2021年2月 発売開始いたしました
IAHCSMM

セントラル サービス テクニカル マニュアル
中材および感染対策に携わる全ての人々の必携の１冊！！
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版

この度、IAHCSMMの多大なるご協力によりまして『セントラルサービス テクニカル マニュアル 第８版』を日本語で発行することが
できました。2011年に当協会で第7版を発行して9年が経過し、その後も米国では様々な論文によりガイドラインの情報が更新され、
米国では既に2016年に発行されているこの第８版をようやく日本の皆様へお披露目できるようになりました。
セントラルサービスの実践現場で業務をする方々、またセントラルサービスを管理する方々にとりましても重要な情報が満載となっ
ており、さらに、感染管理をする方々にとりましても、日夜実践現場から出てくる疑問にお答えできる内容も含んでいることから、感
染対策上においても良質な情報源としてご活用していただけるものと確信しております。
日本の学会など様々な団体からガイドラインが発表されており、それらは重要な内容を網羅しておりますが、ガイドラインの性質上、
その記載を理解してもセントラルサービスの日常業務ができるものではありません。その為にはガイドラインを利用して、資源・背景
の異なる組織に合致したマニュアルが必要であり、さらに、実践現場では組織のマニュアルに沿った、セントラルサービスの手順書が
重要となります。手順書作成・更新には、基本的な知識・技術と豊富な経験は重要な要素となりますが、様々な更新された情報がなけ
れば手順書の更新もできません。情報更新された第８版はそれぞれの実践現場の詳細な手順書改定に貢献し、質保証されたセントラル
サービスへつながるものと期待しております。

購入者限定
webセミナー動画
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9 講座

第 1 章 セントラルサービス導入
第 2 章 セントラルサービステクニシャンのための医学用語
第 3 章 セントラルサービステクニシャンのための解剖学
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約
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60分

3,000 円

第 4 章 セントラルサービステクニシャンのための微生物学
第 5 章 規制とスタンダード
第 6 章 感染予防
第 7 章 除染：使用地点での準備と搬送
第 8 章 洗浄と除染
第 9 章 消毒
第10章 手術器械
第11章 複雑な手術器械
第12章 組み立てと包装
第13章 使用地点での処理
第14章 高温滅菌
第15章 低温滅菌
第16章 滅菌保管と搬送
第17章 セントラルサービスのモニタリングと記録の保持
第18章 質保証
第19章 セントラルサービス部門内での在庫管理
第20章 手術室以外の臨床臨床部門のサポートにおける
セントラルサービスの役割
第21章 セントラルサービスにおける情報技術の役割
第22章 セントラルサービスの安全とリスクマネジメント
第23章 コミュニケーションと成功
第24章 セントラルサービスのための自己開発と職能開発
用語解説
● 定 価：8,000円（本体価格 7,273円）
● 発行人：土井 英史
土井 英史
PROFILE

詳細はホームページをご覧ください。
https://www.jicsa.net（日本感染管理支援協会）
書店での販売はしておりませんので、
直接感染管理セミナー事務局へお申し込みください。

● 著者団体：IAHCSMM
● B5版 514 頁
● 発行所：特定非営利活動法人日本感染管理支援協会

・一般社団法人 日本感染管理支援協会 代表理事
・特定非営利活動法人（NPO）日本感染管理支援協会 理事長
・東北大学大学院医学系研究科（宮城県）大学院 非常勤講師
・社会医療法人敬和会 大分岡病院 Infection Control Coordinator
・医療法人真鶴会 小倉第一病院 Infection Control Coordinator
・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

・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 功労会員
・大阪、大分、香川、秋田 中材業務及び感染対策研究会 役員
・日本感染管理ベストプラクティス Saizen 研究会常任世話人
・IAHCSMM(米国中材学会) VIPメンバー
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発売記念 Webセミナー動画配信（購入者限定 特別価格）

