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・ 交付要綱の⼀部が改正され、令和2年4⽉1⽇までさかのぼり適⽤されます。
・ 申請は原則１回限りです。最終受付締切は各都道府県へお問い合わせください。
・ 上記感染症対策にかかった費⽤以外に、該当があれば職員への慰労⾦及び介護サービス再開にかかる費⽤も

併せて申請を⾏ってください。

対象機関の例… 以下の額を上限として実費を助成

介護⽼⼈福祉施設 3.8万円 × 定員数
介護⽼⼈保健施設 3.8万円 × 定員数
介護医療院 4.8万円 × 定員数

※その他助成対象機関、助成額等の詳細は、p.2に記載

この情報は令和2年8⽉14⽇現在のものであり、詳細は各都道府県ウェブサイト及び厚⽣労働省ウェブサイト等をご確認いただくようお願いいたします。

オカムラでは感染拡⼤防⽌対策等でお役に⽴てる製品を多種揃えております。
(参考例)

新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で、サービスを提供する
介護サービス事業所・施設等に感染症対策に必要な物品購⼊や研修などに
かかる費⽤が⽀援されます。

留意事項

感染症対策や研修実施等に要する費⽤ ※その他対象経費の詳細は、p.2に記載

■助成対象機関と助成額

■対象経費

抗菌キーボードカバー清掃性に優れたイス キャスター付きパーティション⾶沫防⽌パネル

新型コロナウイルス感染症緊急包括⽀援事業(介護分)
のご案内
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参照HP
QRコード

〜厚⽣労働省 「介護サービス事業所・施設等における感染症対策⽀援事業等及び職員に対する慰労⾦の⽀給事業」 概要より⼀部抜粋、再構成〜

※１ 事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けて

いる者であり、また

◉ 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービス

の両方の指定を受けている場合は、１つの事業所・施設として取扱う。

◉ 介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護予防ケア

マネジメント）を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所（通常

規模型）と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメント

は居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の

両方の指定を受けている場合は、１つの事業所として取扱う。

◉ 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬

上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。

※２ 利用者又は職員に感染者が発生しているか否かは問わない

※３ かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、

実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県が、個々の事情

を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、

通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるも

のであれば、幅広く対象とする。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
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〜厚⽣労働省 「介護サービス事業所・施設等における感染症対策⽀援事業等及び職員に対する慰労⾦の⽀給事業」 パンフレットより⼀部抜粋、再構成〜

詳細は各都道府県ウェブサイト及び厚⽣労働省ウェブサイト等をご確認いただくようお願いいたします。
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Q．新型コロナウイルス緊急包括⽀援事業（介護分）に重複する事業は︖

A．新型コロナウイルス感染者が発⽣した施設に関しては、「サービス継続⽀援事業」と「緊急包括⽀援事業」の双⽅を
活⽤することが可能です。

Q．いつからいつまでの費⽤が対象︖

A．令和2年4⽉1⽇から、令和3年3⽉31⽇までにかかる経費が対象となります。
申請⽇以降に発⽣が⾒込まれる費⽤も合わせて、概算で申請することも可能としています。

Q．対象期間中であれば、 複数回の申請ができる︖

A．申請は、各事業所・施設で原則1回としていますが、追加申請が必要な場合には上限額の範囲内で複数回
申請することも可能です。 ※詳細は各都道府県にお問い合わせください。

Q．どんな施設が補助の対象︖

A．令和2年4⽉1⽇以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかりまし経費が発⽣した
介護サービス事業所施設（介護医療院・特別養護⽼⼈ホーム・介護⽼⼈福祉施設）等が対象となります。

取組の例(例⽰であり、 これに限られるものではありません)
① 衛⽣⽤品等の感染症対策に要する物品の購⼊（空気清浄機・体温測定器 など）
② 感染防⽌を徹底するための⾯会室の改修費
③ 消毒費⽤・清掃費⽤
④ 感染発⽣時対応・衛⽣⽤品保管当に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置（必要な場合は家具等の什器整備も含む）
⑤ 感染症対策における外部専⾨家による研修実施費⽤

その他感染症対策に寄与するものが該当となります。

Q．申請先は︖

A．標準的な申請事務としては、介護サービス事業所・施設等からの申請受付は原則としてオンラインにより各都道府県
の国⺠健康保険団体連合会 (都道府県の事務委託)で⾏うことを想定しています。⽀払いについても「国保連」から
⾏うことを想定しています。

