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北九州営業所 保守課課長
 前　原　 浩　二
生年月日   　昭和 46年 2月 20日

営業エリア　北九州市内

 北九州に営業所を出店してからの
生え抜きで、現在は保守課と営業
課長を兼任するマルチプレイヤー。
北九州エリアの機械関係のメンテ
ナンスを社内・外に対応していま
す。

新型コロナウイルス対策支援一覧

給付（もらえる）

売上が50%以上減少した場合

売上が 30以上 50%未満減少した場合

持続化給付金

持続化緊急支援金

雇用の維持を図るための
　　　　　　休業手当てに対して保証

雇用調整助成金（コロナ特例）

学校等休業による補償
　　　　　　　　　（雇用労働者向け）

小学校休業等対応助成金

学校等休業による補償
　　　　　　　　（フリーランス向け） 小学校休業等対応支援金

対　　象：売上が前年同月比で 50%以上減少している事業主
給付上限：法人 200 万円、個人事業者 100 万円

対　　象：国の「持続化給付金」の対象とならない
　　　　　　　　　　　　　　　　 売上 30~50％減の事業主
給付上限：法人 50万円、個人事業者 25万円

対象労働者：1人 1日 8,330 円上限　助成率：中小企業 9/10
休業補償 6割を超える部分は 10/10 助成

対　　象：小学校等休校で労働者が有給休暇取得した場合
助  成  額： 1 日あたり 8,330 円を上限で賃金相当額を助成

対　　象：小学校等休校で休業したフリーランス
助  成  額： 1 日あたり 4,100 円

貸付（かりる）

新型コロナウイルス感染症特別貸付

独立行政法人福祉医療機構 
　　　医療貸付事業（長期運転資金）

対象用件： 売上 5％以上減少

セーフティネット保証（4号）
　　　　　　　　　　危機関連保証

返済困難の際、
県信用保証協会が債務肩代わり

福岡県制度融資
新型コロナウイルス感染症対応資金

福岡県制度融資　緊急経済対策資金

融資利率：国民生活事業 1.36％
金利引き下げ：３年間を上限に▲0.９％） 実質無理し制度あり
限  度  額： 6,000 万円　
融資期間：設備投資  20 年以内（据置 5年以内）
　　　　　運転資金 15 年以内（据置 5年以内）

前年比売上：15％以上減 100％保証、5％以上減 80％保証
※下記の福岡県制度融資を利用する為に必要となります。

対象用件： 売上 5％以上減少
融資利率：実質無利子（3年経過後は 1.３％）
限  度  額： 3,000 万円以内　保証料率：０％　
融資期間： 10 年以内（据置 2年以内）

対象用件： 売上 5％以上減少
融資利率：1.３％
限  度  額： 1 億円以内　保証料率：０％　
融資期間： 10 年以内（据置 2年以内）

日本政策金融公庫

お問い合わせは弊社営業もしくは…

新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための補助金（もらえる）

ITツール導入する事業者 IT 導入補助金 特別枠（C型）

内　　容： 特別枠として通常より補助率を 2/3 に引き上げ
補助上限：1,000 万円　　採択まで約 1カ月半

内　　容： 通常の A・B類型と異なり C類型として補助率 2/3
補  助   額： 30~450 万円　　採択まで約 1か月半

ものづくり・商業・サービス
　　　生産性向上促進補助金

革新的サービス開発・試作品開発・
生産プロセスの改善の前向きな設備投資
等を行う事業者

新型コロナウイルスの感染等
理由により事業の継続に支障
がある方。

融資利率：実質無利子（当初 5年間 1億円まで無利子）
限  度  額： ４,000 万円（長期運転資金）
融資期間： 15 年以内（据置 5年以内）

取引のある金融機関
福岡県信用保証協会

福岡県庁 新型
コロナ経営相談窓口

取扱金融機関
各地区商工会議所
各地区商工会
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掲載内容につきましては、詳しくは弊社営業までお問い合わせください。

東京技研 メディカルライトエアー
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これからの歯科医療環境を考える !
 2020 年 5月 3日現在、厚生労働省HPの発表に
よると、国内での新型コロナウイルスに関連した
感染症患者は 15,069 例、死亡者 521 名、退院者
4,496 名となり、緊急時事態宣言が継続された。
最前線で奮闘される歯科医療従事者の皆様には、
心から感謝申し上げます。
 福岡県下においては、右図に示す通りまだ油断で
きない状況が続いておりますが、緊急事態宣言後
の自粛により新規感染者数は確実に減少してきて
います。GW後の緊急事態の解除は難しい現状で
はあるものの、自粛により休業をされていた医院
も順次再開を予定しています。 日本経済新聞 チャートで見る日本の感染状況　新型コロナウイルス データ参照

