
 新型コロナウィルス感染防止対策機器のご案内 
㈱日本医化器械製作所 陰圧ユニット 

【定価】 
 150万円／台 

◇外来設置タイプ 

・外来等に設置するタイプ 
   のHEPA付陰圧装置・患 
 者の背面に設置し、咳き 
 込んだ際に有害塵埃を吸 
 い込みます。 
・病室での簡易陰圧装置 
 としても使用可能です。 

㈱日本医化器械製作所 排気ユニット 

【定価】 
 79.8万円／台 
  
<適応>20ｍ2まで 

◇病室設置タイプ 

・既存病室に設置可能な排 
 気ユニット。ダクトから 
 窓等を利用した屋外排気 
 工事で病室改造が可能。 
・HEPAフィルタ内蔵。 
・家庭用電源で稼働するの 
 で特別な電気工事は不要 
 です。 

日本光電工業㈱ 人工呼吸器 HAMILTON-C6 

【定価】 
 790.7万円（本体のみ） 
 
★使用環境を限定しない 
 空気配管不要・長時間内 
 部ﾊﾞｯﾃﾘｰ搭載 

◇空気取込口にHEPAフィ 
 ルタ内臓 

・成人、小児、新生児の人 
 工呼吸に対応 
・SpO2・ETCO2測定可能 
・ｱﾀﾞﾌﾟﾃｨﾌﾞな肺保護戦略、 
 ASV とINTELLiVENT-ASV 
・IntelliSync+による患者 
 同調性 
・ﾊｲﾌﾛｰO2ｾﾗﾋﾟｰ対応 

【定価】 
 325.7万円（本体のみ） 
 
★軽症患者にはNKV330、 
 中～重症患者には気管挿 
 管型と使い分けをご提案 
 

◇空気取込口・呼気ﾎﾟｰﾄに 
 HEPAフィルタ内臓 

・さまざまな環境下で患者 
 に途切れることない適切 
 な換気をｻﾎﾟｰﾄする、非侵 
 襲的陽圧換気(NPPV) 
 人工呼吸器です 
・SpO2・ETCO2測定可能 
・日本光電ｵﾘｼﾞﾅﾙ「ｱｼﾞｱﾝ 
 ﾌｨｯﾄﾏｽｸ」でﾌｨｯﾄ感ｱｯﾌﾟ 

㈱日本医化器械製作所 車いす型ｱｲｿﾚｰﾀｰ 

【定価】 
 79.8万円／台 
他、曇り加工仕様のプライ
バシーカプセルタイプもご
ざいます 
 

◇移動時に使用 

・移動時の医療従事者、 
 周囲の人々の安全確保に。 
・ベッド型ではないため 
 利用者の抵抗感軽減にも。 
 
・透明ビニールタイプ、 
 プライバシーカプセル 
 タイプがあります 

【定価】 
  Venue Go オープン価格 
  Vscan Extend R2 DP 
  98万円／台 
 
 

◇肺エコーで診断を容易に 

・Automated B-Line機能 
 搭載のVenueGo、ポータ 
 ブルタイプのVscanExtend  
 R2 DPをご用意。 
・Blue protocolによる肺炎 
 の診断に。 

日本光電工業㈱ 人工呼吸器 NKV-330 

GEヘルスケア㈱ 超音波診断装置  
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ﾀﾞｲｷﾝｴｱﾃｸﾉ㈱ 陰圧排気ﾕﾆｯﾄ 

【定価】 
 148万円／台（8畳用） 
 172万円／台（12畳用） 
【メーカー】 
 日本無機㈱ 
 

◇既存の病室に設置可能 

・100ｖ電源を繋ぐだけ 
・CDC指針の換気回数 
 12回/h（36㎥）以上 
・抗ウィルスＨＥＰＡフィ 
 ルタ 
・内蔵でクリーンな排気 
 
・蛇腹ダクト2m付き 

R 

【定価】 
 クリーン仕様 24万円 
 汚染除去仕様 26万円 
 
・日本エアテック㈱製 

◇医療従事者保護と室内 
 感染リスク低減の両立 

・吹出し方向の異なる2種 
 のパーティションを組み 
 合わせることで一方向に 
 空気の流れを作ります。 
・HEPAフィルターで清浄 
 化された空気を送り、 
 汚染空気を浄化します。 

㈱ビー・ティ・アイ 飛沫防止ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ  

サイズ：(カスタマイズ可能) 
H500×W500/1000 
H600×W600/900/1200     
 
厚 み：3ｍｍ 

◇置くだけウイルス対策 

・透明PVC製のためアル 
 コール除菌ＯＫ 
・座に差し込むだけの簡単 
 組立 
・十字間仕切り可能なジョ 
 イントタイプあり 
・自社加工のためサイズの 
 カスタマイズ可能 