Q．新型コロナ患者の受⼊れ対応等をしていなくても対象となる︖

A．対象となります。新型コロナ患者の受⼊れは要件となっていません。

申 請 に 関 す る

厚⽣労働省 「令和2年7⽉28⽇新型コロナウイルス感染症緊急 包括⽀援事業（介護分）に関する
Ｑ＆Ａ(第2版)」 より⼀部抜粋
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ダイニングチェア＆テーブル

介助しやすさと清掃しやすさに気を配った⾼齢者施設向け家具
ダイニングテーブル(LZシリーズ)

ダイニングチェア(プレモ)

正⾯に
向き合わない
距離感を確保

LZ12FY MAF7
¥78,400

●カラー

MAG7 MAG8 MAG0

MAF7 MAF8 MAF0

⾼さ
660/700/
740mm

●脚バリエーション
平アジャスター脚 アジャスター脚 キャスター脚

⾼さ
660/700/720/
740mmで固定

⾼さ
700/720mm
に設定

フラットで⾷べこぼしなど
拭き取りやすい形状

取り回ししやすく、触れる場所を
⾃然に意識します

■清掃しやすいメラミン素材

■正⾯に向き合わない
異形形状

清掃性を考慮
したテーブル＆
チェア LZテーブル

■清掃性に優れた張地

アルコールや次亜塩素酸
ナトリウムで消毒できます

■姿勢を保ちやすい設計

プレモ詳細はこちら
↓

LZテーブル詳細は
こちら↓

カラー例(他のカラーはQRコードにてご覧ください)カラー

■持ち⼿が分かりやすい

姿勢直しの度に触れ
る回数を減らせます

LZ67CA PE62
¥68,000
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パーティション

清掃性に優れたキャスター付きパーティション

隔離スペースなどクローズ空間を速やかに作れます

4W65シリーズ
ホワイトボード仕様

アルコールや
次亜塩素酸ナトリウム
での消毒が可能です

高さは2種類、連数は3種類からお選びいただけます

折りたたみ収納可能

不要時はコンパクトに収納任意の広さで空間を囲えます

ICU・HCUなどの集中治療部門

アルコールや次亜塩素酸ナトリウム
での消毒が可能です

プリータ

病室のベッド間など

パネルタイプは3種類からお選びいただけます

半透明 木目 コンビ

LU73JB MAS8 ¥672,000

LU75JM MAV7

¥1,194,000

高さ寸法展開 ：1520H・1800H

1215W＋800W ×1520H

4W65FE H216 ¥243,290

910W・1215W 910W・1215W ＋ 800W 800W ＋ 910W・1215W ＋ 800W

寸法:1600W,2300W,3000W×1450H・1625H・1800H(コンビ1625H・1800H)

寸法:2650W,4000W,5350W×1450H・1625H・1800H(コンビ1625H・1800H)
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後付け⾃動⽔洗

⼿を触れずに操作できる⾃動⽔洗
既存設備をそのまま活かし、スムーズに設置できる後付け⽅式

L82VBNには、天⾯にセンサーがあり、
⼀度⼿をかざすと⽔が流れ、再度⼿を
かざすと⽔が⽌まります

⾃動吐⽔機能 ⼿かざし[出/⽌]機能

節⽔効果も期待できます

電池式で電気⼯事が不要
電池寿命は１⽇100回程度の使⽤
で約3年

空気を含んだ泡沫吐⽔なので⼿洗い
感を損ないません

後付け式だから導⼊コストを抑えて短期間で設置

⼿を触れずにかざすだけで操作可能

⽴型単⽔栓⽤
取替タイプ
L82VBN ￥55,000

壁付混合⽔栓⽤
L81HMA ￥80,000

⽴型単⽔栓⽤
後付けタイプ
L81V00 ￥40,000

単水栓用 汚物流し便器用

汚物流し便器
フラッシュバルブ⽤
L8N150 ￥55,000

汚物流し便器
⾃在⽔栓⽤
L8NS00 ￥45,000

ラインナップ
混合水栓用

⽴型単⽔栓（後付けタイプ）

フラッシュバルブ

⼿かざし[出/⽌]センサー

⾃動吐⽔センサー

※混合⽔栓⽤・単⽔専⽤は他にも各種ございます
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●菌量
7.0×10 cfu/mlに調整したMRSAを0.1ml検体に接種
●試験⽅法
検体に菌液を0.1ml接種し、コンラージ棒で検体に広げた
シャーレに検体を⼊れ、25℃にて、⼀定時間静置後、コンタクト
プレート法にてシート表⾯の菌数を測定した