診療前スクリーニングと院内ゾーニングの徹底
 診療再開にあたり、まず問題となっているのはマスクやグローブ、フェイスシールド、ガウンなど個人防護具
の不足です。我々も出荷制限等により最大限の安定供給の努力を行っておりますが、スタッフ全員にこれらの
防護具を調達することは難しい状況であり、医療従事者の安全確保が危ぶまれています。
 このような状況の中で、徹底すべきは診療前の患者スクリーニング。診療を行う患者をふるい分けです。CDC
（米国疾病対策予防センター）の発表では、SARS-COV2 ウイルスに罹患した COVID-19 発症時の症状として下
記が報告されています。

発　熱（83‒99％）
　咳　  （59‒82％）
疲　労（44‒70％）
拒食症（40‒84％）
息切れ（31‒40％）
　痰　  （28‒33％）
筋肉痛（11‒35％）

非定型の症状が説明されており、高齢者や医学的併存症の人は、発熱や呼吸器症状の症状を
遅らせている可能性があります。入院患者 1,099 人を対象とした 1つの研究では、入院時の
発熱は 44％のみでしたが、その後入院中に熱が 89％発生しました。
頭痛、錯乱、鼻漏、喉の痛み、喀血、嘔吐、下痢が報告されていますが、あまり一般的では
ありません（10％未満）。 COVID-19 の一部の人は、発熱や下気道の徴候や症状が現れる前に、
下痢や吐き気などの胃腸症状を経験しています。また、呼吸器症状の発生前に無臭覚症状も
報告されています。

来院時には、通常の問診票とは別に上記内容を把握するためのスクリーニングを
実施し、診ることのできる患者と感染が疑わしい患者とを区別し、緊急性の少な
い患者には診療を控えていただく様に促し、診療室内でのリスクを軽減していく
ことを最優先させる必要があります。スクリーニングを通過した患者には、衛生
的手洗いを実施した上で、診療室へ入室を促し受付と診療室内でのゾーニング（
清潔域と汚染域の区別）を行います。診療スタッフは日常診療通りの標準予防策
の徹底と、こまめな手洗いを慣行、フェイスシールドやゴーグル等で目の粘膜を
飛沫から保護し診療を行ってください。 特に患者スクリーニングを行う 受付スタ
ッフは、不特定多数の患者接触が多くなる為、防護衣等を着用しスクリーニング
に当たらせることも労働環境整備として重要だと考えています。

スクリーニング問診例）

　・ 検温（37.5 度以下）
　・ 基礎疾患の有無
　・ 喉の痛みや関節痛の有無
　・ 味覚、臭覚の異常
　・ 2 週間以内の海外渡航歴の有無
　・ コロナウイルス感染者もしくは
　　　濃厚接触者との接触の有無
　　　　　　　　　　　　　　等

非清潔域
（治療エリア）

清
潔
域

非清潔域
（スクリーニング　　　　　エリア）

医療機関向け空気浄化装置

非清潔域（スクリーニングエリア）

非清潔域（治療エリア）

清潔域（医局やスタッフルーム）

このエリアでは、しっかりと個
人防護を行い患者の状態をチェ
ックします。
発熱やスクリーニング項目に該
当する患者を治療エリアへ入室
させないようにチェックします。

フェイガードやゴーグル、マスク、グローブの通常診療
時の個人防護を行い診療を実施。
エリア内の環境清拭と細やかな手指洗浄を行い、標準予
防策に準じ、接触感染、飛沫感染の防御を徹底する。

 清潔域への入室は全ての個人防護衣を入室前に処分し、
手指消毒を行い入室し、大人数での滞在と他人と同一
方向の距離を 2m以上の間隔をあけましょう。

 徹底した患者スクリーニングを実施し、診療エリア内のゾーニングにより院内感染リスクはゾーンごとに減少させることが
可能です。個人防護衣が不足する中、ゾーニングによりリスクを明確化することで院内感染を防止し、過剰な個人防護衣の
消費も抑えることが出来ると考えます。歯科医療環境がさまざま取り上げられる中、ウイルス感染と健康維持という側面で、
歯科医療は無くてはならない医療であると考えています。この新型コロナウイルス禍の中、安心・安全な歯科医療環境の一
助として、我々も微力ながら寄与出来れば幸いです。

メディカルライトエアー

医療空間（78㎡）に存在する
ウイルス・粉塵・ニオイを 4回 / 1 時間 換気

換気イメージ動画 導入ユーザー Voice

病院設備設計ガイドライン（空調設備編）に準拠


