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エビデンスとプラクティスの両立

E&P1　始めて分かった医療関連感染サーベイランス 
～失敗から学び、困難を乗り越えて掴んだ成果！～

日時： 5 月19日（金）15：00～16：00 会場：第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）
座長：藤田 烈（帝京大学医学部臨床研究医学講座）
　　　萩野 貴志（NTT東日本札幌病院 感染管理推進室）

E&P1-1			消化器外科SSIサーベイランスの取り組みについて
 太田 悦子（大阪大学医学部附属病院 感染制御部） P.53

E&P1-2			VAEサーベイランス発生率低減に向けた取り組み
 嶋 雅範（三菱京都病院） P.53

 共催：日本コヴィディエン株式会社

E&P2　イベントで終わらせない～ICNが考える手指衛生向上への長期的戦略～

日時： 5 月20日（土）10：10～11：10 会場：第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）
座長：林 真樹（市立岸和田市民病院 看護局）
　　　大迫 ひとみ（兵庫県立尼崎総合医療センター 看護管理室）

E&P2-1			手指衛生改善に向けた7年間の取り組みの評価
 宮谷 幸枝（埼玉県立小児医療センター 看護部） P.54

E&P2-2			手指衛生コンプライアンス改善にWHO自己評価フレームワークを活用した取り組みとその評価
 梅野 純子（医療法人社団康喜会 辻仲病院柏の葉） P.54

 共催：日本コヴィディエン株式会社

E&P3　拡げるな薬剤耐性菌！　環境整備で患者を守ろう！！ 
～清潔な療養環境を提供するためにICNがやるべきこと～

日時： 5 月20日（土）15：20～16：20 会場：第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）
座長：土佐 理恵子（市立札幌病院 医療品質総合管理部 感染管理担当課）
　　　森 浩子（福島県立医科大学附属病院 感染制御部）

E&P3-1			感染管理看護師が清掃業者、病院事務部門と協働して取り組む病院環境の改善
 近藤 大志（京都第二赤十字病院 感染制御委部／同 看護部） P.55

E&P3-2			当院A病棟におけるバンコマイシン耐性腸球菌多発検出に係るリスク要因の分析と対策
 小針 朱子（公立大学法人 福島県立医科大学附属病院） P.55

 共催：日本コヴィディエン株式会社

口演（5月19日（金））

O1 組織・ネットワーク1 5 月19日（金）15：00～16：00／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：荒木 大輔（市立室蘭総合病院 感染防止対策室）

O1-1	 		行政と連携した新型インフルエンザ等対策実動訓練からの学び	参加者のアンケート調査結果から
見えてきたこと

 渡辺 明美（地方独立行政法人 新小山市民病院 医療安全対策部 院内感染対策室） P.56

O1-2	 		地域ネットワーク参加施設間の感染対策ラウンド実施後の変化と今後の課題
 村田 織江（マツダ株式会社マツダ病院、安芸地区地域感染対策ネットワーク） P.56

O1-3	 		病院と保健所が連携した地域における感染対策の取り組み
 中村 忠之（長浜赤十字病院 医療安全推進室） P.57

O1-4	 		感染対策防止加算における取り組み報告
 中村 寛子（市立長浜病院看護局） P.57

O1-5	 		兵庫県明石市における医療機関感染対策ネットワークの活動報告
 和田 二三（兵庫県立がんセンター 医療安全管理室） P.58

O1-6	 		2016台風10号被災地域におけるいわて感染制御支援チーム活動報告
 福田 祐子（岩手県立中央病院感染管理部） P.59

O2 アウトブレイク 5 月19日（金）16：10～17：10／第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）

座長：藤田 明子（大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部）

O2-1	 		一般急性期病棟職員における咳嗽を主症状とする感染症アウトブレイク疑い事例
 目次 香（労働者健康安全機構 山陰労災病院 医療安全部） P.60

O2-2	 		感染情報レポート活用による系列病院のアウトブレイクの介入
 梅津 敦士（宗像水光会総合病院 感染管理室） P.60

O2-3	 		産科クリニックにおける新生児MRSAアウトブレイク介入事例の報告
 大石 努（関西医科大学附属病院 感染制御部） P.61

O2-4	 		入院患者の角化型疥癬の大規模接触者対応を経験して
 大迫 ひとみ（兵庫県立尼崎総合医療センター） P.61

O2-5	 		疥癬のアウトブレイク対応
 玉岡 啓子（松山赤十字病院 感染管理室） P.62

O2-6	 		集中治療室におけるNDM-1産生菌保菌事例に対する対応（第2報）
 藤田 昌久（日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室） P.62
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O3 ファシリティマネジメント 5 月19日（金）16：10～17：10／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：山口 尚美（地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 医療安全管理部）

