
■院内感染管理委員会（ICC） 

 

1. 目的 

院内感染対策や感染症発生時の検討、審議の場として院内感染管理委員会を開催し、決定事項を各部署

へ伝達、浸透をはかり、常に最高水準の医療を提供できるように努める。 

 

2. 2018 年度評価 

① CLABSI サーベイランス 

 CLABSI の発生率は目標値を上回り、目標を達成できなかった。定期的なプロセス評価の共有が

出来ていなかったため、今後定期的に情報共有ができる仕組みを検討する。 

 透析カテーテルにおいては、概ねプロセスが遵守出来ている状況で CLABSI が発生した。挿入

時のマキシマルバリアプリコーションの遵守や輸液準備時のプロセス評価に加えて、カテーテ

ル接続時のプロセス評価の実施が必要と考える。 

② CAUTI サーベイランス 

 CAUTI の発生率は目標値を上回り、目標を達成できなかった。発生頻度が高い病棟については、

プロセス遵守率も低いため、病棟全体で改善に向けた取り組みが必要と考える。 

③ SSI サーベイランス 

 SSI の発生率は昨年度より減少し、目標を達成できた。手術室の手指衛生遵守率と滅菌物の取

り扱い及び無菌野の確保の状況について、定期的にモニタリングデータを共有し、対策を検討

する。 

④ VAE サーベイランス 

 PVAP は目標値を上回り、目標を達成できなかった。現在評価しているプロセス項目以外につい

ても今後評価が必要と考える。 

⑤ MRSA 発生率 

 MRSA の発生率は目標値を上回り、目標を達成できなかった。2019 年度では、リスク指数が高い

病棟において、対策の強化が必要と考える。 

⑥ 手指衛生遵守率 

 目標値には届かなかったが、少しずつ良くなっている。遵守率の低い職種は、タイミングを理

解していない可能性があり、情報共有のためのツールとして動画作成を進めて行きたいと考え

ている。また、個人に焦点を当てた評価方法も検討する必要があると考える。 

⑦ サージカルマスクの正しい装着方法 

 目標を達成することはできなかった。引き続きモニタリングを実施し、正しく装着できていな

い状況について詳細に結果を分析し、教育方法について検討する。 

⑧ 針刺し切創報告 

 手術室以外の針刺しは減少傾向がみられたが、全体としては目標値を上回った。対策として、

インスリンの安全器材導入が必要と考える。また、オリエンテーションで針の取り扱いについ

ての教育を継続する。 

 手術室においては、自部署で対策を検討してもらうよう、定期的に情報共有が必要と考える。 

⑨ 不明病原体対策訓練をマニュアル整備 



 3 月に救急センターにてシミュレーションを実施した。来年度も継続する。 

⑩ 使用後のリネン回収システムの見直し 

 回収システムの見直しを実施し、問題無く継続できている。 

 

3. 感染対策教育講演会 

 第 1回感染対策教育講演会 

日 時：2018 年 6 月 21 日 17:30-18:30 

テーマ： 結核について 

講 師： 亀田総合病院 感染症科 早野聡史先生 

受講者数：2,540 名 

 

 第 2回感染対策教育講演会 

日 時：2018 年 9 月 28 日 17:30-18:45 

テーマ：効果的な手指衛生プログラムの推進 

講 師：聖路加国際病院 QI センター 感染管理室 坂本史衣先生   

受講者数：1,703 名 

 

 第 3回感染対策教育講演会 

日 時：2018 年 12 月 12 日 17:30-18:30 

テーマ：ICT 活動報告 

演 者：画像診断室 石井大地   歯科技術室 粕谷直子 

    微生物検査室 渡邊久美子 ME 室    粟根康平 

    薬剤室   土屋貴大 

受講者数：469 名 

 

 第 1回感染症トピックスセミナー 

日 時：2018 年 10 月 24 日 17:30-18:30 

テーマ：インフルエンザ対策説明会 

講 師：亀田総合病院 感染症科 矢野勇大先生 

感染管理認定看護師 古谷直子先生 

受講者数：1,124 名 

 

 感染管理教育研修 受講率 

目標値：全職員の 70%が、年 2回以上、感染管理研修に参加すること 

受講率：85％ 

 

4. 委員会日程 

原則として月 1 回開催。亀田総合病院の出席率は、平均 78%であった。 

 

5. 委員一覧（2019.3.31 現在） 



 

文責：細川 直登 

部門 役職 氏名 委員会役

1 診療部
感染症科部長兼
地域感染症疫学・
予防センター長

細川　直登 委員長

2 亀田クリニック看護室 外来師長 石井　麻由美 委員長（クリニック）

3 亀田リハビリテーション病院 室長 新井　和博 委員長（リハビリ病院）

4 管理部 病院長 亀田　信介 委員

5 看護管理部 部長 丸山　祝子 委員

6 診療部 感染症科　部長代理 大澤　良介 委員

7 診療部 感染症科 矢野　勇大 委員

8 診療部 感染症科 黒田　浩一 委員

9 診療部 感染症科 笹澤　裕樹 委員

10 診療部 感染症科 西原　悠二 委員

11 診療部 感染症科 菊池　航紀 委員

12 診療部 感染症科 髙橋　芳徳 委員

13 診療部 感染症科 村中　絵美里 委員

14 診療部 産業医 馬嶋　健一郎 委員

15 看護部 師長 北浦　みち代 委員

16 地域感染症疫学・予防センター
副センター長
感染管理認定看護師

古谷　直子 委員

17 地域感染症疫学・予防センター 感染管理認定看護師 永井　友香 委員

18 薬剤管理部 室長 安室　修 委員

19 薬剤部 副主任 桝田　浩司 委員

20 医療技術部 栄養管理室長 和田　聰子 委員

21 臨床検査管理部 部長 大塚　喜人 委員

22 臨床検査室 副主任 戸口　明宏 委員

23 臨床検査室 山田　智 委員

24 医療技術部 内視鏡検査室副室長 松本　雄三 委員

25 総務部 部長 高梨　賢 委員

26 品質管理課 部長
アントニオ・シル
バ・ペレス

委員

27 品質管理課 師長 関川　志保 委員

28 施設管理課 係長 川名　浩功 委員

29 施設管理課　清掃係 係長 苅込　敏明 委員

30 中央滅菌室 係長 保田　敏弘 委員

31 人事部　職員厚生課 係長代理 鈴木　清乃 委員

32 亀田クリニック看護室 外来主任 石渡　美香 委員（クリニック）

33 亀田クリニック歯科センター 歯科技術室主任 蓮池　祥江 委員（クリニック）

34 亀田リハビリテーション病院 看護室主任 斉藤　三千代 委員（リハビリ病院）

35 亀田産業 事業総括部部長補佐 塚原　清美 委員

36 亀田京橋クリニック 看護室 土屋　尚子 委員

37 地域感染症疫学・予防センター 間宮　滋子 事務局

38 地域感染症疫学・予防センター 川﨑　紘美 事務局（クリニック）


