
日時：平成29 年9 月4 日（月） 13 時30 分～17 時40 分
場所：厚生労働省中央合同庁舎第5 号館（低層棟２階 講堂）
厚生労働省 院内感染対策サーベイランス事業（JANIS）新規参加医療機関募集に伴う
「JANIS のデータ提出・活用のための説明会」講演 16:25～16:55

JANIS 還元情報を活用して地域連携を高精度化する

-感染対策の地域連携支援システム（RICSS）について-
東海大学医学部基礎医学系生体防御学（細菌学/感染症学） 藤本 修平



感染対策の地域連携支援システム

Regional Infection Control Support System
RICSS

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
RICSSはRegional Infection Control Support Systemの頭文字を取ったものです。



RICSS
サーバー

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
RICSSは1台のサーバーで全国の医療機関の連携を支援します。



N地区1-2連携

B大学関連施設

県立病院

A大学関連施設

県北地区連携

全国重身グループ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
RICSSは診療報酬加算にもとづく連携を基本としていますが、一旦、加算にもとづく連携として（基本グループとして）登録をすれば、その後は、他の医療機関と自由に任意グループを作ることができます。地域、経営の主体等のグループの他、地域では数が少ない重症心身障害児施設など特殊な特性を持った医療機関が全国で地域を越えた連携を行うことも支援します。



RICSS開発の経緯と現況



① 厚労科研八木班（H25～）において、感染防止対策加算および地域連携

加算に基づく感染対策の地域連携に伴う、データ収集、集計、還元の作
業負担を軽減するするシステムの調査・研究・開発を行った。

② 加算1-2、1-1連携に止まらず、全国レベルまでの任意のグループに対し

て、感染対策の実施状況とそのアウトカムに関する情報を、収集し、そ
れぞれのグループの評価に利用できる形で、集計、還元するシステムと
して提案した。

③ 入力にJANIS検査部門のデータを利用できる。

④ AMR対策アクションプランのプロジェクトの一つ。

⑤ 平成28年度、AMEDの資金で単年度で開発を行った。

⑥ 平成29年度、JACS（抗菌薬使用動向調査システム）を包含して厚生労
働省の委託事業として国立国際医療研究センター（NCGM）に新設され
たAMR臨床レファレンスセンター（AMRCRC）で運用されている。

⑦ 現在、77医療機関が登録。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現在、AMRCRCでさまざまな改良のための検討が行われています。



RICSSシステムの位置づけ



サーベイランス
動向調査・監視

感染症の監視

感染源の監視

感染経路の監視

抗菌薬適正使用の監視

感染対策実施状況の監視感染症診療の監視

JACS（抗菌薬使用動
向調査システム）

JANIS（検査部門）

JANIS（全入院患者、
SSI,ICU、NICU部門）

感染症法に基づく
調査（感染症発生

動向調査）

RICSS

院内感染対策・耐性菌対策の監視と動向調査

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
RICSSはこれまで医療機関、地域での連携に任せられていた、感染対策の実施状況、感染症診療、抗菌薬適正使用、感染経路等の監視を、国レベルで支援し、かつ、既存のシステムと連携しながら、感染対策の質を高める支援を行う包括的なシステムです。



RICSSシステムの概要



基本グループ
申請（登録）

ログイン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ログイン画面。この画面は同時に基本グループの申請画面としても利用されます。画面には、登録データが統計データとして利用されること、ログイン後にグループ参加の意思確認が行われることも記されています。



ホーム画面： グループ参加承認/拒否、参加状況等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ホーム画面では、所属するグループの状況が表示されます。また、新しいグループへの参加承諾、参加拒否もこの画面で行います。



病院基本情報、
ICT活動の状況

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
病院基本情報、ICT活動の入力画面（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）



antimicrobial 
stewardship 概要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
antimicrobial stewardship 概要の画面（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）



血液培養の実施
状況と汚染率

主要菌

主要薬剤耐性菌の
分離状況

これらの情
報はJANIS
データから
自動入力

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
入力画面（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）JANIS検査部門データに入院日が入力されていれば、院内での感染者数も算出。複数セット採取率、汚染率もJANIS検査部門データから自動算出されます。JANIS検査部門に参加していない医療機関も、集計した数を、Web画面から手入力することで参加できます。



DPC 提出ファイル（E・Fファイル）から
の抽出が可能になった。（八木・村木）

HAI

抗菌薬使用状況

電レセファ
イルの利用
も検討中

AMRCRC
で改良中

手指衛生

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
入力画面（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）抗菌薬使用状況は、JACS CSVファイルの取り込みができます。八木先生（名古屋大学）、村木先生（三重大学、現京都薬科大学）のご尽力で、DPC提出ファイル（E・Fファイル）からJACS CSVファイルを作る仕組みが提供されました。電子レセプトから抽出する仕組みについても検討中です。