O3-1	 		安全な療養環境整備の実践を目指して	 	
―委託職員への感染対策教育活動報告―

 目崎 恵（新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 医療安全管理室） P.63

O3-2	 		ICTが行うごみGメンラウンドの効果
 鎌田 明（社会医療法人母恋 天使病院） P.63

O3-3	 		リハビリテーション領域における実践可能な感染対策整備への取り組み
 佐藤 由美子（JMA海老名総合病院 安全推進部 感染制御室） P.64

O3-4	 		Hydro	Ag+Ⓡによる病棟カーテンに対する抗菌効果の検証研究
 平松 玉江（国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院） P.64

O3-5	 		新病院建設時のICNとしての介入実践報告	―設計時から引越し後まで―
 藤井 克匡（住友別子病院 感染対策室） P.65

O3-6	 		清拭車廃止および清拭用ディスポタオル導入後の効果
 土佐 理恵子（市立札幌病院医療品質総合管理部・感染管理担当課） P.65

口演（5月20日（土））

O4 手指衛生 5 月20日（土）9：00～10：00／第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）

座長：一木 薫（兵庫医科大学病院 感染制御部）

O4-1	 		手指消毒実施回数の増加につながった取り組みについての報告
 小林 稔（王子総合病院） P.66

O4-2	 		直接観察法による手術室看護師の手指衛生遵守率に関する調査
 田中 朝子（特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院） P.66

O4-3	 		手指衛生の遵守・向上に向けて
 久々湊 由佳子（国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院） P.67

O4-4	 		地域連携手指衛生サーベイランス活動の評価と課題
 森谷 恵子（宮城県立こども病院／宮城ICNネットワーク世話人会） P.67

O4-5	 		病棟と手術室と外来化学療法室を手指衛生直接観察した結果の実践報告
 黒木 利恵（神奈川県立がんセンター） P.68

O4-6	 		手指衛生自動モニタリングシステムの臨床現場における活用の可能性
 残間 由美子（公益財団法人 宮城厚生協会 坂総合病院） P.68

O5 組織・ネットワーク2 5 月20日（土）9：00～10：00／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：赤峰 みすず（元大分大学医学部附属病院 看護部・感染制御部）

O5-1	 		リハビリ職員の感染制御活動への参加を目指した取り組みとその成果
 飯尾 恵（医療法人啓信会 京都きづ川病院） P.69

O5-2	 		効果的なICTラウンドへの取り組み
 江崎 祐子（久留米大学医療センター 医療安全・感染対策室） P.69

O5-3	 		リンクナース活性化を目指した情報交換会の取り組み	～地域ネットワークを活用して～
 鈴木 徳洋（市立豊中病院 感染対策室） P.70

O5-4	 		高齢者介護施設における感染対策の実態調査	～感染管理認定看護師としての支援内容を明らかに
する～

 西田 典子（地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター感染対策室） P.70

O5-5	 		高知県西部（幡多地域）における感染管理活動
 岡本 亜英（高知県立幡多けんみん病院） P.71

O5-6	 		保健所と協同した学校現場における吐物処理実技研修会の実践報告
 中川 佳子（独立行政法人地域医療機能推進機構 大和郡山病院 感染対策室） P.71

第6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会 第6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会



− 27 −− 26 −

O6 教育・指導 5 月20日（土）10：10～11：10／第 2 会場（ 1 F 多目的会議室A）

座長：藤田 昌久（日本医科大学付属病院 医療安全管理部 感染制御室）

O6-1	 		1類感染症患者入院受け入れ手順の動画によるスタッフ教育
 黒田 真実（東京都立駒込病院感染症科病棟） P.72

O6-2	 		血液体液曝露事例の減少を目指す	～院内研修の充実を図るために～
 松永 正美（独立行政法人 国立病院機構 北海道医療センター 感染対策室） P.72

O6-3	 		多職種におけるクロストリジウム・ディフィシル感染症対策の標準化	真のCDI患者をとらえ適正
に対応するには

 有賀 美智代（上伊那生協病院 看護部） P.73

O6-4	 		リンクナースの主体的能動的な活動を促すための試み
 及川 明子（北海道立子ども総合医療・療育センター 医療安全推進室） P.73

O6-5	 		リンクナース会による質問紙を使用した感染対策知識評価
 市川 ゆかり（旭川赤十字病院感染管理室） P.74

O6-6	 		リンクナースのスキルアップを目指した教育成果	～感染対策を具体的に考え行動することを目標
として～

 野館 陽（独立行政法人国立病院機構函館病院） P.74

O7 サーベイランス1 5 月20日（土）10：10～11：10／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：目崎 恵（新潟県地球医療推進機構 魚沼基幹病院 医療安全管理室）

