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－59－

MRSA・グラム
陽性菌

9：00～10：00

松本 哲哉
（東京医科大学
微生物学分野）

O1-1 MRSA アウトブレイク制圧に向けた
感染対策チーム（ICT）の取り組み

東近江総合医療セン
ター 医療安全管理室 植村 明美

O1-2
小児病院での POT 値と抗菌薬耐性及
び毒素産生パターンによる、MRSA
の伝搬経路推定の検討

大阪府立母子保健総合
医療センター 検査科 稲岡千佳子

O1-3
methicillin�resistant Staphylococcus
aureus 分子疫学解析：POT 法と
SCCmec typing の関連性の検討

山梨大学医学部附属病
院 検査部 荻原 真二

O1-4 当院小児入院患者における市中感染
型 MRSA クローンの分子疫学解析

京都府立医科大学附属
病院 臨床検査部 木村 武史

O1-5
VRE のアウトブレイクを経験して～
ICT による直接観察ラウンドを開始
して～

堀ノ内病院 検査科 中村 英世

O1-6
Bacillus cereus による末梢カテーテ
ル関連血流感染症の危険因子に関す
る症例対照研究

手稲渓仁会病院 感染
制御管理室 高松 茜

Clostridium
difficile

10：10～11：10

加藤 はる
（国立感染症研究
所 細菌第二部）

O2-1 Clostridium difficile 感染症のアウト
ブレイクを経験して 坂出市立病院 ICT 宮田 裕子

O2-2 当院で発生した CD 腸炎によるアウ
トブレイクの経験と今後の課題

宝塚市立病院 感染対
策室 春藤 和代

O2-3
Clostridium difficile 関連下痢症

（CDAD）治療薬の適正使用に関する
有効性と薬剤費の評価

嬉野医療センター 薬
剤部 小林宇太郎

O2-4
Clostridium Difficile 腸炎治療の現状
調査とガイドライン治療による費用
改善効果の検討

三重中央医療センター 清 真緒

O2-5
DPC データからみた本邦における
Clostridium difficile infection 症例の
臨床像

東京大学医学部附属病
院 感染制御部 湯橋 一仁

O2-6 Clostridium difficile 感染症の再発に
関連するリスク因子の検討

広島県厚生連 吉田総
合病院 只佐 宣子

耐性グラム陰性
菌

11：20～12：10

迎 寛
（長崎大学病院
第二内科（呼吸器内
科・感染症科・腎
臓内科））

O3-1 当院における CRE（NDM�5）アウト
ブレイクの取り組み

イムスグループ新松戸
中央総合病院 ICT 竹村 玲子

O3-2
海外渡航歴のない入院患者の尿より
NDM�1 産生 Acinetobacter bauman-
nii complex の検出報告

京都第一赤十字病院
ICT 大野 聖子

O3-3 A. baumannii の付着および生存性と
抗菌薬感受性に関する検討

東邦大学看護学部 感
染制御学 金坂伊須萌

O3-4
POT 法でみるアシネトバクター血液
分離株の経年変化～単施設での経験
から

防衛医科大学校病院
内科学講座（感染症・呼
吸器）

藤倉 雄二

O3-5
千葉大学病院におけるカルバペネム
耐性腸内細菌科細菌のアウトブレイ
ク対応とその効果

千葉大学医学部附属病
院 感染制御部 藤原満里子
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その他の細菌・
抗酸菌・真菌

14：40～15：40

小林 寅喆
（東邦大学 看護
学部 感染制御学
研究室）

O4-1 エアロゾルサンプルからの非結核性
抗酸菌の分離検出

鈴鹿医療科学大学 薬
学部 平井 一行

O4-2
川崎医科大学附属病院のシャワー水
および給水・給湯水における Le-
gionella 属菌の検出状況

川崎医科大学附属病院
中央検査部 石松 昌己

O4-3

小児肺炎マイコプラズマ下気道感染
症：検体採取経路別の菌量、LAMP
法 DNA とイムノクロマト法迅速抗
原検査の信頼性の評価

富良野協会病院 小児
科 角谷不二雄

O4-4
当院における非 HIV 患者における
ニューモシスチス肺炎の背景と治療
成績

兵庫医科大学 感染制
御部 中嶋 一彦

O4-5 成人の肺炎球菌感染症における莢膜
血清型の推移と臨床的特徴

浜松医科大学医学部附
属病院 感染対策室 河野 雅人

O4-6 血液培養から Arthrobacter 属が検出
された一例

愛知医科大学病院 感
染症科 山岸 由佳
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インフルエンザ・
ノロウイルス・
ロタウイルス
9：00～10：00

