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１. 基本理念 

この指針は長野赤十字病院（以下「当院」という。）における院内感染防止対策および院内感染発生時の対

応等における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的と

して、定めたものである。 

 

２. 院内感染対策のための組織および体制 

当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき当院に以下の組織および役

職等を設置する。「院内感染対策委員会規程」に関しては「例規類集」各種委員会規程で定められている。 

① 院内感染対策委員会 

② 感染制御部会（ICT） 

③ 院内感染管理者 

専従の感染管理認定看護師（医療安全推進課 看護師長または看護係長）を、医療安全推進室の感染対策室

に配置し、病院長または院内感染対策委員長の指示を受け、当院における感染対策の立案・実行・評価から

教育・指導まで組織横断的な活動を行う。 

 

３. 医療関連感染対策に関する職員研修 

① 職員研修とは、感染防止対策の基本的考え方および具体的方策について、職員への周知徹底と知

識の向上を図る事を目的に実施する。 

② 全職員・全職種を対象とする研修会を年２回以上開催する。 

③ 新入職・中途入職者を対象とする研修会は、各部署と連携して行う。 

④ 委託業者を対象とする研修会は、各委託業者と連携して研修を行う。 

⑤ 研修会の実施内容（開催日時・出席者・研修項目など）について記載する。 

 

４. 感染症発生状況の院内報告体制 

① 院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な

感染対策を実施できるよう各種サーベイランスを実施し、院内感染対策委員会で報告する。ま

た、院内ホームページに細菌出現頻度等を掲載し情報を共有する。 

② 院内の感染症の発生状況等（届出対象感染症、結核、食中毒、その他主治医が必要と判断した症

例を含む。）は、別添の「感染報告書」を速やかに院内感染管理者まで提出する（保健所への

「感染症発生届」の代用も可能）。 

③ 院内感染対策委員長は、感染制御部会コアメンバーを召集し、感染の状況を把握し、院内感染対

策委員会に報告する。 

④ 院内感染が発生した部署と感染制御部会コアメンバーで症例を検討し、適切な対策を講じる。 

※「感染報告書」の保管部署は感染制御部会事務局とする。 
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 取 り 扱 い 注 意 

 

年   月   日 

感 染 報 告 書 
 

        院内感染対策委員会 

提出先：感染制御部会（ＩＣＴ）事務局 

①発症月日 

 

④主な経過と治療 

 

 

 

 

 

転 帰（ 入院中・軽快退院・転院・外来通院中・死亡 ） 

②感染病名 

 

③原因病原体 

 

                                   担当医師氏名                          

届出対象感染症、食中毒、その他主治医が必要と判断した症例について報告書の提出をお願いします。 

※ 届出対象感染症の保健所への届出用紙は感染制御部会事務局（感染対策室または院内感染管理者）にお問い合わせ下さい。 

 感染症名 届出期間 

一類感染症 エボラ出血熱、ｸﾘﾐｱ･ｺﾝｺﾞ出血熱、痘そう、南米出血熱、ﾍﾟｽﾄ、ﾏｰﾙﾌﾞﾙｸﾞ病、ﾗｯｻ熱 直ちに届ける：感染症患者、疑似
症患者、無症状病原体保有者含む 

二類感染症 急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS ｺﾛﾅｳｲﾙｽに限る）、中
東呼吸器症候群（病原体がﾍﾞｰﾀｺﾛﾅｳｲﾙｽ属ＭＥＲＳｺﾛﾅｳｲﾙｽであるものに限る)鳥ｲﾝﾌﾙｴ
ﾝｻﾞ（Ｈ５Ｎ１）、鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ（Ｈ７Ｎ９） 

直ちに届ける：感染症患者、無症
状病原体保有者を含む 

三類感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス 

四類感染症 Ｅ型肝炎、ウエストナイル熱、Ａ型肝炎、エキノコックス症、黄熱、オウム病、オムス
ク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Ｑ熱、狂犬病、コクシジオイデス症、サル痘、
重症熱性血小板減少症候群、腎症候性出血熱、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、
チクングニア熱、つつが虫病、ジカウイルス感染症、テﾞング熱、東部ウマ脳炎、鳥イ
ンフルエンザ（Ｈ５Ｎ１とＨ７Ｎ９除く）、ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳
炎、ハンタウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳
炎、ヘンドラウイルス感染症、発しんチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライ
ム病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、レジオネラ症、レプトスピ
ラ症、ロッキー山紅斑熱 

五類感染症 （全数把握）：アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎（除くＡ型・Ｅ型肝炎）、カルバペネム
耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒
介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフトバレー熱を除く）、ク
リプトスポリジウム症、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染
症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフルエンザ菌感染症、侵襲性
髄膜炎菌感染症*、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘（入院例に限る）、先天性風しん症候
群、梅毒、播種性クリプトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌
（ＶＲＳＡ）感染症、バンコマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）感染症、風疹、麻疹*、薬
剤耐性アシネトバクター感染症 

