巻 号

（

頃発売予定 発行

部約

ページ B5判 ）

第1特集
プランナー： 森下幸子 公益社団法人日本看護協会 看護研修学校
毎年、インフルエンザ、ノロウイルスが流行し、医療機関だけでなく、施設や家庭内においても感染対策が必要となります。
本特集は、あらゆる施設で研修を行う際に外せないポイントを「準備編」「流行時期編」と分けてまとめました。
特集１ ノロウイルスとインフルエンザのおける研修時の守るべき5箇条
＜準備編＞
特集2 インフルエンザのワクチン接種と予防投薬の管理
＜流行時編＞
特集3 ノロウイルスとインフルエンザのスタッフの就業制限
特集4 ノロウイルスにおける嘔吐物の処理方法
特集5 ノロウイルスとインフルエンザの患者のベッドサイドのケア
特集6 ノロウイルスにおける使用器材や消毒薬の選び方・使い方
＜トピック編＞
特集7 ノロウイルスとインフルエンザにおける最新情報
＜特別企画＞
「説明シート＆あるある質問集（ダウンロードあり）」
「浴室とトイレの清掃ダンドリシート（ダウンロードあり）」

川村英樹 国立大学法人鹿児島大学病院
大路 剛

神戸大学医学部附属病院

藤井春子
北井律子
山内あけみ
野館 陽

独立行政法人労働者健康安全機構関東労災病院
医療法人宝持会池田病院
福島県立南会津病院
独立行政法人国立病院機構函館病院

笠原 敬

奈良県立医科大学附属病院

大西尚子 社会医療法人美杉会男山病院
三浦利恵子 社会医療法人美杉会佐藤病院
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プランナー： 深柄和彦 東京大学医学部附属病院 手術部 准教授 ／ 材料管理部部長

医療現場では、さまざまな器材の再生処理がされています。滅菌バッグやコンテナに入っていて、封が空いていなければ、滅
菌完了の印の色さえ変わっていれば、その器材が原因となって感染など起こるはずがないと思っているスタッフも多いかもしれ
ません。不適切な再生処理は、患者、それを使用する医療スタッフに深刻な感染症などの有害事象を引き起こしかねません。
本特集では、再生処理の第一段階である洗浄について“ありがちな落とし穴”を解説します。

※特集1～3使えるツールダウンロードつき

特集1 感染を防ぐ！器材の洗浄の落とし穴にはまらないためのポイント 4 石野直己 浜松医科大学医学部附属病院材料部
特集2 中央材料部がある施設での汚染器材の扱い方、
市橋友子 聖路加国際病院 物品管理課中央滅菌室
ない施設での扱い方 ここが違う！ポイント2
特集3 ベッドパンウォッシャーがある場合の洗浄法、ない場合の洗浄法
塚田由美子 独立行政法人労働者健康安全機構
ここが 違う！ポイント2
香川労災病院感染管理室
特集4 国内外の「洗浄」にまつわる最新情報
齋藤祐平 東京大学医学部附属病院手術部
NEW？」
本田 仁 東京都立多摩総合医療センター
連載 「What’s
「月刊CDCガイドラインニュース」
矢野邦夫 浜松医療センター
「私を変えたあの一言」
笹原鉄平 自治医科大学

感染対策に関心の高いナース、医師、検査技師、薬剤師を含むコメディカル、
事務職員等
今後さらに医療従事者に求められる感染対策の実践。国レベルでも感染対策に取り組
んでいます。本誌は感染対策の専門誌として、幅広い層から着実な信頼を得ています。
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