
感染制御支援システムを利用した
 

業務の効率化

2013年11月30日（土）

淀川キリスト教病院

医療安全対策課

感染管理認定看護師

吉村

 
真弓



宗教法人

 
在日本南プレスビテリアンミッション

 淀川キリスト教病院の概要
• 2012年7月16日

 
病院移転

• 病床数：630床
• 診療科目：30診療科

• 病床利用率：95.5％（2013年度10月まで）

• 平均在院日数：13.1日（2013年度10月まで）

グループ施設として
ホスピス・こどもホスピス病院
うめきたクリニック
老人保健施設
レディスクリニック
訪問看護ステーション



当院における感染管理組織体制

院長院長
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（専任＋兼任）
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細菌検査技師：1名（専任)

ICTメンバー
医師:5名

 
（専任＋兼任）

看護師:ICN1名（専従）
3名（兼任）

薬剤師：2名（専任）
細菌検査技師：1名（専任)



ICT＆医療安全対策課の活動①

推進していく感染管理プログラム

感染対策・管理システム構築

医療関連感染サーベイランス

感染防止技術の見直し、手順化、指導

職業感染管理

感染管理教育

感染管理コンサルテーション

洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント

抗菌薬の適性使用への取り組み
 

その他

当院は導入未
別途院内全体のe-ラーニングシステム活

 用



ICT＆医療安全対策課の活動②

主にICTで行ってる多職種連携活動

（システム活用例）

耐性菌（監視対象菌）サーベイランス

血液培養サーベイランス

抗菌薬の適性使用へのアドバイス

TDMの推進

採用抗菌薬の選定アドバイス

許可・届出薬剤の届出確認



ICT＆ICN活動の週間業務

曜日 定期活動内容 随時対応

月曜日
感染防止委員会（第4）

・コンサルテーション

・サーベイランス

・針刺し対応

・ICNラウンド（OJT）

・関連委員会や会議への参加

・年間教育計画＆臨時教育

など

火曜日
ICTラウンド（毎週）

水曜日

木曜日
ICTカンファレンス（毎週）
ICTミーティング（第2）

金曜日



本日の道標

• 専従ICNのシステム活用

• ICTラウンド

• ICTカンファレンス

• サーベイランス

• 職員感染管理

• コンサルテーション

• 感染対策ニュース配信

• マニュアル＆情報配信

• 専従ICNのシステム活用

• ICTラウンド

• ICTカンファレンス

• サーベイランス

• 職員感染管理

• コンサルテーション

• 感染対策ニュース配信

• マニュアル＆情報配信



専従ICNの朝一チェック①

“NEW！“マークがあれば

針刺し・体液暴露事故発生？

“NEW！“マークがあれば

針刺し・体液暴露事故発生？

病棟で監視対象菌発生は？病棟で監視対象菌発生は？

“NEW！“マークがあれば新規相談あり“NEW！“マークがあれば新規相談あり



専従ICNの朝一チェック②

「菌マーク」
点滅でれば、新検出！

病棟マップへ

 
クイック！

「菌マーク」
点滅でれば、新検出！

病棟マップへ

 
クイック！

日付を過去に戻して確認可能日付を過去に戻して確認可能



監視対象菌検出時の対応

「菌マーク」の
点滅している患者の電子カルテチェック
発生確認欄のコメント記載（経過や注意点

 など）

 コメント欄の記入はICTメンバー以外にも

 リンクナースや看護課長も記載可能に設定

 

「菌マーク」の
点滅している患者の電子カルテチェック
発生確認欄のコメント記載（経過や注意点

 など）
コメント欄の記入はICTメンバー以外にも

 リンクナースや看護課長も記載可能に設定

必要時、ICNラウンド実施！必要時、ICNラウンド実施！



監視対象菌検出時の対応

院内感染事例の疫学

 調査など

 患者「移動歴」がと

 ても便利！

 同室患者がすぐに把

 握可能

 

