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０． はじめに 

 信州大学医学部附属病院は（以下，本院という）は特定機能病院としての使命を有し，平時より長野県内の医療

の最後の砦としての役割を果たしている。しかしながら，予期せぬ新型感染症が流行に至った場合には，本院の

機能を維持しながら，さらに他病院では診療が困難な感染した最重傷者の治療を主に行う必要がある。 

 そのためには，本院における感染対策を万全に行い，患者と医療従事者の安全と健康を確保し，安定した高度

な治療を同時に対応することが求められている。 

 院では，２０２０年６月より感染制御室と関係部門関係者により BCP策定ワーキングチームを設置して，被災想

定，優先業務，ボトルネック資源と影響分析を行い院内の各診療科部等より行動計画と脆弱性課題の抽出を行

い，この計画書（第一版）をまとめた。今後も第２波，第３波に備えるとともに，脆弱性課題の克服，訓練及びシミ

ュレーションを行い検証し継続的に改善していくものとする。 

 染者発生時には，全職員が一丸となってこの計画書に基づいて対応し，本院が地域医療の中核的な存在とし

て貢献する事を目指すものである。 

 

１． 目的・基本方針 

本院は，長野県内及び中信地区，院内の患者や職員等での感染症患者が発生した場合でも，病院機能を可能

な限り維持しまたは早期に病院機能を回復させ，病院内の全職員が協力して，初動，急性期から復興期に至るま

で切れ目無く感染対策医療活動を継続することにより，感染者の治療，院内感染防止，地域社会の早期復帰に

貢献するため，本事業継続計画（BCP）を作成する。 

 

１． １ BCPとは 

大地震などの災害が発生すると，通常業務の継続が困難となるが，そうした場合でも優先業務を実施できる

ようあらかじめ検討した事業継続計画（BCP; Business Continuity Plan）． 

 

感染症対策の BCP では，現在の診療業務に加え，感染症患者の治療のために業務量が増加し，かつ職員

数が減少することも考えなければならない。 

 
今回の新型コロナウイルス感染症においては，終息するまでに長期間を要すると考えられ，診療の先延ば

しだけでは対応が困難である． 

 

１． ２ BCP作成の目的 

信州大学医学部附属病院は特定機能病院として，長野県内で当院でしか行えない診療を継続することを目

的とする。 

長野県内，中信地区，院内において感染症患者が発生した場合でも，病院機能を維持または早期に回復さ

せ，診療の継続を行えるよう事前に本事業継続計画を作成する。 
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１．３ 適用の範囲 

 本BCPは，本院の全部門に適用する。 

 

１．４ 文書管理と開示範囲 

本BCPは，感染症対策本部が原本の最新版管理を行う。 

この文章は，適用の範囲である病院内全部門の全職員に開始し周知する。 

また，感染対策のために必要な関係機関からの求めに応じて開示することができるものとする。 

 

１．５ イメージ図 

 
  

ＢＣＭの概念

事業継続マネジメント

事業継続計画教育・訓練 見直し

経営層の
チェック・承認

マネジメントサイクルによって
事業継続を継続的に改善
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２．特定機能病院としての使命及び他の医療機関との連携 

 本院は，長野県内で唯一の特定機能病院に指定されており，下図のとおり感染症長野県対策本部での対応方

針に従って，他の医療機関との協力のもと対応することとなる。 

 特定機能病院としての使命は，２４時間いつでも重症感染者への緊急対応ができ，また，地域内であふれ出た

非感染者での原疾患の受入，搬出が可能な体制を維持することである。さらに重症感染者が増加した場合には，

病院の稼働状況のもとに，重症感染者の受入可能人数，あるいは本院から搬出すべき重症者等を把握し，感染

症長野県対策本部（仮称）等上部組織へ報告することが必要となる。 

 

＜長野県内医療関係機関と連携した医療活動のイメージ＞ 

 

（例）新型コロナウイルス感染症 

 
 

  

