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新型コロナウイルス感染症院内感染発生時の初動と事前準備（解説付き）

令和２年 12月 10 日 中央東福祉保健所

○スライド１

このスライドは、院内感染発生時の初動対応を迅速に行うため病院及び稼働中の有症診
療所を対象に作成したものです。以後、有症診療所も含めて病院と表現しますのでご留意く
ださい。
全国的に新型コロナウイルス感染症の感染者数が急増していますので、県内の再流行も

時間の問題ではないかと思います。このスライドをご覧になっている病院では、既に職員の
健康管理や面会者への対応など院内への持ち込み予防と感染者を早期探知する取組みを実
施されているのではないかと思います。しかしながら、全国的に病院や高齢者施設等での施
設内感染事例が多発しているように、万全の努力をしていたとしても完全に院内感染を予
防することは困難です。
仮に、院内感染が発生した時に、感染拡大を最小限にできるかどうかは、初発例の迅速な

探知とその後の初動対応を迅速かつ的確にできるかどうかが大切です。しかし、事前準備な
しに、ある日突然、患者さんや職員が感染者になると混乱します。是非とも、院内の全ての
医療従事者の皆さんに、このスライドをご覧いただき、院内感染発生時に、保健所等の支援
を受けながら病院全体で実施する対策の概要を皆さんで共有していただければと思います。

※ スライドの解説部分を、読み上げ音声（ナレーション）として収録しているパワーポイン

ト形式のデータを、中央東福祉保健所のホームページに掲載していますので、そちらと

一緒にご活用ください。
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大切なことは、まだ大丈夫と必要な対策を先送りしないこと。困難な課題であることを理
由に「思考停止」しないことです。今すぐにでも事前準備できることは少なからずあります。
それぞれ出来る範囲で結構ですので、このスライドを活用するなどして、事前のご準備をよ
ろしくお願いします。特に、初発例が発生した時の受援体制を急ぎ整えて下さい。
準備のポイントは３つあります。1つ目は、保健所による疫学調査や検査に迅速に協力す

るための準備です。2つ目は、ICDや ICNなどの専門家の支援を受けて感染拡大防止対策
を実施できるよう受援体制を整えることです。3つ目は、限られた人材で、これらの業務と
通常業務を同時に実施するために必要な組織的な準備です。

○スライド２

先に、このスライドの概要をご説明します。
1点目は、院内感染発生時の病院と保健所が行うことの全体像と役割分担について説明し

ます。
2点目は、病院全体での組織的な取り組みと保健所との連携が必要となりますので、病院

全体で取り組むための組織体制の参考例と部門別の業務内容についてご説明します。その
上で、保健所による支援との関係についてもご説明します。
3点目は、院内感染対策の概要説明で、3つに分けてご説明します。
1つ目は、感染症法に基づいて保健所が行う積極的疫学調査とPCR等の検査ですが、病

院には調査と検査にご協力いただきたいことをご説明します。
2つ目は、感染管理、つまり感染者や接触者などの感染が疑われる患者や職員などからの

感染拡大を防止することです。感染管理は、PPEの適正な着脱と使用など、専門的な事項
が少なからずありますので、ICDや ICNの支援を受けることをお勧めします。
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3 つ目は、病院全体の危機管理対応です。通常業務を行いながら、疫学調査と検査、感染
管理を行うことは困難になりますので、通常業務の縮小といった業務継続対策や全職員の
健康管理と人員の再配置を行うなどの病院管理が必要となります。
4点目は、発生時の初動を迅速化するために、事前に保健所に情報提供していただきたい

ことをご説明します。
5点目は、初発例が発生した直後に病院として実施していただきたいことと、保健所によ

る積極的疫学調査等にご協力いただきたいことについてご説明します。
6点目は、このスライドを根拠にした参考資料と記載様式の一覧です。詳細は、これらを

ご覧いただければと思います

○スライド３

このスライドは、初発例が発生した時に、病院と保健所が実施することと、その役割分担
をまとめたものです。保健所による「疫学調査と検査」は、火災検知。つまり火元としての
見えない感染源を探索するとともに、初発例からの飛び火を接触者として把握し検査する
ことです。「感染管理」は、既に飛び火している感染者からの類焼を防ぐこと、つまり初期
消火です。「病院管理」「業務継続」は、飛び火の探索と初期消火を行う感染症対応と通常業
務を並行して実施するための危機管理です。
最初に保健所の感染症法に基づく対応からご説明します。疑い例もしくは初発例が発生