O7-1	 		広島県内CNICが実践する医療関連感染サーベイランスの状況報告
 今本 紀生（JA広島総合病院 感染防止対策室／広島ICNの会） P.75

O7-2	 		心臓カテーテル検査・治療患者を対象とした術後発熱に関する調査とその検討
 宮﨑 利恵（特定医療法人渡辺医学会桜橋渡辺病院） P.75

O7-3	 		子宮全摘除術における予防抗菌薬適正使用に向けた取り組み
 三輪 幸（春日井市民病院） P.76

O7-4	 		下部消化管手術における手術部位感染サーベイランスデータの結果と今後の課題
 菊地 圭介（医療法人東和会 第一東和会病院 感染対策室） P.76

O7-5	 		開頭手術におけるSSIサーベイランス実践報告
 三田村 裕子（IMSグループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院） P.77

O7-6	 		人工膝関節置換術におけるSSI低減への取り組み	～皮下洗浄の導入とステープラーによる閉創を
廃止して～

 峯 麻紀子（重工記念長崎病院） P.77

O8 特定行為&ネットワーク 5 月20日（土）13：00～14：00／第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）

座長：松島 由実（社会医療法人 畿内会 岡波総合病院 看護部）

O8-1	 		感染管理認定看護師が支える感染対策ネットワーク下関学術集会
 浅野 郁代（下関市立市民病院） P.78

O8-2	 		地域の保健医療福祉施設における感染対策の普及と向上に向けた取り組み
 菅原 麻貴（独立行政法人労働者健康安全機構愛媛労災病院看護部） P.78

O8-3	 		特定行為研修修了者が実践する感染管理活動の拡大
 細田 清美（社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井県済生会病院） P.79

O8-4	 		看護師の特定行為研修終了後の感染症診療体制強化への取り組み
 柴谷 涼子（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院） P.79

O8-5	 		地域包括ケア病棟での活動を通して実感できた特定看護師の役割
 菅田 節子（一般財団法人操風会岡山旭東病院） P.80

O9 アウトブレイク他 5 月20日（土）13：00～14：00／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：田嶋 信子（福岡赤十字病院 感染防止対策室）

O9-1	 		GCUにおける鵞口瘡発生の減少を目指して
 吉田 真由美（熊本大学医学部附属病院 感染制御部） P.81

O9-2	 		クロストリジウム・ディフィシルアウトブレイク時におけるチェックリスト導入の効果
 沼田 伸枝（社会医療法人行岡医学研究会行岡病院） P.81

O9-3	 		院内保育所における感染性胃腸炎の集団発生への対応と今後の課題
 小川 順子（医療法人協和会協立病院 感染管理室） P.82

O9-4	 		麻疹患者の受診に伴う職員への伝播発生により明らかとなった職業感染対策の課題
 藤田 明子（大阪市立大学医学部附属病院 感染制御部） P.82

O9-5	 		小規模病院における抗菌薬適正使用への取り組み
 長屋 健三（奈井江町立国民健康保険病院 感染対策推進室） P.83

O9-6	 		転院困難を極めた、高齢結核患者への看護支援の一考察
 荒木 弥生（東邦大学医療センター大森病院 看護部） P.83
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O10 感染防止技術&手指衛生 5 月20日（土）14：10～15：10／第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）

座長：佐藤 香理奈（東京都立大塚病院 看護部 感染管理室）

O10-1	 		重症度、医療・看護必要度と擦式アルコール製剤使用量の関係性からみた手指衛生行動の意識の
比較検討

 渡辺 季代子（独立行政法人労働者健康安全機構 青森労災病院 看護部） P.84

O10-2	 		A病院における手荒れの調査と対策	―ハンドローションの使用状況から―
 野原 里江子（羽島市民病院） P.84

O10-3	 		NICUにおける手荒れ改善への取り組み
 植木 美枝子（東京女子医科大学八千代医療センター） P.85

O10-4	 		在宅療養を考慮したCVポートの感染管理
 塩入 久美子（長岡赤十字病院） P.85

O10-5	 		看護ケアラウンドによる感染防止技術の遵守を目指して
 石川 陽子（秋田大学医学部附属病院） P.86

O10-6	 		Aがん専門病院における感染対策と抗がん剤曝露対策の考えを併せた臨床実践上の課題
 菊地 義弘（地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター 医療安全管理室） P.86

O11 職業感染 5 月20日（土）14：10～15：10／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：森谷 和則（山形県立中央病院 感染管理室）

O11-1	 		久留米大学病院における眼粘膜への曝露対策	～アイシールド付マスクの着用遵守率について～
 片山 英希（久留米大学病院） P.87

O11-2	 		定量的フィットテスターを用いたマスクの選定と動作時のN95マスク漏れ率の比較
 新井 まゆ子（神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター 感染防止対策室） P.87

O11-3	 		N95マスクの定量的評価を用いた装着実技指導の実際
 藤井 佑子（地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院） P.88