【長野県】新型コロナウイルス感染症長野県対策本部

【地域振興局，保険福祉事務所 ほか】新型コロナウ

イルス感染症長野県対策本部地方部（地方部）

○ 松本広域圏救急・ 災害医療協議会

○ 新型インフルエンザ・新興感染症対策委員会

（新型コロナウイルス感染症入院病床調整計画）

○ 新型コロナウイルス感染症産科医療調整計画

○ ＜小児？＞

○ ＜精神？＞

松本医療圏

【特定機能】信州大学医学部附属病院

【有識者・医療関係者】長野県新型コロナウイルス

感染症対策専門家懇談会

【２種】松本市立病院

ほか

大北医療圏

木曽医療圏

長野県を通じて最重

症患者の受入

佐久医療圏

上小医療圏

諏訪医療圏

上伊那医療圏

飯伊医療圏

長野医療圏

北信医療圏

【地域医療】松本医療センター

【周産期】県立こども病院

長野県内医療圏
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３．感染対策想定 

３．１ 想定する感染状況 

一般に BCPは，震災のみならず，台風，竜巻といった自然災害や SARSのような感染症の蔓延，またはテロ

や大事故といったオールハザードを対象としている。 

日本は，島国であり感染の広がりは空路，航路から移動する人人感染によるものや，鳥や豚等の動物が媒体

として，人に感染させることが想定される。 

本ＢＣＰにおいては，新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の海外発生から，感染した外来・入院患

者の来院，院内感染及び院内感染蔓延までの状況を想定してＢＣＰを策定する。 

 

３．２ 感染症による被害想定と対策の現状 

物流サプライチェーンの停滞及び国内在庫不足等に伴う物品の供給不安定 

現在（2020.6.18）のＰＰＥの在庫量は，節減を行った状況下においてサージカルマスクは約 3ヶ月分，アイソレ

ーションガウンは約 2ヶ月分，グローブは約 1ヶ月分，フェイスシールドは約 2週間分である。また，消毒液や，

その他の材料等も供給停止や供給制限が頻発しており，底をつくと医療行為が行えない。 

医療継続に必要な物資の確保を行う手段として，使用量の節減や，供給ルートの確保等が必要となる。 

感染症対応部門への人員配置に伴う人員不足 

感染症対応のために臨時に設置された部門へ対応するため，通常の業務と平行して臨時部門への対応も行う

ため，通常の業務をある程度減らし補う必要がある。 

 

 院内感染等（学校の臨時休校に伴う親の減少も含む）による職員の減少 

院内感染確認 職員２５％減 職員５０％減 

院内感染が発生し，職員及び患者が感染し職員が業務に当たれなくなる可能性がある。 

各部門の専門領域内での業務のクロストレーニングした応援交代要員の必要性。 

他病院からの応援体制の構築。 
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４． 感染対策の対応体制 

４．１ 感染症対策本部 

４．１．１ 設置基準 

レベ

ル 
内容等 感染症対策本部等の設置 医療体制 職員招集 

０ 海外発生期 
感染制御室による情報収集

及び発信 

通常 

感染者受入体 

制準備 

必要に応じて 

１ 

国内発生早期 

（日本国内で感染者が発

生したら） 

感染症対策本部 
通常 

感染外来設置 
必要に応じて 

２ 

重症患者入院決定 

（長野県内で感染者が発

生したら） 

（想定外ではあるが，軽症

～中等症含む） 

感染症対策本部 
通常 

感染外来・病棟設置 
必要に応じて 

３ 
院内感染発生 

（職員の不足含む） 
感染症対策本部 

状況により診療制限 

感染外来・病棟設置 
必要に応じて 

４ 院内感染蔓延 感染症対策本部 
診療中止，病院避

難 
必要に応じて 

 ※感染医療体制は時間の経過，状況変化により変更される。 

   

  感染症対策本部を設置する場合は平日の時間内は危機管理担当副病院長/感染制御室長またはその代理

者が感染症対策本部長となる。 

   

 

４．１．２ 設置場所 

 感染症対策本部 （外来診療棟４階 大会議室）に設置する。 

 

４．１．３ 感染症対策本部 の構築 

 １．レベル宣言後，職員は必要に応じて感染症対策本部に参集する。 

 ２．感染症対策本部長を決定 

 ３．感染対応時の各班統括者を参集メンバーの中から担当者を指名する。 

 ４．使命された各統括者は，参集メンバーの中から担当者を指名する。 

 ５．活動を開始する。 

 