した時は、速やかに保健所にご連絡をお願いします。初発例のご連絡をいただければ、保健
所職員が病院にお伺いして法に基づく積極的疫学調査と PCR等検査を行い、既に感染して
いる者と感染が疑われる者の範囲を特定します。この作業を迅速に行うことが極めて重要
ですので、後ほども詳しくご説明しますが、速やかに保健所に情報提供できるよう事前の準
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備をお願いします。また、保健所が、感染者や感染が疑われる者の隔離・就業制限及び感染
症指定医療機関もしくは協力病院への患者の移送を行いますので、ご協力をお願いします。
次に、病院主体で実施していただく感染管理と、病院管理及び業務継続です。中央の感染

管理は、感染もしくは感染が疑われる患者とそれ以外の患者を空間的に分離する「ゾーニン
グ」と個室管理が困難な場合にやむを得ず行う集団隔離としての「コホーティング」、平時
から実施していただいている病院全体で行う「標準予防策と感染経路別予防策の徹底」の３
つで感染拡大を防止します。
ただし、こうした感染管理については専門性を有することが少なからずありますので、保

健所がおつなぎする ICD や ICN などによる技術的支援を受けながら実施することをお勧
めします。
左端の病院管理と業務継続については、感染症対応と通常業務の継続を同時に行うため

の病院全体の危機管理です。特に、感染症対応で不足する人員を通常業務の縮小や外部支援
でカバーすることや職員の健康管理と人事管理が重要です。また、そのための病院全体の指
揮命令系統の確立も大切です。

○スライド４

初発例が発生した時は、地震災害と同様に組織的な危機管理が必要となります。危機管理
時に最初にしなければならないことは対策本部の設置です。上段の点線の枠内に記載して
いる組織図は、厚労省のクラスター対策班接触者追跡チームが作成した「新型コロナウイル
ス感染症発生に備えた体制整備及び発生時の初期対応」（資料１）をもとに、中央東福祉保
健所が参考例として作成したものですので、各病院の実情に応じて参考にしていただけれ
ばと思います。
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左の感染対策は、保健所が行う疫学調査・検査に協力する班と病院による院内感染の拡大
を防止する感染管理班の２つが必要です。疫学調査・検査班は、保健所から要請される職員
や入院患者等の情報提供と情報の入力作業等の事務的な作業及びPCR等の検査のための検
体採取など、保健所への協力が主な業務となります。
感染管理班の業務は、ICDや ICNの助言や指導を受けながら枠内に記載している感染拡

大防止対策を院内で周知徹底することです。
右半分の病院管理は、職員管理と業務継続、資材確保といった院内体制の整備と対外的な

渉外業務です。職員管理と業務継続は後ほど詳しく説明しますので、ここでは割愛します。
資材確保班は、消毒薬や個人防護具の在庫情報を把握し不足する資材を調達します。迅速

に支援要請をしてただければ、県で備蓄している資材を投入させていただきます。
渉外業務班も思いのほか重要です。初発患者が発生すれば、速やかに患者さんのご家族に

お知らせする必要がありますし、マスコミや市民からの問い合わせ等に忙殺されることが
ありますので、誰がどのように対応するのかご準備をお願いします。
下段には、院内感染対策本部と保健所の関係を書いています。院内感染対策本部を設置す

る場所に、保健所職員と ICD、ICN等が病院に出向いて合同対策本部を設置して、連携協
力して対策を実施したいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。

