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院内感染対策における平時及び緊急時の他
医療機関や行政等（特に保健所）との連携

令和４年度院内感染対策講習会事業



●地域の医療機関間・行政との連携（緊急時）

●地域の医療機関間・行政との連携（平時）
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背景

➢ 大規模な院内感染が生じると一病院のみでは対応が難しいことがある

➢ ある医療機関で生じた院内感染が他の医療機関へ波及する場合がある

院内感染対策における地域の連携体制 2

目標

➢ 平時から顔の見える関係を構築し、緊急時に迅速に相談・支援が
行える連携体制を平時から作っておくこと

そのためのツールが・・・・

感染対策向上加算１・２・３ 外来感染対策向上加算



（出典）令和４年度診療報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000954824.pdf

2022年～
・感染対策
・抗菌薬適正使用
・新興感染症対策
を含む連携の取組に
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http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000954824.pdf


（出典）令和４年度診療報酬改定の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000954824.pdf

病病連携に加え
・病診連携
・保健所との連携
が必須に
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http://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000954824.pdf


https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html

①

➁

③
④
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● 「厚生労働省 令和４年度診療報酬改定」などで検索し、厚生労働省ウェブサイト「令和４年度診療報酬改定について」にアクセスしてみ

よう（前ページ）。あまりにも資料が膨大であるため、圧倒されて、クリックする気をなくしてしまいそうになるが、自分が見たい情報がどこにあるか
、検討がつくようになると、２年に１度の診療報酬改定の際の戸惑いも少なくなると思われる。

● 概要を把握する際や院内感染対策委員会などで病院幹部に説明する際などは、①にある説明資料を活用しよう。上記①を進むと、01、
02に全体の説明資料がある。感染症対策が見たいときは、10 個別改訂事項Ⅰ（感染症対策）に進むと良い。

● まずは名称と点数を確認する。上段に今回の改訂の目玉である「外来感染対策向上加算」６点（患者１人につき月１回）がある。この加

算をとった上で、さらにオプションとして、「連携強化加算」３点、「サーベイランス強化加算」１点（患者１人につき月１回）をとると、最大患
者１人につき月１回10点（=100円）の診療報酬が新たに追加されることとなる。この加算は診療所を対象としたものであり病院では算定
できないが、「外来感染対策向上加算」の施設基準をみると、少なくとも年２回程度、感染対策向上加算１の届出を行った医療機関が主
催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加、新興感染症の発生等を想定した訓練に年１回参加など、感染対策向上加算１の医療
機関にも関係してくるため、この内容にも注視したい。

● 主な内容は上記の概要資料（ポンチ絵）に記載されているが、詳細を把握するには、図１の➁基本診療料の施設基準の一部を改正す

る件（告示第55号）及び③基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きのお願い（保医発0304第２号）のPDFを見ると
よい。 ➁基本診療料の施設基準等の一部を改正する件をクリックすると、縦書きの文章にちょっと戸惑うかもしれないが、コンピューターの検索
機能（windowsの場合、CTRL＋F）を用いて「感染」などで検索するとよい。③基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの
お願いにおいても同様の情報が得られる（こちらは横書き）。ポンチ絵は、見やすいが、ポイントを絞ったものとなっているため、詳細は、文章に
て施設基準等を確認する必要がある。

● 厚労省のウェブサイトで、見ていただきたい項目がもう一つある。診療報酬改定の際、３月上旬に施設基準などが公開された際、様々な疑問

が出てくることがある。これらの疑義解釈が３月末から４月上旬に示されるため、こちらの確認も重要である（④）

（参考）診療報酬サイトの見方 6



合同カンファレンスで求められている事項（抜粋） 7

（出典）疑義解釈資料の送付について（その１）https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000983165.pdf

問29 外来感染対策向上加算の施設基準における、カンファレン
スの内容は、具体的にどのようなものであればよいか。

（答）具体的な定めはないが、以下に掲げる事項に関する情報の
共有及び意見交換を行い、最新の知見を共有することが考え
られる。
（例）

・感染症患者の発生状況
・薬剤耐性菌等の分離状況
・院内感染対策の実施状況
（手指消毒薬の使用量・感染経路別予防策の実施状況等）

・抗菌薬の使用状況

問31 外来感染対策向上加算の連携強化加算の施設基準において、
「過去１年間に４回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用
状況等について報告を行っていること」とされているが、具体的にど
のような内容について、どのくらいの頻度で報告すればよいか。