O11-4	 		当院における安全機能付き翼状針による針刺し、切創事例の検討	～エピネットとの比較～
 藤田 佳奈（市立旭川病院 中央検査科） P.88

O11-5	 		適切な携帯用針廃棄容器の使用によるペン型インスリン用注射針に関連した針刺し事故報告減少
を目指して

 岩谷 佳代子（独立行政法人国立病院機構嬉野医療センター） P.89

O11-6	 		清掃担当者と協同で取り組んだ針刺し・切創事故防止活動の効果
 若松 由紀子（鶴岡市立荘内病院 医療安全管理室） P.89

O12 洗浄・消毒・滅菌&ファシリティマネジメント 5 月20日（土）15：20～16：20 
 第 2 会場（ 1 F 多目的会議室A）

座長：佐々木 浩美（医療法人社団スズキ病院 スズキ記念病院 看護部）

O12-1	 		当院における蓄尿方法の再考	～自動蓄尿装置の更新は必要か～
 山本 亜希子（函館五稜郭病院 感染情報管理室） P.90

O12-2	 		自動尿量測定・蓄尿器使用実態から廃止への検討
 川西 史子（大阪医科大学附属病院 感染対策室） P.90

O12-3	 		涙道内視鏡の洗浄・消毒の見直し
 新居 晶恵（三重大学医学部附属病院 医療安全・感染管理部） P.91

O12-4	 		呼吸器関連デバイスの再生処理に関する調査
 大津 佐知江（大分県立病院 感染管理室） P.91

O12-5	 		ウォッシャーディスインフェクターの洗浄インジケータ導入への取り組み
 丸山 貴美子（信州大学医学部附属病院） P.92

O12-6	 		ATP測定器を用いた消化器内視鏡の清浄度評価の有用性について
 緒方 美穂子（地方独立行政法人大牟田市立病院 ICT） P.92

O13 サーベイランス2 5 月20日（土）15：20～16：20／第 4 会場（ 1 F スタジオA）

座長：北山 優子（津軽保健生活協同組合 健生病院 医療安全管理室）

O13-1	 		CLABSI感染率低減に向けて	―プロセスサーベイランスからみえた今後の課題―
 小林 かおり（旭川厚生病院 感染対策科） P.93

O13-2	 		CLABSIサーベイランスを通して、見えてきた問題点
 境 希望（埼玉医科大学総合医療センター） P.93

O13-3	 		A病院血液腫瘍内科における過去6年間の末梢型中心静脈カテーテル関連血流感染サーベイランス
の分析

 平岡 康子（旭川赤十字病院） P.94

O13-4	 		口腔ケア標準化にむけた嚥下性肺炎サーベイランス実施への取り組み
 富田 典子（秋田県立脳血管研究センター 医療安全管理室） P.94

O13-5	 		NICU部門サーベイランス開始の経緯とその効果
 佐藤 明子（大崎市民病院 感染管理室） P.95

O13-6	 		既存の電子カルテ機能を利用した病院全体を対象としたサーベイランスの取り組み
 小川 伸（市立横手病院 感染対策室） P.95

第6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会 第6回日本感染管理ネットワーク学会学術集会



− 31 −− 30 −

ポスター（5月19日（金））

P1 手指衛生1 5 月19日（金）15：00～15：40／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：木村 将和（中国電力㈱ 中電病院 感染対策室）

P1-1	 		手指衛生観察アプリを用いた手指衛生遵守率向上に対する取り組み
 木下 庸佑（医療法人 伯鳳会 白鬚橋病院） P.96

P1-2	 		手指衛生向上のための取り組み	～ガントチャートを使用した目標管理～
 冨沢 京子（医療法人財団 明理会 イムス富士見総合病院） P.97

P1-3	 		ベッドサイドで実践できる手指衛生を目指して	―擦式消毒剤使用量から設置環境を検討する―
 近藤 奈津子（旭川厚生病院 感染対策科） P.97

P1-4	 		擦式アルコール製剤設置状況と手指衛生実施回数の比較
 加藤 留美（国立病院機構西新潟中央病院） P.98

P1-5	 		感染管理認定看護師による手指衛生コンプライアンス向上のためのバンドル的取り組み
 德安 浩司（北海道立北見病院 看護部／同ICT） P.98

P2 手指衛生2 5 月19日（金）15：00～15：40／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：久々湊 由佳子（国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 感染制御室）

P2-1	 		施設に応じた手指消毒剤使用量の目標値設定
 恵谷 和郎（財団竹政会 セントラル病院 感染管理対策室） P.99

P2-2	 		手指衛生向上への取り組み
 大石 みどり（榛原総合病院 感染対策室） P.99

P2-3	 		手指消毒回数増加に向けた取り組み
 松田 まなぶ（札幌徳洲会病院 感染管理室） P.100

P2-4	 		手指衛生キャンペーン2015とその効果
 金子 仁美（広島市医師会運営・安芸市民病院） P.100

P2-5	 		手指衛生遵守向上に向けた取り組み報告
 山根 麗華（島根県立中央病院） P.101

P3 教育・指導1 5 月19日（金）15：00～15：40／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：鶴田 延江（公益財団法人山梨厚生会 山梨厚生病院 感染管理対策室）