四柳 宏
（東京大学医科学
研究所附属病院
感染免疫内科）

O5-1
感染性胃腸炎（ノロウィルス）アウト
ブレイク回避への取りくみ～施設間
との連携と感染対策～

医療法人 三州会 大
勝病院 高岡さと子

O5-2 ノロウイルス抗原迅速診断検査にお
けるキット間差の検討

社会福祉法人北海道社
会事業協会富良野病院
臨床検査科

杵渕 貴洋

O5-3
インフルエンザ予防策のバンドル化
を試みて（アウトブレイク 0 までの歩
み）

春日部中央総合病院
看護部 鈴木 佳子

O5-4 当院のペラミビルにおける使用後調
査について 立川相互病院 沢 仁美

O5-5

小児インフルエンザワクチン効果の
シーズン中のリアルタイム速報及び
月別推移について～診断陰性例コン
トロールデザインを用いて～

国立病院機構栃木医療
センター 臨床研究部
感染アレルギー科

山口 禎夫

O5-6
ノロウイルス感染症アウトブレイク
におけるビデオシュミレーションの
効果

東京医科大学病院 感
染制御部 渡邉 秀裕

アウトブレイク
10：10～11：00

荒木 弥生
（東邦大学医療セ
ンター大森病院
看護部）

O6-1 小児におけるノロウイルス胃腸炎ア
ウトブレイクへの対応

東京都立小児総合医療
センター 御代川滋子

O6-2 血液内科病棟にて長期間に渡り感染
が持続した通常疥癬について

呉医療センター・中国
がんセンター 感染制
御チーム

清水 亘

O6-3
手洗いシンクを感染源とした新生児
部門における Klebsiella oxytoca の
集積事例

福岡大学病院 感染制
御部 小林加奈江

O6-4
NICU・GCU における MRSA アウト
ブレイクの対応～MRSA 監視培養に
よる感染対策の検証～

公立昭和病院 ICT 土橋 直子

O6-5 当院で経験した麻疹集団感染 1 例目
の患者への対応とその課題

和歌山県立医科大学附
属病院 感染制御部 赤松啓一郎

NICU における
感染対策

11：20～12：10

佐藤 厚夫
（横浜労災病院こ
どもセンター 小
児科）

O7-1 当院新生児集中治療室で経験したア
ウトブレイク 2 例への対応

石井記念愛染園附属愛
染橋病院 井石 倫弘

O7-2 NICU 入院時スクリーニングにおけ
る臍培養検査の有用性の検討

小倉医療センター 小
児科 中嶋 敏紀

O7-3 当院 NICU における調乳の細菌汚染
に関する評価と改善策

愛知医科大学病院 感
染制御部 久留宮 愛

O7-4 NICU・GCU における他院出生児に
対する感染予防策の検討

慶應義塾大学病院 看
護部 鎌田 直子

O7-5 NICU における MRSA 検出時の介入
基準

名古屋大学医学部附属
病院 ICT 豊留 有香
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院内ラウンド・
IT 化/AI 導入
15：00～15：40

柴谷 涼子
（JCHO 大阪病院
看護部）

O8-1 環境拭き取り検査における e スワブ
使用の有用性に関する基礎検討

株式会社ミロクメディ
カルラボラトリー 嶋形 優夏

O8-2 院内ラウンドによる医療関連感染症
の低減

札幌東徳洲会病院 感
染制御チーム 石塚 孝子

O8-3 耐性菌拡散防止のための継続的 ICT
ラウンドの有用性

順天堂大学浦安病院
医療安全推進部 感染
対策室

中村 美子

O8-4
当院における感染管理業務の効率化
を目的とした感染管理システムの開
発に向けた取り組み

三重大学医学部附属病
院 医療安全・感染管
理部

山崎 大輔
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抗菌薬適正使用
action program