（答）連携する感染対策向上加算１の届出保険医療機関との協議に
より決定することとするが、

例えば、
・感染症に係る感染症の発生件数
・薬剤耐性菌の分離状況
・抗菌薬の使用状況
・手指消毒薬の使用量
等について、３か月に１回報告することに加え、院内アウトブレイク
の発生が疑われた際の対応状況等について適宜報告することが求
められる。

http://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000983165.pdf


合同カンファレンスで求められている事項（抜粋） 8

（出典）疑義解釈資料の送付について（その19）https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf

問2 感染対策向上加算１の施設基準における、「保健所及び
地域の医師会と連携し、感染対策向上加算２又は３に係
る届出を行った保険医療機関と合同で少なくとも年４回程
度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンス」について、
具体的にどのようなものであればよいか。

（答）参加する保健所、地域の医師会、感染対策向上加算２又
は３に係る届出を行った保険医療機関との協議により決定し
て差し支えない。
例えば、以下の項目が掲げられている。
・参加医療機関の感染対策にかかる情報共有
・参加医療機関が感染対策で困っていることや工夫している
ことを発表し、意見交換しながら改善策について検討
・医療機参加医療機関の相互ラウンドを行い、感染対策の
共有や改善について検討

問4 感染対策向上加算１の施設基準において、「感染対策向上加
算２、加算３又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った
他の保険医療機関に対し、必要時に院内感染対策に関する助
言を行う体制を有すること。」とされているが、具体的にどのようなも
のであればよいか。

（答）院内感染対策に関する助言を求められた場合に助言を行うことが
できるよう、連絡先の共有等を行うこと。

助言内容の例
・多剤耐性菌が発生した医療機関に対し、ラウンドや指導を実施
・新型コロナウイルス感染症のクラスタ―が発生しやすいと考えられる
医療機関等への事前の臨地指導
・新型コロナウイルス感染症のクラスタ―が発生した医療機関に対
し、感染拡大防止に関する専門的な臨地指導、助言等を実施
・薬剤耐性菌対策に関する臨地指導、院内研修会開催

http://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf


感染対策向上加算１・２・３ 外来感染対策向上加算の例 9

市内5病院と１・２・３連携を
構築

毎回、４職種に分かれ職種別
に意見交換をしている

地域医師会と合同で開催
市内21診療所と連携

各診療所のコロナ対応の生の
声を聞くことができた

まずは対面で話をしてみよう ⇨ これを繰り返すことで顔の見える関係に ⇨ 緊急時の原動力に

最新情報の共有

各施設のデータ
共有

意見交換



外来感染対策向上加算・連携強化加算の例 10

当地域では、市内４病院で感染対策向上加算の１-1連携をとっており、
市内の診療所が、複数の向上加算１施設と連携している場合があるため、
連携強化加算のにおける「感染症発生状況、抗菌薬使用状況等の報告」について
市内４病院でフォーマットを統一した。



（診療報酬に基づかない）より広域のネットワーク 11

診療報酬 2012年4月 感染防止対策加算・感染防止対策地域連携加算

日本の感染症対策が大きく変化
（医療機関間連携が当たり前に）

厚生労働省医政局地域医療計画課・事務連絡

2015年4月 「薬剤耐性菌対策に関する提言」の送付について

・地域連携の取組が徐々に進んできた
（加算１・２連携、 加算１同士の連携）

しかし、
・加算取得していない中小規模の医療機関も多く、
これらの医療機関をカバーする地域連携の枠組み構築
が急務

より広域の感染対策地域ネットワークが必要

法律事項ではないため、予算措置による各県独自の取組しかない



2016年～
AMR対策が開始

その中で、地域感染症対策
ネットワークの構築が

求められた。

感染対策からAMR対策へ

様々な関係者を含めた
より広域のネットワークへ

AMR対策アクションプラン2016-2020
感染症法
関連
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配布先

病院(93) : 三重大学より郵送

診療所(1460) : 医師会を通じて送付

保険薬局(737) : 三重大学より郵送

介護老人保健施設(77)
介護老人福祉施設(206)

