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１．院内感染対策指針の目的 

この指針は、安岡病院（以下当院という）院内感染の予防・再発防止及び集団感染事例発生時の 

適切な対応に必要な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 

図ることを目的とする。 

 

２．院内感染対策に関する基本的な考え方 

患者・家族や医療従事者の感染対策上の安全確保のためには、適切な院内感染対策が不可欠で 

ある。このためには、個別および病院内外の感染症情報を広く共有して院内感染の危険および発 

生に対して迅速に対応し、また、院内感染が発生した事例については、速やかに状況の掌握、判 

断、評価を行い、事例を発生させた感染対策上の不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究 

明し、これを改善していくことが大切である。 

更に、本院内感染症例の発生頻度を山口県感染症情報の各種データ等と比較し、その水準を上 

回る安全性を確保して患者に信頼される医療サービスを提供し、本院の医療の質向上に寄与す 

ることを基本姿勢とする。 

以上に述べた基本姿勢を土台にした院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び 

全職員に徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。 

 

 

３. 安岡病院感染対策委員会組織 

院内感染対策委員会、感染制御チーム（ICT）が中心となって、全ての職員に対して組織的な対 

応と教育・啓発活動をする。院内感染対策委員会は、院長の諮問委員会として評議・決定機関で 

ある。ICTは院長の直接管理下にある実践チームであり、院長より一定の権限を委譲され、組織 

横断的に活動を行う。 

 



 

１）感染対策委員会（ＩＣＣ）規定 

Ⅰ．目的 

  この委員会は安岡病院における院内感染症の発生を未然に防止するとともに、感染症が発生し 

た場合は、迅速かつ適切な対応を行うことを目的とし、院長の諮問機関としてこの委員会を設 

置する。 

 

Ⅱ．構成 

委員長（感染総括責任者）…ICD 

副委員長 （院内感染管理者）…ICN 

院長        薬局長    

医師        栄養科長 

看護部長(院内感染管理者と兼務) 

リハビリ科長    看護師（ICN）       

臨床検査技師    看護師長        

事務長       放射線技師        

事務局職員     関連施設職員 

            

① 委員長が不在時には副委員長が代行する。副委員長は院内感染管理者をもってあてるもの 

とする。 

② 委員会または委員長が必要と認めるときは、委員以外職員の出席を求め、意見の聴取又は 

資料の提出を求めることができる。 

  ③ やむを得ない理由で欠席する場合は代理をたてる。 

 

Ⅲ．開催日    

毎月１回、第 3木曜日  

集団感染発生などの疑いが生じた場合は、委員長の判断で集団感染対応臨時感染対策委員会 

が開催されるものとする。 

 

 

Ⅳ．所掌業務    

① 院内感染の発生を未然に防止する予防策について 

② 院内感染が発生した場合での緊急対策について 

③ 院内感染に関連し、職員の健康に関すること 

④ 院内感染防止のために必要な職員教育について 

⑤ その他必要と認められる事項について 

 

２）感染管理室規定 

安岡病院院内感染対策指針 3の規定に基づき、安岡病院における院内感染対策の推進の中核部 
門として院内感染管理室（以下管理室という）を置く。 



Ⅰ．目的 

院内感染対策委員会とその実働組織として機能する院内感染制御チーム（ICT）の連携をより 

スムーズに進め、迅速かつ柔軟に院内感染対策を進めるために、データの集積、管理の組織化、 

院内感染防止の窓口として機能的に対処することを目的として設置する。 

 

Ⅱ．役割 

管理室は、安岡病院の感染対策全般を総括する。 

感染管理者は、管理室の窓口となり、院内感染対策委員会、感染制御チームの調整・補佐を 

行う。 

 

Ⅲ．管理室担当職員 

１）院内感染対策総括責任者（ICD）、院内感染管理者（ICN）、医師、看護師（ICN）薬剤師、 

検査技師、 

事務局医事課担当職員、 

２）管理室の長は院内感染管理者とする。 

 