を視野に 1
9：00～10：00

西村 信弘
（島根大学医学部
附属病院 薬剤部）

O9-1
感染性心内膜炎に対するゲンタマイ
シン併用療法における腎機能への影
響

静岡医療センター 薬
剤部 彦坂 麻美

O9-2
血培ラウンドから見えてくる当院の
培養連絡体制の課題とその対応につ
いて

愛知県厚生農業協同組
合連合会海南病院 感
染対策チーム

高橋 弘泰

O9-3 全病院的 antibiotic heterogeneity 推
進と多剤耐性菌検出率の関連

兵庫医科大学病院 感
染制御部 植田 貴史

O9-4
DPC データ活用による術後感染予防
を目的とした抗菌薬適正使用の取り
組み

東京医科歯科大学医学
部付属病院 クオリ
ティ・マネジメント・
センター

佐瀬 裕子

O9-5 歯科領域における周術期患者の予防
的抗菌薬の費用対効果分析

新潟大学医歯学総合病
院 薬剤部 吉田 謙介

O9-6
抗菌薬適正使用ラウンド介入率が
Antimicrobial Use Density および
Days of Therapy に与える影響

千葉大学医学部附属病
院 薬剤部 山崎 伸吾

抗菌薬適正使用
action program

を視野に 2
10：10～11：10

中島 克佳
（東京大学医学部
附属病院 薬剤部）

O10-1
感染管理システム施設連携研究会 12
施設による抗菌薬使用と耐性菌分離
率に関する国内共同サーベイランス

感染管理システム施設
連携研究会 赤平 恵美

O10-2 抗菌薬適正使用推進プログラムの実
践と効果 聖隷浜松病院 薬剤部 本田 勝亮

O10-3
広島市立舟入市民病院小児救急外来
における経口抗菌薬の使用状況に関
する調査

広島市立舟入市民病院
薬剤科 田中 和行

O10-4
小児から高頻度に分離される細菌に
対する小児と成人の抗菌薬感受性の
乖離に関する検討

金沢医科大学病院 薬
剤部 西田 祥啓

O10-5 小児病院における薬剤耐性対策アク
ションプランの成果指標の検討

東京都立小児総合医療
センター 感染症科 堀越 裕歩

O10-6 我が国における抗真菌薬の使用動向
（2005～2013 年） 三重大学 村木 優一

職業感染対策
11：20～12：20

小西 直子
（公益社団法人日
本看護協会 看護
研修学校 認定看
護師教育課程）

O11-1 全職員を対象にした B 型肝炎ウイル
ス抗体価検査実施の取り組み

愛誠会昭南病院 感染
制御チーム 福本美佐子

O11-2 結核接触者検診における累積曝露時
間とマスク装着率の職種別検討

JCHO四日市羽津医療セ
ンター 看護部 伊藤佐知子

O11-3 N95 マスク装着時における動作時の
漏れ率について 松蔭大学 看護学部 片野恵美子

O11-4
定量的フィットテストによる N95 微
粒子用マスクの静止時と動作時の密
着性に関する検討

三重中央医療センター 雲井 直美

O11-5
防護服素材による感染性ウイルスの
キャリーオーバーを測定する試み：
医療従事者の防御のために

兵庫県立大学 森本美智子

O11-6
肺炎患者でのシプロフロキサシン耐
性髄膜炎菌の検出時の対応につい
て：症例報告

杏林大学医学部付属病
院 医療安全管理部 高橋 陽子
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デバイス
（CLABSI
CAUTI VAP）
13：30～14：30

藤田 烈
（帝京大学医学部
臨床研究医学講座）

O12-1 CLABSI と患者の栄養状態 MNA�SF
の関連についての研究

勤医協中央病院 総合
診療センター 菅藤 賢治

O12-2 感染対策に関する院内認定看護師の
活動～中心ライン管理の強化～

日赤長崎原爆病院 感
染制御室 金澤美弥子

O12-3
当センターにおける 2 年間の
CLABSI サーベイランスの評価～
CVC 挿入時の皮膚清拭方法の検討～

群馬県立心臓血管セン
ター ICT 小島 専司

O12-4
救命救急センターにおける中心静脈
カテーテル関連血流感染の現状と課
題

順天堂大学浦安病院
看護部 安田 雅一

O12-5
当院の血液内科病棟における粘膜バ
リア傷害を有する患者の検査確定血
流感染（MBI�LCBI）の後方視的検討

愛知医科大学病院 感
染制御部 加藤由紀子

O12-6
末梢静脈カテーテル交換時期を 4 日
毎へ短縮したことによる CRBSI の減
少について

東京医科大学病院 感
染制御部 佐藤 昭裕

その他のサーベ
イランス

14：40～15：40

中村 明子
（三重大学医学部
附属病院 医療安
全・感染管理部/中
央検査部）

O13-1
プロセスサーベイランスフィード
バックから介入まで―実施率上昇へ
の取り組み―

旭川厚生病院 感染対
策室 小林かおり

O13-2 透析関連感染サーベイランス：9 年
目の報告 東京北医療センター 前多 香

O13-3 MRSA 積極的監視培養における報告
時間短縮の効果

日本医科大学多摩永山
病院 感染制御部 鈴木 美子

O13-4 MRSA 院内発生症例数と手指衛生製
剤使用量の推移についての検討 湘南厚木病院 酒向 麻季

O13-5
感染管理支援システムによる投与抗
菌薬が耐性である症例の新規抽出シ
ステムの開発と有用性

関西労災病院 薬剤部 松屋 翔太

O13-6 血液培養陽性例における市中型と院
内型の比較検討

済生会横浜市南部病院
ICT 神谷あかね

その他
16：50～17：50

小池 竜司
（東京医科歯科大
学 医療イノベー
ション推進セン
ター/医学部附属病
院 感染制御部）

O14-1 障害者病棟における間欠式自己導尿
用カテーテル洗浄方法の実態調査

兵庫県立リハビリテー
ション中央病院 石神 晶子

O14-2 感染症早期探知システムの構築―早
期の介入を目指して―

北里大学メディカルセ
ンター ICT 梶ヶ谷直子

O14-3 大阪市立大学医学部附属病院におけ
る初期 11 年間の ICT 活動の考察

大阪市立大学医学部附
属病院 感染制御部 藤田 明子

O14-4

非侵襲的吸着法による新規皮膚細菌
叢分布測定法の開発並びに、同法によ
る高齢者、若年者における同細菌叢の
相違に関する検討

金沢大学 保健 検査 長瀬 賢史

O14-5 学童における水痘顕性発症予防に要
する水痘 EIA�IgG 抗体価について

慶應義塾大学 保健管
理センター 康井 洋介

O14-6 院内感染に関連する訴訟事例の解析 長崎大学病院 感染制
御教育センター 栗原慎太郎
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手指衛生 1
9：00～10：00