P3-1	 		NICUにおける手指衛生向上への取り組み（第2報）
 羽下 絵美（新潟市民病院） P.102

P3-2	 		速乾性手指消毒用アルコール使用量の増加に向けた取り組み
 甲斐 美政（一般社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院） P.102

P3-3	 		リンクナースと取り組む手指衛生	～直接観察法を取り入れて～
 西 真由美（医療法人明和病院） P.103

P3-4	 		感染リンクスタッフ会におけるグループ活動の試み
 高橋 朋子（JA北海道厚生連 札幌厚生病院） P.103

P3-5	 		サーベイランス結果から見えたリンクナース役割の一考察～注射関連清潔操作のサーベイランス
結果より

 切越 麻梨恵（社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院） P.104

P4 職業感染1 5 月19日（金）15：50～16：30／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：長島 明美（砂川市立病院 看護部）

P4-1	 		手術室における針刺し・切創事故減少に向けた取り組み（第2報）―ニュートラルゾーン導入後の
意識調査から

 高橋 久美子（竹田綜合病院 医療の質管理部 感染防止対策室） P.105

P4-2	 		救急救命士を含む実習生、研修生に対して行った職業感染対策への取り組み
 廣上 ひとみ（高岡市民病院） P.105

P4-3	 		当院における流行性ウイルス疾患の抗体検査とワクチン接種プログラムの取組み
 藤田 洋子（徳島県立海部病院） P.106

P4-4	 		ワクチンプログラムとデータ管理の見直しによる気づきと課題
 白谷 桂（国立循環器病研究センター） P.106

P4-5	 		回復期リハビリ病棟職員の血液体液暴露による職業感染のリスクの把握と取り組みの検討
 宮内 めぐみ（高良台リハビリテーション病院） P.107

P5 組織ネットワーク1 5 月19日（金）15：50～16：22／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：近藤 祐子（石川県立中央病院 看護部）

P5-1	 		新潟県における感染管理認定看護師のネットワーク活動報告
 鈴木 潤子（国立病院機構 西新潟中央病院） P.108

P5-2	 		ICNネットワークCHIBA会員が目指す手指衛生のゴールおよび活動の実際と課題
 髙橋 一美（日本医科大学千葉北総病院） P.108

P5-3	 		広島県内CNIC対象アンケート調査「広島県内CNICが実践する医療関連感染サーベイランスの状
況報告②」

 山根 啓幸（総合病院 庄原赤十字病院 感染制御室） P.109

P5-4	 		感染防止対策地域連携加算2施設による感染対策相互ラウンド効果の検証
 近藤 啓子（岩手医科大学付属病院） P.109

P6 感染防止技術1 5 月19日（金）15：50～16：30／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：中村 美央（秋田大学医学部附属病院 感染制御部）

P6-1	 		中心静脈カテーテル関連血流感染の低減に向けた取り組み
 田中 千苗（広島厚生連吉田総合病院） P.110

P6-2	 		中心静脈カテーテル関連血流感染低減への取り組みの効果	～ドレッシング交換と輸液調製手順の
統一を図って～

 木村 理恵（北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 感染制御室） P.110

P6-3	 		易感染患者における尿道留置カテーテル早期抜去の必要性についての振り返り
 田中 弘子（桜橋渡辺病院） P.111

P6-4	 		進化したマニュアル作成への取り組み～手術室における針刺し切創事故ゼロを目指して
 灰田 久美子（中国電力株式会社中電病院 手術室） P.111

P6-5	 		小児病院における効果的な吸引の感染防止技術の定着をめざして	～イラスト手順書を用いて～
 岩根 めぐみ（滋賀県立小児保健医療センター） P.112
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P7 耐性菌対策 5 月19日（金）16：40～17：20／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：山水 有紀子（広島赤十字・原爆病院 医療安全推進室）

P7-1	 		バンコマイシン耐性腸球菌検出既往患者の接触感染対策期間の検討
 寺本 美江子（産業医科大学病院） P.113

P7-2	 		当院におけるPOT法を用いたMRSAの分子疫学解析
 新田 由美子（JR広島病院 医療安全管理室） P.113

P7-3	 		カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）対応の実践
 加藤 千景（独立行政法人 国立病院機構 東名古屋病院） P.114

