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令和4年度診療報酬改定の基本方針
新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築など

医療を取り巻く課題への対応

我が国の医療制度は、これまで、医療のアクセスや質を確保し
つつ、持続可能な医療提供体制を確保していくため、医療機能
の分化・強化、連携や、地域包括ケアシステムの推進、かかり
つけ機能の充実等の取組を進めてきた。今般の新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大により、我が国の医療提供体制に多大な
影響が生じ、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域に
おける外来・入院・在宅にわたる医療機能の分化・強化、連携
等の重要性が改めて認識された。

厚生労働省HP掲載文章を改変 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000864860.pd



令和4年度診療報酬改定の基本方針

新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築など
医療を取り巻く課題への対応

まずは、足下の新型コロナウイルス感染症対応に引き続き全力
を注いでいくことが重要である。その上で、今般の経験を踏ま
え、今後、新興感染症等が発生した際に、病院間等の医療機関
間の役割分担や連携など、関係者が連携の上、平時と緊急時で
医療提供体制を迅速かつ柔軟に切り替えるなど円滑かつ効果的
に対応できるような体制を確保していく必要がある。加えて、
今般の感染症対応により浮き彫りとなった課題にも対応するよ
う、引き続き、質の高い効率的・効果的な医療提供体制の構築
に向けた取組を着実に進める必要がある。

厚生労働省HP掲載文章を改変 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000864860.pd



外来感染対策向上加算の新設及び
感染防止対策加算の見直し

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911809.pdf
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感染対策向上加算のメリット

地域の感染状況をいち早く把握して
施設間連携、対応が可能となる



感染対策のイメージ

・攻めの感染対策

・守りの感染対策



医療関連感染対策 「3つの予防」

• 発症予防 適切な手技と管理

適切な抗菌薬使用 予防抗菌薬 ワクチン

• 重症化予防 適切な診断 抗菌薬を含めた適切な治療

• 伝播予防 標準予防 経路別予防策



守りの感染対策



体制について

ICT（感染制御）

ＡＳＴ（抗菌薬適正使用支援）
感染症患者への介入・診断の支援・治療の適正化
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情報収集が守りのカギとなる

岡崎市HPより引用
新型コロナウイルス感染症患者の発生等について（令和4年7月5日現在） | 岡崎市ホームページ (okazaki.lg.jp)



情報収集が守りのカギとなる

2022 年 25 週（6 月 4 週 6/20～6/26）愛知県感染症情報センター（愛知県衛生研究所内）を引用
https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansentop.htm
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2022 年 25 週（6 月 4 週 6/20～6/26）愛知県感染症情報センター（愛知県衛生研究所内）を引用
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情報収集から見る感染対策の確認

•呼吸器感染症が増えてきている。

•蚊媒介感染症も気になる・・・・・

•患者・職員に再度、予防策説明が必要だね！

近隣状況を確認して予防策を実施する



攻めの感染対策



体制について

ICT（感染制御チーム）

ＡＳＴ（抗菌薬適正使用支援チーム）
感染症患者への介入・診断の支援・治療の適正化
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抗菌薬適正支援チーム（AST） 活動

感染症治療 感染対策



ASTメンバーの活動

９名

職種と人数 役割

呼吸器内科 医師 １名
総合診療科 医師 1名
小児科 医師 1名

専任

薬剤師 1名 専任

臨床検査技師 1名 専任

看護師
・認定看護師 1名
・特定看護師 １名

専従



多剤耐性グラム陰性菌の時代

Global Priority List of Antibiotic-resistant 
Bacteria to Guide Research, Discovery, and 
Development of New Antibiotics
(2017; 7 pages) 

優先度１：CRITICAL（危機的）

・腸内細菌科細菌
-第3セフェム耐性
（ESBL産生菌）
-カルバペネム耐性
（CRE）

・アシネトバクター･バウマニ

・緑膿菌
-カルバペネム耐性

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s23171en/s23171en.pdf


2050年には・・・・・・

Intensive Care Medicine
October 2017, Volume 43, Issue 10, pp 1464–1475 | Cite as

https://link.springer.com/journal/134
https://link.springer.com/journal/134/43/10/page/1
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-017-4878-x#citeas


微生物の生存時間
菌種（あるいは属名） 環境での菌の生存期間

大腸菌 1.5時間～16ヶ月

クレブシエラ属菌 2時間～30ヶ月以上

（肺炎桿菌を含む）

セラチア・マルセッセンス 3時間～2ヶ月

（乾燥局面：5週間）

緑膿菌 6時間～16ヶ月

（乾燥局面：5週間）

アシネトバクター属菌 3日～5ヶ月

Kramer A, Schwebke I, Kampf G. How long do nosocomial pathogens persist on inanimate surfaces? A systematic

review. BMC Infect Dis. 2006;6:130.