千酌 浩樹
（鳥取大学医学部
附属病院 感染制
御部）

O15-1
手指衛生自動モニタリングシステム
を用いた手指衛生向上プログラムと
その効果

住友病院 感染制御部 林 三千雄

O15-2
アウトカムからみた手指衛生の評
価―WHO の推奨する手指消毒用ア
ルコール使用量は過剰？―

一宮市立市民病院 心
臓血管外科 宮原 健

O15-3 手指衛生の遵守状況と課題～手指衛
生の徹底に向けて～

国立病院機構茨城東病
院 医療安全管理室
ICT

佐藤 利香

O15-4

医療従事者保菌黄色ブドウ球菌株の
トリクロサン低感受性の検討―トリ
クロサンの手指消毒効果への影響と
リボースの関与―

岩手医科大学 微生物
学講座 感染症学・免
疫学分野

一ノ渡 学

O15-5 アルコール携帯ポシェットの適切な
材質及び消毒/除菌方法の検討

三重大学医学部附属病
院 医療安全・感染管
理部

新居 晶恵

O15-6 オゾン水（4ppm）を用いた手指消毒の
有効性に関する検討

福島県立医科大学 感
染制御学講座 仲村 究

手指衛生 2
10：10～11：10

赤峰 みすず
（大分大学医学部
附属病院 看護
部・感染制御部）

O16-1 小型ビデオカメラによる手指衛生遵
守率の測定 千葉徳洲会病院 ICT 相内ひとみ

O16-2 看護師の病室停留時間と患者および
その環境へ接触する頻度の関係

日本赤十字広島看護大
学 松本 由恵

O16-3 直接観察による愛知県下 8 病院にお
ける手指衛生遵守率の現状 藤田保健衛生大学病院 木下 輝美

O16-4 看護学生の見学実習における手指衛
生実施状況

国際医療福祉大学 成
田看護学部 葛城 建史

O16-5 集中治療室における電子カルテ操作
後の手指衛生遵守に向けた取り組み

東京慈恵会医科大学附
属第三病院 感染制御
室

斉藤 麻里

O16-6 GCU における手指衛生の動画を活用
した教育の評価

東京大学医学部附属病
院 看護部 中浦 絵理

手指衛生 3
11：20～12：10

藤本 陽子
（熊本大学医学部
附属病院 感染制
御部）

O17-1 手指衛生遵守率向上に向けての取り
組み 健和会大手町病院 畦森 未来

O17-2 演題取り下げ

O17-3 手指衛生アドヒアランス向上のため
の人間工学的アプローチによる効果

JA北海道厚生連 遠軽
厚生病院 感染対策室 原 理加

O17-4
速乾性手指消毒薬使用量増加へ向け
ての取り組み―行動観察とフィード
バックの効果―

和歌山県立医科大学附
属病院 看護部 原 裕子

O17-5
救命後方病棟における手指衛生遵守
向上への取り組み～直接観察法を導
入して

埼玉医科大学総合医療
センター 5階西病棟 久保田美樹

O17-6 当院における過去 5 年間の手指衛生
の評価

国家公務員共済組合連
合会 虎の門病院
ICT

丸山俊一郎
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手指衛生 4
13：30～14：30

間平 珠美
（東京大学医学部
附属病院 感染対
策センター）

O18-1
介護老人福祉施設職員のオムツ交換
の場における手指衛生の実態―施設
形態の違いに着目して―

聖マリア学院大学 看
護学部 渋江 暁春

O18-2
病棟以外の部署に対する手指衛生遵
守率向上のための取り組み～薬剤科、
放射線科、保育所～

医療法人協和会 協和
会病院 薬剤科 松井美恵子

O18-3 病棟における手指衛生向上への取組
み

東京女子医科大学病院
西A病棟4階 今野 舞

O18-4 手指衛生向上のための取り組み―直
接観察を取り入れて見えた現状― 湘南厚木病院 阪下 幸子

O18-5
医療用ニトリルゴム手袋の連続再使
用を考慮したアルコール手指衛生の
及ぼす引張強さへの影響

東京医療保健大学大学
院 西川美由紀

O18-6

手指消毒実施回数増加と入院患者に
おける MRSA と ESBL 産生菌の新規
検出率及び CD トキシン検出率の変
化について

王子総合病院 感染制
御室 小林 稔

ワクチン 1
14：40～15：30

尾内 一信
（川崎医科大学
小児科学教室）

O19-1 B 型肝炎ワクチンのブースター接種
の有効性

大崎市民病院 感染管
理部 大石 貴幸

O19-2
大学病院全教職員の HBs 抗体保有率
と HB ワクチン接種状況―事務の取
組み―

獨協医科大学病院 感
染制御センター 田中由美子

O19-3 2 シリーズ目の B 型肝炎ワクチン接
種による免疫獲得率に関する検討

大阪医科大学附属病院
感染対策室 浮村 聡

O19-4 B 型肝炎ワクチン接種後の HBs 抗体
価の推移に関する検討

北海道大学病院 検
査・輸血部 岩崎 澄央

O19-5
職員の B 型肝炎ワクチンの種類と接
種方法の変更により抗体陽性率が変
化するか

信州大学医学部附属病
院 感染制御室 金井信一郎

ワクチン 2
15：50～16：40

立花 亜紀子
（埼玉県立小児医
療センター 看護
部）

O20-1 職員の麻疹、風疹、水痘、ムンプスワ
クチン接種後の抗体獲得状況の報告 半田市立半田病院 廣瀬 小巻

O20-2
病院職員における麻疹・風疹・ムン
プス・水痘抗体価の 10 年間の経時的
変化に関する検討

東京警察病院 ICT 荘子久美子

O20-3 ムンプスの再感染とワクチンの有効
性―細胞性免疫による評価― 川崎医科大学 小児科 寺田 喜平

O20-4
医療関係者のためのワクチンガイド
ライン第 2 版に沿ったワクチンプロ
グラムの実施及びその効果について

順天堂大学本郷お茶の
水キャンパス 健康管
理室

高柳 緑

O20-5
新採用医療従事者の 4 種（麻疹・風
疹・水痘・ムンプス）ワクチン接種歴
書面報告と抗体価測定結果

千葉大学医学部附属病
院 感染制御部 猪狩 英俊
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洗浄・消毒・滅
菌

16：50～17：20

時松 一成
（神戸大学医学部
附属病院 感染制
御部）

O21-1

Can Oral Disinfection with Povidone
Iodine Prevent Respiratory and Oral
Tract Infections Caused by Viral and
Bacterial Pathogens?

Laboratory Enders ＆
Partners Maren Eggers

O21-2 生物学的インジケーター（BI）のリ
コールを経験して

京都民医連中央病院
看護部 黒田由紀子

O21-3 当院における内視鏡清浄度の現状と
今後の課題

大阪大学医学部附属病
院 臨床検査部 満井 友美

口腔ケア
17：20～17：50

横江 秀隆
（防衛医科大学校
病院 歯科口腔外
科）

O22-1 口腔ケアに用いるスポンジブラシの
効果的な消毒方法

浜松医科大学医学部
看護学科 基礎看護学
講座

鈴木 美奈

O22-2

緑膿菌臨床分離株に対する食用油の
増殖抑制効果の実験的検討～口腔ケ
アに食用油を用いる細菌学的効果の
可能性の検証～

千葉大学看護学研究科
看護病態学 小川 俊子

O22-3 挿管患者の口腔ケアに感染管理ベス
トプラクティスを導入した効果

富山大学附属病院 看
護部 前田 慎一



第32回 日本環境感染学会総会・学術集会

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第2日目 2月25日（土） 第9会場（神戸国際会議場 4F 401+402）

