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ウィズコロナだから徹底できる！

見逃しゼロを目指す！

事例だらけの環境整備のポイント 30
勝平真司プランナー：

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生してから2年が過ぎました。その間、多くのエビデンスが蓄積され、発生当初と

比べるとさまざまな感染対策が各現場で実践されています。COVID-19対策では平時からの感染対策で重要な標準予防策

や環境を介して感染する接触予防策にもフォーカスが当たりました。本特集では標準予防策、接触予防策について重要な環

境整備について今まで取り上げられなかった部門や場所別に紹介しています。そして見落としがちなチェックポイントや指導

の際に目を光らせるポイントについても併せて解説しています。

第1特集

特集1 COVID-19流行でさらに重要となった環境整備の落とし穴

特集2 採血室の環境整備

特集3 分娩室の環境整備

特集6 生理検査室（超音波検査室など）の環境整備

特集7 生体検査室（血液検査室、細菌検査室）の環境整備

特集8 リハビリテーション室の環境整備

特集9 給食室の環境整備

医療法人伯鳳会 赤穂中央病院

特集4 血管造影室の環境整備

特集5 口腔外科の環境整備

今川嘉樹 社会医療法人財団 聖フランシスコ会 姫路聖マリア病院

≪院内の部署編≫

長田麻友子

峯 麻紀子 重工記念長崎病院

大阪大学医学部附属病院

≪急性期病院以外の施設編≫

福井良枝 独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院

特集10 薬局の環境整備

特集11 院内保育所の環境整備

特集12 休憩室・更衣室・食堂の環境整備

特集13 クリニック（医院、診療所）の環境整備

木野田利枝 公益社団法人地域医療振興協会 市立奈良病院

特集14 デイサービスの環境整備

特集15 入所施設の送迎車の環境整備

小野寺隆記

高濱正和

洛和会丸太町病院

医療法人方佑会 植木病院

西本麻紀 愛媛県立新居浜病院

小野恵美子 独立行政法人 地域医療機能推進機構 星ヶ丘医療センター
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読者ターゲット 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

ＡＤポイント 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。

特集1 緊急時の物品管理のポイント 坂木晴世 国際医療福祉大学大学院

連載
「今アツい！ 感染界隈My Topic」

「私を変えたあの一言」 飯沼由嗣 金沢医科大学

山口征啓 コネクト合同会社／公益財団法人健和会 健和会大手町病院

特集2 数多くの物品が必要な大規模病院ではどうする？ 久保田英雄

松永厚美

東京医科歯科大学病院

医療法人徳松会 松永病院

特集4 物品を供給するメーカー側はどうする？ 草場恒樹 株式会社モレーンコーポレーション

特集3 平時からの備えがものをいう中小規模病院ではどうする？

ほかの施設のやり方を学ぶ！

新型コロナウイルスの危機を乗り越えた！

物品管理の極意
小野和代 東京医科歯科大学

第2特集

新型コロナウイルス感染症対応初期、あらゆる施設で“個人防護具調達”との闘いがありました。未知の感染症蔓延のなか、

自施設の役割を果たすためにいかなる物品管理や工夫をして乗り越えてきたのでしょうか。第6波収束の兆しが見えてきた現

在（2022年3月下旬）も、安定した物品管理がなされているという実感は薄いです。変異株の出現などによる発生状況の変化、

パンデミックの長期化などにより、個人防護具などの需要と供給のバランスは今なお不安定であるように感じます。私たちは

今回のパンデミックで、未知の感染症に立ち向かうために、個人防護具などの感染対策物品の確保の必要性を痛感しまし

た。従来、“無駄のない物品管理”が追求されてきましたが、これは“物流が滞りないこと”が前提です。今回直面した現状を踏

まえ“臨機応変に対応できる物品管理”を考える必要があると思います。そこで今回は、今後の物品管理のあり方にもつなげ

られるよう、規模や役割の違う施設における物品管理の実態、“感染管理の視点” “物品供給側の視点”での物品管理などに

ついて、情報共有します。適切な感染対策の基盤となる物品管理のあり方を考える内容です。

プランナー：

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧（https://www.medica.co.jp/ad/）」からダウンロードできます。
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●広告原稿は完全データでお願いします。
  ※広告掲載前に審査がございます。

事前に広告内容をお知らせください。
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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

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

サイズ（mm）

205×172

257×182
257×182

220×150
105×150
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タチシロありの印刷物
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※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。

※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。
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