Ⅳ．管理室の業務 

１）院内感染に関するコンサルテーション業務 

２）院内感染対策に関する研修・教育の実施と管理 

３）院内感染発生時の対応 

４）サーベイランス業務 

５）抗菌薬の適性使用に関すること（コンサルテーション及び介入） 

６）感染対策に関する地域連携 

 

Ⅴ．感染管理者の業務 

 １）感染防止のために組織横断的に活動する。 

 ２）院内における感染動向を把握し、必要に応じて調査及び指導を行う。 

 ３）アウトブレイクあるいは異常発生の場合は、対応のリーダーシップをとる。 

 ４）サーベイランスを実施する。 

 ５）院内研修の企画・運営に関する中心的な役割を担う。 

 ６）感染防止対策に関する相談を行う。 

                                 

３）感染制御チーム（ICT） 

Ⅰ．目的 

  ICTはインフェクションコントロールチーム（Infection Control Team）の略称で、院内で   

起こるさまざまな感染症から患者・家族・職員の安全を守るために活動を行う実践組織として

設置。感染対策に経験を有する専任の医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務職員などさ

まざまな職種が集まり、横断的に病院全体の感染対策活動に従事する。 

 

Ⅱ．構成 



  院内感染総括責任者（ICD）    薬剤師 

  院内感染管理者(ICN)       検査技師 

医師(ICD)            医事課事務 

   医師              看護師（ICN） 

 

Ⅲ．開催日 

  毎月 1回（第 2月曜日）を原則とし、適宜開催する。 

 

Ⅳ．業務 

１）最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、疾患 

別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル） 

を作成し、各部署に配布する。  

２）職員を対象として、少なくとも年 2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修会を行って 

   いる。 

３）年 4回以上、感染防止対策加算１に係る届出を行った医療機関が定期的に主催する感染防止 

対策に関するカンファレンスに参加している。 

  （連携医療機関を以下に示す） 

   済生会下関総合病院  下関市立市民病院  下関医療センター  関門医療センター 

 ４）1週間に 1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染 

防止対策の実施状況をの把握・指導を行なっている。 

５）院内感染症のサーベイランス（検索・分析）を実施し、結果を現場にフィードバックし 

  感染率の低減を図る。 

①病院感染の現状や発生を迅速にしかも継続的に把握する 

②病棟・外来における感染症発生の確認 

③感染源・感染経路の把握、病院環境の汚染状態や保菌者の把握、患者検体から各種微 

生物の分離状況やその薬剤感受性成績を病院感染症疫学の立場から解析、把握する。 

６）病院感染防止に関するコンサルテーション業務 

７）抗菌薬使用状況の把握と適正使用の指導・啓発 

８）針刺し事故などの職業感染予防 

９）アウトブレイクへの把握と対応 

10）院内感染防止対策の指導・教育・啓蒙 

11）病院内各部門との連携・協力の推進 

12）他の医療施設との情報ネットワークの構築と情報提供の実施 

  感染対策ネットワーク下関の事業内容を協議する。 

 

Ⅴ．権限 

   院内における感染対策を強力かつ円滑に実行していく上で即座に活動できるチームとして、 

  以下の権限を有する。 

 ①部署間の壁を取り除き、院内を横断的に動き、必要な指示・指導ができる。 

 ②感染対策において必要な場合は倫理的配慮に基づきカルテなどを閲覧でき、情報収集できる。 



 ③感染管理上の問題発生時には、ICDにより召集される。 

 ④感染対策上の指導・指摘を行った部署に対して、改善事項について書面での提出を求めること 

ができる。 

 ⑤ICTの活動および会議にメンバー以外の者を出席させ、必要な事項について説明を求め、また 

は意見を聴取することができる。 

 