○スライド５

ここからは３つの対策の具体的な内容についてご説明します。
1つ目は、保健所が行う積極的疫学調査と検査ですが、病院との協働作業となりますの

で、ご協力をよろしくお願いします。
保健所職員が、積極的疫学調査票（様式１）を用いて最初に感染者として確認された患者

もしくは職員に患者調査を行います。この調査の目的は 2つあります。1つ目は、発端とな
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った初発例が、発症 2日前から隔離もしくは自宅待機されるまでの間に接触した濃厚接触
者を把握することです。2つ目は、発症前 2週間の行動歴をお聞きして感染源を探索するこ
とです。事前に積極的疫学調査票をご覧いただければ、保健所職員がどのような情報をお聞
きするのか分かりますので、可能であれば、職員が聞き取りをする前、つまり疑いの段階で
わかる範囲で調査票に記入していただけますと確定後の調査の時間短縮ができますので、
ご協力をよろしくお願いします。
この調査により、最初に探知された初発例が院外で感染した方で本当の初発例なのか、既

に院内に未知の感染源がいて院内感染した方なのかを推定することが極めて重要になりま
す。前者であれば比較的封じ込めをしやすいですが、後者であれば厳しい対応になる可能性
が高くなります。そのため初発例の他に見えない感染源が院内にいる可能性も想定し、入院
患者と職員の全てを対象に感染源を探索する必要があります。
初発例との接触者に加えて、発熱や呼吸器症状など感染を疑う症状を呈している方を把

握して検査することにより、未知の感染源や感染が疑われる者を早期に探知することがと
ても重要になります。
このことを発熱サーベイランスと言っており、大火事になる前に、見えにくい最初の火元

を探知するための作業です。手間がかかって大変かと思いますが、全員を対象に毎日行い記
録することをお勧めします。少なくとも県内で感染者が増えてくれば必ず実施をお願いし
ます。その対象者は、職員については、常勤職員だけでなく非常勤職員も含めて下さい。初
発例が発生した直後に、保健所から事前に提供する職員等名簿（様式２）と入院患者名簿（様
式４）に初発例の発症日を起点に過去 2週間の発熱等の風邪様症状の有無と発症日の転記
をお願いします。患者さん場合は、電子カルテから必要なデータを取り込み、エクセルシー
トにデータ移行もしくは転記をお願いします。加えて、院内に出入りする委託業者の職員や
面会者のチェックも必要となりますので、その情報も速やかに提供できるよう面会者の記
録等のご準備をお願いします。
さらに、感染者が発生すれば、2週間前までに転棟した患者や退院患者の情報も必要とな

ります。既に転棟した患者さんが感染者であれば、転棟先の病棟で感染拡大しますし、転院
された病院で院内感染を起こす可能性もありますので、これらの情報についても（様式４）
に漏れなく記載をお願いします。
次に、以上の２つの作業で得られた情報を用いて感染が疑われる者の一覧リストを作成

します。ただし、接触者については、大事をとって国による濃厚接触者の定義よりも範囲を
広げて接触者を把握して一覧リストに載せます。この作業についてもご協力をお願いしま
す。
次に、一覧リストができれば、感染環境学会の「医療機関における新型コロナウイルス感

染症への対応ガイド資料２）の 13ページに記載されている「表１．医療従事者の暴露のリ
スク評価と対応」を用いて、一人ひとりのリスク評価を行い高リスク、中リスク、低リスク
に分類して優先順位づけをします。この優先順位を参考にしながら、順次 PCR検査を実施



7

して、感染者を把握します。この一覧リストとPCR検査の結果は、感染伝播経路と感染拡
大範囲の推定の基礎資料となりますし、感染拡大を防止するためのゾーニングやコホーテ
ィングに役立てることになりますので、とても重要です。
PCR検査については、行政検査として実施しますが、病院による全面的なご協力が必要

となります。採取された検体のPCR検査は、保健所職員が県の衛生環境研究所に搬送して
検査しますが、病院には検体採取を行う職員の確保と職員から検体採取を行う場所の確保
等をお願いします。なお、初発例の確認から 24時間以内に、この一覧リストに基づくPCR
検査の検体採取と搬送までを実施できるよう、ご協力をよろしくお願いします。
また、PCR検査の対象者は、基本的には感染が疑われる者の一覧リストの対象者に優先