P7-4	 		抗菌薬適正使用推進を目的としたICT抗菌薬ラウンドの評価
 山口 悦子（市立千歳市民病院 感染対策課） P.114

P7-5	 		手指衛生実施率、各種予防具の使用数と新規MRSA検出率との関係
 中村 みどり（聖隷三方原病院） P.115

P8 サーベイランス&手指衛生 5 月19日（金）16：40～17：20／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：小川 順子（医療法人協和会 協立病院 感染管理室）

P8-1	 		感染防止対策加算2施設の疥癬アウトブレイク時における加算1施設の関わりの検討
 山中 直子（北九州総合病院） P.116

P8-2	 		サーベイランスからみえた透析関連感染予防策
 村田 弘美（社会医療法人社団 カレスサッポロ 北光記念病院） P.116

P8-3	 		パルプ処理システム導入が尿道留置カテーテル関連尿路感染サーベイランスに与える効果
 谷山 絵梨子（三菱京都病院） P.117

P8-4	 		来院者を対象とした手指衛生イベントについて
 森山 洋子（江別市立病院 医療安全管理部医療安全管理室） P.117

P8-5	 		バイオトロールを用いた手指消毒の有効性に関する検討
 今川 嘉樹（姫路聖マリア病院 医療安全管理室） P.118

P9 洗浄・消毒・滅菌&ファシリティマネジメント 5 月19日（金）16：40～17：20 
 ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：林 珠美（香川県立白鳥病院 看護部）

P9-1	 		アデノシン三リン酸、アデノシン一リン酸ふき取り検査による消化器ビデオスコープの清浄度評価
 伊藤 由佳（社会医療法人 恵佑会札幌病院） P.119

P9-2	 		ベッドパンウォッシャーの使用方法と教育介入	～適正な器具類の設置方法～
 中家 聖子（大阪府済生会茨木病院 感染管理室） P.119

P9-3	 		小規模病院におけるベッドパンウォッシャー導入の検証
 片田 由美子（京丹後市立久美浜病院 医療安全管理室） P.120

P9-4	 		給食室水道管改修工事実現に向けたICTの取り組み	～水道フィルターの汚染状況調査から～
 春名 進之介（士別市立病院 看護部） P.120

P9-5	 		リユースリネン導入までの経過	第一報	手術室看護師が周術期看護に専念できる環境づくりを目指
して

 濱野 飛鳥（医療法人 富田浜病院） P.121

ポスター（5月20日（土））

P10 手指衛生3 5 月20日（土）9：20～10：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：蟹 恵利加（地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター 救命救急センター）

P10-1	 		手指衛生改善に向けた取り組み
 高久 美穂（昭和大学江東豊洲病院） P.122

P10-2	 		感染管理意識向上への取り組み
 柴田 真紀（函館五稜郭病院 健康管理センター） P.122

P10-3	 		看護師・介護職員の手指衛生に関する意識の変化	～研修会や手指消毒回数のフィードバックを通
して～

 岩崎 良子（公益社団法人 益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院 感染対策室） P.123

P10-4	 		新人看護師への継続した手指衛生指導の評価
 金子 陽香（NTT東日本札幌病院） P.123

P10-5	 		適正な手指衛生の評価から見えたもの	～欠かせないのは習慣化されるまでの積み重ね～
 丸茂 明美（公益財団法人結核予防会 複十字病院 安全管理部） P.124

P11 教育・指導2 5 月20日（土）9：20～10：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：和田 二三（兵庫県立がんセンター 医療安全管理室）

P11-1	 		歯科口腔領域スタッフへの感染対策研修企画を試みて
 三浦 美穂（久留米病院 感染制御部） P.125

P11-2	 		助産師支援研修会「周産期における感染対策」を実施して
 廣瀬 紀子（長野県看護大学） P.125

P11-3	 		看護助手の感染対策教育の意識調査と課題
 植田 裕美子（田川市立病院） P.126

P11-4	 		短時間での看護補助者を対象とした感染防止対策研修の評価
 加藤 美紀（社会医療法人 母恋 日鋼記念病院） P.126

P11-5	 		看護学生の標準予防策に関する知識と実施状況の課題
 村上 早苗（学校法人 河原学園 河原医療大学校 看護学科） P.127

P12 職業感染2 5 月20日（土）9：20～10：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：中江 舞美（札幌医科大学附属病院 感染制御部）

P12-1	 		流行性ウイルス感染症における抗体価検査・陰性者へのワクチン接種の必要性
 山根 啓幸（総合病院 庄原赤十字病院 感染制御室） P.128

P12-2	 		針捨て容器携帯に向けた取り組みとその評価
 花岡 雅也（市立大洲病院） P.128

P12-3	 		職業感染から見るインフルエンザ対策についての検討
 藤澤 美穂（社会医療法人 北海道恵愛会 札幌南三条病院） P.129

P12-4	 		当院における針刺し切創の傾向と対策の効果
 小池 美穂（東京勤労者医療会 東葛病院） P.129

P12-5	 		防がなければならなかった職員からの水痘発生
 滝澤 真理子（社会医療法人三栄会 中央林間病院） P.130
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P13 組織・ネットワーク2 5 月20日（土）10：10～10：50／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：伊藤 由佳（社会医療法人 恵佑会札幌病院 看護部）

