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目次
＜第1章 「実践、指導、相談」で振り返る！感染管理認定看護師の役割と動き方＞
1 ウィズコロナ時代における感染管理認定看護師の役割

渋谷智恵

公益社団法人日本看護協会 看護研修学校

2 医師からみた感染管理認定看護師の実践活動

森兼啓太

山形大学医学部附属病院

3 急性期病院 専任の役割と動き方

菅野みゆき

東京慈恵会医科大学附属柏病院

4 急性期病院 兼任の役割と動き方

中村みどり

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷三方原病院

5 療養型病院における役割と動き方

野呂修平

青梅慶友病院

6 訪問看護ステーションにおける役割と動き方

篠原久恵

訪問看護ステーション レジハピ

＜第2章 困ったときに確認しよう！感染管理認定看護師に必要な知識と情報＞
＜感染症対応＞
1 新興再興感染症（新型コロナウイルス感染症を含む）
1）疾患の病態、検査、治療

根井貴仁

健和会大手町病院

2）感染予防・管理（感染管理認定看護師）

古谷直子

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

1）疾患の病態、検査、治療

石金正裕

国立国際医療研究センター病院

2）感染予防・管理（感染管理認定看護師）

俣木陽子

神戸市立医療センター西市民病院

1）疾患の病態、検査、治療

猪狩英俊

千葉大学医学部附属病院

2）感染予防・管理（感染管理認定看護師）

上灘紳子

鳥取大学医学部附属病院

2 季節性感染症（インフルエンザ、ノロウイルスなど）

3 結核
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＜サーベイランス＞
4 サーベイランス対象の決め方から実施まで

柴谷涼子

公益社団法人大阪府看護協会

5 医療器具関連サーベイランス BSIサーベイランス

野田洋子

金沢医科大学病院

6 医療器具関連サーベイランス VAP・VAE サーベイランス

荘子久美子

東京警察病院

7 医療器具関連サーベイランス UTI サーベイランス

浅野美奈子
鈴木奈穂子

社会医療法人河北医療財団 河北総合病院
社会医療法人河北医療財団 河北総合病院

8 SSI サーベイランス

四宮聡

箕面市民病院

9 手指衛生サーベイランス

下川結花

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

10 症候群サーベイランス（上気道感染症、消化器感染症）

細田清美

社会福祉法人恩賜財団済生会支部 福井済生会病院

11 針刺し切創・皮膚粘膜曝露への対応

久保田理恵

独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院

12 麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎(ムンプス)への対応

藤田明子

大阪市立大学医学部附属病院

13 感染症診療の基本

細川直登

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

14 抗菌薬の種類と覚えておくべき特徴

池谷 修

慶應義塾大学病院

15 微生物の種類と覚えておくべき特徴

佐藤智明

国際医療福祉大学成田病院

16 AST（抗菌薬適正使用支援チーム）活動の実際

小野寺隆記

洛和会丸太町病院

17 感染対策に必要な法律の知識・保健所とのかかわり

田辺正樹

三重大学医学部附属病院

18 感染症に関わる職場と自分のメンタルヘルスケア

武用百子

大阪大学大学院

＜職業感染対策＞

＜抗菌薬の適正使用＞

＜行政と法律など＞
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＜第3章 覚えて使おう！感染管理認定看護師に必要な必須リスト＞ 池谷 修
・抗菌薬早見表
佐藤智明
・菌＆ウイルスの覚え方リスト

慶應義塾大学病院
国際医療福祉大学成田病院

・検査結果の読み方

読者ターゲット

・経験年数の短い感染対策看護師や相談する相手がいない認定看護師
・感染管理認定看護師を目指す看護師

本書の概要

本書は、新型コロナウイルス対策により改めてその役割が重要視されている、感染管理認定看護師の活動をサ
ポートする別冊です。2019年冬より全世界で大流行した新型コロナウイルスにおいて、多くの施設では大変厳し
い状況が続き、ICTメンバー、特にICNは出口のない緊張感のある日々の業務に疲弊しています。ICNの活動
は、PPEの着脱や手指衛生からメンタルケア、院内外における交渉や調整まで、幅広く、複雑であり、心身ともに
疲れ果て、離職された方もいます。現在、新型コロナウイルスの感染状況は落ち着いていますが、今後、必ず新
興感染症は発生し、今回同様の深刻な状況に陥ることは避けられません。そのような中、専門誌として感染管
理認定看護師や感染担当看護師の方々をサポートしたいと考えました。創刊以来、弊誌のメイン読者は、看護
師、特に感染管理認定看護師の方々です。院内外を横断的に動き、幅広い知識と情報をもとに指導し、ICTの
コーディネーターとしての役割を果たす活動の一助となりたいと考えております。本別冊においては、本誌でカ
バーしきれていない感染管理認定看護師の活動や必要な知識や情報を解説し、「困ったときの解決書」となる
構成です。特に、ICNに苦手意識があるテーマを選択し、図表を多用し、ポイントを挙げたうえでの解説で構成し
た役立つ仕掛けとなっております。
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