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第1特集
プランナー： 村上啓雄 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 生体支援センター
超高齢社会が進行するなかで、医療・介護・福祉の連携はますます重要となり、患者、利用者が療養型病院・高齢者施設・在宅医
療において切れ目のない診療過程で適切なサービスを受けられるように、感染対策の面でも規格統一と質の向上を求められてい
ます。しかし、現場では急性期病院と違ってICT活動が不十分な場合も多く、知識や技術の不足から過剰な対応をしたり、コストの
問題からやるべきことをできなかったりと、さまざまな課題を抱えている現状です。本特集では、全国で活躍中のエキスパートが、
これらの施設の感染対策においてやるべきこと、やってはいけないことを、Do and Do Not形式で解説することで分かりやすく示
し、施設スタッフのみならず、連携病院などのICTメンバーが指導する場合においても、すぐお役に立つことができるようにまとめま
した。どの施設でも病原微生物の感染性は同じではありますが、各現場の実情を勘案し、実践可能な提案をしています。

特集１ どうすればいい？ スタッフ指導時のDo & Do Not 3（セット）
＜感染症編＞
特集2 感染症（薬剤耐性菌感染症、麻疹、疥癬、白癬など）の
Do & Do Not 6（セット）
特集3 ノロウイルス&インフルエンザのDo & Do Not 6（セット）
＜療養型病院&高齢者施設編＞
特集4 環境整備におけるDo & Do Not 6（セット） チェックシートつき！
特集5 日々のケアにおけるDo & Do Not 6（セット）
＜在宅編＞
特集6 環境整備におけるDo & Do Not 5（セット） チェックシートつき！
特集7 日々のケアにおけるDo & Do Not 4（セット）

村上啓雄

国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院

馬場尚志

国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院

藤本修平

学校法人東海大学 東海大学

佐々木久美子 医療法人正和会
木下由美子 社団医療法人養生会 かしま病院
杦木優子
石原弘美

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
医療法人香徳会 関中央病院
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目次下 カラー 1/3頁 110,000
前付 カラー 1頁 180,000
前付 1色
1頁 100,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
後付 1色
1頁
80,000
後付 1色
1/2頁 50,000
前付綴込
1枚 140,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
中付綴込
1頁 140,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
後付綴込
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仕上がりに
天地左右3mm
タチシロありの印刷物

〒105-0013
東京都港区浜松町1-12-9
第一長谷川ビル2F
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FAX：03-5776-1854
担当：営業部
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プランナー： 森兼啓太 山形大学医学部附属病院

感染対策領域における2018年の総決算企画です。本年度は、前半に「2018年のおける変化や新たな動き」について解説し、
後半では、1年間で発行された論文やガイドラインの中から5本を選定し要約のうえ解説します。皆様の感染対策に役立つ
内容です。
特集１ 独断と偏見で振りかえる 2018年感染対策総決算
特集2 論文・ガイドライン Best5

連載

「What’s NEW？」
「月刊CDCガイドラインニュース」
「私を変えたあの一言」

倉井華子 静岡県立静岡がんセンター
森兼啓太 山形大学医学部附属病院

本田 仁 東京都立多摩総合医療センター
矢野邦夫 浜松医療センター
椎木創一 沖縄県立中部病院

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。
広告締切 申込締切日： 2018.9.28 版下出版社必着：4C 2018.9.28 1C 2018.10.12 綴込2018.10.19
広告料 掲載面 刷色 スペース 料金 サイズ(mm)

読者ターゲット
ADポイント
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表4 カラー 1頁 300,000
表2 カラー 1頁 280,000
表3 カラー 1頁 250,000
目次下 カラー 1/3頁 110,000
前付 カラー 1頁 180,000
前付 1色
1頁 100,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
後付 1色
1頁
80,000
後付 1色
1/2頁 50,000
前付綴込
1枚 140,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
中付綴込
1頁 140,000
※スペースに限りがございますので、お問い合わせください。
後付綴込
1枚 120,000

205×172
257×182
257×182
70×150
257×182
220×150
220×150
105×150
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仕上がりに
天地左右3mm
タチシロありの印刷物

(株)メディカ出版 総広告代理店

株式会社 メディカ･アド
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担当：営業部
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