P13-1	 		細菌検査情報の見える化に向けた取り組み
 大植 由紀子（京都山城総合医療センター） P.131

P13-2	 		歯科クリニックへの感染対策ラウンド実施とその評価
 篠原 久恵（広島市医師会運営・安芸市民病院／安芸地区地域感染対策ネットワーク） P.131

P13-3	 		当院における感染対策費用の一考察
 荒木 大輔（市立室蘭総合病院 感染防止対策室） P.132

P13-4	 		当院における環境整備に使用する製品の見直しと費用対効果の検証
 樋渡 美紀（新行橋病院 感染管理室） P.132

P13-5	 		未滅菌手袋の見直しによるコスト削減と適切な使用を目指して
 竹村 美和（滋賀医科大学医学部附属病院 感染制御部） P.133

P14 感染防止技術2 5 月20日（土）10：10～10：50／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：鈴木 美保（千葉市立青葉病院 医療安全室）

P14-1	 		感染経路別予防策の実施に向けた取り組み
 密井 由美子（社会医療法人 信愛会 畷生会脳神経外科病院） P.134

P14-2	 		接触予防策適応の判断基準
 石川 かおり（兵庫医科大学病院 看護部／同 感染制御部） P.134

P14-3	 		数値目標を取り入れたリンクナースの感染対策の取り組み
 竹内 久枝（地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 医療安全管理部 院内感染対策室） P.135

P14-4	 		Clostridium	difficile感染症（CDI）に対する感染防止対策の判断基準に関する検討
 藤本 陽子（熊本大学医学部附属病院 感染制御部） P.135

P14-5	 		放射線治療用皮膚マーカーペン先の汚染状況に関する実態調査
 副島 明美（大阪府立成人病センター 放射線系外来） P.136

P15 サーベイランス 5 月20日（土）10：10～10：50／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：濵田 亜弥（鹿児島市医師会病院 感染管理室）

P15-1	 		尿道留置カテーテル採尿バック尿廃棄	プロセスサーベイランスを実施して
 宮崎 寛康（旭川赤十字病院） P.137

P15-2	 		尿道留置カテーテルの適正使用への取り組み
 村上 圭子（小樽市立病院 感染防止対策室） P.137

P15-3	 		DiNQLデータから中心ライン使用状況を把握する
 米田 桂子（松江市立病院 感染対策室） P.138

P15-4	 		看護師の輸液管理における感染対策の実施状況に関する調査
 武田 由美（独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院 看護部） P.138

P15-5	 		中心ライン関連血流感染の低減に向けた活動
 森 八重子（小樽市立病院） P.139

P16 手指衛生4 5 月20日（土）13：20～14：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：木村 理恵（勤医協中央病院 感染制御室）

P16-1	 		速乾性手指消毒剤使用量Upに向けた取り組み
 藤木 智美（市立長浜病院 医療安全管理室） P.140

P16-2	 		全職員を対象とした手指衛生教育実施による成果と課題
 嶋貫 祐子（医療法人北晨会恵み野病院） P.140

P16-3	 		手術室外回り看護師の手指衛生遵守の向上を目指して
 加藤 由美子（函館中央病院） P.141

P16-4	 		NICUに対する手指衛生の取り組み
 梶川 智弘（藤田保健衛生大学病院 感染対策室） P.141

P16-5	 		看護学生の手洗いおよび擦式手指消毒の知識と実施状況の評価	～A看護専門学校、最終学年生の
実際より～

 村上 早苗（学校法人河原学園河原医療大学校） P.142

P17 教育・指導3 5 月20日（土）13：20～14：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：藤井 克匡（住友別子病院 感染対策室）

P17-1	 		手指衛生遵守率向上のための教育	～シミュレーションテストを取り入れた3つの戦略～
 鴨下 文貴（埼玉医科大学国際医療センター A1階病棟 感染制御リンクナース） P.143

P17-2	 		全職員対象院内感染対策研修会の参加率向上への取り組み
 奥田 聖子（社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 感染制御部） P.143

P17-3	 		感染対策職員必須研修の参加率向上に向けた取り組み
 大東 芳子（地域医療推進機構 神戸中央病院 感染対策室） P.144

P17-4	 		院内感染防止対策研修会参加率向上と研修効果の確認
 瀧澤 唯（社会医療法人 医翔会 札幌白石記念病院） P.144

P17-5	 		スマートフォンを活用した双方向性研修
 山下 智雅（飯塚病院 医療安全推進室） P.145

P18 組織&ファシリティマネジメント 5 月20日（土）13：20～14：00／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：山根 のぞみ（社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 感染情報管理室）