順位をつけて選定しますが、濃厚接触者以外にも感染者が確認されるなど、初発例以外に感
染源がいる可能性があれば、PCR検査のキャパシティの問題もありますが、検査の対象を
同一フロアーもしくは施設全体に広げることとなります。
PCR検査の結果が陽性であれば、現時点では、原則として感染症指定医療機関等に移送

して入院することとなりますが、入院患者数が増えてくれば職員の場合は、ホテルでの宿泊
療養もしくは自宅療養となる場合があります。さらに、感染症指定医療機関等の入院病床が
ひっ迫すれば、最悪、入院患者であっても院内隔離をお願いしなければならなくなる可能性
もあります。
一方、結果が陰性であったとしても、偽陰性の可能性が少なからずありますので、患者の

場合は疑い患者として感染管理を継続しながら、健康観察と再検査を実施します。職員の場
合は、最終暴露日から 2週間の自宅待機となり、自宅で健康観察をお願いするようになり
ます。

○スライド６
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次に感染管理による感染拡大の防止についてご説明します。
１つ目は、ゾーニングです。ゾーニングとは、感染者及び感染が疑われる患者さんとそう

でない患者さんを空間的に分離して感染拡大を防止することです。感染者及び感染を疑う
患者さんは汚染区域もしくは感染領域に、そうでない患者さんは清潔区域もしくは非感染
領域とします。人数が少なく個室内にトイレがあれば個室を汚染区域とすることも可能で
すが、トイレがない場合や人数が多い場合は、複数の病室と廊下及び専用トイレなどのエリ
アを汚染区域とする場合があります。汚染区域と清潔区域のスタッフは、それぞれ専任化し
て交差させないことも大切です。そのため、入院患者も含め全ての者に区域の境を分かり易
くするため、ポスターを掲示したり、床にテープを貼ったり、衝立を置いたりします。汚染
区域に入る職員は、清潔区域内で個人防護具を着衣し、手指消毒してから汚染区域に入り、
汚染区域内の脱衣場所で脱衣し手指消毒してから清潔区域に移動します。また、医療資材や
汚染したリネン類などの感染性廃棄物の動線も交差しないよう注意する必要があります。
なお、看護師詰所は、業務効率上からも原則として清潔区域内にする必要があります。
2つ目は、コホーティングです。コホーティングとは、同一病原体に感染した患者を集団

隔離することです。本来は個室隔離ですが、感染が確認された患者同士であれば集団隔離が
可能ということでやむを得ず行うものです。これに対し、疑い患者は、感染者と非感染者が
混在していますので、集団隔離すると非感染者に感染させるかもしれません。疑い患者は、
原則として個室隔離しますが、個室が足りなくて、やむを得ず複数の患者を一つの病室に入
れる場合は、衝立をするなどして厳重に感染防止対策をしてください。また、疑い患者の転
棟や他のフロアーへの移動は、もし感染者であれば転棟、移動した所に感染拡大する危険性
がありますので、ご注意ください。
3つ目は、日頃から実施していただいている標準予防策と感染経路別予防策です。感染経

路別予防策は、新型コロナウイルス感染症では飛沫予防策と接触予防策となります。正しい
タイミングでの手指衛生や適正な個人防護具の選択と着脱、不特定多数が高頻度に接触す
る箇所を清拭、消毒すること、医療廃棄物の適正処理の３つを的確に実施することが求めら
れます。ただし、実施しているつもりでも、一部に徹底できていない場合もあることから、
専門家による点検評価と指導を受けることを推奨します。
以上、３つの感染管理を適切に実施することが大切ですが、専門的で難しいことが少なか

らずありますので、ICD、ICNの支援を受けて実施することをお勧めします。
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○スライド７