院内の感染リスクを低減させる⾼頻度接触⾯抗菌カバー
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの消毒後も抗菌性能持続

キンキラシート

⾼い抗菌機能・抗ウイルス機能を試験で実証

キンキラシートは医療機関で実証された
抗菌・抗ウイルス技術「アースプラス*」で
特殊コーティングされたシートです

ウイルスや細菌などのタンパク質
を吸着し、⽔と炭酸ガスに分解
する地球を汚さない⼈に優しい
クリーン技術

ニオイ

細菌

吸着
分解

Ag

酸化チタンの電極となり、
反応スピードを向上させます

ウイルスや細菌などを
吸着して離しません

HAp

ウイルス・細菌・アレル物質などの
タンパク質を分解する材料です

TiO2

ウイルス

4

細菌やウイルスなど

細菌やウイルスなど

従来の抗菌製品

アースプラス製品

●試験機関
信州⼤学医学部附属病院臨床検査部
●検体
キンキラ キーボードカバーを直径９cmの⼤きさに切り出した
ものを検体とした
●供試菌
臨床分離株 MRSA

 MRSAに対する抗菌評価

パソコンキーボード
キーボードカバー 390mm×250mm フリーカットタイプ
LU94AA Y658 ￥43,900(10枚⼊り)

抗ウイルス・抗菌キーボードカバー

アースプラス*

*「アースプラス」は(株)信州セラミックスが開発した抗
菌・抗ウイルス技術です

時間(hr)

※新型コロナウィルスへの効果は実証されておりません

銀(メタル)ハイドロキシアパタイト

酸化チタン



9|Copyright All rights reserved. 2020

顔認証＋体表⾯温度計測による⼊室管理システム

来院される⽅のマスク着⽤と体表⾯温度の検知を
両⽅同時に⾏え、⼊⼝での訪問制限案内に役⽴ちます

機器サイズ
H:293mm W:133mm

⼊室可能

正常な認証 マスク未着⽤

⼊室不可

体温異常

⼊室不可

※画⾯はイメージです。

110cm

自立ｽﾀﾝﾄﾞ 卓上ｽﾀﾝﾄﾞ

■マスク着⽤未着⽤と体表⾯温度の検知を同時に判定
■体表⾯温度の検知のみの運⽤も可能
■本体で、登録作業・履歴の確認を⾏えます

※施⼯費、送料は別途

単体運⽤仕様 顔認証・検温装置⼀式 想定価格 ︓ ⾃⽴ｽﾀﾝﾄﾞ式 ¥420,000
単体運⽤仕様 顔認証・検温装置⼀式 想定価格 ︓ 卓上ｽﾀﾝﾄﾞ式 ¥398,000

65cm
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体表⾯温度計測 キューブ型サーマルカメラ

外来などで来院される⽅を瞬時に表⾯温度を測定（精度±0.5℃）
出⼊⼝での発熱者スクリーニングに最適です

■複数通⾏⼈（2〜3名）の体表⾯温度が測れます。
（エリア設定の除外設定ができます）

■通常映像とサーモ映像を同時に⾒れます。
（アラートがでた⼈物の画像を2種類で保存できます）

カメラ・機器 想定価格 ¥950,000（モニター・三脚・施⼯費別途）

【構成イメージ】 【設置イメージ】
サーマルカメラ

機器

モニターに通知
三脚

【機器仕様】

■サーマル解像度 ︓80×60
■測定可能温度帯︓30℃〜45℃
■温度検知精度 ︓±0.5℃
■温度計測距離 ︓1.2m ± 0.3m

【カメラ仕様】

■解像度 ︓1920×1080
■画⾓ ︓⽔平︓51° 垂直︓38
■温度アラーム︓30°- 45°
■⼨法 ︓W71.6×H117.53×D35.5（㎜）

1.8m±0.2



11|Copyright All rights reserved. 2020

クリーンパーティション

室内の空気を清浄化するクリーンパーティション
医療従事者の保護と室内の感染リスク低減を図ります

仕 様
集塵効率︓0.3μm粒⼦にて99.99%以上
構造 ︓鋼板製焼付塗装仕上（ホワイトグレー）
電源 ︓AC100V 1Φ 50/60Hz
重量 ︓ACP-897AH（クリーン仕様）約40㎏、ACP-897CH（汚染除去仕様）約43㎏
騒⾳ ︓⼤⾵量モード約58dBA 強モード約45dBA 静穏モード約36dBA

