
平成 25 年 5 月吉日 

お得 意 様  各 位 

株式会社トーカイ 

リネンサプライ事業本部 

 

2013年度 『手術室・中材 プロフェッショナルセミナー』 開催のご案内  
  

拝啓 貴院益々ご清栄の段お慶び申し上げます。平素は格別なご愛顧、ご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて標題の件につきまして、昨今では院内での感染管理をどのように位置付けし、どういった体制を構築していくの

が望ましいかとの議論が盛り上がっておりますが、その目的・手段をルール化するに当りインフェクションコントロール

の本質を理解する事が必要との声が高まっていると伺っております。 

 弊社ではそんな声にお応えするべく土井英史先生をお迎えし｢手術室・中央材料室プロフェッショナルセミナー｣を企

画しご案内申し上げますので、ご査収の上、主旨をご理解賜りご参加頂きますよう伏してお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

１．日時及び場所 

日 時  平成 25 年 7 月 7 日 (日) １０:００～１５:５０ 

場 所  徳島県 JA 会館 別館 2 階 大ホール 

住 所  徳島市北佐古 1 番町 5 番 12 号 

電 話  088-634-2663 

講 師  土井 英史 先生 

 

２．セミナー内容 

10:00～11:30   手術室・中材のﾄﾞﾚｰﾌﾟ・ｶﾞｳﾝ及びﾗｯﾌﾟ材の再処理システムに必要な基礎知識と技術 

11:30～12:30   昼食 医療機器展示   （※昼食は各自でお願い致します) 

12:30～14:00   除染（使用地点での準備と搬送）、各種洗浄方法、手術器械のメンテナンス 

14:00～14:20   休憩 医療機器展示 

14:20～15:50   各種包装、各種滅菌法（蒸気を中心に）、滅菌の問題点（フラッシュ滅菌）、保管方法   

※ 質疑応答は終了後、個別に受け付けます。 

 

３．募集人数 

150 名  

４．参加費 

       無料 でご参加頂けます。 

以上 

 

  尚、ご要望の際は弊社営業担当がご説明に伺わせて頂きます。 

 

        【セミナーに関するお問合せ先】 

 

          株式会社トーカイ  ＴＥＬ：０８７－８８１－８００１     担当：  山本         

 

 



 

【講師略歴】 

 
土井  英史 先生（どい えいじ） 

 

 昭和６０年４月    医療法人 生長会 府中病院 手術室・中央材料室  就職  看護長 

 平成６年４月   医療法人 生長会 府中病院、ベルランド総合病院 

          両病院 ＭＥ機器管理室 室長、感染防止委員 

  平成８年４月      医療法人 生長会  府中病院 ＭＥ機器管理室室長、感染防止委員 

  平成９年４月      医療法人 永広会 島田病院 八尾（やお）はぁとふる病院 医療企画室 室長 

                                      Infection Control Coordinator 

  平成１０年 4月  医療法人 永広会（えいこうかい） Infection Control Coordinator  

          ヘルスケアリソース研究所 所長 

 平成１１年４月  セコメディック病院（千葉） Infection Control Coordinator 

 平成１１年９月  関西労災病院（兵庫） Infection Control Coordinator           

 平成１２年１月  岸和田徳洲会病院（大阪） Infection Control Coordinator 

 平成１３年４月  大分岡病院（大分） Infection Control Coordinator 

 平成１４年４月  中部労災病院（愛知）Infection Control Coordinator 

 平成１４年９月  恵寿総合病院（石川） Infection Control Coordinator 

平成１５年 10 月  特定非営利活動法人（NPO）日本感染管理支援協会 理事長 

平成１９年９月  三重大学医学部附属病院 Infection Control Coordinator 

平成２０年４月  セコム提携医療機関 17 施設 Infection Control Coordinator 

平成２３年１月  東北大学医学部附属病院 感染制御 非常勤講師 

 

 昭和６０年        看護師免許取得 

 平成元年８月     臨床工学技士免許取得 

 平成４年６月     救急救命士免許取得 

  

・ 特定非営利活動法人（NPO）日本感染管理支援協会 理事長 

・ 大分岡病院（大分）Infection Control Coordinator 

・ 三重大学医学部附属病院 Infection Control Coordinator  

・ 東北大学医学部附属病院（宮城県） 感染制御 非常勤講師 

・ 特定非営利活動法人（NPO）日本医療・福祉環境サービス協会 理事 

・ 全国各地区看護協会 講師（感染管理） 

・ 日本手術医学会 評議員 

・ 職業感染制御研究会 幹事 

・ 大阪 中材業務及び滅菌技法研究会 会長 

・ 大分 滅菌および感染対策研究会 役員 

・ 香川 感染管理及び滅菌業務研究会 役員 

・ 秋田 滅菌および感染対策研究会 役員 

・ 近畿ベストプラクティス研究会 世話人 

・ ﾒﾃﾞｨｶ出版 ｲﾝﾌｪｸｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ編集同人、ﾒﾃﾞｨｶ出版 ｵﾍﾟﾅｰｼﾝｸﾞ編集同人 

・ IAHCSMM(米国中材学会) VIP メンバー 

(International Association of Healthcare Central Service Materiel Management) 

 

主な著書 

 ラウンド・ザ・ワールド（ﾒﾃﾞｨｶ出版 Infection Control 2009,10～2011,2） 

APIC/JCAHO 感染管理ワークブック（JICSA 2007） 

 治療環境における感染管理の問題点 医療の質と安全性の向上（JICSA 2006） 

 JCAHO が求める感染管理要件について（JICSA 2005） 

 MRSA 対策のすべて（ﾒﾃﾞｨｶ出版 共著 2007） 

院内感染対策のＡＢＣ（共和企画 共著 2004） 

  内視鏡室のリスクマネジメント（南江堂 共著 2003） 



 

株式会社トーカイ 行き 

FAX（０８７）８８２ - ０４４２ 

 

『手術室・中材プロフェッショナルセミナー』参加申込書 
 

【日時及び場所】 

日 時 平成２５年７月７日 (日) １０:００～１５:５０ 

場 所 徳島県ＪＡ会館 別館２階 大ホール 

住 所 徳島市北佐古１番町５番１２号 

 

【参加者】 

ご施設名                               

ご 住 所                               

ご連絡先    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     

 

役 職 セクション 氏  名 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

※ ６月１４日（金曜）迄に FAX にてお申し込み下さい。 

 満席になり次第締め切らせて頂く場合が御座いますのでご了承下さい。 



【会場までのアクセス】 

隣接無料駐車場をご利用ください。（収容台数300台） 

 ＪＲ佐古駅 徒歩約 3分 ／ 徳島駅より車で約 10 分 

 

～詳細地図～ 

 

 

 

～広域地図～ 

 