3つ目は、業務継続と職員管理などの病院管理です。
この項は、病院の特性に応じて病院独自にご検討いただく事項ですので、これから説明す

ることは一つの参考として受けとめていただければと思います。
保健所による調査で職員が濃厚接触者になると 2週間の自宅待機が必要になりますし、

体調不良者がでると更に職員が減ります。そのうえ、感染が疑われる患者をゾーニングして
職員を専任化し、個人防護具の着脱などの感染対策を実施しながら医療サービスの提供を
しなければならなくなりますので、急速に業務量が増大します。
自宅待機等で少なくなった人員で増大する感染症対応業務を担いながら通常業務を継続

することは困難ですから、病院全体で優先度が低い業務から順に医療機能を縮小して重点
業務である感染症対応業務に人員を重点配置することが求められます。それでも、人員不足
になる場合は、外部への医療人材の支援要請が必要となります。つまり地震等の災害時に備
えて策定する業務継続計画の感染症版の運用が求められるのです。既に地震版の業務継続
計画を策定済みの場合は、感染症版への修正をお願いします。策定していない場合は、院内
感染が発生した時に、どの機能から優先的に縮小・停止するのかという大枠の基本方針だけ
でも事前に検討し組織的に共有しておくことをお勧めします。
職員管理については、少なくなった人員で急ぎ勤務表を組みなおすとともに、自宅待機中

の職員の状況把握や出勤する職員の健康状態を把握するなどの人事管理的な業務が増大し
ます。病院全体や病棟内の医療機能の縮小およびゾーニングなど感染対策による人員配置
の見直しに関する基本方針を職員間で事前に共有しておくことをお勧めします。
医療機能の縮小については、利用されている患者さんへの影響はもとより、病院機能の縮

小による影響を地域の医療機関が間接的に受けることになりますし、病院経営面でも大き
な影響を避けることができません。個々の病院の実情に応じて、新規入院の制限、感染者の
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転院、面会制限、外来機能の縮小などを行うこととなります。外来機能の縮小に当たっては、
通院患者への影響を最小限にするため電話等による非対面診療で処方をするなど、患者さ
んへの影響を最小限にするための方策について事前にご検討をお願いします。場合によっ
ては、濃厚接触者や退院患者等の外来が必要になる場合がありますのでご留意ください。
また、患者さんへの直接的、間接的な影響が避けられませんので、患者さんやご家族には、

何らかの方法で状況をご説明し、ご理解をいただく必要があります。そのための、説明文書
のひな型を準備しておくと迅速対応に役立ちます。併せて、患者さんやご家族、さらには地
域住民からの問い合わせが殺到することも想定されますので、電話等による相談に応じる
体制のご準備もお願いします。なお、この業務は渉外業務にあたります。
地域への影響については、医師会や保健所を通じて協力要請をすることも一つの方法で

あると思います。
医療人材の支援要請については、困難な課題ではありますが、迅速に同一法人内で応援を

求めたり、外部に支援要請をすることをお勧めします。

○スライド８

次に、保健所による疫学調査と検査に協力して感染者や感染を疑う者を迅速に把握する
ための事前準備についてご説明します。
最初に、保健所への事前の情報提供です。感染者が発生する前にご提供いただければ、発

生時の対応を迅速化できます。
組織体制については、院内感染対策委員会など既存資料で指揮命令系統が分かるものの

提供をお願いします。２で説明した組織体制図を参考に修正したものをご提供いただけれ
ば、よりベターです。
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事業継続計画や感染管理マニュアルを事前に作成されていれば、提供をお願いします。事
業継続計画がある場合は、可能でしたら感染症版に加筆修正をお願いします。なければ、院
内感染が発生した時に、どの機能から優先的に縮小・停止するのかという大枠の基本方針だ
けでもご検討いただき、情報提供をお願いします。
院内感染発生時の情報伝達ルートと連絡方法についてもお願いします。少なくとも、休日

夜間に保健所に連絡する方法と担当窓口について、互いに確認させて下さい。
次に、部門別、病棟別、職種別の職員数です。職員名簿までは必要ありませんが、人数の

提供をお願いします。その際、常勤職員だけでなく非常勤職員もお願いします。清掃やリネ
ンなどの委託業者の職員数もお願いします。さらに、院外でダブルワークしている職員がい
れば、事前の把握をお願いします。
施設の図面については、立ち入り検査等で事前にご提供いただいていますが、その図面

