米国公衆衛生週報

新型インフル特措法成立－参院本会議 2012年04月27日

2012年後半に日本，オーストラリア，フラン
ス，ニュージーランドオランダ，英国でGII/4
2012
変異株ノロウイルスが増加している。
(2013年1月11日現在)
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まわりめぐる耐性菌
ノロウイルス感染症患者の死亡原因に関する論文調査

バンコマイシン耐性腸球菌
基質特異性拡張型βラクターマーゼ産生グラム陰性桿菌(ESBLs)
メタロβラクタマーゼ産生多剤耐性緑膿菌
KPC産生多剤耐性肺炎桿菌
カルバペネマーゼ産生多剤耐性アシネトバクター・バウマニ

デイケア

高齢者

ノロウイルス感染症患者31例の死亡原因を論文調査
10名（32%）は誤嚥性肺炎による死亡だった。
Trivedi TK, Clinical characteristics of norovirus-associated deaths: A systematic
literature review. American journal of infection control. 2012.

介護施設
在宅医療

3次医療機関
（大学等）
地域
中核病院
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市中

海外

32施設内での病棟移動時，他施設への保菌者の移動時には情報伝達を行う