保健所(9) : 県から送付

県長寿介護課
からメール

感染対策研修会（県下全域の医療機関・高齢者施設対象） 13

https://www.mie-icnet.org/lecture/

http://www.mie-icnet.org/lecture/


2019/3/16

参加者 128名
アンケート回答者 113名

http://www.mie-icnet.org/lecturedetail/900/

医師（29）26%

看護師（33）

29%

薬剤師（27）

24%

その他（4）4%

臨床検査技師

（20）18%

初期研修医 15%
3-10年目 9%
11-20年目 18％
21年目以降 58％

抗菌薬適正使用に関する教育機会の提供（県下全域の医療機関対象） 14

http://www.mie-icnet.org/lecturedetail/900/


保健所との平時の連携 15

感染症法関連

一類～五類全数など感染症法に基づく医師の届出

医療法（立入検査）

院内感染の体制の確保についての確認

感染対策向上加算合同カンファレンス

年４回のカンファレンスの際、保健所からもコメントをもらおう！

感染症は保健所とのやり取りが多い分野。
・平時の接点をきっかけに顔の見える関係を構築しておこう

保健所長や感染対策部局の
担当者に、気軽に電話で相談
できる関係を！

コロナ対応で顔の見える関係
はできましたか？

※ 結核発生時など、感染症法に基づく届出は、診断した
医療機関の所在地ではなく、患者住所地の保健所へ
届出が必要となる場合がある点に留意



令和４年５月27日付け厚生労働省医政局長通知
「令和４年度の医療法第25条第1項の規定に基づく
立入検査の実施について」（医政発0527第11号）

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220530G0060.pdf

標記については、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）、医療法施行令（昭和 23 年政令第 326 号）、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）
等に基づき、「医療法第 25 条第１項の規定に基づく立入検査要綱」（平成 13 年６月 14 日付け医薬発第 637 号・医政発第 638 号厚生労働省医薬局長・
医政局長連名通知）を参考に実施されていることと思料します。

ア．医療機関における安全管理体制の確保

イ．適切に事故等事例を報告していることを確認ウ

．医療機関における医療事故防止対策の取組エ

．ドクターヘリ基地病院における安全確保等

オ. 病院におけるアスベスト（石綿）対策の取組

カ. 医療機関におけるサイバー攻撃への対策

ア．院内感染対策のための体制の確保について

院内感染対策のための指針の策定の状況、院内感染対
策委員会の設置・開催状況を確認するとともに、従業者
に対する研修、当該病院等における感染症の発生状況
の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善
のための方策、院内感染対策マニュアルの作成・見直し
等が適切に行われていることを確認し、必要に応じて指導
を行う。

イ．院内感染の標準的予防策の徹底について

個人用防護具（手袋、マスク等）の適正使用、処置前
後の手指衛生の励行等の院内感染の標準的予防策が、
職員に対し徹底されていることを確認し、必要に応じて指
導を行う。

Ⅰ. 安全管理のための体制の確保等について

Ⅱ. 院内感染対策について

Ⅲ. 最近の医療機関における事件等に関連する事項について

ア．食中毒対策について

イ．無資格者による医療行為等の防止について

ウ．臨床研修を修了した旨の医籍・歯科医籍への登録について

エ．再教育研修を修了した旨の医籍・歯科医籍等への登録について

オ. 医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について

カ. 定員超過入院等について

キ．診療用放射線の安全管理対策の徹底について

ク. 診療放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等についてケ

．職員の健康管理について

コ. 診療システム（電子カルテ）不具合による薬剤誤投与について

サ. 防火対策について

シ．医療機関における個人情報の適切な取扱い等について

ス．医療機関におけるインフォームド・コンセントの取り扱いについて

セ．無痛分娩の安全な提供体制の構築について

ソ．医療施設における避難確保計画の作成等について

タ．災害拠点病院における業務継続計画の整備等について

チ．病院が有する非常用電源に係る保安検査の実施について

Ⅳ. 立入検査後の対応その他

ア．立入検査後の対応について

イ．系列病院等について

ウ．診療所等の開設届出後の現地確認について

エ．広告規則違反等について

オ. 重大な院内感染事例が発生した場合の対応について

我が国における発生が稀な薬剤耐性菌が検出された場合、平時
の感染症の発生状況と比較して多くの院内感染が発生した場合
等、重大な院内感染が発生した場合又は発生したことが疑われ
る場合において、医療機関への立入検査を行うときには、必要に
応じ、厚生労働省又は国立感染症研究所等への相談等により
技術的助言を得るよう努める。

カ. 住民等から提供された情報に対する対応についてキ

．医療監視員の資質の向上等について

ク. 厚生労働省への情報提供について

ケ．東日本大震災における届出・手続き等について

コ. 復興特別区域における「地域医療確保事業」について

サ. 検体検査の業務について

シ．診療等に著しい影響を与える業務として政令で定めるもの
の委託について

ス．死亡診断書又は死体検案書の交付に係る取扱いについて

セ．保健師助産師看護師法に規定する特定行為及び特定行

為研修に関する省令の施行等について

ソ．オンライン診療の適切な実施について

タ．新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通
信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