院内感染事例の疫学

 調査など
患者「移動歴」がと

 ても便利！
同室患者がすぐに把

 握可能

地域性もあり、結核も多いため保健所

 
の疫学調査時にも役立つ

 

地域性もあり、結核も多いため保健所

 
の疫学調査時にも役立つ



ICTラウンド

≪ラウンド場所決定≫

•細菌検査技師により、前1週間の監視対象菌検出
 状況の確認が行われ、決定

•ICTやICNに向けたコンサルテーションなどから
 の情報でラウンド場所を検討

決定したラウンド場所は細菌検査技師により当日朝、イン
 トラネットにてICTメンバーに伝達

検査システムから

 Excelにデータを抽出

 し検索

ICTメンバー個々で相談を

 受けた際の情報共有が困

 難

システム導入前システム導入前



ICTラウンド
毎日、細菌検査データ

 を検査室からICNに送付

 ICN独自に監視対象菌の

 チェック

 データの蓄積を実施

毎日、細菌検査データ

 を検査室からICNに送付
ICN独自に監視対象菌の

 チェック
データの蓄積を実施

システム導入前システム導入前



ICTラウンド（ラウンド支援）

検索期間を入力
監視対象菌の検出を簡

 単にチェック

 

検索期間を入力
監視対象菌の検出を簡

 単にチェック



ICTラウンド（ラウンド対象一覧）

「印刷」で、Excel表示になって、

 そこから印刷

 Excelはいろんなデータ加工に利

 用でき便利！

 

「印刷」で、Excel表示になって、

 そこから印刷
Excelはいろんなデータ加工に利

 用でき便利！



システム導入後のICTラウンド

細菌検査技師のラウンド対象者抽出が簡便と
 なった

 ラウンド前の情報収集が早い

検索が早くなったことや臨床検査科医師の協力
 により、血液培養陽性患者のラウンドも可能に
 なった

 ラウンド記録は旧タイプで記録し、当該部署責
 任者に回覧しているが、システムを活用した記
 録は今後の課題

 

細菌検査技師のラウンド対象者抽出が簡便と
 なった

ラウンド前の情報収集が早い

検索が早くなったことや臨床検査科医師の協力
 により、血液培養陽性患者のラウンドも可能に
 なった

ラウンド記録は旧タイプで記録し、当該部署責
 任者に回覧しているが、システムを活用した記
 録は今後の課題



ICTラウンド＆カンファレンス
 （血液培養陽性者一覧）

臨床検査科医師により、血培陽性患

 者リストから患者詳細をチェック

 ラウンド時やカンファレンス時に報

 告、必要に合わせて介入

 

臨床検査科医師により、血培陽性患

 者リストから患者詳細をチェック
ラウンド時やカンファレンス時に報

 告、必要に合わせて介入



血培陽性患者一覧から

 「患者詳細」に入れば、

 VSや検査データ、抗菌薬

 は何をいつからいつまで

 使用していたか、一目瞭

 然！

 

血培陽性患者一覧から

 「患者詳細」に入れば、

 VSや検査データ、抗菌薬

 は何をいつからいつまで

 使用していたか、一目瞭

 然！

ICTラウンド＆カンファレンス
 （血液培養陽性者一覧）



ICTカンファレンス（薬剤管理指導支援）

「薬剤管理指導支援」
⇓

抗MRSA薬を選択

「薬剤管理指導支援」
⇓

抗MRSA薬を選択
薬剤師がカンファレンス前に、

 抗MRSA薬剤投与患者をリストアップ

 情報をコメント欄に記載
カンファレンス後にICTカンファレン

 スで討議したことを記録

 

薬剤師がカンファレンス前に、

 抗MRSA薬剤投与患者をリストアップ
情報をコメント欄に記載
カンファレンス後にICTカンファレン

 スで討議したことを記録



ICTカンファレンス（薬剤管理指導支援）

薬剤師によるコメント薬剤師によるコメント

患者詳細も簡単

 に確認可能

 

