厚生労働省 第２次補正予算対象

感染症対策製品
医療機関・薬局等における感染防止策の支援
新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など院内での感染拡大を防ぐための取組を行う
医療機関・薬局等について、感染拡大防止対策等に要する費用の補助を行う。
（医科医療機関の取組の例）
ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う
イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める
ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等 を行う
エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する
オ 医療従事者の院内感染防止対策（研修、健康管理等）を行う
（補助額） 以下の額を上限として実費を補助
病院 200 万円 ＋ 5 万円×病床数
有床診療所（医科・歯科） 200 万円
無床診療所（医科・歯科） 100 万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70 万円
※ 救急･周産期･小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。
（別途、本紙に記載の設備等を対象とした設備整備の支援金があります。）

介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費
■補助の流れ

Ⅰ 介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減する
ためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効
であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な
費用について補助
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Ⅱ 風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、介護施設等において、居室ごとに窓がない
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場合等にも、定期的に換気できるよう、換気設備の設置に必要な費用について補助
■補助率
■補助上限額

国２／３、都道府県１／３
１施設あたり、Ⅰ：432 万円×都道府県が認めた台数（定員が上限）
Ⅱ：4,000 円/㎡
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③ 交付

介護施設・事業所

※ 機動的に支援できるよう、新型コロナウイルス発生後、かつ、緊急的に着手せざるを得なかった事業に限り、内示日前のものも補助対象
厚生労働省資料 「令和 2 年補正予算」より抜粋

■対象施設や設置場所（用途）の表示例

病院、薬局、クリニック、医院、歯科、訪問看護、助産所 「補助金対象製品」
介護施設 「補助金対象製品」
※設置場所（用途）例：

申請手続きについては各都道府県等にお問い合わせください。

クリーンパーティション（AH、BH、CH、DH 型）

超薄型パーティションタイプの HEPA フィルター付空気清浄機です。
気流により、クリーン仕様（AH、BH）と汚染除去仕様（CH、DH）があります。
・AC100V 電源でご使用可能です。
・プッシュプル配置が推奨です。

ACP-897CH

ACP-897AH

（汚染除去仕様）

（クリーン仕様）

クリーンパーティション設置例（プッシュプル）

型式：ACP-897AH

定価：240,000 円
■プッシュプル配置
A（吹き出す＝プッシュ）型と C（吸い込む＝プル）型を組合せた配置です。
診察室での使用例として、医師側に A 型、患者側に C 型を配置し、
医師側より清浄な空気が供給され、患者側より吸い込む気流をつくります。

型式：ACP-897CH

定価：260,000 円

型式：ACP-897BH
定価：240,000 円

簡易陰圧装置（PEU-20）

型式：ACP-897DH
定価：260,000 円

感 染 症 対 策 用 診 察・検 体 採 取 ブ ー ス

（型式：ACP-F2097）
特許出願中

既設の部屋に設置することで、陰圧化と室内清浄化を同時に
行える装置です。※空気を屋外に排気する場合、ダクト接続工事が必要です。
・室内給気、排気共に HEPA フィルターでろ過されます。
・家庭用コンセント（AC100V）で運転できます。

型式：PEU-20

定価：880,000 円

）
診察や検体採取場所における、飛沫等の飛散防止用
として、簡易に設置が可能です。
・クリーンパーティションとの組合せにより容易に
陰圧/陽圧エリアを構築できます。
・既設のクリーンパーティションへの追加取付や、
クリーンパーティションをプッシュプル配置する際の、
推奨位置への設置にも適しています。

型式：ACP-F2097
定価：1,230,000 円
（有効寸法：W2,000×D970×H2,040 タイプ、
周囲ビニール等のオプション付属の場合）

陰圧ブース（折り畳み式） （型式：TIB-2618N）

陰圧ブース（セルフセッティング式） （型式：TIB-2618S2）

病室や待合室への設置及び、汚染物の隔離用途等、感染の恐れがある
場合の緊急使用にも適した折り畳み式の陰圧ブースです。

病室や待合室への設置及び、汚染物の隔離用途等、感染の恐れがある
場合の緊急使用にも適したセルフセッティング式の陰圧ブースです。

・フレームの組立は広げるだけで設営が出来ます。
・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して排気されます。
・AC100V 電源にてご使用可能です。