立入検査 16

http://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220530G0060.pdf
http://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220530G0060.pdf


立入検査要綱 令医療法第25条第１項の規定に基づく立入検査要綱
（令和４年５月）厚生労働省医政局

１ 目 的
医療法（昭和２３年法律第２０５号）第２５条

項目
番号

項目
根拠
法令等

摘要 備考

法6の12
法15.1
法17
則1の11.2.1
則9の20の2

第１項の規定に基づく立入検査により、病院が医療法
及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有
し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査す
ることにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う
場にふさわしいものとすることを目的とする。

2－11
院内感染対策のた
めの体制確保

院内感染対策のための
体制が確保されている
か。

（医療の安全管理のための体制を確保するための措置と一体的に実施しても差し支えない。）

院内感染対策のための指針は、次に掲げる事項を文書化したものであり、また、この指針は、医療法施行規則第１条の11第
２項第１号ロに規定する院内感染対策委員会の議を経て策定及び変更するものであることとし、当該指針は従業者へ周知徹
底すること。

２ 検査対象施設及び実施時期
医療法第２５条第１項の規定に基づく立入検査は、 1

院内感染対策のた
めの指針の策定

１．院内感染対策の
ための指針の策定

ア 院内感染対策に関する基本的考え方
イ 院内感染対策のための委員会（委員会を設ける場合を対象とする。）その他の当該病院等の組織に関する基本的事項
ウ 院内感染対策のための従業者に対する研修に関する基本方針エ
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
オ 院内感染発生時の対応に関する基本方針
カ 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
キ その他の当該病院等における院内感染対策の推進のために必要な基本方針

医療法に基づくすべての病院を対象とし、原則年１回

実施する。

３ 実施すべき事項
第１表（施設表）の事項及び第２表（検査表）の
事項のほか、医療法第２５条第１項の規定に基づき、
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別
区の区長が必要と認めた事項

2
院内感染対策のた
めの委員会の開催

２．院内感染対策の
ための委員会の開
催

院内感染対策委員会とは、当該病院等における院内感染対策の推進のために設けるものであり、次に掲げる基準を満たす必要が
あること。
ア 管理及び運営に関する規程が定められていること。
イ 重要な検討内容について、院内感染発生時及び発生が疑われる際の患者への対応状況を含め管理者へ報告すること。ウ
院内感染が発生した場合は、速やかに発生の原因を分析し、改善策の立案及び実施並びに従業者への周知を図ること。エ 院
内感染対策委員会で立案された改善策の実施状況を必要に応じて調査し、見直しを行うこと。
オ 月１回程度開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催すること。

４ 実施の方法 カ 委員会の委員は職種横断的に構成されること。

３．従業者に対する院
内感染対策のため
の研修の実施

①従業者に対する院内感染対策のための研修は、院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該研修
を実施する病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での
技能やチームの一員としての意識の向上等を図るものであること。
②当該病院等の実情に即した内容で、職種横断的な参加の下に行われるものであること。
③本研修は、病院等全体に共通する院内感染に関する内容について、年２回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開
催すること。また、研修の実施内容（開催又は受講日時、出席者、研修項目）について、記録すること。

医療法第２５条第１項に基づく立入検査については、
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別
区の区長が任命した医療監視員が各施設に赴き、第
１表（施設表）を作成し、Ⅳの検査基準のうち被検

3

従業者に対する院
内感染対策のため
の研修の実施

査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判
4. 当該病院等におけ
る感染症の発生状
況の報告その他の
院内感染対策の
推進を目的とした
改善のための方策
の実施

①院内感染の発生状況を把握するため、当該病院等における感染症の発生動向の情報を共有することで、院内感染の発生の
予防及びまん延の防止を図るものであること。
②重大な院内感染等が発生し、院内のみでの対応が困難な事態が発生した場合、又は発生したことが疑われる場合には、地
域の専門家等に相談が行われる体制を確保することが望ましいものであること。
③院内感染対策のための指針に即した院内感染対策マニュアルを整備する等、その他の院内感染対策の推進のために必要な
改善策を図るとともに、それらを定期的に見直すことが望ましいものであること。
アウトブレイクを疑う基準並びに保健所への報告の目安については、「医療機関における院内感染対策について」