 プッシュ空気はHEPAフィルターで清浄化された無菌空気です
 プル排気はHEPAフィルターにより汚染空気を浄化し、放出されます
 キャスター付きですので、設置が容易です

約
3m

ご使⽤のイメージ

プ
ッ
シ
ュ
空
気

プ
ル
排
気

クリーン仕様
吹出︓前⾯上部
吸込︓背⾯下部

汚染除去仕様
吹出︓背⾯下部
吸込︓前⾯上部

ACP-897AH ￥240,000 ACP-897CH ￥260,000
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⾶沫拡散防⽌デスクトップ仕切りパネル

シングルタイプ コの字タイプ

樹脂製の脚に3mm厚の透明パネルを差し込むだけで
⾃⽴するので簡単に組み⽴てられます（お客様組⽴品、⼯事不要）

耐薬品性に優れた塩化ビニル樹脂を採⽤しました
アルコールを含む消毒剤や次亜塩素酸ナトリウムが使⽤できます

前⾯にパネルを設置して
⾶沫等を防ぐためには、

450ｍｍ以上が推奨されます

パネルの⾼さと⾒え⽅

組み⽴ては簡単

⾼さは
500ｍｍ

３セット単位での販売です

パネル 連結材
（オプション）

(パネルの幅によって使⽤する脚の数が異なります)

450W︓8TFPGA GG57 ￥27,000
600W︓8TFPGB GG57 ￥30,000
700W︓8TFPGC GG57 ￥36,900
800W︓8TFPGD GG57 ￥37,800
900W︓8TFPGE GG57 ￥39,000

1200W︓8TFPGF GG57 ￥61,800
1400W︓8TFPGH GG57 ￥63,000

800W︓8TFPGK GG57  ￥91,800
900W︓8TFPGL GG57  ￥93,000

1200W︓8TFPGM GG57 ￥115,800
1400W︓8TFPGN GG57 ￥117,000

オプション︓連結材
8TFPR6 GG58 ￥800

(6個⼊り 両⾯テープ貼り)

⾼さは特注で700ｍｍまで可能
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独⾃のイオンエンジン技術を搭載したディフューザーで
除菌・消臭機能⽔ A2Care(MA-T®) *を効果的に拡散

空気清浄機

*MA-T®
株式会社エースネットが開発した⾼い除菌、消臭作⽤を持った無
⾊・無臭・無刺激性の⽔溶液です。その特徴は、腐⾷性・刺激性が
⽔と同じ⾼い安全性を保ちながら、優れた除菌⼒・消臭効果を両⽴
します。

サイレントナノディフューザー ナノシードα はイオンエンジンからマイナスの電荷を浴びた
A2Care(MA-T®) *をナノレベルにして排出し浮遊させます。
空気中の菌やウイルスなどのプラス電⼦に向かっていき、それらの物質に接触したとき酸化
を起こし物質の構造変化により不活化させることで空間の環境を維持します。

サイレントナノディフューザーナノシードα
サイズ 285W×285W×700H
電源 DC12V3.8A（ACアダプター使⽤）
消費電⼒通常時15W（最⼤35W）