－68－

周術期感染対策
1

8：30～9：10

久田 友治
（琉球大学医学部
附属病院 手術部）

O23-1 消化器外科 SSI サーベイランスの報
告 第 2 報

NHO浜田医療センター
ICT 渡邉 正美

O23-2
手術前手洗いにおけるラビング法導
入が下部消化管 SSI 発生に与える変
化の検討

自治医科大学附属病院
感染制御部 渡辺美智代

O23-3
尿道カテーテル留置ベストプラク
ティスを使用した手術室看護師の手
指衛生遵守率向上への取り組み

愛知医科大学病院
ICT 徳田 浩一

O23-4 予防的抗菌薬のタイミングと手術部
位感染発症率との関係

広島大学病院 感染制
御部 中曽亜佐美

周術期感染対策
2

9：40～10：30

久米 真
（朝日大学歯学部
附属村上記念病院
外科・消化器外科）

O24-1 心臓血管外科における 6 年間の SSI
サーベイランスの評価

山形大学医学部附属病
院 検査部・感染制御
部

森兼 啓太

O24-2

心臓血管外科手術を受ける患者にお
けるクロルヘキシジンルグコン酸塩
を用いた手術直前シャワーによる手
術部位感染への効果

桜橋渡辺病院 黒田 美奈

O24-3 術後感染が医療費と在院日数に与え
る影響に関する検討

愛知医科大学病院 感
染制御部 加藤由紀子

O24-4
手術中の眼周囲への血液飛散状況の
可視化による眼用防護具装着率の向
上

杏林大学医学部付属病
院 手術部 田中 文子

O24-5 心臓血管外科手術における手術室で
の感染対策 福井大学医学部第2外科 森岡 浩一

災害発生時の感
染対策・救急体

制
10：50～11：50

川口 辰哉
（熊本大学附属病
院 感染免疫診療
部・感染制御部）

O25-1

熊本地震被災病院の入院患者 110 名
の緊急受入れ～臨床現場にボラン
ティア 250 名が介入した場面の感染
防止対策と評価～

医療法人八女発心会
姫野病院 感染対策室 中西 穂波

O25-2 DMAT 隊員、救護班隊員に対する破
傷風トキソイド接種の取り組み

前橋赤十字病院 薬剤
部 矢島 秀明

O25-3
熊本地震における感染対策活動：大
学附属病院の感染管理認定看護師と
しての役割

熊本大学医学部附属病
院 感染制御部 藤本 陽子

O25-4 熊本地震後早期に避難所で開始した
症候群サーベイランス

鹿児島大学病院 医療
環境安全部 感染制御
部門

徳田 浩一

O25-5 鹿児島県における救急隊員の病院前
救護活動における感染対策実施状況

鹿児島大学病院 医療
環境安全部 感染制御
部門

川村 英樹

O25-6 平成 28 年熊本地震に伴う宇土地区避
難所感染性胃腸炎対策支援活動

鹿児島大学病院 医療
環境安全部 川村 英樹
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その他の標準予
防策・経路別予