情報還元はWeb画
面とPDF, CSV

自施設、グループ
平均（加算1、加算2、
合計）、全国平均
（加算1、加算2、合
計）が集計、作図、
作表される

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
還元情報（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）還元情報は、Web画面とPDF, CSVで提供されます。還元される情報は自施設データ、グループ平均（加算1、加算2、合計）、全国平均（加算1、加算2、合計）の経時的データなどが集計、作図、作表されます。Web画面には、任意の組み合わせでグラフを表示させることができ、その組み合わせに名前を付けて保存すること、定型的な組み合わせ例を利用しての表示もできるようになっています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
還元情報（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）抗菌薬使用状況の積み上げグラフの例です。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
還元情報（平成28年度研究開発版の画面例：現在、AMR臨床リファレンスセンターで改良版の仕様検討中です。）抗菌薬使用量の箱ひげ図の例です。



JANISデータを利用する他のツールとして

1. PMAL （Probability-based Microbial Alert Light 
version）（菌の確率的異常集積の自動検出軽量
版）、PMALにもとづくΣ-alert matrix を提供中

2. アンチバイオグラム作成、グループで利用できる
2DCM-webの提供なども検討中

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
公開時システムは、AMR臨床リファレンスセンターで専門家などの意見を参考に改良版の仕様検討中です。



PMAL （Probability-based Microbial Alert Light version）（菌の確率
的異常集積の自動検出軽量版）、PMALにもとづくΣ-alert matrix

Σ-alert matrix（警告スコア累積カラーマトリクス）

菌の異常集積を検出し
汚染源の推測も支援

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
公開時システムは、AMR臨床リファレンスセンターで専門家などの意見を参考に改良版の仕様検討中です。現行システムで稼働している、菌の確率的異常集積の自動検出軽量版とそれにもとづくΣ-alert matrix。菌の異常集積を検出し、汚染源となっている材料の推測を支援します。



RICSSのグループ作成機能



N地区1-2連携

B大学関連施設

県立病院

A大学関連施設

県北地区連携

全国重身グループ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
RICSSは診療報酬加算にもとづく連携を基本としていますが、一旦、加算にもとづく連携として（基本グループとして）登録をすれば、その後は、他の医療機関と自由に任意グループを作ることができます。地域、経営の主体等のグループの他、地域では数が少ない重症心身障害児施設など特殊な特性を持った医療機関が全国で地域を越えた連携を行うことも支援します。



メンバー管理（グループ責任者の画面）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グループの作成、メンバーの管理もWeb画面から行います。



1. 基本グループは診療報酬加算にもとづく連携をもとに登録。
（責任者は、加算1の医療機関）

2. 任意グループの責任者には、基本グループ責任者、メン
バーのいずれであってもなれる。

3. 基本グループに参加していない施設は、任意グループに参
加することはできない。

4. グループへの参加は、基本グループを含めて参加する医療
機関の自由意志にもとづく。参加の勧誘があっても拒否でき
る。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グループについての原則を示します。



1. グループ責任者がメンバーを申請
（基本グループの場合は同時に参加登録）

2. 事務局が承認
→グループ責任者にメールが届く
：責任者が、メンバーにログインID、(仮)パスワードの連絡
メールを送信（グループ責任者の操作で自動送信）
：任意グループについては、承認されたことを伝える一斉
メールの送信（任意）

3. メンバーは、ログイン時に参加承認/拒否

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
グループ作成の大まかな流れ。申請、承認などは、Web画面、メールを介して行われる。基本グループの場合、同時に、グループ責任者、メンバーのRICSSへの最初の登録を兼ねる。基本グループの申請時は、最初に責任者がメールアドレスを登録し、そのアドレスに確認のメールが送られる。一定時間以内にそのメールに記されたリンクにアクセスすることにより、申請作業が始まる。事務局承認後のメンバーへの連絡は、責任者がシステムを利用してメールで行っても、郵送、口頭で行ってもよい。基本グループ、任意グループともに、ログイン後に改めて、参加承認・拒否を選択する（一旦承認・拒否をした後の変更はグループ責任者側での操作が必要）。



データの公開・秘密保持について



1. RICSSの入力データに個人情報は含まれない。

2. 基本グループの責任者はメンバーの入力データを閲覧でき

る（精度管理のため）。

3. 任意グループには、責任者がメンバーの入力データを閲覧

できるようにも、できないようにも設定できる。

（グループ単位）

4. グループのメンバー同士は、グループの平均値などの統計

量を参照することができるが、入力データは閲覧できない。

5. 統計量は、国、自治体が利用する場合がある。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
自治体での統計量の利用については、今後の課題として検討中。但し、現状で、自治体と各地域の医師会、大学などで調整をしていただき、適当な医療機関を責任者として自治体単位の任意グループを作って頂くことができます。この方法ですと、行政圏全体だけで無く、診療圏別の統計なども取りやすく、また、自治体、医師会、大学などが協力する体制作りの補助ともなると考えています。



今後の予定について



1. HAI関連情報収集の強化などの改良

2. アンチバイオグラム提供などのサービス向上

3. 感染対策サーベイランスの共通プラットフォーム化

4. AMR関連総合情報提供のプラットフォーム化

5. 大規模試行、一般公開

（順不同）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
大規模試行、一般公開は来年度（平成30年度）を予定。共通プラットフォーム化した後は、RICSS自体も共通プラットフォームの一部となるイメージで、共通プラットフォームは異なった階層に位置づけられるため、別の名称を設けることを検討中。
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