患者詳細も簡単

 に確認可能



システム導入後の
 

ICTカンファレンス

システム導入前は定期的なカンファレンスは
 行っていなかった

 血培陽性患者への抗菌薬の適性使用指導や抗
 MRSA薬のTDM管理などの介入がスムースに

 なった
 薬剤管理指導支援の情報がICTで共有しやすい

トピックスの情報交換がしやすくなった

システム導入前は定期的なカンファレンスは
 行っていなかった

血培陽性患者への抗菌薬の適性使用指導や抗
 MRSA薬のTDM管理などの介入がスムースに

 なった

薬剤管理指導支援の情報がICTで共有しやすい

トピックスの情報交換がしやすくなった



BSI・UTI・SSIサーベイランス

• 紙ベースでデータ収集

• リンクナースにより自部署内のデバイス使用者
 をリストにして月ごとに記載

• 看護部感染委員会（リンクナース会）のサーベ
 イランスグループにより感染判定及びデータ化

６ヵ月分のデータを出すのに毎月時間をとっ
 て・・・

 カルテチェックや集計に時間を要した・・・(＠_＠;)

６ヵ月分のデータを出すのに毎月時間をとっ
 て・・・

カルテチェックや集計に時間を要した・・・(＠_＠;)

システム導入前システム導入前



BSI・UTI・SSIサーベイランス

挿入日および挿入後の観察事項を受け持ち

 看護師が入力

 リンクナースが入力もれがないか、部署内

 のチェックを行う

 

挿入日および挿入後の観察事項を受け持ち

 看護師が入力
リンクナースが入力もれがないか、部署内

 のチェックを行う



BSI・UTI・SSIサーベイランス

挿入日に入力挿入日に入力



BSI・UTI・SSIサーベイランス

「感染疑い」の患者をクイック「感染疑い」の患者をクイック



BSI・UTI・SSIサーベイランス

「感染疑い」患者判定条件設定を行う「感染疑い」患者判定条件設定を行う



BSI・UTI・SSIサーベイランス

「感染判定」
必要時、電子カルテ

 を確認しながら判定

 

「感染判定」
必要時、電子カルテ

 を確認しながら判定



耐性菌サーベイランス

「ラウンド支援」より、

 「監視対象菌」を検索

 Excelに落とせば抽出し

 たい期間の耐性菌検出

 データを抽出できる

 （入院患者のみ）

 
外来患者を含んだ検出

 データは細菌検査室か

 らのデータ処理が必要

 

「ラウンド支援」より、

 「監視対象菌」を検索

 Excelに落とせば抽出し

 たい期間の耐性菌検出

 データを抽出できる

 （入院患者のみ）

外来患者を含んだ検出

 データは細菌検査室か

 らのデータ処理が必要



システム導入後のサーベイランス

電子カルテからサーベイランス入力可能

⇒事前の入力方法指導が重要

感染疑い患者がすぐにリストアップされる⇒
 判定が早い

 
入力漏れが考えられる⇒リンクナースの

 チェックを指導
 

切り口を変えた感染率データが出せない
 （exカテーテルの種類ごとや挿入部位ごとなど）

 

電子カルテからサーベイランス入力可能

⇒事前の入力方法指導が重要

感染疑い患者がすぐにリストアップされる⇒
 判定が早い

入力漏れが考えられる⇒リンクナースの
 チェックを指導

切り口を変えた感染率データが出せない
 （exカテーテルの種類ごとや挿入部位ごとなど）



職員感染管理（エピネット報告）

紙ベースで運用
針刺しした当事者が紙に記

 載し、用紙を医療安全対策

 課まで提出

 ICNがデータ入力
Accessでデータ抽出処理

紙ベースで運用
針刺しした当事者が紙に記

 載し、用紙を医療安全対策

 課まで提出
ICNがデータ入力
Accessでデータ抽出処理

システム導入前システム導入前

人事課が職員安全衛生管

 理上確認するもの

 システムから印刷できる

 ようになり、人事課への

 処理も早く簡単

 