【ICT構成員の役割と権限、具体的業務】 

医師（ICD） 

役割と権限 

・感染対策と感染制御の責任者である。 

・感染症の治療や抗菌薬の適正使用について主治医へ指導を行なうことができる。 

・病院内各部署間を横断的に動くことができ、感染対策が円滑に行われるようにする。 

具体的業務 

・感染対策上の問題点の把握と改善 

・病院感染症サーベイランス 

・感染症の治療、抗菌薬の適正使用についてのコンサルテーション 

・医師への教育実施 

・職業感染防止に関すること 

看護師（ICN） 

役割と権限 

・病院内の各部署における感染症発生を監視し、感染防止対策を客観的に調査、把 

握する。それをもとに各部署間の調整、指導を行なう。 

・病棟・外来毎に配置した部署感染担当者をまとめ、日常業務の中で発生した問題 

点の改善、評価をチェックし指導する。 

・病院内各部署間を組織横断的に動くことができ、感染対策が円滑に行われるよう 

にする。 

具体的業務 

・当院の感染対策上の問題点の把握と改善 

・サーベイランスの実施 

・感染対策に関する院内ラウンドの実施 

・感染防止教育プログラムの立案 

・職業感染にかんすること 

・感染対策のための医療機器の検討、選定 

・病院環境に関すること(ファシリティマネジメント)に関すること 

・器材の洗浄・消毒・滅菌に関すること 

・感染防止マニュアルの改訂 

・職員全員に対しコンサルテーションの実施 

薬剤師 

具体的業務 ・抗菌薬と消毒薬の使用状況と適正使用と管理方法について、ICT、ICC、スタッフ 

 へ情報提供を行う。 

・感染対策上、必要とされる薬品について管理し、ICT、ICC、院内スタッフへ情報 

 提供を行う。 

臨床検査技師 

具体的業務 ・外注の検査結果から当院において分離された薬剤感受性成績、耐性菌の出現状況 



 

４）部署感染担当者会規規定 

（目的） 

第１条 安岡病院入院患者、コスモス入所者、コスモス通所利用者、家族、医療従事者を 

 感染から守るため、適切な感染対策・感染防止技術の基本を理解し、適切・迅速・ 

継続的に実践することを目的とする。 

 

（所掌事項） 

第２条 部署感染担当者会は、前項の目的を達成する為に次の業務を行う。 

 （１）職員への感染対策を周知させるための指導・啓発活動を行う。 

 （２）職員の感染防止に対する意識の向上を図る。 

 （３）現場での感染症発生状況の把握を行い、ＩＣＴに提言する。 

 （４）院内感染マニュアルの作成・改定を行う。 

 （５）ＩＣＴラウンドにより現場の感染対策の充実を図る。 

 

（組織） 

第３条 部署感染担当者会は、次の者をもって構成する。 

（１） 感染管理認定看護師（以後 ICN：Infection control Nurse とする） 

（２） 各部署より看護職 1 名(6 部署) 

（３） リハビリ 2 名 

（４） 栄養科  １名 

（５） 外来   2 名 

（６） コスモス 1 名 

（７） コスモス通所 2 名 

 ２．委員長は理事長の承認を得て病院長が指名し、各委員長は幹部会議にて指名する。 

 ３．委員の任期は、原則として 1 年とする。 

 

（会議） 

 第４条 部署感染担当者会は、月 1 回開催する。 

  ２．部署感染担当者会に議長をおき、ICN がその任にあたる。 

 ３．部署感染担当者会の事務は委員の輪番制とする。 

 

（記録の保存） 

第５条 会議議事録の保管は、原則として感染管理室とし、保管年数は 3 年間とする。 

 を把握し、ICT、ICC、各部署への情報提供を行う。 

・注意すべき微生物、検体の取り扱いなどに関する情報を ICTへ伝達する。 

事務員 

具体的業務 ・ICTの事務処理全般を担当する。院内各部署への情報伝達や連絡方法のほか、他 

施設や行政機関への事務連絡、また ICTの円滑な活動のためのコーディネーター 

の役割を担う。 



（附則） 

 この規定は 平成 20 年 7 月 1 日より施行する。 

       平成 22 年 4 月 1 日一部改訂 

       平成 23 年 8 月 23 日一部改訂 

 平成 24 年 6 月 1 日一部改訂 

 平成 26 年 3 月 1 日一部改訂 

 平成 27 年 8 月 1 日一部改訂 

 