（平26.12.19医政地発1219第１号）を参照

定を行った結果に基づき、第２表（検査表）等を作
成する。

感染症の発生状況
の報告その他の院

4 内感染対策の推進

５ 各施設に対する指導等
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別

を目的とした改善の
ための方策

区の区長は、不適合事項があるときは、当該病院開設

5. 専任の院内感染対
策を行う者の配置
状況

（※特定機能病院の
該当項目）

者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに、
当該病院開設者又は管理者に改善計画書の提出を
求めることも含め、改善のために必要な指導を行う。 ５

専任の院内感染対
策を行う者の配置
状況

専任の院内感染対策を行う者は、当該病院における院内感染対策を行う部門の業務に関する企画立案及び評価、病院内にお
ける職員の院内感染対策に関する意識の向上や指導等の業務を行うものであり、次に該当するものである必要があること。
①医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちのいずれかの資格を有していること。
②院内感染対策に関する必要な知識を有していること。
「専任の院内感染対策を行う者」は、就業規則における通常の勤務時間の少なくとも半分以上の時間を院内感染対策業務

に従事していること。（H15.11.5事務連絡）
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●地域の医療機関間・行政との連携（緊急時）

●地域の医療機関間・行政との連携（平時）
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院内感染対策における緊急時 ＝ アウトブレイク／クラスタ― 19

一病院でのアウトブレイク対応は大変
多剤耐性菌

インフルエンザ

新興感染症（新型コロナウイルス）

アウトブレイク／クラスターをいかに防ぐか

発生した場合、いかに被害を小さくするか



院内感染対策委員会

中小規模の医療機関における院内感染対策の体制および医療機関間連携（概要）

病床規模の大きい医療機関
におけるような感染制御チー
ムによる病棟ラウンドが困難

医療機関間ネットワーク

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

感染制御
チーム

医療機関
（目安として300床以上）

地域の専門家等に相談支援

保健所
地方自治体

地域における
ネットワークを支援

中小規模の医療機関
（目安として300床未満）

日常的な相互の
協力関係を築く

H23年6月17日厚生労働省医政局指導課長通知発出時の参考資料

2011年 20



アウトブレイク時の対応
（多剤耐性菌を想定）

院内感染によるアウトブレイクが疑われる場合
（多剤耐性菌一例目の発見から４週間以内に計3例以上の

感染症例の発病症例等）

医療機関内の対応：院内感染対策委員会、感染制御チーム

新たな感染症の発病症例を認める

地域のネットワークに参加する医療機関等の専門家に
感染拡大防止に向けた支援を依頼

同一医療機関内で同一菌種による感染症の
発病症例が多数にのぼる場合 （目安として10名以上）

保健所に報告

医療機関間ネットワーク

感染制御チーム

院内感染対策委員会

支援

報告 指導・助言

地域の専門家に相談

保健所

H23年6月17日厚生労働省医政局指導課長通知発出時の参考資料

2011年 21



多剤耐性菌のアウトブレイクとは？ 22

⚫ 院内感染のアウトブレイクとは、一定期間内に、同一病棟や同
一医療機関といった一定の場所で発生した院内感染の集積が
通常よりも高い状態のことであること。

（参考）厚生労働省通知「医療機関における院内感染対策について」（平成26年12月19日）

⚫ 以下の多剤耐性菌については、保菌も含め１例目の発見を
もって、アウトブレイクに準じて厳重な感染対策を実施すること

➢ カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）
➢ 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属（MDRA）