防策関連
13：30～14：30

渋谷 智恵
（公益社団法人日
本看護協会 看護
研修学校 認定看
護師教育課程）

O26-1 一類感染症病室 X 線撮影における
FPD システムの有用性

りんくう総合医療セン
ター 放射線技術科 飯塚 明寿

O26-2
海外で医療曝露歴がある患者の入院
時耐性菌スクリーニングによる疫学
調査

神戸市立医療センター
中央市民病院 感染管
理室

新改 法子

O26-3 医療職における耳ピアス孔と手指表
面に分布する細菌に関する検討

東邦大学医療センター
佐倉病院 感染対策室 寺井 幸子

O26-4
A 看護系大学に設置されたエレベー
ター昇降押しボタンにおける MRSA
の実態調査

順天堂大学 保健看護
学部 武井 泰

O26-5
接触予防策遵守率向上に向けての取
り組み～直接観察による評価と介
入～

鳥取大学医学部附属病
院 感染制御部 上灘 紳子

O26-6 外来診察室における空気感染対策に
関する検討

東北大学大学院 医学
系研究科 感染制御・
検査診断学分野

遠藤 史郎
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教育の工夫 1
8：30～9：30

崎浜 智子
（国際医療福祉大
学大学院 看護学
分野）

O27-1 尿道留置カテーテル挿入に関しての
院内認定制度の導入とその効果

広島市医師会運営・安
芸市民病院 篠原 久恵

O27-2
学校感染制御チーム設置の成果～今
金中学校のインフルエンザ流行は阻
止できたか～

八雲総合病院 八雲感
染対策ネットワーク事
務局

崎本 裕治

O27-3 蛍光ローションを用いた個人防護具
着脱教育を実施して 旭川赤十字病院 宮崎 寛康

O27-4
HIV 感染症患者血液曝露事例を機に
開催した感染対策研修会とその問題
点

京都市立病院 ICT 本多あずさ

O27-5 手指衛生観察アプリを用いた直接観
察法の教育効果に関する検討

北里大学病院 感染管
理室 大川原裕樹

O27-6 歯科大学附属病院における口内法 X
線撮影時の感染防止対策の実態調査

大阪歯科大学附属病院
ICT 蒲生 祥子

教育の工夫 2
9：40～10：30

雨宮 みち
（日本看護協会看
護研修学校 認定
看護師教育課程）

O28-1
中小規模病院における感染防止院内
教育プログラムの効果（第 2 報）―集
合研修受講後アンケート調査から―

修文大学 看護学部 諏訪美栄子

O28-2 高齢者介護施設における感染管理の
課題と感染症発生との関連

早稲田大学 人間総合
研究センター 大浦 絢子

O28-3 高齢者福祉施設の感染対策を実践的
かつ効果的に介入した事例の報告 宇部興産中央病院 中村 彰子

O28-4 感染管理教育プログラムのための
ニーズ調査

東邦大学医療センター
大森病院 感染管理部 近藤 陽子

O28-5
初期臨床研修医及び医学部学生にお
ける感染制御教育の評価と今後の課
題

日本大学医学部 内科
学系総合内科・総合診
療医学分野

稲垣 喜則

O28-6 演題取り下げ

教育の工夫 3
10：50～11：50

平松 玉江
（国立がん研究セ
ンター中央病院
看護部）

O29-1 精神科患者への感染対策教育的プロ
グラムの実践

医療法人杏和会阪南病
院 ICT 中川 雅美

O29-2 訪問看護師に対する感染対策研修の
評価

兵庫県立西宮病院 看
護部 山本 美雪

O29-3
末梢静脈カテーテル管理実態調査か
ら明らかとなった教育課題への取り
組み【第 2 報】

榊原記念病院 ICTリ
ンクナース 村上 愛

O29-4
感染管理ベストプラクティスの遵守
に向けた取り組み～他者チェックを
2 年実施して見えたこと～

地方独立行政法人 東
京都健康長寿医療セン
ター

前沢 知美

O29-5
看護部感染管理委員会の取り組み―
シミュレーション研修を取り入れた
看護助手教育―

高知大学医学部附属病
院 看護部 有田実作子

O29-6 国際資源学部学生の開発途上国での
海外実習に備えた渡航前教育の試み

秋田大学医学部附属病
院 中央検査部 嵯峨 知生



The 32nd Annual Meeting of Japanese Society for Infection Prevention and Control