に、対策本部や職員等の検体採取場所、職員のＰＰＥ着脱訓練を行う部屋を事前に検討して
ご記入をお願いします。さらに、可能であればで構いませんが、国立感染症研究所が作成し
た「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレークでのゾーニングの考え
方」（資料３）を参考に病棟内のゾーニングの試案をご記入ください。専門的で難しい場合
は、外部のＩＣＤやＩＣＮに事前に相談して作成することをお勧めします。
次に、ロジスティック、つまり医療機能を支える人や物などの経営資源の調達です。院内

感染発生時には、個人防護具や消毒薬などが必要となりますので、その在庫情報の提供をお
願いします。清掃やリネンなどを外部委託している病院もあるかと思いますが、その業者が
院内感染発生時に業務を継続していただけるかどうかも事前に確認してください。もし業
務継続ができない場合は、継続可能な業者を把握しておき、その情報提供もお願いします。
最後に、感染管理マニュアルなど、平時に実施している院内感染防止対策の概要が分かる

資料があれば提供をお願いします。なければ、可能な範囲で概略がわかるものの文書化をお
願いします。提出いただいた資料は、支援に入った ICDや ICNが、感染管理対策について
指導助言する際に役立ちますのでよろしくお願いします。



12

○スライド９

次に、初発例を確認した時に病院にご対応いただきたいこと、保健所の調査にご協力いた
だきたいことについてご説明します。
初発例が、民間検査会社もしくは院内で検査されて陽性が確認された場合は、保健所で把

握ができませんので速やかに保健所に連絡するとともに、自院で検査診断した場合は発生
届の提出をお願いします。また、陽性者が入院患者である場合は、疑いの段階から十分な感
染管理をしてください。陽性が確認されれば、原則として感染症指定病院等に入院すること
になりますが、病院に移送するまでの間は、個室での感染管理をお願いします。職員の場合
は、疑いの段階から家族内感染に留意した上での自宅待機とされていることと思います。
次に、入院患者もしくは職員の陽性が確認されれば、直ちに院内感染対策本部を設置し、

指揮命令系統の確立をお願いします。保健所にご連絡をいただければ、速やかに保健所も体
制整備を行い、職員を病院に派遣しますので、保健所職員と院内対策本部員による合同対策
本部の設置にご協力をお願いします。
本部設置に当たっては、清拭消毒及び換気など設置場所の感染対策も併せてお願いしま

す。また、本部内では情報処理と情報通信が必要となりますので、その環境整備もお願いし
ます。本部内の指揮命令系統を確認共有するため、ホワイトボードやシートに対策本部の組
織図と担当者の氏名を記入するとともに、当該病棟の図面の掲示もお願いします。併せて、
検体採取場所と PPE着脱訓練等に使用する部屋の確保及び本部と同様の感染対策もお願い
します。
人員不足が容易に予測される場合は、法人内や外部への支援要請も急ぐ必要があります。
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次に、初発例となった職員もしくは入院患者の情報提供です。先にもご説明しましたが、
初発例の発症前 2週間から当日もしくは最終勤務日までの情報を迅速把握必要がありすの
で、保健所職員が調査に入る前に、事前に提供する（様式１）の積極的疫学調査票に可能な
範囲で記入していただけると助かります。可能な範囲で構いませんのでご協力をお願いし
ます。