汚物槽・浴槽・洗面台・掃除用具などの湿潤な室内環境・用具
頻繁に検出される



院内で考える感染症

• 血流感染症

• 手術後創部感染症

• 尿路感染症

• 人工呼吸器関連感染症（肺炎）

• CDI感染症

全て院内で発症すると
患者と病院にとってリスクが高い



代表的な原因微生物

• 医療関連感染（病院内で発生した感染症）

S Serratia

P Pseudomonas

A Acinetobacter

C Citrobacter

E Enterobacter

SPACEと呼ばれる
グラム陰性菌



代表的な原因微生物

• Methicillin-resistant Staphylococus aureus

• Methicillin-resistant coagulase negative

Staphylo-coccus spp

• Enterococcus
グラム陽性菌では



ICTにて監視する多剤耐性菌の基準

カテゴリー 抗菌薬

アミノグリコシド系

ゲンタマイシン

トブラマイシン

アミカシン

カルバペネム系

イミペネム

メロペネム

フィニバックス

フルオロキノロン系
クラビット

シプロフロキサシン

第3・4世代
セファロスポリン系

セフタジジム

セフェピム

ファーストシン

ペニシリン系 ゾシン

厚労省
の基準

私大協
の推奨



ICTにて感染対策を指示する基準

カテゴリー 抗菌薬

アミノグリコシド系

ゲンタマイシン

トブラマイシン

アミカシン

カルバペネム系

イミペネム

メロペネム

フィニバックス

フルオロキノロン系
クラビット

シプロフロキサシン

第3・4世代
セファロスポリン系

セフタジジム

セフェピム

ファーストシン

ペニシリン系 ゾシン

厚労省
の基準

私大協
の推奨

↓
2系統
以上が
I or R

↓
2系統
以上が
I or R

対象菌種
緑膿菌、ｱｼﾈﾄﾊﾞｸﾀｰ、肺炎桿菌

大腸菌、ｸﾚﾌﾞｼｴﾗ・ｵｷｼﾄｶ



抗菌薬適正使用とは

・ 抗微生物薬使用の適応を判断し、

治療選択、使用量、使用期間などを
明確に評価して

アウトカムを改善し、有害事象を最小限にすること

抗菌薬適正使用の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf



AST活動のイメージは？

長期投与の理由は何ですか？

患者を診れば理解できません？

何でも1週間で抗菌薬は中止？



抗菌薬適正支援チーム（AST）の活動

・ 広域抗菌薬使用例

⇒ 抗菌薬投与理由の記載依頼

⇒ 治療変更・終了提案

⇒ 対象患者の状態確認と身体所見の実施

・ 血液培養陽性例

⇒ 状況確認・検査 / 治療提案

⇒ デバイスの管理について確認

・ 困難例はICTへ相談を提案（難治症例は感染症科）

・ 診療科・部門別の相談

・ 抗微生物薬の新規採用・採用中止の提案・相談



みんなが多忙・・・・

従来の業務に加えてCOVID-
19感染症の治療も・・・

基礎疾患のある患者へ
薬の影響は・・・・

様々な検査方法で
COVID-19と

それ以外も・・・・



AST役割を明確に・・・

＜最新情報の共有方法＞

１）電子カルテ内ファイルで一覧表を確認
（１）血液培養陽性者一覧
（２）広域抗菌薬使用患者一覧
（３）抗MRSA薬使用患者一覧

２）実際に主治医への確認、支援するための役割
（１）培養結果・薬剤感受性結果を検査技師
（２）実際の患者状態を看護師が確認
（３）医師・薬剤師が支援を検討



血液培養陽性患者の確認

微生物室で血液培養陽性者のリストを作成

カルテにコメント記載と主治医と検討



血液培養陽性患者の確認

微生物室で血液培養陽性者のリストを作成

特定認定看護師が陽性患者の身体所見を実施
必要な検査・抗菌薬推奨を主治医へ相談



アンチバイオグラムの活用
各医療機関において代表的感染症起炎微生物に関する

薬剤感受性表（アンチバイオグラム）

地域での抗菌薬に
関する動向調査
監視体制の一役と

なる



多職種による抗菌薬適正使用推進

・ 医師
⇒ 感染症診断・治療方針の決定

・ 薬剤師
⇒ 抗菌薬使用状況の監査・助言
⇒ 抗菌薬投与法の適正化（TDM）

・ 臨床検査技師
⇒ 診断・治療のための適正な検査

・ 看護師
⇒ 検査検体の適切な採取
⇒ 患者状態変化の把握・伝達



看護師による状態観察

抗菌薬長期投与患者のラウンドを行い患者状態を確認

検査や感染症科への依頼を主治医に相談・提案する。



継続して地域で暮らすための栄養ケア

食事量
低下

低栄養

地域と入院の課題
基礎疾患のある患者

入院
誤嚥性肺炎

褥瘡
胆管炎

転倒骨折

特定行為看護師による
基礎疾患の状態評価
・食事の工夫
・点滴の必要性

廃用性症候群

筋量低下
サルコペニア

運動機能低下
フレイル



まとめ

施設間連携を密にして
地域での感染対策に貢献していきたい

と考えております。