セッション 座長（所属） 演題
番号 演題名 所属 演者

第2日目 2月25日（土） 第10会場（神戸国際会議場 5F 501）

－71－

教育の工夫 4
13：30～14：10

小森 敏明
（京都府立医科大
学附属病院 臨床
検査部）

O30-1 外来における血液培養コンタミネー
ション減少への取り組み 福山市民病院 看護部 手嶋 純子

O30-2 血液培養コンタミネーション率低下
への取り組み 坂出市立病院 ICT 藤田美津子

O30-3 血液培養の最適量採取向上への取り
組み

箕面市立病院 中央検
査部 澤田 加奈

O30-4 当院における血液培養検査の適正化
に向けた取り組みと効果

浜松医科大学医学部附
属病院 感染対策室 名倉 理教
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個人防護具
（PPE）正しい使

用方法
8：30～9：30

下川 結花
（国家公務員共済
組合連合会 横須
賀共済病院 医療
安全管理部）

O31-1 陰部洗浄における個人防護具と防水
シーツの細菌汚染調査 帝京高等看護学院 北村 理江

O31-2
我が国の心臓カテーテル室における
個人防護具着用に関する実態とその
要因

循環器呼吸器病セン
ター 看護部 長野有希子

O31-3 助産師の分娩介助時における眼周囲
の血液曝露の実態 東京都立墨東病院 原 美穂子

O31-4 分娩介助時における助産師の個人防
護具着用行動に関連する要因

防衛医科大学校 医学
教育部 看護学科 楠見ひとみ

O31-5

精神科病院における感染対策の取り
組みについての全国調査（第 8 報）
～N95 マスクに関する項目に焦点を
あてて～

昭和大学附属烏山病院
看護部 池ヶ谷訓章

O31-6 感染症患者歯科診療時の個人防護の
実態

東京医科歯科大学歯学
部附属病院 総合診療
科

松本 宏之

針刺し切創・粘
膜皮膚曝露 1
9：40～10：40

中根 香織
（昭和大学病院
感染管理部門）

O32-1 安全装置付き静脈留置針導入による
針刺し・切創減少に向けた取り組み

聖隷三方原病院 看護
部 中村みどり

O32-2 救急医療における医療関係者の血液
体液曝露対策について

名古屋医療センター
感染制御対策室 鈴木奈緒子

O32-3

鋭利物により血液・体液曝露をした
A 病院職員の不安～新版 STAI を用
い曝露の原因となった処置時の不安
を分析する～

医療法人豊田会 刈谷
豊田総合病院 ICT 夏目美恵子

O32-4
当院における血液・体液曝露事故の
実態調査～過去 5 年間の事故報告書
から～

株式会社日立製作所ひ
たちなか総合病院
TQM統括室 安全管理
センター

根本 広子

O32-5
フェイスシールド着用を徹底した眼
の血液体液粘膜曝露予防のための取
り組み

昭和大学病院附属東病
院 感染管理部門 秋間 悦子

O32-6 皮膚粘膜曝露報告事例の分析からみ
えた課題

秋田大学医学部附属病
院 感染制御部 中村 美央

針刺し切創・粘
膜皮膚曝露 2

10：50～11：50

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）

O33-1
針刺し事故防止対策の一環として
チェックシートを使用した自主点検
の結果

門司メディカルセン
ター 医療安全管理室 白石ひとみ

O33-2 針刺し・切創の現状と組織としての
取り組み

公立阿伎留医療セン
ター 呉 禮媛

O33-3 静脈留置針の針刺しゼロを目指した
個別実践教育の成果

稲沢市民病院 感染対
策室 酒井 りえ

O33-4 当院手術室における針刺し切創の現
状と課題 福岡徳洲会病院 ICT 竹村 恵

O33-5 当院口腔外科における針刺し切創防
止に対する取り組み

大阪歯科大学附属病院
歯科衛生部 水谷美奈子

O33-6 当院における針刺し・切創事例発生
の現状と今後の課題

国立がん研究センター
中央病院 看護部 和田 典子
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地域連携ネット
ワーク

