第 154回

後日
Web配信
あり

中材業務及び感染対策研究会

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当研究会活動に何かとご協力、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、第154回の研究会を下記の内容で開催いたします。各職場でのお役に立てればと願うところです。
多数の積極的なご参加をお待ちしております。
会長 萱島 すが
〈日 時〉

2022 年 7月 2日（土）

〈プログラム〉

10：00〜16：00（受付9：30〜）

〈場

所〉 ドーンセンター

10：00 〜 10：10 オリエンテーション・開会挨拶（受付9：30〜）

ホール（7F）

（大阪府立男女共同参画・青少年センター）

大阪市中央区大手前1−3−49 TEL.06−6910−8500

〈参加費〉 4,0 00円（当日お支払い下さい）
マスクを持参してご参加をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の 緊急事態宣言 などが
出された場合は、中止する可能性がありますので、
必ずホームページで『開催の有無』をご確認ください。
〈お申込み方法①

当日、会場でご参加の場合〉

別紙の参加申込用紙にご記入の上、下記事務局まで
FAX・郵送またはホームページよりお申込み下さい。
中材業務及び感染対策研究会 事務代行
〒541−0047 大阪市中央区淡路町2丁目1−10−706
TEL 06−4254−8990（平日10時〜17時）
FAX 06−4254−8991
http://www.scsts.net/
〈定 員〉250名 申込〆切

2022年6月24日（金）
定員になり次第締切とさせていただます。

※講演会場内（ホール）での飲食はできません。
※会場はお座りいただく位置により空調が効きにくい場合が
ございますので、 調整する衣類等をご持参ください。
〈お申込み方法②

敬称省略

10：10 〜 11：00

基調講演

より良い滅菌供給業務を目指すために必要なこと

大阪大学医学部附属病院
手術部・臨床工学部・材料部・サプライセンター 病院教授

高階

11：00 〜 11：50

招請講演

明るいガイドラインの使い方
大阪大学医学部附属病院 材料部 副部長

齋藤

11：50 〜 13：00

JR
大阪 東西線
城北
詰

大川

昼食・医療機器展示・質問コーナー

（ホール内での飲食は出来ませんのでご注意ください）

13：00 〜 13：40

教育講演1

コロナ禍でもいつも通りに行わなければならない
感染対策 〜基礎とテクノロジー〜
《シリーズ PartⅢ 肺炎予防》
人工呼吸器関連肺炎予防の基礎と実際

大野

13：50 〜 14：40

教育講演2

気管内挿管患者の口腔ケア
兵庫医科大学病院

歯科口腔外科 主任教授／診療部長

岸本

裕充 先生

14：40 〜 15：00 休憩・医療機器展示

大阪歯科 シティバス
大学病院 京阪東口

15：00 〜 16：00

大手前病院

ドーンセンター

谷町筋

上町筋

地下鉄谷町線 天満橋

テレビ大阪

博美

13：40 〜 13：50 休憩

京阪天満橋
OMMビル

篤 先生

地方独立行政法人 りんくう総合医療センター 感染管理認定看護師

後日、Webでご視聴の場合〉

7/20（水）から2週間の配信となります。
お申込み方法等、詳細につきましては裏面をご確認
ください。

CITY MALL

雅紀 先生

大阪城

大阪府庁

《交通》
・京阪, Osaka Metro谷町線「天満橋」駅 1番出口から東へ 350ｍ
・JR 東西線「大阪城北詰」駅 2号出入口から西へ 550ｍ
・シティバス「京阪東口」からすぐ

特別講演

新型コロナウイルス中等症病院での
院長としての様々な経験と結果、
そしてこれからの感染対策に望むもの
大阪市立総合医療センター

西口

16：00

閉会（次回のご案内）

この研究会は、
日本医療機器学会認定 滅菌技士更新の為の単位（5単位）
が取得できます。日本医療機器学会専門認定制度の第１種滅菌技師、
第 2 種 滅 菌 技 士 に つ き ま し て は 、 学 会 ホ ー ム ペ ージ
（http://www.jsmi.gr.jp/）をご覧いただくか、あるいは、日本医療機器
学会事務局（TEL 03-3813-1062）へ直接お問い合わせください。
ポイントを取得される方は、認定証をお持ちください。