『IAHCSMM セントラルサービス テクニカルマニュアル 第８版』の発売を記念しまして、下記プログラムによるセミナー
動画を Web 配信いたします。IAHCSMM セントラルサービステクニカルマニュアル 第 8 版とAFIP 滅菌ハンドブック 第 5 版の
内容を基に第 1 回〜第 9 回の講義となります。
今後の皆様の日常業務にお役立ていただけましたら幸いです。全国の皆様のご視聴をお待ちしております。
講

土 井 英 史 （特定非営利活動法人日本感染管理支援協会 理事長）

師

受講対象

職種は問いません。書籍をご購入の方のみ特別価格でご試聴頂けます。

プログラム

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回

感染対策と除染：使用地点での準備と搬送
洗浄と除染
消毒
清潔度と完全性の検査
各種包装

第6回
第7回
第8回
第9回

※動画の視聴期間は半年間です。
※書籍のみの販売も行っております。

滅菌法 高圧蒸気滅菌と低温滅菌
滅菌保管と搬送
モニタリングと記録の保持
安全とリスクマネジメント

ホームページ（https：//www.jicsa.com）申込みフォームまたは下記申込用紙より FAX にてお手続き
してください。ご入金が確認出来ましたら、書籍を発送、ご登録メールアドレス宛に視聴方法について
ご案内いたします。ご視聴期間は半年間となります（なるべく申込みフォームからお申込みください）。

申込み方法

※お申込みいただきました方お一人での視聴期間となっております。
複数人での視聴や録画等の行為はご遠慮くださいますようお願いいたします。

お問合せ先

日本感染管理支援協会 事務局（株式会社OSS内）担当：藤本
TEL: 06−4254−8990（平日10時〜17時） FAX: 06−4254−8991 Mail: fujimoto@mekkin-ken.jp

お振込み先

三井住友銀行／大阪中央支店 普通 8623717
名
義：株式会社OSS（カブシキガイシャオーエスエス）
※振込手数料はご負担ください。

※複数冊購入ご希望の方は、事前にご連絡をお願いいたします。

①〜④いずれか１つ選択してください

タイトル

販売価格（税込）

動画視聴
付き

①IAHCSMM セントラルサービステクニカルマニュアル 第８版

11,000円

動画視聴
付き

②IAHCSMM セントラルサービステクニカルマニュアル 第８版
＋
通常18,000円を
特別価格
滅菌ハンドブック 第5版と同時購入

16,000円

書籍のみ

③IAHCSMM セントラルサービステクニカルマニュアル 第８版

8,000円

書籍のみ

④IAHCSMM セントラルサービステクニカルマニュアル 第８版
＋
通常15,000円を
特別価格
滅菌ハンドブック 第5版と同時購入

13,000円

講義
テキスト

※第１回〜第９回の全ての講義資料（全138ページ）
※モノクロプリント ホッチキス止め
※若干講義内容と異なることがあります

送料

※右一覧を参照
してください。

1,000円

●関東・四国・九州 ¥990
●近畿・中国・中部 ¥880

●北海道 ¥1,800
¥1,500
●沖縄
¥1,100
●東北

※一覧を参照

円

※送料を忘れずにお願いします

滅菌・感染対策研究会 事務局 行き

FAX お申込み

合 計 お振込金額

FAX：06-4254-8991

ご 氏 名

メールアドレス

（ご本人）

（ご本人）

振込者名

（お振込の名義がご本人と異なる場合は必ずご記入ください。
）

送付先（施設・自宅） 〒
どちらかに○印

↑
こちらに記入いただくメールアドレス
へ、ご視聴の連絡をいたします。
正確にご記入お願いします。

住所

施設名
TEL（施設・自宅）
どちらかに○印

円

勤務部署
FAX（施設・自宅）
どちらかに○印

〈主催〉特定非営利活動法人
（NPO）
日本感染管理支援協会

https：//www.jicsa.com