様々な第三者検査機関における安全性試験の結果、⾼い安全性が確認されました。
 安全性

除菌／ウイルス除去／カビ 各種試験において低い濃度で様々なウィルスを除菌することが確認されています。

●試験⽅法
TCID50法

反応時間1分

●試験⽅法
MA-T/10mlに107の

菌液0.1mlを摂取し
経時時に⽣菌数を測定

MA-T®（要時⽣成型亜塩素酸イオン⽔溶液）の機能性を試験で実証

 除菌⼒

※新型コロナウィルスへの効果は実証されておりません
抗菌力評価試験データー/（社）京都微生物研究所検証

※イメージです。

抗ウィルス試験データー/国立大学法人東京医科歯科大学検証

①皮膚一次刺激性試験※9 無刺激物 ⑨MTT Assay 細胞特性評価試験※4 細胞毒性は認められない

②眼刺激性試験※1 無刺激 ⑩急性吸入毒性試験※5 毒性が認められず（精製水と同等）

③急性経口毒性試験※1 異常及び死亡例は認められない ⑪金属腐蝕試験※5 水と同等レベル

④ヒトパッチ試験※2 一次刺激は認められなかった（40名） ⑫樹脂成型品の浸漬参考試験※6 22品目影響なし

⑤皮膚感作性試験※2 皮膚感作性がない（24h/48h 平均0.0） ⑬医薬品等薬物検査※7 陰性であると判定

⑥復帰突然変異性試験※2 陰性であると判定 ⑭含嗽法の安全性試験※8 安全であると判定

⑦連続皮膚刺激性試験※2 無刺激であると推察される（14日間） ※1 財団法人 日本食品分析センター/※2 株式会社 生活科学研究所/
※3 株式会社 日本バイオリサーチセンター※4 国立大学法人 東京医科歯科大学/
※5 日本歯科大学 生命歯学部/※6 他社試験/※7 財団法人 競走馬理化学研究所/
※8 国立病院機構 栃木医療センター/※9 株式会社 薬物安全性試験センター吉見研究所

⑧染色体異常試験※3 染色体異常誘発性はない
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製品の消毒についての注意事項

※この製品の設置によって感染拡⼤リスクの軽減効果としての疫学的な保証はありません。

消毒ができるメンテナンス性に優れた製品

○椅⼦の樹脂フレーム（材質︓PP、PA）および樹脂製の肘パッド
○張地(ビニールレザー)

アルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取りが可能です。塗布
後は必ず消毒剤が残らないように⽔拭きで取り除き、さらに乾拭き
して乾燥させてください。吹きかけたまま⻑時間放置すると腐⾷や変
⾊、⾊落ちするおそれがあります。

○塗装（スチール、アルミ）
焼付塗装はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムによる拭き取りが
可能です。消毒液（アルコール類）は塗料を溶かす性質、次亜塩
素酸は塗装を剥がす性質がございますが、強く擦らず、直ぐに拭き
取りを⾏えば問題はございません。塗布後は必ず消毒剤が残らない
ように⽔拭きで取り除き、さらに乾拭きして乾燥させてください。

抗ウイルス性能メラミン化粧板の採⽤

アイカウイルテクトは抗ウイルス性能を付加したメラミン化粧板。傷に強く、
耐薬品性、耐汚染性に優れているのできれいに使⽤できます。万⼀の拭
き残しや、清掃後にウイルスが付着する場合などでも、アイカウイルテクト
を使うことで、製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

対象製品については弊社担当者にお尋ねください。

※その他詳細情報及び注意事項はアイカ工業ＨＰをご参照ください。 アイカ工業ＨＰ：http://www.aica.co.jp/products/willtect/naisou/

＊1︓薬機法（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律）の
関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA、ウイルスBと記載しています。

＊2︓ウイルス粒⼦に⾒られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と
⽐較してアルコール等の消毒液耐性が強いと⾔われています。

＊3︓PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標

院内感染対策を重要視する病院の
ニーズにお応えした、折りたたみ式の
パネルです。患者さんのプライバシー
を守るとともに、⽇常的に汚れを清掃
でき、消毒にも対応します。必要な
時に任意の形状で仕切り、緊急時に
は素早くコンパクトに収納することが
可能です。

天板裏が清掃しやすいメラミン素材で⾷べこぼし等の清掃を
スムーズに⾏っていただくことが可能です。



お問い合わせ・ご相談は、下記へ

ヘルスケア営業部 ✆ 03-5501-3512

YLCH09-40P

【 その他製品 】

LunaCare

有機ELナースライト[ルナケア]ナースカート[カレ] 診療材料収納システムモバイルリフト

作業台ディスプレイアーム 点滴スタンド [デイーボ]

※2020年7⽉時点、本書に記載の対応策について、感染症拡⼤リスクの軽減効果として疫学的な保証はなく、これらによって⽣じたいかなる
トラブル・損失・損害について当社を含む当社グループ会社は責任を負うものではありません。
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