人事課が職員安全衛生管

 理上確認するもの
システムから印刷できる

 ようになり、人事課への

 処理も早く簡単



職員感染管理（エピネット報告）

針刺しした当事者が電子カルテ

 からシステムに入り直接入力

 ICNは入力内容、入力漏れの確

 認のみ

 
楽ちん！

 「統計」でほしいデータも抽出

 か・ん・た・ん

 

針刺しした当事者が電子カルテ

 からシステムに入り直接入力
ICNは入力内容、入力漏れの確

 認のみ

 
楽ちん！

「統計」でほしいデータも抽出

 か・ん・た・ん



職員感染管理（エピネット報告）

この部分（状況及び背景、

 予防策）は分析に重要

 月毎の報告に使いやすい
この部分を中心にExcel出

 力できるように依頼し「統

 計」の「針刺切創皮膚粘膜

 事故一覧」で抽出

 

この部分（状況及び背景、

 予防策）は分析に重要
月毎の報告に使いやすい
この部分を中心にExcel出

 力できるように依頼し「統

 計」の「針刺切創皮膚粘膜

 事故一覧」で抽出



職員感染管理（エピネット報告）
平成25年度 針刺し・切創　事故報告 報告期間：H25/10/01 ～ H25/10/31

HIV HCV
Hbs
抗原

Hbe
抗原

梅毒

1

10月2日

11:20
手術部

看護師

3年目

右手掌第１指

手術器材等：剃刀、刃
陰性 陰性 陽性 未検査 陰性

眼科(トラベクレクトミー+ＰＥＡ+ＩＯＬ)手術中、使用

後のうぐいすメス刃で右母指を刺す。

その後、瀉血、リーダー・インチャージに報告。

①メスの置き場所を手の届かない

ところで保管する。

②メスホルダーの使用を検討する

2
10月7日
14:00

4A･4HC

看護師
0年目

右手背第3指

針（中空針）：翼状及び点
滴セットと一体となった翼

状針

陰性 陰性 陰性 未検査 陰性

４階Ａ病棟、４０３号室。

採血後、スピッツから針を抜く際、オーバーテーブルが

揺れ、針先が手に刺さってしまった。
２２Ｇの翼状針。

流水による手指衛生を行い、上長に報告。

オーバーテーブルから離れた位置

で操作すべきだった。

3

10月11日

12:11
外来診察室

（処置室）

看護師
38年目

左手掌第2指

針（中空針）：使い捨て注

射器の針（普通の注射器、
ツ反・インスリン用注射器

等）

陰性 陽性 陰性 未検査 陰性

（１）外来注射室
（２）注射処置室の休憩交代応援

（３）２６Ｇ注射針

（４）左１，２指で患者の右上腕をつまみ皮下注射施

行。左手でアルコール綿で押さえな　　　がら抜針し直
後に針が左第２指に刺さった。

（５）注射予定患者が３人待っていて急いでいた

（６）穿刺部を絞り出しながら水道水で洗い流した

抜針時に速やかに注射器をお針箱
に入れてアルコール綿で刺入部を

押さえる

4
10月15日
9::30

7B

看護助手

―

右手背第2指

針（中空針）：使い捨て注
射器の針（普通の注射器、

ツ反・インスリン用注射器

等）

記載なし 記載なし 記載なし 記載なし 記載なし

準備室で、ゴミばさみを右手で持ち廃棄ボックスに捨て

られていた内容物を、底に押し込んでいた。未使用の注

射薬（オメプラール＋生食）が入った20ｍｌシリンジに
接続された18Ｇ針に右手が触れ受賞した。近くにいた看

護師の指示で、流水で創部を流し絆創膏を貼付、止血を

確認。課長に報告した。

手袋を必ず装着する。廃棄ボック

スに捨てられている中身の状態を

確認する。ゴミばさみを持った手
を廃棄ボックスの中まで入れない

ようにして操作する。

5

10月17日

11:00
手術部

看護師
2年目

左手掌第2指
手術器材等：縫合針

陰性 陰性 陰性 未検査 陰性