４．１．４ 感染症対策本部組織 

 感染症対策本部活動の基本方針 

  ①常に指揮命令系統を維持する。 

  ②感染対策時には，通常の職域に拘らず全員で優先度の高い業務に取り組む。 

  ③医師・看護師・事務職員等がそれぞれの局面で連携・協力して対応にあたる。 

  ④職員の安全を第一として，感染暴露対策，休憩，交代勤務，食事等を適切に行う。 
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４．１．５ 感染医療体制図 

 

［感染症対策本部長の代行順位］ 

 病院長が不在の場合は，病院長が任務につくまでの間は，次の優先順位により本部長代理者を決定し，その

代理者が感染症対策を指揮・統括する。 

 

（本部長代理者の優先順位） 

① 副病院長 

② 感染制御室長 

③ 高度救命救急センター長 
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４．１．６ 平時の体制図（既存部門） 

 

 

 

※（　　　　　）表示は他の診療施設等に包括されている部署または
　　常時職員等が配置されていない部署を示す

施設管理室

医事課

医事係

医事企画係

医療安全係

外来係

入院係

総務係

人事係

職員・安全係

病院機能強化準備室

契約係

経理係

経営管理課

形成外科

特殊歯科・口腔外科

乳腺・内分泌外科

リハビリテーション部

外来

病棟

消化器内科

血液内科

腎臓内科

薬剤部

医療安全管理室

感染制御室

脳神経内科

リウマチ･膠原病内科

糖尿病・内分泌代謝内科

泌尿器科

眼科

耳鼻いんこう科

産科婦人科 （人工内耳センター）

子どものこころ診療部

医療連携係

患者サービス係

（糖尿病サポートチーム）

リハビリテーション科

医療福祉支援センター （胸痛センター）

こまくさ図書室

（先端心臓血管病センター） （口腔管理センター）

（栄養サポートチーム）

臨床研究支援センター 総合遠隔診療室

収入係

医療安全相談室

医療支援課

（呼吸器センター）

内視鏡センター

新生児科

皮膚科

放射線科

精神科

小児科

医療支援係

信州がんセンター 診療録管理室

遺伝子医療研究センター

経営推進課

予算・決算係

経営分析係

麻酔科蘇生科

（先端医療教育研修センター）

医療情報部 （組織移植再生医療センター）

医療相談係

医療情報管理室

環境施設部

事務部

総務課

卒後臨床研修センター （呼吸サポートチーム）

臨床栄養部

臨床検査部 臨床工学部

手術部 （近未来医療推進センター）

救急科

総合診療科

病理診断科

先端細胞治療センター

血液浄化療法部 先端予防医療センター

集中治療部 （生殖医療センター）

高度救命救急センター

整形外科

脳神経外科 脳血管内治療センター

感染症対応連絡会議

診療施設等

材料部 肝疾患診療相談センター

分娩部

放射線部 （移植医療センター）

輸血部

小児外科

心臓血管外科

呼吸器外科

難病診療センター

診療科

呼吸器・感染症・アレルギー内科

循環器内科 移植外科

消化器外科

発　　　災

感染症対策本部

病 院 長

副病院長

          　　　　　救急科長，医療情報部長，薬剤部長，統括ＤＭＡＴ

病院長補佐

6名：

6名
　　　

看護部

看護管理室

災対本部要員
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４．１．７ 感染症対策本部メンバーとその役割 

組織化順位の凡例 

Ａ：感染症対策本部 

Ｂ：最優先で指定する役割 

Ｃ：二次的に指定する役割 

 