７日以内に届ける：感染症患者（後
天性免疫不全症候群、梅毒は無症
状病原体保有者を含む） 
*直ちに届け出る 

【インフルエンザ定点（週報）】：インフルエンザ（鳥インフルエンザ・新型インフル
エンザを除く） 

【小児科定点（週報）】：ＲＳウイルス感染症、咽頭結膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽
頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、百日咳、ヘルパン
ギーナ、流行性耳下腺炎 

【眼科定点（週報）】：急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎 
【ＳＴＤ（性感染症）定点（月報）】：性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感
染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症 

【基幹定点（週報）】：クラミジア肺炎（オウム病を除く）、細菌性髄膜炎（髄膜炎菌性
髄膜炎は除く）、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎 

【基幹定点（月報）】：ペニシリン耐性肺炎球菌（ＰＲＳＰ）感染症、ＭＲＳＡ感染症
薬剤耐性緑膿菌（ＭＤＲＰ）感染症 

当院は基幹定点指定届出機関のた
め、下記を届ける。 
週報：クラミジア肺炎、細菌性髄
膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラ
ズマ肺炎。 
月報：ＭＲＳＡ感染症、ＰＲＳＰ
感染症、ＭＤＲＡ感染症、ＭＤＲ
Ｐ感染症。 
 

擬似症 摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状、発熱及び発疹又は水泡 直ちに届出： 

  

患者ＩＤカード 
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（１） 保健所に届出が必要な感染症 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（以下、「感染症法」）に規定された

下記分類の感染症は保健所に届出が必要である。 

（届出用紙は感染制御部会事務局保管とする） 

 感染症名 届出期間 
一類感染症 
全数把握 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南
米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱 

直ちに届ける： 
感染症患者、疑似症患者、
無症状病原体保有者含む 

二類感染症 
全数把握 

急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症
候群（SARS コロナウイルスに限る）、中東呼吸器症候群
（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウ
イルスであるものに限る)鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ
１）、鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９） 

直ちに届ける： 
感染症患者、無症状病原
体保有者含む 

三類感染症 
全数把握 

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チ
フス、パラチフス 

四類感染症 
全数把握 

Ｅ型肝炎、ウエストナイル熱、Ａ型肝炎、エキノコッ
クス症、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キ
ャサヌル森林病、Ｑ熱、狂犬病、コクシジオイデス症、
サル痘、重症熱性血小板減少症候群、腎症候性出血熱、
西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、炭疽、チクングニア熱、
つつが虫病、ジカウイルス感染症、テﾞング熱、東部ウ
マ脳炎、鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１とＨ７Ｎ９除く）、
ニパウイルス感染症、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタ
ウイルス肺症候群、Ｂウイルス病、鼻疽、ブルセラ症、
ベネズエラウマ脳炎、ヘンドラウイルス感染症、発し
んチフス、ボツリヌス症、マラリア、野兎病、ライム
病、リッサウイルス感染症、リフトバレー熱、類鼻疽、
レジオネラ症、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱 

五類感染症 
全数把握 

侵襲性髄膜炎菌感染症、麻疹：直ちに届け出る 
 
アメーバ赤痢、ウイルス性肝炎（除くＡ型・Ｅ型肝炎）、
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症、急性脳炎（ウ
エストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東
部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎、リフト
バレー熱を除く）、クリプトスポリジウム症、クロイツ
フェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、
後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性インフ
ルエンザ菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、水痘（入
院例に限る）、先天性風しん症候群、梅毒、播種性クリ
プトコックス症、破傷風、バンコマイシン耐性黄色ブ
ドウ球菌（ＶＲＳＡ）感染症、バンコマイシン耐性腸
球菌（ＶＲＥ）感染症、風疹、薬剤耐性アシネトバク
ター感染症 

 
 
7日以内に届ける： 
感染症患者（後天性免疫不
全症候群、梅毒は無症状病
原体保有者含む） 
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定点把握 【インフルエンザ定点（週報）】：インフルエンザ（鳥
インフルエンザ・新型インフルエンザを除く） 

【小児科定点（週報）】：ＲＳウイルス感染症、咽頭結
膜熱、Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、
水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発疹、百日咳、
ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎 

【眼科定点（週報）】：急性出血性結膜炎、流行性角結
膜炎 

【ＳＴＤ（性感染症）定点（月報）】：性器クラミジア感
染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジロ
ーマ、淋菌感染症 

【基幹定点（週報）】：クラミジア肺炎（オウム病を除
く）、細菌性髄膜炎（髄膜炎菌性髄膜炎は除く）、無
菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎 

【基幹定点（月報）】：ペニシリン耐性肺炎球菌（ＰＲ
ＳＰ）感染症、ＭＲＳＡ感染症、薬剤耐性緑膿菌（Ｍ
ＤＲＰ）感染症 

【基幹定点（週報）】：感染性胃腸炎（病原体がロタウ
イルスであるものに限る。）、クラミジア肺炎（オウ
ム病を除く）、細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、
インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除
く。）、マイコプラズマ肺炎 