４． 院内感染管理研修の基本方針 

 1)研修の目的 

   病院感染対策に基本的な考え方および標準予防策、経路別予防策、職業感染対策など感染防 

止対策を全職員に周知し、職員個々の感染対策に関する知識と意識の向上を図る。 

 ２）研修の種類と方法 

 （１）採用時研修 

   採用時には ICNより感染防止対策の基礎に関する研修を行う。 

    新入職員オリエンテーション（2回/年） 看護部新採用オリエンテーション（2回/年） 

 （２）全職員対象研修 

   ICTが企画し、2回/年、定期的に開催する。また、必要に応じて感染対策に関する各種研修 

を開催する。 

 （３）部署ごとの研修 

   ICTによる部署ごとの研修を必要に応じ実施する。(部署に出向き出張講義など) 

 （４）委託業者への教育の実施 

   当院に勤務する委託業者へ感染防止に関する教育を実施する。 

   当院で実施できない場合は、委託業者で実施されている研修内容の把握を行う。 

 （５）感染管理組織に所属するスタッフの研修 

   部署感染担当者の各メンバーは、外部研修会、研究会、学会などへ積極的に参加し、感染管 

理の最新知識と技術習得に努める。また、修得した知識、技術は委員会や院内研修報告会や 

部署で伝達講習を行う。 

 （６）結果の記録と保存 

   感染対策に関し実施した各研修会の実施内容（開催日時、テーマ、内容、出席者、研修評価、 

配布資料)を記録し、保管する。 

 

５． 感染症の発生状況の報告に関する基本方針 

  １）ICTは感染報告書、サーベイランスデータ、院内ラウンド報告、抗菌薬届出報告等から 

    リスク事例を把握し、対策の指導を行なう。毎月 1回開催される感染対策委員会に感染情 

    報レポートとして作成したものを院内各部署にも配布し、情報共有を行う。 

  ２）サーベイランスを実施し、感染防止対策の改善に努める。 

（１）感染症サーベイランス 

 目的：薬剤耐性菌の検出状況を把握し、新規耐性菌を早期に検出する。 

    各部署に迅速に通達し、感染防止対策を行い、伝播防止する。 



    アウトブレイクの早期発見をする。 

  （２）抗菌薬サーベイランス 

    目的：主要抗菌薬使用状況を把握し、適正使用を推進する。 

     ・月報として、院内感染対策委員会で報告する。 

     ・１回/週、適正抗菌薬カンファレンス・ラウンドを実施し、必要時介入する。 

      介入が必要な医師の診療記録に ICDがコメントを記入する。 

  （３）手指衛生サーベイランス 

    目的：職員の手指衛生実施状況を把握し、医療関連感染の発生を防止する。 

    ・部署感染担当者が各部署の擦式アルコール製剤の払い出し量から、毎月数値を ICNに報 

告する。 

    ・結果をグラフにして可視化し、各部署にフィードバックし対策を検討し実施する。 

 

６． 院内感染発生時の対応に関する基本方針 

１）職員は、院内感染が発生した場合は、発生部署の責任者( 師長、主任 )に報告する。当 

該部署責任者は速やかに標準予防策に適正な経路別予防策実施、同時に ICTに感染症発生 

報告書の提出を行う。 

２）アウトブレイク（集団発生）の把握と対策 

 アウトブレイク項を参照 

 

７． 院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針 

本指針は、各部署備え付けの院内感染マニュアルにて全職員が閲覧できる。 

 

８． その他 

職員は感染対策上の疑義が出た場合、ICT、ICCに意見を求めることができる。 

 

９. 記録保存期間 

感染対策委員会、感染制御チーム、部署感染担当者会、その他の感染予防対策を目的とし 

た組織の活動についての記録は、その保存期間を最低５年以上とする。 

 

本指針は平成 5年 12月 1日より施行する。 

平成 5年 12 月 1日     作成 

（途中改訂省略） 

平成 22年 8 月 5日   改訂  

平成 23年 6 月 1日   改訂 

平成 23年 9 月 30日    改訂    

平成 27年 8 月 1日   改訂 

平成 28年 2 月 12日  改訂 

平成 28年 3 月 1日   改訂 

平成 28年 4 月 1日   改訂  

平成 28年 7 月 1日   改訂 

平成 30 年 1 月 30 日   改訂 