手術室で手術中縫合針にて縫合していて、返ってきた縫

合針を直そうとして右手に持針器を持ち、左手で針を抑

えた際に針が上を向き、左手掌第２指を刺してしまっ

た。

血を絞り出し流水で洗い流した。

左手にて針を押さえる行為そのも

のが間違いであり、針カウンター

を使用し、直接針を触らないよう

に直す必要があった。

6

10月28日

12:35

9A･SCU

看護師

0年目

右手掌第2指
針（中空針）：使い捨て注

射器の針（普通の注射器、

ツ反・インスリン用注射器

等）

陰性 陽性 陰性 未検査 陰性

患者にインスリンの投与後、処置室に戻り、インスリン
注射に接続している針を外そうとする。

キャップが付いている状態でねじり、針を外し終わって

いたと思っていた。
しかし、手指に痛みがあり見ると、針刺しをしてしまっ

ていた。

直後に流水で５分程洗浄し、リーダー・インチャージに
報告する。

手袋をはめて針を外す。
針が外れているのか、最後まで手

元をみて確認する。

平成25年度 皮膚・粘膜　事故報告 報告期間：H25/10/01 ～ H25/10/31

HIV HCV
Hbs
抗原

Hbe
抗原

梅毒

1
10月5日
00:10

透析室

看護師

16年目

右手背
左手掌

患者から直接に

陰性 陰性 陽性 陰性 陰性

（1）透析センター

（2）～（5）穿刺介助中、穿刺部が腫脹し出血を認めた

ため抜針後圧迫止血をした。シャント血管による出血・
腫脹で早急な圧迫が必要だったため手袋を着用せず圧迫

した。

（6）手洗い後ウエルピュアで手指消毒を行った。

穿刺を行わなくても手袋を着用す

る。

感染症についてすべてのスタッフ
が認知できるよう周知徹底する。

2

10月7日

15:00
9A･SCU

その他

5年目

前面_左前腕

その他
陰性 陽性 陰性 未検査 陰性

９A病棟の廊下にてリハビリを行っていた。前腕支持で

の歩行訓練中、急に患者が暴れ、爪で前腕を引っ掻い

た。

認知症などにより、急に暴れる可

能性のある患者であったため、注

意が必要であった。

3
10月21日
12:45

手術部

医師（常

勤・非常勤
を含む）

―

前面_左顔面
その他

陰性 陽性 陰性 未検査 陰性

手術中、生食で洗浄中に骨に当たって跳ね返ってきた血

液混じりの洗浄液が直接左目に入った。マイクロを使用

する手術であったためフェイスシールドなど目をガード
するものなどは使用できない状況であった。すぐに流水

で左目をすすいだ。

めがねをつける、マイクロでも使

用できるシールドが必要

予防策

№
日時
場所

当事者
経験

部位
汚染理由

患者の検査結果
状況及び背景 予防策

№
日時
場所

当事者
経験年数

部位
器材名

患者の検査結果

状況及び背景



職員感染管理（エピネット報告）

感染症あり患者の針刺し

 後の検査予定を入力

 検査実施状況のチェック

 が早い！

 

感染症あり患者の針刺し

 後の検査予定を入力
検査実施状況のチェック

 が早い！



抗体管理（抗体価）

職員のウイルス感染症（麻

 疹・風疹・耳下腺炎・水

 痘）＆HB抗体価が一覧で

 チェック可能

 

職員のウイルス感染症（麻

 疹・風疹・耳下腺炎・水

 痘）＆HB抗体価が一覧で

 チェック可能

色塗りはワクチン接

 種推奨抗体価

 ワクチン対象者がす

 ぐにチェック可能

 

色塗りはワクチン接

 種推奨抗体価
ワクチン対象者がす

 ぐにチェック可能



抗体管理（ワクチン接種管理）

麻疹ワクチン接種対象者が

 いつワクチンを接種したか

 が記録

 その他のワクチンも同様に

 確認可能

 