P18-1	 		リンクナースがICTラウンドへ参加したことでみえた感染管理活動と課題
 佐藤 良子（会津中央病院） P.146

P18-2	 		リンクナース活動に目標管理を導入した成果	―リンクナース会発足後3年間の手指消毒回数の推
移より―

 林 麻美子（日本郵政株式会社 福岡逓信病院） P.146

P18-3	 		患者ケア区域のカーテン管理に関する検討
 藤極 友昭（JA長野厚生連小諸厚生総合病院 医療安全管理室） P.147

P18-4	 		外部委託業者とともに考える清拭タオルの管理について
 長島 明美（砂川市立病院 看護部） P.147

P18-5	 		地域の感染対策ネットワークの構築における感染管理認定看護師の取り組みについて
 呉 禮媛（公立阿伎留医療センターTQMセンター感染管理室） P.148
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P19 アウトブレイク 5 月20日（土）14：10～14：42／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：杉田 雅央（館山病院 医療安全管理室）

P19-1	 		インフルエンザ病院内発生と予防投与費用からみたインフルエンザ対策の評価
 鈴木 奈緒子（国立病院機構名古屋医療センター 感染制御対策室） P.149

P19-2	 		易感染状態患者の多い病棟でアウトブレイクした流行性角結膜炎に対する感染対策
 馬場 かおり（独立行政法人 労働者健康安全機構 釧路労災病院） P.149

P19-3	 		血液疾患病棟における疥癬アウトブレイク報告
 西川 滋子（海南医療センター） P.150

P19-4	 		血液培養陽性データを活用したアウトブレイク監視	～腸球菌（E.faecium）検出事例をもとにし
た取り組み～

 三住 恵美（留萌市立病院 感染対策チーム） P.150

P20 その他 5 月20日（土）14：10～14：42／ポスター会場（ 1 F 武道館）

座長：冨樫 洋子（山形市立病院 済生館 看護部）

P20-1	 		結核医療高度専門施設で勤務する看護師の意識調査	～結核病棟看護師ならではの獲得出来るもの～
 飯干 恵子（公益財団法人結核予防会 複十字病院 看護部） P.151

P20-2	 		インプラントを抜去せずに頚椎後方固定術SSIが治癒した症例	―皮膚・排泄ケア認定看護師の介
入効果―

 櫻井 美智（一般社団法人 日本海員掖済会 名古屋掖済会病院） P.151

P20-3	 		渡航ワクチン外来開設における感染管理認定看護師の役割
 武井 千惠子（茨城県立こども病院 医療安全・感染管理室） P.152

P20-4	 		環境消毒剤の変更による感染管理・医療安全の向上、曝露防止への取り組み
 野上 由起子（徳島健康生活協同組合 徳島健生病院 ICT） P.152

共催セミナー

オープニングセミナー1

日時： 5 月19日（金）11：50～12：50 会場：第 2 会場（ 1 F 多目的会議室A）
座長：青山 由香（帯広厚生病院 感染対策科）

OS1	 		めんどうくさい耐性菌の話
 藤田 直久（京都府立医科大学附属病院 感染対策部）

 共催：花王プロフェッショナルサービス株式会社

オープニングセミナー2

日時： 5 月19日（金）11：50～12：50 会場：第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）
座長：髙金 明典（函館五稜郭病院 副院長）

OS2	 		「手術部位感染予防の最新の話題」―ガイドラインからERASの効果まで―
 樫村 暢一（手稲渓仁会クリニック 院長）

 共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

オープニングセミナー3

日時： 5 月19日（金）11：50～12：50 会場：第 4 会場（ 1 F スタジオA）
座長：髙詰 江美（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部）

OS3	 		このまま見過ごせない末梢輸液管理
 市川 ゆかり（旭川赤十字病院 感染管理室）

 共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

イブニングセミナー1

日時： 5 月19日（金）17：30～18：30 会場：第 2 会場（ 1 F 多目的会議室A）
座長：國島 広之（聖マリアンナ医科大学 感染症学講座）

ES1	 		Your	Gloves,	Your	Health,	Your	Choice	―	いま一度、医療用手袋の適正使用について考える
 藤田 和恵（日本医科大学付属病院 呼吸器内科/総合診療科/感染制御室）

 共催：ハリヤード・ヘルスケア・インク

イブニングセミナー2

日時： 5 月19日（金）17：30～18：30 会場：第 3 会場（ 1 F 多目的会議室B）
座長：平岡 康子（旭川赤十字病院 看護部）

ES2	 		環境整備を見直したら、耐性菌が減った！！	 	
～看護助手さん・ハウスキーパーさんたちへあたたかい目配りを～

 下間 正隆（京都第二赤十字病院 感染制御部）

 共催：株式会社モレーンコーポレーション
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