○スライド１０

次に職員の基本情報と発熱等の情報提供です。保健所から事前に（様式２）の職員等名簿
入力様式をエクセルシートで提供しますので、事前に入力もしくは、発生直後に入力して提
供をお願いします。入力項目は、ID、氏名、性別、年齢、部署名、職種といった基本情報と
2週間以内の発熱等の症状の有無と発症日の情報です。職員の感染を早期に探知するため、
すべての職員の発熱及びその他の風邪様症状を毎日チェックして記録する発熱サーベイラ
ンスをしておき転記をお願いします。（様式３）は、その記録様式の参考例ですが、手書き
でも構いません。各病院の実情に即した形で把握と記録をお願いします。（様式２）には、
症状がなかった職員は無かったことの記入のみで結構です。症状があれば発症日と検査等
の対応についても記入をお願いします。なお、正職員だけでなく、非常勤職員や委託業者の
職員についても記入し情報提供をお願いします。勤務表については、感染者との接触を把握
するための基礎資料となります。初発例の発症２日前が月の前半であれば、前月と当月を、
後半なら当月の勤務表の提供をお願いします。なお、勤務表には、職員名簿と同じ IDを追
記していただけると助かります。
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入院患者についても同様に、（様式４）の病棟別患者名簿で入院患者の基本情報と 2週間
以内の発熱等の情報の提供お願いします。入力項目は、ID、氏名、性別、年齢、病室、診療
科、入院病名、入院日です。発熱等の入力項目は、症状の有無、発症日、検査結果等です。
電子カルテを導入されている病院では、必要なデータを電子カルテから取り込入力できる
よう、事前にご準備していただくとスムースになりますので、検討準備をお願いします。ま
た、2週間以内に退院、転棟した患者さんのチェックと入力もお願いします。
○スライド１１

このスライドは、国立感染症研究所が作成した「新型コロナウイルス感染症医療施設内発
生対応チェックリスクの 8ページの欄外に、最低限、必要な情報として記載されているも
のを転記したものですので、必要な情報項目の例として参考にしてください。



15

○スライド１２

次に、いただいた情報をどのように活用するのかイメージ化していただくため、同じく国
立感染症研究所が作成したチェックリストに記載されている加工例を載せてみました。左
上は、感染した患者の一覧リストの例です。4人の入院患者と 5人の職員の感染者の一覧で
すが、この表のことをラインリストと呼んでいます。
左下は発症日別の流行曲線で患者の発生の時間的な特徴を捉えるためのものです。右上

は感染者の属性別の流行曲線で、感染伝播の特徴を捉えられることがあります。右下は、入
院患者の病棟、患者となった職員の部署や職種などの属性別の数をまとめたものです。
○スライド１３

左上と左下は、同様の属性別の集計をしたものです。
右上は、入院患者の病床マップの例です。円の中にある数字は、感染が確認された順に番

号が振られており、先のラインリストと番号を一致させます。このように空間的に配置する
と陽性患者が使用していたベッドや感染したスタッフがケアや診察をした範囲を確認する
ことで、病棟内での感染の広がりや感染拡大リスクを評価しやすくなります。
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右下は、リンク図です。丸の中の記載は、ルール化されており一番上の数字が感染を確認
した順、次が年齢と性別、発症日、入院患者もしくは職種を記載しています。感染事例を空
間的に配置するとともに、推定される感染経路別に関係性を記載しています。このリンク図
も感染経路を可視化する上でとても重要ですので、対策本部内のホワイトボードなどに記
載しておくと共有しやすくなります。毎日、流動的に変化しますので、個々の事例情報をポ
ストイットに記入し、動かしながら関係図にすると作業が効率的になるかもしれません。
○スライド１４

これは、症例経過チャートの例です。患者の発症、行動歴等を時系列にまとめ、患者間の
リンク、つまり感染経路について時間的にとらえるためのものです。
感染源を遡って把握するためには、症状の有無やベッドの移動やスタッフとの関わりな

ど、特に感染者同士の濃厚接触歴を詳しく聴取することが重要です。このチャートを作成す
ることにより、病棟内に感染源が残っている可能性がないかどうかリスク評価するために
役立つ資料となります。
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○スライド１５

これは、本スライドを作成するに当たって参考にした資料のリストと記載様式の一覧で
す。参考資料は、専門的で分かりにくい部分もありますが、いざという時に参考になる重要
な資料ですので、ご活用ください。
記載様式については、エクセルシートで提供します。電子媒体で提供しますので、いざと

いう時に入力等、よろしくお願いします。