メンバー （対応組織） 組織

化順

位 

役割 

本部    

感染症対策本部長 危機管理担当副病院長/

感染制御室長 

Ａ 感染症対策医療体制の適用と終了を宣言 

感染症対策医療体制の指揮・統括 

感染症対策本部会議を主催 

院内・外に対して適宜適格に関連情報を発

信 

副本部長 要相談 副病院長 Ａ 感染症対策本部長不在時に任務を代行 

情報統括班 病院長補佐 

医療情報部長 

事務部（総務係） 

Ａ 院内・外の情報収集・統括・発信 

本部の時系列記録（クロノロジー）の実行 

会議議事録の作成 

関係諸機関との連絡調整及びコンタクトリス

ト作成 

外来診療対応班 感染制御室，医療支援課 

外来を取りまとめる副病

院長 

Ａ 感染症診察室，発熱外来の設置及び運用 

入院診療対応班 感染制御室，病棟看護師 

診療統括者 

事務部（入院係） 

Ａ  

職員厚生班 病院長補佐 

事務部（職員・安全係） 

産業医，精神科チーム 

Ａ 行動可能な職員の把握，要請に応じて調整

及び配置 

院内感染した職員の把握，労災手続き等 

診療上濃厚接触した職員の仮住まいの確保 

物資管理班 病院長補佐 

材料部 

事務部（契約係） 

薬剤部 

臨床工学部 

Ａ 院内在庫状況の亜悪，院外からの支援物資

の受入・管理，院内への供給調整 

薬剤部・材料部・臨床工学部等との連携 

物資管理エリアの設置及び院外からの支援

物資保管場所の設置 

物流状況の確認，代替物資の模索等 

施設整備班 病院長補佐（施設担当） 

事務部（施設管理室） 

Ａ 新設エリア（外来診療，入院診療）の準備 

院内の衛生状況の把握及び環境保全 

報道関係対応班 病院長補佐 

副病院長 

事務部（総務係） 

Ａ マスコミ等の取材対応 

報道関係対応エリアの設置及び必要に応じ

て記者クラブの設置 

ベッドコントロール班 副看護部長 

病棟師長相当の看護師 

Ａ 院内から報告された空病床の情報に基づ

き，入院診療対応班で受け入れた患者の入

院に必要な病床の確保及び確保に必要な患

者の移送にかかる指示の実行 
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メンバー （対応組織） 組織

化順

位 

役割 

院内感染対応部門 感染制御室 Ｂ 院内感染発生時の初期対応 

 接触者把握班 感染制御室ＩＣＮ，当該部

署 

Ｂ  

 感染者入院班 本部入院診療対応班 Ｂ  

 外来電話対応班 本部外来診療対応班，医

療支援課，各外来 

Ｂ  

 病棟ベッドコントロール

班 

看護部（副部長，当該看

護師長） 

Ｂ  

 手術調整班 手術部 Ｂ  

 施設消毒班 経営管理課と当該部署，

感染制御室ＩＣＮ 

Ｂ  

 

４．１．８ 各部門への人員配置 

  各対応部門の人員は，時間帯により行動できる人数が大きく異なることが予想されるため，以下の通り配置す

る。 

①勤務時間内の対応 

各診療部門の長は，本部より指示があった場合は，速やかに各感染対応部門に必要人員を派遣する。 

②勤務時間外の院内感染発生 

夜間・休日等の発生は，感染制御室公用携帯に連絡し，感染制御室ないで検討を行い必要に応じて対応を

行う。感染制御室から依頼のあった職員は，速やかに当院し配置された感染症対応部門の業務に従事する。 

     

４．２ 情報収集 

 下記サイト等から情報収集を行う。 

  長野県HP：https://www.pref.nagano.lg.jp/index.html 

  国立感染症研究所：https://www.niid.go.jp/niid/ja/ 

 

また，下記の組織と情報を密に取り情報収集を図る 

長野県保健・疾病対策課 026-235-7148 

 松本保健所 0263-40-1937 

 

４．３ 職員・患者の感染確認 

 （職員） 

感染症の流行に伴い，職員の体調管理と就業制限の基準決定する。 

 例 出勤時に各自で体温測定を行う。 

   37.5℃以上の発熱またはかぜ症状，味覚・嗅覚以上があった場合には職場帳に相談し，自宅療養と  

する。 

症状が改善されるまで就業禁止。４日以上立っても症状が改善しない場合は感染制御室に報告す

る。 

       復帰後に就業禁止措置報告を感染症制御室に提出すれば出勤扱いとする。 

 （患者） 

 外来・入院等診療を行う患者の受入基準を設定する。 

 例 手術前及び 37.5℃以上の発熱またはかぜ症状，味覚・嗅覚異常等罹患の疑いがあった場合には P 

 CR検査等を行う。流行時においては，外来棟入口において来院者の体調チェックを行う。 

 