主催

中材業務及び感染対策研究会
https://www.scsts.net/

病院長

幸雄 先生

当日参加される方へお願い
開催に当たりましてはできる限りの感染防止対策を徹底して行います。集団感染を防ぐため、ご協力をお願いいたします。
会場内の空調は外気との入れ替えを行っておりますので換気は出来ていますが、出入口ドアを開閉して空気の入れ換えを
行うことがございます。
会場内ではマスクを着用してください。また展示会場でもマスクの着用をお願いいたします。
参加された方に感染者が出た場合は、行政機関に名簿等の情報提供をさせていただく場合がございますのでご了承ください。
発熱や咳などの症状が見られる方は、参加をお控えください。
大変申し訳ございませんが、入場をお断りさせていただく場合がございます。
ホール内での飲食はご遠慮ください。

後日 Web 配信 視聴申込みについて
< 視聴費 >

当日参加、Web視聴での重複の単位取得は出来ません（いずれかのみ）

￥4,000

決済方法につきましては受付時にご案内いたします。

< 申込み・入金期間 > 7 月 4 日（月）
〜7 月 14 日（木）
期間を過ぎてのご入金につきましては視聴期間が短くなりますことをご了承ください。
< 視聴期間 >

7 月 20 日（水）
〜8 月 3 日（水）

< 申込み方法 >

ホームページ（https://www.scsts.net/）お申込みフォームに必要事項を入力し
お申込みください。
視聴手順の詳細につきましてはホームページお申込みフォームでご確認をお願いします。

< 滅菌技師単位 >

Web視聴で日本医療機器学会認定 滅菌技士更新の為の単位が取得できます。
・視聴登録だけでは取得できません。視聴期間中にログインしていただくことが必要です。
・IDによるログイン管理を行っています。全ての講演をご視聴いただくと5単位が取得できます。
・視聴確認後アクセスログを研究会より提出させていただきます。
ご本人様によるその他の手続きは不要です。
単位が反映されるのは視聴期間終了日より約1ヵ月後となります。
視聴確認に関するお問い合わせは下記「お問い合せ先」までお願いします。
・単位が必要な方は必ず「認定番号」を入力してください（後日の申請には対応出来ません）。

視聴期間を過ぎますとご試聴いただけなくなりますので、ご注意ください。

※当日ご参加いただいた方で Web 視聴をご希望の場合は別途、お申込み、視聴費が必要となります。
※著作権上の問題がありますので講演内容の録画・録音は禁止いたします。
〈お問い合せ先〉

中材業務及び感染対策研究会 事務代行
〒541−0047 大阪市中央区淡路町2丁目1−10−706

Mail: fujimoto@mekkin-ken.jp（藤本）

TEL.06−4254−8990

FAX.06−4254−8991

第154 回

中材業務及び感染対策研究会 参加申込み用紙
開催日

2022 年 7月 2日（土）

施設名
住

所

〒
※次回、
ご案内の郵送を希望されない方はご記入不要です

TEL

FAX

緊急連絡先電話番号

お名前
名

氏

名（漢字）

参加申込
代表者

参加申込人数

様

※緊急時にのみ使用させていただきます

氏

名（フリガナ）

勤務部署

〈備考欄〉

●

FAXでのお申込み

●

郵送でのお申込み

●

HPからのお申込み

FAX No. 06−4254−8991
〒541−0047

大阪市中央区淡路町2丁目1−10−706

おかけ間違えのないよう、
ご確認の上お申し込み下さい。

中材業務及び感染対策研究会 事務代行

https://www.scsts.net/

※ 本申込用紙をFAX、郵送または送信していただき、参加手続きを完了とさせていただきます。
（参加証等は発行致しませんので、当日、受付でお名前をお申し出下さい。）
※ 参加者多数の場合は、お申込後、事務局よりご連絡させていただきます。
〈お問い合せ・お申し込み先〉

中材業務及び感染対策研究会 事務代行
〒541−0047 大阪市中央区淡路町2丁目1−10−706

TEL.06−4254−8990

FAX.06−4254−8991

当研究会では、ご提供いただく個人情報は、登録された方に有益となる各種情報をご案内する際に利用させて頂くことがございます。
個人情報保護方針に基づき、セキュリティー対策を施し、適正に個人情報管理しています。