㈱オカムラ クリーンパーティション 

㈱ﾋﾟｰｴｽｴﾙ  AI顔認証ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰｶﾒﾗ 

【定価】 
 オープン価格 
 

◇複数人同時計測可能 

・マスクをしたまま顔認 
 証、顔表面の平均温度 
 を計算 
 （検知誤差±0.3℃） 
・ウォークスルー、多人 
 数（12人）対応 
・アラーム通知機能 

日本光電㈱ ｾﾝﾄﾗﾙﾓﾆﾀ WEP-1400ｼﾘｰｽﾞ 

【定価】 
 550万円／台 
 (WEP-1450・8人用) 
  

◇患者様のバイタル監視に 

・最大12名のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ可能 
・ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ部のｱﾙｺｰﾙ清掃 
 可能 
・退床後14日以内のﾃﾞｰﾀを 
 遡って参照・記録可能 
・絶対に消したくないﾃﾞｰﾀ 
 を24時間分保全機能搭載 

伸榮産業㈱ 陰圧ブース ドクターバリア  

【定価】*別途施工費 
 138万円／台 
 
<寸法（mm）> 
W2000×D1000×H2000 

◇ドクターと患者をブース 
 隔離して感染症から守る 

・患者側を陰圧、ドクター 
 側を陽圧に保ち、飛沫感 
 染を防止。 
・医療用陰圧テントの PCR  
 検査ブースとしても使用 
 可能。 
・特注サイズにも対応可能。 



掲載製品は、弊社取扱いの一部です。その他のご要望も承ります。 
また定価、納期については変動する可能性がございますので、弊社営業までお問い合わせくだ
さい。 
なお2020年9月末時点で新型コロナウイルス感染対策として有用と考えられる製品を掲載して
おり、今後の知見により、予告なく変更されることがございます。 
予めご了承の程お願いいたします。 
 
 

 新型コロナウィルス感染防止対策機器のご案内 

【拠点一覧】 
  京 都 本 社：075-681-5131   大 阪 支 店：072-831-1030    神 戸 支 店 ：078-974-7777 
  本社在宅事業部：075-681-4339   新大阪支店：06-6889-1010      新神戸支店 ：078-303-7878 
  舞 鶴 支 店：0773-64-1162   堺 支 店：072-261-3410    奈良中央支店：0742-32-3410 
  舞鶴在宅事業部：0773-65-2600   東大阪支店：072-928-3410    東 京 支 店 ：03-3762-3410 
  滋 賀 支 店：077-553-6888 
【営業所一覧】 
  右 京 営 業 所 ：075-881-3410    福知山営業所 ：0773-20-3410  大津営業所：077-510-3410 
  洛 西 営 業 所 ：075-334-3410    宮 津 営 業 所 : 0772-46-0003  橿原営業所：0744-28-3410   
  宇 治 営 業 所 ：0774-41-3410    北 摂 営 業 所：072-680-3410 

㈱ｼｰｴｽｱｲ ﾊﾝﾄﾞｳｫｯｼｭ付き検温ｻｲﾈｰｼﾞ 

【定価】 
 55万／台（21型） 
【サイズ】 
 21型のスタンドタイプ   
 43型の大画面タイプ 

◇手洗中に体温自動測定 

・ﾊﾝﾄﾞｳｫｯｼｭしている間に 
 体温を自動測定。 
 ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨｰｶﾒﾗを用い、 
 非接触で発熱者の検知 
 が可能なため、検査員 
 の二次感染リスクも防 
 ぎます。 

再来受付機/自動精算機 

電子カルテシステム 

【定価】 
 要相談 
 
【メーカー】 
 各社取扱可能 

◇ペーパーレスで感染 
 リスク低減 

・病院様の運用やご予算に 
 合わせて、病院様に合っ 
 たシステムのご提案が可 
 能です。 
 必要であれば、医療情報 
 技師の資格を持った専門 
 員がコンサルをさせて頂 
 きます。 

【定価】 
 要相談 
 
【メーカー】 
 各社取扱可能 

◇動線の見直しで人同士の  
 接触リスクを低減 

・患者様の動線を見直し、 
 職員との接触回数を減ら 
 すことで感染防止に繋げ 
 ます。 
・自動精算機により直接的 
 な現金の受け渡しを減ら 
 すことによって感染のリ 
 スクを軽減できます。 
 

オンライン診療予約システム 

【定価】 
 要相談 
【メーカー】 
 アイチケット㈱ 
 その他各社取扱 

◇待合での密防止に 

・ｵﾝﾗｲﾝ診療予約ｼｽﾃﾑと診 
 察室前の患者呼出をｼｽﾃﾑ 
 化することにより患者 
 様の動線を見直し。 
 待合で患者様が密状態 
 になってしまうことを 
 防ぎます。 
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