 

 

https://www.pref.nagano.lg.jp/index.html
https://www.niid.go.jp/niid/ja/


12 
 

４．４ 非常時優先業務と事業継続戦略 

 

①優先する業務 

 各部門での優先業務の概要は以下のとおりである。 

 

部門 優先業務 目標開始時間 

感染症対策本部 １． 情報収集，本部設置・運営 

２． 病院機能の評価 

３． 外部関係機関との連絡・調整，

受入 

４． 診療提供能力の把握 

５． 病院機能維持・復旧 

６． 診療物品の調達 

７． 勤務基盤確保 

レベル１以上宣言直後 

レベル１以上宣言直後 

随時 

 

随時 

随時 

随時 

随時 

外来 １． 感染症診察室の設置 

２． 発熱外来の設置 

レベル０言後速やかに 

レベル０言後速やかに 

病棟 １． ＩＣＵ，高度救命救急センター

の感染患者入院病床の確保 

２． 西病棟４階感染病棟の確保 

 

レベル１宣言後速やかに 

 

レベル１宣言後速やかに 

救急 感染患者直接来院への準備 レベル１宣言後速やかに 

 

中央診療 １． 感染患者への受入準備 

２． 手術室での受入準備， 

３． 放射線等検査体制準備 

４． 滅菌・洗浄の継続 

５． 重傷者の治療 

 

レベル１宣言後速やかに 

レベル２宣言後速やかに 

レベル１宣言後速やかに 

レベル２宣言後速やかに 

来院後速やかに 

 

 

②長野県内のレベルに応じて発生及び停止する業務（以下COVID-19時の例） 

長野県内の感染警戒レベル 感染警戒レベルの指標となる直近

1週間の新規陽性患者数 

発生及び停止する業務 

レベル１ レベル 2未満 面会制限 

日常の検温 

有症状職員の検査 

不要不急の県外への異動制限 

レベル２ 人口 10万人当たり 4.0人以上 

（松本市で約 10人以上） 

ボランティアさんの活動停止 

同居家族以外との会食の自粛 

レベル３ 人口 10万人当たり 10.0人以上 

（松本市で約 25人以上） 

来院者の全員チェック 

レベル４ 人口 10万人当たり 20.0人以上 

（松本市で約 49人以上） 

入院患者全員のPCR 検査実施 

レベル５ 人口 10万人当たり 30.0人以上

（松本市で約 73人以上） 

 

 

  



13 
 

 

５．各種マニュアル（別冊） 

  新型コロナウイルス感染症時に作成したマニュアルをベースに各種マニュアルを整備した． 

  別冊に「感染対策の基本的な考え方」「職員の行動について」「外来部門」「入院部門」「感染患者（COVID-19）

対応マニュアル」としてまとめている。 

  このマニュアルをベースとし、新興感染症に見合ったマニュアルを検討する。 

   

６．部門別行動計画 （別冊） 

６．１ 行動計画作成手順 

対策レベル 

別紙「レベルの分け方について」参照． 

６．２ 重要業務の選定 

新型コロナウイルス感染症を含む新興感染症流行は緊急事態ではあるが，流行が長期化することも考えら

れ，感染対策を行った上で可能な限り平常の診療体制を継続することが求められる． 

院内でクラスターが発生した場合には人員の減少が想定されるため，重要業務を選定し，優先順位を考える． 

当院の業務の目的は，新型コロナウイルス感染症に関わらず，当院でしか診療の行えない医療を提供する

ことにある．重要業務は何ができるかではなく，何を求められているのかを基準に選定を行う． 

６．３ 想定される業務の縮小 

人員が減少した場合に，縮小可能な業務については縮小をする． 

今回の行動計画作成においては，それぞれの診療科・部門での要因を考慮する．他部門の縮小に伴う影響

は脆弱性課題となる． 

 

７．脆弱性課題（別冊） 

作成した行動計画のシミュレーションを行う． 

行動計画が実行できない場合には，何が原因か（脆弱性課題）を抽出する． 

脆弱性課題の検討 

脆弱性課題を解決する方法を検討する． 

 

８． ＢＣＰの維持・運用 

BCPは，必要に応じて見直しを行い維持管理に努める。 

 