麻疹ワクチン接種対象者が

 いつワクチンを接種したか

 が記録
その他のワクチンも同様に

 確認可能



抗体管理（ワクチン接種管理）

職員名を選択し、「ワク

 チン情報」をクイックす

 るとその職員のワクチン

 歴が表示され確認可能

 

職員名を選択し、「ワク

 チン情報」をクイックす

 るとその職員のワクチン

 歴が表示され確認可能



抗体管理（ワクチン接種管理）

選択した職員の、「ワクチン情

 報」

 

選択した職員の、「ワクチン情

 報」



システム導入後の職員感染管理

事故当事者が直接エピネット報告書の入力

毎月の報告書やデータ抽出もすぐにできる

事故後の検査予定と確認が早い

職員の抗体価がすぐに確認でき、ワクチン対
 象者や接種もみれる

 ⇒人事課でワクチン接種入力を始めたばかり、
 運用開始したところ

 

事故当事者が直接エピネット報告書の入力

毎月の報告書やデータ抽出もすぐにできる

事故後の検査予定と確認が早い

職員の抗体価がすぐに確認でき、ワクチン対
 象者や接種もみれる

⇒人事課でワクチン接種入力を始めたばかり、
 運用開始したところ



コンサルテーション

システムでコンサルテーション可能
電子カルテでも専門・認定看護師用

 のコンサルテーションツールがある

 感染管理の場合電話相談が一番多い
電話で受けたコンサルテーションは

 Excelデータ入力

 

システムでコンサルテーション可能
電子カルテでも専門・認定看護師用

 のコンサルテーションツールがある
感染管理の場合電話相談が一番多い
電話で受けたコンサルテーションは

 Excelデータ入力



マニュアル・情報配信

感染対策ニュース配信感染対策ニュース配信

薬剤感受性率配信薬剤感受性率配信

感染防止マニュアルをはじ

 めとするマニュアル関連

 

感染防止マニュアルをはじ

 めとするマニュアル関連



感染対策ニュース・薬剤感受性率

感染制御システム

 やイントラネット

 から配信

 

感染制御システム

 やイントラネット

 から配信

ちと派手？ちと派手？



まとめ・課題

今まで時間を要していた、データ処理や患者
 リストの作成が早く簡便

導入前よりもICTとして活動内容が拡大

ICNの他の感染管理業務やOJTの時間が増加

感染対策に繋がる、現場でのシステム活用の
 模索

統計の有効活用とリアル分析の実施

多職種も活用できるように提案・教育


	感染制御支援システムを利用した業務の効率化
	宗教法人　在日本南プレスビテリアンミッション�淀川キリスト教病院の概要
	当院における感染管理組織体制
	ICT＆医療安全対策課の活動①
	ICT＆医療安全対策課の活動②
	ICT＆ICN活動の週間業務
	本日の道標
	専従ICNの朝一チェック①
	専従ICNの朝一チェック②
	監視対象菌検出時の対応
	監視対象菌検出時の対応
	ICTラウンド
	ICTラウンド
	ICTラウンド（ラウンド支援）
	ICTラウンド（ラウンド対象一覧）
	システム導入後のICTラウンド
	ICTラウンド＆カンファレンス�（血液培養陽性者一覧）
	スライド番号 18
	ICTカンファレンス（薬剤管理指導支援）
	ICTカンファレンス（薬剤管理指導支援）
	システム導入後の�ICTカンファレンス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	BSI・UTI・SSIサーベイランス
	耐性菌サーベイランス
	システム導入後のサーベイランス
	職員感染管理（エピネット報告）
	職員感染管理（エピネット報告）
	職員感染管理（エピネット報告）
	職員感染管理（エピネット報告）
	職員感染管理（エピネット報告）
	抗体管理（抗体価）
	抗体管理（ワクチン接種管理）
	抗体管理（ワクチン接種管理）
	抗体管理（ワクチン接種管理）
	システム導入後の職員感染管理
	コンサルテーション
	マニュアル・情報配信
	感染対策ニュース・薬剤感受性率
	まとめ・課題