・組立解体が簡単に行える組立キット式です。
・ブース内の空気は HEPA フィルターを介して排気されます。
・AC100V 電源にてご使用可能です。

型式：TIB-2618N
定価：900,000 円

型式：TIB-2618S2
定価：800,000 円

■陽圧仕様もあります。
ブース内を陽圧に保ち、周囲からの
汚染物質の流入を防止するタイプも
あります。
型式：TIB-2618P 定価 900,000 円

陰圧バイオフード（型式：ABH-897-CN）

陰陽圧クリーントンネル（型式：NPU-243620-2）
特許出願中

病室や診察室など感染の恐れがある場合の簡易的な隔離用
）
として患者の半身のみ覆うタイプの陰圧フードです。
・フード内の空気は HEPA フィルターを介して排気されます。
・キャスター付で移動も容易です。

型式：ABH-897-CN
定価：460,000 円

ビニールフードとクリーンパーティションの組合せにより
）
陰圧・陽圧エリアを区画できます。
・陰圧エリアはウイルスの拡散を防止します。
・陽圧エリアは清浄空気にて陽圧を保ち汚染物質の流入を防ぎます。
・設置する場所に応じサイズ選定が可能です。

型式：NPU-243620-2
定価：1,340,000 円
（有効寸法：W2,400×D3,600×H2,000 の場合）

採痰ブース（ALF-902S）

痰の採取時に飛沫の拡散を防止する陰圧ブースです。

バイオセーフティカプセル（BS-Cap-Ⅲ）

ストレッチャー用の陰圧フード（ソフトフードタイプ）です。

・設置するだけで一般室と採痰スペースを分けることが出来ます。
・ブース内の空気は HEPA フィルターを介し排気され、陰圧を維持します。
・家庭用コンセント（AC100V）で運転できます。

・フード内の空気は HEPA フィルターを介して排気され、陰圧を維持します。
・未使用時はコンパクトに収納が出来ます。
・対象のストレッチャーに簡単に取り付けることが出来ます。

型式：ALF-902S
定価：1,160,000 円

型式：BS-Cap-Ⅲ
定価：1,280,000 円

（上部ユニットのみ）

■対象のストレッチャー
ファーノ製
・ストレッチャーモデル 12-9
トランスポーターモデル 4070 付
・ストレッチャーモデル 9304
・ストレッチャーモデル 4155
トランスポーターモデル 4080 付

※写真は取付イメージです。
製品にストレッチャーは含まれません

安全キャビネット（BHC-1310ⅡA2）

卓上型安全キャビネット（BHC-T701ⅡA2）

洗練された気流制御により作業面の汚染空気漏洩防止による
医療従事者の保護、及び清浄空気の供給による無菌作業が
※JIS 規格（K3800：2009）適合品
行える装置です。

小型で安価な卓上型安全キャビネットです。
作業性を重視した傾斜型スライドシャッターを採用しました。

※JIS 規格（K3800：2009）適合品

・クリーンベンチでは取り扱うことが出来ない病原体やウイルス等を
取り扱うことが出来ます。
・前面シャッター開口 250mm（業界最高クラス）で使い易い設計です。
・各種情報が把握しやすいタッチ式操作パネル搭載

・装置はコンパクトの為、狭いスペースにも設置が出来ます。
・専用排気フードを使った室外排気仕様も対応可能です。（オプション）

型式：BHC-1310ⅡA2
定価：\1,680,000

型式：BHC-T701ⅡA2
定価：\1,030,000

※寸法の異なるタイプや全排気型もございます。

※全排気型もございます。

※写真は足元カバー付(オプション)です。

消耗品・備品関係

防護服/
クリーンスーツ

モップ

インナーウエア

ワイパー

手袋

マスク

除染剤

ゴーグル

清掃用具

フード

オートクレーブバッグ

シューズカバー

クリーンペーパー

机/棚

パーティクルカウンター

（Cleaning Cart）

詳細は弊社ホームページ http://www.airtech.co.jp をご参照ください。
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