時間 場所

頻度



多剤耐性菌（医療法関連通知と感染症法上の届出との相違） 23

医療法関連通知
「医療機関における院内感染対策について」

感染症法に基づく届出
（感染症例のみが対象。保菌は報告の対象外）

保菌・１例
での対応

耐性菌名 感染症法上の感染症名
感染症法上の

分類
対象

医療機関
届出
期間

必要
バンコマイシン耐性

黄色ブドウ球菌（VRSA）
バンコマイシン耐性黄

色ブドウ球菌感染症
五類全数

全ての
医療機関

７日以
内に届出

必要 バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）
バンコマイシン耐性
腸球菌感染症

五類全数
全ての
医療機関

７日以
内に届出

必要
カルバペネム耐性

腸内細菌科細菌（CRE）
カルバペネム耐性

腸内細菌科細菌感染症
五類全数

全ての
医療機関

７日以
内に届出

必要
多剤耐性アシネトバクター

（MDRA）
薬剤耐性アシネトバクター

感染症*
五類全数

全ての
医療機関

７日以
内に届出

必要 多剤耐性緑膿菌（MDRP） 薬剤耐性緑膿菌* 五類定点
基幹定点
医療機関

月単位で
届出

不要 ペニシリン耐性肺炎球菌（PRSP）
ペニシリン耐性
肺炎球菌感染症

五類定点
基幹定点
医療機関

月単位で
届出

不要
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

（MRSA）
メチシリン耐性

黄色ブドウ球菌感染症
五類定点

基幹定点
医療機関

月単位で
届出

* 感染症法上は、「多剤耐性」ではなく「薬剤耐性」と表記されている

医療法関連通知、感染症法の両者への対応が必要



http://www.nih.go.jp/niid/ja/drb-m/drb-iasrd/5037-kj4162.html 24

http://www.nih.go.jp/niid/ja/drb-m/drb-iasrd/5037-kj4162.html


（出典）日本環境感染学会. 多剤耐性グラム陰性

桿菌感染制御のためのポジションペー
パー（第１版）
http://www.kankyokansen.org/modules/p
ublication/index.php?content_id=6
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http://www.kankyokansen.org/modules/publication/index.php?content_id=6


http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000072946.html

26

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000072946.html


多剤耐性アシネトバクター（MDRA）集団発生への対応（概要） 27

個室管理とし接触予防策を開始、環境（高頻度接触部位）の清掃を依頼。

Day 0（水） 海外の医療機関を経由して症例１入院。培養検査を実施。

Day 3（土） 症例１の喀痰からMDRA・MDRP・MRSAを検出。

Day 8（木） ICU入室中の別の患者（症例２）からMDRAを検出。
水平伝播を疑い、ICU入室患者を対象にアクティブスクリーニング培養検査を開始。

Day 9（金） 新たに４名の患者からアシネトバクター（感受性未）を検出。
アシネトバクター検出患者は、HCUゾーンの個室管理とし、専従スタッフが対応。
【対策会議（第１回）】【緊急リスクマネージャー会議（第１回）】を開催。保健所へ連絡。

Day 11（日） 感受性結果が判明、計６名の患者からMDRAを検出し、アウトブレイクと確定。
新たに、１名の患者からアシネトバクター（感受性未）を検出。

Day 12（月） 【対策会議（第２回）】【緊急リスクマネージャー会議（第２回）】開催。
厚生労働省・文部科学省に報告。

Day 13（火） 【対策会議（第３回）】開催。
残りの１名の検体の感受性結果が判明し、計７名の患者からMDRAを検出。
ICUの特別清掃を実施。

Day 14（水） 記者会見、ホームページでの公表、県内医療機関・医師会・消防へ連絡。

Day 15（木） 【対策会議（第４回）】【緊急リスクマネージャー会議（第３回）】開催。

Day 16（金） 【緊急職員集会】開催。

Day 22（木） 国公立大学感染対策協議会の改善支援を受ける。

部署での対応

ICTの介入

病院全体の対応

他病院からの支援

地域の関連施設との
情報共有

行政機関への報告



COVID-19クラスター発生状況

（出典）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和４年８月18日）資料3-1-② https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000977541.pdf

28

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000977541.pdf


（出典）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（令和４年８月18日）資料3-1-② https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000977541.pdf

COVID-19クラスター発生状況 29

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000977541.pdf


各都道府県の新型コロナウイルス感染症対策事例等について(令和２年10月21日) 一部改編
http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/shingatakoronauirusukinkyutaisakukaigi/reiwa2nendo/1603263745948.html

COVID-19発生初期のクラスター対応状況 30

http://www.nga.gr.jp/data/activity/committee_pt/shingatakoronauirusukinkyutaisakukaigi/reiwa2nendo/1603263745948.html
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感染症対策地域ネットワークの現状・今後 32

2011年～ 院内感染対策の医療機関間連携 （感染防止対策加算１・２を含む）

・主に中規模・大規模病院の小さなネットワーク
⇒ 診療所、高齢者施設、中小病院が入っていない

2016年～ 薬剤耐性（AMR）対策のための地域ネットワーク

・地域の様々な関係者を含む総合的なネットワーク
⇒ 対象がAMRで、AMR以外へ発展させにくい

2020年～ 新興感染症（COVID-19）対応のためのネットワーク

・COVID-19対応に特化したネットワーク

2022年～
・感染対策
・抗菌薬適正使用
・新興感染症対策
を含む
医療機関・診療所・保健所
を交えたネットワークに