指定届出機関においては、
週報・月報として届ける：
※１ 

感染症法第
１４条第１
項に規定す
る厚生労働
省でさだめ
る疑似症 

【疑似症定点】摂氏３８度以上の発熱及び呼吸器症状、
若しくは、発熱及び発疹又は水泡 

 

直ちに届ける： 
 

新型インフ
ルエンザ等
感染症 

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ 
 

直ちに届ける： 
感染症患者、無症状病原体
保有者含む 

※１ 当院は基幹定点指定届出機関のため、五類感染症（定点把握）の下記を届ける。 

 週報：細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎。 

 月報：ＭＲＳＡ感染症、ＰＲＳＰ感染症、ＭＤＲＰ感染症 

 STD定点(月報→産婦人科のみ対応)： 

性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症、クラミ

ジア肺炎（オウム病を除く） 

 疑似症定点 

届出における注意 

（１）「感染症法」に規定される届出は最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出る。 

（２）「感染症法」において、届出をしなかった医師には罰則規定が設けられている（50万円以下の

罰金）。 
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（２） 感染報告時のフロー 

 

  

医療関連感染(院内感染)の発生

主治医が感染報告書を記載し、院内感染管理者に提出（医療安全推進課）
（感染報告書は院内決裁書を作成して管理者へ報告・回覧し、ＩＣＴ事務局に保管する）

増渕院内感染対策委員長へ報告

ＩＣＴ（感染制御部会）コアメンバーの招集

ＩＣＴコアメンバーによる患者の情報収集および現場での指導

院内感染対策委員会へ報告

症例の検討や対策の検討

部署へフィードバック



 

院内感染対策指針-6 

 

５. アウトブレイク等の対応 

１) はじめに 

 感染症のアウトブレイクとは、「一定期間内(time)，特定の地域(place)，特定の集団(person)で予想されるよ

り多く感染症が発生すること」あるいは、「公衆衛生上重要な感染症（新興感染症など本来あってはならない

感染症）が発生すること」を指す。このようなアウトブレイクを防止するためには、日常的なサーベイランス、感

染症報告体制を充実させ、早期に ICT が介入し感染症の拡大を制御することが第一で、初期の段階から組

織的にアウトブレイク制圧に取り組む必要がある。 

 

２) アウトブレイク対応の基準 

 以下の症例では、アウトブレイクまたはその疑いがあると考える。病棟では、①～③の場合において、感染

対策室、または感染対策委員長へ速やかに報告する。 

アウトブレイクを疑うべき症例 

① 同一の感染症状を呈する患者が、7 日間で 3 件以上発生した場合。 

② 一部署における持込みを除く病原体新規検出件数が 3 件/月を超えた場合、あるいは 2

件/月が 3 か月連続した場合。(MRSA や ESBLs 等の多剤耐性菌を含む) 

③ 多剤耐性緑膿菌､多剤耐性アシネトバクター､メタロβラクタマーゼ産生菌､バンコマイ

シン耐性腸球菌､バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌､カルバペネム耐性腸内細菌属､

NDM 産生菌などの稀な耐性菌が出現した場合。 

④ 稀な感染症の発生または、稀な微生物の検出 

⑤ 感染管理上重要な、特定の病原体検出数の増加 

⑥ サーベイランスで 2SD を超える感染率・検出数の増加 

 

３) アウトブレイク発生時の対応 

 アウトブレイクが発生した場合は、次ページのフローに従い対応する。 

① 院内感染管理者および感染制御部会コアメンバーは、アウトブレイク発生時の基礎調査

を行い、結果を院内感染対策委員長に報告する。 

② アウトブレイク時の初期対応は、院内感染管理者が指示する。 

③ アウトブレイク制圧のための感染対策全般は､感染制御部会コアメンバーで検討する。 

④ アウトブレイク中、当該部署の管理者は、新規発生患者、感染者の病状経過・転帰(転

科・転院・退院・死亡)などをモニタリングし、院内感染管理者に報告する。 

⑤ アウトブレイクに関連した事項で患者への説明が生じた場合は、原則として主治医が説

明を担当するが、必要時感染対策委員長または院内感染管理者に相談する。 

 

４) 保健所への届出 

 感染対策後、病院内で同一菌種による感染症の発症数が 10 名以上、または当該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は、長野市保健所に速やかに報告する。また、このような場合に

至らない時点においても、必要に応じ長野市保健所に連絡・相談する。 



 

院内感染対策指針-7 

 

５) アウトブレイク発生時の対応フロー 

 

 

 

６. 患者等への情報提供と説明に関する方針 

① 本指針は当院ホームページにおいて、患者または家族等が閲覧できるようにする。 

② 疾病の説明と共に感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。 

  



 

院内感染対策指針-8 

 

設置および改正 
正平成12年7月1日 設置 
平成18年7月21日 一部改正 
平成18年10月1日 一部改正 
平成22年4月1日 一部改正 
平成24年4月1日 一部改正 
平成27年10月23日 内容確認 
平成28年4月1日 内容確認､一部改正 
平成28年10月20日 内容確認､一部改正 
  

 