13：30～14：30

村上 啓雄
（岐阜大学医学部
附属病院 生体支
援センター）

O34-1
感染防止対策加算合同カンファレン
ス開催前後の地域連携病院における
感染対策実施状況の変化について

坂出市立病院 遠山三友紀

O34-2
感染防止対策加算 1 施設の役割～加
算 2 の連携施設での MDRP アウトブ
レイクを通して考える～

大阪府済生会千里病院
感染管理室 橋本 渚

O34-3

院内感染対策医療機関連携ネット
ワークへの保健所の関与等の調査と
保健所支援事業（平成 27、28 年度地域
保健総合推進事業）

福岡市早良保健所 永野 美紀

O34-4
自大学内の病院間連携活動により確
認された CRE の MIC 値の自動分析
機種間差について

藤田保健衛生大学病院
医療の質・安全対策部 和久田光毅

O34-5
ICN ネットワーク CHIBA における
手指衛生サーベイランス活動の実態
調査

日本医科大学千葉北総
病院 感染制御部 渡辺 郷美

O34-6 県内全域を対象とした微生物サーベ
イランスプログラム「MINIS」の構築

三重大学医学部附属病
院 中央検査部 中村 明子
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手指衛生 5
8：30～9：30

内山 正子
（新潟大学医歯学
総合病院 感染管
理部）

O35-1 当院の手指消毒剤使用量とインフル
エンザ発症の現状

医療法人 光臨会 荒
木脳神経外科病院 島中 延枝

O35-2 ポータブルエックス線検査における
撮影前の手指衛生遵守率の調査

医療法人豊田会 刈谷
豊田総合病院 放射線
技術科ICTワーキング

大久保裕矢

O35-3 当院における直接観察法による手指
衛生遵守状況の分析

河北総合病院 安全感
染管理室 浅野美奈子

O35-4 手指衛生実施率向上を妨げている要
因の検討 公立昭和病院 ICT 長谷川 忍

O35-5 感染管理ベストプラクティスを用い
た手指消毒の遵守率向上に向けて

大阪市立大学附属病院
看護部 青山奈緒子

O35-6 外来採血室における感染対策の取り
組み

名古屋大学医学部附属
病院 医療技術部臨床
検査部門

長田ゆかり

手指衛生 6
9：40～10：40

網中 眞由美
（国立看護大学校
感染管理看護学）

O36-1 手指衛生遵守率向上の取り組みと
MRSA 検出率の比較

上尾中央総合病院
ICT 白井由加里

O36-2 ICU における手指衛生遵守率向上に
向けた取り組みの効果 八尾徳洲会総合病院 萩原 美香

O36-3 エアータオル使用時の使用者に対す
る飛散水による汚染状況 金城大学 看護学部 東 知宏

O36-4 手指消毒薬の量による効果の違い 前橋赤十字病院 半澤 綾

O36-5 整形外科病棟看護師の手指衛生の実
態調査

金沢医科大学病院 看
護部 陽本 祐里

O36-6 小規模病院における効果的な手指衛
生直接観察法の検討

東京大学医科学研究所
附属病院 看護部 白井みゆき

手指衛生 7
10：50～11：50

一木 薫
（兵庫医科大学病
院 感染制御部）

O37-1
リンクナースが実践した部署の特徴
を踏まえた手指衛生のタイミングへ
の介入効果

稲沢市民病院 感染看
護チーム 藤田千恵美

O37-2 臨床検査室における手指衛生遵守率
向上への取り組み

医療法人豊田会刈谷豊
田総合病院 ICT 藏前 仁

O37-3
当院の高齢者アルコール依存症治療
病棟における患者の手洗い遵守率を
高めるための取り組み

独立行政法人国立病院
機構久里浜医療セン
ター 看護部

成田 真代

O37-4 一般外科病棟回診創処置時における
手指衛生遵守率向上の取り組み

国立研究開発法人 国
立長寿医療研究セン
ター

前川 裕子

O37-5
循環器内科病棟・CCU における手指
衛生遵守率向上に向けたベストプラ
クティスの教育効果の検討

大阪市立大学附属病院
循環器内科病棟 池本明希子

O37-6 薬剤師を対象とした手指衛生に関す
る知識習得の実際 長崎大学病院 薬剤部 今村 政信
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手指衛生 8
13：30～14：30

菅野 みゆき
（東京慈恵会医科
大学附属柏病院
感染対策室）

O38-1 ATP を使用し手指の汚染度を調査し
て

札幌山の上病院 看護
部 佐藤 宏行

O38-2 医療従事者を対象にした手荒れ状況
の実態調査と課題

獨協医科大学越谷病院
感染制御部 小林 義正

O38-3 アルコール手指消毒剤の使用量と新
規 MRSA 発生動向の調査

JA長野県厚生連鹿教湯
三才山リハビリテー
ションセンター鹿教湯
病院 感染制御室

荒井 誠

O38-4
手指衛生遵守率向上への取り組み
―小児の特性に応じた吸引時手洗い
チェックリストを用いて―

都立小児総合医療セン
ター 看護部 冠城 和世

O38-5 ラビング法による手術時手指消毒導
入後の再評価

群馬大学医学部附属病
院 手術部 高橋 麻衣

O38-6
手術室外回り看護師の手指衛生に対
する行動変容と習慣化に対する取り
組み

鹿児島県立大島病院
医療安全管理室 佐藤ひろみ


