
平成２５年９月吉日 

お得意様 各位 
株式会社トーカイ 

病院関連事業本部 

 

 

『 感 染 管 理 セ ミ ナ ー 』 開 催 の ご 案 内 
 

 
拝啓 初秋の候、貴院益々ご清栄のことと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、昨今感染対策の知識も一般化されつつある中、毎年同じような感染症が全国各地で発生し社会問

題となる背景には“感染対策にも戦略が必要”との声を伺っております。 

弊社ではそのような声にお応えするべく、今年もこの分野で日本の第一人者であります土井英史先生を

お迎えし、それぞれの領域で感染管理を実践するための知識とアイディアに加え、諸外国の示唆に富んだ

感染管理の最新情報をご提供させていただくセミナーを企画いたしました。 

下記の通りセミナー開催のご案内をさせていただきますので、感染管理を初めて行う方から経験のある

方を問わず広く皆様のご参加をお待ちしております。 

敬具 

 

記 

 

１．日時及び場所 
日 時   平成２５年１２月２日（月） １０:００～１６:００（９：３０より受付）予定 

場 所   じゅうろくプラザ 大会議室 

住 所   岐阜市橋本町１丁目１０番地１１ 

電 話   ０５８－２６２－０１５０ 

 

２．講師  土井 英史 先生 

 

３．セミナー内容 
・ 標準予防策、感染経路別予防策を推進するためのアイディア 

・ 滅菌・消毒の基礎知識、各領域での消毒と実践するためのアイディア 

・ 環境表面の清浄化をするためには… 

・ CAUTI、CLABSI、VAP、SSIの最新情報と実践論～バンドルを実践するための工夫～ 

 

４．参加費 
無料 

 

５．募集人数 
１５０名   別紙「参加申込書」にてお申込下さい。（先着順受付とさせていただきます） 

 

６．注意事項 
昼食は各自でお取り願います。 

尚、弁当等は持込可ですが、ゴミは各自お持ち帰り下さい。 
 

 
以上 

 

 

 【セミナーに関するお問合せ先】 

   株式会社トーカイ ＴＥＬ：０５８－２１２－３７６６  担当： 矢島        



【講師略歴】 

土井 英史（どい えいじ）先生 

 

●職歴 

 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 

 

●取得免許           

 昭和６０年        看護師 

 平成元年８月     臨床工学技士 

 平成４年６月     救急救命士 

 

●現在は    

・ 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） 

 



㈱トーカイ 病院関連事業本部 行き 

FAX 058-266-5652 

 

『感染管理セミナー』参加申込書 

 

【日時及び場所】 

平成２５年１２月２日(月) １０:００～１６:００予定 

じゅうろくプラザ 大会議室 

岐阜市橋本町１丁目１０番地１１ 

【参加者】 

ご病院・ご施設名                      

ご住所                           

電話番号               （内線）       

★予約確認書を弊社より返信いたしますので、下記に御連絡先 FAX 番号をご記入下さい。 

ＦＡＸ番号                         

 

役  職 氏  名 役  職 氏  名 

    

    

    

    

    

    

    

 

※ １１月１１日(月)迄にＦＡＸにてお申し込み下さい。 

※ 参加人数に限りがありますので、申込書ＦＡＸの先着順受付とさせていただきます。 

 

 



 

 
 

岐阜市駅西駐車場 

■機械式３６０台 自走式２６３台 

■料金のご案内 

４時間まで・・・・・３０分毎 １５０円 

４時間～２４時間まで・・・・・一律１，２００円 

 

 

 ◆駐車場のご案内 

じゅうろくプラザ併設駐車場 

■機械式立体駐車場 ５８台収容可能 

■料金のご案内 

８時間まで・・・・・３０分毎 １５０円 

 

 

じゅうろくプラザ 

岐阜市橋本町 1 丁目 10 番地 11 

交通のご案内 

■JR 岐阜駅より     徒歩約 2 分 

■名鉄岐阜駅より      徒歩約 7 分 

■岐阜各務原 I.C より      車約 15 分 

■岐阜羽島 I.C より 車約 20 分 


